
・皆さんの居室にあるタンスやTVなどは固定してありますか? 
 まずはそこからしましょう！ 
・地震の場合 
 姿勢を低くする(なるべく部屋の中央、窓から離れた場所) 
 頭を守る⇒揺れが止まるまで待つ！ 
      あわてて部屋から出ない！ 
      タンスなどにつかまらない！ 
・火災の場合 
 口にハンカチ又はタオルを当てて、煙を吸わないように！ 
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★平成２９年度 備蓄状況 ⇒ ３０年度の計画 ★ 

★平成30年度 備蓄状況★ 

◆ 平成29年度 

★30年の２月にあった福井県の大雪で、入居者の皆さんの食事、地域の方へ
の配食弁当にも使えるには、缶詰が適用と言うことを実感したため、保存食
におかずの缶詰を追加、味噌汁も缶詰に変更しました。 
★野菜ジュースは、避難された方の声を聞いたところ、野菜不足によりスト
レスが溜まると言うことで追加をしました。また、定期的に見直しをしたい
と思います。 
★白米は、安定感のあるもの、軟飯・おかゆの方用に汁物をいれて食べれる
ものに変更しました。 

  1日目 2日目 3日目 

朝食 
白米 
みそ汁 
水 

白米 
みそ汁 
水 

白米 
みそ汁 
水 

昼食 

パン 
ビスケット 
ドロップ 

水 

パン 
ビスケット 
ドロップ 

水 

パン 
ビスケット 
ドロップ 

水 

夕食 

白米 
おかず缶 

野菜ジュース 

水 

白米 
おかず缶 
野菜ジュース 

水 

白米 
おかず缶 
野菜ジュース 

水 

  1日目 2日目 3日目 

朝食 
白米 
みそ汁 
水 

白米 
みそ汁 
水 

白米 
みそ汁 
水 

昼食 

パン 
ビスケット 
ドロップ 

水 

パン 
ビスケット 
ドロップ 

水 

パン 
ビスケット 
ドロップ 

水 

夕食 
白米 
スープ 
水 

白米 
スープ 
水 

白米 
スープ 
水 

★良かった所 
水の備蓄に対して、3年の期限を持って入れ替え

を行っていたが、5年期限の水に入れ替え時に
行った。費用対効果と入れ替えによる労務削減
に繋がった。 

★反省点 
入れ替えの計画実行がスムーズにいかなかった
時があった。 

食料だけでなく、必要な物を選定より揃えておく
と良かった。 
＊トイレタリー以外に毛布等の暑さ、寒さ対策品 

★消防法に基づく行政や消防署からの指導により、多くの企業や
組織で行われている避難訓練。緊急時に安全な判断を取るための
対策として、大変重要な意義を担っています。定期的に実施して
いる避難訓練ですが、今回は消防署の方に来て頂き避難状況を確
認して頂きました。入居者の皆さんもスタッフも、いつもと少し
違ってドキドキしてしまいました。訓練を積み重ねていき、緊急
事態にきちんと対応できるような体制を整えておきたいと思いま
す。 

火事です！火事です！ 

★警報が鳴ると、その階にいるス
タッフが集合し、各階に分かれて入
居者を避難誘導。 
身体状況や避難経路の確認をします。 

★居室に残っている人は
いないか。 
全員避難しているか。 
各居室を確認します。 

★階段室で待機の
方です。 
防火扉の外まで出
ますよ～。 

★待機の方は、避
難者の妨げになら
ない場所で助けを
待ちます。 

★慌てず、ゆっくり。 
手すりに捕まって降り
ます。 

★皆さん無事に１階
へ脱出！ 
上階の方、１階まで
大変です。 
お疲れ様でした。 

★複合火災受信機、非常用放送設備の確認もして頂
きました。 
万が一の場合、この復旧操作を全スタッフが把握し
ているのか。1人のときは他に頼ることができないの
だから、自分がどう動くべきか。 
「初期消火⇒通報⇒避難」この流れをスムーズに行
うことを言われました。 

