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団地管理組合法人加古川グリーンシティ
管理組合広報委員会
グリーンシティ自治会
管理事務所 ４２５－６８５２

加古川
ｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨ

ホームページ http://www.greencity.gr.jp/
メールアドレス kanrikumiai@greencity.gr.jp

代表理事の任期満了に伴い、９月１５日（土）集会所ホールにて公開抽選会で選ばれた方々の話合いによって
「第２８期新理事候補」が決まりましたのでお知らせします。

理事候補（緑字：新理事候補）
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○○○

Ｆ棟（１名）

（１期２年目）

○○（１期２年目）

最近、布団や洗濯物をバルコニーの手摺りに干している居住者がおられます。これは階下に危険を及ぼし
マンション全体の美観を損なう行為です。管理規約使用細則第３条（禁止事項）にも定められています。
円満な共同生活を確保し、かつ良好な住環境の維持増進を図るためにも、居住者のみなさまのご理解とご協
力をお願いします。

敷地内アスファルト舗装工事は、整備を完了し、９月２２日（土）に環境整備委員会及び理事役員の立ち会い
のもと、施工業者担当者と共に工事完了検査を行いました。
修復の必要な箇所については、若干の手直し事項を業者に指示しております。事故もなく無事に工事を終了で
きたことは、居住者各位のご理解とご協力のおかげと考えております。厚くお礼申しあげます。

既に案内している日程で、各戸雑排水管清掃を実施しますので、必ず予定時間には在宅いただくようお願いし
ます。マンションの経年劣化にともない、排水管のつまり、管割れ等のトラブルが発生しております。いったん
事故が発生すると当該住戸のみならず上階、階下の皆様にも多大な迷惑をかけることになります。
例年、清掃を拒否する方や、約束の時間に連絡なく不在にする方があり、管理組合としては集合住宅の施設管
理上の重大問題としてとらえております。
既に配布している案内をよくお読みになり、必ず雑排水管清掃を受けていただくようお願いします。
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では、災害時要援護者対策は何をすれば良いのでしょう
か？災害発生時の避難方法なのか、それとも災害後の生
活支援、どの時点を対象として考えるのかによっても、

前回よりの続き・・・
想定日時 2012 年 12 月 13 日（木）13 時

大きく違ってきます。特に違うのは、災害の種類によっ

Ｍ９の巨大地震が発生

て異なる対策が必要ですし、要援護者の違いでそれぞれ

「加古川では震度 5 強～6 弱程度の揺れを感じた」

のニーズも大きく違うということです。そう考えると何

シリーズ

をやれば良いのか分らなくなってしまいます。

「災害への想定」

Story９

今回は、災害時要援護者対策について考えます。
一概に災害時要援護者と言っても、本当のところは
誰を対象として、どのような人を指すのでしょうか？

でも、それぞれの災害時要援護者対策の結論は「生か
すこと」「死なせないこと」ではないでしょうか。
「生かす・死なせない」ためには、何が必要かという
と、災害時要援護者になり得る人

