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☆地域防災訓練（12/3）を実施 ! 
   一般住民とたくさんの中高生に参加して頂きました。 

初冬の天候穏やかな 12 月 3 日（日）に、平成 29 年度第 12 回

佐鳴台一丁目自治会の地域防災訓練が、小中高生 78 人参加を含

め、総勢 163 人の参加で開催されました。昨年より、若干増加

しました。町民の防災意識の高さや真剣さが伺えます。訓練内容

は、災害対策本部のテント設営、バケツリレー訓練、消火器によ

る消火訓練、三角布による救護訓練、竹と毛布による担架組立訓

練、土のう積み上げ訓練、発電機の始動訓練、仮設便所上屋組立

て訓練、自治会女性や小中高校生女子によるアルファ米によるお

むすびや豚汁の炊き出し訓練など盛り沢山の内容で、真剣に迅速

で楽しく行うことが出来ました。 

自治会では、3．11 の東日本大震災を忘れない、熊本地震の教

訓を生かし、「大事な人 助けるためには まず自分」を訓練テ

ーマにし、住民の一致団結した協力、行動が確認でき、災害時に

は大いに役に立つことを確信しました。 

  
参加者全員による消火訓練 開始前の第三分団員の指導。 

  

【設営部】仮設トイレの設置      【救護部】 担架搬送訓練 

炊き出し訓練に於いては、婦人部・子ども会・中・高校生が主体

となりアルファ米によるご飯炊き出しとおにぎりの調製、豚汁の

調理等、防災支援隊の女性隊員の指導によりテキパキと行われ、

訓練終了後、参加者全員に振る舞われました。 

  

 中学生も炊き出し訓練で、おにぎりの調整と豚汁の準備・調理に頑張りました。 

自主防災隊長の自治会長より冒頭「いざ災害発生と言う時には自

らを守る自助の取り組みが大事であるが、まず、電源や火元等の

自宅の安全確認、非常持出し品の確認、隣近所への声かけで第一

次避難地(第三公園)へ避難。避難路はどのルートが指定路かな。 

一次避難地に着いたら安否確認と、その後の指定避難所等への移

動などの段取りを共助の取り組みとして考えることが大切であ

り、一丁目に於いても、この共助の取り組みを更に強化する必要

がある。その為には日頃防災訓練等に参加して頂いて、顔見知り

を作る事が最も有効と考える。」との話がありました。 

自身と家族を守る「自助」の取り組みと町民連携による地域の

「共助」が、どの様に成り立つかが災害時の被害軽減のポイント

であります。その為には、各家庭で出来る防災対策準備を徹底す

ることと、住民相互の日頃の協力体制を隣近所「顔の見える関係

づくり」から着実に進めていく必要があります。 

まずは、自治会の諸活動へ隣近所誘い合わせてご参加下さい。 

自主防災隊よりお知らせ <古い消火器の訓練提供について>  

一昨年の地域防災訓練から家庭内の粉末消火器で使用期限切れ

のものや期限間近なものを提供頂いて訓練に活用させて頂いて

おります。今年は 8 本の提供を頂き、提供頂いた消火器はご希 

望により新しい消火器への買替えを一部補助いたしました。 

<次年度も予定していますので消火器の期限を確認しておいて下さい> 

◎防災特集 家庭内対策(自助)チェックリスト 

自身や家族を守る「自助」の取り組みとは、災害が発生した時

個人・家庭で身の安全を守る活動や、その為の備えを言います。 

ご家庭での「自助」の取り組みの重要性をご理解頂き、ご自身

の家庭で行う防災対策についてチェックしてみましょう。 

① 自宅の耐震化、家具類の固定、家財の落下・転倒対策は? 

建物の耐震性と危険個所の把握・家具類の固定・落下や飛散の防止 

対策・ペットの保護避難対策  <浜松市の補助制度があります> 

② 防災用品・生活用品の備蓄・応急救護品の準備は? 

停電への備え・水食料の備蓄・生活必需品等の備え《カセットコン 

ロ、簡易トイレ・ブルーシート・ガムテープ・軍手・非常持ち出し 

袋の準備備蓄負傷や病気への備え(常備薬等)・あると便利な生活用 

品(ラップ・ウエットティシュ・消毒シート・紙おむつ等≫ 

③ 家庭内情報確認体制は、出来ていますか? 

