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大平山丸山町内会 

防災マニュアル 
０版 ２０１６．２．X 

防災部 

 ポイント 

・高台という利点を考慮し地震災害の対応に限定 

 河川の洪水、土砂災害、津波など一斉避難は対象外 

・本マニュアルの対象は町内全住民 

・高齢化率が高いため、災害時要支援者を町内独自に把握し 

 災害時の安否確認に活用 

・無事を示す旗「安全黄旗」を全戸配付し 

 災害時に救済が必要な家庭を早期把握 

・安否確認担当を広く募集し班単位で近隣の安全を確認する 

・防災倉庫を町内３ケ所に分散配置し緊急対応に備える 

・初期消火、救護救助などは近隣で声を掛け合い対応することが基本 

・救急安心カードを希望者に配布し、一人暮らしの方等の救護に活用 

・食料の備蓄は各家庭を基本とする 

 町内会としての食料備蓄は行わない 

・毎年町内防災訓練を実施し、本マニュアルの見直しを行う 

 目次 

１．地震と災害に備えて（各家庭に配付） 
 町内防災マップ 
 日頃からの準備 
 災害初期にやるべきこと 
 自宅での避難 
２．安否確認担当のやるべきこと（班ごとの地図とともに配付） 
３．町内防災本部でやるべきこと（防災委員に配付） 
 ３－１ 防災本部を設置する目的 

 ３－２ 本マニュアルの位置づけ 
 ３－３ 防災本部で行う業務の概要 
 ３－４ 防災本部設置の準備 
 ３－５ 防災本部の設置 
 ３－６ 一時避難所での避難生活と支援活動 
４．防災部規定の役割別マニュアル（防災委員に配付） 
 ４－１ 総括担当 
 ４－２ 情報・広報担当 
 ４－３ 救出・救護・搬送担当 
 ４－４ 給食・給水担当 
５．防災備品装備計画 
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１．地震と災害に備えて（各家庭に配付） 

町内防災マップ 

  

＜注＞ 

この部分には町内会員名の記載された地図が

あったので、ホームページ掲載にあたり削除し

た。町内会地図（会員名表示）は別途各会員

世帯に配付済み分を参照願いたい。 
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<注  内容全面的に改定済。最新版は 2019/6各戸配付済。ホームページ防災部防災規程マニュアル参照願いたい＞ 平山丸山町内会 

