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自分たちの町は自分たちで守ろう！自分たちの町は自分たちで守ろう！～古市町自主防災会から～古市町自主防災会から東市地区自主防災・防犯協議会へ～東市地区自主防災・防犯協議会へ～奈良市東市地区自治連合会副会長奈良市東市地区自治連合会副会長奈良市東市地区自治連合会副会長奈良市東市地区自治連合会副会長奈良市東市地区自治連合会副会長奈良市東市地区自治連合会副会長奈良市東市地区自治連合会副会長奈良市東市地区自治連合会副会長東市地区自主防災東市地区自主防災東市地区自主防災東市地区自主防災・・・・防犯協議会副会長兼古市支部長防犯協議会副会長兼古市支部長防犯協議会副会長兼古市支部長防犯協議会副会長兼古市支部長東市地区自主防災東市地区自主防災東市地区自主防災東市地区自主防災・・・・防犯協議会副会長兼古市支部長防犯協議会副会長兼古市支部長防犯協議会副会長兼古市支部長防犯協議会副会長兼古市支部長古市町自治連合体会長古市町自治連合体会長古市町自治連合体会長古市町自治連合体会長、、、、同町自主防災会会長同町自主防災会会長同町自主防災会会長同町自主防災会会長古市町自治連合体会長古市町自治連合体会長古市町自治連合体会長古市町自治連合体会長、、、、同町自主防災会会長同町自主防災会会長同町自主防災会会長同町自主防災会会長中村中村中村中村中村中村中村中村 正治正治正治正治正治正治正治正治
古市町及び東市小学校区 の 概 況古市町古市町及び東市小学校区及び東市小学校区 のの 概概 況況奈良市 奈良市

東市校区古市町

古市町自主防災会は、古市町自治連合体及び各種団体が協力して、災害の予防対策及び発生時の被害軽減対策に積極的に取り組み、「安心して暮らせる町づくり」の推進に寄与することを目的としています。
自主防災会議の様子 記念式典後記念式典後
平成１７年９月平成１７年９月 平成１８年３月５日平成１８年３月５日 平成１８年６月３～４日 平成１９年３月３日鳥取県日野町黒坂地区平成１８年６月３～４日 平成１９年３月３日鳥取県日野町黒坂地区

平成１８年９月２４日平成１８年９月２４日
18



2

平成１９年９月２４日平成１９年９月２４日
平成１９年９月２７日平成１９年９月２７日
平成１９年９月４日平成１９年９月４日古市人権文化センターに設置古市人権文化センターに設置 ふれあい交流会ふれあい交流会古市町古市町いきいきとした高齢者のいるまちづくり推進いきいきとした高齢者のいるまちづくり推進会議会議

「ふれあい給食」「ふれあい給食」素麺の昼食素麺の昼食 「楽珍トリオ」の「楽珍トリオ」のお笑いステージお笑いステージ
推進会議の様子推進会議の様子
「東市若葉会ふれあいサロン」との「東市若葉会ふれあいサロン」との合同交流会合同交流会

◆災害に強いまちづくり◆災害に強いまちづくりそして、人権と福祉のまちづくりをめざしてそして、人権と福祉のまちづくりをめざして◆東市地区全体の発展に寄与できる活動をめざして◆東市地区全体の発展に寄与できる活動をめざして◆奈良市が推進するまちづくりの柱である◆奈良市が推進するまちづくりの柱である「市民との協働」の模範的モデルをめざして「市民との協働」の模範的モデルをめざして
東市地区防災訓練東市地区防災訓練 古市町自主防災会古市町自主防災会防災コンテナ設置防災コンテナ設置
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自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの町町町町はははは自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで守守守守ろうろうろうろう！！！！～～～～古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会からからからから東市地区自主防災東市地区自主防災東市地区自主防災東市地区自主防災・・・・防犯協議会防犯協議会防犯協議会防犯協議会へへへへ～～～～    
                                    奈良市奈良市奈良市奈良市東市地区自治連合会副東市地区自治連合会副東市地区自治連合会副東市地区自治連合会副会長会長会長会長                                                                            東市東市東市東市地区自主防災地区自主防災地区自主防災地区自主防災・・・・防犯協議会副会長兼古市支部長防犯協議会副会長兼古市支部長防犯協議会副会長兼古市支部長防犯協議会副会長兼古市支部長    古市町古市町古市町古市町自治連合体会長自治連合体会長自治連合体会長自治連合体会長、、、、同同同同町町町町自主防災会会長自主防災会会長自主防災会会長自主防災会会長    中村中村中村中村    正治正治正治正治    

１１１１    東市地区東市地区東市地区東市地区とととと古市町古市町古市町古市町のののの概要概要概要概要    （（（（資料資料資料資料１１１１））））    

    ◎◎◎◎東市地区東市地区東市地区東市地区    30303030自治会自治会自治会自治会    約約約約3,5003,5003,5003,500世帯世帯世帯世帯    約約約約7,6007,6007,6007,600人人人人    

◎◎◎◎古市町古市町古市町古市町        10101010自治会自治会自治会自治会    約約約約    850850850850世帯世帯世帯世帯    約約約約2,0002,0002,0002,000人人人人    

    

２２２２    活動活動活動活動のののの経緯経緯経緯経緯とととと内容内容内容内容    （（（（資料資料資料資料２２２２））））    

◎◎◎◎平成平成平成平成17171717年年年年9999月月月月    市内市内市内市内でででで唯一唯一唯一唯一、、、、単独自治会単独自治会単独自治会単独自治会でででで「「「「自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織」（」（」（」（古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会））））をををを結成結成結成結成    

◎◎◎◎防災防災防災防災からからからから町町町町づくりにつながるづくりにつながるづくりにつながるづくりにつながる活動活動活動活動へへへへ    （（（（資料資料資料資料３３３３～～～～１０１０１０１０））））    

    ・・・・18181818年年年年3333月月月月「「「「古市町自主防災会結成式古市町自主防災会結成式古市町自主防災会結成式古市町自主防災会結成式」」」」及及及及びびびび「「「「古市町自警団結成古市町自警団結成古市町自警団結成古市町自警団結成25252525周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典」」」」    

