
わがまちの防災 地域ぐるみの防災対策
―若林町会の防災活動の取り組み―

「自分たちの町は自分たちで守
`1き

しょうJ
もし大地震がな林で起きたら?

ますやること‐初期消火と人命象助 そして 応急手当を選腱銹諄

地数のた
“
の機東と協力で地域の住民を守る

学校避建所の立ち上, 運営

そのためには日頃から何を準備すればよいのか?

地崚の速静 (コミュニティー)づ くりと防災]錬

その具体的な形として現在も饉年行つている防災ネットワーク活動 暫かど防災嗽童の

実施 区民消火はの]鰊  総合鮨災」1練などにつながぅています

鴎胤 鵬たら 3つの「3」の重要性

30分
一

自分自身と瞭族の身の安全

3時間→近隣の人命救助や消火活動

3日間→避難所等の運営
行数や自輌喘等の助け (公助)が 虹  鮨資嶼 るまで 3日 は★櫃 水などは自分

たちでまかなわなければならない (自動と近助 ll動)

【防災部の設立】
伊豆大島の=原 山 (704メ ー トル,力て昭和61年

19日 には泊岩洸が内輸山からあふれ出しました

火が趙きたため全島に避饉命令が出され 島民的 1

( 1 9 8 3年 )11月 16● に嗅火

さらに21日 には20§ 年ぶりの大嗅

万300人 は臨 船などで島を腱出す

るBき になりました

昭和61年 のこの大島=原 山大嗅火の割が,つ かけでそれまでは防犯防火部であつたもの

を防災部をやろうという線運が高まりました



昭和03年 〈,38年 ,3月 「防災部J,て発足 はしあは行取や消防署の指導のもと 公園

などの広い場所で年1回の防災調線を実施 していました

何回か開催 しても参加者はいうも同 じ顔ふれ 路地壼で小規模でも ご近所 ●呼びかH

地城 (るみの防災=燎 ができないか そ して
'衝

かど防災散壺Jを 実施するよう。なりま

した

`区

民消火隊】防災ボランティアの青成

平成3年 て
'01年

)商店街や主婦の方を中心に各丁g健 .組織 消防団の指導による0型

ポンプ操法臓習会に参加 消防署の上級敢命調習会を町会の補助で受疇 「着林防及ポラン

ティアJと して登録 T目 毎の街かと防災枚壼の通瞥サポートをはじあ各コイベント 防

災

“

崩会などに協力 現在ιメンパーの世代交代をはかりつつ 糟極的に活動してt まヽす

【現在の区民消火藤】

岩撃勝‐ 1丁 日 籍木隊‐ IT樹  稲樹隊‐2丁 目 松には‐3T目  天,|は 4丁 目

幣五階‐ 6T口  着ll 14青年レスキ、―消火隊‐|～j打 曰

【防災倉庫の中身は?】

D  t t  l l火ポンプ 防火服 ^ル メット 肪火手織  

“

働担榮 ハントマイク 慎中電灯

壮〕用工員セット 台車 リヤカー ^ッ トボ トル水  炊書出し用の大鎗など

【若林地区身近なホちづくり推進協議会 安全螢心洵会】

|`成

',0006年
)ほ ‖淡略大層沢を様に区のJ,導で発足 署林11会と地域の思いを受け

とめ 各層Ill会でlt民委員が会合し場近な課題を協腋 しまちづくりを維遺 していくことに

なりました 平■ 7年 ,2月 「ll災アンケー 1ヽ 平成8年 (998年 ),ウ ンウオッチン

グを実施  広崚避敗場所まで実際 ●歩いてみて危険簡所 などをチェック ■た `T日

毎のネットワー クを通 して自分たちの住む身近な場所のウォッチングを行つてきました

'祖
首1の 内容

実■tの門査から⇒璃状と閾題点を:1山→その内容壺検討 しll題として僣理

■(i)イロ,1■ ,^ヽ
`の

 ②,政 til出が協力して1 ,1の

OnJヽ 日身が畔政して,く 1の   の3う に肇畑 して 「欄言Jと してまとおも

