


はじめに
　災害発生時に被害を最小限に抑えるためには、行政による「公助」のみならず、地域住民による 
「自助」・「共助」それぞれが、災害対応力を高め、連携していく必要があります。

　自分たちのまちは自分たちで守るという「共助」の担い手である防災市民組織の活動を活性化し
ていくためには、地域の実情に精通した区市町村における取組が、とりわけ重要です。

　都では、こうした区市町村を支援するため、取組の推進に役立つような防災市民組織の成功事例
や、自治体の特色ある支援施策等を全国から情報収集し、テーマごとにとりまとめた活性化サポー
トガイドを作成しました。

　区市町村職員の皆様が、本ガイドの事例を参考に、地域の実情に合わせた上で取組にご活用いた
だければ幸いです。

●本ガイドの狙い
　本ガイドは、地域防災活動に取り組まれる防災市民組織やその活動を支援する区市町村の皆様に
とって、地域防災力を向上させるために役立つ防災活動のポイントとその参考事例を紹介しています。
本ガイドの主な狙いは以下の3点です。

①　地域防災力向上に役立つ「優れた先進事例」や「有効かつ実施できそうな事例」などを詳細に
紹介しているので、これらを皆様の防災活動の参考にしていただくこと。

②　防災市民組織などの共助の活動について、組織結成、活動初期、活動中期、活動成熟期の各
段階で取り組まれる活動テーマを紹介しているので、それぞれの活動段階に応じて、本ガイドを
活用していただくこと。

③　参考事例については、「なぜ、できたのか?」、「向き合った課題とその克服方法」、「行政の支援
策」を紹介しているので、これらから、それぞれの防災活動を実現させる方法や地域防災活動を
支援する方法を参考にしていただくこと。

●事例の索引方法
・本ガイドの索引方法は、以下の5通りです。なお、事例の通し番号は、「5.「五十音順」による索引」
に従って付けました。

▶防災活動における「活動目的」（テーマ）に応じて参考事例を整理
➡1.「活動目的」（テーマ）による索引

▶防災活動に取り組む際の課題に対応する「活動目的」（テーマ）を、活動の段階別に整理
➡2.「活動段階別の課題」による索引

▶防災活動における「男女平等参画の視点」に応じて参考事例を整理
➡3.「男女平等参画の視点」による索引

▶地域特性を踏まえた防災活動により、参考事例を整理
➡4.「地域特性」による索引

▶防災活動に取り組む団体名の「五十音順」で参考事例を整理
➡5.「五十音順」による索引
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●参考事例の見方
・本書では、参考事例を以下のとおり整理しました。

▶参考事例の活動内容のうち、特に優れている点、あるいは、防災上有効で、参考となる内容を記載
➡「1. 活動の特徴」

▶参考になる防災活動が実施できた要因を分析、整理
➡「2. なぜ、できたのか」

▶防災活動を進める中で向き合った困難な課題と、それを克服するために取り組んだ方法を整理
➡「3. 向き合った課題とその克服方法」

▶地域防災活動を支援するために、特に行政支援が有効な施策を整理。なお、行政による一般的
な支援策は「2. なぜ、できたのか」に記載。
➡「4. 行政による支援策」
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見直しとは?

A2. 防災計画の策定 20

□避難所運営組織に参画し、組織体制を作る
方法とは?

E1. 避難所開設・運営 107

活
動
中
期
（
組
織
の
拡
充
、
連
携
強
化
、
避
難
・

避
難
所
運
営
方
法
な
ど
応
用
的
な
活
動
）

□他団体に協力を求める方法とは? A4. 行政や各種団体との連携 49

□防災市民組織の結束を強めるための方法と
は?

A5. 継続的な組織の維持・活性化 58

□地域住民の自助の取り組みを支援する方法
とは?

B. 自助の啓発・支援 72

□情報連絡体制・手段を活用した訓練とは?
□地域住民の安否確認の体制・方法とは?（要
配慮者を除く）

C. 地区内での情報共有 90

□火災等からの避難の方法とは? D1. 避難対策 101

□避難所運営の行動手順・方法とは? E1. 避難所開設・運営
E2. 物資の備蓄・配布

107
114

□要配慮者の安否確認のための体制・支援方
法とは?

F. 要配慮者支援 118

活
動
成
熟
期
（
組
織
の
継
続
、
活

動
テ
ー
マ
の
多
様
化
・
深
化
等
）

□後継者の育成方法とは? A5. 継続的な組織の維持・活性化 58

□避難行動要支援者の避難支援策を具体化す
るための方法とは?

F. 要配慮者支援 118



3. 「男女平等参画の視点」による索引
・　防災活動に関わる「男女平等参画の視点」として、「（1）女性の防災人材の育成」、「（2）防災活動への女
性の参加促進」、「（3）防災組織への女性の登用」、「（4）女性による防災企画への支援」の4つの区分をし、
それに応じて参考事例を整理しました。

　女性の防災人材の育成では、女性向けの防災研修や出前講座、女性防災リーダーの養成、女性消防団員
対象の合同研修などで、女性目線による防災教材やワークショップ手法などを用い、避難所運営、避難誘導、
救護などのテーマを扱う場合が多くみられます。

参考事例
神奈川県安全防災局総合防災センター「自治体職員が講師を担当」 …………………… 39
構江区自主防災会「女性の役員登用を規約に明記」 …………………………………… 43
平塚パワーズ「女性目線で創意工夫した活動展開」 ……………………………………… 44
MAMA-PLUG「子育て女性が提供する防災プログラム」 ……………………………… 45
静岡県くらし・環境部県民生活局男女共同参画課
「地域で活躍する女性防災リーダー育成事業」 …………………………………………… 47
川崎市男女共同参画センター「公募市民による女性の視点での防災冊子の製作と啓発」 … 82
シーズネットワーク「乳幼児がいる家庭を対象とした防災啓発」 ……………………… 84

　防災活動への女性の参加促進では、防災訓練・イベントの内容を工夫するなどして、女性や子供などの参加
を促しています。

参考事例
MAMA-PLUG「子育て女性が提供する防災プログラム」（再掲） ……………………… 45
ピースボート災害ボランティアセンター
「「楽しみ・遊び」により多世代、要配慮者が集う大規模防災イベント」 ……………… 55

　自主防災組織役員、市主催の自主防災組織連絡協議会への女性の登用を後押ししたり、女性による「自治
会女性役員連絡会」の立ち上げなどの事例があります。

参考事例
構江区自主防災会「女性の役員登用を規約に明記」（再掲） …………………………… 43
シーズネットワーク「乳幼児がいる家庭を対象とした防災啓発」（再掲） ……………… 89

　女性目線による防災企画・防災訓練の提案、防災冊子の製作、出前防災講座の講師などへの行政による支
援や、女性の視点を盛り込んだ行政による防災計画・マニュアルの改正などがあります。

参考事例
平塚パワーズ「女性目線で創意工夫した活動展開」（再掲） …………………………… 44
川崎市男女共同参画センター
「防災冊子の製作と普及の担い手を集めるための組織づくり」 ………………………… 56
構江区自主防災会「男女の役割を入れ替えた訓練」 …………………………………… 111

（1）女性の防災人材の育成

事例2-1

事例3-1

事例19-1

事例23-1

事例9-1

事例4-2

事例10-1

（2）防災活動への女性の参加促進

事例23-1

事例22-2

（3）防災組織への女性の登用

事例3-1

事例10-1

（4）女性による防災企画への支援

事例19-1

事例4-1

事例3-2

8



9

4. 「地域特性」による索引
・　防災活動に関わる「地域特性」を、「（1）マンションの防災対策」、「（2）戸建住宅地での対策」、「（3）風
水害への防災対策」の3つに区分し、それらに応じて参考事例を整理しました。

　マンションの防災対策には、震災時の電気、ガス、水道などのライフラインの停止やエレベーターの停止に
よる高層階の住民の孤立対策や、大規模地震時の長周期地震動による家具類の転倒防止策、在宅避難に備え
た備蓄対策などがあります。これらの対策では、組織体制の構築、防災意識（自助）の啓発、安否確認体制
の構築や訓練、防災計画の策定などの取組があります。また、築年数が経っているマンションでは、防災活動
の継続や避難行動要支援者対策の取り組みなどが必要となります。

参考事例
■つつじが丘北防災協議会（東京都昭島市）

つつじが丘北防災協議会「様々な情報ツールを活用した自助の啓発」 ………………… 73

つつじが丘北防災協議会「家具転倒防止用取付工具の貸し出し」 ……………………… 76

つつじが丘北防災協議会「安否確認訓練への中学生の参加」 ………………………… 94

■なぎさ防災会（東京都江戸川区）
なぎさ防災会「管理組合・自治会・防災会による協働体制の構築」 …………………… 59

なぎさ防災会「自助の啓発のためのガイドの普及」 ……………………………………… 75

なぎさ防災会「東日本大震災後の安否確認体制の見直し」 …………………………… 91

なぎさ防災会「遊びの要素も盛り込む「帰宅困難者体験ウォーク」」 ………………… 106

■西戸山タワーホウムズ防災隊（東京都新宿区）
西戸山タワーホウムズ防災隊「管理組合と自治会による防災組織の共同運営」 ……… 60

西戸山タワーホウムズ防災隊「管理組合による家具転倒防止器具の取り付け支援」 … 77

西戸山タワーホウムズ防災隊「安否確認訓練の継続による安否確認率の上昇」 ……… 96

西戸山タワーホウムズ防災隊
「超高齢化マンションにおける平時と災害時の安否確認体制の整備」 …………………… 119

■ビブレ本山（熊本県熊本市）
ビブレ本山「災害対応に活かされた平時のコミュニティ活動」 ………………………… 53

■よこすか海辺ニュータウンソフィアステイシア自主防災会（神奈川県横須賀市）
よこすか海辺ニュータウンソフィアステイシア自主防災会
「マンション初の地区防災計画策定と斬新な取り組み」 ………………………………… 25

　戸建住宅地の対策では、木造住宅密集地域における不燃化対策や、避難対策、建物の種類や構造に合った
耐震化対策などを進めるために、防災計画の策定、防災活動の計画的・継続的取り組みなどが見られます。また、
郊外型住宅団地の場合、防災活動の継続や役員の高齢化、女性の登用に向けた課題対応なども見られます。

参考事例
■一本松まちづくり協議会（横浜市西区）

一本松まちづくり協議会「隣接自治会の相互理解と交流による防災まちづくり」 ……… 23

一本松まちづくり協議会「道路の幅員などを計測してつくった防災マップ」 …………… 99

（1）マンションの防災対策

事例14-1

事例14-2

事例14-3

事例16-1

事例16-2

事例16-3

事例16-4

事例17-1

事例17-2

事例17-3

事例17-4

事例21-1

事例27-1

（2）戸建住宅地での対策

事例1-1

事例1-2



■構江区自主防災会（静岡県掛川市）
構江区自主防災会「女性の役員登用を規約に明記」 …………………………………… 43

構江区自主防災会「男女の役割を入れ替えた訓練」 …………………………………… 111

■国立団地協議会（東京都国分寺市）
国立団地協議会「住民ができることを書いた地区防災計画」 …………………………… 30

国立団地協議会「災害対応の分担カード「たすけあいカード」を利用した訓練」 …… 70

■高木町自治会（東京都国分寺市）
高木町自治会「長年の地区防災活動の経験をもとに地区防災計画を改定」 …………… 28

高木町自治会「世代間交流を狙いとした防災訓練」 ……………………………………… 69

高木町自治会「在宅避難に必要な救援物資配布の仕組みと実動訓練」 ……………… 117

■丸子芹が谷町自主防災委員会（静岡県静岡市）
丸子芹が谷町自主防災委員会
「住民の危機意識を反映させた勉強会（防災ハイキング）と避難訓練」 ……………… 76

■南町田自主防災組織（東京都町田市）
南町田自主防災組織「自治会と別組織とした自主防災組織」 …………………………… 17

南町田自主防災組織「行動マニュアルの作成」 …………………………………………… 21

南町田自主防災組織「組織内の各班による年間計画に基づく活動」 …………………… 63

南町田自主防災組織「情報連絡手段の確保」 …………………………………………… 98

南町田自主防災組織「高低差を記した水害時の避難マップ」 …………………………… 102

南町田自主防災組織「避難所開設・運営マニュアルの作成」 …………………………… 108

南町田自主防災組織「計画的な備蓄対策」 ……………………………………………… 115

　風水害への防災対策としては、台風や豪雨などの災害特性を踏まえた防災意識の啓発や避難対策などがあ
ります。具体的には、洪水を想定した避難マップの作成、水難訓練、土砂災害を想定した防災ハイキング、
避難訓練の取組などが見られます。

参考事例
■東新小岩七丁目町会（東京都葛飾区）

東新小岩七丁目町会「地域、地元企業や医院も参加した組織づくり」 ………………… 62

東新小岩七丁目町会「オリジナルの「災害旗」と「救援・救助旗」を使った訓練」 … 104

東新小岩七丁目町会「エンジン付きゴムボートを利用した水難訓練」 ………………… 105

■丸子芹が谷町自主防災委員会（静岡県静岡市）
丸子芹が谷町自主防災委員会
「住民の危機意識を反映させた勉強会（防災ハイキング）と避難訓練」（再掲） ……… 76

■南町田自主防災組織（東京都町田市）
南町田自主防災組織「行動マニュアルの作成」（再掲） ………………………………… 21

南町田自主防災組織「高低差を記した水害時の避難マップ」（再掲） ………………… 102

事例3-1

事例3-2

事例6-1

事例6-2

事例12-1

事例12-2

事例12-3

事例24-1

事例26-1

事例26-2

事例26-3

事例26-4

事例26-5

事例26-6

事例26-7

（3）風水害への防災対策

事例20-1

事例20-2

事例20-3

事例24-1

事例26-2

事例26-5

10
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5. 「五十音順」による索引
・　防災活動に取り組む団体名を「五十音順」に並べ、参考事例を整理しました。

団体No. 五十音 団体の名称 市区町村 事　　　例 頁

1 イ 一本松まちづくり協
議会

横浜市 「隣接自治会の相互理解と交流によ
る防災まちづくり」
「道路の幅員などを計測してつくった
防災マップ」

23

99

2 カ 神奈川県安全防災局
総合防災センター

神奈川県 「自治体職員が講師を担当」 39

3 構江区自主防災会 掛川市 「女性の役員登用を規約に明記」
「男女の役割を入れ替えた訓練」

43
111

4 川崎市男女共同参画
センター

川崎市 「防災冊子の製作と普及の担い手を
集めるための組織づくり」
「公募市民による女性の視点での防
災冊子の製作と啓発」

56

82

5 キ 境南地域防災懇談会 武蔵野市 「町会のない地域での自主防災組織
の結成」
「地域の22団体が結束し、長期間の
活動継続」
「安否確認の拠点「丁目ステーショ
ン」の設置」
「基本的な訓練の継続と新しい要素
を取り入れた訓練の実施」

19

65

92

109

6 ク 国立団地協議会 国分寺市 「住民ができることを書いた地区防
災計画」
「災害対応の分担カード「たすけあ
いカード」を利用した訓練」

30

70

7 コ 麹町小学校ワーク・
わく・クラブ応援団

千代田区 「「楽しさ」をモットーとした防災学習
“ぼうさい探検隊”」
「小学生主体の防災マップづくり」

80

100

8 シ 静岡県危機管理部危
機情報課

静岡県 「自主防災組織の充実に関わる講
座・研修」

36

9 静岡県くらし・環境
部県民生活局男女共
同参画課

静岡県 「地域で活躍する女性防災リーダー
育成事業」

47

10 シーズネットワーク 多摩市 「乳幼児がいる家庭を対象とした防
災啓発」

84

11 SYM三町会災害連合
会

文京区 「防災訓練の結果をもとに組み立て
られた防災マニュアル」
「防災訓練を主目的とする地区内外
の様々な団体との連携」
「応急対策と同時に展開する2つの
避難所開設・運営訓練」

32

50

66

事例1-1

事例1-2

事例2-1

事例3-1
事例3-2

事例4-1

事例4-2

事例5-1

事例5-2

事例5-3

事例5-4

事例6-1

事例6-2

事例7-1

事例7-2

事例8-1

事例9-1

事例10-1

事例11-1

事例11-2

事例11-3



団体No. 五十音 団体の名称 市区町村 事　　　例 頁

12 タ 高木町自治会 国分寺市 「長年の地区防災活動の経験をもと
に地区防災計画を改定」
「世代間交流を狙いとした防災訓練」
「在宅避難に必要な救援物資配布の
仕組みと実動訓練」

28

69
117

13 チ 千葉県防災危機管理
部

千葉県 「災害対策コーディネーター養成事
業」

37

14 ツ つつじが丘北防災協
議会

昭島市 「様々な情報ツールを活用した自助
の啓発」
「家具転倒防止用取付工具の貸出し」
「安否確認訓練への中学生の参加」

73

76
94

15 ド 同胞援護会昭和郷、
昭島市自治会連合会
第4ブロック地区自
治会

昭島市 「社会福祉法人と地区自治会による
「災害時応援協定」の締結」
「協定に基づき長期間継続する要配
慮者支援訓練」

52

120

16 ナ なぎさ防災会 江戸川区 「管理組合・自治会・防災会による
協働体制の構築」
「自助の啓発のためのガイドの普及」
「東日本大震災後の安否確認体制の
見直し」
「遊びの要素も盛り込む「帰宅困難
者体験ウォーク」」

59

75
91

106

17 二 西戸山タワーホウム
ズ防災隊

新宿区 「管理組合と自治会による防災組織
の共同運営」
「管理組合による家具転倒防止器具
の取付け支援」
「安否確認訓練の継続による安否確
認率の上昇」
「超高齢化マンションにおける平時
と災害時の安否確認体制の整備」

60

77

96

119

18 ヌ 貫井南町東自主防災
会

小金井市 「中学生との連携による訓練」
「個別支援プランの作成のための支
援者のコーディネート」

113
121

19 ヒ 平塚パワーズ 平塚市 「女性目線で創意工夫した活動展開」
「きめこまかい配慮がされた防災啓
発用アイテムの開発」

44

88

20 東新小岩七丁目町会 葛飾区 「地域、地元企業や医院も参加した
組織づくり」
「オリジナルの「災害旗」と「救援・
救助旗」を使った訓練」
「エンジン付きゴムボートを利用した
水難訓練」

62

104

105

21 ビ ビブレ本山 熊本市 「災害対応に活かされた平時のコミ
ュニティ活動」

53

事例12-1

事例12-2
事例12-3

事例13-1

事例14-1

事例14-2
事例14-3

事例15-1

事例15-2

事例16-1

事例16-2
事例16-3

事例16-4

事例17-1

事例17-2

事例17-3

事例17-4

事例18-1
事例18-2

事例19-1
事例19-2

事例20-1

事例20-2

事例20-3

事例21-1

12
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団体No. 五十音 団体の名称 市区町村 事　　　例 頁

22 ピ ピースボート災害ボ
ランティアセンター

新宿区 「災害現場でのトラブルに学ぶ災害
ボランティア・リーダー研修」
「「楽しみ・遊び」により多世代、要
配慮者が集う大規模防災イベント」
「「自分事として」考えてもらうワー
クブックを用いたワークショップの展
開」

48

55

86

23 マ MAMA-PLUG 川崎市 「子育て女性が提供する防災プログ
ラム」

45

24 丸子芹が谷町自主防
災委員会

静岡市 「住民の危機意識を反映させた勉強
会（防災ハイキング）と避難訓練」

76

25 ミ 三郷市自主防災組織
連絡協議会

三郷市 「自主防災組織の自主性を尊重した
協議会の結成」
「自主訓練を指導するリーダーの育
成」

15

41

26 南町田自主防災組織 町田市 「自治会と別組織とした自主防災組
織」
「行動マニュアルの作成」
「組織内の各班による年間計画に基
づく活動」
「情報連絡手段の確保」
「高低差を記した水害時の避難マッ
プ」
「避難所開設・運営マニュアルの作
成」
「計画的な備蓄対策」

17

21
63

98
102

108

115

27 ヨ よこすか海辺ニュー
タウンソフィアステイ
シア自主防災会

横須賀市 「マンション初の地区防災計画策定
と斬新な取り組み」

25

28 横浜市総務局危機管
理室危機管理課

横浜市 「段階的な自主防災組織の育成」 40

事例22-1

事例22-2

事例22-3

事例23-1

事例24-1

事例25-1

事例25-2

事例26-1

事例26-2
事例26-3

事例26-4
事例26-5

事例26-6

事例26-7

事例27-1

事例28-1
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【地域防災活動の体制づくりの構成】
A1. 組織の立ち上げ
A2. 防災計画の策定
A3. 人材育成
A4. 行政や各種団体との連携
A5. 継続的な組織の維持・活性化

A1. 組織の立ち上げ
1. 組織の立ち上げとは?

　首都直下地震などの大規模災害の被害を軽減するためには、地域の事情に精通した町会・自治会などの防災市
民組織の活動がとても重要です。
　防災市民組織の平時の役割としては、以下の5つが想定されます。
①　防災に関する知識の普及
②　初期消火や避難などの防災訓練の実施
③　資器材などの整備
④　地域内の危険個所の点検・周知
⑤　避難行動要支援者の支援体制の整備

　防災市民組織がこうした活動を始めるにあたっては、地域の実情に合った組織の立ち上げ、活動目標や活動計
画の作成、必要な人材や資器材、財源の確保などが必要となります。
　また、災害時には、防災市民組織のメンバーを中心に災害対応の組織（「災害対策本部」等）を立ち上げ、必
要な役割を分担して災害対応を行います。

2. 組織立ち上げのポイント
○地域の実情に合った防災市民組織を立ち上げます
・防災市民組織は、次の4タイプが想定されます
Ⅰ．自治会など既存の組織がそのまま防災市民組織を兼ねる

Ⅱ．自治会など既存の組織の中に、防災市民組織を結成する
➡「　　　　　高木町自治会「長年の地区防災活動の経験をもとに地区防災計画を改定」」（P.28）
➡「　　　　　丸子芹が谷町自主防災隊「住民の危機意識を反映させた勉強会（防災ハイキング）と避
難訓練」（P.76）

Ⅲ．自治会など既存の組織をネットワーク化して防災市民組織を結成する

➡「　　　　　SYM三町会災害連合会「防災訓練を主目的とする地区内外の様々な団体との連携」」（P.50）

Ⅳ．既存の組織とは別に防災市民組織を結成する

事例12-1
事例24-1

参考事例
　　　　　　三郷市自主防災組織連絡協議会
「自主防災組織の自主性を尊重した協議会の結成」➡P.15
事例25-1

事例11-2

参考事例
■　　　　　　南町田自主防災組織
「自治会と別組織とした自主防災組織」➡P.17
■　　　　　　境南地域防災懇談会
「町会のない地域での自主防災組織の結成」➡P.19

事例26-1

事例5-1

A. 地域防災活動の体制づくり
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3. 参考事例

［事例25-1］三郷市自主防災組織連絡協議会
「自主防災組織の自主性を尊重した協議会の結成」

・　三郷市自主防災組織連絡協議会（以下「連絡協議会」という。）は、1997年、市内各主防災組織の自主性を尊
重し、相互の連絡調整を図ることにより、その健全な発展と市民の防災意識を高め、地域の防災体制の確立に寄
与することを目的として設立された。連絡協議会の事務局は、三郷市環境安全部危機管理防災課が担っている。
・　連絡協議会には、2017年現在、市内の自主防災組織127団体が加入しており、市内を7つのブロックにわけ、役
員を各ブロックから、役員を2～3名ずつ選出し、計15名の役員がいる。
・　連絡協議会の中には、「訓練部会」、「視察・講演会部会」、「広報部会」、「ホームページ部会」の4つの部会が
設置されている。

・　2007年には、連絡協議会と市が共同主催する「訓練指導者養成講座」の修了者によって構成された「指導者ネ
ットワーク」が設立された。

○自主防災組織間の情報交換、協力の必要性
・　1995年の阪神・淡路大震災を機に、市内では自主防災組織の結成が加速し、1996年までに、現在加入して
いる自主防災組織の半数を超える72団体の自主防災組織が設立された。
　しかし、当時の自主防災組織は消防署に頼る訓練が多かったこともあり、個別組織での活動に限界を感じ、組
織間の情報交換の場を求める声が上がっていた。

○組織立ち上げ時における行政の支援
・　自主防災組織からの情報交換の場の設置などの要望を受け、市が連絡協議会結成について企画し、市内6地区
（現在は7地区）に分けて説明会を実施した。その後、準備委員会を設置し、1997年3月連絡協議会の設立に
至った。

・　連絡協議会の設立により、既存の自主防災組織の活動はさらに活発になったが、自主防災組織が設置されていな
い地区も多く、自主防災組織の設置と連絡協議会への加入を呼び掛けていく必要があった。
➡　自主防災組織の存在をアピールするため、連絡協議会で統一したデザインの誘導旗を、各組織で作成した。誘
導旗は、三郷市や、各自主防災組織の訓練時に使っている。訓練時には、旗を持って避難経路を移動し、集合
場所に旗を立てて整列する。
➡　自主防災組織の訓練の様子がより多くの人の目に留まるように、消防署と連携して、はしご車の訓練を実施した。
はしご車は子供たちの間で話題となり、自主防災組織のない地区の子供たちから大人たちへ伝わり、自主防災組
織が未設置の地区の代表者から設置済みの地区の代表者に相談があり、自主防災組織の設置につながる、とい
った効果があった。
　このようなメリットがある一方で、消防署に頼った訓練（はしご車を使った訓練など）の増加といった課題もあ

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法
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・　誘導旗の作成には、資金面（資機材購入に対する補助金制度）での支援と、旗の統一デザインの提示をしている。

4）行政の支援策

ったため、自主防災組織の組織率が一定の水準まで達した時点で、自主訓練（消防署・市役所職員の派遣を伴
わず、消防団または自主防災組織内部の指導だけで実施する訓練）への切り替えを働きかけていくこととなった。
（［事例25-2］2）なぜ、できたのか」を参照のこと）

・　三郷市は、昔ながらの田園地域と新興住宅地域が混在した地域であるために、それぞれの自主防災組織が抱え
る問題や課題は地域性により差異があり、一様ではない。
➡　地域間の差異を考慮し、事業の効果をより高めるため、全自主防災組織が一堂に会するのではなく、ブロック
内の自主防災組織が情報交換を行う「ブロック情報交流会」を毎年実施している。

誘導旗を持って避難経路を移動する様子三郷市自主防災組織連絡協議会の組織体系



A○. ○○○○○○○○
A. 地域防災活動の体制づくり
A1. 組織の立ち上げ

17

［事例26-1］南町田自主防災組織
「自治会と別組織とした自主防災組織」

・「南町田自主防災組織」は、新潟県中越地震をきっかけに、「南町田自治会」内に「総合防災対策検討委員会」を
設け、約10人の委員により1年半もの準備期間を経て、2006年5月、正式に発足した。

・組織結成の準備期間中は、住民への防災意識の醸成、実践的な活動体制づくりと人選、被害想定にもとづく個別
対策の立案を行った。

・まず、災害時に行政の果たす役割と住民自治に委ねられている部分を明確にするために、様々な関係団体に調査を
実施した。
　例えば、①市防災安全課や消防署、避難所である小学校からは備蓄品や災害対応、②横浜市水道局からは近隣
の川を通る水管橋の耐震化状況や破損した場合の水位の高さ、③病院からは災害時の医療対応、④大規模商業施
設からは帰宅困難者対応、⑤鉄道事業者からは落橋の可能性や乗降客への対応などの意見を聞いた。
・更に、住民アンケートにより、各家庭の年齢構成や要配慮者の有無、備蓄状況を調査した。
・その結果、行政だけに頼り切ってはいけないこと、隣近所の助け合いや自主防災組織の役割が非常に大きいこと、
家庭の備えも不十分であり、自助の促進や要配慮者の支援が必要なことが分かった。そして、これらを「中間報告書」
にまとめ、住民に周知した。
・また、自主防災組織の位置づけについては、「災害時に、自治会員ではないからと言って助けないわけにはいかない
ことや、非会員から助けられることもある」との認識から、自治会とは別組織とする方針とした。2017年9月現在、
自主防災組織加入世帯は427世帯で、そのうち47世帯は自治会に入っていない。
・本地区には、「交流」「生活環境の改善」等を目的とした『南町田自治会』、地域防災を目的とした『南町田自主防
災組織』、「福祉」を目的とした『南町田福祉ネットワーク』という、それぞれ自立した3つの住民組織がある（「共
助のトライアングル」という。）。住民の中には、「自治会には入りたくないが、自主防災組織には入りたい」という
人も増えている。

・組織体制は、地区内を23ブロックに分けてブロックごとに救護班、消火班、誘導班、給食班を設け、その上に情
報班を設けた。自主防災組織の全員がいずれかの班に所属することとし、各班には班長をおいた。また、平時の活
動が円滑にできるよう、本部の体制は平常時の業務（組織運営、企画等）を中心に据えるとともに、災害時には、
災害対策本部として機能できるようにしている。（P.18の図参照）。

○体系的な防災対策の必要性の認識
・新潟県中越地震をきっかけに、自主防災組織の初代本部長となる自治会長A氏が体系的な行動基準や備蓄などの
防災対策の必要性を認識した。

・A氏は、防犯パトロールなどで住民の人柄をよく見ており、そのことが、役員・班長の人選に役立った。2003年か 

ら「親睦の一つ」として1日3回実施されている防犯パトロールも、顔見知りの関係づくりに役立っている。
○熱心なリーダーたちの存在
・自主防災組織結成の準備機関であった「総合防災対策検討委員会」の委員が、まちの地域特性や被害イメージ、
危機感、使命感を持って熱心に活動した。また、独自の被害想定を行う際には、仕事で培われた専門能力や阪神・
淡路大震災の経験を持つ方などの意見も参考にした。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか
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・自主防災組織の結成前は、自治会内に防災組織があったものの、毎年メンバーは交代しており、地域全体として住
民の防災意識は低く、当初は「行政に任せておけば問題ないのではないか」との意見もあった。
➡「総合防災対策検討委員会」の委員が、まずは、阪神・淡路大震災の被害データを用いて独自に町内の被害想
定を算定し、その結果を月に1回の自治会の役員会や、年2回の防災ニュースで伝えた。

➡わが町内会での死者や負傷者数、避難者数などの具体的な「数字」のインパクトは、本気で防災を考えざるを
得ないという住民の反応となって返ってきた。

➡それら被害に対しての地域の備えを調査し、行政の助けだけでは、想定した町内の被害に対して不十分であるこ
とを住民に「数字」で示した。その結果、住民は、自分たちで地域を守る必要があるという危機意識を持つよう
になり、多くの人が参加する自主防災組織の立ち上げにつながった。
➡ブロック分けについては、道路2本を含む広いブロックなどもあり、既存の分け方では災害時の隣近所の助け合い
に役に立たないと思われた。そこで、自治会に入っていない人もゴミの集積場所では挨拶することに注目し、地
域の小単位である「ゴミ収集の班」をブロック単位とした。当初、自治会のブロック分けと異なるのは分かりにく
いという反対の声もあったが、組織結成の準備期間中に住民説明会などでその必要性を周知し、合意を得ること
になった。

3）向き合った課題とその克服方法
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［事例5-1］境南地域防災懇談会
「町会のない地域での自主防災組織の結成」

・境南地域防災懇談会結成のきっかけは、1999年当時の境南小学校校長が現懇談会会長A氏に、避難所（境南小
学校）の運営体制について相談したことであった。会長は、市からの派遣要員だけでは避難所運営は難しいと考え、
地域で協力して体制づくりをすることにした。

・境南地域には町会がないため、現懇談会会長が境南地域の任意団体（スポーツクラブ、商店会、老人クラブなど）
22団体に避難所運営への参加を呼びかけたところ、すべての団体が参加することになった。
・1999年、避難所運営組織として、「境南地域防災懇談会」（以下「懇談会」という。）が結成された。参加22団体 

は、地域の避難所スタッフとしての技量を身につけるために勉強をすることから始めた。

○参加団体の防災意識の高まり
・A氏は、組織作りのため、小学校や市などからの紹介も含め、地元の各種団体22団体に参加を呼びかけた。その際、
会長自身が阪神・淡路大震災の現場で視察した様子などを話すと、熱心に聞いてくれた。当時は、阪神・淡路大
震災後で参加団体の防災意識が高まっており、活動を始めるよいタイミングであった。
○参加団体が避難所運営に共感
・町会がないため、地域で避難所を運営していくことに参加団体が共感をした。
・避難所として境南小を使用していることと、案内を校長名で出していたことも参加団体に理解された。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか
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A2. 防災計画の策定
1. 防災計画の策定とは?

