
【体験記】 
2021 年 2 月の寒波来襲後、会員を対象に実施したアンケートの回答から抜粋し、体験記としてここにご紹介いたします。 
 
＜A さん体験記＞ 
◆居住地域： 77094 
◆滞在年数：5 年 
 ◆寒波前の準備： 準備万端 
◆準備内容： ・ガソリン満タン・食料飲料水備蓄・懐中電灯用意・ガスコンロ用意・外庭の全水栓を発泡剤と古布で５重巻き・ス

プリンクラー停止・スプリンクラーメイン水栓の水抜き、その後発泡剤と古布で 5 重巻き・プールモーター24 時間稼働・プール

フィルタータンクカバーがけ・室内水栓 5 か所夜間放水・屋根裏への階段 24 時間隙間を開け暖気循環・室内全シンク下の扉

開いておく・勝手口の隙間ビニールテープで養生 
◆被害の有無： 受けた 
◆被害の内容： 60 時間連続停電、室内温度 5 度、屋根裏温度-5 度、屋根裏配管破裂による水漏れ、水漏れにより断水、停

電によりゲートが開かず車移動不可、プールクリーナー停電により凍結、ＩＨコンロのため調理はガスコンロのみ。 
主人が配管を応急処置し水圧のかからない程度で水道水使用再開、借家オーナーの紹介で配管工が修理し通常生活に戻

る 
◆避難の有無： 避難した。 ◆避難先：知人・友人宅 （2 日間） 
◆避難の状況： 停電によりガレージ外側にあるゲートが開かず車移動ができないため、重ね着に帽子コートを被り家族で毛

布に包まり過ごしていたが、停電 2 日目に屋根裏から 1-2 階におよぶ漏水が発生したため、室温はさらに低下し知人の送迎

により避難した。夕刻より避難先の知人宅で停電断水が始まる。翌日、2 軒目の知人宅へ行き暖を取るもほどなく停電。停電

3 日目の昼過ぎに電気復旧したため帰宅。ガスコンロのガスも無くなり断水状態のため会社が予約したホテルへ避難。ホテル

停電により宿泊キャンセルされ帰宅、その後 2 日間知人宅へ水道水をもらいに日参し、別の知人宅へ洗濯物食洗器を借りに

日参した。 
◆役に立った情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 
 今回の寒波で心から感じたことは、周囲の方の優しさでした。同じ会社の方や友人知人など、普段から用事の有無に関わら

ず交流をして、お互いに気に掛けることが有事の時は助け合いの気もちに変わるのだと救われた思いでした。平素から何気

ない一言やスタンプを LINE で送ったり、Facebook でつながっていたりと自分から殻に籠らないことの大切さを感じました。 
 毎月の料金確認のために電気会社や水道局の app を自分のスマホに入れていましたが、最新の情報を逐次確認できたの

で助かりました。 
 
 
 
＜B さん体験記＞   
◆居住地域： 77024 
◆滞在年数： 2 年 3 か月 
◆寒波前の準備： あまり準備していない 
◆準備内容： 特になし 
◆被害の有無： 受けた 
◆被害の内容： 5 日間停電していた。外の水道管が破裂した。水圧が日々弱まり水量も減っていった。 
◆避難の有無： 避難した。 ◆避難先 ：ホテル（3 日以上） 
◆避難の状況：滞在したホテルは市内（アップタウン）だが、予約時にそれ以外に空いているホテルは空港近くのみのようであ

った。 
◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 
 気温も低く停電したての 2/16、17 は電気はおろか、携帯の電波・テキストも不具合が続き非常に困った。 
コロナ禍や災害時のみだけでなく普段から飲料水備蓄の重要性を学んだ。 
ガソリンを満タンにしておくこと。 
 
 
 
 
 
 
 



＜C さん体験記＞       
◆居住地域： 77077 
◆滞在年数： 8 年 
◆寒波前の準備： 準備していた 
◆準備内容： 食料・飲み水の備蓄、浴槽に水を貯める、車２台のガソリンを満タンに、電池で動く HD ラジオ、ガスコン、ライタ

