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１．極楽学区の現状

• 人口 7,783人（男 3,638＋女4,145 世帯数3,481 2.23人/世帯）R2.5.1現在

• 指定避難所定員 1,047人（コロナ対策以降も定員変更なし？）

• 収容可能人員 ビスケット アルファ化米 梅がゆ 毛布 簡易便座 簡易パックトイレ

1. 極楽小学校 289人 900 550 50 290 16 1200（171人/日分・・7回/日）

2. コミュニティセンター 51人 100 0 50 50 有 400

3. 名東高校 415人 400 150 50 200 有 6000

4. 名東スポーツセンター 292人 400 150 50 200 有 1200

（スポセン ➡ 避難所は１階競技場 南側出入口 ２階は遺体安置所 北側出入口を使用）



指定避難所の役割

1. 避難所のメリット

支援物資、医療支援、頑丈な建物、炊き出し、情報 水、トイレ

2. 避難所の定員問題（2018年5月1日現在）

学区人口に対して、避難所の定員は、常に少ない

災害時要援護者 → 被災者、けが人、病人、妊婦、独居老人、身障者など
優先



極楽学区 自主防災会と自治会(災害対策委員)

 7つの自主防災会 ■ 12の自治会（災害対策）

1. 極楽北 自主防災会 １．極楽北部

2. 極楽 ２．極楽第1 第2 第3 第4

3. 大針 ３．大針第1 第2 第3

4. 高針台1丁目 ４．高針台1丁目

5. 高針台2丁目 ５．高針台2丁目

6. 高針台3丁目 ６．高針台3丁目

7. 極楽4丁目 ７．極楽4丁目



２．極楽学区の防災体制（自主防と災害対策委員の役割分担）

防災の3段階

①予防（平常時） ②発災対応(初期消火・応急手当・救出救護・安否確認) ③避難(避難所・在宅）

• 自主防災会 ① ② に対応 消防署管轄 定年なし

➡ 災害時、緊急避難場所（公園）に集合、安否確認の後、指定避難所に誘導

➡ 安否確認に「個別救援リスト(災害時要支援者~めいとう見守り支援事業)」を活用

（R元年 自主防リーダー講習より）

• 災害対策委員 ③ に対応 区役所管轄 １～2年で交代

➡ 学区民に避難準備情報、勧告、指示

➡ 指定避難所の安全確認・運営管理・物資配布・り災証明事務など

（区政協力委員・災害対策委員ハンドブック P4より）



３．極楽学区で想定される災害

1.洪水・内水 ➡ ハザードマップ

➡ 低地が無いので、浸水予想無し

但し、東山浴槽とドコモの間が水没事例 平常時、
雨水ますのゴミや落ち葉の定期清掃が大事

2.地震 ➡ ハザードマップ

1. 震度 震度6弱を予想 一部震度7

2. 液状化一部予想あり







極楽学区の
液状化予想





４．極楽学区で想定される被害（震度6弱）

• 全壊・半壊予想 ➡ 名古屋市耐震化率８９％（H27年）・・震度6弱に耐える

3481世帯×（100-89）％＝382世帯 ➡ り災証明

• 被災人口予想

7783人×（100－89）％＝858人 ➡ 避難所

• 怪我人予想 ➡ 名古屋市家具固定率５５％（H26年）

7783人×（100-55）％＝3,502人 ➡ 応急手当



５．極楽学区の防災設備等

•指定避難所 ➡1.小学校 2.コミセン 3.名東高校 4.スポセン

•応急給水 ➡1.極楽小学校南門 2.極楽公園

•仮設トイレ ➡1.極楽コミセン 2.極楽小学校東門

•各地区防災倉庫

•自主防災会(団OBの協力) 災害対策委員 極楽消防団等

•学区内協力企業



応急給水

