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自然災害は日本国中どこでも起こる‼ 

西大寺学区で主に発生する災害 

  地震    (南海トラフを起因とする・ 断層を起因とする) 

    津波・液状化・火災・家屋塀等の倒壊 

  台風等の風水害 

             堤防決壊・ 高潮・洪水・土砂災害・建物倒壊 

  都市大火災 

  雷 

   



地震にどう備えるか？ 

• 地震に強い家をつくろう 

   地盤の確認  建物家屋の耐震度の確認 

 

  液状化危険度図 

  簡易耐震診断 

 



地震にどう備えるか？ 

• 家の内外の危険度チェック 

   家の中に家具のない安全なスペースの確保  

   寝室や子供、高齢者、病人のいる部屋には倒れ 

   そうな家具を置かない  

   出入り口や通路には物を置かない 

   家具の転倒や落下を防止する対策をする 

     収納に工夫  転倒防止金具 扉・引き出し 

     開放防止金具 照明器具の補強     



地震にどう備えるか？ 

 
• 家族でよく話し合っておく 
   日常の予防対策上の役割と 地震発生時の 
   役割を決めておく  
   危険個所のチェック 
   安全な空間を確保 
   非常持ち出し品のチェック  防災用具など確認 
   非常食・飲料水の確保  (ローリングストック) 
   避難場所・避難所・連絡方法の確認 
     防災連絡カードを作り携帯する 
     家族で避難場所・避難経路の下見(避難訓練) 



地震が起きたらどうするか？ 

• 日本は世界有数の地震国である 

 0 
 
人は揺れを全く感じない  5弱 掴まらないと歩くことが難 

電柱が揺れているのが判
る 

 1 わずかに揺れを感じる人
がいる 

 5強 
 

立っていることが困難 
自動車の運転が困難 

 2 
屋内で静かにしている人
の大半が揺れを感じる  6弱 

 

立っていることが困難 
倒壊する家屋がある 

 3  屋内にいる人のほとんど
が揺れを感じる 

 6強 
 

這わないと動くことができ
ない 
固定してない家具が移動 

 4  
ほとんどの人が驚く  7 揺れに翻弄される 

ほとんどの家具が移動 
        最強 



地震が起きたらどうするか？ 

• 緊急地震速報・ 地震発生時 

    周囲の状況に応じて、慌てずに 

      まず、自分の身の安全を確保する 

     とっさの判断が、生死を左右します 

  屋内で安全な場所 

   廊下  玄関   トイレ   風呂場   机の下 

 

    ドアや窓を開けて、逃げ道を確保する  

    火の始末は素早く・・・・・・無理はしない  



地震が起きたらどうするか？ 

 ● 大きな揺れが収まってから 

   火の始末は素早く 

   家族の安全を確認 

   出火していたら初期消火 

   靴・サンダル・スリッパをはく 

   隣近所の安否の確認           

   余震に注意  

   正しい情報の確認  

   電話は使えない  

家の倒壊、津波、山・がけ
崩れが予想される地域はす
ぐ避難 



地震が起きたらどうするか？ 

• 揺れが収まり安全を確保してから 

   自宅を離れるときには、行先のメモを残す 

   子供を迎えに行く 

   さらに出火防止を  ガスの元栓 ブレーカー 

   消火・救出活動 

   余震に注意  壊れた家に入らない 

   車での避難はなるべくしないように 



地震が起きたらどうするか？ 

• 避難場所から避難所に移るまで 

   災害情報・被害状況の収集 

      避難所設置情報 

   生活必需品は備蓄でまかなう 

       3日間は外からの応援は期待できない 

   引き続き余震に警戒する 

   避難指示が解除されるまで壊れた家に入らない 



地震が起きたらどうするか？ 

• 避難所生活では 

   当分は町内会を主体とする自主防災組織 

   を中心に行動する  

   集団生活のルールを守る 

   助け合いの心で    



津波に対する日頃の備え 

• 津波に関する情報はラジオで 

• 家族で避難場所や避難経路・時間を話し合って
おく 

• 津波等のハザードマップを入手・確認する 

   洪水・火災等の避難場所は異なる場合がある 

• 非常持ち出し品の準備をしておく 

• 避難訓練に参加しよう 

       正常性バイアス(偏見) 

    



