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1. 普段からやっておくといいこと

★電動シャッターの手動での動作確認をする
停電でシャッターを開けることができず、車が動かせなかったというケースがありました。
確認の際は必ず電源を切り、ブレーカーを落としてから行いましょう。
※あくまで緊急事態用です。決して無理はしないでください！

★保険の見直しをする
台風は火災保険で補償される場合があります。
どんな内容で契約をしているか、今一度見直してみましょう。

★生け垣の手入れをする
枝、葉の茂った木は風を強く受けるため、
根元から抜けてしまうことがあります。

★定期的にメンテナンスをする

屋根 外壁 内壁

瓦のひび、ずれ、浮きがないか。
トタンのめくれ、はがれがないか。

ひび、はがれ、腐食がないか。 雨がしみ出した跡がないか。

雨戸
雨どい

ベランダの排水穴
塀・門

ガタつき、劣化の進んでいるところ
がないか。

葉などが詰まって流れが悪くなって
いないか。

倒れそうなところがないか。

1-1. 建物のこと

枝切りバサミ、ノコギリ、スコップ、
採集コンテナなどなど、工具や農具は
台風後の片づけにも役立ちます！

はやけんスタッフEpisode

①排水穴に葉などが詰まってベランダに水が溜まり、
二階の部屋が床上浸水する危険があった！

②使っていない倉庫に被害があり、
そのままにできず、余計な補修費用が
かかってしまった…。

③サッシごと新しいものに交換するのが
難しい出窓があったため、ガラスだけ
割れにくい防犯ガラスに交換してもらった。
ガラスが重いためガタつきが少なく、
防音効果も少しあり安心だった！
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★車のガソリンを満タンにしておく
自家発電設備のないガソリンスタンドでは停電になると給油が行えません。
私たちの生活に車は必須です。給油はこまめにしておくのが吉！と痛感しました。

★スマートフォン、モバイルバッテリーの充電を満タンにしておく
停電でテレビや電話が使えない場合、スマートフォンは貴重な情報源や発信源になりました。
モバイルバッテリー等から充電できれば、少しだけ長く使い続けることができます。

★風呂の水を貯めておく
停電が続くと水道への給水のためのポンプが動かせなくなり、断水することも。
風呂に水を貯めておくことでトイレを流す時、洗濯をする時に使うことができました。

モバイルバッテリー ソーラーチャージャー シガーソケット充電器

1万～2万mAh（ミリアンペアア
ワー）の物を選ぶと、スマホで2回
程度の充電が可能。

日中であれば太陽光で発電し、スマ
ホやタブレットの充電ができる。

専用の充電器やUSBケーブルがあれ
ば車からも充電ができる。

一緒に確認！
☑各通信会社が提供する災害伝言板の利用方法
☑家族や会社との連絡方法

火、水なしで
食べられる物

水だけで
食べられる物

その他 お菓子 飲み物

真空パックのレトル
ト食品（雑炊、カ
レー、おかず系、
スープ系）、缶詰、
パン

ご飯系、パスタ系 カップ麺 非常食は量が少なく
お腹が空きやすいの
で、おやつを食べる
ことも有効！

水、お茶、野菜
ジュース
野菜不足には野菜
ジュースをプラスす
ることも有効！

ガス、電気、水のいずれかが使えない、または全てが使えない場合があります。
1日3食、家族の人数分を2～3日程度と考えてもなかなか膨大です…。
普段からの準備が大切だと身に染みました。

一緒に確認！
☑賞味期限
☑割りばし、プラスチックスプーン＆フォーク
（洗い物ができない場合に必要）

1-2. 停電や断水への備え

1-3. 非常食の準備

はやけんスタッフEpisode

普段から冷蔵庫の中身をこまめにチェックしたり、
備蓄をしておいたことで、スーパーや商店が
開いていなくても3日間くらい食事ができた！
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2. 台風直前～最中にやっておくといいこと

災害時、乾電池で動くものは便利！
懐中電灯、ポケットラジオなど
使う電池が同じものを選ぶのもよい。
普段から各種電池のストックを
用意しておくとGood！

防災無線やラジオを聞こう！
防災無線は電池を入れておくと、
停電時は電源が切りかわる。
また、使用する電池は
どれでもOK！

停電したら全てのブレーカーを落としておきましょう。
その後、屋内のコンセントを全て抜きましょう。屋外のものはあらかじめ抜いておきましょう。
いきなり通電した際の漏電による火災、設備機器の故障を防ぐことができます。

