
幕張ベイタウン大規模震災時の各番街対応
マニュアル作成の手引き

２０１４年9月
幕張ベイタウン防災委員会

本マニュアルは、大規模地震を想定し、各番街の住民組織が対応する際の
大規模震災対応マニュアル作成の為の参考用に作成したものです。各番街に
よって建物の構造上、不適合な場合があると思います。その際は、適示対応可
能なように修正することをお勧めいたします。（各番街で作成するマニュアルのタイトルは
〇〇番街大規模震災対応マニュアル」とタイトル名を統一することをお勧めします）

I 初動段階
１ 組織立上げ

（１）役員・有志の集合
１）まず何よりも自分と家族の安全を確保しましょう。避難する場合には火元確認
を行い、同時に近隣にも呼びかけましょう。

２）そのうえで、管理組合、自治会の自主防災組織役員、そしてボランティアとし
て応援できる有志(平常時に「共助」の考え方を番街の居住者に意識として
もっていただけるよう働きかけておきましょう）はあらかじめ決められた防災本
部に集合しましょう。防災本部の立上げは、震度5強とするのが現実的かと
思いますが、それ以下の震度でも状況に応じて、各自の判断で防災本部に
集合することが望ましいでしょう。（注：避難所は震度6以上で開設されます）

■〇〇番街の自主防災委員会の防災本部の設置場所は大津波を想定に、
１階以上に集会所があれば理想ですが、可能であれば出来るだけ階の高
い場所に設置することをお勧めします。（なお、防災本部の鍵の保管をどう
するのか？必ず事前に決めておきましょう。鍵保管BOXの設置も一つの
方法です。）

千葉市危機管理課の公式見解では、首都圏直下型・房総沖の大規模地震であっても、美浜
区区域は３ｍ程度の津波であると想定していますが、幕張ベイタウンの海沿いならびに花見
川の道路沿いには高層建造物があり、それらが押し寄せる津波の壁となり、場所によっては
３ｍをはるかに超える高さになる可能性がありえます。
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（２）リーダーの選任
大規模地震の発生日時は必ずしも、自主防災組織役員が在宅時に起きるとは限
りません。代表役員が不在の場合の対応策をマニュアルにしっかりと記載しておい
たほうがいいかと思います。自主防災組織役員の防災委員長が不在の場合、正
規の委員長に引き継ぐまで、集まった有志の中から防災委員長を暫定的に選びま
す。同様にして副委員長（1名あるいは2名）も選びます。

（３）班編成
集まった人数を消火班、情報班、避難誘導班、救出援護班、給食給水班に分けま
す。（班編成は番街によって異なる可能性があります。）自主防災組織の既存の
班編成がある場合にはそれを基本にします。各班は、段階によっては担当が足り
なくなる場合が想定されますが、臨機応変に他班からの応援で対処しましょう。

２ 初期対応
自主防災委員会としてまず最初に対応しなくてはならない役割は、居住者の安全
確認と、被害状況の確認作業です。同作業は救出援護班と消火班を核として
自主防災委員全員で手分けしておこないます。（救出援護班者＋その他の班者、
消火班者とその他の班者といった二人1組の組み合わせが理想です。）自主防災
委員会の委員長、副委員長ならびに情報班班長は防災本部に残り、情報入手の
まとめ役をするのがよろしいでしょう。

■救援を要する者の至急確認（救出援護班が中心となって）
⇒事前に調査した「居住者現況調査」があれば、安否確認ならびに救援を希望し
ている居住者を優先して安否確認をおこないます。
（居住者現況調査をまだ実施されていない番街は、是非とも実施しておくことをお
勧めします。「一人住まい」、「身体障害者」など優先的に援護する方の情報を
知ることができますし、併せて「どのような技能（医療や看護に関する知識/外国
語/建築士/普通救命の技能、・・・・・・他）をお持ちか」といった情報も得ることが
できます。）

