
■総括担当 活動要領(案)（災害発生から２４時間以内）  ※シャドウ部分は各担当共通事項              2019/06/30 

作業項目 作業手順・内容 準備するもの（備品・ツール） 

1．自らの安全確保～町内会館集合 (1)自身、家族の安全確認、電気・ガス始末、黄旗掲示（災害発生時基本行動） 

(2)安全が確認できた段階で、町内会館に集合 

 

・ライト付ヘルメット(着用) 

・安全ベスト(着用) 

・防災倉庫鍵（保管者のみ） 

・飲み物、軍手、皮手袋 

2．町内会館の安全確認（主担当） 

 

(1)会館破損・ガラス割れなど危険がないか点検 

(2)危険がない場合は、町内会館に防災本部設置 

(3)町内会館の通電確認（ブレーカー確認）。停電時は、照明・発電機準備 

・照明（ランタン、投光器） 

・発電機 

3．防災本部の設置（主担当） (1)本部長、副部長、担当チーフ複数名参集後、本部立ち上げ 

(2)防災倉庫開錠、無線機アンテナ接続＆電源オン、PCオン 

(3)本部レイアウト図に従い、各担当コーナー設置 

①防災本部の看板（張り紙）を玄関に設置、防災旗設置 

②各担当コーナー設置（机・椅子・備品配置） 

総括、通信、情報広報、安否確認、救出搬送、救護コーナー 

・防災本部看板、防災旗 

・町内拡大地図（A0サイズ） 

・黒板、白板 

・救出搬送コーナー備品 

・救護コーナー備品 

4．情報収集活動（取りまとめ） (1)携帯無線機でブロック呼び出し、安否情報・被災情報確認開始 

(2)携帯無線機の交信内容記録（確認開始、安否情報、被災情報、確認終了） 

 

・携帯無線機 

・情報記録紙 

5．各担当への支援（全体調整） (1)安否確認作業遅延ブロック等、人員不足箇所へ応援要員派遣を手配 

(2)防災倉庫保管の備品持ち出し手配 

(3)救出・搬送担当に避難誘導情報を提供（経路、避難場所） 

・携帯無線機 

・町内拡大地図 

6．行政、近隣町内会への連絡窓口 

医療、消防、ミニ防災拠点 

近隣町内会 

(1)ミニ防災拠点を通じ、行政への連絡（被災状況報告、入手情報展開） 

(2)各担当からの要請に応じ、医療機関・消防へ出動要請 

(3)近隣町内会と被災状況を連絡し合い、応援派遣または協力要請 

・防災関係機関連絡マップ 

・情報記録紙 

7．防災本部継続・解散判断 (1)町内に被害がないことを確認できた場合、「本部解散」を防災部長に進言 

(2)被害があるが当面静観できる場合は、「一部継続(帰宅)」を防災部長に進言 

 

  



■情報広報担当 活動要領(案)（災害発生から２４時間以内）  ※シャドウ部分は各担当共通事項            2019/06/30 

作業項目 作業手順・内容 準備するもの（備品・ツール） 

1．自らの安全確保～町内会館集合 (1)自身、家族の安全確認、電気・ガス始末、黄旗掲示（災害発生時基本行動） 

(2)安全が確認できた段階で、町内会館に集合 

・ライト付ヘルメット(着用) 

・安全ベスト(着用) 

・その他必要品持参 

2．町内会館の安全確認 

（総括担当を補佐） 

(1)会館破損・ガラス割れなど危険がないか点検。通電確認（ブレーカー確認）。

停電時は、照明・発電機準備、危険がない場合は、町内会館に防災本部設置 

・照明（ランタン、投光器） 

・発電機 

3．防災本部の設置 

（総括担当を補佐） 

(1)本部長、副部長、担当チーフ複数名参集後、本部立ち上げ 

(2)防災倉庫開錠、無線機アンテナ接続＆電源オン、PCオン 

(3)本部レイアウト図に従い、各担当コーナー設置 

・防災本部看板、防災旗 

・町内拡大地図（A0サイズ） 

・その他 

４．本部情報・広報担当立ち上げ (1)机・いす、各種什器・用度品準備 

(2)情報入手手段および情報発信手段の確保 

防災倉庫内電池式ラジオ（情報入手）、個人のスマホ（情報入手・発信） 

・白板、町内地図、情報記録紙、 

筆記具等、ハンドマイク 

・TV契約、スマホ充電器購入 

５．公的震災情報の入手と本部内表示 (１)ラジオニュース・市安心安全メール・防災無線放送内容の本部内掲示 

＜震源地、マグニチュード、最大震度、鎌倉市震度、津波警報の有無等＞ 

 

 

６．情報収集活動（収集・伝達） (1)公的最新情報（震災関係外部情報）の追加入手と重要事項の本部内掲示 

(2)安否確認担当が入手した町内情報のうち、重要事項の本部内掲示 

(3)情報記録紙内容（道路通行不能、火災、家屋倒壊等の個別情報）の地図表示 

 