併併併併せてせてせてせて第第第第1111回古市町第一回自主防災訓練実施回古市町第一回自主防災訓練実施回古市町第一回自主防災訓練実施回古市町第一回自主防災訓練実施（（（（現在現在現在現在4444回目回目回目回目をををを計画中計画中計画中計画中））））    

・・・・避難場所避難場所避難場所避難場所マップマップマップマップのののの作成作成作成作成とととと全戸配布全戸配布全戸配布全戸配布やややや防災備蓄機材防災備蓄機材防災備蓄機材防災備蓄機材のののの整備整備整備整備、、、、定期的定期的定期的定期的なななな防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練のののの実施実施実施実施    

・・・・18181818年年年年6666月月月月先進地視察先進地視察先進地視察先進地視察（（（（鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県西部地震震源地西部地震震源地西部地震震源地西部地震震源地    日野町黒坂地区日野町黒坂地区日野町黒坂地区日野町黒坂地区））））    36363636名参加名参加名参加名参加    

・・・・防災士防災士防災士防災士資格資格資格資格をををを積極的積極的積極的積極的にににに取得取得取得取得        東市地区東市地区東市地区東市地区4444名名名名（（（（うちうちうちうち古市町古市町古市町古市町2222名名名名））））    

・・・・19191919年年年年9999月月月月    ＡＥＤ、ＡＥＤ、ＡＥＤ、ＡＥＤ、20202020年年年年10101010月月月月    防災防災防災防災コンテナコンテナコンテナコンテナ（（（（2222基基基基））））導入導入導入導入（（（（すべてすべてすべてすべて自主財源自主財源自主財源自主財源））））    

◎◎◎◎平成平成平成平成18181818年年年年9999月月月月    東市東市東市東市地区自主防災地区自主防災地区自主防災地区自主防災・・・・防犯協議会防犯協議会防犯協議会防犯協議会のののの設立設立設立設立へとへとへとへと発展発展発展発展（（（（資料資料資料資料１１１１１１１１～～～～１３１３１３１３））））    

・・・・古市町自主防災組織古市町自主防災組織古市町自主防災組織古市町自主防災組織をををを東市小学校区全体東市小学校区全体東市小学校区全体東市小学校区全体のののの取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして進進進進めていこうというめていこうというめていこうというめていこうという機運機運機運機運がががが高高高高まりまりまりまり、、、、

東市地区自主防災東市地区自主防災東市地区自主防災東市地区自主防災・・・・防犯協議会防犯協議会防犯協議会防犯協議会がががが設立設立設立設立されましたされましたされましたされました。。。。    

    

３３３３    このようなこのようなこのようなこのような取取取取りりりり組組組組みができるのはみができるのはみができるのはみができるのは    

    ◎◎◎◎古市町自治連合体古市町自治連合体古市町自治連合体古市町自治連合体のののの姿勢姿勢姿勢姿勢「「「「自分自分自分自分たちのできることはまずたちのできることはまずたちのできることはまずたちのできることはまず自分自分自分自分たちたちたちたちのののの手手手手でででで」」」」がががが各種団体各種団体各種団体各種団体にもにもにもにも浸透浸透浸透浸透    

◎◎◎◎行政機関行政機関行政機関行政機関とのとのとのとの連携連携連携連携    古市古市古市古市人権文化人権文化人権文化人権文化センターセンターセンターセンター、、、、児童館児童館児童館児童館、、、、保育園保育園保育園保育園、、、、連絡所等連絡所等連絡所等連絡所等とのとのとのとの信頼信頼信頼信頼とととと協力体制協力体制協力体制協力体制    

    

４４４４    以前以前以前以前からのからのからのからの防災弱者防災弱者防災弱者防災弱者のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった実践的実践的実践的実践的活動活動活動活動もきっかけにもきっかけにもきっかけにもきっかけに    （（（（資料資料資料資料１４１４１４１４））））    

◎◎◎◎いきいきとしたいきいきとしたいきいきとしたいきいきとした高齢者高齢者高齢者高齢者のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり推進会議推進会議推進会議推進会議にににによるふれあいよるふれあいよるふれあいよるふれあい交流会交流会交流会交流会のののの実施実施実施実施    月月月月1111回回回回    

・・・・社会的弱者社会的弱者社会的弱者社会的弱者であるであるであるである一人暮一人暮一人暮一人暮らしのらしのらしのらしの高齢者高齢者高齢者高齢者のののの把握把握把握把握といったといったといったといった日常的日常的日常的日常的なななな福祉活動福祉活動福祉活動福祉活動がががが基盤基盤基盤基盤にありましたにありましたにありましたにありました。。。。    

・・・・災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者のののの把握把握把握把握・・・・確認確認確認確認のためののためののためののための地図作製地図作製地図作製地図作製などになどになどになどに直直直直ちにちにちにちに連携連携連携連携したしたしたした活動活動活動活動につながにつながにつながにつながっていっていっていっていますますますます。。。。    

    

５５５５    まとめにかえてまとめにかえてまとめにかえてまとめにかえて    今後今後今後今後のののの課題課題課題課題とととと展展展展望望望望    （（（（資料資料資料資料１５１５１５１５～～～～１１１１６６６６））））    

◎◎◎◎災害災害災害災害にににに強強強強いいいいまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり、、、、そそそそしてしてしてして、、、、人権人権人権人権とととと福祉福祉福祉福祉のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの実現実現実現実現へへへへ    

◎◎◎◎奈良奈良奈良奈良市市市市がががが推進推進推進推進するまちづくりのするまちづくりのするまちづくりのするまちづくりの柱柱柱柱であるであるであるである『『『『市市市市民民民民とのとのとのとの協協協協働働働働』』』』のののの模範模範模範模範的的的的モデルモデルモデルモデルをめをめをめをめざざざざしてしてしてして    

◎◎◎◎東市地区全体東市地区全体東市地区全体東市地区全体のののの発展発展発展発展にににに寄寄寄寄与与与与できるようなできるようなできるようなできるような活動活動活動活動をををを展展展展開開開開していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。    
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古市町及び東市小学校区 の 概 況

奈良市奈良市奈良市奈良市
奈良市

東市校区古市町
古 市 町 の 概 況

センター

Ｒ１６９

岩井川
至 京都

至 天理ＩＣ

資料１ 
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 - 1 - 

    

