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はじめに
災害がいつ起きるかわからないからといって、ただ手をこまねいているだけでは、何も解決しません。
“備えあれば憂いなし”とまではいかないまでも、日頃からの“備え”をしっかりしておくことで、いざというときの
被害を最小限にとどめ、災害に対して慌てず落ち着いて対応することが可能となります。

大切なのは、居住者ひとりひとりが住戸内の安全対策に責任をもち、家族単位で被害を軽減する取り組
みや被災時の対応などについて日頃から準備しておく「自助」とともに、マンション住民同士が協力して防災
対策に当たる「共助」の取り組みが必要です。

この災害時活動マニュアルは、災害時に住民が助け合うことで、被害の軽減につながることが出来得る、
とても重要なものです。防災対策を進めて頂けるよう、ご活用よろしくお願い致します。

＜参考＞内閣府 南海トラフ巨大地震、首都直下地震の被害と対策に係る映像資料

自助
自分の命は
自分で守る

共助
マンション住民
同士で助け合う

災害の被害を最小限に抑えるためのちから

補完
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重

要

近隣の避難所は、戸建住宅の住民が中心に避難され、大変混雑すること
や、避難所生活においては、プライバシーの確保が困難であることが予想
されます。
災害発生後も、住み慣れた自宅で暮らし続ける「在宅避難生活」を可能に
するため、日常の防災対策をご検討下さい。

https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/ippan/cat/cat1/cat/post-13.html
https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/ippan/cat/cat1/cat/post-13.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/nankai_syuto.html
https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/ippan/cat/cat1/cat/post-13.html
https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/ippan/cat/cat1/cat2/post-26.html
https://www.youtube.com/watch?v=29g6vxEK9io
https://www.youtube.com/watch?v=DOBAVuIgEkw
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発生する可能性の
ある最大震度は、６強

尼崎市地震ハザードマップ（尼崎市役所ホームページより抜粋）

イニシア
塚口

最寄りの指定避難所は、
園田南小学校になります。
尼崎市からの非常用備蓄品受け取り
個所になります。（食料、水、毛布等）

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/bosai_syobo/hazardmap/index.html
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%B0%BC%E5%B4%8E%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%9C%92%E7%94%B0%E5%8D%97%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1/@34.752279,135.433252,17z/data=!4m5!3m4!1s0x6000efe6330dda3f:0x43238aeb6f78c3cd!8m2!3d34.7514686!4d135.4332449?hl=ja
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各防災情報へのリンク

◆尼崎市防災ブック

①猪名川・藻川洪水ハザードマップ（2019年4月）

②武庫川洪水ハザードマップ（2019年4月）

③津波ハザードマップ（2019年4月）

④高潮ハザードマップ（堤防等が破堤する場合）（2020年4月）

⑤高潮ハザードマップ（堤防等が破堤しない場合）（2020年4月）

⑥高潮ハザードマップ（デジタルブック形式）

⑦内水ハザードマップ（2019年4月）

⑧尼崎市地震ハザードマップ（2014年12月）

◆国土交通省 防災ポータル

◆国土交通省 ハザードマップ ポータルサイト

◆兵庫県 河川監視システム

＜参考＞
◆過去、発生した津波

◆西日本で発生した巨大地震と南海トラフ地震の切迫

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/199/bousaibook.pdf
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/283/inagawa-mogawa.pdf
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/283/mukogawal2.pdf
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/283/tsunamil2.pdf
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/283/takashio1.pdf
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/283/takashio2.pdf
https://www2.city.amagasaki.hyogo.jp/hazardmap/takashio_HM/html5.html#page=1
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/283/naisuil1.pdf
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/bosai_syobo/hazardmap/077_jisin_hazardmap.html
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/olympic/prepare01/index.html
https://disaportal.gsi.go.jp/
http://hyogo.rivercam.info/nishinomiya/multi.html
https://www.youtube.com/watch?v=xBEJvfHIjZk
https://www.youtube.com/watch?v=tz4fwI5g3YQ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/199/bousaibook.pdf
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/olympic/prepare01/index.html
http://hyogo.rivercam.info/nishinomiya/multi.html


家庭内での備えⅠ

１．家族で決めておくこと

（１）連絡方法

家族が離れ離れになっているときに災害が発
生した場合、安否の確認をどうするか。
連絡方法をあらかじめ家族で決めておき、
災害用伝言ダイヤルや携帯電話会社の災害
用伝言板などの操作手順を確認しておくことが
大切です。◆家族で防災

◆ＳＴＯＰ！災害時の一斉帰宅

（２）大災害時の連絡方法の活用

大きな災害が起きたときには、NTT・携帯電話各社の緊急サービスが利用できます。日
頃から利用方法、サービス内容などを確認しておきましょう。 ◆災害用伝言サービス

過去の経験から、携帯メールの配信が混雑・遅延している場合、代替手段として
Twitter・Facebook・LINEなどのSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）が
役立つことがわかっています。

（３）避難経路の確認

災害時に安全・迅速に避難するには、事前の
避難経路の確認が必要不可欠です。
「エレベーターが使えない」、「地震でドア枠が歪んで外に
出られない」、「損壊や火災で共用廊下や
階段を通れない」 などの事態が想定されます。

家族で避難経路のシミュレーション、確認を行いましょう。
（敷地内の避難ルートは、P.13、14参照）

NTTドコモ 「災害用キット」
KDDI(au) 「au災害対策」
ソフトバンク 「災害用伝言板」
ワイモバイル 「災害用伝言板」
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👈2022年3月31日
サービス終了予定

http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h23/66/special_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=sufQVZcrRX8
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html
https://www.ntt-west.co.jp/dengon/pdf/171brochure_a4.pdf
https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster_voice/
https://www.au.com/mobile/anti-disaster/onsei-otodoke/
https://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/
https://www.ymobile.jp/service/dengon_voice/


２．被害を抑える住空間づくり

災害から大切な生命や財産を守るために
まず大切なのは、住戸内の安全性を高め
ること。その第一歩は、家具をより安全に配
置することから始まります。

家具の転倒・落下・移動を想定し、下敷き
の危険や避難路をふさぐ可能性の低い場
所に配置し直しましょう。その際、不必要な
ものを思い切って減らすことも大切。室内が
広く感じる、掃除がしやすいといった効果も
生まれます。

（１）家具の配置

（２）家具の固定

特に大地震の際は、高さのある大型家具や電
化製品などは、転倒などによって生命を脅かす凶
器になりえます。また、転倒によって食器棚や飾
り棚などのガラスが割れ、大ケガをしたり、避難時
の妨げになることもあります。

