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令和元年度
国分寺北部校区自主防災組織連絡協議会総会
6月9日、国分寺北部コミュニティセンターで令和元年度国分
寺北部校区自主防災組織連絡協議会の定期総会を開催しま
した。会員総数186名のうち出席129（委任状含む）で、平成30
年度の事業報告、収支決算及び令和元年度の収支予算、事
業計画などについて報告・説明しすべての議案について承認さ
れました。
総会後は岡会長が、「国分寺北部校区コミュニティ継続計画」
と題して研修を行ないました。その後の質疑では「情報がス
マートホンやパソコンに集中している中デジタル弱者に配慮し
て欲しい」「ため池の管理、放流状況を周辺に知らせて欲しい」
などの意見が出されました。皆さん、防災意識が高まってきて
いるようです。

【本年度の主な事業計画】
・国分寺北部校区「地区防災計画の策定」
・巨大地震に備え高齢者住宅寝室の家具類転倒防止対策
・毎月第１月曜日に役員会、研修会開催
・コミュニティ協議会主催防災関連事業のお手伝い
・コミュニティ協議会防災部会への参加
・災害時要配慮者台帳の整備
・自主防だよりの発行（年2回）
・総合防災訓練（10月20日）の計画、実施
・コミュニティ協議会課題解決応援加算事業の支援
・火災警報器交換の推進

防災訓練

R1.10.20（日）

今年も防災訓練を行います
今年は、２部構成で訓練を実施します。

１部 避難訓練

地震発生
【想定】
室戸岬沖を震源とする南海トラフ大地震発生！
校区で最大震度６強を観測し、木造家屋が多数
倒壊し、また、大規模ため池決壊の恐れが高まる。

避 難

開 始

一時避難場所に集合
安否確認
国北小学校
（避難所）へ移動

スケジュール

１部

地震発生

国北小学校で受付・報告

避難訓練
ブロック名
国分東

一時避難場所

国分西

コスモス国分寺店

8：00発生

新居北

春日神社（新居）

8：30集合
ブロック名
新居中
8:30発生
一時避難場所
JA国分寺支店

新居南

ﾏﾙﾖｼｾﾝﾀｰ国分寺店

9:00集合

２部体験型訓練

山下医院

9：30～12：20

２部 体験型訓練
体育館にて
✿避難シミュレーション訓練
✿簡易間仕切り
教室等にて
✿AED訓練
✿起震車体験
✿防災グッズ展示 ✿マイホーム相談室
✿警察車輛展示・啓発
運動場にて
✿子供バケツリレー
✿消防操法披露（放水消火）
※雨天時には、運動場での訓練を中止

高齢者住宅の家具類転倒防止対策工事をします
民生委員児童委員協議会と自主防災会が協働で、高齢者住宅寝室の家具類転倒防止対策工事をします。
費用は材料費のみで行います。希望者はお近くの民生委員さんに申し出てください。
お宅に伺い部屋を確認、工法等の説明を行い、同意書をいただいた後、日程調整等を行い工事を実施します。
申し込みをお待ちしております。

洋服タンスの固定例

整理タンスの固定例

家具の転倒防止・ガラスの飛散防止対策を進めよう！
家具の転倒防止対策とともに、家具のレイアウトの見直しも効果的な対策となりますので、取り組ん
でみましょう。また、災害時には家のガラスにも注意が必要です。ガラスの飛散防止フィルムを貼るこ
とや、昼間でもレースのカーテンを閉めておくことをおすすめします。

ガラスが危ない！
部屋の中にはガ
ラスがいっぱいで
す。窓、食器棚、
鏡など、割れれば
すべて凶器になり
ます。大きなガラ
ス窓は、市販のガ
ラス飛散防止フィ
ルムなどでカバー。
夜間はカーテンを
引いて寝ると飛散
防止になります。

Ｑ. 耐震診断って何？
Ａ. 大地震に対して住宅が倒壊しないかどうかを判定するものです。基礎の状況、壁の強さ、住宅の老
朽化などについて、住宅を調査し、構造計算を行います。調査には、半日から2日程度かかります。
Ｑ. なぜ耐震診断が必要なの？
Ａ. 昭和56年5月以前に建てられた住宅は、古い基準で建てられ、耐震性が不足しているおそれがあり
ます。まずは、住宅の耐震性を確認してください。

大規模な災害が発生した場合、支援物資が避難所にスムーズに行き届かないケースも想定されます。
そのような場合に備えて、飲料水（一人1日あたり3リットルを目安。）、乾パン、アルファ米、レトルト食品、医薬品
セット、簡易トイレ等の備蓄を行いましょう。
取り組みやすい備蓄の方法としては、ローリングストックがあります。ローリングストックは、缶詰やレトルト食品、トイ
レットペーパーなど日常生活で消費するものを少し多めに買い置きして賞味期限が近づいたものは食べて、食べた
分をまた補充するやり方です。
高松市防災合同庁舎（危機管
理センター）たかまつ防災プラ
ザ内に設置している「防災でっ
きょんな」コーナーでは、災害
時の物資の供給に関する応援
協定を締結している、「西村ジョ
イ」様の御協力をいただいて、
家具の転倒防止や非常持出
袋などを展示しています。
ぜひ、防災力向上
のためにも、
ご来館してみてください。

防災対策！靴を枕元に備えよう！

寝室に置くおすすめ防災セット

特に足元の安全は災害地では非常に重要で、
ガラスの破片や瓦礫など、足を傷付けてしま
う素材が溢れています。

このグッズはもちろん「死なないための防災
グッズ」ですが、就寝時に大地震が発生した際、
メチャクチャな状態になった屋内を安全に移動す
るために最小限必要な道具を布団の近くに設置す
るものになります。
☑小型の懐中電灯（フラッシュライト）
☑簡易スリッパ（折りたたみスリッパ）
☑手袋（軍手）
☑笛（ホイッスル）
☑メガネ・吸入薬の予備など

備えた靴は!!

