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纏向自主防災会纏向自主防災会纏向自主防災会纏向自主防災会（（（（桜井市桜井市桜井市桜井市））））    

１１１１、、、、    設立設立設立設立のののの経緯経緯経緯経緯    

纏向地区纏向地区纏向地区纏向地区はははは、、、、桜井市桜井市桜井市桜井市のののの北部北部北部北部にににに位置位置位置位置しししし、、、、北側北側北側北側はははは天理市天理市天理市天理市とととと接接接接するするするする農村地帯農村地帯農村地帯農村地帯であるであるであるである。。。。    

    地区内地区内地区内地区内にはにはにはには邪馬台国邪馬台国邪馬台国邪馬台国のののの畿内説畿内説畿内説畿内説のののの最有力候補地最有力候補地最有力候補地最有力候補地とされているとされているとされているとされている纏纏纏纏向遺跡向遺跡向遺跡向遺跡がありがありがありがあり、、、、    

    卑弥呼卑弥呼卑弥呼卑弥呼のののの墓墓墓墓ではないかとではないかとではないかとではないかと言言言言われるわれるわれるわれる箸墓古墳箸墓古墳箸墓古墳箸墓古墳にににに近接近接近接近接しししし、、、、注目注目注目注目されているされているされているされている。。。。    

        しかししかししかししかし、、、、高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯はははは年年年年々々々々増加増加増加増加しているしているしているしている。。。。        

自主防災会自主防災会自主防災会自主防災会のののの設立設立設立設立はははは、、、、阪神阪神阪神阪神・・・・淡路大震災発生淡路大震災発生淡路大震災発生淡路大震災発生のののの１１１１年前年前年前年前、、、、平成平成平成平成６６６６年年年年１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日            

        桜井市消防署桜井市消防署桜井市消防署桜井市消防署のののの設置呼設置呼設置呼設置呼びかけびかけびかけびかけもあってもあってもあってもあって、、、、桜井市桜井市桜井市桜井市でででで最初最初最初最初のののの自主防災会自主防災会自主防災会自主防災会としてとしてとしてとして    

発足発足発足発足したしたしたした。。。。    

    

２２２２、、、、    組織組織組織組織のののの概要概要概要概要    

国道国道国道国道１６９１６９１６９１６９号線号線号線号線をををを挟挟挟挟むむむむ、、、、辻辻辻辻・・・・巻野内巻野内巻野内巻野内・・・・太田太田太田太田・・・・草川草川草川草川のののの４４４４ヶヶヶヶ大字大字大字大字９３１９３１９３１９３１世帯世帯世帯世帯でででで

構成構成構成構成しているしているしているしている。。。。    

        このこのこのこの４４４４ヶヶヶヶ大字大字大字大字はははは、、、、各大字毎近接各大字毎近接各大字毎近接各大字毎近接しておりしておりしておりしており、、、、小学校区小学校区小学校区小学校区もももも同同同同じでじでじでじで結結結結びつきもびつきもびつきもびつきも深深深深いいいい。。。。    

        会長会長会長会長はははは、、、、設立当初設立当初設立当初設立当初４４４４ヶヶヶヶ大字大字大字大字、、、、４４４４年毎年毎年毎年毎にににに輪番輪番輪番輪番でででで担当担当担当担当しししし、、、、以降以降以降以降２２２２年毎年毎年毎年毎、、、、最近最近最近最近はははは    

        １１１１年毎年毎年毎年毎でででで交代交代交代交代しているもののしているもののしているもののしているものの、、、、副会長副会長副会長副会長・・・・幹事幹事幹事幹事をををを各大字各大字各大字各大字よりよりよりより選任選任選任選任しししし、、、、更更更更にににに、、、、    

        大字大字大字大字とのとのとのとの連携連携連携連携をををを密密密密にするにするにするにする為為為為、、、、各区長各区長各区長各区長がががが相談役相談役相談役相談役としてとしてとしてとして参画参画参画参画しているしているしているしている。。。。    

    

３３３３、、、、    活動状況活動状況活動状況活動状況    

            毎年毎年毎年毎年４４４４月月月月にはにはにはには定期総会定期総会定期総会定期総会をををを開催開催開催開催しししし、、、、そのそのそのその年度年度年度年度のののの事業計画事業計画事業計画事業計画やややや予算予算予算予算をををを協議協議協議協議しししし、、、、    

        ６６６６月月月月にはにはにはには防災講習会防災講習会防災講習会防災講習会をををを、、、、８８８８月月月月にはにはにはには小学校小学校小学校小学校でででで開催開催開催開催されるされるされるされる地域地域地域地域のののの集集集集いいいい（（（（盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり））））        

        にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて、、、、起震車体験起震車体験起震車体験起震車体験やややや救命救命救命救命・・・・救急講習救急講習救急講習救急講習・・・・防災関連防災関連防災関連防災関連パネルパネルパネルパネルのののの展示等展示等展示等展示等啓発啓発啓発啓発

活動活動活動活動をををを毎年途切毎年途切毎年途切毎年途切れなくれなくれなくれなく行行行行っているっているっているっている。。。。    

        更更更更にににに、、、、毎月各大字輪番毎月各大字輪番毎月各大字輪番毎月各大字輪番でででで軽可搬式軽可搬式軽可搬式軽可搬式ポンプポンプポンプポンプのののの点検点検点検点検もももも行行行行っているっているっているっている。。。。    

        又又又又、、、、初期消火初期消火初期消火初期消火のののの重要性重要性重要性重要性にににに鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、消火器消火器消火器消火器のののの点検点検点検点検・・・・入入入入れれれれ替替替替えをえをえをえを積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めるとめるとめるとめると

共共共共にににに、、、、地域独自地域独自地域独自地域独自でででで災害時災害時災害時災害時１１１１次避難場所次避難場所次避難場所次避難場所をををを設定設定設定設定しししし、、、、看板看板看板看板をををを取取取取りりりり付付付付けたけたけたけた。。。。    

