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品野連合自治会地区防災計画について 

 

 

１ 地域特性と災害対応の課題 

以下の項目を参考にした。 

(1) 市ホームページの危機管理課・災害ハザードマップの本地域分 

(2) 市防災計画・資料編（異常気象時通行規制区間） 

 

２ 資料 

現在、本計画の各資料は、各自治会の実情で作成されているため、全ての自

治会に共有されていない。 

今後、安否確認、防災マップ及び防災用品備蓄表の平準化を図り、統一的な

防災体制を整備していきたい。 

(1) 安否確認は、安否確認帳と防災台帳を併載した。 

安否確認帳は、代表者名の記載のみとして、他の家族は性別と生年を記載

することで、個人情報を最小限にとどめることとした。 

(2) 防災マップの各町内で作成された「災害時の対応」が、本計画の中核で

あり、本質である。 

(3) 各資料は、常に現況を反映すべき性格のものであることから、適宜見直

しを図り、更新していきたい。 

 

３ 防災意識の普及啓発 

１年に 1 回実施される２時間程度の地域防災訓練に多種多様な訓練を詰

め込むことなく、年度の統一テーマを決めて訓練を他の日に分散実施し、地

域防災訓練に集約していきたい。 

 

 

 

令和２年９月 1日 



品野連合自治会地区防災計画 

１ 対象地域 

  品野連区に所属する全ての自治会の地域 

（東部地域）中品野自治会・上品野自治会・白岩自治会・片草自治会 

上半田川自治会 

（北部地域）下半田川自治会・定光寺自治会 

２ 方針 

  「大切な人の命を自分たちで守る。」を基本方針として、本地域における自

助・共助の防災対応を計画する。ただし、品野連合自治会（以下「本会」とい

う。）は各自治会の集合組織であることから、以下の項目を参考に各々の判断

で当該対応を講ずるものとする。 

３ 地域特性 

  地域全体が人口減少傾向にあり。６５歳以上の人口が市全体の比率より高

く、木造建物も新耐震基準以前の割合が高く老朽化が進んでいる。 

⑴  水害・土砂災害 

 東部地域 

    上品野町、白岩町、上半田川町、品野町８丁目の谷沿いに土砂警戒特別

警戒区域及び土砂災害警戒区域が集中している。 

 北部地域 

定光寺町と下半田川町の中心集落及び周辺の地域が、広域に土砂災害

特別警戒区域及び土砂災害警戒区域に指定されている。 

⑵  地震 

※ 川沿いに液状化の可能性の高い地域が存在する。 

 東部地域 

ア 蛇ヶ洞川上流の谷底平野（上半田川町） 

イ 蟹川及び北山川の谷底平野（上品野町） 

ウ 水野川と支流（金地川、品野川）による谷底平野 

（上品野町、中品野町、品野町 8丁目） 

   北部地域 

ア 定光寺川、蛇ヶ洞川と支流（東沓掛川、向日川）の谷底平野 

イ 定光寺東バス停付近 

４ 災害対応の課題（水害・土砂災害・地震） 

 東部、北部の中心集落を除く広い範囲で避難所までの距離が離れている。 

（品野台小学校・掛川小学校・品野中学校・上半田川、下半田川町民会館） 

（品野台地域交流センター・名古屋学院大学） 



 

⑴  雨量による通行止め 

総雨量 150ｍｍ・時間雨量 40ｍｍ以上で道路閉鎖 

ア 白岩、片草町の国道 363号 

イ 定光寺町の定光寺山脇線 

ウ 下半田川町の下半田川春日井線  

⑵   土砂災害等で道路閉塞の可能性が高く、う回路が乏しい。 

⑶   隣接する連区の避難所の検討 

⑷   市指定の避難所以外の検討 

５ 災害対応 

⑴  安否確認   安否確認帳・防災台帳（資料１） 

⑵  避難  防災マップ（資料２） 

⑶  連絡   

ア 公的機関への災害出動要請  

イ 防災対応緊急連絡表（資料３） 

ウ 地域の機関への応援要請 

（消防団・自警団、自主防災リーダー、防火防災委員） 

⑷  避難所の開設と運営   （各自治会・市災害対策本部） 

ア 市指定の避難所を災害に応じて、合理的に運用する。 

（品野台小学校・掛川小学校・品野中学校・上半田川、下半田川町民会館） 

（品野台地域交流センター・名古屋学院大学） 

イ 瀬戸市避難所開設・運営マニュアル・避難所キット（カルテ） 

⑸  備蓄資機材（資料４） 

６ 防災意識の普及啓発 

  年度ごとに統一的なテーマを定め、講演会、訓練及び講習会を企画するもの

とする。 

⑴  防災講演会 

⑵  各種訓練・講習会（救命講習会、図上訓練、実技訓練等） 

⑶  地域防災訓練 

７ 災害対策の推進 

  本会及び各自治会が地域の問題を協議・検討し、市及び地域の機関と協力し

て災害対策を推進していくものとする。 

８ 更新 

  本計画及び各資料は、実情に応じて修正し、更新をしていくものとする。 



 

資料１  安否確認帳 

 

