阪神・淡路大震災から 20 年を迎え、災害に備えるにあたり、
「耐震化」
「室内安全
対策」
「備蓄」
「避難」の４つを重点目標とし、改めて自らの命は自ら守るための実践
活動に県民総参加で取り組みましょう。
私たちも震災の経験や教訓を忘れないよう、今一度、普段の生活を見直してみま
せんか。

災害はいつ・どこで起こるかわかりません

？

そのときどうする
地震の時

揺れを感じたら、まずは自分の身を守りましょう。自宅、職
場、お店、車や電車の中など状況にあわせて、適切な方法で
身の安全を確保しましょう。緊急地震速報やエリアメール
などが流れた場合も落ち着いて行動することが大切です。

▶家の中では

▶エレベーターの中では

スからは離れる。

体職員がすぐに駆け付けられるとは限りません。最初に災害に立ち向かうのは私たち

示に従う。

明器具、割れる恐れのある窓ガラ

合は連絡ボタンを押して係員の指

倒や落下の危険のある家具や照

雨や竜巻など風水害の被害も多発しています。大災害が発生した時、消防や警察、自治

た階で降りる。閉じ込められた場

ぶとんなどで頭を保護する。転

階段ボタンをすべて押し、停止し

テーブルなどの下にもぐるか、座

阪神・淡路大震災や東日本大震災など予期せぬ巨大災害が発生したほか、ゲリラ豪

自身であり、住んでいる地域のコミュニ
ティです。自分の命や自分の財産は自分

▶電車やバスの中では
▶路上では

つり革や手すりに両手でしっかり
つかまる。慌てて外に出ず、車内

その場に立ち止まらず、窓ガラス
で頭を保護して、空き地や公園な

合う「共助」の精神を一人ひとりが持ち、

や看板の落下物からかばんなど

で守る「自助」の意識、近隣の人々が助け
災害に対する正しい知識を身に付け、災

放送や乗務員の指示に従う。

どに避難する。

害に備えましょう。

あなたの地域はどんなところ？
あなたが住んでいる地域では、過去に地震や風水害などの災害が発生したことがあ
りますか？国や自治体では、災害の被害を予測し、被害の範囲を地図に示した「ハザー
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風水害の時

台風や豪雨は季節性があり、事前に襲来時期や規模をある
程度予測し、備えることが可能です。日頃からテレビやラジ
オ、インターネットで最新の防災情報を確認しましょう。
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これまでの住宅再建共済制度の給付対象

※一部損壊特約に８月１日より前にお申し込みい
ただいた場合でも加入日は８月１日となります。

しょう。

め、内側から粘着テープ
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年額500円で補修時等に２５万円
一部損壊特約で給付対象となる部分
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国土交通省ハザードマップ
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無理に再始動しない。

【お問い合せ先】 公益財団法人 兵庫県住宅再建共済基金 ℡078-362-9400

安心を
（損害割合10%以上20%未満）

一部損壊

大規模半壊
住宅の被害認定

※市町が発行するり災証明書で一部損壊（損害割合10％以上20％未満）の認定に
限ります。

年額 500 円で補修時等に 25 万円の給付

住宅再建共済制度（一部損壊特約）

兵庫県・ひょうご安全の日推進県民会議

平成26年
8月1日
スタート！
！

この度、フェニックス共済では住宅が
自然災害により半壊に至らない被害を受
けた場合についても、共済給付金を給付
することが出来るよう制度を拡充いたし
ました。
従来の住宅再建共済制度では給付対象
外となっていた一部損壊（損害割合１０％
以上２０％未満）について、年額５００円
の負担金で、補修時等に２５万円を給付
する制 度 が 平 成２６年８月 1日 ※ からス
タートします。

※一部損壊特約のみにご加入いただくことは出来ません。

さらにワンコインで
プラス
追加加入できます♪
お住まいの方
も入れます

住宅再建共済制度に上乗せ加入でもっと安心！
！

※市町が発行するり災証明書で半壊以上の
認定に限ります

お住まいの方
も入れます

※市町が発行するり災証明書で半壊以上
又は床上浸水の認定に限ります

年額 1, 500 円で
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借家（賃貸、
の給付
社宅等）に

年額 5, 000 円で
最大600 万円
分譲
の給付
マンションに
住宅再建共済制度

家財再建共済制度

県内に住宅をお持ちの方の

県内にお住まいの方の
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〜耐震化・室内安全・備蓄・避難〜

で大きな支援
はばタン

フェニックス
サポーター

備えとしてぜひ加入の検討をお願いします。
約）が平成26年８月１日からスタートします（加入申
込みは４月から受け付けています）。災害への大切な

災害からあなたや家族の
命を守る４つの実践

以上20％未満）
を給付対象とする制度（一部損壊特
フェニックス共済では、
これまで半壊以上を給付対
象としてきましたが、
新たに一部損壊
（損害割合10％

フェニックス共済

阪神淡路20年 ‒1.17は忘れない‒
県民総参加「減災」
キャンペーン

兵 庫 県 住 宅 再 建 共 済制度

自然災害から「住まい」
「 家財」を守る

耐震化
阪神・淡路大震災の犠牲者の約８割は、住宅の倒壊等による圧死・窒息死でした。あな
たや家族のいのちを守るためにも、昭和５６年以前（新耐震基準適用前）に建てられた住
宅は耐震診断と必要に応じた耐震改修を行いましょう。

