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１ 日常時の活動には 

日常時の自主防災活動としては、次のような活動があります。 

 

■わが街の防災計画をつくる（→詳細はp.15参照） 

自主防災組織の編成や日常の活動計画、災害時の活動計画などを立案します。 

■防災知識の普及・啓発（→詳細はp1８参照） 

地域住民に対する防災知識の普及・啓発を行います。 

■防災点検の実施（→詳細はp2０参照） 

地域の地理的条件や資源を点検します。 

■防災点検マップづくり（→詳細はp2８参照） 

地域の安全点検を行い、マップをつくります。 

■住まいづくり・まちづくりの実践（→詳細はp3２参照） 

安全な住まいづくり・まちづくりを実践していきます。 

■災害時要援護者対策づくり（→詳細はp4３参照） 

地域の災害時要援護者に配慮した活動を実践していきます。 

 

「自分たちのまちは自分たちで守る」ためには、“自主防災組織をつくれば十分”とい

うものではありません。日頃からの活動を継続してこそ、災害時においても地域の力が発

揮されるのです。 

これらの自主防災活動を継続していく工夫を、自主防災組織をあげて考え、実践してい

きましょう。 

日常時の活動を継続していく工夫（例） 

●年間を通じた活動計画を作成しましょう。 

●事業報告等を行うための総会を少なくとも年に１回は開きましょう。 

●広報誌やニュースレターを出すなど、自主防災組織の活動を地域住民に広く知って

もらいましょう。 

●まちづくりや環境保全、子育て支援、青少年育成、防犯、要援護者支援などの活動

と連携することにより、幅広い住民の意識を啓発し、参加を促進しましょう。 

●会合や訓練などを開催する場合は、多くの住民の参加を得るために、曜日や時間帯

を工夫するようにしましょう。 

●訓練や勉強会などは、地域住民が興味を持って楽しめるようにしましょう。 

地域の実情に応じて、活動内容を工夫していくことが大切です 
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２ わが街の防災計画をつくる 

自分たちの地域の安全性の向上を図るための様々な取り組みを、計画的に進めていくた

めに、防災計画をつくりしましょう。防災計画の作成の流れは次のとおりです。 

 
 

また、防災計画をつくるときのポイントは次のとおりです。 

 

防災計画をつくるポイント 

●地域の実情を踏まえ、どのような活動を優先的に取り組むべきか、活動の優先度・

重要度を検討しながら、活動計画をつくりましょう。 

●できるかぎり班ごとの活動計画をつくるようにしましょう。 

●期間や予算、人員を考慮しつつ、実現の可能性のある計画をつくりましょう。 

 

a 防災組織の編成 自主防災組織の編成や役割分担について検討しましょう。 

b 活動計画の作成 日常時、災害時、復旧・復興時に取り組むべき活動を検討し、活動計画をつくりましょう。

c 防災知識の普及・啓発 地域住民に対して、防災に関する正しい知識を普及しましょう。 

d 防災点検の実施 地域特性や災害時に活用できる資源など、まちの点検を実施しましょう。 

e 防災点検マップづくり 防災点検の結果を防災点検マップとしてまとめておきましょう。 

f 住まいづくり・まちづくりの実践 安全な住まいづくり・まちづくりを実践しましょう。 

g 災害時要援護者避難対策づくり 地域の災害時要援護者を把握し、対策を考えておきましょう。 

h 防災訓練 地域総ぐるみで防災訓練を実施しましょう。 
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ａ 防災組織の編成 

自主防災組織の編成や任務分担について検討しましょう。 

防災計画において、自主防災組織の編成と任務について定めましょう。 

自主防災組織の任務としては、初期消火、救助活動、情報の収集・伝達、避難誘導・

安否確認、避難所運営、給水給食・生活維持、安全点検・巡回など様々な任務が考えら

れます。地域の実情に応じて、やるべき事柄を整理し、組織を編成しましょう。（第１

章を参照してください） 

 
ｂ 活動計画の作成 

日常時、災害時、復旧・復興時に取り組むべき活動を検討し、活動計画をつくりましょう。 

日常時の活動計画 

日常時の活動としては、防災知識の普及・啓発、防災点検の実施、防災点検マップづ

くり、住まいづくり・まちづくり、災害時要援護者対策、防災訓練など様々な活動があ

りますので、地域の実情に応じて、取り組むべき活動を検討し、活動計画をつくりまし

ょう。 

また、自主防災組織の班編成に沿った形で、班ごとの活動計画をつくっても良いでし

ょう。（第２章・第３章を参照してください） 

災害時の活動計画 

災害時の活動としては、出火防止、初期消火、救助活動、情報の収集・伝達、避難誘

導・安否確認、避難所運営、給食給水・生活維持、安全点検・巡回などがあります。地

域の実情に応じて、取り組むべき活動を検討し、活動計画をつくりましょう。（第４章

を参照してください） 

復旧・復興時の活動計画 

災害発生直後の混乱から時間が経過し、少しずつ気持ちも落ち着きはじめ、いよいよ

自分たちの生活や住まいの再建、地域の再生・復興を考える時期になります。 

この時期の自主防災組織の活動としては、地域住民の生活再建や地域の再生・復興の

ための様々な取り組みが考えられます。自分たちのまちの再生・復興のために、どのよ

うな課題を解決しなければならないのか、将来の地域づくりをどのように進めたら良い

のかなど、地域住民と一緒に考え行動していくことが大切です。（第５章を参照してく

ださい） 
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ｃ 防災知識の普及・啓発 

地域住民に対して、防災に関する正しい知識を普及しましょう。 

地域住民一人ひとりが防災に関する正確な知識を持ち、災害時に適切な行動をとるこ

とができるよう、防災に関する知識の普及・啓発のための活動に取り組みましょう。 

 

