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　いざという時のために日頃から家族で確認しておきましょう。

屋内編

屋外編

部屋数に余裕があれば、家
具は出入りが少ない部屋にま
とめておきましょう。
少しでも安全な空間が確保
できるように、家具の配置を
工夫してみましょう。

逃げ場となる安全な
空間を確保する

子ども・お年寄り・病人などが逃げ遅れる可能性があります。 寝ている時
に地震に遭うと倒れてきて危険ですので、家具を置かないようにしましょう。

子どもやお年寄りがいる部屋・寝室には家具を置かない

家具や照明は鎖やL字金
具などを使用して固定しま
しょう。家電は可能な限り低
い位置で固定しましょう。

家具や電化製品の
転倒・落下を防ぐ

玄関や出入口に繋がる通
路には、避難の妨げになるよ
うな物を置かないようにし
ましょう。

出入口や通路に物を
置かないようにする

テレビのアンテナは固
定する。屋根瓦は補強して
おきましょう。

屋根

落下する危険がある場
所には、植木鉢などを置か
ないようにしましょう。

ベランダ

ガラスが割れても飛び散らないように、フィルム
を貼っておきましょう。窓ガラス

基礎がしっかりしていないもの、鉄
筋が入っていないものは補強しましょ
う。鉄筋が錆びていたり、ブロックが
ひび割れている場合は補修しておき
ましょう。

ブロック塀・門柱

ガスボンベが倒れないように、鎖で
固定しておきましょう。

プロパンガス
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　日の出町では、防災行政無線から「全国瞬時警報システム（J-ALERT）」の放送が流れるようになっています。
　これは、地震・津波や武力攻撃などの災害時に国から送られてくる緊急情報を、人工衛星などを活用して瞬時に情
報伝達するシステムです。

災害用伝言板サービス
　災害発生時などに、携帯電話を利用して安否情報を登録
でき、携帯電話やパソコンから確認することができます。
●NTTドコモ　 http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
●KDDI：au　 http://dengon.ezweb.ne.jp/
●ソフトバンクモバイル http://dengon.softbank.ne.jp/
●ワイモバイル　 http://dengon.ymobile.jp/info/

　大災害に際し、被災地との通話が困難になった場合、
災害用伝言ダイヤルが提供されています。

171 をダイヤルした後、
ガイダンスに従ってください。

災害用伝言ダイヤル（171）について

緊急速報メールによる災害情報を発信します
　町では、災害情報を皆さまに一刻も早くお伝えする
ため、緊急速報メールサービスを運用しています。この
サービスは、㈱NTTドコモ、ソフトバンクモバイル㈱、
KDDI㈱の携帯電話向けの情報提供サービスです。配信
時点で町内にいる上記携帯電話をお持ちの方に、一斉
に情報を配信します。一般のメールと異なり、回線混雑
による影響を受けにくいため、災害時の迅速な情報配
信が可能になります。

配信する災害・避難情報
　避難準備情報、避難勧告、避難指示、土砂災害警戒情
報などの、緊急性が高い内容に限定して送信します。

受信について
　受信時の通信料等は無料です。メールアドレス登録
などの、受信者側の手続きは不要です。ただし、携帯電
話の機種によっては、受信の設定が必要である場合や、
受信機能がない機種もあります。
※ 詳細は各社ホームページをご覧になるか、または販
売店にご相談ください。

一般木造住宅の耐震化助成制度 ��まちづくり課�都市計画係　
351

助成対象工事等 助成限度額（助成割合）
耐震診断 2万5千円（費用の2分の1）
耐震改修 30万円（費用の3分の1）
耐震シェルター設置 50万円（費用の10分の6）

　昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準の住宅は、震度6以上の
揺れを想定した設計ではありません。
　町では、旧耐震基準の木造住宅の耐震診断、耐震改修の費用を助成
しています。ぜひ、ご利用ください。
※日の出町との関連を装った耐震診断・改修業者にご注意ください。 ※平成28年1月1日現在
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　町では、登録された方に携帯電話、スマートフォンやパソコンに災害情報、防犯情報を電子メールで配信しています。
詳しくは、P66をご覧ください。