        特特特特にににに、、、、災害発生時安否確認災害発生時安否確認災害発生時安否確認災害発生時安否確認がががが地域地域地域地域にとってにとってにとってにとって大変重要大変重要大変重要大変重要なことからなことからなことからなことから、、、、全世帯全世帯全世帯全世帯をををを    

        対象対象対象対象にににに家族家族家族家族構成構成構成構成調査調査調査調査をををを実施実施実施実施しししし、、、、毎年毎年毎年毎年再再再再確認確認確認確認をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

    

４４４４、、、、    課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

            まだまだまだまだまだまだまだまだ、、、、全全全全般般般般的的的的にににに災害発生災害発生災害発生災害発生にににに対対対対するするするする危機意識危機意識危機意識危機意識がががが低低低低いといといといと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。    

        少少少少なくともなくともなくともなくとも、、、、災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時にににに備備備備ええええ、、、、各各各各家庭家庭家庭家庭ででででラジオラジオラジオラジオやややや食料食料食料食料等等等等のののの必需品必需品必需品必需品をををを常常常常にににに

準備準備準備準備しておくことをしておくことをしておくことをしておくことを呼呼呼呼びかけいきたいびかけいきたいびかけいきたいびかけいきたい。。。。    

        又又又又、、、、災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時、、、、救命救命救命救命・・・・救急救急救急救急のののの実践実践実践実践的的的的リーダーリーダーリーダーリーダーとなるとなるとなるとなる看看看看護婦護婦護婦護婦やややや消防消防消防消防のののの経経経経験験験験

者者者者のののの等等等等隠隠隠隠れたれたれたれた人材人材人材人材のののの発発発発掘掘掘掘にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組んんんんでいきたいでいきたいでいきたいでいきたい。。。。    
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消火器消火器消火器消火器のののの点検点検点検点検・・・・入入入入れれれれ替替替替ええええ    

    

    

    

地域独自地域独自地域独自地域独自でででで災害時災害時災害時災害時１１１１次避難場所次避難場所次避難場所次避難場所のののの設定設定設定設定とととと看板看板看板看板のののの取取取取りりりり付付付付けけけけ    
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富士見ケ丘自治会（宇陀市） 

 

 

１．設立の経緯 

  平成７年に発生した阪神淡路大震災や平成１０年に奈良県を襲った台風７号によ

る被害を契機として、自治会内で防災・防犯に対して取り組む機運が盛り上がり、

平成１０年１１月に当時の自治会長を初めとした自治会役員の方々が中心となって、

自主防災組織を設立しました。少子高齢化、核家族化が進む中で、各自の防災に対

する自助の力と住民相互の共助の力により、地震や風水害などの災害発生時に各自

が協力して被害を最小限に抑えることを目的としています。 

 

２．活動内容 

  富士見ケ丘自治会４９世帯により活動を行っています。 

主な活動としては、各自の防災意識の高揚と災害時に冷静な判断と行動をとれ

る様に心の備えをすることを目的として、宇陀広域消防組合消防本部のご指導をい

ただきながら防災訓練を年１回（１１月）実施しています。 

なお、主な訓練内容については、以下のとおりです。 

①避難誘導と搬送訓練 

 各班毎に集まり、地区の避難所であるコミュニティセンターへ集合する。 

 簡易担架を作製し、けが人を想定した人形を搬送する。 

②救急応急措置訓練 

 応急措置の仕方について消防本部より指導を受ける。 

③炊き出し訓練 

 炊事班により炊き出しを行う。 

④消火器取り扱い訓練 

 消防本部及び消防団より消火器の取り扱いの指導を受ける。 

⑤通報訓練 

 消防本部より１１９番通報の指導を受ける。 

 

  発足して１０年となりましたが、自治会会員の防災に対する意識は年々高まって

きています。今後も、興味を持って訓練に参加していただけるよう訓練内容に工夫

を凝らしながら、継続した活動を実施していきたいと思います。 
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避難訓練 

 

人命救助訓練 
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救急応急措置訓練 

 

 

消火器取扱訓練 
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消火器取り扱い訓練 

 

 

バケツリレー 
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平成２０年１０月２６日 

 

 

富士見ケ丘自治会員のみなさんへ 

 

 

富士見ケ丘自治会 

会  長 田 窪 重 昭 

公民館長 花 田 清 文 

防災部長 石 本 喜代次 

 

 

防災訓練の開催について（ご案内） 

 

 

秋冷の候 自治会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げま

す。 

 平素は、当自治会に対しましてご支援・ご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。 

さて、今般、私たちの生活の中で起こりうるいろいろな災害の被害を最小限に食い止めるた

め、協調した訓練を実施し、防災意識の高揚と訓練を通じて冷静な判断と行動がとれるよう

に心の備えをすることになりました。 

 つきましては、標記訓練を下記により開催いたしますので、お誘い合わせの上、多数ご参

加下さいますよう、ご案内申し上げます。 

 

 

記 

 

 

 １ 開 催 日  平成２０年１１月９日（日） 午前８時３０分～ 

 ２ 開催場所  富士見ケ丘コミュニティセンター 

 ３ 実施内容  ①避難誘導と人命救助（担架製作と搬送訓練の実施） 

          ②消防職員による担架製作と搬送訓練の反省点と反復 

          ③炊き出し訓練 

 

  ※搬送訓練については、５班の通路に人形を５体設置しておりますので、各班で集合し

５班から富士見ケ丘コミュニティセンターへ避難してください。 

※当日は、非常持出袋（貴重品・薬・必要品など）を持参してください。 

※雨天の場合は、コミュニティセンターにて各講習を行います。 
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                            ●●●●    秋留地区自主防災会秋留地区自主防災会秋留地区自主防災会秋留地区自主防災会（（（（生駒郡三郷町生駒郡三郷町生駒郡三郷町生駒郡三郷町））））    

    

