
県政一口提案（我が家の地震対策・私の地震対策）

1
地震対策につい
て

津市
Ｎ．Ｓさん

私個人としては、ヘルメット、スニーカーを寝具のそばにおき、非常持ち出しは
玄関へおいて、すぐ背負える形にしています。カンパン・水は常に備えていま
す。

近隣の方とは、どこへ集まるか話をするのですが、みなさん、わが家へと言わ
れます。というのは、空地があり、最近建てた平屋（軽量屋根瓦）があるので、そ
こへということです。もし車が必要なときは、３人家族の家に一緒に入れてもらう
ことにしています。

2
わが家の地震対
策について

津市
Ｙ．Ｉさん

わが家の地震対策は、背の高い家具に突っ張り棒を突けています。あと、ピア
ノもころがり防止がしてあります。
　水や、かんづめなど食料もいつあってもいいように用意してあります。
　なにかあったときのひなん場所も決めてあります。

3 私の地震対策
亀山市
Ｎ．Ｉさん

　「私の地震対策」３日分の食料・飲料水の備蓄は勿論ですが、いざという時
を実際に想像して枕元に靴や懐中電灯を用意してあります。
　備蓄食料は小さい子供も食べられる物を。救援物資は乳幼児用の物がな
いと聞きましたので。また自宅外で被災することも考え、よく行く場所からの
避難経路を確かめてあります。

4
我が家の地震対
策について

松阪市
Ｙ．Ｍさん

　子供が２人いる母親です。私は子供がどこかへ遊びに行くときは、必ず「ど
こへ行くか」を尋ねておきます。
　地震の時は、電話が使えないので、「逃避場所は○○小学校」と決めまし
た。子供は学校にいるときは家へ帰らずに、学校で待っていてもらいます。
　あと、地震の時は「建物とかのない広い場所にいないと、ブロックが崩れて
きて危ない」と脅かせています。
　とにかく、①子供がどこにいるか親が知っていること②待ち合わせ場所を
決めておくこと、が大切だと思います。

5
我が家の地震対
策について

松阪市
Ｎ．Ｓさん

１．マイカルテつくり（１家に１冊）
２．緊急カードつくり（１人に１枚）
３．自然災害（地震・風水害）自分の家のマップつくり
災害時、「いざと言う時、とっさの時」あなたの生命を守るのキャッチフレーズ
に興味を持って見える方、一人ひとりに声をかけ、作成、記入、見本を見て
もらっています。（カルテ、緊急カード、マップづくり共に消防署の方も大変
役立つと言っていました。）

6
非常持ち出し用
のリュックサックに
ついて

伊賀市
Ｔ．Ｉさん

　地震対策として、非常持出用リュックサック一個を準備いたしました。少し
安心しております。

7
私の地震対策に
ついて

津市
Ａ．Ｍさん

　自宅が海岸から５００メートル以内に建っているため、津波対策として避難
情報が出た場合は、居合わせた者だけで、行政から指定されている避難場
所へ集結することを常日頃から申し合わせています。
　平常時の対策として、「非常時持ち出し７品目」を定め定期的な交換を行
いつつ、一番大きな登山用リュックの中へつめ、有事に備えています。
　以下７品目の内訳
①携帯ラジオ（予備電池含む）②懐中電灯（予備電池含む）③ライター＆長
太ろうそく数本④飲料水・乾パン⑤厚手のコート、ジャンパー（複数）⑥登山
野営用簡易シート⑦常備薬（傷薬、風邪薬等）
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8
私の地震対策に
ついて

紀北町
Ｎ．Ｎさん

１．毎夜、床の付横にリュックサック帽子等を置くこと。
２．自分が背負える重さにすること。
３．急いで外に出られるよう戸を開けること。
４．一年に一度、食糧、衣類の点検をしています。
５．玄関にすぐ足に履きやすい靴等を置いておく。
６．毎夜、床に着く時に周りを動きやすいようにいろいろな物を置かず、動き
やすくして床につきます。

9
私の地震対策に
ついて

四日市市
Ｔ．Ｏさん

　私は背負って動けるリュック１つと横カバン一つをいつも準備しています。
その中に最も必要なものから入れて水と食品は１年毎に入れ替えています。
その他は良いというグッズはすぐに買って入れています。薄くて、小回りがき
き、種類もだいぶ入れられます。
　神戸の震災を勉強したおかげで、３日分の生活できる必要なものを入れ、
重さも丁度いいくらいにしています。
　話や体験者のグッズをその都度集めて、バックにつめていつでもといって
いいほどばっちりです。

10
私の地震対策に
ついて

東員町
Ｓ．Ｇさん

　いつ、どこで地震にあうかわからないので、外出する時は（車の中とかに）、
運動靴やちょっとしたチョコ類、毛布などを一緒に持っていきます。
　でも、家族全体では具体的な対策とか全く話し合っていないのが現状で、
不安です。
　地震に対する意識をもっと持たなくてはだめですね。
　反省を書く前に、もっと家の家具の点検など実行しなくては！