その後も 今日まで1回 の優日を行い茉した

【区民防災組織 「防災ネットヮークよたは災書助け合いネットワーク,

平成 11年 (990年 )0月 の 「縫書,か ら一時議賤場所

“

常機関ム防災藪議をよ,奥体的

に‐T日 毎のネットヮーク卸餞づくりを実施 していきました いぎというとき助け合える

ために お互いに目見知りになり 地域のメッシュ{`を進めていきました

【災密助け合いネットワーク】

, 本部長 事務局長 班最などの組織づくりをする

シ 定例の会議開催と多加者の広がりを求ある

' 
各演研修会や 析かと防災敏菫 防災フェア等の

'加

促熾tネ ットワークが行う

● 町会防災部がまとめ役 事務局となり 各ネットワークから意見をいただ= 関連

防災機関を連携をはかってゆ〈

その後 単 ●防災にととまらず 生活ネットヮーウベの展開の働きも出てきました



【若ホ町内実際に役立った例】

バケツリレーを3列  20人 で行うとD型 ボンブ1台 分の消火力に相当 します

平脚 3年 (200 年)若 林 1丁 目で起きたバイク放火から家屋に火が移った火災を近

所の人たちのバケツリレーで消 し上めま した 当●の熊谷二雄世田谷消防Ш第 0分 団

長の近所での発生ており .●|くの丼戸からのパケツリレーを先導消火に当たりました

初期消火とパケツリレー ビ近所の出力と結束で大事に至 らなかった責麓な経験で した

平″ 15■

`2鯉

壼つ二 』の火章はな希晰既にとつても対押の火ではない
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現場は東急世 コ谷線西太子堂の北襴にある住|1壼悧 で 幅 イメー トル前後の資路が人リ

‖んでい■した

【阪神 茨路大震災】

平成 7年 (1995`F)1月 17日午前 51■46分  淡辟島|′淡1町野島断層を震源

とするマグ=チ ュー ド7 8の 平成 7年 兵庫県南

“

よよ層が発生しました

この地震による災書は阪神 淡略大震災と呼ばれ 大正 12年 (1928年),月

1日 の関東大震災以来の餞大な枚音をもたらしました

倒れた家屋
`開

し込められた人を牧勧する住民たち



【園士館大学と若林町会 防災協定柿榊 】

平成 2 年 (2009年)3月 4日  世口谷消防層 ●て口士館大学と若林町会との防

"脇

定が

簡縞されました 固士舘大学側 よ 佐伯弘胎珊卒長はじめ欧員の代表が出席 若林鷹会留

は根岸茂町会長はじめ
`名

が出席 消防署 消防口 世田谷区立会いのもと行われました

平ltは 告ヽ合Fで 防災力1級を実施 し震災時には

学生が避難膀導サポーターとして力 十つけ若林

の住民と機力して較譲活動 傷薇者の搬送など

を行なうという心強い防災協定です 理事長の

状拶が画者の潔き繰を印象づけるものでした

それは 1`釉 ,0年 ('16年 )5月 2`日の東京

大聖ltの時のこと岩ふも製大な被害を受けました

国土館
`校

舎が全飢でした力↓,の消火

"動

につ加

ケ●j人を戸板 ●羹せて■防の病院 ●コびました 亡くな0た 方tい たが市民と心の交流が

高よoた こと,今 t忘 れ●ことができない 今回 このような肪災の約束ができよしたこ

とを勝りに思うと活されました

皓 ホ町会と小田急シティバスい 霰災時の協力態勢柿脚 】

平 ↓20年 ('01■ )2■ 1口 tlm谷 区投所部=庁 書余は軍にを,いて 暑林‖余を小m

急ジティバス = 及盲||の協力態勢に関する党■を輸出いたし■した ●れ kヽ ‖
“
1,]

