
わがわがわがわが家家家家のののの防災防災防災防災チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト（（（（緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先などなどなどなど））））    
 
 
 
 
 

★★★★災害用伝言災害用伝言災害用伝言災害用伝言ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルのののの使使使使いいいい方方方方 

伝言伝言伝言伝言をををを録音録音録音録音するにはするにはするにはするには    □□□□1111 □□□□7777 □□□□1111                     □□□□1111                 □□□□○○○○ □□□□○○○○ □□□□○○○○ ----□□□□○○○○ □□□□○○○○ □□□□○○○○ ----□□□□○○○○ □□□□○○○○ □□□□○○○○     

                                                                        自宅自宅自宅自宅のののの電話番号電話番号電話番号電話番号をををを入力後入力後入力後入力後、、、、伝言伝言伝言伝言をををを吹吹吹吹きききき込込込込みますみますみますみます。。。。    

伝言伝言伝言伝言をををを再生再生再生再生するにはするにはするにはするには    □□□□1111 □□□□7777 □□□□1111                     □□□□2222                     □□□□○○○○ □□□□○○○○ □□□□○○○○ ----□□□□○○○○ □□□□○○○○ □□□□○○○○ ----□□□□○○○○ □□□□○○○○ □□□□○○○○     

                                被災地被災地被災地被災地のののの人人人人のののの電話番号電話番号電話番号電話番号をををを入力後入力後入力後入力後、、、、伝言伝言伝言伝言をををを聞聞聞聞きますきますきますきます。。。。    
 
★★★★緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先    

連絡先連絡先連絡先連絡先    電話番号電話番号電話番号電話番号    連絡先連絡先連絡先連絡先    電話番号電話番号電話番号電話番号    

宝 塚 市 役宝 塚 市 役宝 塚 市 役宝 塚 市 役 所所所所    0797079707970797----71717171----1141114111411141    宝塚上下水道宝塚上下水道宝塚上下水道宝塚上下水道局局局局    0797079707970797----73737373----3681368136813681    
宝 塚 消 防宝 塚 消 防宝 塚 消 防宝 塚 消 防 署署署署    0797079707970797----73737373----1141114111411141    病病病病 院院院院        

宝 塚 警 察宝 塚 警 察宝 塚 警 察宝 塚 警 察 署署署署    0797079707970797----85858585----0110011001100110            
大 阪大 阪大 阪大 阪 ガガガガ スススス    

((((ガスガスガスガス漏漏漏漏れれれれ通報専用電話通報専用電話通報専用電話通報専用電話))))    
0120012001200120----7777----19424194241942419424            

関 西 電関 西 電関 西 電関 西 電 力力力力    0797079707970797----85858585----0201020102010201            
 
★★★★家族家族家族家族のののの連絡先連絡先連絡先連絡先    

家族家族家族家族のののの名前名前名前名前    連絡先連絡先連絡先連絡先（（（（勤務先勤務先勤務先勤務先・・・・学校学校学校学校））））    電話番号電話番号電話番号電話番号    メメメメ    モモモモ    

                
                

                

                

                
 
★★★★親戚親戚親戚親戚・・・・知人知人知人知人のののの連絡先連絡先連絡先連絡先    

名名名名    前前前前    連絡先連絡先連絡先連絡先    電話番号電話番号電話番号電話番号    メメメメ    モモモモ    

                
                

                

                

                
 
★★★★家族家族家族家族ののののデータデータデータデータ    

名名名名    前前前前    生年月日生年月日生年月日生年月日    血液型血液型血液型血液型    メメメメ    モモモモ（（（（アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー、、、、持病持病持病持病、、、、常備薬常備薬常備薬常備薬などなどなどなど））））    

                
                

                
                

                
 
★★★★避難場所避難場所避難場所避難場所    

避難場所避難場所避難場所避難場所（（（（おおおお近近近近くのくのくのくの小小小小････中学校中学校中学校中学校などなどなどなど））））    家族家族家族家族がががが離離離離ればなれになったればなれになったればなれになったればなれになった時時時時のののの集合場所集合場所集合場所集合場所    

        

火事・救急 
 

１１９番 

警察 
 

１１０番 

災害用伝言 
ダイヤル 
１７１番 

ガイダンスガイダンスガイダンスガイダンス    ガイダンスガイダンスガイダンスガイダンス    

ガイダンスガイダンスガイダンスガイダンス    ガイダンスガイダンスガイダンスガイダンス    



わがわがわがわが家家家家のののの防災防災防災防災チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト（（（（日日日日ごろのごろのごろのごろの備備備備えなどえなどえなどえなど））））（（（（そのそのそのその１１１１）））） 

１１１１．．．．日頃日頃日頃日頃のののの備備備備ええええ    

□□□□    家族一人家族一人家族一人家族一人ひとりのひとりのひとりのひとりの役割分担役割分担役割分担役割分担    

□□□□    家族家族家族家族がががが離離離離ればなれになったときのればなれになったときのればなれになったときのればなれになったときの連絡方法連絡方法連絡方法連絡方法    

□□□□    災害用伝言災害用伝言災害用伝言災害用伝言ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル「「「「１７１１７１１７１１７１」」」」のののの使使使使いいいい方方方方のののの確認確認確認確認    

□□□□    ブレーカーブレーカーブレーカーブレーカーのののの位置確認位置確認位置確認位置確認（（（（家家家家をををを離離離離れるれるれるれる際際際際はははは落落落落とすとすとすとす））））    

□□□□    消火器消火器消火器消火器のののの設置場所設置場所設置場所設置場所、、、、使使使使いいいい方方方方、、、、使用期限使用期限使用期限使用期限のののの確認確認確認確認    

□□□□    避難経路避難経路避難経路避難経路のののの確認確認確認確認    □□□□    家家家家のののの中中中中のののの危険箇所危険箇所危険箇所危険箇所をををを確認確認確認確認    

□□□□    家族家族家族家族でででで防災会議防災会議防災会議防災会議をををを行行行行ったったったった    

□□□□    非常持出品非常持出品非常持出品非常持出品のののの点検点検点検点検    □□□□    非常食非常食非常食非常食のののの保存状態保存状態保存状態保存状態、、、、使用期限使用期限使用期限使用期限のののの確認確認確認確認    
 

２２２２．．．．非常持出品非常持出品非常持出品非常持出品・・・・備蓄物資備蓄物資備蓄物資備蓄物資    

□□□□    防災防災防災防災ずきんずきんずきんずきん（（（（ヘルメットヘルメットヘルメットヘルメット））））    □□□□    懐中電灯懐中電灯懐中電灯懐中電灯((((予備予備予備予備のののの電池電池電池電池････電球電球電球電球))))    

