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迫り来る首都直下地震 
 

東日本大震災（2011.3.11）から 2年半 

 震災への備えは大丈夫ですか？ 

＝インタビュー・市防災課に市の対策を伺いました。＝ 

 

 

 

Ｍ（マグニチュード）７級の首都直下地

震が今後 4年以内に約 70％の確率で発生

するという試算予測（東京大学地震研究

所の研究チーム）が報道されたのは 2012

年 1 月 23 日でした。大震災から 1 年も経

っていない時期でしたので衝撃的であっ

たことを記憶しています。また、Ｍ９級

の大震災の後、3～5 年以内に関連する地

域でＭ７級以上の地震が起っているとい

う研究もあります。東日本大震災の発生

から２年半が経過しました。 

切迫している状況にある地震は、南海ト

ラフ地震と首都直下地震と予測されてい

ます。私たち八王子市民に直接的に関係

する首都直下地震については、2012 年 4

月に新たな東京都の被害想定が発表され

ました。 

首都直下東京湾北部地震（Ｍ7.3）の 

新被害想定（2012.4.18、東京都防災会議） 

全壊建物   死 者  帰宅困難者 

約 30 万棟  9700 人   517 万人 

 

 

多摩直下地震（Ｍ7.3） 

・多摩地区の 4 割が震度６強の予測 

・八王子では死者 477 人、負傷者 6,363 人、 

 焼失倒壊 6,599 棟 

立川断層帯地震（Ｍ7.4） 

・立川市を中心に約 24ｋ㎡の地域で震度７級

の予測 

・八王子では死者 314 人、負傷者 4,840 人、 

焼失倒壊 3,451 棟  （次ページへ続く⇒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活安全部防災課 野口課長(左側)に消費生活啓発推進

委員会 坂本会長(右側)がインタビュー 



 

これらは今後発生するであろう首都直下

地震（18 通りのプレート境界型や活断層

型でＭ７級地震を想定している地震）の

数例なのです。 

 

現在、市防災課ではこれらの新想定を受

けて、市の｢地域防災計画｣の見直しが進

められています。そこで消費生活推進委

員会の坂本会長が、市の野口防災課長を

お訪ねし、地震災害や地震関連災害を中

心に、市の防災計画や市民の心構えなど

をお聞きしました。 

 

 

 

（坂本）：先の大震災から 2 年半を経過し

ました。時間の経過と共に記憶も薄れ、

報道も少なくなってきており、私たち市

民の日頃の防災意識も希薄になりつつあ

るのではないかと思われます。一方では、

いつ起きても不思議でないという地震発

生の確率試算が発表されています。 

先ず、市民の防災意識についてどのよ

うにお考えですか？  

（野口防災課長）：東日本大震災以降、市

民の皆様の防災意識の高まりを感じてい

ます。 

防災課職員が市民の皆さんに災害対策

に関してお話しさせていただく出前講座

の出張件数も震災前に比べて数倍に増え

ています。東日本大震災から既に２年半

が経過していますが、この震災を風化さ

せることなく、発生が危惧されている首 

 

都直下地震や各地で頻発している風水害

に対して、市民の皆さんがそれぞれの立

場で備えていただければと思います。 

（坂本）：現在、進められている｢（市の）

地域防災計画の見直し｣ですが、国や都の

新たな被害想定を受けての見直しと思い

ます。まず、｢地域防災計画｣の理念につ

いてお話しください。 

（野口防災課長）：自らの命は自らが守る

という「自助」、自分たちのまちは自分た

ちで守る「共助」、そしてこの二つに行政

が果たす役割である「公助」がそれぞれ

の責務と役割を明らかにして、一層の連

携を図っていくことを理念としてします。 

 具体的には、本市の地域特性や今後の

都市としての開発動向を踏まえ、被害の

軽減を図るために、あらゆる立場で、あ

らゆるケースに“備える”、知恵と力を出

し合い、お互いを“支える”、広域的な視

点をもって備える・支えるを全体に“つ

なげる”を基本に、災害に強い都市づく

り・体制づくり・人づくりを進めてまい

ります。 

  

 