内閣府の「災害時要援護者の避難支援ガイドライ

が「生きたい・死にたくない」と

ン」を下記に記します。
いわゆる「災害時要援護者」とは、必要な情報を迅

いう意識を持つことが大変重要に

速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全

なってきます。そのためには生き

な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるの

残る意味を見つけることです。

に支援を要する人々をいい、一般的に高齢者、障害

自分の大切な人（家族・親戚・友達・恋人）や大切な物

者、外国人、乳幼児、妊婦等があげられている。要援

（自分が大切と思う物）を守るためにどうすれば良いの

護者は新しい環境への適応能力が不十分であるため、

かを考えたときに答えが見えてきます。それは、他人を

災害による住環境の変化への対応や、避難行動、避難

当てにせず、自分が生き残るために何をすれば良いか

所での生活に困難を来すが、必要なときに必要な支援

を考えることですが、それは自分自身にしか分らない

が適切に受けられれば自立した生活を送ることが可能

ものです。

であると記されている。

「そう言っても、誰かが来て助けてくれる」と、思う

しかしながら、このガイドラインは、平成１６年に
発生した一連の風水害に於いて、犠牲者の半数以上が

のは甘い！きっと来てくれるなんていうのは「絵に描い
た餅」であることに気付いてください。

高齢者であったことから、高齢者等の災害時要援護者

阪神淡路大震災を振り返ると、死者６４３４人の内、

の避難支援などについて検討が進められ、「災害時要

直接死の約５５００人の９割が１５分以内に亡くなって

援護者の避難支援ガイドライン」（平成 17

います。この教訓から１５分以内の対策を考えれば答え

年 3 月）を取りまとめられたものです。

は簡単！「他人は当てにできない」「災害発生までに

確かに災害が発生すると、これまでの例から高齢者

対策をする必要性」が理解できます。その意味とは、

や、障害のある人が被害を受ける割合は元気な若者と

要援護者支援を受けるには、日頃から家の中を片付けて

比べて高くなることが報告されています。

避難路の確保を心がけたり、家具の転倒防止をしたり、

でも、本当に「災害時要援護者とはこの人だ」と決
めつけて良いのでしょうか？少し疑問を感じます。
では、被害を受

上からものが落ちてこないように落下防止等の対策を行
った上で、あなたが生き残ってこそ、初めて受けられる
支援となるのです。

けやすい人とはど

また、１５分が命のタイムリミットと考えれば、頼り

んな人か考えてみ

になるのは、家族やご近所の人たちです。ですから、地

ましょう。

域活動に参加することや日頃からご近所の方々に挨拶を

【高齢者】社会的な役割が減るにつれ、地域とのつな

することも「あなたにとって大切な災害保険」となり

がりが少なくなり、孤立しがちな人。

ます。また、東日本大震災では、誰かが助けに来るのを

【障害がある人】目が不自由な人、聞いたり話したり

待つのではなく、早々に自分から避難をした人が助かっ

するのが難しい人、手足が不自由な人、災害が起こっ

ているのです。

た状況を的確に把握することが難しい人。

加古川グリーンシティ防災会

【その他】妊婦や乳幼児、病気治療中や入院療養中な

では、お互いがお互いを守り合

どの人は、避難に時間がかかります。日本語が十分に

い、みんなが「共に生きる」こ

理解できないため、緊急の情報が伝わりにくく、避難

と。そして少しの「思いやり」というスパイス、これが

が遅れてしまう外国の人。

最善の要援護者対策であると思います。

【それ以外】災害時には、家屋の倒壊や火事などで負
傷し、他人の介助を必要とする人。

くり返しますが、災害発生後には何かしてくれるとい
う考えはもはや甘過ぎです！

－次号に続く－
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涼しくなると共に食欲増進は、やっぱり！！みなさ
第２８期自治会役員を以下の方々にお願いすること
になりました。１年間よろしくお願いします。
棟号

氏

名

棟号

氏

名

んもでしょうか！？

少々濃厚な味も恋しくなる頃で

は？
今月は、豚肉にからめた黒酢みそだれが味わい深
く、材料を重ねて蒸すだけの簡単レシピ『豚バラとも

Ａ

６０１

○○さん

Ｄ

５０１

○○さん

やしの黒酢みそ蒸し』です。

G

３０２

○○さん

Ｄ

９０４

○○さん

◆[材料２人分]

Ｂ

１０６

○○さん

Ｄ

９０５

○○さん

豚バラ薄切り肉・・・２００ｇ

Ｂ

６０６

○○さん

Ｅ

６０８

○○さん

もやし・・・・・・・２００ｇ

Ｂ１１０６

○○さん

Ｅ

７１０

○さん

Ｂ１４１０

○○さん

Ｅ

９０９

○○さん

Ｃ

７０３

○○さん

Ｅ１１０７

○○さん

にんにくのすりおろし・・1／2 かけ分

Ｃ１３０４

○○さん

Ｆ

１０１

○○さん

みそ・・・・・・・・・・大さじ２～３

Ｆ１００４

○○さん

黒酢・・・・・・・・・・大さじ２

Ｄ

２０８

○さん

万能ねぎの小口切り・５本分
《黒酢みそだれ》

ごま、片栗粉・・・・・・各大さじ１
自治会の主な役割は行政に対する地域の窓口である
とともに、いろいろな行事によってグリーンシティの
コミュニティを形成することです。自治会がなくなれ
ば加古川市によるゴミ回収もしてもらえなくなり、広
報「かこがわ」も送付してもらえません。また、夏ま
つりも、もちつき大会もなくなります。役員になられ
た方には役員としての職務の遂行と、居住者の皆さん
には自治会行事への積極的な参加をお願いします。
また、加古川市への要望事項などありましたら、自
治会まで連絡ください。

