
緊急地震速報が鳴ったら 家具の転倒から命を守る

すぐに机の下に隠れる

まず、二次災害を予防！1

3「みんな無事？」向こう３軒両隣
　「みんな大丈夫？」向こう３軒両隣のご近所さんに呼びかけ
て無事を確かめ合ってください。

2「黄色いハンカチ」を玄関先に出す
　自分と家族が無事であれば、大丈夫の目印の「黄色いハン
カチ」を掲げてください。災害時、ご近所さんに「うちは大丈
夫！」と知らせる目印です。

❶ガラスの破片によるけがを防ぐため、室内でスリッパや靴をはく❷戸や窓を開けて出口を確保する❸ガス
を止める❹ブレーカーを落とす❺余震で落ちそうなものは床に下ろす

　倒壊や火災の危険がないなら自宅を拠点に電気･
ガス･水道の復旧と支援を待ってください。

　倒壊や火災の危険があるなら非常用持ち出し袋を
持って、お住まいの校区の小学校※へ避難してください。
※北小校区はメイプルホール、萱野北小校区は第二中学校。

　大地震が起こった直後は、外部からの支援が３日間
届きません。電気・ガス・水道が止まり、物流が途絶え
ても、３日間持ちこたえられるよう、毎日の習慣とし
て、今すぐ家庭の備えを始めてください。

　災害が起きたとき、お風呂の水はトイレの流し水な
ど生活用水として使えます。いつも水を張っておきま
しょう。

普段から、多めに買い置き、古いものから消費して、
使ったらまたすぐに買い足しておく。常に「新しい在
庫」を家に置いておきましょう。

　｢出かける前に給油」ではなく、「帰りに給油」を習慣
にしておきましょう。車は、移動手段としてだけでなく、
エアコンで暖をとることができます。また、カーバッテ
リーを利用して、スマホや携帯電話の充電ができます！

　停電・断水時や緊急時に、すぐに使用したり、持ち出すことができるよう、備蓄品の
一部や無いと困るものをリュックなどにまとめて、玄関周りに置いておきましょう。
●懐中電灯
●乾電池
●無いと困るもの…水を少しと軽い食糧、赤ちゃんの粉ミルク、おむつ、
　いつも飲んでいる薬、コンタクトレンズ（または予備のメガネ）、生理用品、マスクなど

●携帯ラジオ
●簡易トイレ

●ウエットティッシュ
●笛・ホイッスル(助けを呼ぶため）

普段食べているものでOK！ ９リットル×家族の人数
調理しなくても食べられるものを
そろえてください

●レトルト食品（おかゆ・雑炊・シチューなど)
●缶詰・びん詰め食品

ひとり１日３リットルの
飲料水が必要です

４人家族なら９リットル×４人

お風呂の水は
｢いつも」張っておく！

車のガソリンは
｢いつも」満タンに！

災害時を想定して
非常用持ち出し袋の準備を！

家庭の備え

住民のみなさん

全体会

役員会 地域で決めた役員が話し合って会の運
営をしています
役員と、自治会、マンション管理組合・各
種団体※の代表者が情報を共有します

自治会や団体の代表者は、それぞれの
構成員に情報を伝えます

※各種団体とは、地域で活動されている様々な団
体です（地区福祉会、青少年を守る会、コミセン
委員会、PTA、消防団、赤十字奉仕団、民生委員
児童委員、老人クラブ、青少年指導員など）。

震度５弱以上の地震が起きたら、役員は避難所に自動
参集します（震度４以上の地震のときは、市職員と学校
職員が避難所を開けます）。

平時には、地区での防災訓練や、地区内の団体のとりま
とめなどを行います。

❶避難所の自主運営
❷地域の安否情報のとりまとめ
❸市と連携した地域の支援
※発災から数日たつと、避難所は在宅被災者の支援拠点にもなります。

　市では、大規模災害が起きた後、たとえ行政機能が停止していても、地域で地域を守る体制を作るた
め、小学校区ごとに「地区防災委員会」を設立しています。

　「地域防災ステーション」は、❶自治会※が発災直後の一時的な集合場所として使い、❷ステーションに
設置された資器材を持って消火・救助へ向かう｢災害時の活動拠点」です。また、❸救援物資の配布拠点
にもなります。市内61カ所に整備していますので、ぜひ活用してください。
※自治会にはマンション管理組合を含みます。