1111.... 結成結成結成結成のののの経緯経緯経緯経緯：：：：阪神阪神阪神阪神････淡路大震災淡路大震災淡路大震災淡路大震災のののの教訓教訓教訓教訓をををを基基基基にににに､､､､ｱﾝｹｰﾄｱﾝｹｰﾄｱﾝｹｰﾄｱﾝｹｰﾄやややや自主防災組織案等自主防災組織案等自主防災組織案等自主防災組織案等をををを作成作成作成作成しししし 6666 ヶヶヶヶ月間月間月間月間のののの

準備準備準備準備をとってをとってをとってをとって平成平成平成平成 18181818 年年年年 9999 月秋留地区自主防災会月秋留地区自主防災会月秋留地区自主防災会月秋留地区自主防災会のののの立立立立ちちちち上上上上げをげをげをげを提案提案提案提案しましたしましたしましたしました。。。。55555555 世帯全員世帯全員世帯全員世帯全員のののの

賛同賛同賛同賛同をををを得得得得てててて平成平成平成平成 18181818 年年年年 11111111 月月月月 1111 日付日付日付日付けでけでけでけで結成結成結成結成････活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。    

    

2222.... 目的目的目的目的：：：：秋留地区自主防災会秋留地区自主防災会秋留地区自主防災会秋留地区自主防災会はははは災害対策基本法及災害対策基本法及災害対策基本法及災害対策基本法及びびびび三郷町地域防災計画三郷町地域防災計画三郷町地域防災計画三郷町地域防災計画のののの規定規定規定規定によりによりによりにより自主的自主的自主的自主的なななな

防災活動防災活動防災活動防災活動をををを行行行行いいいい、、、、自助自助自助自助････互助互助互助互助････協働協働協働協働のののの精神精神精神精神のもとのもとのもとのもと地震等地震等地震等地震等のののの災害災害災害災害によるによるによるによる被害被害被害被害のののの防止及防止及防止及防止及びそのびそのびそのびその軽減軽減軽減軽減

をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

    

3.3.3.3.    会員会員会員会員：：：：55555555 世帯世帯世帯世帯（（（（防災士認証取得者防災士認証取得者防災士認証取得者防災士認証取得者 3333 名含名含名含名含むむむむ））））    

 

4.4.4.4.    組織組織組織組織：：：：会長会長会長会長 2222 名名名名､､､､副会長副会長副会長副会長 2222 名名名名､､､､防災防災防災防災ﾘｰﾀﾘｰﾀﾘｰﾀﾘｰﾀﾞ゙゙゙ 3333 名名名名､､､､班長班長班長班長 6666 名名名名､､､､会計会計会計会計 1111 名名名名､､､､監事監事監事監事 1111 名名名名､､､､民生委員民生委員民生委員民生委員 1111 名名名名    

 

5.  5.  5.  5.  普及中普及中普及中普及中のののの家具等家具等家具等家具等のののの転倒転倒転倒転倒････飛来飛来飛来飛来････落下防止対策落下防止対策落下防止対策落下防止対策              
6.6.6.6.        環境環境環境環境････防災倉庫防災倉庫防災倉庫防災倉庫とととと寄贈中寄贈中寄贈中寄贈中のののの常備機材常備機材常備機材常備機材    

             
7.7.7.7.    平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度のののの主主主主なななな活動内容活動内容活動内容活動内容    

        1).  1).  1).  1).  防災講演会防災講演会防災講演会防災講演会のののの講演記録講演記録講演記録講演記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自主防災活動自主防災活動自主防災活動自主防災活動ﾆｭｰｽﾆｭｰｽﾆｭｰｽﾆｭｰｽ（（（（20202020----05050505 号号号号））））           P2           P2           P2           P2/6/6/6/6    

        2).  2).  2).  2).  救命講習会救命講習会救命講習会救命講習会のののの講習記録講習記録講習記録講習記録････    ････    ・・・・・・・・・・・・自主防災活動自主防災活動自主防災活動自主防災活動ﾆｭｰｽﾆｭｰｽﾆｭｰｽﾆｭｰｽ（（（（20202020----06060606 号号号号））））           P3/6           P3/6           P3/6           P3/6    

        3).  3).  3).  3).  大阪支部大阪支部大阪支部大阪支部とのとのとのとの合同研修合同研修合同研修合同研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自主防災活動自主防災活動自主防災活動自主防災活動ﾆｭｰｽﾆｭｰｽﾆｭｰｽﾆｭｰｽ（（（（20202020----07070707 号号号号））））           P4/6           P4/6           P4/6           P4/6    

        4).  4).  4).  4).  防災防災防災防災ﾘｰﾀﾘｰﾀﾘｰﾀﾘｰﾀﾞ゙゙゙ｱｸｼｮﾝﾌｱｸｼｮﾝﾌｱｸｼｮﾝﾌｱｸｼｮﾝﾌﾟ゚゚゚ﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝ    平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度        秋留地区自主防災活動秋留地区自主防災活動秋留地区自主防災活動秋留地区自主防災活動    計画計画計画計画・・・・実績表実績表実績表実績表     P5/6 P5/6 P5/6 P5/6                    

5).  5).  5).  5).  自主防災活動自主防災活動自主防災活動自主防災活動におけるにおけるにおけるにおける悩悩悩悩みとそのみとそのみとそのみとその解決法解決法解決法解決法にににに付付付付いていていていて                                                 P6/6 P6/6 P6/6 P6/6    

6).6).6).6).    三三三三つのつのつのつの悩悩悩悩みとみとみとみと｢｢｢｢重点重点重点重点ポイントポイントポイントポイント｣｣｣｣                                                                                                                                                                                         “安全は結果であり 常にあるのは危険ばかりである”                                                                                                                                                                                             

   棚に幅木を取り付けた「飛来･落下防止対策」 L 型金具で押さえたﾀﾝｽの「転倒防止対策」 雨水を有効活用した「非常用水のﾄﾞﾗﾑ缶」 
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                                                                                                                                                                        2/6 