（坂本）：理念は“備える”・“支える”・“つ

なげる” の 3 つの柱ですね。従前の｢地

域防災計画｣との、主な相違点は何でしょ

うか？ 

（野口防災課長）： 

 震災対策の基本となる被害想定が大幅

に見直されました。都が昨年４月、４パ

ターンの首都直下地震による被害想定を

公表し、本市では、多摩直下地震が発生

した場合に人的物的被害が最大となると

されています。新たな想定では、市内で

は死者 477 人、負傷者 6,363 人、全壊建

物 7,006 棟と従来の想定に比べて大幅に

増えています。 
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また、これらの被害を軽減させるため、

新たな減災目標も設定するとともに、目

標を達成させるための様々な施策も盛り

込むこととしています。さらに、性別の

違いに配慮した備蓄計画や避難所運営、

災害時要援護者対策、医療救護体制など

といった東日本大震災で生じた課題や教

訓、近年、本市で最大の被害が生じた平

成 20年 8月末の豪雨での対応などを新計

画に盛り込む予定です。 

 

     
 

（坂本）：被害想定ですから、最悪のパタ

ーンを想定しますが、それが現実となる

ことも十分に考えられることです。｢地域

防災計画｣における市民（住民）の役割は

どのようなものでしょうか？ 

 

 

（野口防災課長）：先ずは、自らが災害の

被災者にならないために、自身の安全確

保に努めていただくとともに、お互いに

協力し合いながら、生命・身体、財産の

安全確保を行っていただく、正に自助・

共助の考え方に基づく備えを平時のうち

から実践してもらうことです。 

 

 

（坂本）：減災対策はじめ、市民の自助・

共助が重要という命題を都も掲げていま

す。特に自助・共助については、市民の

防災意識と関係が深いと思われますが、

如何でしょうか？ 

 

（野口防災課長）：地震や風水害などの災 

害が発生した場合に市をはじめ国や消

防・警察などといった行政機関は迅速に

対応を行いますが、特に地震が発生した

“その瞬間”に命を守るのは自分自身で

す。先ずは、「自分が怪我をしない、死な

ない。」つまり被害者にならないことが一

番重要です。そのためには、日頃からい

ざというときのために適切に身を守るた

めの術を習慣づけておくことが大切です。 

 自分（家族）が無事でいたら、次は隣

近所の安否確認をおこなっていただきた

いと思います。普段なら通報すればすぐ

に駆けつけてくれる救急車や消防車、警

察のパトカーも震災時には到着が遅れる

ばかりか、来てくれないかもしれません。

一人でも多くの方に助けられる側ではな

く、助ける側になってほしいと思います。

そのため、隣近所にどのような方が暮ら

しているのかは日頃のコミュニケーショ

ンがなければ知ることができません。地

域が行う防災訓練を始め、各種行事に積

極的に参加していただき、自分たちのま

ちは自分たちで守る取り組みを地域ぐる

みで推進していただきたいと思います。 

 過去の災害事例を見る 

までもなく、災害の規模 

が大きくなればなるほど、 

自助と共助が大きな力を 

発揮します。 

 市でも、様々機会をと 

らえて市民の皆さんの立場で行っていた

だく自助・共助の取り組みを啓発してま

いります。 

 

 

（坂本）：自助・共助について、行政とし

ての日頃の啓発は、具体的にどのように

進められているのでしょうか？ 
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（野口防災課長）：冒頭に申し上げたよう

に出前講座では、市民の皆さんのところ

に出向いて災害対策全般についてお話し

させていただいております。また、ホー

ムページや防災情報メールでも防災に関

する知識やイベント、緊急情報などもお

知らせしています。特に防災情報メール

では、日頃の防災情報のほか、気象警報

が発せられた時などには緊急情報もお届

けしていますので、是非とも登録してご 

活用ください。 

 

（坂本）防災情報メールについては多くの市

民が登録していると聞いています。あらため

て防災情報メールの登録について、お知らせ

ください。 

（野口防災課長）： 

 現在、防災情報メールは約 36,300 件と

大変多くの方に配信登録をいただいてい

ます。平時には防災情報や防災イベント

のお知らせなどを、大地震発生時や異常

気象が見込まれるときなどには、注意喚

起や避難情報といった災害時の緊急情報

を携帯電話やパソコンにお届けします。 

 防災情報メールの配信登録は、パソコ

ンの方は市のホームページから、携帯電

話の方は「icho@sg-m.jp」に空メールを送

信し、送られてきたメールに表示された

ＵＲＬにアクセスして登録してください。 

  