　市では、阪神・淡路大震災が起きた１月１７日に毎年、
「全市一斉総合防災訓練」を実施しています。災害は、
何曜日に起こるかわかりません。家族がバラバラに過
ごしている平日や、家族みんなが家にいる休みの日な
ど、いろいろな曜日に訓練をしておくことが、いざとい
うときの行動に繋がります。

●地区防災委員会は
　｢避難所開設訓練」、自治会などからの「安否情報の集約」などを行う
●自治会のみなさんは
　｢黄色いハンカチ作戦」による「安否確認訓練」を行う
●各家庭では
　｢家庭の備え」ができているかを確認する　など

地区防災委員会
今すぐ始めよう！ 活用してください！災害時の活動拠点

災害時の緊急情報

大規模災害の備え、防犯対策に！ 箕面市の地域防災の中核

平時の活動 発災直後の活動

避難所に行く？家にいる？

小学校区
ごとの

　大規模地震の時に、１人でも多くの命を救うため
には、隣近所の素早い安否確認が何より重要です※。
市では、安否確認を自治会単位で行っています。   
また、防犯カメラや防犯灯は、自治会が設置していま
す。大切な家族や自分を災害や犯罪から守るため、
是非自治会に加入してください！
※阪神・淡路大震災では、約８割のかたが、自治会などの地域のかたに
救助されました。

　緊急地震速報とは、地震発生直後に、「もうすぐ大きな揺れが来る」と知らせる警報です。この速報か
ら強い揺れが来るまでの時間は、数秒～数十秒しかありません。速報が鳴ったらすぐに隠れる場所を探
し、机やテーブルがあれば下に隠れてください。

　市では、防犯カメラ設置費用のうち、最大18万円の補助（防犯カメラの
密集度により補助率は変わります）を実施しています。また、LED防犯灯
の新設・増設・取替費用には、75%補助を実施しています。防犯カメラと
防犯灯の設置で、空き巣や自転車・オートバイ盗、痴漢などの犯罪を防止し
ましょう。

自治会長さんから
連絡してもらいます

最寄りの自治会の会長さんへ
自治会係から連絡します

市役所自治会係 σ724･6179
市役所の「自治会係」に
お電話ください

○○自治会に
ご加入いただく
ことになります。

自治会の入り方

自治会に入る

防災マップで確認

大雨に備えて点検･清掃！
家の周りの側溝を掃除してください！

　台風や豪雨のとき、最も危険な場所は、ハザードエリア※の屋外です。ハザードエリア内にお住まいの場
合、家が安全なら、外に出るほうがむしろ危険です。防災マップでハザードエリアを確認し、いざというと
きの行動として、「避難所に行く」ほうが安全か、「家にいる」ほうが安全かを確認してください！
※ハザードエリアは、土砂災害または浸水害が発生する恐れのある区域です。

　側溝にごみや落ち葉、木の枝などが詰まっていると、水が流れず冠水の原因
になります。1カ所の詰まりが周囲の冠水を引き起こし、自分の家の周りだけ
でなく、地域全体に大きな被害をもたらします。
　雨が降り出してからでは手遅れになります。家の周りの側溝をチェックして、
ごみや落ち葉、木の枝などが詰まっていたら必ず掃除をしてください！

　阪神・淡路大震災では、食器棚の扉
が開いて食器が飛び出したり、電子レ
ンジがすべり落ちるなどの危険な事例
が報告されています。地震時には、あら
ゆる家具が凶器になります。家具は金
具で固定するなど、転倒・落下防止の
ための対策を必ず行ってください。