イケメン消防士さん 

【質疑応答】 

Ｋ：居室にあるスプリンクラーは、水が出るのですか。 
消：出ます。出るからと言って安心はしないで下さい。地震の後に火災になった 
  場合、出ないかも知れません。常に自分が動ける準備をしておいて下さい。 
Ｆ：清水苑の場所、建物上、津波の心配はありませんか。 
消：津波は大丈夫です。それよりも、台風、土砂崩れ、浸水の方が気になります。 
Ｋ：東日本大震災の時に津波が7ｍの高さって聞きました。それでもココは大丈夫 
  ですか。 
消：この場所から海までの間に山をひとつ挟んでいます。東日本大震災のときに 
  現場に行きましたが、山がひとつあるだけで山より手前側、後ろ側、全然違 
  います。止まると思います。局地的な豪雨だとまた別です。 
Ｉ：地震の時にエレベーターに乗っている場合、どうしたら良いですか。 
消：地震の時はエレベーターは止まります。止まったら慌てないで非常用ボタン 
  を探して下さい。 
Ｎ：真っ暗で分からないのでは。 
消：ほわっとうす暗い電気が付くので、非常用ボタンを探すことは出来ます。 
  無理にエレベーターの扉を開けないで下さい。隙間から出ようと考える人も 
  いますが、危険ですから絶対にしないで下さい。 
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「熱中症」とは、“高温・多湿の環境に身体が適応しないことによって起
こる様々な症状の総称”で、進行状況や内臓、身体機能への影響によって、
細かく4つに分類されます。  
  
■熱失神 
暑さによって末梢血管が拡張し、血圧が低下する 
血液の循環量が不足し、めまいや失神が起こる 
  
■熱けいれん 
大量の発汗によって、ナトリウム量が低下する 
筋肉が硬直して、筋肉の痛みやけいれんが起こる 
  
■熱疲労 
大量の発汗によって、脱水状態が進行する 
体液の不足により、体温が上昇し、頭痛や吐き気、虚脱感が起こる 
  
■熱射病 
熱中症の分類の中で最も重症 
症状が進行し、体温調節機能が失われる 
40度以上の高熱がみられ、発汗が止まり、意識障害が起こる 
  
最近では、上記のような分類では、実際には見分けは難しく、基準もあい
まいであることから、 
重症度に応じて診断基準を分かりやすくした、 
Ⅰ～Ⅲ度分類が適用されることも多くなってきました。 
  
Ⅰ度は軽症とされ、熱失神・熱けいれんに当てはまります。 
Ⅱ度は熱疲労に分類されます。 
Ⅲ度は重症で、熱射病に当てはまります。 
①中枢神経症状 
②肝臓・腎臓機能障害 
③血液凝固異常のうち１つでも症状に見られる場合、Ⅲ度と診断され、 
Ⅰ度にもⅢ度にも当てはまらないものがⅡ度と診断されます。 

【予防のポイントは5つです】 
１ 気温・湿度のチェック 
熱中症は高温・多湿の環境に気をつけることが大切ですから、気温と湿度の
チェックを怠らず、 
室内では、エアコンや扇風機で環境を整えることが必要です。 
高温環境を示す数値は「暑さ指数」を参考にするようにします。 
気温・湿度・輻射熱から算出する指数で、夏になると毎日予報がでますので、 
気にかけて服装などを決めると良いでしょう。 
  
２ こまめな水分補給 
暑い時は、目に見えなくても多量の発汗により、水分を失っています。 
喉の渇きを感じる前に、こまめに水分を補給することが必要です。 
特に運動や労働時は、注意が必要です。体を動かしている時は、 
15分～20分おきには休憩をとり、水分補給しましょう。 
  