 日頃からの準備  2016年 1月 23日 

安全 １、家屋の安全の確保：耐震化、耐震診断 特に１９８１年（昭和５６年）以前に建てられた建物は耐震基準が低いため補強が必要 

２、家の中の安全確保：家具や電気製品（冷蔵庫、テレビなど）の固定 寝る場所の安全確保 床や出入り口に物を置かない工夫 

備え、準備 １、安全確保に必要 

 ：懐中電灯（暗やみでもすぐとれる決まった場所や手元に置く）、防災ラジオ、避難用の靴（靴底のしっかりしたもの） 

２、非常用の持ち物準備 

：ラジオ、懐中電灯、非常食＆飲み水（３日分）、緊急医療品（傷テープ、マキロンなど）、災害用ブランケットなど 

＊すぐ持ち出せるようにまとめておく （通帳、印鑑などの貴重品もまとめておくとすぐに持ち出しやすい） 

＊ラジオや懐中電灯は電池が切れていないか、故障していないかを点検する（半年に１回程度） 

３、火災への備え ：消火器（使用期限を確認） 消火スプレー 消火用の水（お風呂に水をためておく） 感震ブレーカー設置 

避難の準備 １、家の中で、安全な逃げ場を決める ⇒ ダイニングテーブルの下、家具から離れたところなど身を守れる場所を家族で確認する 

２、家族の中で連絡方法を確認する ⇒ 携帯電話はつながりにくいので「１７１災害伝言ダイヤル」を利用する、公衆電話の利用 

３、避難場所、避難経路を確認する ⇒ 避難場所（または待ち合わせ場所）を決める  そこまでの経路を歩いてみる 

４、ケースによる対応 ⇒ 自宅で子どもだけ、高齢者だけの場合はどうするか考える。場合によっては近所で助けてもらう声かけ

をしておく 

 災害初期に家庭でやること 

地震発生 まず、身を守る（特に頭を守る） 

ダイニングテーブルの下に入る、 家具から離れたところで頭を抱えてかがむ 台所から離れる 階段から離れるなど 

（調理中でも火の始末よりやけどから身を守る。 現在のコンロは耐震装置が働き揺れを感知したら自動消火する） 

揺れが収ま

ったら 

１、屋内で火災がないか確認する 

２、ドアを開ける（出入り口の確保） 

３、靴を履いて屋外へ。（サンダルは足元が危険） 建物から離れる 

４、近所で声を掛け合い、お互いの状況を確認しあう ⇒町内会館へ情報提供 （余力があれば駆けつける） 

火災 消火器で火を消す （初期消火が肝心）    

個人だけで困難な場合はすぐ、近所に声をかける  消防署に連絡 

避難 １、停電の場合、必ずブレーカーを落とす （電源が回復した時に火災を防ぐため） 

２、ガスが止まった場合、ガスの元栓を止める 

３、可能な限り、水をためる ⇒ 水道管にある分は一時的に水が出る場合がある 
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 自宅での避難 

生活 情報； ラジオ  広報車  防災無線  町内会館や避難所（公の情報が集まる）  掲示物 

    ＊デマは信じないこと 

    ＊大事なことはメモを取る 

連絡： 公衆電話（３番通り、５番通り、８番通りにある）  メール  １７１災害伝言ダイヤル    

食事： 冷蔵庫の中のものから食べる ⇒ 次に非常食 

    ＊健康維持のためにもちゃんと食事をとる 

    ＊水分補給も忘れない ⇒ エコノミー症候群（血栓）予防につながる 

トイレ： 簡易トイレ   ビニール袋に新聞紙や紙おむつを入れたもの  庭に穴を掘る  

ライフライン： ３日間が目安  安全を確認してからスイッチを入れる 

       ガスのにおいがしたら、窓を開け、元栓を止める。 引火爆発の危険があるので電気のスイッチは入れない 

一時避難所： １～８ブロック⇒ 大平山公園（ただし、１，２，４，５ブロックは深沢小学校も可）  

９～１２ブロック⇒ 富士塚公園 

健康 体調管理： 生活リズムに注意 （起床、食事、睡眠） 

チリ、ほこりに注意（マスクで予防）   

体をなるべく動かす（エコノミー症候群の注意）   

清潔に心がける 

 ⇒ 水道が止まると水が大切になるが、濡れタオルやウエットティッシュなどで手や顔、体の汚れを拭く 

   少量の水を効果的に使う工夫   

心のケア： 声を出す（歌を歌うのも効果的）  近所の人と話をする   一人でかかえこまない 
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２．安否確認担当のやるべきこと 2017 年 06 月 11 日 

