
 平和が丘防災タイムズ

 

 

げます。

 

き、平和が丘学区防災委員会は地域の防災・減災活動に尽力してまいりますので、よろしくお

願い申し上げます。

 

 

１

  

  

(1) 

 

 

  

 

(2) 

 

(3) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

平和が丘防災タイムズ

 紫陽花が大輪の花を咲かせる頃となりましたが

げます。 

 さて、平成

き、平和が丘学区防災委員会は地域の防災・減災活動に尽力してまいりますので、よろしくお

願い申し上げます。

 防災タイムズ第

１ 平和が丘学区

  今年度は、以下の内容を中心に活動いたします。

  住民の皆さま

をお願いいたします。

(1) 防災訓練関連

 ①学区総合防災訓練：

 ②自主防災会防災訓練

   開催時期、内容等につきましては、各自治会からの案内を

ご参照ください。

 ③避難所運営管理訓練：

(2) 防災関連研修

   自主防災会長研修や自主防災会班長研修（消火・救出救護・避難誘導の各班長）および

防災委員を対象に避難所運営リーダー講習などを予定しています。

(3) その他推進事項

 ①第十一次防災あんしん調査（防災あんしん調査票）の実施（７〜８月で実施）

 ②住民の食料品備蓄調査：防災あんしん調査と併せてアンケートにお答えいただきたいと思

いますので、ご協力をお願いします。（７〜８月で実施）

 ③自主防災推進会議：自主防災会長、消防団、防災委員の合同会議において、学区での防災

体制や学区としての課題等について検討いたします。

 ④防災タイムズの発行、学区ホームページへの掲載（年４回）

 ⑤コミセンにおいて講座中に地震発生した場合の対応マニュアルの

検討（年度末まで）

 ⑥めいとう総合見守り支援事業推進準備

   避難行動要支援者への実施
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<編集後記

 何分不慣れではありますが、
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末からも見ることができますので、是非定期的にご覧ください。
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