▶わが家の安全性をチェックする

昭和56年に建築基準法が改正され、耐震基

チェック１ 建てられた年代
す。木造住宅の場合、鉄筋コンクリート造り

基礎は建物と一体となって揺れに抵抗しま

チェック４ 建物の基礎

大きな吹き抜けがある建物は要注意です。

が比較的安全です。凹凸の多い複雑な形や

平面、立面ともに凹凸の少ない単純な形の方

チェック６ 建物の形

簡単な耐震チェックでわが家を自己診断してみましょう。ただし、あくまでも目安ですので、一つでも気になる
項目があれば専門家の診断を受けてください。

準が強化されました。それ以前に建てられた
の基礎で、建物としっかり一体になっていれ

チェック５ 建物の壁

ば強い基礎といえます。

木造住宅は、壁の量が多いほど揺れに強い

ども要注意です。

み、窓やふすまなど建具の立てつけの悪さな

たりすると非常に危険です。柱や梁のゆが

土台が腐っていたり、シロアリに食われてい

チェック７ 建物の状態

ものは要注意です。

過去に地震、風水害、火災などに見舞われた

チェック２ 過去の災害履歴
場合、外見からは分からないダメージを受け
と考えられ、建物の四隅に程よく配置されて
いった造りは要注意です。

いることも重要です。一面ほとんどが窓と

ている可能性があります。

チェック３ 地盤
地震のときには、地盤が軟弱であるほど揺れ
が大きくなります。埋め立て地、低湿地、造成
で盛り土した場所、液状化の可能性がある砂

チェック３
家具の固定
下地材を
探す

かれるタイプのものも金具

などで固定します。上下に分

る場合は、Ｌ字金具やワイヤ

す。タンスなど家具を固定す

に収 納して重心を 低くしま

事典など重いものは下の方

阪神・淡路大震災でもテレビが飛び、タンスや本棚が倒れてきました。地震が起き
れば、家具が動いたり、落ちたりしますし、ガラスは割れて怪我をします。家具の固
定や配置の見直し等地震が起きても安全か、再度確認をしてみましょう。

簡易耐震診断の実施や耐震改修には補助制度があります。詳しくは、お住まいの市町にお問い合わせください。

質地盤などは要注意です。

ポイント

室内安全
▲室内安全対策のポイント
チェック１
危険箇所の確認
地震が起きたら、家具が倒れ
て玄関や扉をふさいだり、ガ
ラスが飛び散ったりします。
安全に避難できるよう事前
に確認が必要です。

大規模災害が発生したとき、食糧などの支援物資が十分に行き渡るまでには
１週間くらいかかります。各家庭で非常用食糧や飲料水を準備しておきま
しょう。

チェック２
水の備蓄

飲料水と生活用水を用意。飲

料水は１人１日３リットルが

目安。生活用水はポリタンク

やペットボトルなどで保存。

お風呂の水を残しておくのも

可欠なものに加え、紙おむつ

クリストを作成し、持ち出し

の準備をしましょう。チェッ

避難の際に持ち出す必需品

便利。

や粉ミルクなど家庭の状況

やすい場所に保管します。

チェック４
非常持出袋の準備

に応じて準備しましょう。軍

クも必要です。

ホール等危険 箇所のチェッ

難 も想 定して、側 溝 やマン

ておきましょう。夜間での避

ルート等をあらかじめ確認し

指定された避難場所や避難

開閉器具を取り付けたり、吊

食器 棚の扉にラッチなど扉

ら戻ってはいけません。

しょう。また、一度 避 難した

チェック４
避難訓練

チェック２
避難情報の判断

℡ 078-362-9832（兵庫県復興支援課内）

割を確認しましょう。

要援護者の避難支援など役

避難訓練に参加しましょう。

や自主防災組織などが行う

実際の災害を想定し、自治会

避難行動をとりましょう。

が 必 要な場 合 は、ただちに

情 報を 適 切に判 断し、避 難

極的に入手しましょう。災害

災無線等から災害情報を積

災害時はテレビやラジオ、防

津波や豪雨の場合、適切に避難行動をとることでいのちを守ることができます。普段から避難
場所や避難方法等を確認するとともに、避難訓練でどのように避難するのか体験しておくこと
が大切です。

食べ物等は買い置きし、賞味期限が近くなったら食べて無駄にしないなど備蓄した物資は定期的な点検が必要です。

役に立ちます。

ライター等もいざという時に

手やレジャーシート、マッチ・

眼鏡や常備薬など生活に不

的に入れ替えが必要です。

味期限切れしないよう定期

な調理で食べられるもの。賞

そのまま食べられるか、簡単

食糧等備蓄
チェック１
備蓄食糧

チェック３
生活用品

ポイント

避難
チェック１
避難場所等の確認

チェック３
率先して避難

り下げ式の照明を補強しま

で固定しましょう。

避難する場合は、近所に声を

う。また、倒れても下 敷きに

す。食器棚や窓にガラス飛散

かけるなど率先して避難しま

ならない方向・位置へ配置を

防止フィルムを貼って破片が

チェック４
収納物の飛散防止

変更したり、タンスの上に危

不要な家具を処分しましょ

険なものを載せないように

【お問い合せ先】 ひょうご安全の日推進県民会議事務局

夜間の豪雨など、避難場所に向かうより、２階など家の高い所の方が安全な場合があります。
どう避難するのかあらかじめ家族で話し合っておきましょう。
飛び散るのを防ぎましょう。

ポイント
しましょう。

室内安全・備蓄推進員から具体的なアドバイスをしてもらえます。また、神戸市では家具固定専門員派遣制度があります。

チェック２
家具配置の工夫

ポイント

