
第４回 新穂地区防災円卓会議次第 

 

と き 平成 29年 10月 24日(火) 19時～ 

ところ 新穂行政サービスセンター ２F 学習室 

 

 

○○ 本日の予定 ○○ 

 

 

 １ 開 会 

 

 ２ 防災に関する情報を知る、学ぶ 

  ◆ 新穂地域における「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」の指

定について    新潟県佐渡地域振興局 地域整備部砂防課  

 

 ３ ワークショップ  

   テーマ / 「避難について考えよう」(第３回円卓会議の継続) 

・ 避難誘導体制の整備 

・ 要配慮者等の避難の実効性 

・ 避難所の運営  等 

   ※ もしものときの行動の基本手順と留意事項 (災害種別ごとに) 

      ※ どこにどうやって避難するのか(図上作業) 

    ※ 避難所を円滑に運営するための留意点 

 

  ４ 今後の予定 

 

 ５ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



広域避難所・一時避難所の見直し 

要請 1 ※：優先的に開設する指定緊急避難場所及び指定避難所です。また、        
佐渡市で震度５弱以上の地震が発生した際に自動開設します。それ以
外の避難所・避難場所は、災害の程度・状況に応じて必要がある場合
のみ開設します。 

洪：洪水、土：土砂災害、地：地震、津：津波、火：大規模な火事 
新穂体育館：平成 31年 3月末に廃止する予定です。 
拠点・安全：自主防災会が設定する防災稼動拠点施設(避難集合場所、指定避難所

予備施設等)、災害の種類ごとの近隣の安全な場所です。 

避難所名(竣工年月) 収容人員 旧区分 新区分 災害種類 

※トキのむら元気館(H12.3) 763 

広域避難所 

指定緊急避難場所 

/指定避難場所 

洪/土/地/火 

新穂小学校体育館(H21.9) 617 ×/土/地/火 

行谷小学校体育館(H10.3) 604 洪/土/地/火 

新穂中学校体育館(H5.3) 1,176 洪/土/地/火 

新穂武道館(S57.3) 509 洪/土/×/火 

新穂体育館(S48.2) 839 - - 

計 4,508 - - - 

新穂歴史民俗資料館前観光駐車場  

一時避難所 

- - 

新穂就業改善センター(S53.8)  拠点・安全 洪/ /×/火 

皆川集落開発センター(S46.11)  拠点 ×/ /×/× 

新穂舟下活性化センター(H18)  拠点・安全 ×/ /地/火 

下新穂集落開発センター(S52.8)  拠点・安全 ×/ /×/火 

武井公民館(S45.5)  拠点・安全 洪/ /×/火 

大野区公民館(S33.7)  拠点・安全 洪/土/×/火 

下大野集落開発センター(S58.10)  拠点・安全 / /地/火 

郷平集落開発センター(S62.12)  拠点・安全 洪/  /地/× 

上大野集落開発センター(H2.10)  拠点・安全 洪/土/地/火 

井内集落開発センター(H1.10)  拠点・安全 洪/×/地/火 

上新穂集落開発センター(S62.10)  拠点・安全  /×/地/火 

瓜生屋営農センター(S61.10)  拠点・安全 /土/地/火 

正明寺農事集会所(H5.8)  拠点・安全 /土/地/火 

田野沢活性化センター(H14.3)  拠点・安全 /土/地/火 

潟上集落開発センター(S49.3)  拠点・安全   /土/×/火 

青木転作促進研修センター(S58.11)  拠点・安全 洪/ /地/火 

長畝活性化センター(H14.3)  拠点・安全 ×/ /地/火 

内巻集落開発センター(S63.10)  拠点・安全 洪/  /地/火 

島公民館(S33.8)  拠点・安全 ×/  /×/火 

北方公民館(T12)  拠点・安全 ×/ /×/火 

新穂区公民館(S62.8)  拠点・安全 洪/ /地/× 

馬場薬師堂(m)  - 拠点・安全 ×/ /×/火 

牛尾神社 高台  - 安全 津 

（案） 



◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.  .  現在)                      皆川集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

 

 

 ◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.9.27 現在)                      舟下集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

テント 1張  食事用具 一式  

スコップ 2個  座布団 30枚  

イス 20個     

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

給水用ポリタンク 20ℓ,10個、10ℓ,10個  毛布 10枚  

ポリバケツ（大） 5個  洗面用具 5セット  

ブルーシート 5枚  応急医薬品 2セット  

スコップ 5個  簡易トイレ又ポリ袋 3個  

杭木類 20本  カケヤ 2丁  

ハンマー 2丁  ※Ｈ29年より資機材整備補助を通し準備をしたい。 

      



◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.9.15 現在)                      下新穂集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

テント 2張  ビニールシート 4枚  

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

 

 

 

◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.9.10 現在)                        武井集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

非常持出袋 1個  集会用テント 1張  

非常用品セット 1個     

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

 

 

 

 

 



◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.9.18  現在)                        下大野集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

ヘルメット 100個 各戸 2個、センター5個 発電機 1台  

ハンドマイク 11個 各班長、センター5 個 テーブル 4台 安否確認及び食事用 

強力ライト（懐中電灯） 11個 〃 応急セット 1個  

投光機 3個  自主防災会のぼり 1本  

コードリール 5個  ブルーシート 5枚 大 5 

ラジカセ（ラジオ） 1個  テント 3張 大 2、小 1 

ガスコンロ 1台     

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.8.31 現在)                        郷平集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

