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災害図上訓練「ＤＩＧ」（ディグ）は，地図の上で地域情

報や災害情報を組み替えながら避難対策を考えるという誰で

も簡単に参加できる防災訓練です。

DIGは，1995年１月17日午前５時46分に発生した阪神・

淡路大震災がきっかけで生まれました。淡路島・神戸市・西

宮市・芦屋市などが震度６強の強い揺れに見舞われ，6,400

名余にも及ぶ尊い命が失われた災害は，多くの人の災害に対

する考え方を変え，防災に関する重要さを再確認させ，ボラ

ンティア活動が芽生えるきっかけになりました。

DIGは，その中の一団体である三重県鈴鹿市在住の「南部

美智代」さんを始めとする災害救助ボランティアの活動から

生まれたものなのです。

DIG誕生物語り
当時，南部さんたちは，日々，ホームシックなっていくお

年寄りたちの姿を見かねて，震災から３か月後の４月に，お

年寄りたちを連れて神戸市に向かい地図をもとにお年寄りた

ちの家々を探そうとしました。ところが，被災した神戸のま

ちは驚くほどの変わりようで，結局，見つけ出すことができ

ませんでした。

この経験が，南部さんたちに，地域の防災情報の重要性を

気付かせたそうです。そして，１年かけて手作りの防災マッ

プを完成させました。

しかし，はじめの防災マップは，１か月も経たないうちに，

「転居」「新築」「造成」などの変化で，十分活用できるまで

にはいたりませんでした。その後，地図の上に透明のシート

をかけて情報を書き込んでいく方法を知り，試行錯誤の上，

DIGを完成させました。こうして，震災から３年後の1996年

１月17日に，災害図上訓練「ＤＩＧ」を全国に発信すること

になったのです。

DIGの広がり，手法
最初に，「ＤＩＧワークショップ」を行うため，６人から

８人のグループを作ります。用意するものは，

①住宅地図②透明シート ③ 模造紙

④ふせん⑤油性マーカー ⑥ 筆記用具 を用意します。

DIGワークショップには，司会進行役が必要になります。

次に，DIGワークショップで地図に書き込んだ情報を確認す

るための「ワップ（ウォーキングパートロール）」を行いま

す。ワップを行ってわかった正しい情報や新しい情報をもと

に，もう一度，みんなが集まりDIGワークショップを行い，

防災マップを作り上げます。

身近なDIGの活用事例
DIGワークショップは，地域に起こりえる災害を理解し，

地域の災害に対する弱点を知り，地域の防災をどうしたらいい

のかと，地域のみんなで考えることにより人と人とのつながり

が生まれ，災害に強い地域がつくられると期待されています。

防災マップは，防犯パトロールや市との除排雪ワークショ

プ，町内会で実施する除排雪の経路確認，ゴミステーショ

ン・広報板マップなど様々に活用されてもいます。

町内会でDIGしませんか？
東白石地区でも，町連が，本郷町内会が，暁町内会がDIG

ワークショップを行っています。また，この６月には，本郷小

学校の児童が「交通安全DIGワークショップ」を行いました。

札幌市では，町内会のDIGの実施に講師を無料で派遣して

います。あなたの町内会でも楽しいDIGを開催してみませんか？

詳しくは，まちづくりセンターにご相談ください。

（記事：白石区市民課地域安全担当 宮川貴行職員）

防災・安全マップ



徒歩パトロール 青色灯パトロール 集 合 時 間

4月 11日 午後8時

16日 25日 〃

5月 7日 9日 〃

21日 23日 〃

6月 4日 13日 〃

18日 27日 午後９時

7月 2日 11日 〃

16日 25日 〃

8月 6日 8日 〃

20日 22日 〃

9月 3日 12日 〃

17日 26日 〃

１0月 1日 10日 午後８時

15日 24日 〃

１1月 5日 14日 〃

19日 28日 〃

1 徒歩パトロール隊

毎月第１・第３水曜日にパトロールを実施します。16町内会，133名が登録しています。

Ａコース集合場所：南郷通13丁目北ローソン駐車場

栄通中央町内会，栄通東町内会，南郷東町内会，あけぼの町内会，暁町内会

Ｂコース集合場所：地下鉄南郷７丁目駅４番出入口

栄通６丁目町内会，栄通７丁目町内会，栄通中央親交会，南栄会，南郷町内会，本郷町内会

Cコース集合場所：本通11丁目北１本通交番前

本通第一町内会，東友会，長栄町内会，東栄会，

２青色灯パトロール隊
毎月第２・第４金曜日にパトロールを実施します。青色回転灯装備車両は５台，隊員登録は11名。

北海道洞爺湖サミット開催では,防犯ボランティア団体としてパトロール活動に協力しています。

地域防犯パトロール・・・始まりの頃の思い出

