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区民生活のメモ「こんなときの問合せ・相談」区民生活のメモ「こんなときの問合せ・相談」
（2022年3月31日現在）（2022年3月31日現在）

戸籍・住民票・国民健康保険・国民年金・生活保護・保健衛生などのことは…

生野区役所 所在地 勝山南3-1-19 TEL 6715-9986（代表）

ごみ処理のご相談は…

環境局東部環境事業センター 所在地 巽中1-1-4 TEL 6751-5311

生野区南部地区整備事業のご相談は…

都市整備局生野南部事務所
所在地 勝山南3-1-19  区役所5階 TEL 6717-8266

公園や街路樹のご相談は…

建設局真田山公園事務所 所在地 天王寺区真田山町5-70 TEL 6761-1770

ボランティアのことは…

生野区ボランティア・市民活動センター 所在地 勝山北3-13-20 TEL 6712-3101

水道のご相談は…

水道局お客さまセンター TEL 6458-1132

フリーコール 0800-777-8810

電気のご相談は…

所在地 北区本庄東3-9-3関西電力扇町営業所
所在地 東大阪市小阪1-6-15関西電力東大阪営業所
所在地 東住吉区今川8-3-33関西電力東住吉営業所

道路・河川・放置自転車のことは…

建設局田島工営所 所在地 田島1-17-13 TEL 6751-5000

外国人のための相談窓口は…

（公財）大阪国際交流センター
所在地 天王寺区上本町 8-2-6 TEL 6773-6533
相談時間 月～金曜日9：00～19：00 、土・日曜日・祝日 9：00～17：30

下水のご相談は…

クリアウォーターOSAKA 所在地 田島 1-17-13 TEL 6751-5048

年金・社会保険のご相談は…

今里年金事務所 所在地 東成区大今里西2-1-8 TEL 6972-0161

急病のときは…（2022年3月31日現在）

今里休日急病診療所 所在地 東成区大今里西3-6-6 TEL 6972-0767
中野休日急病診療所 所在地 東住吉区中野2-1-20 TEL 6705-1612
中央急病診療所（夜間）所在地 西区新町4-10-13 TEL 6534-0321

パスポートの申請は…

大阪府パスポートセンター
所在地 中央区大手前3-1-43  大阪府庁新別館南館 TEL 6944-6626

防火のご相談は…

生野消防署 所在地 舎利寺1-13-8 TEL 6731-0119

ガスのご相談は…

大阪ガス（お客さまセンター） TEL 0120-09-4817
大阪ガス（ガスもれ通報専用電話） TEL 0120-01-9424



見守り相談室
住民が抱えるくらしの困りごとは、さまざまで複雑になり支援が必要でありな
がら、適切な支援につながっていない人をいかに把握し支えるかが大きな課
題となっています。
地域で孤立している人に対するサポート、認知症高齢者等の行方不明時の対
応など地域における見守りネットワークの実現をめざします。

生活福祉資金
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得世帯などに対し、資金の貸付により、
経済的自立と生活の安定を目指すことを目的としています。貸付金の種類
は、福祉資金・教育支援資金・総合支援資金・緊急小口資金・不動産担保
貸付の５種類です。

生野区社会福祉協議会（生野区社協）は、誰もが住みよいまちづくりについて話し合う（協働する）組織です。
問合せ  生野区社会福祉協議会 生野区勝山北3-13-20

いくみんの郷（さと）
あじさいセンター
（生野区老人福祉センター）

当センターは愛称を募集し、 令和２年４月
より「いくみんの郷（さと）あじさいセン
ター」となりました。よりいっそう親しみ
やすいセンターづくりを目指します。市内
にお住いの６０歳以上の方を対象として、
生きがい探求・健康増進となる講習や同
好会・サークル自主活動のほか、仲間づく
り居場所づくりのきっかけとなる憩の場
所を提供しています。