家具をしっかり固定することで、そうした危険を未
然に低減させましょう。

つっぱり式転倒防止器具、ストッパー式器具の例

（３）ベランダの整頓 ベランダはマンションの「共用部」であり、ベランダの住戸間
の隔壁板はプライバシーを確保するだけでなく、緊急時の
避難経路としても使う役割があり、障害となる物を置いて
はいけません。また、台風などの際に飛ばされる危険のあ
る物は室内に移動しましょう。
物が邪魔になり隔壁板が破れない、避難ハッチが開かな
いといった事態になれば、他の居住者の生命を脅かすこと
にもなりかねません。(隔壁板の割り方：例①、例②）
ベランダ栽培でガーデニングを楽しむ際にも、この点に注意
しておきましょう。
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https://www.fdma.go.jp/publication/database/kagu/post7.html
https://www.fdma.go.jp/publication/database/kagu/post4.html
https://www.youtube.com/watch?v=58uahStrUks
https://www.youtube.com/watch?v=3kFG7rSkTJA


３．備蓄品の準備（在宅避難生活の備え）

（１）飲料水

家族構成に合わせて、最低３日分、できれば１週間分の飲料水
を備蓄しておく必要があります。水道水の汲み置きは、そのままでも
３日間は飲料水として使うことができると言われていますが、ペットボ
トルを備蓄しておくのが現実的です。
※健康維持に必要な水分摂取量は、体重１kgに対し、
幼児150ml・子ども100ml・大人50mlとされています。

（２）非常食

大災害の後には、食料の入手も困難になります。そのため、非常食を最低3日分、でき
れば10日分を備蓄しておきましょう。ただし、普段あまり食べないものをたくさん備蓄しても、
賞味期限の管理が大変。そこで、非常食用の長期保存タイプにこだわらず、お米や乾麺
をはじめ、缶詰、レトルト食品、乾物など、常温保存がきく食料品をストックすることをおす
すめします。
最近では、非常食にもできる普段使いのレトルト食品なども多くなっているので、それらも
積極的に活用しましょう。

◆食料備蓄のコツ◆

循環備蓄のすすめ

少数品目を一括で購入し、何年も
ずっと保存しておくのではなく、普段
の買い物の中で日持ちのするものを
少し多めに買っておき、循環させるこ
とをお薦めします。

それだけで３日分程度の備蓄は十
分可能です。乾物や保存食を加え
れば、さらに数日分の備蓄になりま
す。冷蔵庫の物を先に食べ、次に
常温保存の物、最後に保存食を食
べるなど、食べる順番についても予め
考えておきましょう。
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https://www.youtube.com/watch?v=4E385eiv9V8
https://cococanblog.com/bichiku-water
https://cococanblog.com/bichiku-water
https://cococanblog.com/bichiku-hijosyoku
https://cococanblog.com/bichiku-hijosyoku


（３）救急用品
医療機関もパンク状態になる大規模災害時には、自宅で
必要最低限の応急手当てをするための救急用品が必需品
です。頭痛薬・胃腸薬・下痢止めなどの常備薬も、多めに用
意しておくと安心。

また、持病があり、処方された薬を服用している場合は、かか
りつけ医以外でも薬の処方が受けられるよう、お薬手帳を
しっかりと準備しておきましょう。

（４）便利グッズ

ポリ袋
防寒着の代わりにも、重ねて空き箱などと組み合わせればバケツ
代わりにもできる。

食品用ラップ 食器等に巻けば洗い物を出さずに衛生的に食事ができる。

ウェットティッシュ 衛生管理や身体を拭く。最近は大判のものも売っている。

缶切り、ナイフ
十徳ナイフなどは様々な場面で
役立つ。

災害用トイレ

次のページは、非常持ち出し品と非常備蓄品のチェック表の
一例になります。各ご家庭で必要な備蓄品を確認して下さい。
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自治体のゴミ回収が
あるまで、自宅保管

家族構成に合わ
せ、最低3日間
排泄できる回数
分を備蓄しておき
ましょう。

※使用時期・ゴミ保管は、P32参照

https://ec.midori-anzen.com/shop/c/cVADA/
https://cococanblog.com/bosai202007
https://cococanblog.com/toilet-bousai


□ 授乳ｹｰﾌﾟ

□ お薬手帳

□ ﾍﾙﾒｯﾄ

□ 防災頭巾

□ 消臭剤
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４．防災用共用設備の使い方

（１）消火器

大災害時には消防隊員の到着が遅れることもあるので、居住者が迅速に初期消火にあた
る必要があります。いざというとき確実に消火活動ができるよう、消火設備の設置場所、使
用方法を前もって確認しておきましょう。

（２）避難はしご

マンションでは、玄関のドア枠が歪んでドアが開かなくなった場合でも、ベランダから避難できる
ようになっています。災害時に確実に避難できるよう、避難ハッチの設置場所や使い方などを
確かめておきましょう。

（３）ＡＥＤ
（常設場所：スクエアコート・ブライトコートのメールボックス内）

AEDとは、心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態（心室細動）になった心
臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。
2004年7月より一般市民でも使用できるようになり、操作方法を音声でガイドしてくれるた
め、簡単に使用することができます。

未就学児以下で使用する
場合、電極同士が接触しない
ように胸と背中にパッドを貼り付

ける。成人・小児モード
切換スイッチ
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https://www.youtube.com/watch?v=zCBllUmJWrM
https://www.youtube.com/watch?v=UFvUD1wl0bQ
https://www.youtube.com/watch?v=N_b5wYiRwZE
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５．防災用共用設備の設置場所

パークサイドコート

スクエアコート

駐輪場

自走式
駐車場

受水槽

ＡＥＤ

消火器

避難はしご

消火器

消火器

避難はしご

ＡＥＤ

エントランス

ノースフィールド

シャッター

防火シャッター

https://www.youtube.com/watch?v=N_b5wYiRwZE
https://www.youtube.com/watch?v=zCBllUmJWrM
https://www.youtube.com/watch?v=UFvUD1wl0bQ
https://www.youtube.com/watch?v=zCBllUmJWrM
https://www.toyo-shutter.co.jp/library/pdf/c1/bouka.pdf
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フォレストコート

ブライトコート

サウスフィールド

消火器

避難はしご

ＡＥＤ

受水槽

駐輪場

自走式
駐車場エントランス

避難はしご

消火器
ＡＥＤ

消火器

防火シャッター

防火シャッター

防災
倉庫

防災倉庫

https://www.youtube.com/watch?v=UFvUD1wl0bQ
https://www.youtube.com/watch?v=zCBllUmJWrM
https://www.youtube.com/watch?v=N_b5wYiRwZE
https://www.youtube.com/watch?v=zCBllUmJWrM
https://www.toyo-shutter.co.jp/library/pdf/c1/bouka.pdf
https://www.toyo-shutter.co.jp/library/pdf/c1/bouka.pdf