宛先宛先宛先宛先：：：：秋上秋上秋上秋上････下自治会員下自治会員下自治会員下自治会員    各位各位各位各位                           平成 20年 9月 15日 
((((写写写写))))：：：：日本防災士会日本防災士会日本防災士会日本防災士会    奈良県支部奈良県支部奈良県支部奈良県支部                       秋留地区自主防災会                                        防災ﾘｰﾀﾞ 大和 武史 
                              自主防災活動自主防災活動自主防災活動自主防災活動ニユースニユースニユースニユース(20(20(20(20----05050505号号号号))))    

                                                「「「「    防災講演会防災講演会防災講演会防災講演会のののの講演記録講演記録講演記録講演記録    」」」」    

主  催：三郷町 

テ ー マ：みんなで取り組む自主防災 

開催日時：平成 20年 9月 7日(日) 14:00～16:00 

場  所：三郷町立図書館 視聴覚室 

参 加 者：１５２名                                                                        講演①：奈良県総務部知事公室 

                          安全･安心まちづくり推進課長 

                          今谷 政昭氏 

                     テーマ：「みんなで取り組む自主防災･防犯活動」 

                     資 料  ・みんなで取り組む震災対策 

・西大和６自治会連絡会(上牧町) 

                                                ・防犯ハンドブック 

 

 

           講演②：秋留地区自主防災会 

                          防災リーダ    大和 武史 

                          

                   テーマ：「秋留地区自主防災会の結成及び活動                             

内容について」 

                     資 料 ・みんなで取り組む自主防災                                         
 

                                                   

                         

                     熱心に講演を傾聴して下さった 152名(自治会長 

                  自主防災会長,消防団関係,一般住民, 役場職員)                               の皆さん 

 

                                                     
 

講演会の実施結果･問題点等は防災ﾘｰﾀﾞ ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝで評価･分析を行い改善･反映します。 

 

    “安全は結果であり 常にあるのは危険ばかりである”                                                                                                                                                          
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                                                                                                                                                                    3/6 

宛先宛先宛先宛先：：：：秋上秋上秋上秋上････下自治会員下自治会員下自治会員下自治会員    各位各位各位各位                         平成 20年 10月 10日 
((((写写写写))))：：：：日本防災士会日本防災士会日本防災士会日本防災士会    奈良県支部奈良県支部奈良県支部奈良県支部                                 秋留地区自主防災会                                                                                                                                                                       防災ﾘｰﾀﾞ 大和 武史             自主防災活動自主防災活動自主防災活動自主防災活動ニュースニュースニュースニュース(20(20(20(20----06060606号号号号))))    

 9月 21日(日)「救命講習会」を開催しましたところ、多数参加のもと和気藹々と受講することが

できました。丁度その二日後,応急手当によって救助された再現がﾃﾚﾋﾞ放映されていました。それは

「心肺蘇生法や救急ヘリによって溺れた子供の救助」や「ﾊｲﾑﾘｯｸ法によって喉に詰まったｽﾃｰｷを摘

出し救助された男性」等です。早期の救命手当がいかに重要かを改めて痛感したところです。 

   総勢総勢総勢総勢３１３１３１３１名名名名のののの受講風景受講風景受講風景受講風景（（（（和気藹和気藹和気藹和気藹々々々々のののの中中中中にもにもにもにも真剣真剣真剣真剣にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ受講者受講者受講者受講者））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    受講者受講者受講者受講者とととと講師講師講師講師のののの浦川浦川浦川浦川さんさんさんさん,,,,中中中中村村村村さんさんさんさん,,,,安東安東安東安東さんさんさんさん    
    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             講習会の実施結果･問題点等は防災ﾘｰﾀﾞｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝで評価･分析を行い次年度以降に反映します。 

 

     “安全は結果であり 常にあるのは危険ばかりである” 

 
 

  

 

もしもし 大丈夫ですか？ 「もしもし亀よ」のﾘｽﾞﾑで心臓ﾏｯｻｰｼﾞ 

心肺蘇生法と AEDを使って懸命に手当 ｼｮｯｸﾎﾞﾀﾝを押しますみんな離れて 

この写真を御希望の方は大和まで連絡下さい。 携帯： 
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                                                 4/6 宛先：秋上･下自治会員 各位                          平成 20年 10月 5日                                         秋留地区自主防災会                                         防災ﾘｰﾀﾞ 大和 武史                  自主防災活動自主防災活動自主防災活動自主防災活動ニュースニュースニュースニュース(20(20(20(20----07070707号号号号))))       日本防災士会日本防災士会日本防災士会日本防災士会    大阪支大阪支大阪支大阪支部部部部とのとのとのとの合同研修合同研修合同研修合同研修        参加者参加者参加者参加者：：：：35353535名名名名       日時：平成 20年 10月 5日（日）13：00～16：30    場所：大阪市消防学校（東大阪市三島）ｺｽﾓｽｸｴｱ行き長田駅下車 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「「「「    研修後研修後研修後研修後のののの新新新新たなたなたなたな教訓教訓教訓教訓    」」」」    ・ 燃え盛る天ぷら油に水をかけた場合、3 ﾒｰﾄﾙ四方の火柱と熱湯飛沫は非常に危険であった。 天ぷら火災の場合は絶対に水をかけないで下さい。蓋若しくは濡れた布等で空気を遮断して下さい。 ・ 煙中避難では、「襟口で鼻と口を覆う方法」は非常に有効的であったので覚えておいて下さい。 ・ 暗中避難では、右手は壁、左手は前方を探りながらすり足でゆっくり前進する。先頭誘導者は「右へ曲がります」と声で合図をしながら後続者を誘導する。後続者は右手は壁左手は前者の肩等を持ち前進する。 
            “安全は結果であり 常にあるのは危険ばかりである” 

  

 
 

  