ー、ろうそく、懐中電灯、キャンプ用寝袋、湯たんぽ、外の水道の蛇口は古いバスタオルを巻いた上にごみ袋をかける、キッチ

ン、バスルームの流しの下のキャビネットと水道管の通っている階段下の倉庫の扉を開ける 
◆被害の有無： 有 
◆被害の内容： 16 日（火）から 18 日（木）まで４８時間の停電。外から家に水道管が入ってくる部分が破裂したため断水（１６

日（月）から１週間）水道修理に電話してもつながらず、予約が取れても現れず、部品もないとのことで修理してもらうのに１週

間かかりました。 
◆避難の有無： 有 ◆避難先 ：ホテル（2 日間） 
◆避難の状況： 断水が続き、シャワーと洗濯の為、近くのホテルに避難しました。停電の状況が良くなってからの避難だった

ので、部屋は比較的すんなりと見つかりましたが、同じような状況の方の滞在が多かったのか、ホテルについている洗濯機が

とても込んでいました。 
また、状況を知った複数の友人知人から声をかけていただき、とてもありがたく思いました。 
◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 
＜役に立ったもの＞ 赤ちゃん用おしりふき、娘用の買い置きが段ボールひと箱あり、断水中に何かと助かりました。サランラ

ップ、お皿やコップが洗えないので、サランラップを引いてから使用しました。クッキングシート、まな板やフライパンが洗えない

ので、クッキングシートを使用して調理しました。ラジオ、停電が二日も続き、携帯の充電もままならない中、ラジオの情報は非

常に有益でした。暗闇の中音楽があることも良い気分転換になりました。 

＜一番こまったこと＞ トイレを一回流すのには 1.6 ガロン（６L）必要なのだそうです。雪解け水を集めたり、雨水を雨どいから

集めたりと色々工夫しましたが、なかなか追いつかず、クーラーボックス持参でご近所の方からお水を分けていただきました。

プールがある家ではプールの水も使用したとのこと。サブディビジョンによっては共有プールの水も開放したと聞きました。 

＜新しく知ったこと＞ 水道管が凍って水が出ないと分かったら、 １．家の外にあるメインの水道管を閉じる。 ２．家の中のパ

イプに残っている水を空にする。 ３．バスタブの蛇口を開けたままにするを行うと、水道管の破損をさけられることもあるとの記

事を、水道管が破裂してから読んでとても悔しい気持ちになりました。 

Source https://www.click2houston.com/news/local/2021/02/16/are-your-pipes-frozen-here-is-what-you-need-to-do-right-now/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜D さん体験記＞    
◆居住地域： 77450 
◆滞在年数： 7 か月 
◆寒波前の準備： 準備していた 
◆準備内容： 屋外の水道管の保護、水、食料の調達、車のガソリン補給 
◆被害の有無： 有 
◆被害の内容： 停電は水曜日夜に 1 時間のみ。 
火曜朝から断水（凍結のためと思われる）、水曜夜に水が出たものの屋外 2 か所の水道管が破裂していたため元栓をしめるこ

とに。 
◆避難の有無： 有     ◆避難先 ：ホテル（2 日間） 
◆避難の状況： Expedia を使い同僚の分のホテルも手配したが、ネット上では予約完了できたものの実際はホテルは休業し

ており（電話かけてもでず）、2 件の予約を取り直す必要がありました。 
◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 
妻がインスタで情報を仕入れていましたが、役に立つ情報が多いと感じました。SNS を活用した情報共有は非常に有効です

