
耐震金具は正しい使い方をしましょう。取り付け場所や取り付け方によって固定強度が大きく違います。

ストーブ本　棚
照明

器具

家　具ガラス食器棚

ストーブの周りには燃えやすい

ものは置かないように日頃から

注意しましょう。また、できる

だけ耐震自動消火装置付きのも

のを使うようにしましょう。

火の周りの安全に

配慮しよう

鎖と金具を使って数箇所止めま

しょう。

鎖と金具で

固定しよう

割れやすいものや重たいものを

棚の上に置かないようにしまし

ょう。

危険なものは

置かないように

しよう

家具は、転倒防止のためＬ字金

具で壁に固定するか、天井との

間に突っ張り棒を入れて固定し

ましょう。重いものを下に収納

するようにしましょう。

金具などで

家具を固定しよう

Ｌ字金具などで固定し、棚板に

はすべりにくい材質のシートや

ふきんなどを敷きましょう。ま

た、観音開きの扉の食器棚等に

は開放防止金具を取り付けまし

ょう。

飛び出し防止

をしよう

戸棚のガラスや窓ガラスには飛

散防止フィルムを張りましょう。

飛散防止対策

をしよう

家具の転倒や落下を防ぐポイント

●
●
　
●

１　上層階ほど家具の転倒率が高い

２　硬い床よりも軟らかい床（フローリングよりも絨毯や畳）

　　においた家具の方が転倒率が高い

３　奥行きが浅くて背が高い家具の方が転倒率が高い

こんな場合に家具が倒れやすい

　寝ている間は無防備で、すぐに

地震に対処できないこともありま

す。寝室や子ども・お年寄りのい

る部屋には、倒れるものを置かな

いようにしましょう。

寝ている間に大地震が起こったら？寝ている間に大地震が起こったら？

被害防止のために、日ごろから対策を！

地震に備える地震に備える
補強については次のような方法があります。専門家にご相談下さい。

補強ってどんなことをするの？

木造住宅の補強方法木造住宅の補強方法

a　玉石に束立てしただけの柱は、浮き上ったり踏みはず

　  したりして、建物が壊れることがあります。

b　鉄筋コンクリート造の布基礎を作りアンカーボルトを

　  つけて下さい。

玉石基礎などの場合は、鉄筋コンクリート
造の布基礎に替え、これに土台をアンカー
ボルトで締めつけます。

基礎の補強

出典：「誰でもできるわが家の耐震

　　　診断」（日本建築防災協会）

　　　をもとに作成

a　柱、はりだけでは地震の力に抵抗できません。

b　筋かいを入れるか、または、構造用合板（厚さ 9mm

　  以上）を柱、土台、はり・胴差、間柱・ 胴縁に十分に

　  くぎ打ちして下さい。

筋かいを入れたり、構造用合板を張って
強い壁を増やします。

壁の補強

こうした補強をするときは以下の点も併せて行います。

腐ったり、シロアリに食われた部材は取替えます。
a　特に、台所・浴室の近くや北側の土台まわりのよう

　  に湿りがちのところは早く腐ります。

b　土台を取替え、柱は根継ぎして金物で補強して下さい。

　  この場合、防腐（防蟻）措置を忘れてはなりません。

土台・柱・筋かいなどの接合は金物等を使って堅固にします。
a　ほぞ差しや胴付け、またはくぎ止めだけの接合部は、

　  抜けたり、はずれたりします。

b　柱と土台は金物等で結びつけて下さい。筋かいと柱

　  （ または土台、はり ）は、十分にくぎまたは専用の

　  金物で止めつけて下さい。

柱・はりの接合は金物等使って堅固にします。
a　ほぞ差しだけの柱、はりの仕口は、ほぞが折れたり、

　  抜けたりして骨組がばらばらになりがちです。

b　はりの下端を羽子板ボルトで引き止め、抜け落ちな

　  いようにして下さい。

a　開口部（ガラス戸など）が多いと地震に弱くなります。

b　開口部を減らし、筋かいや構造用合板で補強された壁

