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高野 祐二 会長 
 

皆様こんにちは。本日、第５回目の理事会を行いました。 

幹事報告がいろいろありますので、挨拶は手短にさせていただ

きます。 ここ最近のコロナ禍の状況ですが、ヨーロッパでは

感染が拡大し、ロックダウンされる都市がある状況に至ってお

ります。日本でも、北海道の感染者数が日を追うごとに増えて

きています。気温の低下とともに換気が不十分になり、また空

気が乾燥しウイルスの繁殖しやすい季節になりました。Go-To

トラベルキャンペーンが実施されていて、旅行の計画をされて

いる方もいると思いますが、コロナには十分気をつけていただきたいと思います。 

若い方は重症化しにくいといわれておりますが、皆様方は決して若くはございませんので。 

 話は変わりますが、本日テレビを見ますとアメリカ大統領選挙の報道を各テレビ局がしております。

トランプ大統領、バイデン候補の接戦が報じられておりますが、いずれの方が勝利しても、アメリカ

大統領は経済・環境・医療などあらゆるものの世界を動かす力がありますので、どちらが勝利しても

一刻も早く、コロナ禍の状況を改善していただきたいと願っております。まとまらない話ではありま

すが挨拶とさせていただきます。 

 
 

大網白里市 出前講座 
 
 
 

自分の命と自分たちの地域を守るには 

「防災の知識編」 
 
 
 
 

避難情報の種類について  自主避難所とは… 

自主避難所とは、市が発令する「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」、「避難指示（緊急）」に

伴う避難場所の開放とは異なり、今後の台風情報や市民の皆さんの問い合わせ状況を考慮したうえで、

事前の避難を希望する方を対象に一時的に開放するものです。 

②災害の発生→地震、洪水、土砂、津波 

↓ 危険から逃れる 

指定緊急避難所→緊急一時的に避難し、身の安全を確保する場所で災害ごとに指定 

↓ 家屋の損壊等で居住場所の確保が困難なとき 

指定避難所→一定期間、避難生活を送る場所 

公民館や小中学校など→特別な配慮が必要な方 

中部コミュニティセンターも入ります。 
③要配慮者対策について 

🔷避難行動要支援者名簿の作成、交付 

市では大地震などの災害時に自ら避難することが困難な方を支援するため、「避難行動要支援者名簿」

を作成しました。 

この名簿は要支援者本人の同意が得られたものに限り、平常時より避難支援関係者（区・自治会・ 
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会長挨拶 

 

卓 話 

高齢者や障がい者、妊産婦など、避難所生活におい

て、特別な配慮が必要な方とその家族を受け入れる

避難所のこと 



 

 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

板倉達夫会員 S10（1935）10.20 
関谷清一会員 S23（1948）10.9 
おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 ロシャーン君へ、11月奨学金が 
会長より手渡されました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①子ども食堂の支援について  
（社会奉仕委員会 大越委員長） 
第３回 １１月２６日（木）開催  
16時～17時予定   
支援金 10,000円  
食材協力のお願い 山岸会員より卵   
②社会奉仕委員会 大越委員長からの依頼  
2021年2月 ［地域福祉フォーラム］シンポジ
ウムにおいて 
子ども食堂・大網ロータリークラブの協力を話
したい旨……承認の件 承認 
③社会奉仕活動の予定（地域の美化運動）  
担当委員会：大越委員長    
※１ 十枝の森 草刈り美化活動  
日時 １１月１８日（水） 公園中心           
集合時間 １４：３０より  
準備用品 草刈りを中心に作業します。 
自宅の草刈機、鎌、ノコギリ、熊手など持参下
さい。 
※混合ガソリン、軍手、ゴミ袋、大網ＲＣ名入
りの赤ウインドブレーカーは用意します。 
※２ 市内の草刈り、道路安全活動   
細草近辺 
（堀本会員：主任 清宮満厳会員 板倉幹事  
会員協力者 ） 県と打合せ 

                      

11月の例会のお知らせが届いています。 

東金ＲＣ（例会2回） 
茂原中央RC（例会3回） 

自主防災組織、消防機関、警察機関、民生委員）に、避難支援や安否確認を行うための基礎資料とし

て情報を提供するものです。 ※災害発生時、災害が発生するおそれがある場合を除きます。 

🔷登録対象者 

・65歳以上で一人暮らしの方 

・介護保険制度における要介護認定3～5の方 

・身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、1級または2級の方 

・療育手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度がＡの1、Ａの2、A  の方 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、障害等級が1級の方 

