
令和5年2月

● 一時避難場所 避難所（麻生小学校・百合丘小学校） 補助避難所（万福寺会館）

災害時応急給水拠点 ●生活用水井戸所有者 避難経路（避難所への標準基幹ルート）井

山手の杜

１丁目 麻生休日診療所横階段下付近　 三陽自治会 千代ヶ丘公園　

２丁目 万福寺ひのき山公園 PHブライトグレイス マンション内ロビー　

３丁目 万福寺おやしろ公園 ・ 十二神社境内 ガーデンアリーナ 敷地内中庭　

万福寺もりの丘公園 ・ 万福寺おやしろ公園　 プライムアリーナ マンション内ロビー　

万福寺さとやま公園  ・ 千代ヶ丘公園 ノブレス 敷地内中庭、裏庭

万福寺ふるさと緑地 ・ 郵便局駐車場横階段下　 シーズンアリーナ マンション内ロビー　

万福寺さとやま公園 ・ 時計台広場 マスターアリーナ マンション内ロビー　

６丁目 万福寺ふるさと緑地 ・ 6丁目2駐車場付近

５丁目

一時避難場所

４丁目

【 町内会防災マップ 】
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会員の皆様には日頃より町内会活動にご協力賜り、心より感謝申し上げます。

さてこの度 万福寺町内会規約・細則の改訂版を１０年振りに発行するにあたり「万福寺町内会手引き」として

取り纏めました。

目次をご覧いただくとわかる通り、町内会組織やその活動、災害発生に備えての備蓄の考え方、町内会館の

利用など町内会規約と合わせて１8ページの冊子となっております。

この冊子を通し町内会に対する理解と関心を深め、暮らしやすい地域社会に寄与することを願っております。

これからも先人がかかげた「人」「緑」「文化」の理想が脈々と受け継がれ、住んでよかったまち、住み続けたい

まちになることを願い、発行のご挨拶と致します。

万福寺町内会 会長 斉藤 満

万福寺町内会における防災対応

近い将来に起こると予想される地震について、川崎市では3％の住民が避難生活を強いられると想定し避難所

を準備しています。

万福寺町内会では強い地震が発生した場合には・・・

① 自分及び家族の身の安全を確保する

② 公園・マンションの広場など指定された一時避難場所へ避難する

③ 自宅へ戻る、避難所（小学校）へ行く、町内会館へ避難するなど判断する

④ 避難所へ行く場合、できるだけ水と毛布を持参する

自主防災組織では②の一時避難場所で安否確認を行い、区役所に設置される危機管理本部へ避難状況を報告し

各避難場所への支援物資の供給を手配します。町内全員で助け合い、安心・安全な防災に努めたいと考えています。

万福寺自主防災組織 本部長 山下 洋一

発行日 ： ２０２３年２月 編集委員長 ： 会長 斉藤 満

発 行 ： 万福寺町内会 編集委員 ： 副会長 山下 洋一 ・ 副会長 林 千博

相談役 ： 初代会長 中島 泰己 副会長 宮田 敏行 ・ 副会長 丸山 陽一

事務局 吉田 由紀子 ・ 前田 綾子
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消防団員募集！

消防団員は他に本業を持ちながら災害

発生時に活動する非常勤特別職の地方

公務員です。地域にお住いの18歳以上

の方ならどなたでも

入団できます。是非、地域の

ために活動してみませんか！

【万福寺町内会】

会員数２,４4０世帯

◆役員（三役＋組長20名）

◆班長（36名）

【町内会関係団体】

・シニアクラブ（万寿会）
・子ども会
・婦人部（若葉会）
・青年部（青葉会）
・民生委員
・スポーツ推進委員

◆総会〈４月中に実施〉

◆役員・班長会議〈毎月第２土曜日午前中〉

◆各委員会（ ）内は主な活動内容

・総務委員会（町内会館の利用管理）

・広報委員会（町内会たよりの発行）

・防犯委員会（地域パトロールの運行管理）

・催事委員会（盆踊り大会等の開催）

・自主防災組織（防災訓練実施）

町内会運営

はじめに・・・

万福寺の由来

永禄２年(1559年)『小田原衆所領役帳』の中に万福寺という郷村名が見られます。

しかし、万福寺という名の寺が存在したという史実に基づく村名の由来は明らかにされていません。

組 織

連携

川崎市

麻生区

警察署

近隣町会
自治会

行政

町内会
連合会

組織と町内会運営