　  を増やして下さい。隅部を壁にすると一層効果的とな

　  ります。

壁の量を増やし、かつ、つりあいをよく
配置します。

壁の配置

補強

廿日市市 建設部 都市・建築局 建築指導課　0829-30-9191
耐震診断・耐震改修の

お問い合わせ先
日本建築防災協会「耐震診断問診表」より作成

※各項目に対し、「よく分からない」場合は評点を「０」として評点を計算します。

ひとまず安心ですが、念のため専門家に診てもらいましょう。
専門家に、診てもらいましょう。
心配ですので、早めに専門家に診てもらいましょう。

10 点
8 ～ 9 点
7 点以下

判定・今後の対策評点の合計 評点の合計
（Ｑ１～１０の合計）

評点 評点

1

0

□鉄筋コンクリートの布基礎、またはベタ基礎、杭基礎。

□その他の基礎。

●鉄筋コンクリートによる布基礎、ベタ基礎、杭基礎のような堅固な基礎は、同じ地震に遭遇したとき、その他の基礎と比べて、同じ地盤に建っていても丈夫です。

どのような基礎ですか？Ｑ10

評点 評点

1

0

□瓦など比較的重い屋根葺材であるが、１階に壁が多い。または、スレート・鉄板・銅板など、比較的軽い屋根葺材である。

□和瓦・洋瓦など比較的重い屋根葺材で、１階に壁が少ない。　　　　　　　　　

●瓦はやや重いため、瓦屋根の建物はそれに応じた耐力が必要です。耐力は壁の多さに比例します。

屋根葺材と壁の多さは？Ｑ９

評点 評点

1

0

□１階外壁の東西南北どの面にも壁がある。

□１階外壁の東西南北各面の内、壁が全くない面がある。

●壁の多い部分は揺れが小さく、壁の少ない部分は揺れが大きくなります。

壁の配置はバランスがとれていますか？Ｑ８

評点 評点

1

0

□２階外壁の直下に１階の内壁または外壁がある。または、平屋建てである。

□２階外壁の直下に１階の内壁または外壁がない。

●２階の壁面と１階の壁面が一致していれば、２階が地震によって受ける力はスムーズに１階に流れます。

1 階と 2 階の壁面が一致しますか？Ｑ７

評点 評点

1

0

□1 辺が 4ｍ以上の吹き抜けはない。

□1 辺が 4ｍ以上の吹き抜けがある。

●建物内に吹き抜けがあると、地震時に建物がゆがむおそれがあります。

大きな吹き抜けがありますか？Ｑ６

評点 評点

1

0

□どちらかというと長方形に近い平面。

□どちらかというと L の字・T の字など複雑な平面。

●整形な建物は、地震に対して強い形であることはよく知られています。

建物の平面はどのような形ですか？Ｑ５

評点 評点

1

0

□傷んだところはない。または、傷んだところはその都度補修している。健全であると思う。

□老朽化している。腐ったりシロアリの被害など不都合が発生している。

●屋根の棟・軒先が波立っている、柱や床が傾いている場合、老朽化と判断してください。

傷んだ箇所の補修・改修をしていますか？Ｑ４

評点 評点

1

0

□増築していない。または、建築確認など必要な手続きをして増築を行った。　　　　　　　　　　　

□必要な手続きを省略し増築した、または2回以上増築を繰り返している。増築時に壁や柱を一部撤去するなどした。

●増築時、既存部の適切な補修や増築部との接合をきちんと行っているかどうかがポイントです。

増築していますか？Ｑ３

評点 評点

1

0

□大きな災害に見舞われたことがない。

□床上浸水・床下浸水・火災・車の突入事故・大地震・崖上隣地の崩壊などの災害に遭遇した。

●災害に遭遇している場合、外見では分からないダメージを蓄積している可能性があります。

災害に見舞われたことはありますか？Ｑ２

評点 評点

1

0

□建てたのは昭和 56 年 6 月以降。

□建てたのは昭和 56 年 5 月以前。

●昭和 56 年 6月に建築基準法が見直され、耐震基準が強化されました。

