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佐保地域自治協議会
佐保地区自治連合会

佐保 地域事業7本柱
自治協議会５部会が計画案選定

佐保地域自治協議会
（中島佳彦
会長）は令和３年度の事業計画案
を３月14日の役員会で決定、６月
開催予定の総会で承認を求めるこ
とになりました。
新型コロナ感染禍で会議回数も
限られた中でしたが、５部会で協
議を行い、よりよい佐保地域に向
け、具体的に活動を始められる事
業が選定されました。
生活環境部会は、
「美化の日」
を
設定し、地域交流も兼ねた美化活
動の推進をめざします。

パソコン、スマホで
オンライン予約に

奈良市議会では、自治連合会と
自主防災防犯協議会への奈良市補
助金を地域自治協議会へ令和３年
度から一括交付に変更する市提案
を審議しています。
地域を総括する地域自治協議会
で効果的、効率的な運用を図るた
めです。このため佐保地域自治会
協議会では規約を改定し、役員会
に資金運用会議を設置します。
これらの事業計画は総会で承認
後に具体的な肉付けをし、実行さ
れることになります。
（２面に具体的活動の一覧）

避難所開設 こう動く
佐保自主防災協
マニュアル作成

大規模災害発生時に避難所を開
設、迅速、的確な運営を進めるた
め、佐保地区自主防災防犯協議会
（豊田基城会長）は今年２月に
「避
難所運営マニュアル」を作成しま
した。佐保地区各種団体、周辺自
治会等で構成する
「佐保地区避難
所運営委員会が令和１年12月か
ら検討を重ねてきました。
全体総合マニュアルと佐保小学
校運営マニュアルの２部構成で計
情報が発令されます。
26ペ ー ジ の 冊 子。500部 作製 し、
避難所が開設されれば、避難所
地区自治会、各種団体、官公庁に
運営委員や駆けつけ隊が避難所に
配布されました。
集合、世帯単位で受付を行い、要
避難所開設は奈良市長が決定し
配慮者が含まれる場合は家族とと
ますが、基準は震度５以上の地震
もに過ごせるように配慮すること
発生時、甚大な災害が予想される
などが盛り込まれています。
風水害の時で、市町村が発令する （２面に佐保地区避難所の開設と
避難情報警戒レベル３以上で避難
運営の流れを掲載）

佐保地区に配布された
避難所運営マニュアル

佐保地域ふれあい会館の利用
は、令和３年度から７月以降の
予約についてパソコンかスマホ
によるオンライン予約と窓口で
の随時受付に変更となり、一斉
受付はなくなります。新型コロ
ナ情勢の長期化や一斉受付時の
悪天候に対応するためです。
システムの使用開始は６月か
ら。佐保地域自治協議会のホー
ムページに専用コーナーが設け
られ、利用状況が一目でわかる
カレンダーを見て予約の入力を
行います。
料金は、事務所窓口で支払い
ます。パソコンかスマホにホー
ムページの登録をお願いしま
す。この操作については４月、
５月に２回程度の説明会を予定
しています。

大災害時

佐保ふれあい会館利用

町づくり交流部会は、災害のな
い町づくりの推進、住民間の連携
啓発活動の推進を挙げています。
文化教育部会は、知識習得小規
模イベントに取り組みます。
安心安全部会は、地域での
「見
守り」
活動を幅広く実施します。
健康福祉部会は、高齢者の現状
把握と対応等について関係団体と
の協働活動の推進、脳活性化に向
けた教室開催やふれあい会館との
協働事業への取り組みを始めま
す。

自治協議会に自治連合会・
自主防の補助金一括交付へ

佐保地域自治協議会
部会事業計画案内容
●生活環境部会
◆「美化の日」設定、
地域交流美化活動推進
ポイ捨て、落ち葉、不法投
棄物、張り紙等の除去

●町づくり交流部会

●文化教育部会
◆知識習得小規模イベントの
取り組み
学校協働による各種教室・展
示・発表会等の開催

●安心安全部会
◆地域での「見守り」活動の
充実
学校・独り住まい高齢者への
配慮、ゾーン30 含む通行車両
の監視・青色パトロールの強
化

●健康福祉部会
◆高齢者の現状把握と対応に
ついて関係団体との共同活
動の推進
特に一人住まい高齢者への
配慮
◆脳活性化に向けた教室開催
及びふれあい会館との協働
事業への取り組み
手芸等各種の小教室開催、こ
ども食堂等の地域事業の研
究