ｄ 防災点検の実施 

地域特性や災害時に活用できる資源など、まちの点検を実施しましょう。 

地域の地理的条件のみならず、どのような人がいるのかといった人的資源、どのよう

な資機材や場所があるのかといった防災資源についても点検し、台帳として整理してお

きましょう。 

 

ｅ 防災点検マップづくり 

防災点検の結果を防災点検マップとしてまとめておきましょう。 

防災点検の結果を図面上に整理した防災点検マップを作成し、地域住民が共有してお

きましょう。 

 

ｆ 住まいづくり・まちづくりの実践 

安全な住まいづくり・まちづくりを実践しましょう。 

各家庭における家庭内安全対策を呼びかけるとともに、地域住民の協働による防災ま

ちづくりを自主防災組織が中心となって進め、誰もが安心して暮らせる地域をつくって

いきましょう。 

 

ｇ 災害時要援護者避難対策づくり 

地域の災害時要援護者を把握し、対策を考えておきましょう。 

災害時に援助が必要な人がどれくらいいるのか、どのような状態なのかなど、地域の

災害時要援護者の状況を常に把握し、災害時における対応を考えておきましょう。 

 

ｈ 防災訓練 

地域総ぐるみで防災訓練を実施しましょう。 

災害時に適切に行動できるよう、防災関係機関の協力を得ながら、実践的な防災訓練

を実施しておきましょう。 
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３ 防災知識の普及・啓発 

(1)防災活動への参加意識の啓発 

災害による被害を軽減するためには、まずは地域住民一人ひとりに、防災に関する正確な知

識を持ってもらうことが大切です。 

災害時に自主防災組織が効果的に活動し、被害の発生及び拡大を防止するためには、日

頃から災害に備えて準備をしておくことが大切であり、そのためには地域住民一人ひとり

が防災に関する正確な知識を持つことが必要です。 

自主防災リーダーは、あらゆる機会をとらえて、防災に関する知識の普及を図る必要が

あります。地域住民に対し防災に関する知識を習得してもらうには、次のような方法が考

えられます。 

 

普及・啓発しておく項目（例） 

●自主防災組織の役割や活動内容 

●東南海・南海地震や東海地震などの地震や津波に関する知識 

●観測情報・警戒宣言等の東海地震情報の性格や内容 

●警戒宣言発令時の対応 

●災害時の対応 

●日頃からの家庭内対策 

●災害時要援護者への対応                 など 

 

防災知識の普及・啓発方法（例） 

●県や市町村が作成・配布している防災計画や手引書など各種資料の活用 

●県や市町村が作成・配布している防災教育の教材の活用 

●消防や市町村などが主催する講演会・研修会等への参加 

●消防や市町村などの協力を得て地域で勉強会やイベントを開催 

●防災まちづくりのための話し合いやワークショップを開催 

●広報紙などを定期的に作成・発行し全戸に配布       など 
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(2)防災活動への参加と実践 

ひとりでも多くの住民が地域の防災活動に参加できるような、場や機会をつくることが大切

です。 

単に「出てくれ」「参加しろ」と言うだけでは、多くの住民の参加は得られません。地

域住民に、自主防災活動の必要性を認識してもらい、活動に積極的に参加してもらえるよ

うにするために、まずは、参加の「きっかけ」となる場や機会をつくりましょう。 

また、自分たちが何でもかんでもやらなくてはいけないのかと住民が思ってしまうと、

それが負担になり足が遠のいてしまうので、地域で取り組むべき課題の優先度・重要度を

整理・周知することも大切です。 

さらに、継続的に参加することによって「活動に参加することは楽しい」「参加すると

役に立つ」と住民が感じることができるよう、活動を工夫していくことが大切です。 
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４ 防災点検の実施 

(1)人的資源（人や団体）を知ろう 

ａ 災害活動協力者の把握 

災害時に活用できる資格や技能を持った人が地域にどのくらいいるのか把握しておき

ましょう。 

災害時に活躍すると考えられる資格や技能を持った人（例） 

～次のような人がいるかどうか把握しておきましょう～ 

●消防団等の消火活動に関する知識や技術を持った人 

●救出救助活動に関するに関する知識や技術を持った人 

●大型トラックや工作機械を操作する知識や技術を持った人 

●医療や看護に関する知識や技術を持った人 

●保育、介護、メンタルケアなど保健福祉サービスに関する知識や技術を持った人 

●情報通信機器の操作などに関する知識や技術を持った人 

●外国語を理解し話すことができる人                 など 
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ｂ 災害時要援護者の把握  

