
              令和 ４年 10月 29日 

香下区、砥石川区 区長様 

香下区、砥石川区の皆さまへ 

志手原校区地域づくり協議会 

会長  西田 孝夫 

（第 1事業部会 扱い） 

地域版防災マップ作成作業（事前準備、街歩き等）の実施について 

 

秋本番を迎え、木々の紅葉も進みつつある今日この頃となりました。 

 さて、コロナ禍で活動も制約されて来ましたが、感染者数も減少し少しづつですが、 

 今までの日常が戻って来そうな状況になってまいりました。 

さる 10月 29日に香下公会堂におきまして、地域版防災マップ作成にむけた説明会 

 を実施しました。多数の方に出席頂き、活動を展開していくことの意義、実施の行程 

 進め方について関係者の方より説明頂きました。 

 

香下区につきましては、区内を 2班に分けて、又砥石川区については 1班でそれぞれ 

 街歩きをしてはどうか？ということで話が落ち着きました。 

 具体的な工程につきましては、下記の通りでございます。 

 区民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

                   記 

 １．街歩き日時 令和 ４年 １１月２６日 （土） （事前、事後の作業含む） 

         『雨天予備日 １２月  ３日  （土）』 

               ９時～１４時予定 

  ２．集合場所 香下公会堂 （三田市香下 699番地）  

          （香下区、砥石川区共に集合お願いします） 

 ３．当日の主な行程 

   ９：００～  挨拶、主旨説明  

   ９：３０～  各地区街歩きの実施（2時間～2時間 30分） 

   １２：００～ 昼休み 

   １３：００～ 図面作成作業 

   １４：００～ 各地区より作業内容の発表 等 

４．参加者  

各地区 区長 or副区長、民生児童委員 or協力委員、消防団員、児童 PTA、老人会 

第一部会メンバー、地域事情に詳しい方 等（自分の地域の事ですので誰でも参加 

大歓迎です） 防災士、危機管理課の方にも出席して頂きます。 

 ＊区内の皆様へ 

【当日、街歩きのメンバーを見かけましたら声掛け、情報提供お願いします。】 

５．当日の服装 

寒さが予想されますので、防寒、防雨対策して参加願います。 

 

                   連絡責任者 第 1事業部会副代表（防災担当） 

                        山 内 雅 弘 （090-5245-6663） 



令和 ４年 ９月 吉日 

 

さんだ防災リーダーの方々へ 

志手原校区地域づくり協議会 

会長  西田 孝夫 

（第 1事業部会 扱い） 

 

地域版防災マップ作成作業（事前準備、街歩き等）の実施について 

 

秋本番を迎え、木々の紅葉も進みつつある今日この頃となりました。 

 さて、コロナ禍で活動も制約されて来ましたが、感染者数も減少し少しづつですが、 

 今までの日常が戻って来そうな状況になってまいりました。 

先日、10月 29日に有馬富士共生センターにおきまして、地域版防災マップ作成に 

 むけた説明会を実施しました。多数の方に出席頂き、活動を展開していくことの意義、 

 実施の行程、進め方について関係者の方より説明頂きました。 

 

 具体的な実施場所として、志手原校区を５地区に分割して実施することにいたしました 

 実施の優先順位として、危険個所、土砂災害が予想される地域からということから、 

 香下区、砥石川区より実施することとなりました。 

 つきましては、下記に作業における準備事項、お願い事項等記載いたしますので、ご 

 協力をよろしくお願いいたします。 

                   記 

 

 １．街歩き日時 令和 ４年 １１月２６日 （土） （事前、事後の作業含む） 

         『雨天予備日 １２月  ３日  （土）』 

               ９時～１４時予定 

  ２．集合場所 香下区集会所  

          （香下区、砥石川区共に集合お願いします） 

 ３．当日の主な行程 

   ９：００～  挨拶、主旨説  

   ９：３０～  各地区街歩きの実施（2時間～2時間 30分） 

   １２：００～ 昼休み 

   １３：００～ 図面作成作業 

   １４：００～ 各地区より作業内容の発表 等 

６．参加者  

各地区 区長 or副区長、民生児童委員 or協力委員、消防団員、児童 PTA、老人会 

第一部会メンバー、地域事情に詳しい方 等（自分の地域の事ですので誰でも参加 

大歓迎です） 防災士、危機管理課の方にも出席して頂きます。 

７．当日の服装 

寒さが予想されますので、防寒、防雨対策して参加願います。 

                   連絡責任者 第 1事業部会副代表（防災担当） 

                        山 内 雅 弘 （090-5245-6663） 



令和 ４年 9月 吉日 

 

