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「引継ぎのご挨拶」
NPO 法人日本防災士会・新潟県支部

支部長

西潟清二

未曽有の東日本大震災から３年５カ月が経過し、被災地の復興も進んでいます。今年
は、新潟県内でも新潟地震から 50 年、中越地震から 10 年、中越沖地震から７年が経過
しました。その間、集中豪雨による大水が発生し、県内はもとより今夏でも、高知や広
島などで多くの尊い命が奪われています。改めて災害から身を守る術（すべ）の大切さ
を実感する昨今です。
さて、県支部役員などの引継ぎは、以前から別府さん、尾身さんより相談を受けてい
ましたが、先の総会でこの度新潟県支部長を引き受けることと致しました。併せて事務
局も私が在籍している建設コンサルタンツ会社の「エヌシーイー株式会社」に変更致し
ました。よろしくお願い致します。
今後の支部活動ですが、図上演習を中心に、行政と一緒に住民啓発や学習を進めてい
きたいと考えています。
その手始めに、
①県支部の活動をＰＲするため、チラシを作成し、行政に配布します。
②指導者を育成するため、わかりやすいＤＩＧ、ＨＵＧの研修用パワーポイントを
作成し、後日会員のスキルアップ研修を行うとともに、自治体に無料配布します。
この案が上手くいくか不安もありますが、防災エキスパートの人員不足を解消しなが
ら一歩ずつ進んで参りますので、皆様におかれまして、ご理解の上、ご協力をお願い致
します。
※副支部長を紹介します。次号から順次副支部長の挨拶をお願いします。
上越地区：小川克昌さん（再任）、中越地区：尾身誠司さん（再任）、
新潟地区：伊原敏春さん（新任）、下越地区：佐藤隆平さん（再任）、
佐渡地区：小池政容さん（再任）
※事務局を紹介します。
エヌシーイー株式会社

新潟市中央区網川原１丁目４番１１号
電話：025-285-8540 FAX：025-285-3531
ホームページ：http://www.nceinc.co.jp/
メールアドレス：bousaisikai-niigata@nceinc.co.jp
尚、前支部長の別府さんは、県支部顧問として引き続きご尽力をお願いしております。

§

事 務

局 通 信 §

今季号から新潟県支部の活動状況や予定など会員の皆様にお知らせするページを設
けました。
＜活動状況＞
①平成 26 年 5 月 24 日（土） 第 8 回定期総会新潟市で開催
新潟県支部事務局が新潟市に移転
②6 月 14 日（土）北信越連絡協議会総会 金沢市
別府支部長代理 尾身事務局長出席
③6 月 23 日～7 月 4 日 十日町市リーダー研修会 6 会場 277 人 防災士延 12 名
④7 月 16 日（水） 事務局引き継ぎ 役員支部長以下 4 名
⑤7 月 20 日（日） 新潟市東区山ノ下コミ協 HUG 研修会 24 人 防災士 4 名
⑥7 月 26 日（土） 妙高市自主防災組織リーダー研修会 100 人
⑦8 月 21 日～22 日 新潟市東区 HUG 研修会。
28 避難所 216 人（行政、自治会、施設管理者）防災士延６名
⑧9 月 1 日（月） 新潟県民エフエム放送 防災の日スペシャル
電話取材（尾身事務局長）
⑨9 月 20 日（土）21 日（日） TeNY 防災フェア 2014 ハイブ長岡 県支部後援
＜今後の予定＞
①会員連絡、資料配布等メールアドレスの登録のお願い
パソコンメール配信希望の方は bousaisikai-niigata@nceinc.co.jp してください。
②10 月 18 日（土）日本防災士会 10 周年記念大会 19 日（日）全国支部長会議
③10 月 9 日（日） 関川村 DIG 訓練 指導新潟県支部新潟地区講師派遣
④10 月 23 日（木）中越地震 10 周年記念式典
⑤11 月 5 日（水） 新潟市消防局 婦人防火クラブ研修会 講師派遣
⑥11 月未定
佐渡地区防災士研修会 新潟地区講師派遣
⑦新潟市では HUG 研修会を残り 6 区を順次実施予定

◎

会費納入のお願い ◎

日本防災士会新潟県支部は、皆様からの会費により運営されており
ます。平成２６年７月末現在において、会費を納めていない方が多く
おります。この会報発行の経費もこの会費により賄われております。
まだ会費を納付していない皆様におかれましては、速やかな入金をお
願いいたします。

★

新潟市東区主催ＨＵＧ支援に参加 ★
新潟地区

駒澤幸雄（新潟市）

新潟市では、昨年の中央区を手始めに行政、コミ協、施設管理者合同の避難所運営ゲーム（HUG）が実施
されています。
今回は平成 26 年 8 月 21～22 日東区内の 28 避難所を対象に開設
図上訓練が実施され参加者は 216 名と大勢参加しました。
訓練指導者は、公益社団法人中越防災安全推進機構。、実際の避難
所配置図に部屋割を落とし込みながら進行、各班の発表では、トイ
レやペット同伴、津波の心配など課題が述べられました。市では前
述の 3 者で検討を重ね 11 月末までに最終案を作成。
避難所に備え置く事としています。我々防災士も延 6 名がテーブ
ルを回って助言しました。後日他の 6 区も実施との事。参加応援願
います。