    

    

    

    古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会はははは、、、、古市町自治連合体及古市町自治連合体及古市町自治連合体及古市町自治連合体及びびびび各種団体各種団体各種団体各種団体がががが協力協力協力協力してしてしてして、、、、災害災害災害災害（（（（大規模地大規模地大規模地大規模地

震等震等震等震等のののの災害災害災害災害））））のののの予防対策及予防対策及予防対策及予防対策及びびびび発生時発生時発生時発生時のののの被害軽減対策被害軽減対策被害軽減対策被害軽減対策にににに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、「、「、「、「安心安心安心安心してしてしてして

暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる街街街街づくりづくりづくりづくり」」」」のののの推進推進推進推進にににに寄与寄与寄与寄与することをすることをすることをすることを

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。。。。    

設立設立設立設立    平成平成平成平成 17171717年年年年 9999月月月月 8888日日日日    

組織組織組織組織のののの構成構成構成構成    

    

    

    

 
    

役役役役        員員員員        会会会会    

    

本本本本                    部部部部    

平常時平常時平常時平常時    

規約規約規約規約・・・・年間活動計画年間活動計画年間活動計画年間活動計画    

役員会役員会役員会役員会のののの開催開催開催開催    

各班各班各班各班のののの調整調整調整調整    

組織内組織内組織内組織内のののの連絡網連絡網連絡網連絡網のののの作成作成作成作成    

他機関他機関他機関他機関とのとのとのとの折衝折衝折衝折衝    

対策本部機能対策本部機能対策本部機能対策本部機能のののの    

総合総合総合総合マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの作成作成作成作成    

災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時    

緊急緊急緊急緊急にににに対策本部対策本部対策本部対策本部をををを設置設置設置設置    

活動体制活動体制活動体制活動体制のののの指示指示指示指示    

被害状況被害状況被害状況被害状況のののの把握把握把握把握    

関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡    

情報提供情報提供情報提供情報提供    

    

消火班消火班消火班消火班    

            有事出動有事出動有事出動有事出動ののののマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル作成作成作成作成    

住人参加住人参加住人参加住人参加のののの消火訓練消火訓練消火訓練消火訓練などなどなどなど    

消火用資機材消火用資機材消火用資機材消火用資機材のののの保守点検保守点検保守点検保守点検    

    

避難誘導班避難誘導班避難誘導班避難誘導班    

            地域地域地域地域のののの危険箇所危険箇所危険箇所危険箇所やややや避難避難避難避難ルートルートルートルートのののの調査調査調査調査    

誘導法誘導法誘導法誘導法やややや避難後避難後避難後避難後ののののマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの作成作成作成作成    

    

救出救出救出救出・・・・救護班救護班救護班救護班    

            負傷者負傷者負傷者負傷者のののの救出救出救出救出やややや応急手当応急手当応急手当応急手当    

高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障障障障がいがいがいがい者者者者やややや負傷者負傷者負傷者負傷者のののの救出救出救出救出    

医療機関医療機関医療機関医療機関へのへのへのへの搬送搬送搬送搬送    

    

情報班情報班情報班情報班    

            住民住民住民住民のののの防災意識啓発防災意識啓発防災意識啓発防災意識啓発    

広報活動広報活動広報活動広報活動、、、、有事有事有事有事のののの際際際際のののの情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達    

    

給食給食給食給食・・・・給水班給水班給水班給水班    

    災害時災害時災害時災害時にににに備備備備ええええ、、、、給食給食給食給食・・・・給水給水給水給水のののの研究研究研究研究    

支援方法支援方法支援方法支援方法ののののマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルをををを作成作成作成作成    

総総総総                        会会会会    
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17171717年度年度年度年度のののの主主主主なななな活動活動活動活動    

 

自主防災会の設立に向けて、7 回の会議や研修会を開催し、会則、組織や事

業計画、防災訓練計画などについて検討してきました。また、防災避難箇所図

や防災備蓄機材の研究なども行いました。 

明治校区の防災訓練の様子を見学して、第 1回古市町自主防災訓練の実施に

向けて準備を進めました。 

 

 

18年 3月 5日（日）には、「古市町

自主防災会結成式」及び「古市町自

警団結成 25 周年記念式典」を挙行

しました。また、奈良市消防局によ

る防災研修「みんなで知っておこう

防災知識」も開催しました。 

 

 

 

 

同時に、住民の防災意識の高揚と

防災体制の確立を目指して第１回古

市町自主防災訓練を実施しました。 

特に、阪神･淡路大震災を教訓とし

て、住民が震災に対し、迅速・的確

に活動し被害を最小限に防止するた

めの知識と技術の習得及び消防への

理解と相互の連携を強めることを目

的としました。 

 

訓練の内容は、住民の避難誘導訓練、

炊き出し訓練、消火訓練、心配蘇生法、

放水訓練、消火器の取り扱い、非常食の

試食などを行ないました。また、安全か

つ確実な避難に必要な一次避難所マップ

を作成するとともに、一時避難所には自

警団によって避難所の看板が設置されま

した。 
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月　日 曜　日 会　場 内　　容 案　　件　　　6月22日 水曜日

古市人権文化

センター

古市町自主防災会設立

準備会

１.『自主防災組織』について

※奈良市防災課井上・濱本

２．組織参加団体について

３．活動内容について8月2日 火曜日 〃 第1回古市町自主防災会

１.『古市町自主防災組織』について

２.古市町自主防災会事業計画（案）

について9月8日 木曜日 〃

第２回古市町自主防災

会

１.『古市町自主防災会』会則につい

て

２.『古市町自主防災会』役員につい

て

３.『古市町自主防災避難箇所図』に1月23日 月曜日 〃

第３回古市町自主防災

会

１.自主防災備蓄物品について

２.避難所点検について

３.『古市町自主防災会結成』及び

『古市町自警団結成二十五周年』記念

式典について

４.『古市町防災訓練』について2月21日 火曜日 〃

第４回古市町自主防災

会

１.『古市町防災訓練』内容について

2月19日 日曜日 明治小学校 訓練見学 明治校区防災訓練見学

3月4日 土曜日 〃 及びグランド 「古市町防災訓練」準備

3月5日 日曜日 〃 及びグランド 「古市町自主防災会結

成式」及び「古市町自

警団結成二十五周年」

記念式典

第１回古市町自主防災

訓練

1.式典

２.センター避難訓練

３.訓練

4月9日 日曜日 避難所 看板設置 各避難所に看板設置（自警団）

平成平成平成平成17171717年度年度年度年度「「「「古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会」」」」事業報告事業報告事業報告事業報告
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6666月月月月 3333～～～～4444日日日日    鳥取県日野町黒坂地区鳥取県日野町黒坂地区鳥取県日野町黒坂地区鳥取県日野町黒坂地区    

