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 2018.10.2 Vol.4                                  9 月臨時総会 

 ～今この時を力強く 未来のために行動しよう～ 

人と人が結ぶ 魅力溢れる郷土の創造 

 

 

 

２０１８年度 山つつじ特別企画「未来への conversation(会談)」第四弾  

NPO セーフティネットぼうさい×十日町ＪＣ 
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挨拶 

この度、公益社団法人十日町青年会議所２０１９年度、第６３代理事長を務めさせていただく事となりま

した。栢森俊樹と申します。これまで先輩の皆様が築き上げてこられた十日町青年会議所の理事長という役

の重さを日増しに感じております。 

２０１０年に入会させていただいてからＬＯＭ、新潟ブロック、北陸信越地区、そして日本と、様々な経

験をさせていただきました。毎年所属委員会や立場が変わる青年会議所運動の各種活動はとても有意義であ

り、自分を成長させてくれるものばかりです。この単年度制である青年会議所という学び舎でこれまでに得

た多種多様の経験を理事長という立場でどのようにＬＯＭに還元できるか、そしてその経験を仕事や社会で

どのように活かしていくか、楽しみでもあり不安でもあります。人生で一度あるかないかの貴重な経験とな

ると思いますので自分を精一杯表現し、この越後妻有地域住民の方に少しでも良い影響を与えられるよう臨

んでまいります。一年間、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

JC 経歴 

２０１１年  「地域の宝」共育委員会          ２０１６年  理事 仕合せ委員会 委員長 

出向 ＮＢＣ Niigata Academy        ２０１７年  理事 総務・交流委員会 

２０１２年  煌く力醸成委員会 副委員長             出向 日本 経済再生グループ 

２０１３年  雪まつり特別委員会 副委員長             メディアリテラシー確立委員会 

会員開発委員会                   出向 ＮＢＣ  

夢を描ける新潟創造委員会 

出向 ＮＢＣ National Pride 委員会 副委員長 ２０１８年 理事 副理事長 

２０１４年  理事                        出向 ＮＢＣ  

社会開発委員会 委員長                未来へ変革する教育創生委員会 

２０１５年  総務交流委員会                     

    出向 地区 財政特別委員会 

第６３代理事長予定者 

 栢
かや

森
もり

 俊樹
と し き

  

S５６.９.３０生 
  十日町木工㈱ 
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ところで越後妻有防災プログラムってどんな事業なの？ 

さて、本誌を今ご覧の方の中にはこの事業内容を存じ上げない方も多いかと思い

ます。いつ起こるか分からない災害に対し、この事業を通じて災害に負けない強い

意識と備えを持っていただくことを目的として毎年開催されています。プログラム

の内容は「授業型プログラム」と「体験型プログラム」に大別されます。授業型プ

ログラムでは、災害時はどうなるのか動画を見て災害の恐ろしさ、対処方法を学ん

でもらいます。体験型プログラムでは、起震車、３Ｄ土石流体験装置等の各ブース

にて災害を疑似体験することができます。２０１８年度は６ブースを設置して子供

たちに体験してもらいました。 

起震車 

過去に発生した関東地震、新潟県

中越地震など６つの地震が体験で

きたり、最大深度７までの揺れを

発生できる。 

３Ｄ土石流体験装置 

立体の CG やアニメーションによ

って迫力のある土石流やそのメカ

ニズムについて学ぶことができ

る。 

水消火器 

普段触れることのない消火器を実

際に的を狙って使用することがで

きる。 

濃煙体験 

実際に煙が立ち込めるテントの中

に入り、腰を低く前に進む方法を

体験した。中は煙で前が見えない。 

車椅子体験 

車椅子に乗る若しくは補助者とし

て経験することにより、その使用

方法を学べる。また今回は車両へ

の搭乗方法も体験した。 

担架運送体験 

災害時に動けない負傷者を運送す

る際にとても有用な方法。２本の

棒と毛布があれば簡易的な担架が

作成できることを学習した。 

 

昨年に引き続き今年も６月３０日に、小中一貫校である「まつのやま学園」の１年生から９年生の全校生徒

とその保護者等を対象に、地域の宝である子供たちが、自分の命は自分で守ることができるよう行動がとれ

ることを目的として越後妻有防災プログラム２０１８が開催されました。さて、この特集ページでは、当日

の事業の紹介と、この事業に共催いただいている社会福祉法人十日町市社会福祉協議会、ＮＰＯ法人セーフ

ティネットぼうさい、そして当法人の十日町 JC の３団体で構成する「越後妻有防ネットワーク協議会」に

ついて、スポットを当ててみます。 
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越後妻有防災ネットワーク協議会とは 