☑ガラスや食器の破片から足を守る
☑落下物などから足を守ってくれる
☑がれきの釘の踏み抜きを防いでくれる

備えた靴の種類も考えて!!

☑急いで逃げるために、履きやすい
☑避難を考えて、あまり重くない

ポテトサラダ

ポリ袋で作る非常食レシピ
カップケーキ
だし巻き卵

材料 １人分
じゃがいも 200ｇ
がぼちゃ
50ｇ
きゅうり
½本
ソーセージ
½本
マヨネーズ 適量
塩・コショウ 少々
①材料を適当の大きさに切る。
②二重にしたポリ袋の中にかぼ
ちゃんとじゃがいもを入る。
③沸騰した鍋のお湯の中に材料
入ったポリ袋を浮かべ30分間煮
る。
④茹で上がったかぼちゃ・じゃが
いもは、ポリ袋の中で潰し、荒熱
取り、マヨネーズ・塩・コショウで
味を整える。最後にきゅうりとソー
セージを入れて混ぜたら完成。

材料 ５個分
薄力粉
100ｇ
ベーキングパウダー
5ｇ
砂糖
50ｇ
塩
少々
卵
１個
牛乳
100cc
レーズン
少々
①粉ものだけを袋に入れよく混
ぜ合わせる。卵・牛乳を入れてさ
らに良く混ぜ合わせる。
②袋の端を破いて紙コップに分
けて入れる。
③レーズンなどをトッピングし、ポ
リ袋に１個ずついれ袋の角に寄
る。
④倒れないように袋の先端をまと
めて軽く縛り30分煮たら完成。

材料 １人分
卵
2個
万能つゆ
大さじ1/2
①材料を袋にいれて軽く手で混
ぜて15分煮たら完成。

香川県シェイクアウト（県民いっせい地震防災行動訓練）
大規模地震の発生時には、まずは、自らの身は自らで守るという「自助」が必要です。香川県シェイク
アウトでは、1分間の安全確保行動を通じて、防災の必要性を改めて認識していただき、学校、家庭、職
場などで防災対策を確認するきっかけとしていただくとともに、避難訓練や消火訓練、備蓄品の確認など
のプラスワン訓練を行っていただきたいと考えています。
香川県では、県民、学校、幼稚園・保育所、企業のほか、自主防災組織や町内会などのグループなど幅
広く訓練への参加を呼びかけています。
【訓練概要】
実施日時：令和元年11月５日（火曜日） 午前10時
訓練方法：参加者は、訓練時刻になったら、机の下に隠れたり、身をかがめるなどの「安全確保行動」を
約1分間行ってください。
1.アプリをインストールします

国分寺北部校区地区防災計画
自主防災だより第14号でお知らせしたとおり、高松市の場合、下
記の３点で地区防災計画となります。
【1. 地域防災マップ】
平成26年から地域の皆様の協力により、まち歩きから始め校区内
で想定されるあらゆる危険な箇所や、役に立つ施設・場所等をとり
まとめた地図が、平成29年3月末に全世帯に配布した国分寺北部地
域防災マップです。
【2.コミュニティ継続計画】
この計画は企業のBCPと同じで災害に遭遇した企業がいかに早く
被災前の状態に戻すかの事前計画です。
日ごろ、あらゆる自然災害を想定して、防災体制、防災訓練、防
災の勉強会等を行います。被災後には日ごろの訓練等をいかして地
域住民の共助で命を守る計画です。
【3.避難所運営マニュアル】
北部校区には市指定の避難所が7か所あります。
現在の計画では、北部校区全体の本部機能は国分寺北部コミュニ
ティセンターに置く計画で、基本的な考え方は、小学校とコミュニ
ティセンターを連携した一つの避難所として運営していくことです。
避難所運営マニュアルは南海トラフ大規模地震を想定したもので、
大規模地震の場合、
「公助・共助」市の災害時指定職員、学校管理者も被災者になるこ
とが予測され、すぐには避難所に来てくれない可能性があります。
「自助・共助」そこで地域の皆様で避難所開設を行うよう、マニュ
アルを作成しています。
今後、避難所運営マニュアルの説明会、避難所開設訓練等を行っ
ていく予定です。
なお、上記は地震発生時に備えたもので、大雨・洪水・土砂等の
災害の場合は、これまでと同様、随時避難所を開設します。
（国分寺北部校区自主防災組織連絡協議会 会長 岡 重範）

2.訓練専用のQRコードを
読み取り、訓練の予定を
登録します

編集後記
５月１日から元号が「平成」
から「令和」となり、新たな時
代が始まりました。令和になっ
てから最初の自主防だよりをお
届けします。今号は総会の内容
等についてです。
自主防災組織とは、地域の住
民が協力して「自分たちの地域
を自分たちで守る」ために立ち
上がった組織のことです。普段
は災害に備えた取り組みを実践
し、災害時には被害を最小限に
食い止めるための活動を行いま
す。
防災で大切なのは、日ごろの
備えです。あらゆる災害は突然
やってきます。自分たちででき
ることは、災害が起きたときの
ために準備をしておくことです。
地域の防災情報も普段から検索
しておくのも大切かも知れませ
んね。
中尾たみ好