TEL 6712-2228
〒544-0021　生野区勝山南4-7-35

あんしんサポート
（日常生活自立支援事業）

認知症、知的障がい、精神障がいなどによ
り判断能力が不十分な方で、金銭管理に
不安のある方が安心して生活できるよう支
援します。

地域の活動を支援します

小学校区を単位とした１９の地域社会福祉協議会で
は、地域の特性を活かしたさまざまな活動が展開さ
れています。生野区社協は、こうした活動の広がり、
充実に向けた支援や助成金の交付などをおこなって
います。

地域社会福祉協議会への支援

サロン活動、子育て支援活動などへの
支援をおこないます。

生野区社会福祉施設連絡会の活動を
支援しています。

車いすの短期無料貸し出しなども
おこなっています。

生野区こども地域
包括ケアシステム
子育てCSWが家庭や地域を訪問し
て、施設・学校・子ども食堂などのつ
ながりづくりをサポートします。ま
た、区役所の子育て支援室と連携し
て支援を必要とする保護者と子ども
や家庭の相談援助をおこないます。

はーとちゃん教室・
いきいき教室
（介護予防事業）

自分らしくいきいきと暮らすために介護予防をすすめま
しょう！介護が必要な状態にならないよう、運動、口腔、栄
養機能の向上を目的としたプログラムを実施しています。

生野区ボランティア・
市民活動センター

ボランティア活動や市民活動に関する支援・育成を推進すると
ともに、ボランティア団体などのネットワークの充実を図ります。

囲碁や将棋、施設等でのお話し相手、イベントや行事のお手伝
いなどさまざまな活動があります。

どんな活動があるの？

高齢、障がい、児童など分野を超えたボランティアグループが登
録、活動しています。内容も手話や点字、音訳といったものから
紙芝居やおもちゃの修理、楽器演奏など、趣味や特技を生かし
て幅広く活動しています。

どんなグループが活動しているの？

まず、「ボランティア・市民活動センター」へお電話ください。あ
なたに合った活動などをボランティアコーディネーターが一緒
に考えます。

ボランティアしてみたいけど、どうしたらいいの？

社会福祉協議会（社協）は、地域住民と保健・医療・福祉などの関係
機関や専門家、行政機関、当事者組織などで構成する社会福祉法に
位置づけられた民間の福祉団体です。

● 組 織 ●● 組 織 ●
地域の中にある福祉課題を地域全体の課題としてとらえ、その解決に
向けて地域住民が話し合ったり、ともに活動する場づくりをおこない、
「福祉によるまちづくり」を進めます。

● 目 的 ●● 目 的 ●

生活支援体制整備事業
（生活支援コーディネーター）

生活支援コーディネーターは、高齢者がお住まいの地域で、元気でいきいきと暮らし続け
られるよう、ニーズや資源を把握し、地域の特性に応じた助け合い・つながりづくりを、住
民や様々な団体と連携してつくる取り組みをおこなっています。

ご近''助'' パワフルサポート事業

福祉コーディネーターは、地域で一人ぼっちをつくらない様に、地域の身近な
相談窓口として、ちょっとしたお困りごとの相談を受付ています。
福祉の専門職や地域のボランティアさんと共に活動をしています。

「あなたのそばの福祉コーディネーター！」

生野区社協ってどんなところ？

おかちやま
オレンジチーム

（認知症初期集中支援推進事業）

医療、介護、福祉の専門職チームが、認知症
の方、または、その心配がある方やそのご家
族からの相談を受け、必要な医療や介護
サービスにつなげます。

TEL 6712-3113

居宅介護支援事業
介護保険のサービスを利用する方からの相談に応じ、適切なケア
プランを作成し、サービス事業者などとの調整をおこないます。

生野区地域包括支援センター
高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して生活が続けられ
るように、 専門の職員が様々な関係機関と協力しながら支援
します。
 TEL 6712-3103