注：平成２６年7月から千葉市では「避難行動要支援者名簿に関する条例」が施行され、災害
時の際に避難行動要支援者の名簿活用ができるようになりました。ただし、要看護認定、要
支援認定を受けていない方は同名簿には掲載されていません。
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■負傷者の確認と救出救護（救出援護班が中心となって）
⇒あらかじめ、安否確認・建物（室内）被害状況が記載出来るシートを用意し
ておくことをお勧めします。
（各番街によって建物の配置・構造（低層/高層）が違いますので、どの様に
すれば効率よく安全確認がおこなえるか、十分なシュミレーションを事前に
しておくことが重要です。）

⇒人数的に余裕があれば、二人1組で各戸を巡回して、安全確認をする体制
にしておくべきでしょう。本部への助けが必要となった場合、連絡する手段
があれば問題ありませんが、無い場合に、対応できるようにしておくためで
す。（敷地面積の広い番街、あるいはエレベーターが使えなくなる可能性
のある高層タワーの番街の場合、トランシーバー等の通信機器を防災備品
として用意しておいたほうがいいかもしれません。）

⇒安全確認済みの居住者と安全確認が出来ない居住者とを識別出来る
「安否不明ステッカー（シート）」を玄関先の

ア ドアに貼り付けられる様に、事前に用意して
おくことも検討して下さい。

あるいは、事前に「安全です」表示シートを
居住者全員に配布しておき、居住者の方が
自主的に玄関先のドアに貼り付けるような
方法も検討してみる価値があるかと思います。
各番街で是非とも検討してみて下さい。

⇒倒れた家具から自力で脱出できないなど、至急救出が必要な人への対応：
注：24時間管理人が在住している番街は問題ありませんが、管理人が不在
で、かつセコム、アルソック等のホームセキュリティー会社との連絡も出
来ず、玄関のドアが開けられない場合の対応策を事前に管理組合・管
理会社側と決めておく必要があろうかと思います。（玄関ドアあるいはベラン
ダ側の窓ガラスを壊して入室した場合の修繕費の問題など、管理組合側で検討
して、総会等で住民側の事前了解を得ておく必要があります。）
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⇒病院への搬送が必要な場合など、至急手当が必要な人への対応：

１１９番への連絡ができ、病院への搬送が無事出来れば問題ありませんが、
混乱のなか、交通手段もなく、救急車の手配もなかなか難しいような
ケースも考えられます。ベイタウン内の病院への搬送が可能か、番街内
あるいはベイタウン内の住民で医者・看護関連等の関係者がいないか
など、ベイタウン災害対策本部との連携・協力を得て、対応することも
視野の中に入れておきましょう。その為には、まず事前に番街内の専門
家（医師免許保持者/看護資格者/保険福祉サービスの知識保持者）を
リスト化しておくことも考えておきましょう。

注：千葉市立海浜病院などの大病院は、重症患者だけを受け入れることになります。
怪我人は各避難所単位に設置される保健救護班が対応することになります。

■医学的な診断ができない状態で多数の負傷者がでて、自主防災組織がトリアーｼﾞを
おこなわなくてはならない場合、患者の外見上の状態のみで、下記のように判別
します。（＊とう骨動脈触知＝手首の脈拍を測ること。赤は即病院手配が必要）

４

自分で歩くことができるか？

自発呼吸しているか？

呼吸の回数はどのくらいか？

心拍数（*とう骨棒脈触知）は
とのくらいか？

意識はあるか？
応答できるか？

気道確保したら
呼吸あるか？

できる

できない

していない

している

なし

あり

１０～２９回/分

９回/分以下、３０回//分以上

あり

なし

５０～１２０回/分、または触知可能 ２秒以内

最優先治療群

緑

黒

赤

赤

赤 赤

黄

保留（軽症）群

死亡群

最優先治療群

待機的治療群

最優先治療群

最優先
治療群

120回/分以上また
は触知不能
2秒以上



■火災発生の有無確認と初期消火活動：（消火班が中心となって）
⇒震度５相当以上の地震が発生した際、ガスはマイコンメーターで自動的
に遮断されますが、火災が発生する可能性はまったくゼロではありません。
火災発生の有無確認ならびにガス漏れがないかを速やかに確認し、必要
な場合は近隣の住民の協力を得て初期消火をおこないます。
消火器の設置場所はマニュアルにわかりやすく記載しておくことをお勧め
します。
（防災倉庫に鍵がかかっている場合は、鍵は誰がもっているのか、どこに
あるのか、あらかじめ決めておきましょう。）