ね。 
以下はありきたりですが役に立ったものになります。・使い捨ての食器 ・ウォーターサーバー（ボイルウォーターを溜めておく

のに便利） ・ガスコンロ＆ボンベ ・スコップ  ・ポータブル携帯充電器  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜E さん体験記＞    
◆居住地域： 77494 
◆滞在年数： 3 年 3 か月 
◆寒波前の準備： 準備していた 
◆準備内容： 水、電池、薪などを購入しておいた。 
◆被害の有無： 有 
◆被害の内容： 60 時間ほど停電。断続的に水の出が悪くなったり濁ったりした。 
◆避難の有無： 無     ◆避難先 ：N/A  
◆避難の状況： N/A 
◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 
蝋燭やキャンプ用のランタンが停電時の夜には役立った。ガスは来ていたので、ガスコンロで料理が出来たが、停電すると着

火しないので、チャッカマンが役立った。また、停電中の夜は寒かったので、ガスで着く暖炉を使用したが、その時も着火には

チャッカマンやライターが必要だったので、多めに買っておいてよかった。 
 
ガスの暖炉を付けるだけでは、あまり暖かくならなかったが、薪や蓄熱するフェイク薪があると、もっと暖かく過ごせたはず。し

かし、どこも売り切れだった。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜F さん体験記＞ 
◆居住地域：77056 
◆滞在年数：6 年 
◆寒波前の準備：準備していた 
◆準備内容：充電、水、ガソリン、食糧など備蓄と、ホテル確保 
◆被害の有無： 有 
◆被害の内容：4 日間の停電と断水 
◆避難の有無：有  ◆避難先 ：ホテル（1 日間） 
◆避難の状況：コロナ渦、距離と時間を気をつけながら、駐在員と共有して使った 
◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 
携帯電話がうまくつながらず、通信の確保が困った。安否確認時間かかる。ハリケーンとは違う対応が必要であった 
 

 

 

 

 

 



＜G さん体験記＞ 

◆居住地域：77057 

◆滞在年数：２年６ヶ月 

◆寒波前の準備：あまり準備していない 

◆準備内容：停電の可能性は言われていたので、懐中電灯の場所を確認する程度だった。 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：2 日半の停電と 2 日半の断水 

◆避難の有無：無  ◆避難先 ：N/A 
◆避難の状況：N/A 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 
携帯電話のショートメールさえ送受信できない時間帯があった。 

車で携帯電話を充電するのも時間がかかる。車内も寒いので、急速充電できる機種のコネクターを準備すると良い。 

室内で寒さをしのぐために厚手の手袋をすると、本も読めない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜H さん体験記＞ 

◆居住地域：77079 

◆滞在年数：11 か月 

◆寒波前の準備：あまり準備していない 

◆準備内容：水道水の貯蓄（風呂桶３杯分） 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：3 日間停電・断水 

◆避難の有無：無  ◆避難先 ：N/A 
◆避難の状況：N/A 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 

オール電化ではなく、ガスコンロだったので料理を作ることはできたが、米国のガスコンロは日本と違って、着火が電池式では

なく、電気式だったため、チャッカマンがないと着火しないことを知った。（チャッカマンやライターを持っていたので、特に困っ

たわけではない） 

 
 

上：2 月 16 日（火）、下：2 月 20 日（土）

のパン売り場。直後はまだ商品がありまし

たが、週末はかなり少ない状況でした。 

2 月 16 日（火）の午前、スーパーで

は行列が出来ていました。この後ろ

にも 20m くらい並んでいました。 

 

噴水も凍り付いていました。 



＜I さん体験記＞ 

◆居住地域：77024 

◆滞在年数：3 ヶ月 

◆寒波前の準備：あまり準備していない 

◆準備内容：道路凍結を予想し、暫く外に買い物にいかなくても良いように普段より多くの生鮮食品、冷凍食品を事前に

沢山購入し、作り置きの食事・おかずを作り、冷凍していたが、3 日間もの停電や断水は想定外であり、ほとんどが無駄

になった。 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：3 日間 停電、AT&T 携帯電波無し、4 日間 断水、Xfinity インターネット接続無し 

◆避難の有無：無  ◆避難先 ：N/A 
◆避難の状況：N/A 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 

