（先着300名限定）

〒675-0182 加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
TEL 079-435-0991
FAX 079-435-7901
E‐mail kikikarni@town.harima.lg.jp
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分

▼実施日
月５日㈫
午前 時
兵庫県及び兵庫県瀬戸内海
沿岸・淡路島 市町におい
て︑令和元年度兵庫県南海ト
ラフ地震津波一斉避難訓練を
実施します︒
町では︑防災行政無線を活
用した訓練放送︑緊急速報メ
ール︵エリアメール︶を活用
した訓練メールの配信︑役場
庁舎内におけるシェイクアウ
ト訓練の実施を予定しており
ます︒
皆さまにおかれましては︑
この機会にぜひ︑シェイクア
ウト訓練の実施や︑津波発生
時の行動確認をお願いいたし
ます︒

兵庫県南海トラフ地震
津波一斉避難訓練

行政 歩道に関しては路線全
面的に考える必要がある︒
用地取得が必要な道路拡幅
は簡単にはできないので今
後検討していきたい
自治会 小中学校の夏休みを
短くすると新聞に掲載され
ていたが︑いつからか
行政 教育長からの諮問に対
し ︑ ２０ ２０年 度 か ら ６日
程度短縮する答申を播磨町
教育課程検討審議会から得
た︒今後︑教育委員会で審
議を行い︑実施に向けて取
り組んでいく
自治会 ごみ処理施設が高砂
市で稼動すれば播磨町の焼
却場は撤去されるのか︒粗
大ごみは有料の所が多いが︑
今後播磨町でも持込みのご
みが有料になる可能性はあ
るのか
行政 ごみ処理が広域化にな
っても播磨町は今のサービ
スから後退しない方針であ
る︒可燃ごみ・不燃ごみ・
粗大ごみは広域で処理する
が︑他は今までどおり町で
処理するので︑収集も持ち
込みも今までと変わらない︒
住民の方々の分別のご協力

▼問合せ 危機管理グループ
☎０７９︵４３５︶０９９１
兵庫県企画県民部 災害対策
局災害対策課
☎０７８︵３６２︶９８１０
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によりごみの減量化︑無料
化の継続に繋がっているの
で︑これからも共に努力し
サービスの維持を図ってい
きたい
自治会 昨年︑台風による避
難準備情報が出されたが︑
対象地区だけでなく災害の
内容も知らせてほしい
行政 担当と協議して災害情
報まで伝えられるように考
えたい
自治会 投票率向上のための
取り組みは
行政 投票率が低い若い世代
を対象に︑播磨南高等学校
で啓発活動を行ったり︑期
日前選挙事務のボランティ
アを募っている︒小中学生
向けにも﹁大中遺跡まつり﹂
などでブースを設け啓発し
ている︒また︑放送設備が
ある自治会には前日や当日
に投票を呼びかける放送を
お願いしている
自治会 人工島の企業からの
税収はどの程度か
行政 町の法人住民税の約
％︑ 固 定 資 産 税 の 約 ％を
占めている
自治会 長寿祝金として 歳

地域の﹁声﹂をまちづくりに 行政懇談会

時

町長・幹部職員が地域に出向き︑町の将来像である
﹁まちが いきいき きらめくはりま﹂の実現に向けて︑
まちづくりに関するご意見︑ご要望などを直接住民か
らお聞きし︑今後の町政に反映させ
ることを目的に開催するものです︒
行政懇談会でいただいた意見の
※
一部を︑抜粋して掲載しています︒

テーマ﹁令和元年度予算について﹂

日

石ヶ池自治会
８月
時〜
人

石ヶ池集会所

午前
参加者

月５日は﹁津波防災の日﹂

行政
― 町長より令和元年
度予算内容︵主要事業等︶
について説明
―
自治会 町道本荘古田東線は
交通量が多く大型車も通る
が ︑ 片 側 １車 線 で 歩 道 が な
い︒歩行者が安全に通行で
きるように路側帯の拡幅や
電柱の撤去などによる道路
の整備改良を希望する
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月５日は︑１８ 54年に発生した安政南海地震の発生