TEL 6712-3101

くらしの相談窓口 いくの
（生活困窮者自立相談支援窓口）

くらしの相談窓口いくのでは、仕事や生活のことなどで悩んでいるあなたに寄
り添い、一緒に考え、解決していくお手伝いをしています。

TEL 6717-6565
〒544-8501　生野区勝山南3-1-19　生野区役所3階31番窓口

ひとりでかかえこまずにまずは気軽にご相談ください。

いくのの地域福祉活動

問合せ 社会福祉法人 大阪市生野区社会福祉協議会 地域支援担当　 TEL 6712-3101

ふれあい型食事サービス
ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯等の方を対象に、健康増進や見守り、

仲間づくりを目的に会食・配食などをおこなっています。

 

ふれあい喫茶
地域の方がだれでも参加でき、
コーヒーやジュースなどを飲みながら、
友人やボランティアさんと楽しいひとときを過ごします。

子育てサロン
乳幼児とその保護者が、
子育ての悩みを相談したり、
仲間づくり、遊び場づくりを推進します。

さまざまなイベント・行事等（地域活動）を通じて、
ご近所同士がつながり、
住民のみなさんが住みなれた地域でいきいきと暮らせるよう、
取り組んでいます。

さまざまなイベント・行事等（地域活動）を通じて、
ご近所同士がつながり、
住民のみなさんが住みなれた地域でいきいきと暮らせるよう、
取り組んでいます。

●地域ふれあい喫茶 一覧 ●子育てサロン 一覧

愛称 実施日 時間 開催場所地域名

北鶴橋 毎月第３土曜日ふれあい喫茶
きたつる 12:30～15:00 北鶴橋老人憩いの家

鶴橋3-5-34

鶴橋 毎月第３水曜日ふれあい喫茶 14:00～16:00 鶴橋会館・老人憩いの家
桃谷1-2-39

御幸森 毎月第２水曜日喫茶サロンみゆき 11:30～13:00 御幸森会館・老人憩いの家
桃谷5-4-29

勝山 毎月第４火曜日喫茶サロン 13:00～15:30 勝山会館・老人憩いの家
勝山南1-4 - 4

東桃谷 毎月第４土曜日ふれあい喫茶 10:00～13:00
東桃谷会館・老人憩の家
（東桃谷ふくろうの家）
勝山北3-4-32

舎利寺 毎月第３土曜日喫茶サロン 11:30～14:00 舎利寺会館・老人憩の家
勝山南4-13-1

西生野 毎月第２日曜日西生野
なかよしサロン 12:00～14:00 西生野会館・老人憩いの家

生野西4-4 -16

生野 毎月第４土曜日喫茶サロン
「いく～の」 12:00～14:00 生野会館・老人憩の家

生野東3-10-31

田島 毎月第４土曜日喫茶「たんぽぽ」 11:30～13:00 田島会館・老人憩の家
田島4-20 -3

東中川 毎月第４月曜日ふれあい喫茶 11:30～13:00
東中川会館・
東中川老人憩の家
新今里2-12-35

小路 毎月第２水曜日ふれあい喫茶 13:00～15:30 小路会館・小路老人憩いの家
小路2-23-8

巽 毎月第４火曜日喫茶すみれ 13:30～15:00 巽会館・老人憩の家
巽中2-21-31

林寺 毎月第１水曜日喫茶「よりみち」 12:00～ 林寺センター
林寺2-16-3

北巽 毎月第４木曜日ふれあい喫茶 北巽会館・老人憩の家
巽北2-4 -1612:00～14:00

巽東 毎月第３火曜日喫茶コスモス 新巽東会館・老人憩の家
巽東4-11-11813:30～15:00

巽南 毎月第４土曜日喫茶やすらぎタイム 巽南会館・老人憩の家
巽南1-15 -2910:00～12:00

生野南 毎月第１水曜日なかよし喫茶 11:00～ 生野南会館・老人憩の家
林寺6-2- 6

なくなり
次第終了