安否確認帳（１） 

記入例（２） 

注意事項（３） 

住民防災台帳（４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



要支援者

種別 ① ② ③

１ 男・女 年生 （ ） 年生

２ 男・女 年生 （ ） 年生

３ 男・女 年生 （ ） 年生

４ 男・女 年生 （ ） 年生

５ 男・女 年生 （ ） 年生

６ 男・女 年生 （ ） 年生

７ 男・女 年生 （ ） 年生

※1 家の代表者は主に家計を維持している人をカタカナで記入してください。

家の代表者以外の人の名前は無記名でお願いします。

※2 災害が発生したときに一人で行動できない人がいましたら、上の欄の

①・②・③を選んで〇を付けて下さい。

　①　一人で避難（判断・行動）できない人・・・・乳幼児・未就学児を含む

　②　常に特別な医療が必要な人

　③　日本語がわからない人

※3 緊急連絡先または必要なことがあれば記入して下さい。

る人」の安否を確認するために役立てます。目的以外の使用は禁止します。

　　　　　　災害時の

　　　　　　安否確認帳（この用紙は皆様の記入用）

　この「安否確認調帳」は、大きな災害が発生したとき、家ごとに「今住んでい

資料１－（１）

個人情報の漏洩・濫用に十分な注意をしてください。

金地　組　　第　　　　班 年　　　月現在

家の代表者 住所・電話番号

氏名　　　　　　　　　　　　　男・女 上品野町　　　　　番地　　　（号）

年生　（　　　　　年生） 　固定ＴＥＬ

①　　②　　③

①　　②　　③

①　　②　　③

代表含む申請者数 　携帯ＴＥＬ

①　　②　　③

①　　②　　③

①　　②　　③

①　　②　　③



　　　記入例（赤字に従って下さい） 班長さんが記入します

　　　　　　災害時の

安否確認帳 組名　班名　連続番号

要支援者

　当方で記入

種別 ① ② ③ 記入不要

１ 男・女 1950 年生 （ 記入不要 ） 年生

２ 男・女 1975 年生 （ 記入不要 ） 年生

３ 男・女 1984 年生 （ 記入不要 ） 年生

４ 男・女 2001 年生 （ 記入不要 ） 年生

５ 男・女 年生 （ ） 年生

６ 男・女 年生 （ ） 年生

７ 男・女 年生 （ ） 年生

※1 家の代表者は主に家計を維持している人をカタカナで記入してください。

家の代表者以外の人の名前は無記名でお願いします。

※2 災害が発生したときに一人で行動できない人がいましたら、上の欄の

①・②・③を選んで〇を付けて下さい。

　①　一人で避難（判断・行動）できない人・・・・乳幼児・未就学児を含む

　②　常に特別な医療が必要な人

　③　日本語がわからない人

※3 緊急連絡先または必要なことがあれば記入して下さい。

　上の左欄３の者は携帯を持たせていますのでそちらにも連絡して下さい

　０９０ー１２３４ー××××

特に規定はありませんので必要と思われるものがあれば記載してください

但し、２行を基本としていますので多くのことを記載したい場合は

ご相談下さい

上品野自治会
記入不要

　この「安否確認調帳」は、大きな災害が発生したとき、家ごとに「今住んでい

る人」の安否を確認するために役立てます。目的以外の使用は禁止します。

個人情報の漏洩・濫用に十分な注意をしてください。

代表者自身が災害時一人で行動できない場合
下記※２の内容で①②③に〇を付けて下さい

記入不要

金地　組　　第　２　班 記入不要 年　　　月現在

家の代表者 住所・電話番号

氏名　カミシナ　タロウ　　　　男・女 上品野町１０８１ー３

１９４９　年生　（昭和２４　年生） 　固定ＴＥＬ　４１－××××

①　　②　　③

①　　②　　③

①　　②　　③

代表含む申請者数 　携帯ＴＥＬ　090-4567-××××

①　　②　　③

①　　②　　③

①　　②　　③

①　　②　　③

連
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資料１－（２）



 

◎  安否確認を確実にするため、常にデータを更新する。 

◎  自治会長は電子データ、組長・班長は帳簿で管理する。 

◎  新年度に、新役員（自治会長・組長・班長）に引き継ぐ。 

 

１  新年度（4月）に自治会長は、各組に異動がないか、組長に確認を 

依頼してください。  （組長から班長に依頼します。） 

➀ 世帯の転出・転入、家族の増・減 

☆ 他の市・町から転居してきた。 子供が生まれた。 

➁ １人で避難できない人（要支援者）の増・減及び変更 

☆ 自分自身の事ができない人ができた。 

☆ 特別な医療（酸素吸入・人工透析等）が必要な人ができた。 

➂ その他 電話番号・緊急連絡先等の変更 

２ 異動があれば、班長から組長・組長から自治会長に連絡します。 

※  年度途中も同様です。 

３ 自治会長は、電子データを更新して印字し、組長・班長に渡します。 

※  電子データは、副会長の分もバックアップ用として更新します。 

資料１－（３） 



 

資
料
１
－
（
４
）

 



資料２  防災マップ 

 