・その他市長が支援の必要があると認めた方 

🔷提供する情報 

・氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、支援を必要とする理由 

🔷名簿情報の提供先 

・区・自治会、自主防災組織、消防機関、警察機関、民生委員 

④自主防災組織の必要性について 

自主防災組織＝地域住民が自主的に連携して防災活動を行う組織 

〇自主防災組織が注目され始めたのは 平成7年の「阪神・淡路大震災」 

〇阪神・淡路大震災で家屋の倒壊等による生き埋めや閉じ込められた人のうち、消防などの公的機関

による救助はわずか2％ 

〇多くの人は、自力・家族や近所などの地域住民によって救出。 

 

 

 

 

 

 

被災地は、災害の発生直後から各地で火災の同時発生、停電・断水・電話の不通による地域混乱と情

報収集の困難など 

↓ 

災害発生直後に、全ての災害現場に消防や自衛隊などが駆けつけることは現実的に不可能。 

被害を最小限に抑えるためには、発災後の迅速な救助が必要＝地域住民一人ひとりが、「自分たちの

地域は自分達が守る」という意識を持ち、防災活動に取り組むことが重要。 

 

防災資機材整備に係る補助金制度 
大網白里市 自主防災組織防災資機材整備補助金 
 

 

 

 

 

⑤市の情報伝達手段 ～防災行政無線が聞き取りづらいときは～ 

市では、災害時の情報伝達手段の一つとして防災行政無線を、市内69箇所に子局（スピーカー）を設

置しています。しかし、気象条件や住宅の気密化により、放送が

聞き取りづらいこともあることから、防災行政無線を補完するさ

まざまな手段を使って、情報の提供に努めています。 

★戸別受信機を貸し出しています 

・放送を屋内で聞くことのできる機械。 

・負担金1万円（保守・修理費含む） 

・屋内の電波が入りやすい場所で、商用コンセントにつないで利

用します。 

・放送を録音する機能がありますので、外出中の放送内容を帰宅後に確認することができます。 

・電波が弱かったり、入らない場合は、外壁等に外部アンテナを設置します。（費用は市で負担します） 

・転居等により利用しなくなった場合でも負担金をお返しすることはできません。 

⑤市の情報伝達手段 ～防災行政無線が聞き取りづらいときは～ 

★電話応答サービス 

防災行政無線の内容を電話で聞くことができます。 

電話番号 ０４７５（７２）１０００  ※ご利用には通話料金がかかります。 

・24時間を過ぎた放送は再生されません。 

・午前6時、正午、午後6時のチャイムは再生されません。 

★大網白里市メール配信サービス  

【配信内容】避難情報、避難所開設情報、その他防災情報など 

【登録アドレス】oamishirasato@entry.mail-dpt.jp 

※注意事項 

・メールを受信するためには登録が必要です。 

・仮登録後に、上記のアドレスから仮登録受付メールが送られます 

・迷惑メール対策をしている場合は、上記アドレスからのメールを受信できるよう設定の変更をお願

いします。※携帯電話でインターネットに接続できる場合は、市ホームページの「いざというときに」

→「災害情報メール」→「緊急時の災害情報をメールで配信」を参照 

誕 生 祝 い  

関谷清一会員 板倉達夫会員  高野会長 

～参 考～ 
Q 生き埋めや閉じ込められた際、誰に助けられたか    
○自力：34.9％ ○家族：31.9％ ○友人・隣人：28.1％ ○通行人：2.6％ ○救助隊：1.7％  
○その他：0.9％ 
※（社）日本火災学会：「兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書」から 

○1 組織に 1 回50 万円を上限に、活動に必要な防災資機材の整備に対し補助 
○補助金額の一部を千葉県が負担 
○テント、炊出し釜、簡易無線機、リヤカー、救急箱、発電機、投光機、簡易トイレ 
資機材倉庫、などの購入が対象 ※食料、飲料水などの消耗品は対象外 

第５回理事会報告  

奨 学 金 授 与 式  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1１月13 日 (金) 開催   ３ＲＣ会員・家族 親睦ゴルフ大会 


