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はじめに

　矢田丘陵西陵に位置する当地域は、昭和 43年 (1968 年 ) に近鉄東生駒駅が新設
されると､ その開発が急速に進み、今では、人口約 2,000 人の閑静な住宅地域を
形成しています。
　一方、平成 7年 (1995 年）1月の阪神大震災、また、平成 23 年（2011 年）3
月の東日本大震災などが、次々と発生し、日本列島は地震の活動期に入ったのでは
ないかとの警鐘が鳴らされています。

　私どもの住んでいる地域周縁には、生駒断層帯、矢田丘陵断層帯などがあり、ま
た、太平洋では南海トラフ巨大地震の発生が懸念されています。
　これらの地震に備える防災対策を立て、「備えあれば､ 憂いなし」の状況を造る
べく､ 平成 22年 12月に「東生駒南自主防災会」を発足し､ 取り組んでおります。
平成 25年夏には、自治会員の防災台帳を作成して防災計画に反映することになり
ましたが、この自治会が、予想以上に高齢化しており、災害時に、支援を必要とさ
れている人が多くおられることも分かってきました。
　また、災害に対して、皆さんの関心が高く、協力的なことも、改めて認識させら
れました。
　防災を考えることは､「住みよい街づくり」につながる、という考えのもとに防
災活動を進めております。
　この度、これまでの成果を纏めて､「防災ハンドブック」（自主防災計画書）を作
成しました。
　「この防災ハンドブック」は、当自治会の実情にあった防災対策に役立つものと
考えて作成しておりますが、なにぶん初めての試みであり、今後はこれを基にして、
防災に関する啓蒙・啓発、訓練を行い、より分かり易い、役に立つものに育てて貰
いたいと考えております。
　
　冊子の作成にあたり､ 奈良県共同募金会から「歳末たすけあい募金による安心・
安全なまちづくり活動支援事業」として貴重な助成金を頂いたことに感謝致します。
　また、生駒市ならびに関係諸機関から資料の提供と適切なご指導を承りましたこ
とを御礼申し上げます。
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地域と災害

■　災害に強い街づくり―地域防災活動の基本方針

　平成 7年 1月に発生した阪神・淡路大震災では、救出された人のうち、98％程が、
近隣住民などによる救出活動で助け出されたと云われています。
　また、住民による初期消火により火災の
延焼をくい止めた事例もありました。
自主防災組織は、「自分たちの家族や街は
自分たちで守る」という意識のもと、住民
同士が協力して自発的につくり、育てるも
のです。
　災害時には、日頃やり慣れていることも
満足にできない、日頃やったことがない行
為は絶対にできない、と言われています。
積極的に地域の自治会活動に参加し、また、
防災訓練などに参加して、交流・親睦を深
め、いざという時に助け合いましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
　防災対策には、絶対大丈夫というものはありません。
　一人ひとりが，自分の周りにどのような災害の危険が及ぶかを考え、その被害を
できるだけ少なくするために必要な対策（自助対策――資料編参照）を講じておく
ことが、とりわけ大切な防災対策です。
　そして、災害が起こったときは、近助・共助で協力し合い、更に公助による減災、
復興を少しでも早める安心・安全なコミュニティを目指したいと考えております。

◎平素の各家庭の自助対策によって＞＞＞地震時、元気に生き延びる。
◎近所のたすけあい＞＞＞自治会区・班での安否確認、救出救助など。
（近助―向こう三軒両隣のたすけあい）
◎共助のたすけあい＞＞＞自治会の自主防災組織での助け合い。

災害に強い街づくりの推進＞＞＞世代間に繋がるコミュニティ作り

【図１】生き埋めやとじこめられた際の救助
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■　活断層型地震／海溝型地震／風水害―地域の特性と災害の種類

　生駒市の地形は、西に生駒山地、東に矢田丘陵・西の京丘陵が位置し、その
間を大和川水系の竜田川、富雄川が南流し、生駒谷、富雄谷を形成しています。
市街地は、この谷筋に形成されてきました。
　当地域は、昭和 43年、近鉄東生駒駅が設置されて以来、住宅地として急速に
開発されてきました。矢田丘陵を背にして､ 奈良市・大和郡山市と大阪府に通じ
る交通・道路網に恵まれて発展してきました。しかし、過去には、様々な災害が
起こっていることに、いつも注意して置く必要があります。

