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まえがき・・・ 

 

 この冊子は、平成１５年１０月に開催しました災害ボランティアコーディネーター養成講

座の「まち歩き」がきっかけとなり、防災に興味のある人が集まり作成を始めました。 

 内容を「町内会や小学校区などの顔の見える地域で、その地域に住む人たち自身で防災の

取り組みが行えるようなきっかけとしての冊子」としました。 

 １章では、町内会や学校で取り組める防災活動をいくつか紹介しています。ここに書いて

あることをヒントに活動をしてみませんか？ 

 ２章では、これを作成したメンバーでもどう取り組めばよいのか答えが出せなかったもの

を中心に書いてあります。みなさんで話し合って、何か良い案がありましたら、みんなでそ

の案を共有して進めていきませんか？ 

 資料編では、この冊子の作成した「防災ひろめ隊」の報告に使った「防災マニュアルニュ

ース」と、参考になる図書目録などをつけました。 

 もし、自分の町内会で防災について取り組みたいけど、どこからはじめれば良いか分から

ないというご意見がありましたら一緒に考えませんか。 

 また、こんな取り組みをしたけど、他の町内会で同じような取り組みをしているところと

話し合いたいなど、いろいろな相談をお待ちしています。この「防災ひろめ隊」と一緒に考

えていきませんか？ 

 話し合いのきっかけとして是非使ってください。 

 

 

 

※この冊子では、町内会・自治会を「町内会」という言葉で統一しています。ご了承くださ 

 い。 

※この冊子では、まちを「街」に統一しています。 

※文中の「防災ひろめ隊」とは、防災マニュアル実行委員会として発足しましたが活動を 

 通して多くの人に防災意識を広めることが大切と判り「防災ひろめ隊」の愛称をつけま 

 した。 

 

イラスト作成（表紙） 斉田聖子さん 

イラスト作成（１章） 湘南学院高等学校 ２年 角田百合香さん（本人の了解を得て加 

           筆しています） 

イラスト作成（２章・資料編表紙） 山本ひろ子さん 
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１章 町内会や学校の防災活動でこんな取り組みできませんか？ 
 

１）近所の人が顔を合わす機会をつくってみよう         

 

 近所の人とのあいさつや、趣味活動や行事への参加などで、多くの人と

顔を合わす機会をつくってみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしたちはこんなことをしています。 
 
・普段、近所の人と挨拶を交わしたり、お祭りや、防災訓練、町内大掃除などの行事に参加

すると、自分の住んでいる街にどんな人がいるのかを知ることができるので、災害が起き

た時に声をかけやすくなります。 

・公園に行くと、犬の散歩で来ている人や、子どもと遊んでいるお母さんなど様々な人と顔

を合わすきっかけになります。 

・町内の回覧板や掲示板だけでは出て来ない人やひとり暮らしの人に、直接声をかけて誘っ

ています。声をかけたほうが、参加する人が増えたようです。 

１章 町内会や学校の防災活動でこんな取り組みできませんか？ 
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２）学校の人との話し合いの機会をもってみよう         

 

 災害が起きたときに避難する場所の多くは学校です。学校と町内会との

交流の機会をもってみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしたちはこんなことをしています。 
 
・同じ場所に避難する隣の町内会に働きかけて一緒に避難活動を行ってみました。活気が出

ましたが、人員確認など１つのことを行うにも時間がかかりました。 

・鷹取町内会では追浜小学校と協力して避難所訓練をしています。町内に住む人は避難所生

活をする教室まで決まっています。 

・学校で避難訓練をしました。車いすで生活している人にとっては、学校のトイレや出入口

の段差にまだ問題が残ることがわかりました。どのくらいまでバリアフリーが進んでいる

のかな？ 

・学校の総合的学習の時間をいかして、生徒たちが町内会の人と一緒に街を歩いて危険箇所

を調べたり、避難路についての勉強をしています。 

１章 町内会や学校の防災活動でこんな取り組みできませんか？ 
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３）災害のことが載っている資料を集めてみよう         

 

 ホームページや出版物、街の学識者などたくさんの情報があります。自

分の住む街に必要な資料を集めてみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしたちはこんなことをしています。 
 
・防災についてのホームページにも国や市町村といった行政機関や消防、民間の団体や企業

等多数の情報があり、大いに利用しています。 

・書店で販売している出版物以外にも、国や市町村といった行政機関や消防、民間の団体や

企業等で発行している書籍やパンフレットなどで情報を得ています。 

・横須賀市役所の出前出張トークを利用して様々なことを学んでいます。 

・横須賀市消防局で学んだ街の防災指導員・県、市社協で学んだ災害コーディネーターや、

民間団体で育成している各種防災リーダーなど災害について勉強した人が多くいることに

気づきました。 

・町内会でとても先駆的な活動をしている人たちがいることに気がつきました。 

１章 町内会や学校の防災活動でこんな取り組みできませんか？ 
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４）自分の住む街を歩いてみよう                

 

 自分たちの街はどこが危険で、どこが安全かをみんなで歩いて確かめて

みよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしたちはこんなことをしています。 
 
・わたしの街にはがけ地が多くあり、危険ながけ地がどこにあるのか調べました。それを防

災マップに書き込み、みんなに知らせました。 

・地震の時に、ブロック塀や大木などが倒れ、逃げ道が塞がれてしまう危険があることに気

づきました。 

・いろいろな道を知ることができ、状況によりどの道で避難すれば良いか確認ができました。 

・街の中には、保育園や老人ホーム、障害をもつ人が通うところなど、いろいろな施設があ

り、避難の仕方などについて話し合いをもつきっかけとなりました。 

・夜歩いてみると意外に暗がりが多く、通行等の危険性の多いことに気づきました。 

１章 町内会や学校の防災活動でこんな取り組みできませんか？ 
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５）防災収納庫を活用しよう！！                

 

 防災収納庫には主に２種類あります。何が入っているのか、みんなで使

ってみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしたちはこんなことをしています。 
 
・町内会の自主防災組織で設置した防災収納庫には、市の補助金を受けて町内の人が希望し

た防災物品が入っています。 

・市設置の防災収納庫は、市内９５ヶ所に設置され、４０品目の防災器材が入っており、町

内会の防災訓練に使っています。 

・防災収納庫の器材を使えるよう自主防災指導員を中心に、町内の人たちに使い方を教えて

います。 

・防災訓練や街の行事の時に、発電機や炊き出し用の釜を使っています。釜は３００人分の

食事が一度にできるので大変便利です。 

・運動会などの学校のイベントのお手伝いに器材を使用しています。リヤカーはいろいろな

ものを一度に運べて便利です。 

１章 町内会や学校の防災活動でこんな取り組みできませんか？ 
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６）積極的に防災活動をしている町内会や学校の取り組みを学 

  んでみよう                      

 

 町内会や学校で防災活動に力を入れているところも多くあります。自分

たちの活動に必要なものを取り入れてみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしたちはこんなことをしています。 
 
