
   

 

 

★ 平成２５年度 NPO法人茨城県防災士ネットワーク通常総会 開催 

去る４月２９日（月）、茨城県総合福祉会館において平成２５年度通常総会が開催された。 

総会では多くの意見、要望等が出され、審議の結果一部の修正もあったが各議案とも原案どおり承認並びに議決

された。 

いずれの意見・要望も、会の発展を期待する建設的なものであり、役員はこの期待を裏切ることの無き様、精心した

いものである。 

 各総会の式次第は以下のとおり。 

Ⅰ 平成２５年度 ＮＰＯ法人茨城県防災士ネットワーク通常総会      司会  黒田 理事 

１．開会の辞                                                             鈴木 理事 

２．挨    拶                                                西村 理事長 

３．活動報告                                                猪塚 県南西副エリア長 

４．議    案  

第１号議案    議事録署名人の選出                                          

第２号議案    NPO法人茨城県防災士ネットワーク定款の一部改訂について     中村 理事 

第３号議案   平成２４年度 事業報告                                       福島 理事 

第４号議案    平成２４年度 活動計算書について                                 同 

第５号議案    平成２４年度活動計算書監査報告                              土田 監事 

第６号議案    今後の活動（案）について                                     益子 理事 

第７号議案    平成２５年度事業計画（案）                                    福島 理事 

第８号議案    平成２５年度活動予算（案）                                       同  

第９号議案   法人人事（案）並びに機関組織人事(案)                    西村 理事長 

５．その他    理事長並びに代表役職者挨拶 

６．閉会の辞                                               井上 理事 

総会終了後、記念撮影を行い今後のさらなる活動を誓って解散した。 
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 Ｈ２５年度役員は以下のとおりです。 

（１）法人役員 

理 事 長  ： 西村正夫    

副理事長  ： 高橋 茂、 福島末輝  

専務理事  ： 阿久津 聡、益子さや子 

理  事   ： 鈴木 勇、中村 隆、黒田一雄、井上亮二、飯塚光彦、小林早苗 

監  事   ： 土田利徳、坪井 聖 

（２） 各部部長 

広報・機関紙部    部長：高橋 茂      副部長 ：加瀬孝雄、石井 功 

企画・研修部     部長：福島末輝    副部長 ：阿久津 聡、井上亮二 

女 性 部        部長：益子さや子   副部長 ：小林早苗 

総 務 部        部長：西村正夫    副部長 ：黒田一雄、飯塚光彦 

（３）基幹組織 

エリア名 ブロック名 役職名 氏   名 所属市町村名 

県央 

  

エリア長 阿久津 聡 水戸市、ひたちなか市、那珂市 

副エリア長 加瀬孝雄 笠間市、茨城町、城里町 

同 藤井正春 東海村、大洗町 

同 渡辺 平   

水戸 １ ブロック長 加瀬孝雄 水戸市の半分 

水戸 ２ 同 藤井正春 水戸市の半分 

  副ブロック長 小林早苗   

ひたちなか ブロック長 豊崎吉光 ひたちなか市、那珂市、東海村 

笠間・茨城 ブロック長 渡辺 平 笠間市、茨城町、城里町 

  副ブロック長 皆川 泉   

県北 

  

エリア長 井上亮二 
日立市、常陸太田市、常陸大宮市、高萩市、北茨城

市、大子町 

副エリア長 益子さや子   

同 永瀬昭男   

日立 ブロック長 永瀬昭男 日立市 

  副ブロック長 小川欣也   

太田・大子 ブロック長 益子さや子 常陸太田市、常陸大宮市、大子町 

県南東 
  

エリア長 中村 隆 土浦市、龍ヶ崎市、牛久市 

副エリア長 黒田一雄 稲敷市、石岡市、鉾田市 

同 坪井 聖 潮来市、神栖市、小美玉市 

同 宮本博海 かすみがうら市、阿見町 

同 野村 彰 鹿嶋市、行方市、利根町、河内町、美浦村、 

土浦 ブロック長 中根 浩 土浦市 



阿見・美浦 ブロック長 宮本博海 阿見町、美浦村 

龍ヶ崎 ブロック長 黒田一雄 龍ヶ崎市 

利根・稲敷 ブロック長 野村 彰 稲敷市、利根町、河内町 

牛久 ブロック長 野口益夫 牛久市 

  副ブロック長 横山松夫   

鹿行 ブロック長 中村 隆 
石岡市、小美玉市、かすみがうら市、鉾田市、潮来市

神栖市  

県南西 

  