2'日 ,行われた■絲1,会主櫃の発災対応型

"災

]1触に仙元企業として,■ し|'全の晰災 =

対する槽極的な‖動の姿勢 。今後も協′して,6し てい●たいといし」があつた力らです1

この協オ 」膠災が介41した場合 ,1会 が小m魚 レティバスい ●協力=口 冊 それ■受●

て地域■11■協′して収隣活動 ,務 者のほ送丈晨 避墨を^の
パスの撻ttイ

`と
党●内容

●したがつて 可能な1長,協 力していくという大会にじ1償いもので,1

1取々tm崚 の―■で,1 イリというl111,そに惚力し合い1:し うヽ 11'錮の1方災]1錬●t

,加 tて いきたい 社員の■憎向 卜を かヽり洲贖肪災力を■ ●富めていきたし、|七 麻t

てください■した
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【東日本人震災】

平成 23年 (2011年 )3月 11日 1`時
`e分

嘔 =睦 ■を餞源地とするマグ=,ュ ー

ド00の 海滲型地震が発生 し 震度 7を 記録 しました この地露に伴う大津政によって

お手県 富城県 福島県 坂ltt県 千葉県など=陸 沿岸から関東地方沿岸の集落では壊

滅的な被害が覺生 しました 市街地の火災t発 生 死沓歓は販神大展災の 6`=イ人を大

輛に上回り 戦後最悪の災書となりました 東京電力福ヽ第一原子力発電所では 地醸

ののち自動停止 したtの の津波により冷却能力を失い 深刻な原子力事故になって しま

いました

【東日本大霰災以降 防災に対する憲麟は劇的に変化】

平成 23年 3月 11日米日本人層災以嘩 防災に対する急融は劇的に変化してき

ています 特に地域防災力強化が重要な碑鳳となりました

平成 20年 (201年 )8月 20日 若林町会は発災対応型防卿 1繰を今までよりも

一段とチカラを入れて実施しました

火災発生

隋=胞 町志岸,輌 喘と鮎災センター 火峡の跡の残る気仙 l市鹿折ル llll

南=睦 町歌沖の澪餃の爪あと

若林 64青 年レスキュー消火隊 大活窪 | 火事だ !



u害 時要援護者支援協定 世口谷区と締結 !1

平成 2`年 10月 千,日  若林町会 よ世田谷区と

協定を結びました

平常時よりふれあい輌合わせの満動を行い

災宙時は安杏帆 ケ・jの有無 身体の具合

'ど
の確認と必要な支長を確認する

周囲の状況や避難先なとを,ら せる また

つえや東綺子などの熟難移動物品や側 j中の

業など必要なものを確認する 必要 ●応 して

民生 児■委員との連携を図 , また 近疇

住民や行政様南などに振動
'球

あるなとして助け合い活動を行うという協定内容です

災書時の地域共助のリボートが一歩前聖することになりました

平成 241:(2012年 )3月 4日 には同時多発発災対修型防災11棟を梅丘 2 0

丁目町会と共同で 10ヶ 所の酬練場所を設けて行いました 大喪実践的なlll線と

な りました (評 しくは若林li奈だより 勢 O号 防災‖集 けを,,(く ださい)

平成 24年 に国と都は首‖情下型大1,晨の根曽想定の人幅な見直 しが行われよ

した それにより ■m谷 区はもちろん わが若林1'崚も ,I城 の訃ネットワ

ークカと地域防災力の

“

化が―l■大きな課mと なつてきていまり1

若朴lt会はスタンドバイプを平成 22 2311■ |の2`F間で 6本 旧人 |,m段 は

を完了いたしました また |"災 倉庫点検実lt“ 榊品の点検 水などの賞味

測限 11停 の心〃の有無など)D型 1(ンプ作動点検 平成 234に 向ll会や‖

典の畦会などを中心にお朴 15`青
`Fレ

スキュー,1火はN威  隊員を募集 し訓線

も実施 しておりま,1■ た 平成 24414月 には若相 丁ロネットヮーク■1防災

倉庫を新川設は D型 ,ドンフも格納配ほ 区民消火隊1は を続ル しています

私たちが地震発生時の対応としてJs力らせ していることは次のとおりです

0)力の安全を確】する

②襦れが,ま ったら火の始II

Or隣 の人と声を|け 合い 助け合う

0安 全な場所に避姜|

地域の絆 つながりが災苦]i力を発揮したというのが東日本大ll災の教訓です

めのような大晨災が首都圏で発生 した崎は,1域ぐるみの支援体制が査襲になっ

てきます 若林IF会には 1～ 6丁 目 。それぞれ防災ネットワークがあります

災害発生直後 それぞれの地域の人たちが安否確認 救山救助 初期消火 避

難誘導などを情報交換しながらできるだけ組織的に収り組み 助け合いの輸を

広げていくことが期待されます 町会は違姓所の通常t担 当しています

町内のたくさんの皆様のご協力をいたださ災害の校害を帳〈し また減らして

いきたいと思っています ■音に対する備えを充実させる 具体的活動につい

ては 各丁ロネットワークにお問い0わ せください 若林町会は地域住民の方々

の格段のご憾力とご支援をいただきながら より螢かで苺しゃすい防災 防犯

などを住とした安全安心なまちづくりを推進 してまいりたいと思います