注：天井に火が到達してしまっている場合は、初期消火段階を超えています。「火元
から離れて速やかに避難する」ことを居住者に対して強く説得します。火災が
起こった部屋の上の階の住民にも、火災が下の階で発生したこと、そしてダクトを
通じて二酸化炭素が回ることの危険性を伝え、避難するように勧めます。このこと
もマニュアルにしっかりと記載しておきましょう。

■大津波警報が発令された際の対応：（避難誘導班）
⇒最新の津波情報の入手に努めると同時に、１～２階の居住者に向けて、
注意喚起ならびに３階以上への一時避難を働きかけます。
（東京湾内湾に３ｍを超える津波（３～１０m）の到達が予想される場合、気象庁から
「大津波警報」が発表されます。ちなみに、ベイタウンコアの建物は海抜５．０ｍ
です。）

⇒〇〇番街の避難所は〇〇〇学校と決められていますが、被害があまり
大きくなく住民の大半が〇〇番街に留まっている場合、かつ室内の
被害状況があまり大きくない場合には、各戸の住民には慌てずに、まず
は室内に留まることが一番安全である旨を伝えることが重要です。
（まだ避難所の運営が開始されていない段階で、室内の被害状況が大き
く、室内に留まることが難しい住民の為に仮の避難場所（心な
居住空間が確保できないようなケースにおい一時避難所）も
番街内で事前に検討して準備しておく必要があります。）
注：〇〇〇避難所開設は大津波警報が解除された後に開設されますが、安全安て、一時的
に身を寄せる生活の場所

が避難所であり、ベイタウン防災委員会としては、地震後も自宅待機を推奨してい
ます。なお、「自宅に住めない状況」とは、①身体等の事由により、通常生活が困難
となった場合、②重度の怪我などを負った場合、③自宅の破損で住めなくなった場
合です。
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■〇〇番街防災本部の役割：（情報班）
⇒情報班はベイタウンコアに設置されるベイタウン災害対策本部と連携・
協力して作業を進めます。番街内の居住者の安否確認を終えた初期段
階での主たる役割は、まずは〇〇番街の居住者の安否確認リストを
作成（第二段階の「人的被災状況把握」を参照）する作業が優先されま
す。平常時の段階で、あらかじめフォーマットを印刷して用意しておく
ことも必要かも知れません。
第二段階の為にも、必ずベｲタウン災害対策本部との連絡をとりあう
責任者を決めておきましょう。（ベイタウン防災委員会に出席している
防災委員が適任者かと思います）

⇒平日日中など管理人の勤務期間中は管理人とよく連携・協力をしま
しょう。管理人の勤務以外でも連絡がつく場合には、必ず管理会社
に連絡をしましょう。
ただ、携帯電話の使用は、地震発生後数分以降は、なかなか繋がらなく
なる可能性が大です。すでに番街内で防災担当者が決まっている場合
は誰が連絡をするのか、責任者数人をあらかじめ決めておきましょう。
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Ⅱ 第二段階
初期対応の段階が終わったら、〇〇番街の被害状況を調べ、その後の対
応を準備します。
■人的被災状況把握：（救出援護班、避難誘導班、情報班）
⇒自宅被災者、自宅外被災者、避難所避難者、住民外被災者（ゲスト）、

被災者の人数（大人、子供別）を
調べて把握します。将来配給が
必要な場合の基礎データに
なります。

注：あらかじめ上記内容を記載出来る
「災害連絡カード」などを用意して
おくことをお勧します。（自宅で被災し
た人と外出中など自宅外で被災した
人、〇〇番街で留まっている人と避難
所に避難している人、住民でないが
〇〇番街に滞在中に被災してそのま
ま滞在している人）、被災状況整理用
の表の準備も用意しておくと便利です。