町内会は行政や各種機関と日頃から連携しており住民と行政をつなぐ役割を果たしています。

防災備品の購入やイベント等、一部行政の補助を受け運営しています。

毎月役員会議、班長会議を通じて、事業計画の実施や日々の問題点の集約、対策を話し合い

信号機・横断歩道の設置等を行政に訴求など行っています。

地域住民のつながりを大切に、各イベントや美化活動を通して、お隣と気軽に挨拶し、声をかけ

あうことから誰もが望む花や緑が美しく、ゴミのないきれいなまち、安全で安心して暮らせるまち

青パト巡回

消防団

町内会防災訓練

清掃活動
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万福寺町内会は安全で安心して笑顔で暮らせる 楽しいまちづくりを目指し地域住民と協力して

様々な以下の活動及び事業を進めています。

（１）防災・・・災害へ備えて

〇町内会防災訓練の実施 年１回

〇消火ホースキット取扱い(ブロック別)訓練

〇防災倉庫を設置し防災資器材の備蓄管理

（２）防犯・・・安全 安心なまちへ

〇防犯パトロール車による地域巡回（月２回）

〇徒歩による地域パトロール（月１回）

〇子ども交通安全教室の開催

（３）環境・・・美しいまちへ

〇市内統一美化活動への参加 （毎年９月末）

〇公園管理運営協議会の公園清掃活動の参加

〇資源集団ゴミ回収 （第2・4金曜日）

（4）施設の維持管理

会館会議室の貸出

（サークル活動、各種教室 等）

※お子様からシニアまで様々な活動を盛んに
行っています

子ども夏まつり

町内会活動

（5）親睦・・・楽しいまちへ

〇盆踊り大会、餅つき大会など行事の開催

〇若葉会・青葉会活動

行事の参加お手伝い、親睦会

〇長寿の祝いの贈呈

〇万福寺太鼓、太極拳の集い

〇子ども会の活動

ラジオ体操、ハロウィン、新年会、芋ほり体験

卒業イベント 等

〇シニアクラブ(万寿会）の活動

おしゃべり会、絵画・写真・散策・カラオケ

囲碁・将棋・コーラス等 サークル活動

子ども会・・・年少から小学生まで/ 無料

万寿会・・・６０歳以上 / 年1,200円

万福寺太鼓・・・年長から高校生まで / 月５００円

太極拳の集い・・・どなたでも / 月２，０００円

若葉会・青葉会・・・ボランティアに興味のある方

会員募集中！

子ども会・ハロウィン

万寿会・写真と散策を楽しむ会

万福寺太鼓

子ども会・ラジオ体操

子ども会

万福寺太鼓

餅つき大会
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品　　目 品　　目

水（飲料用、調理用等） 救急箱

無洗米、レトルトご飯、 大小ビニール袋

乾麺、カップ麺 包装ラップ

缶詰（肉、魚、野菜、果物等） ティッシュペーパー

レトルト食品 トイレットペーパー

野菜ジュース ウエットティッシュ

ペットボトル入り飲料水 手袋

チーズ、かまぼこ等 歯みがきセット

菓子類 ラジオ

栄養補助食品、健康飲料粉末 乾電池

調味料 ライター

女 性 生理用品 メガネ、使い捨てコンタクトレンズ

粉ミルク 使い捨てカイロ

離乳食 常備薬

お菓子 おかゆ等やわらかい食品

おむつ 入れ歯洗浄剤

おしりふき 補聴器用電池

食 品

生活用品

高齢者
乳幼児

〈特に必要なもの〉

災害発生時の在宅避難に備えて、食料品や

日用品を少し多めに備えておきましょう！

日頃から自宅で利用しているものを少し多めに備えることで、災害時に自宅で当面生活する

ことが可能となります。常に最小限備えるべき品目・量を保ちながら、多めに備えているものを

日常の中で消費していくため、特別な準備はいりません。

このような考え方を『ローリングストック』といいます。

食べ物や日用品を少し多めに購入、日常生活で消費

食べる・使う

減った分を補充

少し多めに購入

少し多めの状態

をキープ

乳幼児・高齢者

がいる家庭

オムツ・常備薬

女性の場合

生理用品等

古い物から消費！

簡易トイレ

お金(小銭）

ランタン

モバイルバッテリー

カセットコンロ

懐中電灯

＋

〈 主な備蓄品例 〉 "自分の家庭にあったものを備えましょう！"
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町内会が備蓄する主な防災資器材

