
 

 
 
 
 
 

 
 

 《総合防災訓練にむけて》 
-真に役立つ全員参加の防災訓練- 

 
下作延中央町内会 会長 宇佐美 善愛 

 

  猛暑続きとなった入道雲の季節もすぎ、快い初秋の季節を迎えております。会員の皆様に

は、益々お元気にお過ごしの事とお喜び申し上げます。 

 先には、町内活動の最大事業「夏の祭典、納涼祭」に会員や地区の皆様方の心温まるご協力

によりまして「盛大、無事故」のうちに終了できました事、深く感謝申し上げます。 

さて、町内会では、総会で確認いたしました町内会の防災危機管理に関しまして、防災会

議を立ち上げ、毎月 2 回、検討会を開催し「町内会の総合防災訓練」開催の準備を進めてお

ります。3.11 以来、全国的に高まっている防災対策、町内会といたしましては、従来の訓練

をベースにしながら、3.11 の教訓をもとに大規模災害を想定した訓練を全町内会会員を対象

に実施いたします。基本的には、会員の皆様と協力し「要援護者や寝たきり」の方々の救助、

負傷者の救助、避難等について訓練を実施いたします。 

  大よその訓練についてはご案内いたしますが(下図)、詳細は掲示板等で案内また、組長・

会員説明会を開催し全員参加の防災訓練を 11 月 25 日を目途に実施いたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟地震や東日本の大震災では、日ごろの訓練が大きな助けとなり、訓練のあるところで

は被災を最小限に抑える事が出来たと聞きます。微力ですが、町内会の会員さんの安全確保

は町内会の大きな役目だと思っております。このような取組みを先んじて実施しますので、

多くの皆様方のご参加ご協力をお願いいたします。そして、地域の協力によって、まさかの

時「真に役立つ防災訓練」に取り組みましょう。

発行日：平成 24 年 10 月 10 日

発 行：中央町内会総務部 

町会長：宇佐美 善愛 

発行№：25 号 

訓練の内容 
震度 7 地震発生 

＊ 先ずは自分・家族の安全 
＊ 近所、地区会員助け合い 

(自助、共助が大優先)   

家屋倒壊、橋桁落下 
停電、電話不通 

本部避難所の設置(本部役員)
 避難者確認 
 避難者受付、救護・救出 
 食料、飲料水の配給 

学区別広域避難
 ●上作延小学校 ●下作延小学校
●西梶ヶ谷小学校●久本小学校



  
 

 
これは絵空事ではありません。専門家が近い将来必ず起こると言って

います。 

更には富士山噴火の恐れもあると言われています。 

その時、私たちはどう対応すれば良いでしょうか。 

 

-防災訓練説明会- 
町内会員の皆様、組長の皆様どうぞお出かけください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が地域の防災 ＊東日本大震災と阪神淡路と高津区 

我が町、中央町内会から昨年秋、東日本大震災の被災地の視察研修に続き、新潟県の中越大

震災に関する防災ツーリズムに参加させていただきました。更に神戸市役所の防災担当者への

ヒアリングをさせていただいた経験によって「我が地域の防災」について感じる所を述べさせ

ていただきます。 

 皆様ご存知のように国の中央防災会議は首都圏直下型の巨大地震の発生確率が高まっている

ことを発表しました。各報道機関も毎日のように防災関連の情報を提供しています。 

ですが、大震災が起こったら我が高津区はどのようになってしまうのでしょうか？・・・ 

それに備える為には最悪のシナリオを想定しておく必要があります。 

 人口密度の比較をしてみました。昨年のデータです。 

地域ごとの人口密度（１キロ四方に何人居住しているか） 

更に我が町にまで津波が到達するのかどうか・・・海抜も調べてみました。 

 