　防災市民組織が、自発的かつ組織的に防災活動を進めるためには、組織としての防災計画を策定し、その運営
を継続していくことが重要です。
　防災計画の策定にあたっては、地区の災害リスクは何か、災害時にどう活動するか、それを実現させるためには
どのような事前対策が必要かなどについて、防災市民組織のメンバーが地区住民の意向も聞きながら検討します。
　また、防災市民組織は、策定した防災計画を地域に周知すると同時に、防災訓練などを通じて計画内容の検証、
見直しを重ね、継続的に組織対応力の向上を図っていくことが大切です。
　国の災害対策基本法においても、自助・共助及び公助が合わさって初めて大規模広域災害後の災害対策がうま
くいくという東日本大震災の教訓を受けて、2013年に新たに「地区防災計画制度」が創設されました。これによ
って、防災市民組織は、事前に、「地区防災計画※1」を策定し、自治体との密接な連携が可能となりました。

2. 防災計画策定のポイント
○災害リスクをイメージしたまち歩きと防災マップづくりを行います

➡「C. 地区内での情報共有」（P.90）を参照

○災害時の活動手順などを共有します

○地区防災計画などを策定・改定します

○防災訓練に基づき防災計画の検証・改定を行います

参考事例
■　　　　　　南町田自主防災組織
「行動マニュアルの作成」➡P.21
事例26-2

参考事例
■　　　　　　一本松まちづくり協議会
「隣接自治会の相互理解と交流による防災まちづくり」➡P.23
■　　　　　　よこすか海辺ニュータウンソフィアステイシア自主防災会
「マンション初の地区防災計画策定と斬新な取り組み」➡P.25
■　　　　　　高木町自治会
「長年の地区防災活動の経験をもとに地区防災計画を改定」➡P.28
■　　　　　　国立団地協議会
「住民ができることを書いた地区防災計画」➡P.30

事例1-1

事例27-1

事例12-1

事例6-1

■　　　　　　SYM三町会災害連合会
「防災訓練の結果をもとに組み立てられた防災マニュアル」➡P.32
事例11-1

※1　地区防災計画とは
　地域防災力の向上を図るため、地区居住者などが協力して地域特性に合った防災計画の内容を定めるもので、これを自
治体の「地域防災計画」に位置付けができること（提案制度）になった（災害対策基本法第四十二条3）。
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3. 参考事例

［事例26-2］南町田自主防災組織「行動マニュアルの作成」

・2006年に発足した「南町田自主防災組織」は、町田市が開催した2008年12月の「洪水ハザードマップ」の説明
会を受け、2009年5月に「南町田自主防災組織の水害対策（素案）」を作成した。
・2009年7月、自主防災組織内に「洪水対策検討部会」を設けて議論を重ね、「南町田自主防災組織洪水対策」を
作成し全員に配布した。そして、既に作成していた「自主防災の手引き」の「第2部洪水編」として収録した（「第
1部震災編」）。

・「第2部洪水編」には、洪水時の気象庁が出す気象情報、都が出す降雨水位情報、市が出す「避難準備情報」「避
難勧告」「避難指示」（※）などの情報の種類を示し、「自主防災組織は、市が出す避難呼びかけ情報に基づき行動
する」ことを明記した。また、洪水の危険が高まったときの、自主防災組織と各家庭での対応を記載している。
・具体的には、「避難準備情報」が出された場合は、自主防災組織対策本部を立ち上げ、「避難準備情報」の発令を
各ブロックの情報班長に電話で連絡するとともに、メールで全班長に連絡する（組織体制はP.18の図参照）。連絡
を受けた情報班長は、他の班長と協力してブロック内の各世帯に個別に知らせるとともに、在宅者数及び要配慮者
の避難の意思と避難時支援の要・不要を確認し、本部に電話で報告する。本部は避難行動要支援者を「臨時避難
施設」に避難誘導し、状況に応じて救急車の出動要請を行い、この時点で極力、避難行動要支援者の避難を完了する。
　「避難勧告」が出された場合は、対策本部とブロック、家庭で上記同様に情報共有しながら、極力、全員が自主
避難の集合場所への避難を完了する。または外部への避難が危険と判断した世帯は、自宅の2階など高所へ避難す
ることとしている。
　「避難指示」が出された場合は、直ちに、全員が自主避難の集合場所または「自宅の高所」への避難を完了する。

（※）避難勧告等については、上記「自主防災の手引き」作成時の表現を使用。

○徹底した情報収集
・市が発行した「洪水ハザードマップ」について、自主防災組織本部内で議論を重ね、市に対して、警報の出し方、
そのタイミング、地域の水位観測所の新設、当地区の避難所交渉の進捗具合、市の防災無線の空白地帯の把握状
況などについて質問書を出し、まずは現状把握を行った。その後、市に要望して町内全住民対象の「洪水ハザード
マップ」説明会の開催、3回の市への聞き取り調査、10回の「洪水対策検討部会」の議論を重ねて、「南町田自主
防災組織洪水対策」をまとめることができた。
○地域内事業者の協力
・洪水時の行動マニュアルをつくった時点では、地域内に自主避難の集合場所はなく、市と周辺店舗との協議は進行
していなかった。そこで、どうしても自主避難の集合場所が地域内に必要だと考え、自分たちで必要な図面を作成し、
市と協力して鉄道事業者に交渉した。その結果、事業者所有敷地のショッピングモール駐車場の1階部分を集合場
所として利用できることになった。そして、自主避難の集合場所への避難方法を組み込んだマニュアルに改定するこ
とができた。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか
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洪水避難マップの説明会洪水避難訓練の様子

・数年前の夜中に「避難準備情報」が発令され、対策本部が立ち上がった。マニュアルでは、「避難準備情報」が出
たら、本部から情報班長に電話をするとしており、防災ニュース等でも、「夜中であっても電話することになる」と
広報していた。それでも、夜中の電話をためらう担当者や、夜中の電話を快く思わない人もいた。

➡後日、本部で話し合い、気象情報により夜中に大雨があることが想定される場合は、昼間から「夜中に電話するこ
とになるかもしれない」とあらかじめ連絡を入れておくルールとした。そうすることでためらわずに電話することが
でき、スムーズな避難につながる。
➡当初は、対策本部と情報班長の連絡手段は電話のみであったが、逐次情報連絡をする必要性からトランシーバーも
導入した。また、東京都建設局河川部がＨＰで提供する「境川水位グラフ」を自主防災組織のHPですぐに見られ
るようにリンクを貼り、それを防災ニュースで周知すると同時に、「避難は自己責任であること」を啓発した。

3）向き合った課題とその克服方法
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［事例1-1］一本松まちづくり協議会
「隣接自治会の相互理解と交流による防災まちづくり」

・横浜市西区にある西戸部二丁目第一自治会と羽沢西部自治会の区域は、2003年に、横浜市の「いえ・みち・まち
改善事業」の対象区域となり、両区域の住民は2004年より横浜市や市から派遣されたアドバイザーとともに「勉
強会」を開催し、2006年に「一本松まちづくり協議会」（以下「協議会」という。）を設立した。協議会は、「横
浜市地域まちづくり推進条例※1」の手続きにおける「地域まちづくり組織」に該当する。
・同区域は、丘陵地で高低差があり、狭隘な道路や階段も多く、木造住宅も多いといった、防災上課題の多い地域
である。そこで、2004年の勉強会開始時に、参加住民が地域の危険性を共有するため、自主的に地形模型を作成
した。その作成にあたり、道路幅員や坂道の傾斜などを自分たちで計測した。
・2006年に、「ヨコハマ市民まち普請事業」に採択され、丘陵地で雨水が溜まりやすい地形を活かし、災害時のトイ
レ用水など生活用水の確保のための雨水利用施設や雨水タンクなどを地域の公園や広場に整備した。
・これらは西戸部二丁目第一自治会のわくわく倶楽部が横浜市の「ヨコハマ市民まち普請事業」に採択され、市から

500万円の整備助成金の交付を受けたことにより整備が可能となった。
・また、道に面した住宅で雨水タンクを置くスペースのあるお宅には、わくわく倶楽部がお願いし、了承が得られると
雨水タンクを設置し、災害時の緊急用水として利用している。

・2006年の協議会設立後に、「防災まちづくり計画※2」をつくるため全戸配布のアンケートを数回実施した。その内
容を、協議会の役員会で2年間かけて吟味し、市とアドバイザーなどの協力を得て、「一本松まちづくり協議会防災
まちづくり計画」を策定し、2008年に市に承認された。
・計画ができたことによって、住宅の建て替えや新築の際、業者から協議会に対して、家を建てる上での注意事項に
関する問い合わせがくるようになった。その場合、協議会は、建築基準法の遵守やすみ切りの奨励などを業者に伝
えており、業者はそれを守っている。
・さらに、2012年、避難時に活用してもらうための防災地図を作製した。その際、道路の傾斜や道路幅員を自分た
ちで計測したり、行き止まり路などを確認したりした。

※1「横浜市地域まちづくり推進条例」とは、市民等と市の協働によって安全で快適な魅力あるまちの実現に資する
ことを目的とし、「地域まちづくり組織」の認定、「地域まちづくりプラン」の認定と推進、「地域まちづくりルール」
の認定と遵守などの手続きがある。

※2「防災まちづくり計画」は、「横浜市地域まちづくり推進条例」の手続きの一つであり、条例では「地域まちづく
りプラン」に該当する。この計画の認定条件は、「地域住民等の多数の支持」、「都市計画マスタープラン等の計画
に整合」であり、計画の推進時には、「地域住民等は建築等にあたりプラン整合等に配慮」などがある。

○行政による横浜市「いえ・みち・まち改善事業」への応募の打診
・横浜市西区の職員が、両自治会に対し、道路未整備の木造住宅密集地域で防災上大変危険な地域なので、それを
改善するために勉強会を開いてみないかと相談を持ちかけたこと。
○行政の支援事業の活用
・まちづくりを進めるにあたり、「いえ・みち・まち改善事業」と「ヨコハマ市民まち普請事業」の対象地域となった

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか



A. 地域防災活動の体制づくり
A2. 防災計画の策定

24

ことから、資金面（助成金）や人材面（市や区の職員が勉強会などに参加およびアドバイザー派遣）で行政から支
援を受けることができた。
○自治会間での交流
・協議会の設立前は、両自治会間の交流はなかったが、設立後は、勉強会などの会合や互いの地域のまち歩きなど
を行うことによって、相互理解が進み、更に交流を深めるために、キャンプ用品を使って防災対策を体験するイベン
トなどを一緒に行っている。
・また、協議会の役員会を通し、両自治会間の情報交換を密に行っている。

・自分たちのまちが、地形上危険な地域という認識は薄く、互いの地域の危険箇所もよく分かっていなかった。
➡地域の危険箇所を理解するために、協議会で模型を作製した。模型には、地形の高低差を反映させた。

3）向き合った課題とその克服方法

・協議会の会合には、市の職員と区の職員が参加し、協議会が必要とする情報や資料を提供してもらっている。
・区の職員とは、日常的に情報交換している。

4）行政の支援策

公園に整備した水路
（この水路に水瓶の水が流れる。水路に埋め込
まれた貝殻や石は、子どもたちに喜んでもらう
ために協議会の役員が鎌倉の海岸まで取りに行
ったもの。）

両自治会の地形の模型（正面）

雨水タンク

両自治会の地形の模型（側面）

公園に整備した水瓶

雨水利用施設
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［事例27-1］よこすか海辺ニュータウンソフィアステイシア自主防災会
「マンション初の地区防災計画策定と斬新な取り組み」

・2014年6月、管理組合通常総会において、「地区防災計画策定委員会」の設置及び計画策定に関わる予算案が承
認され、同年7月、「地区防災計画策定委員会」委員をマンション住民から公募し、防災士や消防士、自衛官、看
護師、建築・設備の有資格者、実務経験者等を含む計17名で委員会を発足した。

・延べ20回の委員会を経て、2015年3月、日本初のマンションにおける地区防災計画となる「ソフィアステイシア地
区防災計画」が完成し、横須賀市防災会議に計画提案、横須賀市地域防災計画に位置づけられた。

・この地区防災計画は、マンション周辺で起こり得る固有の自然災害を想定し、発災直後の初動対応から応急対応、
帰宅困難者対策、在宅避難生活継続、復旧復興までを視野に入れた実践的な計画である。これにより、内閣府の
地区防災計画モデル地区に選出された。
・地区防災計画の本編は全345頁であるが、その要約版として「わが家の防災ハンドブック」を作成し、全戸に配布し 

た。地区防災計画には、災害発生前に備えておくこと、発災直後の初動対応と応急対応、危機的状況を乗り越え
た後の復旧・復興、マンション生活の再建までを時系列で示した。また、活動の実施主体別に、家庭単位で行う 

こと、避難誘導班単位で行うこと、災害対策本部の指示を受けマンション全体で行うことも明記した。
・本計画の完成を受けて、2015年6月の管理組合通常総会では、マンション管理規約を日本初の災害対応型規約に
改定した。例えば、災害時の意思決定、専有部分への立ち入りについてや、予算執行の決裁権限等を管理規約と
防災管理細則に明記した。
・また、自治会の通常総会でも、自治会会則の防災関連条項を改訂し、管理組合活動と連携できるようにした。
・地区防災計画策定以前から様々な防災・防犯活動を展開しており、マンション生活の安心感から親を呼び寄せたり、
独自のコミュニティ活動がメディアに取り上げられることにより転入希望者も多い。そのため、新築分譲時より価格
が値上がりしており、防災活動がマンションの資産価値を向上させている。

○災害リスクの把握
・周辺地域が埋立地であることから、長周期地震動による揺れの増幅、液状化に伴う地盤沈下・側方流動などの災
害リスクがあり、さらに海岸線から直線距離200ｍにあるマンションは、津波による浸水の被害が想定されている。
○要配慮者支援
・2005年4月、管理組合と自治会が共同で「ソフィアステイシア自主防災会」（以下「自主防災会」という。）を設立 

した。
・特徴的な取り組みとしては、賃貸住戸も含めた全居住者の96%が提出する「居住者台帳」の整備が挙げられる。
これは、住戸ごと・個人ごとに、性別・生年月日・血液型等の基礎情報の他に、既往症、常用薬・禁忌薬、かか
りつけ医療機関と主治医、自力避難の可否、帰宅困難者になる可能性の有無と平日昼間の主な滞在先、緊急連絡
用の電話番号とメールアドレスを自己申告するシステムである。
　この居住者台帳は災害時だけでなく、住民が急病や事故に遭遇した場合にも活用され、急性症状を発症した単
身高齢者を救命した実績があり、住民は信頼を寄せている。居住者台帳によって、マンション内の避難行動要支援
者及び単身高齢者の情報は自主防災会が100%把握している。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか
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○「ジュニアレスキュー隊」の結成
・高層階居住の高齢者へ生活援助を行う中高生のチーム「ジュニアレスキュー隊」の結成、具体的な災害をシミュレ
ートした実践的な総合防災訓練などがある。
○危機管理マニュアルの作成
・地区防災計画の基礎資料となった「住民共助の防災読本：ソフィアステイシア危機管理マニュアル（2009年初版、

2011年改訂版」（以下「危機管理マニュアル」という。）は、自然災害や事件・事故、感染症、熱中症対応など、
住民が遭遇する可能性がある危機の種別ごとに、危険予知と危機回避の方法が記載されており、全世帯に配布さ
れている。
○防災講習会と住民交流会の開催
・危機管理マニュアルをテキストとして学ぶ「防災講習会」も自主防災会が毎年1回秋から春にかけて、全世帯を11

ブロックに分けた避難誘導班ごとに実施している。講習修了後には、自治会が飲食費を負担する「住民交流会」も
合わせて行っており、班内居住者の健康状態や家族構成の変化などの情報を共有している。
・お祭りなどのマンションイベントも盛んに行っているが、それらを単にコミュニティの育成だけでなく、「防犯・防災
の基礎活動」と明確に位置づけている。
・これら防災活動のきっかけは、防犯活動であった。2003年３月の入居当時は、住民同士が互いの顔も分からず、
空き巣、車上荒らしが多かった。そこで、犯罪撲滅を目的に「あいさつ運動」や来訪者への「声掛け運動」、住棟
ごとに住民の集合写真を撮影して全戸配布する活動に取り組んだ結果、1年後には被害がほとんどなくなった。こ
の防犯活動によるコミュニティづくりとその成功が、その後の防災活動につながった。
○活動を継続するための組織づくり
・管理組合、自治会、自主防災会ともに、役員選出に当たっては輪番制ではなく、立候補制を採用している。防犯や 

防災、高齢者の見守りなど、仕組みづくりに長期間を要する課題に対しては、専門知識や実務経験を有する居住者
をヘッドハンティングし、課題が解決できるまで留任を促している。
・現在の防災会のコアメンバーは40代の子育て世帯が中心。防災会の活動と合わせて子供同士で交流する場も設け
ているため、子供が「防災会を辞めないで」と言うケースもあり、留任の一助となっている。
・全居住者に経験させる必要がある避難誘導班長だけは1年任期の輪番制を採用しているが、翌年班長に就任予定の
者を班長見習いとして、前年の班長経験者を班長補佐として副班長に任命し、当年度の班長をバックアップしている。
避難誘導班（概ね30世帯平均）は通算3年の任期となるが、この経験により班内の居住者情報はほぼ把握できて
いる。
○リーダーの存在
・これらの活動のリーダーは、地域活性化等のコンサルタントをしていた経歴から、「仕組みづくり」のノウハウを持
っている。リーダーは、地域活動のような横並び組織における仕組みづくり・組織づくり・人づくりのポイントは、 
「インフォームドコンセント（丁寧な説明と同意）の応用」と考えている。その上で、リーダーに求められる資質とは、
①先見力（10年～20年先を見透す力）、②判断力（360度の視野で物事を見る力）、③決断力（確固たる意志を持
って決定する力）、④統率力（自分の言葉で説明し説得する力）、⑤責任力（自ら判断し実行したことに対して結果
責任を負う力）であると認識し、実践しているため、人望が厚い。

・防災計画を策定するにあたって重要なことは、地域の災害リスクを正確に把握すること、その災害が発生した場合
の影響範囲と被害の規模を予測すること、そして何よりも大事なことは、災害被害の当事者となる住民自身が計画
策定に携わることであると考え、これらを策定委員会の共通課題とした。

➡ソフィアステイシアでは、先行して発行した危機管理マニュアルによって、居住地に被害を及ぼす災害リスクや発生
確率、被害の程度について学習し、住民の間に危機意識が一定レベルで共有されていた。そのため、地区防災計

3）向き合った課題とその克服方法
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画を策定する段階では、「災害はいつかは必ず起きる」ことを前提とし、「想定災害が発生した場合でも被害を最小
化する」ことに特化してマンション組織と住民の役割を明確化した。

・地区防災計画策定にあたり、現行のマンション標準管理規約について、主に以下3点の問題が浮き彫りになった。
①標準管理規約に記載された管理組合の業務は、「防災に関する業務」のみで、組織、予算、権限などについて具
体的な記述はない。
②マンションの建物設備に甚大な被害が生じた場合でも、一定規模の復旧工事費用を支出するには総会承認が必
要となる。総会が開催できるまでは被害箇所を放置するのか?（遠方で被災した多数の帰宅困難者が帰宅できる
のは、公共交通機関の運転再開後であるため、当分の間は総会が開催できない。）
③現行標準管理規約では、消防設備・排水設備点検について、区分所有者の事前同意を得て住戸内（専有部分）
への立ち入りができることになっているが、災害時の初期消火や負傷者救助を目的とした事前同意なしの住戸内
立ち入りについては記載がない。よって、災害初動対応の足かせになるのではないかと思われた。

➡2015年6月、日本初の「災害対応型管理規約」として規約改正を行った。
上記①への対応
管理組合の目的に「防災・減災に努め居住者の生命と財産を守る」ことを追記し、管理組合の業務に「地区防災
計画の策定と運用に関する業務」「居住者の防災力の向上に関する業務」を明記したほか、自主防災会に全員加入
することを居住者の義務とした（居住者とは、区分所有者だけでなく賃借居住の占有者も含む。）。
上記②への対応
発災時に区分所有者の多数が帰宅困難者となり、不在区分所有者とも連絡が取れず、総会が開催できないときは
理事会が決議すること、理事会さえも開催できないときは、理事長が区分所有法の管理者として決定し、実行でき
ることとした。
上記③への対応
災害により居住者の生命に危険が及ぶと予見される緊急の場合は、居住者の事前同意を得ることなくその専有部分
に立ち入ることができ、立ち入りに伴い破壊した玄関、窓等の専有部分の復旧費用は管理組合が負担し、総会が
開催できるようになったら災害対応措置の全てを報告し承認を得ることとした。また、発災後の応急復旧費用は大
規模修繕会計から、発災前の事前対策費用は管理組合の一般会計から支出できることとした。

➡「防災管理規則」を作成し、災害発生時の在宅避難生活の維持に関するルールなど詳細を明記した。

イベント（炊き出し）の様子防災訓練の様子
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［事例12-1］高木町自治会
「長年の地区防災活動の経験をもとに地区防災計画を改定」

・高木町自治会は、1981年、「国分寺市防災まちづくり推進地区」（以下「推進地区」という。）の第1号として、国
分寺市と「国分寺市防災まちづくり推進地区協定」を締結した。
・協定締結後3年間は、市からコンサルタントが派遣され、「地区防災計画」（以下、「地区防」という。）を策定する
までのプログラムを実施した。地区防が策定された1984年以降は、高木町自治会が主体となり、市の後方支援を
受けながら、地区防に基づく防災まちづくり活動を実施してきた。
・2015年、高木町自治会が、内閣府の地区防災計画モデル地区に認定されたことで、約30年前の地区防を改定す
ることにした。改定の目標として、①道路が狭い住宅地で、木造住宅が多いことから、火災を起こさないこと、②
安否確認体制をつくること、の2点を重視した。
・また、2014年に高木町自治会が国分寺市の助言を受け策定した「高木町地区本部運営マニュアル」も地区防の改
定に反映した。同マニュアルには、災害時の共助活動の指針として災害拠点となる地区本部の運営を円滑にするた
めの方法が示されている。
・計画をさらに具体化するために「災害時行動プロジェクト」を、2016年に1年かけて高木町自治会で議論した。
・2017年7月、高木町自治会の地区防は、市内他地区の計画と一緒に、国分寺市防災会議で審議され、市の地域防
災計画に位置付けられた。

○当初の「地区防災計画」の存在
・約30年前に策定した「地区防災計画」が高木町自治会における地区防災活動の出発点であり、今回の改定もそれ
をベースに検討することができた。当初地区防の策定にあたっては、国分寺市による3か年にわたるコンサルタント
派遣や防災マップなどの各種情報提供、計画策定後も資器材供与などの様々な活動支援を受けることができた。
○計画改定のための行政支援
・国分寺市は、1975年以降、地区の防災活動リーダーを育てるための「防災まちづくり学校」や「市民防災推進委員」
を、また、地区レベルの防災まちづくりの活動基盤を育てるための「防災まちづくり推進地区」などの制度をつく
り、長年にわたって運用を続けてきた。また、推進委員が推進地区で地域の防災リーダーとして活動をするために 

は、同地区の推進委員の先輩とのつながりをつくっておくことが有効であることから、両者の交流の場も設けられて
いる。
・平成27年度に、内閣府の「地区防災計画モデル地区」に認定され、コンサルタント派遣などの支援を受けることが
できた。
その前年に本部体制を検討していたことや火災対策や在宅避難の課題認識などもあったことから、旧地区防を改定
するよい機会となった。
○長年の防災活動が地域に定着
・1995年頃の活動初期の役員は、女性だけであった。長年の防災活動によって、男性の役員も増えた。当時、40代
前半で活動していた人たちが現在は高齢化しているが、彼らは地区防災活動の担い手として、防災部員の活動を補
助的に手伝う「防災ボランティア」（77人）として登録され、防災訓練やイベントなどで活動している。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか
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○行政の制度の活用
・町内には、国分寺市の「防災まちづくり学校」を修了し、地区防災活動を担う「市民防災推進委員」に登録され
ている人が53人に上る。
・資金面での支援として、推進地区に指定されてから4年目（地区防策定後）に、防災倉庫及び防災資器材の助成 

（限度額100万円）を受けている。
・市職員は、地区防策定以降も、平時の防災訓練や会議にも献身的に参加し、各種情報提供や助言を続けている。

AED訓練の様子災害時行動訓練の受付の様子
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［事例6-1］国立団地協議会
「住民ができることを書いた地区防災計画」

・国立団地協議会（以下「協議会」という。）は97世帯と世帯規模が小さい地区であり、高齢化で協議会役員の担
い手が不足していた。また、2010年頃に協議会長が引退した後は会長のなり手が見つからず、それ以降は、1年ご
との輪番制で9つの班から選出された代議員の中から渉外、会計、庶務を三役として決め「代議員合議制」で運営
している。
・1999年に「国立団地地区　防災まちづくり計画」を策定し、当時、協議会は地区本部（水源地）にある「井戸」
の復活に取り組んでいた。
・そして2017年度に同計画の改定の時期を迎えた。自治会組織運営上の特殊性があることを国分寺市と協議したと
ころ，市から「たすけあいカード」方式の提案があった。「たすけあいカード」方式とは、災害対応を特定の役員
等のみが担当するのではなく、全員で分担しようという考え方で、この方式を「地区防災計画」に取り入れるため
に話し合いをすることになった。
・「地区防災計画」改定のための話し合いは2017年に6回実施した。各回参加者は20名以上であり、市の職員も参
加した。また、「たすけあいカード」方式を利用した訓練と「地区防災計画」に掲載する「防災マップ」作成のた
めのまち歩き点検も実施した。
・これらの話し合いと訓練に基づき改定される「地区防災計画」は、A3用紙1枚の片面に掲載され、裏面には「防
災マップ」が掲載されている。計画の内容は、震度5弱以上での避難手順、災害時を3段階に分けた共助の行動手 

