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西柴防災ニュース 西柴団地自治会防災統括部 

横浜市金沢区西柴四丁目1-11 
 

「家具転倒防止器具取付けの無料代行」を利用しよう！ 
 申込期間：２８年９月１５日～１２月１５日 先着２００件！ 

 横浜市では、今年度も地震発生時の家具類の転倒等による被害を軽減するため、ご自身での取付けが困難な

世帯を対象に家具の転倒防止器具の取付を代行する横浜市家具転倒防止対策助成事業を開始しました。一定の

条件を満たした世帯に対し、転倒防止器具の取り付けを無料代行してくれます。ただし、取付代行できる家具は２

つまでで器具代金は申請者ご本人の負担です。 

 
◇対象世帯 

   同居している家族全員が、次の①～⑤のいずれ

かである世帯 

  ①７５歳以上 

  ②身体障害者手帳の交付を受けている 

  ③愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている 

  ④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 

  ⑤介護保険法による要介護、または要支援の認定

を受けている 

※①～⑤のどれにもあてはまらない同居家族 

がいる場合、申請できません。 

  

 

【注意事項】 

●事前調査及び取付作業は、ＮＰＯ法人横浜市まち

づくりセンターが実施します。 

●調査・作業時は、申請者の立ち合いが必要です。 

●初回訪問時に対象世帯であることを書類で確認 

できるように、生年月日がわかる書類・ 障害者 

手帳・介護保険証等をご用意ください。（写しの 

提出は不要です。） 

  ●ご自身でご用意いただいた転倒防止器具は取り

付けできないことがあります。

◇申込みから取付までの流れ 
  ①０４５－２６２－０２０２（ＮＰＯ法人横浜市まちづく

りセンター）へお電話で申し込んでください（平日

の１０時～１６時まで）。ただし、聴覚・言語に障害

のある方は Fax０４５－３１５－４０９９に氏名、住

所、郵便番号、Fax 番号をご記入の上お送り下さ

い。 

   ⇒（対象世帯である場合）自宅に申請書等（往復

ハガキ）が届きます。 

  ②申請書に（返信用はがき）に必要事項を記入し、

提出（郵送）します。 

（下記同意事項への同意が必要。） 

    ⇒横浜市から「利用決定通知書」が届きます。 

 

ただし、対象世帯でない場合は「利用却下通知」

が届きます。 

  ③取付員が次の通り２回訪問します。（訪問日時は

事前に調整します。） 

    １回目（調査訪問） 

    ・対象世帯であることを書類等で確認します。 

    ・家屋状態の確認、ご相談の上、取付家具 

と転倒防止器具を決定します。（器具購入 

のご相談にも応じて頂けます。） 

    ２回目（取付訪問） 

    ・調査訪問で決定した器具を取り付けます。

【同意事項】
●①取付後の家具や家屋に関する損害賠償、②取

付後に発生した地震等の災害で家具等が転倒し、

負傷または死亡した場合において、市、取付事業

者及び当該住宅等の所有者に対する損害賠償を

請求しません。 

●取付後の家具等の移動及び転倒防止器具の取

外しは、自己の責任で行います。 
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   これだけは是非備えておきたい防災グッズ！！  
 

自治会厳選の家庭用防災グッズを特別価格で斡旋します。是非この機会にお求めください。 

 先日、全自治会員を対象に実施したアンケートで高い関心が寄せられ、又マスコミ等でも推奨している防災グッズ

を厳選しました。すべて消防庁等公的機関が認定した安心できる製品です。 

1.簡易型感震ブレーカー  

これまでの大地震では、生火や暖房器具を使っていないのに、必ずと言って 

いいほど火災が発生しています。しかもあちらこちらで。これは通電火災と呼 

ばれる現象です。ブレーカーが入ったままだと、電力が復旧した時に、屋内 

配線や電化製品の傷ついた部分がショートして発火します。大地震で避難す 

る時、忘れずにブレーカーを落とす自信がありますか。被災者が加害者(火元) 