懐中電灯 自立型ランタン ヘッドライト
100均の
キャンドル

手回し式
発電ライト

家族に一人一つある
と安心。枕元など、
すぐに使えるところ
へ置いておく。

固定できると食事の
時、トイレの時など
に便利。

両手が空くので安全
で動きやすい。

ビンに入っており自
立する。持ち運べる。

電池が不要なので使
いやすい。

2-1. 停電対策をする

2-2. 漏電対策をする

電気屋さんに伺った
一般的な例です！

はやけんスタッフEpisode

屋外にある井戸ポンプの電源を
抜き忘れ、停電からの回復の際に漏電。
給水に井戸ポンプを使っていた
トイレが使えなくなってしまった。
外水道も使えず、家まわりの
片づけが捗らなかった。

はやけんスタッフEpisode

エアコンが使えず、
暑い中で窓を開けて寝たので、
人感センサー付きのライトが
防犯灯のかわりになった！

停電が回復したかも…
漏電をチェックしながらブレーカーを上げよう！
①一番大きいつまみを「入」にします。
②漏電ブレーカーを「入」にします。
③小さいつまみを左上から一つずつ「入」にします。
※小さいつまみを上げた瞬間に漏電ブレーカーが落ちたら、
その回路は漏電の可能性があります。
「切」のままにしておきましょう。
④漏電の可能性のある回路をメモし、
電気屋さんに相談しましょう。
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室内シューズや厚手のスリッパの用意も！
窓が割れるなどして部屋の中に
ものが散乱した時を想定して
枕元に置いておくと安心！

テープにはどんな種類があるの？
ガムテープ（紙、布）、養生テープ、
防水テープなど。はやけんスタッフの
感想では、養生テープが剥がしやすく
片づけが簡単とのこと。

外側から保護できない窓
（2階の窓、出窓）

サッシ カーテン

内側から養生テープを貼る、または
ダンボールをあてがうことで、割れ
た際の飛散防止になる。ダンボール
は少しだが防音効果もある。

風圧で水がふき出さないよう、四隅
に新聞紙やタオルを詰める。その上
から養生テープを貼る。

閉めたままの状態で養生テープで壁
に貼りつけてしまうことで、サッシ
からの水のふき出しで部屋が濡れる
のを防げる。

古くなったタオル類 大人用の紙おむつ バケツ・洗面器類 ブルーシート

他にもタオルケット、毛
布、シーツ、捨てようと
思っていた服なども。

吸水量とスピードに長け
るが、他の布類と同様、
処分の際は重くて大変。

しまっておく場所を決め
ておくととっさの時に取
り出しやすい。

雨漏りのあった部屋の床
一面を覆っておける。

2-5. 万が一雨漏りした時

2-4. 雨戸のない窓を守る

2-3. 屋外の物をしまう

外に置いてある飛びそうな物、倒れそうな物を家の中に
しまい、飛散して家や車が傷つくことを防ぎましょう。

（例）物干し竿、網戸、自転車
植木鉢、プランターなど

はやけんスタッフEpisode

雨漏りのあった壁にねじったタオルを横一列に並べて貼りつけ
ストッパーにした。そのタオルの先をバケツへ入れておくことで
床まで水が流れ落ちるのを防いだ。

はやけんスタッフEpisode

犬を室外につなぎっぱなしだった。
運良く無事だったが、飛ばされていても
不思議ではなかった。室内に入れて
あげればよかった…。
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・停電前に洗濯をしておくことで、停電中～後の洗濯物を減らすことができた。
・それを干しておけるランドリールームが活躍した。
・洗濯板があったので、下着やくつ下などの小物は
各自で洗うようにして、労力を分散した。

・簡単に食べられる、飲めるものをすぐ取り出せる場所に用意しておくことで安心できた。
・サランラップを皿にしいて使ったので洗い物が出なくてすんだ。紙皿よりもゴミがかさばらない。