６．避難ルート図
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提供公園 提供公園

中央公園

避難ルート図（ノースフィールド）

ドックラン
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中央公園

避難ルート図（サウスフィールド）
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7．その他の備え

（１）ペットの対策・同行避難

ペットと一緒に暮らしているご家庭では、災害時の
ペットのための対策も考えておかなければなりません。
ガラスの飛散防止対策や家具の固定はもちろん、
ペットのための水や食料の備蓄も必要です。

災害発生後は、「緊急時敷地内歩行許可書」の
プレートを飼い主が首にぶら下げて一時避難場所と
して、ドッグラン、提供公園へ同行避難をしましょう。

（２）財産リストの作成

災害時に財産を守るために、財産をきちんと把握し
ておきましょう。災害の際はさまざまな救済措置が講
じられますが、そもそも財産を把握していないと、申請
もできません。

証書番号や連絡先をリスト化しておくことで、紛失や
焼失の際の再発行手続きが円滑になります。再発
行できない不動産権利書や補償対象外の高価な
貴金属類は、銀行の貸金庫を利用する方法もあり
ます。

（３）災害保険などの検討

災害保険や共済への加入も、財産を守るための
ひとつの手段と考えられます。災害対策のひとつと
して、それぞれのご家族の状況に合わせてご検討
することをおすすめします。
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● マイナンバーカード



管理組合での備えⅡ

１．居住者間のコミュニティ活動

（１）コミュニティ活動

多くの世帯がひとつ屋根の下に集まって暮らすマンションは、大規模
な災害時に協力し合うことで、個々の負担を軽減できるというメリット
があります。いざというときにスムーズに助け合うには、日頃からのコミュ
ニケーション（あいさつ等）を大切にし、お互い知り合えるよう、良好
な関係を築いておく必要があります。

イニシア塚口では、次のようなイベントを開催していますので、機会があえば、ご参加お願いし
ます。

7月 七夕イベント 8月 ラジオ体操 12月 クリスマス

（２）防災訓練

防災訓練はいざというときに備えるものです。防災訓練を通じて、災害時の相互協力の大
切さを実感でき、「自分は何をすべきか」と考え、意識の高揚と知識の向上を図れる機会に
なります。
訓練の内容は、主に大規模地震時の安否確認および火災時の避難について行います。

毎年5～６月頃に予定しますので、ご参加お願いします。
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品 名 階段避難車(ｲｰﾊﾞｯｸﾁｪｱ) 簡易トイレ(置けるんです100) 発電機(エネポ)

写真

数量 各１台 17箱 1台

品 名 救助工具(レスキュー12) 簡易担架(レスキューボード)

写真

数量 ２台 ４個

２．管理組合の備蓄品

（１）備蓄品リスト 保管場所：防災倉庫（サウス旧グルーミングルーム）

各住戸で用意できない救助・救護用品を優先して備蓄しています。
必要なときは、災害対策本部へ相談して下さい。
※管理組合の備蓄品には、飲料水、非常食はありません。各ご家庭で確保願います。

品名 ブルーシート カセットガス 4サイクルエンジンオイル 投光機+三脚

数量 10枚 36本 1本 1セット

１箱
100個入
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※防災倉庫（サウス旧グルーミングルーム）の場所はP.12参照

https://www.youtube.com/watch?v=N411egbDWBU
https://www.amazon.co.jp/stores/page/90371508-BA96-49C5-9972-1CA56A03C228?ingress=2&visitId=f4f4a247-da7c-4ff9-8546-d20082d1f9c0&ref_=ast_bln
https://www.youtube.com/watch?v=vMfnJLLRffM
http://www.rescuenet.jp/shopdetail/008001000011/
https://www.youtube.com/watch?v=IAZhCAOxbKA
http://www.rescuenet.jp/shopdetail/008001000011/
http://www.rescuenet.jp/shopdetail/008001000011/
http://www.rescuenet.jp/shopdetail/008001000011/
https://www.youtube.com/watch?v=IAZhCAOxbKA
https://www.youtube.com/watch?v=IAZhCAOxbKA
https://www.youtube.com/watch?v=N411egbDWBU
https://www.amazon.co.jp/stores/page/90371508-BA96-49C5-9972-1CA56A03C228?ingress=2&visitId=f4f4a247-da7c-4ff9-8546-d20082d1f9c0&ref_=ast_bln
https://www.youtube.com/watch?v=vMfnJLLRffM
https://www.amazon.co.jp/stores/page/90371508-BA96-49C5-9972-1CA56A03C228?ingress=2&visitId=f4f4a247-da7c-4ff9-8546-d20082d1f9c0&ref_=ast_bln


地震が起きた時Ⅲ

１．最初の行動

（１）安全確保の基本動作

地震が発生したら、固定されている丈夫なものに
つかまる、危険なものから離れる、身を守る姿勢を
とる、大声を出さない、という行動が原則です。
また、マンションでは、階数によって揺れの大きさが違
い、一般的には上層階ほど揺れは大きくなります。
揺れ方や被害を予測し、室内被害を軽減するため
の対策を考えておくことが大切です。
不用意にマンションの外へ出ると落下物に当たる危
険があるので、揺れがおさまるまでは、室内の安全
な場所に留まるようにしましょう。

（２）キッチンの場合 直下型地震のように突然激しく揺れるケースでは、
何よりもまずキッチンから離れることが第一。無
理に火を消そうとすると、お湯や油などで火傷をす
る危険があります。

大きな揺れの場合は、マイコンメーターが自動的
にガスを止めます（震度５相当）。万一、火災
が発生しても、炎が天井に燃え移るまでに数分は
かかるので、揺れがおさまってから落ち着いて消火
活動を行なって下さい。

◆ガスマイコンメーターの復帰方法◆

※作業を行ってもガスが復帰しない時は、
ガスの供給が停止しており、復帰には
時間がかかると考えられます。
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1分間待つ

カチッと
音が鳴る

復帰ボタン
（黒色）

説明書

表示
ランプ

ボックス内に
ガスメータ有

https://www.youtube.com/watch?v=0ciGcHgZIqw
https://www.osakagas.co.jp/hukkisousa/type_ni.html


（３）リビング・ダイニングの場合

すぐに窓から離れてください。そして、テレビや
背の高い家具の近くや、照明器具・掛け時
計・置物の真下などを避け、安全な空間に
移動しましょう。
できるだけ低い姿勢をとり、近くにあるクッション
などで頭部を保護します。できれば物が少ない
空間、たとえば廊下などに避難した方が安全
です。

（４）寝室の場合 就寝中に地震が発生した場合、とっさに状況を判断して行
動するのは困難です。照明を消している場合には室内の状
況も見えず、慌てて動くとかえって危険です。

とりあえず布団の中でうつ伏せになり、枕や布団で頭部と体
を保護し、揺れがおさまるのを待つようにしましょう。行動を起
こすときは、懐中電灯を点けて周りの状況を確認し、厚底の
スリッパなどを履くようにしてください。