      図面と災害時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品野町八丁目 

鳥原町 

中品野町・森東組 

中品野町・森西組 

中品野町・森前組 

中品野町・郷東組 

中品野町・郷中組 

中品野町・郷西組 

広之田町 

岩屋町 

上品野町・金地組 

上品野町・宮前組 

上品野町・横町組 

上品野町・中町組 

上品野町・中央組 

上品野町・東山組 

上品野町・新道組 

上品野町・中村組 

上品野町・桑下南組 

上品野町・桑下北組 

上品野町・北山 

片草町 

白岩町 

上半田川町 

 

 



 



品野町八丁目の災害時の対応 

 

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

避難準備・高齢者等避難開始   

いつでも避難ができるように準備 高齢者、乳幼児、障がい者等は避難開始 

避難勧告  

安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)                 

  直ちに避難開始 外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制 

災害時のリーダー➔ 防災リーダー☞ 町内会長・副会長 

          組リーダー☞ 1・2組長 班リーダー☞ 1～8班長 

安否の確認体制➔ 各班リーダーは、各戸を巡回し安否確認、要支援者の確認、避難者 

                   (世帯)を把握し、各組リーダーへ報告する。 

           各組リーダーは、結果を防災リーダーへ報告する。 

避難 危険を感じたら自主避難 

地震(建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

一時集合場所 

① 神明社北側広場➔西地区 

② 旧東保育園手前広場(弁財天東側広場)➔東地区 

・ 集合場所へ移動の際に、経路周辺の被災状況によってはどちらかの地区を選択する。 

・ 一時集合場所に被害が拡大し危険がさし迫った時は、災害の状況を見極め、直接指定緊

急避難場所(品野台小学校➔運動場)、指定避難所(品野台小学校➔体育館)へ避難する。 

・ 避難する前に家族の安否、ガスの元栓・電気ブレーカーの遮断等の確認をする。 

・ 避難行動の際は、服装は身軽に荷物は背負いヘルメット等着用し動きやすい態勢で移動

する。  

風水害(各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 気象情報や避難情報に留意し避難を始めた場合は、速やかに指定避難所(品野台地域交流

センター➔センター内)へ避難する。 

・ 警戒レベル 3(避難準備・高齢者等避難開始)が発令された場合は、要支援者(高齢者、乳

幼児、障がい者等)は避難を開始し、他の人は避難の準備をする。 

・ 気象情報(警戒レベル 1・2)をチェックし、情報を共有することで早めの避難に備える。 

・ 豪雨等で避難所までの避難が困難な場合は土砂災害警戒区域から外に出る。河川付近は

周囲の状況を確認し、できるだけ安全な場所へ移動する。また屋外への避難が困難な場合

は、斜面の反対側の部屋へ、2階建て以上の家屋は最上階に移動する。 

品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

交流センター「ぬくも里」(41-2253)    品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)           上半田川町民会館(41-2291) 

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ   瀬戸市役所(82-7111) 

  避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュ－・市 HP・安全安心メールで確認 



向橋

防災マップ ー八丁目 令和２年

品野台小学校

井山町

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

大洞新池

老人ホーム

急斜面

土砂崩れ
の恐れ

一時集合場所
八丁目西地区

一時集合場所
八丁目東地区



鳥原町の災害時の対応 (防災マップ裏面)    

 

●自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

避難準備・高齢者等避難開始    いつでも避難ができるように準備 

                 高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告                  安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)               直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

■災害時のリーダーと安否の確認体制     

リーダー：町内会長  サブリーダー：各組長 

安否の確認はまず隣近所同士で、その後各組長が巡回し確認をする。 

各組で安否の確認後リーダーに連絡 

■避難  （危険を感じたら自主避難） 

●地震の時 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所（いっときしゅうごうばしょ） ●鳥原会館  ●鳥原デイケアセンター 

・ 家族の安否と火元(ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認したら、 

一時集合場所へ 

・ 一時集合場所が危険な時は、品野台小学校(緊急避難場所)へ 

・ 家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難先をメモ 

などに残す。 

 

●風水害の時 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 山から水が出たり、崖から石が落ちてきたら早く逃げる 

・ 自主判断で避難所（建物）に避難する。その時は、リーダーに連絡をいれる。 

・ 鳥原川が増水していたら、川沿いの避難は避ける。 

・ 「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されたら、災害時要配慮者(高齢者、乳幼児、          

障害者等)は避難を開始する。 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

(自宅の二階以上・がけ、川などからなるべく離れた場所) 

 

     品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

＊避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 



鳥 原 町

八幡神社

農業集荷場

防災マップ ー鳥原町 令和２年

浄源寺

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

一時集合場所

一時集合場所

鳥原デイサービスセンター

花ノ木組

西組

中組

東組



中品野町・森東組の災害時の対応   

 

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

・各班員は組長、班長の連絡先の確認  

・安否の確認は各班長が確認➡組長➡町内会長  

・避難路の確認 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所・・・ポトス前の広場 

・ 家族の安否と火元 (ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認したら、一時集合場

所へ 

・ 家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難場所をメモなどに

残す    避難路の確認 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 近辺の川や側溝の水量に注意  水量が多い時は避難 