メール配信サービス

交通災害共済制度（ちょこっと共済）
　この制度は、加入者が万が一交通事故（人身）にあった場合、その負傷の程度に応じて見舞金を支給する制度です。
　共済の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日の1年間で、会費はＡコース1,000円、Ｂコース500円です。

火災が発生した時

対応例
指令室 はい消防庁、火事ですか？救急ですか？
通報者 火事です。
指令室 何市、何町、何番地ですか？
通報者 日の出町△△、△△番地です。
指令室 何が燃えていますか？
通報者 □□が燃えています。
指令室 建物の名前と近くの目標は？
通報者 ○○の北側です。（大きな建物や公共施設をあげる）
指令室 ただちに出動します。

ボタンを押した後、119番に電話します。この装置がな
いものは、10円または100円を入れてから119番に電
話します。（通話が終わると入れた硬貨は戻ります）
　なお、この通報は立川にある多摩総合司令室に入る
ため、住所は日の出町から言わないとどこで火災なの
かわかりませんので、日の出町からハッキリ言うよう
にお願いします。あなたが119番通報すると下記のよ
うな要領で対応が展開されます。

　どんなに小さな火災でも出したり、発見したら早く知
らせることが大切です。1人で消そうとしたり逃げたり
してしまうと、火災を大きくしてしまうばかりでなく多
くの犠牲者を出すことにもなります。
① すぐ119番に通報して地名番地、目標となる建物、火
災の状況をはっきり落ち着いて話し、消防署の職員が
「わかりました」と言ってから電話を切りましょう。
② 近所の人々に大きな声で「火事だ！！」と叫び協力を
求めましょう。

③ 初期消火にも努めましょう。（ただし、無理はしない
で）

④ 煙が増えてきたらぬれタオルで口、鼻をおおい、姿勢
を低くして逃げましょう。

通報要領
各家庭の電話
　そのまま119番に電話します。
公衆電話
　緊急通報ボタンがあるものは、その

消防団員･女性消防隊員

新規募集!!
消防団とは
普段は仕事や学業などに従事しながらも､火災など災害が発生した時に､現場に駆けつけ消火
活動などを行います。

女性消防隊とは
家庭を守る女性の立場から､地域の火災予防･応急救護などの指導･広報活動を行っています｡
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No． 施設名 所在地 電　話
1 日の出町立平井小学校 日の出町平井1218 042-597-0044
2 日の出町立本宿小学校 日の出町平井1855 042-597-0400
3 日の出町立平井中学校 日の出町平井2654 042-597-0021
4 日の出町民グランド 日の出町平井2777 －
5 日の出団地2号公園 日の出町平井2196-636 －
6 三吉野欠上公園 日の出町平井21 －
7 日の出町立大久野小学校 日の出町大久野1176 042-597-0551
8 日の出町立大久野中学校 日の出町大久野1559 042-597-0352
9 肝要の里 日の出町大久野4089 042-597-5290
10 三吉野桜木中央公園 日の出町平井204 －
11 北大久野地域多目的広場 日の出町大久野697-1 －