□□□□    携帯携帯携帯携帯ラジオラジオラジオラジオ（（（（予予予予備備備備のののの電池電池電池電池））））    □□□□    常備薬常備薬常備薬常備薬    

□□□□    救急医薬品救急医薬品救急医薬品救急医薬品（（（（キズキズキズキズ薬薬薬薬････ばんそうこうばんそうこうばんそうこうばんそうこう････解熱剤解熱剤解熱剤解熱剤････かぜかぜかぜかぜ薬薬薬薬････胃腸薬胃腸薬胃腸薬胃腸薬などなどなどなど））））    

□□□□    ティッシュティッシュティッシュティッシュ・・・・タオルタオルタオルタオル    □□□□    健康保険証健康保険証健康保険証健康保険証ののののコピーコピーコピーコピー    

□□□□    非常食非常食非常食非常食    □□□□    飲料水飲料水飲料水飲料水    □□□□    小銭小銭小銭小銭    

□□□□    ろうそくろうそくろうそくろうそく    □□□□    ふえふえふえふえ    □□□□    ナイフナイフナイフナイフ    

□□□□    ライターライターライターライター    □□□□    ビニールビニールビニールビニール袋袋袋袋    □□□□    軍手軍手軍手軍手            

□□□□    上着上着上着上着・・・・下着下着下着下着    □□□□    筆記用具筆記用具筆記用具筆記用具    □□□□    古新聞古新聞古新聞古新聞    

□□□□    非常持出品非常持出品非常持出品非常持出品    

□□□□    くつくつくつくつ（（（（避難用避難用避難用避難用））））    □□□□    使使使使いいいい捨捨捨捨ててててカイロカイロカイロカイロ    □□□□        

□□□□    食品食品食品食品（（（（缶詰缶詰缶詰缶詰､､､､レトルトレトルトレトルトレトルト食品食品食品食品などのなどのなどのなどの保存保存保存保存のきくもののきくもののきくもののきくもの））））        

□□□□    飲料水飲料水飲料水飲料水（（（（1111 人人人人あたりあたりあたりあたり１１１１日日日日３３３３リットルリットルリットルリットル））））        

□□□□    燃料燃料燃料燃料（（（（卓上卓上卓上卓上コンロコンロコンロコンロ､､､､予備予備予備予備ののののガスボンベガスボンベガスボンベガスボンベ））））        

□□□□    毛布毛布毛布毛布､､､､タオルケットタオルケットタオルケットタオルケット､､､､バスタオルバスタオルバスタオルバスタオル､､､､寝袋寝袋寝袋寝袋などなどなどなど））））        

□□□□    洗面用具洗面用具洗面用具洗面用具（（（（歯歯歯歯ブラシブラシブラシブラシ､､､､石石石石けんけんけんけん､､､､タオルタオルタオルタオルなどなどなどなど））））        

□□□□    生理用品生理用品生理用品生理用品        □□□□    鍋鍋鍋鍋､､､､やかんやかんやかんやかん    

□□□□    ラップラップラップラップ､､､､アルミホイルアルミホイルアルミホイルアルミホイル    □□□□    雨具雨具雨具雨具､､､､ビニールシートビニールシートビニールシートビニールシート    

□□□□    簡易食器簡易食器簡易食器簡易食器（（（（わりばしわりばしわりばしわりばし､､､､紙皿紙皿紙皿紙皿､､､､紙紙紙紙コップコップコップコップなどなどなどなど））））        

□□□□    ウエットティッシュウエットティッシュウエットティッシュウエットティッシュ､､､､トイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパー        

□□□□    使使使使いいいい捨捨捨捨ててててカイロカイロカイロカイロ､､､､マスクマスクマスクマスク､､､､裁縫裁縫裁縫裁縫セットセットセットセットなどなどなどなど        

□□□□    予備予備予備予備のめがねのめがねのめがねのめがね､､､､予備予備予備予備のののの補聴器補聴器補聴器補聴器などなどなどなど        

□□□□    工具類工具類工具類工具類（（（（ロープロープロープロープ､､､､バールバールバールバール､､､､スコップスコップスコップスコップ､､､､のこぎりなどのこぎりなどのこぎりなどのこぎりなど））））    

□□□□    備蓄物資備蓄物資備蓄物資備蓄物資    

□□□□    おおおお風呂風呂風呂風呂のののの水水水水（（（（災害時災害時災害時災害時のののの生活水生活水生活水生活水になるになるになるになる））））    
 

３３３３．．．．家族構成家族構成家族構成家族構成にににに合合合合わせたわせたわせたわせた準備準備準備準備    

□□□□    粉粉粉粉ミルクミルクミルクミルク    □□□□    ほほほほ乳乳乳乳びんびんびんびん    □□□□    おむつおむつおむつおむつ    □□□□    離乳食離乳食離乳食離乳食    
□□□□    乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児がいるがいるがいるがいる家庭家庭家庭家庭    

□□□□    スプーンスプーンスプーンスプーン    □□□□    洗浄綿洗浄綿洗浄綿洗浄綿    □□□□        □□□□        

□□□□    脱脂綿脱脂綿脱脂綿脱脂綿    □□□□    ガーゼガーゼガーゼガーゼ    □□□□    さらしさらしさらしさらし    □□□□ T T T T 字帯字帯字帯字帯    
□□□□    妊婦妊婦妊婦妊婦のいるのいるのいるのいる家庭家庭家庭家庭    

□□□□    洗浄綿洗浄綿洗浄綿洗浄綿    □□□□    新生児用品新生児用品新生児用品新生児用品    □□□□    母子手帳母子手帳母子手帳母子手帳    □□□□        

□□□□    要介護者要介護者要介護者要介護者のいるのいるのいるのいる家庭家庭家庭家庭    □□□□    おむつおむつおむつおむつ    □□□□    補助具補助具補助具補助具のののの予備予備予備予備    □□□□    常備薬常備薬常備薬常備薬    □□□□    障害者手帳障害者手帳障害者手帳障害者手帳    



わがわがわがわが家家家家のののの防災防災防災防災チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト（（（（日日日日ごろのごろのごろのごろの備備備備えなどえなどえなどえなど））））（（（（そのそのそのその２２２２）））） 

４４４４．．．．家家家家のののの内外内外内外内外のののの安全対策安全対策安全対策安全対策    

□□□□    耐震診断耐震診断耐震診断耐震診断をををを行行行行ったことがあるったことがあるったことがあるったことがある    

□□□□    シロアリシロアリシロアリシロアリのののの駆除駆除駆除駆除をををを定期的定期的定期的定期的にににに行行行行っているっているっているっている    

□□□□    屋根屋根屋根屋根のののの点検点検点検点検・・・・補修補修補修補修をしているをしているをしているをしている    

□□□□    ブロックブロックブロックブロック塀塀塀塀やややや外壁外壁外壁外壁のののの点検点検点検点検・・・・補修補修補修補修をしているをしているをしているをしている    