 電話不通時の家族の安否確認方法や集合場所を決めていますか? 

 災害伝言ダイヤル「171」や災害伝言板などの使用法は? 

PC や携帯電話、スマートフォンに市や気象庁等の防災情報等の配 

信が受けられるようにしていますか? 

④ 火災対策は? 

停電時にブレーカーを落としておくことを忘れていませんか? 

住宅用火災報知機を設置しているか? 消火器を保有しているか? 

⑤お宅の災害時避難場所・避難ルートはご存知ですか? 

一次避難地・二次避難地(避難所)を承知していますか? 

避難地までのルートは理解していますか。複数のルート想定は? 

一次避難地:第三公園(たこ公園)、 避難所:佐鳴台小学校です。 

自主防配布の防災マップを自宅に掲示していますか。 

☆2９年度地区成人式 は 1 月 7 日(日)に開催されます。 

今年度も佐鳴台地区成人式は、新成人の皆さんが主体となって 

協働センターにて式典がおこなわれます。 

新成人の皆さん、そろってお越し下さい。お祝いしましょう。 

どうぞ、よろしく   （新会員紹介）   11 月入会 

7 部 17-3 班 一丁目 17-17 A 棟   野 澤 義 和 様  

7 部 16-3 班 マンション名倉 E2   安 永 琢 磨 様 

7 部 12-2 班 サンヴィラ佐鳴台 401  新 村 昭 二 様 

お誕生おめでとう      

10 部 24‐3 班 田中亮輔様宅 長男 勇偉君(10 月生) 

                 ＜裏面もご覧下さい> 



☆「三世代交流餅つき大会」楽しく開催！ 
佐鳴台地区社会福祉協議会による「三世代交流餅つき大会」が

9 日に協働センターで開催されました。子ども会(160 人)からお

年寄りまで 2４0 人以上の皆さんにご参加いただきました。 

風もなく良い日でしたが、突然の強風でお盆が舞うなどのハプニ

ングもありましたが大人の方々と中学生が中心となり子ども達

も含めての「ぺっタン。ぺっタン」と心地よい餅つきの音が響き

ました。子どもたちは、お餅ができるまでホールで昔の遊びをシ

ルバーの人たちの指導で体験しました。 

出来たてのお餅は、あんこや海苔、みたらし、黄な粉安倍川餅

などにして早速振る舞われました。 

子ども達が口一杯に頬張るなど、美味しく、楽しく、賑やかな世

代交流が出来ました。 

  

 子ども達による餅つき体験        出来立て加工 美味しく出来た！ 

  