警察署長委嘱の地域安全活動推進委員制度は,平成10年頃に創設されたと思います。この制度以前

は、各町内会に1,2名の防犯連絡所という制度がありました。

地域防犯パトロールの始まりは,平成11年頃でした。当時は,特にひったくりや痴漢事件が多く発生

していたことから,サイクリングロードを中心に,東札幌町連,白石町連,東白石町連の3町連で夜間パト

ロールを始めようという話し合いが行われスタートしたことを憶えています。

メンバーは,各単町から推薦を受けた地域安全活動推進委員で実施していました。

当時のサイクリングロードは,防犯街路灯は設置されていましたが,基数が少なく,暗い箇所も多かったので,3町連で防犯診

断を実施しその結果を持って,白石区に街路灯の増設を要請したものでした。平成13年度には6基の街路灯が増設される

ことになり,その後も数基づつ新設されて現在に至っています。こうしたことから,犯罪も減少してきたものと思います。

地域防犯パトロールは,平成14年から,各町内会の防犯部長,副部長も加わって更に活発になって現在の活動につながっ

てきますが,さらに,平成17年になって,総務省消防庁の補助を得ることとなり,資材の整備と共に,名称を,安心安全パトロー

ル隊と改称し,創設されることになったのです。

※ 本文は,パトロール隊創設時の事情に詳しい清水 前町連会長に寄稿していただきました。

※ 清水氏は,今年の春の叙勲及び内閣総理大臣賞を受章されました。お祝いを申し上げます。

パトロール隊

春の暖かい風が吹き出して来た4月，東白石安心安全パトロール隊の活動が今年もスタートしました。参加メンバー

は，昨年の116名から133名に増えました。 隊員の年間活動達は，下表のとおりです。パトロール隊の活動に興味の

ある方はまちづくりセンターまでお電話してください。



20年度の子育てサロンは，東白石地区で4カ所で開催されています。0歳から小学校就学前までのお子さんと保護者の方が自由に集い，遊び、

交流できる場ですので，これから親になられる方，地域にお住いで，親子と一緒に遊んでみたい方もぜひご利用ください。白石区内には，24

カ所の子育てサロンが（平成20年度）開催されています。ホームページで紹介されていますので興味のある方はご覧になってください。

★無料で参加でき，事前の申し込みは必要ありません。公共交通機関を利用し，直接お出かけください。

会 場 開 催 日 時 お 休 み 問い合わせ

東白石保育園

（南郷通8丁目北4-1）

月～金曜日10：00～11：30

月～金曜日13：30～16：30

土曜日、日曜日、祝日 TEL846-3356

にこにこサロン

（本通13丁目南10-1）

東白石会館で年間6回開催しているサロンです。

5/23（金）7/31（木）8/7（木）11/10（月）1/19（金）3/18（水）

TEL861-9262

東白石児童会館

（本通13丁目南10-1）

毎週木曜日10：30～12：00 祝日、小学校の長期休暇中 TEL863-8833

栄通児童会館

（栄通6丁目19-12）

毎週金曜日10：30～12：00 祝日、小学校の長期休暇中 TEL853-5706

いろんな活動いっぱいのまちづくり実践会

本郷小学校児童と地域が一緒になって公園,

サイクリングロードの清掃活動をしました。桜

が満開でした。

快晴の中、万生公園に16町内会500人の老若男

女が集まり、交通安全競技を競いあいました。

団体優勝は暁町内会。皆笑顔で賞品を受取って

いました。

第13回月寒川にぎわい川まつりが開催されま

す。

75歳以上の一人暮らしの方

９月18日（木）東白石会館

東白石小の児童との交流会　

９月25日（木）南栄会館

本郷小の児童との交流会　　

白石消防署と白石消防団の指導のもと、今

年も万生公園で防災訓練が行われます　

コラポDEトンパーク
＜活動計画＞

東白石児童会館と地域との連携によるまちづくり事業も3年目を迎

えました。青少年育成委員会，福祉のまち推進センターが中心とな

って今年も楽しい企画をお届していきます。

東白石児童会館の子供たちが考えたゼロミー

ゴ大作戦。地域をピッカピカにする

ため月1回巡回します。

安平町早来ときわキャンプ場

募集は60名（参加費3,000円）

対象は参加地区内の小中学生　　　　

（大人は参加申込みできません。）

東白石児童会館のお祭りだよぉ～

合言葉はトンパクキッズ!!

みんな集まれ～　

ふれあい入浴ツアー

75才以上の一人ぐらしの方バス送迎付で楽し

みください。

普段は泊まれない東白石児童会館に寝袋を持ち

寄ってお泊り体験です。

怖いお化けの話は止めてね。

おもちゃ,ぬいぐるみ掘り出し物が見つかるか

な。縁日もあるよ。（栄通児童会館）

チケット200円(前売りのみ)