 

公益社団法人十日町青年会議所、社会福祉法人十

日町市社会福祉協議会、非営利活動法人セーフティ

ネットぼうさいによる「越後妻有防災ネットワーク

協議会」の設立締結式が中越大震災からちょうど 10

年目の 2014 年 10 月 23 日、十日町ＪＣ主催の第１

回「越後妻有フェスタ２０１４」開催のキナーレで

執り行われた。３団体は災害発生時に住民の安全を

守るために連携してボランティアセンターなどを

立上げ、情報共有や役割分担、相互協力を進めて円

滑運営に努めると共に、市民の生命・財産を守るた

めの防災・減災意識の高揚に向けた事業を毎年行う

ことにしている。 

 

 

 

 

郷土の力創造員会  委員長  宮内 隆和 
 

越後妻有防災プログラム２０１８事業報告 

越後妻有防災プログラムとは十日町市社会福祉協議会、セーフティネットぼうさい、十日町青年会議

所の３団体からなる越後妻有防災ネットワーク協議会が主催する事業で小学校へ出前授業を始めて３

回目となる今年は６月３０日土曜日にまつのやま学園での開催となりました。防災士による講演から始

まり授業と体験、２つのプログラムで「自分の命は自分で守る」ことを児童生徒に考えていただきました。

近年頻発する自然災害、子供たちはどこで災害に巻き込まれるかわかりません。周りに大人がいない状

況で正しい判断をしなくてはいけません。防災プログラムで学んだことを忘れずに日頃からの備えをして

いただきたいと思います。今後も越後妻有防災ネットワーク協議会は防災・減災活動を進めていきます。

まつのやま学園、共催いただいた各所関係者の皆さまのご協力により素晴らしい事業となりました。大

変ありがとうございました。 

 

越後妻有
防災

ネットワーク

協議会

十日町
青年
会議所

十日町市
社会福祉
協議会

セーフテ
ィネット

ぼうさい



公益社団法人十日町青年会議所                                       ２０１８年度 山つつじ Vol4 

  
 5 / 16 

 

未来への conversation(会談) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年度 山つつじ特別企画「未来への conversation（会談）」 第四弾 
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「防災士」とは 

防災士とは「“自助” “共助” “協働”を原則として、かつ、“公助”との連携充実につとめて、社会

の様々な場で減災と社会の防災力向上のための活動が期待され、さらに、そのために十分な意識・知識・技

能を有する者として認められた人」のことである（日本防災士機構の定義による。2017 年（平成 29 年）4

月末現在で 130,424 人がその資格を取得している）。 

防災士の活動は、主として地震や水害、火山噴火、土砂災害などの災害において、公的機関や民間組織、

個人と力を合わせて、以下の活動を行うとしている。平常時においては防災意識・知識・技能を活かして、

その啓発に当るほか、大災害に備えた自助・共助活動等の訓練や、防災と救助等の技術の練磨などに取り組

む。また、時には防災・救助計画の立案等にも参画。災害時にはそれぞれの所属する団体・企業や地域など

の要請により避難や救助・救命、避難所の運営などにあたり、地域自治体など公的な組織やボランティアの

人達と協働して活動を行う。 

 

 

 

 

                       防災プログラム２０１８ 防災士による講演会の様子 
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【長谷川理事長】（以下、長谷川） 本日は山つつ

