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令和 年度3

わくわく事業活動団体紹介わくわく事業活動団体紹介
わくわく事業とは、地域の人たちが地域課題解決に向け取り組む事業に対して、市が補助金を交付する
仕組みです。
令和３年度、美里地区では17団体が活動しています。
今回は、美里地区でお助け活動を行っている２団体を紹介します！

事業目的

ひとこと ｢助け上手 助けられ上手 支え上手 支えられ上手｣をスローガンに掲げて、高齢者社会の課題につい
て、地域のことは地域で解決する仕組み作りを目指し、定年退社された方達８名と活動しています。

高齢者が困っていることを支援し、解決する。

事業目的

東山町自治区お助け隊

ひとこと 地域の高齢化が進む中、困りごとを『手助け』する団体が必要と考え、皆さんの協力を得て隊を立
ち上げました。多くの方に喜んでいただき、お助け隊を立ち上げたことは間違いではなかったと感
じています。今後は、美里、高橋地区のお助け隊が同じ考えで協力し合い、この地区に住んで良
かったと思っていただけるような活動を末永く進めていこうと思っています。

高齢者単独世帯の方、障がい者の方の困りごとを支援する。

美里一丁目お助け隊

美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里地域会議地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域地域会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議み

さ
と

よりだよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ
令和4年3月号 No.28

1

美里地域予算提案事業で
防災万年カレンダー「まいにち防災」を作成・配付しました！

トイレに

会長あいさつ 　日頃は美里地域会議の活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうござ
います。昨年から、新型コロナウイルス感染症の動静が、なかなか先が見通せな
い状況の中、「わくわく事業」の活動をはじめ「各自治区行事」、「美里コミュ
ニティ会議」などの運営についても、いろいろと工夫されご苦労されていること
と思います。
　さて、美里地域会議では地域予算提案事業「『みさと』の「みんな』で防災力
アップ」において、昨年度「安否確認用グッズ(無事ですタオル)」を配付しまし
た。本年度は美里地域の住民が、災害時に自分のことを自分で助けられる、防災
に強くなるための一助となればと「防災万年力レンダー(まいにち防災)」を作製
配付しました。今後も各自治区と連携しながら、防災意識の更なる向上と実践化
に向けて、防災講座の企画や防災力をアップするための行事を予定しております。
皆様のご協力をよろしくお願いしますとともに、災害に強い美里地域・災害に強
い家庭になるようにしていきましよう。

会長 成田 和也
（美里三区）

　美里地区は、発災時、家屋への被害は少ないと想定されており、避難所ではなく在宅で被
災生活を送る方が多いと予想されていることから、在宅避難に役立つ情報を掲載しました。

食卓に 毎日
チェックできる
場所に置くのが
オススメです！

防災万年カレンダー
「まいにち防災」

防災
クイズ

災害時に利用できる
給水拠点、
美里地区はどこにある？

答えは、
カレンダー01日をチェック！

被災時の連絡手段
｢災害用伝言ダイヤル｣の
電話番号は何番？

答えは、
カレンダー24日をチェック！

カレンダー11日もチェックして、災害時の家族との連絡方法を事前に決めておこう！

Q Q
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利用する
359人

利用しない
34人

美里ふれあいフェスタ・防災出前講座アンケート結果

無回答
13人

令和3年10月23日㊏

234名の方にご参加いただきました。

防災クイズ・アンケートを
行いました

美里ふれあいフェスタでのアンケート結果（備蓄状況について）

いいえ
55名

無回答・その他
2名

無回答・その他
4名

いいえ
62名

災害への備えとして、飲料水の備蓄をしていますか？

Q：発災時、「無事です」タオルを利用しますか

災害への備えとして、食料の備蓄をしていますか？

【開催実績】６月５日…東山町自治区
　　　　　　11月20日…美里三区自治区

すでに実施している
16人

無回答 2人実施しない 2人

これから実施する
32人

家具の転倒防止について

講座実施後アンケート結果

親子向け防災に関する講座
【開催実績】10月31日…広川町自治区
　　　　　　11月６日…野見自治区
　　　　　　11月13日…美里二区自治区

非常持ち出し袋について

講座実施後アンケート結果

すでに準備している
56人

無回答 12人
準備しない 3人

これから準備する
48人

発災時、無事ならタオルを掲げよう！

無回答・その他無回答・その他無回答・その他無回答・その他無回答・その他無回答・その他

いいえいいえいいえいいえ
62名62名62名62名

いいえいいえいいえいいえ
55名55名55名55名

無回答・その他無回答・その他無回答・その他無回答・その他無回答・その他無回答・その他

はい 177名
76％

はい 168名
72％

家具の固定に関する講座

美里地区では、地域予算提案事業で防災に取り組んでいます。
令和３年度は、防災に関する講座を５自治区で実施しました！
令和５年度までに、美里地区の全ての自治区で開催を予定しています。

多くの方に利用していた
だくことで、安否確認が
スムーズになり、本当に救
助が必要な人を、早期に
発見することができます。

令和3年10月21日㊍～24日㊐
地域会議を紹介する
展示を行いました

美里ふれあいフェスタ
(美里交流館祭)に
参加しました！
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