■負傷者の有無：（救出援護班）
至急の対応を終えた後、全住民に負傷者がいないか再確認します。
手当がまだの場合は対応します。負傷者がいる場合は、自宅、避難所、
病院のどこにいるのかも確認します。

■被災状況整理・報告：（情報班）
以上の人的被災状況を〇〇番街防災本部で整理します。ベｲタウン
災害対策本部（⇒〇〇学校避難所）に被災人数を報告するとともに、
住民にも情報提供します。
注：停電の際、コピー機が使用出来なくなる可能性があります。その際の対応策を
事前に準備しておきましょう。
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■被災状況の再調査：（情報班）
一定時間（最初は１時間おき）に再調査します。また、滞在場所を変更
あるいは移動する場合には、必ず〇〇番街防災本部に連絡することを
住民に徹底してもらいます。
注：再調査の時間は、番街によって居住者総数の違いがありますので、現実的な
時間を決めていただいて結構です。防災本部に提出する災害レポートシー

トは事前にフォーマットを用意しておくことをお勧めします。

■建物被害状況把握：（消防班）
住民の安否確認を一通り済ませた段階で、建物・設備、ライフラインの
被害状況を確認します。給水や発電が必要かどうか、全棟又は一部の
棟について全員避難する必要がないか等を確認します。被害状況に
よっては、住民に水道・ガスなどの利用自粛を呼びかけます。

⇒（１）給水設備の確認：
水道の給水管が破損している場合、受水槽の給水ポンプを一時
停止する必要があります。

（２）排水管の確認：
（３）ガス漏れの確認：
震度５以上の揺れを感じると、自動的にガスが止まりますが、ガス漏
れの有無の確認が必要です。警報器が鳴っているような場合は、
東京ガスへの連絡は必須ですが、ガス栓、メータ―ガス栓を閉める
ことを徹底させてください。
⇒危険個所は必ず「立ち入り禁止表示」をしておきましょう。

（４）エレベーター、駐車場、出入り口などの確認：
停電になると、すべてが使えなくなります。エレベーター内で閉じ込め
られてしまった際の救出に関しては事前に管理会社側と対応策をつ
めておくことが重要です。エレベーターの復旧には相当な時間が
かかることが想定されますので。駐車場も停電になると使えなくなる可
能性があります。（注：停電しても駐車場からの車移動が可能な番街も
ありますので、どうしても必要な場合、ベイタウン災害対策本部側にご
相談して下さい。）特に電気復旧時の際には、点検が必要になること
もあり、住民には、〇〇番街防災本部の指示に従うように徹底させてく
ださい。エントランスのロックは停電で解除されたままになります。番街
内の安全のためには、出入り口の管理が必要になります。
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（５）立ち入り禁止表示：
建物・設備で破損が確認され、危険性がある場合には、即なんらかの
形で立ち入り禁止の表示をしましょう。

■避難誘導：（避難誘導班）
ベイタウン内の建物は、地震で大規模な損壊などの可能性は低いです
が、液状化現象の影響等で、建物・ライフラインに被害が出ることは十分
想定され、状況によっては、避難所に避難することが必要となる場合もあ
りえます。住民の全部が避難するというケースはほとんどありえないとは
思いますが、住民の一部を避難所に誘導しなくてはならないといった場
合は以下の手順で対応します。

１）避難開始：リーダーの判断で避難を開始します。
２）可能であれば、事前に避難所に提出する「避難者・傷病者カード」
への記入を済ませてから出発することをお勧めします。
（千葉市総務局防災対策課が用意している「避難者・傷病者カード」
は次ページにあります。）

３）人数確認：〇〇番街を出発する時と避難所到着時に人数確認を
を行います。

４）道路横断：途中道路を横断する場合の交通整理をします。
５）避難所運営への協力： 避難所運営委員会に参画すると同時に
ベイタウン防災委員会の災害対策本部にも協力します。
〇〇番街からは最低２名以上の応援が要請されます。
注：〇〇学校避難所運営委員会には、総務班・施設班・救護班・食糧班・
物資班が編成されます。(千葉市総務局防災対策課）