研修風景 天ぷら鍋に蓋をして消火 

天ぷら鍋に水をかけた場合の熱湯飛沫 ＡＢＣ粉末消火器での消火訓練 

可搬式ﾎﾟﾝﾌﾟでの消火訓練 煙中での避難訓練 
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平成21年3月31日 平成20年3月31日実   績 計   画”安全は結果であり　常にあるのは危険ばかり”予 定 実 施 目 標 達成度1.防災ﾘｰﾀﾞの 1) 三郷町総務課主催の講習会 通期 9/7 100% 継続中 ･ 三郷町主催「防災講演会」講演  スキルアップ 等へ積極的に参加する 参加者：152名(視聴覚室)(質疑･応答時間不足と県との重複内容有り) ・2) 奈良県防災統括室主催の防災 通期 8/21 100% 継続中 ･ 奈良県自主防犯･防災の講演会ｶﾚｯｼﾞ等へ積極的に参加する (下市町農村環境改善ｾﾝﾀｰ)12/13 ･ 総務省消防庁/奈良県主催の自主防災組織の充実強化に向けた出前講座（王寺町やわらぎ会館）3) 日本防災士会奈良県支部の 通期 6/29 100% 継続中 ･ 役員会開催(年間計画と連絡網等)活動を推進する (地域活動も取り上げた具体的ﾌﾟﾗﾝの計画が必要) ・8/9 ･ 防災研修：救助技術の習得(防災ｾﾝﾀｰ)8/24 ･ 役員会開催(宮城県防災指導士の件)10/5 ･ 大阪支部との合同研修(大阪市消防学校)10/5 ･ 役員会開催(支部長会議･防災指導員の件)10/5 ･ 奈良県支部へ地区活動報告書提出11/1 ･ 応急手当普及員認定資格を取得(大和･西川)11/11 ･ 役員会開催(日本防災士支部長会議の件)2.地区住民の 1) 自主防災活動ﾆｭｰｽ(20-04号) H20/9 8/5 55会員 継続中 ･ ｢救命講習会の案内」(20-04号)発行  防災意識の向上 を発行する 11/9 ･ ｢防災講演会」(20-05号)発行 ・2) 自主防災活動ﾆｭｰｽ(20-05号) H20/11 11/9 55会員 継続中 ･ ｢救命講習会」(20-06号)発行を発行する 11/9 ･ 「大阪支部と合同研修」(20-07号)発行3.自主防災活動 1) 普通救命講習を実施する H20/9 9/21 55会員 33名 ･ 秋留32名+茶垣内1名特別受講  の実施･訓練 ・心肺蘇生法 ･ 受講後のｱﾝｹｰﾄを実施 ・ｱﾝｹｰﾄは当日回収する・AED(自動体外式除細器) (若年層の受講者不足とｱﾝｹｰﾄ回収不足) ・  電気ショック 11/18 ･ 機材寄贈:岡島吉寛氏:ｼﾞｬｯｷ1点 ・ｼﾞｬｯｷの寄贈を継続実施する広岡氏:ﾉｺｷﾞﾘ3点ﾊﾞｰﾙ2点4.防災組織の 1) 三郷町自主防災組織率(世帯 通期 5/10 60% 継続中 ･ 勢野自治連合12自治会長に組織化促進の講演  拡大 組織率：54%)の向上を図る 茶垣内、平隆寺組織化結成 ・8/3 ･ 明治団地(11名)防災講演具体的活動内容と継続実施ﾎﾟｲﾝﾄを講演2) 日本防災士会奈良県支部を ･ H19.10.5会員の情報収集結成設立する ･ H19.11.20呼びかけ設立･総会開催

防災ﾘｰﾀﾞ　ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ
平成平成平成平成20202020年度年度年度年度　　　　秋留地区自主防災活動秋留地区自主防災活動秋留地区自主防災活動秋留地区自主防災活動　　　　計画計画計画計画・・・・実績表実績表実績表実績表 実 施 状 況・問 題 点(D･C） 問題点に対する今後の対策（A）重点活動項目 推  進  内  容(P） 月   日 評   価 余談は避け、県とは直前に再確認する

期初に年間活動計画を立案･作成する
11/9のｱﾝｹｰﾄにより秋留地区のﾀｳﾝｳｵｯﾁﾝｸﾞを計画･指導する
勢野地区組織率前年比の10％向上する次回の普通救命講習は若年層を対象にする

(全国36支部･設立･活動中） H20/4 4/27 100% 100% ･ 4/27「奈良県支部」の設立･発足式 ･ 支部への入会者を募る 5
/
612



6/6
秋留地区自主防災会秋留地区自主防災会秋留地区自主防災会秋留地区自主防災会（（（（生駒郡三郷町生駒郡三郷町生駒郡三郷町生駒郡三郷町））））

◆◆◆◆　　　　自主防災活動自主防災活動自主防災活動自主防災活動におけるにおけるにおけるにおける悩悩悩悩みとそのみとそのみとそのみとその解決法解決法解決法解決法についてについてについてについて

約約約約2222年間年間年間年間のののの活動活動活動活動のののの中中中中でででで､､､､組織化組織化組織化組織化にににに挑戦中挑戦中挑戦中挑戦中のののの方方方方やややや既既既既にににに活動中活動中活動中活動中のののの方方方方からからからから再再再再々々々々活動活動活動活動をををを通通通通してのしてのしてのしての悩悩悩悩みやみやみやみや

マンネリマンネリマンネリマンネリ化化化化にににに対対対対するするするする相談相談相談相談をををを受受受受けることがありますけることがありますけることがありますけることがあります。。。。組織化組織化組織化組織化してしてしてして行動行動行動行動をををを共共共共にににに推進推進推進推進するためにはするためにはするためにはするためには色色色色々々々々

なななな弊害弊害弊害弊害はつきものですはつきものですはつきものですはつきものです。。。。そんなそんなそんなそんな時私時私時私時私はははは次次次次のようなのようなのようなのような手法手法手法手法でででで物事物事物事物事をとらえをとらえをとらえをとらえ分類分類分類分類････分析分析分析分析････評価評価評価評価するようにするようにするようにするように