災害時に自力で避難することができない人など、地域で災害時要援護者がどれくらい

いるのか、どのような状態なのか把握しておきましょう。 

 

災害時要援護者の把握（例） 

～次のような人がいるかどうか把握しておきましょう～ 

●要介護高齢者はどこにいるのか、介助者はいるのか 

●体力的な衰えのある高齢者はどこにいるのか、介助者はいるのか 

●傷病者はどこにいるのか、どのような状態なのか、介助者はいるのか 

●障害者はどこにいるのか、どのような障害なのか、介助者はいるのか 

●乳幼児のいる家庭はどこか、昼間・夜間は保護者はいるのか 

●日本語が理解できない外国人はどこにいるのか（日本語が十分に理解できない場合は、情報がうまく伝

わらないために避難が遅れたりするなど不利益を受けることもありますので配慮しましょう）     など 
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ｃ 各種団体の把握 

地域には、消防団、婦人消火クラブ、医師会、青年団、子ども会、老人クラブ、商店

会、日赤地域奉仕団、ボランティア団体・NPOのほか、スポーツ振興団体やボーイスカ

ウト・ガールスカウト、無線や料理など趣味のサークルなど、様々な分野の団体が活動

しています。 

自主防災組織は、日頃からこのような団体・組織との協力関係を築いておくことが大

切です。 

 

地域で活動する団体・組織（例） 

～次のような団体・組織があるかどうか把握しておきましょう～ 

●消防団、婦人消火クラブなど防災や消防に関する団体・組織 

●医師会、病院・診療所、福祉施設 

●青年団、婦人会、老人クラブ、子ども会 

●商店や工場など事業所の連合会等 

●ボランティア団体、NPO、サークル活動団体    など 

 



 第２章 日常時の活動 ●● 

■23■ 

ｄ 事業所の把握 

平日の昼間に災害が発生した場合などは、事業所からの資機材・施設の提供や従業員

による救出活動等への協力など応援が得られるならば、地域にとっても非常に心強いも

のになります。 

このため、地域内にどのような事業所があるのか把握をしておきましょう。また、事

業所に対して防災訓練への参加を呼びかけたり、共同で防災訓練や勉強会を開催したり、

あらかじめ自治会と事業所の間で応援協定を結んでおくなど、日頃から事業所と連携を

とっておくことが大切です。 

 

事業所の把握（例） 

～地域にどのような事業所があるのか把握しておきましょう～ 

●どのような事業所があるのか 

・個人商店、スーパー、コンビニ、飲食店 

・ガソリンスタンド、運送業、土木・建設業、機械・金属加工業 など 

●どのような事業活動をしている会社・工場なのか 

・従業員は何人くらいか 

・敷地や建物の規模はどれくらいか   など 

●防災活動への協力の可能性はあるのか 

・防災資機材や備蓄物資の協力の可能性はあるのか 

・敷地や建物を一時的に避難などで利用することは可能か    など 
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(2)地域条件を知ろう 

ａ 地理的条件の把握 

自分たちの地域の、地形、地質、水利、気象条件などの状況を把握しておきましょう。 

また、農地や宅地の状況、大規模開発、空地など、地域の土地利用の推移と現状を把

握しておくことも大切です。 

さらに、自分たちの地域が、これまでどのような災害の被害を受けてきたかという災

害履歴を把握しておくことも大切です。 

 
地理的条件のチェック項目（例） 

～次のような項目をチェックしてみましょう～ 

●地形、地盤・地質、水利、気象条件 

●農地、森林、宅地など土地利用の状況 

●市街地の広がりや住宅の密集度の状況 

●地域指定の状況 

●崖地・急傾斜地など災害危険区域の指定状況 

●災害履歴                    など 

 
 

ｂ 社会的条件の把握 

地域の年齢別人口、世帯構成、災害時要援護者の状況など、人口や世帯に関する状況

を把握しておきましょう。また、消防署・消防団や警察署、病院や診療所、福祉施設、

商店や工場などの位置や、地域内の道路や公共交通の状況も把握しておきましょう。 

 

社会的条件のチェック項目（例） 

～次のような項目をチェックしてみましょう～ 

●人口（昼間人口・夜間人口）、世帯数 

●災害時要援護者の状況 

●災害時に活用できる資格や技能を持っている人 

●消防、警察、病院などの位置・アクセス 

●道路・交通の状況、通信手段の状況 

●地域の産業施設の位置（商店や工場等）  など 
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(3)各種台帳の整備 