◎ゴミ集積所美化推進週間実施報告と対処方 

11 月 15 日から 21 日までの 1 週間、一丁目自治会では昨年度に

引き続き「ゴミ集積所美化推進週間」を設定し、自治会役員全

員による巡回チェックを実施いたしました。 

今回の実施結果を、一丁目ゴミ集積所の現状実態としてご理解 

いただく為に、紙上報告させていただきます。 

今後とも、ゴミ集積所の美化と綺麗な街作り事業に皆さまの 

ご協力をお願い申しあげます。 

                  環境美化推進委員長 

① ルール違反やマナー違反の状況について  

全 11 部からの報告の結果は、65%以上の箇所に於いてルール

違反・マナー違反は見受けられないとの報告でした。 しかしな

がら相変わらず従前からのルール違反やマナー違反は、半数近い

集積所で散見されます。                                

その内容は、ほとんどが指定袋以外の使用や分別収集日違反等で

す。また、資源ゴミのペットボトルや瓶・缶などの未洗浄などの

マナー違反が多く報告されました。    

 資源回収への協力を期待する声が多くありました。                         

<自治会より> 

ゴミ集積所の美化推進は「綺麗な街づくりの推進」という自治会

理念に基づき施策展開されています。                      

昨年、ごみ出しルールの改定がありましたが、それ以前と比べて

も同様な 1 丁目町内の状況でした。                      

もとより、ルール違反やマナー違反は、住民の良識によるところ

が大きく、市内でも地域別に良いところと著しく悪いところがは

っきりしています。                                  

佐鳴台一丁目が「住んでいて良かった」と思われるような街にな

るよう住民同士が声を掛け合い環境美化推進、綺麗な街づくりを

進めることが重要です。 住民意識高揚のため「環境美化・きれ

いな街づくりの為に守ろうルール」のごみ出しルール順守のお願

いを全戸配布し、徹底を図ることとします。 

② 不法投棄や無断持出しについて 

 一部のゴミ集積所において外部（他町）住民と思われる人の不法投棄

が散見されるようです。また、業者による資源ゴミ等の無断持出しは 

今回は報告されませんでしたが、無断回収が他町では頻繁に行われて

いるようです。 不法投棄･無断持出しは犯罪です。一部被害がある

集積所で監視の目を光らせましょう。 

<自治会より> 

市道横にゴミ集積所を設置している場所で、車の通りが激しいと

ころで不法投棄がされています。                          

常時、監視していることは出来ませんが、今回のように一年に数

回の役員による集積所チェックを行うとともに、「投げ捨て厳

禁！誰かが見ています！」等の看板設置を検討します。 

 

③ 清掃状態と散乱等について 

全体に一丁目管内は、概ね清掃状態も良く綺麗に管理されている

ようです。以前は各地でカラスの散乱被害の報告がありましたが

その後自治会役員の皆さんの対処（ネット交換･重石等の工夫）に

より被害報告は大幅に減りました。              

カラスの被害は、ゴミ袋の破れとかネットをしっかり掛けてなか

った等のマナー違反等に起因するものが殆どです。ネットを確実

に被せるとか、被せないで上にそのままゴミ袋を置くと言うこと

の無いよう注意喚起が必要です。 

<自治会より> 

市の環境美化推進委員会議で発表がありましたが、ゴミ集積所が

汚れて散乱している所ほど不法投棄やルール違反が多いと言わ

れています。また、ひいては犯罪も発生し易いと言われることも

あります。常に綺麗にしてあればゴミを出す人も、他所から持ち

込む人も注意するし、投げ込みも出来なくなるものです。                   

また、カラスやハトの駆除は、自治会では出来ません。網などの

防鳥対策が唯一の対応策です。                                               

前項のようにルール・マナー違反を無くす取り組みを強化してま

いります。                                            

また、ホウキ･チリトリやごみネットの交換新設等のご要望は自

治会役員宛てお申し出下さい。自治会本部でご用意します。  

 

④ 集合住宅との共同ゴミ集積所について 

自治会では従来より、戸数の多い集合住宅に対して個別単独のゴミ

集積所の設置をオーナー宛て要請してまいりましたが大型のマンシ

ョン等では殆どが単独集積所を設置していただいております。 

未だ設置して頂きたい集合住宅は何棟かあると思いますが、今回の

調査では利用者からの特別なご要望はありませんでした。 

今後も新築のマンションや従来から設置していない大型集合住宅に

は単独のごみ集積所併設を働き掛けてまいります。 

<自治会より> 

古いワンルームマンションでは、なかなかオーナーのご理解が頂

けないのが現状です。 粘り強くオーナー･管理会社に交渉をして

いかなければなりません。                                

住民の皆さんからのご意見を役員宛ておよせ下さい。 

 

⑤ その他利用者のご意見 

今回の調査報告においては、皆さんからのご意見ご要望で多いのは

チリトリやホウキ等の不足とゴミネット交換の要望が殆どでした。                                            

一部、集積所利用世帯の増加や利用者･役員当番の皆さんの努力によ

り綺麗に管理されているとの報告もありました。また、現在の集積

所の場所的な問題や利用者数から新規増設の要望もありました。 

<自治会より> 

前項でも報告いたしましたが、集積所管理の為の用具類は自治会

で用意します。 

チリ取り･ホウキおよびゴミネットは自治会にて管理しています。

交換や新規のご要望は部長さん経由自治会本部の環境美化推進

担当までお申し出下さい。                     

今回のご要望個所については、各担当の部長にチェックのうえ交

換配置するよう指示してあります。                                                             

また、ご意見にもありましたが一部の集積所に於いては地主さん

から集積所の配置を断られ別の集積所にやむなく統合して沢山

の世帯が利用するようになり御不便をお掛けしています。                        

何処か、新しくゴミ集積所の設置をお許し頂ける場所がありまし

たら是非ご連絡をお願いします。 

 

 

   本年も自治会活動に、ご理解とご協力を頂き誠にありがとうござい 

ました。  一丁目の皆さまが、それぞれ素晴らしい新年を迎えられ 

ますよう、心からお祈り申しあげます。  

  一丁目自治会役員一同 

                       