（５）浴室・洗面室の場合

入浴中の場合は、無理に浴室から出ようとせず、まずは浴槽の縁や手すりにつかまりましょう。
風呂フタは、頭部と体を保護するのに役立ちます。

また、洗面室では、洗濯機や乾燥機の転倒に注意が必要です。洗剤や洗濯ばさみ、化粧
品などが散乱・破損することもあるので、割れ物を踏まないように気をつけてください。
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（６）エレベーターの場合

揺れを感じたら各階のボタンを全部押し、ドアが開いた
階で降りるようにしましょう。
閉じ込められたら、「非常電話」のボタンを押し続け、むや
みに行動せず、救助がくるのを待ちましょう。

なお、余震の恐れがある中では、エレベーターを使わない
ようにしましょう。

（７）エントランスの場合

ガラス扉や窓から素早く離れましょう。慌てて外
に飛び出すと、落下物の危険もあるので、落ち
着いて行動してください。

（８）廊下の場合

外廊下や吹き抜け廊下では、壁側に体を寄せて
姿勢を低くし、頭部を鞄などで守るようにしましょう。
エキスパンションジョイントの近くにいる場合は落下
する危険があるので、すぐにそこから離れてください。

（９）駐輪場・駐車場の場合
自転車やバイクがドミノ倒しになったりする危険
があるので、すぐに離れましょう。

駐車場で車を運転中の場合は、ハザードラン
プを点灯させながら近くの空きスペースに停車
し、揺れがおさまってから所定の位置に移動し
ます。
車外に出るときは、ヘッドライトの消し忘れなど
に注意しましょう。

※エキスパンションジョイント
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２．揺れがおさまった後の行動

（１）身の回りの確認

揺れがおさまったら、痛むところはないか、出血はないかなど、
まずは自身の状況を確認します。自身の無事が確認できたら、
足元を確認します。
床にガラスや陶器の破片が散乱していたら、スリッパを履く、
雑誌などで足場をつくるなど、移動の安全を確保してから行動を起こししょう。

（２）家族の安否確認

家族に声をかけ、安否を確認します。閉じ込められていたり、
家具の下敷きになっていたりしたら、周囲と協力して救出し、
ケガなどの応急手当てをします。

離れている場合は、あらかじめ家族内で決めた連絡方法にて
安否を確認して下さい。

（３）正しい情報を手に入れる

災害の規模や被害状況などの情報をラジオ・テレビで出来るだけ
早く入手し、外部へ避難すべきかどうかを判断します。

・ラジオ放送（インターネット放送）
FMaiai（エフエムあまがさき）82.0MHz
Kiss FM KOBE（兵庫エフエム）89.9MHz
ハッピーFMいたみ（エフエムいたみ）73.4MHz

●自分が被害にあったとき

住戸内にひとりでいるときに家具の下敷きになったり、
閉じ込められたりしたら、人が通る気配がしたときに声を
出したり、近くのものを叩いたりして知らせます。
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https://www.youtube.com/watch?v=x1f_z8KJmZ0
http://fmaiai.com/
https://www.kiss-fm.co.jp/
https://www.itami.fm/


（４）避難経路の確認

揺れがおさまり、自身の身の回りの状況が確認できたら、廊
下やベランダに出て、マンション全体の被害と、壁の亀裂、共
用廊下や階段部分の破損、通行の妨げになる物の有無な
ど、建物内の避難経路の被害状況を確認します。

他の居住者が避難ハッチから降りてきたり、隔板を破って避
難してきたりした場合は、声をかけて周囲の状況を確認する
ようにしましょう。

（５）安否確認ステッカーの掲示
家族の安否の確認ができたら、自宅玄関
ドアの外側に「安否確認ステッカー」を貼っ
て下さい。災害対策本部の情報班による
安否確認の手助けになり、負傷者がいる
場合でも救助までの時間短縮につながりま
す。

近隣住戸の安否が確認できた場合も、
「安否確認ステッカー」貼付の手助けを行
い、安否確認や迅速な救助活動に協力し
ましょう。

※安否確認ステッカーは、管理組合から
全住戸へ配布済みです。

◆家族の安全が確認できた場合

◆救助・救護が必要な場合

（６）隣人の安否確認・救助

同じ階の居住者に声をかけ、閉じ込め・下敷き・負傷などの
人がいないか、避難の手助けを必要としている人がいないか
を確認します。エレベーターに閉じ込められている人がいない
かも確認しましょう。

救助に当たる際は、二次災害防止の観点からも、単独で
行動するのではなく、できるだけ近隣に声をかけて応援を求
めるようにしましょう。
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（７）安否情報の集約 各階の住民は代表者を決め、同じ階の居住者の安否確認
および被害状況について情報共有するため、同階のエレ
ベータホールに集合して、情報班、救護班、物資班の役割
分担の編成をして下さい。

救護班、物資班は、救助・救護が必要な住戸があれば、
応援に向かいましょう。
情報班は、エレベータ近くの散水栓BOX内にある「安否情
報シート」（様式１）を記入して下さい。その後、上階・下
階の安否集約状況を確認して下さい。救助・救護が必要
であれば、救護、物資班に伝達し、応援に向かって下さい。

マンション全体の安否確認情報の集約をするため、情報班は、安否確認シートを管理人へ
渡して下さい。不在であれば、各棟の掲示板に貼り付けもしくは、管理組合のポストに投函
しましょう。対策本部発足後、情報管理します。住民全員の安否確認を行うため、不在宅
へ再訪問し不在の場合は、「安否不明確認票」（様式４）をドアの隙間に投函します。

（８）避難のタイミング

地震の揺れがおさまった後、マンション内に留まるか、マンションの外へ避難するか、その判断
も重要です。むやみに外へ避難すると、かえって危険や不便が増す可能性もあるので、状況
に合わせた適切な判断が求められます。
避難する場所は、中央公園になります。
住戸から離れる場合は、二次災害防止のため火元の確認、
電気のブレーカを落としましょう。

●すぐに避難しなければならない場合

・マンション内で火災やガス漏れ発生時
・近隣で大火災発生時
・マンションが倒壊、傾いた時
・自治体・管理組合などから
避難勧告・避難指示があった時

●安全のために避難する場合

・住戸内に安全な場所がない時
・余震で自宅内にいることが不安に感じた時
・玄関からの出入りが困難になった時
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３．震災時活動フロー

地

震

発

生

直

後

～

１

日

目

２
日
目
以
降

中

央

公

園

へ

避

難

情報班

救護班

その他
居住者

管理組合
理事

各住戸の活動
(1) 自身と家族の安全確保・火元の確認・出口の確保・(貴重品ﾘｭｯｸ)