自主防災組織にとって必要な台帳としては、自主防災組織台帳、世帯台帳、人材台帳、

災害時要援護者台帳などがあります。これらの台帳は、実際に災害が起きたときに役に立

ちますので、地域住民の協力を得て、作成しておきましょう。 

また、台帳を「つくりっぱなし」にしては、いざというときに役に立ちませんので、常

に更新しておくようにしましょう。 

台帳には、個人のプライバシーに関する情報を記入することもありますので、その場合

の取り扱いには十分に注意するようにしましょう。 

◆ 自主防災組織台帳 

自主防災組織の世帯数、役員、防災訓練、座談会・講演会等の活動の状況、避難場所・

避難路、危険箇所、防災資機材など、自主防災組織の概要を年次ごとに記録しておくも

のです。年次ごとに人数や資機材などを点検の上、見直しが必要で、特に会長の引き継

ぎ時には必ず次の会長に理解してもらうことが必要です。 

◆ 世帯台帳 

各世帯ごとに、構成員の属性や居場所について記入する台帳です。この台帳は避難地

での世帯人員確認やケガをした場合の血液型の確認などに活用します。ただし、プライ

バシーに係ると考えられる項目については書かなくてもよいこととするなどの配慮が

必要です。 

◆ 人材台帳 

災害時の救出・救護活動などに活用できる資格・技能を持った人材をまとめておく台

帳です。 

◆ 災害時要援護者台帳 

自主防災組織内で介護が必要な人など、地域に在住する災害弱者を把握するための台

帳で、避難誘導の際や避難地での対応に役立てるものです。 

この台帳の作成にあたっては、地区の民生・児童委員の協力も必要となります。プラ

イバシーの確保については十分注意するようにしましょう。 
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(4)防災資源を知ろう 

ａ 自主防災組織が活用するもの 

各種台帳や防災マップ、防災活動に活用できる資格や技能を持っている人の情報は、

平常時の防災活動のみならず、災害時における避難誘導などの活動に非常に役立ちます。 

また、消防署・消防団や警察署、病院や診療所、福祉施設、商店や工場などの位置や、

地域内の道路や公共交通の状況のみならず、空地、丈夫な建物、津波からの緊急避難の

ための高い建物や高台の空き地など防災活動上活用できる施設も把握しておくと良い

でしょう。 

さらに、各家庭で備蓄に努めることを呼びかけることに加えて、大規模な災害に備え

て、自主防災組織が中心となって、地域として物資の備蓄に取り組んでおくことも大切

です。 

防災倉庫や備蓄倉庫を整備したり、街路に消火器を設置したりするなど、設備面での

取り組みも大切です。 

 
ｂ 防災資機材の整備・備蓄・調達 

災害の発生に備えて、自分たちの地域でどのような防災資機材があるか点検しておき

ましょう。 

各家庭にあるものや平常時から地域にあるもので災害時に利用できるもの、事業所が

保有している資機材などを確認し、使用できるようにしておくことが大切です。 

 
～防災資機材を用意しておき、いざというときに使えるようにしておきましょう～ 
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ｃ 事業所などに期待できそうなもの 

地域の自主防災活動を進めていく際、事業所などが持っている資機材やノウハウ・技

術を 大限活用することが大切です。 

例えば、事業所などが持っている消火栓や消火剤、工作資機材、車両などは、消火活

動や救助活動等に役立つ可能性があります。また、事業所に勤務している従業員の方々

の協力を得ながら、消火活動や救助活動を行うことによって、被害を 小限にくい止め

ることができる可能性もあります。さらに、事業所などの敷地や建物を避難などのため

に一時的に使用させてもらうことも考えられます。 

地域の一員である事業所に対して、協力を呼びかけ、地域住民と事業所が協働で、地

域の防災活動を進めていくことが大切です。 
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５ 防災点検マップづくり 

ａ 災害時に危険な場所や活動時に障害になる場所 

災害による被害をできるかぎり少なくするためには、自分たちの住んでいる地域が、

災害に対してどのような弱点があるのかということを、日常から地域の実情に詳しい消

防団等と連携しながら、具体的に把握しておくことも重要です。そのためには、地震や

津波、台風などの災害の発生を想定し、自分たちの地域を自分たちで実際に調べてみて、

災害が起きたらどのような状況になるのか予測しておくことが重要です。 

地域内の危険な場所としては、津波、高潮、地すべり、崖崩れなどの危険箇所のほか、

老朽木造住宅の密集地域や危険施設の周辺地域などがあります。 

また、路上の自動販売機や放置自転車などは、地震による揺れで倒れてしまい、避難

の際には障害になります。狭い道路も、沿道の家屋のブロック塀や電柱などが倒れて、

通行の妨げになることがあります。 

 
災害時に危険な場所や活動時に障害になる場所（例） 

～次のような場所があるかチェックしてみましょう～ 

●海岸部（津波・高潮）、急傾斜地・背後に山地がある宅地（がけ崩れ等）、建築年次

の古い住宅が密集した地域、ダムの下流地域、河川面や海面より低い地域 

●危険物（毒劇物、石油・ガソリン等）を取り扱う施設周辺 

●商店街・アーケード・ビル（ガラス、看板、屋外設置物等が飛散する可能性がある

場所） 

●自動販売機や放置自転車など路上にあるもの（地震の揺れで倒れて通行の障害にな

る可能性のある場所） 

●幅の狭い道路、交通渋滞が発生しやすい道路、路上駐車の多い道路 

●倒壊の危険性のあるブロック塀や門柱 

●電柱（大きな揺れが起きた場合は倒壊する可能性）          など 
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ｂ 災害時の救出活動・消火活動・被災後の生活に役立つ場所 