大切なのは、地震に耐えられる家！
　市の協定締結業者に依頼すれば、耐震診断が無料で受けられます。「我が家は大丈夫？」まずは耐震診断
から。お電話してください。

（令和２年８月現在)
株式会社アーキシード
アイ・シー企画株式会社
イノウエ建築設計
岡田一級建築設計事務所
北谷建設株式会社
木村哲矢建築計画事務所
クラモト建築企画設計
株式会社ケイ・ジェイ・ワークス
株式会社さつまホーム
城下工務店有限会社
大和ハウスリフォーム株式会社北摂営業所

σ700･8840
σ739･8031
σ728･2224
σ722･0043
σ723･3431
σ737･9540
σ737･8804
σ728･5597
σ726･7780
σ722･1426
σ720･2527

船場西２-３-４
粟生間谷西４-２-37-504
今宮４-６-27
桜井２-６-６
新稲２-１-43
西小路５-５-５ 555ビル505
新稲５-14-30-101
彩都粟生南１-16-29
船場西２-１-１ エリモビル５F
如意谷２-10-85
箕面4-8-66

株式会社建組
株式会社NOW WEST
比石益二建築設計室
株式会社ひよりホーム
株式会社フルカワ建設
ホームデザインサポート株式会社
株式会社ホクト住建
株式会社箕面ガスセンター
株式会社稔工務店
メイプルハウス有限会社

令和３年４月現在

粟生間谷西７-34-17
箕面５-11-２
箕面６-５-71-402
如意谷１-1-３
桜井１-18－３７
箕面５-12-68 2F
箕面４-６-９
箕面２-13-１
粟生外院３-７-６
粟生間谷西６-７-13-102

σ743･2266
σ720･2203
σ722･1277
σ737･5780
σ786･5910
σ721･4000
σ720･6800
σ723･3241
σ728･2611
σ727･7775

業者名 所在地 電話番号 業者名 所在地 電話番号

家具の固定・配置換え
　震度6弱の揺れが起こると、人は立っているのが困難になり、棚の食器類や電化製品が落下し、背の高
い家具などは倒れますので、家具の配置の見直しや家具の固定をしてください。

家具の固定を
してください！

地域防災ステーションを使用するには…「使用届出書」を提出するだけでＯＫ！「使用届出書」を提出いただくとダイヤ
ル錠の番号をお伝えします。お申し込みは市民安全政策室σ724・6750へお電話ください。

１１９番すると同時に、消火・救助に当たってください。災害の範囲が広いと、消防などへの電話がつなが
らない可能性が高くなります。また、全ての消火・救助に出動することができない可能性があります。

　発災直後に集合し、自治会の一時的な
避難場所として活用します。また、隣近所
の安否確認の結果をとりまとめる場所
としても活用します。とりまとめた結果
は、代表者が避難所に報告に行きます。

　消火・救助活動の拠点です。ステー
ションに備わる消火・救助資器材を活用
することで、消火や救助に向かう時間を
大幅に短縮でき、１人でも多くの命を救
うことができます。

　救援物資の配布拠点です。市では、災
害時の救援物資の配布は、自治会を通じ
て行います。地域防災ステーションは、そ
の配布拠点にもなります。

❶集合する！ ❷助けに行く！ ❸配る！

　市では、市民に被害が及ぶような重大な災害が発生したときは、災害対策本部を設置し、災害時の緊
急情報をタッキー816（FM81.6メガヘルツ）で繰り返し放送します。

災害時、避難などに関する
市からのお知らせは･･･

タッキー816（FM81.6メガヘルツ）、市民安
全LINE、市民安全メール、市民安全ツイッター、
市ホームページの緊急情報、防災スピーカー
（公園などの大型スピーカー）から配信します。

※防災スピーカーからの放送は、災害時における情報発
信ツールの一つです。建物内にいると聞こえません。ま
た、屋外にいても、雨風が強いときなど状況によって
は聞こえませんので、タッキー816を聞いてください。