じ特別企画「未来への conversation（会談）」第４

弾ということで、越後妻有防災ネットワーク協議会

で我々と共に活動をしているNPOセーフティネット

ぼうさいの尾身代表と高橋さんをお招きして、防災

士であるお二人と防災について話をしていきたい

と思います。本日はよろしくお願いします。では、

早速始めたいと思いますが、まず防災士についてと

活動を始めたきっかけを教えていただければと思

います。 

【高橋敏昭】（以下、高橋） まず防災士というは、

阪神淡路大震災の後に自分のことは自分で守ろう

という思いからできた民間の資格です。NPO 日本防

災士機構が認める研修や試験を受けて取得します。

現在では全国で１５万人の登録があります。２００

２年の一期生として尾身さん、その翌年に私が取得

をしました。その当時は形ばかりで防災士としての

心構えなどもない状態でずっときました。私の場合、

中越地震の時は、おどおどするだけで防災士の資格

を得る際に勉強した事が全く出来なかったという

反省がある中、尾身さんに誘われたのをきっかけに

今の活動をさせてもらっています。 

【尾身誠司】（以下、尾身） 私は平成１５年に消

防署を退職しました。退職をしたら防災のことをや

りたいなと考えていました。結局、消防にいたから

といって何かの資格があるわけではなく、何か皆さ

んにインパクト与えるための資格があったらいい

なと思い、当時の兵庫県知事が立ち上げた NPO 日本

防災士機構という組織を知っていたので、三日間東

京に行き講習を受講し、試験に合格して防災士の資

格を取得しました。そして、翌年の１６年５月には、

防災士になる以前から準備をしていたNPOセーフテ

ィネットぼうさいを立ち上げました。設立当時、メ

ンバーは１２人くらいでしたが、防災士は３、４人

くらいでした。当初の活動は、「この地域は、豪雪

はあっても地震は来ない。」という考えを改めても

らうことや備えを持つことを各地区の老人会や婦

人会、区長さんたちに話をして周りました。その後、

中越地震という大地震がこの地域を襲い、それがき

っかけとなって自主防災組織が各地区で続々と作

られました。しかし、組織があっても何をすればい

いのか分からないということで、私どもが指導にい

きました。現在では、市から委託を受けてやってい

ますが、当時はそのような形で自発的に動いていま

した。 

【長谷川】 今現在、防災士は全国に１５万人もい

るとのことですが、全国的な活動もされているので

しょうか。

 

【尾身】 １５万人のほとんどは資格だけの方が多

く、防災士会という団体には、その 1 割も入ってい

ません。１５万人の方が我々のような活動をしてい

る訳ではありません。防災士会新潟県支部には１０

０人以上の防災士がいますが、その人たちの全てが

各市町村で活動しているかというとそうではあり

ません。 

【長谷川】 十日町市・津南町には NPO セーフティ

ネットぼうさい以外にも防災士はいるのでしょう

か。 

【高橋】 います。私が防災士を取ったきっかけは

郵便局長をしていたことです。当時、局長会で何か

地域貢献をしなければいけないだろうということ

になり、防災の勉強をしようということになりまし

た。多くの郵便局長が防災士を取得し、登録をしま

したが、実際の活動に結びつくことはありませんで

した。 
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【尾身】 この地域に限りませんが、各市町村の自

治体が職員に防災士の資格を取得させるケースが

増えているのが現状です。 

【宮内委員長】（以下、宮内） そういった方は防

災士会にも入って活動をされるのですか。 

【尾身】 勧誘はしますが中々入ってくれないです

ね。 

【長谷川】 NPO セーフティネットぼうさいは、ど

のような方たちで構成され、日頃はどのような活動

をしているのでしょうか。 

【尾身】 メンバーは約３０人、そのうち防災士が

１５名程います。ただし、その全員が防災士会に入

っているわけではありません。私たちの組織は防災

に対して意欲のある方であれば誰でも入れます。私

たちの活動は、災害が発生した被災地へボランティ

アに行くことにはあまり重きを置いておらず、地域

の皆さんに日頃から災害に対する備えや意識をも

ってもらうための活動をしています。各地区で自主

防災組織をつくる際に私たちのノウハウを提供し

ています。自主防災組織を設立したけれど何をすれ

ばいいのか分からない。行政は手が回らないため

我々が頼まれて訓練の方法や指導に行きました。最

初は委託ではなく無償でやっていたのですが、回を

重ねる内に予算を付けてもらうことになり今では

委託としてやっています。それからもう６，７年に

なりますが、昨日も会があり指導に行ってきました。

現在では委託の件数も減りつつありますが、私はそ

れで良いと思っています。なぜなら自分たちが自主

的に行うのが本当であるからです。これから私たち

がやっていくことは新しい訓練の方法など防災レ

ベルを押し上げていくことに力を入れていこうと

考えています。

 