以上の結果により、当地域での災害の種別が想定できます。  

我が町には津波は到達しません。 新潟のような山の崩落もあまり考えられません。参考にな

るのは神戸です。家屋が倒壊すると次に起きるのは火災です。悪いことに人口密度では、高津

地域ごとの人口密度 

（１キロ四方に何人居住しているか）人/ｋ㎡
近隣の海抜高さ調査結果 

川崎市 9,807 多摩沿線道路宇奈根付

近 
１２ｍ 

高津区 12,605 津田山駅 ・ 溝の口駅 １９ｍ 

神戸市 2,800 下作延小 ・ 上作延小 １９ｍ 

東灘区 6,955 身代り不動尊 ２２ｍ 

気仙沼市 219 神明神社 ４１ｍ 

1111月月2255日日にに行行わわれれるる町町内内防防災災訓訓練練のの説説明明会会をを下下記記のの通通りり行行いいまますす。。  

役役員員一一同同おお待待ちちいいたたししまますす。。  

  
★★説説明明会会のの場場所所  ：：  下下作作延延中中央央町町内内会会館館  
★★説説明明会会のの日日    ：：  1100月月2288日日((日日))  
      1100：：3300～～1122：：0000  《《  大大塚塚北北・・大大塚塚南南・・正正安安南南  》》地地区区  
      1133：：3300～～1155：：0000  《《  正正安安北北・・林林・・平平瀬瀬・・新新道道・・笹笹ノノ原原・・梶梶ヶヶ谷谷ビビレレジジ  》》地地区区  



区は東灘区の２倍近くの数値です。神戸の倍も密集して暮らしているのです。火災が発生する

と木造家屋は延焼を避けることは難しいと考えます。最低、各戸に１本は消火器を備えておき

ましょう。 

次にお願いしたいことは、家族の集合場所を決めておき、更に連絡方法も練習しておくべき

だと思います。NTT の災害伝言ダイヤル「１７１」は大変便利ですので、説明文を別途配布させ

ていただきます。日ごろから実際に「１・７・１」をダイヤルして練習しておきましょう。 

更に準備しておきたいものは生き延びるための「３日間備蓄」です。 

首都圏ではライフラインの復旧に、電気は１週間、電話は２週間、水は１ヶ月、ガスは２ヶ月

を要すると言われています。携帯電話も充電しなければ使えません。水もガスも電気も無い中

でも自力で３日間は生き延びることが求められています。 下表は備蓄品の参考リストです。 

下作延中央町内会では防災会議を立ち上げ、町内に７ヶ所の地区避難所を設定し、

下作延第２公園を本部避難所とします。その確認と避難の訓練を１１月２５日(日)

１０時から行います。一人でも多くの会員の皆様にご参加いただき、防災意識を高

めていただきたいと思います。 

◆ 防犯部      部長 弦巻 修 

第１回町内会防犯パトロールを 5 月 23 日 20 時から行いました。安全・安心

な住みよい町づくりの防犯・防災活動の一環として、会員、役員を中心に参加

者は 23 名で町内会全域（７地区）を６班編成で各地区を１時間程度かけて、

巡回パトロールを行いました。なお、防犯灯の故障個所の点検並びに暗くて危

険な箇所の確認も同時に行いました。 

第２回町内会防犯パトロールは 7 月 24 日火曜日に同時間帯で行いました。参

加者 34 名でしたが、今回は 11 名の組長・会員の参加がありました。                

◆ 交通部 夏の交通安全     部長 岡本 英男 

23年度重点項目のひとつ危険箇所として取りあげておりまし

た、246 号線沿いのマクドナルドとユニクロの車出口が歩行者

や自転車が通行する道路との接点が危険であるとの指摘があり、

再度要望してまいりましたがようやくミラーを取り付けていた

だきました。完全とはいきませんが歩行者、自転車、自動車お

互いに充分気をつけて、事故のないよう願います。 

品　目 内　　容 数　量
通勤通学カバ
ンにいつも入

れておく

リュックに入
れておく

押入・クロー
ゼットなどに

保管
品　目 内　　容 数　量

通勤通学カ
バンにいつも
入れておく

リュックに
入れてお

く

押入・ク
ローゼット
などに保管

水 ５００ｍｌﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ（１日一人２ﾘｯﾄﾙ） ３日分 ○ 救急衛生 救急セット（消毒・ばんそうこう・ガーゼ・包帯） ○