・オール電化のアパートの為、お湯も沸かせず、食べ物を温めることができず、 

 かろうじて冷蔵庫に残っていた野菜、スナック菓子などを食べて過ごした。 

 カセットガスコンロや、ロウソク、チャッカマンなどがあると便利だと思った。 

・ミネラルウォーターは常に多めに購入し常に在庫を持っておくべきと痛感。 

・停電後は、冷凍庫の製氷機の氷はすぐに捨てるべき。溶けだして水浸しになった。 

・バスタブがないシャワーだけのアパートのため、水を貯めることができず、 

 トイレが流せなくなり困った。 

 

 

 
 

＜J さん体験記＞ 

◆居住地域：77494 

◆滞在年数：6 年 5 カ月 

◆寒波前の準備：準備していた 

◆準備内容：凍結防止対策 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：2 日間の停電・断水、その後 4 時間の停電 

◆避難の有無：無  ◆避難先 ：N/A 
◆避難の状況：N/A 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 

停電が長引いた場合を想定し、ホテル予約サイトを介して自宅近くのホテルの予約を実施。ホテル予約サイトからは予約完了

の Confirmation メールを受領していたが、ホテルにてチェックインしようとしたところ（ホテルに向かう前に予約確認のため電話

したが繋がらず）、ホテル側のシステムがダウンしており、Walk in の客のみ受付可能との事で、満室のため宿泊が出来なかっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜K さん体験記＞ 

◆居住地域：77024 

◆滞在年数：2 年 

◆寒波前の準備：あまり準備していない 

◆準備内容：・アパートから連絡があった通り，凍結防止のため水道は各蛇口から水を出しっぱなしにはしていた。 

・金曜の夜に食料を少し多めに買い込んでいた。 

・ガソリンの残量をチェックした。（75%以上はあったので給油はしなかった。） 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：・月曜 18 時頃に停電→水曜昼に復旧 

・火曜の昼頃には断水（停電によるポンプ停止により，アパートのタンクの水がなくなったタイミング？） 

→木曜昼に復旧 

◆避難の有無：有  ◆避難先 ：知人・友人宅(2 日間) 
◆避難の状況：友人宅も断水はしていたものの，停電はしていなかった。 

友人は事前にバスタブに水を貯めていたようで，トイレの水も確保されていた。（見習いたい。） 

I-10 の側道は日が当たらず路面凍結していると聞いていたので，比較的高い建造物がないであろう Memorial drive を使用し

て移動したところ大きな問題は無かった。 

停電していないエリアのファストフード店やガソリンスタンドは営業しており大混雑していた。（事前にガソリンを入れておいてよ

かった。） 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 

・ソーラー充電式のランタン： 翌朝には太陽光で充電できるという安心感から，躊躇わずに使用できた。明かりがあるだけで

大分気持ちが楽だった。（1 個だと暗かったので，ハリケーンシーズンに備えて追加購入予定。） 

〇役に立ったもの 

・ソーラー充電式のランタン： 翌朝には太陽光で充電できるという安心感から，躊躇わずに使用できた。明かりがあるだけで

大分気持ちが楽だった。（1 個だと暗かったので，ハリケーンシーズンに備えて追加購入予定。） 

 

 

 

＜L さん体験記＞ 

◆居住地域：77041 

◆滞在年数：3 年 11 カ月 

◆寒波前の準備：準備していた 

◆準備内容：食料品の買いだめ、外部に露出している水道管の防寒対策 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：42 時間の停電と断水。水道管の中に残っていた水が凍結したことで破裂し、寝室が水浸しの被害にあった。 

◆避難の有無：有  ◆避難先 ：ホテル（2 日間） 
◆避難の状況：ホテルの水道管も凍結してしまったせいで、初日はチョロチョロしか水が出ず。2 日目は通常通りお湯も出たた

め、5 日ぶりのシャワーを浴びることができた 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜M さん体験記＞ 