薦薦薦薦めていますめていますめていますめています。。。。

1).1).1).1). ４４４４ＭＭＭＭでででで物事物事物事物事をとらえるをとらえるをとらえるをとらえる。。。。

①. 人的要因 ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ､人間の動き･動作、保護･避難等

②. 設備的要因 ルート、通路、防護設備、機械･機材設備等

③. 作業的要因 ﾏﾆｭｱﾙ､手順､作業姿勢･環境､物の状態等

④. 管理的要因 ﾙｰﾙ･規定､教育･訓練､管理方法､表示･標識等

2).2).2).2). 物事物事物事物事のののの要因要因要因要因はははは「「「「直接的原因直接的原因直接的原因直接的原因」」」」とととと「「「「間接的原因間接的原因間接的原因間接的原因」」」」にににに分類分類分類分類しししし､､､､優先順位優先順位優先順位優先順位のののの高高高高いものからいものからいものからいものから対策対策対策対策するするするする。。。。

3).3).3).3). 目的目的目的目的（（（（なにをなにをなにをなにを））））････目標目標目標目標（（（（いつまでにいつまでにいつまでにいつまでに））））をををを((((５５５５ＷＷＷＷ１１１１Ｈ）Ｈ）Ｈ）Ｈ）でででで決決決決めめめめ継続的継続的継続的継続的にににに改善改善改善改善をををを図図図図りりりりサイクルサイクルサイクルサイクル管理管理管理管理するするするする。。。。

①. Ｐ Ｐlan 計画 ①. Ｗhen いつ ⑤. Ｗhy なぜ

②. Ｄ Ｄo 実施 ②. Ｗhere どこで ⑥. Ｈow どのように

③. Ｃ Ｃheck 分析･評価 ③. Ｗho 誰が

④. Ａ Ａction 改善･行動 ④. Ｗhat 何を

4).4).4).4). 一人一人一人一人ＫＹＫ（ＫＹＫ（ＫＹＫ（ＫＹＫ（危険予知活動危険予知活動危険予知活動危険予知活動））））をををを行行行行うううう。。。。

①. Ｋ 危険 どこにどんな危険がひそんでいますか？

②. Ｙ 予知 そのままにしておくとどのようになりますか？あなたならどうしかすか？

③. Ｋ 活動 私ならこのようにします。私達はこのようにします。

◆◆◆◆　　　　三三三三つのつのつのつの悩悩悩悩みとみとみとみと「「「「重点重点重点重点ポイントポイントポイントポイント」」」」

1).1).1).1). 組織化組織化組織化組織化するのにどうしたらするのにどうしたらするのにどうしたらするのにどうしたら良良良良いのかいのかいのかいのか悩悩悩悩んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。

組織化組織化組織化組織化するためのするためのするためのするための重点重点重点重点ポイントポイントポイントポイントはははは「「「「意識意識意識意識のののの顕在化顕在化顕在化顕在化をををを図図図図るとるとるとると共共共共にににに常常常常にににに目的目的目的目的をををを訴訴訴訴えるえるえるえる」」」」

①.①.①.①. 地域住民地域住民地域住民地域住民のののの意見意見意見意見やややや意識意識意識意識のののの顕在化顕在化顕在化顕在化をををを図図図図るるるる。（。（。（。（アンケートアンケートアンケートアンケートでなまのでなまのでなまのでなまの意識意識意識意識をををを調査調査調査調査するするするする。）。）。）。）

②.②.②.②. 地域住民地域住民地域住民地域住民にににに「「「「防災意識防災意識防災意識防災意識のののの向上向上向上向上」」」」をををを図図図図ることのることのることのることの目的目的目的目的をををを訴訴訴訴えるえるえるえる。。。。

③.③.③.③. そのためにはそのためにはそのためにはそのためには常常常常にににに「「「「教訓教訓教訓教訓」」」」をををを訴訴訴訴ええええ続続続続けるけるけるける。。。。

・ 救助者の98％は自力、家族、隣人、通行人であった。

・ 救助された大半の人は一日目であった。

・ 救助隊による救助は僅か2％であった。

・ 救助隊による救助は被災後3～4日後にしかこれなかった。

・ コミュニケーションのしっかりしている地域ほど人命が助けられた。

2).2).2).2). なにをなにをなにをなにを活動活動活動活動していけばいいのかしていけばいいのかしていけばいいのかしていけばいいのか悩悩悩悩んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。

活動内容活動内容活動内容活動内容のののの重点重点重点重点ポイントポイントポイントポイントはははは「「「「最新版情報最新版情報最新版情報最新版情報をををを入手入手入手入手するするするする」」」」

①.①.①.①. 常常常常にににに情報収集情報収集情報収集情報収集をををを行行行行いいいい､､､､内容内容内容内容によってはによってはによってはによっては活動計画活動計画活動計画活動計画にににに取取取取りりりり上上上上げるげるげるげる。。。。ﾆｭｰｽﾆｭｰｽﾆｭｰｽﾆｭｰｽ等等等等でででで地域住民地域住民地域住民地域住民にににに

発行発行発行発行してしてしてして情報情報情報情報のののの共有化共有化共有化共有化をををを図図図図るるるる。。。。

・ 県･町発行の広報､各団体･機関の講演会や訓練等へ積極的に参加する。

・ ホームページ等から関連情報を入手する。

（市町村防災計画書、日本建築防災協会、所轄消防本部、奈良地方気象台等)

・ 奈良県支部へ入会する。

3).3).3).3). 毎年継続的毎年継続的毎年継続的毎年継続的にににに活動活動活動活動（（（（ﾏﾝﾈﾘﾏﾝﾈﾘﾏﾝﾈﾘﾏﾝﾈﾘ化化化化のののの防止防止防止防止））））するにはどうしたらいいのかするにはどうしたらいいのかするにはどうしたらいいのかするにはどうしたらいいのか困困困困っていますっていますっていますっています。。。。