２－１．事前に準備すること 

・状況を記入する担当する班の地図（要支援者を明示、防水性） 

・ブロック防災委員と協力し、班の安否確認担当と役割分担及びブロックリータ゛ーを

決め安否確認担当者の条列を決めておく。 

 （対応する要支援者や、一緒に行動する場合の確認者・記入者など） 

・夜間対応（特に停電時）に安否確認を行うときは、班の安否確認担当全員で行動する 

 原則として２名以上で行動する。 

・ランタンと LED ライトを班毎に配布しておく（２０１８年予定） 

＜必要備品・個人準備品＞ 

・防水性地図とバインダー、ハンドマイク、地図、拍子木、 

・ランタンと LED ライト 

（個人準備品） 手袋・タオル・ホイッスル・飲料水・をナップザック等に入れておく。 

２－２．災害時又は、地震情報で鎌倉市に「震度５弱」地震が発生時 

・マニュアルに従い、自身及び家族の無事並びに安全を確保され、防災活動する事に余

裕（精神的・時間的・物的）がある場合に所定の各ブロック集合場所に参集する。 

・安否確認者は、ヘルメット・ビブスを着用し、配備されている備品類を携行する。 

・＜参集場所＞ 

１ブロック： 

２ブロック： 

３ブロック： 

４ブロック： 

５ブロック： 

６ブロック： 

７ブロック： 

８ブロック： 

９ブロック： 

１０ブロック： 

１１ブロック： 

１２ブロック： 

・安否確認担当リーダーは、ブロック安否確認担当者の無事を確認し活動を開始する。 

・同じ班の安否確認担当と協力して班内の状況を確認する 

①「無事黄旗」が掲示されている家は地図に○ 

②旗が無い家は、インターフォン（ノック）で応答を確認 

（出し忘れの場合は掲示してもらう） 

③返事が無い家は地図に記入しない 

④けが人など救助が必要な場合△とし地図にその旨記入 

⑤家が倒壊、半壊している場合△とし地図にその旨記入 

⑥班内の道路の状況（通常通り車が走行できる、リヤカーなら通れるなど） 

・班内の状況確認を終えて、記入した地図を予め決めた安否確認担当リーダーは、防災

本部に報告する。 

・余力のある方は防災本部に集まり、救助・救護・搬送などにあたる 

＊1 予め地図に空き家の表示は、空と表示する。 

２－３．記入用班別地図（例） 

    ９Ｄ班 安否確認状況報告書 

    安否確認担当： ○○、□□ 

<注> 内容改定済。最新版は 2019/7月改定版をホームページ掲載済み 
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    要避難支援者：DDDD、EEEE、FFFF、GGGG：表示は検討する。 

 

 

 

○「安全黄旗」が掲示 △けが人、家屋半壊などを記入 

けが人：ex.１２－７ 斎藤 けが人１名 担架必要 

道路：ex.四番通りと一番通りの交差点で陥没、車の通行不可、リヤカーは可 

 

３．町内防災本部でやるべきこと 

３－１．町内防災本部を設置する目的  
鎌倉市で「震度５弱」の地震の発生が観測された場合、「町内防災本部」を設置し、町

内住民の安否の確認、支援要請者の支援、町内の情報把握等による町内住民の安全を確

保すること、並びに市からの情報収集及び、それを町内へ伝達することを目的とする。 

「支援要請者とは」 

鎌倉市は、次の対象者への意向確認調査を行い、「災害時に支援を求めたい」と回答した

町内の方々の名簿（町内支援要請者名簿）を作成し、これが町内会長に提供された。 

＜対象者＞ 

 ア.75歳以上の一人暮らし者 

 イ.高齢者のみ世帯の 75歳以上の者 

 ウ.身体障害者手帳 1級又は 2級の者 

 エ.療育手帳Ａ1又はＡ２の者 

 オ.精神障害保険福祉手帳 1級の者 

 カ.介護保険法の要介護度 3～5の認定を受けている者 

 キ.これまで市の災害時要援護者登録名簿に登録されていた者 

大平山丸山町内会長は、上記の支援要請者名簿記載者に対して、町内安否確認地図にそ

の旨表示することにつき了承を求め、了承された方について安否確認地図に赤丸を表示

することとした。 

 

 

 

３－２．本マニュアルの位置づけ 
本マニュアルは、地震情報で鎌倉市が「震度５弱」の地震等の災害発生時、「町内防災

本部」を立ち上げて、実施すべ事項をまとめたものです。防災部長、防災委員等は、本マ

ニュアルに従い町内会館に防災本部を設置し、活動を行うための目安と位置付ける。 

３－３．防災本部で行う業務の概要 

３－３－１．一次業務（災害発生～２４時間） 

防災本部で行う一次業務（災害発生～２４時間）は、次のとおりとする。 

(1)情報収集 

・町内被害状況把握（各ブロック安否確認担当者から報告収集・整理） 

・けが人の把握 

・倒壊家屋の情報／要救援者注２）の把握 

＜注＞支援要請者の記載については、当初原稿の内容（町内会長の取り扱い

部分）に不備があったので、修正した。 

＜注＞ この部分に実際の安否確認用地図の一部が印刷さ

れていたので、ホームページ掲載にあたり削除した。 
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・火災発生状況の情報 