・ 自主判断で避難する時は、班長に連絡 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

 （自宅の 2階以上・崖、川などからなるべく離れた場所） 

・近隣に声をかけること 

・早めの避難を心掛ける 

 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 

※自主判断で避難する時は、リーダー・サブリーダー →組長・班長・に連絡 

※組長・班長の代理は、前任者とする。 



向橋

防災マップ ー中品野町・井山町 令和2年

品野台小学校

井山町

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

大洞新池

老人ホーム
陶寿荘

急斜面

土砂崩れ
の恐れ

一時集合場所
郷東

一時集合場所

農業集荷場

郷西

一時集合場所
森前

一時集合場所
森東

一時集合場所
森西

一時集合場所
郷西

弁財天

一時集合場所
郷中

令和2年修正



中品野町・森西組の災害時の対応   

 

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

・リーダー  町内会長（各組長が補佐）  サブリーダー  各組の班長 

・安否の確認は各班長が行う。各班長は安否の確認後、リーダーへ連絡する。  

※各班員は、その年度の班長の連絡先を把握しておくこと。 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所・・・中品野町 149の辺り（マップ参照） 

・ 家族の安否と火元 (ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認したら、一時集合場

所へ 

・ 家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難場所をメモなどに

残す    避難路の確認 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 近辺の川や側溝の水量に注意  水量が多い時は避難 

・ 自主判断で避難する時は、班長に連絡 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

 （自宅の 2階以上・崖、川などからなるべく離れた場所） 

・近隣に声をかけること 

・早めの避難を心掛ける 

 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 

※自主判断で避難する時は、リーダー・サブリーダー →組長・班長・に連絡 

※組長・班長の代理は、前任者とする。 



向橋

防災マップ ー中品野町・井山町 令和2年

品野台小学校

井山町

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

大洞新池

老人ホーム
陶寿荘

急斜面

土砂崩れ
の恐れ

一時集合場所
郷東

一時集合場所

農業集荷場

郷西

一時集合場所
森前

一時集合場所
森東

一時集合場所
森西

一時集合場所
郷西

弁財天

一時集合場所
郷中

令和2年修正



中品野町・森前組の災害時の対応   

 

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

・各班員は組長、班長の連絡先の確認  

・安否の確認は各班長が確認➡組長➡町内会長  

・避難路の確認 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所・・・山元宏允宅西 

・ 家族の安否と火元 (ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認したら、一時集合場

所へ 

・ 家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難場所をメモなどに

残す    避難路の確認 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 近辺の川や側溝の水量に注意  水量が多い時は避難 

・ 自主判断で避難する時は、班長に連絡 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

 （自宅の 2階以上・崖、川などからなるべく離れた場所） 

・近隣に声をかけること 

・早めの避難を心掛ける 

 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 

※自主判断で避難する時は、リーダー・サブリーダー →組長・班長・に連絡 

※組長・班長の代理は、前任者とする。 



向橋

防災マップ ー中品野町・井山町 令和2年

品野台小学校

井山町

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

大洞新池

老人ホーム
陶寿荘

急斜面

土砂崩れ
の恐れ

一時集合場所
郷東

一時集合場所

農業集荷場

郷西

一時集合場所
森前

一時集合場所
森東

一時集合場所
森西

一時集合場所
郷西

弁財天

一時集合場所
郷中

令和2年修正



中品野町・郷東組の災害時の対応   

 

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

・各班員は組長、班長の連絡先の確認  

・安否の確認は各班長が確認➡組長➡町内会長  

・避難路の確認 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所・・・伊里良二宅裏の空地 

・ 家族の安否と火元 (ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認したら、一時集合場

所へ 

・ 家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難場所をメモなどに

残す    避難路の確認 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 近辺の川や側溝の水量に注意  水量が多い時は避難 

・ 自主判断で避難する時は、班長に連絡 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

 （自宅の 2階以上・崖、川などからなるべく離れた場所） 

・近隣に声をかけること 

・早めの避難を心掛ける 

 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 

※自主判断で避難する時は、リーダー・サブリーダー →組長・班長・に連絡 

※組長・班長の代理は、前任者とする。 



向橋

防災マップ ー中品野町・井山町 令和2年

品野台小学校

井山町

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

大洞新池

老人ホーム
陶寿荘

急斜面

土砂崩れ
の恐れ

一時集合場所
郷東

一時集合場所

農業集荷場

郷西

一時集合場所
森前

一時集合場所
森東

一時集合場所
森西

一時集合場所
郷西

弁財天

一時集合場所
郷中

令和2年修正



中品野町・郷中組の災害時の対応   

 

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

・各班員は組長、班長の連絡先の確認  

・安否の確認は各班長が確認➡組長➡町内会長  

・避難路の確認 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所・・・エムカフェ 

・ 家族の安否と火元 (ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認したら、一時集合場

所へ 

・ 家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難場所をメモなどに

残す    避難路の確認 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 近辺の川や側溝の水量に注意  水量が多い時は避難 