活断層型地震
　この地震は、内陸部で発生する地震で、阪神・淡路大震災を代表例とする地震
です。生駒周辺では、過去に幾つかの活断層型地震が発生しており、その主な例
を【表１】に示します。

海溝型地震
　海溝型地震は、静岡県沖から高知県沖に繋がる駿河トラフ、南海トラフ周辺で
発生する地震です。地震の規模は、M8を越えるものが多く、関東から東海、近畿、
四国と広範囲に大規模な被害をもたらすと考えられています。
　生駒市域は、位置的に南海トラフからの距離が遠いため、被害は、沿岸部ほど
にはなりませんが、それでも南海トラフ巨大地震時には、震度 6弱の地震にな
ると国では想定しております。また、発生する津波による沿岸部の影響は、大変
大きいものになると想像されますので、防災上の対応が不可避になります。
　この主な例を【表２】に示します。

風水害
　大雨による洪水、浸水の危険性がある区域は、竜田川、富雄川の谷底低地に分
布している集落で考えられ、昭和 57年の水害時には、近鉄生駒駅南口近辺や谷
田町で排水不良により内水氾濫、南生駒駅の小瀬橋で浸水被害等が発生しました。
土砂災害については、土砂の移動形態から、斜面崩壊、地滑り、土石流の 3つ
に分類され、大雨等の風水害時に発生する恐れがあります。
　生駒市域は、生駒山地や矢田丘陵等の山地・丘陵地に市街地周辺が囲まれてお
り、急傾斜地崩壊危険区域・箇所、地滑り危険箇所、山地災害危険地区、土石流
危険渓流といった土砂災害危険箇所が多数分布しているため、土砂災害発生の危
険性が高い地域でもあります。この主な例を【表３】に示します。
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地震災害編　　地震災害時の応急対策計画

【地震災害と被害想定】

１　生駒市域震度６弱＝南海トラフ巨大地震

　―当地域で想定される地震災害と被害―
　生駒市では、生駒市周辺における被害地震の履歴及び活断層の分布を踏まえ、
次に示す活断層型地震および海溝型地震を想定した応急対策計画を立てていま
す。

（１） 生駒断層帯
（２）　矢田断層
（３） 奈良盆地東縁断層帯
（４）　更に、海溝型地震が、生駒市に及ぼす影響を把握するため、および東海地

震にかかる警戒宣言等が発令された場合の対処方針を検討するために海溝型
地震（東南海・南海地震同時発生、東海・東南海・南海地震同時発生）によ
る被害想定を行っています。

　　　
　その想定結果の被害概況を、【表 10-1】（p.19）に示します。
（各地震での生駒市域での震度は、p.29 ～ 22 を参照）　

　これらの被害状況の想定結果は､ 市によって総括的に算定されたものであり､
個々の家屋等についての被害を示すものではありません。各々の家屋などの健全
性は､ 各自で専門家の診断をお受け下さるよう推奨します。

　平成 26年 3月、国では、「南海トラフ巨大地震」が発生すると生駒市域では「震
度 6弱」の揺れが起こると発表しました。
　この揺れは､ ｢固定していない大型家具は､ 移動したり､ 転倒する｣ と考えて
対策しておく必要がある揺れになります。
（資料編　■震度と揺れ等の状況　〔p.30〕）
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２　自分で自分を守る―応急対策計画の活用心得

