
〈地域防災推進のための３原則〉
自分たちの安全安心は、
自分たちで守る「自助」を、
佐倉市では市民の皆様に
お願いしています。

佐　倉　市禁無断転載ⓒ東京法規出版
平成30年3月発行

佐倉市メール配信サービスについて
　このサービスは、防災行政無
線の放送内容を携帯電話及びパ
ソコンへメールで配信するもの
です。防災行政無線が聞こえに
くい地域の方や、文字として情
報を確認したい方に便利なサー
ビスです。

  配信内容
　このサービスでは、以下の情
報を入手することができます。ま
た、欲しい情報のみを選択して
入手することもできます。
○防災・避難情報　
○水道事故　○防犯情報　
○光化学スモッグ情報
○行方不明者の捜索・保護情報
○その他の情報　
○前記全ての情報

  登録手順等
　メールを受信するためには、携
帯電話またはパソコンから登録
していただく必要があります。右
記を参照し、登録手続きをとって
ください。

  ご利用にあたって
・登録は無料です。ただし、通信  
　料は自己負担となります。
・メールの受信制限をされている
　方は、sakuramail＠ikkr.jp（全て
　小文字）からのメールを受信で
　きるようにしてください。
・電波の届かない場所やメールの
　通信回線の混雑状況等により、　
　メール配信が遅れたり届かない
　ことがあります。
・メールの返信機能は有しており
　ません。
・このサービスは、佐倉市が事業
　を委託する株式会社スマートバ
　リューにおいて運営しております。

それぞれが
役割を分担し、
相互に補完 自 

助

各個人・家庭での
日ごろからの備え
●建物の耐震化　
●家具転倒防止　
●３日分、できれば1週間以上の
　食料・飲料水の備蓄
●消火器備え・初期消火
●家庭内の連絡体制の確認　
　　　　　　　　　　など

防災ガイドブック防災ガイドブック
災害に備えよう!災害に備えよう!佐倉市メール配信サービスについて

共 

助
公 

助

隣近所の知人・友人・
自主防災組織など
による“絆”づくり

公的機関における
防災態勢整備

●地域防災訓練参加　
●避難所の自主運営　
●要配慮者の安否確認　
●地域の防災ウオッチング　
●災害ボランティア協力
　　　　　　　　 など

●地域防災計画の策定
●避難所・備蓄品などの整備　
●防災トイレなどの整備・
　ライフラインの確保
●自助・共助への支援・助成　
●要配慮者対策の
　コーディネート　
●市民啓発講演・防災訓練
　　　　　　　など

カムロちゃん

環境に配慮し、古紙配合率80％以上・グリーン購入法
総合評価値80以上の用紙及び植物油インキを使用しています
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❶ ❷

防災対策は日頃の備えから ！
　地震や風水害などの自然災害は、私たち人間の力では食い止めることはできませ
んが、災害による被害は、日頃の備えによって減らすことができます。地方公共団
体などによる防災の取り組み（公助）はもちろんのこと、自分のことは自らで守る
（自助）や地域の人たちで助け合うこと（共助）こそ、災害による被害を少なくするた
めには不可欠な取り組みといえます。
　いざというときに備えて、非常持出品の準備や家屋の耐震改修、家具の固定など、
まずは身のまわりの安全対策から始めましょう。また、大きな災害が発生した場合、
地方公共団体などの防災機関による活動には限界があります。こうした場合には、何
よりも地域の人たちの協力が必要です。地域の人たちで協力して、災害時にすばやく
行動できる体制をつくりましょう。

は じ め に

も 　く 　じ

佐倉市内において、震度が5強以上になると、市長
を本部長とする災害対策本部を設置します。また、震
度5弱以上の地震が発生した場合には、事前に決めら
れた職員が市役所及び避難所等に参集します。

被害等の情報収集については、自治会・町内会、自
主防災組織をはじめ、警察・消防や災害時応援協定
締結団体等の関係機関などからの情報を市災害対
策本部で集約します。
　また、情報提供については、防災行政無線をはじ
め、市の広報車やメール配信サービス、防災ツイッ
ター、ケーブルテレビ296、市のホームページ
（http://www.city.sakura.lg.jp/）などを利用
し情報を提供します。

小中学校、高校等39か所を指定緊急避難場所・指
定避難所として整備しています。市民の皆さんは、避
難をする必要がある場合、発災時に一番安全な避難
所へ避難してください。
また、避難する際は、できるだけ隣近所の人たちと

一緒に避難してください。
（21ページ以降の防災地図をご覧ください）

1  災害対策本部の設置 2  情報の収集・情報の提供

3  避難場所等の整備

4  防災備蓄倉庫及び
　  備蓄品の整備

　市では、「佐倉市地域防災計画」を作成し、大規模地震などに備えて主に
次の防災対策の充実に努めています。

佐倉市の地震対策①

防災備蓄倉庫　備蓄資機材数（１倉庫あたり）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

アルファ米
クラッカー
真空パック毛布
トイレットペ－パ－
給水袋
バケツ
ブル－シ－ト
コンロセット
スコップ
簡易トイレ（ブ－ス）
〃（ボックストイレ）
〃（非常用排便袋）
〃（簡易便座）
安全キャンドル
懐中電灯

1,350 食
490 パック
600枚
200 個
200 枚
200 個
50枚
50個
10本
10個
20個

2400 枚
6個
40個
10個

※馬渡保育園のみ真空パック毛布 560枚

No. 備蓄品名 数量
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

乾電池（懐中電灯、トラメガ用）
担架
救急箱
トランジスタ－メガホン
浄水機
発電機
投光機（コ－ドリ－ル込み）
リヤカ－
ヘルメット
簡易ラジオ
軍手
身障者用トイレ（中学校のみ）
ヤカン（４ℓ）
クリアケース（フロアマップ・
筆談用具・筆記用具等）

100本
10本
4箱
10本
1台
1台

1セット
1台
5個
1台
60組
1台
4個

2個

No. 備蓄品名 数量
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指定緊急避難場所・指定避難所には防災備蓄倉庫
を設置して、非常食（アルファ米などの食料）のほか、
毛布、簡易トイレ、簡易コンロ、リヤカーなどを備えて
います。