災害時に役立つ施設や場所としては、地域内に立地する医療機関や福祉施設、事業所

など多くの人が利用する施設があります。 

また、河川やため池、学校等のプール、貯水槽や防火用水、井戸などの水源は、消火

活動や生活雑水として活用できますし、公園や緑地、広場、公民館・集会所の庭などは、

一時的な避難場所になったり、炊き出しなどの活動の場としても役に立ちます。 

 

災害時に役立つ施設・場所（例） 

～次のような場所があるかチェックしてみましょう～ 

●一時的な避難場所や災害時の活動場所として活用できる場所（公園・緑地、学校の

校庭など） 

●一時的な避難所として活用できる施設（学校施設、公民館・集会所など） 

●病院・診療所、福祉施設 

●安全に避難できる道路（避難路） 

●地域に立地する企業、災害時の協力事業所 

●河川、ため池、プール、貯水槽、防火用水、井戸などの水源 

●公衆浴場、企業の保養施設                     など 

 

 
ｃ 自治体のハザードマップ等の確認 

自主防災組織や地域住民が、「自分たちのまちを自分たちで守る」ことができるよう

にするためには、行政が作成・公開しているハザードマップや被害想定などによって、

自分たちの地域の危険性などを確認し、必要な対策や取り組みを進めておくことが求め

られます。 

ハザードマップなどで地域の危険性を確認し、地域内の危険な場所や活用できる場所

の位置や現況を点検した上で、地図に書き込んでいき、マップを作成します。マップは、

地域の防災上の課題を把握し、取り組むべき対策を検討していく上で役立ちます。 

また、南海トラフを震源とする地震が発生した場合には、ごく短時間で三重県沿岸部

に津波が来襲することが想定されますので、津波の浸水が予測される沿岸地域では、円

滑に避難できるように、避難場所や危険箇所の確認を行っておきましょう。 

 

※ハザードマップとは、災害によって被害を受けることが想定される区域や過去の災害実績、避難場

所、避難情報の伝達経路などを、住民の皆さんにわかりやすく示した図です。 
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防災点検マップ作成の流れ（例） 

 

３ 防災点検の項目を洗い出し、整理しましょう 

○点検を行う前に、災害時に危険な場所や活動時に障害になる場所、災害時に役立つ施設・場所

について、どういう場所が考えられるか話し合っておきます。 

２ 自分たちの地域がどのような災害の被害を受けるのか調べましょう 

○県の被害想定や市町村の地域防災計画などで確認して、地図に書き込みます。 

４ 防災点検を実施しましょう ～タウンウォッチングからマップづくりへ～ 

○点検を行う前に整理した点検項目だけではなく、点検しながら気づいた点、気になる点などを

地図に書き込んでいきましょう。 

○気づいた点などはカメラやビデオで撮影しておいても良いでしょう。 

○移動の際には、交通事故などにあわないよう十分に安全確認をしてください。 

５ 点検結果について話し合って、防災点検マップをつくりましょう 

○書き込んだ地図や写真などを見ながら、災害時に危険な場所や活動時に障害になる場所、災害

時に役立つ施設・場所を整理しましょう。 

○災害時に危険な場所や活動時に障害になる場所については、どのような点が問題で、どのよう

に改善すれば良いのかなどを検討します。 

○災害時に役立つ施設・場所については、どのような活用方法があるのか、制約はある場合どの

ように解決すれば良いのかなどを検討します。 

６ 市町村の防災担当に相談してみよう 

○防災点検マップを作成したら、市町村の防災担当にアドバイスをもらいましょう。 

○防災点検マップの作成途中で悩んだり確認したいことがあったら、市町村の防災担当に相談し

てみましょう。 

１ 地図を用意しましょう 

○自分たちの地域が入っている地図を用意します。 

○白図などの地図は市町村で販売又は配布している場合もありますので市町村の防災担当に相談

してみてください。 

○また、三重県では簡易携帯型GIS（地理情報システム）＝「M-GIS」（エム・ジーアイエス）を

無償公開していますので、ご活用ください。 

（M-GIS https://www.m-gis.pref.mie.jp/mgis/index.jsp） 
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県内のタウンウオッチング！による防災点検マップの事例 

●鈴鹿市石薬師町 

・地域で守るべき道路（避難路）は黄色。この道路への各家からのアクセスは各自の責任。 

・小学校（右下）を避難地とし、四隅にある消火栓でこの区域を守る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●志摩市阿児町 

