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春日神社拝殿建設委員会
第 3回公開講座を開催しました

三重県に緊急事態宣言が発令されました
三重県緊急事態措置 令和 3年 8月 27 日（金）～9月 12 日（日）

【特措法第 45 条第 1 項に基づく要請】

〇日中も含め、外出や移動の自粛、特に 20時以降の外出自粛を！

〇県境を越える移動の自粛を！

〇外出の必要がある場合も、外出機会の半減を！ 外出する場合は少人数で、混雑を避けて！

（＊上記については、生活の維持に必要な場合を除く）

まとめ買い等、外出の回数を減らす工夫を

〇ホームパーティー、バーベキュー・路上・公園など屋外でも、大人数・長時間の飲食は避けて！

＊伊賀市では、この期間、①文化施設、体育施設、地区市民センター等の貸館受付は停止（既に

受付をした利用者には、利用自粛を要請）、②観光施設、温泉施設等は休館、③学校施設の貸出

は停止し、公民館及び図書館は休館、④キャンプ場、公園遊具等は利用停止の措置が取られます。
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春日神社拝殿建設委員会では 7月 17 日（土）に春日神社拝殿保存修理事業の事業内容の一つ

として、「春日神社をめぐる宮座と請の行事」をテーマに公開講座を行いました。講師は、伊賀市

文化財保護審議会委員の福田良彦氏で、中世から今日まで継承されている宮座とシュウシ行事

の調査を実施し、その内容を中心に講演されました。中世から宮座組織として行事を受け継ぎ、こ

れに密着した食文化等の伝統文化を継承することが大切だと実感できる内容でした。講演の後、

拝殿保存修理事業の施工業者の説明を受けながら拝殿工事現場の見学会を行いました。当日、

午前は宮座組織の方を中心とした氏子 30名が参加、午後は一般の方 27名の参加がありました。

《投稿者 ： 春日神社拝殿建設委員会 五百田 昭徳さん》



壬生野地域総合防災訓練事業

防災講演会を開催しました

８月１日（日）午前 10 時から、壬生野小学校体育館において壬生野地域まちづくり協議会主催で

『災害に強い地域づくり』～生き残り、生きのびて、次につなげるために～と題して、三重大学大学院

工学研究科 川口淳准教授をお招きして講演会を開催しました。当日は壬生野地域まちづくり協議

会役員、運営委員、各部会長のほか壬生野地域全ての自治会から区役員・組（班）長が参加し、伊賀市

からは総合危機管理課、伊賀支所、消防本部東分署、壬生野小学校、市社協いがまち地域センター、

伊賀警察署壬生野駐在警察官など総勢 79名の参加をいただきました。

講演会に先立ち、防犯防災部会の谷口剛部会長からの挨拶があり、「壬生野地域では昨年度から

伊賀市のキラッと輝け地域応援補助金事業を活用し 3 ヶ年計画で、地域の総合防災訓練に取組ん

でいます。また、この取組みには、当初から伊賀市総合危機管理課をはじめ、伊賀市防災アドバイザ

ーであり、当講演会の講師を務めて頂く、三重大学の川口淳准教授の指導を頂いています。1 年目

の昨年度は、まち協の運営委員や各部会長を主体として防災事例研修や土砂災害を想定した図上

訓練などを行ないましたが、2 年目の本年度は、全ての地域住民が参画する訓練を計画しました。

その中で様々な課題を発掘し、次年度の訓練に繋げていきます。」とのお話がありました。

～講演会のアンケート結果より～

参加者 79 名のうち 71 名（回収率 89.9％）の方からアンケートの回答を頂きました。回答によると

『参加者の年齢』では地域の重鎮となる 60歳代が最も多く 27 名（38％）、次いで 40 歳代が 14 名

（20％）、50 歳代 13 人（18％）と組長や消防団を担う世代が多かった。また、『防災講演会の参加』で

は、初めてが 36名、複数回が 35名で、ほぼ半々であった。複数回参加された方のうち 22 名は

3回以上の講演会に参加している。『これまでに参加した講演会の内容』では、“地震に関すること”

が、最も多く 24 名、続いて“土砂災害・台風に関すること”が 19 名、“避難・救護に関すること”が 3番

目で 17 名であった。『防災を考えるうえで大切なことは』では、最も多い回答が“自然災害に対する

知識”で 46 名、2 番目が“災害に対する備え（耐震・備蓄）”で 43 名、3 番目が“地域のコミュニティ”

で 30 名、4 番目が“情報の収集で 29名となりました。”

