
自主防災部筆頭副部長 上 田  孝 

今回は地震の震度についてお話します。               〔地震の揺れと被害想定〕 

さて、お話しはこれからです。表をごらんください。 

前回の『衣川台だより』で衣川台を襲う巨大地震と

いうことで「滋賀県が選定した６つの地震」とその規

模についてお話ししました。これらの地震が起こった

時、衣川台の震度はどれくらいになると思いますか。 

その答えは、最大で、何と震度７または６強となり

ます(滋賀県地震防災ブックより)。さて、その時あな

たはどうしますか。体験は大事ですよね。   

防災訓練は、この体験を主眼においています。 

ご家族みんなで防災訓練に 参加しましょう！ 

                            
 

衣川台では、災害が発生した時  ◆平成３０年度安否確認・共助 グループリーダー選出 

には、ご近所同士のグループ単位 （30 年 4 月 30 日現在 「新」は新任の方､「兼」は他 GL 兼務の方）〔敬称略〕 

で協力して対応することとして

お り、各グループにはリーダー

さん(ＧＬ)が就任して下さって

います。 

本年度のＧＬは、表のみなさん  

です。よろしくお願い致します。  

GL は、災害発生時に安否確認  

や救援要請などを行うほか、日頃 

から防災に関する役割を担って

頂いています。しかし、災害発生

時などは。GL おひとりだけです

べてを対応することはできませ

ん。住民みなさん方のお力添えを

お願いいたします。 

なお、２組は第１G と第２G を 

統合して第１G とし、第３G は第

２G に、第４G は第３G に変更

されました。 

   

震度 被害想定 

４ 
ほとんどの人が驚く。食器等は音をたて、置物は

倒れる。 

５弱 

大半の人が恐怖を覚え、物につかまりたいと感じ

る。食器類が落ちる。※震度５弱以上では、安否

確認をおこないます。 

５強 
歩くことが難しい。固定されていない家具や補強

されていないブロック塀が崩れることがある。 

６弱 
立っていることが困難。耐震性の低い木造建物に

は倒壊や損壊するものが出てくる。 

６強 
這わないと動くことができない。耐震性の低い建

物では倒壊するものが多い。 

７ 

耐震性の高い建物でもまれに傾くことがあり、耐

震性の低い鉄筋コンクリート造の建物では倒れる

ものが多くなる。 

組 １組 ２組 ３組 ４Ａ組 

組 長 中根 勇雄 西本 拓三 間島 洋一 伊藤 雅規 

第１Ｇ 有吉 貞明(新) 竹上 信介(新) 篠川 敏子(新) 小島 礼子 

第２G 平賀 正良(新) 西本 拓三(新) 浅木 一博 三村 比呂志 

第３G 東  和人(新) 中村 浩二 酒井 雅美(新) 矢根 新也 

第 4G ― ― 大野 光男(新) 田村 日出男 

組 ４Ｂ組 ５組 ６組 ７組 

組 長 松井  亮 水谷 展子 鎗   勉 糟谷 貴美子 

第１Ｇ 福永  剛(新) 喜多 靖子 田中 志保 中島 亮二 

第２G 出村 純也(新) 吉田 亘利 岩城  悟 森  勝彦 

第３G ― 川橋 他喜男(新) 田村 俊文 山川  孝 

第 4G ― － 畠中 二夫 糟谷 貴美子 

第５G ― － － 安田 正三 

組 ８組 ９組 １０組 １１組 

組 長 藤岡  毅 中村  良司 駒井  清 出田 美孝 

第１Ｇ 増田  新 前田 知子 山本 伊三朗(新) 中島 陽子 

第２G 大口 正勝 津野  洋(新) 一柳  翼(新) 小野 富造 

第３G 忠地 正敏 中村 良司(新) 古澤 弘信(新) 出田 美孝(新) 

第 4G 吉田 友宣(新) 高瀬 拓夫 中嶋 啓吾 牛尾 定勝 

組 １２組 １３組 １４組 １５組 

組 長 山根 正睦 深川 正弘 中井 津次 結城 実照 

第１Ｇ 新宅 亜也 北見 範年 齊藤 俊樹(新) 渡邊 健一(新) 

第２G 井上 康博 須藤  功 角本 宗敬(新) 石原 正宏 

第３G 金  明秀 深川 正弘(新) 長久 憲二(新) 廣重 信彦(新) 

第 4G － 深川 正弘(新兼) 日下  悟(新) 伊井 英夫 

第５G － － 岡村 悦道 小長谷 雅子 
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5 月 13 日(日) に自主防災部では、自治会役員の皆さんとともに、衣 

川台内において、防災・安全パトロールを実施しました。 

その結果、防災関係では、消火器ボックスの腐食などが見られました。 

そのため全消火器ボックスに、水はけの良いマットを敷く措置をとりま 

した。 

また、腐食が目立つ消化器ボックスは、錆を取り、塗装を今年度中に 

実施する予定です。 

去る 6 月 18 日(月)の午前８時頃、大阪府北部を震源とする最大震 

度６弱、マグニチュード 6.1 の強い地震が発生しました。 

大津市では震度５弱と観測されたとの報道に基づき、衣川台自主防 

災部では災害対策本部をすぐに設置し、安否確認を実施しました。 

その結果、衣川台にお住まいの皆さんにはケガなどの被害がないこ 

とが確認されたため、2 時間後に災害対策本部を解散しました。 

安否確認にあたられた組長・グループリーダー・住民の皆さま、あ 

りがとうございました。 

 

7 月１日(日) にまさかの時に備え、第１回防災訓練を実施しました。 

８時３０分に震度５弱の地震が発生したとの想定で、安否確認訓練を 

行った後、各組に分かれて、初期消火訓練や救出救護訓練を実施しまし 

た。 

その後、南自治会館で DVD『災害学習のすすめ』を視聴するなど、 

防災の意識を高めて頂きました。 

なお、今回の訓練に参加された方は、初期消火９９名、救出救護５６ 

名、DVD視聴７８名でした。ご参加いただき、お疲れさまでした。 

まさかの時にきちんとした対応ができるよう、これからも防災訓練に 

は積極的にご参加ください。 

 

  

活動員募集中！！                                                                          

               いざと言う時の災害には、 

多くの支援が必要です。 

ご協力お願いします。 

 

防災部事務局長 田村（修）☎573-4435 

編集後記 

今年度の自主防災部情報班長に

就きました。災害が発生したとき

に、早く確実な対応ができるよう

に、情報の収集に努めます。 

また、災害に強い街づくりのた

めの情報を提供していきたいと、

考えています。 

どうぞよろしくお願いいたしま

す。     (情報班長 半田) 