・本公郷町内会は、自主防災組織づくりや防災器材の収集、近隣高校との連携、防災訓練等

２０年程前から消防署や町内会で良く練られ実施され、１つの模範になっています。 

・防災マップは逸見町内会等で以前からつくられておりますが、最近の汐入宮元町内会の地

図は危険箇所等を細かく整理し、さらに判りやすくなっています。 

・鷹取町内会は横須賀の特色である急傾斜地や谷戸が多く、また子どもがいない団地もたく

さんあるので、避難場所の確保のために追浜小学校と一緒に避難所の訓練をしています。

住民へは予め、○年○組の教室と知らされています。 

・消防科学総合センターが主催する防災まちづくり大賞を受賞した小学校が市内にあります。 

１章 町内会や学校の防災活動でこんな取り組みできませんか？ 
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７）わたしたちができることと行政ができる部分とをしっかり 

  確認しよう                      

 

 災害発生直後の３日間は、町内会の自主防災組織で助け合わなければな

りません。普段から自分たちが行うことと、行政の手助けを受けることが

あります。何があるかを確認しよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしたちはこんなことをしています。 
 
・横須賀市消防局の指導をいかして自主防災組織表をつくり、住民へ配布しました。それと

共に市の助成金を受けて防災収納庫を設置し、防災マップを作成しました。 

・自主防災組織を活用して年１回は町民全員による防災訓練を近隣小学校を基点として行っ

ています。 

・防災収納庫の器材を街の行事等で活用し訓練をしています。 

・横須賀市消防局あんしんかんを見学して、横須賀市の防災対策を調べました。 

・神奈川県土木事務所、横須賀市緑政部傾斜地保全課に行って急傾斜地等の対策状況を調べ

ました。 

１章 町内会や学校の防災活動でこんな取り組みできませんか？ 
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行政はこんなことをしています。 
 
・住民による急傾斜地崩壊危険区域の指定要望（急傾斜地法による）を県へ行い、県による

工事が行われ危険箇所が少しずつ取り除かれています。現在、市内では３８４区域の工事

が終了しています。 

・横須賀市緑政部傾斜地保全課では、県の基準を満たさない２ｍ以上の低い傾斜地に対して

既成宅地防災工事助成金を出しています。 

・横須賀市水道局では災害発生時に市民１人あたり２０リットルの水を確保しています。 

１章 町内会や学校の防災活動でこんな取り組みできませんか？ 
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８）災害時に自分がどんなことができるか考えてみよう    

 

 災害時にお互いがたすけあうことは大変重要です。自分自身が時として

たすけられることもありますが、たすけることもできると思います。自分

にとってどんなことができるのか確認してみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしたちはこんなことをしています。 
 
・自分の特技をいかして、防災組織の役割に組み込んでもらい、日ごろからの技量を高め訓

練にいかしています。（無線、救急法、電気技術、通訳、手話、給食、建築など） 

・自主防災訓練の時に自分の救急法の資格をいかして積極的に参加しています。 

・外国語が得意ですので、防災訓練に参加した外国人の通訳として参加しています。 

・聴覚に障害をもっていますが、体力があるので救出や運搬などの活動をします。 

・私は中学生ですが、大人に情報を伝えることや、近所のお年寄り安否を確認したりするこ

とができます。 

・私は年配で力仕事はできませんが、子どもの世話ができます。 

１章 町内会や学校の防災活動でこんな取り組みできませんか？ 
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２章 話し合いをしてみよう！ 

 

 ここでは、冊子の作成過程で答えの出なかった問題点を中心にいくつかテーマとして設け

ました。このことについてどう感じたかをみんなで話し合って見ましょう。話し合いを行う

ことで、他の人の思いがわかるなど、１つのテーマを深く見つめることができます。ぜひ実

践してみてください。 

 

■話し合いのルールを決めよう 

 

  ・リーダーを選ぶ 

  ・他人の意見を責めない 

  ・一人一回は発言する 

  ・終了時間を決めその時間内で行う 

 

 

 

                答えを出すことを目的とせず、他の人がどのように 

                感じているのか、そしてそれをみんなで共有しあう 

                ことを大切にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 話し合いをしてみよう！ 
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１）お年寄り・障害を持つ人・外国の人など災害時にハンディ 

  を負う人たち（災害弱者）のことについて話し合ってみよ 

  う                          
 

 町内会の取り組みとして、災害弱者がどこにいるかを把握し、いざとい

う時のために備えようという取り組みがあります。あなたはこのことにつ

いてどう思いますか？ 

 

■話し合いの題材 

・避難や災害救助のため、災害弱者の住所・年齢・電話番号等を記載した名簿を作成するこ

とにどう思いますか？ 

・災害弱者の把握の方法で何か良い案はありますか？ 

・災害発生時に、災害弱者の救助に誰がいつ行くかを話し合ってみよう。 

 

 

話し合ったこと・提案したいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 話し合いをしてみよう！ 
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２）地域の活動に参加しない（できない）人がいることについ 

  てどう思うか話し合ってみよう             
 

 地域の防災活動は、町内会が主体となり活動をすすめます。しかし、町

内会に関わりをもっていない人などについて、どうしたら良いと思います

か？ 

 

■話し合いの題材 

・自分の地域で活動に参加しない（できない）人はどんな人ですか。 

 例 働き盛りの人・転勤者・独身の人など 

・自分の地域で活動に参加しない（できない）人はどんなところの人ですか？ 

 例 アパート・マンション・新興住宅地など 

・みんなが参加できるようにするための良い案はありますか？ 

 

 

話し合ったこと・提案したいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 話し合いをしてみよう！ 
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３）危険な箇所でも所有者へは「危険」と言いづらいこともあ 

  ります。そうしたときにどのように所有者へ理解を求めた 

  ら良いか話し合ってみよう               

 

 ブロック塀や崩れやすいがけ、大雨など災害時に危ないと思われる場所

でも、所有者の理解が得られなかったり、様々な理由で対策ができないこ

ともあります。 

 そうした、防災対策と所有者との関係をどう思いますか？ 

 

■話し合いの題材 

・あなたの街で上に書いたような具体的な例などありますか？ 

・防災対策にはどのくらいの費用がかかるのか調べたことはありますか？ 

・県や市などの補助金の制度があることを知っていますか？ 

・自分たちで対策が可能かどうか考えてみよう 

・所有者との関係でうまくいった例やそうでなかった例などありますか？ 

・ブロック塀など現在の安全基準に合っているか調べてみよう 

 

 

話し合ったこと・提案したいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 話し合いをしてみよう！ 
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４）「防災マニュアルニュース」を読んで感想や意見を言い合っ 

  てみよう                       

 

 「防災ひろめ隊」の活動中の報告に使った「防災マニュアルニュース」

が資料編にあります。この中には、課題や悩みなどが載っています。「防災

マニュアルニュース」を読んで感じたことを話し合ってみませんか？ 

 

■話し合いの題材 

・防災マニュアルニュース１号には、日常の活動で防災器材の有効活用している本公郷町内

会の取り組みが記載してあります。 

・ニュース２号には、学校と協力して避難所訓練をしている鷹取町内会の取り組みが記載し

てあります。 

・ニュース３号には、市緑政部で急傾斜地（がけ地）の対策状況と、東逸見地区の防災マッ

プの取り組みが記載してあります。 

・ニュース４号には、身体障害者の相談活動などを行う、たけのこ会自立生活支援センター

で伺った話の様子が記載してあります。 

・ニュース５号には、消防局で市の防災対策の取り組みと、汐入宮元町内会の危険箇所を記

入した防災マップの取り組みが記載してあります。 

・その他に手近にある資料を持ち寄って話し合ってみよう 

 

 