・道の寸断、危険物、電線の垂れ下がりなどの道路状況にかかわる情報 

(2)要支援者の避難誘導支援 

(3)倒壊家屋からの人員救出 

(4)けが人の位置把握 

(5)初期消火の実施 

(6)情報収集結果を鎌倉市、消防、警察などの行政へ伝達 

(7)鎌倉市、消防、警察などから発信される情報を町内に伝達 

(8)一時避難所の開設活動 

(9)ミニ防災センター（小学校）までの避難路の安全確認 

注１）高齢者、子供などで、避難に一定の手助けの必要な人 

注２）家の倒壊などによりけがをした人等 

【要確認事項】 

・町内会防災本部として実施すべきことを、明確に定義しておいた方が良い。 

・どこまでの情報を収集するか課題となる。情報が多すぎると混乱して、収集がつかな

くなる。 

３－３－２．二次業務（２４時間以降） 

防災本部で行う二次次業務（災害発生から２４時間以降）は、以下のとおりとする。 

(1)簡易トイレの設置 

(2)市からの情報展開（給水情報、ミニ防災センター開設状況など） 

(3)ミニ防災センター（小学校）開設に合わせて、要支援者の移動支援 

 

３－４．防災本部設置の準備 
本項では、防災本部設置までの準備作業を示すものとする。 

３－４－１．自らの安全の確保 

（１）自分自身の安全確保、次いで家族の無事が確保され、防災活動をする事に 

余裕（精神的・時間的・物的）がある場合、速やかに町内会館に集合する。 

（２）会館集合時は、以下を持参 

・ヘルメット、ビブス ・軍手、皮手袋（救援、救助用）  

・飲み物、タオル、簡易的な食糧 

（３）ヘルメット未着用時は、町内会館備え付けのヘルメットを使用 

（４）冬期の防寒対策は、各自で十分に行う。薄着で集合しない。 

（５）夏期は、水分を補給し、熱中症に注意する。 

（６）第一段階の活動は、災害発生から２４時間を想定する。交代で行うとしても、ある

程度の時間を防災本部で過ごすことになると思われるので、できれば簡易な食糧を

持参することが望まれる。 

【町内会に備え付ける必要備品】 

・予備用ヘルメット ・軍手、皮手袋（救援用） ・飲み物（飲料水）：？ 

・簡易的な食糧：？ 

３－４－２．町内会館の安全確認 

町内館開館へ到着した者は、以下を実施し、防災本部を設置する。 
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（１）町内会館の破損がないか（傾き、壁の大きな亀裂等が無いか）、ガラス割れなど危

険はないかの確認。（窓ガラスにフィルム貼付を確認する。） 

（２）町内会館が使えそうな場合は、町内会館に防災本部設置。 

ガラス割れがなどの危険がある場合は、掃除を実施。けがをしないよう皮手袋など

着用。 

（３）被害状況により町内会館が使えない場合は、防災倉庫からテントを出して、大平山

公園等（町内会館近隣道路も検討）に仮・防災本部設置。 

（４）町内会館の通電を確認。電気が来ていない場合は、ブレーカーを確認（ブレーカー

を切断する：？）。停電の場合は、防災本部を設置する時間帯に関係なく、照明（ラ

ンタン）を準備する。現時点で、通電していても、その後の余震などにより停電す

る可能性があるので、順次照明（ランタン）を準備。 

【必要備品】 

・「大平山丸山町内会防災本部」の看板 

・あらかじめ、ガラスが割れないように、フィルムを張っておいた方が良い。 

・掃除道具（散乱物、特にガラスの処理用） 

・照明（ランタン）／発電機 

【要確認事項】 

・町内会館が使えない場合、どこに仮防災本部を設置するか検討しておく。 

・防災本部を設置した場所に「防災本部」の看板を設置した方がよい。 

・停電時の防災本部の照明はどうするのか。発電機を使用できるか。 

 