・ 自主判断で避難する時は、班長に連絡 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

 （自宅の 2階以上・崖、川などからなるべく離れた場所） 

・近隣に声をかけること 

・早めの避難を心掛ける 

 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 

※自主判断で避難する時は、リーダー・サブリーダー →組長・班長・に連絡 

※組長・班長の代理は、前任者とする。 



向橋

防災マップ ー中品野町・井山町 令和2年

品野台小学校

井山町

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

大洞新池

老人ホーム
陶寿荘

急斜面

土砂崩れ
の恐れ

一時集合場所
郷東

一時集合場所

農業集荷場

郷西

一時集合場所
森前

一時集合場所
森東

一時集合場所
森西

一時集合場所
郷西

弁財天

一時集合場所
郷中

令和2年修正



中品野町・郷西組の災害時の対応   

 

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

・各班員は組長、班長の連絡先の確認  

・安否の確認は各班長（前班長）が確認➡組長（前組長）➡町内会長 （ ）は、サブ 

・避難路の確認 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所・・・中品野会館・農業集荷所 

・ 家族の安否と火元 (ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認したら、一時集合場

所へ 

・ 家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難場所をメモなどに

残す    避難路の確認 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 近辺の川や側溝の水量に注意  水量が多い時は避難 

・ 自主判断で避難する時は、班長に連絡 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

 （自宅の 2階以上・崖、川などからなるべく離れた場所） 

・近隣に声をかけること 

・早めの避難を心掛ける 

 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 

※自主判断で避難する時は、リーダー・サブリーダー →組長・班長・に連絡 

※組長・班長の代理は、前任者とする。 



向橋

防災マップ ー中品野町・井山町 令和2年

品野台小学校

井山町

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

大洞新池

老人ホーム
陶寿荘

急斜面

土砂崩れ
の恐れ

一時集合場所
郷東

一時集合場所

農業集荷場

郷西

一時集合場所
森前

一時集合場所
森東

一時集合場所
森西

一時集合場所
郷西

弁財天

一時集合場所
郷中

令和2年修正



広之田町の災害時の対応   

 

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

リーダー    町内会長（副会長）   

サブリーダー 各組長（班長） 

安否の確認は各組長（班長）が行い、確認後リーダーへ連絡する。 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所・・・広之田集会所  

・ 家族の安否と火元 (ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認したに後

一時集合場所へ移動する 

・ 家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難場所  

をメモなどに残す 

 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 自主判断で避難する時は、リーダー又は組長へ連絡 

・ 早めの避難を心掛ける 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ移動 

   

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

 

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 



体育館

防災マップ ー広之田町 令和２年

一時集合場所

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

笠原金型はたの自動車

カフェ

ミニストップ

レストラン



岩屋町の災害時の対応     

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

  町内会長が戸別に確認 

 

 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

 

・ 家族の安否と火元を確認したら、一時集合場所(浄源寺)へ 

一時集合場所が危険な時は、品野台小学校へ 

・ 動きやすい服装で、持ち物は最小限に 

・ 非常持ち出しに必要なものを用意しておく 

 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 鳥原川が増水したら、早く逃げる 

・ 自主判断で避難するときは、町内会長に連絡 

・ 避難準備・高齢者等避難開始が発令されたら、特に高齢者は避難開始 

・ 屋外への避難が危険なときは、屋内の安全な場所へ 

 

 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 



通行止め

鳥 原 町

防災マップ ー岩屋町 令和２年

岩屋町

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

岩屋堂公園

岩屋堂
バンガロー村

一時集合場所

浄源寺

岩屋橋
清水大橋 涼風橋 もみじ橋

紅橋

河鹿橋
トイレ



金地組の災害時の対応     

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

リーダー  当該年度の町内会長  サブリーダー  当該年度の各班長 

安否の確認は各班長が回覧順リレーで確認を依頼する 

各班で安否の確認後リーダーに連絡 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所 ・・・旧上品野小学校グラウンド  

・ 家族の安否と火元(ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認したら、

一時集合場所へ 

・  一時集合場所が危険な時は、品野台小学校(緊急避難場所)へ 

・  家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難先を    

メモなどに残す 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・  山から水が出たり、崖から石が落ちてきたら早く逃げる 

・  自主判断で避難する時は、リーダーに連絡 

・  金地川が増水していたら、川沿いの避難は避ける 

・ 「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されたら、災害時要配慮者(高齢者、

乳幼児、障害者等)は避難を開始する 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

(自宅の二階以上・がけ、川などからなるべく離れた場所) 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 



城前橋

（防災器具庫）
（AED）

旧上品野小学校

品野台分団詰所

防災マップ ー上品野町（金地・宮前・横町・中町・中央・東山） 平成29年

上品野町
土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

一時集合場所

昭和32年豪雨で
土砂災害発生

昭和32年豪雨で
土砂災害発生



宮前組の災害時の対応     

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

リーダー  組長  サブリーダー  各班長 

リーダーが不在又は被災した時は、各班長が代行する。 

安否の確認は各班長が行う。安否の確認後、リーダーに状況を報告する。 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所 ・・・旧上品野小学校 

・ 家族の安否と火元(ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認したら、

一時集合場所へ 

・  一時集合場所が危険な時や道路が遮断されたら、他の安全な場所を選択 

・  家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難先を    

メモなどに残す 

・  あらかじめ避難経路を決めておき、基本的に車での移動は避ける 

・  一人で避難せず、集団で避難する 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 山から水が出たり、崖から石が落ちてきたら早く避難 