□□□□    アンテナアンテナアンテナアンテナはしっかりはしっかりはしっかりはしっかり固定固定固定固定しているしているしているしている    

□□□□    雨戸雨戸雨戸雨戸ににににガタツキガタツキガタツキガタツキやゆるみはないやゆるみはないやゆるみはないやゆるみはない    

□□□□    ベランダベランダベランダベランダにににに植木鉢植木鉢植木鉢植木鉢などのなどのなどのなどの落下物落下物落下物落下物をををを置置置置いていないいていないいていないいていない    

□□□□    家屋家屋家屋家屋ののののメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンスなどなどなどなど    

□□□□    物干物干物干物干しししし竿竿竿竿にはにはにはには落下防止策落下防止策落下防止策落下防止策をしているをしているをしているをしている    

□□□□    家具家具家具家具のののの転倒防止策転倒防止策転倒防止策転倒防止策をををを行行行行っているっているっているっている    

□□□□    寝室寝室寝室寝室にににに転倒転倒転倒転倒しやすいしやすいしやすいしやすい家具家具家具家具をををを置置置置いていないいていないいていないいていない    

□□□□    寝室寝室寝室寝室ににににスリッパスリッパスリッパスリッパやくつをやくつをやくつをやくつを常備常備常備常備しているしているしているしている    

□□□□    家家家家のののの中中中中にににに家具家具家具家具のないのないのないのない安全安全安全安全ななななスペーススペーススペーススペースがあるがあるがあるがある    

□□□□    子供子供子供子供････高齢者高齢者高齢者高齢者のののの部屋部屋部屋部屋にににに転倒転倒転倒転倒しやすいしやすいしやすいしやすい家具家具家具家具をををを置置置置いていないいていないいていないいていない    

□□□□    ２２２２階階階階ににににピアノピアノピアノピアノやややや重重重重いいいい家具家具家具家具などをなどをなどをなどを置置置置いていないいていないいていないいていない    

□□□□    家具家具家具家具などをなどをなどをなどを家屋家屋家屋家屋のののの片側片側片側片側にににに集中集中集中集中してしてしてして置置置置いていないいていないいていないいていない    

□□□□    エアコンエアコンエアコンエアコン、、、、額縁額縁額縁額縁などのなどのなどのなどの落下防止落下防止落下防止落下防止をしているをしているをしているをしている    

□□□□    家具家具家具家具のののの上上上上にににに重重重重いものをいものをいものをいものを置置置置いていないいていないいていないいていない    

□□□□    本棚本棚本棚本棚などのなどのなどのなどの収納家具収納家具収納家具収納家具ではではではでは、、、、重重重重いものをいものをいものをいものを下下下下にしているにしているにしているにしている    

□□□□    ガラスガラスガラスガラス飛散防止飛散防止飛散防止飛散防止フィルムフィルムフィルムフィルムをはっているをはっているをはっているをはっている    

□□□□    食器棚食器棚食器棚食器棚などのなどのなどのなどの収納物収納物収納物収納物のののの落下防止落下防止落下防止落下防止をしているをしているをしているをしている    

□□□□    照明器具照明器具照明器具照明器具のののの落下防止落下防止落下防止落下防止をしているをしているをしているをしている    

□□□□    居室内居室内居室内居室内のののの対策対策対策対策    

□□□□    室内室内室内室内のののの逃逃逃逃げげげげ道道道道をををを確保確保確保確保しているしているしているしている（（（（通路通路通路通路にににに物物物物をををを置置置置いていないいていないいていないいていない））））    

 

５５５５．．．．そのそのそのその他他他他    

□□□□    崖崩崖崩崖崩崖崩れのれのれのれの前兆前兆前兆前兆    

□□□□    がけからのがけからのがけからのがけからの水水水水がにごるがにごるがにごるがにごる    
□□□□    がけにがけにがけにがけに亀裂亀裂亀裂亀裂がががが入入入入るるるる    
□□□□    小石小石小石小石がががが落落落落ちてくるちてくるちてくるちてくる    
□□□□    がけからがけからがけからがけから音音音音がするがするがするがする    

□□□□    土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害のののの前兆前兆前兆前兆をををを知知知知っっっっ
ておくておくておくておく    

□□□□    土石流土石流土石流土石流のののの前兆前兆前兆前兆    
□□□□    山鳴山鳴山鳴山鳴りがするりがするりがするりがする    
□□□□    雨雨雨雨がががが降降降降りりりり続続続続いているのにいているのにいているのにいているのに川川川川のののの水位水位水位水位がががが下下下下がるがるがるがる    
□□□□    川川川川がにごったりがにごったりがにごったりがにごったり流木流木流木流木がががが流流流流れるれるれるれる    

□□□□    応急手当応急手当応急手当応急手当てのてのてのての方法方法方法方法をををを覚覚覚覚えているえているえているえている（（（（AEDAEDAEDAED 講習講習講習講習をををを受受受受けたけたけたけた））））    

□□□□    地震地震地震地震をををを感感感感じたらじたらじたらじたら、、、、ドアドアドアドアやややや窓窓窓窓をををを開開開開けるけるけるける習慣習慣習慣習慣をつけているをつけているをつけているをつけている    □□□□    そのそのそのその他他他他    

□□□□    気象情報気象情報気象情報気象情報をををを日日日日ごろからよくごろからよくごろからよくごろからよく聞聞聞聞いているいているいているいている    

 



わがわがわがわが家家家家のののの防災防災防災防災チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト（（（（災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時・・・・地震編地震編地震編地震編））））    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震後地震後地震後地震後のののの主主主主なななな確認事項確認事項確認事項確認事項    

□□□□    ガスガスガスガス    
□□□□    ガスガスガスガス機器機器機器機器のののの器具栓器具栓器具栓器具栓をををを閉閉閉閉めるめるめるめる（（（（消火消火消火消火））））    
□□□□    ガスガスガスガス栓栓栓栓（（（（元栓元栓元栓元栓））））をををを閉閉閉閉めるめるめるめる    □□□□    火火火火のののの元元元元のののの確認確認確認確認    

□□□□    電気電気電気電気    
□□□□    電化製品電化製品電化製品電化製品ははははコンセントコンセントコンセントコンセントからからからから抜抜抜抜くくくく    
□□□□    家家家家をををを離離離離れるときはれるときはれるときはれるときはブレーカーブレーカーブレーカーブレーカーをををを落落落落とすとすとすとす    