６）避難所内住民の確認：避難所内における〇〇番街住民を定期的
に確認します。

注：千葉市が指定する美浜区打瀬地区の避難所は３小学校と打瀬中学校、打瀬
公民館（コア）の5カ所で、〇〇番街は〇〇小学校（中学校）が避難所となり
ます。避難者を収容するスペースの関係上、高齢者や障害者等の要援護者
の受け入れが優先されます。
（学校区に準じて、それぞれの番街の避難所は、あらかじめ決められています
ので、マニュアルにはその旨を忘れずに記載して下さい。）
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■情報収集・情報発信：(情報班)

〇〇番街単独ではなくベイタウン災害対策本部と連携をとって

情報収集します。同本部の立上げ（震度６弱以上で避難所が開設されます）
を確認し、〇〇番街からも最低２名以上の人数を派遣します。

⇒区災害対策本部からの情報、ベイタウン災害対策本部からの情報、
ラジオ・インターネット等からの収集した災害情報を〇〇番街の掲示板
に掲示するほか、必要に応じてハンドマイクにより伝達します。

同フォーマットは、千葉市
総務局防災対策課の「避難

所開設・運営マニュアル（様
式集）「〇〇学校避難所」
の中の１２ページに収納され
ています。
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⇒ラジオ（防災ラジオを含む）、インターネットを通じて地震被害全体
の情報を収集します。注：現実的には防災ラジオを通して最新の情報は得られない
ことを留意しておきましょう。

⇒〇〇番街の情報伝達は原則として文字情報（張り紙など）を用いて開示
版に貼り出します。張り紙は必ず掲載日時を記載し、いつの時点での
情報であるかを明らかにしておく必要があります。

（１）ﾍﾞｲタウン災害対策本部の役割：
ベイタウン災害対策本部はﾍﾞｲタウンコアの会議室に開設されます。

◎美浜区地域振興課に設置された区災害対策本部と連携して、警察・消
防署への報告・連絡・調整をおこないます。

◎ベイタウン内の４ヵ所に設置された学校避難所で解決出来ない問題の全
体調整をします。 例：マンホールトイレの運用ルール設定ならびに運営
◎各学校避難所の運営会議で発表される千葉市からの重要な情報を
掲示します。 ⇒ﾍﾞｲタウン全体の情報センター

◎ﾍﾞｲタウン自治会連合会に参加していない番街（あるいはﾍﾞｲタウン
防災委員会に委員を派遣していない番街）への情報提供ならびに支援

◎各番街で対応出来ない諸問題の相談ならびに解決支援
＊ベイタウンコア、学校などの避難所となる場所の被害状況確認。
＊リンコス、コンビニ、ガソリンスタンドなど生活関連施設の被害状況・
稼働状況の確認。

＊診療所、薬局などの被害状況・稼働状況の確認。
＊周辺道路、幕張海浜公園、海浜幕張駅などの近隣の被害状況の確認。
＊行政・消防隊の被害状況・稼働状況の確認
⇒消防署打瀬出張所、美浜区役所、メッセ交番
＊ごみ空気輸送システムの被害状況・稼働状況の確認
＊非常用井戸の稼働状況、マンホールトイレの確認

⇒集めた情報を掲示、配布、インターネットなどを通じて各番街の防災委員
に提供する。

（２）〇〇学校避難所：
＊千葉市の区災害対策本部からの情報・指示の伝達はすべて〇〇学校
避難所運営委員会にて伝達されます。ということで、配給する物資（水・
食糧・その他）の情報は、原則的には同避難所運営委員会の総務班か
ら入手する必要があります。

＊避難所運営委員会の救護班の要請により、区医療対策本部より救護所
が設置されることもありえます。（医師は輪番制で対応予定）
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＊外部からの災害救援物資の配給は、避難所単位で実施されます。従って
各番街から必ず避難所運営委員会に参加することが求められます。必要
な救援物資の依頼や、自らの番街の救援物資の受け取りの窓口としての
機能が避難所となります。