サークル名 日時 開催場所地域名

勝山 10:00～11:30第２金曜日勝山親子サークル 勝山会館・老人憩いの家
勝山南1-4 - 4

林寺センター
林寺2-16-3

北鶴橋 第１水曜日
（１月・５月・８月は休み）北鶴よいこクラブ 北鶴橋老人憩いの家

鶴橋 3-5-34
10:30～11:45

鶴橋 第１金曜日
（１月は休み）鶴橋えがおくらぶ 鶴橋会館・老人憩いの家

桃谷1-2-39
10:00～12:00

御幸森 第３水曜日
（８月は休み）

御幸森子育て
　にこにこクラブ

御幸森会館・老人憩いの家
桃谷5-4-29

 10:30～12:00

東桃谷 第３木曜日
（４月は休み）もこピヨランド 東桃谷幼児の園

勝山北3-4 -33
10:30～11:30

舎利寺
舎利寺親子サークル
　　　 ねむの木

舎利寺会館・老人憩の家
勝山南4-13-1第２水曜日 10:00～12:00

西生野 第２水曜日
（８月は休み）

西生野
親子のふれあいサロン

西生野会館・老人憩いの家
生野西4-4 -16

10:30～12:00

生野 にこちゃんクラブ 生野会館・老人憩の家
生野東3-10-31第３木曜日 10:00～11:30

田島南小中一貫校第二校地
田島3-7-38田島 第３火曜日

（８月は休み）
田島子育て
　　支援サークル

10:00～11:45

林寺 コロコロくらぶ 第２金曜日 10:00～11:30

東中川 第２水曜日
（１月・８月は休み）

親と子の
　ふれあいひろば

東中川会館・
東中川老人憩の家
新今里2-12-35

10:00～11:30

小路 第２水曜日
（８月は休み）小路　やんちゃクラブ 小路小学校（西校舎）

小路2-24 -20
10:30～11:30

生野区子ども・
　　　子育てプラザ
巽北2-4 -16

北巽 ポットほっと 第２火曜日
（８月は休み）

10:00～12:00

巽東
のびっ子クラブ
　　親子のつどい

新巽東会館・老人憩の家
巽東4-11-118第１火曜日 10:30～11:45

巽 第２火曜日
（８月は休み）

親子サークル
　　ちゅうりっぷ

れんげ会館
巽中2-7-16

10:00～11:30

巽南 子育てサークル
　　　しゃぼん玉

巽南会館・老人憩の家
巽南1-15 -29第３水曜日 10:00～11:30

親子で集まって、おしゃべりをしたり、みんなで遊んだり、時には子育ての悩み相談ができる場にも
なります。気軽に参加してくださいね。（会場の都合により休みになる時があります。）

避難のときに持っていくもの（非常持出品）を準備しておきましょう避難のときに持っていくもの（非常持出品）を準備しておきましょう

重くなりすぎないよ
う、最低限（500ml
ペットボトル2～3本
程度）

やっておきたい災害への備え！～日ごろからの心得と準備～やっておきたい災害への備え！～日ごろからの心得と準備～

備蓄品を準備しておきましょう備蓄品を準備しておきましょう
災害発生から数日は、普段通りに買い物ができないことが考えられます
ので、自分や家族の生活必需品を日頃から十分準備しておくと安心です。

生野区のあらまし
文化的には万葉の時代からの歴史や伝承が残されている土地であり、
区名の「生野」は聖徳太子ゆかりの「生野長者」にちなんで付けられています。
また区役所東側には、定かではないものの大小橋命（おおおばせのみこと）の
廟所とも伝承される御勝山古墳があり、
慶長19年の大阪冬の陣では、ここに徳川秀忠が布陣し勝利したため、
当時の地名「岡山」を「御勝山」と称するようになったといわれています。
現在もだんじり・地蔵盆など地域伝統行事が大切に守られて、下町の良さを残した人情味豊かなまちです。

