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平和が丘学区防災・地震対策委員会

暑い自が続きますが学区の皆様にはお元気でお過ごしのことと拝察申し上げます。 最近の防災

関係の活動状況を中心に防災タイムズ第 9号をお届けします。

1.学 区防災訓1練、無事終了 しま した

6月 26日 (日 )、 約 280名 の参加者を得て学区防災訓練を行 うことができました。当日は名東消防

署並びに学区消防団及び各種団体のご指導、ご協力を頂いて実施することができ厚 く御礼申し上げ

ます。訓練の内容等についてご要望などありましたら事務局までお寄せください。

2.学 区消防団にさらなる理解 と協力 をお願い します

現在、平和が丘消防団は少ない団員で精一杯の活動を行つています。定員 25名 に対して実員 18

名で充足率 72%と いう状態です。消防団は消防組織法に基づいて組織され、身分は非常勤の地方

公務員です。東海 。東南海地震が予測 される現在、消防団の重要性は言 うまでもあ りません。

震災時に必要な当学区の消防団員数は次のように試算されていますc

優先順位 任 務 人 数

統括指揮 (消 防団長 ) 1名

1 消防団本部員 (情報連絡員 ) 3猛

2 火災対応 (可搬式ポンプ操作 自主防災組織の指導 ) 8名

3 救助 (レスキユーセ ット使用 応急救護 応急手当) 8名

4 避難誘導 (広報 ) 2名

5 避難所運営補助 (地域支援 ) 2～ 3名

△
口 計 24～ 25名

‐‐/ また、年間の主な活動内容は次のようです。土 。日曜 日に行われています。

項    目 平和が丘消防団活動 名東消防署関係

① 広報活動 春と秋の火災予防運動 (各 7日 間) 年末警戒(6日 間)

② 警備活動 夏祭 り ,ス ポーツフェスタ 名東の 日

③ 支援活動 学区防災・自治会自主防災訓練 学区防災に消防署支援

④ 整備活動 ポンプ並びに備品点検(月 1回)

⑤ 情報活動 防火広報、 定例会 団長会議(月 1回)

⑥ 講習会 救命講習 団員教養

⑦ 訊1練活動 大会出場 トレーニング 出初式 区水防訂1練等

③ その他 火災時、災害時の緊急出動 と待機 物品検査 経理事務等

(資料 ;学区消防団)

現在、団員は仕事を持ちながら年間約 100日 近く地域のために働いています。団員が増えれば防

災力も強化されます。こうした状況を踏まえて 6月 26日 自治会長を交えて消防団員の復側に続く→)



(→)増員をテーマに検討会を開きました。討議を通 して消防団活動や都市型消防団に対する理解も

深まり、今後さらに消防団への加入を学区の皆様方に呼び掛けていくことになりました。皆様のご

協力をお願いします。詳細は消防団にお問い合わせください。

3.学区の先頭 を切 つて 4丁 目南 自治会、 自主防災訓練 を実施

7月 10日 (日 )第二公園で 4丁 目南自治会が今年度の自主防災訓練を行いました。学区の防災訊|

練から2週間後でしたが、30名 以上の方が集まり、夏を思わせる暑さのなかで、消防団員 5名 の指

導を受けながら小学生も入つて熱心に副1練が行われました。

4丁 目南以外の各自治会の実施 日と会場は次の通 りです。

自治会 実施 日 場  所

1丁 目 9月 25日 コミセ ン

2丁 目 (地域防災訓練 日) (= i r. >Zalfr)

3丁 目 12月 4日 東邦高校

4丁 目1ヒ 9月 25日 濁池公園

※  5丁 目 9月 4日 コ ミセ ン

※(5丁 目と人前 3丁 目は名古屋市出前 トークを利用)

自治会 実施 日 場 所

※人前 3丁 目 9月 4日 コミセ ン

公務員住宅 8月 21 日 集会所

光が丘ハイツ 9月 23日 ハイツ内

平和が丘住宅 12月 4日 東邦高校

日車 マンション 12月 4日 同 上

<5月 31日 現在>

4。 「防災あんじん調査票」 7月 22日 集計完了 ご協力ありがとうございました。

5。 2丁 目自治会 東海地震 を想定 した地域密着型 の防災訓練 を 12月 に実施

12月 に東海地震等を想定して地域密着型の訓練を、2丁 目自治会と防災 。地震委員会が協力して

実施する予定です。今までの学区や自治会の防災副1練の成果を基にパ トロール隊を編成 し負傷者の

搬送や火災現場での消火など中規模訓練です。詳細な内容は今後相談 していくことになりますが、2

丁目の皆さんの積極的な参加 とご協力をお願いします。

6。 学区アラカル トーー 防災以外の出来事

★保健委員会が 6月 27日 (月 )プ ラ製容器包装の中間処理事業所である(株)IHI環境エンジエアリン

グ(南区)と 東邦ガスエネルギー館(東海市)を見学しました。プラ製容器包装の袋の中に混入している空き

缶などは流れてくるベル トの上で従業員が手で選別していて大変な作業だと思いました。

★7月 15日 (金)東 邦学園で第 2回東日本大震災研究会開催。WOレスキユース トックヤー ドの栗田氏

が現地の実情とボランティアの活動状況について講演。避難所のことなど生々しい現状を話されました。

★夏祭 り 今年も 7月 23日 (土)に賑やかに行われました。参加者も多く踊 りも盛 り上がりました。

★名東区子ども会ソフ トボール大会で学区代表チームが 3位入賞 7月 31日 猪高中学校で行われた

中日旗争奪第 39回名東区子ども会ソフ トボール大会で、平和が丘学区代表の “光る 2・ 3子供会チー

ム"は大健闘でしたが、残念ながら今大会優勝の高針学区代表チーム(2年連続優勝)に 0-1で敗退

し3位 となりました。ご声援ありがとうございました(吉田)。 (18チーム参加)。

<編集後記> 今回、防災関係以外の学区内の出来事も若干取 り上げました。紙面に変化を持たせ

るためです。ご意見などありましたら委員会(コ ミセン内)ま でどうぞ。 (編集担当 高木豊孝)