この東生駒南自治会の応急対策計画の活用に当たって、皆さんにお願いしたいこと。

（１）　地震への備えは、あくまで「自分で自分を守る」ことにあります。平素か
　　ら何時、地震が起こっても対応できる準備を、ご家族共々話し合い、準備して　
　　おいて下さい。
（２）　ここに書いてあるからと、ご近所、自治会での助け合いに、過度に期待し
　　ないで下さい。自治会役員、自主防災会役員の殆どは、被災の経験も、対処　
　　する仕方も不得手な会員です。また、高齢化も進んでいますし、平日の昼間
　　時間帯は青壮年層も希薄です。消火活動、救出・救護活動には、外部機関
　　等の応援が来るまで、我慢して貰うことになるかもしれません。
（３） ご近所の手助け、被災の援助をされる方は、決して無理をされないように
　　お願いします。余震に備えた行動、無理のない行動を心がけて下さい。
（４）　以上の観点を考えても、ご近所、自治会の相互共助は、必要と考えております。
　　更に今後は、防災活動の啓発、訓練、等によって、少しでも災害に強い街　
　　づくりを目指していくことに繋がると考えております。

３　大地震発生！そのときあなたの行動は　【表４】参照

　　　まずは ｢あわてず、身の安全 !!｣　を図って下さい。
　　◎　頭部を保護し、丈夫な机の下など安全な場所に避難しましょう。
　　◎　あわてて外に飛び出さないように（落下物や車が危険）。
　　◎　揺れが収まってから、あわてず火の始末。
　　◎　近づくな、門や塀、自動販売機やビルのそば。
　　◎　あわてた行動、ケガのもと ( 家屋に戻るときは用心を！ )
　　◎　海岸で、グラッ！と、きたら高台へ。

　生駒市においては、大きな地震が発生したとき、それが震度 5弱以上の場合、
または、市長が必要と認めた場合、緊急初動体制を敷き、活動に入ります。当自
治会も同じです。（４  東生駒南自治会  地震等災害応急対策系統図【表７】〔p.15〕
参照）
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【表 4】大地震発生！そのときあなたの行動は
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【地震発生直後の初動対応】＊自治会の災害対策本部設置までの対応
　
１　基本方針―テレビ・携帯メールサービスなどで素早く行動

　生駒市域で大地震が発生すると、携帯メール、テレビ、ラジオなどで、「地震速報」
されますが、生駒市には、一斉放送設備が設けられていないため、自治会長に通報
される「災害通報」、あるいは広報車による住民への伝達には、しばらく時間がか
かるかもしれません。
　地震発生の速報は､ テレビ・ラジオ・携帯メールサービス等によって､ 早く知る
ことが出来ます。そして素早く行動して下さい。
　五感で「大地震だ !」と感じたら､ まず、「自分の身の安全」を図って下さい。

２　各担当者の役割

■　自治会長

　自治会長は、テレビ等からの「震度５弱以上の地震発生通報」などにより、緊急
初動体制に入る旨を判断し､ 生駒市ならびに自治会員に連絡します。
　当自治会災害対策本部が自治会館に設置された時点から､ 当地域の災害対策の対
外的、及び地域内の「災害対策本部長」として、その任にあたります。

■　自主防災会長

　自主防災会長は、「災害対策副本部長」として、地域内の災害対策対応を指揮し
ます。災害対策本部の設置に関して、機材等の設営、および対策本部組織の設置の
任に当たります。

■　自治会役員、自主防災会役員および登録支援者等

　自治会役員、自主防災会役員、登録支援者（予め登録されているボランティア、
民生児童委員、東地区児童委員）で、ご近所の災害支援に携わらなくて済む人は、「自
治会館」へ災害対策本部の設置準備に参集下さい。そして、災害対策本部が開設さ
れた後は、それぞれの任務について頂きます。
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■　評議員

　班長さんを助けて、地震時の初
動対応に当たって下さい。
　また、災害対策本部からの応援
隊が到着すれば、隊長、班長と協
力して、災害の緩和措置に努めて
下さい。

■　班長（平時の班と同じです）

　災害対策本部からの応援隊がく
るまでの間は、ご近所の人たちと、
相互に助け合って、班員の安否の
確認、災害の緩和措置に努めて下
さい。
　それまでの班長の役割を【表５】
に示します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（　安否確認の方法　）