区名の由来
生野区は、昭和18年4月1日、全面的行政区画の変更により大阪市が22区となった際、
旧東成郡鶴橋村、生野村、小路村の区域が東成区から分かれて創設され、
その後、昭和30年4月3日、6ヵ町村合併の際に中河内郡巽町を編入し、現在に至っています。
現在の舎利寺1丁目2番街区にある「舎利尊勝寺」の、「舎利寺の鐘」の周りには
区の由来となった大昔の物語が漢字で刻まれています。
この物語によると 1300年程前、この辺りに「生野長者」といわれる立派な人が住んでおり、
長者には子供がいましたが言葉が話せなかったといいます。
ちょうどその頃、四天王寺におられた聖徳太子は、
子供に向かって「あなたは知らないが、生まれる前に仏舎利を預けてある。今すぐ返しなさい」
と言われました。子供は、口から仏舎利を3個はきだし、聖徳太子はその仏舎利の1つを奈良の法隆寺へ、
もう1つを大阪の四天王寺へ納め、残りの1つを生野長者に渡されました。
それから子どもは言葉を話すようになり、長者は喜んでお堂を建て仏舎利を奉りました。
区の誕生とともに生野長者にちなみ生野区と名づけられました。

参考文献：郷土誌いくの刊行会 [ 編 ]『郷土誌いくの第 2号』郷土誌いくの刊行会 ,1982年9月,巻頭・pp.2-4

舎利尊勝寺
（しゃりそんしょうじ）

舎利尊勝寺は、大阪市で登録された
生野区の都市景観資源です。
その他の都市景観資源は、

大阪市ホームページでご覧いただけます。

概　要

大阪市ホームページから
「都市景観　生野」で検索。
またはQRコードよりアクセス。

都市景観　生野 検索

生野区の
マスコットキャラクター
「いくみん」

所在地 生野区舎利寺 1 丁目 2 番 36 号

正しくは、南岳山舎利尊勝寺。現在の本尊は、
聖観世音菩薩である。「区名の由来」にある
仏舎利を奉ったのが、舎利寺の起源と言わ
れている。

生野区の花 あじさい

生野区の歴史

介護保険に関するご相談は…
生野区役所〔保健福祉センター〕保健福祉課（介護保険）TEL 6715-9859

各種手帳・手当・医療証の手続きに関するご相談は…
生野区役所〔保健福祉センター〕保健福祉課（福祉サービス） TEL 6715-9857

障がい者の生活・福祉・権利擁護等に関するご相談は…
障がいがある方やその家族等からの相談に応じて、
福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、ピアカウンセリング、権利擁護のために必要な援助、
専門機関等の情報提供などをおこなうことにより、地域における生活を支援します。

高齢者の介護・福祉・権利擁護の総合相談は…
地域包括支援センター　暮らしや介護の「総合相談窓口」です。
高齢者の方が、住み慣れたまちで安心して生活できるよう応援します。

生野区地域包括支援センター
生野区地域包括支援センター（担当地域：勝山・東桃谷・舎利寺・西生野・生野・林寺）
TEL 6712-3103 FAX 6712-3122
巽地域包括支援センター（担当地域：田島・生野南・北巽・巽東・巽・巽南）
TEL 6756-7400 FAX 6756-8888
鶴橋地域包括支援センター（担当地域：北鶴橋・鶴橋・御幸森・中川）
TEL 6715-0236 FAX 6715-0237
東生野地域包括支援センター（担当地域：東中川・小路・東小路）
TEL 6758-8816 FAX 6758-8817

総合相談窓口（ブランチ）
大池地域総合相談窓口（デイサービスセンター故郷の家・大阪）
住所 中川2-4 -26 TEL 6753-6580
生野東地域総合相談窓口（夢の箱 生野）
住所 生野東2-5-8 TEL 6715-2188
田島地域総合相談窓口（やすらぎ苑）
住所 田島3-6-13 TEL 6751-1270
新生野地域総合相談窓口（特別養護老人ホーム瑞光苑）
住所 巽東4-11-10 TEL 6758-0088
新巽地域総合相談窓口（特別養護老人ホーム甍）
住所 巽南3-7-31 TEL 6752-0003

