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幹事報告／災害時における救援相互協定について　高田　稔美副幹事・木村　英博直前幹事
／ニコニコ BOX　他

ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間

「災害時における救援相互協定について」

高田　稔美副幹事　挨拶

本日は例会の中で幸手ロータリークラブの皆様に災害時における運営相互協
定についてお話をします。本日は木村直前幹事のお話の後に質問など意見交換
をして進めていきます。

国際ロータリー第 2770 地区
幸手ロータリークラブ　柳沼　憲一会長　挨拶

我々で防災に関する協定締結を行政としようとクラブ内で進めていますがう
まく進まないので、インターネットでこのようなことをしているところが無い
か検索したところ、つくば学園RCでやっていることを知り、我々が考えていた
ことの理想の形 を行っていたので、事務局にメールをして本日お伺いする事が
できました。本日はよろしくお願いします。
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木村　英博副幹事　災害相互協定締結の説明

本日は災害協定ということで 柳沼憲一会長、紙本瑞基幹事と谷野友昭社会奉
仕委員長、お越しいただきありがとうございます。

つくば市北条で竜巻発生・支援開始
2012 年 5 月 6 日、ゴールデンウィークの最終日、 12 時 45 分ごろにつくば市

北条で竜巻が発生のちの「北条竜巻災害（茨城県などにおける竜巻災害）」です。
被害は建物が全壊 175 棟、大半壊が 36 棟、半壊が 182 棟、一部損が 585 棟で

建造物が 1000 棟以上の被害、当時、中学 3年生１名が、竜巻に巻き込まれ生命を落とし、40 人以上の負傷者を出した大災害
でした。
日本での竜巻観測過去最大の被害で、藤田（F）スケールと言う竜巻の大きさを図る数値では、 F 2 という大きさの災害で

した。つくば青年会議所（つくば JC）は、2011 年の東日本大震災時、福島県の避難者に炊き出しを 33 日間、第 29 代理事長、現・
つくば市議会議員の神谷大蔵のもと、国際会議場と洞峰公園で支援したという経験があり、この竜巻発生を聞きつけ、直ぐに
つくば JCの対策本部を立ち上げました。対策本部は炊き出しをメインとして、停電、水道も出ない、情報は社会福祉協議会
や地元のラジオ・メディアの方から、そして地元の方、メンバー、先輩、後輩と情報を交換しながら状況を把握し、その都度、
必要な物資を集めて配布しました。実際の支援期間は 14 日間となります。
つくば JC対策本部となるの土地を借りて初日、食料支援は私個人の資金を使い物資を集めました。当時のつくば JCでは

危機管理支援金の準備が無く、多くの方や企業にご支援を頂き、毎食一千食前後の食事を朝、昼、晩と提供することができま
した。
 竜巻発生から数時間後、行政・業界共に復興に動き出しましたが、行政の対策本部は災害地より１Kmぐらい離れた公民

館で一千食前後の水とおにぎりの提供でした。災害を受けている家が多く、家から離れられない年配者に１Km先に向かいお
にぎりと水だけという状況はあまりにも過酷でした。つくば JCとしてはその方々に食事を届け、取りに来て頂ける方はテン
トに取りに来ました。被災者ではない方もお弁当を取りに来ていましたが、そのような方も応援に来ている方ということで食
事を提供しました。当時のつくば学園RCからも会長の中山 正巳 会長より、100 万円のご支援をいただき、被災した子供たち
のランドセルや自転車の購入、さまざまな支援をさせていただき本当に助かりました。

行政とのやり取り・本来の目的
当時の行政の対策本部では災害現場に来ていない方から、つくば JCの対策本部撤収指示も出たりしていたので、「明日、

現場に来て見てください」と話をして、なぜつくば JCがこの場所で食事の提供しているのかを知っていただき、認めていた
だきましたが、条件が付きました。「メディアの取材に関しては、つくば市社会福祉協議会を通すこと」、「設置してあるのぼり
は全て社会福祉協議会に変更すること」、「食中毒などが発生した場合の全責任はつくば JCでとること」と条件が出ましたので、
喜んで対応させていただきました。つくば JC対策本部の本来の目的は、被災者を支援する事であって、手柄を発信すること
ではないということでした。実際に被災された方々は、行政ではなくつくば JCが対応してると理解してくれていました。