Ⅲ被災生活の準備
被害が大きく、ライフラインの復旧に時間がかかるなど、長期の被災

生活が予想される場合には、その準備を始めます。住民の全部又は一部が
避難所にいる場合には避難所生活の準備（必要器材の避難所への移転な
ど）をベイタウン災害対策本部と協力して進めます。日頃の備えとして住民
には、各家庭に飲料水は1週間分を備蓄しましょうと働きかけておきましょう。
（7日分で一人２１リットルが必要量です。２リットル容器X１０本X家族の人数
分。２０リッターの長期保存容器を用意しておいたほうがいいかも知れませ
ん。）また、簡易トイレ（凝固剤・消臭剤）も、家族の人数分に合わせ、最低１
週間分）も用意しておくよう、平常時にPRしておきましょう。

■班の再編成
震災発生対応時から被災生活へ移行する場合は、災害対策本部の

役割も大きく変わってきます。ということで、体制も以下のように変えていく
のが現実的かと思います。

１２

被災生活へ移行後

■災害対策本部長・副本部長

■消火班
■情報班
■避難誘導班
■救出援護班
■給食給水班

■災害対策本部長・副本部長

■情報班
■安全班
■救護班
■物資班



■器材確認・準備：（物資班）
長期被災生活（＝ライフライン復旧に７日以上かかる場合）に必要な

器材を確認し、準備します。住民が各家庭で持っている場合には共用を呼
びかけます。

（１）発電機 燃料は車所有者の協力をもとめます。
⇒発電機・燃料を備蓄品として用意する番街も出てきました。諸々
課題もありますので、情報を共有してから購入の検討をして下さい。

（２）簡易トイレ：
⇒まず、出来るだけ各家庭で最低7日間は対応できる簡易トイレの
備蓄品の用意を促しておきましょう。そして各家庭でどうしても対応
出来なくなった場合、各番街で備蓄用品として用意している「簡易
組み立て式トイレ」を使うようにしましょう。

（３）炊き出し用具
⇒事前に〇〇番街には「調理師」「栄養士」等の資格者がいるか否か
を知っておくことも必要でしょう。

（４）その他器材
⇒各番街では、それぞれ防災備品を用意しているかと思います。管理
組合・自治会が用意する防災備品は、本来各家庭で備えるのが難
しいものを準備すべきであると考えますが、再度、必要度の優先順
位を考えて備蓄品全体を見直してみることも重要かと思います。

■給食給水準備：(物資班)
食糧・水の配給が必要になった場合にはその体制を作ります。
（１）必要人数の確認・申告
〇〇番街防災本部で整理した情報をもとに、配給・給水がどうしても必要
な人数を〇〇学校避難所に登録・申請します。

１）被災してそのまま自宅に滞在している人数をもとに必要人数を申告し
ますが、各家庭に保存されている食糧・水がいつ切れるかを必ず情報
として入手しておきましょう。

２）避難所にいる人はそちらで登録します。
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（２）物資・水の配給
１）各番街で備蓄していた物資・水が不足してきた時点で、〇〇学校避難
所へまとまって取りに行きます。ただ、給水車・物資の配給はいつの段
階で来るのかわかりませんので、その情報は〇〇学校避難所の総務班
か、ベイタウン災害対策本部から入手して下さい。
注：千葉市が用意している備蓄品も、アルファ米、クラッカー、乾パンなど

計３８８，１４５食（H２５年4月現在）しか用意されていません。ということ
ですので、各家庭で最低１週間分の食料備蓄品を準備しておくことを
周知させておいて下さい。

