
いざというときに
平常時から準備しておくこと
▶▷�総務課  ☎92-7915

○ 家具転倒防止の事例

○�家具を固定するときは、柱や壁の下
地のある部分などに金具等を取り
付ける
○�じゅうたんなどのやわらかい床は
滑るため、背の高い家具は置かない
○�家具の上部には軽いものを、下部に
は重いものを収納する
○�寝る場所や出入口付近には家具を
置かない
○�ガラス（窓、家具）に飛散防止フィル
ムを貼る

○ 家の中の安全対策ポイント

本棚 壁と本棚をベルトで固定
戸棚 扉に金具などを使って開閉防止
サイドボード 柵を使って落下防止
食器棚 Ｌ字型金具を使って壁などに固定

ピアノ ①台の下に固定板を敷く
②固定板にピアノ足を金具で固定

タンス
①壁などに金具で固定
②上下の家具を金具で固定
③差し木などをタンスの下に入れて転倒防止
④下地のしっかりした天井との間を固定

　普段から災害等の万が一の事態に備えて準備してお
きましょう。

◦避難所・避難路の確認！
　家族全員で自分の地区の避難所を確認し、避難所に行
くための安全なルートの確認をしておきましょう。

◦持出し品の確認！
　避難時の持出し品は、日頃から準備しておき、保管場
所を家族全員で決めておきましょう。
　非常食や飲料水などは、定期的に確認し、新しいもの
と取替えましょう。

◦気象情報に注意！
　日頃からテレビやラジオ、インターネットで気象情
報・災害情報に注意しましょう。町からの情報などにも
注意しましょう。

◦一人住まいのお年寄りなどに気配りを！
　自分の家族や住まいだけでなく、積極的に地域全体に
も目を向けましょう。
○ 家具を固定しよう
　地震対策で最も身近にできるのが家具類の転倒防止
です。1995年の阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊・家
具などの転倒による圧迫死が死亡者全体の約88%でし
た。室内での居住者被害を防ぎ、安全な避難経路を確保
するためにも、家具を固定しておくことが重要です。家
庭で知恵を出し合って、安全・安心な暮らしを確保しま
しょう。

非常時持ち出し品チェックリスト
▶▷�総務課  ☎92-7915

　災害時に困らないよう常備しておきましょう。

■ 飲料水
一人一日3ℓが目安。

■ 食料品
乾パン・缶詰・ビスケット
・チョコレートなど。
※ 赤ちゃんのいる家庭は、  

粉ミルク・ほ乳びんなども。

■ 缶切り
多機能なものが便利。

■ マッチ・ライター
湿気やガス切れに注意。
防水マッチも市販されて
いる。

■ 医薬品
消毒薬・胃腸薬・脱脂綿・バンソウ
コウ・包帯・持病の薬。

■ 貴重品
現金（小銭も）・
預金通帳・印鑑
など。

※ いざという時に、すぐ持ち出せるよう
に保管場所を決めておきましょう

■ ヘルメット・防災頭巾
飛来物や落下物から頭を
保護するものをすぐに
取り出せる所に。

■ 手袋（軍手）
ガレキの撤去や救助に、
厚手のものを用意。

■ ろうそく
濡れない様にビニール袋に入れ
て、保管する。

■ 懐中電灯
夜間、すぐに手の届く場所に。

■ ラジオ
情報収集に欠かせない。
懐中電灯と一体型の
ものも便利。

■ 乾電池予備
ラジオや懐中電灯に
使用するものを少し
多めに。

■ 衣類
雨具・下着・
ジャンパー・
タオルなど。

■ 毛布
寝袋や・体温を逃さない
サバイバルシート
なども重宝。

■ 運動靴
避難する時にけがを
防止するために。すぐ
に取り出せる所に。

まめ知識　家族一人当たり3日分を用意。持出し品の重さの目安は、男性が15kg、女性が10kg程度。
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指定避難施設
地区 施設名 所在地 電話番号