　　１．各班で､ 予め決めておいた集合場所（班の近くの路上・空き地・公園
　　　　など直ぐに集まれるところ）に集まり、班員の安否を確認します。
　　２．安否の確認が出来なかった世帯は、みんなで家へ確認に行きます。
　　　ａ．「だいじょうぶ目印」が出ている場合は､ 助けは不要と判断します。
　　　ｂ．「だいじょうぶ目印」が出ていない家は、戸を叩きながら大声で呼
　　　　びかけ、安否を確認します。
　　３．施錠の有無にかかわらず､ 応答がない場合は､ 留守と判断し、本部に
　　　　報告します。
　　４．うめき声が聞こえ、救助で家の中に入る場合は、まずは自分の命を守
　　　　ることを優先し、必ず複数人で入って救助して下さい。危険だと判断
　　　　した場合は､ 中に入らず､ 本部へ連絡下さい。（本部から消防署に連絡
　　　　することになります。）
　　５．安否確認の結果は、班長（または、班長が指名した班員）が本部へ連
　　　　絡下さい。

 

【図２】　だいじょうぶ目印
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■　会員

　各家庭で、｢今在宅している者は無事」と確認した場合、班長さん（ご近所さん）
にそのことが分かるように、【図２】のように ｢だいじょうぶ目印｣ を門扉など目
立つ場所に掲示して下さい。

　緊急 119 番・110 番への連絡も平常時と同様に試みて下さい。
　火災の発生、初期消火・救助の要請は､ 大声で！
　水道水が使える間はホース・バケツによる消火もして下さい！
　大きな揺れが収まったら外に出て､ ご近所の安否確認を。
　余震に気を付けて、壊れそうな家には入らないように。
　外出家族の安否確認、子どもの迎えなども。
　避難する時は、「避難するときのポイント」（p.35）を参考にして下さい。
　地震が大きいと感じたら､「災害対策本部の設置基準の震度５弱以上」に関係なく､
　空振りを恐れず、行動して下さい。

　　【表５】   自主防災会活動に於ける　班長の役割

基本的考え方
　　　災害発生時、ご近所の助け合いによって、生き延びる
　　　（自治会の防災組織が機能するまでの間）  
        
平常時の役割      
　　1．班長の不在時等を考えて､予め代行者の選任 
 （そのルールを班員と相談して決める。例：前年度､前々年度の班長…）
　　2．班長交代時、確実な引き継ぎの実施。  
　　　( 班長の役割、災害マップ、情報の伝達方法など）  
        
災害発生時の役割（家族・家屋等の安全確認後）
　　　（班員と共に行って下さい）   　　　　 
　　1．在宅班員の安否確認（だいじょうぶ目印、声かけ確認など）
　　2．班内の被害状況の把握､本部への連絡    　
　　3．班内助け合いの指揮（初期消火、救助）    
　　4．連絡要員を指名して、災害対策本部への情報連絡。
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【地震災害対策本部設置後の活動】

１　地震災害対策本部の設置と解散

自治会長（または代行者）は、生駒市に緊急初動体制が敷かれると、速やかに東
生駒南自治会災害対策本部（自治会館内）の設置に取りかかります。そして、本
部の設置が出来た旨の宣言を行い、生駒市、東地区自治会連合会長（以下「関係
機関」）及び地域住民に連絡します。（災害対策本部の情報グループ（G）が当リます）
本部の解散は､ 関係機関との協議によって､ 自治会長が判断・決定します。
　　　
２　地震災害対策本部の組織と役割           

本部の組織とその役割を【表６】 地震災害時の災害対策本部組織（p.14）に示します。
災害発生時、実際の組織の編成に当たっては、自治会役員、自主防災会役員、民
生児童委員、地区児童委員、地域安全推進委員、防災台帳等に登録のボランティ
ア ( 以下、支援者という ) 等から本部長が選任します。
その時、災害時にどれだけの要員が参集できるかは分かりませんので、平素から
柔軟な計画が立てられるように努めます。

①　本部長（自治会長）

自治会長が当たります。不在時は、自主防災会長、自治会副会長の順に代行します。
本部長は、災害対策本部要員の配置・人選を行います。　　　　　　　　
また、外部機関への要請・調整を行います。
　　　
②　副本部長（自主防災会長）