話し合ったこと・提案したいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 話し合いをしてみよう！ 
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あとがき・・・ 

 

 この冊子は、ボランティアコーディネーターの講座の受講者や横須賀市社会福祉協議会で

発行しているボランティアニュースを通じて防災に興味のある方々が集まり、平成１５年 

１１月から約５ヶ月の期間で作りました。 

 この５ヶ月の活動の中で、「以下の４点を大切にしたい！」ということがみえてきました。 

 

  １つめ・・・防災について色いろなことを話し合える場づくりが大切であること 

  ２つめ・・・防災活動を通じて様々な人と知り合い、関係を築いていくこと 

  ３つめ・・・自分たちの街を自分たちで考えていく主体的な活動が大切であること 

  ４つめ・・・防災はまず自分を守り、そしてみんなと協力して行うものであること 

 

 この４つの点をもとに、その地域に住む人たち自身で防災の取り組みが行えるようなきっ

かけとしての冊子にしました。 

 しかし、「防災ひろめ隊」のメンバーは、防災の専門家ではありません。これを読む人たち

と同じ一人の住民です。 

 この取り組みに多くの人が参加できるようにしていくことが大切です。あせらず、ゆっく

りと一歩一歩進んでいくことが望ましいのではないでしょうか。 

 もし、自分の町内会で防災について取り組みたいけど、どこからはじめれば良いか分から

ないというご意見がありましたら、ぜひ、ともに考えていきましょう。 

 そして、これを読んだ人の中で、「私たちの地域ではこんな活動をしています」あるいは「こ

うしたことで困っているが何か良い方法はないですか」など、何でも言ってください。とも

に考えていきましょう！ 

 この「防災ひろめ隊」は、これからも活動を続けていく予定ですので、いたらぬ点は、と

もに勉強する機会としてお互いに地域の防災づくりを良くしていきましょう。 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

資料編 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

※防災マニュアルニュースは、この冊子の作成中にメンバー同士の報告用に 
 作成したものです。そのため、文章の言い回し等、読みづらい箇所もある 
 と思いますが、ご了承ください。 
※防災マニュアルニュースのイラストは『ボランティアまんがカット集』お 
 よび『福祉まんがカット集』より使用しました。 
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１１月２９日（土）１９：００～小雨まじりの中、

本公郷町内会館にて、我が、防災マニュアル委員

と、本公郷町内会の防災担当の方々と日ごろの防

災活動についての懇談会を開催しました。 

とても活発で、熱心な活動を聞くことができまし

た。 

今回は、その様子を報告します。 

 

■本公郷町内会について 

 小泉総理大臣やノーベル物理学賞を受賞した小

柴さんの母校である神奈川県立横須賀高校の周辺一体の約１８６０世帯が中心となった町内会です。 

 

■消防局との交流からはじまり・・・ 

 本公郷町内会では、自主防災組織をつくり年１回の防災訓練を中心に行っています。現在は、７つの

チームに分けて活動しています（警備チーム（以下チーム省略）、施設、給食・飲み水、避難誘導、救

出救護、消火、情報連絡）。毎年行う防災訓練では町内５０００人の人の中から約５００人が参加し活

発に行っています。 

 自主防災組織には、７つのチームごとにリーダー・サブリーダーがおり、町のキーになっている人に

依頼をし、即時の対応をしやすくするため、できる限り同じ人にしようと取り組んでいます。各世帯に

は自主防災組織編制表を配布し、自分の地域のリーダーは誰かが分かるようになっています。 

 そうした町内会も、もともとは２０年前に消防局と相談しながら試行錯誤を繰り返しながら今にいた

りました。 

 

■避難訓練から避難所訓練へ 

 現在では、避難訓練から大規模災害に備えて

避難所訓練をも含めた訓練へと転換を図ってい

ます。 

 特に注目することは、災害時、精神的な安定

や周囲との気遣いを図るため障害者や高齢者に

は、広域避難地である横須賀高校のセミナーハ

ウスの部屋を別途確保していることです。 

 おそらく、災害時は３日経たないと行政等の

支援が入らないだろうとの想定から、その間を

どのように過ごすかが大切とも言っておりました。 

第１号 平成１５年１２月１１日発行 
発行： 
横須賀（災害）ボランティアネットワーク

防災マニュアル実行委員会 
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■高齢者・障害者の８割以上を把握！ 

 いざとなった時のため、高齢者・障害者がどこに住んでいるのか。その把握方法についは、民生委員

さんが中心となり現在８割以上の方々を把握しています。 

 

■学校との関係が大切です 

 「広域避難所は学校区になっていることが多いため、地域の活動と学校とをどう結びつけるかが大切

です。たとえば、生徒が地域の活動に参加することや、学校評議員（※１）になって学校に働きかけるな

どいろいろ工夫が必要となります」という話のように、学校への働きかけが大切です。 

 本公郷町では実際に、横須賀高校の生徒が地域の活動に参加しています。 

 

■竜巻発生！ 

 昨年、本公郷の町内を中心に竜巻が発生しました。アーケード

が壊れたり、住宅の屋根が道路に落ちたりと、大変なことになり

ました。テレビのニュースにもなったくらいで覚えている方も多

いと思います。幸い大事には至らずお見舞い・声かけで済んだそ

うですが、その際に役立ったものの１つに、落ちた屋根を細かく

するためのチェーンソーだったそうです。その他、がれきに埋ま

ってしまった人を助けるためにも使用できるそうです。 

 

■普段使用するからこそ分かる無駄な物と必要な物 

 市役所から町内会へ防災用具のための備品がいろいろと支給されます。しかし、中には役に立たない

ものも多いようです。たとえば、トランシーバー。通信距離が短く町内をカバーしていません。逆に竜

巻の例のようにチェーンソーなどは、がれきを細かくしたり、救助のために必要となります。しかし、

備品としては支給されません。また、災害時の光の確保は重要で採光機や発電機も大切なものの１つに

なります。 

 そうしたことは、消防訓練やお祭りなど日常の活動で使用するからこそ分かります。本公郷町内会で

は、本当に必要なものは独自の財源で買ったり、市へ要求しています。 

 

 

※１ 学校評議員とは？ 

 平成１２年４月から文部科学省の管轄によってはじまった制度。地域や社会に開かれた学校づくりをい

っそう推進し、学校が家庭や地域と連携協力しながら特色ある教育活動を推進できるよう、学校を支援す

る制度で、校長が開催するものをいいます。 

 

資料編 
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■普段からの地域活動が大切 

 広域避難所ごとに防災収納庫があり、この中に様々な災害用の備品が入っています。防災収納庫の備

品は「誰でもすぐに使えるものを備品としておいておく必要がある」と同時に「誰にでも使えるようす

ることが大切である」とも言います。 

 誰にでも使えるようにするには、普段からの地域活動で使用することが、最終的には防災や災害時の

活動へとつながります。 

 

 

■地域の人ができることとできないこと 

 普段の活動を通じて、災害時には自分たちでどんなこと

ができて、できない部分はどこなのかを確認しておくこと

が大切です。 

 例えば、災害が発生した３日間は行政等の支援が入りづ

らいと想定して、その間の食べること・寝ること・ケガ人

をどうするかを考えていく。食べること、寝ることは何と

かなるだろうけど、ケガ人へのケアは難しい。そうした時にケガ人への対応をどうするか考えていく。

こうしたことを繰り返し確認する作業が普段からの活動であるとも言います。 

 

