
「地域防災力向上セミナー（柏会場）」実施状況 

 

          日 時 平成２７年１月２８日（水） 13:00～16:00 

          場 所 アミュゼ柏 クリスタルホール 

          参加者 ３１７名 
 
１．実施概要 

 危機管理教育研究所の国崎代表による御講演、柏市の西山町会防災会による

事例報告、災害教訓の伝承に関するパネルディスカッションなどが行われまし

た。 

  

プログラム 

№ 演 題 等 講師及び発表者 

１ 講演 

「地域に求められる防災対策 

 ～大切な人を守るために～」 

危機管理教育研究所 

代表 国崎 信江 氏 

２ 自主防災組織による事例報告 

 柏市 西山町会防災会 

３ パネルディスカッション 

「災害教訓の伝承」 

コーディネーター 

 危機管理教育研究所 

 代表 国崎 信江 氏 

パネリスト 

 特定非営利活動法人防災情報機構 

会長 伊藤 和明 氏 

 地震防災アドバイザー 

川端 信正 氏 

 柏市防災研究会 

理事 古池 佳子 氏 

４ 質疑応答  

 

  



講演『地域に求められる防災対策 ～大切な人を守るために～』  

 危機管理教育研究所 代表 国崎 信江 氏 

 

＜東日本大震災における行政の被害＞ 

  東日本大震災で教訓の一つに、津波

による庁舎や車両・資材の被害などで

行政も機能を失ったことから、改めて

「自助・共助の重要性」が強く言われ

ている。我が国は海に囲まれ、海に行

ったことがない人はいないと思う。日

本にいる以上は津波からどう身を守る

か考えることも重要だし、他の事由で行政が機能しないことも考えてほしい。 

＜国土強靭化計画における強靭な地域の実現のために＞ 

  国では、国土強靭化計画を作った。計画の趣旨は、想定外を想定内にする、多様

な困難が一度に生じた場合どう対処するか考えること。国ではなく、家庭、企業、

地域において、最悪な想定をイメージし、事前の取組を考えておくことと、仮に被

害が出た場合、時系列で速やかな復興計画も考えておくことである。 

  直下型地震はほとんど傷跡が残らないので、どこで発生するか分からない。起き

る場合はマグニチュード 6.9～7.3 ぐらいで、7.3 とは阪神・淡路大震災のエネルギ

ーである。直下型地震は、日本全国どこでも起こり得ることを知り、ここは大丈夫

ではなく、地震が来たとしても大丈夫という防災を考えてほしい。 

＜自助ですべき取り組みの最優先は自宅の耐震化＞ 

  自助で一番やるべきは、自宅の耐震化だと思う。第三者が口を挿めず、住んでい

る方こそ防止できる対策である。しかし、特に高齢者は費用が掛かるからと耐震化

に躊躇する。もし直下地震が起きた場合、地域の方が余震が相次ぐ中救助しようと

したり、歩いている住民の命が脅かされる。ここに住む責任として、運命共同体と

いう意識を持ち、自宅の耐震化を考える必要がある。耐震化をしない住民が多けれ

ば、火災は延焼し、緊急車両も来ない、生き埋めになり、被害は拡大する。 

  時代にあった防災対策をやることで、効果的に減災に繋げてほしい。大きい家具

だけを固定するのではなく、また、扉の開き防止対策もしっかりしなければ家具の

安全性は求められない。必要な対策は、できるだけ物を少なくし、しっかりと固定

すること。怪我をした時のためには、応急手当の用品を充実して備え、応急手当の

技術を磨いて置くことが大事になる。備えの優先順位は、まず生き延びるためにこ

れらが求められる。 

＜自宅で滞留生活を送るための１０日分以上の備えを！＞ 

