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「売布小学校区」地区防災計画 

１. 計画の名称 

売布小学校区地区防災計画 

２. 活動の基本方針 

異常な自然災害が発生した場合、地区住民の自分たちのまちは自分たちで守るとい

う心構えで、自助・共助が着実に実行できることを目標とする。 

３. 計画の対象範囲（範域） 
売布小学校区の全住民 

（１） 活動主体及び活動団体 

売布きよしガ丘自治会、泉ガ丘自治会、泉ガ丘北自治会、第一売布ガ丘自治会、 

清荒神 5丁目自治会、売布北自治会、中山荘園自治会、宝塚売布住宅自治会、 

売布園住宅自治会、売布東の町自治会、清荒神自治会、米谷自治会、ピピアめふ

２自治会 

※対象地区は別添図（防災マップ）参照 

（２）  計画策定主体（規模及び構成員） 

〇規模：売布小学校区の全住民（平成２９年度基本台帳） 

世帯数：６，２２３  人口：１４，２７３人  男性：６，６０２人 女性：７，６７１人 

〇委員会構成員：自治会及び自主防災会、児童民生委員、売布小学校、売布小PTA、

福祉施設、事業所などの代表者で構成される。 
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４. 売布地区の特性と予想される災害 

（１）地区の特性 

〇集中豪雨及び台風により、大堀川氾濫による浸水害、山手地区の急斜面のがけ

崩れが予想される。 

また、地震により家屋や電柱の倒壊及び火災が予想される。 

（２）対象とする災害 

〇水害  土砂災害  地震  火災 

４．主な活動計画 

平常時の取り組み 防災知識の普及・

啓発 

・地区住民が防災・減災に関心を持ち続

けられるよう、啓発事業を行う。 

・パンフレットや会報誌の配布、講習会等

の開催により啓発する。 

地区の安全点検 ・回覧、講習会等で備蓄及び住宅の耐震

化を推進する。地区の危険個所の確認や

改善を図る。 

防災資機材の点

検・整備 

・資器材の定期点検や使用方法の確認を行

う。 

防災訓練 ・避難所運営訓練、要援護者支援訓練、

小学校児童との合同訓練等、様々な訓

練を実施し地区住民の災害対応力を育

成する。また訓練後に検証し、地区防

災計画に反映する。 
災害時の取り組み 給食・給水 ・市から配布された又は地域内の家庭

等から提供を受けた食料・水等を配分

又は炊き出しを行う。 
情報の収集・伝達 ・地域の災害情報、報道から情報を収

集し、必要な情報を地域及び関係機関

に情報伝達する。 
・電話、テレビ、ラジオ、トランシー

バー、伝令等で情報収集伝達を行う。 
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災害時の取り組み 避難誘導活動 避難勧告等の発令時や地区住民の生命

に危険が生じる恐れがある場合は、避

難所等へ避難誘導を実施 
避難行動要支援者

（災害時要援護

者）等への支援 避難行動要支援

者の支援体制の

整備 ・各自治会で戸別支援計画を作成する。 
・民生児童委員の戸別対応に応じて自

治会関係者と連携し、拡大していく。  
イ 土砂災害及び浸水が発生した場合 

〇 地区内では岩盤崩壊とか山崩れは想定外として、その個所の土砂災害での家屋

被害、床上浸水が発生した場合、その地区自治会長（自主防災会会長）は地区公民

館（売布・米谷）に集合し、受け入れ体制ができるようにする 

ロ 避難対策（要援護者支援も含む）     

大規模災害の発生が予測されるとき、又は火災の延焼拡大等により、地域住民の人

命に危険が生じ、又は生じるおそれがあるときは、次により避難を行う。      

〇避難誘導の指示 （浸水・がけ崩れ・火災延焼拡大） 

＊避難命令が出たとき、又は防災組織会長が必要あると認めたときは、防災組織会

は避難誘導班に対し避難誘動の指示を行う。   

自主防災会会長     当該関係者宅 

＊ 要援護者の避難誘導 

 自主防災会会長    要援護者支援指定者 

＊大規模地震による被害の発生が予測されたとき（指定避難所への指示）誘導 

 自主防災会会長    一時避難所での専任者を指定 

  ☆安否確認のため一時避難所として各ブロックが指定する場所に集結する 

  ☆台風等により、水災害の発生が予測されるとき  米谷会館、売布会館、清荒神

会館、（売布北グラウンド管理棟を今後交渉していく平成２９年  月）  
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☆災害時（非常時）の売布小学校区の編成表 