    黒坂地区黒坂地区黒坂地区黒坂地区はははは、、、、平成平成平成平成 12121212 年年年年のののの鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県

西部地震西部地震西部地震西部地震でででで被害被害被害被害がががが最最最最もももも大大大大きかったきかったきかったきかった

地域地域地域地域でいちでいちでいちでいち早早早早くくくく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

上上上上げげげげ、、、、一次避難所一次避難所一次避難所一次避難所のののの設定設定設定設定とととと総合避難総合避難総合避難総合避難

所所所所へへへへのののの避難計画避難計画避難計画避難計画のののの作成作成作成作成、、、、一人暮一人暮一人暮一人暮らしらしらしらし

のののの高齢者高齢者高齢者高齢者などなどなどなど災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者のののの把把把把

握調査握調査握調査握調査といったといったといったといった模範模範模範模範とすべきとすべきとすべきとすべき活活活活

動動動動をををを続続続続けておられますけておられますけておられますけておられます。。。。    

今回今回今回今回のののの研修研修研修研修はそのはそのはそのはその活動活動活動活動のののの実践実践実践実践にににに学学学学びびびび、、、、古市町古市町古市町古市町のののの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ににに役立役立役立役立

てようとてようとてようとてようと企画企画企画企画したものですしたものですしたものですしたものです。。。。当日当日当日当日はははは、、、、古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会会員会員会員会員 36363636 名名名名がががが

参加参加参加参加しししし、、、、日野町黒坂地区自主防災委員会会長福田和也日野町黒坂地区自主防災委員会会長福田和也日野町黒坂地区自主防災委員会会長福田和也日野町黒坂地区自主防災委員会会長福田和也さんをはじめさんをはじめさんをはじめさんをはじめ 4444

名名名名のののの役員役員役員役員のののの体験談体験談体験談体験談とととと日野町役場防災担日野町役場防災担日野町役場防災担日野町役場防災担当職員当職員当職員当職員のののの説明説明説明説明をををを受受受受けたのちけたのちけたのちけたのち熱熱熱熱

心心心心にににに質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答がががが行行行行なわれなわれなわれなわれましたましたましたました。。。。    

    

    

3333月月月月 3333日日日日    

    班班班班ごとにごとにごとにごとに分分分分かれてかれてかれてかれて、、、、古市町内古市町内古市町内古市町内のののの一時避一時避一時避一時避

難所難所難所難所のののの点検点検点検点検、、、、避難避難避難避難コースコースコースコースのののの確認確認確認確認、、、、途中途中途中途中にににに

危険危険危険危険なものはないかなどをなものはないかなどをなものはないかなどをなものはないかなどを調調調調べましたべましたべましたべました。。。。

そのそのそのその後後後後、、、、人権文化人権文化人権文化人権文化センターセンターセンターセンターにににに集合集合集合集合しししし、、、、奈奈奈奈

良市消防局良市消防局良市消防局良市消防局のののの指導指導指導指導によるによるによるによるウルトラウルトラウルトラウルトラ防災防災防災防災

クイズクイズクイズクイズ、、、、ビデオビデオビデオビデオ上映上映上映上映をををを行行行行ないましたないましたないましたないました。。。。最最最最

後後後後にににに総合避難所総合避難所総合避難所総合避難所であるであるであるである町運動場町運動場町運動場町運動場でででで水消火器水消火器水消火器水消火器によるによるによるによる消火訓練消火訓練消火訓練消火訓練をををを行行行行ないまないまないまないま

したしたしたした。。。。総勢総勢総勢総勢 121121121121 名名名名のののの参加参加参加参加でしたでしたでしたでした。。。。    

    

校区校区校区校区にににに発展発展発展発展するするするする自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織    

        

    古市町自主防古市町自主防古市町自主防古市町自主防災会災会災会災会のののの取組取組取組取組みみみみをををを東市小学校区全体東市小学校区全体東市小学校区全体東市小学校区全体のののの取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして進進進進めていこうというめていこうというめていこうというめていこうという機運機運機運機運がががが高高高高

まりまりまりまり、、、、平成平成平成平成 18181818 年年年年 9999 月月月月 24242424 日日日日にににに東市地区社会福祉協議会総会東市地区社会福祉協議会総会東市地区社会福祉協議会総会東市地区社会福祉協議会総会においてにおいてにおいてにおいて東市地区東市地区東市地区東市地区自主自主自主自主防災防災防災防災防犯協議会防犯協議会防犯協議会防犯協議会がががが

設立設立設立設立されされされされましたましたましたました。。。。現在現在現在現在までまでまでまで、、、、組織組織組織組織のののの整備整備整備整備やややや諸機材諸機材諸機材諸機材のののの充実充実充実充実、、、、自主防災訓練自主防災訓練自主防災訓練自主防災訓練のののの実施実施実施実施にににに向向向向けけけけたたたた会議会議会議会議などなどなどなど着着着着

実実実実にににに活動活動活動活動をををを続続続続けていますけていますけていますけています。。。。    

町町町町がががが孤立孤立孤立孤立したしたしたした時時時時でもでもでもでも、、、、字単位字単位字単位字単位でででで一次一次一次一次避難所避難所避難所避難所があったからがあったからがあったからがあったから住民住民住民住民のののの安否安否安否安否がががが確確確確認認認認できたできたできたできた。。。。まずまずまずまず、、、、自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの近所近所近所近所かかかからがらがらがらが大切大切大切大切だとだとだとだと再確認再確認再確認再確認できたできたできたできた。。。。 
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月月月月    日日日日    会会会会    場場場場    行事名行事名行事名行事名    内内内内    容容容容    