順、自助の備えである。共助の行動手順は、「たすけあいカード」を用いて「自分のできることを進んで実施する」と 

して、「災害直後の安否確認」、「地区本部の設置」、「2日目以降の対応」など、住民が最低限できることが示され
ている。
・自助の備えとしては、家具の固定などの平常時の心得や代表的な備蓄品などが示されている。備蓄品に関しては、
乳幼児、女性、持病のある方などに分けて示されている。

○自治体からの働きかけ
・協議会の防災活動の継続を支援するために、市職員が、A3用紙1枚構成の「地区防災計画」や「たすけあいカー 

ド」方式を提示した。
○自治体との密な情報交換
・「地区防災計画」の改定のための話し合い前には、協議会で中心的に取り組む住民2名が市の担当者と準備のため
に打合せをし、「たすけあいカード」の原案について、地域から寄せられた意見を基に内容を検討した。地域から寄
せられた意見としては、カードの役割について一人に責任を押しつけないことなどがあり、そのため、カードには氏
名の記入欄をつけなかった。
○住民が「自分たちで支え合おう」という意識づけ
・地域防災活動の担い手不足の中で、「たすけあいカード」方式を取り入れることによって、住民は「災害時には一
人一人の自発性に基づき、皆で支え合う」という意識をもつようになり、それが「地区防災計画」改定のための話
し合いや訓練への参加につながっている。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか
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・今後は「たすけあいカード」（詳細はP.71）を周知していくことが重要である。カードを利用した訓練を繰り返すこ 

とで、浸透させていく。

3）向き合った課題とその克服方法

水源地の井戸を使う家族まち歩き点検の様子
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［事例11-1］SYM三町会災害連合会
「防災訓練の結果をもとに組み立てられた防災マニュアル」

・SYM三町会災害連合会（以下「SYM」という。）は、2007年の発足以来、避難所開設・運営訓練をはじめ、帰
宅困難者対策、情報収集・伝達、災害医療など、様々な個別テーマでの防災訓練を実施してきた。
・それら訓練成果を基に、SYMは、2006年9月以降に避難所運営マニュアルや高層集合住宅の救助・救出マニュア
ルを作成し、2010年６月には、今までの訓練成果をまとめ、「SYM三町会地域防災マニュアル」（以下「防災マニ
ュアル」という。）を策定した。
・防災マニュアルは、SYM災害対策本部の開設から被災者の安否確認、情報収集・伝達、避難所開設、医療・福祉 

対応、物資配給、帰宅困難者対応までの応急対策の流れを7つのステップに沿って記載されている。自主防災の理
念や規約、災害マップ、組織図、SYM災害対策本部の役割、帳票類、参考資料なども収録されている。
・これらマニュアルの特徴は、防災訓練の記録・検証結果を基に、時系列の訓練プログラムに沿って、活動状況の写
真とその解説を分かりやすく記載していることである。

○訓練で感じた危機感と対応
・区主催の避難所運営訓練に参加したリーダーが、危機感を抱き、オリジナルの分かりやすいマニュアルが必要だと
感じたこと。
・分かりやすい避難所運営マニュアルの策定などを目的に、3町会によるSYMという小規模な組織を発足させたこと。
○訓練の検証と記録の作成
・防災訓練を実施した後に必ず反省会を開き、その結果を訓練報告書としてまとめ、マニュアルの材料としてきたこと。
○リーダーの存在
・既存の地域防災計画などへの問題意識を原動力に、実践的で実行可能な訓練と関係団体との連携などを図ってき
たリーダーの存在
○訓練での関係機関との連携
・マニュアルの基になる各種防災訓練の実現に向け、SYMのメンバー、周辺自治会、事業所、病院、大学、行政機関、
地区外の関係機関と連携をしたこと。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

・2010年度の防災マニュアルは、個別の訓練成果をつなぎ合わせたものだった。マンション防災、救出・救助など
の新しい訓練を反映させ、災害対応に実行性をもたせるためには、個別訓練の総合化と、SYM本部の情報機能の
充実が大きな課題であった。

➡個別訓練のシナリオを同時多発的に展開し、それらの動きを本部が情報収集・分析・方針決定・指示出しをする
一連の流れを訓練シナリオに盛り込むことで、個別訓練の総合化を実現した。この情報面での総合化を踏まえ、
2015年度の「SYM本部情報訓練」を行った。この中では、被害などの情報収集、医療救護、火災避難、道路啓 

開、要配慮者の安否確認などについて現場と本部の情報連携を一元化した。
　さらに、実動面も含めて総合化したのが2016年度の「湯島地区総合防災訓練」である。総合防災訓練では、2

3）向き合った課題とその克服方法
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つの避難所を同時に立ち上げ、医療・福祉のトリアージ、搬送訓練などを並行して行い、SYM本部が、同時多発
に発生する災害現象を6分割の画面で把握し、簡易無線を用いた対応指示を出した。
・「SYM本部情報訓練」後の課題として、災害医療体制の構築、要配慮者支援体制の構築、消防・警察等との連携、
マンション防災マニュアルの検討、組織的対応のための権限・責任・補償・財源の問題などが提起された。
・災害医療体制については、2016年度の地元病院の協力による医療トリアージ訓練の検証が続けられている。
・要配慮者支援体制については、2015年度に、町会内に「福祉厚生部」を設置し、文京区及び文京区社会福祉協
議会と協力し、要配慮者見守り体制や支え合いマップ作りを行う「ほほえみの風」活動を開始するとともに「文京
区避難行動要支援者名簿」と連動した、地域における顔の見える関係づくりが進められている。2016年度訓練で
もこれらの団体の協力も受け、要配慮者の福祉トリアージ訓練を行なったり、東大和市の自主防災組織・市社会福
祉協議会との福祉ボランティアの派遣に関する情報訓練を実施してきた。
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A3. 人材育成
1. 人材育成とは?

　防災市民組織は、行政などが行う防災に関わる人材育成の研修などに積極的に参加し、習得した知識や技術を
地域や組織で活かすことが望まれます。
　また、防災市民組織の活動が長期に渡るようになると、知識や技術を次世代に継承したり、防災に関する新し
い情報の収集なども求められるようになり、その意味でも、各種防災研修などへの参加が有効です。
　近年では、女性の防災リーダーの育成や、女性の防災活動への参画を促す取組、及び地域の祭りや各種行事に
合わせた防災イベントが開催されており、子供や保護者の参加で賑わう取組も見られるようになりました。
　防災に関わる人材育成のノウハウとしては、防災ボランティア団体などによる研修プログラムも参考になります。

2. 事前対策のポイント
○行政などが行う防災研修に参加します

○防災活動のリーダーを育成します

○防災対策への女性の参画や女性防災リーダーの育成を推進します

○防災に関する知識や技術を継承します
➡「　　　　　境南地域防災懇談会「地域の22団体が結束し、長期間の活動継続」」（P.65）を参照。

○地域の祭りや各種行事に合わせた防災イベントを行います
➡「　　　　　ピースボート災害ボランティアセンター「「楽しみ・遊び」により多世代、要配慮者が集う
大規模防災イベント」（P.55）を参照。

参考事例
■　　　　　　静岡県危機管理部危機情報課
「自主防災組織の充実に関わる講座・研修」➡P.36
■　　　　　　千葉県防災危機管理部
「災害対策コーディネーター養成事業」➡P.37
■　　　　　　神奈川県安全防災局総合防災センター
「自治体職員が講師を担当」➡P.39
■　　　　　　横浜市総務局危機管理室危機管理課
「段階的な自主防災組織の育成」➡P.40

事例8-1

事例13-1

事例2-1

事例28-1

参考事例
■　　　　　　三郷市自主防災組織連絡協議会
「自主訓練を指導するリーダーの育成」➡P.41
事例25-2

参考事例
■　　　　　　構江区自主防災会
「女性の役員登用を規約に明記」➡P.43
■　　　　　　平塚パワーズ
「女性目線で創意工夫した活動展開」➡P.44
■　　　　　　NPO法人MAMA-PLUG
「子育て女性が提供する防災プログラム」➡P.45
■　　　　　　静岡県くらし・環境部県民生活局男女共同参画課
「地域で活躍する女性防災リーダー育成事業」➡P.47

事例3-1

事例19-1

事例23-1

事例9-1

事例5-2

事例22-2
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○防災ボランティア団体などによる研修プログラムを参考にします

参考事例
■　　　　　　ピースボート災害ボランティアセンター
「災害現場でのトラブルに学ぶ災害ボランティア・リーダー研修」➡P.48
事例22-1
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3. 参考事例

［事例8-1］静岡県危機管理部危機情報課
「自主防災組織の充実に関わる講座・研修」

○静岡県が実施する様々な防災講座・研修
・静岡県は、県民に防災の知識や技能を習得し、地域防災の新たな担い手の発掘、地域防災リーダーの育成などの
ため、防災に関する様々な講座や研修を実施している。講座は、自主防災組織の関係者や事業所の防災担当者だ
けでなく、女性・外国人・学生なども対象に、対象者の知識や技能に合わせて難易度や実施期間などを変えて（「基
礎コース」や「実践コース」など）、「ふじのくに防災士養成講座」「ふじのくに防災士フォローアップ研修」「ふじの
くに防災マイスター養成講座」「ふじのくに地域防災指導員能力向上研修」などの19種類を提供している。このうち、
2016年度の静岡県地域防災力強化人材育成研修の実績として、修了者数が3,471人に上っている。

○自主防災組織の充実に関わる講座・研修
①「ふじのくに防災士」
　防災に関する専門知識と実践力を持ち防災現場のリーダーとして活躍する人材育成を目的に、静岡県が講座を開
催している。講座では、地震や津波、風水害、火山などの災害、自主防災活動や企業防災活動、災害時の医療な
どの専門家による講義と救命や災害図上訓練（DIG）や避難所運営ゲーム（HUG）の実技演習を行う。2016年
度は209人を養成し、現在まで2,413人を養成している。さらに、「ふじのくに防災士」を対象とするフォローアップ
研修も開催しており、最新の防災情報を提供するとともに、市町等に防災の人材として紹介し研修等の講師などと
しての活用を図っている。
②「ふじのくに地域防災指導員」
　自主防災組織に指導や情報提供を行える人材育成を目的に、消防団OBや経験豊富な防災委員など防災経験者
から市町が選任し、県が地域防災指導員養成講座を行っている。「地域防災指導員」の役割としては、自主防災組
織への個別巡回指導のほか、小中学校区単位等のつながりの深い組織との連携や地域での情報共有、県や市町の
防災施策の普及協力、防災モニターとして地域の防災情報や住民の要望を市町や県に伝達することなどが期待され
ている。2016年9月現在で23市町、2,341人が選任されている。
③「出前講座」
　県が市町と連携して、自主防災組織向けなどに行う講座であり、県の地域危機管理局職員などを県下各地に講
師として派遣している。講座では、第4次被害想定の説明や、地域の写真を使って地域に合った防災対策の解説な
どを行っている。2016年度の出前講座の開催回数は2,365回、参加者数は約192,000人に上る。

○受講修了者へのフォローアップ
・県による防災講座・研修を受講した人には知事認証制度による認証が与えられている。認証者数は、「ふじのくに
防災士」が1,919人、「地域防災指導員」が1,387人に上っている（2017年9月1日現在）。

・「ふじのくに防災士」の中で、地域や職域での防災活動に、講師やアドバイザーなどとして協力できる方を「地域
防災人材バンク」に登録している。氏名や専門分野等を記載した名簿を県地震防災センターのホームページで公開
することにより、自主防災組織や事業者が、防災活動に必要とする人材を確保しやすくなるとともに、認証取得者
の活動の場を設けることを狙いとしている。名簿登録者数は286人である（2017年9月1日現在）。
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［事例13-1］千葉県防災危機管理部
「災害対策コーディネーター養成事業」

○災害対策コーディネーター養成事業
・千葉県は、大規模災害時の救援・救助等地域の防災活動において、地域と行政、ボランティア組織等との連絡調
整を担う人材の育成が重要であることから、2003年度から防災ボランティアのリーダーとなる「災害対策コーディ
ネーター」（以下「コーディネーター」という。）の養成に取り組んでいる。コーディネーターは、平常時は地域防
災力向上のための取組を行い、大規模災害時には、地域に密着した自主防災組織、ボランティア、NPO等の協力
を得て、各組織間や行政関係機関との連絡調整役を担うことが期待されている。
・市町村は、直接又は業務委託により、県が定めた認定基準に合致したコーディネーター養成講座を実施する。
・認定基準は、原則として、①災害ボランティアセンターとコーディネーターの役割に関する講座、②過去の災害現
場に関する講座、③図上訓練や災害ボランティアセンター受付等の実習に関する講座、④災害時要援護者に関する
講座、⑤地域の防災力や課題に関する講座を含んだもので、講座時間の合計は18時間以上としている。
講座開設に要する経費は、障害者の方への情報保障や養成講座修了者に配付する帽子及び修了証ホルダーなども
含め、「千葉県地域防災力向上総合支援補助金」の補助対象経費となる（2014年度までは県も養成講座を直接実
施していた）。
・「千葉県地域防災力向上総合支援補助金」は、「千葉県防災基本条例」の目的である地域防災力の向上を図るため、
市町村等が実施する補助対象事業について市に対しては500万円、町村に対しては300万円を上限として補助する
制度である（補助率は1/2）。
・県は、概ね1年以内に講座の全課程を修了し、個人情報の提供・利用に同意した者に、修了証書を授与し、災害
対策コーディネーターとして登録する。
・養成講座の実績のうち、2014年度までの県実施分が、受講者数610人、コーディネーター登録者数417人である。

2011－2016年度の市町村実施分が、受講者数592人、登録者数557人である。合計の受講者数1,202人（年平
均86人）、登録者数974人（同70人）である（2017年3月末）。

○「スキルアップ講座」の開催
・県は、2014年度以降、専門的な講座内容や具体的な取組事例発表などによって、より実践的な防災知識の習得を
目指し、災害対策コーディネーター登録者に対し「スキルアップ講座」を開催している。スキルアップ講座の受講者
数は、2014年度から2016年度までの3年間で218人である。

○地区防災活動で活躍する災害対策コーディネーター
・コーディネーターは、市町村が主催する総合防災訓練や自主防災組織での防災訓練、自主防災組織リーダー研修 

会、災害救援ボランティア講座研修・講座で活躍している。
・例えば、袖ケ浦市における地区別防災訓練の場合、自主防災組織の結成が少ない地区において、避難所運営訓練
（HUG）や児童とその保護者を対象とした防災学習等をコーディネーターが支援したり、自主防災組織の隊長を
対象とする研修会の中で、コーディネーターがスタッフとして指導を行っている。
・県内でも養成事業の取り組みが特に盛んな市原市では、コーディネーターがNPO法人をつくり、養成講座の運営
や講師を受託している。
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袖ケ浦市における災害対策コーディネーターの取り組みスキルアップ講座の様子（2016年）
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［事例2-1］神奈川県安全防災局総合防災センター
「自治体職員が講師を担当」

○自主防災組織リーダー等研修会
・神奈川県安全防災局総合防災センターでは、1996年以降「自主防災組織リーダー等研修会」を行ってきた。研修
は市町ごとに行い、参加者は40名程度としている。研修は1日で実施し、これまでのカリキュラムには、午前中は
実技（必修）、午後は「避難所運営図上演習」、「クロスロードゲーム」、「心肺蘇生法」及び「気象の知識」など
の選択メニューがある。
・講師は行政職員が担当し、午前中の「簡易救出訓練」などの実技の講師は消防学校の教官が担当し、午後のカリ
キュラムは防災企画課の職員が担当している。2017年からは「避難所運営ゲームHUG」を外部講師に依頼し実施
している。
・研修時間の制約もあり、受講生から「研修内容が物足りない」との意見を受け、更に実践的な技術を身につける
ための講座（自主防災組織リーダー等レベルアップ研修）として、実技を中心とした放水訓練やファーストエイド等 

（火傷や外傷の応急手当）を今後実施する予定である。
・県職員は、このような研修での対応や災害時の対応のために、全員が「心肺蘇生法」や「AED講習」を受けている。
また、県では、救急救命士の資格をもっている人を事務職員として採用しており、彼らがその資格を活かして研修
会の講師などを行っている。

避難所運営ゲームの様子簡易救出訓練の様子
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［事例28-1］横浜市総務局危機管理室危機管理課
「段階的な自主防災組織の育成」

・横浜市は、自主防災組織の人材育成の研修を「基礎編」、「支援編」、「応用編」と三段階に分けて実施している。
・｢基礎編」は、年間約500名が受講し、1日で実施しており、対象者は自主防災組織の代表に推薦された2名である。
その内容は、横浜市の防災対策等の講義、先進的な自主防災活動の紹介、及びグループワークで構成されている。
グループワークでは、発災後、経過時間ごとに地域で何をすべきかを議論したり、災害時に危険な場所や活用でき
る資源について議論している。受講者は研修後に所属する自主防災組織で、研修内容を説明するなどしている。
・｢支援編」は、「基礎編」の受講者が学んだことを地域で実践したい場合に市がアドバイザーを派遣し実施している。
・｢応用編」も「基礎編」の受講者の中から希望者が受講する。内容は、「横浜市民防災センター」において、地域
の防災力を高める組織の運営や、地域の自助・共助の意識啓発の方法についてである。
・これらの研修を受けた自主防災組織の中から、いくつかの団体に、年1回開催の「事例発表会」で取組を発表して
もらっている。

○地域の防災担い手育成事業

事例発表会の様子
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［事例25-2］三郷市自主防災組織連絡協議会
「自主訓練を指導するリーダーの育成」

・地域で防災訓練を指導するリーダーの育成を目的として、「自主防災訓練指導者養成講座」を2004年度から市と
共同主催している（2005年度以後は年3回実施）。1回の定員は、概ね60名である。
・3回の受講により、「修了証」及び「自主防災訓練指導者之証」を授与する。1回目は「体験」、2回目は「理解」、

3回目は「指導法の習得」という段階により、指導者として必要なスキルを身につけてもらう。
・訓練内容は、「応急救護訓練の基礎実技（三角巾の使い方や簡易担架の作成等の訓練）」、「初期消火訓練の基礎
実技（消火器の取り扱いや濡れ布によるてんぷら鍋の消火、バケツリレーの訓練）」、「救出訓練の基礎実技（家具
の下に挟まった方の救助と搬送の訓練）」等である。なお、「心肺蘇生法・AED使用法」は見学・体験のみで、講
座を修了しても指導はできない科目となっている。

・参加者は、各自主防災会から推薦を受けた者であり、修了者は、各自主防災会の自主訓練において訓練の指導を
行う。修了者のうち、連絡協議会における「指導者ネットワーク」に入会した者が、指導者養成講座の講師となる。
・教材は、「訓練部会」が作成した「自主防災訓練指導者養成講座マニュアル」を使用する。

○自主訓練実施のための技術習得の必要性
・自主防災組織の設立当初、防災訓練と言えば消防署に頼った内容のものが主流であったため、複数の自主防災会
から防災訓練の開催希望が重なった場合には、防災訓練が実施できないこともあった。そこで、連絡協議会は、自
分たちで防災訓練を実施できるようにするために、その技術や知識を習得する必要性を認識した。
○立ち上げ時における専門家の支援
・講座の立ち上げから3年間は、消防署や女性消防団を講師として実施した。その間に「指導者ネットワーク」を設立し、
体制づくりを進めたことで、講座を軌道に乗せることができた。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

・自主防災訓練指導者養成講座の修了者がいる自主防災会の全てが、消防署に頼らず自主訓練をしているというわけ
ではない。指導者養成講座の修了者はいるが、消防署あるいは防災担当職員の派遣を要請する自主防災会もある。
➡指導者養成講座を修了したのち、指導者ネットワークの会員として登録し、指導者養成講座の講師として実際に訓
練指導を行う経験を積み重ね、更なる知識の定着・指導方法の改善を行い、地域での指導に自信をつけた修了者
が増えるに従い、自主訓練の割合も増加している。
・自主訓練の割合：62.5%（2016年度実績）
・指導者養成講座修了者数：647名（2017年11月26日現在）
・指導者ネットワーク会員数：224名（2017年11月26日現在）

・「自主防災訓練指導者養成講座」の共同主催としての事務局業務を担う。具体的には、「心肺蘇生法・AED使用法」
を指導する消防署などとの事前調整、訓練開催場所の提供、機材の準備・食材の準備及び当日の進行を担当する。

3）向き合った課題とその克服方法

4）行政の支援策
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応急救護訓練②

救出訓練

応急救護訓練①

初期消火訓練
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［事例3-1］構江区自主防災会「女性の役員登用を規約に明記」

・構江区自主防災会（以下「自主防災会」という。）では、これまで男性が役員を担ってきたが、担い手不足という
課題解消のため、2005年以降は女性も役員を担うようになり、同年、自主防災会の女性初の副本部長（自治会の
副区長を兼任）A氏が誕生した。
・A氏は、3年間、副本部長を務めた。在任中は、「自治会女性役員連絡会」を立ち上げ、他地区の役員と防災に関
する情報交換や泊まり訓練を積極的に行ってきた。
・一方、2006年後半から2007年にかけて、構江区自治会（以下「自治会」という。）の婦人部と、自治会に設置した 

「構江区女性役員検討委員会」とが、自治会への女性役員参画に関して意見交換を行った。
・その後、A氏の後任を決めるために、自治会では、①掛川市職員を講師に招いた男女共同参画に関する学習会、②
女性役員についての掛川市全区長へのアンケート、③構江区役員選考委員会の設置などを行った。このうち、区長
へのアンケートは88%という高い回収率であった。調査項目は、自治会活動への女性の参加状況や、女性を役員
に登用したいかどうかなどであり、「登用したい」という回答は、約9割であった。
・さらに、女性役員の登用に継続性をもたせるために、自治会規約と役員選考委員会規程に次の項目を明記した。
【規約】
・選考すべき役員としては、「区長・副区長3名」のうち副区長1名は女性とする。
・上記三役体制確立のため「役員選考委員会規程」を制定。

【役員選考委員会規程】
・婦人部二役経験者と当該年度の婦人部二役が選考委員となる。
・上記委員の内1名は選考副委員長となる。
・区三役に登用する女性候補者は「構江区女性役員検討委員会」を設置して、候補者を選定する。

○初の女性役員の行動力
・A氏は、自治会活動も防災活動も経験のない方であったが、防災における女性参画についての勉強会や訓練などで
自己研鑽を積み、役員として防災活動を経験していくことで、自主防災会における女性役員の必要性を認識した。
その後、A氏の後任を決める時期には、「女性の役員を登用する仕組みをつくってほしい」という当時の区長の要望 

で、話合いの場が設けられた。
○自治会における女性役員登用に関する認識の共有
・A氏の行動によって、自治会や自主防災会の活動に対し、女性の意見が多く取り入れられるようになったことや、諸
活動への女性の参画意識が高まったことに関して、自治会は評価し、「女性役員登用の継続性が、自治会活動の活
性化につながる」という認識を共有した。

○初の女性役員の行動力
・自治会における男女共同参画に関する学習会では、掛川市男女共同参画係職員が講師を担当した。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）行政の支援策
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［事例19-1］平塚パワーズ「女性目線で創意工夫した活動展開」

・平塚パワーズ（以下「パワーズ」という。）は、阪神・淡路大震災を期に平塚市が開催した「女性防災リーダー育 

成講座」を受講した修了生30名によって結成された。1996年5月の結成時は「女性防災リーダー　平塚パワーズ」
という名称であった。
・活動初期の会員は、地域活動を熱心に行っている女性たちであり、彼女たちは、消防署に軽可搬ポンプ操法などを
教わっていた。また、出初式などにも参加し、平塚市の広報に掲載されていた。

・結成から10年後に、「女性防災リーダー　平塚パワーズ」は市から独立した。独立を期に組織名を「女性防災クラ
ブ　平塚パワーズ」とし、活動内容も変わっていき、敬礼や軽可搬ポンプ操作などの活動を徐々にやめていった。
・会員が自由に意見を出し合い活動内容を決めていき、その決定事項は役員から各地域会員に行き届くようになった。
また、この時期から市の研修だけでなく、消防署などにロープワークや応急手当を自主的に学びに行くようになった。
・パワーズは活動を広げていくために、自治会や自主防災組織の訓練などに自分たちによる防災啓発の時間を取り入
れてもらうよう相談しに行った。その後、平塚市災害対策課が仲介し、自主防災組織などから災害対策課にパワー
ズによる講習依頼がくると、その依頼をパワーズ役員に伝え、役員から各地域（6ブロック）会員に呼び掛けた。こ
れによって、活動に広がりや深みが出てきた。
・また、世代交代に向け、会員全員が講習を担当できるように、訓練内容の継承をしている。

○女性目線のアイテムの展開
・独立以後、女性目線のアイテムを作り、自治会などの防災訓練時に持参し「是非、これをやらせてください」とお
願いして回り、各ブロックがそれぞれの地域でこれを展開し広めていった。
○行政の日常的支援
・パワーズが市から独立後も、市はパワーズの活動をHP上で紹介し、パワーズへの依頼を仲介している。
○自主防災組織と関わる上での工夫
・身近なもので作るアイテム（段ボールトイレ、バスタオルを用いた防災ずきんなど）で啓発活動を始めたことで、自
主防災組織からの依頼もくるようになった。

・パワーズは、当初、自治会などに自分たちの啓発活動の「営業」に回ったが、なかなか活動が広がらなかった。
➡そこで活動の方向性を変え、対象を保育園に広げ、園児には手づくりの防災紙芝居、初期消火ゲームを行った。
保護者には、非常時の持ち出し品やアンケート「我が家の防災チェック」を行った。この活動がパワーズの新たな
活動を展開する好機となった。

・当初は平塚市がパワーズの運営のサポートをしていたため、組織作りの基礎が出来上がった。
・自主防災組織からパワーズの指導を受けたいとの依頼がきた場合、市が仲介している。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法

4）行政の支援策
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［事例23-1］MAMA-PLUG
「子育て女性が提供する防災プログラム」

・NPO法人MAMA-PLUG（以下「MAMA-PLUG」という。）は、メンバーの中心が子育て層の女性であり、子供
と一緒に防災を楽しく学べるプログラムなどを提供している。
・2012年からMAMA-PLUGは、川崎市A町内会の総合防災訓練への若年層（町会未加入）の参加促進を目的に、
訓練でのブース出展を行い、防災グッズの展示、非常食セミナー、及び「防災ピクニック®」※という取組を行って 

いる。
・「防災ピクニック®」とは、参加者が非常食や防災グッズを持参し、避難場所まで歩き、到着後、非常食の試食や
防災グッズの試用によって“我が家に必要な備え”を学べるプログラムである。
・ブース出展では、MAMA-PLUGのメンバーのうち子育て層の「防災リュック」（非常用持出袋）の中身を展示し、
同じ子育て世代を中心に多世代からの関心を集めた。「防災リュック」の中身は、子供が好む非常食や、避難生活
時の子供のストレス緩和のためのおもちゃなどである。
・これらの取組は、神奈川県との5年間の協働事業として行われており、今年度（平成29年度）は5年目である。目標 

は、神奈川県内の防災活動の活性化、相互扶助のネットワークを構築し、“防災に強い神奈川県”を目指すことで 

ある。
※「防災ピクニック®」は、NPO法人MAMA-PLUGの登録商標。

○自治体職員との信頼関係
・打ち合わせなどを継続して行うことで、自治体職員と信頼関係を築くことができ、同職員の仲介により、町内会に
関わることとなった。
○MAMA-PLUGの活動に関心をもった町内会役員の存在
・町内会の運営部長（現会長）は、MAMA-PLUGのセミナーを受講していたため、活動に女性の視点を取り入れる
ことに対し、前向きであった。彼が、町内会のキーパーソンとなり、MAMA-PLUGと目的の共有化ができたことで
活動が進んだ。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

・同町内会と実際に一緒に活動するまでに、約2年かかった。町内会の運営に若い女性であり、外部から来た人が関
わることについて、最初は理解が進まなかった。
➡自治体職員がMAMA-PLUGと町内会を仲介し、両者間の会合を重ねたことで相互理解が進んだ。

・「防災ピクニック®」などの案内チラシを庁舎に設置。

3）向き合った課題とその克服方法

4）行政の支援策
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セミナーの様子

防災グッズの例

親子で防災ピクニック®
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［事例9-1］静岡県くらし・環境部県民生活局男女共同参画課
「地域で活躍する女性防災リーダー育成事業」