 

 

 

 

 

 

 

  

総務班（本部）：本部長 

売布小学校区まちづくり協議会会長 

情報班：売布防災士会 

班長（防災士会会長） 

正しい情報の収集をもとに各地区内に伝達するとともに、地

区の被災状況などを防災機関へ報告します 

消火班：防災部担当 

班長：防災部長 

救出・救護班：防犯部 

班長：防犯部長 

避難誘導班：福祉部 

班長：福祉部長 

給食・給水班：地域交流部 

班長：交流部長 

医療救護班：健康推進部 

班長：健康推進部長 

防災士３名・広報担当： 

初期消火活動を行います。消防車が到着するまでの間、火

災の延焼拡大を防ぐ活動を行います。 

各自治会自主防災会会員担当 

自分自身がケガをしないよう注意し、負傷者や家屋の下敷き

になった人の救出・救助活動を行います。 

その場所の自主防災会・防犯部員担当 

地区住民を安全な避難場所などへ誘導します。 

 

防災士担当 

地区で必要な物資を把握し、公共機関とも連携しながら、必

要に応じて炊出しなどを行います。 

民生児童委員担当 

医師の手当てが受けられるまでの間、負傷者の応急手当を

して、救護所へ搬送します 

健康推進委員担当 

当該年度の担当者氏名・連絡先は、都度

更新を行い最新の情報を把握し、役割分

担の確認と、その情報に基づき自主防災

会会長が主体となって人員を確保する。 
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（３）  避難行動要支援者（災害時要援護者）等への支援と整備 

〇災害時に人の助けを必要とする人（災害時要援護者）は「宝塚市災害時援護者避

難行動マニュアル」に基づき、各自治会で、個別支援計画を立てる。 

売布小学校区まちづくり協議会では先行する自治会等の問題点を把握し、地区内の

自治会へ普及を促していく。 

売布小地区自治会長会を中心に、避難行動要支援者（災害時要援護者）の支援体

制を整備します（当面の活動自治会） 

No. 自治会名 内容 時期（目標） 

１ 第一売布ガ丘自治会 対象者の把握 市から提供（29/12 

個別計画の作成完了 平成３０年２月末 

定期的な個別計画の見直し 毎年度 

２ 売布北自治会 対象者の把握 市から提供（29/12 

個別計画の作成完了 平成３０年２月末 

定期的な個別計画の見直し 毎年度 

３ 売布山手町 

（民生委員） 

支援体制・方法の検討 民生児童中心に進める 

対象者の把握 市から提供（29/12 

個別計画の作成完了 平成 30年 2月末 

定期的な個別計画の見直し 毎年度 

以下民生児童委員の個別対応に応じて自治会関係者と連携をとり拡大をしていく 

 

５．地区の防災対策（具体的な対策） 

（１） 売布小学校区まちづくり協議会の防災対策（防災計画） 

〇防災組織の編成及び任務分担 

＊売布小学校区まちづくり協議会防災部（コミュニティ売布防災部）として組織する 

部長   

副部長  

売布小学校区自主防災会会長又はその専任者 
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民生児童委員 

防災士会 

その他オブザーバー 

＊オブザーバーの参加要請は「防災部」が開催するテーマによって召集する。 

＊その他オブザーバーは、コミュニティ売布役員・スポーツ２１・売布小 PTA・社会

福祉協議会・御殿山総括・ボラセン・市行政・総合防災・地域福祉課・消防署等とす

る。 

〇防災知識の普及 

 ＊地域住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及を行う。 

 普及事項は、次のとおりとする。 

   ア 防災組織及び防災計画に関すること。 

   イ 地震、火災、水災等についての知識に関すること。 

    ウ 各家庭における防災上の留意事項に関すること。 

 普及の方法は、次のとおりとする。 

    ア  パンフレット、チラシ等の配布 

    イ  自治会等の会報紙への記事登載 

    ウ  座談会、講習会、防災映画会等の開催 

〇出火防止及び初期消火の注意 

＊ 出火防止 

大規模地震等において、火災の発生が被害を大きくする主な原因となっているので

出火防止の徹底を図るため、各家庭において、主として、次の事項に重点をおいて点

検整備する。 

ア 暖房用、調理用等の火気使用設備器具の整備及びその周辺を整理整頓する。 

イ  その他建物等の危険箇所の状況 

〇初期消火対策 
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地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火することができ