３－５．防災本部の設置 
３－５－１．一次業務の開始 

一次業務は、災害発生から２４時間までを想定して活動する。 

（１）「防災本部」の看板の設置 

  ＜防災本部の序列（案）＞ 

１町内会長・防災部長  ６救出・救護・搬送リーダー 

２副部長（総括担当）  ７給食・給水リーダー 

３副部長（情報・広報担当）  ８情報・広報担当サブ 

４情報・広報リーダー  ９安否確認担当サブ 

５安否確認担当リーダー １０救出・救護・搬送担当サブ 

（２）防災用地図：準備済み 

（３）無線機の準備。：未整備 

（４）大平山倉庫で、救援用物資（バール、ジャッキなど）準備済み 

【必要備品】 

・要支援者を記載した防災用地図の作成・・・ 別作業にて実施 

【要確認事項】 

地図は 2種類準備する。 ・一般用 ・要支援者記載済み（防災部長保管、毎年更新） 

(a)要支援者情報記入用（要支援者を記載した防災用地図または、表でもよい） 

(b)要救援者／けが人情報記入用 

(c)倒壊家屋情報／火災情報／道路情報記入用 

・けがをした人の存在位置のみを把握することで良いか。 

・防災本部が立ち上がるころには、火災も広がっているので、消火活動は無理かもしれ

ない。 
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１．報収集活動 

安否確認担当活動として以下を実施。 

(1)各ブロック／各班などは、可能な範囲で、以下の情報を防災本部に上げる。 

・町内住民及び要支援者の安否情報 

・けが人の把握（動けるか否かの情報を含む） 

・倒壊家屋の情報 

・・・ 要救援者把握 

・火災発生状況の情報 

・道の寸断、危険物、電線の垂れ下がりなどの道路状況にかかわる情報 

・ミニ防災センター（小学校）までの避難路の安全確認 

(2)防災本部は、上がってきた情報を地図等に書き込んでいく。 

(3)情報が上がってこない地域及びミニ防災センター（小学校）までの避難路に防犯パト

ロール隊を派遣し：？、情報収集 

(4)防犯パトロール隊からの情報を、地図に書き込む。 

【必要備品】 

・無線機 

【要確認事項】 

・本部に報告する内容のリスト（要支援者の安否、倒壊家屋の情報など、フォーマットに

基づき、報告した方が情報の混乱が避けられると思う。 

 

２．支援／救援／救護活動（救出・救援担当） 

救出・救援担当活動として以下を実施。 

情報収集により上がってきている情報に基づき、以下の活動を実施する。なお、活動

は、一人では行わず、必ず複数名のチームで対応すること。 

(1)要支援者の避難活動支援 

＜別マニュアルに従い実施＞ 

(2)要救援者の救出（倒壊家屋からの人員救出等） 

(a)倒壊家屋に要救援者がいるか確認 

(b)要救出者がいる場合には救出開始 

(c)人手が必要な場合は、人を集めて実施 

(3)救護活動 

(a)けが人の病院への搬送 

(b)病院との連携 

【必要備品】 

・担架などけが人運搬用備品 

【要確認事項】 

・医療従事経験者がいた方が良いかもしれない。（現在の医療従事者は、本務のため、対

応できないと思われる。） 

・けが人の運搬方法を検討しておく必要がある。 

(4)初期消火の実施 

＜既に防災本部が立ち上がっていることは、火の手が大きくなっている可能性あるた

め、無理な活動はしない＞ 

３． 広報／通報活動（広報担当） 

広報担当活動として以下を実施。 
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(1)火の手の上がっている情報の広報／避難誘導情報の広報（拡声器による） 

(2)病院への連絡 

(3)鎌倉市、消防、警察に対して、防災本部が把握している情報の展開 

【必要備品】 

・拡声器 

【要確認事項】 

・鎌倉市、消防、警察は、どのような情報を必要としているか確認を要する。・鎌倉市、

消防、警察への連絡方法、情報入手方法の確認。 

 