  備えの優先順位で、次は食糧である。行政をあてにせず、１０日分以上用意して



おくことが必要である。冷蔵庫に３日分以上、米や麺類、缶詰など常温保存のもの

が１週間分以上あれば、１０日分以上ある。日頃から意識しなくても用意している

ことに気づいてほしい。食べる順番は、

冷蔵庫、常温保存、全部なくなったら非

常事態でビスケット、カンパン等とすれ

ば、食べられるかどうかが変わる。カセ

ットコンロとガス缶セットを用意してい

れば、家にあるもの全部食べられる。１

０日分の食材を災害時にどう食べるかと

いう備えをしてほしい。 

  東日本大震災を発端に、非常持出袋を自分で持ち運ぶことが難しい方や、津波な

どすぐに避難する必要がある方は、あらかじめ避難所に自分に必要な物を預かって

もらう「備蓄品預かりシステム」という考え方があることも知ってほしい。 

＜「共助」の重要性＞ 

  大地震が起き、自分の命が守れたら、地域のために何ができるかも考えてほしい。

阪神・淡路大震災では、住人約 300 人がバケツリレーをして延焼を食い止めた実績

がある。人が集まれば大きな力となり大きな効果を生む。それが共助の力である。 

  また、災害直後、すぐに外を確認して被害があれば誰でも分かるようにしておく

ことで、二次災害の防止に繋がる。行政が来るまでにやるべき最優先は、道路啓開

である。そうすることで、支援者も車も入ることができる。東日本大震災でも、住

民が力を合わせて道路啓開した。地域で資機材や知識も含めて備えをしてほしい。 

＜高齢者・女性の力を活かすには＞ 

  高齢者、女性、子供しかいない時間帯の災害時に高齢者・女性の力を活かすには、

事前対策が重要である。①自主防災組織等で女性を多く登用し、防災訓練等に女性

の意見を反映する。②高齢者・女性が扱いやすい資機材を選ぶ。③高齢者・女性を

中心に訓練する。全てを高齢者・女性だけで行い、男性は見学し、後でアドバイス

をすれば、様々な課題が現れる。④高齢者・女性が防災に関心を持ちやすい工夫を。

例えば、訓練等に来ない人達へのアプローチとして、様々な集まりの時にいかに防

災を絡ませるかである。 

＜学校が避難所の機能を失うこともある＞ 

  耐震基準のない非構造部材である天井材や窓ガラス、照明は、落下することがあ

る。建物だけではなく、非構造部材も忘れないでほしい。避難所が使えないという

最悪な想定も考えて、準備しておくとよい。 

＜避難所において女性の主体的な対応の必要性＞ 

  パーティションを速やかに設置したり、男性と女性のリーダーを配置した避難所

は非常に運営がうまくいく。また、女性や災害時要援護者の専用の部屋の設置や、



相談に乗れる人の配置が重要である。配給品は女性が配布した方がトラブルはない。 

＜First Mission Box のススメ＞ 

  避難所に市職員や自主防災組織等が、最初にくるとは限らない。そこで「First 

Mission Box」をお勧めする。避難所に最初に来た人はその箱を開けることだけ、住

民に伝えておく。箱には写真付きの指示書が入っている。行動指示書の通りに動け

ばいいので速やかに対応できる。 

＜被災地における犯罪防止に努める＞ 

  被災地では最悪の事態が多く起きるが、１つに犯罪がある。犯罪に合わないよう

に、例えば、避難所の侵入を防ぎ、パトロールする警戒活動をしてほしい。避難所

で窃盗は日常茶飯事である。また、女性が強姦されている。 

  避難所に行くことありきではなく、自宅で暮らせることがどれほど幸せなことか、

そんな視点で防災を考えていただければと思う。 

  



自主防災組織による事例報告 

 柏市 西山町会防災会 

 