12 イオンモール日の出駐車場等 日の出町平井557 －

No． 施設名 所在地 電　話
1 日の出ホーム
（介護老人福祉施設） 日の出町平井3076 042-597-2021

2 清快園
（介護老人福祉施設） 日の出町平井3062 042-597-5151

3 栄光の杜
（介護老人福祉施設） 日の出町平井3052 042-597-1536

4 藤香苑
（介護老人福祉施設） 日の出町大久野3588-1 042-597-7222

5 日の出紫苑
（介護老人福祉施設） 日の出町大久野231-1 042-597-1941

6 羽生の里
（介護老人福祉施設） 日の出町大久野1263 042-597-6661

7 第3サンシャインビラ
（介護老人福祉施設） 日の出町平井2368-5 042-597-5515

8 幸神さくら
（介護老人福祉施設） 日の出町大久野1718 042-588-7200

9 新清快園
（介護老人福祉施設） 日の出町平井1417-1 042-588-8870

10 日の出太陽の家
（障がい者支援施設） 日の出町大久野5107 042-597-2811

11 山の子の家
（障がい者支援施設） 日の出町大久野8025-11 042-597-7300

12 日の出舎
（障がい者支援施設） 日の出町平井3030 042-597-1451

13 ファミリート日の出
（介護老人保健施設） 日の出町平井351-1 042-597-5711

14 日の出さくら
（介護老人保健施設） 日の出町平井3608-1 042-588-7100

15 ウェルピア白寿
（介護老人保健施設） 日の出町平井3820 042-597-6231

No． 施設名 所在地 電　話
1 谷の入会館（第1自治会）日の出町平井3997-2 042-597-1957
2 第2自治会館（第2自治会） 日の出町平井3690-3 042-597-1958
3 三和会館（第3自治会） 日の出町平井3239-1 042-597-5920
4 第4自治会館（第4自治会） 日の出町平井2512-13 042-597-5921
5 中野会館（第4自治会） 日の出町平井2294-7 －
6 本宿会館（第5自治会） 日の出町平井2144 042-597-5490
7 第6自治会館（第6自治会） 日の出町平井1812-1 042-597-1909
8 第7自治会館（第7自治会） 日の出町平井1295-2 －
9 志茂町会館（第8自治会）日の出町平井1254-1 042-597-2547
10 三吉野会館（第9自治会）日の出町平井896-2 042-597-5922
11 下平井会館（第10自治会） 日の出町平井1-5 －

No． 施設名 所在地 電　話
1 日の出町立平井小学校 日の出町平井1218 042-597-0044
2 日の出町立本宿小学校 日の出町平井1855 042-597-0400
3 日の出町立平井中学校 日の出町平井2654 042-597-0021
4 ひのでグリーンプラザ 日の出町平井3231-1 042-597-0270
5 日の出町立大久野小学校 日の出町大久野1176 042-597-0551
6 日の出町立大久野中学校 日の出町大久野1559 042-597-0352
7 肝要の里 日の出町大久野4089 042-597-5290
8 やまびこホール 日の出町大久野1165-2 042-597-2256

9 大久野老人福祉セン
ター（高齢者優先） 日の出町大久野2120-1 042-597-5324

10
平井・生涯青春ふれあ
い総合福祉センター
（高齢者優先）

日の出町平井4118 042-597-4040

11 本宿老人福祉センター
（高齢者優先） 日の出町平井1982 042-597-5971

12 大久野健康いきいきセンター（高齢者優先） 日の出町大久野696-1 042-597-7210

13 ユートピアサンホーム
（障がい者優先） 日の出町平井2738 042-597-2955

14 ユートピアひまわり
ホーム（障がい者優先） 日の出町平井2738-3 042-597-6405

避難場所リスト
1．指定広域避難場所（屋外）

4．二次避難所（福祉避難所）

3．一時集合（避難）場所

2．指定避難所（屋内）

No． 施設名 所在地 電　話
12 日の出団地自治会館
（第24・25・26自治会） 日の出町平井2196-636 042-597-1956

13 日の出団地多目的施設 日の出町平井2196-628 042-597-5812
14 第27自治会館（第27自治会） 日の出町平井760-6 －

15 パークタウンホール
（第28自治会）* 日の出町平井1009-4 042-597-5932

16 落合会館（第11自治会）日の出町大久野288-1 042-597-1950
17 萱窪会館（第12自治会） 日の出町大久野1093-1 042-597-1104
18 羽生会館（第13自治会） 日の出町大久野1213 042-597-5375
19 幸神会館（第14自治会） 日の出町大久野2120-1 042-597-3069
20 新井倶楽部（第15自治会） 日の出町大久野2333 042-597-5293
21 岩井会館（第16自治会） 日の出町大久野2801-1 042-597-5924
22 細尾会館（第17自治会） 日の出町大久野3332-1 042-597-5925
23 報徳会館（第18自治会）日の出町大久野4310 042-597-5926
24 長井会館（第19自治会） 日の出町大久野5400-1 042-597-5927
25 水口会館（第20自治会） 日の出町大久野6594-1 －
26 北原会館（第21自治会）日の出町大久野6941 042-597-5928
27 坊平会館（第21自治会） 日の出町大久野783-2 －
28 坂本倶楽部（第21自治会） 日の出町大久野7307-3 042-597-5929
29 玉の内会館（第22自治会） 日の出町大久野8256 042-597-1951
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