AED

発動発電機

ペ-パ-パ-ティション

レスキューセット ボールライト

折り畳み

リアカー

ポータブル電源
＆ソーラーパネル

《 データ引用：気象庁HPより 》

品　目 保管場所 個数

 テント（大・小）　　　　　　　　　会館防災倉庫 8・7

 ペ－パ－パ－ティション 万福寺会館2F 9

 AED 万福寺会館1Fホール 1

 発動発電機　 会館倉庫2・おやしろ倉庫1 3

 ポ-タブル電源・パネル 万福寺会館 1

 ボールライト　 会館防災倉庫 2

 懐中電灯　　　 万福寺会館 8

 ランタン 万福寺会館 20

 レスキューセット　　　　 会館倉庫・ふるさと倉庫 2

 折り畳みリアカー　　　　　　　　　　会館倉庫・ふるさと倉庫 2

 ハンマー　　　　　　　　　　会館倉庫・ふるさと倉庫 4

 スコップ 会倉庫1・ふるさと2・おやしろ1 4

 番線カッター　　　　　　　　　　　　　会館倉庫・ふるさと倉庫 2

 はしご 会館倉庫・ふるさと倉庫 2

 ヘルメット　　 会館倉庫15・ふるさと倉庫5 20

 ジャッキ 会館防災倉庫 1

 防水シート 会倉庫19・ふるさと5・おやしろ2 26

 扇風機 会館倉庫・ふるさと倉庫 2

 カセットコンロ 会館倉庫5・ふるさと倉庫1 6

 かまど 会館防災倉庫 3

 両手鍋 会館倉庫5・ふるさと倉庫1 6

 やかん 会館倉庫5・ふるさと倉庫1 6

 消火ホースキット 会館1F・ふるさと・三陽自治会 3

消火ホ-スキット

◆地震から身を守る行動の具体例
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家の周囲・ご近所の

安全を確認する

安全を確認後

家で待機する

家にいる時
大きな地震が起きた

家やその周辺をチェック

家に被害はない

安全なルートで家に戻る

家に被害があり生活できない

避難所（小学校）、補助避難所（町内会館）
や知り合いの家に避難
（家の倒壊や焼失などで自宅で生活ができない）

区役所・警察・消防からの避難指示

があった、又は火災の危険がある

土砂災害や火事などの危険がない？

土砂災害や火災の危険が有り

一時避難場所が危ない

一時避難場所へ（大きな公園・広場・マンション敷地内等）

近所の人たちと集まって様子を見て安否確認をする

机の下に隠れるなどして、安全を

確保し警報などの情報を確認する

避難指示で

必ず避難

危険はない



6

下水道や水路など

からの浸水想定区域

土のうを配付しています

問合せ先 ・ ・ ・ 麻生区道路公園センター

TEL044-954-0505

想 定 条 件

関東地域における想定最大規模降雨

1 時間に153ｍｍの降雨

総降雨量 160ｍｍ
浸水想定区域内で着色されていない区域においても浸水

が起こる可能性があります。

➀内水氾濫と洪水（外水氾濫）は違います。

②内水氾濫で推進が発生しても建物の上に避難

すれば安全を確保することができます。

③20㎝程度の浸水でも水の流れによっては歩行

困難となりますので無理して屋外へ移動せずに

高い所へ垂直避難しましょう。

④土のう等で浸水対策

浸水が浅いときは、土のうを設置することで家屋

や地下駐車場への浸水を防ぐことができます。

《 データ引用：川崎市令和3年2月発行のハザードマップ等より 》
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ゴミステーション友の会 会則

2022年４月１日制定

万福寺土地区画整理地内に設置されたゴミステーションの維持管理を行うべく、ゴミステーション

友の会(以下、友の会)を立上げ、友の会の会則を以下の通り定める。

第 1条（目的）

ゴミステーション利用者の受益者負担の原則により、万福寺町内会から独立し、利用者の責任

にてゴミステーションの維持管理を行いつつ、周辺建物と調和し地区全体で統一感を持たせ、

同時にゴミの散乱やカラス・猫などの侵入防止をはかる為の維持管理を行い、ゴミステーショ

ンの全利用者が地域内の快適な住環境を確保することを目的とする。

第 2条（対象施設）

万福寺土地区画整理地内に設置されたゴミステーション(42か所)