□□□□    避難避難避難避難ののののタイミングタイミングタイミングタイミング    

□□□□    市市市市からからからから避難勧告避難勧告避難勧告避難勧告やややや避難指示避難指示避難指示避難指示がががが出出出出たときたときたときたとき    
□□□□    がけがけがけがけ崩崩崩崩れれれれ、、、、土石流土石流土石流土石流などのなどのなどのなどの恐恐恐恐れがあるときれがあるときれがあるときれがあるとき    
□□□□    建物建物建物建物がががが倒壊倒壊倒壊倒壊するするするする危険危険危険危険のあるときのあるときのあるときのあるとき    
□□□□    近隣近隣近隣近隣でででで火災火災火災火災がががが発生発生発生発生しししし、、、、延焼延焼延焼延焼のののの恐恐恐恐れがあるときれがあるときれがあるときれがあるとき    
□□□□    自宅自宅自宅自宅でででで火災火災火災火災がががが発生発生発生発生しししし、、、、火火火火がががが天井天井天井天井までまでまでまで燃燃燃燃ええええ移移移移ったときったときったときったとき    
□□□□    危険物危険物危険物危険物がががが爆発爆発爆発爆発するするするする恐恐恐恐れがあるときれがあるときれがあるときれがあるとき。。。。    

 

 

 

②②②②火火火火のののの始末始末始末始末    

・・・・揺揺揺揺れがおさまったられがおさまったられがおさまったられがおさまったら、、、、    
火火火火のののの元元元元をををを確認確認確認確認するするするする    

    

・・・・またまたまたまた、、、、家家家家をををを出出出出るるるる際際際際にはにはにはにはガガガガ
ススススのののの元栓元栓元栓元栓をををを閉閉閉閉めめめめ、、、、電気電気電気電気のののの
ブレーカーブレーカーブレーカーブレーカーをををを切切切切るるるる。。。。 

③③③③避難出口避難出口避難出口避難出口をををを確保確保確保確保    

・・・・靴靴靴靴をはくをはくをはくをはく    

    ガラスの破片などから足を守る 
    

・・・・ドアドアドアドアやややや窓窓窓窓をををを開開開開けてけてけてけて    

    逃逃逃逃げげげげ道道道道をををを確保確保確保確保するするするする    
    

・・・・非常持出品非常持出品非常持出品非常持出品をををを用意用意用意用意するするするする    
        

・・・・外外外外にににに逃逃逃逃げるときはあわてずにげるときはあわてずにげるときはあわてずにげるときはあわてずに 

①①①①まずまずまずまず身身身身のののの安全安全安全安全のののの確保確保確保確保    

・・・・まずはまずはまずはまずは、、、、自分自分自分自分のののの身身身身のののの    

    安全安全安全安全をををを確保確保確保確保するするするする    

    

・・・・家族家族家族家族のののの安全安全安全安全をををを確認確認確認確認 

 地震地震地震地震    

発生発生発生発生 

⑤⑤⑤⑤隣近所隣近所隣近所隣近所のののの安全安全安全安全をををを確認確認確認確認    

消火器を 
持って 
きた！！ 

みんな、 
大丈夫か？ 

助けてくれ！ 

こっちで 
人が倒れ 
てる！！ 

うちは 
大丈夫よ！！ 

・・・・隣近所隣近所隣近所隣近所のののの安全安全安全安全をををを確認確認確認確認    

        一人暮らしの高齢者や、高齢者のみ
の世帯などに積極的に声をかけ安否
確認を。必要であれば避難の補助を。

・・・・ラジオラジオラジオラジオなどでなどでなどでなどで情報情報情報情報をををを確認確認確認確認    

    

・・・・家屋倒壊家屋倒壊家屋倒壊家屋倒壊などのなどのなどのなどの恐恐恐恐れがあれれがあれれがあれれがあれ
ばばばば避難避難避難避難するするするする    

車は使用せず、徒歩で避難する
（ブロック塀やガラスに注意） 

  

④④④④ラジオラジオラジオラジオなどでなどでなどでなどで情報把握情報把握情報把握情報把握    

    

 避難生活避難生活避難生活避難生活へへへへ 



わわわわがががが家家家家のののの防災防災防災防災チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト（（（（災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時・・・・風水害編風水害編風水害編風水害編））））    
 

風水害風水害風水害風水害のおそれがあるのおそれがあるのおそれがあるのおそれがある場合場合場合場合のののの主主主主なななな確認事項確認事項確認事項確認事項    

□□□□    気象情報気象情報気象情報気象情報にににに注意注意注意注意しししし、、、、早早早早めめめめ早早早早めのめのめのめの行動行動行動行動をををを    
□□□□    注意報注意報注意報注意報やややや警報警報警報警報がががが発令発令発令発令されたされたされたされた場合場合場合場合はははは十分十分十分十分にににに警戒警戒警戒警戒するするするする    

□□□□    台風接近台風接近台風接近台風接近などなどなどなど危険危険危険危険があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、外出外出外出外出をををを控控控控えるえるえるえる    
□□□□    土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域のののの確認確認確認確認    
http://whttp://whttp://whttp://www.hazardmap.pref.hyogo.jpww.hazardmap.pref.hyogo.jpww.hazardmap.pref.hyogo.jpww.hazardmap.pref.hyogo.jp((((兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県ﾊｻﾊｻﾊｻﾊｻﾞ゙゙゙ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄﾞ゙゙゙ﾏｯﾌﾏｯﾌﾏｯﾌﾏｯﾌﾟ゚゚゚))))    
□□□□ 1 1 1 1 時間時間時間時間にににに 20202020 ㍉㍉㍉㍉以上以上以上以上、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは連続連続連続連続 100100100100 ㍉㍉㍉㍉以上以上以上以上のののの雨雨雨雨がががが降降降降るるるる

とがけとがけとがけとがけ崩崩崩崩れのれのれのれの可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある    

□□□□    台風台風台風台風    
□□□□    屋外屋外屋外屋外のののの飛散飛散飛散飛散しそうなものはしそうなものはしそうなものはしそうなものは屋内屋内屋内屋内へへへへ    
□□□□    雨戸雨戸雨戸雨戸をををを閉閉閉閉めるめるめるめる    
□□□□    窓窓窓窓ガラスガラスガラスガラスにはにはにはにはガムテープガムテープガムテープガムテープをををを張張張張りりりり飛散飛散飛散飛散をををを防止防止防止防止    

□□□□    洪水洪水洪水洪水    
□□□□    生活用品生活用品生活用品生活用品をををを高高高高いいいい場所場所場所場所へへへへ移動移動移動移動    
□□□□    玄関周玄関周玄関周玄関周りにりにりにりに土土土土のうをのうをのうをのうを積積積積んでおくんでおくんでおくんでおく    

□□□□    がけがけがけがけ崩崩崩崩れのれのれのれの前兆前兆前兆前兆    

□□□□    がけからのがけからのがけからのがけからの水水水水がにごるがにごるがにごるがにごる    
□□□□    がけにがけにがけにがけに亀裂亀裂亀裂亀裂がががが入入入入るるるる    
□□□□    小石小石小石小石がががが落落落落ちてくるちてくるちてくるちてくる    
□□□□    がけからがけからがけからがけから音音音音がするがするがするがする    

