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　令和３年度奈良県自治連合会自治功労者表彰式が、令
和３年11月29日、奈良ホテルで開催されました。
　この表彰式は、住民自治組織の役員として、地域住民
の福祉向上に貢献し、行政の円滑なる推進に協力された
方々をたたえるものです。
　今回は、月見町第１ガーデンハイツ前自治会長の平井
和男さんが知事表彰を、東生駒月見町自治会長の西野秀
男さんが県自治連合会長表彰を受けられました。

　令和３年秋の叙勲で、辻町アーバンライフ自治会会長や生駒市自
治連合会会長でご活躍中の森岡文夫さんが、令和３年11月３日に旭
日単光章を受章されました。
　この勲章は、長く地域に根ざした活動を行い、地縁による団体の
代表者として顕著な功績があった者へ授与されるものです。
　森岡さんはこれまで37年の長きに渡り自治会長を務められ、地元
住民の信望も厚く、自治組織の代表として地域住民の福祉の向上に努めるとともに、良好な地域コミュニ
ティの形成に努力されてこられました。
　また、生駒市自治連合会会長及び副会長として組織の充実と発展に努めながら、生駒市のまちづくりのパー
トナーとして貢献され、市行政の発展と自治連合会の円滑なる運営に大いに寄与されてこられました。
　更に、奈良県自治連合会会長として、積極的に県下市町村の自治連合会活動に関わられ、連合会組織の発
展にも力をつくされました。
　その他、生駒市においては都市計画審議会委員を始めとして各種審議会等委員に就任いただくとともに、
生駒市開催行事等への積極的な参加をされ、まちづくりの担い手として率先垂範を基に手腕を発揮され続け
ておられます。
　11月30日には、小紫市長に受章の報告に来られ、市長からは「今回の受章はこれまでの活動にふさわしい
もので本市の誇り」との賛辞と、今後益々の地域コミュニティでの活躍を祈念する言葉が贈られました。
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プロジェクトメンバー・
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自治功労者表彰式
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知事表彰の平井さん
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旭日単光章受章　おめでとうございます
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　生駒市の総合防災訓練は、４年に１度行われますが、
本年度は地震を想定した訓練を行いました。結果、各
自主防災会と各自治会が連携して事前のシナリオ作り
から事前準備、本番訓練まで積極的に取り組んでいた
だき、有意義な総合防災訓練を行うことができました。
　打ち合わせの場では、『単なる訓練で終わらせたく
ない、実際に地震が発生した時に活かせるような訓練
を行いたい』という想いの方が非常に多くいらっしゃ
いました。
　住民の方々への避難所誘導の仕方も創意工夫があ
り、落ち着いて行動されていました。その為、非常に
安定した対応が出来ていたと思います。
　しかし、今回の総合防災訓練により得られたノウハ
ウもありましたが、同時に課題も見えてきました。
　それは、各避難所、各集会所への避難方法、非常用
備品の不足や非常用発電機の使用管理方法及び避難所
に常設された無線機器の使用方法等、細かな修正改善
が必要です。

　これらの改善は単年度で終わることなく、継続した
管理とそのツールの使い方を私たちは知識とノウハウ
を醸成していく事で、より良い改善ができると思って
おります。
　来年度は、このような大規模な総合防災訓練は予定
されませんが、この経験を基に、素晴らしい生駒市地
域とその住民の皆様がさらにより良く安心できる街に
なるように、コミュニティのちからの相乗効果を図っ
て参りましょう。
　この度の総合防災訓練においては、生駒市、各自主
防災会、各自治会、並びに学校や各施設の皆様の多大
なるご協力とご配慮を賜り、無事に終える事ができま
した事を厚く御礼申し上げます。
　誠にありがとうございました。