○西山町の概要 

  柏市南西部に位置し、松戸市に隣接している。人口は１，６２０人、６２０戸の

戸建て住宅地である。６５才以上の高齢化率が４３．１％、柏市全体では２３．４％

なのでかなり高い高齢化率である。昭和５６年の建築基準改訂前の耐震強度で建て

た建物が約２００軒残っている。 

○西山町会防災会の組織 

  町会の下部組織として平成１３年に発

足した。メンバーは合計７６名、うち役

員が２８名、発足以来活動している役員

が９名いる。また、女性の役員が９名お

り、女性目線から防災を考えるのに大変

重要な役割を果たしている。しかも、パ

ワーがありフットワークがよく、大変頼

もしい存在である。毎月１回、役員会が開かれ、全活動はそこで議論され決定する。

役員２８名のうち２５名は６５才以上である。 

○防災会の活動のポイント 

  平常時は減災啓発活動、災害時は最初の３日間をどのように行動すべきかを念頭

に入れて行動している。 

１）災害対応訓練 

  安否確認訓練は、訓練の中で一番大事な訓練と位置付けている。安否確認訓練に

は、被害想定札とダミー人形２体（手作り）を使う。昨年の訓練では、２５枚の被

害想定札を町内ランダムに設置、また、ダミー人形２体を道路上に寝かしておいた。

住民は各自の持ち場の安否確認と同時に、この被害想定札とダミー人形を見た方は

状況を本部に報告することになる。報告はダブってくるが、本部で整理する。 

  発災、シェイクアウトで身の安全を図る。そして、安否確認が始まる。平成２５

年から採用した「無事ですプレート」が出ている家は、無事が確認されたことにな

る。出ていない家はピンポンしながら確認していく。まだまだ出し忘れる人が多く、

繰り返し訓練で習慣化していきたいと思っている。 

  災害対策本部が立ち上がる。本部は町会の会館に設置される。受付と本部の活動

を説明する。安否確認の報告とともに、被害想定札とダミー人形の状況報告も同時

に行われる。受付にきた報告は、本部に回される。本部では、地図上に色のついた

マグネットを乗せていき、情報を分析、整理していく。この時にダブった情報は見

分けていく。ここで救助が必要と判断された場合は、救出要員の派遣命令が出る。



なお、Ｋ－Ｎｅｔの受付は、要援護者専用である。一般の受け付けとは分けて設置。

Ｋ－ＮｅｔのＫは柏のＫ。 

  本部からの救助命令が出ると、救助に必要な資機材を防災倉庫から持ち出す。西

山には４つの公園があり、各公園に防災倉庫を設置している。防災倉庫にはそれぞ

れ同じ機材（例えば、発電機、チェーンソー、投光器、リヤカー、担架、ジャッキ、

救急箱など）が保管されている。また、会館にも倉庫があり、そこには大きな炊き

出し釜を保管している。 

  ダミー人形の負傷者を救出し、リヤカーと担架で搬送する。ダミー人形２体の負

傷者が本部の仮収容所に搬送され、応急手当がなされる。ここまでが、安否確認訓

練の流れになる。 

  昨年度の安否確認訓練の結果は、安否確認ができた家が４１２軒、当日不在や空

き家、また、漏れたところもあり、全戸安否確認はなかなか難しいのが現状である。

要援護者に登録している世帯が７９世帯、うち７２世帯の安否確認ができた。さら

に、被害想定札２５枚とダミー人形２体は全て報告され、回収できた。 

  次は、避難所運営訓練である。近くの小学校が、柏市の避難所に指定されている。

年１回、近隣５町会と２自治会及び学校と協力して避難所運営訓練を行っている。

体育館の中では、壇上でそれぞれの代表者が避難所運営の問題点を話し合っている。

また、避難者カードに記入して地区ごとに集まる。疑似体験として、割れガラス体

験を行った。卵の殻やペットボトルのキャップを敷きつめ、裸足で歩く体験で、い

かに裸足が災害時危険かを実感してもらった。また、訓練には５、６年生が参加し、

６年生は自力で仮設トイレの組立、５年生は父兄と一緒に三角巾の講習を受けても

らっている。 

  次に、炊き出し訓練は毎年２月に行っている。あらかじめメニューを決めず、家

庭にある食材を持ち寄り、炊き出しする。実際の災害時に合わせた訓練である。 

  また、毎年２月と９月に保有している資機材の稼働テストをしている。不定期だ

が、ＡＥＤの講習及びマニュアル研修を行っている。 

２）減災啓発 

  平成２４年は、初期消火は自己責任ということで、消火器プロジェクトを立ち上