制汗デオドラント
ボディシート

赤ちゃんのお尻ふき 介護用の体ふきシート

充分にお風呂に入れない時、汗をか
いた時に体をふくだけでもサッパリ
した。

肌に優しく、子供から大人まで使え
る。

大判で厚手なので、大人が使うのに
便利。

除菌用ウェットシート、
ハンドジェル

発熱時に使う冷却シート 冷凍庫の中の保冷剤

充分な水で手が洗えない時や、たく
さんの人が集まる避難所で役に立っ
た。

熱中症対策になった。エアコンが使
えず寝苦しい日が続いたので役に
立った。

氷枕がわり、冷却シートがわりとし
て熱中症対策になった。

2-6. 食事のこと

2-7. お風呂に入れない時

2-8. 洗濯のこと

2-9. 健康のこと

洗濯物はためない
ことが一番ですね～。

はやけんスタッフEpisode

①停電前に炊飯器でご飯をたくさん炊いておき、
おにぎりを作っておいた。暗い中でもおにぎりは食べやすかった。

②避難所での食事は基本的に自分で用意する必要があるので、
たくさん作って持って行けるおにぎりはよかった。
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長引く停電の中、発電機があって助かった！という話を多く耳にしました。
どんな種類があるのか調べてみました。

停電した場合も太陽光発電の設備に問題がなければ、自立運転に切り替えることで電気が使えます。
ただし、通常と同じように使えるわけではないので確認しておきましょう！

日射状況に応じて
最大1.5kWまでの利用と
なります。あくまでも
非常用ですが、テレビの
視聴や携帯電話の充電
などに役立ちます！

現在では、
パワーコンディショナーは
屋外に設置されるようになり、
室内に設けられた独立した
非常用コンセントから
電気が使えます。

3-1. 発電機

インバーター発電機 スタンダード発電機 三相発電機

家庭用とほぼ同じくらいの質の高い
電気を発生させることができる。パ
ソコンやゲーム機などの精密機器も
問題なく使える。

電動工具の他に電子制御機能がつい
た家電も動かしたい場合に！

単純な構造で、メンテナンス性と耐
久性に優れており、価格も比較的安
価。パソコンなどには使えない。

電子制御機能がついていない家電や
電動工具を動かす場合に！

インバーター発電機、スタンダード
発電機よりも電気を発生させる効率
が良く、高い出力が出せる。

大型のモーター機器を動かす場合
に！

燃料は？
・ガソリンタイプ→発電にかかるコストが抑えられる。
長時間の稼働に向いている。ガソリンの供給がストップすると使えない。
・カセットボンベタイプ→保管がしやすい。ガソリンよりも使用期限が長く、
防災目的に向いている。長時間の稼働には向かない。

起動電力と消費電力を調べておこう！
・起動電力→機器が起動するための電力
・消費電力→機器を動かし続けるための電力

（例）冷蔵庫を使いたい場合
起動電力240W＋消費電力60W＝300W
つまり300W以上の出力を持つ発電機が必要！

3-2. 太陽光発電を非常時の電源として利用する

3. 台風後に役に立ったもの

↑家庭用のLPガスボンベを
使って発電する
インバーター発電機

9



台風被害現場リポート
2019年秋に関東を襲った台風15号、19号。
今まで経験したことのない家屋被害に手間取りましたが、
県外からの協力業者さんの手助けにより現場が着実に動いています。

▶南房総市 屋根瓦ふきかえ工事
今回こちらのお家に乗せたのは、主に3つの特徴がある「防災瓦」と呼ばれるタイプの瓦です。
①従来の瓦の半分以下の重さで地震の揺れを小さくする。
②雨風に強い形状、施工方法で台風によるズレ、飛散、水漏れを防ぐ。
➂粘り強い素材で地震による衝撃を吸収、
台風で飛んできた小石などが当たった際に破片の飛び散りを最小限にする。

早川建設では…
台風15号の後には約200件の補修の
ご依頼があり、その内、約80％が屋根の
被害でした。その全てが築10年以上の瓦ぶき、
スレートぶきの屋根だということが分かりました。

↓従来の和瓦

↑スレート屋根材

いくつか瓦の種類をご説明した
中から、「また同じことが起こっては
どうしようもない」と防災瓦を選択
されました。

今まで乗せていたのは従来の重い瓦。
何かで叩き割られたように
はがれ落ちてしまっていました。

その一方で元気をいただきました。
ありがとうございました！

南房総市 N様
2017年新築

子供がまだ小さく、
暴風雨の音で起きてしまう
のではないかと覚悟して
いたのですが、朝まで
ぐっすり寝ていました。家は海のすぐ近くに建って
いるのですが、風と雨がどんどん強くなっていく
中でも、家が壊れるかもという不安は全くなく
過ごすことができました。また、まわりの家と比べ、
屋根が飛ぶこともなく無傷でした。そして台風
接近の最中もサッシはガタガタいうことも
ありませんでした。本当に他の家に比べて
静かに安心して過ごせたと思います。