・国府小学校４～６年生の防災点検マップ

（津波避難）。 

・廊下に張ってあるので、後から気付いたこ

とをいつでも書き込める。（黄＝小学校、緑

＝田、右青＝太平洋、左青＝的矢湾） 

・街の人たちは、山手に避難するのに、田を

通らないと避難できないため、農繁期は避

難通路が極端に限定される。そのため地域

内の高い建物（漁協）に屋上への避難路と

して外付け階段が整備された。 
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６ 住まいづくり・まちづくりの実践 

(1)防災計画に従った住まいづくり 

阪神・淡路大震災では、倒壊した建物の90％以上が新耐震基準（昭和56年）以前に

建設されたものと言われています。また、家屋の倒壊・家具類の転倒による圧迫死は、

死亡者全体の約88％にも達しました。さらに、激しい揺れの中、ストーブやガスコン

ロの火を消したり、電気のブレーカーを切ったりするなどの安全確認が十分にできなか

ったために、発災直後から多数の火災が同時に発生しました。 

本ハンドブックでは、次のような家庭内対策・住まいづくりを紹介します。常に、災

害が起きたら自分や家族はどうなるのか、ということを考えて、家庭内対策・住まいづ

くりを、自主防災組織をあげて取り組みましょう。 

 
家庭内対策・住まいづくり（例） 

ａ 非常持ち出し品の準備、食料・飲料水等の備蓄 

ｂ 家庭内での役割分担や避難場所・連絡方法等の確認 

ｃ 家屋の耐震診断・補強工事 

ｄ 家具等の転倒・落下防止 

ｅ 出火防止 

ｆ ブロック塀の点検・改善 

ｇ 屋根・看板等の飛散・落下防止 

ｈ ガラスの飛散・落下防止 
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ａ 非常持ち出し品の準備、食料・飲料水等の備蓄 

各家庭に、非常持ち出し品の準備や物資の備蓄を呼びかけましょう。 

災害の発生直後は、水や食料、生活必需品の確保が非常に困難になります。 

日頃の暮らしの中で、水や食料、常備薬、生活必需品などを備えておき、いざという

ときに持ち出したりできるようにしておくよう、呼びかけましょう。 

また、少なくとも１年に１度は点検することも呼びかけましょう。 

 

大規模な災害も想定して、地域での物資の備蓄を考えておきましょう。 

極めて大規模な災害が発生した場合は、３日以上救助の手が回ってこない場合も考え

られますので、そのようなことも視野に入れた地域全体での備蓄についても考えておく

ことも大切です。 
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非常持ち出し品（例） 

【食料品等】 

□飲料水    □食料（□乾パン □クラッカー □缶詰 □レトルト食品） 

□ナイフ    □缶切り                        など 

【衣類等】 

□衣類  □タオル  □毛布  □寝袋  □下着類  □上着      など 

【貴重品】 

□現金（小銭）    □預金通帳     □印鑑   

□重要書類の番号を記したもの  など 

【日用品】 

□手袋（軍手） □ちり紙    □ローソク  □マッチ・ライター    

□懐中電灯   □携帯ラジオ  □生理用品  □石けん・歯磨きセット  など 

【安全対策】 

□ヘルメット  □防災ずきん  □救急セット □常備薬  □底の厚い靴 など 

【あると便利な物】 

□ウェットティッシュ…水が不足しているときに顔や手をふくことができます。 

□マスク…ほこりを防ぐのみ役立ちます。 

□ビニール袋…大型ビニール袋は中央部に穴をあけ、頭からすっぽりかぶるとレインコート 

に。水の運搬にも使えます。 

□携帯用浄水機…これがあれば、断水時でも雨水が飲めます。 

□食用品ラップ…お皿の上に敷いて使えば、お皿が汚れず、洗う手間もはぶけます。 

【その他】 

□笛…倒壊した家に閉じこめられたときに自分の存在を周囲に知らせることができます。 

□携帯用カイロ…通常の使い方のほかに、食品を温めることもできます。 

□保険証コピー… 

【赤ちゃんや妊婦さんがいる家庭では必要なものを追加しましょう】 

□哺乳ビン・ミルク   □紙おむつ   □衛生用品   □母子手帳   など 
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長期間保存可能な備蓄品（食料品・飲料水）を家族構成に合わせ用意しておきましょう 

地震の直後は食料の確保が十分にできません。救援活動が受けられるまでの必需品

は各家庭で備えておく必要があります。 

●被災後の生活を支えるために、１人あたり 低３日分の食料品や飲料水などを準備 

しておきましょう。 

●水は１人あたり１日に３リットルが目安です。 

●救助遅れるなど万が一のときに備えて、７日分程度を用意しておきましょう。 
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ｂ 家庭内での役割分担や避難場所・連絡方法等の確認 

家庭内で、災害時における役割分担や避難場所などを確認しておくよう呼びかけましょう。 

災害が発生した場合の家族間の役割分担を決めておいたり、あらかじめ災害時におけ

る連絡方法や避難先などを家族で話し合い、確認しておくことも大切ですので、そのよ

うな対策を各家庭で考えておくよう、呼びかけましょう。 

また、通電火災や空き巣なども考えられますので、避難するときには電気のブレーカ

ーを切ったり貴重品は持ち出すなど、各家庭で気をつけるよう呼びかけましょう。 

 
災害時における地域住民の避難先や連絡方法をあらかじめ把握しておきましょう。 

実際に災害が発生したときの地域住民の避難先や連絡方法をあらかじめ把握しておく

ことが大切ですので、そのような仕組みをつくっておくと良いでしょう。 
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ｃ 家屋の耐震診断・補強工事 