げた。古い消火器との交換と新規発注の注文を受け、１９０本の消火器を発注者全

員に配ってまわった。有料である。 

  平成２５年は、家具固定隊を結成し、希望者の家具の固定をしてまわった。部品

代は実費である。 

  平成２６年は、消火用水パックを防災会メンバー全員の家に設置した。小さなビ

ニール袋に水を入れた状態を想像してほしい。投げて破裂させて消火する水パック

８個が、バケツの中に入っている。そして、誰でも利用できるように、水パックの

所在を示す札を門扉外側に下げている。 



３）町会・地域・小学校への協力 

  週１回、青色回転灯をつけた車での町内防犯パトロール及び週２回徒歩での町内

パトロールに協力している。また、小学校で防災教育としてクロスロードを行って

いる。ワンワンパトロールは、防災会の活動とは直接関係ないが、防災会の女性役

員の発案で始まった。登録すると、会員証として直径６㎝くらいの丸いゴム製で、

ワンワンパトロールと書いたペンダントを差し上げ、首輪やリードにつけて町内を

散歩してもらう。一種の防犯パトロールになり、糞などの持ち帰るマナー向上に役

立っている。ここまでが防災会の活動の報告である。 

○柏市防災福祉Ｋ－Ｎｅｔのしくみ 

  原則、安否確認を希望する方は柏市に登録する。柏市は名簿を町会におろし、町

会は支援者を募って要援護者にマッチングしていく制度である。西山では、要援護

者と支援者をつなぎ、支援者が足りないところは古池という女性役員が個人個人の

家をまわりお願いしてマッチングしてきた。出来上がった名簿を西山から柏市に提

出している。昨年度、要援護者登録は７９世帯１００名、それに対する支援者は１

３５世帯１６４名まで確保できた。支援者の参加、役割は災害時の安否確認だけで

ある。要援護者名簿には個人情報が含まれているので、名簿管理者は民生委員２名

と古池氏と私の４名だけである。 

  柏市防災福祉Ｋ－Ｎｅｔとは、①災害時、支援を希望する人のところへ、②事前

に決めておいた人が、③安否確認に行くという制度である。この制度により、要援

護者と支援者、または支援者同士がお互いにあいさつを交わすようになり、顔がよ

く見えるようになった。 

○ 「防災」という活動を通して地域の中に、人と人のつながりを作るということ、

特に向こう三軒両隣がとても大切だと思う。長野県白馬村、小谷村の例でもわかる

ように、近所の助け合いが何よりも救

助活動である。また、命を守ることに

なる。私は、自助・共助の間に、近助

があって然るべきだと思う。 

  日本列島は動いており、必ず地震は

来る。日頃から準備を怠らず、まずは

生き延びてほしい。全ては生き延びて

からのことである。 

 

  



２．アンケート結果 

 「地域防災力向上セミナー（柏会場）」の参加者に対して、今後の参考とする

ため、セミナーの内容等について、アンケートを実施しました。 

 主な結果は以下のとおりです。 

 

（１）参加者について 

  ア 性別 

  

 

  イ 年代 

  

 

  ウ 防災に関する組織への加入状況等 

 
 

77%

17%
6%

男性

女性

記載なし

1% 0.5%
4%
7%

88%

0.5% ２０歳以下

２１～３０歳

３１～４０歳

４１～５０歳

５１～６０歳

６１歳以上

記載なし

83%

13%4%
有

無

記載なし



 

    有の場合、加入している組織等（複数選択可） 

  

 

  

84%

4%
4%1%

7%
自主防災組織、自治会防災

会、又はこれに類する団体

災害対策コーディネーター

防災士

消防団

婦人防火クラブ

その他



 

（２）セミナーの内容について 

  ア 講演 

  

 

  イ 自主防災組織による事例報告 

  

 

  ウ パネルディスカッション 

  

 

 

68%
25%

4%1% 0.5% 2% 大変参考になった

参考になった

普通

あまり役に立つとは思えな

かった

役に立つとは思えなかった

記載なし

50%
39%

5%
6%

大変参考になった

参考になった

普通

あまり役に立つとは思えな

かった

役に立つとは思えなかった

記載なし

37%

30%
13%

20%

大変参考になった

参考になった

普通

あまり役に立つとは思えな

かった

役に立つとは思えなかった

記載なし