【長谷川】 災害は大昔からあったと思いますが、

ここ数年、全国各地で立て続けに大きな災害が起こ

っています。このように災害が頻発している中で、

国も災害に対する防災や減災への取り組み方が変

わってきていると思いますがいかがでしょうか。 

【高橋】 大きく変わってきています。新しい技術

がどんどんと開発され、特に豪雨災害に関しては、

気象や災害の危険性をかなり正確に予測すること

ができています。ただ、住民の意識がまだついてい

けていない気がしています。つい最近の西日本豪雨

災害では、特別警報が発令され避難指示が出ている

のに多くの方の避難が遅れました。だからこそ、

我々は、住民の意識を変えなければならないと思っ

ています。地震に関して言えば予測がまだまだ非常

に難しく、南海トラフ地震がこの３２年間の間に発

生する確率が８０%近いと言われていますが、いつ

起こるかわかりませんし、この地域であれば信濃川

断層が西と東にありますが、西側で地震が発生する

確率が３０年で３%と言われていています。この３%

はとても高い確率です。ですが、それに対する対策

はほとんどされていません。 

【尾身】 確かに国の特に気象庁の技術はものすご

いです。ですが、いかに新しい技術があっても最後

は住民の意識が肝心なのです。国は「危険です。早

く逃げてください。」としか言えないわけです。住

民の皆さんが危ないから早めに避難しようという

気持ちにならない限り、亡くなる人を減らす事はで

きないと思います。 

【長谷川】 お二人から住民の意識が低いとありま

したが、私も先日の豪雨のニュースを見ていて、な

ぜ避難をしないのかと思いましたが、もし自分が同

じ立場であったら同じ様に過信してしまい逃げ遅

れるかもしれないとも思いました。予測する技術の

精度は非常に上がってきていますが、以前は予測が

外れることが多かったため大丈夫だろうという潜

在的意識があるのだと思います。だからこそ災害に

直面しても自分は大丈夫だと思ってしまうのだと

思います。災害から助かるのは、やはり最後は自分

次第ということですね。２年前から NPO セーフティ

ネットぼうさいと十日町市社会福祉協議会と十日

町 JC で構成する「越後妻有防災ネットワーク協議

会」で地元の小学校にお邪魔をして「越後妻有防災

プログラム」というもの小学生に向けてやっていま

すが、こういった啓発活動の他にも、これだけ頻繁

に災害が発生している中にあっては、大人からもし
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っかりと災害に対する意識を持ってもらい、自分の

家族や地域を守ってもらえるような形にしていか

なければならないと思います。そういったところも

協議会としてやっていきたいと思っています。

 

【尾身】 今回の防災プログラムは、小中一貫校の

まつのやま学園で１年生から９年生という幅の広

い年齢の中で話す事はとても大変でしたが、皆さん

から防災の意識を持ってもらえたと思っています。

また、今回は保護者の方々から見学をしてもらいま

したがとても良かったと思います。３０代４０代の

方たちが多かったようですが、働き盛りで防災対策

をやらなければと思う反面なかなかできないとい

う人が多くいます。自主防災組織で講話やワークシ

ョップをしますが、参加される方は年配の方が多く、

本来であれば子どもたちを守る３０代４０代の方

たちから一番に防災について考えてもらいたいと

思っていましたので、今回の防災プログラムは非常

に良かったと思います。 

【高橋】 先日、十日町市主催の避難支援セミナー

で東京大学大学院特任教授の片田敏孝さんが講演

をされていましたが、その中で「釜石の奇跡」のお

話しをされていました。東日本大震災が発生した時、

釜石のおじいちゃん、おばあちゃんたちは「大丈夫、

大丈夫。」と言って避難をしようとしませんでした

が、子どもたちが「僕たちも逃げるから一緒に逃げ

よう。」と言って大人たちを助けたという話です。 

【長谷川】 それは、日頃から子どもたちに意識付

けをしていたのですか。 

【高橋】 かなりの時間をかけて意識付けをしてい

たそうです。 

【尾身】 片田先生は、東日本大震災が起こる以前

から活動をしていました。片田先生が柏崎に来て講

演されたときには津波の話をしており、東北で津波

が発生した際のシュミレーションを見せていまし

た。私はその話を聞いていて腹が立ちました。それ

を知っていれば、そんな場所に住まないし、住むの

であれば逃げる方法を考えると思ったのです。震災

前、片田先生はこの話をするために東北の地へ行っ

て住民に案内をしましたが公民館は空でした。近所

のおばあさんに話を聞くと津波への意識が非常に

低く誰も聞く耳を持たなかったそうです。また、子

どもたちを守るために教育委員会に直談判して、小

中学校の教育の中で津波に対する教えを行ってい

きました。片田さんの防災教育は理屈で出来ていま

す。歴史はもちろん数学、地理などを津波と関連づ

けたプログラムになっています。津波がきたら「逃

げるしかない」という考えを子どもたちの意識に植

え付けていったのです。「釜石の奇跡」と言われて

いますが、あれは奇跡ではなくやるべきことをやっ

た結果なのです。先日の十日町市での講演会では、

「十日町も広島の大雨のような被害が発生する可

能性が十分あるので、しっかりと準備をしてくださ

い。」と話されていましたが、聞いていた皆さんが

どれだけ感じてくれたかです。 

【長谷川】 自然災害の恐ろしさは、いつどこで何

が起こるか分からないという事と常に身構えるこ

とができないところにあると思いますが、現在では、

土地や地層、歴史などから災害が起こった時の予想

がかなり正確だと言われています。しかしながら、

ハザードマップは全戸に配布はされているけど、そ

れを認識している方が少ないのが現実だと思いま

す。ハザードマップで自分の住んでいるところの危

険を知り、それにどう備えるかを考えることが大切

だと思います。

 