・ 自主判断で避難する時は、リーダーに連絡 

・ あらかじめ避難経路を決めておく 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

(自宅の二階以上・崖、川などからなるべく離れた場所) 

 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 



城前橋

（防災器具庫）
（AED）

旧上品野小学校

品野台分団詰所

防災マップ ー上品野町（金地・宮前・横町・中町・中央・東山） 平成29年

上品野町
土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

一時集合場所

昭和32年豪雨で
土砂災害発生

昭和32年豪雨で
土砂災害発生



 



城前橋

（防災器具庫）
（AED）

旧上品野小学校

品野台分団詰所

防災マップ ー上品野町（金地・宮前・横町・中町・中央・東山） 平成29年

上品野町
土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

一時集合場所

昭和32年豪雨で
土砂災害発生

昭和32年豪雨で
土砂災害発生



中町組の災害時の対応 

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

※ 災害発生時のリーダーは組長・サブリーダーは副組長とする。 

・  安否確認は、各班で実施・班長は、災害状況等をリーダーに報告 

・  リーダーは災害状況等を確認し、救助が必要な時は、消防(119 番通報)

及び自治会長に連絡 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

※ 一時集合場所・・・伊藤理容店前の広場(駐車場)です。 

 ・ まず、自分の身を守る (姿勢を低く・頭を守る・動かない) 

・  余震の発生に注意し、家族の安否、ブレーカー、ガスの元栓等の確認 

・  揺れが収まって危険と感じたら一時集合場所へ、一時集合場所が危険な  

時は、緊急避難場所(品野台小学校)へ 

 ・ 持ち物は最小限に、動きやすい服装で、徒歩で危険な個所を避けて移動 

 ・ 二人以上で行動し、隣近所の助け合いと協力に心掛ける 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

※ 風水害の緊急避難場所は、「品野台地域交流センター」です。 

 ・ 防災気象情報(注意報・警報)に注意し、早めに避難する 

  ・ 避難は自らの判断で、避難する時はリーダーに連絡 

 ・ 各自で避難経路を決めておく 

 ・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

   (自宅の二階以上、崖から離れた部屋) 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 



城前橋

（防災器具庫）
（AED）

旧上品野小学校

品野台分団詰所

防災マップ ー上品野町（金地・宮前・横町・中町・中央・東山） 平成29年

上品野町
土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

一時集合場所

昭和32年豪雨で
土砂災害発生

昭和32年豪雨で
土砂災害発生



中央組の災害時の対応     

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

リーダー  組長  サブリーダー  各班長 

安否の確認は各班長が個別に実施する。 

各班で安否の確認後リーダーに連絡 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所 ・・・丸三製陶所前 

・ 家族の安否と火元(ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認したら、

一時集合場所へ 

・  一時集合場所が危険な時は、品野台小学校(緊急避難場所)へ 

・  家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難先を  

メモなどに残す 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 自主判断で避難する時は、組長に連絡 

・ 川が増水していたら、近づかない 

・ 川が増水して、橋を渡り避難することが困難な時もある 

屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

(自宅の二階以上・崖、川などからなるべく離れた場所) 

 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 



城前橋

（防災器具庫）
（AED）

旧上品野小学校

品野台分団詰所

防災マップ ー上品野町（金地・宮前・横町・中町・中央・東山） 平成29年

上品野町
土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

一時集合場所

昭和32年豪雨で
土砂災害発生

昭和32年豪雨で
土砂災害発生



東山組の災害時の対応     

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

リーダー  その年の会長  サブリーダー  その年の各組・班長 

安否の確認は各班長が実施する。 防災台帳を十分に活用する。 

各班で安否の確認後リーダーに連絡 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所 ・・・三国高原集会所 

・ 家族の安否と火元(ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認したら、

一時集合場所へ 

・  家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難先を   

メモなどに残す 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 山から水が出たり、崖から石が落ちてきたら早く逃げる 

・ あらかじめ避難経路を決めておく 

・ 自主判断で避難する時は、リーダーに連絡 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

(自宅の二階以上・崖、川などからなるべく離れた場所) 

 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 



城前橋

（防災器具庫）
（AED）

旧上品野小学校

品野台分団詰所

防災マップ ー上品野町（金地・宮前・横町・中町・中央・東山） 平成29年

上品野町
土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

一時集合場所

昭和32年豪雨で
土砂災害発生

昭和32年豪雨で
土砂災害発生



新道組の災害時の対応     

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

リーダー・・・ 組長  サブリーダー・・・各班長 

安否の確認は各班長がが行い、災害状況を組長に連絡する。 

リーダーは、状況に応じて適切な指示をする。また、救助が必要な時は消防 

(119)に通報し自治会長に連絡する。 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所・・・太田宅西の駐車場 

・ 緊急避難場所・・・品野台小学校  

・ 火元(ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)の確認をする 

・ 揺れが収まって危険と感じたら一時集合場所へ 

・  一時集合場所が危険な時は、緊急避難場所へ二人以上で避難 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 緊急避難場所・・・品野台地域交流センター 