エリア長 鈴木 勇 つくば市、取手市、守谷市 

副エリア長 猪塚光彦 筑西市、結城市、古河市 

同 永倉喜代 つくばみらい市、下妻市 

同 安東正好 桜川市、常総市、坂東市、境町、八千代町、五霞町 

同 田中 寿   

同 高橋義一   

つくば南 ブロック長 渡邉健一 つくば市の半分 

つくば北 ブロック長 澤邉 薫 つくば市の半分 

守谷 ブロック長 猪塚光彦 守谷市、つくばみらい市 

取手 ブロック長 中村義徳 取手市 

筑西 ブロック長 安東正好 筑西市 

結城 ブロック長 藤井 仁 結城市、下妻市 

古河 ブロック長 高橋義一 古河市 

以上のとおりですので各会員におかれましては各自が所属するブロックをご確認いただき、質問やご意見、ご要望

等がありましたらブロック長やエリア長等にご連絡ください。 

 

★ 平成２５年度 北関東連絡協議会総会 開催 

  当ネットワークと栃木県（NPO法人栃木県防災士会）、群馬県支部の３県からなる北関東連絡協議会総会が 

４月２９日（月）、茨城県総合福祉会館において行われた。 

本会は、２年ごとに３県が持ち回りで幹事県となって諸行事の推進を実施する機関である。 

今年度は規定により、茨城県が幹事県となった。 

総会では、平成２４年度事業報告、収支決算報告に続き平成２５年度の事業計画案並びに収支予算案、続いて規約

改定案が提示されいずれも満場一致で承認・可決された。 

また茨城が幹事県となったことより、役員の改選について提案があり満場一致で可決された。会長並びに幹事長、会

計は幹事県より選出する慣行から、今年度は茨城からの選出となった。なお、本総会への出席者は栃木県３名、群馬県

４名、茨城県３５名の計４２名であった。 

新役員は下記のとおり。 

会 長     西村 正夫（茨城）    副会長  稲葉 茂(栃木)、丸尾 成人(群馬) 

幹事長     中村 隆 （茨城）     理 事  飯塚 宗夫(群馬)、林 洋克（栃木） 

会 計     小林 早苗（茨城）    監 事  引地 隆久（栃木）、青木 茂(群馬) 



       

柴田恵美子氏 撮影                           宮本 博海氏 撮影 

 

★ 各種講演会並びに研修会実施状況 

 

（１）保育協議会主任保育士講習会における講演 

  

 

                     

          

今年度に入ってから、２件の保育協議会主任保育士

講習会での講演依頼があり、それぞれ分担して講演を

行った。 

  

西部ブロック、水戸ブロックとも、震災時に子供の命を

安全に守るために保育園としていかに行動すべきかに

ついての講演であった。また、日常の心構えや安全対

策についてどうしておくべきか等についても活発な意見

交換が交わされた。 

特に水戸 B ブロックでは、日常のハード対策として防

災頭巾の紹介があり、市販のものよりも自家製防災頭巾

の方が柔らかく且つ、前方が見やすいこと。また避難時

には常に両手を自由に使える防災巾着が有効であると

の紹介があった。 

さらに幼児向け防災教育カードゲーム「防災ダック

（一般社団法人日本損害保険協会）」の紹介並びに㈱

ラジオ関西が製作しキャラバン活動を実践している QQ 

体操の紹介があり、保育士の方々の真剣な傾聴が感じ

られた。講演終了後も控室に数人の方が来室され、建

設的な意見交換が行われた。 

  なお、群馬県支部からの依頼で丸尾支部長他１名

の聴講があった。 

西
部
ブ
ロ
ッ
ク 

水
戸
ブ
ロ
ッ
ク 



 

（２）災害図上訓練(DIG)の実施 

このほど（H25.07.07）、龍ヶ崎市自主防災組織連絡協議会の依頼を受け、DIG の研修会を実施した。研修に当た

っては、当ネットワークから中村 隆理事をリーダーに１２名の会員がコーディネーター役となり、指導にあたった。 

 参加者は、自主防災組織役員８０名、龍ヶ崎市在住防災士３１名の計１１１名であった。 

本協議会とは、これまでも何回か HUG(避難所運営ゲーム）研修を行ってきたが、DIG については初めてであった。

今回のＤＩＧが成功裡に終わったとの感想をいただいたこともあり、同協議会とは今後も続けて DIG 研修会のお手伝

いができればと考えている。 

なお、今回参加した会員は以下のとおり。（順不同、敬称略） 

石引 公子、小泉 正博、細田 倫博、横山 松夫、横田 信子、藤代 充英、間宮 和光、野村 彰、山田 章、 

黒田 一雄、福島 末輝、中村 隆、西村 正夫 

     

                     藤代 充英 氏 撮影 

 

★ 女性会員紹介コーナー 

                                                    