【尾身】 十日町地域は、誰もが知っている日本一

長い信濃川があり、昔は信濃川の洪水を想定して自
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治体や消防は訓練を行ってきたわけですが、今では

護岸や堤防がしっかり整備されているので信濃川

は人家に影響を及ぼす可能性はあまりないと思い

ます。今、一番心配な事は山間地であることです。

最近全国的に多発している土砂災害です。盆地であ

る十日町地域はどこで大雨が降ってもその可能性

があります。平成２３年の新潟福島豪雨の時には、

ハザードマップで予測した通りの被害が出ていま

す。本当にハザードマップは正確です。だから住民

の皆さんにはハザードマップをもっと大事にして

ほしいですね。十日町地域は見附や三条と違い、浸

水してもすぐに信濃川に流れていきますので広い

範囲が浸水することはありません。その代わり流れ

る勢いが強く土石流が多く発生します。地域によっ

て災害は違うわけで、だからこそ私たちはその地域

に合った避難の仕方や危険な箇所を把握すること

が重要なのです。 

【宮内】 私もハザードマップをよく見ますが、や

はり土石流が発生した際の範囲が想像以上の規模

で示されています。私の住む地域も土石流が発生す

る範囲になっています。このハザードマップは市の

ホームページからも見ることができます。

 

【高橋】 そのハザードマップを使って自分たちで

防災計画を作るのが良いと思います。自分たちの地

域は住んでいる自分たちが一番よく知っているは

ずです。計画を地域の方たちで一緒に作ることによ

って意識が統一される。それが大事なのです。大そ

れたものを作る必要はなく、皆で作ったという意識

が大切なのです。自分たちが思う一番安全なところ

に逃げるしかないということです。「正常化の偏見」

という言葉が防災士の中でありますが、それは「ま

だ大丈夫、この間もこれくらいの雨が降ったから大

丈夫、隣の人も逃げないから大丈夫」と思ってしま

うことです。 

【尾身】 これは人間の心理として、災害が起きて

も自分自身には直接的な被害はないだろうと思う

ような「良い方に考える」ことにあります。 

【高橋】 異常なことが起きているのに正常のこと

だと偏見のように思ってしまうことです。 

【宮内】 隣人を助けに行ったらその人が「まだ大

丈夫」と言ったから自分も大丈夫という事ですね。

そこで「危険だから逃げなければ」と考える人が多

ければ、そっちのほうに引き込むことができるので

すが。警報の上に特別警報が作られましたが、その

ことにより、警報はまだ安全だという考え方も生ま

れてしまい、いくらその上を作ってもだんだんそれ

が普通に思えてきてしまうといったことが起きて

いるように思います。 

【高橋】 避難準備情報と避難勧告と避難指示とあ

りますが、その上に避難命令というものがあると思

っている人が多くいます。避難指示というものが一

番上ですが、分かっている方は、あまりいないと思

います。 

【長谷川】 防災・減災の考え方で「自助、共助、

公助」という言葉がありますが、十日町地域の過去

に起きた災害で良かったケースや悪かったケース

はありますか。 

【高橋】 新潟福島豪雨で晒川が氾濫した時に被災

した町内に一週間ぐらい行きましたが、コミュニテ

ィで何かをしている姿は特に見ることはなく、個々

の被害を自分たちで対処をしている感じでした。水

害の範囲は局所的で、ほんの一部なんです。災害を

受けたのは川沿いに住んでいる人たちだけで、町内

の中で被害を逃れた家もありましたが、そのような

人たちが手伝いをしていたということはあまり見

られませんでした。 

【尾身】 水害など局地的な被害になると組織でま

とまって行動しているのはあまり見られません。広

範囲になるとそれが出てくるようになります。中越

地震の際に私の住む町内では地域の皆さんで協力

して行動を起こしていました。私はあまり口出しを

しませんでしたが本当に凄いと思いました。地域の

絆というものまさに見ることができました。後にな

って、各町内の当時の対応を聞きましたが、どこも

同様でそれを聞いて嬉しく思いました。 
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【長谷川】 日頃から地域の結びつきがあるからこ