11
私の地震対策に
ついて

桑名市
Ｙ．Ｉさん

地震発生は、突然発生するに決まっておりますから、非常食・金品とともに
足の不自由な人は、特に杖を枕元に置いて寝ることが大切です。

12
我が家の地震対
策について

南伊勢町
Ｋ．Ｎさん

　８３歳を迎える老夫婦で、妻は介護３私は障害者１種の２級なので、毎日が
心配ですが、庭には避難袋２個、車椅子の用意がしてあります。
　近所の人達、姪、甥にはいつも世話をかけておりますが、その場になった
らどうなるのかと、家内は「私を置いて貴男だけ逃げて」と言いますが、「そん
なこと、できるか」と言いながら、妻の腰を持ち歩く練習と車椅子に乗ることに
懸命です。
　今日も夜の場合と冬着を庭の袋に入れました。部屋のタンス、テレビは金
止めしてもらいました。
　寝台の上の物は全部倒れても身体にあたらない所に置き替えましたので、
少々気が楽になりました。

13
我が家の地震対
策、私の地震対
策について

四日市市
Ｙ．Ｎさん

　我が家の地震対策として、鉄骨づくりの車庫の中に救出道具類、水、保存
のきく食料類、防災用品等を収納してあります。時々これを点検していま
す。
　私の地震対策として、外出する時はカバンの中に携帯ラジオ、懐中電灯、
軍手、救急用品、少量の食料と飲料水等を入れ、ウォーキングシューズをは
いて出かけるようにしています。
　現在、地元自治会に対して、自主防災組織を創設するように具体案を示し
て要請中であります。
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14
我が家の地震対
策について

伊賀市
Ｔ．Ｉさん

　地震防災読本（携帯版）のコピーしたものを家族全員に渡し、日頃から地
震の教本としています。
　各自の地震の際の行動、対策、避難経路と避難場所の確保、家族の安
否、食料は備蓄で家庭用品の確保、非常持ち出し品の確保、災害情報と広
報を入手、親戚や知人の安否は災害用伝言ダイヤル（１７１）の利用、危険
な家、場所へは近寄るなという啓蒙思想で取り組んでいます。

15
我が家の地震対
策について

熊野市
Ｐｈｏｏさん

　家具を止めたり、グッズをそろえるのは当たり前です。私流としては、とにか
く物を置かない、買わないです。なんでも、片付けて目につく所には置いて
おかないことです。“収納”です。棚の上、机の上に細かい物をごちゃごちゃ
置いたり、積み重ねたりしない。ひとまとめにしておくことです。引き出しや棚
の中にしまってしまうのです。見た目にもすっきりしていて、気持ちがいいで
すよ。形ある物はいつかは壊れます。必要以上に物を増やさないことも大事
です。

16
私の地震対策に
ついて

尾鷲市
Ｊ．Ｕさん

阪神・淡路大震災を教訓に実践していること
・枕元に笛、履き物、携帯電話を常備
・貴重品の入った非常袋を倒壊を考慮し、２階に置く
・飲料水として温泉水（６ヶ月保存可能）を20㍑常備、適宜更新
など

17
我が家の地震対
策について

松阪市
Ｙ．Ｎさん

・寝る前にガス、電気の元栓を締めて寝る
・風呂の水は朝方抜く
・家具、電気製品などは、壁に固定
・家具の上に物を置かない
・上に吊さない
・収納式に替えるようにしている。不可能な場合は、まとめてしまってある

18
我が家の地震対
策について

鈴鹿市
Ｔ．Ｍさん

緊急避難場所の確認をし、家族と地震について話し合いをしています。

19
私の地震対策に
ついて

名張市
Ｓ．Ｔさん

①地震対策として、少し揺れるだけでも、すぐに窓を開けるようにしていま
す。外に出られなくと困りますので。
②枕元にいつでも、電池を持てる所に置いています。ちょっとした心がけで
すけど、何かの役に立てばと思っています。

20
私の地震対策に
ついて

津市
Ｔ．Ｍさん

私は日頃から、ナップサックに非常食やロープなどを入れており、有事の際
はすぐに持ち出せるようにしています。また、寝室には懐中電灯やスリッパを
置いています。
今後、より一層、防災意識を高め、自分だけでなく、家族や近所の人たちに
も周知していきたいです。

21
我が家の地震対
策について

鈴鹿市
Ｋ．Ｍさん

この世に生まれて５４年、福岡県より鈴鹿に嫁に来て３４年この方災害に遭っ
た事なく、国内外の多々災害の報を目に耳にしてもなかなか実感できずに
これたのも幸せのひとつとのんびりも出来ない。
東海地震の予測等もピンと来ないけれど、水、缶詰類、卓上ガスボンベ、電
池の準備と家具転倒防止はＯＫだけど、自宅のテレビ等はとても不安定な
置き方。
神戸地震クラスのものが来たら、まともに頭に転がってきそうです。何とかし
なくてはと思いながらも何もしない日々です。
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22
我が家の地震対
策について