子育てに関するご相談は…
・生野区役所保健福祉課（子育て支援室）

・生野区役所保健福祉課（保健活動）

子どもの虐待に関するご相談・通報は…
・生野区役所保健福祉課（子育て支援室）

・児童虐待ホットライン

子どもの虐待について気にかかることがあれば、すぐに相談してください。連絡・相談は子ども
を守るためのものです。連絡・相談した方が特定されないように、秘密は守られます。

＼まずは一報、なにわっ子／

TEL 0120-01-7285（ 　　）24時間
年中無休

TEL 6715-9024（平日9：00～17：30）

TEL 6715-9968（平日9：00～17：30）

TEL 4301-3100（平日9：00～17：30）

TEL 6715-9024（平日9：00～17：30）

・大阪市中央子ども相談センター
18歳未満の子どもの養育・障がい・非行・虐待・不登校・しつけなど、子どもに関する問題の相
談を受付ています。

生野区障がい者基幹相談支援センター
〒544-0004 生野区巽北4-13-23
勝山東ガーデンハイツ103

TEL 6758-2050 FAX 6756-0801

生野区内の高齢者、障がい者、子どものための相談窓口生野区内の高齢者、障がい者、子どものための相談窓口

18歳未満の子供の様々な支援をおこなっています。子ども・子育てに関する悩みの相談に応じます。

保健師が妊娠中の不安や悩み相談、子どもの発育や育て方・健康に関する相談に応じます。

●生野区社会福祉施設連絡会加盟施設一覧
生野区社会福祉施設連絡会は、区内の高齢者、障がい者、子どもに関わる福祉施設の連絡会です。施設間の連携、情報交換、地域貢献などをおこなっています。

こちらに掲載されている施設は、施設連絡会に加入の施設一覧です。

施設種別 施設名称 住所 電話番号

特別養護老人ホーム 瑞光苑 6758-0088巽東4-11-10

特別養護老人ホーム あじさいの里 6716-1199勝山北3-13-20

特別養護老人ホーム インパレスみのり苑 6756-5200巽中3-14 -3

特別養護老人ホーム サン・アクエリア 6755-1165新今里4-11-17

特別養護老人ホーム 甍 6752-1339巽南3-7-30

特別養護老人ホーム レインボー今里 6755-6700中川1-6-20

特別養護老人ホーム 巽さくらら苑 6753-1147巽中1-5-8

特別養護老人ホーム 寿幸苑 6714-2221林寺4-13-14

特別養護老人ホーム 夢の箱 勝山 6712-2220勝山南1-17- 43

特別養護老人ホーム せんぽ 4306-1000巽北1-14 -3

デイサービス デイサービス故郷の家・大阪 6753-6580中川2-4 -26

デイサービス デイサービス夢の箱 生野 6715-2188生野東2-5-8
グループホーム
デイサービス
グループホーム
デイサービス

やすらぎ苑 6751-1270田島3-6-13

せいりょう巽北 4306-9000巽北3-4 -13
小規模多機能ホーム
グループホーム かめやん家 6753-1011巽中4-13- 4
ケアハウス
特別養護老人ホーム 金の鈴 6758-8111巽南3-5-25

養護老人ホーム おがわ苑 6741-1520生野東3-1-2
養護老人ホーム
グループホーム みのり苑　 6756-7600巽中2-14-1

住宅型有料老人ホーム ファイン舎利寺 6741-7773勝山南4-14-12

多機能型事業所 いわき生野学園 6753-1121小路3-19-19
指定障がい者
福祉サービス事業所（生活介護）
指定障がい者
福祉サービス事業所（生活介護）
指定障がい者
福祉サービス事業所（生活介護）
指定障がい者
福祉サービス事業所（生活介護）