○女性防災リーダー育成事業
・静岡県は、2013年度から、地域で活躍する女性防災リーダーを育成する「女性防災リーダー養成講座」を開催し
ている。本事業は、男女共同参画課がNPO法人静岡県男女共同参画センター交流会議（以下「交流会議」と略
称する。）に業務委託を行い実施している。交流会議は、2007年1月に設立され、会員数は、団体会員51、個人
会員40である（2017年5月20日現在）。
・2017年で5年目を迎える同講座は、「男女共同参画の視点からの防災手引書」（以下「防災手引書」という。）を教
材として活用し、県内2～3会場で、各2日間実施している。
例えば、2016年度のプログラムは、1日目が講話、お茶っこタイム、防災劇＆避難所運営ゲーム（HUG）、2日目が 

講話、お茶っこタイム、グループワーク（テーマ：「身近な防災講座を企画する」）である。2016年度の受講者数
は延べ161人に上っている。
・防災手引書は、静岡県男女共同参画課が2013年6月に作成したものであり、「男女が共に支え助け合う防災体制づ
くりに向けて」と題して、避難所運営や自主防災組織の運営、防災訓練などでの女性目線での改善提案が盛り込ま
れている。
・受講者には修了証を授与しているほか、希望者のみ名簿に登録をしている。また、登録者は「あざれあナビ（男女
共同参画ポータルサイト）」を通じて「人財」紹介をしている（「男女共同参画人財データベース」）。

○受講修了者へのフォローアップ
・過去の講座修了者を対象とするフォローアップ研修を2014年度から開催している。同研修は、講演の後、意見交換
会などをするプログラムで、県内1か所で年1回開催している。意見交換会のテーマとしては、「自主防災組織にお
ける女性役員の参画拡大に向けて」や「地域での活動の悩みを解決しよう」などであり、活発な意見交換が行われ
てきた。2016年度の研修参加者数は26人である。
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［事例22-1］ピースボート災害ボランティアセンター
「災害現場でのトラブルに学ぶ災害ボランティア・リーダー研修」

・ピースボート災害ボランティアセンター（以下「PBV」という。）は、災害現場のボランティア・リーダーを育成す
るための「リーダートレーニング」の研修プログラムを2011年に開発した。
・研修では、現場での活動経験をもつコーディネーターから2日間で災害ボランティアのリーダーシップの考え方を学
ぶ。主なテーマは、①コミュニケーション、②安全管理である。
①被災者とボランティアのコミュニケーショントラブルなどのジレンマ問題を扱う「クロスロード」や独自の教材を用
いて、ケーススタディ手法で学ぶ。
②被災地で発生するケガや事故に対する安全管理（予防と対応の考え方や方法など）を学ぶ。
・その後、災害ボランティアの普及・啓発のため、「災害ボランティア入門」のプログラムを開発した。ここでは、災
害や防災、ボランティアに関する基本的なことを学ぶ。

・こうした研修を受け、被災地支援の経験がある災害ボランティアやリーダーの存在は、地域防災の担い手不足や若
年層の地域防災との関係不足などの地域課題を打開する貴重な人材として期待される。

○被災地支援の経験に基づくボランティア・リーダーの育成
・被災地支援の経験から、リーダー育成の重要性に気づき、この研
修プログラムを開発した。例えば、被災地の被害状況によっては、
ボランティアの受入体制づくりもままならない場合や、一般ボランテ
ィアが大勢いても、コーディネーターだけでは効率的に仕事を回せ
ない場合などがある。被災現場に入り、こうした受入体制づくりや
ボランティアの調整などができるボランティア・リーダーの必要性に
気付いた。
・災害現場で発生するコミュニケーショントラブルに対し、リーダーが
どのように対応するのかを研究するため、実際に被災地支援をして
いるリーダーに対する聞き取り調査を実施し、その結果をケースス
タディの素材として活用した。調査では、ボランティア拠点の統括を
する者、現場作業を指揮する者などの様々なリーダーを対象とした。
○専門家との協力
・安全管理やジェンダーに関するトレーニングは、それぞれの専門家
とタイアップして実施している。

・参加者は、定職についていることが多く、ボランティアに専念するこ
とが難しい。人材育成をし、ボランティア登録を行っても、必要な
時に人材が確保できるかどうかは分からない。

➡ボランティア登録に実効性を持たせるため、平時から、イベントでの
ボランティアスタッフの養成や、社会福祉協議会との連携など、様々
な機会を通じて人材登録の量の拡大を図っている。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法

リーダートレーニング修了証

「災害ボランティア入門」のテキスト
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A4. 行政や各種団体との連携
1. 行政や各種団体との連携とは?

　防災市民組織は、防災対策を充実させるために、住民、消防団、企業（事業所）、災害ボランティア、NPO法人、
医療機関などの地域コミュニティと、平時から協定締結や合同訓練の実施などにより、相互に連携しあうネットワ
ークを形成しておくことが重要です。
　防災市民組織の中には、行政や各種団体との連携により、活動内容や人材育成が充実し、組織の活性化につな
がっているところもあります。

2. 事前対策のポイント
○地域内の協力体制づくりを推進します

○行政との密接な協力関係を確保・継続します
➡「　　　　　国立団地協議会「住民ができることを書いた地区防災計画」（P.30）や「　　　　　高
木町自治会「長年の地区防災活動の経験を基に地区防災計画を改定」（P.28）を参照。

○地域外の防災ボランティア団体などと連携します

➡「　　　　　シーズネットワーク「乳幼児がいる家庭を対象とした防災啓発」」（P.84）を参照。

参考事例
■　　　　　　SYM三町会災害連合会
「防災訓練を主目的とする地区内外の様々な団体との連携」➡P.50
■　　　　　　同胞援護会昭和郷、昭島市自治会連合会第4ブロック地区自治会
「社会福祉法人と地区自治会による「災害時応援協定」の締結」➡P.52
■　　　　　　ビブレ本山
「災害対応に活かされた平時のコミュニティ活動」➡P.53

事例11-2

事例15-1

事例21-1

事例6-1 事例12-1

参考事例
■　　　　　　ピースボート災害ボランティアセンター
「「楽しみ・遊び」により多世代、要配慮者が集う大規模防災イベント」➡P.55
■　　　　　　川崎市男女共同参画センター
「防災冊子の製作と普及の担い手を集めるための組織づくり」➡P.56

事例22-2

事例4-1

事例10-1
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3. 参考事例

［事例11-2］SYM三町会災害連合会
「防災訓練を主目的とする地区内外の様々な団体との連携」

・SYM三町会災害連合会（以下SYMという。）は、2007年、湯島2・3丁目の3つの町会が災害時に協力し合うため
に結成された。
・2008年、SYMは、文京区と「文京区とSYM三町会災害連合会の実施する防災対策活動に関する覚書」を締結し
た。その内容は、災害後の応急対策、復旧・復興計画の検討、災害前の防災訓練、防災対策などを相互に協力し、
情報共有を図ることである。
・2008年、昼間人口の多くを占める事業所との関係を築くため、各町会に事業所の加入を呼びかけ、その事業所を
集めた「事業所部」をSYM内に設置し、帰宅困難者対策訓練や情報連絡訓練などの防災訓練で事業所と連携体
制を強化してきた。

・2011年度の「湯島小学校避難所運営訓練」以降実施されてきた、16町会を対象とする湯島小学校避難所運営協
議会による避難所開設・運営訓練は、SYMが中核になって開催されてきた。
・2014年度、SYMと天神下四町会連合会は、文京区議会及び区関係部署、警察署・消防署などと「文京区・防
災関係機関等との地域懇談会」を立ち上げ、災害時要配慮者問題をはじめとする町会が抱える問題を話し合った。
その結果、SYMなどは、「危機管理室との覚書」を締結し、2015年度から、文京区及び文京区社会福祉協議会が、
SYMが進める平時の要配慮者見守り活動（「ほほえみの風」活動）を支援することになった。

・2015年度は、内閣府の「地区防災計画モデル地区」指定に伴う専門家派遣を受け、「SYM本部情報訓練」を実
施した。

・2015年、SYMに隣接する天梅会・天神下四町会防災連合会と「防災・災害時協力協定」を締結し、総合防災訓
練などでの協力関係を築いてきた。

・2016年度、湯島小学校避難所運営協議会と教育センター避難所運営協議会は、平常時及び災害時における相互
の連携、両避難所での統一した避難所運営本部の設置などを目的として「避難所運営協議会の連携に関する覚書」
を締結した。

○訓練の実現を目的とした連携先の拡大
・様々な関係機関との連携は、事業所との帰宅困難者対策訓練など、「実践的な防災訓練の実現」を目的に拡大され
てきた。
○訓練の実現を目的とした行政との連携
・文京区、地元消防署、警察署、東京都、内閣府などの行政機関とは、各種防災訓練への協力、各種助成金による
支援などを通じて連携を行ってきた。（東京都の「地域の底力発展事業助成」、文京区の防災活動支援助成など）
○文書による「覚書」などの締結
・行政や民間企業などとの関係は、必要に応じて、「覚書」や「合意書」などの文書を交わし、関係を担保してきた。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか
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・2007年度のSYM設立当初から、平日昼間に発災した場合には、スタッフの勤労世代は地区外におり、災害対応の
担い手確保が難しくなるとの懸念があった。
➡リーダーは、平日昼間に勤務している事業所と協力関係を築き、相互に役立つ防災体制づくりを進める必要性を感
じ、2008年度に、SYMの中に「事業所部」を設置した。事業所からの参加を増やすため、SYMの防災活動や事
業所の防災対策・地域連携の必要性などを事業所に説明し、町会加入・SYMへの参加を促した。特に、東日本大
震災のチャリティイベント（三組町会主催）やSYMの各種防災訓練に参加してもらう中で、事業所による理解が深
まり、加入者が増えていった。現在、町会に加入する事業者数は26社に上る。こうして事業所との情報交換や合
同訓練などの防災活動を続けている。

3）向き合った課題とその克服方法

○リーダーの存在
・既存の避難所運営対策への問題意識を原動力に、実践的で実行可能な訓練と関係団体との連携を図ってきたリー
ダーの存在
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［事例15-1］同胞援護会昭和郷、昭島市自治会連合会第4ブロック地区自治会
「社会福祉法人と地区自治会による「災害時応援協定」の締結」

・社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会昭和郷（以下「昭和郷」という。）と昭島市自治会連合会第四ブロック
地区自治会（以下「第四ブロック」という。）は、1994年7月に「災害時応援協定」を締結し、20年以上にわたっ
て要配慮者支援訓練を継続してきた。
・昭和郷は、高齢者福祉、児童福祉、病院などの14の施設を運営する社会福祉法人である。早くから災害時、特に
夜間の要配慮者支援対策について不安を持ち、地元自治会に協力を呼び掛けたのが、要配慮者支援訓練の始まり
である。
・両者は、協定の第1条（目的）の「救出、救護活動等を行うとともに、被害を最小限に防止するため必要な事項」
に基づき、要配慮者の避難誘導、傷病者搬送、現場救護所での支援などの訓練を継続して行ってきた。
・協定締結後は、昭和郷と第四ブロックの交流行事がそれまで以上に活発になった。近年では、毎年6月頃に懇談会
を開催し、納涼の集い、第四ブロック運動会、昭和郷フェスティバルなどの年間行事に、相互に参加している。

○古くからの郷土を守りたいという意識
・第四ブロックは古くからの住民が多く、防災・防犯活動を長年に渡って行ってきた地区であり、郷土を守りたいとい
う意識も高かったため、地域全体を守る昭和郷との協定締結に積極的に参画してきた。
○社会福祉法人と自治会による訓練の継続
・協定に基づき要配慮者支援訓練を長年続けてきた両者の努力が、協定の実効性、信頼性を維持・発展させてきた。

・自治会員が施設の要配慮者を搬送支援する場合、災害時に、施設内に立ち入ることができるのか、施設の安全確
認を誰が行うのかなど、未確認、未解決の課題がある。

・自治会役員の数、住民の高齢化などを考慮した場合、実際にどこまで応援できるか、自治会自身の応急活動と協定
先への支援活動を同時並行で行えるかなど、災害対応の実効性に関わる課題もある。

・これまでの訓練は、昭和郷から第四ブロックへの応援要請に止まっていたが、今後の住民の高齢化を考えた場合、
第四ブロックから昭和郷への応援要請も考える必要もあった。
➡そこで、昭和郷から、第四ブロックの要配慮者を昭和郷複合施設の地域交流スペース「さくらホール」に受け入れ
る旨の提案があった。
➡今後、相互応援の実効性を担保していくためにも、応援内容の検討、訓練の検証・レベルアップに取組んでいる。
例えば、2017年の訓練では、昭島病院の医師が避難所で医療トリアージ訓練を実施した。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法
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［事例21-1］ビブレ本山
「災害対応に活かされた平時のコミュニティ活動」

・熊本市内にあるビブレ本山（高層棟14階・低層棟5階建てのマンション）では、熊本地震の本震後2～3日間は、
ほぼ全員が避難していた。その間、管理組合の役員が、集会室に「震災復旧対策本部」を設置し、建物・ライフ
ラインの被害点検、安否確認、二次被害防止策、立入禁止区域の設定などを実施した。
・主要構造部ではない雑壁やドア、窓等に被害はあったが、建物の構造的な被害は極小であったので、組合役員や
低層階の住民などが自宅に戻り始めた。
・電気はすぐに復旧したものの、水は高置水槽破損のため1か月の断水、都市ガスは2週間の停止、エレベーターは1

週間の使用不能であった。組合役員は、受水槽などの代替手段を活用し、ライフラインの確保に努めた。例えば借
りてきた水中ポンプを受水槽に入れ、非常用電源とホースを繋いで、仮設の水道を作った。
・生活物資は自助に任せており、共助の備蓄はしていなかったため、調達の必要があった。
・最も助かったのは、社会福祉協議会長が物資の要望を聞いてくれ、水、食料、紙コップ、紙皿などを融通してくれ
たことである。
・地元の学校避難所に設置された市の物資配送センターに、地元向山校区のビブスを着ていくと支援物資がもらえる
という情報を聞き、物資を調達しに行った。
・物資供給を支援するNPOの存在を知り、要望を行ったところ、マンションに直接支援物資を届けてもらうことがで 

き、その結果、マンション1階のエントランスは物資で一杯になった。

○救援物資の調達に役立った顔見知りの関係
・救援物資の調達方法は、行政・民間の供給体制が整備されていく中で広がっていった。
・ビブレ本山では、まず、社会福祉協議会長が行政との関係をつないだこと、市の物資配送センターに地元向山校
区のビブスを着て取りに行けたこと、NPOの存在を知り、物資等を届けてもらえたことが大きい。

・社会福祉協議会長は、本マンションの管理組合員であり、協定など公的な関係を結んでいたわけではなかったが、
災害時の応急対応において、情報通のキーパーソンと関係を持っていることが結果的にうまく事が運んだことを示す
教訓といえる。
・「向山校区のビブスを着用し支援物資をもらった」ことは、災害時の物資調達において、地元組織の一員であるこ
とを容易に認知してもらえたことを表している。
・平時からの社会福祉協議会長との関係性や、地元向山校区の自治活動への関わりにより、地域の中で顔見知りの
関係が築かれていたことが災害時の貴重なネットワークとして機能したことを表すものといえる。
○自治会間のつながり
・向山校区では、平時には、グランドゴルフ大会が開催されており、そこに、マンション自治会からも参加することで、
他の自治会とも顔見知りになることができた。また、地域の子ども会の廃品回収も他の自治会と一緒に続けてきた。
○コミュニティづくりを大切にするマンション管理組合
・「三位一体のコミュニティ体制（管理組合、自治会、子供会）」、「楽しくなければマンション管理じゃない」をマン
ション管理のモットーとし、コミュニティづくりを大切に考えてきた。防災訓練はもとより、もちつき大会、夏まつ
りなどのイベントも実施し、そこにマンション外からも参加してもらってきた。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか
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・「三位一体のコミュニティ体制」とは、管理組合は建物・設備の自主管理を、自治会は一斉清掃・古紙回収・もち
つき大会・夏祭り・自主防災クラブなどの自治活動を、子供会はこれらの活動に参加・協力することで豊かなコミ
ュニティが築かれるという考え方であり、本マンションではこの考え方を積極的に実践してきた。
・このように、マンションとその周辺地域の人々の人間関係が、災害時の物資調達の面でも役立った。これは、平時に
「三位一体のコミュニティ体制」の考え方を重視し、それを推進してきた役員・関係者の尽力によるところが大きい。
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［事例22-2］ピースボート災害ボランティアセンター
「楽しみ・遊び」により多世代、要配慮者が集う大規模防災イベント」

・しんじゅく防災フェスタは、新宿区とピースボート災害ボランティアセンター（以下「PBV」という。）による「協働
事業提案」の仕組みによる3か年の事業であり、公園と公共施設を使用し、メインステージでのセレモニーや各種イ
ベント、防災関係のフォーラムやワークショップ、防災訓練・体験や飲食ができるコーナーやブース出展などを実施
している。
・1年目（2016年）のテーマは「親子、若者、外国人」を対象としたプログラムの企画・運営であった。特に、子
供向けには、NPOが協力する「イザ！カエルキャラバン！」（おもちゃを交換しながら防災を学べる仕組み）に人気
が集まり、小中学生だけで1,200人が参加した。
・2年目（2017年）は、前年のテーマに加え、要配慮者、とりわけ障害者に焦点をあて、次の3つのプログラムを実
施した。①車イスなどでの避難体験、②東日本大震災で障害者が困ったことについてのパネル展示、③視覚障害者
向けの「わが家の災害対応ワークショップ」

・3年目（2018年）は、ボランティアと自主防災組織などの地域資源と向き合う取組みを予定している。

○地域課題の解決を目指した「協働事業提案」
・PBVは、地域防災の担い手不足や若年層の地域防災との関係不足などの地域課題に対して、大規模防災イベント
の開催企画を新宿区の「協働事業提案」に提案し、採択された。これには、「楽しいイベントにすること」と「担
い手を育成すること」という2つのコンセプトがあった。
○多くの関係機関との連携
・PBVは、多くの関係機関と連携し、企画内容を協議したり、イベントを運営するボランティアスタッフや参加者など
の募集をした。
○多世代の関係者を集めるための工夫
・参加者を集めるための工夫として、子供を集めるために「イザ！カエルキャラバン！」を、若者を集めるために「ポ
ータルサイトを活用したボランティア募集」・「それぞれの特技・要望を活かした役割分担」・「運営ボランティア研修」
を、外国人には「多言語による防災講座」などを、要配慮者には視覚障害者のための「わが家の災害対応ワーク
ショップ」など、それぞれのニーズに合わせた企画・運営をした。
○企業による寄付や運営スタッフの派遣などの協力も集めた。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

しんじゅく防災フェスタ2017
視覚障がい者のための災害対応ワークショップ

しんじゅく防災フェスタ2017　オープニング
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［事例4-1］川崎市男女共同参画センター
「防災冊子の製作と普及の担い手を集めるための組織づくり」

・川崎市男女共同参画センター（以下「男女共同参画センター」という。）は、2012年、女性の立場からの災害へ
の日頃の備えや避難所運営について考えることができる防災冊子の製作メンバーを募った。メンバーは、冊子製作
にとどまらず、製作後の冊子の利活用も実施している。
・同年、男女共同参画センターは、「女性の視点でつくるかわさき防災プロジェクト（通称：JKB、以下「JKB」とい 

う。）」を立ち上げ、公募で集まった女性市民を地域防災の新たな担い手として育成した。8名という少人数からの
スタートではあったが、1年後にはそのうちの3名が、地元の既存の防災組織に入りながら、リーダーとしての活動
を始めた。
・メンバーの育成方法は、月1回の会議において、自分たちが検討したい事項について提案する形をとった。その中で、
少人数でも役割を決め、何をゴールとするのかを明確にし、具体的に話し合った。次第に、メンバーは会議以外の
日程に学習会を設けたり、打合わせを行ったりするようになった。

○審査形式の人選
・男女共同参画センターは、製作メンバーの募集時に、「応募動機（どのような防災冊子が必要だと考えるか）」や「自
己PR（これまでの経験から提供できると思うノウハウや活用できそうなネットワークの有無）」の記入を求めた。
○男女共同参画センターによる支援
・月1回の会議では、参加者が検討したい事項を提案し、男女共同参画センターは、会議の事務局として、情報提供
や資料収集、書籍貸出しなどを行った。

・JKBのメンバーは、引っ越しやその他の事情で入れ替わっている。メンバーを随時募集しているが、なかなか集まら
ない。もう少しメンバーが増えてほしいと思っている。
・平成29（2017）年3月末現在、JKB運営の中心メンバーは4名になり、プロジェクトへの出前講座依頼を十分に受
けられない状況が続いている。男女共同参画センターとしても協働事業として事業を実施するだけでなく、支援内
容を再検討し、参加者が増えるような支援を継続する必要があると認識している。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合っている課題
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防災冊子製作メンバーの募集時のチラシ
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A5. 継続的な組織の維持・活性化
1. 継続的な組織の維持・活性化とは?

　防災市民組織は、長年の活動により、高齢化や昼間の活動要員の不足、活動に対する住民意識の低下、リーダ
ーの不足、活動内容のマンネリ化など、様々な問題を抱えることがあります。
　防災市民組織の継続的な維持・活性化を図るためには、組織体制や活動計画の見直し、リーダー・役員の発
掘、女性や若者などの積極的な登用、住民が活動に参加しやすくなるよう、防災訓練の内容や広報を工夫するなど、
状況変化に応じた組織活動の改善が求められます。

2. 事前対策のポイント
○必要に応じて、組織体制や活動内容を見直します

○リーダーの発掘や住民の参加を促します
➡「A3. 人材育成」を参照（P.34）。
➡「A4. 行政や各種団体との連携」を参照（P.49）。

○防災訓練の内容や広報を工夫します

参考事例
■　　　　　　なぎさ防災会
「管理組合・自治会・防災会による協働体制の構築」➡P.59
■　　　　　　西戸山タワーホウムズ防災隊
「管理組合と自治会による防災組織の共同運営」➡P.60
■　　　　　　東新小岩七丁目町会
「地域、地元企業や医院も参加した組織づくり」➡P.62
■　　　　　　南町田自主防災組織
「組織内の各班による年間計画に基づく活動」➡P.63
■　　　　　　境南地域防災懇談会
「地域の22団体が結束し、長期間の活動継続」➡P.65

事例16-1

事例17-1

事例20-1

事例26-3

事例5-2

参考事例
■　　　　　　SYM三町会災害連合会
「応急対策と同時に展開する２つの避難所開設・運営訓練」➡P.60
■　　　　　　高木町自治会
「世代間交流を狙いとした防災訓練」➡P.69
■　　　　　　国立団地協議会
「災害対応の分担カード「たすけあいカード」を利用した訓練」➡P.70

事例11-3

事例12-2

事例6-2
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3. 参考事例

［事例16-1］なぎさ防災会
「管理組合・自治会・防災会による協働体制の構築」

○阪神・淡路大震災後の発足後の活動
・なぎさ防災会（会員107名：2017年12月現在、以下「防災会」という。）は、なぎさニュータウン（共同住宅7 
棟・管理棟、全1,324戸）の自主防災組織として、阪神・淡路大震災を契機に、1996年12月に発足した。

・精力的な防災活動が評価され、2001年に「第5回防災まちづくり大賞」（総務大臣賞）を、2006年には、東京消
防庁「消防総監賞」を受賞し、テレビ・ラジオ番組にも大きく取り上げられた。
・例えば、「避難完了シール」（避難後ドアに貼る）、「バール隊」（変形したドアをこじ開ける）、「布製担架」（実用新
案申請済み、狭い非常階段での要配慮者の搬送を容易にする）などの斬新なアイデアによる防災資器材の開発と、
これらを用いた防災訓練などが注目された。
○東日本大震災後の活動
・東日本大震災発生時、防災会役員の多くが外出中であり、十分な組織対応ができなかったことを反省し、管理組合・
自治会・防災会の三者で、共助の防災体制をまとめた「協働防災システム」を見直すための「なぎさ防災システム
検討委員会」（以下「システム検討委員会」という。）を立ち上げた。従前の防災会員を主軸とする防災体制から、
管理組合・自治会と協働して進める協議体制への移行を目指すものであった。
・システム検討委員会は、2012年3月に第1回目の会議を開き、月1回のペースで協議を続けている。
・迅速に安否確認を行うこのシステムは、自治会（J：Jichikai）・管理組合（K：Kanri Kumiai）・防災会（B：

Bosaikai）で89フロアを守るの意味から、「JKB89」と呼ばれている。
・システム検討委員会では、安否確認方法などの「協働防災システム」を見直し、更にわかりやすく自助を啓発する 
ため、「防災ガイド」の改訂などを行ってきた（新しいシステムは「なぎさ防災システム」と呼ばれている）。
例えば、安否確認訓練は、それまでの避難を前提とする「避難完了シート」から、「籠城＝在宅避難」を前提とする 
「無事です！シート」に変更された。
・見直された安否確認方法などは、毎年、総合防災訓練で実践すると共に、管理組合・自治会の役員交代の度に説
明会が開かれるなど、積極的な周知が図られている。

○東日本大震災をきっかけとした「協働防災システム」の見直し
・東日本大震災を経験し、これまでの組織体制や活動の進め方に問題があることに気付いたこと。
・管理組合・自治会・防災会の三者による「なぎさ防災システム検討委員会」を設置し、2005年版の「協働防災シ
ステム」を見直したこと。
○若手新会長の特技を活かした運営手腕
・50歳代の若手新会長が、円滑なコミュニケーション、映像や情報ツールの活用などの特技を活かしたこと。例えば、
住民に分かりやすく説明するために資料として、映像や写真を編集してYouTubeにアップして情報共有を図った。

・安否確認方法などへの管理組合・自治会の理解を促すため、両者の役員交代の度に、説明会を開催するようにし
たこと。
・防災会役員自身の防災知識や防災意識の向上を図るため、防災士研修などを通じて人材育成を行うとともに、最
新の防災対策の入手を行ってきたこと。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか
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［事例17-1］西戸山タワーホウムズ防災隊
「管理組合と自治会による防災組織の共同運営」

・2001年に、自治会が中心となって自主防災組織「西戸山タワーホウムズ防災組織」を結成したが、活動実績はほ
とんどなかった。
・2011年度以降、家具の転倒防止対策、安否確認訓練の実施、「災害時サポート制度（仮称）」の検討、「防災ニュー 

ス」の発刊など、防災活動が活発になった。
・防災活動に必要な予算取りがスムーズにできているため、備蓄や活動資金の確保が円滑に進んでいる。

○シニア会からの要望書と組織体制の見直し
・防災活動活性化のきっかけとして、2007年、2009年に、シニア会から管理組合に対して、防災対策の具体化を求
める要望書が提出されたこと。
・シニア会には、これまでの先輩たちが長年様々な活動を継続し、人と人のつながりが育まれてきた歴史があった。
・2009年、シニア会の要望を受け、自治会有志が「防災隊準備委員会」を発足させ、2010年に、「西戸山タワーホ
ウムズにおける防災のあり方と提言」を作成したこと。
・2012年、防災活動を具体的に進めるため、管理組合と自治会が共同運営する「西戸山タワーガーデン防災隊」を
発足させた。
○会議メンバーは管理組合と自治会の半々で構成
・「西戸山タワーガーデン防災隊」の会議メンバーを管理組合（住宅部会）理事と自治会役員の半々の構成としたこ
と。防災活動の事業計画や予算計画は防災会議で提案されるが、資金が必要な時はメンバーの管理組合理事を通
じて予算計画を理事会に申請する。この体制ができてからは、管理組合と自治会のコミュニケーションがよくなり、
防災活動に必要な予算の意思決定も進みやすくなった。「管理組合と自治会は車の両輪」といわれる。
○防災会議を支える事務局の存在
・月に1回の頻度で開催される防災会議で防災課題・対策の議論が熱心に継続されてきたこと。
・防災会議での企画提案、資料・議事録作成、ニュース・チラシの発行などの業務を長年担ってきた事務局の存在

・当初設置された自主防災組織には特筆すべき活動実績が見られなかった。
➡2012年に防災隊（防災会議）を立ち上げ、管理組合の下に防災隊を位置づけ、役員構成では管理組合と自治会
を半々にした。これによって、管理組合と自治会のコミュニケーションがよくなり、防災活動の意思決定が進みやす
くなった。
➡防災会議の進め方について、「やわらかく、楽しく、あきさせないように」工夫したり、より実践的な要素を盛り込
んだりして、役員が参加しやすくなるよう改善を図っている。具体的には、防災会議は、肩ひじを張らず、仕事を
無理強いしないよう配慮し、堅苦しい議論だけではなく、会議の後半には、設備点検などの実地演習などを行うよ

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法
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・新宿区からは、自主防災組織への助成金として年間6万円の支援を受けているほか、訓練時のアルファ米の提供、
スタンドパイプの貸与、関係機関の紹介、各種情報交換などの協力を受けている。