７．町内ブロックへの情報発信・照会 (1)公的情報（上記５）に限定して、各ブロックからの照会に回答 

(2)町内の未確認伝聞情報入手の場合は、総括担当（携帯無線機）に確認を依頼 

(3)入手した個別情報のうち、本部から町内特定箇所への要員派遣が必要と思われ

るとき、あるいは外部機関と連絡を取るべきと思われるときは、総括担当に通知

し、その指示により必要に応じて関連情報の収集・伝達を行う。 

公的情報以外の情報は総括担当

が発信を指示するものに限る

（偽情報拡散防止）。 

８．防災本部継続・解散 (1)防災部長の「本部解散」宣言により作業結果をまとめた上、解散する。 

(2)防災本部の「一部継続(帰宅)」指示があったときは一部要員を残し、適宜交代

要員を定めて帰宅する。 

 

  



■救出・搬送担当 活動要領(案)（災害発生から２４時間以内）  ※シャドウ部分は各担当共通事項           2019/06/30 

作業項目 作業手順・内容 準備するもの（備品・ツール） 

1．自らの安全確保～町内会館集合 (1)自身、家族の安全確認、電気・ガス始末、黄旗掲示（災害発生時基本行動） 

(2)安全が確認できた段階で、町内会館に集合 

・ライト付ヘルメット(着用) 

・安全ベスト(着用) 

・その他必要品持参 

2．町内会館の安全確認 

（総括担当を補佐） 

(1)会館破損・ガラス割れなど危険がないか点検。通電確認（ブレーカー確認）。停

電時は、照明・発電機準備、危険がない場合は、町内会館に防災本部設置 

・照明（ランタン、投光器） 

・発電機 

3．防災本部の設置 

（総括担当を補佐） 

(1)本部長、副部長、担当チーフ複数名参集後、本部立ち上げ 

(2)防災倉庫開錠、無線機アンテナ接続＆電源オン、PCオン 

(3)本部レイアウト図に従い、各担当コーナー設置 

・防災本部看板、防災旗 

・町内拡大地図（A0サイズ） 

・その他 

4．要救援者(注 1)の救出・搬送 (1)要救援者の発生が予想される場合は救出・搬送に必要な機材を防災倉庫から搬

出する 

(2)安否確認担当から要救援者の情報を入手 

(3)要救援者宅の状況（家屋倒壊の有無、家具転倒等）により、必要人員を要救援

者宅に派遣する 

(4)要救援者宅への救出派遣は複数名とし（単独での救出活動は避ける）、半壊もし

くは全壊家屋からの救出活動は余震による二次災害の危険がある場合は避ける 

(5)夜間における救出活動の照明はヘルメットに装着のライトを使用するが、停電

等で更なる照明が必要な場合はランタンや投光器（＋発電機）を活用する 

(6)家屋の倒壊状況により救出が困難と判断した場合は、本部に連絡し消防等に救

出要請を行ってもらう。 

(7)救出者が負傷しており救護が必要な場合は、町内会館に搬送し救護担当に処置

を依頼する 

救出 

・バール、テコバール 

・ハンマー、バチツルハシ 

・ボルトクリッパー 

・剣先スコップ 

・替刃ノコギリ 

・爪付ジャッキ 

・二連ハシゴ 

・投光器、発電機、ランタン 

・リヤカー 

搬送 

・車椅子 

・担架 

5．火災発生時の初期消火 (1)安否確認担当から火災発生の情報を入手（町内会館） 

(2)火災発生状況により初期消火が可能な場合は、必要人員を派遣し初期消火実施 

①初期消火は近隣の協力を求め、火災現場周辺の該当設置消火器および近隣で

所有する消火器にて行う 

②延焼の恐れがある場合には、大声で近隣に火災の発生を知らせ逃げ遅れによ

る犠牲者が出ないようにする 

(3)初期消火ができず天井まで火が達したら風上に避難し、消火は消防に任せる 

・消火器 

・バケツ 

  



6．要支援者(注 2)の避難支援 (1)行政より避難指示が出され要支援者が避難を希望する場合、次の条件が満たさ

れていることを確認後、要支援者のミニ防災センターへの避難を支援する 

①市が設置するミニ防災センター（富士塚小学校、深沢小学校）が設置されて

いること 

②ミニ防災センターまでの避難路の安全が確認されていること 

(2)上記①、②の条件が満たされていない場合は自宅で待機してもらうが、自宅が

倒壊している場合（倒壊の心配がある場合）は、一時避難所（町内会館、大平

山公園、富士塚公園）への避難を支援する 

(3)いずれにおいても、近隣に要支援者の避難支援協力を要請し一緒に避難しても

らう 

(4)避難支援に際しては、自宅に保管されている救急安心カードにより要支援者に

関する情報（緊急連絡先等）を把握し、避難したこと及び避難先を自宅入口に

表示する 

(5)可能であれば、要支援者宅の電気配電盤のブレーカーを落とし、ガスの元栓を

閉じることにより、避難中の火災の発生を防止する 

・車椅子 

・担架 

7．防災本部継続・解散 (1)防災部長の「本部解散」宣言により作業結果をまとめた上、解散する。 

(2)防災本部の「一部継続(帰宅)」指示があったときは一部要員を残し、適宜交代

要員を定めて帰宅する。 

 