３ 暑い中での無理な運動を避ける 
運動時は熱中症のリスクが高まります。 
最も暑い時間の活動を避け、運動時間を短縮するなど、リスク管理が必要です。 
普段より多く休憩をとるようにして、体調によっては、中止しなければいけませ
ん。 
特に運動経験が少ない人は、リスクが高まります。 
暑い時に急に運動を始めるよりも、日頃から運動をし、体を慣れさせておく必要
があります。 
  
４ 服装 
吸水性や速乾性に優れている通気性の良い素材を選ぶようにしましょう。 
体を締め付けすぎないように気をつけ、熱を逃す工夫をします。 
淡い色の方が暑さを吸収しにくいので、白などの色を選ぶようにして、 
帽子や日傘で日差しを遮るようにします。 
  
５ 体調管理 
疲労や体調不良が、熱中症の発生リスクを高めます。 
寝不足や食生活が乱れないように、日頃から体調管理を怠らないようにすること
が大切です。 
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雑草花 
資産の部 負債の部 

流動負債 
 預り金 

 仮受金 
 保証金 

 

固定負債 
 設備資金借入金 

 長期運営資金借入金 

 退職給付引当金 
 

負債の部合計 

純資産の部 

基本金 
国庫補助金積立金 

次期繰越活動収支差額  
〈うち当期活動収支差額) 
＊未収金焼却を含んだ額である 

 

 

総資産の部合計 
 

 

負債及び純資産の部合計 

19,853,650 
8,435,499 
2,995,265 

317,800 
8,105,086 

 
 

 

491,238,069 
479,292,082 
307,448,082 
171,844,000 
11,945,987 
3,161,543 
2,800,372 

595,305 
493,831 
571,696 

1,165,802 
3,157,438 

 
 

 

 
511,091,719 

12,962,171 
157,171 

2,482,000 
10,323,000 

 
16,480,244 
5,678,000 
7,636,000 
3,166,244 

 
29,442,415 

241,294,576 
155,553,471 
84,801,257 
25,461,549 

 
 

 
481,649,304 

 
511,091,719 

Ｈ30.3.31現在 

流動資産 
 現金預金 

 未収金 

 貯蔵品 

 その他の流動資産 

 

 
固定資産 
 基本財産 

  建物  

  土地 

 その他の固定資産 

  建物 

  構築物 

  機械及び装置 

  車輌運搬具 

  器具及び備品 

  ソフトウェア 

     退職給付引当資金 

    

 

    

 

 資産の部合計 

と 
熱中症と脱水症状の違い！あなたは知ってますか？ 

熱中症とは！？ 
熱中症とは、とても暑い環境の下で、身体機能の適応障害によって起こ
る症状の総称です。 

脱水症状とは！？ 
脱水症状とは、体内の水分量が不足した状態を指します。水分喪失量（身体から
出て行く水分）に対して水分摂取量（身体に入ってくる水分）が不足することに
よって起こります。 
脱水症状が起こる原因としては、下記のようなものが挙げられます。 
発熱：身体がだるくなり水分摂取量が減少する一方、発汗などにより水分喪失量
が増えるため 
下痢・嘔吐：嘔吐により水分摂取量が減少すると共に、下痢により水分喪失量が
増えるため 
高温状態での活動（特に重作業や激しい運動）：発汗が促進されるため、熱中症
もここに含む 

熱中症と脱水症状の関係は、下記のようになります。 
◆熱中症の症状の一つに脱水症状がある 
◆脱水症状の原因の一つに熱中症がある 
つまり、熱中症の症状として脱水状態になることがありますが、脱
水状態の原因は熱中症以外にも考えられるということです。 
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第一流の福祉力向上とは 
 

   広報力・ネットワーキング 
   全人性開発・人間理解 
   コミュニケーション・バランス 
 

ユニバーサルデザイン及び 
バリアフリーの世界を観、時代を望み 
“明るく・楽しく・元気よく” 
       社会生活に参加致したい。 


