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９月５ 日（水 ）から 杉並区 議会２ ０１
２年第３回定例会 がスタートしま した。今
回も私は一般質問 に立ち、地震災 害時の地
域防災力について質問しました。
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地域ごとの
防災マップ更新を！

組織 などが実際にまち を歩き、街頭 消火器
や防 火水槽、生活用水 井戸などの消 防水利
を地 図に記載した地図 です。自分の 家の周
りの 消火設備がどこに あるのかが分 かり、
防災 意識向上のために はとても有効 なマッ
プで す。しかし、この 地域ごとの防 災マッ
プは作成された後は更新・増刷が行われず、
地域から忘れ去られてしまっていました。
そ の問題点を指摘し 、更新・増刷 ・配布
を区 民任せにせず、区 が先頭に立っ て地域
ごと の防災マップの更 新を行うこと を求め
ました。
区 長も今後工夫して いくと答弁、 今後の
防災 マップのあり方に ついて見直す 姿勢を
見せました。

初期消火の基本
街頭消火器の増設を！

続い て、街 頭消火 器につ いて増 設を求 め

ました 。区の防災計画で は ～ 世 帯に１
本の 割合で設置すると しているのに 対し、

↑ 地 域 ご と の 防災マップを示して、地域防災力の向上をうったえる！!

実際 には火災危険度の 高い地域では 世帯
以上 に１本に満たない 地域が存在し ます。
そう いった事例を上げ 、現状の消火 設備の
拡充をうったえました。
区 の危機管理対策室 長からは、街 頭消火
器に ついてベースの整 備は終わって いると
しな がらも、火災延焼 地域の街頭消 火器の
増設 については、穴が あかないよう な形で
配慮したいと答弁が有りました。
引 き続き、地域防災 力向上に向け て、地
域の防災設備拡充に取り組んでいきます。

２０１２年９月号外 杉並区民新聞社 杉並区今川２－１２－２１
日本共産党杉並地区委員会は以上の見解を発表しました

杉並区民新聞
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特に力を入れた のは、地域ごと の詳細な
防災マップの更新・配布についてです。
年ほど前 から、震災救援所 となる小学
校を中心とした「 地域ごとの防災 マップ」
が作られていまし た。これは、地 域の防災
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です。
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放射線量測定します！

政 治 が 悪 す ぎ る ！
もう黙っ ていられ ない！

ご自宅の周りや公園など放射線の
気になる場所はありませんか？
ご希望がありましたら、
私たちの測定器で測定します。
お気軽にご連絡を！
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和田の『
キオビツチバチ』

↑黒い身体に黄色い帯が目印です。

今回の一般質問では地域防災力の向上を目的として、
区の 防災対策 の拡充をう ったえま した。中 でも区長 や
部長 らが特に 関心を示し たのが、 荻窪消防 署が作成 し
た火 災延焼シ ミュレーシ ョンを示 しながら 行った、 初
期消火対策の拡充についての質問です。
大 規模な地 震災害で同 時多発的 に発生す る火災に 対
して は、現状 の消防関連 組織だけ では全て に対処す る
こと が出来ま せん。阪神 淡路大震 災でその 事実が露 呈
しま したが、 大震災時の 初期消火 は地域の 住民が自 力
で行わなければならないのが現状です。
で は、実際 に住宅密集 地で出火 し、その 後初期消 火
が行 われなか った場合、 どの様な ことが起 きるか、 火
災延焼シミュレーションで見ることができます。
左 の図がそ の結果です 。住宅密 集地で１ 箇所から 出

出火から1時間後

和田三 丁目 の蚕 糸の森 公園 近くの 花壇 で出 会った
キ オビツ チバ チで す。体 長約 ㎝ほ どで 葉っ ぱの上
をもぞもぞと動いているのを見つけました。
黒い身 体で 腹部 の黄色 い帯 状の斑 紋が 特徴 です。
名前の由来もズバリ「黄い帯の模様をもつ土蜂」。
ツチバ チの 仲間 は繁殖 の際 、巣は 作ら ず、 コガネ
ム シの幼 虫を 針で 刺して 麻痺 させ、 その 身体 に卵を
う みつけ るそ うで す。も ちろ ん幼虫 はそ のコ ガネム
シを食べて育ちます。
ちょっ と恐 ろし くも感 じま すが、 多く の生 き物が
様 々な形 で他 の生 き物と 関わ る生活 をし てい ます。
そ れは決 して 単純 な弱肉 強食 の世界 では なく 、絶妙
な バラン スで 成り 立つ世 界で す。私 たち 人間 の生活
も そのバ ラン スの 中にあ ると いうこ とを 、忘 れない
ようにしたいですね。

◆和名： キオビツチバチ
◆学名： Scolia oculata
◆分類： 節足動物門＞昆虫綱＞ハチ目
＞ツチバチ科
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※ 中心の◎ 印が出火場 所。その まわりの 黒色の住 宅
が焼け落ちた建物、灰色の住宅が延焼中の住宅です。

いきものデータ

火し た場合、 １時間後に は周囲の 棟の建 物に火災 が
広が り、２時 間後には約 棟に 延焼が拡大 すること が
分かります。

火災延焼シミュレーション ２時間で約５０棟延焼！
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