地域防災ステーション
地域防災ステーション３つの活用方法

タッキー816を聞く
登録用QRコード▶

市民安全LINE
@minohcity

市民安全ツイッター
@Minoh_Anzen

※市ホームページ右上の
QRコードからも登録
できます。

登録用QRコード▶
市民安全メール

●市民安全メールの便利な活用法
　市民安全メールは、知りたい種類の
情報だけを受け取ることができます。

　
　登録がお済みでないかたは、ぜひ登
録してください。なお、既に登録してい
るかたは、お手数ですが登録を一旦解
除して、再登録いただくと、受け取る情
報の種類を設定できます。

台風・豪雨時の避難など防災情報
詐欺被害や声かけ事案など防犯情報
落雷警戒情報
Citizen Safety Alert Email
（英語版の防災情報）

今すぐ登録してください！

MINOH CITY HAZARD ZONE MAP
箕面市 災害危険区域

避　難　所 マップ

★避難所はお住まいの校区の小学校です（北小校区はメイプルホール、萱野北小校区は第二中学校）。
★ハザードエリア外にお住まいのかたは、不要不急の外出はせず、家の中にいてください。我が家の避難所は

離ればなれになったら

に集合

避難所に
集合でもOK

食糧 水

落下ストッパー

粘着マット 家具連結金具

L字型固定金具
ガラス飛散
防止フィルム

落下防止チェーン

Ｌ字型金具と組み合
わせると効果的！

転倒ストッパー

郵便受けに
挟んだり

門扉に
掛けたり

冷蔵庫やパントリーは
｢いつも」いっぱいに！

‶揺れてから 隠れる”は遅い!

大型家具や家電などは
揺れた瞬間に転倒・落下します！

災害時専用の緊急連絡先

急病・救急
｢救急車を呼んだほうがいい？」｢どこの病院へ行った
らいい？」など突然の病気や、けがで迷ったときは…

まちのお医者さんが閉まっているとき（土曜の午後・日曜・祝日・
夜間など）に、腹痛や発熱などで早急に診療が必要な場合は…

休日・夜間に子ども（中学生以下）が急病になったら…
救急安心センターおおさか 箕面市立病院（救急外来）

豊能広域子ども急病センター
※けがや骨折、やけど、異物飲み込みなどは、市立病院へお電話ください。

σ728･2001

σ729･1981
携帯・プッシュ回線

つながらない場合はσ０６･６５８２･７１１９

ライフライン
停電のときは
ガス漏れのときは
水漏れやつまりのときは
電話の故障時は

関西電力送配電コンタクトセンター
大阪ガス ガス漏れ通報専用（24時間）
箕面市上下水道局
NTT西日本　局番無しの１１３番

σ0800･777･3081
＞0120･5･19424
σ722･3055

携帯電話からは０１２０・４４４１１３【24時間】
（午後５時～翌午前９時は録音による受付となります）

σ#7119

箕面市災害対策本部

聴覚（言語）障害者用FAX
σ724･5000
φ727･3539

緊急ダイヤル
事件・事故の急報は

火災、救急・救助は

警察

消防
110番
119番

くらしに関する相談窓口
子育て・育児や介護・福祉など、生活でのお悩みに関するご相談から、市政への
ご意見・ご要望まで、お気軽に箕面市役所までお電話ください。オペレータが、
みなさまから頂戴したお電話を迅速に担当窓口へおつなぎします。

箕面市役所
豊川支所
止々呂美支所

σ723･2121
σ729･4058
σ739･0355

伝言の入れ方

１７１＋１＋自宅の電話番号
（市外局番から)

１７１＋２＋自宅の電話番号
（市外局番から)

伝言の聞き方

家族と連絡が取れなくなったら…
災害用伝言ダイヤル
１伝言あたり30秒　保存期間48時間　携帯電話利用可能

　災害時に素早く安否確認ができるよう、自治会であら
かじめ「安否確認分担表」を作成し、安否確認をするグ
ループや報告に行く人、報告を受ける人、集合場所など
を決めています。

市では、災害に備えて
災害時の安否確認を、
自治会単位で行っています！

市では、犯罪を防ぐため
防犯カメラや防犯灯は、
自治会が設置しています！

安否確認分担表▶

1 2 3

自治会係を
お願いします。

会長さんからの
連絡をお待ち
ください。

よろしくね!