非常食 乾パン・レトルト食・乾物 ３日分 ○ ○ 救急衛生 持病薬（処方箋コピー） ○ ○

緊急食 チョコレート・飴・栄養補助食品 ○ 防寒用 セーター・靴下・カイロ ○ ○

装備 懐中電灯（ペンライトでも可） ○ ○ 防寒用 毛布・簡易トイレ・防寒用品 ○ ○

装備 軍手・スニーカー ○ 汎用品 タオル（汗ふき・ケガの手当・下着の代用） ○ ○

道具 ナイフ（缶切り・ハサミなと複合ツールがよい） ○ 汎用品 安全ピン（タオルを留めて下着） ○

情報 携帯ラジオ＋電池 ○ 汎用品 ポリ袋 大小　１０枚 ○ ○

情報 携帯電話＋充電器 ○ 汎用品 ライター・布ガムテープ ○

情報 身分証明書類（コピーでも可） ○ ○ 貴重品 予備の鍵・メガネ ○

情報 健康保険証のコピー ○ ○ 女性 生理用品・ヘアブラシ・化粧品・髪留ゴム・替下着 ○

情報 筆記用具（メモ帳・ペン・マジック） ○ ○ 高齢者 介護用品・入歯・補聴器 ○

乳幼児 粉ミルク・哺乳瓶・離乳食・紙おむつ ○ ○

ペット用 迷子札・餌 ○

家庭での備蓄品



 

◆ 納涼祭/文化部         部長 杉田 勝美 
 下作延中央町内会の納涼祭が、8月 4日・5日に下作延第 2公園で行われました。初日の昼

過ぎから雨が降り開催が危ぶまれましたが、開始時間前に雨は上がり、無事開催することが

できました。雨の影響が心配されましたが、大勢の方々にお越し頂き、大盛況の二日間でし

た。子ども会、青年部、婦人部による模擬店も大盛況で、二日間共、納涼祭終了前に完売す

るほどでした。また、子ども会会員による大太鼓・樽太鼓も大好評で、それに合わせて大勢

の方々が踊って下さいました。 

 来年も盛り上がるよう頑張りたいと思います。最後に、近隣にお住まいの方々には騒々し

い二日間だったと思いますが、ご理解・ご協力頂き有難うございました。 

 

◆ 敬老の日/福祉部        部長 中庭 芳子 

 敬老の日を迎え、ご長寿のお祝いを申し上げます。我が

町内会では、65 歳以上の対象者にお祝いの品としてカステ

ラを贈呈致しました。男性 289 名、女性 405 名、計 694 名

でした。是非これからも健康に気をつけて頂き、楽しく心

豊かな人生を過ごされますようご祈念申し上げます。また

皆様の経験と知恵をお貸し頂きながら、心通う住みやすい

町にしていきたいと思います。 

 

◆ 下作延小学校の学童防犯パトロール  副会長 佐藤 三尚  
水曜日の下校時、午後 1 時 20 分～2 時まで通学路の紙の橋を中心にパトロールをしており、

早 6年が経過しています。その間ただパトロールのみでなく道路脇の樹木の伐採、自動車の停

止線の変更、見通しの良い通学路の改善など犯罪の起きない環境を作ってきました。ご多忙と

は思いますが、小学校へ通っている児童のいるご家庭では一度参加してはいかがでしょう。  

 

    

民生・福祉活動・同好会案内 

活動項目 開催場所、日時、対象者 費用 連絡先 

囲碁・将棋・麻雀同好会 
中央町内会館・第 4土曜日・13 時～16 時・制限なし 

無料 
持木 志夫 

℡ 866-6136 

にこにこ会 
中央町内会館・第 3金曜日・13 時～15 時・ひとり暮ら

しの高齢者の方 
100 円 

ふれあい会食会 
上作延老人いこいの家・11 時～13 時・70 歳以上のひと

り暮らしの方・5回/年 
200 円 

 

増子 純江 

℡ 877-2484 

公園体操 
上作延老人いこいの家・毎週金曜日・9時 30 分～9時 45

分・制限なし 
無料 

持木 光子 

℡ 866-6136 

すこやか活動 
上作延老人いこいの家・太極拳等の交流会・制限なし 

無料 
宇佐美 善愛 

℡ 888-1447 

 

100 歳の今村 栄さん 