志手原校区 地域づくり協議会 役員及び  

志手原校区 地域づくり第 1事業部会の皆さま 

志手原校区地域づくり協議会 

会長  西田 孝夫 

（第 1事業部会 扱い） 

地域版防災マップ作成作業（事前準備、街歩き等）の実施について 

 

秋本番を迎え、木々の紅葉も進みつつある今日この頃となりました。 

 さて、コロナ禍で活動も制約されて来ましたが、感染者数も減少し少しづつですが、 

 今までの日常が戻って来そうな状況になってまいりました。 

先日、10月 29日に有馬富士共生センターにおきまして、地域版防災マップ作成に 

 むけた説明会を実施しました。多数の方に出席頂き、活動を展開していくことの意義、 

 実施の行程、進め方について関係者の方より説明頂きました。 

 

 具体的な実施場所として、志手原校区を５地区に分割して実施することにいたしました 

 実施の優先順位として、危険個所、土砂災害が予想される地域からということから、 

 香下区、砥石川区より実施することとなりました。 

 つきましては、下記に作業における準備事項、お願い事項等記載いたしますので、ご 

 協力をよろしくお願いいたします。 

                   記 

 

 １．街歩き日時 令和 ４年 １１月２６日 （土） （事前、事後の作業含む） 

         『雨天予備日 １２月  ３日  （土）』 

               ９時～１４時予定 

  ２．集合場所 香下区集会所  

          （香下区、砥石川区共に集合お願いします） 

 ３．当日の主な行程 

   ９：００～  挨拶、主旨説  

   ９：３０～  各地区街歩きの実施（2時間～2時間 30分） 

   １２：００～ 昼休み 

   １３：００～ 図面作成作業 

   １４：００～ 各地区より作業内容の発表 等 

８．参加者  

各地区 区長 or副区長、民生児童委員 or協力委員、消防団員、児童 PTA、老人会 

第一部会メンバー、地域事情に詳しい方 等（自分の地域の事ですので誰でも参加 

大歓迎です） 防災士、危機管理課の方にも出席して頂きます。 

９．当日の服装 

寒さが予想されますので、防寒、防雨対策して参加願います。 

                   連絡責任者 第 1事業部会副代表（防災担当） 

                        山 内 雅 弘 （090-5245-6663） 



令和 ４年 ９月 吉日 

三田市危機管理課 藤本係長 様 

志手原校区地域づくり協議会 

会長  西田 孝夫 

（第 1事業部会 扱い） 

 

地域版防災マップ作成作業（事前準備、街歩き等）の実施について 

 

秋本番を迎え、木々の紅葉も進みつつある今日この頃となりました。 

 さて、コロナ禍で活動も制約されて来ましたが、感染者数も減少し少しづつですが、 

 今までの日常が戻って来そうな状況になってまいりました。 

先日、10月 29日に有馬富士共生センターにおきまして、地域版防災マップ作成に 

 むけた説明会を実施しました。多数の方に出席頂き、活動を展開していくことの意義、 

 実施の行程、進め方について関係者の方より説明頂きました。 

 

 具体的な実施場所として、志手原校区を５地区に分割して実施することにいたしました 

 実施の優先順位として、危険個所、土砂災害が予想される地域からということから、 

 香下区、砥石川区より実施することとなりました。 

 つきましては、下記に作業における準備事項、お願い事項等記載いたしますので、ご 

 協力をよろしくお願いいたします。 

                   記 

 

 １．街歩き日時 令和 ４年 １１月２６日 （土） （事前、事後の作業含む） 

         『雨天予備日 １２月  ３日  （土）』 

               ９時～１４時予定 

  ２．集合場所 香下区集会所  

          （香下区、砥石川区共に集合お願いします） 

 ３．当日の主な行程 

   ９：００～  挨拶、主旨説  

   ９：３０～  各地区街歩きの実施（2時間～2時間 30分） 

   １２：００～ 昼休み 

   １３：００～ 図面作成作業 

   １４：００～ 各地区より作業内容の発表 等 

 ４．参加者  

各地区 区長 or副区長、民生児童委員 or協力委員、消防団員、児童 PTA、老人会 

第一部会メンバー、地域事情に詳しい方 等（自分の地域の事ですので誰でも参加 

大歓迎です） 防災士、危機管理課の方にも出席して頂きます。 

 ５．当日の服装 

寒さが予想されますので、防寒、防雨対策して参加願います。 

 

                   連絡責任者 第 1事業部会副代表（防災担当） 

                        山 内 雅 弘 （090-5245-6663） 