 

■まずは自主防災組織をつくること 

 「避難訓練を行っていない地域へはどのようにすれば良いので

すか？」という問いに、まずは自主防災組織をつくることが大切

だといいます。組織が存在しないと訓練も出来ないし、訓練が出

来ないと防災収納庫の備品も使えず、自分たちが何ができるかも

確認できないからです。まずは、消防署へ相談し、「自主防災組織

をまずはつくること」が必要になります。 

 

 

 

※１次避難所とは、地震等の災害による家屋の倒壊、焼失など現に被害を受けた者又は現に被害を受ける 

 おそれのある者を一時的に学校、公民館など既存建築物等に収容し、保護するところです。 

※広域避難所とは、災害のため被害を受けるおそれがある場合、又は被害を受けた場合に避難する場所で 

 す。 

資料編 
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■今後の問題として 

・小さなマンション（アパート）等の人たちの、町内会活動への参加が不足していること。 

・リーダーになる人なかなか見つからないこと 

 この２点があげられていました。その他、その場では聞けませんでしたがいろいろ苦労があるようで

す。 

 

■感想 

 消防訓練などの地域の活動は、あくまで手段であり、目的は同じ地域に住む人たちがつながることで

あると感じました。 

 地域には、高齢者や障害者など支援を必要とする人がいることは確かです。一方で専門知識をもった

人（看護士、英語のできる人、手話ができる人など）たちも暮らしています。こうした支援を必要とし

ている人と、支援できる人を結びつける場が地域の活動なのかな？と思いました。 

 それと同時に、あえて地域活動に参加したくない人たちのことも忘れてはならないことだと思いまし

た。 

 

 

   本公郷町内会の自主防災組織の編成表 
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１２月１９日（金）１９：００～、汐入の総合福

祉会館にて、我が、防災マニュアル委員が、鷹取

町内会の会長に日ごろの防災活動についてのヒ

アリング活動をしました。 

年末の忙しい中、快く応じてくださり内容の濃い

ものとなりました。 

今回は、その様子を報告します。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

■鷹取町内会はこんな町！ 

 鷹取町は京浜急行追浜駅の西側の９２０世帯の町内です。京浜急行に平行してはしる国道を西に入っ

た道が町内の真ん中を通っており、その道につながる数本の細い脇道は２つの大きな谷戸を沿うよう通

っています。国道につながる道には商店街があり町内のメインストリートとなっています。メインスト

リートを奥に進むと造成してできた湘南鷹取団地につながります。団地の方もこの道を使うことから交

通量は多く、朝は、国道へ出る車で渋滞がおこります。 

 特徴は高齢化が高く、特に県営住宅には子どもは一人もおらず、老夫婦の世帯しかありません（県営

住宅は自治会がありますが、防災訓練や地域のイベントは鷹取町と一緒に行っています）。また最近で

は、親元に帰ってくる夫婦の方が多くなっています。 

 

 

■防災が共通のテーマに！ 

 「最近、隣近所との関係が希薄になってきた」こうした話

はよく聞かれます。一方で「隣近所の付き合いを大切にした

い」という意見もあります。鷹取町内会では、隣近所の関係

をつくるにはどうしたら良いのか考えた時、みんなが取り組

めるテーマとして防災を考えました。 

 鷹取町内会は谷戸の間に細い道がたくさんあることや急傾斜地もあり、災害時の被災状況が悪くなる

ことは誰の目にみても分かったからです。 

 まず、役員が中心になり災害時の危機意識をもち、町内の人たちへ伝え町内が共通の課題をもち取り

組んでいくこととなりました。 

 

 

第２号 平成１６年１月５日発行 
発行： 
横須賀（災害）ボランティアネットワーク

防災マニュアル実行委員会 
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■今年の避難訓練のテーマは何？ 

 「防災訓練を通じてどんなことを学ぶのか」学びのテーマを毎年変えて訓練を行います。今回のテー

マは「避難地で生活していく場合、何が必要なのか考えよう」でした。 

 校長先生の協力のもと町内に住む全員の避難場所である教室を確保しました。

体育館は体の不自由な人たちが避難する場所です。 

 家庭１件１件には事前に「あなたの避難場所は追浜小学校の○年○組の教室

です」と紙に書いたものでお知らせしてあります。また、同じ避難地に指定さ

れている隣の２つの自治会にも声をかけ一緒に防災訓練を行いました。 

 こうして訓練当日、避難して来る人は様々なことを考え、準備のいき

とどいている人は、防災用品はもちろんのこと上履きをもってきたりし

ました。 

 訓練終了後は、各教室で意見交換会を行いどんなことを感じたのかを

話し合います。話し合いをすると今まで見えてこなかった問題が見えて

きたり、みんなと意見を共有し防災意識を高めることができます。 

 来年の訓練は抜き打ちでやろうと考えているそうです。 

 

 

■水がない！！！ 

 たくさんの人が参加することで、いろいろな問題の発見につな

がります。 

 追浜小学校は応急避難地であり、広域避難地ではありません。

すると水がないのです。広域避難地の鷹取小学校は山の上にあり、

お年寄りなどは簡単にはいかれない場所です。どうする？ 

 昼間は明るいので避難しやすいのですが、災害が「夜」起こっ

た場合。避難はどうする？ 

 この時、他人には頼れません。町内の住民が自ら考えていかなければなりません。水の入ったペット

ボトルや懐中電灯を普段から手の届く場所に置いておくことを考えたりします。 

 また町内でもこうした問題に取り組みます。水がない問題では、古い町のため飲み水となる井戸を探

します。避難の問題では、逃げ遅れた人がいないかをチェックするため役員宅には必ず自転車を用意し

て置くなどしています。 

 

資料編 



 - 26 - 

 

■学校が防災マニュアルを？！ 

 何度か訓練を通じて、学校が災害時に備え町内会協力のもと「何かあったら窓ガラスを割って学校に

入る」「トイレは学校の隅に設置するため必要な機材を置く」「教室はここを使用する」など、学校の役

割を明確にした応急避難地マニュアルを作成しました。学校は校長

先生が協力することで、多くのことができるようになります。避難

訓練の協力はもとより災害時の町内会との協力体制の整備や、日常

的なことで言えば余裕教室の利用などもできるようになります。 

 一度学校を卒業してしまうと、学校と関わる機会が少なくなって

しまいますが、学校と地域の人たちが結びつき「地域の人たちとと

もにある学校」をぜひ考えていきたいものです。学校が地域の人に

対してどんなことができるのか。また学校にとって地域の人がどん

なことができるのか。みんなで考えられたらいいですね。 

 

 

 

■個人情報ではなく生活情報！ 

 「災害が起きた時、お年寄りや障害者がどこにいるか分からない

ため支援ができない」。こうした話はよく聞きます。以前は地域の民

生委員さんが、お年寄りや障害を持っていた方への訪問活動を行っ

ていました。しかし個人情報保護が言われ、そしてお年寄りの支援

は介護保険がはじまった後はケアマネージャーが個々に把握するこ

とになり、身近な地域にもかかわらず情報が得にくくなってしまい

ました。 

 この町内では、独自にお年寄りや障害者を把握し町内会長がその情報を管理しています。 

 こうしたこととあわせて、隣近所の情報（生活情報）を大切にしようと呼びかけています。たとえば、

「隣の人が何をしている人なのか」「生活はできているのか」あるいは「隣の家からごみが出ていない」

など。これをおせっかいと言われてしまえばそれまでだけれども、同じ地域で生活している人の役割と

して考えています。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

■今後の問題として 

・若い人や働いている人の参加が少ないこと。 

・町内会の役員の人選や役員自身が高齢になっていること。があげられました。 
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■感想 

