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1.17 ひょうご安全の日宣言 

阪神大震災の犠牲者を悼む兵庫県の「15 周年追

悼式典」が 17 日、神戸市中央区の県公館で開か

れた。 

 

皇太子ご夫妻をはじめ、鳩山首相、遺族代表ら

約 450 人が参列。皇室からの追悼式典への出席は

2005 年の天皇、皇后両陛下以来で、首相の参加も

10 年ぶりとなった。 

式典では、正午から全員で 1分間の黙とうをさ

さげ、皇太子さまが、犠牲者への哀悼の意にあわ

せて「震災の経験をいかして、安心して暮らせる

地域づくりが進められ、そこで培われた知恵が、

次の世代に継承されることを期待します」と述べ

られた。鳩山首相は「防災対策を進め、国民が安

心して暮らせるよう全力を挙げる」と誓った。 

兵庫県などでつくる「ひょうご安全の日推進県

民会議」は 16 日、震災の教訓をいかし、日々の

生活の中で備えるよう訴える「1・17 ひょうご安

全の日宣言」を発表した。 

阪神・淡路大震災から 15 年が経った 

私たちは日本と世界の多くの人たちに 

地震の被害に遭う前に 震災の教訓を知ってもらい

たい 

使ってもらいたいと願って 発信し続けてきた 

昨年八月に駿河湾で地震があった 

 

起こった瞬間 東海地震でないかとみんな心配した 

家具の固定が進んでいたので 揺れによるけが人

はとても少なかった 

すでに 四川大震災の復興では 震災の教訓が活

かされているという 

そのあと サモアで津波が インドネシアで地震が立

て続けで起こって 

多くの住民が犠牲になった 

やはり 震災の教訓がまだまだ活かされていないの

だ 

集中豪雨による川のはん乱や土砂災害も猛威を振

るった 

台風や竜巻によって 大きな被害も発生した 

伊勢湾台風から50年を迎え 高潮災害も忘れては

いけない 

地球温暖化が進み 風水害の脅威が大きくなりつ

つある 

震災 15 年 震災を知らない人たちが増えてきた 

震災の風化が心配だ 

だから被災地ではこの 1 年 これまでより強く教訓

を発信してきた 

誰でも地震や風水害に遭遇する 

私たちが持っている災害の教訓をもっと活用しよう 

日々の生活の中でもっと備えよう 

それを自分から 家庭から 学校から 職場から地

域から発信したい 

伝えよう もっと伝えよう阪神・淡路大震災の教訓

を 

備えよう もっと備えよう この教訓を活かしながら 

震災の教訓は すべての災害に通じる知恵だから 
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ハイチ共和国大地震 

2010 年ハイチ地震はハイチ時間の 2010 年 1 月

12 日 16 時 53 分（UTC＝21 時 53 分、日本時間＝1

3 日 6 時 53 分）にハイチ共和国で起こったマグニ

チュード（M）7.0 の地震。地震の規模の大きさや

ハイチの政情不安定に起因する社会基盤の脆弱

さが相まり、推定死者が数万人に及ぶなど、単一

の地震災害としては近年空前の大規模なものと

なった。 

 

