
 
 
 
 
 
 

自自主主防防災災リリーーダダーー  
ハハンンドドブブッックク  

 

 

 

三重県 

 





 

 

目 次 

 

はじめに................................................................................................................. 1 

第１章 自主防災組織づくり...................................................................... 5 
１ 自主防災組織の必要性...............................................................................................................6 
２ 自主防災組織のつくり方..........................................................................................................9 
３ リーダーの役割と重要性....................................................................................................... 11 

第２章 日常時の活動..................................................................................13 
１ 日常時の活動には...................................................................................................................... 14 
２ わが街の防災計画をつくる.................................................................................................. 15 
３ 防災知識の普及・啓発............................................................................................................ 18 
４ 防災点検の実施.......................................................................................................................... 20 
５ 防災点検マップづくり............................................................................................................ 28 
６ 住まいづくり・まちづくりの実践.................................................................................... 32 
７ 災害時要援護者対策づくり.................................................................................................. 43 

第３章 防災訓練...........................................................................................45 
１ 防災訓練の目的.......................................................................................................................... 46 
２ 訓練の成果をあげるために.................................................................................................. 47 
３ 各種訓練内容............................................................................................................................... 49 
４ 事故防止......................................................................................................................................... 76 
５ 防災訓練災害補償制度の適用について.......................................................................... 77 

第４章 災害時の活動..................................................................................79 
１ 地震発生後の経過と自主防災活動.................................................................................... 80 
２ 出火防止......................................................................................................................................... 81 
３ 初期消火......................................................................................................................................... 82 
４ 救助活動......................................................................................................................................... 83 
５ 情報の収集・伝達...................................................................................................................... 86 
６ 避難誘導・安否確認................................................................................................................. 87 
７ 避難所運営.................................................................................................................................... 88 
８ 給食給水・生活維持................................................................................................................. 89 
９ 安全点検・巡回.......................................................................................................................... 90 

第５章 復旧・復興時の活動....................................................................91 
１ 時期区分......................................................................................................................................... 92 
２ 復興まちづくりと自主防災組織........................................................................................ 93 
３ 自主防災活動の記録と評価.................................................................................................. 94 

資 料...................................................................................................................95 



 

 

目 次 

１ 自主防災組織の規約（例）.................................................................................................. 96 
２ 自主防災組織の防災計画（例）........................................................................................ 98 
３ 訓練実施計画書（例）..........................................................................................................102 
４ 各種台帳様式.............................................................................................................................103 
５ 三重県地震対策推進条例（抜粋）..................................................................................109 
６ 自主防災活動の連携先（例）...........................................................................................111 
７ 県市町村防災関係一覧..........................................................................................................112 
８ 用語索引.......................................................................................................................................114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本ハンドブックでは、「避難場所」と「避難所」を次のように捉えています。 

◆避難場所：公園・緑地、広場、学校の校庭など、延焼火災や建物倒壊等の危険から回避するため

のオープンスペース 

◆避難所：学校の体育館、公民館・集会所など、一時的な収容施設として活用する施設 
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はじめに 
 

 
 

三重県においては、各地域で自主防災組織の結成が進み、県全体での結成率は80％

を超えています。しかし、役員や組織員の高齢化、取組意欲の地域格差、防災訓練の

マンネリ化などが見られ、すべての自主防災組織において活発な自主防災活動が展開

されているとは言い難い状況にあります。 

自主防災組織の活性化を図るためには、地域住民の先頭に立って、自主防災活動を

推進していく「自主防災リーダー」の方々の熱意と力によるところが大きいと考えら

れます。 

このハンドブックは、自主防災リーダーの方々が、地域における自主防災活動をよ

り一層充実させるための参考として活用いただくために作成したものです。 

なお、自主防災リーダーの方々が自主防災活動に取り組んでいく上での参考として、

ハンドブックとあわせてビデオも作成・配布していますので、ぜひご活用ください。 
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●●自主防災組織の理想像●● 
 

災害が発生すると、多くの人が「災害は恐い」「何か対策を講じておかなければ…」

と思うものですが、時間が経つにしたがって、その気持ちも薄れてしまいます。また、

災害が起きても、「きっと誰かが助けてくれる」「行政が何とかしてくれるはずだ」

と考えている人も多いでしょう。 

確かに、災害が発生すれば、行政などの防災関係機関は住民の命を守るためにいち

早く活動を開始し必要な対策を実施します。しかし、防災関係機関の人手は限られて

おり、また、災害時には交通や通信が混乱することから、災害による被害の規模が大

きければ大きいほど、すべての地域に救助の手が十分にまわらなくなる可能性がある

など、行政による支援（公助）には限界があります。 

災害が発生したら、「自分の身は自分で守る」こと（自助）が原則です。日頃から

一人ひとりが災害に備える心構えを持ち、行動することが大切です。 

このような自助努力に加え、地域住民同士が助け合う気持ちと行動（共助）が大切

です。「自分たちのまちは自分たちで守る」ため、日頃から地域住民同士が力をあわ

せて、地域の課題の解決に向けて取り組み、災害時には被害を 小限にくい止めるた

めに協力して取り組んでいくことが非常に重要です。 

この「共助」の考えに基づき、まちにおける自主防災活動は展開されるものであり、

その中心となるのが自主防災組織といえます。 

 

