総合防災訓練
9月3日㈫に︑
仙石原地域
︵仙
石原浄水センター︶を中央会場
として︑総合防災訓練を実施し
ます︒
その他の地域では︑自主防災
組織︵自治会︶が中心となり︑

いざというときには︑地震に

前に参加の申し込みが必要とな
ります︒

シェイクアウト訓練には︑事
火︑台風︑豪雨︑豪雪などの自
然災害を対象とした﹁防災﹂に

募集作品 地震︑津波︑火山噴

関するもの
詳細は︑ 月 日㈪発行の回
用紙の大きさなど Ａ3判︵約
覧﹁まちだより または県ホー
」
ムページ内 か
㎝ ×㎝ ︶以上Ａ２判︵約
「ながわシェイク
㎝ ×㎝ ︶以下の大きさの画用
アウト
｣(http://www.pref.ka
紙またはケント紙
に
nagawa.jp/cnt/f480078/)
掲載しています︒
応募方法
月 日㈭までに郵
県
送で提出してください︒
※では9月5日㈭ 時に一斉
実施します︒
照会先 総務防災課
☎85 9
―561

防災ポスター
コンクール
内閣府では︑防災意識の高揚︑
防災知識の普及を目的に︑防災
ポスターコンクールの作品を募
集しています︒
優秀作品は﹁防災白書﹂の表
紙をはじめ︑防災啓発のための
各種ポスターやパンフレットな
どに幅広く活用される他︑防災
関連行事などで展示されます︒
誰でも応募可能ですので︑ぜ
ひ応募してください︒
応募区分
○幼児・小学１年生の部
○小学2〜4年生の部
○小学5・6年生の部

〜 時︶

〒555 0
―044 大阪府大
阪市西淀川区百島1 3
― 7
―8
／☎06 6
―476 5
―130
︵月〜金曜日9時〜 時︑ 時

応募・照会先 防災ポスターコ
ンクール事務局

詳細は︑内閣府ホームページ
︵ http://www.bousai.go.jp/ky
︶に掲
oiku/poster/index.html
載しています︒
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毎年8月 日は﹁戦没者を追
悼し平和を祈念する日﹂として︑
戦争で亡くなられた数多くの人
々を追悼し︑平和を祈念するこ
とを目的に︑同日 時にサイレ
ンを鳴らします︒
このサイレンを合図に︑町民
の皆さんもそれぞれの職場や家
庭などで︑追悼と平和祈念の黙
とうを捧げましょう︒
また︑広島市と長崎市では︑
毎年8月6日と8月9日に︑そ

れぞれ原爆死没者の慰霊式と平
和祈念を行っており︑広島市で
は6日8時 分︑長崎市では9
日 時 分に︑平和の鐘を合図
に︑1分間の黙とうを捧げるこ
ととしています︒両市では︑今
年も平和を祈る輪を全国各地に
広げるため︑原爆が投下された
時刻に黙とうが捧げられるよう︑
協力を呼びかけています︒
照会先 健康福祉課
☎85 7
―790

戦没者・原爆死没者の慰霊と
世界恒久平和祈念の黙とうを

○中学生・高校生の部
○一般の部
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シェイクアウト訓練とは︑自
らの安全を自分自身で確保する
﹁自助﹂の意識向上を図るため︑
地震発生時の安全確保行動を一
斉に行う訓練です︒︵図参照︶
時 分にサイレンを鳴らし
ますので︑このサイレンに合わ
せて行動してください︒

多くの皆さんの積極的な参加
をお願いします︒

11

仙石原公園の
遊具が新しく
なりました！

42
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対する日頃の備えや心構えが重
要となりますが︑個人としては
もちろん︑地域の力をあわせる
ことが︑大きな鍵となります︒
当日は︑大地震の発生時の避
難方法やライフラインの確保の
仕方︑応急手当のやり方などを
訓練しますので︑ぜひ積極的に
参加してください︒
詳細は︑8月 日㈪発行の回
覧﹁まちだより﹂で確認してく
ださい︒

かながわシェイクアウト
また︑今回の訓練では︑県下
一斉の取り組みとして﹁かなが
わシェイクアウト︵いっせい防
災行動訓練︶﹂も行います︒

警報が発表された時点で十分に
警戒してください︒
大雨などの際は︑時間を追っ
て発表される注意報や警報︑そ
の他の気象情報を活用して︑早
め早めの行動をとることが︑自
身や家族の命を守ることにつな
がります︒

対象となる現象例

・東日本大震災の大津波
・日本の観測史上最高の潮位を
記録した伊勢湾台風の高潮
・紀伊半島に甚大な被害をもた
らした平成 年台風第 号の
豪雨

特別警報と
呼ばないものも
﹁○○特別警報﹂と呼ぶのは︑
大雨︑暴風︑高潮︑波浪︑大雪︑
暴風雪の6種類です︒
また︑次の警報は︑従来の名
称のまま発表される予定です︒
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15

30

・津波・・・大津波警報
・火山噴火・・・噴火警報︵レ
ベル4以上︶
など
照会先

42

60

2

10

□総務防災課☎85 9
―561
□横浜地方気象台防災業務課
☎045 6
―21 1
―999

12

12

12

③ホールド・オン：
揺れが収まるまでじっとして！
②カバー：
体・頭を守って！
①ドロップ：
姿勢を低く！
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地域に密着した魅力ある都市公園を目指し、公園の
整備を進めていますが、仙石原公園にある遊具のうち、
ターザンロープを、 月末にリニューアルしました。
公園内には他にも、木製複合遊具や広場などの施設
があります。
また、隣接の「いこいの家」では、入浴休憩(有料)
もできます。
新しくなった仙石原公園を、家族でぜひ利用してく
ださい。
照会先 都市整備課☎85−9566
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地域分散型の訓練が行われます︒

発表されたら

特別警報が発表された地域は︑
数十年に一度しかないような非
常に危険な状況にあります︒
屋外の状況や︑避難指示・勧
告などに留意し︑直ちに命を守
るための行動をとってください︒

発表されなくても

また︑特別警報が発表されな
いからといって︑災害が発生し
ないということではありません︒
従来の警報はこれまでと変わ
りなく︑重大な災害のおそれが
あるときに発表されますので︑
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12

命を
守 るための
行動 を

気象庁では︑これまで大雨や
地震︑津波︑高潮などにより重
大な災害が起こる恐れがあると
きには︑警報を発表し︑警戒を
呼びかけていましたが︑8月
日㈮から﹁特別警報﹂の発表を
開始します︒

いつ発表されるか

特別警報は︑より甚だしい大
雨や大地震などが予想され︑重

詳細は︑気象庁ホームページ

大な災害になる危険性が著しく
高まっている場合に︑最大限の
警戒を呼び掛けます︒
︵ http://www.jma.go.jp/jma/k
ishou/know/tokubetsu‑keiho/i
で確認してください︒
ndex.html)
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前回の訓練の様子

！
！

｢かながわシェイクアウト｣も
同時に実施します

特別
警報
30

特別
警報
特別
警報

特別
警報
特別
警報

９月３日㈫は
総合防災訓練
特別
警報

8

2013.August
広報 はこね
9

2013.August
広報 はこね