になってしまう！これだけは避けたいですね。こんな時、ブレーカーに取り付け 

ておくだけで、揺れを感じて自動的にブレーカーを遮断してくれるのが簡易型感震ブレーカーです。被災経験都

市では普及が進んでいますが、当団地ではまだまだのようです。 各世帯、もれなく備えたいグッズの筆頭です。  

2.簡易型消火用具 

炊事中に大きな揺れで油に火が回った！こんな時、揺れるなか消火器 

を取りに行き、重い消火器を落ち着いて操作することはなかなか出来る 

ことではありません。キッチンに備えて置き、素早く、簡単に消火できる 

グッズがお勧めです。火の手が上がったら、そこに投げ込んで消火する 

投てき型」グッズと鍋などに差し入れて消火するスティック型のグッズを用意しました。   

3.災害用簡易トイレセット 

何とか自宅は持ちこたえても、当分の間は水道が使えません。たちまち困る 

のがトイレの問題です。そんな時の強い味方が災害用簡易トイレです。 

吸水性パットで匂いもシャットアウト。使用後は袋の口をしばり、一般ごみと 

して処理できます。これも是非備えたいグッズです。 

◆自治会特別価格でご提供します。 

グッズ名 市   価 斡旋予価 備    考 

簡易型感震ブレーカースイッチ断ボール 3,240円 2,500円 △23% 

簡易 

消火用具 

投てき型 ラクシ― 5,940円 5,000円 △16% 

スティックアウト      950円      850円 △11% 

災害用トイレ ケアバッグ(20セット) 2,800円 2,500円 △11% 

◆購入申し込み開始は、11月 11日（金）からです。詳細は回覧・ホームページを。 
 
 

 

投てき型 

ラクシ― 

 

現物の見本は自治会館玄関ホールに展示してありますのでご覧ください。 

スティックアウト 

 

 
 ケアバッグ

(20セット) 使用例 
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災害対策基本法が改正され、切迫した災害の危険から一時的に逃れるための「指定緊急避難場所」と、避難生活

を送るための「指定避難所」を指定することが定められ、横浜市では、小中学校２６校が指定されました。このうち、

当地域に関連するのは、西柴小学校と、西柴中学校の２校です。地域防災拠点である西柴小学校は、洪水・高潮・

地震については避難可能の判定でしたが、崖崩れ等の土砂災害に対しては「避難不可」と判定されました。そのた

め、土砂災害の場合に限って西柴中学校へ避難することになっていますので、注意してください。 

 

「指定緊急避難場所」について 
 指定緊急避難場所とは、切迫した災害の危険から一時的に逃れるための場所で、災害の種類ごと（●洪水 ●崖

崩れ、土石流及び地滑り ●高潮  ●地震）について指定されています。当地域では、【表 1】の通り、土砂災害の

場合は西柴中学校、洪水・高潮・地震の場合は西柴小学校が指定されています。なお、「津波」「大規模な火災」に

ついては、平成２８年度、引き続き検討を行っていくとされています。 

◆指定緊急避難場所の開設について 

 指定緊急避難場所は、災害時、避難勧告等が行政から発令された場合に開設されます。開設については、災

害規模、状況によって判断するため、その災害が発生しても、すべての避難場所が開設されるとは限りません。 

  また、指定場所以外にも、地区センターや地域ケアプラザ等の公共施設、自治会町内会館を避難場所として開

設する場合があります。当自治会では、土砂災害の危険から逃れるための「一時（いっとき）避難場所」として、

「西柴団地自治会館」が本年９月から追加されました。 

 

【表１】当地域における指定緊急避難場所の指定状況 

（凡例 ○：避難可能、×：避難不可） 

    崖崩れ、土石流 

及び地滑り 

  

西柴小学校 金沢区西柴四丁目２３番１号 ○ × ○ ○ 

西柴中学校 金沢区西柴一丁目２３番１号 ○ ○ ○ ○ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
「指定避難所」について 
「指定避難所」は、災害によって自宅に住めなくなってしまった場合などに避難生活を送る場所で、当地域では

地域防災拠点の西柴小学校です。 

◆指定避難所（地域防災拠点）の開設について 

指定避難所（地域防災拠点）は、横浜市域で１箇所でも震度５強以上が観測された場合に開設されます。運営

については、地域、学校、区役所等で構成された「地域防災拠点運営員会」により行います。 

西 柴 中 学 校 西 柴 小 学 校 

学 校

名 

～指定緊急避難場所と 
指定避難所～ 

 

住 所 洪 水 高 潮

高潮 

土砂災害時の避難は西柴中学校へ！ 

地 震 

  