（坂本）：市民の日頃からの備えについて、

市民の皆さんへお話しください。 

（野口防災課長）：過去の震災における死

傷原因を調べると、建物の倒壊、家具類

や冷蔵庫等の転倒によるものが多数を占

めています。こうした死傷原因を取り除

くことで大切な命を守ることができます

ので、建物の耐震化、家具類の転倒防止

に取り組んでいただき、ご自宅の安全化 

 

 

 

を図っていただきた 

いと思います。 

家具類の転倒防止 

は、寝室を最優先に 

行いましょう。寝て 

いるときに大地震が起きた場合、身を守

る余裕もなく、タンスや本棚の下敷きに

なってしまうことが考えられます。家具

類の転倒防止策は、１００％万全とは言

い切れませんが、何も対策をしていない

ものに比べて身を守る行動をとる時間を

確保できるだけでも有効です。 

     

 

 また、ご自宅で水や食糧、簡易トイレ

を備蓄しておくことも大切です。市では、

震災に備えて様々な食料や物資を備蓄し

ていますが、市民の皆さん全員分ではあ

りません。被害想定に基づき、想定され

る避難者の分だけしか備蓄していません。

避難所は、不特定多数の避難者の皆さん

が共同で生活する場所であり、避難生活

の長期化も視野に入れると、決 

して快適な場所では 

なく、ご不便をおか 

けすることも想定さ 

れます。私たち行政 

は、公助として食糧 

や物資などを備蓄し 

て避難者の皆さんを受け入れる態勢を整 
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えていますが、市民の皆さんは自助の立

場で、「どうしたら避難所に行かなくて済

むか」を準備されることが大切ではない

でしょうか。 

八王子市は、広大な市域の中に住宅地や

商業地、山間地など様々な地理的、社会

的特性をもっています。自分が住んでい

る場所や周辺に潜んでいる災害の危険性

を前もって知っておくことも重要なこと

です。地震だけでなく、浸水やがけ崩れ

の危険性の有無、火災が起きたときの延

焼危険度など、住まいの危険性を知って

いただき、いざというときに備えて日頃

から何を準備しておくか、どのように心

掛けておくかで減災に結び付けられれば

と考えています。 

 

※ 記事の最後に｢私たち市民の日頃からの準備｣

をまとめてありますのでご参照下さい。 

 

（坂本）：市内には高層マンションなども

増えてきました。このような高層建築物

への対応や河川流域の液状化対策、土砂

災害対策なども考えられます。｢地域防災

計画｣ではどのような対策がとられてい

るのでしょうか？ 

（野口防災課長）：高層マンションは、

建物が倒壊する可能性は低いものの、エ

レベーター内への閉じ込めや長周期地震

動により大きな揺れが生じることで家具

類の転倒落下移動、マンション内での孤

立化など特有の対策が必要となります。

地域防災計画では、こうした課題解決に

向けて関係機関と連携して非常用電源の

整備や備蓄などマンション内や地域との

共助の取り組みを推進させていくことと

しています。 

 液状化対策は、都が公表している情報

公開を促進するとともに、民間建築物等

に対する液状化対策工法の実施を指導し

ていくことを盛り込んでいます。 

  

また、本市は、傾斜地を多く抱えている

ことから土砂災害の危険性を有する場所

も点在しています。計画では、適正な 

土地利用を進めて    

いくとともに、東 

京都とも連携しな 

がらソフト・ハー 

ド両面から総合的 

に土砂災害対策を 

推進していくことを規程しています。 

 

（坂本）：最後に、公助の鍵を握る市の

危機管理についてお話しください。 

（野口防災課長）：今回の地域防災計画

修正では、震災、風水害のほか、大規模

事故等に係る危機管理対策も見直しを行

いました。東日本大震災で課題となった

遠隔地で発生した原子力施設での事故対

策や富士山の噴火を想定した降灰対策な

ども内容を充実させる予定です。 

 これからも安全安心な市民生活を確保

するため、地域防災計画に盛り込んだ内

容を決して絵に描いた餅とすることなく、

各種施策の実現に向けて全庁的に災害対

策を進めてまいります。 

（坂本）：ありがとうございました。 
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市民一人ひとりの

日頃からの備えが

大事だよ！ 

 