町内全域 基山町民会館 宮浦666 92-1211
町内全域 基山町総合体育館 宮浦666 92-2822

町内全域 基山町保健センター
（福祉避難所） 宮浦666 92-2045

予備避難施設
地区 施設名 所在地 電話番号

1区、4区、9区、11区、
12区 基山中学校 宮浦941 92-2203

3区、5区、8区、10区、
13区 基山小学校 宮浦41 92-2431

6区、14区、15区、
16区、17区 若基小学校 けやき台2-2 92-0410

2区 2区公民館 園部2339-1 なし
7区 7区公民館 長野570-8 なし

町内全域 老人憩の家
（福祉避難所）宮浦1026-1 92-8295

指定避難施設
地区 施設名 所在地 電話番号

町内全域 基山町民会館 宮浦666 92-1211

※自主避難をされる方は事前にご連絡ください。
基山町役場（代表） 92-2011
総務課（直通） 92-7915
総務課FAX 92-2084
メールアドレス soumu@town.kiyama.lg.jp

○緊急避難場所
　町では、台風・地震等の災害が発生した場合、または発
生の恐れがあると判断した場合、住民の方々に対し避難
の勧告、指示を行い、安全な場所への移動を呼びかけま
す。この際、多数の避難者が予想されるため、次の施設を
避難所として指定しています。

○自主避難場所
　大雨や台風接近などで身の回りに危険を感じ、個人ま
たは家族単位で自主的に避難を行う場合（自主避難）は、
基山町民会館をご利用ください。

避難場所
▶▷�総務課  ☎92-7915
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地震の備え
▶▷�総務課  ☎92-7915

◦�地震から身を守るための10か条

▶▷�総務課  ☎92-7915
「防災ネット　あんあん」配信中！

　佐賀県では、携帯電話等のメール機能を使った防災・
安全・安心情報を配信するシステム「防災ネット　あん
あん」を運用しています。ぜひ登録して、地域の防災活動
や安全・安心の確保に役立てましょう。
◦利用登録の方法
　携帯電話等に下記の登録サイトアドレスを直接入力
するか、又はQRコードを読み取ってください。
【登録サイトアドレス】�http://esam.jp
【QRコード】

※�詳しい登録方法は、県庁のホームペー
ジに登録マニュアルが掲載されてい
ます。
http://www.pref.saga.lg.jp/web/
anantouroku.html

　この無線システムは、災害の発生が予想される時や災
害発生時に災害関連情報や避難場所などの情報を町民
の皆様に一斉にお知らせするシステムです。
◦�無線でお知らせする内容
・�災害（地震、台風、竜巻、水害等）や武力攻撃事態などに
より、町民の生命や財産に重大な影響を及ぼすことが
ある場合の警戒情報や避難情報。
・�事故、事件情報（大規模な事故、行方不明者捜索、凶悪犯
罪など）。
・行政情報（選挙啓発など）。
※�毎月1日には無線機器の点検を兼ねて午後3時に音楽
をならしています。

▶▷�総務課  ☎92-7915
基山町防災行政無線について

　地震が起こったら、まず身の安
全を確保しましょう。

1. わが身の安全を確保する

　揺れが治まったら、すぐに調理
器具や暖房器具など火の始末を
しましょう。

2. 火の始末をする

　建物が歪んで出口が開かなく
なる事があるので、ドアを開けて
出口を確保しましょう。

3. 出口を確保する

　火事を見つけたら、大声で叫ん
で隣近所に知らせましょう。
　協力して、まずは初期消火を行
いましょう。

4. 火が出たら消火する

　外に出るときは、瓦やガラスな
どの落下物に注意して、落ち着い
て行動しましょう。

5. あわてて外に飛び出さない

　狭い路地や塀際は、瓦が落ちて
きたり塀が倒れてくる危険がありま
す。また、崖や川べりは地盤が緩ん
で崩れやすくなっている場合があり
ます。近付かないようにしましょう。

6. 狭い路地や塀際、崖や川べりには近付かない

　山間部や海の近くで地震に遭遇
した時は、早めに避難の準備をしま
しょう。

7. 山崩れや津波に注意する

　荷物は必要最小限にして、車は
使わず徒歩で避難場所や避難所に
避難しましょう。

8. 最小限の荷物を持って、
    徒歩で避難する

　お年寄り、体の不自由な人、けが
人などに声をかけて、助け合いま
しょう。

9. 協力して応急救護を行う

　噂やデマに惑わされず、ラジオな
ど信頼できる情報をもとに落ち着
いて行動しましょう。

10. 正しい情報を入手する
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◦緊急速報エリアメールについて
　基山町では、避難勧告等の緊急かつ重要な情報を、町
民の皆様に迅速・確実に伝達するため、平成23年8月よ
り配信を開始しているＮＴＴドコモの緊急速報「エリア
メール」に加え、ソフトバンクモバイル、ＫＤＤＩが提供
する緊急速報メールの配信を開始しました。
○配信情報
　1．�基山町が配信する情報（避難勧告、避難指示、その