るようにするため、消火器、三角バケツ、水バケツ等を各家庭に配備する。 

 

(2) 防災関連施設・避難所等 

(ア) 医療機関：救急指定医療機関 

宝塚市民病院 宝塚市小浜４丁目５－１ TEL:８７－１１６１ FAX：87－5624 

児玉病院 宝塚市御殿山 1丁目３－２ TEL:８７－２５２５ 

宝塚第一病院 宝塚市向月町１９－５ TEL:８４－８８１１ 

：その他医療機関  

篠部医院 宝塚市売布３丁目４－６ TEL:８６－９８２２ 

あらき内科 宝塚市売布 2丁目１４－１６ TEL:８６－０７３０ 

仲原医院 宝塚市売布 2丁目７－９ TEL:８６－６２５１ 

もりのぶ小児科 宝塚市売布 2丁目 14－16-３F TEL:７８－８９９５ 

(イ) 福祉避難所 

フレミラ 宝塚市売布東の町１２－８ TEL:８５－３８６１ 

(ウ) 予備避難所 

ピピアめふ 宝塚市売布 2丁目５－１ TEL:８５－２２４４ 

売布会館 宝塚市売布１丁目７－１ TEL:８７－５３１４ 

米谷会館 宝塚市米谷 2丁目１７－２３ TEL:８４－９９５５ 

中山寺会館 宝塚市中山寺 2丁目６－２ TEL:８５－２２４４ 

(エ) その他届け出避難所（一次避難所） 
清荒神自治会館 宝塚市清荒神 4丁目９－１２ TEL:８４－９９３９ 

 

(3) 防災資器材 

ア  自治会（自主防災会）が保有する防災器材 

自主防災会 ヘルメット メガホン リヤカー 強力ライト 
発電機  消火器 ジャッキバ

ール等 

救急箱 

コミュニティ

防災部 
１０ ― １ ― ― ― ― ― 

きよしガ丘 １０ ２ ― ２ ― ２ ジ２バ２ ２ 

泉ガ丘北 １０ １ ― １ ― ３ ジ２バ２ ２ 
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泉が丘 １０ １ ― １ ― ４ ジ２バ２ ２ 

荒神 5丁目 ― ― ― ― ― ― ジ１バ２ ― 

荒神山手         

第一売布ガ丘 １０ １ ― １ ― ２ ジ２バ２ ２ 

清荒神         

米谷 ２５ ２ ２ ４ ― ５ ジ２バ２ ２ 

売布園住宅 （検討中）        

宝塚売布住宅         

ピピア売布 （検討中）        

売布北         

中山荘園 １０ １ ― ― ― ２ ジ４バ１ １ 

売布東ノ町 １０ ５ ― ２ ― ２ ジ１バ２ １ 

その他： 

 〇防災資器材等は、別途に定める配備計画により行う。 

〇毎年 ５月と１１月 宝塚一斉清掃日を全資器材の点検日とする。  

 

(4) 地域版防災マップ 

各自治会の自主防災会主体で調査を行い、売布小学校区内で編集する。 

（別図） 

 

(5) 売布小学校区の防災訓練の実施（総合訓練） 
災害発生時に、地区住民が「地区防災計画」に沿って適切な行動ができるよう、市や

消防局とも連携しながら、次の訓練を中心とした地区防災訓練を毎年実施します。 

ア避難訓練・避難対策（要援護者支援も含む） イ情報収集・伝達訓練 ウ応急訓練 

エ給食・給水訓練 オ啓発活動 

訓練実施後は、活動内容を見直し、必要があればこの計画の見直しを行う。 

〇個別訓練の種別は、次のとおりとする。 
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  カ  消火訓練 