安否確認ステッカーの貼り付け（玄関ドア外側）
(2) 隣近所への声かけ、建物被害確認
(3) 住戸代表者は、各階エレベーターホールに集合

情報班、救護班の編成

火
災
等
の
場
合

（1）安否情報シートの記入(様式１:散水栓BOX内)
（2）他階の救助・救護の応援有無の確認
（3）安否情報シートを下階へリレー形式による伝達

（1）救助・救護者の救出
（2）火災の場合、初期消火活動

（1）住戸内の安全な場所の確保
（2）非常持ち出し品の確認

（1）階段を使用し、1F各エントランスホールへ集合
（2）エレベーター閉じ込め確認
（3）災害対策本部の立ち上げ準備、応援要請
（4）各階の情報班、救護班の編成確認・編成依頼

対策本部
本部長
副本部長

情報班

救護班

物資班

（1）災害対策本部の体制の充実、再編成。
（2）被災時ルールの決定、および解除。

（1）安否確認の継続。
（2）復旧目途等の情報収集、情報発信。

（1）救助・救護活動の継続。防犯活動の実施。
（2）避難所の運営。

（1）備蓄品の配給・管理。
（2）支援物資の調達・管理。

災害対策本部の設置・活動
（1）組合理事および居住者による災害対策本部の立ち上げ。
（2）情報班からの安否情報および被災状況の集約

（対策本部安否情報シート作成：様式２）
（3）対応方針（避難場所等）の確認。全体活動の指揮。
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非常災害対策本部Ⅳ

１．対策本部の体制

震災発生時には、初動体制が何よりも重要になります。そこで、情報の集約・伝達や行動
の決定を円滑に行うために、「災害対策本部」を立ち上げることが重要です。

（１）災害対策本部の設置基準

震度５弱以上の地震または非常災害が発生したときに、対策本部を設置します。

（２）災害対策本部の場所

管理組合事務室（サウス）とします。

（３）災害対策本部の体制

救護班
班長（理事）

班員
（理事・居住者）

班員
（理事・居住者）

班員
（理事・居住者）

各棟ごとに、班構成を行う。

発災当初は、建物にいる居住者が主体となって活動します。あらかじめ役割を決めていて
も、地震時に、その担当者がいるとは限らないからです。なお、担当者が戻った場合、活動
が可能になった時点で、話し合いと十分な引継ぎを行い、スムーズな交代を実施します。
対策本部は、主に、安否情報の集約、救助・救護活動を優先して行い、避難所や救護
室の開設準備を行います。

対策本部
本部長 （理事長）
副本部長（防災副理事長）

情報班
班長（理事）

物資班
班長（理事）

※管理組合理事は、自身が居住している棟の班長もしくは、班員となります。
※活動中は、「イニシア塚口管理組合」のオレンジ色のビブスを着用します。
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２．各班の役割

班・体制 発生～１日目 ２～３日目 ４日目以降

対策本部
本部長
副本部長

・対策本部立ち上げ
・エレベーターの閉じ込め確認
・居住者名簿の確認
・役割分担の編成
・活動の指示
・館内放送による情報提供
・防災機関への要請

・全体指揮
・各班の再編成
・情報集約
・被災時ルールの
決定、情報発信

・設備の復旧の説明
・本部の縮小、廃止

情報班

・居住者の安否確認
・建物被害状況の確認
・救護要請有無の把握
・安否情報等を本部に伝達

・安否確認の継続
・各階の情報整理
・危険個所の安全措置

・各階の情報整理
・支援情報の収集
・居住者への情報伝達

救護班

・初期消火活動
・要援護者の避難支援
・負傷者の救護
・各階の救護活動の
応援
・避難所・救護室の
開設

・避難所の運営
・要援護者への支援
・救援・救護活動の
継続
・防犯活動

・各階の救護活動
(転倒家具等の引き
起こし)

・要援護者への支援
・防犯活動

物資班

・防災資機材の準備
・避難所運営の協力

・共用トイレの準備
・受水槽の使用準備
・避難所運営の協力

・臨時ゴミ集積所の
確保、誘導

（１）全体概要
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（２）役割の詳細概要

対策本部 本部長・副本部長

発

生

～
１

日

目

●対策本部立ち上げ
館内放送にて、対策本部の立ち上げを居住者にお知らせし、
立ち上げ要員として組合理事、居住者の召集を行います。

●エレベーターの閉じ込め確認
エレベーターの中に閉じ込められた人がいないか確認します。
閉じ込められた人がいたら、エレベーター会社等に連絡し、救出を求めます。

●役割分担の編成
本部に集まった組合理事、居住者を情報班、救護班、物資班の班長、または班員へ編成し、
役割分担を決めます。

●情報の集約・活動指示
情報班を通じて、各階の被害情報及び各班の活動状況の報告を受けます。避難指示や
マンション内外の初期消火、救護活動の支援などを指示します。

●防災機関への要請
必要に応じて防災関係機関等へ救助・応援要請や被害状況報告を行います。

２

～
３

日

目

●各班の再編成
不在だった組合理事が戻ってきた時や、災害の規模や実状を検討した結果、本部長／副本

部長を含めた、各班の体制を見直しし、活動内容を充実させます。

●情報集約
マンション内外の被害状況等の情報を集約し、必要に
応じて本部指示や情報提供を行います。

●被災時のルールの決定、情報発信
防火・余震への備えや、ゴミ保管ルールなどを本部指示として周知します。

４

日

目

以

降

●設備の復旧の説明
建物設備の被害状況・復旧スケジュールについて、居住者に説明周知します。

●本部の縮小、廃止
ライフラインの復旧や余震の状況、各班の活動状況を把握し、活動体制を縮小し、段階的
に平常時体制に移行します。
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情報班

発

生

～
１

日

目

●居住者の安否確認
エレベーターホールでの聞き取りや、玄関に張り付けている
「安否確認ステッカー」を参考に安否確認を行います。安否
確認ステッカーが張り付けられてなければ、不在もしくは救助
必要なのかドアをノックして確認します。

●建物被害状況の確認
壁のひび割れや漏水、ガス漏れ、出火等の発生を確認します。

●情報の集約
安否確認や建物被害の状況を「安否情報シート」に記入し、１階まで伝達します。
(リレー形式)

●安否情報等を本部に伝達
情報班長は、各階からの安否情報シートを基に「対策本部安否情報シート」へ記入し、
本部へ報告します。

２

～
３

日

目

●安否確認の継続
安否不明の住戸へ再度訪問し、不在であれば、「安否不明確認票」を玄関

ドアの隙間に投函します。

●各階の情報整理
居住者の安否情報、現状把握するため「対策本部安否情報シート」を整理します。

●危険個所の安全措置
マンション内の被害を発見すれば、本部へ報告を行い、

危険な個所には「立入禁止」表示により、立ち入りを制限します。

４

日

目

以

降

●各階の情報整理
引き続き、安否確認、被災状況を本部へ報告します。

●居住者への情報伝達
本部からの伝達事項があれば、居住者に周知します。
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救護班