自主防災会長が当たります。不在時は、自主防災会副会長が代行します。
副本部長は、災害発生時の対策本部の設立準備、自治会内の災害対策の統括・指
揮に当たります。

③（班 ( 区 ) への）応援隊

隊の編成は、地域を 3ブロックに分け、原則として、それぞれのブロックに所
属する会員を以って隊を編成し、必要に応じて隊の増減、並びに隊員の増減を考
慮します。隊長の選任は、本部長が行います。隊の編成は、総務・計画 Gの協力・
助言を得て、本部長が行います。
隊の役割は、区班長 ( 評議員 ) の要請に応じて、その区に応援隊を派遣すること
になり、現場で合流した班長 (評議員 )と隊長との協力により、会員の安全の確保、
救出 ･救護、初期消火などに当たります。
この際、あくまで隊員の安全を確保しながら対応するものとします。
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　　（応援隊の役割）

　　１．現状の把握と情報の収集
　　２．救出 ･救護
　　　ａ．負傷者を、近くの安全な場所 ( 道路、公園、空き地など ) に
　　　　　救出します。( その後の処置については、本部または消防署 )
　　３．初期消火
　 　　a ．消火器、水バケツで消せる程度の火は消火に努めます。
　　　　　消せない場合は､ 周囲の人と共に避難します。
　　４．啓発、情報伝達、注意喚起
　　　　火災防止の呼びかけ。特に電源ブレーカー、ガス元栓のオフ（切り）
　　　　の呼びかけ、確認。
　　５．ニーズ（要望）の調査

④　災害対策本部 
総務・計画G 

　応援隊、本部を構成する要員の確保と災害対策本部編成の助言に努めます。

情報G

　応援隊、班長等からもたらされる被害・被災状況、現場状況の把握と報告。
　対外連絡の受発信・対応。
　被害・被災状況の整理、対外・内連絡状況の整理とチェック。
　安否状況は､ 各班から適宜情報の報告を受け、全員の安否状況の確認に努める。
　（防災名簿記載事項について、総務・計画 Gの協力を得る）
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消防G 

　ａ．消防署への連絡
　　　( 電話が使用できない時は、東小にある防災無線を使用します )
　ｂ．応援隊との連絡　( 状況の把握 )
　ｃ．できる応急処置の実施。

　（解説）
　応援隊等は､ 負傷者を安全な場所に、救出します。
　負傷者の移動は､ 危険を伴いますので、そこからの移動は、消防署員が行います。

避難・誘導G

　ａ．家屋が倒壊、または危険な状態の場合、最低限の避難準備をして、近くの
　　　「１次避難場所（公園）」へ。そこからの「指定避難所（東小）」への移動は､
　　　このグループ員により、誘導します。
　　　（避難道路の状況、相手側の受け入れ準備などのため）
　　　
　（解説）
　１．指定避難所への避難は､ 収容可能人員数の関係から家の倒壊、倒壊おそれな
　　　どで、自宅での生活ができない人に限定されます。
　２．地震が収まった時点で、「班毎の安否状況確認」は、ご近所 ( 班長等 ) で行っ
　　　て本部に報告下さい。無事な場合は､ 本部への報告は急ぎません。
　３．避難路は､ 余震により、石垣､ 塀、門柱、街路樹､ 電柱などが倒れてくる恐
　　　れなど、危険な箇所も考えられますので、慎重に避難して下さい。また、坂
　　　道での車椅子使用にも気を付けて下さい。

物資G

　災害対策本部の要員用食事準備。
　食糧、不足物資の調達。
　外部から支給される物資等の配給と記録。
　（各家庭で､ 自給食料と飲料水の備蓄は、それぞれ 7日間お願いします）

防犯・交通対策G

　ａ．地域内の定期的見回り。( 公園内に避難者が居ることも考慮 )
　ｂ．ニーズ（要望）調査
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　（注記）
　避難所の運営は､ 避難者、施設管理者、市役所の職員により実施されます。

⑤　災害時会計

　自治会財務部で処理。

３　地震発生時の災害対策本部の組織図
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６　東生駒南自治会防災マップ【表９】
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７　生駒市の想定する地震とその被害