お住まいを建てたのはいつ頃ですか？Ｑ１

まず、自ら住まいの耐震チェックをしよう！

わが家の耐震チェックわが家の耐震チェック

判 定やってみよう、 わが家の耐震チェック！

地震から自分と家族を守るためには、 自宅が地震に強いかどうか確認することが重要です！

お住まいは安全ですか？倒壊のおそれがあれば補強するなどの対策が必要です！

まずは、 自分でわが家の耐震チェックをしてみましょう！

阪神・淡路大震災建築震災調査委員会報告書（平成 7年）より

倒壊した建物の多くは昭和 56 年以前に建てられたものでした！

阪神・淡路大震災での建物被害状況

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大破以上 中・小破 軽微・無被害

28% 38% 34%

18%8% 74%

昭和56年以前

昭和57年以降

　平成 7 年の阪神・淡路大震災では、10 万棟を越える

建物が全壊するなど、多くの建物が被害を受けました。

　6,434人の死者のうち、災害後の疾病による死者（災

害関連死）を除くと、８割以上が建物の倒壊、家具の転

倒などによる「圧死、窒息死などの外傷性ショックによ

る死」でした。

　また、焼死者の多くは、倒壊した建物の下敷きになり、

逃げられなかったと言われています。

　このように、阪神・淡路大震災において、地震によっ

て倒壊した建物による死者数は、全体の９割以上にも及

びます。

　昭和 56 年 6 月に建築基準法が改正され、住宅の耐震基準が強化されました。

　このため、阪神・淡路大震災での建物の被害状況を建築年代別に見ると、昭和 57 年以降の建物で

は、大破以上は約１割であったものに対し、改正前の基準で建てられた建物では、約３割に及びまし

た。大破以上とは、倒壊したものを含み、建物が全壊に近い被害を受けた状態を表します。

　このように、地震から命を守ることは、どれだけ建物が安全であるかにかかっています。

警察白書（平成７年度）より

その他　2％
10％

焼死等

阪神・淡路大震災での死亡原因

建物の倒壊、家具の転倒などに
よる圧死、窒息死などの外傷性
ショックによる死　88%

建物の倒壊、家具の転倒などに
よる圧死、窒息死などの外傷性
ショックによる死　88％

地震による死亡者の多くは建物の倒壊などによる窒息・圧死でした！

あなたの住まいは大丈夫？

住まいの地震対策住まいの地震対策

□ ミルク　□ ほ乳びん

□ 離乳食　□ スプーン　

□ おむつ　□ 洗浄綿

□ バスタオルまたはベビー毛布

□ ガーゼまたはハンカチ　など

●乳幼児のいる家庭● ●妊婦のいる家庭● ●要介護者のいる家庭●

□ 脱脂綿　

□ ガーゼ　

□ さらし　

□ Ｔ字帯　

□ 洗浄綿及び新生児用品

□ 母子手帳　など

□ 介護用おむつ

□ 障害者手帳

□ 補助具などの予備

□ 常備薬　など

こんな用意も必要　～家族に合わせた準備を～

□ カセットコンロ

□ 燃料

□ 寝袋、衣類  　　　　

□ ドライシャンプー　　

□ トイレットペーパー　

□ 新聞紙・ビニール袋　など

生活用品

非常食は、そのまま食べら

れるか、お湯を足す程度の

簡単な調理で済むもの。

使用する容器はラップで、

包むと洗う水が不要になり

ます。

非常食

飲料水は１日１人当たり

３ℓを目安に。ポリタン

クにも貯水。

お風呂の水

は抜かず、

雑水に。

飲料水

● ダンボール箱などにまとめて保管しておきましょう。

● １人３日分、可能な限り１週間分程度を目安に準備しましょう。

復旧までの数日間を自活するために最低限必要なもの
備蓄品
チェックリスト

＋＋

□ 携帯電話・充電器

□ 携帯ラジオ（AMFM ラジオ）

□ 懐中電灯

□ 電池

□ マッチ（ライター）