発

生

～
１

日

目

●初期消火活動
各部屋の出火状況を確認し、出火している部屋があれば初期
消火を行います。もしも火が天井まで達したら、初期消火は
不可能と判断し、居住者を避難させます。また、本部を通じ
て、消防に通報します。

●要救護者の避難支援
避難は階段を使用しますが、移動が困難な場合は、担架等を使用して搬送します。

●負傷者の救護
家具の下敷きになっている人やけがをした人を発見したら、
直ちに救出・救護活動にあたります。

●避難所・救護室の開設
停電やエレベーターが止まったり、余震が続いて不安な人たち
のために、避難所を開設し、また、負傷者の応急手当ができるよう救護室を開設します。

２

～
３

日

目

●避難所の運営
避難所を利用される居住者の状況を「避難所受付名簿」に記入します。

●救援・救護活動の継続
手当が必要な負傷者や、避難が必要な居住者を
避難所や救護室へ誘導します。

●防犯活動
建物内の見回りを行います。

４

日

目

以

降

●各階の救護活動
居住者の要請に基づき、転倒した家具の引き起こしを行います。

●要援護者への支援
高層階の要援護者の要請に基づき、物資の運搬を手伝います。
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物資班

発

生

～
１

日

目

●防災資機材の準備
防災倉庫から、救助用資機材を取り出し、準備しておきます。

●避難所運営の協力
救護班と協力し、避難所の開設準備を行います。

２

～
３

日

目

●共用トイレの準備
停電や断水等の影響で、トイレが使用できない場合、倉庫に備蓄している簡易トイレを

１，２階の共用トイレに準備する。

●受水槽の使用準備
飲料水が不足した場合に備え、受水槽を使用できるよう準備
します。

●避難所運営の協力
避難所を利用される居住者の状況を「避難所受付名簿」に
記入します。

４

日

目

以

降

●臨時ゴミ集積所の確保、誘導
被災生活が長期化した場合、対策本部と協議し、
臨時ゴミ集積所を設置します。
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被災生活期のマンションルールⅤ

１．共用スペースの開放

（１）共用施設の避難所等への利用

施設場所 利用用途

２Ｆ 集会室 避難所（高齢者、乳幼児世帯優先）

１Ｆ キッズルーム 避難所（高齢者、乳幼児世帯優先）

１Ｆ リラクゼーションルーム 授乳室、女子更衣室

１Ｆ シアタールーム 救護室

２Ｆ ゲストルーム 救援物資保管室、対策本部控室

ドッグラン、提供公園 ペット一時避難場所（必要に応じてケージ要）

在宅避難を薦めており、ご自宅での避難を基本としています
が、エレベーター停止により、高層階の居住者の生活に支
障が出たり、低層階でも室内の被害が大きく、居住できない
住戸が発生する可能性があります。

マンション内でも避難所等を設営するため、共用スペースを
開放します。全居住者が避難所に入ることは困難であるた
め、優先順位づけし対応することをご了承願います。

（2）避難所内のルール

避難所では、大勢の人と共同生活を送ることになります。プライバシーの確保が難しいなど、
不自由なことがたくさんありますが、お互いに協力しあい、譲り合うことが大切です。ルール
や役割をみんなで守り、「自分たちのことは自分たちで」を基本に協力して生活しましょう。

●避難所使用する場合、対策本部へ部屋番号・氏名を申し出下さい。(様式6)
●まわりの方への心配りをしましょう。
●起床７:00、就寝2１:00
●ゴミの分別、消臭を行いましょう。
●避難所内は、禁煙。
●ペットの持ち込み禁止。
●その他対策本部で定めたルールを守りましょう。
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２．ゴミの保管方法

（１）ゴミの分別と保管

災害が発生すると、各戸から出る「生活ゴミ」に加えて、壊れた家具などの
「震災ゴミ」やトイレが使えなくなったときの「汚物ゴミ」など、ゴミが増加します。
しかし、自治体のゴミ回収が数日間停止する可能性があり、ゴミ置き場の
容量を超えてしまう恐れがあります。

震災ゴミ

汚物ゴミ

生活ゴミ

壊れた家具や食器、ガラス製品、家電製品など、災害によって被
害を受けて使えなくなった物全般をさします。ゴミ収集が止まってい
る状況で住民全員が出したらマンションのゴミ置き場はすぐに一杯
になります。

マンション内での滞留生活において排水できない場合には、トイレ
が使えず排泄物などがたまります。これらは汚物として分け、消臭
等の衛生対策が必要となります。

普段の生活で発生するゴミ類です。食事の生ゴミなども生活ゴミに
含まれます。生ゴミも消臭等の対策が必要となります。分別につい
ては、普段のゴミ出しルールで分別してください。
●燃えるゴミ
●ペットボトル

●分別種類

●保管方法

自治体のゴミ回収が停止している場合、再開するまで、各住戸（住戸内、ベランダ等：
避難経路以外）でゴミの保管を行ってください。なお、廊下への保管は禁止です。

夏場の場合、生ゴミは腐食の進行が早いため、
直射日光を避け、日かげに保管したり、消臭
対策を行って下さい。
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３．排水制限

（１）大震災後の排水の中止

●大地震が発生した時、下水の排水管はどうなるか

マンションのトイレや台所の流し、浴槽は、
一本の排水管でつながっています。

排水管が破損して詰まると、１階などの
下層階で汚水が逆流することがあります。

排水管の損傷確認ができるまでは、トイレ
等の水は、流さないようにしましょう。

断水が起きた場合や停電等でポンプが稼働しなくなった場
合、水洗トイレは排水ができなくなり、使えなくなります。

このような時、浴槽などに溜めておいた水で流すという方法も
ありますが、排水管の破損に気づかずに上層階の住民が流
した汚水が、下層階で逆流、溢れ出して大きな被害になっ
た例があります。

大地震の直後はトイレに水は流さず、設備状況等の確認
ができるまで、簡易トイレを使用して下さい。

再開については、設備確認が出来た後、対策本部よりご連
絡いたします。
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https://www.youtube.com/watch?v=QibdGdP8_oA


参 考Ⅵ

１．火事がおきたら

●ファックスの場合（尼崎FAX119）

[１１９]でファックス送信して下さい。
消防指令センターが受信確認すれば、
すみやかに返信を行います。

○あなたのFAX番号

●webの場合（尼崎WEB119）

尼崎市防災センターへ行き、事前登録が
必要になります。http://sos-web.jp/

34

尼崎市上坂部1丁目2-1イニシア塚口ノースフィールド○○○号

2-2イニシア塚口サウスフィールド○○○号

天ぷら油火災の消火消火器の使い方

https://www.youtube.com/watch?v=Fhr5IPCIs9c
https://www.youtube.com/watch?v=zCBllUmJWrM