【表 10－１】

（追記）　平成 26年度、国の南海トラフ巨大地震発生時、
　　　　生駒市全域で震度６弱を想定している。

（平成 18年）

（平成 18年）【表 10－２】
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図 2
【図３】 想定地震の位置図
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【図４－１】　生駒断層帯地震



図 5-２

矢田断層帯地震 奈良盆地東縁断層帯地震
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【図４－２】
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風水害、土砂災害編　　　風水害・土砂災害の応急対策計画

１　当地域で想定される自然災害（地震災害除く）に備える

　当地域は､ 矢田丘陵西陵に位置し､ また、生駒山系に囲われているため、台風、
大雨に対して比較的被害の少ないところと考えられてきました。しかし、近年の異
常とも思われる気象状態、矢田丘陵の低いながら急峻な地形を考えると、災害の防
止・軽減対策の必要に迫られています。

　平成 25年 8月、気象庁は、大規模な災害が切迫していることを知らせる「特別
警報」の運用を始めました。　そして、警報の基準を遙かに超える危険度の高いも
のを「○○特別警報」と云った名称で発表します。また、市から避難準備情報・避
難勧告・避難指示が発令される場合がありますので、これらの情報についても注意
が必要です。

　平成 26年 10 月に、広島市域で発生した大規模土砂災害では、公共機関からの
情報が事前に伝わらなかった、あるいは遅れたために多数の被害が出ました。
　土砂災害（がけくずれ、土石流、地すべり）は、直接命の危険にかかわる災害です。
土砂災害の危険が高まると､ 奈良地方気象台と奈良県が、｢土砂災害警戒情報｣ を発
表します。
　「土砂災害警戒情報」が発表されたら、土砂災害警戒区域内や周辺に住んでいる
人は､ p.27 に記載されている「５　土砂災害こんな前兆現象に注意」を思い出し、
生駒市からの「避難勧告」を待たず、速やかに非難して下さい。
　避難するとき、生駒市の指定する避難所に避難する場合は、「その避難場所」を
生駒市 (75 － 1111)　に確かめてから、避難して下さい。



24

２　生駒市総合防災マップを確認しよう　　―風水害、土砂災害への心得

　平成 25年（2013 年）に生駒市では、「生駒市総合防災マップ」（ハザード・マッ
プ）を作って各家庭に配布しております。このマップのうち、当地域周辺の土砂災
害警戒区域を p.28 に掲載しております。
　土砂災害警戒区域から外れているからといって､ 必ず安全とは言えません。
　住まいが、安全なところに建っているか､平素からご家族で確認しておいて下さい。
　　
　台風、大雨には、気象庁からの情報が流れますので、気象状況に注意して、早め
早めの避難を考えましょう。
　なお、避難には，次の種類があることも留意して下さい。

①　水平避難…知人の家や自治会館、市指定の避難所など安全なところへ避難。

②　垂直避難…建物の二階などへ避難。

③　留まる避難…強風や大雨などで外に出ることが危険な場合もあります。
　　家屋の中の安全な場所（崖から遠い部屋や２階など）で留まることも避難　
　　の一つです。

３　情報の入手方法

　台風、大雨などの情報は､ 気象庁からメディアを通して､ 流されますので､ 注意
して聞くように心がけてください。
　特に、大雨、突風など局所的に被害をもたらす自然災害情報は、生駒市からの情
報伝達が大切ですので､ 市の情報の入手に努めて下さい。
　生駒市には､ 市民に災害情報を伝えるための街頭スピーカーがありません。
　市からの情報は､ 次の方法で伝えられることになります。

■携帯電話からのメール
　　●　「緊急速報メール（エリアメール）」
　　　　　　　　（機種によって受信できない場合があります）
　　●　生駒市登録制メール「緊急・災害情報メール」（事前登録が必要です）
■自治会長を通しての連絡（自主防災会長にはされません）
■消防車や市の広報車による放送
■生駒市ホームページ
■ツイッター
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４　避難準備情報等の発表とそれぞれの時点での行動

　生駒市は､ 避難準備情報、避難勧告、避難指示と３段階の災害情報を発令します。
そして、その時点での対応の仕方は､「要援護者と（その支援者）」と「通常の行動
が取れる人」とで区別しております。

