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災害発生時お近くの公園に避難してください。 

一時避難所の境南小学校の安全が確認されましたら

移動してください。 

●建物の耐震関係助成額 （市報むさしの 平成２４年４月１５日号） 

助  成 対    象 助  成  額 

簡易診断 
木造戸建住宅 
共同住宅 

無 料 

民間住宅 
耐震診断 

戸建住宅・共同住宅 

費用の 
２／３ 

木造１０万円まで 

非木造２０万円まで 

分譲マンション 
（５戸以上で非木造） 

延べ面積 １０００㎡以上 
３階建て２００万円まで 

上記以外のもの・賃貸 １００万円まで 

民間住宅 
耐震改修 

補
強

設
計 

分譲マンション 
（５戸以上で非木造） 

費用の 
２／３ 

延べ面積 １０００㎡以上 
３階建て２００万円まで 

上記以外のもの・賃貸 １００万円まで 

改
修
・建
て
替
え 

戸建住宅・共同住宅 

費用の 
１／２ 

１００万円まで 

分譲マンション 
（５戸以上で非木造） 

延べ面積 １０００㎡以上・ 
３階建て５０万円/戸まで
(上限１ ５００万円) 

上記以外のもの・賃貸 
２０万円/戸まで 
(上限６００万円) 

●非常持ち出し品（災害発生の避難時） 
非常食 携帯ラジオ マッチ・ライター 

ティッシュ ビニール袋 下着 

救急医療品 現金（小銭） 健康保険証 

飲料水 懐中電灯 ヘルメット 

ナイフ・缶切り タオル・衣類・軍手 常備薬 

貴重品 住民票のコピー 家族の写真 

●備蓄品（災害後自宅に戻り使用するもの） 
３日分の食料(缶詰、レトルト食品、チョコレート) 
燃料 

洗面用具 

簡易食器 使い捨てカイロ マスク 

新聞紙 ラップ 寝袋 

簡易トイレ 飲料水 （一人分 3L/日×最低３日分） 

ブルーシート 工具類 燃料 
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首都直下地震、多摩直下地震が近い将来発生す

るであろうと言われている今日、境南町の皆様は

その対策を十分に備えていますか。 

東大地震研では「Ｍ７クラスの地震が４年以内に

発生する確率は、７０％」と発表しています。さ

らに、文部科学省では「東京湾北部地震で“震度

７”の揺れが起きる可能性がある」と発表してい

ます。東日本大震災では地震より津波による被害が

甚大であったと言われていますが、首都直下地震で

は海の津波より「火災の津波」に襲われる被害がは

るかに大きくなるであろうと言われています。 

防災対策として「自助、共助、公助」という言葉

がありますが、｢自分の安全は自分で守る｣という

自助こそが、防災対策の基本です。 

１．我が家の耐震診断をしましょう 

 １９８１年（昭和５６年）５月３１日以前に建築

された住宅であれば武蔵野市では右表の助成金等

の制度があります。建物の耐震については市役所の

住宅対策課にご相談ください。☎ ６０－１９０５ 

２．家屋内の耐震化を万全にしましょう 

①家電、タンス、収納棚等の転倒防止 ②テレビ、

本、装飾品等の落下防止 ③窓ガラス等の割れによ

る飛散を防ぐため「飛散防止フィルム」を貼る ④

食器棚のお皿、茶碗等が飛び出さないように滑り止

めシートを敷き、更に扉が地震で開かないように耐

震ロックを取り付けるなど。 

３．防災グッズを備蓄しておきましょう 

大震災でライフラインが崩壊し、スーパー等の店

頭から商品が全て無くなったらどうしますか。非常

持ち出し袋に何を入れるか考えるときりがありま

せんが、それでも準備しておきましょう。（右表参照） 

武蔵野市民防災協会

（市役所西棟１階）で

も販売しています。 

☎ ６０－１９２６ 

４．境南町の避難場

所を把握しておきまし

特集 

防災訓練 （境南町防災広場） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野口隊長 
 

電車：「イラスト提供：素材ダス http://sozaidas.com/ 」 

「となりのトトロ」のモデル
になったといわれています。

ネコバスが来ても乗らずに
多摩湖まで歩いてね…。 

八国山緑地 

武蔵小金井 

西
武
国
分
寺
線 

武蔵境 

国分寺 

東小金井 

境南 
コミセン 

多摩湖自転車道 

多摩湖 

田無 

小平 萩山 

西武園 

一橋学園 

鷹の台 

小川 

新青梅街道 

西武新宿線 

青梅街道 

五日市街道 

西武拝島線 

青梅街道 

五日市街道 

西
武
多
摩
湖
線 

小金井公園 

狭山 
自然公園 

小
金
井
街
道 

東村山 
中央公園 

 多摩湖（村山貯水池）から境浄水場ま
での水道管を布設した道路を緑化し

たのが多摩湖自転車道（狭山・境緑道）
です。そのため沿線住民からは通称

“水道道路”と呼ばれています。 

多摩湖の対岸に西武ドームが見えるよ。 

スカイタワー西東京 

通称：田無タワー 

日本一大きいポスト 

田無タワーより大きい？ 

 小学生以下にはクイズがあります。 

正解者には賞品がありますよ。 

高橋実行委員長 

 友だち誘って 
モーニングハイク！ 

 12.5km で１キロ 
減るな～？ 

 