4444 月月月月 24242424 日日日日    

人権文化人権文化人権文化人権文化    

センターセンターセンターセンター    

１８１８１８１８年度総会年度総会年度総会年度総会    

・・・・１７１７１７１７年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告・・・・決算報告決算報告決算報告決算報告    

・・・・１８１８１８１８年度年間計画年度年間計画年度年間計画年度年間計画とととと予算他予算他予算他予算他のののの決定決定決定決定    

５５５５月月月月    

町運動場町運動場町運動場町運動場    

防災倉庫防災倉庫防災倉庫防災倉庫    

防災用具防災用具防災用具防災用具のののの    

整理整理整理整理    

・・・・防災備蓄用品収納棚防災備蓄用品収納棚防災備蓄用品収納棚防災備蓄用品収納棚のののの設置他設置他設置他設置他    

６６６６月月月月３３３３～～～～４４４４日日日日    

鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県    

日野日野日野日野町町町町    

先進地視察先進地視察先進地視察先進地視察    

研修研修研修研修    

・・・・日野町黒坂地区自主防災委員会日野町黒坂地区自主防災委員会日野町黒坂地区自主防災委員会日野町黒坂地区自主防災委員会のののの    

取組取組取組取組みにみにみにみに学学学学ぶぶぶぶ    ３６３６３６３６名参加名参加名参加名参加    

8888 月月月月 5555 日日日日    

社会福祉総合社会福祉総合社会福祉総合社会福祉総合

センターセンターセンターセンター    

防災防災防災防災リーダーリーダーリーダーリーダー    

研修研修研修研修    

・・・・台風台風台風台風・・・・風水害風水害風水害風水害・・・・土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害とととと対策対策対策対策    

・・・・救命講習救命講習救命講習救命講習    

9999 月月月月 3333 日日日日    

社会福祉総合社会福祉総合社会福祉総合社会福祉総合

センターセンターセンターセンター    

防災防災防災防災リーダーリーダーリーダーリーダー    

研修研修研修研修    

・・・・身近身近身近身近でできるでできるでできるでできる防災対防災対防災対防災対策策策策①②①②①②①②    

・・・・災害災害災害災害ととととボランティアボランティアボランティアボランティア・・・・避難所運営避難所運営避難所運営避難所運営    

10101010 月月月月 15151515 日日日日    

社会福祉総合社会福祉総合社会福祉総合社会福祉総合

センターセンターセンターセンター    

防災防災防災防災リーダーリーダーリーダーリーダー    

研修研修研修研修    

・・・・地震地震地震地震のののの仕組仕組仕組仕組みとみとみとみと被害被害被害被害    

・・・・災害時災害時災害時災害時のののの医療医療医療医療    

・・・・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にににに学学学学ぶぶぶぶ    

・・・・住住住住まいのまいのまいのまいの耐震化耐震化耐震化耐震化    ・・・・防災士試験防災士試験防災士試験防災士試験    

    防災士資格修得防災士資格修得防災士資格修得防災士資格修得（（（（会長会長会長会長））））    

12121212 月月月月 2222 日日日日    神戸市神戸市神戸市神戸市    現地学習現地学習現地学習現地学習    

    東市地区自治会東市地区自治会東市地区自治会東市地区自治会のののの    

神戸市人神戸市人神戸市人神戸市人みらいみらいみらいみらい館見学館見学館見学館見学    

1111 月月月月 7777 日日日日    町運動場町運動場町運動場町運動場    出初式出初式出初式出初式        古市町自警団出初式古市町自警団出初式古市町自警団出初式古市町自警団出初式    

1111 月月月月 12121212 日日日日    

人権文化人権文化人権文化人権文化    

センターセンターセンターセンター    

自主防災会自主防災会自主防災会自主防災会    

会議会議会議会議    

・・・・第第第第２２２２回防災訓練回防災訓練回防災訓練回防災訓練のののの内容内容内容内容についてについてについてについて    

1111 月月月月 20202020～～～～21212121 日日日日    県文化会館県文化会館県文化会館県文化会館    研修研修研修研修    ・・・・奈良奈良奈良奈良県防災県防災県防災県防災カレッジカレッジカレッジカレッジ    

2222 月月月月 16161616 日日日日    

人権文化人権文化人権文化人権文化    

センターセンターセンターセンター    

自主防災会会議自主防災会会議自主防災会会議自主防災会会議    ・・・・第第第第２２２２回防災訓練回防災訓練回防災訓練回防災訓練のののの内容内容内容内容についてについてについてについて    

3333 月月月月 3333 日日日日    町運動場町運動場町運動場町運動場    第第第第２２２２回防災訓練回防災訓練回防災訓練回防災訓練    

・・・・一時避難所一時避難所一時避難所一時避難所のののの点検点検点検点検    

・・・・総合訓練総合訓練総合訓練総合訓練    

（（（（ビデオビデオビデオビデオ上映上映上映上映・・・・ウルトラウルトラウルトラウルトラ防災防災防災防災クイズクイズクイズクイズ・・・・消火消火消火消火

訓練訓練訓練訓練））））１２１１２１１２１１２１名参加名参加名参加名参加    
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古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会ではではではでは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで

次次次次のようなのようなのようなのような防災機材防災機材防災機材防災機材をををを購入購入購入購入しししし、、、、そのそのそのその

充実充実充実充実にににに努努努努めてきましためてきましためてきましためてきました。。。。    

    

◎◎◎◎ヘルメットヘルメットヘルメットヘルメット    35353535 個個個個    

    

◎◎◎◎避難所避難所避難所避難所マップマップマップマップ    

    

◎◎◎◎ポータブルガスポータブルガスポータブルガスポータブルガス発電機発電機発電機発電機（（（（LPLPLPLP ガスガスガスガス用用用用））））    1111 台台台台    

    特徴特徴特徴特徴    各家庭各家庭各家庭各家庭にあるにあるにあるにあるプロパンガスプロパンガスプロパンガスプロパンガスをををを燃料燃料燃料燃料にににに使使使使うううう。。。。    

                排気排気排気排気ガスガスガスガスががががクリーンクリーンクリーンクリーンでででで環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい。。。。    

    