安全な住宅の確保のため、住民に耐震診断や耐震補強工事を呼びかけましょう。 

大規模な地震が発生した場合であっても命を守れるよう、住宅の安全性が保たれてい

る必要があります。例えば、建築してから相当の年数が経過している住宅や、筋交いが

少ないなど揺れに弱い構造の住宅などは、地震が発生すると倒壊する危険性がある可能

性もあります 

自主防災組織は、防災知識の普及・啓発の一環として、県や市町村のパンフレットな

どを活用して、日頃から住宅の耐震化に関する情報提供などを行っておきましょう。 

木造住宅の耐震診断は、専門知識を持っていない方でも可能な簡易耐震診断を行うこ

とができます。木造住宅の簡易診断で危険と判断された場合や心配な場合、また、木造

以外の建物（鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建築物）については、専門家に相談するよ

うにしましょう。詳しくは、市町村の建築・住宅担当者に相談したり、県のホームペー

ジで 新の情報を確認しましょう。 

 

木造住宅の簡易耐震診断をやってみよう 

三重県の「住まい安全安心21」（http://www.pref.mie.jp/jutaku/hp/21/index.htm）では、ホー

ムページ上で木造住宅の簡易耐震診断ができます。 
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ｄ 家具等の転倒・落下防止 

建物自体の安全性の確保だけではなく、建物内部の安全性を確保しておく必要もあり

ます。 

例えば、大きな家具は突っ張り棒や金具などでしっかり固定したり、高い位置に物を

置いたりしないようにするなどの対策をとっておくことが大切です。また、家電機器な

ども激しい揺れでは大きく動いたり飛び跳ねてしまうこともありますので注意が必要

です。寝ているときに地震が起きると、家具などが倒れて身動きがとれないこともあり

ますので、寝る場所には大きな家具類を近くに置かないなど、安全対策が必要です。 

自主防災組織は、防災知識の普及・啓発の一環として、県や市町村のパンフレットな

どを活用し、家庭内の安全対策について情報提供などを行っておきましょう。 

 

家具転倒防止のポイント 

●家具を固定するときは、柱や壁の下地のある部分などに金具等を取り付けましょう。 

●じゅうたんなどのやわらかい床には、背の高い家具が置かないようにしましょう。 

●家具の上部には軽いものを、下部には重いものを収納するようにしましょう。 

●寝る場所や出入り口付近には家具を置かないようにしましょう。 

●ガラス（窓・家具）に飛散防止フィルムを張りましょう。 

 

  
 
 

～自主防災組織をあげて家庭内対策を進めていきましょう！～ 
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ｅ 出火防止 

消火器やバケツを用意しておいたり、風呂に水を張っておくなど、火災が発生しても

素早く対処できる準備をしておいたり、ストーブやコンロなど火気を使う器具の点検や

石油やスプレーなど可燃性の危険物を適切に管理しておくことも大切です。 

自主防災組織は、防災知識の普及・啓発の一環として、県や市町村のパンフレットな

どを活用し、家庭から火を出さないための対策に関する情報提供や初期消火の訓練など

を行っておきましょう。 

 

 
 
 

プロパンガスの安全対策 ストーブの安全対策 

●必ず対震自動消火装置付きのもの 

を使用する。 
●鎖で壁にしっかり固定する。 
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ｆ ブロック塀の点検・改善 

ブロック塀や門柱は、基礎の根入れが

なかったり、鉄筋が入っていないなど、

安全でないものもあります。避難路や緊

急輸送路に面したブロック塀が倒壊する

と、避難や緊急輸送の妨げになりますの

で、ブロック塀や門柱のある家には自主

点検や改善を呼びかけましょう。 

例えば、建て替えのときに補強したり

生け垣などに取り替えるなど、様々な対

策が考えられますので、詳しくは市町村

の防災・住宅担当者に相談してみましょ

う。 

 
ｇ 屋根・看板等の飛散・落下防止 

台風などによって、屋根や看板が飛ば

されると非常に危険です。屋根やアンテ

ナなど屋外に設置してあるものは定期的

にチェックして、心配な箇所があれば補

強するよう、呼びかけましょう。また、

商店などで看板が風でぐらつくようであ

れば、しっかりと固定するなど対策を講

じるよう呼びかけましょう。 

 
 