今回の講演会では、地球を取りまく自然環境が刻一刻と大きく変化しており、これまでの防災に

対する経験が役に立たない災害が頻繁に起こっている。宅地や道路橋梁、河川堤防等もこれまで

の安全基準を超える災害が起こりうる。ハザードマップは安全マップではない。地域のコミュニケ

ーションにより危険箇所をチェックすることや、地域での安否確認の確立に取り組むことなど、様々

なご意見を頂きました。



壬生野地域総合防災訓練事業

避難訓練及び避難所運営訓練の開催案内

日 時 ： 2021（令和３）年 10 月 3日（日） 午前 7時頃 ～ 正午頃

場 所 ： 一時立ち寄り所（各区）～拠点避難所（壬生野小学校）への避難

参加要請 ： 壬生野地域に居住する全ての住民の方

＊新型コロナウイルスの感染状況等により訓練を縮小若しく日程を延期する場合があります。

◆◇◆災害想定は当日の朝、防災無線等で連絡します。◆◇◆

①住民の方は、各区長さんの指示により避難行動して下さい。

あらかじめ組等の単位で定めた避難場所へ集合してください。

組長さんは避難状況を区長さんに報告して下さい。（区の連絡方法）

②各区で定めている一時立ち寄り所（集会所等）まで避難して下さい。

組長さんは避難者確定人員を区長さんに報告して下さい。（口頭）

自宅の安全を確認のうえ、一般の方は帰宅して下さい。

③自治会役員（組長等を含む）の方は避難が必要な方を誘導して下さい。

今回の訓練では、拠点避難所（壬生野小学校）へ避難誘導します。

区長さんは地区市民センターへ避難誘導者数を報告して下さい。（無線）

誘導中の道路・建物の状況を地区市民センターへ報告して下さい。（無線）

④拠点避難所（壬生小体育館）で受付をして下さい。

各区ごとに避難者の状況を報告（総数、自宅待機数、避難者の健康状態等）

壬生野地域全地区が避難するまで待機し、避難所の状況を把握します。

⑤避難所運営訓練の実施

総合危機管理課の主導による避難所運営ゲームを行います。

⑥総評

事務局より避難訓練の経過報告を行います。

訓練本部から訓練全体の講評を行います。

希望ヶ丘区で防災訓練を実施しました

7 月 18 日(日)希望ヶ丘区で防災訓練を行いました。当日は伊賀市役所危機管理課の藤田主幹から

講演をいただいたあと、初期消火や応急救護訓練を行うとともに簡易トイレや起震車を体験しアルフ
ァー化米の試食も行いました。参加者は、役員・希楽会・消防団など合わせて３５名及び小学生・保護者
合わせて 49名でした。

《投稿者：希望ヶ丘区長 橋 爪 誠さん》



◎当面のスケジュール
月 日（曜日） 行 事 名 摘 要

9月 1 日（水） 広報誌等発送日（9 月 1 日号） コミュニティ壬生野 185号発行

9月 2日（木） 第 3回地域自治推進会議 伊賀支所

9月 2日（木） 第 3回防犯防災部会 壬生野地区市民センター

9月 8日（水） 第 4回人権同和部会 壬生野地区市民センター

9月 9日（木） 第 6回役員会 壬生野地区市民センター

9月 10 日（金） 第 2回いがまち人権センター解放講座 いがまち人権センター

9月 12 日（日） 三重県知事選挙投票日 各投票所

9月下旬 第 4回フレッシュ壬生野部会 壬生野地区市民センター

9月 21～30 日 秋の全国交通安全運動 街頭啓発 21 日・ 30 日

9月 25日（土） 第 4回教育文化部会 壬生野地区市民センター

10 月 1日（金） 広報誌等発送日（10 月 1 日号） コミュニティ壬生野 186号発行

10月 3日（日） 壬生野地域総合防災訓練 【避難訓練】

＊全ての世帯の方のご協力をお願いします。
各自治会～壬生野小学校

10月 5日（火） 第 4回地区市民センター長会議 伊賀支所

10月 12 日（火） 第 4回運営委員会（終了後第 7回役員会） 壬生野地区市民センター

10月 24 日（日） 壬生野グラウンドゴルフ大会開催

＊参加申込書は別添チラシをご覧ください

フレッシュ壬生野部会主催

壬生野小学校グラウンド

10 月 30日（土）

～31 日（日）

いがまち展覧会

＊作品募集等は別添チラシをご覧ください
いがまち公民館ホールほか

11 月 1 日（月） 広報誌等発送日（１１月 1 日号） コミュニティ壬生野１８７号発行

11 月 4 日（木） 第 4回地域自治推進会議 伊賀支所

11 月 10 日（水） 第 8回役員会（伊賀市議会との意見交換会） 壬生野地区市民センター

11 月 12 日（金） 足の爪お手入れ健康講座（いがまち公民館出前講座） 壬生野地区市民センター

11 月 26～28 日 壬生野まつり開催

＊滝山渓谷文化コンテストを同時開催の予定です

教育文化部会主管

壬生野地区市民センター

12 月 2日（木） 第 5回地区市民センター長会議 壬生野地区市民センター

12 月 5日（日） 壬生野地域年末の環境美化活動

＊全ての世帯の方のご協力をお願いします。
壬生野地域全域

＊このスケジュールは８月 26 日現在の情報で作成していますので、最新の情報をご確認ください。

◇◇壬生野まつり募集予告（滝山渓谷文化コンテストは別途案内予定）◇◇

～本年度も新型コロナウイルスの感染対策を行ったうえで作品展示のみ開催する予定です～

10 月 1 日号広報に展示作品募集要項を掲載するとともに作品展示申込書を全戸配布します。

＊出品作品申込票は 10 月 29 日（金）の〆切を予定しています。

＊作品の搬入は 11 月 26 日午後。展示は 27 日～28 日午前。搬出は 28 日午後の予定です。

＊新型コロナウイルスの感染状況等により縮小若しくは中止となる場合があります。

◇◇◇ ご意見・お問い合わせ・投稿は、下記までお寄せください。 ◇◇◇◇

壬生野地域まちづくり協議会事務局 ＴＥＬ:45-8900

まちづくり協議会からのお知らせ♪


