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☆9/24「佐鳴台地区敬老会」開催！ 
９月24日（日）第38回佐鳴台地区敬老会が地区内対象者1,130

名のうち 327 名のご参加を得て佐鳴台小学校体育館で開催され

ました。来賓祝辞等式典の後「マジック演芸」や「佐鳴台小金管

バンド・中学校吹奏楽部」の爽やかで軽快な演奏にご参加の皆さ

ん一緒に口ずさむ等、楽しい敬老の会となりました。一丁目自治

会では在住の対象者（75 歳以上）152 名のうち 39 名が元気に

ご参加。ちなみに一丁目では今年度 88 歳（米寿）を迎えた方が

6 名、100 歳の方が 1 名いらっしゃいます。 

  

元気にご参加いただいた敬老会参加者に橋本連合自治会長のお祝いの言葉 

☆堆積汚泥トラック 2 杯 側溝清掃! 

9 月 24 日(日) 6 月から延期された第 6 回自治会側溝清掃が行

われました。今年も３つのブロックごとに、地域の側溝堆積状況

調査をしたうえで、早急に必要と判断された 3 箇所を指定して行

いました。自治会役員及び集合住宅の皆さんを含め近隣住民の皆

さん総計 93 名の皆さんに、ご参加ご協力いただきました。 

中には一家お揃いでご参加頂いた世帯もありました。固まって取

りにくい側溝の蓋を取って、皆さん汗だくの清掃奉仕でした。 

翌日の浜松市による汚泥回収で3ｔトラック2杯分の回収でした。

   

 お子様を含めて家族でご参加いただいた方々も。側溝蓋開けは大変な作業。 

☆避難訓練雨天中止で「避難行動支援グループ勉強会」開催 

10 月 15(日)に予定されていた一丁目として初めての「避難誘導

訓練」は生憎の雨天の為、中止となりました。 

当日は直前の連絡により「一丁目避難行動支援マニュアル」に基

づき自治会三役部長、防災支援隊を含めた自主防幹部で構成され

る「避難支援グループ」のグループ勉強会を急遽開催しました。 

避難支援グループの役割や住民確認事項、避難路、緊急連絡網等

の相互確認がされて、隊員の活動意識高揚が図られました。 

席上、自主防災隊長(自治会長)から今年度の自主防装備・備蓄品

等の調達計画が発表され、今年度は下記のような装備・備蓄品を 

新たに整備し、備蓄準備する事になりました。 

〇一次避難地用仮設トイレ 5 基 〇自主防隊員用制服ベスト 40 着 

〇誘導等の拡声用マイク 1 機  〇消火器町内配置増 5 か所程度 

また、災害時用の「一丁目防災マップ」を改定作成し、全世帯に配布 

することになりました。 

🍏🍏 🍏🍏 🍏🍏 10 月から 11 月の予定 🍏🍏 🍏🍏 🍏🍏  

① 今年も赤い羽根共同募金をお願いします 

今年も「赤い羽根共同募金」の季節がまいりました。自治会では今年

度も自主的な募金方式で協力をお願いすることにいたしました。 

既に班長様から募金袋と赤い羽根が回覧されていると思います。まだ

募金のお済でない方は 10 月 24 日までに班長あてご提出下さい。 

金額は任意ですが赤い羽根の一般的募金額 100 円以上を！ 

② 協働センターまつりに是非お越し下さい 

10 月 21 日(土)22 日(日)の 2 日間、今年も「佐鳴台協働センターま

つり」が開催されます。両日とも模擬店バザール、作品展示会、ふれ

あいコンサート、芸能発表会等、てんこ盛りの催事企画です。手打ち

そば、法多山だんごの一部は前売り券販売中です。 

プログラムを既に各家庭にお届けしてありますので、催し物をご確認

の上、皆様お誘い合わせのうえお出掛け下さい。 

 １０月 21 日(土) 13:00～15:30 

 １０月 22 日(日) 10:00～15:00 (12:00 からとん汁振る舞い) 