◆居住地域：77079 

◆滞在年数：9 年 

◆寒波前の準備：準備していた 

◆準備内容：水や食料品の購入外に面している水道管や水道蛇口にカバーをかける等の対策 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：。4 日間停電した。また天井裏の水道管が破裂し一階に浸水した。 

◆避難の有無：有  ◆避難先 ：ホテル（1 日間） 

◆避難の状況：電力が復旧したものの断水に加え水道管破裂の修理に時間を要した為、自宅では入浴が 5 日間できず、ホ

テルで宿泊する判断をした。 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 

困ったのは水。断水に備えた飲料用以外の水の確保ができていなかった（バスタブに水を張る等）ため、トイレを流す水の確

保に困った。雪や屋根から流れる雪止水や雨水をバケツでくんでトイレ用に充てる対応をした。役に立った生活用品は、ガス

コンロセットと湯たんぽ。ガスコンロがあったことで、寒い中で温かい飲み物や食事をとることができたこと、また湯たんぽ用の

お湯を沸かすことができた。 

 

 

＜N さん体験記＞ 

◆居住地域：77062 

◆滞在年数：2 年 3 カ月 

◆寒波前の準備：あまり準備していない 

◆準備内容： 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：。2 日間停電、1 日断水 

◆避難の有無：無  ◆避難先 ：N/A 

◆避難の状況：N/A 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など   N/A 

 

 

 

＜O さん体験記＞ 

◆居住地域：77057 

◆滞在年数：2 年 

◆寒波前の準備：あまり準備していない 

◆準備内容：食料は大目に買っていた。が、浴槽にお水を貯めておかなかった。 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：。電気：月曜朝起床後、停電に気が付く～水曜 10：30 過ぎに復旧 

水道：月曜朝起床後、停電に気が付く～水曜１３時過ぎに復旧、不安定になるもゆうがたにはほぼ安定して使

えた（お湯も出る） 

◆避難の有無：有  ◆避難先 ：知人・友人宅 （1 日未満） 

◆避難の状況：月曜日の夜は道路が凍っており、信号も動いていいなかったが、車がほとんど走っていなかったため、近くの

友人宅まで車で行くことができ、夕食をごちそうになった。火曜日昼間は天気がよかったこともあり、道路の氷はほとんど溶

けており（気をつけるべきは橋）運転も問題なかった。（信号は動いていなかった） 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 

・テキサスの電力事情とその仕組が興味深かった。 

・台風でも寒波でも浴槽に事前に水を貯めておくことが大切と改めて感じた（電力が止まるとアパートは水の汲み上げに電気

を使用しているので、水は使えなくなるとわかっていたのに、今回は忘れてしまっていたので） 

・キッチンがガスだったため、マッチで火をつけてコンロを使用できたことはよかった。(寒いが窓は開けて使用した) 

 



＜P さん体験記＞ 

◆居住地域：77024 

◆滞在年数：4 年 

◆寒波前の準備：準備していた 

◆準備内容：食料/水の備蓄、電子機器の充電、予備バッテリーの準備、ガソリンの補給 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：。2/15夕刻～2/18夕刻まで３日間の完全停電/断水 

◆避難の有無：無  ◆避難先 ：N/A 

◆避難の状況：N/A 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 

商工会会員企業各社の皆様は、会社設備に非常用発電設備等を常備されているか気になりました。弊社は雑居ビルに

入居しており、幸いにして入居ビルの電源/水道とも供給されていた為、業務上の支障は少なかったですが、各個人の居

住物件では、停電/断水が相次ぎ、苦労しました。 

非常用発電設備の御購入を検討されている方がいらっしゃいましたら、弊社にて取扱がございますので、御連絡をお待ち

致します。 

 

 

 

＜Q さん体験記＞ 

◆居住地域：77494 

◆滞在年数：20 年 

◆寒波前の準備：準備していた 

◆準備内容：キャンプ、スキー、ＢＢＱが趣味なので、非常事態に使用できる予備品は全般的に持っていました。予備品例：キ

ャンプストーブ、プロペンタンク、プロペンボンベ、懐中電灯、電池、ランタン、寝袋、缶詰食品、長期保存食品、ろうそく、暖か

いスキー用の下着、ボトル水、ガロン水、薪、ラジオ 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：。月曜日の朝から水曜日の朝まで停電。月曜日の朝から午後まで断水。スプリンクラーの弁が破損。 