  キ  救出・救護訓練 

ク 売布小学校児童との合同訓練 

＊訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を策

定する。 

〇訓練の時期及び回数は、次のとおりとする。 

＊個別訓練は、随時開催する 

＊総合訓練は、年度計画の中で計画を立て、年 １回実施する。 

＊売布小学校指定避難所の運営訓練は以下の要領で実施する。 

設定：平成 29年 6月 20日 

売布小学校 避難所ルール（案） 

 受付で家族ごとに「住所、氏名、連絡先」などを記入してください。 

 「立ち入り禁止」と書いてある部屋には入らないでください。わからないことは受付
で聞いてください。 

必要なものがほしい時は受付で相談してください。公平にお渡しします。 

 使用していただく教室は受付で問い合わせてください。病気の方、介護を要する
方、妊婦の方など、ケアを必要とする方は理由と共に受付に申し出てください。教

室は、なかよし１・２を利用します。学内図（パンフレット）をご覧ください。 

 運動場の利用は図の指示に従ってください。（避難者・訪問者・救援物資・その
他） 

 食事の配布について。（食事は徐々に届くと思われます。お待ちください） 
 連絡事項その他の連絡は入口横の掲示板に掲載します。 

 トイレ、更衣室、授乳室などは図に示しています。 

 ペットは指定の場所につないでください。猫はダンボールに等に入れてください。
室内には持ち込めません。 

 洗濯、干場のスペースは図に掲示してあります。 

 貴重品は各自で保管してください。 

 避難された皆様で管理委員会をつくって管理していただきます。学校の再開につ
いても協議していただきます。（当該避難所は原則 7日を目安） 

 避難所委員会の部屋：（ 避難所運営本部は旧売布幼稚園集会室） 
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〇緊急時の連絡先 

① 宝塚市役所 東洋町１番１号 TEL:７１－１１４１ 

FAX:７２－１４１９ 

② 売布神社駅前サー

ビスセンター 

売布２丁目５－１ 

ピピアめふ１－５F 

TEL:８１－４１５０ 

FAX:８３－１０３３ 

③ 宝塚市総合防災課 東洋町１－１ TEL:７７－２０７８（直通） 

④ 道路管理課 道路の破損・冠水・倒木 TEL:７７－２０９５（直通） 

⑤ 河川・砂防の管理 宝塚土木事務所管理 TEL:８３－３２０３ 

⑥ 上下水道局 東洋町１－３ TEL:７３－３９８８ 

⑦ 東消防署 山本南２丁目５－１ TEL:８８－０１１９ 

⑧ 消防署米谷出張所 星の荘１９－２６ TEL:８７－１０１９ 

⑨ 宝塚警察署 旭町１丁目２－３０ TEL:８５－０１１０ 

⑩ 大阪ガス ガス漏れ TEL:０１２０－７－１９４２４ 

⑪ 関西電力 停電・電気 TEL:０８００－７７７－８０４３ 

⑫ 宝塚市北部整備課 ため池の決壊 TEL:９１－０８４３ 

 

〇災害時の気象・インフラ・交通情報 WEB サイト 

宝塚市防災のページ http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1013056/index.html 

NTT西日本災害伝言ダイヤル https://www.ntt-west.co.jp/dengon/ 

宝塚市雨量情報 http://www03.city.takarazuka.hyogo.jp/ 

兵庫県 CGハザードマップ http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/ 

気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

阪急電鉄列車運行状況 http://www.hankyu.co.jp/railinfo/ 

JR西日本列車運行状況 https://trafficinfo.westjr.co.jp/kinki.html 

 

(6) 売布小学校区まちづくり協議会「防災部」の資器材、器具等の点検 

活動体制の各班を中心に、資器材、器具等の点検を定期的に実施します。 

班名 担当者（団体名） 内容 時期 

消火班 自治会・自主防災会 消火器具の点検（整備） 都度年度訓練実

施日 

救出・救護班 まち協防犯部 防災資器材・救出用器

具の点検（整備） 

〃 

TEL:ï¼Šï¼‚ï¼“ï¼‚ï¼‚ï¼ﬂï¼‚
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設営・物資 まち協防災部 避難所設営物資の点検

（整備） 

〃 

避難誘導班 地区内自治会 避難経路の点検（整備） 〃 

給食・給水班 まち協民生児童委員 給食・給水器具の点検

（整備） 

〃 

 