～自主防災は県民の責務～ 

 三重県地震対策推進条例（平成16年３月23日公布）では、県民の責務として、

日頃から地震対策等に関する知識及び技能の習得や家具の転倒防止等の家庭内

対策の実施などに努めるとともに、自主防災組織を結成し、その活動に積極的に

参画し、地域等における地震対策の実施に努めなければならないことなどを定め

ています。また、地震が発生した場合は、避難、情報の伝達、火災の発生の防止、

救出、応急手当等に当たって、地域において相互に協力するよう努めなければな

らないと定めています。（→詳細はp.10９参照） 
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●●ハンドブックの活用方法●● 

自主防災リーダーとしての活動方針を
検討するために

自主防災リーダーとしてどのような活動をすべきか等を
検討する上での参考としてください

自主防災組織の活動内方針等を
検討するために

自主防災組織の活動方針等を検討する上での
参考としてください

防災計画や各種台帳などを
整備するために

防災計画や各種台帳などの例を掲載していますので
実際に作成する際の参考としてください

防災資機材の活用方法を確認するために

防災計画や各種台帳などの例を掲載していますので
実際に作成する際の参考としてください

防災知識の普及・啓発や防災訓練を
実施するために

防災知識の普及・啓発や防災訓練の内容等を掲載してい
ますので活動計画の立案などに参考としてください

災害時に適切に活動できるように

災害時の活動を記載していますので日頃の訓練やいざと
いうときの活動を検討する上で参考としてください

 
 
 

●●ハンドブックの構成●● 

第１章　自主防災組織づくり

１　自主防災組織の必要性
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５　情報の収集・伝達
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７　避難所運営
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１ 自主防災組織の必要性 

(1)救出救助機関の限界 

阪神・淡路大震災では、極めて大きな被害が発生したことから、防災関係機関による支

援が十分に行き渡ることが難しい状況でした。 

平成７年１月17日に発生した阪神・淡路大震災は、大都市を直撃した地震災害であ

ったため、道路、鉄道、上下水道、電気・ガス、通信施設など、市民生活と経済活動

を支える都市基盤施設に壊滅的な被害を与えました。 

老朽木造住宅の密集した地域では、地震の揺れによって多くの建物が倒壊し、また、

市街地のあちらこちらで火災が同時に発生し、特に神戸市の兵庫区や長田区などでは

大規模な火災が発生しました。 

一刻も早く倒壊家屋等の下敷きになった人を救出し、また、火災が延焼しないうち

に消火する必要があったものの、すべての地域に、消防、警察、自衛隊、行政などの

防災関係機関の人手が十分に行き渡ることが極めて難しい状況が発生しました。 

 

例えば、兵庫県警察本部によると、救助班が待ちかまえていた住民たちに取り合うよ

うに現場に引っ張られて救出救助活動を実施したことや、目的の救助先に向かう途中で

救助要請を受けたため断りきれず、目的地に到着できなかったことなどが指摘されてい

ます。また、消防においても、消火活動の出動途中で住民に取り巻かれて救助活動に従

事したために消火活動の手が削減されたことが指摘されています。 

 
神戸市東灘区における人命救助活動にかかる救出者の割合 

 
 

72% 14% 14%

自主防災組織等

自衛隊

消防機関

大阪市立大学宮野道夫氏による聞き取り調査
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(2)地域住民による防災活動の必要性 

そのような中、地域住民や消防団による救助活動や初期消火活動によって、多くの命が

助け出されました。 

阪神・淡路大震災では、防災関係機関の人手が極めて不足する中にあって、倒壊し

た家屋や転倒した家具の下敷きになった人たちを、隣近所の人たちが力をあわせて救

出し、多くの尊い命が救われました。 

また、発災直後から火災が同時に発生し、すべての火災現場に消防が駆けつけるこ

とは不可能な状態でしたが、住民が力をあわせて延焼をくい止めた事例もありました。 

我が国は、これまでも、地震、津波、豪雨、洪水、高潮、土石流、地すべり、がけ

崩れなどによる被害を数多く受けてきました。災害はいつどこで発生するかわからな

いのです。 

自分の命だけではなく、家族、隣人、友人など大切な人の命を災害から守るために

も、日頃から自主防災組織等の活動を通じて、地域住民同士が力をあわせて防災対策

に取り組んでいくことが大切です。 

 