帰りは電車で…。 

 行き：（歩き）境南コミセン  小金井公園（休憩） 東村山中央公園（休憩） 多摩湖 
 
帰り：（電車）西武遊園地駅  国分寺駅（のりかえ） 武蔵境駅  境南コミセン 
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 日  時： ８月４日（土曜日）小雨決行 

       --- 午前５時 境南コミセン集合 

申込み： ７月２１日まで 境南コミセン窓口 

参加費： ２００円（保険料など） 

     電車賃はコミセン負担 

        ＊お一人での参加、グループでの参加 歓迎 

         ＊小学３年生以下は 保護者同伴 

 

地図原画：麦谷礼次郎さん 

彫刻の小径（こみち）。 

いろんな彫刻があるよ。 
よく見てね…。 

西武 
遊園地 

 多摩湖で記念撮影 
ハイ、チーズ…。 

高さ 2.8ｍ 
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《シリーズ コミセンを支える２６団体 ①》

○「青少協」ってなに？

良く聞かれる質問です。団体名の表記や響きのせい

か、それだけで敬遠されて、関心を持つまでに至ら

ない人が多いのが実情です。『武蔵野市青少年問題協

議会』の略称で、次世代を担う青少年（小学生～高

校生）を地域の大人が家庭や学校と一緒になって見

守り、育みながら、豊かな人のつながりを地域に根

付かせようという活動です。子育て中の保護者、青

少年活動に意欲的な有志、ＰＴＡ校外委員、民生・

児童委員、商店会、防犯協会、青少年団体、コミセ

ン代表など約１４０名のみなさんたちが

地区委員として活躍しています。

○地域の子どもを地域の大人が育てる

ひと昔前ならごく普通に行われていた子育ての仕方

です。一方、子どもたちを取り巻く環境も大きく変

わりました。核家族化が進み、親や周囲から子育て

を学ぶ機会は少なくなり、ご近所付き合いも積極的

にはしない家庭も増えているようです。そんな中で

ご近所のおじさん、おばさん、おじいちゃん、おば

あちゃんに地域の子どもを一緒に育てる私たちの活

動に参加していただけたら

素晴らしいと思っています。

○ジャンボリーって楽しい！

年間を通じて、子ども中心の行事をたくさん企画し

ています。人気が高いのは『むさしのジャンボリー』

で、夏休み期間中に小学４～６年生を対象に市立自

然の村（長野県川上村）で行う２泊３日の野外体験

活動です。「一度行ったら楽しかったのでまた行きた

い」という子どもたちの反応がうれしくて、これか

らも続けていきたいと願っています。来年のジャン

ボリー・青少協の活動に参加していた

だける大人の方たちを募集しています。

○これからも「子どもたちのために」

私たちの活動を知らないまま通り過ぎてしまう子ど

もたちや保護者のみなさんに、何とか活動情報を双

方向に提供し合えないものだろうか。その呼びかけ

に応えて、今年は境南小のたくさんの保護者のみな

さんにお手伝いしていただいています。これからも

「子どもたちのために」にベクトルを合わせて、

平成２４年度住民総会が４月１５日（日）にコミセ

ン体育室で開催されました。２３年度の主な事業活

動及び決算報告を出席者の拍手で承認、引続き２４

年度のコミセン運営に関する議事に移りました。

１～５丁目代表の２３人、参加２６団体代表の運営

委員候補を承認、さらに、協議会役員候補者が次の

通り承認されました。

・会 長 高橋 勝義

・副会長 田中 和子 藤島 俊一郎

・会 計 小野 和郎 小松 里子（新）

・書 記 戸ヶ崎 暉子 栗原 毅

このほかに監事も一人変わりました。

・監事 塩原 典明 遠藤 厚一（新）

高橋会長から「人と人とをつなぐ、団体と団体をつ

なぐ」、「地域防災の強化」を二本柱とする運営方針

と予算案が提案され、承認されました。

今年５月からコミセン施設利用の事前予約のルール

が一部変わっていますのでご注意ください。

受付開始日を「４５日前→６週間前、１ヶ月前→４

週間前、５日前→１週間前の同じ曜日から」に変更

しました。

=編集後記=

・コミセンに運営委員を出している２６団体を順番

に紹介していきます。今回の青少協の記事に関する

ご意見、お問い合わせは広報部へお願いします。

・難産だった２４年度広報部体制もようやく固まり、

始動しました。本年度は４回の発行になる予定です。

全戸配布へのご協力よろしくお願い申し上げます。

・広報部ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kyon-30m@parkcity.ne.jp

境 南 八 景 予約ルールが一部変りました

青少協－武蔵野市青少年問題協議会

役員、地区委員一緒に協力していきたいと願ってい

ます。（阿部委員長 黒馬・中川副委員長談）

ジャンボリーの風景