(1)　要援護者（支援者）の取るべき避難行動

　要援護者の住んでいる場所によっては、避難の必要はなく支援者は、情報を伝え
るだけで済む場合があります。
　例えば、マンションに住んでいる場合は、大雨による避難準備情報や避難勧告で、
避難をする必要はありません。
　普段から何に対して危険で、避難が必要になるか､ 確認しておきましょう。
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　市は、予め災害の発生や状況の悪化が予想できる場合において、要援護者が避難
行動を開始するための情報、または避難支援者が要援護者への支援を開始するため
の情報として､「避難準備情報」を出します。

　情報伝達を行う避難支援者は、市や防災関係機関からの情報を入手し、または情
報の伝達を受けたときは､ 直ちに自らが担当する要援護者本人又はその家族への連
絡を試み、災害の状況を説明すると共に避難に対する心構えと準備を進めて、速や
かな避難を促して下さい。
　避難誘導を行う避難支援者は、風雨が強くなるまでに､ 個別支援計画書に基づき
要援護者の状況に応じた付き添い又は補助を行い､ 避難して下さい。そして、市の
要援護者対策班に､ 避難支援者の氏名、要援護者の避難先を連絡して下さい。

　　
(2)　通常の避難行動ができる人の避難

　避難準備情報が発令された場合、家族等との連絡、非常用持ち出し品の用意等
避難準備を開始して下さい。
　「避難勧告」が発表された時点で､ 自分の居る場所が危険だと判断した場合は、
計画された避難所への避難行動を始めて下さい。そして、「避難指示」が出された
時は、直ちに避難して下さい。
　未だ避難していない人は､ 直ちに避難行動に移ると共に、そのいとまがない場合
は､ 生命を守る最低限の行動に移って下さい。
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■「土砂災害警戒情報」、「特別警報」が発表されたら命を守る最善の行動を

　「大雨警報 ( 土砂災害 )」が発表されていて、さらに土砂災害の起きる可能性が高
くなった場合は、気象台から「土砂災害警戒情報」が発表されます。また、警報の
発表基準をはるかに超える豪雨が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まって
いる場合には、気象台から「特別警報」が発表されます。
　「土砂災害警戒情報」や「特別警報」が発表されたら、自分のいる場所が安全か
を確認し、危険だと判断した場合は、安全な場所に避難しましょう。大雨や雷で外
へ避難することが難しい場合は、がけから遠い２階の部屋など、屋内の安全な場所
に避難しましょう。

■生駒市緊急 ･災害情報メールに必ず登録を !!
　台風や豪雨による土砂災害警戒情報や
避難勧告など緊急の災害情報を、事前に
登録されている携帯電話やパソコンなど
にメールで配信します。　登録は右のQR
コードのほか、生駒市ホームページトッ
プページ右下の「メール通知サービス」
から登録できます。

《「緊急・災害情報メール」の登録》

スマートフォン用　　　その他の携帯電話用

５　土砂災害　こんな前兆現象に注意を !!
　前兆現象に気づいたら、周囲の人にも知らせ、いち早く安全な場所に避難することが大切です。

土石流

谷や斜面にた
まった土砂が、
大雨による水と
いっしょになっ
て、一気に流れ
出す現象です。破壊力が大きく、速度も
速いので、大きな被害をもたらします。
「山津波」とも呼ばれます。

《前兆現象》
□腐った土の匂いがする。
□立木が裂ける音や石がぶつかり合う音
　が聞こえる。
□山鳴りがする。
□急に川の水がにごり、流木が混ざり始める。

急傾斜地の崩壊（がけくずれ）

地面にしみこんだ
雨水などが原因
で、急ながけ地や
斜面が突然くずれ
落ちる現象です。
突然くずれたり落
石があったりするので、逃げ遅れた場合、
死者が出る割合が高くなります。

《前兆現象》
□がけにひび割れができる。
□小石がパラパラと落ちてくる。
□がけから水が湧き出る。
□湧き水が止まる。にごる。
□地鳴りがする。
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６　東生駒南自治会地域　「土砂災害ハザード・マップ」

!