③ 秋葉山「火防のお札」注文を回覧します 

今年もご希望の方は秋葉山のお札を申し受けます。11 月 5 日の回覧

で申込受付します。 その後、集約のうえ役員が代参してまいります

のでお札のお届けは 12 月の中旬以降になります。 

④ ゴミ集積所美化推進強化週間の実施 

町内のゴミ集積所の美化整頓とルール違反や不法投棄などの防止を

目ざした『美化推進強化運動』を実施します。 

具体的には、一定期間のゴミ集積所各種ごみ出し日に自治会役員が立

ち会いチェクして、他所からの持ち込みやルール違反のチェクと美化

清掃を行います。 

また、ごみ集積場の現状調査により、新設を検討いたします。 

 実施時期 ： １1 月 15 日から 21 日の 1 週間予定 

 担 当 者 ： 自治会役員（部長・班長）環境美化推進委員 

<裏面の特集欄もご覧下さい> 

防災豆知識 語り部体験談 仙台市 児童館理事長 小岩孝子さん 

3.11 14:46 東日本大震災発生････この時から何かが変わったと感じています。 

雪がちらつき寒さも厳しくなってきて、児童館ニコニコの家には人がどんどん集まってき

ました。最終的には 250 人を超える地域住民が児童館に避難してきました。 

小学校から歩いて5分のところまで津波が来て、小学校が指定避難所にならなかったた

め、地域の人たちは行き場をなくして、右往左往していました。 

私は、以前、震災に備えて避難所シュミレーションゲーム(HUG)の講習を受けていた経

験から、まず、受付を設けて人の出入りを記録する名簿を作成。懐中電灯の明かりの下

暗闇での対応に避難してきた人たちも戸惑いながらも協力してくれました。 

車椅子の方が居る家族、小さな子供のいる家族、ペットがいる家族など、避難者のニー

ズに合わせて部屋割りをしました。この受付名簿は、後々の安否確認や問い合わせにも

役立ちました。 

その後、混沌とした状況の中、「私たちに出来ることは何だろう」とスタッフと考えた時に、

「炊出ししよう。この家は水・ガスが使える。避難してきた人にあったかいものを食べても

らいましょう」と自発的なスタッフと共に炊出しをすることにしました。みんなが家にあるも

のを持ち寄ったり、地域の方から提供された食材や支援物資を使って 3 月 17 日炊出し

第一弾から 5 月の第 5 弾までおよそ 1,000 食を地域に向け提供いたしました。 

また、高齢の一人暮らし二人暮らしの方、障害をもっている方に弁当を配達する事にし

ました。伝言板で告知したところ「助けてほしい」「障害で買い物に行けない」等地域の

20人余りの方から要請を受け、小中高生16人とともに約60人の方々にお届けしました。

ボランティアの小中高生は「ありがとうの言葉がうれしかった。いろいろな人たちが自分

達の地域に居ると知った。やってよかった。」と話していました。 

日頃からの備えと、普段からの地域の方々との顔の見える関係を築いてきたこと、地域

の方達のあたたかい思いと、つながりの大切さも震災を乗り越える原動力になりました。 



  佐鳴台 1 丁目自治会 平成 29 年度 

上半期会務実施報告・取り組みと成果 
10月 9日開催の第 7回役員会及び同日開催の監事による中間監査

会にて審議・承認された「平成 29年度上期会務実施報告」の中

で、特に「取り組みの成果」について紙上にてご報告いたします。 

 

【自治会運営 全体的には】 

「住み良い街づくり」という自治会理念に基づき、これまで推 

進してきた良い事業活動を継承するとともに、新たな視点で時 

代に沿った見直しや改善を進めてまいりました。 

一丁目に住む全住民が、自治会に入会するよう働きかけると共に

気軽に活動にご参加頂いて「住民同士、顔の見える関係」を作り 

いざと言う時の為に地域共助の絆を深められるような自治会運営

を進めてまいりました。 

○９月末現在の今年度新入会員世帯は 20 世帯・事業所でした。 

(前年度も 9 月末で 20 世帯でした) 借家世帯の増加でした。 

【親睦福祉活動】 

町内融和の促進を基に、誰もが参加しやすい親睦福祉活動にすべ

く、浜松まつり・夏まつりの自主運営と町内関係団体への支援を

行いました。又、佐鳴湖花火大会や佐鳴台地区敬老会に主催参加

いたしました。 

○浜松まつり寄付金 429 件 1,804,000 円（前年比 113％） 

○夏祭り 参加者総数概算 700 名 町内参加世帯 220 世帯 

○子ども会・鳴一会・凧揚げ会に活動補助金を交付しました。 

○佐鳴湖花火大会への参加 協賛金 272,000 円(32 世帯・事業所

より)でした。 

○佐鳴台地区敬老会 39 名が参加。不参加者には自治会として記

念品を贈呈しました。  

【防犯・防災活動】 

「明るく安全・安心な街づくり」に向けて器具機材の改廃新設や

活用データー等の条件整備を推進しました。 

 〇一丁目自主防避難行動支援マニュアルを制定しました。 

○防災講習会開催 9 月 3 日 参加者 59 名（前年比 21 名増) 

○防災支援隊 定例勉強会開催(毎月 1 回)  佐鳴湖花火大会露店

出店と防災警備 緊急時対応世帯台帳のメンテナンス 

○大雨に備えて「土のうステーション」を 3 基設置しました。 

○防犯灯のＬＥＤ化を今年度計画分１4 基完了しました。 

○カーブミラーの新設 2 基を申請し、設置完了しました。 

○交通安全運動に合わせ通学路の安全指導実施。（4･7･9 月） 

〇防災避難地設置用の仮設トイレ 5 基などを新調しました。 

【環境美化活動】 

ごみゼロデー・側溝清掃・公園草刈り清掃等を実施、清潔で綺麗な

街づくりを進めています。 

○ごみ集積所の管理(一部移転)を徹底し、ごみネットや備品の改廃

を進めました 

○ごみゼロデー事業&第三公園草刈り清掃を行いました。 

5 月 25 日 参加者数 228 人(世帯参加率 36%)（前年 239 世帯） 

○町内側溝清掃を 3 か所で実施しました。      9 月 24 日 

     参加者 99 名（前年 110 名）汚泥回収量約 6ｔ 

  ○第一回資源ごみ回収。  8 月 19 日  販売金 12,680 円(150%) 