鴨川市 K様
2019年新築

家が飛んでいってしまう
のではないかと思うほどの
風がとてもこわかったです。
夜中に停電し、そのまま
朝を迎えました。外を確認してみると、家は屋根も
壁も無傷でした。そして、停電の際に太陽光発電が
予備電源に切り替わったこと、日中には太陽光での
発電があったことで、冷蔵庫の中身もダメに
ならずに済みました。非常事態の中、いつもと
同じように電気が使えたことは
本当に安心しました。
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イベントＮＥＷＳ
4月
▶4/1(水)～5(日)
モデルハウス「TRETTIO GRAD」
プレオープンイベント
in 館山いえづくりBASE

▶4/11(土)、12(日)
モデルハウス「TRETTIO GRAD」
グランドオープンイベント
in 館山いえづくりBASE

構造見学会
「防災について研究しよう！！」
2019年10月26日（土）～11月4日（祝）

台風後の初めてのイベント。
台風や地震に強い家づくりについて知ったり、
考えたりしていただける場となりました。
早川建設にとっても改めて勉強する貴重な機会に。
今後も続けて行くイベントです。

前代未聞の討論会
「ガス・デンキ～今こそ、本気で悩め。～」
2020年1月12日（日）

ガスと電気、ぶっちゃけどっちがお得！？
安全！？使い続けるならどっち…！？
青木酸素商店さん、房州ガスさんという
プロフェッショナルをお招きして徹底的に討論
しました。ご参加の方それぞれの答えが
見つかったようです！

7月開催予定
はやけん感謝祭2020
今年のテーマは…

～みらくる！～
詳細は次回、

6月発行の定期DMにて
お知らせいたします！

ご招待のご案内を
同封させて
いただきました。
ぜひご覧ください。

Facebook LINEInstagram Twitter

延期のお知らせ
3月に予定しておりました
お餅まきイベントは5月に
延期いたしました。日程は
後日、ホームページにて
お知らせいたします。
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スタッフ PIC UP!
早川建設では新しい仲間が増えました！
毎号、少しずつスタッフをご紹介していきます😊

★チョコちゃん大好き！
愛犬はトイプードルのチョコちゃん
（とチロくん）。写真がSNSで
バズらないかな～と言うほどです。
バズれ、小滝さん！応援しています💪

★ちゃんとしたシリーズ提唱
設計一筋！一級建築士の資格を
持っていて、はやけんでも
設計を担当しています。
ちゃんとした図面から契約に
いたるまで、大事なことを
見逃さずチェックします！

★2019年1月入社の頼れる姉貴分
「えっ、もう3年くらいいるよね？」
という発言力でスタッフみんなの
仕事の尻たたき…いや、応援を
してくれます！

★バイタリティがすごいよ！
「え～絶対おもしろくないよ～😨」
と言っていたイベント、研修にも
積極的に参加。「おもしろかった！」
と新しい発見をして帰ってきます。
見習いたいほどのバイタリティ…！

編集後記

今回はスタッフ全員の経験を元に作成しました。常日頃からの備えが一番重要であるとの実感から
「保存版」としました。大切な家族、家を守るために昨年の経験が今年に活かせます。折に触れて
このDMをお手に取っていただき、それを思い出すきっかけの一つにしていただければ幸いです。
次号は6月発行予定です。コロナウィルスに負けず、また元気にお届けします！（広報・柴田）

★このDMを作っています！
作りながら毎回うんうん唸っています。
読んでくれる人は家のことでどんな
ことが知りたいのか、どんな風に
大事な情報、お得な情報を
お伝えできるのか…。

★0を1にします！
DMの他にもホームページやイベント広告、
名刺に封筒…カタチにして見てもらえる
物を考えたり作ったりしています。
いつでもアイデアが欲しい…！
素敵～と言われたい！

★大酒飲みの真相…
いやいや、適宜適量です。
楽しく健康第一がモットーです。
アイデア勝負の毎日なので、空や花の
写真を撮ったり、突然旅行に出たり、
大好きなお酒を飲んだりと、
気分のリフレッシュをしています！

★性格は一言で表すと…武士
私の紹介はスタッフみんなに
考えてもらったのですが、
見抜かれているようです…。
武士、修行僧とよく言われます。

小滝 聡美
おだき さとみ

【設計】

柴田 史子
しばた ふみこ

【広報】
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