 前回の本公郷町内会、今回の鷹取町内会の防災の取り組みからいくつかの共通点がありました。まず、

避難訓練を通じて防災意識を高めている点。避難訓練では防災収納庫の機器を使用し操作方法を身につ

けています。その他には、自主防災組織の編成、災害弱者といわれている人たちの場所の把握や、専用

の避難場所の準備など災害弱者の対策、地元消防局や消防団との連携などがありました。 

 印象に残ったこととして、「これからの町内会

活動は何のために活動をするのか、きちんと目的

意識をもつことが必要です。行政ができないから

自分たちもできないではなく、自分たちで課題を

見つけ、自分たちができることはどんなことかを

考え、そして課題を解決していくことが求められ

ます」と話しがありました。 

 ＮＨＫのテレビ番組「難問解決！ご近所の底力」（木曜後９・１５～）でも町内会活動などの地域の

活動にスポットをあてた取り組みを紹介しています。ここでも同じように地域の方が課題を解決するこ

とを主としています。 

 また、横須賀市社会福祉協議会が平成１５年３月に策定した「地域福祉活動計画」には身近な地域に

おける活動を推進することがこれからの目標であるとしています。 

 そうしたことを考えると町内会活動のあり方を考える期にもなるのかなと感じました。 

 また、同時に本公郷町内会でも鷹取町内会でも活動の中心（核）になる人がいました。こうした核に

なる人を見つけ、そして育てていくことも必要であると感じました。 

 

ホームページアドレスのご紹介 

難問解決！ご近所の底力：http://www.nhk.or.jp/gokinjo/ 

横須賀市社会福祉協議会地域福祉活動計画： 

    http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/shakyo/keikaku/top.html 

 

気がついたことがありましたらご記入ください・・・ 
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新年の１月６日（火）２つの調査を行いました。 

１つめは、横須賀市傾斜地保全課へ伺い、職員の

方から急傾斜地について、お話を伺いました。 

２つめは、１９：００～、汐入の総合福祉会館に

て、東逸見地区防災マップ作成関係者に話しを聞

きました。共に親切な対応をしていただき、また

とても分かりやすく話しを聞くことができまし

た。有意義な時間を過ごすことができました。今

回はその２つをあわせて紹介します。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

■横須賀の特徴！急傾斜地について調べてみました。 

 

■傾斜地と急傾斜地の違い？ 

 傾斜地とは「がけ地」をいいます。特に、法律などで定めら

れているものではありません。各人の見た感じ“がけ”っぽい

ところを一般的な総称として傾斜地と呼ぶものです。一方で急

傾斜地とは、急傾斜地法で定められています。法律では傾斜角

度が３０度以上、高さが５m 以上の傾斜地を急傾斜地といいま

す（詳しくは法律を参照していただければ幸いです）。 

 

■急傾斜地と急傾斜地崩壊危険区域？ 

 急傾斜地の中でも、「急傾斜地崩壊危険区域」があります。これは法律

により県が指定するものです。現在、横須賀市内では３８１ヶ所ありま

す。特徴としては、その１／４である９０ヶ所が北部地域（追浜～田浦）

に集中しています。 

 この急傾斜地崩壊危険区域の指定において、注目すべき点は、県が自

動的に指定するものではなく、急傾斜地のある地元地域からの「指定し

てください」という声により指定されます。地元地域とは、町内会や自

治会が中心で、指定するにはこの方々の総意が必要となります。 

 そのため、急傾斜地崩壊危険区域に指定されていない急傾斜地もあります。上記の３８１ヶ所は指定

されている箇所であって、この他に指定されていない急傾斜地もあります。 

第３号 平成１６年２月３日発行 
発行： 
横須賀（災害）ボランティアネ
ットワーク 

防災マニュアル実行委員会 
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■傾斜地や急傾斜地の崩壊対策工事をするにはどうするの？ 

 傾斜地や急傾斜地、急傾斜地崩壊危険区域には、工事費用を公費で負担する制度があります。詳しく

は、横須賀市の傾斜地保全課に譲りますが、注意点として、急傾斜地

崩壊危険区域に指定されても公費から工事費用が負担されない場合

もあります。工事は、高さが１０m 以上で保全人家などが１０戸以

上密集していること等が条件であるためです。（ちなみに急傾斜地崩

壊危険区域の指定の高さは５ｍ以上です） 

 複雑な仕組みですが、過去に工事のした所や、急傾斜地崩壊危険区

域は、傾斜地保全課の窓口においてある明細地図でいつでも確認でき

るようになってますので、興味のある方は一度ご覧になってください。 

 

■大雨や地震時によく聞く「避難勧告」って何ですか？ 

 地震や大雨など災害時にテレビやラジオなどで聴く避難勧告、これは、行政が「この地域は災害の起

こる可能性があります」と知らせるためのもので避難を強制しているものではありません。我が身の危

険は、我が身で守るという趣旨のもと、避難はそこに住む人たちの判断にまかせられます。町内会の中

にはルールづくりをしているところもあります。 

 強制的な避難命令はあまり発令されないそうです。あくまで「我が身で守るという」ということが趣

旨、尊重しているとのことです。 

 

 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

■東逸見地区の防災マップについての作成談を聞きました 

 

■東逸見地区は４つの町内が連合してい

ます！ 

 東逸見地区は、沢山小学校を広域避難地とし

東逸見第２・第３・第４・逸見が丘の４つの町

内会が連合した地域です。 

 京浜急行の「逸見駅」の周辺と、逸見駅から

谷戸づたいに南に下った地域の１４００世帯で

成りたっています。 
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 この地域は、１本の道路が生活の中心となっており、その道が枝分かれになり、細い道が奥に通じて

います。その多くの道は、他の道には抜けられません。 

 東逸見第２・第３・第４は古くからの地域であり、逸見が丘は、１０年前にできた比較的新しい地域

です。 

 

■避難訓練だけでは足りない何かがありました。 

 避難訓練は１５年前から始めました。その当時、町内会同士の横のつながりをつくるための取り組み

の１つとして避難訓練が行われました。１０年前からは、逸見が丘が加わり４つの町内で行っています。

その中で、心臓蘇生法や近所の特別養護老人ホームの入所者も含めた夜間訓練などを行ってきましたが、

それでも何かが足りないということに気がつきました。 

 ここの地域は、沢山小学校が広域避難地として指定さ

れていますが、そこにたどり着くための地図が必要とい

うことが分かったのです。東逸見の地域は道が細く、起

伏もあり、車が入れない道も多いといった地域の特徴が

ありました。細い道の中で火事が発生したらどう避難す

れば良いのかなど、反省会を通じた意見でした。 

 こうした意見を通じて自分たちのまちに必要なものは、避難する際のマップの必要性だったのです。

そこから防災マップづくりがはじまりました。 

 