  

 高 潮 洪 水 
地 震 

崖崩れ、土石流及び地滑り 
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土砂災害から安全に避難できるよう 

西柴団地自治会館が「一時（いっとき）避難場所」に！ 

 

わが国では毎年、初夏から秋までの間、日本付近に

接近・上陸する台風や、梅雨前線や秋雨前線の影響

により、洪水、土砂災害、竜巻などの風水害が数多く

発生します。特に平成 26年には、8月 19日から 20日

にかけて広島県で降った記録的な大雨は、広島市で１

６６件の土砂災害を引き起こし、この大雨による広島県

の被害は、死者７４人、負傷者６９人、住宅全壊１７９棟、

住宅半壊２１７棟、床上・床下浸水が４１８３棟に上りま

した。 

横浜市においても、同年 10月 6日、台風 18号の影

響で、市内各地で土砂崩れが発生し、中区野毛町の

成田山横浜別院と緑区白山 3 丁目の住宅で、それぞ

れ 1人が土砂の下敷きとなり、死亡しました。横浜市で

は、この台風 18 号を教訓に、崖崩れが発生した場合

に人家に著しい被害を及ぼす可能性がある崖地をあ

らかじめ抽出し、その周辺地域に対して、「土砂災害警

戒情報」の発表とともに「避難勧告」（以下「即時勧告」

という）を発令することにしました。当地域では、西柴二

丁目の一部が即時勧告の対象になっています。 

土砂災害ハザードマップをご覧いただくとわかる通り、

当地域は、西柴二丁目の他にも土砂災害警戒区域・

急傾斜地崩壊危険区域が多くあり、その付近では、土

砂災害発生の可能性を秘めていることを認識する必要

があります。 

そこで西柴団地自治会では、夜間または休日に避

難勧告、時には避難準備情報が発令された場合を考

慮して、避難しやすいように、日頃から慣れ親しんでい

る自治会館を「一時避難場所」として開設できるように

９月の定例本部会で機関決定されました。 

 

 土砂災害からわが身や我が家族を守るためのポイント  

 

 

 

 

●災害による人的被害の可能性を考慮し、市町

村が気象情報などを基に住民の避難を促すた

めに発令する避難情報には、切迫度の低い

順に「避難準備情報」「避難勧告」「避難指示」

の３段階があります。 

    ◉「避難準備情報」が発令されたら、健常者は

避難準備を始め、高齢者や障害者ら避難に

時間がかかる「災害弱者（要援護者等）」は、

速やかに避難を始めましょう！ 

    ◉「避難勧告」は、災害による被害が発生する

恐れのある場合に発令されるもので、強制

力はありませんが、「避難勧告」が発令され

たら、健常者も避難を開始しましょう！ 

    ◍「避難指示」は、「避難勧告」よりも危険が切

迫し、避難のため立ち退きさせるためのも

のなので、すべての住民は避難を完了して

いなければなりません。まだ避難していない

住民は直ちに避難しましよう！万一避難する

余裕がなければ、命を守る最低限の行動（自

宅や近隣建物の 2階以上へ緊急的に一時避

難し、救助を待つこと）を取りましょう！ 

 

（１）「土砂災害（急傾斜地の崩壊など）を知ろう！ 

●土砂災害は豪雨や地震によって突発的に発生 

し、一瞬のうちに多くの人命を襲う恐ろしい災

害です！ 

●いつ、どこで、どのような規模で発生するのか、 

正確に予測することは困難です！ 

●崖崩れは、あっという間のスピードで襲って来る

ので、気づいてから逃げることはとても困難で

す！ 

（２）自宅付近に崖地がないか確認しよう！ 

●土砂災害ハザードマップをみて自分が住む家

が「土砂災害警戒区域」もしくは「土砂災害危険

個所」の近くにある場合は、避難場所と避難経

路をあらかじめ決めておきましょう！ 

（３）雨が降り出したら「土砂災害準備情報・土砂災

害警戒情報・」に注意しよう！ 

●雨が降ったら気象情報に注意して、激しい降り

や何日も雨が降り続いたときは、ラジオ、テレ

ビ、気象庁や県の砂防課の HP、市町村の災害

情報配信サービス等で土砂災害発生の危険度

を確認しましょう！ 

 