そ出来ることなのだと思います。 

【高橋】 それは言えますね。普段からのちょっと

した共同作業や一緒に時間を共有することが一番

大切だと思います。 

【尾身】 しかし、コミュニティの関係性もだんだ

んと希薄になってきているように思えます。若い人

たちがなかなかそれを好まないことが多くなって

きました。また、地域にアパートが増えそこに住む

人たちは町内に馴染むことなく生活しています。何

かあった時に行動に移せるかということが問題に

なっています。これはこの地域に限らず全国で起き

ている問題です。 

【高橋】 災害があって絆が深まるというケースも

あります。私が東京に住んでいた時に床上浸水の水

害にあいましたが、その時近所の人が助けに来てく

れました。すごく嬉しかったのを覚えています。

 

【宮内】 地域の自主防災組織についてですが、私

の地域では消火訓練や避難梯子を使った訓練しか

やっていないのが現状です。まずはハザードマップ

をみんなで見ることから始めても良いと思います

し、避難経路や危険箇所といったところから入って

いけばだんだんと住民の意識が変わってくると思

います。それを日頃から行っていることで災害が起

きた際は避難しなければならないと思う人たちが

増えてくると思います。セーフティネットぼうさい

の今の活動がこれから非常に大事になってくると

思います。今は町内によってかなりの温度差があり

ますが、セーフティネットぼうさいのような活動に

よって住民の意識を変えることができると思いま

す。 

【高橋】 我々が行う防災訓練では、「災害図上訓

練ＤＩＧ」という災害をイメージしたゲームをやり

ます。それをやることで自分たちの地域を知ること

ができます。危険な箇所の話になると、その地域の

年配の方々が「昔はここが崩れたんだ」と話をして

くれます。災害は繰り返されるもので、そういった

ことをみんなで知るということは非常に良いこと

だと思います。 

【長谷川】 そのＤＩＧとは、どんなプログラムな

のですか。 

【尾身】 Disaster Imagination Game という災害

をイメージして行うゲームで、静岡の大学で作られ

たものです。想定を与えるもので、災害があった時

の被害だとか、その際にどのように動くのかという

対策を考え、防災マップという図面を作ります。 

【宮内】 お年寄りの皆さんから昔起こった災害の

話をしてもらえれば、それが次の世代に伝わるし、

危険箇所を引き継いでもらえるという非常に良い

方法ですね。 

【高橋】 自分たちで自分たちの場所を知ろうとい

うのが一番の目的なんです。 

【宮内】 予め知っておかなければ、災害時になっ

てみなければ危険がわからないということになり

ます。 

【尾身】 自主防災組織というものが各地にありま

すが、何をしたら良いか分からないのが現状だと思

います。そこから抜け出すには防災の講話をするだ

けではなく、想像ができる災害についてのワークシ

ョップをするようにしています。それを基にして自

主防災組織のルールを作るようにお願いしていま

す。その延長が地区防災計画です。自分たちで作ら

なければ、その地区の防災計画ではありません。災

害は地域によって大きく異なります。また、一つの

川に対して集落は一つだけではありません。多くの

集落が存在します。ですので独自の防災計画だけで

はなく、他の集落と協力することも重要です。 

【長谷川】 最後になりますが、お二人から一言づ

つお願いします。 
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【高橋】 意識を作ることが一番大切だと思います。

最近は消火訓練やＡＥＤの使い方などの依頼が多

いですが、何よりも先ず「自分の命は自分で守る」

という意識を持ってもらうような活動をしていき

たいと思います。人の命を助けるのも自分の命を自

分で守ることができなければできない。やはりこれ

に尽きると思います。 

【尾身】 一人では何もできません。ですから仲間

を作っていただきたいです。各市町村ごとに。各団

体同士で切磋琢磨していく。そして災害が起こった

際には協力し合うということが大切だと思います。

他の地域に誇れることは、社会福祉協議会さんとＪ

Ｃさんと我々で越後妻有防災ネットワーク協議会

を立ち上げ有事の際の備えをしていることです。こ

れを県下、そして全国に広げていければと思います。 

【長谷川】 まだまだ話は尽きませんが、本日は大

変ありがとうございました。 
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ローカルアスロン  

２０１８ 試走 

 