◎◎◎◎災害多人数用救急箱災害多人数用救急箱災害多人数用救急箱災害多人数用救急箱（（（（20202020 人用人用人用人用））））    

                                            2222 個個個個    

    

◎◎◎◎非常用持出袋非常用持出袋非常用持出袋非常用持出袋            10101010 個個個個    

    

◎◎◎◎無線機無線機無線機無線機    19191919 台台台台    

◎◎◎◎無線機中継器無線機中継器無線機中継器無線機中継器    

    

◎◎◎◎コンパクトメガホンコンパクトメガホンコンパクトメガホンコンパクトメガホン        

◎◎◎◎ダイナモマルチラジオダイナモマルチラジオダイナモマルチラジオダイナモマルチラジオ    

    

非常用食料品非常用食料品非常用食料品非常用食料品（（（（アルファアルファアルファアルファ米米米米    保存期間保存期間保存期間保存期間 5555 年年年年））））    

◎◎◎◎赤飯赤飯赤飯赤飯    ◎◎◎◎きのこごきのこごきのこごきのこご飯飯飯飯    ◎◎◎◎五目五目五目五目ごごごご飯飯飯飯    

◎◎◎◎わかめごわかめごわかめごわかめご飯飯飯飯    ◎◎◎◎乾乾乾乾パンパンパンパン    ◎◎◎◎ビスケットビスケットビスケットビスケット    

    

    

◎◎◎◎ＡＥＤ（ＡＥＤ（ＡＥＤ（ＡＥＤ（自動対外式除細動器自動対外式除細動器自動対外式除細動器自動対外式除細動器））））    

平成平成平成平成 19191919 年年年年 9999 月月月月 4444 日購入日購入日購入日購入    

    

◎◎◎◎救助用工具救助用工具救助用工具救助用工具セットセットセットセット    

    （（（（バールバールバールバール、、、、シャベルシャベルシャベルシャベル、、、、ハンマーハンマーハンマーハンマーなどなどなどなど））））    
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昨年度昨年度昨年度昨年度もももも防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練、、、、応急手当普及講習会応急手当普及講習会応急手当普及講習会応急手当普及講習会、ＡＥＤ、ＡＥＤ、ＡＥＤ、ＡＥＤ導入導入導入導入、、、、防災士講習受講防災士講習受講防災士講習受講防災士講習受講、、、、防災防災防災防災ジャンパージャンパージャンパージャンパーのののの調達調達調達調達

などいろいろななどいろいろななどいろいろななどいろいろな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。ここではここではここではここでは、、、、防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練のののの様子様子様子様子ををををごごごご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    

    

            平成平成平成平成 19191919年年年年 11111111月月月月 23232323日日日日    

        

大人大人大人大人だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく子供子供子供子供たちもたちもたちもたちも参加参加参加参加してしてしてして、、、、楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練をををを

しようとしようとしようとしようと 8888 月月月月にににに予定予定予定予定していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、大変大変大変大変なななな猛暑猛暑猛暑猛暑となったとなったとなったとなったためためためため

11111111 月月月月にににに変更変更変更変更しししし、、、、奈良市消防局奈良市消防局奈良市消防局奈良市消防局のののの指導指導指導指導

とととと協力協力協力協力をををを得得得得てててて実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。    

避難避難避難避難所開設所開設所開設所開設のためのためのためのためにににに必要必要必要必要ななななテンテンテンテン

トトトトのののの張張張張りりりり方方方方をををを児童館児童館児童館児童館スタッフスタッフスタッフスタッフにににに教教教教

えてもらってえてもらってえてもらってえてもらって体験体験体験体験しましたしましたしましたしました。。。。    完成完成完成完成

したしたしたしたテントテントテントテントにににに子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが入入入入ってってってって仲良仲良仲良仲良くくつろぐくくつろぐくくつろぐくくつろぐ姿姿姿姿などもみらなどもみらなどもみらなどもみら

れましたれましたれましたれました。。。。    

    

    

    自自自自主炊飯主炊飯主炊飯主炊飯訓練訓練訓練訓練ではではではでは、、、、ハンゴウハンゴウハンゴウハンゴウのののの

使使使使いいいい方方方方のののの説明説明説明説明をををを受受受受けてけてけてけて、、、、実際実際実際実際にごにごにごにご

飯飯飯飯をををを炊炊炊炊いてみましたいてみましたいてみましたいてみました。。。。火加減火加減火加減火加減がががが大大大大

変難変難変難変難しいというしいというしいというしいという大人大人大人大人のののの説明説明説明説明をををを子供子供子供子供

たちはたちはたちはたちは神妙神妙神妙神妙なななな面持面持面持面持ちでちでちでちで聞聞聞聞いていまいていまいていまいていま

したしたしたした。。。。若若若若いいいい時時時時ににににボーイスカウトボーイスカウトボーイスカウトボーイスカウトのののの

指導指導指導指導をされていたをされていたをされていたをされていた方方方方もおらもおらもおらもおられれれれてててて、、、、    

大変大変大変大変うまくたきあがりましたうまくたきあがりましたうまくたきあがりましたうまくたきあがりました。。。。    

    
    

そしてそしてそしてそして、、、、初期消火訓練初期消火訓練初期消火訓練初期消火訓練ではではではでは、、、、消火器消火器消火器消火器だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、特別特別特別特別にににに消防車消防車消防車消防車をををを使使使使ったったったった放水訓練放水訓練放水訓練放水訓練もももも体験体験体験体験

できできできでき、、、、子供子供子供子供たちもたちもたちもたちも生生生生きききき生生生生きときときときと訓練訓練訓練訓練にににに参加参加参加参加しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    

    

またまたまたまた、、、、訓練訓練訓練訓練にににに先立先立先立先立ちちちち、、、、解放同盟古市支部解放同盟古市支部解放同盟古市支部解放同盟古市支部からはからはからはからは、、、、災害時災害時災害時災害時にににに役立役立役立役立てててて

てくださいとてくださいとてくださいとてくださいと「「「「サイレンサイレンサイレンサイレン付付付付ききききラジオライトラジオライトラジオライトラジオライト」」」」200200200200 個個個個がががが寄付寄付寄付寄付されまされまされまされま