■防災マップの作成開始！ 

 マップづくりは、平成７年にはじまりました。メンバーは防災担当の人や地域の班長など１５人ほど

が中心となりました。毎週、手弁当で集まり様々なことが論議されました。大変な苦労があったそうで

す。地域の資源である井戸や消火器を調べる際、担当者を選んで、それぞれが調べるのですが、井戸が

人の家の敷地内にもあり、マップ記載になかなか理解をしめして

くれない人もいました。また、地図にする際のデザインなどにも

１つ１つ分かりやすいようにするにはどのようにしたら良いのか

試行錯誤を繰り返したそうです。 

 その中でも特に大変だったことは、みんなの気持ちや思いを維

持し続けることです。平成７年から足掛け４年をかけて作成にい

たったのですが、この間なかなか、結果がでないことにカリカリ

する人いたり、また負担が重く途中で来なくなった人もいたそうです。それでもマップ作成に至ったの

は、自分たちのまちは自分たちで守るという強い思いと、それを１つにできた気持ちからではないでし

ょうか。 
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■これからはひとりひとりの防災の意識を高めること。 

 マップは、平成１１年４月にできあがり、全世帯に配ったのです

が、当初は、それだけで安心してしまい、マップをどのように活か

すかといった取り組みにすぐには、つながりませんでした。 

 しかし、日が経つにつれて、防災について無関心な人がいること

に気づいたり、高齢者や障害者などに対する取り組みの必要性も感

じるようになりました。また、マップには載っているけど「この井

戸水は飲めるのか？」、あるいは「がけ崩れなどの自然災害の危険箇

所はどこか？」「子どもでも逃げやすい道はどこか？」など様々な疑

問点もみえてきました。 

 そこで、自主防災組織を編成したり、防災訓練を通じて、高齢者・障害者世帯を把握したり新たな取

り組みも始めました。また、新たなマップの作成も考えているとのことです。 

 

■自分たちのまちは、自分たちで守ることの大切さ！ 

 防災マップは、行政などから言われて作ったものではありません。そこに住む地域の人たちの意志で

つくったものです。以前、この地域で火災がありました。この地域の細い

道には、消防車が入って来られない場所もあります。この地域の人でしか

守れないこともあります。「誰かをあてにし、いざとなったら助けてくれ

るのではなく、自分たちでどのようなことができるのか。また、どのよう

にしたら良いのかを考えることが大切です」とお話がありました。 

 災害は人災により被害が大きくなると言われています。災害は誰にも予

測できませんが、災害を予測しそれに対して取り組むことは私たちにもできることです。東逸見では、

それに対して目を背けることなく、自分たちが何をしなければならないのかを真剣に考えていました。

そして、災害を課題に日常の人と人との関係がつながる大切さも感じました。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

東逸見地区の防災マップにはこんなものが地図に記されていました。 

①防火水槽、②消火栓、③街頭消火器、④市防災器材収納庫、⑤防災器材収納庫、 

⑥防災行政無線、⑦公衆電話、⑧井戸、⑨医療施設、⑩薬局、 

⑪消防署（分団）、⑫交番、⑬応急避難所、⑭広域避難所、 

井戸は、この地区だけで６０ヶ所以上あり、とても驚きました。 
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今回は、２つのメニューです。 

１つは、２月４日（水）たけのこ会自立生活支援

センターへ伺い、障害のある方自身が、災害や防

災の取り組みに対してどのように感じているの

か、お話をうかがってみました。 

もう１つは、委員の皆さんからいただいた情報を

載せてみました。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

■たけのこ会自立生活支援センターでお話をうかがいました。 

 

■センターの紹介！ 

 たけのこ会自立生活支援センターは、横須賀市上町の池の端商店

街に程近いところにあります。たけのこ会協同作業所から平成１５

年１１月に独立し、ＮＰＯ法人たけのこ会の社会貢献事業として開

所しました。 

 身体障害の方が地域で過ごすための支援を主に行っており、福祉

制度、金銭管理、情報提供などの相談活動を行っています。また、

まちづくりや福祉制度の提案などさまざまな活動を行っています。

今日はこの会に通う方からお話を伺いました。 

■近所が火事・・・でも確認できない 

 私は電動車いすで生活をしています。ことばはしゃべれるので、意志を伝えることはできます。 

 アパートで一人暮らしをして４年目のある日の夜、近所のアパートが火事になりました。みんなが外

で騒いでいますが、急なことで外に出られず自分のいる場所が危険か安全か確認できませんでした。 

 とても不安な中、誰だかわからないのですが「大丈夫だから安心してください」と外から声が聞こえ

てきました。それがとてもほっとしたことを覚えています。 

 後日、大家さんから「あなたのことを忘れていてごめんな

さい」と言われました。 

 いざという時は、みんなが目一杯の状況なので近所の方に

どこまで助けを求められるかわからず、未知の部分は多いと

思います。自分では、家に閉じこもらずに外に出て、自分が

ここにいるということを周りにわかるようにしています。

第４号 平成１６年２月２７日発行 
発行： 
横須賀（災害）ボランティアネ
ットワーク 
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■ことばが・・・通じない 

 私は、電動車いすで生活をしています。そして言語障害がありますの

で自分の意志を伝えるのに時間がかかります。 

 ある避難所（小学校）で１泊２日の防災キャンプに参加しました。そ

こで感じたことは、避難所に行くことが大変だったことです。まず、車

いすに乗るのが大変です。そして避難所までの道のりは、通常は一人で

行くことができますが、障害物が落ちていたりすると近所の方の助けが

必要です。 

 避難所での生活はとても難しく思いました。たとえば体育館は、みんなにかかえてもらわないと入れ

ません。トイレについては和式のため使えません。食事の時はスプーンやストローなどの細かいものが

必要になります。避難してくる人の心の余裕がなく、かつ移動や設備の問題

などを考えるとそこで何日も暮らすことは難しく、できれば自分の家で過ご

したいです。 

 また、私は言語障害があるのでコミュニケーションをとることが大変です。

電話をかけても「ふざけるのはやめてほしい」とか、私の連絡先に勝手に電

話をして「ここに変な人がいます」と言われてしまう時もあります。 

 地震や火事はどう助けを求めるのか。分からないことも多く不安です。 

 

■障害をもった方でも支援の仕方は人によって違います 

 障害をもった方は我々だけでなく、コミュニケーションがうまくとれない人、食事介助、移動介助、

トイレ介助が必要な人がいます。知的障害をもつ方は状況がうまく説明できないこともあります。精神

障害をもつ方は薬が欠かせないと思います。また、メガネがなくなってしまった人やケガをした人など、

障害がなくても災害上ハンディを負う人も多くいると

思います。 

 障害をもった方が何を求めていて、どんなことが必要

なのかを多くの方がきちんと理解してほしいというお

話がありました。 

 たとえば、地域に住む方 （々その中に障害をもった方

も含めてほしい）とで、災害が起こったときにどんなこ

とを不安に感じているのかを話し合える場づくりからはじめることが大切なのではないかと思います。 

 

■みなさんへの宿題です！ 

 災害が起こった時にすぐに助けられるように、町内会が高齢者や障害者の居場所の把握をしようと取

り組んでいるところがあります。これについてどう思いますか？というお話を伺いました。 

 ある方からは「私が想像するのは、高齢者や障害者の氏名、住所などの個人情報が一覧のような形に
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なっているものと考えていますが、プライバシーの問題もあり取り扱いには注意が必要だと思います」