２．応急手当

（１）人がたおれた時

35

https://www.youtube.com/watch?v=a8k2K_-r7HA


（２）けがをした時

前腕や手首の骨折の場合、手首から肘まで固定できる長さ
の添え木を腕の下で固定し、三角巾などで吊るします。
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https://www.youtube.com/watch?v=pwlFff7VfKs


３．防災訓練の進行について

時刻 手順 内容

11:00 消防署への連絡 実施または中止の連絡。

13:00
インターホンで
予備放送

・管理室よりお知らせします。
・本日、14時より消防訓練を実施しますので、訓練に
参加してください。

連絡
問い合わせがあった場合にそなえ、管理会社・警備会
社に訓練の連絡をいれる。

13:40 役員集合
中央公園集合
（雨天の場合は、ノースフィールドロビー）

13:45 消防署到着 中央公園辺りの道路沿いに駐車

14:00 地震発生 震度６ 想定

マンション内
放送

・ただ今震度６の地震が発生しました。身辺の安全を
確認後、安否確認ステッカーを貼り付け、住戸代表者
の方は、エレベータホールへ集合してください。
・エレベータ付近にある散水栓BOX内に保管している安
否情報シートを記入してください。
・情報班の方は、リレー形式にて、安否情報シートを管
理事務室まで回付してください。

14:15
火災の発生
火災警報を鳴らす

出火想定
シアタールーム・管理組合事務室から出火

マンション内
放送

・ただ今、シアタールーム・管理組合事務室から火災が
発生。
・住民は直ちに階段から避難してください。
・避難先は、中央公園です。
・救護班は、消火活動を行なってください。
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※防災訓練の内容は変更することもあります。



時刻 手順 内容

14:18 消防署への通報 管理事務室 固定電話より119番

消火器による初期
消火訓練

初期消火活動開始（救護班）

避難訓練 誘導 階段を利用し、中央公園へ誘導（情報班）

14:30 避難集合 全員中央公園へ集合

14:35 点呼
避難された住民を棟ごとに整列
・避難人数確認
・けが人有無

報告
・安否情報シートを集約して報告
・理事長より消防署へ報告

14:45 講習 ＡＥＤ講習・心肺蘇生法講習

15:00 消火器訓練 水消火器を使った初期消火の指導・訓練

講評 消防署より講評

終了連絡 管理会社・警備会社へ訓練終了の連絡を入れる。
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※防災訓練の内容は変更することもあります。
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４．関係機関 連絡先一覧

連絡先 電話番号

消防署
北消防署・北部防災センター
北消防署塚口出張所

06-6421-0119
06-6422-0119

警察署 尼崎東警察署 06-6424-0110

病院

尼崎中央病院 06-6499-3045

尼崎総合医療センター 06-6480-7000

医療法人社団兼誠会 つかぐち病院 06-6429-1463

休日夜間急病診療所 06-6436-8701

青木外科整形外科 06-6491-0148

兵庫県広域災害・救急医療情報システム

市役所
尼崎市コールセンター
尼崎市各担当部署

06-6375-5639

水道 尼崎市上下水道電話受付センター 06-6375-0002

電気 関西電力 コールセンター 0800-777-3081

ガス 大阪ガス 兵庫導管部 0120-544-209

エレベータ （株）エレケア
0120-135-887

(お客様番号：48-611)

避難所 尼崎市立園田南小学校 06-6493-6821

連絡先 電話番号

管理会社 ライフネクスト24 0120-11-5464

管理室

ノースフィールド
070-4164-9296

月・火の17時以降は休み

サウスフィールド
070-4169-7914

水・木の17時以降は休み

住所
ノース 兵庫県尼崎市上坂部１丁目２ー１

サウス 兵庫県尼崎市上坂部１丁目２ー２

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/map/1000375/1000389/1000467.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/map/1000375/1000389/1000469.html
http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/ps/17amahigashi/index.htm
https://www.chuoukai.or.jp/
https://agmc.hyogo.jp/
https://www.kensei-kai-tsukaguchi.jp/
http://hccweb1.bai.ne.jp/hearty21/clinic/
https://www.aokigeka.com/
http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/siyakusyo/amacall.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/199/13_bousaibook.pdf
https://amasui.org/watercustomer/service/2000060.html
https://www.kepco.co.jp/corporate/profile/community/
https://www.osakagas.co.jp/company/about/adress/pipe-office04.html
https://www.hbs.co.jp/elcare/index.html
http://www.ama-net.ed.jp/school/E45/index.html
https://www.daiwalifenext.co.jp/
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５．台風対策について

（１）雨風が強くなる前にやっておくべき対策
①ベランダ対策
・ベランダに置いているものを室内に入れる。
・ベランダの溝・排水口を掃除する。
・物干し金物の高さを下げる。
・隣住戸とのパーティションにひび割れやぐらつきがないかをチェックする。

②窓・網戸対策
・窓にがたつきやひび割れがないかをチェックする。
・窓の鍵をしめる。
・カーテンやブラインドをしめる。
・網戸が外れやすくなってないかを確認する。
・ストッパーやテープで網戸が動かないように固定する。

③駐車場・駐輪場対策
・浸水の恐れのある駐車場の場合、高台などに車を移動させる。
・自転車が飛ばされないように固定する。
・自転車やバイクにカバーをつけている場合、ヒモ等でくくり付ける。

（２）強風域に入ったらするべき対策
・住戸内の給気口を閉める。
・24時間換気システムやキッチン・トイレの換気扇を止める。
・ベランダや玄関ポーチに置き忘れたものがないかを再確認する。
・窓枠・玄関ドアからの雨水の浸水がある場合、タオル・雑巾を置いて室内への
浸水を防ぐ。

（３）緊急事態に備えた準備
・お風呂やペットボトルに水を溜めておく。
・懐中電灯や携帯電話の充電器、電池を用意する。
・保冷剤を冷やしておく。
・軍手とスリッパは身近に置いておく。
・管理会社や警備会社の緊急連絡先を控えておく。
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（４）台風後にやっておきたいポイント
・被害を確認する。
・被害があった場合は被害状況を写真に撮っておく。
・被害があった場合、保険会社に連絡する。
・共有部に被害があった場合、管理室および、マンション管理組合に連絡する。
・ベランダや玄関部分にある金属部分を拭く。
・ベランダの排水口のごみを取り除く。
・台風による被害は、加入している ”火災保険” でその損害が補償されるように
なります。日頃からご加入の火災保険の内容は確認しておきましょう。

（５）最新の台風情報の確認
・気象庁 警報・注意報の専門ページ
・日本気象協会
・Yahoo 天気・災害
・国土交通省 川の防災情報
・兵庫県 河川監視システム
・ウィンディドットコム（Windy.com）