災害相互支援に向けて・そして締結へ
行政とのやり取りを得て「災害相互支援」を思いつきました。北条竜巻災害が治った時に「オールつくば」と言う名称で、

つくば青年会議所、ロータリークラブ・３クラブ、ライオンズクラブ・５クラブと災害時に手を組みませんかと伝えましたが、
当時（2012 年）ではうまく行きませんでした。
時が過ぎて 3年前（2018 年）の第 33 代 大里 喜彦会長の時に、OAKライオンズクラブ（OAKLC）とつくば JCと、どこ

かの地域で災害があったときに手を組んで災害対策を行おうということで、つくば学園RCと OAKLC、そしてつくば JCが手
を組みました。
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つくば JCは山谷理事長、OAKLCは森繁会長、つくば学園RCは大里会長とで災害相互協定を結ばせていただいています。

災害には自助・公助・共助があります。
「自助」は、災害が発生したときに、まず自分自身の身や家族の身の安全を守ることです。
「公助」は、市町村や消防、県や警察、自衛隊などの公的機関による救助・援助。ここは支援に差が出でないようにとなるので、

どうしてもスピード感が遅くなります。
「共助」は、私たちのような団体、地域など周囲の人たちが協力して助け合うことで、あえて行政とは手を結ばずに、行政

では手の届かない部分をすばやく行うことができるのが、私たちのような組織の役割だと思います。
災害時、夜中になると灯りがつきません。たくさんの泥棒が来ました。私たちも恐怖を感じた事を思い出します。ガラスを割っ

て侵入する音が聞こえました。行政は発電機 10 台準備しましたが、14 日間一度も使用されませんでした。それは設置場所の
問題で差が出てはクレームに繋がるので差がでないようにするためでした。結局その判断ができず、一度も稼働しないまま 14
日間が過ぎました。私たちは会員から発電機を借り、14 日間その発電機を使って被災地を照らしました。
行政の考える「公平に行う」事も大切ですが、「私たちでできる範囲を行う」という事もとても大切で、災害支援の鉄則だ

と思います。時間とお金と体力がかかる部分ですので、実働は年齢の若いつくば JCに、ロータリークラブやライオンズクラ
ブが実施すると年齢という壁があり２次被害が出る恐れがありますので金銭的支援という形で締結しています。

Q.　幸手 RC　紙本 瑞基幹事
幸手 RCも協定を締結するに当たって、どのような内容で締結するのか、なかなか合意に至らないとことがあります。昨年、

協定締結に困惑される方がでてしまい、このような場合つくばではどのように理解していただきましましたか？

A.　木村 英博直前幹事
最初に失敗したのは、仰々しく締結しようと各クラブを集めて行ってしまっ

たことで、質問がでました、主旨は理解した、ただし、趣意書のこの部分が発生
したらどうなるなどと質問が始まったら収まり着かなくなります。

Q.　谷野友昭社会奉仕委員長
柳沼会長の思いとしてはロータリアンとして困窮者、支援が必要としている

方を救ってあげられるということで、さまざまな職種がいるので、その職種を使っ
ていろんな支援をしようと発信したのですが、未だ曽てそのような事象が発生し
ていないので、意見される方もどこまでいくかが検討付かない。常総市の水害の
支援に行った時に、社協がボランティアの管理をしていました。登録してボラン
ティアに参加しましたが、少なくとも災害が起こった時に窓口が必要だと思いま
した。いつ発生するのかわからない災害への下準備を行っておく必要があると思
います。

A.　木村 英博直前幹事
つくば JCは社会福祉協議会に理事を選出します。副市長が代表で、平時でも

社会福祉協議会との交流があります。大きな企業とも交流がとれ、情報をいただ
く事ができます。社協はボランティアを出して良いか悪いか明確に別れていて食
事にもいろんな制限がつきます。市と協定を結ぶと市の指示以上に動けなくなり
ます。北条の竜巻災害の時は、あるスーバーから「市から災害協定が発令されて
制限がかかる前に必要な商品は全て持っていってくれ」とお話が来ました。市か
ら災害協定が発令されてしまうとパンひとつも寄付できなくなってしまい、対応
スピードがかなり遅くなります。目の前の困っている人順に助けていこうといっ
たスピード感で行っていくのがいいと思います。
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ニコニコBOX
小關　迪　会員 孫が生まれました。今後ともよろしくお願い致します。