4）行政の支援策

管理組合・自治会と防災隊・防災会議の関係

うに工夫した。防災訓練のメニューも子供や保護者などが参加しやすくなるように様々な工夫をしている（スタンプ
ラリーやお菓子セットの景品など）。
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［事例20-1］東新小岩七丁目町会
「地域、地元企業や医院も参加した組織づくり」

・東新小岩七丁目町会（以下「七丁目町会」という。）は、防災活動を担う「災害対策市民組織」を兼ねており、
組織内には「市民消火隊」（※）や「機材・人材支援」、「医療顧問」を設置している。
・七丁目町会では、2008年頃から「市民消火隊」に若手の住民を勧誘し、組織の若返りを図ったことにより、2008
年には11名だった「市民防火隊」が2017年には20名となった。

・町会が「市民消火隊」に勧誘したのは、町会内の小学校の保護者で構成された「おやじの会」や自営業者の人々
であり、町会は彼らに、いざという時に防災活動をお手伝いしてほしいということでお願いした。
・「市民消火隊」の隊員や町会員が、防災活動について「できるときに参加し、できることを行う」をモットーに、無
理せず参加できるようにしておくことが、組織の維持につながっている。
・また、お祭りなどの行事で熱心に活動している隊員がいれば、町会の役員となるようにお願いしている。
・組織内にある「機材・人材支援」と「医療顧問」は、現町会長の呼びかけにより、2002年頃から災害緊急時に対
応してもらうために地元の企業と医院がそれぞれを担っている。
地元企業（土木と建築）は、がれきの撤去や救出作業などに対応してもらい、地元医院は精神科と整形外科の先
生に医療対応をお願いしている。

（※）「市民消火隊」とは、1973年から1975年にかけて東京消防庁の指導を受けた市民による組織であり、1979年に 
は、区に移管され、自治町会の消火隊となっている。

○町会役員のなり手を段階的に勧誘
・「おやじの会」の人々は、子どもが卒業してPTA活動が一段落すると、地域とのつながりが希薄になるので、そのよ
うな人々を、まずは、七丁目町会が「市民消火隊」に勧誘している。更に「市民消火隊」で熱心に取り組む隊員を、
町会役員に勧誘している。
○現役員の行動力
・町会役員への勧誘や、地元企業と医院への勧誘は、現町会長や現市民消火隊長が直接声を掛けていった。

・地域がゼロメートル地帯であるという危険性について、住民の理解が進まなかった。
➡七丁目町会がNPOや専門家と協力して、水害対策に関するワークショップを繰り返すことによって住民が理解するよ
うになり、訓練などへの参加者が増えた。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法

東新小岩七丁目町会　災害対策市民組織

消火指導
隊長
副隊長
隊員

地区長
副地区長
地区伝令
救護など

地区長
副地区長
地区伝令
救護など

地区長
副地区長
地区伝令
救護など

介護炊事長
副介護炊事長
介護伝令など

精神科
整形外科

市民消火隊
（隊員20名） 第一地区 第二地区 第三地区 介護炊事

土木や建設会社

機材・人材支援

医療機関

本部長（兼町会長）
副本部長・情報集（兼副会長）

統括指揮（防災部長）
本部伝令・記録（総務）
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［事例26-3］南町田自主防災組織
「組織内の各班による年間計画に基づく活動」

・南町田自主防災組織では、各班が自立して活動年間計画を立て、備蓄品の配備やメンテナンス、防災意識の啓発、
訓練等を実施している。訓練の参加率は町内の約６割に上る。
・救護班では月に2回、発電機の起動点検を各ブロック持ち回りで行っている。また、消防署が指導してきたAED訓
練への参加経験世帯数が6割を超え、参加者が固定化してきたため、自分たちで小学生を対象とした教材をつくり、
AED訓練を行っている。

・消火班では、スタンドパイプを使った訓練のほか、消火器販売業者に依頼し、斡旋会を開き、家庭の消火器の更
新を促進している。

・給食班は、備蓄している水や非常食の更新時期をずらし、細かく更新を行っている。また、消費期限が近いものは
住民に無料配布をしている。そのほか、最新の良い商品を住民に紹介している。
・組織立上げから現在までの11年間、課題を洗い出し､ 検討を重ね活動を継続し続けることで地域住民の信頼を得
てきた。
・例えば、広報を目的に年に2回の防災ニュースを発行し、2年に1回は自助の見直しと防災の意識づけを目的に防災
アンケートを実施している。備蓄品の購入は、積み立てでの購入計画を2か月に1回の本部会議で説明し、防災ニ
ュースで周知、合意してもらう。さらに、毎回の本部会議で収支報告を行い、適切な監査を行っている。
・地域内の他の関係機関にも様々な働きかけを行っている。年に一度、約百数十人が集まる全班長会議の場所を、
当時耐震化されていなかった避難所（小学校）を避け、隣の大学に交渉して大学の会議室を借りていた。
・事業者に交渉し、所有地を避難路として災害時に通行ができるようにしたり、鉄道事業者に洪水時に避難する場所
を提供してもらったり、病院に災害時対応の申し入れを行ったりと、その時々で課題解決を進めてきた。

○立ち上げメンバーの活動継続
・自主防災組織の立ち上げメンバーが、継続して活動を行っていること。特に、リーダーが短期で変わると活動維持、
発展することはできない、と考えている。
○メンバーの努力と使命感
・2か月に1回の本部会議で各班から活動の報告をしている。他の班が訓練などを行っていると、自分たちもやらなけ
れば、と切磋琢磨している。
・地域の他の関係機関への働きかけを自主的に行えた理由は、メンバーの使命感や「課題を解決するまでは、諦めず
に結論を出すことが大事」と考える粘り強さがあったからである。
・例えば、自分たちで避難所、避難場所、避難路を調査して「防災マップ」をつくった結果、震災時に通行不可能と
なりそうなブロック塀に面した狭隘道路があったため、隣接する事業者の敷地を通り、避難所に抜ける迂回路を計
画し、交渉した。事業者は、要望を受け入れて敷地内の駐車配置を変え、災害時には出入り口のフェンスを外して
敷地内を通行できるようにした。さらに、その後の年2回の避難訓練にも参加している。
○地域コミュニティの醸成
・長い時間をかけ、地域の中に、住民同士がお互いに対等な関係で話し合いながら物事を決めることができる、地域
交流の土壌が育まれている。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか
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・町内は高齢化が進んでおり（約40%）、町田市の高齢化率26%よりかなり高い。1972年から1975年に、土地区
画整理事業によりできた新興住宅地であり、要配慮者を抱える世帯は今後、ますます増加することが想定できる。
・自主防災組織内でも、毎年2回実施される防災アンケートで、「要配慮者かどうか、何を備えているか」などを聞
かれること自体が重荷になり、「何もできないから」とアンケートをきっかけに辞める高齢者も出てきている。また、
百数十人の班長も、代わりの人が見つからず、ほぼ同じメンバーのままとなっている。
・組織結成から11年が経ち、これからは若い人など、多くの人が気軽に参加できるような工夫の必要性も感じてきて
いる。
➡2017年からブロックごとの「お茶会」を行うことを呼びかけている。改めて隣近所の顔が見える関係を築くことを
目的としたもので、お茶を飲みながら防災のおしゃべりをする会として、参加の敷居を低くした。これは、組織結
成時に考えた「阪神・淡路大震災の教訓から、まずは隣近所の助け合いが大切」という原点に戻り、ブロック内の
組織強化を推進するものでもある。
➡今までは備蓄品の整備に費用を当ててきたが、コミュニケーションを育むことも防災活動の一環と考え、方針転換 

をし、お茶会参加者一人当たり250円を活動費から出すことにした。

3）向き合った課題とその克服方法

近隣大学と連携（全班長会議の会場を借りる） 独自の小学生対象AED講座修了認定証

・お祭りも盛んで、盆踊りや和太鼓、花火を打ち上げるなどのグループがあり、自治会の夏祭りは2日間で地区外から
も含め約5,000人が参加する。
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［事例5-2］境南地域防災懇談会
「地域の22団体が結束し、長期間の活動継続」

・「境南地域防災懇談会」（以下「懇談会」という。）は、1999年、避難所運営組織として結成された。町会がない
地域であり、組織構成は、22の任意団体（スポーツクラブ、商店会、老人クラブなど）である。
・定期的な話合いで出された課題の検討と、広報誌「境南地域防災ニュース」を通じた情報共有によって組織を維持、
活性化している。

・結成後の1、2年間は消火訓練を実施していた。
・2002年以降、結成当時の22団体を主体として、避難所開設と宿泊訓練を実施している。
・訓練の参加者から出された課題（ペットの問題や要配慮者対策など）を検討し、これらに対応する訓練も実施して
いる。
・このように、懇談会は組織を維持しながら、訓練の内容を発展させてきている。

○防災のネットワークを持つリーダーの存在
・懇談会会長は、消防団に33年間在籍していたので、消防の知識があり、消防、防災のネットワークを持っていた。
・懇談会会長は、懇談会の「応急救護班」を担当する武蔵野赤十字病院とは、応急救護訓練の打ち合わせや、発災
時の対応（発災直後における「救護所の開設・設置」や、体制確立後の「救急救護活動」や「要配慮者の対応」
など）に関する情報共有などを行っている。
・また、会長は市の防災担当課に対して、懇談会の活動を日常的に報告しており、必要な支援を受けている。例えば、
訓練用品と資器材を避難所に配備しておくなどである。
○学校との連携
・懇談会の役職として、境南小学校長は筆頭相談役に、副校長は
副会長に代々就任してもらっている。
・避難所の開設と宿泊訓練では、学校の先生が毎年2～3人参加
している。

・懇談会の会則で役員の任期は2年となっているが、継続を妨げな
いので、会長などは設立以降変わっていない。しかし、その他
の役員や会員は変わることがあるので、訓練の知識継承が必要
である。
➡避難所の開設と宿泊訓練を継続させることで、知識継承を図っ
ている。継続できている理由は、運営側の懇談会22団体の結
束と、住民が避難所開設に対して関心が高いことが挙げられる。
また、訓練で見えてくる課題を解決することで、スタッフも達成
感が得られている。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法

訓練の打ち合わせの様子
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［事例11-3］SYM三町会災害連合会
「応急対策と同時に展開する2つの避難所開設・運営訓練」

・2006年2月、避難所運営訓練などを通じ、より分かりやすい避難所運営マニュアルを策定するため、「SYM三町会
災害連合会」（以下「SYM」という。）の前身となる「三町会総合防災訓練連合会」を結成した。
・2006年7月、3町会が主導し、湯島小学校、文京区職員との連携による「湯島小学校避難所運営訓練」を実施した。
本訓練は、参加者を避難所に誘導し、総務情報、救護、救護・衛生、給食・物資の4つの班の訓練を体験しても
らう形で実施された。訓練終了後の反省会では、避難所の追加や在宅避難者支援、要配慮者支援の必要性が提言
されている。訓練の記録は、「1h－6h－24h 総合防災訓練報告書」に、また、その行動手順や組織体制などは「1h

－6h－24h 避難所運営マニュアル　湯島小学校編」にまとめられた。なおマニュアルは、「在宅受給班」を加えた
5班体制に修正された。

・2007年12月、SYMを発足し、防災活動を本格化する。
・2012年3月、16町会を対象とする湯島小学校避難所運営協議会による「湯島小学校避難所運営訓練」がSYMの

主導で開催された（参加者数500名）。本訓練では、初めて、避難所への「集団避難体制」（16町会を4ブロック

に分けた避難体制）が実践され、体育館への受入れ、防災専門家による講演会などが行われた。講演会では、聴
覚障害者にも参加を呼びかけ手話通訳も行った。

・2014年3月、SYMが主導的に関わり、綿密な訓練シナリオに基づく「湯島小学校避難所開設訓練」を実施した。
本訓練では、SYMのスタッフが各班長となり、避難直後に一般の訓練参加者（避難者）を協力者、要配慮者など
の目的に応じて集団を作ってもらう「目的集団化」の要素を取り入れ、参加者にはシナリオの一部を隠して訓練が
行われた。協力者には、建物点検、物資搬送、体育館養生、避難者受付などの作業を協力してもらった。本訓練
の検証結果として、膨大な避難者等の受入方法、学校施設の安全確保と点検方法、学校と地域の連携、本部と部隊・
関係機関との連携強化、各部隊の行動手順の見直しなどが提起された。
同年4月、湯島小学校避難所運営協議会による「湯島小学校避難所開設訓練検証委員会」が開催され、その検証
結果を踏まえた「湯島小学校避難所開設・運営ルール［2015年3月版］」が策定された。本ルールで特に重視し
たのが、一時集合場所での安否・被害確認、避難所の開設判断における権限・責任の所在、「非常事態宣言」、「目
的集団化」による避難者への協力要請、避難所満員時の対応などであった。
・2016年度、湯島小学校避難所運営協議会と教育センター避難所運営協議会は、平常時及び災害時における相互
の連携、両避難所での統一した避難所運営本部の設置などを目的として「避難所運営協議会の連携に関する覚書」
を締結した。
・2016年度は、2015年度のSYMによる「SYM本部情報訓練」の経験・検証結果を踏まえ、2017年3月、湯島小学 

校・教育センターの2つの避難所運営に関わる16町会、施設管理者、文京区、医療・福祉関係者などによる「湯
島地区総合防災訓練（湯島小学校・教育センター合同防災訓練）」を実施した。本訓練の特徴は、湯島小学校・
教育センターという2つの避難所を同時に立ち上げ、傷病者と要配慮者の症状に応じた対応（トリアージ）を行っ
たことであった。また、SYM本部では、同時多発で発生する災害現象を6分割画面で同時に把握し、簡易無線を
用いた現場との情報連絡、対応指示を出した。本訓練の検証結果としては、特に、2つの避難所と現場の情報連携
や役割分担、「目的集団化」、建物点検のあり方などの問題が挙げられた。
・2017年度は、2016年度の総合防災訓練の検証結果を踏まえた「湯島小学校避難所開設・運営ルール［2015年

3月版］」の見直しと、2010年の「SYM三町会地域防災マニュアル」を大幅改定させるべく「湯島地区防災計画」
の検討が続けられている。

1）活動の特徴
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○訓練で感じた危機感と対応
・文京区主催の避難所運営訓練では、高齢者が多く、「普段顔も知らない者同士が集まり、避難所を運営することは
容易ではない」との危機感を抱いたリーダーが、もう少し小さな単位で組織を作ろうと考えたこと。
・SYMは、16町会を対象とする避難所運営訓練（2013年度）での中核的な役割を担い、一般参加者を協力者とし
て巻き込むプロセス（「目的集団化」）をシナリオに盛り込んだこと。
○訓練の検証と記録の作成
・避難所運営訓練を実施した後には必ず反省会を開き、そこでの検証結果を訓練報告書としてまとめ、それをマニュ
アルの材料としてきたこと。
○「想定外」への危機感
・東日本大震災での「想定外の事象」をみて、地震火災に伴い繁華街の来街者が大勢避難してきた場合の対処方法
などについて、危機感をもったこと。
○リーダーの存在
・既存の避難所運営対策への問題意識を原動力に、実践的で実行可能な訓練と関係団体との連携を図ってきたリー
ダーの存在があった。リーダーは、ストーリー性のあるセリフ付の訓練シナリオを作るなど企画力があり、工夫を重
ねたイベントに他者を巻き込む力（プロデュース力）を持ち、リーダーシップを発揮した。
○中核メンバーの結束力の強さ
・SYMの中核メンバーの多くは、湯島天満宮例大祭の神輿の担ぎ手でもあり、祭りを介した住民同士の結束力が根
底にあること。
○訓練での関係機関との連携
・各種防災訓練の実現には、SYMのメンバーはもとより、周辺自治会、事業所、病院、大学、行政機関などによる協力・
連携、地区外の関係機関との連携が大きい。

2）なぜ、できたのか

湯島小避難所の様子 教育センター避難所の様子SYM本部での6分割画面

部隊リーダーの行動手順の説明 第1回避難所運営本部会議地区住民が校庭に整列
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・2006年度の避難所運営マニュアルは、3町会による湯島小学校避難所の立ち上げを目的としたものであった。反省
会では、避難所の追加や在宅避難者支援、要配慮者支援などの多くの課題が出された。
➡避難所の追加と要配慮者支援については2016年度の合同防災訓練で「教育センター避難所」が追加され、2つの

避難所とSYM本部及び救護現場などとの情報連携が可能であることが検証された。
・2011年度・2013年度の避難所開設・運営訓練では、膨大な避難者等の受入方法、学校施設の安全確保と点検方法、
学校と地域の連携、本部と部隊・関係機関との連携強化、各部隊の行動手順の見直しなどの検証結果が示された。
➡膨大な避難者等の受入方法、本部と部隊・関係機関との連携強化などは2014年度の避難所開設・運営ルールに
反映され、2015・2016年度の2つの訓練で実践された。

3）向き合った課題とその克服方法
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［事例12-2］高木町自治会
「世代間交流を狙いとした防災訓練」

・高木町自治会が企画する「防災ファミリーひろば」は、自治会防災部の企画により毎年続けられてきた地域住民
の防災力向上を狙いとした防災訓練であり、2017年度で38回目になる。消防署、消防団、警察署の指導を受け、
長寿会、地元小学校、吹奏楽部、PTA、多くの子供たちが参加する。参加者数は徐々に増加しており、およそ300

人くらいになる。
・午前中に防災訓練を行い、昼食は炊き出し（とん汁）を提供し、午後は昔あそびなどで世代間交流を図る。
・防災訓練では、受付で作った即席のチーム（3～5人）が、大声・通報訓練、初期消火訓練、応急救護訓練、けむ
り体験、防災資器材体験などの訓練をスタンプラリー方式で体験する。全訓練を体験した人には参加賞が渡される。
・昼食は、災害を想定し、簡易かまど２基と大鍋２基などを用いた炊き出し訓練でとん汁を作る。
・午後の昔あそびは、輪投げ、お手玉、あやとり、けん玉、バルーンアート、防災クイズ大会など、種目の数は10を

超える。これらの昔あそびを子供と大人の混成チームで取組み、また、その遊び方を地域のお年寄りから子供たち
に教えることで、「世代間交流」が生まれることを目指している。この「世代間交流」を築くことが災害時にも役立
つと考えられている。
・ポップコーンを無料で配ったり、第八小学校の吹奏楽団の演奏などもある。

○地域の恒例行事として定着
・38回目という「防災ファミリーひろば」開催の歴史から、地域
行事として恒例となっていること。
○「世代間交流」の大切さ
・防災対策には、いわゆる「防災訓練」に加えて、平常時の「世
代間交流」を築くことも大切との意識が住民間で共有されてい
ること。
○自治会防災部の存在
・「防災ファミリーひろば」の企画、運営を主導してきた自治会防
災部の存在。
○関係者の協力
・「防災ファミリーひろば」に市職員、消防、警察、学校関係者
など多くの関係者が協力してくれたこと。

・2017年度の「防災ファミリーひろば」は、雨天であったため、
屋外での訓練は中止し、一部の訓練を室内で実施することにし
た。しかし、雨天による場所変更などの周知が徹底されておらず、
問題点が明らかになった。

➡今後の訓練に向けて、関係者への周知方法、打合せ会の持ち 

方、緊急対応の方法などの課題を確認した。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法

昔あそびの様子

子どもと大人の混成チームづくりの様子



A. 地域防災活動の体制づくり
A5. 継続的な組織の維持・活性化

70

［事例6-2］国立団地協議会
「災害対応の分担カード「たすけあいカード」を利用した訓練」

・国立団地協議会（以下「協議会」という。）は、高齢化による地域防災活動の担い手不足で、2014年には協議会
の防災部が廃部になり、住民が地域防災活動に危機意識を持っていた。
・2017年の「地区防災計画」の改定を機に、国分寺市から「たすけあいカード」方式の提案があった。
・「たすけあいカード」とは、災害時に地域ですべきことを手順ごとにカードにしているもので、災害時には、地区本
部に参集した住民がこのカードを順番に取り、そこに書かれていることを実施する。この仕組みを住民が共有するこ
とで、指揮官がいなくてもスムーズに地域での防災活動を開始でき、誰かに責任や実施すべきことが集中しないよ
うにしている。
・カードは、災害時の段階ごとの行動を「安否・安全確認のための行動」「地区本部の設置や情報収集」「在宅避難
を支えるための行動」の３つ（各段階の色は、オレンジ、うす水色、青）に色分けしてある。これにより何のため
に何をすべきかが分かりやすくなっている。また、カードの下段にはその作業に必要となるものが記載されている。
例えば、安否確認時のカードには、「ヘルメット」や「ホイッスル」などが記載されている。

・「たすけあいカード」を利用した初回の訓練を、2017年に実施した。訓練では、地区本部に参集した住民が順に
カードを取り、割当てられた役割を担った。具体的には、まず安否確認を行い、その後、テント、発電機及び簡易
トイレの設置を行った。
・本部に設置する掲示板は、班別に、左側に「安否情報」、「地区防災センター」の情報を、右側に、班別の「状況
確認・記録」を貼り付けることになっている。

○地域防災活動の存続に対する住民の危機意識
・地域防災活動の担い手不足のため、以前は防災訓練で行っていた炊き出し訓練も徐々に縮小していった。
・数年前から防災活動の負担が一部の人に集中し、防災部が廃部になってからは防災活動の主体は代議員会（9人）
に移行したが、代議員は毎年交代であり防災活動に責任を負う体制ではないため、地域防災活動の存続に住民は
危機感を持っていた。
○自治体による地域防災活動のきっかけづくり
・「たすけあいカード」方式は、市の担当者が、他自治体（市災害対策本部の運営方式）や病院（山口県の病院で
つくっていたTo Do List）などの例を参考にたたき台を作り、協議会の住民と議論を重ねて仕上げたものである。
○「たすけあいカード」の考え方を住民間で共有
・協議会は地域防災活動の担い手不足に直面し、「たすけあいカード」方式に関する市との議論や訓練を通じて、「何
か問題が発生したら、自分が動き皆で支え合う」という「たすけあいカード」の考え方を共有していった。

・「たすけあいカード」方式の提案及び使用方法に関する市からの情報提供やアドバイス。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）行政の支援策
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オレンジ色のカードの表面
（裏面は地区の簡易な地図が

記載されている）

うす水色のカードの表面 うす水色のカードの裏面

青色のボード（掲示板）
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1. 自助の啓発・支援とは?

　災害による被害軽減のためには、まず一人ひとりの自助の取組がとても重要です。
　自助の備えとしては、建物の耐震診断・耐震補強、家具類の転倒・落下・移動防止対策（以下「家具転」とい
う。）、初期消火、応急救命、避難対策、避難生活に必要な備蓄など様々であり、この自助の啓発や各種支援活動 
は、行政をはじめ、防災市民組織、民間事業所、教育機関、ボランティア団体など様々な組織が実施しています。
　その中でも、防災市民組織は、被災時の住民に最も近い立場であり、自助の啓発や各種支援活動を身近に実施
できる立場として、とても重要な存在といえます。
　防災市民組織の中には、防災ガイドブックの作成・配布や防災ニュースの発刊、家具類の転倒防止対策の支援、
防災訓練での自助の啓発、男女平等参画の視点に配慮した防災対策の啓発などが行われています。

2. 事前対策のポイント
○自助の意識啓発のために、分かりやすい広報を行います

○各家庭の家具類の転倒・落下・移動防止対策を普及させます

○防災訓練を通じて自助の啓発を行います

○男女平等参画の視点に配慮した防災対策を啓発します

○防災ボランティア団体などによる自助の啓発を活用します

参考事例　■　　　　　　つつじが丘北防災協議会
「様々な情報ツールを活用した自助の啓発」➡P.73
■　　　　　　なぎさ防災会
「自助の啓発のためのガイドの普及」➡P.75

事例14-1

事例16-2

参考事例　■　　　　　　つつじが丘北防災協議会
「家具転倒防止用取付工具の貸出し」➡P.76
■　　　　　　西戸山タワーホウムズ防災隊
「管理組合による家具転倒防止器具の取付け支援」➡P.77

事例14-2

事例17-2

参考事例　■　　　　　　丸子芹が谷町自主防災委員会
「住民の危機意識を反映させた勉強会（防災ハイキング）と避難訓練」➡P.78
■　　　　　　麹町小学校ワーク・わく・クラブ応援団
「「楽しさ」をモットーとした防災学習“ぼうさい探検隊”」➡P.80

事例24-1

事例7-1

参考事例　■　　　　　　川崎市男女共同参画センター
「公募市民による女性の視点での防災冊子の製作と啓発」➡P.82
■　　　　　　シーズネットワーク
「乳幼児がいる家庭を対象とした防災啓発」➡P.84

事例4-2

事例10-1

参考事例　■　　　　　　ピースボート災害ボランティアセンター
「「自分事として」考えてもらうワークショップの展開」➡P.86
■　　　　　　平塚パワーズ
「きめこまかい配慮がされた防災啓発用アイテムの開発」➡P.88

事例22-3

事例19-2

B. 自助の啓発・支援
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3. 参考事例

［事例14-1］つつじが丘北防災協議会
「様々な情報ツールを活用した自助の啓発」

・「つつじが丘北防災協議会」（以下「防災協議会」という。）は、団地型マンション（14棟、1,397世帯）の管理
組合と自治会が共同で作った団体である。

・防災協議会は、自助の啓発を重視し、①「つつじが丘北・防災マニュアル2016　～わが家・わが地域をみんなで守 

る～」（以下「防災マニュアル」という。）、②「防災ニュース」、③「わが家のあんしん伝言板」、④「ネームプレー 

ト」、⑤「互近助カード」、⑥その他防災用品などを配布し、防災意識の向上に努めている。
①「防災マニュアル」

2012年から協議し、実施してきた防災活動や各種防災情報を取りまとめ、2016年1月に冊子として作成した。こ
れを自治会員全世帯に配布し、住民説明会などにより周知活動を行った。原稿は事務局長が中心になって作成し、
印刷は東京都「地域の底力発展事業助成」により実施している。
②「防災ニュース」
毎月、防災協議会が、会の防災活動や協議会で話題になった、防災に関わる最新情報をインターネットなどを通じ
て収集、整理している。これを必要に応じて「防災ニュース」として発刊している。
③「わが家のあんしん伝言板」
各世帯の緊急時連絡先と緊急医療情報を記入し、冷蔵庫の表面に貼り付けておくものである。これは、紛失しない
ようA4判で作成し、自治会員全世帯に配布した。
④「ネームプレート」
名前で呼び合えるコミュニティづくりのため、首からぶら下げる名札（号棟・部屋番号・名前入り）を2015年3月、
自治会員全住民に配布した。防災訓練や地域活動に参加する際に付けてもらうようにしている。ネームプレートの
ひもは、階段別のグループごとに色分けされている。
⑤「互近助カード」
特典サービスの協力店に掲示すると割引を受けられる自治会会員証であり、自治会加入促進の効果が期待されると
同時に、地元商店などとの顔見知りの関係も構築できる。
これを自治会員全世帯に配布した。地元商店との関係づくりは、自治会と関係のある店舗から始め、2018年には
地元商工会も協力する運びとなった。
また、この制度を普及させるため、住民からの問い合わせに対応する専用携帯電話を用意し、問い合わせに対し、
協議会役員が対応している。

⑥その他防災用品
　簡易トイレにも使える厚手のゴミ袋、プラスティック用ハサミ、水タンクなどを自治会員全世帯に毎月実施の資源回
収の返礼品として配布した。

1）活動の特徴

○防災専門家からの助言
・防災専門家からの助言「自助を啓発する共助の役割の重要性」に共感し、啓発活動を推進するようになった。

2）なぜ、できたのか
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○事務局長の存在
・自助を啓発するための各種情報収集や防災課題を実行に移す事務局長の存在が大きい。
※1）③及び⑤は、事務局長が昭島市自治会連合会で提案し、作成したものである。
○役員と住民の信頼関係
・防災協議会の役員と住民の間には、これまでの安否確認訓練や各種コミュニティ活動で培われた信頼関係がベース
にある。
○市からの奨励金
・自治会員に配布する防災用品の原資としては、市からの「資源回収奨励金」を活用している（年間150-160万円）。

防災マニュアルと防災ニュース ネームプレート
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［事例16-2］なぎさ防災会「自助の啓発のためのガイドの普及」

・なぎさ防災会は、自助の啓発を進めるために、防災ガイドの配布や防災訓練での説明会などを実施している。
・2011年の東日本大震災を機に「なぎさニュータウン生活・防災ガイド／住民名簿　2012年版」（以下「防災ガイ 

ド」という。）を作成した。10冊以上の防災対策本を調べ、団地の実情に合った部分を採録し、発行した。その際、
防災ガイドを常に身近に置き、大切に扱ってもらえるよう、住民名簿との合冊にした。
「籠城（在宅避難）」のために必要な安否確認や備蓄の方法、代用トイレの使い方、室内の安全化などが記載され
ている。
・2015年、最新の防災事情を加味し、「東京防災」を参照できるよう、改訂版防災ガイドを発行した。
・団地の総合防災訓練では、消火器やAED、通信機器を扱う訓練などの他、防災士コーナーを設け、家具転倒防止 