①.①.①.①. 活動活動活動活動のののの継続実施継続実施継続実施継続実施のののの重点重点重点重点ポイントポイントポイントポイントはははは「「「「サイクルサイクルサイクルサイクル管理管理管理管理するするするする」」」」

・ 定期的（3～4回/年）に防災活動ニュース等を発行し､情報の共有化を図る。

・ 定期的（9月）に防災に関する訓練･講習会等を実施し、必ず実施後のｱﾝｹｰﾄを募る。

・ 期初に「自主防災活動計画･実績表」等を計画し、ＰＤＣＡ展開でｻｲｸﾙ管理する。。

・ 定常･否定常的な推進内容に分類し数値の達成度と内容の分析･評価を行う。

”安全は結果であり　常にあるのは危険ばかりである”

Ｍan

Ｍachine

Ｍedia

Ｍanagement
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石見自治会自主防災会石見自治会自主防災会石見自治会自主防災会石見自治会自主防災会（（（（三宅町三宅町三宅町三宅町））））    

    

（（（（１１１１））））    結成結成結成結成のののの経緯経緯経緯経緯    

                阪神淡路大震災阪神淡路大震災阪神淡路大震災阪神淡路大震災をををを教訓教訓教訓教訓にわがにわがにわがにわが自治会自治会自治会自治会ではではではでは、、、、戸数戸数戸数戸数がががが多多多多いいいい中中中中、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者もももも多多多多

数占数占数占数占めめめめ、、、、道路道路道路道路もももも昔昔昔昔ながらのながらのながらのながらの狭狭狭狭いいいい（（（（消防車消防車消防車消防車がががが入入入入りにくいりにくいりにくいりにくい））））地域地域地域地域でありでありでありであり「「「「自自自自

分分分分のののの町町町町はははは自分自分自分自分でででで守守守守ろうろうろうろう」」」」とととと思思思思いいいい、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年１１１１月月月月にににに自主防災会自主防災会自主防災会自主防災会をををを立立立立ちちちち上上上上

げましたげましたげましたげました。。。。    

（（（（２２２２））））    目的目的目的目的    

                石見自治会自主防災会石見自治会自主防災会石見自治会自主防災会石見自治会自主防災会はははは「「「「地震地震地震地震・・・・台風台風台風台風・・・・火災等火災等火災等火災等」」」」がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合、、、、地地地地

域住民域住民域住民域住民がががが協力協力協力協力しあいしあいしあいしあい、、、、的確的確的確的確にににに行動行動行動行動してしてしてして災害災害災害災害をををを最小限最小限最小限最小限にににに抑抑抑抑えるえるえるえる事事事事をををを目的目的目的目的とととと

するするするする。。。。    

（（（（３３３３））））    住宅住宅住宅住宅・・・・住民住民住民住民のののの構図構図構図構図    

                世帯数世帯数世帯数世帯数    799799799799 世帯世帯世帯世帯....    人口人口人口人口    2078207820782078 名名名名（（（（男男男男    1018101810181018 名名名名    、、、、女女女女    1060106010601060 名名名名））））    

（（（（４４４４））））    防災委防災委防災委防災委員構成員構成員構成員構成    

                総代総代総代総代    ・・・・    防災会会長防災会会長防災会会長防災会会長    ・・・・    防災委員防災委員防災委員防災委員    

（（（（５５５５））））    消火栓消火栓消火栓消火栓    消火消火消火消火ホースホースホースホース格納庫格納庫格納庫格納庫等等等等のののの設置設置設置設置    

                消火栓消火栓消火栓消火栓    11111111 ヶヶヶヶ所所所所    

                格納庫格納庫格納庫格納庫    26262626 ヶヶヶヶ所自治会内全域機能所自治会内全域機能所自治会内全域機能所自治会内全域機能するするするする。。。。    

（（（（６６６６））））    防災倉庫防災倉庫防災倉庫防災倉庫、、、、機器機器機器機器のののの設置設置設置設置    

                必要最低限必要最低限必要最低限必要最低限のののの機器機器機器機器        

                発電機発電機発電機発電機・・・・エンジンカッターエンジンカッターエンジンカッターエンジンカッター・・・・チェンソーチェンソーチェンソーチェンソー    

                工具工具工具工具セットセットセットセット・・・・ハンマーハンマーハンマーハンマー・・・・バールバールバールバール・・・・ジャッキジャッキジャッキジャッキ    

                担架担架担架担架・・・・救急箱救急箱救急箱救急箱・・・・リヤカーリヤカーリヤカーリヤカー・・・・台車台車台車台車・・・・そのそのそのその他他他他    
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（（（（７７７７））））    防災活動防災活動防災活動防災活動    

                各各各各ブロックブロックブロックブロックでででで消火栓消火栓消火栓消火栓、、、、防災機器防災機器防災機器防災機器のののの実技体験実技体験実技体験実技体験、、、、年年年年１１１１回磯城消防署回磯城消防署回磯城消防署回磯城消防署のののの指導指導指導指導

協力協力協力協力のもとのもとのもとのもと消火消火消火消火、、、、人命救助人命救助人命救助人命救助、、、、心肺蘇生法心肺蘇生法心肺蘇生法心肺蘇生法、、、、応急手当応急手当応急手当応急手当、、、、防災機器防災機器防災機器防災機器のののの実技訓実技訓実技訓実技訓

練時練時練時練時はははは住民住民住民住民のののの参加参加参加参加がががが多多多多くくくく皆皆皆皆でででで楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ大変成果大変成果大変成果大変成果がががが

あったあったあったあった。。。。    

        

    

（（（（８８８８））））    今後今後今後今後のののの活動計画活動計画活動計画活動計画    

                防災防災防災防災にににに対対対対するするするする地域住民地域住民地域住民地域住民のののの知識知識知識知識のののの向上向上向上向上とととと参加参加参加参加のののの呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ、、、、年年年年１１１１回総合訓回総合訓回総合訓回総合訓