７月７日、オープニングに始まり、各

地の食を堪能できる「たからいち」、２

つのフォーラム、最後はクロージング・

大懇親会と、非常に中身の濃い一日を過

ごさせていただきました。そして、上杉

謙信公のお膝元であるこの地に根付く

「義の心」、しっかりと受け止めまし

た！！ この日の為に早い段階から準備

を進めてこられた北陸信越地区協議会・

持続可能な地域創造委員会、上越青年会

議所の皆様に感謝です！！ 

７月２１.２２日と横浜の地にて開催

されたサマーコンファレンス 2018 に行

って参りました！様々な分野の著名人や

専門家の貴重なお話を聴講することがで

きる大変貴重な場であり、両日ともに多

くの学びがありました！ここでの学びを

LOM にフィードバックすることはもち

ろんのこと、会社にも家庭にも持ち込ん

でいきたいものです。 

 ７月２８日、２９日と第３４回わんぱ

く相撲全国大会に出場する選手３名、４

年生大熊一輝君（中条小）、５年生本木

梛智君（水沢小）、６年生富井勇悟君（十

日町小）の引率と応援に両国まで行って

参りました！！！ 
 ２８日には魁皇で有名な浅香山部屋に

宿泊するという貴重な体験をしてもら

い、翌日は大会本番に臨みました。試合

はトーナメント方式により行われ多くの

名勝負を見ることが出来ました。 

８月１９日、偶然にも「バイクの日」

に【ローカルアスロン２０１８】のバイ

クコースの試走が行われました！！ 
お盆を過ぎて秋らしさを急に感じれる気

候にはなりましたが、バイクに乗り体を

動かすので、まだまだ暑い！！ 
その都度休憩を取りながらコース確認を

しました。現在開催中の大地の芸術祭の

作品も鑑賞しながら、この自然溢れる妻

有地域をバイクで走り抜けました。 

 

 

８月２６日、新潟ブロック協議会 会員

交流サッカー・フットサル大会が南魚沼

の地で開催されました！ 
 笑顔、笑いが溢れた素晴らしい会員同

士の交流ができました。 
 日頃の生活の成果がいかんなく発揮さ

れ、我々は満身創痍です。 

 

 

 

 

９月４日、第１０回目となる「第５エ

リア世代間交流ゴルフコンペ」が十日町

青年会議所の主催で、ベルナティオにて

行われました。 
 このコンペは第５エリア(魚沼、雪国、

十日町青年会議所)という隣接する LOM
同市が交流を深めるために、現役メンバ

ーはもちろんのこと、各 LOM の卒業生も

集いゴルフを行います。 
 天気も良くゴルフ日和の中、世代、LOM
の垣根を越えて一つのスポーツを楽しむ

ことが出来ました。 
 

サマーコンファレンス

２０１８ 
第３４回わんぱく相撲         

全国大会 

会員交流サッカー   

フットサル大会 in 雪国 
第 5 エリア世代間交流

ゴルフコンペ   

活動報告 

第６０回地区    

フォーラム in 上越 
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会員拡大委員会 presents

ファミリー納涼会 

西日本豪雨災害    

募金活動 

７月１４・１５日と２１・２２日の計４日間、西日本豪雨災害

の募金活動を行いました。 
皆様から被災地への多くの温かい思いが集められました。お預

かりした寄付金に我々十日町青年会議所会員からの寄付金を合わ

せまして総額３９９，６８８円となりました。募金していただい

た皆様の温かいご支援、ご協力に心より御礼申し上げます。あり

がとうございました。 

８月５日、例会終了後、長谷川理事長の自宅敷地内にて、

飯塚委員長率いる会員拡大委員会の設えでメンバーの家族も

含め納涼会が行われました。普段あまり接することのないメ

ンバーの家族同士が時間を共有できた楽しいひとときとなり

ました！！！ 

 

 

 
 

 

 

齋藤 裕文 （３３） 
十日町地域広域事務組合

十日町地域消防署  

消防士長 
 
 
 

生年月日：１９８５．７．４ 

身長： １７５cm 

好きな物： バナナ、スポーツ全般好きです。プ

レーする方です！ 

苦手な物： ドライフルーツ 

入会のきかっけ： 小泉地域の先輩である佐藤

幸治君の誘いです！決め手は同じ小泉地域の

後輩の馬場一真くんが入会したことです！ 

意気込み： 生まれ育った十日町のために何か

がしたくて仲間に入れさせていただきました。大

好きな十日町を更に好きになれるようにまた十

日町を気になってくれる人が 1 人でも多くなるよ

うに勤めたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 
 

村山 亮太 （３３） 
ツトム会計事務所  

公認会計士 
 
 
 
 