 

☆―――☆―――☆―――☆―――☆ 

私たち市民の日頃からの準備 

☆―――☆―――☆―――☆―――☆ 

１）“在宅避難”を考えます。 

地震発生直後は、行政からの支援は行き

届きません。市民一人ひとりが主体的に

迅速に適切に避難します。住宅の被災が

軽い被災者は“自宅”に留まることです。 

自宅内での安全な場所を予め確認して

おくことが重要です。専門家の意見など

も参考にすると良いでしょう。勿論、耐

震化や老朽住宅などは建直しなどの対

策も講ずる必要もあります。また、家具

の転倒防止対策なども身近なことです。 

２）被災時から 1 週間分以上の食糧や飲   

 料水などの家庭での備蓄、常用薬や生

理用品などそれぞれの個人の必要とす

る備蓄を実践することです。 

これらの備蓄は 1 箇所に保管するので

はなく、数ヵ所に分散して保管すること

も考えます。それはせっかく備蓄しても

建物の倒壊部などの下敷きとなる場合

も想定します。また、それぞれに期限が

ありますから、日常生活の中で次々に使

って補充して行くサイクルも大切です。 

３）簡易トイレや携帯トイレなど排泄設  

 備も準備することです。 

被災地域の下水道も宅内の下水管も損

傷していることが予測できます。そこに

は排泄物を流すことはできません。平時

から考えておきたいポイントです。 

４）近隣住民との助け合いです。 

日頃からコミュニケーションを交わし、

地域での見守りなども、被災時には有効

です。特に独居者の場合です。 

５）帰宅困難者となった時を想定した外 

 出時の持ち物も考えておきます。 

 

 

 

 

仕事や色々な用事で八王子から都心部

へ行くことも多いと思われます。電車や

車の中で被災する場合、ビル街や地下街

で被災する場合など出先に応じた対応

も必要となります。帰宅困難者となるこ

とも予測しておかねばなりません。 

様々な状況に応じた外出時の持ち物も

平時から準備することが必要です。 

６）（家族との）安否の連絡方法です。 

家族、他地域の親類なども交えた安否の

連絡方法を考えます。首都被災時には、

首都圏内では恐らく連絡は困難でしょ

うから、他地域に住む親類に連絡を集約

するなど、広域で考えておく必要があり 

ます。 

７）住んでいる地域の熟知が必要です。 

行政の出している防災情報やハザード

マップなど被災した時の避難情報を知

ること。例えば、避難所までの経路、迂

回路など日頃からの備えの一つです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
家族で話しておくことが 

たくさんありますね！ 

くらしのレポート ２０１３・１０ ６ 



                                           
首都直下地震を考える 

 
 