［佐保ひろば］年4回発行
自治協議会会報と統合

佐保地区自治連合会広報紙
「佐保ひろば」は今年３月から
佐保地域自治協議会会報と統
合し、佐保地域広報紙として
各四半期末の年４回発行とす
ることになりました。

避難所

佐保小学校・若草中学校・中人権センター・奈良女子
大学・育英学園・奈良教育大附属中学校・奈良県立大学

●避難所開設
奈良市から避難所開設情報を入手すれば（地震の場合は震度５以
上）、佐保地区避難所運営委員及び運営委員駆けつけ隊は直ちに自
身家族の身の安全を確認後、避難所に参集する。
※大規模災害発生時は、家のブレーカーを落とし、ガスの元栓を切っ
て、自治会単位で近くの一時避難場所に集合。住民相互で近隣者の
安否確認を行い、自宅避難者を確認。近隣家屋の被害状況を確認後、
避難所に集団で避難する。要援護者を除き避難は原則徒歩。ペット
との同伴同居はできません。校庭での飼育は可能。

●避難者受け入れ
●避難者はまず運動場に集まる
●早く来た人は、避難者の誘導・
受付を手伝う
●集合は世帯単位で自治会別・
ブロック別に集まる
●避難者の中から手伝える人を募集
（受付・誘導・機材搬出・炊き出し
準備・テント張りなど）
●体育館の設営（間仕切りなど）
●世帯単位・自治会単位で避難スペース割り振り
●教室棟は要配慮者優先・同じ部屋に家族とともに過す

避難所で使用の間仕切りテントと
エアーマットは 個用意された

◆災害のない町づくり推進進
佐保分水幹線・鴻池放水路
の現状検証と改善要望
◆住民間の連携啓発活動推進
近所の挨拶高揚、啓発紙作成

佐保地区避難所の開設・運営の流れ
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●運営委員会立ち上げ
●避難者自身による運営委立ち上げ
●避難者の名簿作り・安否確認・在宅避難者の聞き取り
●避難者の組づくり・組長選出
●運営委員会の組織づくり
●避難３日後から避難者の欲求・要望が多様化する
●避難者スペースの見直しや他の避難所との調整

佐保地区自治活動抄録
▽11月／７日＝ふれあい会館運
営委員会▽13日=「佐保ひろば」
原稿入稿▽15日＝自治協議会役
員会▽24日＝佐保ふれあい朝市
協議▽28日＝自治連合会役員会
▽11月末＝広報紙
「佐保ひろば13
号」発行▽29日＝佐保ふれあい朝
市開催▽12月／５日=自主防災防
犯協議会避難所委員会▽17日=自
治協議会生活環境部会▽18日＝
自治協議会町づくり交流部会▽
19日=自治協議会文化教育部会▽
24日＝ふれあい会館運営委員会
▽27日＝年末防災防犯統一行動

実施▽１月／ 16日＝自主防災防
犯協議会避難所委員会▽22日＝
自治連合会役員会▽28日＝ふれ
あい会館運営委員会▽２月／４日
=自治協議会生活環境部会▽７日
＝自治協議会安心安全部会▽25
日=ふれあい会館運営委員会▽26
日=自治連合会役員会▽27日=自
主防災防犯協議会避難所委員会で
避難所運営マニュアル配布▽３月
／ 14日＝自治協議会役員会で事
業計画案決定。奈良市自治連合会
地域づくりセミナー参加▽この
他、自治協議会事務局会議を毎月
開き、議題整理や事務作業を協議
しています。

❷
第２ブロック自治会
約２６０世帯 人口４７０人
南半田中町 半田突抜町
北半田中町 南半田西町
押小路町 後藤町 北半田中町

『佐保ひろば』を印刷してい
る関西印刷もこの一角にあり、
近くに は 人 気 の カ レ ー 店「田
川 」、 喫 茶 店「 ラ・ リ ベ ル テ 」
がある。
佐保地区自治連合会第二ブ
ロック長は30歳のバイオリン奏

ます。
昨年12月には「なべかつ」き
たまち大学校で「松永久秀と多

門城」 の講演があり、 ファン
100名が戦国のロマンに聞き入
りました。
聖武天皇陵、光明皇后陵の東
南の多門町はかつて奈良奉行所
の与力、同心屋敷があったとこ
ろで、今もところどころ土塀が
残っています。
ひっそり立つ多門城跡石碑

古都の町の景観求め……
者、島崎悠気さん。落ち着いた
静かな雰囲気が漂う町に10年前
から居住。「外国人旅行者があ
ふれる街ではなく、張り紙の無
い、広告も控えめで清潔な景観
の町並みを、ここから始められ
れば、古都奈良にふさわしい町
づくりになるのだけれど……」
と明日への思いも。奈良のあり
方を見つめる町でもあります。

土塀が残る多門町の一角

多門城跡から大仏殿を望む

バイオリン奏者の思い

半田町を北へ向かい吉城川に
架かる橋を渡ると、第３ブロッ
クです。鎌倉から室町時代に刀
工、包永が鍛冶を行っていた包
永町から多門城跡へは一本道。

歴史ロマン活かす町づくり

奈良女子大の東側一帯に広が
るのが第二ブロックの半田町界
隈。『奈良町風土記』によれば、
かつて興福寺の所領地で衆徒が
住まいしていました。
後藤町には著名な銀工彫刻師
の後藤吉正が居住していたこと
が由来です。後藤は戦国武将の
松永久秀が東大寺を焼き討ちし
た際、大仏の首が落ち、木で頭
を作り、銅を張って大仏の首を
修復したと伝えられています。