・ 気象情報に注意し早めに非難 

・ 自主判断で避難する時は、リーダーに連絡 

・ 日頃から自宅近辺の危険な場所を確認し避難経路を決めておく 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

(自宅の二階以上・がけ、川などからなるべく離れた場所) 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 



新道・中村

品野台分団詰所

品野台小学校

防災マップ ー上品野町（新道・中村） 平成29年

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

（防災器具庫）一時集合場所

一時集合場所

（防災器具庫）
品野台地域交流センター （AED）

城前橋

観音橋
会津橋

水害危険あり

水害危険あり



 



新道・中村

品野台分団詰所

品野台小学校

防災マップ ー上品野町（新道・中村） 平成29年

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

（防災器具庫）一時集合場所

一時集合場所

（防災器具庫）
品野台地域交流センター （AED）

城前橋

観音橋
会津橋

水害危険あり

水害危険あり



桑下南組の災害時の対応 (防災マップ裏面)     

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

リーダー  町内会長  サブリーダー  各班長 

安否の確認は各班長が回覧順リレーで確認を依頼する。 

各班で安否の確認後リーダーに連絡 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所 ➀水野政光駐車場  ➁交流センター「ぬくも里」駐車場 

・ 家族の安否と火元(ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認したら、

一時集合場所へ 

・  一時集合場所が危険な時は、品野台小学校(緊急避難場所)へ 

・  家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難先を  

メモなどに残す 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 山から水が出たり、崖から石が落ちてきたら早く逃げる 

・ 自主判断で避難する時は、リーダーに連絡 

・ 水野川が増水していたら、川沿いの避難は避ける 

・ 「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されたら、災害時要配慮者(高齢者、

乳幼児、障害者等)は避難を開始する 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

  (自宅の二階以上・がけ、川などからなるべく離れた場所) 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 



増水して越水すると川沿いの
住宅に浸水する恐れあり

防災マップ ー上品野町（桑下南） 　平成29年　　　　　　

上品野町

麦の里

城前橋

観音橋

防災器具庫

会津橋

まゆ

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

品野台消防分団

一時集合場所
一時集合場所

(防災器具庫）

AED
（かいと）



桑下北組の災害時の対応     

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

● リーダー  当該年度の組長  サブリーダー  当該年度の副組長 

安否の確認は各班長が回覧順リレーで確認を依頼する。 

● 各班で安否の確認後リーダーに連絡   救助の要請は消防(119)へ 

● リーダー及び各班長は、災害時の要配慮者(高齢者、乳幼児、障害者等)を防

災台帳等で事前に把握しておく。 

避難  危険を感じたら自主避難 

家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難先をメモ

などに残す。 

非常時の持ち出し品は、家族構成、季節等を考慮する。 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所(原則として地震時のみ)  

(1~4 班 桑下信号脇の空地)   (5A･5B 班 菩提寺入口の広場)  

・ 家族の安否と火元(ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認したら、

一時集合場所へ 

・ 一時集合場所が危険な時は、品野台小学校グラウンド(緊急避難場所)へ 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 自主判断で避難する時は、リーダーに連絡 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

(自宅の二階以上・がけ、川などからなるべく離れた場所) 

 

品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 



増水して越水すると川沿いの
住宅に浸水する恐れあり

防災マップ ー上品野町（桑下南） 　平成29年　　　　　　

上品野町

麦の里

城前橋

観音橋

防災器具庫

会津橋

まゆ

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

品野台消防分団

一時集合場所
一時集合場所

(防災器具庫）

AED
（かいと）



1 班組長 

 

 

北山町内会自主防災組織 

自然現象等により､住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 
 

避難準備･高齢者等避難開始  
いつでも避難ができるように準備 

高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始  

避難勧告 安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示（緊急） 
直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害発生時 

①  各組長は班の住民の安否を確認して一時集合場所にて町内会長に報告する 

②  北山町内会住民で動ける人は全員公園に集合して下さい 

③  町内会長は救助が必要な世帯を確認し、動ける人を集め救助する 

北山町内会自主防災組織(安否確認チーム) 

 

 

北山町内会長 

 

 

5 班組長 

 

 

4 班組長 

 

 

3 班組長 

 

 

2 班組長 

 

 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭､広場)及び避難所(建物) 

 交流センター｢ぬくも里｣(41－2253)  品野台小学校(41-0041) 

 品野中学校(41-0019)        上半田川町民会館(41-2291) 

※避難所開設状況(要請を會む)の問い合わせ 瀬戸市役所(82-7111) 

 避難関連の災害情報はテレビ･ラジオサンキュー･市 HP･安全安心メールで確認 

※市指定の避難場所には避難警報が出た時は市職員が常駐します。 
 

 
 

一時集合場所は公園です 



防災マップ ー北山・白岩町西 平成29年

白岩町

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器



片草町の災害時の対応     

自然現象等により、住民及び建築物に著しい危害が及んだ時又は予想される時 

避難準備・高齢者等避難開始  いつでも避難ができるように準備 

                     高齢者、乳幼児、障害者等は避難開始 

避難勧告               安全な場所・避難場所へ避難開始 

避難指示(緊急)           直ちに避難開始 

外出が危険な時は室内の安全な場所へ 

災害時のリーダーと安否の確認体制     

リーダー  自治会長  サブリーダー  各副会長 

安否の確認は各組長が確認後リーダーに連絡 

避難  危険を感じたら自主避難 

地震 (建物倒壊・大火災・土砂災害の恐れ) 