【地震の詳細】 

震源はハイチの首都ポルトープランスの西南

西約 15km、深さは 10km、マグニチュード（モー

メントマグニチュード Mw）は 7.0 と推定されて

いる（アメリカ地質調査所）。この地域は北アメ

リカプレートとカリブプレートの衝突型境界の

近傍であり、震源が浅い典型的な直下型地震（内

陸地殻内地震）である。この地震を起こした断層

は、エンリキロ-プランテインガーデン(Enriquil

lo-Plaintain Garden)断層系の中の断層の1つと

推定されている。地震のメカニズムは、逆断層成

分を持つ左横ずれであった。地震波からの推定で

は、断層の滑り量は最大で約 4m であった。ポル

トープランスとその郊外では改正メルカリ震度

階級VII - X相当の揺れがあったと推定されてい

る。 

地震発生から 8 日後の 2010 年 1 月 20 日 6 時 3

分（ハイチ時間）には、ポルトープランスの西南

西約 60km、深さは約 10km の地点で、Mw5.9 の地

震が発生し、同日までの最大規模の余震となって

いる。 

【被害状況】 

ポルトープランスでは大統領府や国会議事堂

を始めとする多くの建物が倒壊し、当局がロイタ

ー通信社に語ったところによると 15 日時点では

死者最大 20 万人と予測している。17 日までに、7

万人の犠牲者が埋葬されたと報道されている。水

道、電力供給網等のライフラインにも壊滅的な打

撃が与えられた。なお、ポルトーフランスの 3/4

が再建の必要があると見られている。 

各国の救援チームが現地入りし倒壊した建物

に取り残された人々たちの救出活動に加わって

いる。国際赤十字赤新月社連盟は、被災者は総人

口の約 1/3にあたる 300 万人が被災したと推計し

ている。 

ルネ・ガルシア・プレヴァル大統領は、日本時

間 1 月 14 日に同国内の平和維持活動に従事して

いた国連ハイチ安定化派遣団（MINUSTAH）のエデ

ィ・アナビ（Hédi Annabi）代表がこの地震で死

亡したことを確認したとしていた。国連側は否定

していたが、日本時間 17 日に同代表とルイス・

カルロス・ダ・コスタ（Luiz Carlos da Costa）

副代表、ダグ・コーツ（Doug Coates）警察本部

長代理が死亡したことを発表した。また人道支援

活動のためにポルトープランスに滞在していた、

ブラジル出身の小児科医で人道支援活動家のジ

ウダ・アルンス（Zilda Arns）が、この地震によ

ってポルトープランスで死亡した。 

多くの建物が、天井・床が重なって潰れるパン

ケーキクラッシュを起こしている。 

刑務所も崩壊し受刑者4000人が脱獄している。 

ポルトープランスでは、略奪行為が発生してお

り、ハイチ政府は 1 月 17 日に 1 月末まで非常事

態宣言を発し、午後 6時以降の夜間外出禁止令を

出している。 

ハイチ共和国大地震に関する IARU Region3 非常

通信委員会からの依頼について 

IARU Region3（国際アマチュア無線連合第 3地

域）非常通信委員会のジム・リントン議長（VK3P

C）から、1 月 12 日にハイチ共和国で発生した大

地震において、同国における非常通信の可能性と

1 月 13 日時点での現状、IARU 第 3 地域のアマチ

ュア無線家の皆様方に対する、現状に関する周知

の依頼が届きましたのでお知らせします。 

(1)現在、国際アマチュア無線連合では、通信手

段が途絶したハイチ共和国 において非常通信

に使用される可能性がある、3720kHz と 7045kHz

のモニ ターをおこなっている。 

(2)IARU Region2（国際アマチュア無線連合第 2

地域）の非常通信コーディネーターのアーニー・

コロ氏（CO2KK）からの報告では、近隣国の、ド

ミニカ共和国、プエルトリコ、ベネズエラ・ボリ

バル共和国のアマチュア無線家は7045kHzの聴取

に協力している。 

(3)ハイチ共和国に近隣するキューバ共和国にお

いても、東部地域で地震に見舞われ、3.5/7/144M

Hz 帯で非常通信がおこなわれた。 

(4)ハイチ共和国在住のアマチュア無線家ジョ
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ン・エーノ氏（HH6JH）が、IARU の非常通信周波

数として 14300kHz を使用し待機している。また

アメリカ・フロリダ州のウィリアム・スターリッ

ジ氏（KI4MMZ）との緊急通信をおこなった。 

(5)救世軍チーム非常通信ネットワークが 14265k

Hz の使用を開始している。 

各周波数付近で非常通信への混信妨害等の影響を

与えないよう十分に注意してください。 

3720kHz、7045kHz、14265kHz、14300kHz 

 