◆避難の有無：無  ◆避難先 ：N/A 

◆避難の状況：N/A 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 

月曜から木曜までインターネットが電話が頼りにならず、ぼつぼつとテキストや電話ができる状態だったので、電池で稼働のラ

ジオで情報を得ていました。 

日頃から１週間ほどの食糧と水、また、電池は買いだめしておくといいです。 

冷蔵庫は開けると温度が下がるので、食べ物は外か窓の近くに置いておきました。 

災害時の前にお風呂に水をためておきましょう。断水の前に水をためておらず、いつまで断水が続くのかが不明だったので、

トイレをどう流すのか、川まで水を汲みに行くのか、頭を痛めました。 

常にご近所とあいさつをして顔を合わせて仲良くしていることが大事です。お隣から「だれだれのところにプールがあるから、ト

イレ用に水を汲みに行けるよ」など、大事な情報を教えてもらえました。 

牛乳はパウダーミルク、缶のコンデンスミルク、もしくは長期常温保存ミルクがあれば、店頭に無くても何とかなります。特にパ

ウダーミルクは必要量だけ作れて冷蔵庫がなくても大丈夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜R さん体験記＞ 

◆居住地域：77057 

◆滞在年数：2 年 9 カ月 

◆寒波前の準備：準備していた 

◆準備内容：食料・飲料水の備蓄、モバイルバッテリーの充電、ガソリン給油、など。 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：。55時間の断水・停電(その間、建物内の電波も脆弱) 
◆避難の有無：無  ◆避難先 ：N/A 

◆避難の状況：N/A 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 

災害が予想されるタイミングの前週末に準備すべし。 

災害発生後では、各種生活必需品に人が殺到して時間がかかる。 

 

水道 

-生活水(主にトイレ)の不足→風呂に水を貯める、ポリバケツ/ポリタンクに水を貯める 

(トイレの水はアパートであれば、共用プールの水でも対応可能、但し停電時の水の運搬が重労働となる) 

-ドライシャンプー/汗拭きシート/ノンアルコールウェットティッシュあたりを家に置いておく 

-飲料水(歯磨きなど含む):常に家に 1 週間以上の飲料水を確保。 

-洗い物不可、水節約の為、一定量の紙皿/紙コップ/割りばし/プラスチックカタラリーは備蓄 

 

電気(停電) 

-スマホ充電:モバイルバッテリーを複数個準備。乾電池使用型のバッテリーと多量の乾電池を備蓄するのがベスト。 

-IH(オール電化)の場合はガスコンロとガスの備蓄も必要 

-懐中電灯/キャンドルは常備(iPhone でもいいが電池食う) 

-娯楽関連は本/ボードゲーム/漫画など。動画は電池食うのでオススメしない。Kindle など電子書籍で読書が省エネ。 

-現金。クレジットカード機械が使えない可能性あり。 

-冷凍庫の氷は、全て生活水に活用。停電前に鍋などに移して水として使えるようにしておく。 

 

ガス 

-上述の通り、ガスコンロとガスボンベを常備。 

-チャッカマン/ライター(ガスが通ってても電気が通ってなければ着火しない) 

 

食糧 

-調理不要/冷蔵冷凍不要、が最適(例:スナック、ナッツ、缶詰) 

-果物、干し肉、 

-湯煎だけで調理可能なもの=お湯は使い回し、レトルト食品、お粥 

-お湯だけを使うもの(カップ麺、パスタ、その他麺類) 

-お酒(不安を紛らわす、睡眠導入剤) 

 

車 

-ガソリンは満タンに。可能なればタンクに備蓄して車に積んでおく。 

-(ハリケーン・浸水対策)駐車はなるべく、2F 以上。 

 