ｈ ガラスの飛散・落下防止 

身近にあるガラスも割れると非常に危険です。強化ガラ

スに取り替えたり、ガラス飛散防止フィルムを貼ったりす

るなどし、ガラスの飛散・落下対策を行うよう、呼びかけ

ましょう。 
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(2)防災計画に従ったまちづくり 

ａ 策定した防災計画と市町村関連計画との整合性・調整の復習 

防災計画や防災点検マップをつくったら、市町村のまちづくり関連計画（市町村都市

計画マスタープランなど）の内容を確認しておきましょう。また、市町村や消防に、防

災計画の内容を確認してもらい、防災計画や活動内容に対するアドバイスや留意点など

を教えてもらうと良いでしょう。 

 
ｂ 住民と行政の協働ですすめるまちづくり 

安全な地域づくりのためには、地域に住み、活動する、様々な人たちの連携が不可欠

です。防災計画をつくったら、自主防災組織が中心となって、行政、地域住民や地域の

様々な団体・組織、事業所などと連携を図りながら、計画に従って取り組みを実践し、

避難場所や避難路、火災の延焼を防ぐ広場や空地を確保するなど、安心して暮らせるま

ちづくりを進めましょう。 

また、防災計画に従った取り組みを進めていくにあたって、新たに課題や問題点など

が出てきた場合は、市町村や消防に相談しアドバイスをもらうと良いでしょう。 

さらに、各戸に対して住宅の耐震補強や家具の固定、出火防止などの家庭内対策を呼

びかけるとともに、自主防災組織が地域の防災活動の先導役となり、地域住民や事業所

などと一緒に地域の安全点検や災害時要援護者への対応などに取り組み、日頃から安

全・安心なまちづくりを進めましょう。 
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地域住民が協働で進めるまちづくりの事例 

尾鷲市港町では、昭和19年の東南海地震による津波で大きな被害が生じました。 

まちを復興する際、道路に面した住民の協力を得て、避難がスムーズにできる幅の広

い道路をつくりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       縮尺1：3000 

 
 

ｃ 「まちづくり協議会」づくりへの心構えと学習 

安全な地域づくりを総合的・計画的に進めていくためには、できるかぎり多くの地域

住民の参加を得ながら、まちづくり協議会などの住民組織をつくって、組織的に取り組

んでいく必要があり、自主防災組織のノウハウや組織力を生かしていくことが大切です。 

まちづくり協議会など住民組織をつくる際に、他の地域ではどのような取り組みがな

されているのかということを勉強したり、市町村に住民組織のつくり方等を相談すると

良いでしょう。そして、自分たちの地域では、どのような問題や課題があり、どのよう

な活動に取り組む必要があるのか、どのような住民組織をつくったら良いかなどを、住

民同士が十分に議論していくことが大切です。 
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７ 災害時要援護者対策づくり 

ａ ネットワークの基盤として期待される組織 

災害時要援護者に対しては、防災や福祉・医療など災害時要援護者対策に関連する組

織や団体が有機的に連携して対応にあたる必要があります。 

自主防災組織や社会福祉協議会や民生・児童委員協議会、医療施設、福祉施設などは、

日頃から協力関係を構築しておくことが大切です。 

 

ｂ 実施主体として期待される組織 

災害時要援護者支援の実施主体としては社会福祉協議会が期待されます。また、自主

防災組織は、災害時において避難誘導や情報伝達などの実動部隊として活動することが

期待されていることから、日頃から社会福祉協議会と連携を図り、災害時要援護者支援

に取り組んでいくことが大切です。 

 
ｃ 支援ネットワークの働き 

日頃から、災害時要援護者を地域全体で見守り、支援していくことが大切です。また、

災害時要援護者がどこに住んでいて、どのような状態なのか、ということを日頃から把

握し、コミュニケーションをとっておけば、いざというときに速やかに災害時要援護者

を助け出すことができます。自主防災組織においては、日常時の活動において、社会福

祉協議会など関係機関と連携しながら、災害時要援護者に配慮した活動を実践していき

ましょう。 

また、地域に看護師等の保健・医療・福祉の専門職や経験者がいれば心強いことから、

そのような専門的な知識・技能を持った人を把握するとともに、防災活動に参加するよ

う呼びかけましょう。 
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ｄ 連携先とその役割 

災害時要援護者支援に関係する団体・組織とその役割は次のとおりです。 

 

○民生・児童委員協議会 

・要援護者に関する情報の把握 

・要援護者に対する情報提供や意識啓発などにおいて、自主防災組織との日常的な連携が可能 

○関係行政機関 

・障害者に関する情報の把握 

・障害者に対する情報提供や意識啓発などにおいて、自主防災組織との日常的な連携が可能 

○ケアマネージャー・ソーシャルワーカー 

・介護サービスの提供・調整 

・介護サービス受益者に対する情報提供や意識啓発などにおいて、自主防災組織との日常的な

連携が可能 

○関係団体（老人クラブ、障害者団体、母子寡婦福祉会等） 

・要援護者に直接働きかけたいときなどにおいて、自主防災組織との日常的な連携が可能 

○医師・保健士等 

・傷病者、乳幼児とその保護者等に対してきかけたいときなどにおいて、自主防災組織との日

常的な連携が可能 

○その他活動協力者 

・様々な分野で活動しているボランティア団体やNPOなどと連携することにより、情報提供

や意識啓発など多方面で効果の拡大を図ることが期待 

 
 