[広報活動・総務運営】 

安心して参加できる自治会活動と分りやすい自治会運営を目指 

して各種情報発信と施策を展開しました。 

○一丁目ホームページを開設いたしました。各種広報展開中。 

○安心して自治会活動に参加頂けるよう「自治会活動総合保険」に

加入しました。  

○一丁目自治会の活動概要が判る「一丁目自治会案内」を作成し 全

役員に配布しました。 

○会議広報用のプロジェクター装置を新規導入いたしました。 

   

防災特集 自主防災隊「避難行動支援マニュアル」抜粋 

【一丁目自主防災隊 避難行動 住民確認事項】 

基本的な考え方 

災害発生直後や警報・避難指示の発表直後には、消防など行政や自主防災

隊が十分に対応できない可能性があることから、まずは「自らの安全は自らで

守る」ことを徹底し、そのうえで隣近所の声かけ、助け合いが大切です。   

この「まずは我が身と家族の安全、次に隣近所への声かけ確認」を徹底して

まいります。 

<自助> 自助とは、自分の命は自分で守るということです。 

普段から家族や隣組の皆さんで、危険地区、避難場所や避難経路に 

ついて話し合いましょう。 

<共助> 共助とは、我家の安全が確認された後に、隣近所や町内の皆さんと

助け合うことです。 正に自主防災隊活動そのものです。 

普段の隣近所「顔の見える関係づくり」が大切です。防災訓練等に 

隣組同士で参加したり、近所の高齢者や障害者等避難に手助けが必要 

な人を把握しておきましょう 

避難に備えて確認 

① 平時、家族で避難の準備を確認して下さい。 

〇避難路・避難場所の確認 〇非常持出し品の準備とチェック  

〇災害時の家族連絡方法  〇防災隣組の近隣世帯確認 

② 非常持出し品(非常袋)の事前準備をしましょう。 

災害復旧で、公的支援(公助)が始まるまで最低 3 日から 7 日間は 

かかると言われています。7 日間生活できるように、食料、飲料水 

などの備蓄に努めて下さい。トイレも重要です。 

避難情報とは 

<自主避難とは>(避難準備情報発令) 災害発生の恐れがある時に発令。 

① 避難行動要支援者や高齢者・障害のある方など要配慮者の方で危険地

域にある方は、この時点で自主的に避難行動を始めて下さい。 

② 避難行動要支援者は、隣組長や自主防災隊員に支援要請ができます。 

③ ラジオやテレビなどの情報に注意し、何時でも避難が出来る準備を整

えて下さい。 

<避難勧告とは> 人的被害が発生する可能性が明らかに高まったときに発令。 

① 火の始末と戸締りを完全にして下さい。 

② 非常持出し品を持って避難して下さい。 

③ 家族・隣組の方と助け合いながら速やかに一次避難地の安全な場所に

避難を開始して下さい。 

④ 避難行動要支援者の方などは避難を完了して下さい。 

<避難指示とは> 災害が発生する危険性が非常に高いと判断されたときに発令。 

① 直ちに避難を完了して下さい。 

② まだ避難していないときは、直ちに避難行動に移るとともに、十分な

時間がない場合は、生命を守る最低限の行動をとって下さい。 

災害発生時の避難行動は 

避難にあたっては、自分で判断し自分の身は自分で守る「自助」、そして 

隣近所隣組で声をかけ合い助け合う「共助」を基本とし余裕をもって早め 

の対応に心掛けて下さい。 

① 車を使わず、歩いて避難! 

車での避難は、渋滞や建物の倒壊等により通行できない恐れがありま 

す。避難行動要支援者の避難に利用する以外は、徒歩で避難します。 

自治会配布の一丁目防災マップを掲示し参照しましょう。 

② 隣近所(防災隣組)での声かけや要配慮者への配慮 

避難する前には、必ず隣近所に声をかけて、単独での避難行動は出来

るだけ避けましょう。病人や歩行困難の人は協力して避難しましょう。 

<避難地・避難所は> 一次指定避難地  

災害発生や発生のおそれがある場合一時的、緊急的に避難する場所で 

す。一丁目では、佐鳴台第三公園(タコ公園)を指定しています。 

<浜松市指定避難所> 

上記指定避難地からの緊急避難者や救出者を応急的に収用避難させ

るための施設です。一丁目の指定避難所は佐鳴台小学校です。 

家が壊れて生活出来なくなった人の避難生活をする場所のことです。 

給水や給食の用意が出来、救護所が併設されています。 