策・100円ショップで買える防災グッズの紹介・家庭での備蓄方法の説明・炊出しメニューの紹介・東日本大震災
の写真展示などを通じて、自助の啓発を行っている。

1）活動の特徴

○東日本大震災の教訓
・東日本大震災では、防災会役員の多くが外出中であり、組織対応が十分にできなかった。また、管理組合・自治
会も含め、人員が少ないにも関わらず、それぞれの組織が別々に行動し、安否確認等の重複があったことから、自
助啓発の重要性、共助の仕組みの見直しの必要性などを再認識させられた。
○防災体制の見直し
・自治会・管理組合・防災会が一体となって、団地全体の防災
対策を行うことを目的に「なぎさ防災システム検討委員会」を
設置し、住民目線による、分かりやすく実行可能な防災教育
の重視、安否確認体制・訓練の見直し、情報公開などの具体
的な活動目標を設定したこと。
○防災人材の育成
・防災会役員自身の防災知識や防災意識の向上を図るため、防
災士講習などを通じて人材育成を行ってきた。団地内の防災
士は現在21人に上り、その受講費用は管理組合が負担して 

いる。
・総合防災訓練で防災士コーナーを設け、説明係として防災士
を活用してきた。

2）なぜ、できたのか

「なぎさニュータウン生活・防災ガイド／住民名簿」
の表紙
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［事例14-2］つつじが丘北防災協議会
「家具転倒防止用取付工具の貸出し」

・家具転倒防止対策を推進するため、「家具転倒防止用取付工具セット」を取り揃え、住民への工具の貸出しを行っ
ている。家具等の固定に効果が高いとされるL字金具を取付けるための、下地センサーやハンドドリルなども用意し
ている。

1）活動の特徴

○事務局長の存在
・防災専門家からの助言（家具転倒防止対策の重要性）に共感し、それを普及させるための共助の支援策を具体化
した、事務局長の存在が大きい。
○役員と住民の信頼関係
・防災協議会の役員と住民の間には、これまでの安否確認訓練や各種コミュニティ活動で培われた信頼関係がベース
にある。
○市からの奨励金
・自治会員に配布する家具転倒防止用取付工具セットの購入費用は、市からの「資源回収奨励金」を活用している。

2）なぜ、できたのか

家具転倒防止用取付工具セット
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［事例17-2］西戸山タワーホウムズ防災隊
「管理組合による家具転倒防止器具の取付け支援」

・2011年4月、管理組合が家具転倒防止等の支援制度をつくり、取組を開始した。これは、各家庭が、家具の移動
や固定、ガラス飛散防止フィルムを貼る場合、管理防災センター（管理会社）の技術員が無償で取付け工事を支
援するものである。ただし、部品代は各自に負担してもらう。

・工事は2011年秋から開始され、翌1月までに100戸の支援を実施した。

1）活動の特徴

○東日本大震災後の防災意識の高さ
・東日本大震災を経験して、超高層マンションの揺れ対策への関心が高まっていたこと。
○管理組合による支援制度
・管理組合が、震災後の住民の不安、揺れ対策への関心に応え、家具転倒防止対策等の支援制度をつくったこと。
○管理会社の協力
・管理防災センター（管理会社）が、管理組合の要請を受け、管理業務契約の範囲内で取付け工事の協力を行った 

こと。

2）なぜ、できたのか
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［事例24-1］丸子芹が谷町自主防災委員会
「住民の危機意識を反映させた勉強会（防災ハイキング）と避難訓練」

・丸子芹が谷町は、土砂災害（特別）警戒区域に囲まれた地域であり、これまでに大きな災害を経験している。例えば、
1974年七夕豪雨による全域浸水、2003年には浸水災害・土石流発生・土砂崩れ災害によって88軒の被害、翌年
には浸水災害・土砂崩れ発生によって44軒の被害があった。
・これらの経験から、2003年、町内会に、土砂災害や内水氾濫への対応を考えるための「防災対策委員会」を設置 
した。この委員会では、土砂災害や浸水災害の原因となる箇所を調査し、静岡県や静岡市との連携によって、防災
施設を施工していった。「防災対策委員会」が地権者との交渉を行ったり、治山のための「土砂崩壊防止棚」の施
工時には、住民が植林を行った。

・2011年には、東日本大震災による津波被害の危険性を認識した住民からの「町内の高所・高台を知りたい」とい
う意見をきっかけに、急傾斜地のコンクリート擁壁などを見学する「防災ハイキング」が始まった。
・防災ハイキングでは、参加者は町内全域の防災施設を中心に、「避難とは何か」や、「避難地はどこか」などを話し
ながら歩く。毎回の参加者は120名以上である。
・避難訓練では、「組単位の土砂災害情報連絡網」（毎年、新組長が更新）による、電話連絡や、自主防災委員会・
地元消防団による広報により、各世帯は避難所へ避難し、避難所で避難者名簿を作成している。

1）活動の特徴

○被災経験と地域特性
・住民は内水氾濫や土砂崩れ災害を、たびたび経験してきた。
・山に囲まれた狭い地域で、住民は共通の危機意識をもっている。
○徹底した広報
・勉強会・説明会、回覧板での広報、組長による広報誌の全戸配布（内容によっては投函するのではなく手渡しを 
実施）と、広報を徹底して行っている。

・良い情報も悪い情報も提供するようにしている。良い情報としては、訓練の内容や防災施設の整備状況、自主防災
会に対する外部評価（知事褒賞の受賞や土砂災害防止功労者の受賞）などがある。

・悪い情報としては、台風や大雨による被害状況や、土砂災害（特別）警戒区域に囲まれた地域という地域特性（災
害の危険性）などがある。
○「自分たちでできる訓練」と「楽しい訓練」
・防災訓練では、住民の意見を取り入れながら、自分たちのできることをやることにした。具体的には、消火器を使
った訓練や応急手当などを行った。応急手当では、家庭にあるものを利用した訓練を行った。骨折の場合は、木切
れや新聞紙を利用して固定し、スーパーの袋で腕を支えた。また、ケガの場合は、タオルを使用した直接圧迫止血
法や傷口をラップで覆う湿潤療法（ラップ療法）などを行った。
・訓練は、役割を決めずに皆で行っている。やるべきことを誰でもできるように全員に体験してもらう。
・参加者を増やすために、防災訓練、防災ハイキングなどに「楽しさ」の工夫を加えてきた。具体的には、訓練の最
後に住民交流のための「なまずカフェ」を設けて、コーヒーやお茶を飲み、静岡市から提供される非常食を食べな
がら談笑している。また、参加賞（非常食やお菓子など）も渡すこともある。
・「防災のため、山を見よう・山を守ろう」をコンセプトに、農業を続けられない農家に代わり、別組織の「防災里
山みかん管理委員会」と協力し、みかん栽培や山の手入れをしている。収穫したみかんを参加者で分けることも「楽
しく防災」の取組になっている。

2）なぜ、できたのか
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・より多くの方に防災イベントに参加してもらうために企画内容や広報を工夫している。
➡○防災イベントの企画内容の工夫
・委員会で勉強会（防災ハイキング）や防災訓練を企画する際、「楽しさ」や「参加しやすさ」の要素を取り入れ、
コミュニケーションが図れるような、「より良い企画」にするため繰り返し検討している。
・勉強会（防災ハイキング）では、休憩所を設けたり、茶菓子を用意している。
・防災訓練では、住民同士の談笑時間を作ったり、歩行困難な住民を車で送迎したりしている。

➡○広報の強化
・複数の方法で広報を実施している。（複数回地域内で回覧、訓練案内の全戸配布）

3）向き合った課題とその克服方法

○無理強いをしない、緩やかな関係
・防災行事には「楽しさ」の要素を取り入れ、参加できるときに参加してもらうことで、緩やかな関係を築いている。
・役員のなり手は、組長（若い組長もいる）や自主防災会の活動で、積極的に動く人を委員会活動に勧誘することで、
役員を増やしている。
役員にも参加できるときに参加してもらっている。

防災ハイキングの様子

土砂災害避難訓練（受付）の様子 土砂災害避難訓練（避難）の様子
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［事例7-1］麹町小学校ワーク・わく・クラブ応援団
「「楽しさ」をモットーとした防災学習“ぼうさい探検隊”」

・「ぼうさい探検隊」とは、一般社団法人日本損害保険協会による防災教育のためのプログラムである。麹町小学校
ワーク・わく・クラブ応援団（以下「ワーク・わく・クラブ」という。）は、同プログラムに独自の要素を取り入れ、
土曜の子供たちの学びの場として2006年から取組み始めた。
・通常の「ぼうさい探検隊」は、子供たちがまち歩き（まちなか探検）によって、まちの防災や交通安全に関する場
所を調べ、身の回りの安全や安心を考えた結果をマップにまとめて発表するという内容になっている。

・ワーク・わく・クラブの場合には、「ぼうさい探検隊」に宿泊学習を取り入れている。1日目には、「まちなか探検」、「備
蓄倉庫の見学」、「AEDや初期消火の体験」、「レスキュー隊や消防団による放水などの実演」、「非常食体験（夕食）」、
「宿泊体験」を実施。2日目は、「ぼうさいゲーム」、「非常食体験（朝食）」、「ぼうさいマップづくり」、「ぼうさいマ
ップコンテスト」を実施。2日目の「非常食体験」では、子供たちが1日目で学んだことを活かし、自分で調理を行う。
・「ぼうさい探検隊」の参加者は100名前後である。対象は、千代田区麹町小学校を始めとした区内8つの小学校の
うち5校と、同区在住の私立小学生。主に小学1～4年生が参加し、参加者の半分以上がリピーターである。
・「ぼうさい探検隊」の主催は、ワーク・わく・クラブと一般社団法人　D&A Networks（以下「D&A Networks」
という）。協力は、参加校のPTA、児童館（一番町児童館、四番町児童館）、千代田区、麹町消防署、麹町消防団、
一般社団法人日本損害保険協会、区内の大学生であり、特に、大学生は100名前後が参加する。

1）活動の特徴

○活動初期からの協力関係
・ワーク・わく・クラブと大学生や消防団とは活動初期から協力関係があった。ワーク・わく・クラブと大学生とは、 
校庭開放などの遊びの企画や実施において協力があった。ワーク・わく・クラブと消防団との協力は、消防団員が
麹町小の保護者であったことから始まった。
・ワーク・わく・クラブ代表が消防団にお願いし、消防団を通じて消防署のレスキュー隊が、「ぼうさい探検隊」に参
加するようになった。消防署の職員が変わっても、消防団がワーク・わく・クラブと消防署をつないでいる。
・D&A Networksは、区内大学生を束ねた組織である。D&A Networksの呼びかけによって、大学生は参加する。
○一環した子供目線の活動
・活動初期から今まで、子供目線で取組むことを念頭に、子供たちが楽しみながら防災を学ぶプログラムとしている。
・プログラムは、ワーク・わく・クラブの主要メンバー4名とD&A Networksの話し合いによってつくられ、彼らが日
頃行っているゲームやクイズ、工作などを取り入れたワークショップの経験を生かし、ゲームなどを取り入れている。

2）なぜ、できたのか

・ワーク・わく・クラブは、子供目線の活動をしているが、これまで町会と一緒に「ぼうさい探検隊」を行うと地域
主体となり、子供中心の活動にならないことがあった。
➡町会は活動を支援する立場で関わることとし、例えば、町内の、そば協会が「非常食体験」の炊き出しを行っている。

3）向き合った課題とその克服方法
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・宿泊学習当日は、区民館を提供する。活動目的から、要請に応じ備蓄物資（再活用品）等を供与している。
・2017年は千代田区の環境まちづくり部千代田清掃事務所の「ボランティアシール※」を利用した、当日のごみを収
集してもらった。それ以前は区民館の危機管理室がごみを出してくれた。

※「ボランティアシール」とは、町会や自治会、ボランティア活動団体などによる地域のイベントでごみを排出する場合に、
一定の条件を満たしていれば（無料で開催するイベントであることや収集場所が決まっているなど）、千代田清掃事
務所に申請することで無料で収集される際に交付されるシールのこと。

4）行政の支援策

非常食体験の様子（大学生のサポートを受けながら、子どもたちが非常食を自分でつくる）
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［事例4-2］川崎市男女共同参画センター
「公募市民による女性の視点での防災冊子の製作と啓発」

・川崎市男女共同参画センターが公募した市民でつくる「女性の視点でつくるかわさき防災プロジェクト」（以下 

「JKB」という。）は、2012年から2014年にかけて、自分たちで3種の防災冊子（「女性の視点で作った防災手帖
　シニア版」、「ひとり暮らしの女性のための防災BOOK」、「災害時のトイレ対策編」）を製作した。

・冊子の製作メンバーは、JKBのほか、かながわ避難者支援見守り隊、川崎市東日本大震災避難者支援総合相談担
当者、女性防災士、川崎市男女共同参画センター事務局であり、編集は、NPO法人MAMA-PLUGに委託した。
・2013年に冊子を発行したことで、これらを用いた出前講座の依頼につながった。

JKBがボランティアメンバーとして普及活動に協力したことで、防災を市民目線により伝えることができた。
・2014年、「女性の視点でつくる防災セミナー　災害に備えるトイレ対策編　改訂版」ができた時の講座では、1回
に180名の参加があった。
・トイレ対策の講座を受講したマンションの管理組合の婦人部が、自らの防災訓練にトイレ対策を取り上げるという
動きもあった。トイレ対策は、在宅避難時に重要なことの一つであり、年間10回の講座のうち、トイレ対策の講座
は5～7回ある。

1）活動の特徴

○大学生（若年層）が参加する仕組み
・川崎市男女共同参画センター（以下「男女共同参画センター」という。）には、大学生によるインターシップへの仕
組みがもともとあり、そのテーマの一つとして「防災」がある。インターンシップに参加していた女子学生が、震災
時に怖い思いをしたことが「ひとり暮らしの女性のための防災BOOK」製作のきっかけとなった。

・インターンシップで参加していた大学生は、若年女性に対するアンケート調査を実施し、その成果を「ひとり暮らし
の女性のための防災BOOK」に反映させた。大学生が参加することで、災害時の安否確認を友人同士で行うことや、
ファッションにも防災の視点を取り入れるなどのアイディアが出された。
○対象者からの意見収集
・「ひとり暮らしの女性のための防災BOOK」製作時には、この大学生によるアンケート調査だけでなく、個別ヒアリ
ングも実施し、その結果を内容に反映させた。また「女性の視点で作った防災手帖　シニア版」のたたき台に対し、
老人クラブ連合会の婦人部から意見をいただき、内容に反映させた。
○市民のニーズへの対応
・「女性の視点でつくる防災セミナー　災害に備えるトイレ対策編　改訂版」は、市民からのニーズが高く、避難所
運営会議や避難訓練時に広く配布を行った。このことによって、様々な団体から講座依頼があった。

2）なぜ、できたのか
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・男女共同参画の視点からの具体的な防災・減災の取組は、「川崎市地域防災計画　震災対策編（平成27年度修正）」
や各区の地域防災計画の記載があるものの、具体的な取組みや実践は各区に任されており、十分とはいえない状
況だった。
➡多くの女性に参加してもらえるように、男女共同参画センターが各団体に働きかけ（コーディネーターとしての役割）、
様々なプロジェクトメンバーを集めることができた。

・自主防災組織の中には講座の費用が負担できない団体もある。
➡そのような場合は、男女共同参画センターが事業費の中から講師の謝金や交通費を拠出している。

・男女共同参画センターは、最新の防災グッズを購入し、防災フェアで展示することで、見学者の防災意識の啓発を
図っている。
・自主防災組織などが自分たちでトイレ対策の講座の実施を希望する場合は、JKBが事前に段ボールトイレの使い方
や、水分を吸収させる数種類の材料を用いたトイレの実験方法を指導し、男女共同参画センターが、段ボールトイ
レや吸収剤を貸出している。

3）向き合った課題とその克服方法

4）行政の支援策

「ひとり暮らしの女性のための
防災BOOK」

出前講座の様子

トイレ対策の講座の案内チラシ 防災訓練におけるブース出展の様子
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［事例10-1］シーズネットワーク
「乳幼児がいる家庭を対象とした防災啓発」

・NPO法人シーズネットワーク（以下「シーズネットワーク」という。）は、2006年1月に設立され、子育て支援、女
性の社会参画支援、まちづくりを主な目的として事業を展開している。
・2010年度には、シーズネットワークの中に、「赤ちゃんや幼児がいる家庭の防災啓発プロジェクトABo」を発足さ
せた。現在のメンバーは4名。多摩市を中心に首都圏で多くの防災講座やイベントを開催している。
・乳幼児とその家族に興味を持ってもらえるように、「防災輪投げクイズ」「防災釣りゲーム」「お部屋防災チェック体験」
「いろいろ給水袋体験」など、数多くのプログラムを持っている。
・これらのプログラムの企画にあたっては、自分たちの子供が小さい時の当事者目線を大切にしている。例えば、乳
幼児のための具体的な備蓄品や代替品など、身近な防災のノウハウを伝えて、関心を持たせている。

1）活動の特徴

○防災対策の必要性の気づき
・理事長が、小さな子供を抱えて地震にあったときに不安になったこと、防災情報を調べても自分たちに必要な情報
がないことに気づいたことから始まった。
・シーズネットワークが2009年に実施した「赤ちゃんや幼児がいる家庭の防災ハンドブックABo制作」事業をとおし 

て、「防災」は大切だと思いつつも、忙しくて取り組めない実情をメンバーで共有することになった。
・東日本大震災時にABoのリーダーが都心で帰宅困難者となり、その状況から、首都直下地震での過酷な状況を想
像し、防災啓発活動の必要性を強く再認識した。
○メンバーによる最新の情報収集
・メンバーは、常に最新情報を入手するため、様々な勉強会に参加している。
○講座に参加しやすい工夫
・講座への参加者を増やすため、託児保育付き（1歳以上）にしたり、講師から了承を得られれば、ベビーカーを会
場内に入れても良いことにしたりしている。

・講座やイベントは、助成金等を活用して参加費無料で実施することにより、子育て世代が金銭的な負担を感じない
ようにしている。また、参加費無料であれば告知・広報がしやすいというメリットもある。（商業施設、公共施設へ
の置きチラシやフリーペーパー、ミニコミ誌への掲載等）
○広報の工夫
・チラシは、イラストレーターに依頼し、かわいいイラストやカラーにすることで、手に取ってもらえるよう工夫している。

・当初、公共施設の貸しホールでイベントを実施したが、参加人数が思ったほど集まらなかった。
➡2015年度からは、駅前の商業施設に交渉し、館内のオープンスペースを使用できるようになった。買い物のついで
に立ち寄れる気軽さが良く、多くの人に参加してもらえる。また、継続的に地域のお祭りや社会福祉協議会のボラ
ンティアまつりに出展したり、児童館にも出向いている。防災の話を聞きに来てもらうのではなく、聞いてもらいた
い対象者が普段集まっている場所、時間帯に行くことが大切である。

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法
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商業施設で開催「あそんで防災」

広報チラシ（イラストなど工夫）

シーズネットワークが提供するプログラムの例

・多摩市の地域福祉推進事業支援金交付事業の継続的な支援金の交付制度により、継続的、安定的に活動ができる
ようになった。毎年3月11日に近い日程で実施することで、啓発効果を上げている。

4）行政の支援策
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［事例22-3］ピースボート災害ボランティアセンター
「「自分事として」考えてもらうワークショップの展開」

・ピースボート災害ボランティアセンター（以下「PBV」という）は、各家庭でできる防災、減災の取組を考えてもら
うため、「わが家の災害対応ワークブック」を作成し、ワークショップ方式で普及・啓発を図っている。
（現在、自助を学ぶワークショップと、共助と学ぶワークショップがあり、共助を学ぶワークショップには、「ボランテ
ィア編」と「地域編」がある）
・ワークブックには、自分事として考えてもらうため、自分や地域の情報を書き込めるなどの工夫が施されている。
・自助を学ぶワークショップでは、第1部で、自宅のこと（建物の古さや家具の配置など）や地域のこと（避難時に危
険な箇所など）を知る。

・第2部では、自分や家族が被災した状況を想定し、その後72時間以内に起こるであろう出来事や困るであろうことを、
「災害イメージシート」（図1）に書き込む。
・第3部は、状況ごとに必要な基本的な対応方法をクイズ形式で学ぶとともに、各家庭で必要な備蓄品などの備えを
考える。
・最後に、受講後、帰宅してから家族と防災の話し合いをし、「わが家の災害時役立ち情報シート」（図2）を完成させる。
・ワークショップでは、災害支援の現場で遭遇した様々な出来事や教訓をもとに、実践的な情報提供を行っている（家
具の転倒や、ケガをした場合の対応など）。

1）活動の特徴

○自助の教材の必要性
・ワークブックは、自助の備えを「自分事として」考えてもらうための標準的な研修教材が必要と考えられ、PBVによ

って作成された。
○参加者の意向を反映
・作成に当たっては、ファシリテーターと参加者がコミュニケーションをとりながら検討作業を進めてきたワークショッ
プでの経験を踏まえた。
○防災教育の担い手の育成
・標準的な研修教材であるため、防災教育の担い手（講師、ファシリテーターなど）も育てやすく、結果として、

PBVの若手職員や他のNPO職員がすぐに講師を担うことができている。
○ファシリテーターによる助言
・ワークショップでは、参加者の社会属性や地域特性に合わせて、被災状況や災害対応をイメージしやすくするため、
ファシリテーターが助言をしている。

・当初作成した研修教材では対応が難しかった、災害時要配慮者や外国人などを対象とするワークショップを開催し、
そこでの参加者の意見や成果などを参考に、ワークショップの進め方やワークブックの内容の改善を図ってきた。

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法
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図1　災害イメージシート
出典：ピースボート災害ボランティアセンターホームページ

図2　わが家の災害時役立ち情報シート
出典：ピースボート災害ボランティアセンターホームページ
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［事例19-2］平塚パワーズ
「きめこまかい配慮がされた防災啓発用アイテムの開発」

・平塚パワーズ（以下「パワーズ」という。）の防災啓発には、防災アイテムづくり、非常食づくり、ロープワーク、
身近なものを使った応急手当などのテーマがあり、自治会や自主防災組織を対象とした講習や、市民大学での講座
で啓発を広めている。
・防災アイテムづくりは、東日本大震災の約2年前から始めた。その中には、「段ボールトイレ」や「バスタオル防災頭 

巾」などがある。「段ボールトイレ」は、座り心地などを考慮して完成に2年かけた。「バスタオル防災頭巾」は、頭
巾の用途だけでなく、頭巾の内側に小物や下着類などを収納できるような多機能の頭巾となっている。
・また、パワーズは、水と燃料を節約した非常食づくりや、避難所などで物を干すときに役立つロープの結び方を指
導している。さらに、身近なもの（バンダナ、ネクタイやスーパーのレジ袋）を使った応急手当も指導している。
・2017年には、啓発活動の集大成として、「防災減災パワーズブック」を発行している。この冊子には、防災アイテ
ムづくりや応急手当の詳しい方法が掲載されている。

1）活動の特徴

○啓発のノウハウを他団体から吸収
・パワーズは、ロープワークや、三角巾の結び方などを会員が住んでいる地域の消防署に月1回の頻度で教えてもらい
に行くようになった。
○様々な人たちの意見をふまえたアイテムの改良
・自治会に作製したトイレを持っていき、座り心地などについて、自治会の皆さんから意見を出していただいた。
・そこで、トイレの座り心地を良くするために、段ボールトイレに使う2つの段ボールの適当な大きさの組合せを決め、
段ボールの隙間に補強用の段ボールを入れた。
○ブロック間での役割分担
・通常は、市内6ブロックの各会員が自分のブロックを担当している。一方で、会員全員が指導できるようにしているの 

で、他地域からの講習の依頼がきた場合も、誰でも担当ができるようにしている。
・段ボールトイレの担当は、会長がいる地域ブロックが中心に行っている。
○活動に対する使命感
・パワーズは、ボランティアで地域の役に立ちたいという思いとともに、活動を通して広く社会と関わりを持つことが、
活動の原動力になっている。

・啓発活動は、皆さんの役に立つ。また、皆さんが喜んでくれることで、活動が評価されることが、使命感につなが
っている。

・取組を始めた頃は、自治会から依頼された講習で、アイテムづくりの段取りをうまく説明できないこともあった。
➡会員間の話し合いによって、分かりやすい説明となるように、台本やアイテムを説明するためのグッズを準備している。
また、受講生を惹きつけるために、グッズには目立つ色や可愛いデザインなどを使っている。

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法
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・自主防災組織からパワーズの指導を受けたいとの依頼がきた場合、市が仲介してくれている。
・市の訓練プランの中に、パワーズの講座も入れてもらっている。

4）行政の支援策

バスタオル防災頭巾（頭巾はバッグにもなる（右））

バンダナを使った応急手当

段ボールトイレの作り方の指導

バスタオル防災頭巾の内側

煙や粉塵避けのTシャツマスク

ロープワークの指導
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1. 地区内での情報共有とは?