したしたしたした。。。。後日後日後日後日、、、、防災会防災会防災会防災会でででで協議協議協議協議しししし、、、、災害弱者災害弱者災害弱者災害弱者のののの方方方方にとのにとのにとのにとの趣旨趣旨趣旨趣旨からからからから町内町内町内町内

のののの一人暮一人暮一人暮一人暮らしのらしのらしのらしの70707070歳以上歳以上歳以上歳以上のののの高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯をををを対象対象対象対象にににに配布配布配布配布されましたされましたされましたされました。。。。    
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月月月月    日日日日    会会会会    場場場場    内内内内        容容容容    案案案案        件件件件    4444 月月月月 12121212 日日日日    東市小学校東市小学校東市小学校東市小学校    青色防犯青色防犯青色防犯青色防犯パトロールパトロールパトロールパトロール出発式出発式出発式出発式    ・・・・東市地区防災防犯協議会東市地区防災防犯協議会東市地区防災防犯協議会東市地区防災防犯協議会にににに協賛協賛協賛協賛    5555 月月月月 23232323 日日日日    古市人権文化古市人権文化古市人権文化古市人権文化センターセンターセンターセンター（（（（人文人文人文人文センターセンターセンターセンター））））    会会会会    議議議議    ・・・・一人暮一人暮一人暮一人暮らしらしらしらし、、、、高齢高齢高齢高齢、、、、障障障障がいがいがいがい者世帯者世帯者世帯者世帯のののの確認確認確認確認・・・・把握把握把握把握    5555 月月月月 30303030 日日日日    人文人文人文人文センターセンターセンターセンター    19191919 年度年度年度年度    総会総会総会総会    ・・・・１８１８１８１８年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告・・・・決算報告決算報告決算報告決算報告    ・・・・１９１９１９１９年度年間計画年度年間計画年度年間計画年度年間計画のののの決定決定決定決定    ・・・・１９１９１９１９年度予算他年度予算他年度予算他年度予算他のののの決定決定決定決定    6666 月月月月    運動場運動場運動場運動場    防災倉庫防災倉庫防災倉庫防災倉庫    防災用具等防災用具等防災用具等防災用具等のののの追加導入追加導入追加導入追加導入    ・・・・防災備蓄用品防災備蓄用品防災備蓄用品防災備蓄用品のののの充実充実充実充実とととと整理整理整理整理    6666 月月月月    4444 日日日日            防災防災防災防災マップマップマップマップのののの充実充実充実充実    ・・・・防災防災防災防災マップマップマップマップにににに防火水槽防火水槽防火水槽防火水槽・・・・消火栓追加消火栓追加消火栓追加消火栓追加    7777 月月月月 11111111 日日日日    ならならならなら 100100100100 年会館年会館年会館年会館    防災防災防災防災ミュージカルミュージカルミュージカルミュージカルのののの観賞観賞観賞観賞    ・・・・「「「「地震雷火事親父地震雷火事親父地震雷火事親父地震雷火事親父」（」（」（」（消防団活動消防団活動消防団活動消防団活動のののの重要性重要性重要性重要性をををを啓発啓発啓発啓発））））    7777 月月月月 27272727 日日日日            防災防災防災防災ジャンパージャンパージャンパージャンパーをををを購入購入購入購入    古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会ののののロゴロゴロゴロゴ入入入入りりりり    8888 月月月月 11111111 日日日日    県福祉総合県福祉総合県福祉総合県福祉総合センターセンターセンターセンター    研修受講研修受講研修受講研修受講    第第第第 1111 回防災回防災回防災回防災リーダーリーダーリーダーリーダー研修受講研修受講研修受講研修受講    8888 月月月月 25252525 日日日日    古市町運動場古市町運動場古市町運動場古市町運動場    児童館対象児童館対象児童館対象児童館対象のののの防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練    （（（（猛暑猛暑猛暑猛暑のためのためのためのため 11111111 月月月月にににに延期延期延期延期））））    9999 月月月月    1111 日日日日    奈良市防災奈良市防災奈良市防災奈良市防災センターセンターセンターセンター    研修受講研修受講研修受講研修受講    ・・・・防災防災防災防災センターセンターセンターセンター主催主催主催主催のののの防災講座受講防災講座受講防災講座受講防災講座受講    2222 名名名名    9999 月月月月    1111 日日日日    県福祉総合県福祉総合県福祉総合県福祉総合センターセンターセンターセンター    研修受講研修受講研修受講研修受講    ・・・・第第第第 2222 回防災回防災回防災回防災リーダーリーダーリーダーリーダー研修受講研修受講研修受講研修受講    9999 月月月月    4444 日日日日    人文人文人文人文センターセンターセンターセンター    ＡＥＤＡＥＤＡＥＤＡＥＤ導導導導入入入入    ・・・・納入業者納入業者納入業者納入業者によるによるによるによる操作説明操作説明操作説明操作説明    9999 月月月月    6666 日日日日            防災防災防災防災まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり大賞大賞大賞大賞にににに応募応募応募応募            9999 月月月月 27272727 日日日日    人文人文人文人文センターセンターセンターセンター    応急手当普及講習会応急手当普及講習会応急手当普及講習会応急手当普及講習会    ・・・・救急救命法救急救命法救急救命法救急救命法のののの実技講習実技講習実技講習実技講習    （ＡＥＤ（ＡＥＤ（ＡＥＤ（ＡＥＤ操作含操作含操作含操作含むむむむ））））26262626 名受講名受講名受講名受講    9999 月月月月 29292929 日日日日    県福祉総合県福祉総合県福祉総合県福祉総合センターセンターセンターセンター    研修受講研修受講研修受講研修受講    ・・・・第第第第 3333 回回回回    防災防災防災防災リーダーリーダーリーダーリーダー研修研修研修研修    （（（（防災士資格取得防災士資格取得防災士資格取得防災士資格取得））））    11111111月月月月 12121212 日日日日    人文人文人文人文センターセンターセンターセンター    会議会議会議会議    ・・・・第第第第 3333 回古市町自主防災訓練回古市町自主防災訓練回古市町自主防災訓練回古市町自主防災訓練のののの実施計画検討実施計画検討実施計画検討実施計画検討    11111111月月月月 23232323 日日日日    古市町運動場古市町運動場古市町運動場古市町運動場    第第第第 3333 回古市町防災訓練回古市町防災訓練回古市町防災訓練回古市町防災訓練    ・・・・避難所開設避難所開設避難所開設避難所開設････初期消火初期消火初期消火初期消火････自主炊飯訓練自主炊飯訓練自主炊飯訓練自主炊飯訓練････106106106106 名参加名参加名参加名参加    ・・・・サイレンサイレンサイレンサイレン付付付付ラジオライトラジオライトラジオライトラジオライト寄付寄付寄付寄付（（（（解放同盟古市支部解放同盟古市支部解放同盟古市支部解放同盟古市支部よりよりよりより））））    12121212 月月月月            火災報知機普及活動火災報知機普及活動火災報知機普及活動火災報知機普及活動        東市地区自治連合会東市地区自治連合会東市地区自治連合会東市地区自治連合会によるによるによるによる火災報知機火災報知機火災報知機火災報知機のののの斡旋斡旋斡旋斡旋    12121212 月下旬月下旬月下旬月下旬    ～～～～1111 月上旬月上旬月上旬月上旬    古市町内古市町内古市町内古市町内    年末年始防火運動年末年始防火運動年末年始防火運動年末年始防火運動    ・・・・自警団自警団自警団自警団によるによるによるによる年末年始年末年始年末年始年末年始のののの夜警及夜警及夜警及夜警及びびびび防火運動防火運動防火運動防火運動    1111 月月月月    6666 日日日日    古市町運動場古市町運動場古市町運動場古市町運動場    古市町自警団出初式古市町自警団出初式古市町自警団出初式古市町自警団出初式            1111 月月月月 17171717 日日日日    市防災市防災市防災市防災センターセンターセンターセンター    防災講演会防災講演会防災講演会防災講演会    ・・・・災害災害災害災害ととととボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動についてについてについてについて    3333 名受講名受講名受講名受講    2222 月月月月 17171717 日日日日    東市小学校東市小学校東市小学校東市小学校    第第第第1111回東市地区合同防災訓練回東市地区合同防災訓練回東市地区合同防災訓練回東市地区合同防災訓練    ・・・・避難参集避難参集避難参集避難参集、、、、初期消火初期消火初期消火初期消火、、、、炊出炊出炊出炊出しししし等等等等のののの総合訓練総合訓練総合訓練総合訓練    2222 月月月月 24242424 日日日日    市防災市防災市防災市防災センターセンターセンターセンター    会議会議会議会議    ・・・・日本防災士会奈良県支部結成準備会議日本防災士会奈良県支部結成準備会議日本防災士会奈良県支部結成準備会議日本防災士会奈良県支部結成準備会議    3333 月月月月 15151515 日日日日    市防災市防災市防災市防災センターセンターセンターセンター    会会会会議議議議    ・・・・日本防災士会奈良県支部結成準備会議日本防災士会奈良県支部結成準備会議日本防災士会奈良県支部結成準備会議日本防災士会奈良県支部結成準備会議    
※※※※年間年間年間年間をををを通通通通じてじてじてじて東市地区自主防災防犯協議会東市地区自主防災防犯協議会東市地区自主防災防犯協議会東市地区自主防災防犯協議会にもにもにもにも参加参加参加参加    
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古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会古市町自主防災会ではではではでは、、、、