発電機 1台 20年資補・避難用 土嚢袋（50入） 1個 20年資補・水防用 

ガソリン携行缶（20ℓ） 1個 20年資補・避難用 リヤカー（折りたたみ式） 1台 22年資補・避難用 

コードリール（30ｍ） 1個 20年資補・避難用 担架（携帯用） 1台 22年資補・救護用 

投光器（50Ｗ） 2個 20年資補・避難用 整理棚 1個 22年資補 

消火器※ 3本 20 年資補・初期消火用 簡易トイレ 1個 23年資補・救護用 

ゴム手袋（3双入） 4個 20年資補 安全背負い具 1個 23年資補・救護用 

ロープ（トラ） 2巻 20年資補・救出用 ハンドマイク 1個 避難用 

ヘルメット 8個 20 年資補・初期消火用 使いきり手袋（100入） 1個  

救急セット 1個 20年資補・救護用 天幕 1枚 14年購入・救護用 

防塵マスク（50 入） 7箱 20年資補・救出用 二段はしご 1個 14年購入・救出用 

作業メガネ 7個 20年資補・救出用 給水タンク 1個 500リットル 

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

ハイゼックス袋※ 100～200枚 炊き出し用 消火器※  有効期限後の備蓄方法 

炊飯装置 1～2台 炊き出し用 ゴムボート 1艘  

ポリタンク（20ℓ） 10個 炊き出し用    

※ハイゼックス袋は、毎年防災訓練で使用しているので多めに常備しておきたい消耗品（現在は訓練の都度調達） 

 

 

 

 

 



◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.  .  現在)                      上大野集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

 

 

 

◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.9.26  現在)                      井内集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

担架 1台  ポリタンク 20ℓ 2個  

拡声器 1個     

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

 

 

 

 

 



◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29. .  現在)                        上新穂集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

 

 

 

◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.9.26  現在)                        瓜生屋集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

自家用発電機 1台  懐中電灯 6個  

ハンドマイク 2個  投光器 1個  

消火器 1本  防寒服 3着  

土のう（袋） 20枚  コードリール 1個  

担架 1台  ヘルメット 10個  

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

 

 



◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.9.27現在)                      正明寺集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

ガス炊飯器 1台  コードリール 1個  

アルミ鍋 2個  蓄光メガホン 1個  

コンロ(鋳物) 1台  インバーター発電機 1台 燃料：ガスボンベ 

クーラーボックス 2個  トランシーバー 3個  

ブルーシート 3枚  懐中電灯 3個  

消火器 2本  折りたたみﾘﾔｶｰ 1台  

灯光器 1個     

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

 

 

◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.9.27  現在)                        田野沢集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

ブルーシート 5枚  ポリバケツ（フタ付） 3個  

ポリタンク 10ℓ 5個  一輪車 1台  

カセット式発電機 1台     



◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29. .  現在)                       潟上集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

消火器 1本     

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

 

 

◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.9.26  現在)                        青木集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

消火器 2本  防火用バケツ 5個  

メガホン 1個  ジャッキ（2ｔ） 1基  

バール（大） 1丁  ＡＭラジオ 1個  

作業灯 1個  軍手 12組  

ボルトカッター 1丁  ブルーシート 1枚  

ハンマー（仮枠用） 1丁  ヘルメット 5個  

ハンマー（0.9ｋｇ） 1丁  懐中電灯 2個  

鋸 1丁  ロープ（9mm、15m） １巻  

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      



 

◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.9.28  現在)                         長畝集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

シート 7枚  土のう袋 160枚  

テント 1式  大鍋 1個  

テントポール押え 6個  屋外用コンロ 1台  

発電機 1台  木炭 10kg  

ＬＥＤライト 2台  一輪車 1台  

延長コード 1台  物置 1基  

ハンドマイク（メガホン） 3台     

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

リヤカー 1台  ＡＥＤ 1台  

      

 

 

◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.9.25  現在)                         内巻集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

テント 1張     

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      



◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29. .  現在)                         島集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

ハンドマイク １個  ジョレン 10本  

スコップ 15本 角 5･剣 5･穴明 5 ブルーシート 3枚  

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

 

 

◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29. .  現在)                         北方集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

ヘルメット 20個  バケツ 7個  

飲料水タンク 20ℓ 3個  ブルーシート 3枚 8.9×8.9 

ライト 5個  コードリール 2個  

ヘットライト 2個  発電機 2台  

ハンドマイク 3個  ガソリンタンク 1個 10ℓ 

ロープ 大 1個、小 1個     

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

 



◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.9.1  現在)                         新穂集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

簡易トイレ 1個  誘導棒 5本  

カンパン 24缶 期限Ｈ31.2 無線機 2台  

救急箱（20人用） 1個  投光器 2台  

ヘルメット（148型） 5個  メガホン 2個  

保存水 1.5ℓ 8本 ～Ｈ31.2 テーブル 2台  

みそ汁缶 30個 ～Ｈ29 給水タンク 2個  

発電機 1台  ブルーシート 2枚  

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.9.20  現在)                         馬場集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

スコップ 3本 水防資器材 木のハンマー 1丁 水防資器材 

ビニールシート 3枚 〃 木のクイ 5本 〃 

ゴザ 2枚 〃 テント 1張 防災資器材 

ナタ 2丁 〃 消火器 2台 〃 

鋸 2丁 〃 炊き出し用大なべ 1個 〃 

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

飲料水用ポリタンク 20ℓ 2個 防災資器材 バール 2丁 水防資器材 

ロープ 1巻 水防資器材 ハンマー 1丁 水防資器材 

      

 

 

◆ 自主防災会保有 防災資器材一覧(H29.9.25  現在)                         三協集落 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

発電機 1台  ビニールシート 2枚  

テント 1張  簡易防災セット 40 ｾｯﾄ 各家庭 40軒 

      

◆ 自主防災会で追加備蓄したい防災資器材 

種類 数量 備考 種類 数量 備考 

無 無     

      

 