　４年に一度の生駒市総合防災訓練はコロナ禍により
一年遅れで令和３年11月14日に実施されました。従前
は代表地域の持ち回りで行われていましたが、令和３
年度は初めて生駒市及び生駒市自治連合会の共催で、
生駒市全地域、同時一斉の訓練を行いました。
　127自治会、106自主防災会が28避難所で生駒市職員
64人と心を一つにしての訓練でした。この大掛かりな
訓練を実施する意味は、今後30年の間に70％～80％の
確率で起こると予想される東南海などの大地震が現実
に発生したら生駒市全地域が一斉に被災し、すべての
避難所が一斉開設になると言う最悪の予想に基づくも
のです。
　この訓練を中身の濃いものにするにはどうしたら良
いか。自治連合会は全地区を網羅して防災に対する知
見がある19名のプロジェクトメンバーを選出し令和３
年４月から訓練実施計画の作成に入りました。
　たまたま防災士の資格を取得している私がリーダー
を仰せつかりました。そして避難所毎に28名の避難所

リーダーを選出しプロジェクトメンバーと避難所リー
ダーの合同会議（市職員を含む）を６月、10月に開催
してそれぞれの役割を確認しました。
　訓練当日に各避難所ではうまく出来た事、出来な
かった事がそれぞれあったと思います。
　それで良いのです。大事な事は今回初めていくつも
の自治会、自主防災会がお互いに協調して避難所を単
位とした防災訓練を体験出来た事です。
　今後我々がやるべき事はこの体験を検証し、評価
し、改善し、いくつもの自治会・自主防災会が共同で
使用する一つの避難所を単位とした防災訓練を来年、
再来年と続ける事です。
　最後に私の信念です。「訓練は本番通り行う。そし
て震災本番は訓練通り行う」

地域コミュニティの組織力・防災力の向上を目指して総合防災訓練が行われました特集

受付での検温・消毒訓練 LPG発電機を用いた訓練

振り返り会議

生駒市総合防災訓練を終えて

北地区自治連合会会長　　　

辰野　文夫

プロジェクトリーダー　黒部　實

北地区自治連合会
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　東旭ヶ丘自治会では、地震発生メールを受けて自身
の安全確保後、「安否確認用紙」が貼り出されている
か各班長がチェックしながら各一次避難場所に報告。
自主防災会員が集まってきた避難者を、地震発生後直
ちに避難所までの経路の安全確認をしていた同会員と
情報を共有しながら、避難所となる生駒小学校体育館
に移動しました。
　午前９時15分から開設された避難所では、３自治会
の各住居から来た避難者の受付後、自治会ごとに区分
けされた区画に案内し、その後、避難者と共に新聞紙
スリッパの作成、プライベートルームやコット（折り
たたみベッド）の組み立て、ＬＰガスの非常用発電機
の起動実演や自主防災会によるアルファ米の炊き出し
等の訓練を行いました。
　参加された自治会員には、避難所までの距離感、体
育館の床の感触、避難世帯同士の間隔などを実感して
いただけました。生駒小学校体育館への避難者は87世
帯128人で３自治会1,011世帯の約8.6％でした。必ず起
こる災害に対する危機感・実感がまだまだ弱かったと

　11月14日（日）西地区では４か所（生駒中学校・俵
口小学校・光明中学校・生駒台小学校）で実施し、各
会場とも無事に訓練を終えたとの報告を受けました。
　私が参加した俵口小学校での様子を報告させていた
だきます。
　準備段階から自主防災会、民生委員、自治会がそれ
ぞれの枠組みを乗り越え連携よく、何度も計画が話し
合われて今回の訓練シナリオができました。
　開催が近づくと、会場内案内板・ゼッケン作成など
抜かりなく、備品の準備をしっかりしていただき、前
日の準備では、作業の進行へのマンパワーの大きさ
（多数の方が準備に参加していただきました）に驚嘆
していました。
　訓練参加者数は（小学校への参集）、各地区からほ
ぼ予定通りの200人程度、10時前の受付は一時賑わい、
体育館内では、地域ごとにブースに集まっていただき、
西地区の情報伝達訓練（無線連絡）の第１回目を終
える頃、体育館内は集合した人の熱気が溢れてきまし
た。