という意見がかえってきました。 

 障害をもった方の中には自分の存在を知ってもらおうと地域で積極的に活動している人もいれば、知

られたくないという人もいます。特に精神障害をもつ方などは地域の方の理解が得られず隠したがる人

も多いです。 

 名簿の趣旨を説明し、賛同した方のみ名簿に記

載という条件をつけることや、できた名簿を誰が

管理しどんな時に活用をするのかを確認するこ

とや、先ほどもお話したとおり障害を持った方も

災害時に支援してほしいことは違いますので、支

援の内容なども盛り込むことが必要ではないで

しょうか。 

 また、地域の人同士が顔をあわせる関係も同時

に必要と思います。たとえば、良いか悪いかは別として、市営住宅は、町内の活動への参加にある程度

強制力が働くそうです。そのため、近所の人同士が顔をあわせる機会があります。そうした顔をあわせ

られるような機会があることも大切なのではないでしょうか。 

 みなさんはこのことについてどう思いますか？ 

 

 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

■メンバーの皆さんからの情報などをまとめてみました。 

 

■ホームページや情報紙からの情報提供 

 防災と検索すると１００万件以上のホームページがある中から、これは！というホームページをみつ

けました。 

・「災害弱者と地域による防災のすすめ」 

 地域での防災活動のヒントとなるようなことが書かれています。 

 アドレス：http://www.city.sapporo.jp/fukushi/machizukuri/bousai/hajimeni.htm 

 防災に関する小冊子やパンフレットは多く出されています、関心した冊子です。 

・『地震に自身を』、財団法人消防科学総合センター 

 地震が起きた時や地震に備えるための基本的なことを５ヶ国語（英語・ハングル語・北京語・ポルト

ガル語・日本語）で書いてある小冊子です。 
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■避難訓練に参加した方の感想 

 町内の防災訓練に参加してきました。煙体験ハウスを消防の方々が用

意してくださって、参加者全員がその中を通ってみました。その他は消

火訓練、「地震に備えましょう」というようなテーマのビデオを見て、三

角巾の使い方、簡易担架の作り方の講習がありました。煙体験ハウスは、

煙がバニラの甘い香りがするのには驚きました。 

 

■災害に関する講座に参加した方の感想 

 講師の方がおっしゃっていたのは、地震があった時に一番大事なのは先ず自分・家族が無事でいる事、

持ち出し袋などは用意している家庭が多いが、それ以前に助からないと意味がありません。一日のうち、

どこにどの位の時間いるのか、一番長く居る場所を考えて命を守る為の備えをする事が大切。 

 もう１つは、講座を設定している時間が昼間の時間帯の場合が多

くありますが、現役で仕事をされている方々には、出席がしづらい

です。どうしたら真剣に考えてもらうか、それが大切なのではない

かと改めて思うのですが・・・・。 

 

■避難所体験をした方からの感想 

 避難所体験はもっと自分達で何かをするものだと思っていたので

炊き出し用の食事を「すっかりごちそうになっておしまい」という

感じで、こんなでいいのかな？というのが正直な所でした。でも、

被災地でのボランティア体験ではないのだから、そんなものなのだ

ろうか…というのが今の感想です。 

 

■ある高齢者から聞いた声です（メンバーが聞き取りにいってくれました） 

 町内会（地域）に頼むことは、町内の消火器の設置場所を書面で

配布する。避難場所・避難経路の表示のみならず、各過程へ配布す

る。※年寄り等に聞いても表示を見ていないので分からない人が多

い。町内で実施する防災訓練には、できるだけ多くの人に呼びかけ

るように努力する。 

 家庭内で必要なことは、３日分の保存食を用意する。ラジオは、

電池を定期的に確認する。寒さをしのぐ。衣料品とか毛布等でも身

にまとえるよう日ごろから心がけるようにする。特に大事なのは、

平素から家族が落ち合う場所を決めておく。 
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今回も２つの報告です。１つは、２月９日（月）横

須賀市消防局で、防災に関するお話を職員の方から

伺うことができました。 

もう１つは、汐入宮元町内会の防災担当の方から防

災マップの作成についてのお話を伺いました。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

■横須賀市消防局でお話を伺いました。 

 

■こんなところ！ 

 横須賀市消防局は横須賀市役所分館裏に平成１

４年４月に新しく建てられた庁舎の中にあります。同じ建物の中には消防体験ができる「市民防災セン

ターあんしんかん」があるなど、横須賀市の防災の拠点になっています。残念ながら伺った月曜はあん

しんかんが休館日のため見学できませんでした。 

 庁舎が新しくなっただけでなく中の設備も生まれ変わりました。災

害時の情報が錯綜しないように、すべての情報が一元的に管理できる

ようになっていたり、災害の現地で直接本部にデータを送れるように

なっています。 

 消防局には、災害が起こると（地震などは震度４以上）消防局の庁

舎内に災害対策本部を設置し、災害応急対策を行います。 

 

■市内の自主防災組織組織率９５％ 

 自主防災組織は、主に町内会を単位に構成しています。現在中３５３団体中３３７団体が組織してお

り、組織率は９５％です。全国でもベスト１０に入る程の組織率になります。 

 自主防災組織も大きいものでは２４００世帯、小さいものでは３０世帯と差が大きく、活動内容もそ

れぞれ特徴的なものがあることから、自主防災組織同士の情報交換の

場として地区連絡協議会をつくるように働きかけています。 

 また、自主防災組織に必要な人材の育成として自主防災指導員育成

講習会も行っています。その他、防災訓練の実施として、消火訓練や

救急救護訓練などの訓練を行う個別訓練は、年間約１５０の組織が、

一時避難地への集合訓練や集団避難訓練から消火訓練など一連の行動

訓練を実施する総合訓練は、年間約６０の組織が、一連の行動訓練か

ら避難所に避難し実際に宿泊まで伴う総合防災訓練（横須賀市主催）は年１回実施しています。 

 

第５号 平成１６年３月５日発行 
発行： 
横須賀（災害）ボランティアネ
ットワーク 

防災マニュアル実行委員会 
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■防災収納庫の器材は使えますか？ 

 災害時に使用する器材等が保管してある場所として身近なものに

市が設置した防災収納庫があります。（学校の校庭などにあるコン

テナのようなものです） 

 この防災収納庫には発電機や投光機、リヤカーなど災害時に使用

できるものが約４０品目入っています。これら器材、いざという時

に使えるように、防災訓練の際ぜひ活用してくださいとのことです。 

 その他、市内に５ヶ所の防災資機材倉庫や学校の余裕教室などに

災害用備蓄物資が、また自主防災組織の独自の防災収納庫もあります。 

■自主防災組織に補助金がでます。 

 自主防災組織の活動を支援するために、消防局では資金面での支援も行っています。名称は、「自主

防災組織防災器材等整備費補助金」。簡単に内容を説明すると補助金が必要なところは、必要事項を記

入の上消防局へ申請します。その申請をもとに防災器材の購入費の５分の４

の補助を行っています。防災器材の上限は６４万円、防災服の上限は１０万

円です。これは昭和５６年からはじまり、現在は毎年１２０の自主防災組織

が申請をするそうです。詳しくは消防局防災課（tel046-821-6480）へ

ご相談ください。 

 