桑名市
Ｋ．Ｓさん

①避難する必要性はどこにあるのかを考える場合、家屋倒壊等がある。その
為耐震補強を考える。
避難準備も必要不可欠であるますが、自助的に可能な家具転倒防止、家
屋耐震補強を実施して、我が家が一時避難場所として準備、対策をしてどう
かと思う次第です。
②水の準備は、ペットボトル１．８㍑が発売しているので、非常用水として備
蓄し、９月１日と１月１７日に更新するルールを作り備える。

23
私の地震対策に
ついて

熊野市
Ａ．Ｓさん

テレビを固定したり家具を固定したりガラスフィルムを貼ったりと、いろいろし
なければならない事がたくさんありますが、お金も掛かる事ですし、ついおっ
くうで何もしていません。
ただ、家屋や瓦礫の下に埋もれた時、ずっと叫ぶのは大変ですので、いつ
も笛を首からぶら下げています。入浴時以外はいつも。
笛なら音も出るし。時々ピーッと吹けば、そこにいることがわかりやすいの
で。

24
我が家の地震対
策について

名張市
Ｙ．Ａさん

自治会や市の防災訓練に進んで参加し、家族で絶えず下記のような防災に
ついて話し合っています。
・近いうちに東南海地震が起こるかもしれない。
・地震が起こればあわてず、まず、火の確認をする。
・外に飛び出すな。出口だけ確保。
・テレビやラジオで情報を聞く。
・自分の家の中での安全な場所。
・防災用具の保管場所。
・避難場所は○○高校の体育館。
・普段からいざという時の為にも、近所の人と仲良くしている。

25
我が家の地震対
策・私の地震対
策

菰野町
Ｓさん

昨今、東海・東南海・南海地震が発生する事が先のデーターから想定され
ていますので、私も「添えあれば、憂いなし」を実行 しています。
　何を言っても、”自らの身の安全は自ら守る”をモットーに何時も家族で話
し合っています。
　菰野町では、津波の問題は有りませんが、地震に伴なう火災と家の崩壊は
考えられますので、先ず落ち合う場所。
（１）　避難場所
（２）　非常時持ち出しするもの
（３）　簡易食料
（４）　家の中では、飲料水・生活用水
　　　＝ポリタンク　20L
　　　　 電気温水器　370L
         風呂の残湯　200L
         その他；自家製の井戸
 　　　　ポンプを整備中
（５）　暖と炊事用に、携帯の一口ガスコンロ
（６）　食料品は、缶ずめを中心に考えています。
 　　　理由；保存の条件で真空度一番安定している。
（７）　その他；　オ－ル電化住宅のため停電に添えて簡易発電機の購入を
考えています。
（８）　燃料確保としては、車のガソリンと灯油は何時も満タンに注意していま
す。
～　以上のようなことを、私の家ではしています。～
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26
私の地震対策に
ついて

鈴鹿市
Ｍ．Ａさん

一人の県民である私だけで出来ることというと、なかなか非専門的で対策と
銘打てるようなことではないでしょうが、すでに行っていることは、
１．いつも自分だけは、助かるだろうと思わないこと。
２．「もしここで地震が来たら、どうやって逃げよう」など考えて、例えば、デ
パートの中を移動していたりすること。
３．家族の寝室、身近にいつも靴を置いていること。
４．ぐらっと来たら、すぐ、まず窓を開けにいく。
などです。
そして、どれもすべて続けることです。

27
我が家の地震対
策について

伊勢市
Ｓ．Ａさん

私宅は、昭和４２年建築の木造平屋建てです.(73.44㎡）築40年で当時180
万円でした。
H15年度の小俣町の耐震診断では、筋交いなしとして、0.72でした。補助金
を受けるには条件があり、また、0.7以下でないと受けられません。
地震と言われても、自分で家具を固定したり。金具を使ったり、コンパネで家
の四隅に壁を作ったり、弱いと指示された部分を直したりして補強していま
す。
自分の家は、自分で守るしか方法はないのです。
付近では、一番ふるい家となっております。
家族は、妻と２名です。

28
我が家の地震対
策について

Ｙさん

　我が家では、非常持ち出し品をリュック等のカバンではなく、多機能ポケッ
ト付きのベストを使用しています。このことは以前テレビで紹介されていたの
ですが、さらに私達は、つりなどで使われるフロート（浮き）の入ったベストに
しています。（価格は高めですが）津波による心配があったからで、もしそん
な水害に遭わなかったとしても、フロートのウレタン（？）材が体の強打を多
少なりとも保護してくれるように思います。リュック同量の持ち出し品はすべ
てしっかり入れることができるうえ、我が家には小さい子供がいるので、おん
ぶにだっこもでき便利です！小さなお子さんのいる家庭には是非お勧めし
たいです。

29
我が家の地震対
策について

松阪市
Ｅ．Ｗさん

家具の転倒防止グッズはもちろんしていますが、できるだけ倒れてもいいよ
うな場所に配置しています。
あと、使わなくなった肌布団で、家族分の防災ずきんを作りました。
寝る時は、枕元にできるだけ厚い靴下をいつも置いています。（ベッドなの
でひもで吊してかけています。）

29件