首都直下地震とは、首都圏の直下で発生し、市街地での      

被害が大きくなることが予測される地震を言います。そ 

の震源や地震の規模、発生の時間、曜日、季節などによ 

って、被害は異なります。国の中央防災会議で想定して 

いるＭ７級の地震は 18 通りに及んでいます。それらは、 

次ぎの通りです。 

①プレート（岩板）境界型＊注１地震やプレート内部地震＊注 2 

では、東京湾北部、多摩、茨城県南部の 3 通り。 

②地殻内の浅い地震については、人口の多い横浜市やさいたま市などの 10 通り。 

③活断層型＊注 3地震では、実際に断層が確認されている｢立川断層 

帯｣や｢三浦半島断層群｣、｢関東平野北西縁断層帯｣、｢伊勢原断層帯｣、｢神縄・国府津－松田断

層帯｣の 5 通り。 

＊注１：プレート境界型地震：陸側のプレートの下に沈む込む海側のプレートによって、陸側のプレートに歪み

が溜まり、プレートの境界部付近でその歪みの解放が起こる地震 

＊注２：プレート内部地震：プレート同士が押し合って、プレートの内部でひび割れが起きることによる地震 

＊注３：活断層型地震：断層が動くことにより起きる地震 

首都圏の地下構造は、４つのプレートがひしめく複雑な構造です。陸を形成している①ユ

ーラシア・プレートと②北米プレート。海側から陸のプレートの下に沈み込んでいる③太平洋

プレートと④フィリピン海プレートです。これら４つのプレートの接点が東京湾・相模湾辺り

を中心とする首都圏域にあります。 

首都圏では、その陸の北米プレートの南端にあたり、海側の南側からフィリピン海プレート、

東側からは太平洋プレートに押されて、層をなして沈み込んでいるという複雑な構造となって

います。 

関東大震災（1923.9.1）では、陸の北米プレートとフィリピン海プレートの境界で発生して

いました。このプレート境界は、東京都心部辺りで深さ 20ｋｍ程度の浅い位置にあることも

分かっています。一方、前述のプレート内部地震の場合には、より震源が浅くなることも想定

されています。 

首都直下地震は、いつ・どこで起きても不思議でないという状況にあることも、容易に理解

することができると思います。また、八王子でも高層建物が増えてきており、長周期地震動の

被害も考えられます。山間部での深層崩壊も起る可能性も関連災害として見逃すことはできま

せん。 
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 まず基本を押さえておくこ

とじゃな！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

もったいない！食品ロスを考える 

～第３回 野野野菜菜菜の上手な保存法・利用法～ 

～ 今年は本当に暑い夏でしたので、食品の保存に苦戦された方も多いと思います。 

私たちは 6月に開催された八王子環境フェスティバルで来場者に聞き取りアンケー

トを実施したところ、捨てることの多い食品としては「野菜」をあげる市民が最も多

いという回答を得ることができました。 

思わず特売でたくさん買ってしまった、家庭菜園で取れ過ぎた、また頂き物ものなど

で食べきれなかったことなどは誰しも経験あることでは？と思います。野菜のおいし

さや栄養をできるだけ損なわずに保存し、無駄なく食べきれる方法はないだろうか？ 

そこで今回は日頃苦戦している野菜の保存と利用法にスポットを当ててみました。 

 

１．まずは野菜の特性を知って対策を！ 

野菜を保存するときの基本はできるだけ育てられている時と同じ状態に置くこと

です。野菜は収穫後も成長していますので縦に伸びている野菜を寝かせておくと上

に向かって伸びます。きゅうりならツルにぶら下がっている状態なので、縦に保存

すると、寝かせて置いた状態よりも鮮度が長く保てます。根菜類は一般的に寒いと

ころが苦手です。じゃがいもなら真っ暗な土の中で育つので光が当たらない涼しい

場所。 

収穫後も野菜は呼吸を続けていますが、 

その時に発生するのがエチレンガスです。 

これは野菜の成長を促す効果があります。 

特に果物や葉野菜から多く発生するのです 

が、これがその野菜だけでなく一緒に保存 

している他の野菜まで影響を与えてしまう 

ため、ポリ袋に入れて保存することが大切 

です。 

 

２．いろいろな保存法 

①常温で保存するとき 

時間とともに栄養と味は落ちてゆくため、食べきれないと思ったら新鮮なうち 

 に加工して保存します。方法としてはしっかり味をつけて常備菜にしたり、 

干し野菜にしたり、漬物にしたりするのも昔からある食べ切るための知恵です。 
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冷蔵庫保存は育っているときと同じ

ように、縦にして野菜室で保存を！ 



②冷蔵庫に入れて保存・・冷蔵庫の特性を知った対策をすることが必要です。 

冷蔵庫の中は思っている以上に乾燥している      

ので、最適なのは野菜室を活用することです。 

葉物野菜は買ったときに袋の口が空いていること 

が多いので、上からもう一枚袋をかけて乾燥を 

防ぎます。 

一般的に夏野菜は冷蔵庫の寒さと乾燥を嫌いま 

す。夏野菜を冷蔵庫に入れる場合でも外気に触れや  

すい手前側に入れて、比較的室温に近い形で管理     

しましょう。 

冬野菜は冷蔵庫をうまく利用した保存が有効で 

す。保存する時は紙などでくるんで保存しましょ 

う。特に吸収性・保湿性に優れた新聞紙はスグレ 

モノです。 

 