他緊急かつ重要な情報）
　2．気象庁が配信する情報（緊急地震速報）
※�受信可能機種や機種ごとの「受信設定」方法など、詳し
くは、各携帯電話事業者のホームページでご確認くだ
さい。

▶▷�総務課  ☎92-7915
緊急速報メール配信中

◦1．避難行動要支援者登録制度とは
　災害が発生又は発生が予想されるとき、自力で避難す
ることが困難で地域避難支援者の支援を要する人（避難
行動要支援者）をあらかじめ登録し、災害時の迅速・的確
な支援に役立てることを目的とした制度です。
◦2．登録対象者
　登録対象者は、次のような人で、災害時の避難行動に
支援が必要な人です。
　（1）�高齢者（ひとり暮らし高齢者、昼間家族が不在の

高齢者、体力の弱った高齢者夫婦、寝たきり高齢
者、認知症高齢者）

　（2）�身体障害者（視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由
者、内部機能障害者等）

　（3）知的障害者　　（4）精神障害者
　（5）自閉症者　　　（6）難病患者・人工透析患者
　（7）乳幼児　　　　（8）日本語に不慣れな外国人
　（9）その他支援が必要な方
◦3．地域支援者とは
　要支援者に対する普段からの見守りや、災害が発生し
そうな場合や発生した時に、災害に関する情報を伝達し
たり、安否確認、避難誘導等の支援を行っていただく方
です。支援者は、あくまでも善意と地域の助け合いによ
り支援を行ってもらうものであり、災害時に支援ができ
なくても決して責任を伴うものではありません。
◦4．登録方法
　（1）�各地区の民生・児童委員が登録対象者を訪問し、

登録の働きかけを行います。登録申請書に本人又
は代理人が必要事項を記入後、民生・児童委員に
届けてください。

　（2）�役場健康福祉課福祉係へ直接お越しいただき、登
録申請書に本人又は代理人が必要事項を記入後、
提出してください。

※�登録情報を関係機関に提供することについての同意
が必要です。登録された情報は、町の防災担当課、福祉
担当課で共有するほか、申請者の同意を前提に区長、
民生・児童委員、社会福祉協議会、消防署、消防団、警察
署、地域避難支援者に情報提供されます。

▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964
避難行動要支援者登録制度

◦基山町消防団
○基山町消防団について
　基山町消防団は、町内に居住し、または勤務する年齢
20歳以上の者で構成され、平成25年4月1日現在187名
（条例定数197名）の団員がいます。消防団の主な活動
は、火災時の消火活動・水害時の災害防止活動ですが、
平時は、毎年春秋二回の火災予防運動や有事に備えて
の車両・機械・器具の点検を行うとともに放水訓練も随
時行っています。また、団員は各自の職業に従事しなが
ら、消防団員として、地域住民の生命・財産を守るため頑
張っています。
◦消防団の活動内容について
○１．火災予防広報
　毎月15日（防災の日）、春・秋の火災予防運動期間中及
び年末警戒中に、消防車で予防広報を行う。
○２．教養訓練
　3月　新部長特別訓練
　5月　�特別教養訓練（一般団員、新入団員、女性団員単

位）
　8月　夏季訓練（操法訓練）
○３．火災防御訓練
　春・秋の火災予防運動期間中（年2回）、鳥栖・三養基地
区消防事務組合と合同で火災防御訓練を行う。

▶▷�総務課  ☎92-7915
基山町消防団

■災害用伝言ダイヤル（171）について

■災害用伝言板サービス
　災害発生時などに、携帯電話を利用して安
否情報を登録でき、携帯電話やパソコンから
確認することができます。
●NTTドコモ　http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
●KDDI：au　http://dengon.ezweb.ne.jp/
●ソフトバンクモバイル　http://dengon.softbank.ne.jp/
●イー・モバイル　http://dengon.emnet.ne.jp/
●ウィルコム　http://dengon.willcom-inc.com

　大災害に際し、被災地との通話が困難
になった場合、災害用伝言ダイヤルが使
用できます。

1 7 1 をダイヤルした後、
ガイダンスに従ってください。

171
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