４．一時避難所開設活動 

一時避難所は、自宅が倒壊、半壊している方で、ミニ防災センター（小学校）へ避難でき

るまで、一時的に使用する避難所とする。一時避難所は、町内会館及びテントを設置した

大平山公園、富士塚公園とする。 

(1)防災倉庫からテント及びブルーシートを運び出し 

(2)大平山公園、清水塚公園にテントの設置、ブルーシートなどで風よけを考慮する。 

(3)情報掲示板（鎌倉市、消防、警察、その他からの情報を掲示）の設置 

(4)簡易トイレの設置 

【必要備品】 

・ランタ（本部に少なくとも２個（入口、室内）、一次避難場所各１個。その他） 

・情報掲示板、紙、マジック 

・毛布 

・ブルーシート 

・敷物（冬期は直接地面に座るとかなり寒いので、何か床に敷いた方が良い） 

【要確認事項】 

・ミニ防災センター（小学校）が開設されるまで、どのくらいの時間を一時避難所で過ご

す必要があるか、検討を要する。過ごす時間により、一時避難所に準備しておく物品が

異なる。（長期に及ぶのであれば、毛布や、簡易な食糧等も必要） 

・ミニ防災センターへ直接移動してはどうか。それとも、一時避難所からある程度まと

まってミニ防災センターへ移動した方が良いのか。 

 

３－５－２．二次業務の開始（給食・給水担当） 

給食・給水担当活動として以下を実施する。 

二次業務は、災害発生から２４時間以降を想定して活動する。 

(1)簡易トイレの設置 

(2)市からの情報展開（給水情報、ミニ防災センター（小学校）の開設状況など） 

(3)ミニ防災センター開設に合わせて、要支援者の移動支援。 

 

１．簡易トイレの設置 

防災倉庫に収納されている簡易トイレを、大平山公園、富士塚公園に設置する。 

２．市からの情報展開 

市から開示される情報（給水情報など）を順次一時避難所の掲示板に掲示していく。 

３．ミニ防災センターへの移動支援 

ミニ防災センター開設に合わせて、要支援者のミニ防災センターまでの移動を支援す
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る。要支援者のミニ防災センターまでの移動は、一時避難所利用者が協力して行うこと

を基本とし、それを防災協力員他もサポートする。 

 

３－６．一時避難所での避難生活と支援活動 

３－６－１．一時避難所の位置づけ 

・一時避難所（町内会館、大平山公園、富士塚公園）は、市が設置するミニ防災センタ

ー（小学校）が開設されるまで一時的に避難する場所及び市からの情報を展開する場

所と位置付ける。 

・なお、自宅での生活ができる場合は、自宅で生活を継続する。 

・一時避難所に避難する人は、自宅が倒壊／半倒壊した人または、自宅での生活が困難

な人を対象とする。これは、町内会では、食料／飲料水備蓄等の生活物資の備蓄を行

っていないためである。 

【確認事項】 

・一時避難所の位置づけはこれで良いか。 

３－６－２．一時避難所への移動 

＜実施事項＞ 

・近隣住民及び防災協力隊は、要支援者の意思を確認し、要支援者が避難所（一時避難所

及びミニ防災センター）への避難を希望する場合、一時避難所への一時避難を支援す

る。 

・自宅が倒壊した人は、自分の意思により一時避難所へ移動する。なお、怪我などで、自

力で移動できない場合は、要支援者の場合と同様とする。 

・・・ 以下、「避難住民」という 

＜防災協力隊＞ 

・防災協力隊は、一時避難所の整備、運営を行う。 

・防災協力隊は、市からの避難所開設状況の把握に努める。場合により、避難所に出向

き、情報収集を行う。 

【要確認事項】 

・誰が、要支援者の一時避難所への避難意思を確認するか。 

３－６－３．一時避難所での生活とミニ防災センターへの移動 

・一時避難所は、ミニ防災センター（小学校）が開設されるまで一時的に過ごす場所であ

り、避難住民は、各自の安全を確保し、ミニ防災センターの開設を待つ。 

・ミニ防災センターの開設が確認された段階で、一時避難所の避難住民は、協力して、ミ

ニ防災センターに移動する。（道の寸断などの影響があるため、可能な限りまとまって

ミニ防災センターへ移動する） 

＜防災協力隊＞ 

・防災協力隊は、要支援者の移動を支援する。 

３－６－４．一時避難所の開設の継続 

避難住民が、ミニ防災センターに移動後も、引き続き、一時避難所は開設しておく。 
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４．防災部規程の役割別マニュアル 