□□□□    土石流土石流土石流土石流のののの前兆前兆前兆前兆    
□□□□    山鳴山鳴山鳴山鳴りがりがりがりがするするするする    
□□□□    雨雨雨雨がががが降降降降りりりり続続続続いているのにいているのにいているのにいているのに川川川川のののの水位水位水位水位がががが下下下下がるがるがるがる    
□□□□    川川川川がにごったりがにごったりがにごったりがにごったり流木流木流木流木がががが流流流流れるれるれるれる    

    
避難勧告避難勧告避難勧告避難勧告とととと避難指示避難指示避難指示避難指示    
災害災害災害災害がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合のののの避難所避難所避難所避難所でででで、、、、市市市市ではではではでは最初最初最初最初にににに指定避難所指定避難所指定避難所指定避難所をををを開設開設開設開設していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

□□□□    避難準備情報避難準備情報避難準備情報避難準備情報    
拘束力拘束力拘束力拘束力    

小小小小    
避難避難避難避難のののの勧告勧告勧告勧告のののの前段階前段階前段階前段階にににに発表発表発表発表しますしますしますします。。。。
避難避難避難避難にににに時間時間時間時間のかかるのかかるのかかるのかかる方方方方はははは、、、、早早早早めにめにめにめに行行行行
動動動動をををを開始開始開始開始してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

□□□□    避難勧告避難勧告避難勧告避難勧告    
    指定指定指定指定されたされたされたされた避難所避難所避難所避難所にににに速速速速やかにやかにやかにやかに避難避難避難避難

をををを始始始始めましょうめましょうめましょうめましょう。。。。できるだけできるだけできるだけできるだけ徒歩徒歩徒歩徒歩でででで
避難避難避難避難してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

□□□□    避難指示避難指示避難指示避難指示    
大大大大    

危険危険危険危険がががが迫迫迫迫っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、直直直直ちにちにちにちに避避避避
難難難難してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。できるだけできるだけできるだけできるだけ徒歩徒歩徒歩徒歩でででで
避難避難避難避難してくださしてくださしてくださしてくださいいいい。。。。    

    

 

災害時災害時災害時災害時のののの情報入手情報入手情報入手情報入手    
    
□□□□    宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市「「「「安心安心安心安心メールメールメールメール」」」」        

防災情報防災情報防災情報防災情報をををを携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話などのなどのなどのなどのメールメールメールメールへへへへ配信配信配信配信しますしますしますします。。。。    
大雨大雨大雨大雨････洪水警報洪水警報洪水警報洪水警報などのなどのなどのなどの気象情報気象情報気象情報気象情報のほかのほかのほかのほか、、、、避難勧告避難勧告避難勧告避難勧告

のののの発令時発令時発令時発令時にもにもにもにも、、、、情報情報情報情報をををを配信配信配信配信しますしますしますします。。。。            
～～～～登録方法登録方法登録方法登録方法～～～～    （（（（詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは市市市市 HPHPHPHP へへへへ））））        

①①①①takarazuka@bosai.nettakarazuka@bosai.nettakarazuka@bosai.nettakarazuka@bosai.net へへへへ空空空空メールメールメールメールをををを送信送信送信送信((((下下下下のののの
QRQRQRQR ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙参照参照参照参照))))    

②②②②しばらくするとしばらくするとしばらくするとしばらくすると、、、、情報情報情報情報メールメールメールメール登録用登録用登録用登録用
URLURLURLURL をををを記載記載記載記載したしたしたしたメールメールメールメールがががが届届届届きますきますきますきます。。。。    

③③③③情報情報情報情報メールメールメールメール登録用登録用登録用登録用 URLURLURLURL ににににアクセスアクセスアクセスアクセス
しししし、、、、ガイダンスガイダンスガイダンスガイダンスにににに従従従従ってってってって登録登録登録登録してしてしてして下下下下
さいさいさいさい。。。。        

    

 



わがわがわがわが家家家家のののの防災防災防災防災チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト（（（（宝塚市避難所一覧宝塚市避難所一覧宝塚市避難所一覧宝塚市避難所一覧））））    
 

☆☆☆☆避難時避難時避難時避難時ののののポイントポイントポイントポイント    

□□□□    子子子子どもやどもやどもやどもや高齢者高齢者高齢者高齢者などのなどのなどのなどの災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者へのへのへのへの協力協力協力協力をしましょうをしましょうをしましょうをしましょう    

□□□□    地域地域地域地域のののの人人人人々々々々とととと協力協力協力協力しししし合合合合ってってってって避難避難避難避難をしましょうをしましょうをしましょうをしましょう    

□□□□    安全安全安全安全なななな避難路避難路避難路避難路をををを確認確認確認確認しましょうしましょうしましょうしましょう    

□□□□    避難前避難前避難前避難前ににににガスガスガスガスのののの元栓元栓元栓元栓をををを閉閉閉閉めめめめ、、、、ブレーカーブレーカーブレーカーブレーカーをををを落落落落しましょうしましょうしましょうしましょう    

□□□□    車車車車でのでのでのでの避難避難避難避難はははは控控控控ええええ、、、、徒歩徒歩徒歩徒歩でででで避難避難避難避難をををを    

□□□□    非常持出品非常持出品非常持出品非常持出品のののの準備準備準備準備をををを    
    

  

１１１１．．．．指定避難所指定避難所指定避難所指定避難所（（（（小中学校等小中学校等小中学校等小中学校等））））    

災害災害災害災害がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合のののの避難所避難所避難所避難所でででで、、、、市市市市ではではではでは最初最初最初最初にににに指定避難所指定避難所指定避難所指定避難所をををを開設開設開設開設していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    
仁川小学校仁川小学校仁川小学校仁川小学校    仁川宮西町仁川宮西町仁川宮西町仁川宮西町 1 1 1 1----25252525    0798079807980798----52525252----1166116611661166    
良元小学校良元小学校良元小学校良元小学校    小林小林小林小林５５５５丁目丁目丁目丁目 2 2 2 2----42424242            71717171----5511551155115511    
末成小学校末成小学校末成小学校末成小学校    末成町末成町末成町末成町 1 1 1 1----1111            71717171----5330533053305330    
光明小学校光明小学校光明小学校光明小学校    光明町光明町光明町光明町 8 8 8 8----40404040            72727272----5586558655865586    
高司小学校高司小学校高司小学校高司小学校    高司高司高司高司４４４４丁目丁目丁目丁目 4 4 4 4----55555555            73737373----7348734873487348    
宝塚第一中学校宝塚第一中学校宝塚第一中学校宝塚第一中学校    仁川仁川仁川仁川うぐいすうぐいすうぐいすうぐいす台台台台 1 1 1 1----1111    0798079807980798----51515151----1132113211321132    