水（蒸す用）・・・・・・・大さじ２
◆[作り方]
①もやしは水に５分ほどさらし、ざるに上げてペー
パータオルで水気をよく拭く。豚肉は長さ８㎝に
切り、黒酢みそだれの材料を混ぜて加え、全体に
からめる。
②フライパンにもやしを敷き、豚肉を広げながらの
せ、水（蒸す用）をふる。ふたをして中火にか
け、鍋の縁の水が沸々としたら、そのまま５分ほ
ど蒸す。器に盛って万能ねぎをふる。
（1 人分４７３Kcal、塩分２.３ｇ）

グリーンシティ自治会では、毎月第４土曜日の午前
９時３０分から集会所ホールで、民生児童委員さんを
中心に「なかよしひろば」を開催しています。
「なかよしひろば」はどなたでも参加できます。年
齢制限はありません。子どもさんやお孫さんを連れて
こられても大歓迎です。
お茶を飲みながら世間話をしたり、折り紙や簡単な
工作で花瓶や鉛筆立てなどを作ったりもします。
また、一人では解決できない日常生活での困りごと
「子育て・介護・近所付合い等々」を、みんなで話し
合って問題点を共有したり、専門家に相談して問題の
解決を図ったりしていま
す。日ごろ、いろいろな
ことでお悩みの方は、ぜ
ひ「なかよしひろば」を
覗きに来てください。
何か良い解決の糸口が見
つかるかもしれませんよ！

氷丘中学校ＰＴＡでは１１月１日～２２日まで
「見守り運動」を実施します。危険箇所に立って下校
時に子ども達の安全を守り「声かけ」を行います。
＜廃品回収のお知らせ＞
実施日：１１月４日（日）
当日の朝８時までにお出しください。
ご協力よろしくお願いします。

＜全員集合会のお知らせ＞
開催日：１０月２１日（日）
雨天 ２８日（日）
時 間：午前８時２０分～
場 所：氷丘南小学校運動場

ご意見、ご要望などをどしどしお書きください。（ご記名をお願いします）
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日

時

の忙しい時、ゴミ捨ての時などいつも困

場

所

ります。ちゃんと屋根のある所にとめて

食べ物がおいしい季節になりました
ね。おいしいお菓子やお茶をのみなが
ら、楽しい時間をご一緒しませんか？
ぜひ集会所へおこしください。
お待ちしています。

る数台の自転車がいつもじゃまです。朝

下さい。

Ｅ棟居住者

◆敷地内大規模整備工事の完成見事で
す。関係者ご苦労様でした。Ｅ棟居住者
◆マンション生活のマナーで気を付けて

前日からのごみ出しは、放火等犯
罪を誘発する危険があるため禁止
しています ！

毎 月 第 一日曜 と前 日 の土 曜 は、 集 会所 で
卓球ができます ！

◆Ｅ棟前の自転車置き場の外に置いてあ
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１０月２７日（土）
９時３０分～１２時
集会所ホール

欲しいこと。ベランダでの喫煙（隣に煙
も臭いも流れます）、布団たたき（ほこ
り・音が拡がります）

廃品回収のご協力ありがとうございました

Ｄ棟居住者

◆今回のクイズも楽しめました。頭脳ト

↙ありました。管理組合にて確認しまし

レーニングに最適です。

Ｄ棟居住者

たが、当箇所の照明は、防犯上の関係で

◆先月号の意見の中でＥ棟居住者の方か

点灯しているものです。ご理解をおねが

ら屋上に登る前の照明について意見が

いします。

管理組合
先月号の正解

上下・左右色々な方向につなげると、そ
れぞれ二文字の熟語になる漢字一文字
を、中央のマスに入れてください。そし
て、中央に入れた四つの漢字で四字熟語
をつくって答えてください。

①権力 ②照明
③新聞 ④船頭
⑤校歌 ⑥背筋
正解者４２名の内、
厳正な抽選の結果
５名の方に図書カー
ドを贈呈します。


応募用紙

１０月の答え

by 南雲風助（なぐもふうすけ）

どしどしご応募ください！ 応募締め切り日：１０月３１日
提 出 場 所：管 理 事 務 所
ﾌﾘｶﾞﾅ
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氏名