暫定見解に係る意見を募集中 

総務省が 2012 年世界無線通信会議（WRC-1

2）に対する我が国の暫定見解に係る意見を募集 

総務省は、平成 24 年（2012 年）1月 23 日（月）

から同年 2 月 17 日（金）までの間、開催される

予定の世界無線通信会議（WRC-12）の議題に対す

る「2012 年世界無線通信会議（WRC-12）に向けた

我が国の暫定見解」を策定し、この暫定見解につ

いて、平成 22 年 1 月 13 日（水）から同年 2 月 1

2 日（金）までの間、意見の募集をおこなってい

ます。 

アマチュア無線に関係する部分は、「議題 1．2

3 415-526.5kHz におけるアマチュア業務二次配

分の検討」があります。 

議題 1.23 

415-526.5kHz におけるアマチュア業務の 2 次分配の

検討  

既存の業務を保護する必要性を考慮しながら、41

5-526.5kHz帯での約15kHzを二次的基礎でアマチ

ュア業務に分配することを審議する  

【議題の概要】 

既存業務等の保護の必要性を考慮しながら、415-

526.5kHzからの約15kHz幅のアマチュア業務への

2次分配を検討するもの。 

【暫定見解案】 

アマチュア業務への2次分配を行うことを支持す

る。ただし、既存業務の保護の検討を十分に行う

ことが必要である。 

【資料入手方法】 

意見募集対象については、総務省ホームページ(h

ttp://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電

子政府の総合窓口[e-Gov]（http://www.e-gov.go.

jp）の「パブリックコメント」欄に掲載するとと

もに末尾の連絡先窓口において配布しています。 

 

今年の恵方は「西南西」 

近畿地方を中心にして、節分の夜にその年の恵

方に向かって目を閉じて一言も喋らず、願い事を思

い浮かべながら太巻きを食べる風習が有り、今年の

恵方は「西南西」です。 

恵方巻の食べ方ですが、基本的な恵方巻の食べ

方の方法を紹介しておきたいと思います。 

恵方巻の食べ方は、その年の恵方の方角に向か

って、切らずに、無言で願い事をしながら少しず

つ食べます。 

その年の恵方の

方角とは、その年の

福徳をつかさどる

歳徳神（としとくじ

ん）という神さまが

居る方角になり、こ

の歳徳神さまが居

る方角に向かって事を行えば何事も良いように

なるというのが、恵方巻を食べるときの方角にな

っています。この為、恵方巻を食べる時の方角は、

その年の良い方角ということになります。 

さらに、切らずに食べるというのは、縁を切ら

ないようにするという意味がこめられているよ

うです。 

次に、無言で食べるのは、食べ終わるまで願い

事を唱え続けるという事を意味しているようで

す。また、恵方巻を食べている時にしゃべると福

が逃げるという事も言われています。 

恵方巻の食べ方は、上記のように、①恵方の方

角、②切らずに、③無言が基本になるようですが、

もちろん、地域によっても恵方巻の食べ方に多少

の違いはあると思いますが、私が知っている恵方

巻の食べ方と、恵方巻の食べ方の意味については

このようになっていますので、恵方巻の食べ方に

ついて知りたい人は参考にして頂ければと思い

ます。 

恵方巻の起源はいくつもの説があり定かでは

ない。その一つに江戸時代末期から明治時代初期

にかけて、大阪の商人による商売繁盛の祈願事と

して始まったという説がある[要出典]。 節分の

日は暦の上で春を迎える立春の前日にあたるの

で、一年の災いを払うための厄落とし、年中行事

として行われた。また豊臣秀吉の家臣・堀尾吉晴

が偶々節分の前日に巻き寿司のような物を食べ

て出陣し、戦いに大勝利を収めたという故事を元

にしているという説もある。 

七福神にちらんで、七種類の具材が入っています。 

 