(7) 地区自主防災会活動とその支援について 

＊地域内の各団体間の連携と自主防災会の意識向上に向けて： 

活動テーマ： 組織強化と各種避難所の設備の充実 

 地域内の防災組織の拡充と強化が必要（自治会組織以外のビル管理組合等々
連携強化） 

 指定、予備、届け出、福祉避難所の運営強化をおこなう（２４H介護が必要なひ

とが対象となる） 

＊指導・協同作業 

 地区内自主防災会に対し随時活動を支援する 

１. 消火：初期消火訓練 

２. 安全確認：発生時各戸安全確認訓練 

３. 避難誘導：防災マップ活用、避難ルート実施訓練 

４. 救命：心肺蘇生（AED）担架活動実施訓練 

５. その他：自主計画の支援 

＊地区内自主防災会への総合訓練の参画 

 全住民に対し、自助活動として在宅避難強化の PR推進活動 

１. 避難所運営訓練の実施 

・原則避難者自主運営 

・ボランティア活動訓練（運営補助） 

２. 被災者救助訓練 

３. 福祉要介護者対応訓練 

４. 在宅避難者対応訓練 

５. その他地域全体での対応訓練 
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（別冊―１）参考資料 

①地区内の年度組織氏名  ②物品リスト ③売布小学校区まちづくり協議会「防災

部」の成り立ちと売布地区防災計画のプロジェクトチーム 

平成 29年 5月 30日 

① 平成２９年度売布小学校区まちづくり協議会「防災部」組織表 

ま ち 協 防 災 部 長   

副 部 長   

防災部委員 

自主防災会 29年自主防会長 代表専任者 専任者電話 会員数 

１. 売布きよしガ丘 

２. 泉ガ丘北 

３. 泉ガ丘 

４. 清荒神 5丁目 

５. 荒神山手 

６. 第一売布ガ丘 

   ２２０ 

   ６０ 

   ２４２ 

   １０８ 

   １５ 

   １４１ 

７． 清荒神    １０００ 

８．中山荘園 

９．売布北 

   ４８ 

９３ 

10．売布園住宅 

11．ピピアめふ２ 

   ４３ 

４７ 

12．米谷 

13．宝塚売布住宅 

   ７２０ 

１３２ 

14．防災士会 

15． 

    

16．民生児童委員 

17． 

   １７ 

18．広報担当     
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② 物品リスト           部分は購入計画 

掲示関係 

 

地区内大規模総合防災訓練看板、エリア地図 

当日工程表、訓練会場掲示物（訓練コンセプト等） 

会場準備品関係 

 

腕章（会長、副会長、受付総務、会計、広報、被災者管理、

設営物資、食料炊出し、保健衛生、援護者支援、ボランティ

ア） 

表示板ラミネート加工（避難所、受付、土足厳禁、お手洗

い、訓練関係駐車場、矢印、事務局本部、授乳室、物資受

付、高齢者用） 

ビブス、メガホン、ホワイトボード（中）、バケツ、ブルーシー

ト、カラーコーン 

訓練グッズ関係 

 

 

事務用品関係 

 

３色ボールペン、クリップボード、鉛筆・シャーペン、消しゴ

ム、多色マジックペン、ホワイトボードマーカー、クリップ大

小、安全ピン、養生テープ、セロテープ、両面テープ、付箋

大小、はさみ、カッター、ホッチキス・芯、パンチ、輪ゴム、張

り紙プレート、くくり紐、ノート、クリアファイル、CD-R、荷札、 

参加者・修了証関係 

 

名前シール、終了証（名前シールなし） 

炊き出し関係 

 

ガスコンロ大鍋セット、かご、ヤカン、たわし、しゃもじ、炊き

出し用バケツ、ヒシャク、おしぼり、ポリ手袋（１００枚入り）キ

ッチンタオル、アルミホイル、サランラップ 

訓練当日提供品関係 

 

雑巾、マスク、バンドエイト、薬用ハンドジェル、ごみ袋（４５ｌ

３０枚入り）、参加者用弁当 

研修用品関係 

 

 

備蓄資器材関係 

 

小型発電機、簡易組立トイレ、避難所間仕切り、ダンボー

ルベット、 

家庭内備蓄資器材展示

関係 

軍手、厚て手袋、ヘッドライト、LEDヘッドライト、ボンベ、カ

セットコンロ、チャッカマン、箒、チリトリ、台車、サランラップ 

  前年訓練終了後に確認した内容で、１年の間に使用できなくなったものがない
か確認します。  書かれていないもので、必要と思うものがあれば、紙に書いて受付・総務班へご
提出ください。可能な限り揃えます。。 