お手玉,いろはカルタ昔遊びをしましょう。

臼と杵を使った本格的な餅ツキが体験できま

す。お父さんの参加も待っています。

春の公園清掃

5/1（木）

交通安全運動会

7/6（日）

会食懇談会

9/18,25

ど→りマーケット

10/18（土）

防火防災訓練

10/4（土）

レッツらゴーピッカピカ隊

5月～10月）

森に学ぶ

8/23,24

トンパクキッズフェスティバル

9/13（土）

児童会館お泊り会

10/11（土）

親子でチャレンジ

1/25（日）

川まつり

7/26（土）

入浴ツアー

10/4（土）

第27回　東白石地区交通安全大運動会



南郷東町内会は,昭和34年１月に発足し,今年,創立50周年の記

念の年を迎えました。

当時,南郷通は13丁目までの開通で,南郷通10丁目南・北から

13丁目南・北までを範囲とする私達の町内会は,南郷の一番東

に位置する町内会という意味から「南郷東町内会」と名乗った

のです。

爾来,開校50周年の本郷小学校と同じ年輪を刻み,現在700戸

を超える会員を有する町内会になりました。

発足当時は,住民自ら井戸を掘り,電柱を立てる状況で,町内会

は何としても必要な存在でした。集団申請でやっと黒いダイヤ

ル電話が一般家庭に通じたのは昭和40年代でした。街路灯が

徐々に増え,現在の街並みが少しづつ整ってきたのは50年代に

なってからでした。

そして今…札幌は大きく変りました。しかし,人と人の横のつながりが希薄になり,高齢者の孤独死が伝えられる社会は望ま

しいものとは思えません。こうした中で,私達の町内会は,安心,安全な街づくりにソフトな面で取り組もうとしています。みんな

で元気に歩く“健歩会”,広報さっぽろの配布部隊の“友愛会”これらのユニークで新しい組織が精力的に活動し隣り同士の人間

のつながりを掘り起こそうとしています。次の半世紀も,地域と学校を支えて発展する町内会であってほしいと思います。

第8回　南郷東町内会
会長 渡辺　観寿

第1回目の編集委員会は,新年度の６月30日,山中新委員長以下が集まって話し合いを行いました。

今年度の方針は，①全戸配布の継続，②年間２回の発行，③夏号は年間事業スケジュール号，

④冬号は独自企画号，⑤無理せず楽しいトンパクニュースを目指します。

4/  3(木) 青少年育成委員選任書交付式(区民センター)

4/  9(水) 日赤奉仕団東白石分団総会(東白石会館)

4/19(土) 東白石地区町内会連合会女性部・交通安全母の会定期

総会

4/21(月) 青少年育成委員会定期総会

4/23(水) 東白石地区町内会連合会定期総会

5/  8(木) 交通安全実践会・自衛隊協力会・東白石会館運営委員

会定期総会

5/13(火)  春の交通安全(青色灯)決起集会

5/16(金) まちづくり実践会定期総会

5/23(金) 統計調査員協議会定期総会

5/28(水) 社会福祉協議会定期総会

6/7(土)8(日) 本郷商店街YOSAKOIソーランまつり

7/  5(土)   月寒川河川清掃

7/  6(日)   第27回交通安全運動会

7/19(土)20(日)  第33回しろいし区ふるさとまつり

7/26(土)  月寒川にぎわい川まつり

7/26(土)27(日)  あけぼの夏まつり(栄公園)17:00-20:00

7/27(日)   東栄会こども夏まつり(青葉公園)13:00-17:00 

7/31(木)8/1(金)  栄通ふれあい広場子供盆踊り大会

(こなみ公園)17:00-18:30

7/31(木)8/1(金)  栄通ふれあい広場ビアガーデン

(こなみ公園) 18:30-20:30

8/  2(土)3(日) 萬蔵祭 (本郷通商店街)13:00-22:00

8/  3(日) 本郷町内会子供納涼踊り (本郷通商店街)18:00-19:00

8/  8(金)9(土) 旭町内会親子サマーフェスティバル 16:00-21:00

8/10(日)    子供夏まつり (みつば会館) 本通第一, 東友会,

長栄町内会共催13:00-15:00  

8/15(金)16(土)  あかつき夏祭り・こども盆踊り

(あかつき公園)17:00-20:30

8/15(金)16(土)  親子盆踊り大会(ふじ公園)

栄通中央,栄通東町内会共催 18:30-20:00

8/15(金)16(土) 南栄会子供盆踊り(南郷公園)18:30-20:00

編 集 だ りよ

平成20年６月23日(月)午前10時から午後３時まで，本郷
会館において，本郷町内会主催の地域のふれあいの場として
の地域の茶の間，「ふれあい広場ほんごう」が開催されました。

この日は，男性10名を含む25名が参加して，テーブルを
囲んでの会話を楽しんだり，
囲碁や麻雀やオセロゲーム
などで思い思いに過ごし，
交流を深めました。１歳の
お嬢さんとお母様も絵本や
おもちゃ，年配の方々との
ふれあいを通して楽しいひ

と時を過ごされました。
また，午後１時30分か
らは，介護予防センタ
ー本通の柴田由香さん
に，介護予防のお話を
していただきました。

次回 (７月28日) は，
介護予防体操です。「ふれ
あい広場ほんごう」は毎月１回，第４月曜日に開催します。
午前10時から午後３時までの間の都合のよい時に参加して，
自由に過ごすことができます。

情 報 ひ ろ ば

お茶の間訪問 本郷町内会「ふれあい広場ほんごう」

50周年記念コンサート

思い思いに過すグループ

介護予防のお話を聴く