思われます。また、被災時間が平日の昼間であった場
合、先導した自主防災会員の多くは仕事等により不在
となり、救護活動等は難しいであろうと考えられます。
　しかし、東旭ヶ丘自治会お知らせで各世帯にお願い
をした「安否確認用紙」の貼り出しは約50％強あり、
場所によっては約70％ありました。各世帯にご協力い
ただけたと考えています、総合防災訓練に対する一定
の成果はありました。
　災害に対し自治会としての危機意識、各家庭での備
え、隣人同士の繋がりなど住民への意識喚起、近隣自
治会との協力関係が必須であると再認識した訓練でし
た。

　その後オリジナル訓練（ホットタオル・紙スリッパ
作り、ＡＥＤ講習、毛布のたたみ方）をそれぞれに経
験していただきました。
　熱気に包まれる中、余震対応と第２回無線連絡を無
難に進め参加いただいた方には有意義な時間を過ごし
ていただきました。撤収にもたくさんの方が残って手
伝っていただけたのも嬉しく思いました　
　後日反省会を計画し、課題の整理を行い、次回の訓
練や実際に災害が発生した場合への対応に繋げていき
たいと考えています。

東旭ヶ丘自治会会長　　　

當麻　正巳

西地区自治連合会会長　　　

長﨑　格

中地区自治連合会

西地区自治連合会

受付の訓練

シェイクアウト訓練

オリジナル訓練の様子

エマージェンシージェネレ	
ーター（発電機）の起動訓練
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　今年度の「生駒市総合防災訓練」は、実際地震が発
生したことを想定しての訓練でしたが、実施に当たり
色々と防災安全課と自治連合会との行き違いが目立っ
た訓練でした。
　南地区では６カ所の避難所で実施しましたが、それ
ぞれの責任者と南地区自治連合会役員が一致協力し６
回の会議を持ち、さらには避難所ごとの打ち合わせも
積極的に実施していただき無事終了することができま
した。
　今回の訓練は「安否確認」、「避難訓練」、「防災無線
訓練」が主で、避難所での訓練は、避難場所の設営方
法、発電機等防災備品の試運転や確認を行いました。
それぞれの避難所責任者にお任せし独自色を生かした
訓練を行って頂きました。
　私が直接携わった生駒南小避難所では、参加者（避
難者）が一丸となって避難所設営に積極的に携わって
いただき大変嬉しく思いました。
　南地区での訓練参加者は、６ヶ所全部で801人と皆
さんの防災意識が非常に高いことが分かりました。ま

　東地区の15自治会と軽井沢町自治会は、今回東小学
校と緑ヶ丘中学校において、地震発生時の避難所開設
訓練を行いました。
　まず、コロナ感染防止対策を行いました。効率と感
染対策を両立させるために、担当の４部門（本部・受
付・名簿・誘導）ごとに、各係で感染対策の手指消毒・
検温・マスク確認・フェイスシールドの着用を行い、
トイレの各自の消毒についても説明を行いました。
　次に、東小学校にある「緊急耐震貯水槽」による給
水を体験しました。これは市内６ヶ所にある応急給水
設備で、１日３ℓの水を１万人が１週間利用できるも
のです。また、「各家庭では水が出る間、出る水をや
かんやバケツ、お風呂等にためて利用するように」と
の話を聞きました。
　その後、防災倉庫の用品と防災無線の場所や使い方
を確認しました。そして、各自治会の名簿を集約し、
避難所の状況をまとめ、緑ヶ丘中学校へ防災無線で連
絡しました。
　その後体育館に係ごとに集まり、今後どの様に係活