③冷凍の極意 

生のまま食べる野菜は冷凍解凍すると、どうしても別の食感になってしまうため、刻ん

だり、すりおろししたりすることで冷凍保存が可能になります。また野菜を解凍するとき

は、炒める、煮るなどそのまま調理してしまうのがオススメ。 

自然解凍は水分が出てしまい旨みも栄養も一緒に流れてしまうので、電子レンジで短時

間に加熱、解凍しましょう。 

料理の素材にして使う場合は、解凍で加熱することを考慮して、生のまま切って冷凍し

たり、固めにゆでて冷凍し、塩、醤油、味噌を少量まぶしておくとサラダ、あえものから

炒め物まで応用がききます。 

根菜類やほうれん草や小松菜などの葉野菜はいったんゆでてから冷凍するのがよいよ

うです。ゆでる時は電子レンジでの解凍や調理のことも考えてやや硬めにしておくのが美

味しく食べるコツです。 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

     

 

 

                           

 

購入時に上部の空いた包装の 

葉野菜はもう一枚袋に入れて 

乾燥防止を！ 

 

野菜に強くなれば、 

食品ロス対策が 

  大きく前進します。 
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食べ切れない野菜は新鮮なうちに 

適当なサイズに切って、固ゆでし、 

フリーザーパックで冷凍保存すれば、

１カ月くらいは大丈夫のようです！ 



 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アオガエルのスゴ技 

今年の暑さには皆が閉口し、いろいろな暑さしの

ぎ対策がテレビに雑誌に大人気でした。人間様の

みならず小さな生き物たちにとっても、生き残り

のために大変だったのではないでしょうか？我が

家に何代かにわたって住み続けているアオガエ

ル・・・。いつもは 

日の当らない中庭の竹や低木に止まって補虫と暑

さ対策をしていたのですが 

今年は右の写真のような光景を目にしました。 

日陰で引き戸を開けた時、ストッパーになるアル

ミサッシ枠の危なっかしいところに上手に止まっ

ていました。触ってみるとサッシは多少涼しい

か？なっ！何と！このカエルはアルミが熱伝導率

が高く、体熱の放散に良いことを知っていたの

か？？  (知っていたかどうか、カエルは教えてく

れませんが・・) 

消費生活センター・消費生活啓発推進委員会 

イベントのお知らせ 

 生涯学習フェスティバルに参加します！ 

展示場所：クリエイトホール地下 1 階 

    八王子市消費生活センター 

日時：10 月 19 日(土)10：00～16：00 
＊テーマ「魚食のススメ」をポイントに、現

状、効用、上手な利用法などをパネルや資料

を使って展示します。 

 

 月間事業(東京都) 

１．交流フェスタに参加します     

場所：新宿駅西口イベントコーナー 

日時：10 月 25 日(金)・26 日（土） 

   10：00～17：00 

２．講演会(八王子会場)を開催します 

講師：“缶詰博士”こと黒川勇人氏 

場所：クリエイトホール 5 階ホール 

日時：11 月 30 日(土)１４：００～  

 

 

 

編集後記：ようやく新記録が続いた平成 25 年猛暑の夏が終わり、秋の声を聞く季節と

なりました。この間、世界中からも異常気象の現象が伝わってきております。地球の気

象に大きな影響を与える潮流や気流の異変による気候変動が一因と言われています。 

我々日本人にとってはそれに加え、必ずやってくると言われている“巨大地震”にどう

立ち向かうかも重要なテーマです。国、自治体がするべき対策を点検・整備すると共に、

地域や自分たち自身が防災対策の全体像、役割を理解し、日頃の準備を整えてゆくこと

が求められています。本レポートは八王子市の地域防災計画の見直しにスポットを当て

インタビューによる特集を組みました。 

 

月間事業(東京都) 

１．交流フェスタに参加します     

場所：新宿駅西口イベントコーナー 

日時：10 月 25 日(金)・26 日（土） 

   10：00～17：00 

２．講演会(八王子会場)を開催します 

講師：“缶詰博士”こと黒川勇人氏 
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編集発行：八王子市消費生活センター・同消費生活啓発推進委員会 
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「ギョギョ！ＪＪ！！」 

という感じで驚きました。 

自然の生き物のすごさ？を感じ

た猛暑の夏でした。 

（消費生活啓発推進委員のレポート） 

 