生年月日：１９８４．１０．２１ 

身長： １７５cm 

好きな物： 酒 

苦手な物： 二日酔い 

入会のきかっけ： 会員拡大委員会と雪国 JC の関君

の熱烈な勧誘によって 

意気込み： メリハリを持って頑張ります！ 
 

新入会員紹介 
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２０１８年度 賛助会員の皆様 

私たち公益社団法人十日町青年会議所の活動にご賛同いただき、ご支援をいただいている賛助会員の皆様です。 

株式会社アイムス        株式会社朝日堂         株式会社当間高原リゾート 

有限会社阿部康板金工業     株式会社イイキ         井川建設株式会社 

株式会社池田鉄工所       井沢塗装            株式会社魚沼 

魚沼整染株式会社        有限会社エーデルワイス工芸社  有限会社エクゼ（サバス） 

株式会社大熊工業        大島電気株式会社        有限会社小川電機商会 

株式会社生越土建        株式会社オニキス工業      有限会社加久田工業 

春日モータース         株式会社カネコ商会       株式会社上島 

有限会社きさらぎ        株式会社吉楽土建        株式会社きものブレイン 

株式会社共立舗装        株式会社共和自動車       有限会社協和電業 

清津開発株式会社        株式会社クリエート・きもの絹都 株式会社小泉工業 

株式会社恒樹園新潟       心の宿やすらぎ         こじま寿司 

株式会社児玉建設        有限会社サクセスプラン     有限会社佐野写真館 

株式会社三高土木        サンタ・クリエイト       司法書士葉葺利男事務所 

信越スペースシステム株式会社  株式会社鈴木土建        株式会社関芳 

有限会社大米銘木店       株式会社高橋クリーニング店   高橋昇男税理士事務所 

株式会社滝沢印刷        田順アート           タナベ防災株式会社 

株式会社千歳館         千原株式会社          株式会社中央印刷所山内商店 

十日町金融団（県信十日町）   一般社団法人十日町市観光協会  十日町市社会保険労務協会 

十日町砂利株式会社       学校法人十日町女学園      株式会社十日町新聞社 

有限会社十日町パーツ      有限会社遠田設備        土地家屋調査士 小野塚事務所 

株式会社富澤塗装店       株式会社トリムコーポレーション 株式会社中山建工 

株式会社新潟ソフトストラクチャ 株式会社二瓶砂利        有限会社根津電設 

有限会社花せん         株式会社ハピネス        有限会社ハルカワホーム 

ピタッとほけん 十日町店    美容室Ｐｅｃｏ         株式会社福島砂利丸福生コン 

株式会社富剛建設        株式会社フラワーホーム     プロダクション リド 

株式会社ベストライフ      有限会社マキエ保険サービス   株式会社松乃井酒造所 

有限会社丸池工務店       丸松工具株式会社 十日町店   有限会社マルミ電化サービス 

株式会社まるやま        株式会社丸山工務所       株式会社美佐伝 

有限会社ミナミ運転代行・ミナミタクシー             株式会社村熊商店 

株式会社村山興業        株式会社村山商会        有限会社名代生そば由屋 

モダン食堂ＫＩＣＨＩ      焼肉 ひゃら          株式会社谷内製材 

株式会社柳庄商店        吉澤織物株式会社        有限会社ワカイ測量 

有限会社若山総合保険サービス  有限会社涌井工業        廣田 康仁  

【新規会員】 

有限会社小山土木        十日町タクシー株式会社     長秀鉄工 

パソコンホーム         株式会社二葉家         株式会社丸山  （五十音順） 
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２０１８年度 10 月～12 月 スケジュール 
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10 月 11 月 12 月 

 ２日（水） 「例会」 
 ４日（木） 
  ～    「第６７回全国大会 
 ７日（日）  宮崎大会」 
１１日（木） 「正副理事長会議」 
２５日（木） 「理事会議」 
２７日（土） 「第２回新潟 
         ﾌﾞﾛｯｸｺﾝﾌｧﾚﾝｽ」 

 ２日（金） 「例会」 
「防災ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ」 

２２日（木） 「理事会」 
 

 ６日（木） 「正副理事長会議」 
 ９日（日） 「通常総会」 
       「卒業忘年ﾊﾟｰﾃｨｰ」 

２１日（金） 「理事会」 

ホームページ 

http://www.tokamachijc.com/ 

  

Facebook ページ 

https://www.facebook.com/tokamachijc 

E-mail 

tokamachijc@waltz.ocn.ne.jp 

編集後記 

35 度を超えることが当たり前であったこの夏も終わり、段々と木の葉も色付き始めました。今

年は災害が多く発生し、地震や台風に大雨と各地で甚大なる被害が出ています。今回、山つつじ

に掲載した「未来への conversation」はこれらの災害に関わることであり、防災士の方々と防災

や減災についての会談となっています。異常気象と言われる昨今、またいつ起こるか分からない

災害に対しての心構えを今回の記事をお読み頂き、備えて頂けたら幸いです。 

次回は今年度最後の山つつじとなります。引き続きよろしくお願いいたします！ 

                   編集長 上村 将司 