(注 1)災害発生時の安否確認により救出が必要な人 

(注 2)高齢者、障碍者、要介護者などで避難時に手助けを希望する登録者 

  



■救護担当 活動要領(案)（災害発生から２４時間以内）  ※シャドウ部分は各担当共通事項              2019/06/30 

作業項目 作業手順・内容 準備するもの（備品・ツール） 

1．自らの安全確保～町内会館集合 (1)自身、家族の安全確認、電気・ガス始末、黄旗掲示（災害発生時基本行動） 

(2)安全が確認できた段階で、町内会館に集合 

・ライト付ヘルメット(着用) 

・安全ベスト(着用) 

・その他必要品持参 

2．町内会館の安全確認 

（総括担当を補佐） 

(1)会館破損・ガラス割れなど危険がないか点検。通電確認（ブレーカー確認）。

停電時は、照明・発電機準備、危険がない場合は、町内会館に防災本部設置 

・照明（ランタン、投光器） 

・発電機 

3．防災本部の設置 

（総括担当を補佐） 

(1)本部長、副部長、担当チーフ複数名参集後、本部立ち上げ 

(2)防災倉庫開錠、無線機アンテナ接続＆電源オン、PCオン 

(3)本部レイアウト図に従い、各担当コーナー設置 

・防災本部看板、防災旗 

・町内拡大地図（A0サイズ） 

・その他 

４．救護コーナー設置（小ホール） (1)小ホールに救護コーナーを設置 

①机、椅子、及び救急箱等の救護用品配置 

②けが人救護スペースの確保：簡易ベッド（または敷きマット）等 

・救急箱、血圧計、体温計 

・洗浄水・飲料水 

・毛布、簡易ベッド 

５．負傷者の応急処置 ※ 応急処置の実施にあたっては、応急処置の心得がある者が対応し、医療関係

者に引き継ぐことが好ましい。 

(1)負傷者受け入れ（医療従事者の指示を仰ぐ。重度の場合は医療機関へ搬送要請） 

(2)必要に応じ、以下の応急処置を可能な範囲で実施。応急処置の心得がある者が

いない場合は、町内に応援を要請する。 

①止血 

②骨折箇所の固定 

③心肺蘇生＆ＡＥＤ 

※ 平常時の活動として、(2)項の応急処置訓練を定期的に実施する。 

・町内医療関係者リスト 

 

止血 

・ゴム手袋（着用） 

・ガーゼ、包帯 

骨折 

・添え木、三角巾 

心肺蘇生 

・ＡＥＤ 

6．医療機関への出動要請 

 

(1)負傷者が医師の手当てを要すると認めた場合は、総括を通じて医療機関に出動

を要請する。 

 

7．防災本部継続・解散 (1)防災部長の「本部解散」宣言により作業結果をまとめた上、解散する。 

(2)防災本部の「一部継続(帰宅)」指示があったときは一部要員を残し、適宜交代

要員を定めて帰宅する。 

 

  



■安否確認担当防災委員 活動要領(案)（災害発生から２４時間以内）  ※シャドウ部分は各担当共通事項        2019/06/30 

作業項目 作業手順・内容 準備するもの（備品・ツール） 

1．自らの安全確保～町内会館集合 (1)自身、家族の安全確認、電気・ガス始末、黄旗掲示（災害発生時基本行動） 

(2)安全が確認できた段階で、町内会館に集合 

・ライト付ヘルメット(着用) 

・安全ベスト(着用) 

・その他必要品持参 

2．町内会館の安全確認 

（総括担当を補佐） 

(1)会館破損・ガラス割れなど危険がないか点検。通電確認（ブレーカー確認）。

停電時は、照明・発電機準備、危険がない場合は、町内会館に防災本部設置 

・照明（ランタン、投光器） 

・発電機 

3．防災本部の設置 

（総括担当を補佐） 

(1)本部長、副部長、担当チーフ複数名参集後、本部立ち上げ 

(2)防災倉庫開錠、無線機アンテナ接続＆電源オン、PCオン 

(3)本部レイアウト図に従い、各担当コーナー設置 

・防災本部看板、防災旗 

・町内拡大地図（A0サイズ） 

・その他 

4．安否情報収集（全体集計） (1)各ブロックからの安否情報・被災情報を集計し、町内全体の状況をまとめる。 

(2)集計結果を総括、及び情報・広報担当に伝達（途中経過、最終結果） 

 

・安否確認状況表 

5．安否確認行動支援 (1)安否確認作業遅延ブロック等への応援作業を行う。 

※ 要請があるまで本部で待機する。 

 

6．防災本部継続・解散 (1)防災部長の「本部解散」宣言により作業結果をまとめた上、解散する。 

(2)防災本部の「一部継続(帰宅)」指示があったときは一部要員を残し、適宜交代

要員を定めて帰宅する。 

 

 

 