□ ローソク

□ ロープ

□ ナイフ

□ ホイッスル

□ 現金（お札と小銭に分けて）

□ 健康保険証（コピー可）

□ 預金通帳・印鑑

□非常食

　（カップめん・缶詰・ビスケット）

□ 飲料水

□ 下着・靴下

□ 毛布

□ タオル

□ ヘルメット（防災ずきん）

□ 携帯レインコート

□ 軍手（厚手の手袋）

□ 常備薬

□ 救急医療品

□ 三角布・ガーゼなど

貴重品

道具類

救急医薬品

安全対策品

衣類

非常食・水

何をどれだけ準備するかは性別・年齢・健康状態などによって異なり

ます。荷物の重さの目安は成人男性で15㎏、成人女性で10㎏程度と

言われていますが、個々の事情に合わせて必要最低限のものをリュッ

クサックなどに準備しておきましょう。

避難する時に最初に持ち出すもの

非常持出品
チェックリスト

日ごろから備えておこう！

非常持出品・備蓄品非常持出品・備蓄品

ＨＡＴＳＵＫＡＩＣＨＩ76.1 ＭＨｚ

ＦＭ

周波数は

７６.1ＭＨｚ

　市民の生命・財産などを守ることを

目的として、市からの災害情報などを

市民へ緊急に周知する必要がある場合

に放送をします。

廿日市市の災害時緊急放送

「ＦＭはつかいち」

廿日市市役所　ホームページ　　

 http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/

広島県 防災 Web  

 http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/

気象庁　ホームページ　　　

 http://www.jma.go.jp/

　防災情報はテレビ・ラジオ・インターネットなどを通じて入手することができます。積極的に情

報を入手し、早めの避難を心がけましょう。

防災情報の入手先

　大災害発生時は、電話がつながりにくい状況が続きます。家族や知人の安否確認や連絡には、

「災害用伝言ダイヤル１７１」「災害用伝言板web１７１」を利用しましょう。

緊急地震速報

災害用伝言ダイヤル「1７１」

デマに惑わされないよう、正確な情報収集を！

防災情報防災情報

　緊急地震速報とは、強い揺れが予測される

地域に、震源や地震の規模、予想される震度

を、テレビ・ラジオ・携帯電話などを通じて

お知らせするシステムです。

　携帯電話各社では、「災害用伝言板サービス」を開設します。
　詳細は、携帯電話各社のホームページでご確認ください。

音声

メール
伝言の確認

伝言を確認したい電話番号を入力

音声

メール
伝言の登録

伝言を登録する電話番号を入力

にアクセスhttps://www.web171.jp web171

災害用伝言板 web171 利用方法

インターネット で録音・確認

伝言の再生

を選択２
再生は

伝言の録音

を選択
録音は

１

■■■■-■■-■■■■

にダイヤル１７１

電話番号（市外局番から）

災害用伝言ダイヤル利用方法

電話 で録音・確認

周囲の状況に応じて、速やかに

あわてず、まず身の安全を確保

しましょう。

はつかいちし安全・安心メール配信サービス

　市民の皆さんが災害情報を迅速・正確に受け取れるよう、事前に登録していただいた携帯電話や

パソコンに災害情報などをメール配信するサービスです。

　登録方法など、詳しくはホームページをご確認ください。

配信情報

! 情報が出てから揺れがくるまで、長くても

数秒から数十秒程度の時間しかありません。

特別警報や避難勧告などの災害情報、はいかいSOS（高齢者の行方不明情報）など

http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/emergency/bousai/anshinmail/index.html