■「避難所運営マニュアル作成」を支援しています 

 災害が発生した時の避難場所をどう運営していくか。けが人が来た時、食料の管理、情報の伝達、要

援護者への対応、トラブル防止策、ボランティアの需給調整など、避難所には、さまざまなことが求め

られます。この避難所の運営、行政や専門家が行うのではなく、各町内会や自主防災組織が行います。 

 消防局ではこの避難所の運営に必要なことを記載したマニュアルを作成しています。このマニュアル

をもとに、内川町内会・若宮台町内会が合同で作成した

避難所運営マニュアルには、特徴的なものとしてペット

対策まで入っていました。 

 消防局では、この「避難所運営マニュアル」をもとに

各地域で避難所に関わることについていろいろと話し合

ってほしいとのことでした。 

■感想 

 職員の丁寧な対応に関心したのと同時に、行政は、行政のできる範囲で真剣に取り組む姿勢がみるこ

とができました。私たちも行政に頼るばかりでなく、自分たちでどのようなことができるのか。どのよ

うにしたら良いのかを考えることが大切だということを感じました。 
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■汐入宮元町内会の防災マップについての作成談を聞きました 

 

 ２月１７日（火）総合福祉会館から歩いて１０分ほどの京急汐入駅近くに汐入宮元町内（汐入４丁目）

があります。世帯数５９０、人口約１５００人の比較的小さな町内です。古くからの住人が多く、また

山坂、谷戸が多い町です。この汐入宮元町内、先日の東逸見地区の方からの紹介を受け、独自につくら

れました防災マップについてお話を伺いました。 

 

■自分たち自身でつくることが大切 

 お話をきいた方は、普段ＮＰＯ法人で活動しており、主に山の上に住

む方を搬送しています。今までに１７０名の方を搬送し、その経験をい

かしながら防災マップを作成しました。 

 防災マップは、町内の防災計画の一環として活動を始めました。被害

を最小限にとどめるための案内図としての役割があり、同時に、町内に

住む方々への防災意識を啓発するためのものでもあります。特に意識し

たことは、内容が専門的にならず、見て分かるようにしたことでした。 

 もう１つは、横須賀市防災アドバイザーの「防災対策の基本として自分の身は自分で守る。これが防

災対策の基本です」とあるように、このマップを自分たち自身でつくることでした。 

 

■要のリーダーの存在 

 作成にあたり、作成委員会を組織し５～７名が委員となり活動を始めま

した。ここで注意しなくてはならないことは、５～７名が定期的に集まっ

て話し合ったことを誰かがきちんと集約し、次につなげるようなことをす

る人（リーダー）が必要だということです。 

 このリーダー、時に町内会役員と作成委員会とのパイプ役、消防局との

調整、作成委員会の話しのまとめ、スケジュールの管理などさまざまな活

動を行うためとても大切な役割なのです。 

 

■防災マップに隠された秘密とは 

 防災マップだけみていると分かりませんが、できあがるまでの過程では細かい調査と資料の収集、そ

して多くの方の論議を経た成果だということが分かります。 

 防災関係図書、各種地図、統計資料の各種の参考となる資料を集め、町内を何度も歩き町内に関わる

情報を集め、その上でどんなものが自分の町内に必要なのか。多くの意見を聴き、論議を重ねていきま

した。 

 特に大切なことは、いろいろな人と論議することで、防災についての意識を高めたり、町内の人がど

んな意識をもっているかがわかります。 
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 こうして、できあがったマップは、表裏１枚に必要なことが記されたものとなりました。 

 

■悩みもありました。 

 防災マップに載せたい項目でも、時に人の財産やプライバシーの侵害になることもあります。たとえ

ば、ブロック塀は地震の時に危険と言われていますが、マップに記載しようとすれば持ち主にとっては

素直に了解できません。駐車場を一時避難地として使用したい場合は、

土地の持ち主に話をしなければなりません。そこに暮らす人にとって

は経済的な問題や近隣との関係などいろいろな事情があるのです。 

 そうした事情に配慮することなく、防災、災害のために役に立つと

いう理由だけで防災マップに載せることは難しく、その事情を理解し

た上でマップを作成していくことが重要となります。時に載せたくて

も載せられないこともあり、作成する側はいろいろ葛藤があると思います。その葛藤をそのままにする

のではなく「話し合い」しながら一番良い方法を探ることが大切であると思います。そうしたことで防

災マップを作成することよりも大事なことが生まれてくることもあります。 

 

■防災カルテに基づいた防災マップを 

 防災マップに記載できなくても危険と思われるものを、きちんと調べ一定の管理のもと資料として保

管しておくことが必要です。我々はこれをカルテと呼んでおります。 

 カルテを整備しておくことで、防災マップは古くなってしまってもカルテを常にチェックしておけば

必要なものをマップに載せるだけて印刷がすぐに可能になるからです。 

 もし、防災マップを作成する場合はカルテの作成をお薦めします。 

 

■あまり肩に力をいれずにゆっくりと 

 いろいろと難しいことをいいましたが、片意地はらずゆっくりやること。防災のことに熱心になるあ

まり町内の人との関係を壊 

さないこと。無理のない範 

囲でやることです。この３ 

点が重要です。 

 私は防災担当として、こ 

れからは自主防災組織の機 

能を充実していくための活 

動を進めていきたいと考 

えています。 
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こんな冊子活用してみてはどうですか？ 

～参考になる本・ホームページのご案内～ 

 

■書籍・参考冊子など 

《横須賀市で作成・発行しているもの》 

・横須賀市地域防災計画 

 横須賀市の防災計画で防災に関する要です。まずは手にとってその厚みを感じてください。市内の図 

 書館で閲覧することができます。 

・防災マップ作成マニュアル 

 横須賀市消防局で出した地域の防災マップを作成する際のノウハウがかかれています。 

・避難所設営マニュアル 

 横須賀市消防局で出した学校が避難所となる際の運営方法のノウハウです。 

・横須賀の活断層 

 横須賀市の地図（１枚の大きな紙）に調査し確認された活断層や、急傾斜地の危険区域を示した地図 

 です。横須賀市で１０００円で販売しています。 

《書店で販売されている書籍》 

・『関東大震災』、文春文庫 

 震災の模様を克明につづったノンフィクション。 

・『阪神大震災復興１００日』、神戸大学〈震災研究会〉 

 神戸大学が、震災の発生、被災、復興、防災に関してまとめたものです。 

 

■ホームページ 

・財団法人消防科学総合センター アドレス：http://www.isad.or.jp/ 

 「防災まちづくり大賞」の受賞団体や内容を紹介しており、身近な地域での活動に役に立ちます。 

 

 

※３４ページにも少し情報を載せましたのでご参照ください。 

※ここで紹介できなかった資料も多くありますので「こんな資料があれば」といったことがあれば、ご 

 相談ください。相談先は、裏表紙に記載してあります。 
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防災マニュアル実行委員会（防災ひろめ隊）メンバーの紹介 

 

 委員長 鷹野克彦（以下 順不同） 
 海野千秋・大谷泰司・小川理穂・桐山美智子・小宮山新・澤木優輔・ 
 須藤雅治・鈴木良子・鈴木仁・星智子・増田正義・山本ひろ子・渡辺善明 
 
 事務局 横須賀市社会福祉協議会よこすかボランティアセンター 
     二見勝・鈴木正・平野友康 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、神奈川福祉事業協会より助成金をいただき作成しました。 
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