（６）交通情報の確認
・Yahoo 路線情報
・Yahoo 道路交通情報
・JR西日本 列車運行情報

自宅への被害を最小限にし、なおかつ周囲に被害を与えないためにも、
事前に対策をしっかり行い、台風に備えましょう。

http://www.jma.go.jp/jp/warn/
https://tenki.jp/docs/note/typhoon/page-5.html
https://weather.yahoo.co.jp/weather/zoomradar/
https://www.river.go.jp/index/srchrslt?td=1&kw=%E5%B0%BC%E5%B4%8E%E5%B8%82
http://hyogo.rivercam.info/nishinomiya/multi.html
https://www.windy.com/34.729/135.413?34.212,135.412,8
https://transit.yahoo.co.jp/traininfo/detail/265/0/
https://roadway.yahoo.co.jp/
https://trafficinfo.westjr.co.jp/sp/kinki.html


様式集Ⅶ

様式１．安否情報シート

記入日時： 月 日 時
報告者 情報班（ ノース ・ サウス 号室 ）

部屋番号
居住者
代表者名

安否状況 救護の内容
編成班

（対応可能者）

無事 ・ 不在 ・ 救護要 情報 ・ 救護 ・ 物資

無事 ・ 不在 ・ 救護要 情報 ・ 救護 ・ 物資

無事 ・ 不在 ・ 救護要 情報 ・ 救護 ・ 物資

無事 ・ 不在 ・ 救護要 情報 ・ 救護 ・ 物資

無事 ・ 不在 ・ 救護要 情報 ・ 救護 ・ 物資

無事 ・ 不在 ・ 救護要 情報 ・ 救護 ・ 物資

無事 ・ 不在 ・ 救護要 情報 ・ 救護 ・ 物資

無事 ・ 不在 ・ 救護要 情報 ・ 救護 ・ 物資

無事 ・ 不在 ・ 救護要 情報 ・ 救護 ・ 物資

無事 ・ 不在 ・ 救護要 情報 ・ 救護 ・ 物資

無事 ・ 不在 ・ 救護要 情報 ・ 救護 ・ 物資

無事 ・ 不在 ・ 救護要 情報 ・ 救護 ・ 物資

建物被災状況

※各住戸の代表者は、同階のエレベーターホールに集合し、安否状況・被災状況を情報共
有してください。

※フロアでの情報班・救護班・物資班の役割分担を必ず編成してください。(複数名推奨)
※対策本部にて情報集約するため、本用紙をリレー形式にて下階の情報班に手渡しして、
１Ｆ管理事務室または、掲示板、管理組合ポストへ回付してください。
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様式２．対策本部安否情報シート

「様式１：安否情報シート」の記載内容を基に作成。
記載方法 無事確認→「○」、未確認・不明→「空白」、要援護→「要」内容記載

パークサイドコート（ノースフィールド）

部屋
番号

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

14F

13F

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

43



44

様式２．対策本部安否情報シート

パークサイドコート（ノースフィールド）

要援護
部屋番号

記入
月日

内 容
要援護
部屋番号

記入
月日

内 容



様式２．対策本部安否情報シート

「様式１：安否情報シート」の記載内容を基に作成。
記載方法 無事確認→「○」、未確認・不明→「空白」、要援護→「要」内容記載

45

スクエアコート（ノースフィールド）

部屋
番号

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

14F

13F

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F
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スクエアコート（ノースフィールド）

要援護
部屋番号

記入
月日

内 容
要援護
部屋番号

記入
月日

内 容

様式２．対策本部安否情報シート



様式２．対策本部安否情報シート

「様式１：安否情報シート」の記載内容を基に作成。
記載方法 無事確認→「○」、未確認・不明→「空白」、要援護→「要」内容記載

47

フォレストコート（サウスフィールド）

部屋
番号

23 24 25 26 27 28 29 30

15F

14F

13F

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F
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フォレストコート（サウスフィールド）

要援護
部屋番号

記入
月日

内 容
要援護
部屋番号

記入
月日

内 容

様式２．対策本部安否情報シート



様式２．対策本部安否情報シート

「様式１：安否情報シート」の記載内容を基に作成。
記載方法 無事確認→「○」、未確認・不明→「空白」、要援護→「要」内容記載

49

ブライトコート（サウスフィールド）

部屋
番号

31 32 33 34 35 36 37 38

15F

14F

13F

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F
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ブライトコート（サウスフィールド）

要援護
部屋番号

記入
月日

内 容
要援護
部屋番号

記入
月日

内 容

様式２．対策本部安否情報シート



様式３．安否情報ステッカー

●家族等の安全を確認し、安否情報が不要な場合

●マンション外へ避難する場合

51

●救助・救護が必要な場合

※対策本部の指示があるまで、ドアの外側に貼り付けお願いします。



様式４．安否不明確認票

対策本部からのお願い

（ ）号室の方へ

居住者の安否を確認しています。
帰宅されましたら、

・対策本部（管理人室）または、
・対策本部長（ ： 号室）

（ノース パークサイド ・ スクエア） （サウス フォレスト ・ ブライト）の

いずれかまで、本用紙をご持参のうえ、ご連絡ください。
※ポスト投函可

月 日
イニシア塚口 対策本部

受付月日 確認者

52

※不在宅へ２回目の安否確認でも不在の場合、ドア隙間に投函します。（4つ折り）
※確認票の返却が無ければ、緊急連絡先に連絡することがあります。



様式５．使用・立入禁止シート

53

地震の影響で、エレベータが緊急停止
しています。点検完了するまで、使用
禁止とします。
ご迷惑お掛けいたしますが、ご理解、
ご了承の程よろしくお願い致します。

イニシア塚口 対策本部



様式６．避難所受付名簿

避難所（ ノース ・ サウス 集会室 ・ キッズルーム ）No.

NO

受付
部屋
番号

氏名 性別
年
齢

必要な
支援等

その他状況
（帰宅・移動場所
の内容と日時）

月
日

時
間

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女
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【引用先文献】
（作成）
・品川区「高層マンション防災対策の手引き」
・新宿区「中高層マンションの防災対策マニュアル マンション防災はじめの一歩」
・埼玉県「マンション震災時活動マニュアル作成の手引き」
・大阪市「市民防災マニュアル」
・福岡市「大地震に備えよう！マンション防災・減災マニュアル」
・総合ハウジングサービス株式会社「防災マニュアル マンション防災の教科書」
・一般社団法人宮城県マンション管理士会

「分譲マンション防災マニュアル作成支援ガイドライン」
（改訂）
・イニシア塚口公式ホームページへ本マニュアルを掲載することから、
YouTubeやWebデータ情報をハイパーリンク追加（青字アンダーライン箇所）

（作成）
２０１８年４月
イニシア塚口団地管理組合 第10期 防災マニュアル作成委員会

（改訂）
２０２１年７月：地震中心の記載から災害全体（台風等）の記載追加
イニシア塚口団地管理組合法人 第13期 防災委員会