２）物資・水の配給は〇〇番街防災本部で配布しますが、特に高齢者など
自力で取りに来るのが困難な方には、〇〇番街の給食給水担当者が
配りに行くようにしましょう。

３）飲食用と生活用の水は区別します。
注：飲料用の水とは別に、トイレ用の水の確保をどうするかは、各番街内で事前に
対策をたてておきましょう。

（３）〇〇番街での炊き出し
配給食糧がなかなか来ない場合、番街でまとまった炊き出しを行う必要が
出てきます。まだそこまで備蓄品として準備をしていない番街も多々あろう
かと思いますが、炊き出しに必要となる最低限の器材は、備蓄品として用意
しておいたほうがよろしいでしょう。出来れば防災訓練の際などで事前に練
習しておくことが理想です。

（４）臨時ごみ集積場所の設置
ごみ空気輸送システムは大地震が発生しても壊れないとの見解を千葉

市としては発表していますが、電気喪失・担当者不在など諸々の要因で使
用不可になる可能性は十分にありえます。短期間の間に復旧すれば問題
ありませんが、復旧まで１週間以上かかることも十分想定しておかなくては
なりません。
⇒日常の家庭ごみは各住戸で出来るだけ保管することを徹底させましょう。
⇒復旧が長期になりそうな場合には、番街内に臨時ゴミ集積場の設置が
必要になってきます。
（コンクリート床がゴミ袋から漏れ出た汚水（生ごみ）で汚れないように
ブルーシートで養生し、かつ防護ネットを張っておく必要があり、これらも
各番街の防災備品として用意しておくことをお勧めします。）
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番街内での臨時ゴミ集積量が限界になった場合、ベイタウン災害本部
との協議のうえ、解決策を模索することになります。

■災害ゴミの処理：
家庭とは別に、災害ゴミが大量に発生することも考えておかなければ
なりません。まずは、各番街内で、どこにまとめて集積するかを事前に
決めておきましょう。最大限、番街内での努力をしていただく必要があり
ますが、どうしても番街内で処理できなくなった場合は、ベイタウン
災害対策本部との話し合いが必要になってきます。

（５）仮設トイレの使用：
各家庭で事前に準備された水が無くなった場合、かつ非常用汚物処
理グッズを使い切ってしまったような場合、〇〇番街で備蓄品として
用意されている仮設トイレの使用となりますが、その運用のルールなら
びに汚物廃棄処理方法を事前に考えておくべきでしょう。

⇒各家庭内で、水洗トイレがまだ使える状態であっても、十分な水量
が無いと、トイレットペーパーが排水管に詰まる原因となる為、使用
後のトイレットペーパーは水洗で流さず、必ずゴミ袋に捨てるように
各戸に連絡して徹底させることが必要です。

⇒打瀬小学校・第３公園には、マンホール・トイレが設置されます。
ただ、使用にあたっては、各番街でどうしても対応出来なくなって
しまった場合の使用のみが優先されることになります。
ということですので、まずは各家庭で対応出来るように徹底お願い
します。
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（６）備蓄品：
各番街で、備蓄食糧（賞味期限も）、所有器材、非常用飲料水の有無など
を最低1年に一回は確認しておきましょう。下記の備品リストは管理組合・自
治会として備えておいたほうがいいと思われるものです。各番街で是非とも
検討してみて下さい。

◎救助工具セット
◎防水シート（ブルーシート）、ビニールテープ
◎布製ガムテープ（ガラスの補修）
◎ザイル（救命用ロープ）
◎灯光器セット
◎発電機 （燃料）
◎簡易組み立てトイレ（排泄物の凝固剤、消臭剤）
◎トイレットペーパー （上記簡易組み立てトイレ用）
◎強力ライト・乾電池
◎アルミ毛布
◎防塵マスク（集積ごみ集積所での生ごみ処理作業時）
◎腕章（防災委員用） 色分けした班名が記載されていればベスト
◎カセットガスボンペ
◎携帯コンロ
◎応急医療品
◎軍手・ヘルメット
◎クリップボード（安否確認シートに記載の為）
◎簡易エアーマット
◎トランシーバーあるいはハンドスピーカー
◎担架（簡易）
◎ヘルメット、防災ヘッドライト
◎消毒液（消毒水）
◎緊急用ホイッスル
◎水運搬用の給水タンク＋リヤカー
◎コード・リール
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