例えば、神戸市長田区戸崎通では、地域住民や通行人など約100人が協力して、防火

水槽の水をバケツリレーし延焼をくい止めました。また、淡路島の北淡町では、全世帯

の約６割の家屋が全半壊という大きな被害を受け、多くの方々が倒壊した建物の下敷き

になり生き埋めになりましたが、地元消防団や近所の方によってすべて救出され、行方

不明者もその日のうちに全員確認されました。 
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(3)自主防災組織の役割 

自主防災組織は、地域住民が協力・連携して災害から「自分たちのまちは自分たちで守

る」ために活動することを目的に結成する組織です。 

自主防災組織は、日頃から、地域の安全点検や防災訓練など、災害に備えた様々な

取り組みを実践するとともに、災害時には、災害による被害を 小限にくい止めるた

めに、地域住民の避難誘導、初期消火や救出・救護活動、情報の収集・伝達、地域住

民の避難誘導・安否確認、避難所運営などの活動を行います。 

また、復旧・復興期には、自主防災組織と地域住民とが力をあわせて、自分たちの

まちの再生に向けた様々な取り組みを行うことが大切です。 

 

自主防災組織の平常時・災害時の役割（例） 

 

 
 

災害に備えた取り組みを実践します 

災害による被害を最小限にくい止める活動や、 
まちの復旧・復興に向けた様々な取り組みを行います 

災害時 

平常時 

●地域の安全点検 

●避難路・避難場所の確認・点検 

●地域住民に対する防災知識の普及・啓発 

●防災資機材の整備・点検 

●自力で避難や移動が困難な方などの確認 

●防災訓練 

●防災計画に従ったまちづくり     など 

●避難誘導 

●初期消火 

●救出・救護 

●情報の収集・伝達 

●給水・給食 

●避難所の運営 

●地域の巡回・安全点検 

●地域の復旧・復興に向けた取り組み  など 
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２ 自主防災組織のつくり方 

(1)組織規模 

自主防災組織は、「自分たちのまちは自分たちで守る」という共通の目的に向かっ

て、自主防災活動を効果的に行うことができる規模が 適であり、地理的・社会的条

件から見て、地域住民が日常生活上の一体性を感じることのできる区域、例えば、町

内会や自治会などを中心に結成されることが考えられます。 

 

 

(2)規約 

自主防災組織を運営していくにあたっては、組織の目的や活動内容、組織の範囲、

役員の選任・役割などを規約として定めておきましょう。 

 

 

(3)組織図、役割分担 

自主防災組織は、地域の実態を踏まえつつ、取り組むべき自主防災活動を分析し、

その班構成と役割分担を明確にする必要があります。 

自主防災組織は、基本的に会長・副会長などを中心とした組織体制で、概ね次の図

のような班構成が考えられます。また、複数の自主防災組織が連携して自主防災連合

会（協議会）を設置することもあります。平常時の防災訓練等を通じて必要な見直し

を行いながら、地域の実態に応じた組織体制にしましょう。 

また、災害時には、すべて計画通りにことが運ぶわけではありませんので、事態に

柔軟に対応できるような組織体制と役割分担を考えておくことが大切です。 
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自主防災組織の組織図と役割分担（例） 
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３ リーダーの役割と重要性 

自主防災リーダーとは、自主防災組織の活動が効果的に実践されるために必要な調整

や誘導などを行う、地域の自主防災活動の中心となる人です。 

自主防災リーダーは、防災に関心を持ち、防災知識や技術を身につけ、住民と力を

あわせて、平常時には、地域の安全点検や防災知識の普及・啓発、防災資機材の整備・

点検、防災上問題のある箇所の把握・改善、災害時要援護者の把握、防災訓練などを

行うことが求められます。 

また、災害時には、地域住民の安全を確保し、被害を 小限にくい止めるために、

自ら率先して行動するとともに、効果的な防災活動が展開されるよう、自主防災組織

を指導することが求められます。 

このため、リーダーは日常から消防団等関係機関と連携を図っておく必要がありま

す。また、自主防災リーダーを補佐する人の存在も重要ですので、若者や女性など地

域の様々な人たちのサポートを得るようにしましょう。 

自主防災リーダーとして地域で自主防災活動の中心となっていただくために、市町

村等ではリーダーのための研修会などを開催していますので、詳細は市町村の防災担

当に相談しましょう。 

 

 

リーダーとして求められる要件 

●防災に関心を持っている 

●防災対策にたずさわった経験がある 

●行動力がある 

●地域において人望が厚い 

●自己中心的でなく、地域住民全体のことを考えることができる 

●様々な意見をとりまとめることができる 

●少数意見を尊重できる                      など 

 
 

 
 