!

!
!
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資料編　　災害に強い街づくりのために ( 家庭の取り組み )

■　【日ごろから地震への備え】を心がけよう

　　当地域で最も懸念される災害は、地震災害です。
　　生駒断層に起因する地震では、当地域には､ 最大「6強」の揺れが起きると想　
　定されています。（p.19 の【表 10－ 1】参照　)
　　また、今後 10年以内に 20％程度、20年以内に 40～ 50％程度、30年以内
　に 60～ 70％程度の確率で発生すると云われている「南海トラフ巨大地震」では、
　生駒市全域で､ 震度 6弱の揺れが起きる、とされています。震度が ｢6弱｣ の揺
　れでは、「固定していない大型家具は、移動したり、転倒する」と考えた事前の
　対策が必要です。　　『日頃からの備え』を心がけましょう。



30



31

■　我が家の耐震化対策

家屋の耐震化

　昭和 53年の宮城県沖地震後、昭和 56年に建築基準法が大幅に改正されました。
昭和 56年 5月 31日以前に設計された建築物は「旧耐震建築物」、昭和 56年 6月
1日以降に設計された建築物は「新耐震建築物」と言われています。
　地震が発生したときに家が耐えるかどうかを診断する補助金制度があります。
この制度は、先に耐震診断の契約をしたり、診断してしまうと補助が受けられませ
んのでご注意ください。

　　　耐震診断・改修工事をしてみようかなと思ったら・・・・
　　　生駒市役所　建築課　TEL　0743-74-1111( 内線 594 ～ 595)

外構の強度チェック
　地震災害で目立つのがブロック塀等の倒壊による負傷です。
　規格にあっていないものや老朽化したものは、修理・補強をしたり、生け垣に代
えたりするなどの対策をしましょう。

家具等の転倒防止対策
　大地震の時、「家具は必ず倒れるもの」と考えて、防災対策を講じておきましょう。
　寝室や子ども部屋などには、できるだけ家具を置かない。置く場合は、なるべく
背の低い家具にし、転倒防止対策を取りましょう。また、家具が倒れてケガをした
り、出入り口をふさいだりしないように、家具の向きや配置を工夫しましょう。
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（出典　生駒市の作成による）
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■　我が家の防災への心得

災害に備えて、外出時携行しておきたいもの

　・携帯電話・ペンライト（LED式）
　・笛（ホイッスル）
　・ビニール袋・ゴミ袋 ( 雨・風・煙よけ )

枕元に準備しておく、お奨め品　( 夜間非常時に身を守る )

　・懐中電灯（LEDタイプの大型）・ラジオ
　・スリッパ
　・軍手
　・タオル
　・帽子、ヘルメットまたは防災頭巾、クッションなど ( 頭の保護 )

避難するときのポイント
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■　食料・飲料水など備蓄品・非常持出品の確保（問合せ先：危機管理課）

①　家庭で最低 7日分の食料や飲料水を確保しましょう
　大規模災害に備え、生駒市でも食料や日常品の備蓄をしておりますが、食料には賞
味期限があります。そのため市では、食料や生活用品を扱う事業者と物資等を優先的
に提供してもらえるよう協定を結んでおります。しかし、大規模災害の直後の混乱時
には、皆さんの手元に届くまで時間が掛かります。各家庭でも備蓄に心掛けましょう。

　　　　　　（食料・飲料水備蓄品の例）

②　非常持出品を確認しましょう
　万一の時に素早く避難できるように､日ごろから非常持出品の準備をしておきましょう。

( 一次持ち出し品 )
　欲張りすぎると避難に支障が生じます。男性 15kg、女性 10kg 目安に。

　
 

（二次持ち出し品）
　災害復旧まで数日間 ( 最低 7日分 ) を自足できるように準備しておきましょう。
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■　災害時のライフライン(電気・ガス取り扱い)の知識
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（関西電力提供）
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（大阪ガス提供）
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■　防　災　台　帳
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MEMO（活用例：常備薬や処方箋など）



51

MEMO