第第第第 １１１１     
地 区地 区地 区地 区     

高司中学校高司中学校高司中学校高司中学校    高司高司高司高司２２２２丁目丁目丁目丁目 3 3 3 3----1111            73737373----3297329732973297    
宝塚第一宝塚第一宝塚第一宝塚第一小学校小学校小学校小学校    野上野上野上野上１１１１丁目丁目丁目丁目 3 3 3 3----35353535            71717171----0492049204920492    
西山小学校西山小学校西山小学校西山小学校    野上野上野上野上６６６６丁目丁目丁目丁目 2 2 2 2----1111            71717171----8451845184518451    
逆瀬台小学校逆瀬台小学校逆瀬台小学校逆瀬台小学校    逆瀬台逆瀬台逆瀬台逆瀬台６６６６丁目丁目丁目丁目 1 1 1 1----1111            73737373----3305330533053305    
末広小学校末広小学校末広小学校末広小学校    末広町末広町末広町末広町 3 3 3 3----1111            72727272----6581658165816581    
宝梅中学校宝梅中学校宝梅中学校宝梅中学校    宝梅宝梅宝梅宝梅３３３３丁目丁目丁目丁目 4 4 4 4----20202020            71717171----8886888688868886    
光光光光ガガガガ丘中学校丘中学校丘中学校丘中学校    光光光光ガガガガ丘丘丘丘２２２２丁目丁目丁目丁目 15 15 15 15----1111            74747474----3448344834483448    
甲子園大学甲子園大学甲子園大学甲子園大学    紅葉紅葉紅葉紅葉ガガガガ丘丘丘丘 10 10 10 10----1111            87878787----5111511151115111    
県立宝塚高等学校県立宝塚高等学校県立宝塚高等学校県立宝塚高等学校    逆瀬台逆瀬台逆瀬台逆瀬台２２２２丁目丁目丁目丁目 2222----1111            71717171----0345034503450345    

第第第第 ２２２２     
地 区地 区地 区地 区     

県立宝塚西高等学校県立宝塚西高等学校県立宝塚西高等学校県立宝塚西高等学校    ゆずりゆずりゆずりゆずり葉台葉台葉台葉台 1111 丁目丁目丁目丁目 1111----1111            73737373----4035403540354035    
宝塚小学校宝塚小学校宝塚小学校宝塚小学校    川面川面川面川面１１１１丁目丁目丁目丁目 7 7 7 7----34343434            87878787----0451045104510451    
売布小学校売布小学校売布小学校売布小学校    売布売布売布売布ガガガガ丘丘丘丘 1 1 1 1----20202020            84848484----2441244124412441    
すみれすみれすみれすみれガガガガ丘小学校丘小学校丘小学校丘小学校    すみれすみれすみれすみれｶｶｶｶﾞ゙゙゙丘丘丘丘 1111 丁目丁目丁目丁目 5555----1111            87878787----4405440544054405    
御殿山中学校御殿山中学校御殿山中学校御殿山中学校    御殿山御殿山御殿山御殿山１１１１丁目丁目丁目丁目 3 3 3 3----1111            86868686----7770777077707770    

第第第第 ３３３３     
地 区地 区地 区地 区     

県立宝塚北高等学校県立宝塚北高等学校県立宝塚北高等学校県立宝塚北高等学校    すみれすみれすみれすみれｶｶｶｶﾞ゙゙゙丘丘丘丘 4444 丁目丁目丁目丁目 1111----1111            86868686----3291329132913291    
小浜小学校小浜小学校小浜小学校小浜小学校    小浜小浜小浜小浜４４４４丁目丁目丁目丁目 7 7 7 7----10101010            87878787----0296029602960296    
安倉小学校安倉小学校安倉小学校安倉小学校    安倉中安倉中安倉中安倉中６６６６丁目丁目丁目丁目 1 1 1 1----1111            84848484----8997899789978997    
美座小学校美座小学校美座小学校美座小学校    美座美座美座美座２２２２丁目丁目丁目丁目 6 6 6 6----1111            87878787----0010010010019999    
安倉北小学校安倉北小学校安倉北小学校安倉北小学校    安倉北安倉北安倉北安倉北５５５５丁目丁目丁目丁目 1 1 1 1----1111            87878787----5744574457445744    
宝塚中学校宝塚中学校宝塚中学校宝塚中学校    美座美座美座美座１１１１丁目丁目丁目丁目 1 1 1 1----20202020            87878787----0292029202920292    

第第第第 ４４４４     
地 区地 区地 区地 区     

安倉中学校安倉中学校安倉中学校安倉中学校    安倉中安倉中安倉中安倉中６６６６丁目丁目丁目丁目 3 3 3 3----1111            87878787----0090009000900090    
長尾小学校長尾小学校長尾小学校長尾小学校    山本東山本東山本東山本東１１１１丁目丁目丁目丁目 10 10 10 10----10101010            88888888----2031203120312031    
長尾南小学校長尾南小学校長尾南小学校長尾南小学校    山本南山本南山本南山本南２２２２丁目丁目丁目丁目 10 10 10 10----1111            88888888----3137313731373137    
丸橋小学校丸橋小学校丸橋小学校丸橋小学校    山本丸橋山本丸橋山本丸橋山本丸橋 4444 丁目丁目丁目丁目 13 13 13 13----1111            89898989----4145414541454145    
長尾中学校長尾中学校長尾中学校長尾中学校    長尾町長尾町長尾町長尾町 7 7 7 7----1111            89898989----0015001500150015    

第第第第 ５５５５     
地 区地 区地 区地 区     

南南南南ひばりひばりひばりひばりガガガガ丘中学校丘中学校丘中学校丘中学校    南南南南ひばりひばりひばりひばりガガガガ丘丘丘丘 2222 丁目丁目丁目丁目 7777----1111            89898989----0224022402240224    
中山桜台小学校中山桜台小学校中山桜台小学校中山桜台小学校    中山桜台中山桜台中山桜台中山桜台 4444 丁目丁目丁目丁目 25 25 25 25----1111            88888888----6491649164916491    
中山五月台小学校中山五月台小学校中山五月台小学校中山五月台小学校    中山五月台中山五月台中山五月台中山五月台 7777 丁目丁目丁目丁目 4444----1111            89898989----5412541254125412    
山手台小学校山手台小学校山手台小学校山手台小学校    山手台西山手台西山手台西山手台西３３３３丁目丁目丁目丁目 1111----1111            88888888----5322532253225322    
長尾台小学校長尾台小学校長尾台小学校長尾台小学校    長尾台長尾台長尾台長尾台１１１１丁目丁目丁目丁目 1 1 1 1----1111    072072072072----757757757757----8810881088108810    
中山五月台中学校中山五月台中学校中山五月台中学校中山五月台中学校    中山五月台中山五月台中山五月台中山五月台 4444 丁目丁目丁目丁目 20202020----1111            88888888----7511751175117511    
山手台中学校山手台中学校山手台中学校山手台中学校    山手台西山手台西山手台西山手台西１１１１丁目丁目丁目丁目 4 4 4 4            88888888----1201120112011201    
県立宝塚東高等学校県立宝塚東高等学校県立宝塚東高等学校県立宝塚東高等学校    中山五月台中山五月台中山五月台中山五月台 1111 丁目丁目丁目丁目 12121212----1111            89898989----3751375137513751    