　災害による被害や住民の安否確認などの災害関連情報は、防災市民組織が応急対策を実施する上で必要不可欠
であり、このような情報を円滑に伝達するためには、発災時に機能する情報連絡網を災害現場に近い防災市民組
織に配備していくことが望まれます。
　防災市民組織は、被害や安否情報などを収集・分析し、対応方針を検討できる体制を整備し、そのための情報
訓練を実施しておくことが大切です。
　また、災害時の被害と応急対応を想像する上で、地区内の災害危険箇所や防災資源の位置などを防災マップに
整理しておくことも重要です。

2. 事前対策のポイント
○地区内の安否確認（被害点検）体制を整備し、その訓練を実施する

○地区内の防災マップを作成する

参考事例　■　　　　　　なぎさ防災会
「東日本大震災後の安否確認体制の見直し」➡P.91
■　　　　　　境南地域防災懇談会
「安否確認の拠点「丁目ステーション」の設置」➡P.92
■　　　　　　つつじが丘北防災協議会
「安否確認訓練への中学生の参加」➡P.94
■　　　　　　西戸山タワーホウムズ防災隊
「安否確認訓練の継続による安否確認率の上昇」➡P.96
■　　　　　　南町田自主防災組織
「情報連絡手段の確保」➡P.98

事例16-3

事例5-3

事例14-3

事例17-3

事例26-4

参考事例　■　　　　　　一本松まちづくり協議会
「道路の幅員などを計測してつくった防災マップ」➡P.99
■　　　　　　麹町小学校ワーク・わく・クラブ応援団
「小学生主体の防災マップづくり」➡P.100

事例1-2

事例7-2

C. 地区内での情報共有
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3. 参考事例

［事例16-3］なぎさ防災会
「東日本大震災後の安否確認体制の見直し」

・なぎさ防災会の安否確認体制は、各住戸の安否情報を住民が自ら
発信し、各フロアから「号棟連絡所」を経由して情報をまとめ、本
部が集約するシステムである。
・安否確認訓練では、住人がマグネット製の「無事です！シート」を
玄関に貼り、エレベーター前の「安否確認シート」に時間と在宅
人数などを記入する。その後、フロア代議員（管理組合）とフロア
幹事（自治会）の2人が「安否確認シート」と「無事です！シート」
を確認し、各フロアの安否情報を、各棟1階に設置される「号棟連
絡所」に持ち寄る。訓練では、各号棟から本部に情報を集約する
ところまでを実施している。
・訓練で使われている「無事です！シート」は、各世帯による「籠城
＝在宅避難」を前提とした安否情報の発信であり、東日本大震災
以前に使われていた避難を前提とする「避難完了シート」とは全く
違う考え方に変更されている。
・東日本大震災後に改善された訓練手法も、住民に徐々に認知され
るようになり、2017年度の総合防災訓練では、本部が収集できた
安否確認世帯数の割合が約56%となっている。この割合は徐々に上
がってきた。

1）活動の特徴

○東日本大震災の教訓と防災体制の見直し
・東日本大震災を経験し、これまでの安否確認体制に問題があったことに気付いたこと。
・管理組合・自治会・防災会の三者による「なぎさ防災システム検討委員会」を設置し、安否確認体制を始めとする 

「協働防災システム」を見直したこと。
○安否確認用シート・体制の見直し
・「避難完了シート」から「無事です！シート（在宅避難を前提）」への変更は、システム検討委員会で検討・決定さ
れたものである。その変更理由は次の4点である。
①1977年建築の旧耐震建築ではあったものの、耐震診断の結果、耐震基準に適合していることが判明した。
②避難所のキャパシティが不足しており、そこでは厳しい避難生活が待っていること
③高齢化率も高く、階段での搬送支援が困難なこと
④高齢者などが一度下に下りた後、再び自宅に上がるのが大変なこと
・安否確認体制についての住民の理解を促すために、防災ガイドの配布、総合防災訓練の開始前の手厚い説明、安
否確認方法などの映像作成とyoutubeへのアップなどの工夫を行ってきたこと。映像は防災会員が分担して撮影、
編集、キャスティング（配役）などを行っている。

2）なぜ、できたのか

玄関扉に貼り付けられた「無事です！シート」

「号棟連絡所」に安否情報を持ち寄る各フロア
の担当者



C. 地区内での情報共有

92

［事例5-3］境南地域防災懇談会
「安否確認の拠点「丁目ステーション」の設置」

・境南地域防災懇談会（以下「懇談会」という。）は、発災直後の緊急対応から、緊急避難場所、ライフライン復旧
までの情報収集、支援物資の配布などを行う拠点として、町内各地区の公園に「丁目ステーション」を設置し、安
否確認訓練を行っている。「丁目ステーション」は、災害時に町内に5ヶ所設置され、安否情報を避難所の本部に
伝達する。
・災害時に「丁目ステーション」には、数名のスタッフが待機し、いつでも対応できるようにしている。
・「丁目ステーション」に受付を設置し、訓練では、「（安否・支援要求）情報収集カード」を記入し「在宅避難」か 

「避難所行き」を決める。
・各丁目の約1,500世帯のうち、現状は約7割が「（安否・支援要求）情報収集カード」を提出している。
さらに、町内全員の安否確認を目指し、懇談会のスタッフが、訓練の広報を各丁目の約1,500世帯に、直接配布し
ている。
・参加者は例年、500～700人くらいで推移している。このうち、避難所に来る参加者が300～500人であり、「情報
収集カード」の提出のみを行う参加者は100～150人である。その理由は、「在宅避難可能な場合は、「丁目ステー
ション」に「情報収集カード」を提出すればよい」と懇談会がアナウンスしているからである。
・活動の初期は、アンケートも行っていたが、現在は「情報収集カード」が、アンケートを兼ねている。カードには、
住所の号までと人数を記入するように伝えている。

1）活動の特徴

○在宅避難の奨励
・避難者の想定人数が避難所全体の受入可能な人数の1.5倍にも上るため、5年くらい前から在宅避難を勧めている。
・在宅避難に実行性をもたせるために、安否確認の場が必要ということで、「丁目ステーション」を設置した。

・災害時の安否確認のうち、避難行動要支援者については、その名
簿を市が保管しており、支援者、民生委員等が安否確認を実施す
ることになっている。
・安否情報の伝達は、懇談会と市との間で、市の防災行政無線を使
用して行われる。無線は避難所とコミュニティセンターに設置され
ている。

2）なぜ、できたのか

3）行政の支援策

丁目ステーションの様子
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「情報収集カード」の記入例
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［事例14-3］つつじが丘北防災協議会
「安否確認訓練への中学生の参加」

・つつじが丘北防災協議会（以下「防災協議会」という。）による安否確認訓練の流れは、まず、住戸各自が玄関
にステッカー「救助求む」、「大丈夫」の2種のどちらかを貼り、各住棟の1階前に集まり、グループ（階段室両側）
別に避難の報告をする。
その後、住棟代表者による安否確認開始の号令を受け、グループ別に、全部屋の安否確認を行う。その際、避難
者と中学生がペアになって、ステッカー未掲示宅のドアホンを鳴らし、安否確認を行う。そして、グループ別に安否
確認表を作成し、その安否情報をグループ長から防災棟長、本部へと伝達する。
・安否確認担当は、できるだけ多くの人に経験してもらうため、特定の担当者を決めずに、参集した人の中で選んで
もらう。
・本地区では、安否確認訓練（合同防災訓練）への中学生の参加が特徴的である。これは、高齢化が急速に進む本
地区で、将来の担い手を育てるためである（2016年度訓練への中学生の参加は58名）。

・周辺地域との合同防災訓練への参加者数は、第1回（2011年）に1,500人、第2回（2013年）に2,500人を動員
した。その後の参加者数も、つつじが丘北地域として800人から１,000人程度を動員し、訓練参加率は人口比の約
3割、世帯比の約7割（地区の人口3,200人、1,400世帯）であり、さらに、ステッカー貼付数の世帯比は9割を超
えている。

1）活動の特徴

○防災活動における地域と学校の連携
・安否確認訓練に中学生が参加したきっかけは、第1回目の総合防災訓練の際、校庭に集まった1,500人の住民を前
に、事務局長が行った「自助と共助がなぜ必要か」「防災活動における地域と学校の連携の重要性」の講話に、校
長先生が共感し、「講話に感銘を受けた、来年度からうちの中学生を全員参加させたい」と申し出たことである。
○平時における地域と学校の連携
・防災協議会や周辺地域と中学校との関係は、「地域安全防災協議会」への学校の参加や「ハイツ祭り」（盆踊りや
模擬店などで賑わう団地の夏祭り）への中学生の出演・協力などがあったが、訓練への参加は第2回目以降である。

・2017年より、中学生が「地域活動に根ざしたボランティア」として、祭りの設営や提灯付けの手伝い、敬老の集い
の手伝いなどを行い、地域と中学校の関係がさらに広がっている。両者の交流が活発化した要因は、防災訓練への
参加を通じて、中学生が地域で育っていく姿を実感したことによる。
○広報の効果
・合同防災訓練に多くの参加者が集まる理由として、広報の効果がある。各住戸にチラシを投げ込むほか、訓練が近
づくと、手作りの「防災ニュース」を、月に3, 4回の頻度でポスティングしている。

2）なぜ、できたのか

・中学生を訓練に参加させることに対して、戸惑う声も聞こえていた。
➡中学生と一緒に訓練を実施する中で、中学生は、教えれば何でもできるようになるし、普段大人しいが、話す機会
があると、各自が自分の意見をしっかり持っていることに気づき、そのような声はなくなった。

3）向き合った課題とその克服方法
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安否確認訓練で使われる2種のステッカー

また、訓練でドアホン押しをする場合は、事前に広報などで周知している上、大人と中学生がペアになっている。
・実際の地震後に、中学生を含め、住民を被災建物の中に入らせることへの心配の声がある。
➡建物の安全性や余震情報を勘案して、住棟代表者による安否確認開始の号令の下で実施するように改善した。ま 

た、ヘルメット着用も必須にしている。
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安否確認訓練で在宅状況を確認しているところ（2017年9月） 安否確認訓練で安否状況を集計しているところ（2017年9月）

［事例17-3］西戸山タワーホウムズ防災隊
「安否確認訓練の継続による安否確認率の上昇」

・西戸山タワーホウムズ防災隊による安否確認訓練では、「無事ですシート」の掲示状況を確認し、「無事ですシート」
の掲示がない住戸に呼び鈴を鳴らして声掛けを行う
・防災訓練への参加率（「安否確認率」）は、近年、少しずつ上昇しており、今年は全体の４分の３の世帯が安否確
認に応じている（2015年度61.6%、2016年度73.1%、2017年度74.7%）。

1）活動の特徴

○訓練の「継続は力なり」
・安否確認訓練は、2011年度から続けており、2017年度で7年目を迎える。「継続は力なり」で、これまで続けてき
たことにより、訓練への理解が広まり、2016年度には、呼び鈴を鳴らした声掛けも実施するようになるなど、取組
が定着してきたといえる。

・フロアによって「安否確認率」にばらつきがある。また、各住戸の情報集約及び本部への報告をしないフロアもある。
➡安否確認訓練で情報集約などをしないフロアに対しては、そのフロアを含めた複数階で構成されるブロック担当者
がそのフロアの情報集約などを手伝った。
・外国人や賃借人への働きかけについては、現在、防災会議で議論しているところであり、今後の課題である。

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法
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防災訓練の種目を掲載した広報用チラシ（2017年9月）
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本部立ち上げ訓練（トランシーバーを使った受発信訓練）の様子 本部立ち上げ訓練（被害情報集約）の様子

［事例26-4］南町田自主防災組織「情報連絡手段の確保」

・南町田自主防災組織では、「本部立ち上げ訓練」を2012年3月から年2回行っている。「本部立ち上げ訓練」では、
震度6強の地震が発生したとの想定で各ブロックからトランシーバーを使って被害状況を収集し、本部にある大地図
と表に書き込み、被災ブロックへの救助応援の指示などを行っている。

1）活動の特徴

○トランシーバーの導入
・東日本大震災の時、町田市は震度5強であり、大きな揺れを感じた。平日昼間だったので5人の本部員しか集まら
なかった上、町内の被害情報の収集に電話が使えず、とても手間取った。
・この教訓から本部を落ち着いて早く立ちあげるとともに、本部とブロックとの情報の受発信を確保するために、簡易
トランシーバーを導入し、23ブロックの情報班長に配布した。

・受発信訓練では簡易トランシーバーの電波が遠いブロックには届かなかった。
➡高さ10ｍのアンテナを立てたり、中継基地を置いたり、様々な試行錯誤を続けた。
➡最終的には、大容量のトランシーバーへの買い替えを決断し、費用の積み立てを行い3年がかりで全ブロックに配置
した。その結果、2017年からは本部と全ブロックとの受発信が良好に行えるようになった。
➡情報班長・本部員ともトランシーバーの扱いに慣れていないため、トラブルが多いことから、様々な防災活動の時に
トランシーバーを各自持参し、操作の確認を行っている。

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法
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［事例1-2］一本松まちづくり協議会
「道路の幅員などを計測してつくった防災マップ」

・一本松まちづくり協議会（以下「協議会」という。）が活動する地域は、最大標高差20mの傾斜地を有し、道路
幅員の狭い細街路や階段も多く、木造住宅が密集しているといった、防災上の課題が多い地域である。
・協議会は、このような地形上の危険性を考慮した防災マップ「一本松防災地図」を、2012年に作製した。また、
協議会は2つの自治会（横浜市西区の西戸部二丁目第一自治会と羽沢西部自治会）で構成されているため、各自治
会用の「防災地図」も同時に公表した。地図上には、坂道の傾斜、道路幅員、行き止まり路、階段（段数まで記 

入）、擁壁が示されている。これらは、協議会の役員が自分たちで計測した。
・完成した地図は、全自治会員に協議会の会報とともに配布され、会報には、地図の使い方の手順も示されていた。
・その後、地図を活用するために、勉強会や、複数の避難経路を確認する「まち歩き」などを定期的に実施している。
・2015年以降は、主要避難経路に愛称をつけるという取組もしており、2017年時点で12の道の愛称が決められた。

1）活動の特徴

○専門家のアドバイス
・防災マップづくりの開始時や活用時には、マップの必要性などについてアドバイスがあった。他地区の防災マップを
多数紹介してくれた。
○先進事例の視察
・専門家に紹介してもらった防災マップづくりの先進事例（横浜市中区の本郷町3丁目地区協議会）を視察に行き、
当事者から話を伺い、マップづくりの参考にした。
○役員の行動力
・地形上の危険性を、地図に表すため、役員で坂道の傾斜度や道路幅員、階段の段数などを計測した。

・防災マップを全戸配布したが、引き出しにしまっている人がいる。
➡協議会の会報やイベント時には、防災マップの活用をアナウンスしている。

・協議会の会合には、市の職員と区の職員が参加し、協議会が必要
とする情報や資料を提供してもらっている。また、市がアドバイザ
ーを派遣している。

・先進事例の見学時の交通費は市の助成金から活動費として支出し
ている。
・横浜市地形図の複製承認の手続きを、西区の職員が担当した。
・地図の作製費用は、市から支給される年間の事業費で作成した。

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法

4）行政の支援策

主要避難経路の案内板



C. 地区内での情報共有

100

［事例7-2］麹町小学校ワーク・わく・クラブ応援団
「小学生主体の防災マップづくり」

・麹町小学校ワーク・わく・クラブ応援団（以下「ワーク・わく・クラブ」という。）の活動は、一般社団法人日本
損害保険協会による防災教育のためのプログラム「ぼうさい探検隊」を活用し、子供たちがまち歩き（まちなか探 
検）によって、まちの防災や交通安全に関する場所を調べ、身の回りの安全を考えた結果をマップにまとめ、「ぼう
さいマップコンテスト」で発表するという内容である。
・活動の目的は、親子の対話を通して、通学路の危険箇所や、災害時に危険な場所や支援してくれる場所を子供たち
に考えてもらうことである。
・活動の主催は、ワーク・わく・クラブと一般社団法人　D&A Networks（以下「D&A Networks」という。）である。

D&A Networksは、区内大学生に参加を呼びかけ、運営スタッフとして100名前後の学生を動員する。
・マップづくりは、子供主体で実施するので、大学生は子供たちをサポートする形で参加する。
・ぼうさいマップコンテストでは、審査を、ワーク・わく・クラブ代表、消防団、区役所、麹町小副校長などの7～8
人で行う。どのグループにも賞を与える。その後、すべてのマップは、一般社団法人日本損害保険協会のコンテス
トに提出する。

1）活動の特徴

○PTAと大学生による防災教育プログラムの活用
・麹町小学校PTAの有志が、土曜授業の応援チームとして2004年にワーク・わく・クラブを設立した。当時、校庭
開放に参加していた学生（現D&A Networksの代表理事）が、一般社団法人日本損害保険協会による「ぼうさい
探検隊　マップコンクール」を、土曜授業としてやってみてはどうかと、ワーク・わく・クラブに紹介し、実施する
ことになった。
○多くの大学生の協力
・D&A Networksの呼びかけによって、区内の大学生が参加するようになった。大学生の中には、毎年参加する人も
いたり、ワーク・わく・クラブのその他のワークショップや児童館の取り組みにも参加する人もいて、子供たちによ
く知られている学生も多い。

2）なぜ、できたのか

ぼうさいマップづくり ぼうさいマップコンテスト
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1. 避難対策とは?

　災害による危険が切迫した場合に、区市町村長によって発令される避難勧告・指示などに対して、防災市民組
織は、地区住民の迅速な避難行動を促し、必要に応じて避難誘導や避難支援活動を行う必要があります。
　その場合、災害時の避難誘導などが円滑に行えるように、防災市民組織は、「2段階避難方式※1」などを参考
に地域特性に合わせた具体的な避難計画を区市町村等と協議の上、作成し、住民に周知するとともに、計画の検
証のために、定期的に避難訓練を実施し、適宜、計画を見直すことが望まれます。
　なお、自力での避難が困難な避難行動要支援者に対する避難支援については、「F. 要配慮者支援」を参照してく
ださい。

2. 事前対策のポイント
○地域特性に合わせた具体的な避難計画を立案します

○避難計画にもとづく避難訓練を実施します

○平時より安全な徒歩帰宅のための訓練を実施します

参考事例
■　　　　　　南町田自主防災組織
「高低差を記した水害時の避難マップ」➡P.102
事例26-5

参考事例
■　　　　　　東新小岩七丁目町会
「オリジナルの「災害旗」と「救援・救助旗」を使った訓練」➡P.104
■　　　　　　東新小岩七丁目町会
「エンジン付きゴムボートを利用した水難訓練」➡P.105

事例20-2

事例20-3

参考事例
■　　　　　　なぎさ防災会
「遊びの要素も盛り込む「帰宅困難者体験ウォーク」➡P.106
事例16-4

D. 避難対策

※1　2段階避難方式とは
　災害時、区市町村長による避難の勧告又は指示が出された場合、あるいは、災害による危険が予想される場合、地元警
察署及び消防署の協力を得て、地域又は町会（自治会）、事業所単位に集団の形成を図るため、一時集合場所に避難者を
集合させたのち、防災市民組織の班長や事業所の管理者などのリーダーを中心に集団を編成し、あらかじめ指定してある避
難場所などに人々を誘導する方法（東京都地域防災計画震災編（平成26年修正）本文）。
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3. 参考事例

［事例26-5］南町田自主防災組織
「高低差を記した水害時の避難マップ」

・南町田地域は、町田市が2008年に発行した「洪水ハザードマップ」によると、境川に接する町内の約３分の２の家
屋について2m以上の浸水が想定されていた。

・そのため、自主防災組織の中に新たに「洪水対策検討部会」を設け、問題点の抽出や対策の検討作業を行った。
・町内には高低差があり、境川の洪水時に想定される被害が異なる。
そこで、避難の目安とするために、町内を1mの高さごとに色分けした「洪水避難めやす図」を2010年に作成し、
境川護岸の遊歩道と各自宅の高低差を明確にした。

・高低差を色分けによって知ることで、いつ自宅から避難するかその判断の目安となる。

○メンバーによる専門能力を活かした工夫
・「洪水避難めやす図」を作成する上で、測量の基準にしたのは、市の下水道台帳に記載されている道路のマンホー
ルのふたの高さである。これから各家庭の地盤高を求めた。
・下水道台帳に注目したのは、自主防災組織のメンバーの一人が建設業に勤務しており、その資料の存在を知ってい
たからであり、図面の作成もその専門知識を活かして作成した。
・下水道台帳は自由に閲覧でき、作成したメンバーから説明を受ければ、誰でも「洪水避難めやす図」を作成するこ
とができる。

・市が発行した「洪水ハザードマップ」について、自主防災組織本部内で議論を重ね、市に対して、警報の出し方、
そのタイミング、地域の水位観測所の新設、当地区の避難所交渉の進捗具合、市の防災無線の空白地帯の把握状
況などについて質問をし、聞き取り調査を行った。

・市の「洪水ハザードマップ」は50ｍメッシュであるため、その中は全て同じ浸水状況となるが、実際にはメッシュ内
に2～6mの段差があり、浸水に時間差が出ることが分かった。
➡よりきめ細かい避難のための情報があれば、早めの避難につながること及び濡れて困るものを2階に上げておくなど
の判断をし、洪水後の廃棄物の減少や新規購入費用の減少にもつながると自主防災組織は考えた。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法
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「洪水避難めやす図」
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［事例20-2］東新小岩七丁目町会
「オリジナルの「災害旗」と「救援・救助旗」を使った訓練」

・東新小岩七丁目町会（以下「七丁目町会」という。）は、独自のデザインの「災害旗」を作っている。
・災害直後に住民がばらばらに避難した際、安全が確認できた「避難場所」に、旗を立て、その場所に家族や近所
の人が集合し、互いの安否確認を行う。旗を立てるのは、本部長または3地区の各地区長であり、「災害旗」は全
部で4本ある。また、「災害旗」のデザインを周知するために、旗と同じデザインのステッカーを各戸に配布し、日
常的に目に触れるようにしてもらっている。

・各戸の安否確認のために「救援　救助旗」を町会員の希望者には配布している。「救援　救助旗」は「現代の狼煙」
として赤い旗と白い旗があり、赤い旗は要救援を示し、白い旗は救援不要を示す。災害時には、白い旗を掲示した
住民が協力して、赤い旗を掲示、または、旗を掲示していない住民の安否を確認と必要に応じ救助を行うことにし
ている。
・旗の活用では、「減災は隣家三尺」（隣近所を少し気遣う心）をモットーとしている。

○被災経験から情報伝達の必要性を認識
・現町会長が、過去の被災経験で分かりやすい情報伝達の必要性を認識し、「災害旗」と「救援・救助旗」の作製
を提案した。

・「救援　救助旗」を配布する際には、回覧板で広報したが、希望者は会員の半数程度であった。
➡「救援　救助旗」を利用した訓練をすることで、訓練参加者の中から「旗」の入手希望者が増えていった。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法
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［事例20-3］東新小岩七丁目町会
「エンジン付きゴムボートを利用した水難訓練」

・東新小岩七丁目町会（以下「七丁目町会」という。）は、ゼロメートル地帯の地域にあり、水難訓練としてゴムボ
ートを利用した避難行動要支援者や物資の輸送の訓練を行ってきた。訓練の場所は河川であり、年に2～3回実施
している。
・七丁目町会は小学校で開催される子どもまつりに参加し、学校のプールで子供たちのゴムボート乗船体験を行って
いる。そこでは七丁目町会の「市民消火隊」が水難の危険性を親子に説明したり、ゴムボートを操作して輸送訓練
も行う。
・2010年には、地域の連合町会と消防、警察、レスキュー隊、区も参加した大規模水難訓練を実施し、参加者は

800名以上であった。ここでも、避難行動要支援者の輸送訓練を行った。
・訓練後、他町会でボートを購入し、その中には七丁目町会にボートを利用した水難訓練の方法を相談するところも
出てきた。

○水難訓練の必要性を町会員が理解
・七丁目町会役員が、町会の総会や班長・組長・理事長会で水難訓練の必要性についてスライドを用いて会員に分
かりやすい説明を行ったため、町会費でボートを購入することへの理解が得られた。
○町会の家族構成の把握
・町会では、90%以上の世帯の家族構成を把握しているので、避難行動要支援者だけでなく、その人を支える家族
がいるかどうかも把握できている。この情報は毎年更新され、班長・組
長会でその情報を共有している。
○消防署長による提案
・ボートを利用した訓練をもっと地域に広めるべきとの指摘を踏まえ、連
合町会に声をかけ、大規模水難訓練を実施することになった。
○町会の災害対策市民組織への地元企業の支援
・町会の災害対策市民組織には、地元企業2社（土木・建築）が「機材・
人材支援」として入っており、水難訓練時には、彼らが臨時の船着き場
をつくった。
・東京都により常設の船着き場が設置された。

・区による資機材の提供
・消防や警察、メディアなどに対して区が水難訓練の案内
・NPOア！安全・快適街づくりによる安全な地域づくりに関するアドバ 
イス

・東京大学生産技術研究所加藤孝明研究室による安全教育に関するアド
バイス

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）行政等による支援策

ゴムボート乗船体験には多くの希望者が
いる（2017年は400名以上が体験）

ゴムボート乗船体験の様子
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［事例16-4］なぎさ防災会
「遊びの要素も盛り込む「帰宅困難者体験ウォーク」」

・なぎさ防災会では、帰宅経路を実際に歩いてみることを目的に、年1回「帰宅困難者体験ウォーク」を実施している。
2017年で16回目になり、毎回、100人ほどが参加する。

・毎年、出発点とコース、立ち寄るスポットを決めるが、災害の遺跡を訪ねたり、海上からの帰宅を想定して屋形船
を使ったり、訓練に楽しむ要素も取り入れている。
・東日本大震災直後の2012年は、なぎさニュータウンから浦安まで歩く訓練を実施し、170人が参加し、液状化被
害などを視察した。
・ウォークの目的は、帰宅経路を体験することであるが、無線機の通信訓練、炊き出し訓練なども行っている。楽し
みながら災害知識を学ぶことができたり、カレーライスをともに食べながら語り合えることで顔見知りになれるとい
う効果もうまれている。

○防災会員の不安の声
・防災会員の「災害時に勤務先からの帰宅経路が分からないので不安だ」という言葉に共感したメンバーで「帰宅困
難者体験ウォーク」を企画したこと
○運営を担うメンバーの存在
・毎年、楽しむ要素も盛り込んだ「ウォーク」の企画、上り旗や無線機、炊き出しなどの準備を行うメンバーがいる
こと

○学びや楽しみなどの充実感
・実施後に、学び、楽しみ、顔見知り、語らいなどの充実感があることが、16回も続いていることにつながっている。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

「帰宅困難者体験ウォーク」で設定された3コース（2008年第7
回実施）

品川コースは屋形船を利用した海上輸送（2008年第7回実施）
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【避難生活支援の構成】
E1. 避難所開設・運営
E2. 物資の備蓄・配布

E1. 避難所開設・運営
1. 避難所開設・運営とは?

　避難所とは、災害によって、生活基盤である住まいを失うなど、生活に困った被災者が避難生活を送る施設のこ
とです。
　避難所の運営業務の多くは基本的には自治体が担うことになっていますが、大規模災害などでは自治体の災害対
応業務が膨大になり、避難所運営にまで手が回らないことも想定されます。その場合の避難所開設・運営の担い
手として防災市民組織などが期待されています。
　防災市民組織の中には、地域の他団体と連携するなどして、避難所運営体制の整備、女性や要配慮者にも配慮
した避難所管理運営マニュアルの作成、マニュアル検証のための訓練の実施などを行っています。

2. 事前対策のポイント
○避難所開設・運営マニュアルを作成します

○避難所開設・運営訓練を実施します

参考事例　■　　　　　　南町田自主防災組織
「避難所開設・運営マニュアルの作成」➡P.108
事例26-6

参考事例　■　　　　　　境南地域防災懇談会
「基本的な訓練の継続と新しい要素を取り入れた訓練の実施」➡P.109
■　　　　　　構江区自主防災会
「男女の役割を入れ替えた訓練」➡P.111
■　　　　　　貫井南町東自主防災会
「中学生との連携による訓練」➡P.113

事例5-4

事例3-2

事例18-1

E. 避難生活支援
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3. 参考事例

［事例26-6］南町田自主防災組織
「避難所開設・運営マニュアルの作成」

・南町田地区の指定避難所である鶴間小学校は、南町田自主防災組織と、隣接する鶴間町内会の住民が主な利用者
である。自主防災組織設立時は避難所の使用方法や運営にルールがなかったため、行政と小学校、鶴間町内会に
呼び掛け、四者で鶴間小学校避難施設開設・運営委員会を設立し、2006年7月から、組織、校舎内の使用箇所、
使用方法、運営規則、役割分担などのマニュアル作りを行った。
・2008年に完成したマニュアルを2013年に改訂し、施設の解錠方法から、運営のルール、要配慮者の使用スペース、
備蓄物資の管理などを決めた。

・運営委員会は委員長である小学校長のもとに統括班、情報班、給食・給水班、避難誘導班、救出・救護班、衛生
管理班がある。
・小学生が在校している時や校長不在時には、統括班長が全指揮を執ることにしている。
・各班長は南町田自主防災組織と鶴間町内会とで1年交代で担当し、両組織の委員と小学校職員、市の指定職員が
班員となる。
・毎年6月に避難訓練を行っており、一次・二次受付手法、体育館の区割り（ブルーシートにあらかじめ区割り線を
引いておき、体育館に敷きつめる）、避難者の誘導、校舎内の防災設備の見学などを行っている。

1）活動の特徴

○避難所の課題を共有
・いざという時の避難施設の運用について、町田市、鶴間小学校、関係町会と具体化しておく必要があるとの認識が
あった。そこで、次に挙げたような課題の多さと緊急性を指摘し、関係者に呼びかけ、2～3カ月に1回、定期的に
委員会を開催した。
・課題としては、①校庭に集まった避難者が、早い者勝ちで避難施設へ入ってしまうことの防止、②地域に4割いる
自治会・町内会・自主防災組織未加入者の避難施設における対応、③女性、高齢者、子供、病人など配慮が必要
な方への対応、④首都直下地震など大規模災害で長期化が想定される避難生活のルール作り、⑤他にも多くの避
難施設が開設されるので、行政だけでは当避難施設の対処が困難と予測したことが挙げられる。
○学校との信頼関係
・活動を通して、学校との信頼関係ができ、運営体制の整備が必要だという認識が一致したことにより、避難施設運
営に関する関係者の合意とその文書化が早期に実現できた。

・他の町会も含め、避難所開設・運営体制が整備されていなかったこと
➡市から呼び掛けてもらい、他の町会との共同作業で、避難所開設・運営マニュアルを作成した。
まずは、避難者の誘導・受付方法を検討し、①避難施設に避難者を誘導するときに、避難者の状態を確認して避
難施設の指定場所へ誘導する、②そのため一次、二次の2回の受付を行うこととした。
一次受付は、集まった場所（校庭）で、名前、住所、人数、配慮が必要な事項（妊婦・乳幼児、認知症などの 
障害、体調不良等）、ペット同行などを記入し、二次受付は、体育館（避難施設）前で、避難者の状況に従って指
定場所、あるいは教室へ誘導し、記録するものである。

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法
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［事例5-4］境南地域防災懇談会
「基本的な訓練の継続と新しい要素を取り入れた訓練の実施」

・境南地域防災懇談会では、避難所開設訓練、宿泊訓練などの「基本的な訓練」と、ペット対策の訓練、児童の引
き取り訓練などの「新しい要素を取り入れた訓練」の両立を図っている。

【基本的な訓練】
・避難所の開設と、避難所である小学校での宿泊訓練は、2002年から毎年同じ内容で行っている。
・避難所開設訓練では、避難所利用の「受付カード」の記入や炊き出し訓練等を行っている。
・宿泊訓練では、参加者は家族や友達と参加し、小学校の上級生が下級生の面倒をみている。訓練の一番の目的は、
子供たちと地域住民との交流であり、いざというときのために住民と顔なじみになってもらうことである。自己紹介
後に、子供と大人が一緒に訓練することで互いの名前を覚え、更に花火やラジオ体操を実施するなどの交流を図っ
ている。

【新しい要素を取り入れた訓練】
・ペット対策の訓練は2017年までに2回行っている。訓練では、外にペット置き場としてテントを張り、ペットを個別
のケージに入れて一晩中預かっていた。なお、管理は飼い主の責任とした。
・2016年度は、児童の引き取り訓練を抜き打ちで行った。訓練の中では、児童を引き取りに来るよう、学校から