第 3条（会の運営）

(1) 万福寺土地区画整理地内のゴミステーションの全利用者を友の会メンバーとし、友の会メン

バーにて運営委員会を結成、全般に亘り万福寺町内会事務局の補助・協力を得ながら運営する。

(2) 運営委員会は運営委員長・会計委員・運営委員で運営する。運営委員は友の会に所属する組長

で構成し、運営委員長は運営委員から選任する。運営委員長の任期は4月～3月の1年輪番制と

する。

(3) 運営委員会は、運営委員からのゴミステーションの状況の報告を受け、設備の更新・修理の要

否や実施時期、費用の検討を行う。

(4) 運営委員会は、原則4月に定例会を行うこととし、臨時運営委員会が必要な場合は、運営委員

長が招集する。

尚、運営委員会は万福寺町内会の班長会議の前後等、運営委員の負担が少ない日時に開催

するように努める。

(1) ゴミステーション維持管理の為の友の会の会費は一世帯毎に徴収するが、会費の額は設備更新

状況を考慮して、運営委員会にて決定する。

尚、会費の集金等の業務は、万福寺町内会費用の徴収時に行う。

第 4条（会計年度）

(1) 毎年４月 1日から翌年３月 31日迄を会計年度とし、年度末に決算を行う。

(2) 万福寺町内会から友の会に補助・協力を得て運営していることから、原則、運営委員長が決算

内容を万福寺町内会に報告する。

第 5条（その他）

ゴミステーションの修理や交換作業が必要な場合、各班の取り決めに従い、事務局に問い

合わせや相談の上、実施する。



《令和５年４月より利用料金改正》

◆ 会館利用のお申込み方法
ご利用月の前月 1日（平日以外の場合は翌日）から申し込みを受け付けています。
申込書（前払い）を町内会事務室（１階)に提出してください。

２階ホール
3階小会議室

1階小会議室

2階大会議室

貸し会議室

大会議室 1室（約94㎡）

小会議室 2室（約25㎡）

◆備品貸出料金◆

会 員 ： 町内会加入者

非会員 ： 町内会未加入者

（単位 : 円）

午前 午後Ⅰ 午後Ⅱ 夜間

9：00～12：00 12:30～15：20 15：30～18:10 18:20～21：00

会　員 1,700 1,700 1,700 1,700

〃（机椅子使用） 2,000 2,000 2,000 2,000

非会員 3,000 3,000 3,000 3,000

〃（机椅子使用） 3,600 3,600 3,600 3,600

午前 午後Ⅰ 午後Ⅱ 夜間

9：00～12：00 12:30～15：20 15：30～18:10 18:20～21：00

会　員 1,100 1,100 1,100 1,100

〃（机椅子使用） 1,200 1,200 1,200 1,200

非会員 2,000 2,000 2,000 2,000

〃（机椅子使用） 2,200 2,200 2,200 2,200

大会議室（2階）

時間

会 館 利 用 料 金　

小会議室（1階・3階）

時間

※会館内使用限定

※貸出期間１週間

品　目 会員 非会員

電気ポット 100 200

ラジカセ 200 400

マイクセット 500 1,000

プロジェクター 1,000 2,000

スクリーン 1,000 2,000

（単位：円）

（単位：円）

品　目 会員

 ケルヒャー5

（高圧洗浄機）
500

※令和5年4月１日より上記料金に変更になります



万福寺町内会
〒215-0004

川崎市麻生区万福寺4-18-26 万福寺会館

受付時間 平日10：00～16：00 休日 土日祝日

TEL・FAX 044-955-0191

私たちのまちを住みやすいまちにするために、ぜひあなたの知識と経験をお貸し頂けませんか。

私たちの町内会は安全・安心なまちづくりを目指し、様々な行事を通じて会員の親睦をはかり

連帯感の向上を目指しています。

役員はプライベート優先で無理せず楽しみながら活動しています。

ぜひ、私たちのまちのために一緒に活動しませんか！

町内会役員募集しています！

町内会へ入りませんか

町内会に入るのは義務ではありませんが

○防犯灯の設置申請 ○公園の維持管理 ○ゴミ集積場の維持管理

などは行政が行なっているのではなく

町内会・自治会が主体となって行なっています

町内会へ加入するメリット

○お祭りなどのイベントを通しての地域の人たちとの交流とつながり

○防災訓練や防犯活動を通して災害時に助け合える安全で安心な地域づくり

〇町内会館施設を会員料金で利用可能

○社会福祉協議会・町内会広報誌などの地域の情報や災害時の情報入手

○子ども会・万寿会（シニアクラブ）への参加

○道路整備や信号機の設置申請などの交通安全対策の推進

町内会HP