第第第第 ６６６６     
地 区地 区地 区地 区     

雲雀丘学園雲雀丘学園雲雀丘学園雲雀丘学園    雲雀丘雲雀丘雲雀丘雲雀丘 4444 丁目丁目丁目丁目 2222----1111    072072072072----759759759759----3000300030003000    
西谷小学校西谷小学校西谷小学校西谷小学校    大原野字石保大原野字石保大原野字石保大原野字石保 34 34 34 34----1111            91919191----0324032403240324    第第第第 ７７７７     

地 区地 区地 区地 区     西谷中学校西谷中学校西谷中学校西谷中学校    大原野字石保大原野字石保大原野字石保大原野字石保 46 46 46 46            91919191----0312031203120312    



 

２２２２．．．．予備避難所予備避難所予備避難所予備避難所((((公民館公民館公民館公民館、、、、共同利用施設等共同利用施設等共同利用施設等共同利用施設等) ) ) )     

高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障害者障害者障害者障害者、、、、特別特別特別特別なななな配慮配慮配慮配慮がががが必要必要必要必要なななな災害弱者優先災害弱者優先災害弱者優先災害弱者優先のののの避難所避難所避難所避難所。。。。大災害大災害大災害大災害などでなどでなどでなどで、、、、避難所開設期間避難所開設期間避難所開設期間避難所開設期間がががが長引長引長引長引くようでくようでくようでくようで

あればあればあればあれば、、、、指定避難所指定避難所指定避難所指定避難所からからからから順次振順次振順次振順次振りりりり分分分分けをけをけをけを行行行行いますいますいますいます。。。。    
くらんどくらんどくらんどくらんど人権文化人権文化人権文化人権文化センターセンターセンターセンター    中野町中野町中野町中野町 22 22 22 22----19191919            73737373----2222222222222222    
共同利用施設福井会館共同利用施設福井会館共同利用施設福井会館共同利用施設福井会館    福井町福井町福井町福井町 9 9 9 9----6666                －－－－     
共同利用施設小林会館共同利用施設小林会館共同利用施設小林会館共同利用施設小林会館    小林小林小林小林１１１１丁目丁目丁目丁目 3 3 3 3----20202020            72727272----6666503503503503    
共同利用施設美幸会館共同利用施設美幸会館共同利用施設美幸会館共同利用施設美幸会館    美幸町美幸町美幸町美幸町 9 9 9 9----20202020                －－－－     
共同利用施設亀井会館共同利用施設亀井会館共同利用施設亀井会館共同利用施設亀井会館    亀井町亀井町亀井町亀井町 10101010----17171717                －－－－     
共同利用施設鹿塩会館共同利用施設鹿塩会館共同利用施設鹿塩会館共同利用施設鹿塩会館    鹿塩鹿塩鹿塩鹿塩１１１１丁目丁目丁目丁目 4 4 4 4----36363636    0798079807980798----85858585----4160416041604160    
共同利用施設高司会館共同利用施設高司会館共同利用施設高司会館共同利用施設高司会館    高司高司高司高司２２２２丁目丁目丁目丁目 14 14 14 14----6666            72727272----1269126912691269    
地域利用施設高松会館地域利用施設高松会館地域利用施設高松会館地域利用施設高松会館    高松町高松町高松町高松町 7 7 7 7----6666            74747474----6602660266026602    
共同利用施設御所共同利用施設御所共同利用施設御所共同利用施設御所のののの前会館前会館前会館前会館    御所御所御所御所のののの前町前町前町前町 7 7 7 7----14141414                －－－－     
共同利用施設仁川会館共同利用施設仁川会館共同利用施設仁川会館共同利用施設仁川会館    仁川北仁川北仁川北仁川北３３３３丁目丁目丁目丁目 2 2 2 2----3333    0798079807980798----53535353----4552455245524552    
地域利用施設光明会館地域利用施設光明会館地域利用施設光明会館地域利用施設光明会館    光明町光明町光明町光明町 10 10 10 10----24242424            74747474----5764576457645764    
西公民館西公民館西公民館西公民館    小林小林小林小林２２２２丁目丁目丁目丁目 7 7 7 7----30303030            77777777----1200120012001200    

第第第第 １１１１     
地 区地 区地 区地 区     

さららさららさららさらら仁川北館公益施設仁川北館公益施設仁川北館公益施設仁川北館公益施設    仁川北仁川北仁川北仁川北２２２２丁目丁目丁目丁目 5 5 5 5----1111    0798079807980798----52525252----7686768676867686    
共同利用施設伊孑志会館共同利用施設伊孑志会館共同利用施設伊孑志会館共同利用施設伊孑志会館    伊孑志伊孑志伊孑志伊孑志１１１１丁目丁目丁目丁目 6 6 6 6----27272727            72727272----3872387238723872    
地域利用施設南口会館地域利用施設南口会館地域利用施設南口会館地域利用施設南口会館    南口南口南口南口２２２２丁目丁目丁目丁目 14 14 14 14----5555----3333            73737373----5396539653965396    

第第第第 ２２２２     
地 区地 区地 区地 区     

中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館    伊孑志伊孑志伊孑志伊孑志１１１１丁目丁目丁目丁目 4 4 4 4----1111            73737373----0606060606060606    
共同利用施設売布会館共同利用施設売布会館共同利用施設売布会館共同利用施設売布会館    売布売布売布売布１１１１丁目丁目丁目丁目 7 7 7 7----1111            87878787----5314531453145314    
共同利用施設川面会館共同利用施設川面会館共同利用施設川面会館共同利用施設川面会館    川面川面川面川面３３３３丁目丁目丁目丁目 12 12 12 12----10101010                －－－－     
共同利用施設米谷会共同利用施設米谷会共同利用施設米谷会共同利用施設米谷会館館館館    米谷米谷米谷米谷２２２２丁目丁目丁目丁目 17 17 17 17----23232323            84848484----9226922692269226    
ピピアピピアピピアピピアめふめふめふめふ公益施設公益施設公益施設公益施設    売布売布売布売布２２２２丁目丁目丁目丁目 5 5 5 5----1111            85858585----2244224422442244    
花花花花のみちのみちのみちのみち１１１１番館番館番館番館・・・・２２２２番館番館番館番館３３３３階階階階    栄町栄町栄町栄町 1111 丁目丁目丁目丁目 6666----1111,,,,6666----2222            87878787----8741874187418741    