津波からの被害を軽減するには 
「逃げる」しかない 

• 強い地震や長い時間の揺れを感じたら 

• 津波警報が発表されたら 

海岸にいる人は直ちに高台か高いビル又は指定避難
場所へ  津波危険地区の住民は直ちに避難 

• 津波注意報が発表されたら 

津波危険地区の住民はいつでも避難できるよう準備 

• 南海トラフ地震の警戒宣言が発表されたら 

津波危険地区の住民は直ちに地区外か避難場所へ 

 

 



津波から身を守るには 

• 津波から避難する4つのポイント 

  ⓵地震の揺れの程度で自ら判断しない 

  ⓶避難の際には車を使わない 

  ⓷津波の「俗説」を信じるな 

  ⓸遠くよりも高く  垂直避難 

海岸で大きな揺れを感じたら、すぐに高台へ逃げる。
貴重品も取りに戻らない。○か✖か 

 



津波の豆知識 

• 津波予報 
 大津波情報   津波情報   津波注意報 
  3・4・6・8m         1m  2m            0.5m程度 
  10m以上 

• 「津波の高さ」とは潮位からプラスされる高さ 
  岡山港の大潮平均満潮高さ 海抜＋1.36m 

• 津波のここに注意 
  津波の速さは深海で時速800km 沿岸でも30km 
      津波は繰り返し襲ってきます  12時間は警戒 
  地形により津波の高さは想像以上 
  津波の前触れとして必ず引き潮があるとは限らない 

 
   
 
 
 
 
 



風水害にどう備えるか？ 

• 台風や豪雨は、正確な気象情報を収集し、予
想される事態への対策をとることで、被害を
最小限にとどめることができます。 



風水害にどう備えるか？ 

• 平常時の準備 

      家のまわりを保全する 

      非常持ち出し品の準備 

      停電に備える 

      断水に備える 



風水害にどう備えるか？ 

• 被害が心配されるときには 

      気象情報に注意する 

      むやみに外出しない 

      窓ガラスを補強する 

      家財道具を移動させる 

      安全な場所に避難する 

          



風水害にどう備えるか？ 

• 危険は急激に迫ってくる 

風水害は急激に状況が変化する場合がありま
す。危険が迫ってからでは手遅れになることも
あるので異変を感じたらすぐに対応するように
心がけておきましょう 

 風が強いとき      大雨のとき  

   路上では         河原では 

   屋内では         運転中では 

   海辺では         路上で浸水してきたら 

 



風水害にどう備えるか？ 

• 土砂災害は前兆に注意を 

  がけ崩れ     土石流      地すべり  
がけからの水が濁る    山鳴りがする        地面にひび割れができる 

地下水や湧き水が止まる 雨が降り続いている    井戸や沢の水が濁る 

斜面のひび割れ、変形   のに川の水位が下がる  斜面から水が噴き出す 

小石が落ちてくる       川の水が濁ったり、    家や擁壁に亀裂が入る 

崖から音がする        流木が交ざる       家や擁壁、樹木電柱が 

異様なにおいがする                     傾く  



風水害にどう備えるか？ 

• 避難するときの注意点 

   避難勧告が出されたら速やかに避難 

   「まだ大丈夫」と自己判断せず早めの対応 

  ⓵動きやすく安全な服装 

  ⓶足元に注意          危険と思ったら 

  ③単独行動はしない        垂直避難 

  ⓸水深に注意 

  ⑤子供・高齢者に配慮 



災害対策は地域のみんなで！ 

• 平常時にすべきこと 

   地域住民への防災知識の普及 

   防災巡視・防災点検 

   防災資機材の整備 

   防災訓練  (避難訓練・防災キャンプ) 

 

 西大寺連合町内会・西大寺地区青少年育成協議会 



まとめ 
突然の災害時にはできるはずの行動や対応がとれないことが
ほとんどです。これは日常と災害時の状況が違うことに加えて、
災害が起きても「なんとかなる」という楽観的な思い込みがあり、
前もっての準備ができないからです。今までの災害の体験者の
多くの方から「災害時の対応の仕方を事前に確認しておけば」 

「備えておけばよかった」という後悔の言葉がでています。 

まずは、災害が発生してから生き残るためにすべきことを考え
ましょう。次に、より安全な場所への避難行動を行い、家族の
安否の確認をしましょう。 

さらに、常日頃から、災害に関する情報や知識の収集に努め、
非常時に必要な物を備蓄し、町内会等地域の避難訓練に参加
するなど、災害への備えを少しずつでも充実させていくことがと
ても重要です。ひとりひとりの意識が変わり「自助」ができれば、
救える命が確実に増えていきます。 