大平山丸山町内会防災部規程第４条記載の組織と実施事項との対応は次のとおりとする。 

 

 総括担当 
情報・広

報担当 

安否確認担

当 

救出・救護・

運送担当 

給食・給

水担当 

一次

業務 

防災本部の設置 ◎ △ △ △ △ 

(1)情報収集 
◎ 

取り纏め 
 

◎ 

安否情報 
  

(2)要支援者の避

難誘導支援 
   ◎  

(3)倒壊家屋から

の人員救出 
   ◎  

(4)けが人の位置

把握 
◎  

◎安否確認と

同時実施 
  

(5)初期消火の実施    ◎  

(6)行政へ伝達 〇 ◎    

(7)町内への伝達  ◎    

(8)避難路の安全

確認 
  △ ◎  

(9)ミニ防災拠点

開設活動 
    ◎ 

二次業務     ◎ 

◎：主な担当を示す。〇：行政との窓口を担当する。△：支援を示す 

 

４－１．総括担当 

４－１－１．総括担当の職務 

総括担当の職務は、以下とする。 

・防災部長補佐（防災活動実施において、全体の状況を把握。） 

・情報収集の取りまとめ作業、人員割り 

４－１－２．防災本部設置の準備 

・各担当と協力のもと、４．２項に従い、町内会館の安全を確認する。 

・町内会館の安全が確認された段階で、防災本部の設置を行い、各担当業務を開始する。 

４－１－３．実施内容 

（１）防災部長補佐業務 

・防災部長を補佐（防災役員・住民に対して役割分担の決定及び指揮）を行う。 

（２）情報収集 

・安否確認担当からの情報に基づき、安否確認に関する情報の地図へ書き込む 
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・安否情報を除く、３－５－１－１項に従った情報収集活動の実施指示。必要事項の地

図への書き込み。情報収集活動は、安否確認担当、防災パトロール隊長及び指名され

たものが実施。 

・情報収集活動に当たっては、二次災害を防ぐ観点から複数名で行う。情報収集活動実

施時は、無線機、照明（ライト）、地図を持参の上行う。 

・情報収集活動実施により防災本部に収集された情報は、防災本部に供えられた地図

に書き込む。 

（３）行政への伝達業務 

・総括担当は、行政との窓口業務を実施する。 

情報・広報担当により収集された情報のうち、行政が必要とする情報を、行政に展開

する。 

・行政から入手した、情報を、情報・広報担当に展開する。 

 

４－２．情報・広報担当 

４－２－１．一時業務（情報収集） 

・防災用地図の準備。 

・町内住民及び要支援者の安否情報 

・けが人の把握（動けるか否かの情報を含む） 

・倒壊家屋の情報・・・ 要救援者把握 

・火災発生状況の情報 

・道の寸断、危険物、電線の垂れ下がりなどの道路状況にかかわる情報 

・ミニ防災センター（小学校）までの避難路の安全確認 

４－２－２．一次業務（広報／行政への連絡） 

・火の手の上がっている情報の広報／避難誘導情報の広報 

・鎌倉市、消防、警察に対して、防災本部が把握している情報の展開 

４－２－３．二次業務 

・市から開示される情報（給水情報など）を順次一時避難所の掲示板に掲示 

４－３．救出・救護・運送担当 

４－３－１．救出・救護・運送担当の役割 

・救出・救護・運送担当は１次業務（災害発生～２４時間）として、（1）要支援者の避難

誘導支援、（2）倒壊家屋からの人員救出、（3）初期消火の実施、（4）避難路の安全確認、

の活動を分担する。 

４－３－２．救出・救護・運送担当の構成 

・防災部長（町内会長もしくは代行者）より指名された救出・救護・運送担当リーダー

は、安否確認担当による情報収集に引き続き救出・救護・運送担当班を構成し前項（1）

から（4）の活動を指示する。 

・救出・救護・運送担当班は防災本部に駆け付けた防災委員を中心に、協力者を募り構成
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する。 