浸水対策 

-電子機器は床に置かない 

 

ネットワーク 

-社内の連絡網の再確認 

-社外取引先の最新状況確認 

-同じアパート内での連絡先共有(電波がある内にライングループを作り、部屋番号を共有し合う) 

-電話番号(i/o Wi-Fi)の連絡先確認 



＜S さん体験記＞ 

◆居住地域：77098 

◆滞在年数：1 年 6 ヶ月 

◆寒波前の準備：準備していた 

◆準備内容：食料・飲料水の備蓄、カセットコンロボンベの備蓄 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：。3 日間の停電、4 日間の断水 

◆避難の有無：無  ◆避難先 ：N/A 

◆避難の状況：N/A 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 

情報ソース 

- CenterPoint Energy Outage Tracker 

- 空いているスーパーと、食料・飲料水の販売状況（社内外の駐在員からの情報共有） 

- ホテルやスパ等の営業状況（社内外の駐在員からの情報共有） 

 

生活用品・食料品 

- カセットコンロ 

- モバイルバッテリー 
 

困ったこと 

- 断水によりトイレの水が流せなかった（バスタブに貯水していなかった） 

- 停電によりネットが使えず、携帯電話回線も繋がりが悪く、情報を得難かった。 

 

 

＜T さん体験記＞ 

◆居住地域：77043 

◆滞在年数：3 年 6 カ月 

◆寒波前の準備：準備していた 

◆準備内容：生活用水/飲料水の確保、カセットコンロ 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：。停電(2/15-2/18)、断水(2/15-2/19)、インターネット(2/15-2/23) 

◆避難の有無：無  ◆避難先 ：N/A 

◆避難の状況：N/A 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 

ガスは繋がっており、ライターを持っていたので暖かい料理を食べる事が出来た。 

ポータブルチャージャーを持っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜U さん体験記＞ 

◆居住地域：77056 

◆滞在年数：3 年 11 カ月 

◆寒波前の準備：準備万端 

◆準備内容：水、食料、電池、ろうそくの備蓄。カセットコンロの準備。ガソリン満タン。 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：。24 時間の停電、断水 

◆避難の有無：無  ◆避難先 ：N/A 

◆避難の状況：N/A 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 

飲料水は準備していたが、トイレの水を準備できていなかった。バスタブにためておくべきだった。カセットコンロでお湯が沸

かせて暖かいものが飲めたのは良かった。ごみの処理も簡単でやはり備蓄食料としてはカップラーメンがありがたい。いちば

ん気になったのは携帯電話の電池残量。ラップトップ PC の電池を温存して、充電器として利用できたのがよかった。 

 

 

 

＜V さん体験記＞ 

◆居住地域： 

◆滞在年数： 

◆寒波前の準備：準備していた 

◆準備内容：冷凍食品、水、レトルト食品の確保（停電、断水は想定せずに、あくまで外出できなくなる、という想定をもとに準

備） 

◆被害の有無： 有 

◆被害の内容：停電 50 時間、断水 約 40 時間、水圧が戻るまでは合計 72 時間ほど。 

◆避難の有無：有  ◆避難先 ：ホテル（1 日間） 

◆避難の状況：ガルベストン近くのホテルに空きがあったので、電気がつくか不明だったが、家にいても同じだったので、予約

して宿泊した。車が通る部分にはもう雪はなく、水になっていたので、運転は問題なかった。ただ、Highway の一部は通行止

めだった。到着したホテルは電話がなりっぱなし。従い、こちらが電話して停電、断水状況を聞こうとしたが繋がらなかった模

様。チェックインの際に、停電、断水になっても Refund はしない、という契約書にサインさせられた。 

◆役に他情報ソースや生活用品・食料品、一番困ったこと、今回の寒波で新しく知った関連用語など 

小さいやつでも良いので、最小限冷蔵庫が使えるような、発電機の購入を検討中。 

 

  