た今回できなかった訓練を是非実施して欲しいとの意
見も出ています。
　これを機会に今後の取り組みをしっかりと構築して
行きたいと思っています。
　いずれにしても今回の訓練の成果は、熱心な事前準
備の打ち合わせで避難所の鍵、防災倉庫（場所、防災
備品内容を含む）確認、避難所内のレイアウト作成、
避難所（学校等）との連携、市職員との連携が共有さ
れたことです。この段階で今回の訓練の目的は80パー
セント以上の成功だと思っています。
　携わって頂いた学校関係者、生駒市職員関係者にも
あらためてお礼申し上げます。

防災訓練のモットーは「備えあれば憂いなし」です！

動を行っていくかを話し合いました。
　最後に、避難所リーダーのお礼の言葉の後、各自治
会の班長さん等は解散し、避難所リーダーや学校長と
共に、緑ヶ丘中学校で全体の反省をして、防災訓練を
終了しました。
　避難所開設において、必要なことを具体的に考える、
貴重な防災訓練となりました。

南地区自治連合会会長　　　

松尾　正則

東地区自治連合会会長　　　

中川　義三

南地区自治連合会

東地区自治連合会

受付での名簿作成訓練

更衣室テント設営訓練

耐震貯水槽の水吸出し訓練

段ボールベッド作成訓練
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　新型コロナウイルス感染拡大のため昨年度は中止と
なりましたが、今年度は感染予防措置を十分に行った
上で、令和３年12月12日に参加者15名で実施しました。
　京都市市民防災センターでは震度６の揺れを体験し
頭部を守る大切さを理解し、都市型水害体験として水
圧で負荷のかかったドアの開閉体験では、水位30㎝で
ドアの開閉が出来ないことを経験しました。また、地
球温暖化防止京都会議（ＣＯＰ３）を記念して開設さ
れた京エコロジーセンターでは、地下熱を利用した冷

暖房、太陽光発電、雨水を利用したトイレなど、ＣＯ₂
を削減するために私たちが今何をするべきか考え直す
機会となりましたが、ＣＯ₂削減することは今の日常生
活においては容易でないと実感もしました。
　自治会の取り組む大きな課題である防災と環境につ
いて知見を深めることができた、大変有意義な研修で
した。

　もうすぐ私たちの生駒市自治連合会が誕生して半
世紀を迎えます。
　50年前は日本の高度成長期から安定成長期の過渡
期ともいうべき時期でした。
　生駒市においても大阪のベッドタウンとしての大
規模住宅地開発が進み、小学校や幼稚園・保育所が
増設され新住民と呼ばれる新しい人達で、50年間に
およそ３倍の人口増加を果たし、質の高い住宅都市
生駒が形成されてきました。特に生駒では地の人達
と新住民の人達で新しい街づくり自治会活動が進め
られ、会員相互の親睦活動として地域での祭りや自
治会対抗のスポーツ大会などが各地域で進められて
きました。他にも交通安全、防犯活動、環境美化、
防災活動など地域コミュニティの中核として担って
いる役割は多岐に及びます。
　この間自治連合会に加入する自治会は127団体と増
えましたが、ここにきて人口減少の影響で加入世帯は
38,946世帯、加入率は76.55％と減少しています。新し
く引っ越してきて自分たちのまちづくりを進めてきた
世代から、終身雇用や年功序列といった経済の仕組
みの変革が迫られる中働き方改革と言われる環境の
変化の時代になってきたといえるのかもしれません。

　近年の大規模な気候変動に伴う集中豪雨や台風
の暴風化、各地での地震の多発を目の当たりにする
と、南海トラフを震源とする大規模地震や世界から
観光に訪れる現在の日本では新型コロナによる感染
症も他人事ではなくなりました。
　安心して働くためには地域や家庭の防災力・防疫
力を高める事、新型コロナの収束状況が不透明な
今、高齢者や子どもたちが引きこもってしまわない
安全で安心に暮らせる地域活動の新たな工夫が自治
会にも求められています。
　新しい世代や女性、働いている人たちも自治会活
動に参加できる。
　参加したいイベントや事業の内容をみんなで作っ
ていく。
　自分たちの町はみんなの話し合いで進める。
　「地域自治」市民自治協議会そんな一端を担う自
治会活動の工夫が求められる時代になっています。
　おかげさまで市町村合併も無く順調に発展してき
た自治連合会の良い面も踏まえながら、皆さんの参
加でこれまでの自治連合会・自治会を今以上に活性
化し、地域コミュニティの大きな輪を拡げていただ
きたいと思います。