1.極楽小学校南門の近く



応急給水

2.極楽公園



１．仮設トイレ

極楽小学校東門の近く



給水とトイレの地域的偏り

２．仮設トイレ

極楽コミセンと高針幼稚園 の間



極楽消防団詰所（H４年完成） 名東区高針台2丁目906 



広報車



大針第2公園 ポンプ小屋



大針第2公園 防火水槽



極楽学区の水利

• 耐震防火水槽（100㎥） 大針第2公園 大針二丁目１３５

• 防火水槽 （40㎥） 大針北公園 大針一丁目３７８

極楽消防団 高針台二丁目９０１

大針南公園 大針三丁目１０１

• プール 名東スポーツセンター 猪高町高針勢子坊３０７－１２

極楽小学校 高針台三丁目９０１

名東高校 大針一丁目３５１



大針中央公園の調整池



学区内協力企業

1. アイチテクノ（大針1丁目357） 一時的避難場所・機材貸出・職員派遣

避難所開設時の運営支援

2. ヤマナカ極楽フランテ（極楽1丁目25） 一時的避難場所

3. EM生活（極楽5丁目148） 炊出し・防疫臭気対策・避難所支援

4. 東山自動車学校（大針３丁目100） 一時的避難場所（屋外）マイクロバス派遣

5. 東山浴槽（大針2丁目16） 一時的避難場所

6. 増田新聞店（極楽3丁目87） オートバイによる情報収集

7. チトセ（高針台1丁目205） 水道技術者の派遣・機材貸出

8. 豊田信用金庫（高針台1丁目113） 一時的避難場所



６．極楽防災あんしんまちづくり委員会と消防団が提案する防災対策

•予防 （備えあれば患いなし）

•耐震診断・シェルター・家具の固定・ZEH(ｾﾞﾛｴﾈﾙｷﾞｰﾊｳｽ)

•備蓄（水・食料・燃料・固形トイレ 他）

•防災訓練・懇話会（自主防災会）➡ 消防署・団

•コロナ対応避難所運営訓練（災害対策委員）➡ 区役所

•発災対応 （発災直後～最大72時間）

⇒ 初期消火・応急手当・救出救護・安否確認

•在宅避難~食う・寝る・出す（３~７日間）



耐震診断とシェルター 家具固定（チラシ参照）

• 耐震診断（木造・非木造）

• 耐震シェルター

• 家具固定



ZEH（ゼロエネルギーハウス）＋ 井戸



７．在宅避難~食う・寝る・出す（3日～7日）

ライフライン（電気・水道・ガス・通信）が遮断 ➡ キャンプで練習

• 食う ➡ 非常食（ローリングストック） 飲料水３L/日×人数×日数
カセットコンロ ラップ（食器代用）

• 寝る ➡ 耐震診断・シェルター 家具転倒防止 ➡ 応急手当
ZEH（ゼロエネルギーハウス）
避難所 車中 テント ホテル 知人・親戚・実家

・ 出す ➡ 固形トイレ＋新聞紙 （デモ）+ 風呂残り湯

7回分/日×人数×日数

可燃物として出せる（保健委員に確認）

・その他 ➡ ラジオ スマホ バッテリー 乾電池



消防団員 絶賛募集中❣
➡ 消防団って、実は、防災団なんです！

「消防団を中核とした地域防災⼒の充実強化に関する法律」平成25年制定より

• 極楽 4名 大針 3名 たかほく 10名 在籍17名＋欠員８名＝定員２５名

全員男性 学区外勤務16名 平日昼間不在！

• 入団資格

• 活動内容

• 処遇

 極楽学区に、在住・在勤・在学の健全な男女 

 年齢 １８才から６５才まで 定年７５才 

 予防 AED・応急手当・防災訓練の企画、広報・パトロール 

 消防 延焼防止・残火処理・警戒区域設定、ポンプ操法 

 総務 消防資器材の管理、火災共済事務、予算管理 

 名古屋市の非常勤職員                         

 年額報酬、出場手当、退職報償金（５年以上）、災害補償 

 制服貸与、消防個人年金制度あり 