練練練練、、、、石見公民館石見公民館石見公民館石見公民館にてにてにてにて講習会講演会講習会講演会講習会講演会講習会講演会のののの実施実施実施実施。。。。    

（（（（９９９９））））    今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

                女性消火隊女性消火隊女性消火隊女性消火隊のののの設置設置設置設置、、、、災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時のののの医師医師医師医師、、、、看護師看護師看護師看護師のののの確保確保確保確保。。。。    
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平成平成平成平成 11119999 年年年年 7777 月月月月 8888 日日日日    

石見自治会石見自治会石見自治会石見自治会    各位各位各位各位    

（（（（南南南南 2222 丁目丁目丁目丁目・・・・中中中中 2222 丁目丁目丁目丁目・・・・巽垣内巽垣内巽垣内巽垣内））））    

    

石見総代石見総代石見総代石見総代    池本久隆池本久隆池本久隆池本久隆    

    

消消消消火火火火機器設備機器設備機器設備機器設備（（（（ホースホースホースホース格納箱格納箱格納箱格納箱））））    

消火訓練実施消火訓練実施消火訓練実施消火訓練実施についてについてについてについて雨天雨天雨天雨天のののの場合場合場合場合日時変更日時変更日時変更日時変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    

    平素平素平素平素はははは、、、、当自治会運営当自治会運営当自治会運営当自治会運営にごにごにごにご協力協力協力協力頂頂頂頂ききききありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいますいますいますいます。。。。    

    上上上上記記記記のののの件件件件ににににつきつきつきつき、、、、先先先先日日日日のののの回回回回覧通覧通覧通覧通りりりり磯城消防署磯城消防署磯城消防署磯城消防署のののの指導指導指導指導にににによよよよりりりり実施実施実施実施しますがしますがしますがしますが、、、、雨雨雨雨

天天天天のののの場合場合場合場合はははは消防署消防署消防署消防署のののの都都都都合合合合にににによよよよりりりり、、、、7777 月月月月 28282828 日日日日（（（（土土土土））））にににに順延出来順延出来順延出来順延出来なくなりましたなくなりましたなくなりましたなくなりましたのののの

ででででおおおお知知知知ららららせせせせしますしますしますします。。。。雨天雨天雨天雨天のののの場合場合場合場合はははは中止中止中止中止しししし、、、、改改改改めてめてめてめて連絡連絡連絡連絡

しますしますしますします。。。。    

記記記記    

 

実実実実    施施施施    日日日日    …………    平成平成平成平成 19191919 年年年年 7777 月月月月 22222222 日日日日（（（（日日日日））））    

                                    雨天雨天雨天雨天のののの場合場合場合場合はははは改改改改めてめてめてめて連絡連絡連絡連絡しますしますしますします。。。。    

場所場所場所場所とととと時時時時間間間間    …………    中町中町中町中町 2222丁丁丁丁目目目目つつつつるるるるややややクリークリークリークリーニニニニンンンンググググ店前店前店前店前    午前午前午前午前 10101010 時時時時よよよよりりりり    

                     

    

    

    

16



    

平成 20年１月 25日 

大字石見自治会大字石見自治会大字石見自治会大字石見自治会    各位各位各位各位    

                                                                        大字石見総代大字石見総代大字石見総代大字石見総代    

                                                                            池本池本池本池本    久隆久隆久隆久隆        
救命訓練救命訓練救命訓練救命訓練・・・・防火訓練防火訓練防火訓練防火訓練・・・・についてについてについてについて    

    

    寒寒寒寒ささささ厳厳厳厳しいしいしいしい折折折折からからからから、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方にはごにはごにはごにはご清栄清栄清栄清栄のののの事事事事とおとおとおとお慶慶慶慶びびびび申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    平素平素平素平素はははは、、、、当自治会運営当自治会運営当自治会運営当自治会運営にごにごにごにご協力頂協力頂協力頂協力頂きききき厚厚厚厚くくくく御礼申御礼申御礼申御礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    ごごごご多用中恐多用中恐多用中恐多用中恐れれれれ入入入入りますがりますがりますがりますが、、、、下記下記下記下記のののの通通通通りりりり救命訓練救命訓練救命訓練救命訓練・・・・防火訓練防火訓練防火訓練防火訓練．．．．をををを行行行行いいいい

ますのでますのでますのでますので多数多数多数多数ごごごご参加下参加下参加下参加下さいますようさいますようさいますようさいますよう宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    救命訓練救命訓練救命訓練救命訓練のののの中中中中ではではではでは、、、、止止止止まったまったまったまった心臓心臓心臓心臓にににに、、、、電気電気電気電気ショックショックショックショックをををを与与与与えてえてえてえて蘇生蘇生蘇生蘇生ささささ

せるせるせるせる「「「「AEDAEDAEDAED」」」」とととと云云云云うううう機械機械機械機械のののの使使使使いいいい方方方方もももも学学学学びますびますびますびます。。。。    

各自治会長各自治会長各自治会長各自治会長・・・・自治会役員自治会役員自治会役員自治会役員さんはじめさんはじめさんはじめさんはじめ、、、、日頃公民館日頃公民館日頃公民館日頃公民館をををを使用使用使用使用さささされているれているれているれている

各種団体各種団体各種団体各種団体・・・・クラブクラブクラブクラブのののの方方方方々々々々はははは特特特特にににに参加参加参加参加をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        
記記記記    

 

実施日実施日実施日実施日    ：：：：    平成平成平成平成 20202020 年年年年 2222 月月月月 23232323 日日日日（（（（土土土土））））        
時時時時    間間間間    ：：：：    午前午前午前午前 10101010 時時時時～～～～午前午前午前午前 11111111 時時時時 30303030 分分分分までまでまでまで        
場場場場    所所所所    ：：：：    石見公民館石見公民館石見公民館石見公民館【【【【大広間大広間大広間大広間】】】】・・・・石見児童公園石見児童公園石見児童公園石見児童公園    
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