
東町防災会議
和歌山県有田郡広川町大字広
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和歌山県有田郡広川町の位置
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広東町区の範囲
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東町防災会議の経過

東之町地区自主防災組織 平成１３年４月１日設立
西之町地区自主防災組織 ∥
南之町地区自主防災組織 ∥
北之町地区自主防災組織 ∥
熊之町地区自主防災組織 ∥
学園町地区自主防災組織 ∥
旭町地区自主防災組織 ∥

平成１４年２月 ７地区自主防災組織へ防災機材設置
（災害救助工具セット、消火器、ヘルメット、救急箱）

平成２３年 ５月３０日 第１回東町防災会議開催
平成２４年 ５月２６日 広東町区長会 人と防災未来センター（神戸市）視察
平成２４年１０月１２日 第２回防災会議

１１月１６日 第３回防災会議
１１月２８日～１２月１４日 津波避難塔建設を求める署名を募る

成人８０１名の署名が集まった。
平成２５年 ３月２５日 広川町へ署名と共に要望書提出

５月２６日 広東町区長会 三重県大紀町 錦タワー視察
７月２８日 広川町避難訓練へ参加
９月１６日 広婦人会 三重県大紀町 錦タワー視察

１１月２９日 第４回防災会議 4



平成２６年 ６月２９日 広東町区長会 高知県種﨑地区津波避難センター視察
７月１３日 広婦人会 高知県種﨑地区津波避難センター視察
７月２８日 第５回防災会議
８月２１日 広川町区長会 和歌山県串本町避難センター視察

平成２７年 １月１９日 第６回防災会議
１１月 ５日 広川町津波避難訓練へ参加
１２月１８日 第７回防災会議

平成２８年 ３月１４日 第８回防災会議
３月２２日 広東避難施設着工
９月１７日 広川町津波夜間避難訓練へ参加
１０月１７日 第９回防災会議

平成２９年 ３月１３日 第１０回防災会議
平成２９年 ４月 ８日 広東避難施設「まもるくん」竣工式

５月１５日 第１１回防災会議
７月 ５日 コミュニティ助成事業により リヤカー７台、テント７張購入

平成３０年 ５月１４日 第１２回防災会議
令和 元年 ５月１７日 第１３回防災会議

７月２９日 コミュニティ助成事業により発電機３台、コードリール３台、
物置３台他購入

令和３年度 コミュニティ助成事業により消防ポンプ１台、防火衣２セット、
炊き出し機１台購入予定
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広東防災会議主催
第１回防災訓練 平成２７年３月２９日
第２回防災訓練 平成２８年３月２７日
第３回防災訓練 平成２９年６月 ４日
第４回防災訓練 平成３０年６月 ３日
第５回防災訓練 令和 元年６月 ９日

津波避難の３原則 ①想定にとらわれるな
②最善をつくせ
③率先避難者たれ
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南之町地区自主防災組織の防災倉庫
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リヤカー及びテント
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防災倉庫（熊之町、旭町、西之町）
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発電機、リール、会議用机、椅子
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広東避難施設 愛称「まもるくん」 11



まもるくん（石碑） 正面 まもるくん（石碑） 裏面

12



広東避難施設 竣工式
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まもるくん竣工記念のもちつき
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まもるくん竣工記念もちなげ、記念のタオル

15



広東避難施設 愛称「まもるくん」

• 東町区内成人８０１名の署名を添えて、避難施設建設の要望書を 広川
町へ提出

• 平成２８年３月２２日着工、平成２９年３月２５日完成

• 総事業費３億１５００万円

• 鉄筋コンクリート造り５階建て。５００人収容可能。

• 屋上は海抜２２．５ｍ

• FRP製高架水槽８ｔ

• ディーゼル式発電機、消防車庫、打込み井戸２基

• 愛称「まもるくん」は地元小学生に避難施設への思いや願いを込めた
名前を考えてもらい、その中から決定した。
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打ち込み井戸
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（左）炊き出し機（灯油バーナー式）
（右）浄水装置
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浄水装置
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（左）高圧受電設備（キュービクル）
（右）まもるくん屋上のFRP製高架水槽
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第１３回東町防災会議（令和元年度）
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令
和
元
年
度
防
災
訓
練
の

チ
ラ
シ

　防災訓練

 ●午前１０時３０分頃～

　　　炊き出し訓練（婦人会）
　　　試食
　　　　（うどん3００食用意しますので、
　　　　皆さんお誘い合わせのうえ
　　　　ぜひ御参加ください。）

 ●午前１１時３０分～

　　　子ども会
　　　　ビンゴゲーム・ポップコーン

まもるくん
　１階

まもるくん
　３階

 ●午前１０時００分～１0時2０分

　　　　消火器の使い方
　　　　　天ぷら油で火災になったら
（湯浅広川消防組合）

 ●午前１０時００分～午後１時まで

　　　　まもるくん自由内覧

 ●午前１0時2０分～

　　　消火栓ホース接続訓練(１回目）
　　　　（広川町消防団第１分団）

まもるくん前

文館前

 ●午前１０時４５分～

　　　救命講習　応急手当の入門
　　　　（湯浅広川消防組合・消防団）

まもるくん
　３階

 ●午前１１時１０分～

　　　発電機、浄水装置操作訓練
　　　　（東町自主防災組織、区長会）

まもるくん
　１階、５階

 ●午後１２時３０分～

　　　消火栓ホース接続訓練(２回目）
　　　　（広川町消防団第１分団）

文館前

６月9日（日） 午前１０時～
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炊き出し（うどん）の調味料
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広婦人会による炊き出し訓練
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湯浅広川消防組合による消火器の使い方
訓練
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湯浅広川消防組合による消火器の使い方
訓練
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消火栓への消防ホース接続の訓練
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消火栓へのホース接続訓練
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炊き出しのうどんを試食
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広子ども会によるポップコーンの配布
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湯浅広川消防組合による応急処置の講習
会
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ディーゼル式発電機
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ディーゼル式発電機の操作訓練
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ディーゼル式発電機用燃料タンクの操作
及び問題点の協議
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浄水装置による打ち込み井戸水の
浄化訓練
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東町防災会議主催・第５回防災訓練経費
令和元年６月９日 午前１０時０分～午後１時００分

令和元年５月１７日事前打ち合わせ会議 午後７時～

補助対象分
◎事前打ち合わせ会議お茶代 ６，５００円 畠中煙草店
◎レクレーション保険 １７，６００円 有限会社庄和地所
◎ポップコーン代 ９，９８０円 大阪 (株）サークランド
◎お茶代 １１，５２０円 畠中寛之酒店
◎お菓子 １６，２００円 畠中煙草店
◎ゴミ袋 ２，０００円 畠中煙草店
◎浄水装置用ガソリン、オイル他

５，１０６円 （株）マルハ石油

◎炊き出し経費
うどん原材料 ２６，６１３円 よってって他
雑費 １０，９００円

内訳
丼ぶり椀 ５，７００円 太田商店
ガスレンタル ５，２００円 辻本プロパン店
合計 １０６，４１９円
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広川堤防（左岸） 名島橋から上
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広川堤防（左岸） 名島橋から下
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広川堤防（左岸） 名島橋から下
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広川堤防（左岸）
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霊巌寺 初不動 １月２８日
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