これまでいろいろこれまでいろいろこれまでいろいろこれまでいろいろなななな防災防災防災防災

機材機材機材機材のののの充実充実充実充実にににに努努努努めてきまめてきまめてきまめてきま

したしたしたしたがががが、、、、このこのこのこの度度度度、、、、防災防災防災防災コンコンコンコン

テナテナテナテナをををを導入導入導入導入しししし、、、、機材機材機材機材のののの保管保管保管保管

にににに万全万全万全万全をををを期期期期すことになりすことになりすことになりすことになり

ましたましたましたました。。。。    

こんなこんなこんなこんな機材機材機材機材やややや資材資材資材資材がががが入入入入っていますっていますっていますっています！！！！    

・・・・救助工具救助工具救助工具救助工具セットセットセットセット    ・・・・レスキューセットレスキューセットレスキューセットレスキューセット    ・・・・ＬＰＬＰＬＰＬＰガスガスガスガス用発電用発電用発電用発電

機機機機    ・・・・防災用防災用防災用防災用かまどかまどかまどかまどセットセットセットセット・・・・    防災用防災用防災用防災用なべなべなべなべ    ・・・・多目的多目的多目的多目的ププププ

ライベートテントライベートテントライベートテントライベートテント    ・・・・家型家型家型家型テントテントテントテント    ・・・・グランドシートグランドシートグランドシートグランドシート    ・・・・

防水防水防水防水シートシートシートシート    ・・・・担架格納庫担架格納庫担架格納庫担架格納庫    ・・・・災害用毛布災害用毛布災害用毛布災害用毛布    ・・・・災害多災害多災害多災害多

人数用救急箱人数用救急箱人数用救急箱人数用救急箱    ・・・・非常用食糧非常用食糧非常用食糧非常用食糧（（（（乾乾乾乾パンパンパンパン・・・・クラッカークラッカークラッカークラッカー・・・・アアアア

ルファルファルファルファ米等米等米等米等））））    ・・・・非常用飲料水非常用飲料水非常用飲料水非常用飲料水    ・・・・飲料水用飲料水用飲料水用飲料水用ジャグジャグジャグジャグ    ・・・・

防災会防災会防災会防災会ヘルメットヘルメットヘルメットヘルメット    ・・・・トラロープトラロープトラロープトラロープなどなどなどなど    

◎◎◎◎場所場所場所場所    人権文化人権文化人権文化人権文化センターセンターセンターセンター西側西側西側西側のののの運動場運動場運動場運動場のののの旧事務所建物旧事務所建物旧事務所建物旧事務所建物のののの東側東側東側東側とととと

西側西側西側西側にににに２２２２基設置基設置基設置基設置してしてしてしてありますありますありますあります。。。。ごごごご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    
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「東市若葉会ふれあいサロン」との合同交流会 

ふれあい交流会 

古市町いきいきとした高齢者のいるまちづくり推進会議 

 

「ふれあい給食」 素麺の昼食 「楽珍トリオ」のお笑いステージ 

推進会議の様子 
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