佐久間弘一会員 誕生日のお祝いありがとうございました。お酒とてもおいしかったです。

塚田　陽威会員 久しぶりの例会出席です。当社今年 9月 28 日が法人化 70 周年記念日で周年事業で忙しく
   飛び歩いています。

野澤　俊夫会員 久しぶりに出席させていただいております。出席委員長みずから出席率を下げておりまして
   誠に申し訳ありません。これよりは、万障くり合わせまして出席つとめますのでよろしく
   お願いいたします。

中野　勝　会員 幸手ロータリークラブ柳沼様、紙本様、谷野様、ご来訪ありがとうございます。
   無事協定が結べることお祈りします。

中田　勝也会員 本日は幸手ロータリークラブの柳沼会長、紙本幹事、谷野委員長、ようこそおいで下さいました。
   協定締結が滞りなく行われますことを心より祈念いたします。
   高田さん、木村さん、取りしきりありがとうございました。

木村　英博会員 本日は、柳沼会長、紙本幹事、谷野さん、ようこそ学園RCへ (^^)
   災害協定が良い方向に向かうようにご祈念申し上げます。

村上　義孝会員 先週は、石岡よりロータリークラブへ卓話をしに行っておりました。
   今月は米山月間です。皆様のご理解ご協力に感謝感激です。

北島　睦男会員 ビールとゴルフとホルモン焼きは痛風に最悪。
   その上、股関節痛通院中の為「茨城海岸清掃の日」には参加できません。
   長距離歩行がドクターストップです。申し訳ありません。別の部分で頑張ります。

高田　稔美会員 幸手ロータリーの皆様ご来訪ありがとうございます。先週はつまらないお話失礼しました。

本日のお客様

国際ロータリー第2770地区
幸手ロータリークラブ
2021-22年度　会長

柳沼　憲一　様

国際ロータリー第2770地区
幸手ロータリークラブ
2021-22年度　幹事

紙本　瑞基　様

国際ロータリー第2770地区
幸手ロータリークラブ
2021-22年度　社会奉仕委員長

谷野　友昭　様

会報Vol.07 は茨城県立美浦特別支援学校・宮本 好幸くんの協力を得て作成されました 。

ご来訪ありがとうございました。またメイキャップお待ちしております。



つくば学園ロータリークラブ『みんなの力を地域のために！』
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

例会日：木曜日　１２：３０～１３：３０
例会場：ホテル日航つくば
茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４－１

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

つくばオールロータリアン FaceBook 同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報
などを FaceBook 上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト
公開 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開QRコード 非公開QRコード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

国際ロータリー第 2820 地区　第 30代ガバナー新井和雄国際ロータリー第 2820 地区　第 30代ガバナー新井和雄
地区スローガン地区スローガン

“ ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ ”
奉仕しよう みんなの人生を豊にするため

https://www.rid2820.jp/

４つのテスト
  １．真実かどうか   ２．みんなに公平か
  ３．好意と友情を深めるか  ４．みんなのためになるかどうか

国際ロータリー会長　シェカール・メータ　Ｒ I テーマ　 第２８２０地区
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会員数 出席数 欠席数 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

88 64(3) 24 0 4 3 79.76%
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10 月 26 日　12：30　～　13：30 例会 国際ロータリー第 2820 地区 新井和雄ガバナー公式訪問
11月 03日　10：00　～　12：00 移動例会（11/11 より） ～ロータリー奉仕デー～ 「環境美化プロジェクト・茨城海岸清掃」
    8：00　ホテルグランド東雲バス出発（7：50集合）・15：30　到着　解散
11月 04日　11：00　～　12：00 理事会役員・理事、プログラム・親睦活動各委員長
11月 04日　12：30　～　13：30 例会（オンライン併用）会長挨拶 イニシエーションスピーチ（新会員卓話）
    ※会場　ホテル日航つくば　別館（昴の間）
11月 11日　　 休会   休会（11/3 に振替の為）
11月 18日　12：30　～　13：30 例会（オンライン併用） 「ロータリー財団月間に因んで」
    ロータリー財団出前卓話 地区ロータリー財団担当カウンセラー /総括委員長
    保延輝文様（パストガバナー）
11月 20日　09：30　～　13：30 移動例会（11/25 より）「ロータリーの森創り」会場：つくば市豊里ゆかりの森
    9：30　ゆかりの森工芸館ウッドデッキ集合～・12：00　閉会の挨拶・後片付け
11月 25日　　 休会　  休会（11/20 に振替の為）

〒 305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

例会場：ホテル日航つくば
茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４－１
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