第第第第 ３３３３     
地 区地 区地 区地 区     

地域利用施設御殿山会館地域利用施設御殿山会館地域利用施設御殿山会館地域利用施設御殿山会館    御殿山御殿山御殿山御殿山２２２２丁目丁目丁目丁目 1111----81818181       81   81   81   81----6656665666566656    
まいたにまいたにまいたにまいたに人権文化人権文化人権文化人権文化センターセンターセンターセンター    今里町今里町今里町今里町 5 5 5 5----1111            84848484----4461446144614461    
共同利用施設安倉会館共同利用施設安倉会館共同利用施設安倉会館共同利用施設安倉会館    安倉中安倉中安倉中安倉中２２２２丁目丁目丁目丁目 2 2 2 2----1111            86868686----4156415641564156    
共同利用施設小浜会館共同利用施設小浜会館共同利用施設小浜会館共同利用施設小浜会館    小浜小浜小浜小浜５５５５丁目丁目丁目丁目 11 11 11 11----21212121                －－－－     
共同利用施設泉町会館共同利用施設泉町会館共同利用施設泉町会館共同利用施設泉町会館    泉町泉町泉町泉町 10 10 10 10----5555                －－－－     
共同利用施設旭町会館共同利用施設旭町会館共同利用施設旭町会館共同利用施設旭町会館    旭町旭町旭町旭町２２２２丁目丁目丁目丁目 22 22 22 22----37373737            84848484----4301430143014301    
共同利用施設安倉西会館共同利用施設安倉西会館共同利用施設安倉西会館共同利用施設安倉西会館    安倉西安倉西安倉西安倉西２２２２丁目丁目丁目丁目 1 1 1 1----3333                －－－－     

第第第第 ４４４４     
地 区地 区地 区地 区     

地域利用施設美座会館地域利用施設美座会館地域利用施設美座会館地域利用施設美座会館    美座美座美座美座２２２２丁目丁目丁目丁目 10 10 10 10----1111            85858585----1497149714971497    
中山寺中山寺中山寺中山寺    中山寺中山寺中山寺中山寺２２２２丁目丁目丁目丁目 11 11 11 11----1111            87878787----0024002400240024    
ひらいひらいひらいひらい人権文化人権文化人権文化人権文化センターセンターセンターセンター    平井平井平井平井６６６６丁目丁目丁目丁目 3 3 3 3----38383838            88888888----2795279527952795    
共同利用施設中山寺会館共同利用施設中山寺会館共同利用施設中山寺会館共同利用施設中山寺会館    中山寺中山寺中山寺中山寺２２２２丁目丁目丁目丁目 6 6 6 6----2222                －－－－     
共同利用施設中筋会館共同利用施設中筋会館共同利用施設中筋会館共同利用施設中筋会館    中筋中筋中筋中筋３３３３丁目丁目丁目丁目 61 61 61 61            88888888----4221422142214221    
共同利用施設長尾南会館共同利用施設長尾南会館共同利用施設長尾南会館共同利用施設長尾南会館    山本丸橋山本丸橋山本丸橋山本丸橋２２２２丁目丁目丁目丁目 1 1 1 1----1111            89898989----9595959595959595    
共同利用施設山本野里会館共同利用施設山本野里会館共同利用施設山本野里会館共同利用施設山本野里会館    山本野里山本野里山本野里山本野里 2222 丁目丁目丁目丁目 5 5 5 5----29292929            89898989----9596959695969596    

第第第第 ５５５５     
地 区地 区地 区地 区     

東公民館東公民館東公民館東公民館    山本南山本南山本南山本南２２２２丁目丁目丁目丁目 5 5 5 5----2222            89898989----1567156715671567    
共同利用施設山本台会館共同利用施設山本台会館共同利用施設山本台会館共同利用施設山本台会館    山本台山本台山本台山本台１１１１丁目丁目丁目丁目 13 13 13 13----3333    －－－－     
共同利用施設松共同利用施設松共同利用施設松共同利用施設松ガガガガ丘会館丘会館丘会館丘会館    花屋敷松花屋敷松花屋敷松花屋敷松ガガガガ丘丘丘丘 21 21 21 21----22222222    072072072072----759759759759----5845584558455845    
中山台中山台中山台中山台ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ    中山桜台中山桜台中山桜台中山桜台５５５５丁目丁目丁目丁目 15151515----2222        89898989----9605960596059605    

第第第第 ６６６６     
地 区地 区地 区地 区     

雲雀丘雲雀丘雲雀丘雲雀丘ｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽﾃｰｼｮﾝｽｽﾃｰｼｮﾝｽｽﾃｰｼｮﾝｽｽﾃｰｼｮﾝ雲雀丘倶楽部雲雀丘倶楽部雲雀丘倶楽部雲雀丘倶楽部    雲雀丘雲雀丘雲雀丘雲雀丘１１１１丁目丁目丁目丁目 1 1 1 1----1111    072072072072----758758758758----7680768076807680    
宝塚自然宝塚自然宝塚自然宝塚自然のののの家家家家    大原野字松尾大原野字松尾大原野字松尾大原野字松尾 1 1 1 1            91919191----0314031403140314    第第第第 ７７７７     

地 区地 区地 区地 区     武田尾公会堂武田尾公会堂武田尾公会堂武田尾公会堂    玉瀬字玉瀬字玉瀬字玉瀬字イヅリハイヅリハイヅリハイヅリハ 1111----88888888            20202020----6335633563356335    

 

３３３３．．．．花屋敷地域花屋敷地域花屋敷地域花屋敷地域におけるにおけるにおけるにおける緊急時避難所緊急時避難所緊急時避難所緊急時避難所    

川西市立桜川西市立桜川西市立桜川西市立桜がががが丘小学校丘小学校丘小学校丘小学校    川西市日高町川西市日高町川西市日高町川西市日高町 4 4 4 4----1111    072072072072----758758758758----9450945094509450    花屋敷花屋敷花屋敷花屋敷    
地 区地 区地 区地 区  川西市立川西中学校川西市立川西中学校川西市立川西中学校川西市立川西中学校    川西市松川西市松川西市松川西市松がががが丘町丘町丘町丘町 1 1 1 1----1111    072072072072----759759759759----2473247324732473    

 

４４４４．．．．専用避難所専用避難所専用避難所専用避難所        

特特特特にににに介護介護介護介護がががが必要必要必要必要なななな方方方方のためにのためにのためにのために、、、、必要必要必要必要なななな設備設備設備設備やややや人員人員人員人員をををを整備整備整備整備したしたしたした専用専用専用専用のののの施設施設施設施設    
宝塚市総合福祉宝塚市総合福祉宝塚市総合福祉宝塚市総合福祉センターセンターセンターセンター    安倉西安倉西安倉西安倉西２２２２丁目丁目丁目丁目 1 1 1 1----1111                86868686----5000500050005000    
市立老人福祉市立老人福祉市立老人福祉市立老人福祉センターセンターセンターセンター（（（（フレミラフレミラフレミラフレミラ宝塚宝塚宝塚宝塚））））    売布東売布東売布東売布東のののの町町町町 12121212----8888            88885555----3861386138613861    
市立養護学校市立養護学校市立養護学校市立養護学校    安倉中安倉中安倉中安倉中６６６６丁目丁目丁目丁目 1 1 1 1----3333                84848484----5686568656865686    
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