マンションの場合は、階ごと
にとりまとめ責任者を決め
て安否確認する方法をお勧
めしています。

自治会長や班長が留守だっ
たり、被害に遭ってしまった
ときのために、代わりの人
を何人か決めておきます。

いざというときに役に立つ！ くらしの情報ダイヤル

編集と発行　箕面市 市民安全政策室 〒562-0003 大阪府箕面市西小路4-6-1 σ724・6750 φ724・6376 令和３（2021）年６月

地区防災委員会
●地区福祉会
●青少年を守る会
●民生委員・児童委員
●赤十字奉仕団
●学校
●青少年指導員

 などが参加

●PTA
●コミセン委員会
●自治会
●老人クラブ
●消防団
●市の避難所担当者

○○自治会
お互いに安否確認

△△マンション管理組合

お互いに
安否確認

自主防災○○会
お互いに安否確認

××自治会
被害が大きく安否確認ができていない

小学校区ごとの地区防災委員会のイメージ
小学校区ごとの
地区防災委員会 箕面市

災害対策本部

地区内の地域団体

避難所
（小学校など）

××地域が
ひどいらしい

安否情報
連絡・報告

支援・救助安否情報

安否情報

必要な地域に
支援に行く

連絡来ず

全市一斉総合防災訓練毎年１月17日は

令和　 年６月発行保存版３

家の構造と、土砂災害・浸水害のリスクの程度によって
あなたの避難行動が変わります！　家にいるとき、一番長く居る寝室は

特に注意が必要です。自分の寝る位置
を背の高い家具から離したり、寝る向
きを変えるだけで、重大なけがを防ぐ
ことができます。この機会に、ぜひ家具
の配置を見直してください。

家具の配置を
見直してください！

揺れが収まったら

地域での安否確認、消火･救助活動が落ち着いたら

１階窓から土砂が流れ込む危険がある
　　　　　　　　　や　　　　　では…
平屋建ての建物の場合は、避難所に避難
しないと危険です！

ハイリスクエリア 危険度２
　　　　　　 　や　　　　 で
平屋建ての建物の場合は…

危険度１イエローゾーン

避難所に避難 2階に避難

１階窓から土砂が流れ込む(ハイリスクエリア）
2.5m

0.5m

床下まで土砂がくる(イエローゾーン）

外に出ちゃダメ!

家が無事なら　 家にいる 家が危険なら　 避難所へ

枕元には重い物や
大きい物を置かない 額縁や鏡は

寝る場所から離す

窓の近くで寝ない(無理
なら枕側を窓から離す）

背の高い家具は
倒れてきても安全な
位置に移動する

地震で倒れてドアを塞いでしまわない
よう、出入り口付近には物を置かない

２階以上の、山・ガケから
離れた部屋にいれば安全

脚をしっかりつかんで
強い揺れに備える

床下まで土砂がくる(イエローゾーン）

0.5m

消火・救助資器材を
収納した大型ベンチ

◀箕面市内の自治会の境界や区域が分かる「自治会マップ」で最寄りの自治会が分かります。ぜひご確認
ください。周りに自治会がない場合も、自治会係にご相談ください｡

災害時には
頼りになるよ！

もしも火が出ていたり、家屋が倒壊していたら…

家屋が倒壊する危険がある
　　　　　　　や　　　　　では…
２階建て以上でも平屋建てでも家の構造に
関わらず避難所に避難しないと危険です！

レッドゾーン 危険度３
　　　　　　　　　　　　　　や
　　　　 で２階建て以上の
建物の場合は…

ハイリスクエリア イエローゾーン
危険度２

土砂災害は…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に分類されます。
浸水害は…　　　　　　　　　　　　　　 に分類されます。

レッドゾーン ハイリスクエリア イエローゾーン
危険度３ 危険度２ 危険度１

寝室

台所

外に出ちゃダメ!

山・ガケから離れた
部屋にいれば安全

スマホは
QRコード
から