・ 一時集合場所 : 町民会館 

・ ・ 家族の安否と火元(ブレーカーの遮断・ガスの元栓を閉める)を確認した

ら、一時集合場所へ 

・  一時集合場所が危険な時は、品野台小学校(緊急避難場所)へ 

・  家を出る時は、動きやすい服装で持ち物は最小限にし、連絡先や避難先を  

メモなどに残す 

風水害 (各種気象情報・浸水・土砂災害の恐れ) 

・ 山から水が出たり、崖から石が落ちてきたら早く逃げる 

・ 山林が多いので土砂災害に注意する 

・ 自主判断で避難する時は、リーダー(自治会長)に連絡 

・ 片草川が増水していたら、川沿いの避難は避ける 

・ 「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されたら、災害時要配慮者(高齢者、

乳幼児、障害者等)は避難を開始する 

・ 屋外への避難が危険な時は、屋内の安全な場所へ 

(自宅の二階以上・崖、川などからなるべく離れた場所) 

 品野台地域における市指定の避難場所(校庭、広場)及び避難所(建物) 

交流センター「ぬくも里」 (41-2253)     品野台小学校(41-0041) 

品野中学校(41-0019)             上半田川町民会館(41-2291)   

※ 避難所開設状況(要請を含む)の問い合わせ  瀬戸市役所 (82-7111) 

避難関連の災害情報はテレビ・ラジオサンキュー・市 HP・安全安心メールで確認 



防災マップ ー片草町 平成29年

片草町

八幡神社

防災器具庫

一時集合場所

橋

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器



 



白岩町

防災マップ ー白岩町 令和２年

防災器具庫

至　定光寺
　　東海自然歩道

至　岩屋堂
　　東海自然歩道

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器 神社

↓

↓

条件付き一時集合場所

白岩町民会館



 



防災マップ ー上半田川町 令和２年

名古屋学院駐車場

土砂災害警戒区域
(土砂災害のおそれがある地域）

土砂災害特別警戒区域
（建築物に損害が生じ、住民に
  著しい危害を及ぼすおそれが
  ある地域)

　がけ崩れ・地すべり
土石流などの危険区域

消火器

避難所・一時集合場所

上半田川町民会館

一時集合場所

＊町内や避難所が危険な場合は
　品野台地域交流センター、品野台小学校へ
　移動する。

昭和32年
がけ崩れ発生

昭和16年9月水害発生
蛇ケ洞川が氾濫

蛇ケ洞川



資料３ 品野連合防災対応緊急連絡表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



１組

２組

３組

５組

１組

２組

３組

４組

金地組長

宮前組長

横町組長

中町組長

中央組長

新道組長

中村組長

桑下南組長

桑下北組長

北山組長

東山組長

東組組長

八丁目町内会長 西組組長

西２組組長

１組長

広之田町内会長 ２組長

３組長

１組長

井山町内会長 ２組長

３組長

４組長

東組長

鳥原町内会長 中組長

西組長

花の木組長

岩屋町内会長 町内

森東組長

中品野町内会長 森西組長

森前組長

郷東組長

中品野副町内会長 郷中組長

郷西組長

４組

２組

３組

下り嶋長

中央嶋長

東屋敷嶋

坂屋敷嶋

上品野自治会長

品野連合自治会副会長

品野台消防分団長

瀬戸市役所 瀬戸消防東分署

寺嶋長

宮の入嶋長

品野連合自治会副会長

定光寺自治会長

下半田川自治会長

上半田川自治会長

品野連合自治会副会長

１組

４組

３組

上嶋長

１組

２組

４組

防災リーダー長

東島長

中島長

中品野副自治会長

１組

２組

３組

西島長

４組

休場嶋

　品野連合自治会　防災対応緊急連絡表　　　　品野台地域交流センター　ＴＥＬ：４１-２２５３

品　野　連　合　自　治　会　長

上品野副自治会長

白岩自治会長

片草自治会長

西屋敷嶋

中品野自治会長

下嶋長

如意屋嶋

森前嶋



 



資料４ 備蓄資機材 

 

品野台交流センター（１） 

 

  



 



資料４－（１） 

防災倉庫・数量一覧表 

令和２年８月 1日現在 

 

品  名 数量 品  名 数量 

災害用工具 一式 毛布 15枚 

バール 8本 土のう 
900 

掛矢 2本 ブルーシート 34枚 

ジャッキ(油圧) 2機 木杭 10本 

ジャッキ 5機 ロープ(トラ) 200ｍ 

サーチライト 2機 ロープ(レンジャー) 200ｍ 

袋式担架 2式 帽子(防災) 10個 

メガホン 2機 
  

スコップ 10本 
  

バケツ 18個 
  

柄杓 2個 
  

    

    

※ 一年に一度は数量の確認と点検をすること。 