当会も、任意団体として平成１８年に発足してから本年で８年目に入った。この間、女性会員も年ごとに増え女性パ

ワーがアップしてきている。そこで今号から、女性会員に順次登場していただき、近況やこれからの抱負などについて

語っていただくこととしました。 

第一回目は、理事兼女性部長として会の運営並びに発展に貢献していただいている益子さや子氏を紹介します。 

  

 

 

平常時の「衣」「食」「住」から緊急時の「衣」「食」「住」へ、家庭内でも地域でもスムーズに移行

できるように「母親」や「主婦」など、さまざまな立場から活発な意見は必要だと感じておりますし

また、取り入れたいと思っています。 

最近では、防災の現場でも女性の視点や感性を高く評価していただけるようになってきました。 

「家族の健康や安全を守りたい・・・」そんな当たり前の思いを大切にして女性防災士の皆さんと、

「わかりやすい防災」を合言葉に行動する一年にして行きたいと思います。 

会員の皆様のご協力とご理解をよろしくお願いいたします。     女性部長 益子さや子 

緊急時の衣・食・住へ 



 

本欄は、会員から寄せられた３．１１当日の記録をシリーズで掲載しております。今回がその第２回目となり、結城市

在住の鈴木 勇氏の記録です。なお、今回の記事は、茨城県が発行した「茨城県 東日本大震災の記録（地震・津波

編）」冊子のコラムに掲載されたものです。 

東日本大震災の活動 

NPO法人 茨城県防災士ネットワーク 

防災士 鈴木 勇 

 

東日本大震災が発生した平成２３年３月１１日午後２

時４６分、私は、自宅にいた。大地震を感じ、とっさに昼

寝をしていた９０歳の母を起こし部屋の真ん中へ移動し

た。その直後、今まで母が寝ていた場所にテレビが台か

ら落下、間一髪で母を助けた。揺れが収まるのを待って

家中を確認、出火の気配は無かったものの仏壇から花

瓶が落ち畳に水がこぼれていた。その後始末をしてから

外に飛び出た。隣近所の被害状況を調べると近所で大

谷石塀が倒壊しており、大声で主人に安否を確認した

が幸い怪我人はいなかった。被害状況を携帯電話のカ

メラに収め、さらに町内を見回りながら市役所へ急い

だ。 

市役所に着くと、既に関係機関と連携を取って災害

対策本部が立ち上がっており忙しく情報収集に当たっ

ていた。直ちに手助けを申し出て、市役所から約２００m

離れた結城小学童クラブの状況を確認するために走っ

た。児童は、指導員に誘導され校庭の真ん中にブル－

シートを敷き避難していた。指導員に、児童初め関係者

の安否を確認したところ負傷者はいなかった。その状況

を対策本部へ報告し、さらに、近くにある吉田用水路と

約１０m 位高いところにある住宅地に行き、亀裂や土砂

崩れがないか、玉岡団地に被害はないか、四季の杜団

地は大丈夫か、御朱印町はと、次々に調査・確認し異

常のないことを対策本部へ報告した。 

次は、県道・結城停車場線沿いを見て回った。ある所

では、２階建ての屋根瓦が随所に崩落し一部通行に支

障をきたしていたので、そのお宅の協力を得て事故防

止の対処をしたり、又、店舗の前面ガラスが割れ道路に

飛散し、二次災害の恐れもあったので近所からほうきを

借りて片付け、清掃もした。その後対策本部へ戻って見

ると、水戸線が不通となったために、小田林・東結城両

駅で帰宅難民が発生したとのことであった。近くの小田

林、結城市伝統工芸両コミュニティセンターはじめ上山

川小学校体育館、中央公民館等に避難所を開設すると

のこととなったので、避難所立ち上げの手伝いや停電

に備え発電機や灯光器の準備、寒さ対策にジェットボイ

ラーの用意もした。 

さらに、駅南方面に回って見ると停電・断水が続き、

アクロスホールの玄関ロビーが避難所となっており、避

難者は、毛布１枚をタイル張り床に敷き、体の上からもう

１枚の毛布を掛け憔悴した様子で横になっていた。

共々に、明朝まで頑張ろうと励まして回った。こうして激

動の一日が終わり、１２日以降２２日迄結城市内の災害

復旧活動に従事した。

 

“３．１１ あの日 わたしは” 

会員の皆様へお願い ； 「３．１１あの日わたしは」のテーマで会員皆さんが３．１１の当日、またそれ以降に行動した記

録を募集しています。 原稿は、４００～５００字程度でお願いします。メールでもＯＫです。 

送付先：〒313-0038 常陸太田市小沢町 1455-2 高橋 茂 宛て  E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ s-takaha@xd6.so-net.ne.jp 