自治連合会県外研修報告北地区 

　１月25日、市長と自治連合会役員との懇談会を開
催しました。
　この懇談会は、地域の課題を市と共有し、解決に
向けて一緒に取り組んでいくことを目的に毎年実施
しているものです。
　今回は、市長から市制50周年を迎えたこれからの
まちづくりとして「自分らしく輝けるステージ・生
駒」についての説明がありました。
　その後、市長の説明に関わる質疑や市政に関する
意見交換が行われました。
　自治連合会では、今後も市との情報共有の機会を
通じて連携を取っていきたいと考えています。

市長との懇談会

自治連合会創立50周年にむけて

傍示自治会会長　中川　公一

生駒市自治連合会会長　森岡　文夫

水圧負荷のかかったドアの
開閉体験
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内科/外科/小児科/整形外科/脳神経
外科/リハビリテーション科/スポーツ・
関節鏡センター/救急科/
歯科・歯科口腔外科/他

国内旅行・海外旅行

いこまツーリスト
※団体旅行、グループ旅行、個人旅行　お電話1本で予約・手配・
発券ができます。※他社パッケージ旅行の予約ができます。※各種
保険も取扱ってます。

☎ 73-3636（0743）
生駒市小明町541－3

【営業時間】
●月～金曜日
　AM10:00 ～ PM6:00
●定休日
　土・日曜日、祝・祭日

「生駒市自治連合会だより」

※詳しくは、下記までお問い合わせ下さい
生駒市 市民活動推進課内（生駒市自治連合会事務局）

 ☎0743-74-1111（内236）

掲載広告募集中
企画から印刷まで 総合印刷会社

入力・編集・管理から製品まであらゆるデーター処理します。入力・編集・管理から製品まであらゆるデーター処理します。
どのような印刷物でもご相談下さい

☎0742-34-2161☎0742-34-2161

FROM PLANNING TO PRINTINGFROM PLANNING TO PRINTING

株式会社

昭文社
株式会社

昭文社
〒630-8031　奈良市柏木町176-1
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ご家族にぴったりのプランが見つかります。

高山製菓株式会社
〒630-0101生駒市高山町6785

検索

0120-6666-11 FAX0570-068-068
★ネット販売もご利用ください 高山製菓

まいこまがホームページで
ご覧いただけます。

まいこま編集後記まいこま編集後記
　コロナ禍のなか密を避ける工夫をしつつ少しずつ活動の再開へと舵を切
ることができるようになってきましたが、この稿が皆様のお手元に届くこ
ろは普段の生活が戻ってきているでしょうか。
　さて関係者の皆様の温かいご支援をいただき、無事「まいこま」第56号
を防災訓練特集として発行することができましたことを心より感謝申し上
げます。
　各自治会や各避難所においては会議や訓練の準備を重ねていただき様々
なご苦労の中にも関わらず特筆すべき活動や工夫されたことなどの寄稿を
いただきました。
　今回の総合防災訓練の成果として、本紙が読者の皆様とともに共有すべ
き記録の一助となれば幸いです。　　　　　　　　　　　　　　　　（有山）
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泉屋メモリアルホール生駒家族葬専用

 

 

ぬくもりのある心の空間

家族葬からあらゆる終活相談は泉屋にお任せください

近鉄菜畑駅東へ徒歩約5分 駐車場完備

ならコープ提携ホール

24時間365日対応

0120-82-1238
フリーダイヤル

ホームページ

生駒市東菜畑1-125-2

検 索泉屋　生駒

ご家族にぴったりのプランが見つかります。