生野みんなの家 6754-1121田島1-16-10

大阪ひかり作業所 6758-3943田島5-11-26

ちっぷり 6796-4799巽南5-18-7

匠 6776-2410勝山南1-17-12

施設種別 施設名称 住所 電話番号

6716-1202勝山北4-14 -28

6758-2684小路3-19-22

6731-2321林寺5-11-24

6731-6112桃谷5-10-29

6731-5713舎利寺3-9-10

6752-9668中川東1-5-3

6731-0209勝山北3-4 -33

6712-6975生野東3-1-9

6757-5091巽西1-3-26

6757-4150巽南2-8-19

6757-4151巽西4-2-6

6752-9331巽中1-18-12

6719-2694林寺4-6-26

6752-9285巽東2-15-9

6752-9285巽東2-14 -19

6754-7862

6712-2020

6731-1548

6731-3535

指定障がい者支援施設
地域活動支援センター
（活動支援Ａ型）

児童養護施設

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

老人福祉施設

6754-4355

6752-4463

6751-3940

小路3-19-28

中川西2-5-15

桃谷3-2-40

中川西2-6-10

小路東1-17-28

小路東2-7-13

新今里7-15-6

6741-0300生野東4-1-22

豊生園

生野障害者福祉作業センター

田島童園

大阪聖和保育園

聖浄保育園

生野こもれび保育園

東桃谷幼児の園

生野幼児園

生野フランシスコ学園

認定こども園 日の出学園

日の出巽西園

巽保育園

林寺保育園

わかば保育園

わかば第二保育園

小路保育園

愛信保育園

北桃谷乳児保育園

イカイノ保育園

こひつじ乳児保育園

くるみ愛育園

東生野愛育園

南生野いちょう保育園

生野区老人福祉センター 6712-2228勝山南4-7-35

問合せ 区役所防災担当 TEL 6715-9022

非常持出袋（リュックサックなど）に入れておくもの その他

ローリングストック方式

消費期限切れになってしま
う前に消費する、経済的な
方法です。

置いておく

買ってくる消費する

いつも食べているものだから、
もしもの時に元気が出るね！

家族構成や世帯事情に応じて必要なもの

ホイッスル（笛）
厚手の手袋（軍手）
衣類（上着・下着・靴下）
携帯用カイロ
ビニール袋・ラップ
洗面用具・衛生用品・マスク
底の丈夫な靴
乾電池・モバイルバッテリー

携帯用トイレ
ティッシュペーパー・ウェット
ティッシュ
懐中電灯・ランタン
ラジオ
ヘルメット・防災ずきん
雨具・防寒具
タオル・ハンカチ
万能ナイフ・缶切り

簡易食器（割り箸、紙皿）
生理用品・トイレットペーパー□

□
□
□
□
□
□
□

□
□

□
□
□
□
□
□

□
□

あくまでも目安です。
自分で持って避難できる
量にしましょう。

□ 飲料水

離乳食、粉ミルク・
液体ミルク、おむ
つ、おしりふきなど

□ 乳幼児
母子健康手帳、脱
脂綿、ガーゼ、新生
児用品など

□ 妊婦

リード、ゲージ、ト
イレ用品、ペット
フードなど

□ ペット
メガネ、コンタクト
レンズ、補聴器など

□ その他

入れ歯、介護食、
大人用おむつなど

□ 高齢者
主治医連絡先、持
病薬、お薬手帳など

□ 疾患のある方

いつも食べる保存性の良い食糧や水
を買い置きし、消費したら買い足す
（ローリングストック方式）

□ 日頃の買い置き

カセットコンロ、ガスボンベ、固形燃料
□ 燃料

□ 毛布・寝袋　 □ 食品用ラップフィルム　 □ ポリタンク

大人1人当たり1日3リットル
□ 7日分以上の飲料水

簡易トイレ、汚物保管用容器、トイレ袋、トイレットペーパー
□ トイレ用品

水を加えて食べられる米（アルファ化米）、
缶詰、乾パン、インスタント・レトルト食品、
栄養補助食品、お菓子、調味料、スープなど

□ 7日分以上の食料

現金（公衆電話用
に10円玉）・通帳・
印鑑・健康保険証・
免許証の写しなど

□ 貴重品

消毒液や包帯・三
角布など

□ 医療品など
食べやすく、保存期
間が長く、調理せず
に食べられるもの

□ 非常食

推奨
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