第３ブロック
約５００世帯 人口９００人
北袋町 半田横町 多門町
西包永町第一 西包永町第二
北川端町第二 西笹鉾町第一
西笹鉾町第二 西笹鉾町第三

松永久秀

夢の城

戦国の雄、松永久秀の多門城
は織田信長も羨望したという天
守形式を備えた四層の絢爛豪華
な城でしたが、信長と対立、久
永は信貴山城で最期を迎え、築
城15年で破棄されました。城跡
には若草中学校が建ち、石段下
に石碑が一つ寂しげに立ってい

活発に動く「まちけん」
この奈良北町には、「まちけ
ん（奈良街道まちづくり研究
会）」があり、「きたまち」を活
性化する活動が平成10年から続
いています。少子高齢化、商店
の閉店などにより、活気がなく
なってきた町を安心して楽しく
暮らせる地区にしたいという住
民の声をまちづくりに活かそう
としています。全国的な街並み
保存運動とも連携し、歴史風土
を活かしながら、夢は大きく広
がろうとしています。

佐保地区自主防災防犯協議会

安心安全な町づくりを目指して

佐保全ブロックで
年末防犯統一行動

校南の大仏鉄道記念公園交差点
で毎朝交代で、登校の見守り、
挨拶活動をしています。
最近の集中ゲリラ豪雨は、わ
が町も無縁ではありません。ま
た、地震にも備えなければなり
ません。
佐保校区の佐保川堤北、
南側は奈良市ハザードマップで
浸水地域とされており、昨年は
避難マニュアルを作成、全戸に
配布しました。避難所運営委員
による運営マニュアル作成、そ
れに基づいてコロナ禍でも運営
できる訓練を今年は６月と９月
に実施を予定していますので、
ご協力お願いいたします。

佐保地域自治協議会主催の地
域事業として第１回佐保ふれあ
い朝市が令和２年11月29日
（日
曜）に佐保地域ふれあい会館広
場で開催され、自治協議会役員
の農園や北部婦人会 からコ
メ、野菜、果物、パンなどが３
つのテントに並べられました。

家族連れら来場、交流

10時の開店前から続々と来
場、正午までに来場者は131人
となりました。協議会設営の
コーヒーテーブルにも多くの人
が利用、地域の人と歓談、交流
の機会となりました。
来場者に行った朝市アンケー
トには59名の回答があり、ほと
んどの方から
「とても満足」
「満

歓談が弾む来場者

広場に並んだ野菜

佐保地区自主防災防犯協議
会
（豊田基城会長）
は令和２年
の年末防災防犯統一行動を
12月27日に実施しました。警
察パトロールカーも参加、地
区全９ブロックの約70名が
各地区内を見回りました。
第１ブロックからは
「ゾー
ン30」の標識が見えにくい、
道路の陥没が目立つと報告。
第３ブロックは
「街灯が暗い」
「不審者を見たらすぐ１１０
番」の防犯標識を掲示しては
どうかとの提案がありまし
た。また、第８ブロックは震
災時に倒壊の恐れのある佐保
幼稚園西側道路のブロック塀
などを点検しました。第４ブ
ロックではタバコ、空き缶の
ポイ捨て防止ステッカー掲示
をすることになり、災害時の
一時避難所の確認も同時に行
われました。

ます。
交通事情におきましては、京
都方面から市内に向かう主要な
生活道路に面しており、年々通
過車両が多く、道路を横断する
には安全確認を十分注意しま
しょう。当協議会の「朝の子ど
も見守り隊」は27名が佐保小学

基城会長

佐保ふれあい
朝市初開催
大賑わい

佐保地区自主防災防犯協議会
の会長を務めさせていただいて
おります豊田基城です。日頃は
防災防犯活動にご協力をいただ
いておりますことを厚く御礼申
し上げます。
協議会には、防災訓練対策
部、災害対策部、地域パトロー
ルや青色パトロールを担当する
防災防犯巡視部、交通安全対策
部を設けています。また、校区
７７自治会を９ブロックに分
け、
各々にブロック長を委嘱し、
防災防犯の連絡体制をとってい

豊田

足」の評価を得ました。来場者
の年齢層は60歳以上が多く、大
半は女性。野菜売り場に人気が
ありました。
朝市に期待したことは、地域
活性化、交流、楽しむ場、地域
コミュニティの強化と続きまし
た。
「今後も参加したい」
との声
も強く、
今夏開催も検討中です。