次のQRコードを読み取ること

で登録手続きができます。

●強い揺れや長い揺れがおさ

　まったら、津波警報等の発

　表を待たず、すぐに海から

　離れ、高台を目指して避難

　を開始する。

●津波は河川を遡上

　するので、河川に

　近づかないようにする。

海岸

●山にいるときは、まず落石

　から身を守る。

●地震の揺れで地盤

　が緩み、崩れやす

　くなっている可能

　性があるため、崖

　や急傾斜地に近づ

　かない。

山や崖の付近

●ハンドルをしっかり握り、

　少しずつスピードを落とし

　道路の左側に停車する。

●揺れがおさまる

　まで車内で待ち、

　ラジオで地震の

　情報を確認する。

車の運転中

●ブロック塀や石塀、電柱や

　自動販売機などからすぐに

　離れる。

●ガラスの破片、

　看板などの落下

　物に注意し、持

　ち物で頭を保護

　する。

住宅街・商店街

●つり革や手すりに両手でつ
　かまる。

●足を踏ん張って

　前かがみ姿勢を

　とり、カバンで

　頭を保護する。

●電車の外には出ないで乗務

　員の指示に従う。

電車の中

●買い物かごやバッグ等で頭

　を保護する。

●あわてず係員の指示に従う。

●避難のときは階段を使う。

スーパーの中

●すべての階のボタンを押し、

　最初に停止した階へ降りる。

●停電などで、

　ドアが開か

　なくなった

　ら非常ボタ

　ンを押し指

　示を待つ。

エレベーターの中

●机上の OA 機器の落下に注

　意し、すばやく机の下にも

　ぐりこむ。

●外へ逃げると

　きは落下物に

　注意する。

オフィスの中

●急いで教室から飛び出さな

　いで、まずは机の下にもぐ

　り、頭を保護する。

●地震の揺れがおさまってか

　らは教職員の指示に従う。

学校の中

●身の安全を確保する。

●揺れがおさまってから、す

　ばやく火を消す。

●窓や玄関の扉を開け、脱出

　口を確保する。

家の中

あわてずに、周囲の状況に応じて、まず身の安全を確保

　地震が発生したときに、家族全員

が一緒に行動できるとは限りません。

学校や職場、外出先で、地震が発生

することもあります。

　地震の際に、あわてず行動ができ

るように、家族との連絡先を確認し

たり、避難施設までの危険箇所を知

っておきましょう。

家族で話し合いをしよう

屋外

屋内

こんな場所で

　 地 震
　　　　　   にあったら

地震がおきてもあわてずに行動を！

地震発生時の行動地震発生時の行動
福祉避難所はどういうところ？

福祉避難所一覧福祉避難所一覧

市が指定した避難所では、

避難生活が困難な高齢者

や障がい者などのうち、

特別の配慮を必要

とする方が避難

する施設です。

福祉避難所

高齢者

・声をかける

・おんぶする

視覚障がい者

・腕を貸す

・段差に注意して

　ゆっくり

　と歩く

・盲導犬に

　ふれない

聴覚障がい者

・筆談

・顔を見てゆっく

　り話す

災害時には、自力での避難が困難な場合があるため、
地域の人たちの協力が必要です。

避難して
ください

高齢者施設

高齢者施設

高齢者施設

障がい者施設

障がい者施設

高齢者施設

高齢者施設

障がい者施設

障がい者施設

障がい者施設

障がい者施設

障がい者施設

高齢者施設

高齢者施設

高齢者施設

高齢者施設

番号 地域 施設名 住所 種別

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

廿日市

佐伯

大野

インマヌエルホーム

デイサービスセンター光の園

アマノリハビリテーション病院

あまのクリニック

特別養護老人ホームまごころ半明原

特別養護老人ホーム清鈴園

特別養護老人ホーム阿品清鈴

くさのみ作業所

ハートインハウス

さいきせせらぎ園

ゆうわせせらぎ園

広島ひかり園やすらぎ

広島ひかり園まごころ

友和の里入所部

特別養護老人ホーム洗心園

デイサービスセンター洗心園

ケアホームスプリングコート

ワークハウスアダージョ

ケアホームつばさ

地御前 299-3

陽光台五丁目 9番地

原 481-1

原 362-2

阿品四丁目 51番 32号

串戸五丁目 3-22

阿品一丁目 13-5

津田 854 番地

友田 280番地

永原 5-1

友田 218-38

宮浜温泉一丁目 2番18号

宮浜温泉一丁目 22-23

大野二丁目 3-18

物見東二丁目 13-2

串戸五丁目 1-37

避難にあたっては、身の安全を確保することを優先して、まず、開設した指定緊急

避難場所に避難します。

その後、市職員などが介助者の有無や障がいの種類・程度に応じて福祉避難所への

受け入れ対象者を決めます。

スタッフなどの受入態勢が整ったところで対象者を福祉避難所へ受け入れます。

（搬送は、家族の方や地域の支援者などにお願いすることになりますが、家族の方

などで搬送ができない場合には、状況に応じてご相談ください。）

要配慮者の介助者（原則１人）についても福祉避難所への避難は可能です。

●１

●２

●３

●４