（画像：日本シェイクアウト提唱会議）

で １万 円 も ら っ て い る が ︑
もう少し増額してほしい
行政 近隣自治体がほとんど
廃止している中︑播磨町で
は 歳や 歳など︑節目の
年に祝金を贈っている︒望
まれる十分な形ではないと
は思うが︑町として精一杯
の敬意を表した制度として
ご理解いただきたい
90

▼問合せ 企画グループ
☎０７９︵４３５︶０３５６
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▼問合せ

これから寒い時期になると︑
家庭で火を取扱う機会が増加
し︑また︑空気が乾燥し火災
が発生しやすくなるため︑秋
季火災予防運動事業の一環と
し て ︑ 防 災 フ ェ ス タ ２０ １ ９
を開催します︒
▼日時
月４日㈷
正午〜午後４時
▼場所 ニッケパークタウン
︵センタープラザ及び屋外の
広場︶
▼内容 センタープラザのメ
インステージ①にて︑片平敦
氏の防災トークショー︑防火
啓発劇︑はしご乗り︑チアリ
ーディング︑消防救助隊によ
る救助アトラクションを行い
ます

また︑様々な啓発ゾーン①︑
展示ゾーン②︑体験ゾーン③
プレイゾーン④を設け︑防火
防災に関する楽しい催しを行
いますので︑ぜひ︑お立ち寄
りください︒

加古川市消防本部予防課
☎０７９︵４２７︶６５４１

防災フェスタ２０１９
みんなのまちはみんなで守ろう
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日にちなんで﹁津波防災の日﹂とされています︒

播磨町 危機管理グループ

午 前 ９時 分 か ら 午 後 １時
までに大中遺跡まつりの会場
である大中遺跡公園内に設置
されている受付ブースに到着
した人には︑記念品をプレゼ
ントします︒︵先着３００人︶
詳しくは︑危機管理グルー
プまでお問い合わせくださ
い︒
▼問合せ 危機管理グループ
☎０７９︵４３５︶０９９１
津波災害発生時は︑喜瀬川
※
以西に住んでいる人は﹁大中
遺跡公園﹂へ︑喜瀬川以東に
住んでいる人は﹁野添北公
園﹂を目標に﹁より遠
く︑より高く﹂避難す
ることとなっています︒
訓練当日は︑喜瀬川
以東に住んでいる人は
お手数ですが﹁野添北
公園﹂到着後︑大中遺
跡まつり受付ブ ースへ
お越しください︒
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播磨町では︑南海トラフ巨大地震が 発生すれば津波が 到

はりま津波ひなんウォーキングの流れ

15

■開催■
受付ブースで記念品をゲット！

自宅を出る３分前を
発災時間とし、3分間の
シェイクアウト訓練を行う！

無料巡回バスで
帰りも楽チン！
前日までに決めた避難経路で
避難行動（ウォーキング）を
開始する！
大中遺跡公園・野添北公園
までの避難経路を
防災マップを使って決める！

訓練終了後は大中遺跡まつりを楽しむ！

達すると想定されていることから︑津波防災の日に関連し

※大中遺跡公園受付ブースは９時３０分から１３時までとさせていただきます。
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広報はりま 1.11
広報はりま 1.11
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た取り組みを実施します︒

11

はりま津波ひなんウォーキング

令和元年11月2日（土） 自分の都合の良い時間から訓練開始！

▼実施日
月２日㈯
第 回大中遺跡まつりの実
施に合わせて︑はりま津波ひ
なんウォーキングを実施しま
す︒
この訓練は︑皆さまのご自
宅で好きな時間にシェイクア
ウ ト 訓 練 を ３分 間 実 施 後 ︑ 津
波避難目標地点である﹁大中
遺跡公園﹂﹁野添北公園﹂に
歩いてお越しいただくことで︑
津波避難にかかる時間や労力
を体験していただく訓練にな
っております︒

１10
10分！
分！
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11
南海トラフ巨大地震での
津波到達予想時間は・・・
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大中遺跡まつりに歩いて行くだけ！簡単避難訓練！
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第７回