①玉子/伊達巻②おぼろ

/でんぷ③シイタケ④あ

なご/ウナギ⑤カンピョ

ウ⑥キュウリ⑦高野豆

腐 
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ガソリン課税の概要 

政府が来年度から導入する新たなガソリン課税

の概要が 15 日、明らかになった。 

ガソリン価格が数か月間、あらかじめ設定した

「発動基準価格」を上回って推移すれば一部課税

を停止し、その後、「解除基準価格」を数か月間

下回れば停止分を復活させる仕組みだ。週明けに

開く政府税制調査会で最終調整し、通常国会に提

出する 2010 年度税制改正関連法案に盛り込む。 

政府は来年度から、ガソリン税（1 リットル当

たり 53・8 円）のうち暫定税率（同 25・1 円）を

廃止し、代わりに暫定税率と同額の「特例税率」

を創設して現在と同じ課税水準を維持する。ガソ

リン価格に応じて停止・復活させるのは、この特

例税率の部分となる。 

課税停止の目安となる発動価格は、ガソリン価

格が高騰した 08 年度上半期の平均価格である 1

リットル当たり 167 円前後とし、解除価格は現行

水準の 126 円前後とする方向で調整している。た

だ、民主党内には、国民生活重視の姿勢をアピー

ルするために発動価格をより低い水準にすべき

との意見もある。 

ガソリン価格は総務省が毎月発表している小

売物価統計を使い、価格を見極める期間は 3か月

～半年程度を軸に検討中だ。例えば、ガソリン価

格が数か月間、発動価格を上回る 170 円程度で推

移すれば、特例税率分の約 25 円分がなくなって

価格は 145 円程度に下がる。その後、数か月間、

解除価格を下回る 120 円で推移した場合、逆に約

25円が上乗せされて価格は約145円に上昇するこ

とになる。 

来年度から軽油にかける軽油引取税の特例税

率（1リットル当たり約 17 円）についても、ガソ

リン税の特例税率に連動して停止・復活させる方

針だ。 

 

 

花粉飛散予測 

日本気象協会は 19 日、今春のスギやヒノキの

花粉飛散予測を発表した。飛散が始まる時期は、

多くの地域で例年（過去 10 年の平均）に比べて 1

0 日程度早い 2 月上旬～中旬ごろとなる見込み。

飛散量は例年に比べ、少ないか非常に少ない所が

多いという。 

飛散開始時期は 

▽九州、中国・四国、東海 2 月上旬～中旬ごろ 

▽近畿 2 月中旬ごろ 

▽北陸 2 月中旬～下旬ごろ 

▽関東甲信 2 月上旬～3 月上旬ごろ 

▽東北 2 月中旬～3 月上旬ごろ。 

ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞは､2010 年の都道府県別花粉予想を

09年12月 8日に発表した｡それによると花粉飛散

量は北海道を除いた全ｴﾘｱで 09年の半分以下とい

うｴﾘｱが多くなり､05 年以降最も少なくなりそう

だ､としている｡根拠は09年夏の梅雨明けが遅れ､

全国的に日照時間が少なかったため雄花の生産

量が少なくなる｡また､花粉飛散量は1年おきに増

減する傾向があり､09 年シーズンの飛散が全国的

に多かったことで､10 年シーズンは少なくなる､

という予想だ｡ 

環境省が実施している調査研究報告（速報）に

よれば、平成 22 年春のスギ・ヒノキ科花粉総飛

散量は、平成 21 年春（昨シーズン）と比較して、

ほとんどの地域で昨シーズンよりも少なくなる

と予測されます。また、例年との比較では、全国

的に例年並みか例年よりも少なくなると予測さ

れます。スギ花粉の飛散開始時期は、昨シーズン

とほぼ同様で、例年よりも 1週間程度早くなると

予測されます。 

しかしながら、一部地域を除き、全国的に花粉

症を発症しうるレベルであると考えられるため、

前シーズン比や例年比での増減にかかわらず、予

報に基づいた早めの花粉症予防対策等が必要と

考えられます。 

全国概況 

2010 年春のスギ及びヒノキ花粉の総飛散数は、

例年および 2009 年春と比べて、少ないか、非常

に少なくなる所が多いでしょう。早いところでは、

2 月上旬頃から飛散するでしょう。北海道域のシ

ラカバ花粉の総飛散数は、例年に比べて少ない傾

向ですが、2009 年春と比べて多い傾向となるでし

ょう 

環境省花粉情報サイト（http://www.env.go.jp/chemi

/anzen/kafun/index.html） 

 

 