PTAに緊急連絡を出して、その引き取り状況を調べた。

○防災活動の経験豊富なリーダーの存在
・懇談会会長は、消防団に33年間在籍し、消防団長も務め、地域の防災活動を牽引してきた。
○参加者からの意見を訓練に反映
・訓練後の反省会で参加者から出される意見を、以後の訓練に反映させていく。例えばペット対策等である。
○学校との協力
・避難所となる学校に普段から出入りすることが重要であると考え、小学校長の就任直後に、会長たち懇談会のメン
バーは、活動内容を説明に行くようにしている。

・宿泊訓練で一番大変だったのは、不審者対策であった。参加者に混ざり、不審な人物が参加していたことあった。
➡参加者を、懇談会の22団体と参加児童とその保護者のみに限定した。
・訓練への無関心層がかなりいること
➡広報を7,500部発行し、訓練の広報は、各丁目の約1,500世帯に、懇談会のスタッフが直接配布している。
・訓練の参加者からペットの問題、避難行動要支援者対策や避難所の容量不足（滞在場所の不足）などの課題が出
された。
➡ペットの問題や避難行動要支援者対策を取り入れた訓練を実施。避難所の容量不足には、在宅避難を推奨するた
めに、在宅避難するかどうかを判断する場所（「丁目ステーション」P.92参照）を設けた。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法
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訓練の様子

・訓練で使用する資機材の準備。資機材には、仮設トイレ、仮設ベッド、発電機などがある。
・市の初動要員の参加
・市内の避難所の約80%が避難所訓練を実施しており、避難所運営組織は市から5万円ずつ助成を受けとっている。
・話し合いの場としての境南小学校、訓練の慰労会会場としてのコミュニティセンターなど、施設の貸与を受けている。
・東京都の「地域の底力発展事業助成」の助成金を受けて、簡易無線を購入した。

4）行政の支援策
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［事例3-2］構江区自主防災会「男女の役割を入れ替えた訓練」

・構江区自主防災会（以下「自主防災会」という。）では、役員のなり手が少なく、男性だけの役員だと組織が先細
りしていくという危機感から、女性の役員を出したいという声が出ていた。そこで、2005年から自主防災会の役員
を女性も担うようになり、同年に女性が自主防災会の副本部長に就任した。自治会内に自主防災会があり、同氏は
自治会の副区長も担った。当時、掛川市内で自治会の女性役員は７名しかいなかった。
・彼女たちは、自治会女性役員連絡会として、2006年に、泊まり訓練や、市内の女性を対象にした女性のための防
災講座で、消火訓練、AEDの使用などの訓練を行った。

・2009年から、男女の役割を入れ替える訓練を実施することになった。炊き出し訓練などを男性が担当し、テント張り
や無線訓練を女性が担当した。炊き出し訓練では、女性のアドバイスを受けて、男性が釡の運搬から火おこし、調
理まですべてを担当した。重労働の作業を男性が担ったことで、女性からは「大変助かった。」という感想が多く出た。

・翌年以降の炊き出し訓練は、あえて「男女の入れ替え」と言わなくても、男性が自主的に炊き出しを担当するよう
になった。
・その後、訓練の参加者が増え、女性の参加者の割合も4割に上っている。
・掛川市では、全ての広域避難所に避難所運営マニュアルが整備されていたが、東日本大震災後にマニュアルを、女
性や子供の視点を盛り込んだものに改正する動きがあり、作成には、静岡大学と自主防災会が関わり、自主防災会
の取組が反映された。

○男性役員の提案
・女性役員が選出された当時の男性対策副本部長（自治会の副区長を兼任）から、男女の役割を変えて訓練してみよ
うと提案があった。
○女性の意見を取り入れる仕組み
・初の女性役員の要望によって、自主防災会の規約に、役員には女性を入れることを明記した。また、役員の選考委
員にも必ず女性が1人入ることとした。
○女性役員の意欲
・初の女性役員は、役員の任期満了後でも、自治会女性役員連絡会の勉強会や訓練などを通し、自己研鑽を積んだ。
・彼女は、その経験を活かし、自主防災会のコーディネーターとして、会員の意見を取り入れた訓練の企画など、約

10年間自主防災会の活動に関わっている。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか
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訓練の受付の様子

男性による炊き出し訓練の様子②

男性による炊き出し訓練の様子①
（2017年度の給食給水班の班長、副班長は男性で
あり、残りの班員17名中14名も男性である）

男性による炊き出し訓練の様子③
（女性から調理方法についてアドバイスを受ける）

女性による消火訓練の様子女性による救護訓練の様子

女性によるテント組立訓練の様子女性による無線訓練の様子
（男性から無線の操作方法についてアドバイスを受ける）
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［事例18-1］貫井南町東自主防災会「中学生との連携による訓練」

・貫井南町東自主防災会（以下「自主防災会」という。）は、2014年以降に年1回、地域の避難所である中学校と
の避難所開設訓練を行っている。
・避難所の設営、救出訓練、搬送訓練、炊き出し訓練などを、中学校の1、2年生と協力して行っている。
・中学生が作業の最初から訓練に取組むようにし、受付用のテントの組立て、避難所の段ボールでの仕切りづくりや
炊き出しの材料の皮むきなどを、自主防災会員の指導によって進めている。

・2017年からは、中学校のPTAも訓練に参加するようになり、訓練の参加者に広がりが出てきた。2018年には、避
難所運営ゲーム（HUG）を訓練の1週間前に実施し、その後に実際に訓練を行う計画であり、訓練内容の充実化
も図っている。

1）活動の特徴

○中学校と自主防災会のニーズのマッチング
・当時の小金井市には避難所運営協議会がなく、災害時の避難所運営をどうするかという問題意識を自主防災会はも
っていた。
・一方、避難所である中学校の教員が、青少年健全育成地区委員会の場で、地域と中学校が避難所運営を考えてい
く必要性について発言し、その場に参加していた現自主防災会長が、中学校と自主防災会が一緒に訓練を実施する
ことを提案した。
○訓練の準備のための自主防災会と中学校との密な情報交換
・毎年の訓練のプログラムを決めるため、自主防災会と中学校は定期的に協議を行っている。この中で、作業の最初
から中学生に経験させてほしいという学校からの要望があり、2015年以降は中学生にすべて体験してもらうプログ
ラムにした。

・当初、中学生たちは、目的が分からずに、訓練を楽しんでいた。例えば、避難所の段ボールの設営では、段ボール
を床敷きやパーティションとして利用するのではなく、段ボールをくり抜いて窓をつくるなどした。
➡自主防災会は、中学生の自主性を尊重しつつ、上手に指導する必要性を認識するようになった。例えば、避難所の
設営では、段ボールで仕切りをつくり、1人当たりどれくらいのスペースとなるのか、プライバシーを守るためにどう
するのか、などの方向性を指示するようにした。

・訓練用資機材の貸与や資機材購入のための資金（年間の補助は、
100円×世帯数）提供。

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法

4）行政の支援策

資機材の充実した備蓄倉庫
（倉庫には、スタンドパイプ、可搬ポンプ、
発電機、車いす、給水セットなどを備蓄）



E○. ○○○○○○○○
E. 避難生活支援
E2. 物資の備蓄・配布

114

E2. 物資の備蓄・配布
1. 物資の備蓄・配布とは?

　災害時に必要な物資の備蓄は、自助あるいは公助で進める場合が多いが、防災市民組織などの中には、備蓄倉
庫を整備し、その維持管理を行っているところもみられます。また、災害時に備蓄物資や支援物資が、在宅避難
者にも行き届くことなどを目的として、配布体制を整備している防災市民組織もあります。

2. 事前対策のポイント
○備蓄倉庫を整備し、備蓄品の維持管理を行います

○備蓄物資や支援物資の配布体制を整備します

参考事例
■　　　　　　南町田自主防災組織
「計画的な備蓄対策」➡P.115
事例26-7

参考事例
■　　　　　　高木町自治会
「在宅避難に必要な救援物資配布の仕組みと実動訓練」➡P.117
事例12-3
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3. 参考事例

［事例26-7］南町田自主防災組織「計画的な備蓄対策」

・新潟県中越地震をきっかけに、「南町田自治会」では「総合防災対策検討委員会」を設け、行政の備蓄状況など
を調査した。
その結果、当時の避難所の食糧備蓄は1日分（3食分）しかないこと、行政だけに頼り切りになるのではなく、隣近
所の助け合い、自主防災組織の役割が非常に大きいことを認識した。

・そこで、自分たちで被害想定を行い、必要な備蓄の数量と金額を算出し、初期費用だけで260万円ほどかかること
が分かった。
そのため、2006年に「南町田自主防災組織」を発足し、年会費を自治会年会費3,600円より低い2,400円とし、
当時の加入者予想400世帯を乗じた年間の合計約100万円の予算をもって、3か年計画で備蓄品を揃えることとし
た。なお、現在は、年会費を1,800円にしている。
・その後も、高額な備品の購入は、積み立てによる購入計画を全班長会議で説明し、防災ニュース・議事録回覧な
どで全世帯へ周知し、会員の合意を得ている。この仕組みにより購入した備品には、トランシーバー、倉庫、備蓄
品やゼッケンなどがある。

・備品の維持管理
備蓄品の水や非常食はあえて更新時期をバラバラにし、きめ細かく管理し、期限が近いものは無料配布を行って 

いる。
　また、発電機の管理についてローテーション表を作成し、月2回起動するなど、メンテナンスを行っている。

・備品の維持管理を適切に行うために、必要性だけでなくメンテナンスや更新方法を検討し、中途半端に購入しない
ようにしている。
水や食料だけでなく、トランシーバーなども更新は必要であり、維持できるものだけを備蓄する。その結果、ミル
クなど備蓄をやめたものもある。
・最近では備蓄品、資器材の種類が多くなり、使いやすさや使用期限が向上していることから、常により良いものを
調査し購入している。

○現状調査、訓練検証による分析
・住民からは、「水や食料の備蓄は、行政がやるものではないのか」、「なぜ自分たちが金を出し合って備蓄しなければ
いけないのか」という疑問・質問が多く出た。検討委員会の最初の疑問もそこであり、市や避難所に調査を行った。
その結果、当時は市の食糧備蓄は市が想定する避難者の1日分（3食分）しかなく、避難所の食糧備蓄も自分たち
で被害想定した避難者の1日分（3食分）しかなかった。
・また、水についてはプール水のろ過、または市が指定する2駅先の給水拠点まで汲みに行くことになっていた。そこ
で、給水拠点までリヤカーを引き、水汲み訓練を行ったところ、片道45分かかり、真夏日だったためコンビニで飲
み水を買いながら行くような矛盾も起きた。段差や坂道も多く、戻ってきたときには蓋の無いバケツの水は半分にな
っていた。災害時のリヤカー引きは相当難しいことが想定でき、自分たちでの検証と対処の大切さを痛感した。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか
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・被害想定から算出した備蓄数量から、倉庫内の収納設計を行うと、2か所の倉庫が必要であった。その倉庫の場所
について、課題が4つあった。①1か所は本部の設置場所に近い公園に設置したい、②既存の倉庫は、人口の多い
地域から遠く、救助器具を取りに行くのに時間がかかる、③地区内を通る2本の道路のうち、1本は橋梁の上にあり、
もう1本は高架橋の下にある。このため、災害時には、地区が分断される可能性がある。④地区内の一方の地域に
は公有地、民間宅地が多く倉庫を作れるような場所が全くない。
➡①については、市に対し、自分たちでつくった被害想定と災害時の活動内容を根拠に、必要な物資の数量やスペー 

ス、コストを算出して、倉庫がもう1か所公園内に必要だということを市と交渉した。
その結果、公園の中に場所が借りられることになった。
組織を立ち上げる時に、備えの現状を知るため市にヒアリングを繰り返し行い、市との話し合いの土壌が出来てい
たこと、その上で必要であるものについて定量化したことで説得力を増すことができた。
➡②～④については、2006年に鉄道事業者に鉄道用地の一部借用を要望し、市に協力してもらいながら、2007年に
鉄道事業者と管理の協定を交わし、もう一か所の倉庫を素早く配置することができた。

3）向き合った課題とその克服方法

・そのため、行政に備蓄の完備を要請するとしても、完備までの間の備蓄は自分たちでやらなければ生死にかかわる、
自己防衛をしようということになった。
○女性目線の備蓄品の検討
・食料、日用品、医薬品、要配慮者用の品目を検討する際には、女性委員が持つ日常生活の目線が非常に役立った。
○丁寧な購入計画の説明と会費の徴収方法の工夫
・自主防災組織の立ち上げの際に説明会を開き、被害想定と備蓄の必要量、会費の金額等を説明した。会費の徴収
にあたっては、本部にある事務局が全班長会議で説明を行い、情報班長に会費の徴収を依頼している。会費集めが
災害時の安否確認の訓練にもなっている。自治会は4、5月に会費を集めるので、自主防災組織は時期をずらして9

月に会費を集めている。
・備蓄品の購入は、購入計画を2か月に1回の本部会議で説明し、議事録の回覧で周知、合意してもらう。さらには
毎回の本部会議で収支報告を行い、議事録を回覧をする。会計監査も全班長会議でしっかりと機能させている。
組織が崩れるのは、お金の使い方に不信感を持たれたときと考え、かなり気を使っている。

防災倉庫設置セレモニー（南町田自主防災組織、鉄道事業者、商業施設、町田市）
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［事例12-3］高木町自治会
「在宅避難に必要な救援物資配布の仕組みと実動訓練」

・高木町自治会では、2015年度に「高木町地区防災計画」の修正を行った。その主な目的は、安否確認と在宅避
難に実効性を持たせることであった。そのためには、地区本部の組織体制と行動手順を検討し、「高木町地区本部
運営マニュアル」に検討結果を反映させる必要があった。

・地区本部の重要な機能は、被害・安否情報の集約と救援物資の配布などである。
特に在宅避難対策に実効性を持たせるためには、救援物資の配布を円滑に行うことが重要である。
・そこで、高木町自治会では、高木八幡宮を物資配布場所である「災害支援所」に指定し、「地区防災センター」（第
三中学校）に届いた救援物資をそこに保管し、各家庭からの「要望シート」を取りまとめた班長が必要分を「災害
支援所」に取りに来るという救援物資配布の流れを検討した。
・なお、「地区防災センター」とは、避難所、医療救護所、情報拠点などの機能を有する地域の防災拠点であり、市
立小中学校などが指定されている。

・この救援物資配布の流れを検証するため、2017年の2月と7月に救援物資配布訓練を実施した。
2月の訓練では、東京都から提供を受けた備蓄品、アルファ米とクッキーを各戸に配布したが、これらを班ごとに仕
分けする作業が大変であった。
ところが、町内71班のうち10班がこの訓練を知らず、物資を受け取りに来なかった。しかし、7月の訓練には、ほ
とんどの班長が参加してくれた。訓練を繰り返し行うことで、訓練の認知度の改善を図っている。

○自治会防災部の存在
・救援物資配布の流れの検討、救援物資配布訓練の企画、運営を
主導してきた自治会防災部の存在
○多くの関係者の協力
・救援物資配布訓練に参加してくれた班長や市職員など多くの関係
者の協力があったこと
○資機材の購入
・救援物資の保管・配布に必要なテント（3張）、リヤカー（6台）
などの資機材も購入したこと

・「地区防災センター」に集まる救援物資を「災害支援所」まで移
動させることが大変であることに加えて、班員同士の連携強化を
目指し、2017年度、救援物資配布訓練を実施し、その検証を行
った。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法

救援物資配布訓練の様子

リヤカーを用いた訓練
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1. 要配慮者支援とは?

　災害による危険が予想される場合、あるいは、避難準備情報・高齢者等避難開始が出された場合、高齢者や障
害者などの「避難行動要支援者」※1の避難については、あらかじめ検討しておいた避難方法に配慮して、防災市
民組織などの協力を得ながら適切に安否確認をし、避難誘導を行うことが望まれます。
　そのため、災害時に共助で避難行動要支援者の安否確認を行うためには、「避難行動要支援者名簿」※2や「個
別計画」※3の策定、及び、それらを検証する防災訓練を定期的に実施しておくことが重要です。
　また、避難所などに移送されてきた要配慮者の避難生活の支援や在宅要配慮者の状況把握などでも、防災市民
組織などの協力が期待されます。

2. 事前対策のポイント事前対策のポイント
○避難行動要支援者の安否確認体制を整備します

○避難行動要支援者に対する「個別計画」を作成します

○避難行動要支援者の避難支援訓練を実施します

参考事例　■　　　　　　西戸山タワーホウムズ防災隊
「超高齢マンションにおける平時と災害時の安否確認体制の整備」➡P.119
事例17-4

参考事例　■　　　　　　貫井南町東自主防災会
「個別支援プランの作成のための支援者のコーディネート」➡P.121
事例18-2

参考事例　■　　　　　　同胞援護会昭和郷、昭島市自治会連合会第４ブロック地区自治会
「協定に基づき長期間継続する要配慮者支援訓練」➡P.123
事例15-2

F. 要配慮者支援

※1　避難行動要支援者とは
　地域における高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（要配慮者）のうち、災害時、又は災害が発生する
恐れがある場合に自ら避難することが困難な者であって、避難に際し支援を要する者をいう。また、広い意味での避難行動
要支援者としては、外国人、妊産婦や子どものほか、観光地などでは旅行者なども該当する。

※3　個別計画とは
　内閣府が2013年8月に公表した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に基づき区市町村は、災害時
の避難支援などを実効性のあるものとするため、避難行動要支援者への具体的な支援方法について定めた「個別計画」の
策定が求められている。「個別計画」の記入項目としては、要配慮者が「避難場所や避難のタイミング」、「常備薬などの避
難時における不可欠品」や「どういった支援が必要か」などである。

※2　避難行動要支援者名簿とは
　災害対策基本法第49条の11 第2項に基づき市町村から提供される。防災市民組織は、その名簿を活用し避難行動要支
援者を把握するとともに、名簿は個人情報なので市町村の指導を受けて適正に管理する必要がある。
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4. 参考事例

［事例17-4］西戸山タワーホウムズ防災隊
「超高齢化マンションにおける平時と災害時の安否確認体制の整備」

・2013年、要配慮者を共助で助け合うための「災害時サポート制度（仮称）」を検討し、住民向けの説明会を実施 

した。
・2015年、要配慮者の現況を把握するための調査を実施した。その結果、65歳以上の高齢者比率が4割超であり、
高齢の単身・夫婦世帯が増加していることが分かった。

・災害時において支援を必要とする方を事前登録する「災害時要サポート登録制度」と、災害時に自主的に救援活
動に参加する人を事前に登録する「災害時ボランティア登録制度」の2つの制度を2017年12月から開始した。前
者については登録要件をほぼ無くし、気軽に手を挙げてもらえるようにした。後者については、防災人材の育成も
兼ねて小学4年生以上なら登録可能とした。

・また、平時の見守り支援対策もすすめている。
・その一つとして、近年、事前登録による「鍵預かりサービス」を開始した。このサービスは、平時の見守り支援策と 

して、家族等の出動要請に基づき、管理防災センターの警備員が鍵の預け入れ者の安否確認をし、救急通報する
仕組み（管理会社のサービスで、緊急時の利用は無料）である。これは災害時の安否確認にも応用できるサービ
スである。
・もう一つは、携帯電話会社と管理会社の連携による、携帯電話を利用した高齢者向け緊急通報・見守りサービス 

で、2017年11月に開始した。このサービスでは一部仕様がタワーホウムズ向けにカスタマイズされており、管理会
社と利用契約を結んだ申込者は、緊急時に緊急ブザーやご家族へのメールサービス、管理会社による24時間の駆
け付け要請などのサービスを受けることができる。

○住民の関心の高さ
・2010年に「西戸山タワーホウムズにおける防災のあり方と提言」を作成し
た際から、安否確認体制づくりや要配慮者支援対策は重要な防災課題とし
て、住民の関心が高かった。
○防災会議の事務局の存在
・月に1回の頻度で開催される防災会議で防災課題・対策の議論が熱心に継
続されてきたこと。

・防災会議での企画提案、資料・議事録作成、ニュース・チラシの発行など
の業務を長年担ってきた事務局の存在。

・特に、要配慮者の搬送支援が大きな問題となっている。
・各棟に階段避難車を配備しているが、要支援者の数が多いうえに、事前に、

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法
「鍵預かりサービス」の広報用チラシ

（2017年7月）
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確実に支援を行える人がどの程度いるのかを把握することが困難という、各棟共通の課題がある。
・「要援護者名簿」も作成し、ヒアリングも実施したが、ヒアリングに応じてくれた人はむしろ備えのできている人で
あり、逆に、自助の備えができておらず、災害時に困る人は、ヒアリング（名簿登録）にも協力しないため、実態
が分からない。
・2013年に実施した調査結果（回答率：35%）では、エレベーターの停止により約2割の方が自力で避難できない
ことが分かった（計算上は、576世帯の2割で110世帯超になる）。しかし、新宿区が進めている「災害時要援護者
名簿」では20数人しか登録していない。
・以上のことから要支援者の対象が大きすぎて、現状では全く対応できないことが分かった。
➡そこで、支援者のハードル（要件）を下げることにし、支援者のターゲットとして、中学生や小学生高学年に着目
するようになった。すでに応急救護訓練には小学生6人が熱心に参加してくれている。
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［事例18-2］貫井南町東自主防災会
「個別支援プランの作成のための支援者のコーディネート」

・小金井市は、2010年に「災害時要援護者対策の手引き」を公表し、「要援護者支援対策※」を実施するモデル地
区を2012年に募集した。
・貫井南町東自主防災会（以下「自主防災会」という。）は、2012年1月に市と災害時要援護者情報共有についての
協定を締結し、第一号のモデル地区となった。民生委員の戸別訪問調査によって作成された「災害時要援護者名簿」
に登載されている要援護者1名に対し、自主防災会が支援者の2名をコーディネートする取組を行っている。
・自主防災会が支援者をコーディネートする方法としては、要援護者宅のなるべく近隣住民を支援者候補としてリス
ト化し、自主防災会の役員がその候補者に対し、支援者を依頼する。その際に、「支援者はガイドヘルパーなどの
特別な資格は必要なく、要援護者の安否確認をしていただければよい。その先の支援は、支援者ご本人の判断に
お任せする。」と伝えている。
・支援者2名が決まると、要援護者と支援者の計3名により、「個別支援プラン」を作成する。「個別支援プラン」の
記入項目は、要援護者が「普段いる部屋」や「寝室の位置」、「常備薬などの避難時における不可欠品」や「どう
いった支援が必要か」などである。
・作成後の「個別支援プラン」の管理は、自治会長（自主防災会副会長を兼務）と小金井市地域福祉課が行っている。

※現在は、「避難行動要支援者支援事業」という名称になっている（以下「要援護者」を「避難行動要支援者」と示す）。

○避難行動要支援者支援対策の必要性の共有
・小金井市が避難行動要支援者の支援対策を始める前から、自主防災会の役員で民生委員もしている女性2名は、役
員会のたびに支援対策の必要性を訴えていた。
・また、消防団のOBである現自主防災会長は、阪神・淡路大震災で被災者がPTSDになっている姿を目の当たりに 

し、災害弱者はどうしていけばよいのかを考えさせられた経験から、女性2名の訴えに共感し、彼女たちと避難行
動要支援者の支援対策について話し合っていた。

・現自主防災会長が、自治会長経験者に避難行動要支援者の支援対策の仕組みを説明したところ、理解が得られ、
彼らもこの対策を実施することを支持してくれた。
○避難行動要支援者支援対策に関する勉強会
・避難行動要支援者の対象は、自主防災会の会員とは限らず、会費を使って会員外の方を支援する可能性もあるので、
この部分は丁寧な説明が必要であった。そこで、自主防災会の役員や会員を対象とした避難行動要支援者の支援
対策に関する勉強会を約3年間行い、市の担当職員や現自主防災会長などが丁寧な説明をしてきた。勉強会では、
市の避難行動要支援者の支援対策の目的や仕組みなどを参加者が学習した。
○行政との日常的な連携
・同事業開始時から、現自主防災会長や現自治会長は市役所に出向き、地域福祉課の職員と意見交換していた。具
体的には、避難行動要支援者の対象者に対するアナウンスの仕方や「避難行動要支援者名簿」の更新の手続きの
方法などであり、第一号のモデル事業であり前例がないため、市の担当者と自主防災会とが、これらを一緒につく
っていった。

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか
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・当初は、自主防災会員の中で避難行動要支援者の支援対策について、理解が進まなかった。
➡事業の目的などについて自主防災会員の理解が得られるまで勉強会を実施した。また、隣の自主防災会（中自治会、
西自治会）にも声をかけ、情報交換を行っている。住民からの理解を得るために丁寧に時間をかけた。
・自主防災会が支援者に対して、定期的な情報交換などのアプローチをしていなかった。
➡2016年に自主防災会が、支援事業の対象者、個別支援プランを共有している支援者及び近隣自治会を対象に、講
習会を実施した。講習会では、行政担当者（地域福祉課職員）による、「避難行動要支援者支援事業」や本事業
における支援者の役割についての説明後、参加者からの質問と意見交換を行った。

・市による避難行動要支援者支援対策の仕組みに関する情報提供など。

3）向き合った課題とその克服方法

4）行政の支援策
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［事例15-2］同胞援護会昭和郷、昭島市自治会連合会第4ブロック地区自治会
「協定に基づき長期間継続する要配慮者支援訓練」

・同胞援護会昭和郷（以下「昭和郷」という。）と昭島市自治会連合会第4ブロック地区自治会（以下「第4ブロック」
という。）の合同防災訓練（要配慮者支援訓練）は、1994年7月に締結された「災害時応援協定」に基づき、20

年以上にわたって継続されてきた。
・要配慮者支援訓練では、昭和郷長の応援要請に基づき、第4ブロックが要配慮者の支援を行う。
・まず、自治会員が昭和郷の社会福祉施設に駆けつける。その際には、火災が発生していると想定し、早く到着した
順に、初期消火、避難誘導、救護などの分担をし、それぞれの任務を遂行する。例えば、要支援者を施設内から
施設外へ救出し、敷地内の広場まで誘導する。さらに、傷病者を昭島病院まで搬送する。

・昭和郷では2007年に、ライフラインが使えなくなった場合を想定し、夜間訓練も実施した。訓練では、暗闇の中、
ヘッドライトを点け、事前に何を準備する必要があるかを検証した。
・2016年、この要配慮者支援訓練とは別に、第4ブロック単独で、避難所への集団避難訓練を行った。避難所では、
待機所の設営・避難者カード作成・簡易トイレの組み立て・発電機や無線機の取扱いなどの避難者受入のための
個別訓練を行った。
・2017年は、昭島病院からの申し出により、昭島病院が行っている災害時医療訓練と同時並行で医療トリアージ訓
練を行った。具体的な内容は昭島病院の医師及び昭島市医師会の医師が避難所に出向き、医療トリアージの訓練
を行った後、負傷者を病院へ搬送するというものであった。
・第4ブロックの訓練参加者は、昭和郷への応援として負傷者役、救護及び搬送担当など約60人、第4ブロックへの

参加者は約250人であった。

○訓練の定例行事化
・両者の合同防災訓練は、協定締結の以前から継続されており、訓練自体が定例行事化されていた。協定締結後、
訓練を通じて築かれてきた両者の信頼関係を基に、昭和郷と地域の交流行事が活発になった。
○訓練の協力要請に応えてきた役員の存在
・訓練実施までの会合参加や準備作業を担う関係者や、訓練シナリオの作成に関わり、昭和郷からの協力要請を受
ければ、訓練要員を派遣し、搬送支援などを手伝ってきた第4ブロック役員たちの存在が重要であった。
○行政の助成
・第4ブロックの運営資金は各自治会からの分担金のみのため、東京都の「地域の底力発展事業助成」事業に申請し、
資金面の確保ができた。

・協定に基づく要配慮者支援訓練は古くから行われてきた。しかし、以前の訓練は、自治会が施設敷地内の広場に
駆けつけ、施設職員によって運び出された要配慮者の見守りや病院への搬送をするだけの受け身的な内容であった。
これに対し、役員から「受け身のままでよいのか」という疑問も出ていた。
➡徐々に、単に外に出てきた人を運ぶだけではなく、施設入口まで迎えに行ったり、車イスを使ったりと、訓練シナリ

1）活動の特徴

2）なぜ、できたのか

3）向き合った課題とその克服方法
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・市は数年前から、自主防災組織の避難対策や防災マップ作成、避難所運営対策などの防災対策を進めてきた。市
職員は、合同防災訓練の打合せに出席し、防災マップを作るための消火栓データなどの各種情報提供や避難訓練・
避難所訓練などに関する助言を行っている。

オを工夫するようになった。
・実際の災害時には、要配慮者支援と同時並行で自治会自身の応急活動を行わなければならないため、自治会役員
には訓練の実効性に対する不安もあった。
➡2016年に第4ブロック避難訓練シナリオを独自に作成し訓練を行った。2017年には第4ブロックの避難訓練と昭和
郷の訓練を同時並行で実施した。
➡第4ブロックの合同防災訓練への関わり方が、受け身的な参加から主体的な参加へと変化を遂げた。

4）行政の支援策
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