★

一家に一枚「とおかまち防災風呂敷」
中越地区

★

阿部正子（十日町市）

自然災害は、毎年必ず発生し、尊い命が失われています。災害の規模が大きければ大きいほど、公助は期
待できません。きちんと自覚し、自分の命は、自分で守ることが大切です。
防災士会尾身副支部長が代表を務める「ＮＰＯセーフティネットぼうさい」では、十日町市からの委託を
受け、自主防災組織への訓練指導を行っています。本年で３年目になり９月現在も訓練指導中です。防災訓
練はその場限りではなく、訓練した内容を実践できるようにしてもらわねばなりません。
「身近なものを使用した応急手当」と銘打ち、どこの家庭にもある、ダンボール、風呂敷等を使った応急
手当の方法を指導しています。しかし 1 回の指導では忘れる。いざというとき風呂敷がどこにあるかわから
ない。そこで、ＮＰＯでは教材として「防災風呂敷」を作成することにいたしました。この風呂敷と３枚の
普通風呂敷を一緒にし靴箱等に備えておき、けがの手当ての場合、「三角巾」の代用として使います。「ＮＰ
Ｏぼうさいオリジナル防災風呂敷」は、三角巾のたたみ方、固定する際の結び方、腕の吊り方等、全６種類
の応急手当を図柄にし風呂敷へ印刷しました。訓練後もこの風呂敷を見ながら手当を行うことができます。
風呂敷があるということで防災意識の向上にもつながるでしょう。
ＮＰＯでは、自主防災会、地域協議会、自治会等に使っていただ
き、十日町地域約２万世帯に「とおかまち防災風呂敷」が行き渡る
ことを目標にしております。試行錯誤の末ようやく完成いたしまし
た。子供から大人まで、誰が見ても手当ができるよう、「分かりやす
く」を目標につくったつもりです。多くの人が自助、共助の大切さを
理解し、「お互い様」で助け合えるようになればと思います。
この防災風呂敷がその一助になればと願います。
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会員募集

日本防災士会 新潟県支部では、会員を募集しています。あなたの地域で防災士を取得されている方で、
さらなるスキル UP を希望されていたり、新潟県内や全国の様々な情報を欲している方はいませんか？ 現
在、県支部会員(４月１日現在)は、新潟地区２２人 上越地区８人 中越地区３２人 下越地区３人 佐
渡地区４０人 合計１０５人になっています。新潟県自主防災コーディネーター登録者数は４月１日現在
１５１名ということです
日本防災士会 新潟県支部では、防災活動に関する様々なニーズにお応えできる研修会や情報提供を行
っております。入会を希望される方は、下記事務局までご連絡ください。
※NPO 法人日本防災士会・新潟県支部事務局
エヌシーイー株式会社 新潟市中央区網川原１丁目４番１１号
電話：025-285-8540 FAX：025-285-3531
ホームページ：http://www.nceinc.co.jp/
メールアドレス：bousaisikai-niigata@nceinc.co.jp

★

ぼうさいトピックス

★

１１月２２日（土）２２時８分頃、日本の長野県北部、北安曇郡白馬村を震源として発生したマグニチュー
ド６．７（暫定値）の地震が発生しました。長野県神城断層地震と呼称し、長野県小谷村、小川村、長野市で
最大震度６弱を観測しました。震源断層は白馬村と小谷村を縦断する神城断層の可能性が高いとされています。
重傷５人、軽傷３２人の合わせて３７人が負傷し、幸いにも死者はいませんでした。白馬村内でも住宅被害
が集中した神城地区では、住宅が倒壊して下敷きになるなどした２６人が救助されました。倒壊した住宅では、
取り残された住民を近所の住民らが協力して救出する光景もみられ、地域の防災力の高さが伺えました。
現在もボランティアセンターの活動や白馬村・小谷村を中心に、仮設住宅建設の検討が進められています。
本格的な降雪の前の地震は、１０年前の１０月２３日に発生した中越地震が思い出されます。現在、ボランテ
ィアの活動も終息に向かっており、地域内全体を見渡せば日常の生活に戻りつつあると思われます。その反面、
中々元通りの生活に戻れない被災者の方が多くいることも忘れてはなりません。今後においても支援の要請が
あれば、その声に出来るだけ答えられるようにしていきたいと思います。

§新刊紹介§
an・an SPECIAL 新装版 女性のための防災 BOOK
(マガジンハウスムック)
新潟県防災士会の女性会員は非常に少ないです。しかし災害発生時、
特に避難所などの生活の場面では女性の活躍が期待されると共にその感
性や経験の意見は防災力の向上に必要だと考えます。
自然災害と無関係ではいられない私たちに必須なのは、安心して暮ら
すための“知恵"と“モノ"。大地震が起きたときに、とるべき正しい行
動とは？もっとも安全な家具の配置とは？帰宅難民にならないための準
備とは？食べ物を無駄にしない備蓄の方法とは？そして、“もしも"のと
きに本当に使えるモノとは？東日本大震災を経験した女性たちのリアル
な声を集め、 繊細なニーズを反映したグッズ紹介など、本当に役に立
つ情報が満載です。
被災した場合だけでなく、支援する側に立ったときの心構えや情報源
などもまとめ、さまざまな角度から防災を考える一冊です。
男性会員の皆様も女性目線の防災を考えてみてはいかがですか？

編集後記
息子が四人、零細企業の代表と勤める私ですが、大分前に原稿をいただいているにも関わらず会報の編集作
業に時間がかかってしまい、皆様には申し訳ない気持ちで一杯です。そうこうしている内に新たな災害が発生
し、本格的な冬を迎えて雪による災害も発生しています。今一度、気を引き締めなければなりません。
・・・
（か）