４－３－３．救出・救護・運送担当の役割分担 

・救出・救護・運送担当リーダーは、安否確認担当により収集された要支援者の安否、倒

壊家屋における要救出者の有無、火災状況等の情報に基づき、救出・救護・運送担当班

の構成員にて前二項の（1）から（4）の活動にあたるが、原則として二人以上での活動

とし単独では行動しない。 

・救出・救護・運送担当リーダーは、（1）から（4）の活動要員名簿を作成し、一次業務

における役割終了時点で救出・救護・運送担当班の構成員が二次災害にあうことなく

無事であることを確認する。 

 ４－３－４．要支援者の避難誘導支援 

・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、要支援者の避難誘導支援

要員は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。 

・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／

半倒壊している場合およびその恐れ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。 

・なお、怪我などにより自力で避難できない者に対しては、要支援者と同様の支援を行

う。 

・いずれにおいても要支援者全員を避難誘導支援要員だけで避難させることは出来ない

ので、近隣へ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。 

・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支援する要支援者に

関する情報（緊急連絡先等）を把握し、避難したことおよび避難先を自宅入口に表示

する。また可能であれば、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。 

・＜必要備品＞ 

   ・ 要支援者名簿、所在地地図 

   ・ 無線機 

   ・ ライト（夜間） 

・  リヤカー（歩行困難者避難支援用） 

 

 ４－３－５．倒壊家屋からの人員救出 

・安否確認担当からの情報により、倒壊家屋／半倒壊家屋から要救助者の救出を行う。 

・阪神・淡路大震災における神戸市消防局の統計では、震災発生から２４時間以内に救

出された被災者の生存率は８０％であるのに対し、その後は急激に生存率が低下して

いる。したがって、救出・救護・運送担当班は１次業務（災害発生～２４時間）の範囲

で出来るだけ多くの要救助者を救出する。 

（１）倒壊家屋からの救出 

・倒壊／半倒壊した家屋に進入する時は、余震の有無や足場の安  全を確認した上

で二次災害が発生しないよう十分注意する。 
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・倒壊した家屋や家具に挟まれている要救助者を発見した場合は、声かけを行い安心

させるとともに、怪我の有無や程度を把握する。 

・怪我の程度によっては、町内防災本部（町内会館）に連絡し医療の心得がある者の支

援と消防への救急要請を依頼する。 

・要救助者を挟んでいる材木や家具は角材やバールを用いて取り除き救出する。 

・要救助者を挟んでいる材木や家具が容易に取り除けない場合は、近隣にも協力を求

め、複数名でジャッキ等を用いて救出する。 

・要救助者が長時間にわたり身体を圧迫されている場合は、クラッシュシンドローム

に注意する。 

クラッシュシンドローム：長時間、身体が圧迫されたことにより筋肉の組織が破壊

され筋肉から発生した有害物質が血液中に流れ出し、時には心停止に至る症状。 

（２）負傷者の応急処置 

倒壊／半倒壊家屋からの要救助者の救出に続き、怪我等の状況を確認する。必要な

場合には以下の応急処置を実施する。応急処置実施にあたっては、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。 

・心肺蘇生 

声をかけ意識の確認を行う。 

意識がなければ、消防に救急要請を行うとともに、ＡＥＤを手配する。 

気道を確保し呼吸を確認する。 

呼吸がなければ人工呼吸と胸骨圧迫（心臓マッサージ）を繰り返し行う。 

ＡＥＤが到着したら音声の指示に従い電気ショックを加え、人工呼吸と胸骨圧迫を続

け医療関係者に引き継ぐ。 

・骨折箇所の固定 

骨折箇所を確認する。 

副子（そえこ：骨折部分を固定する添え木）を当て、痛くないところで三角布にて固定

する。 

副子がない場合は、身近にあるボール紙、板、傘等で代用する。 

・出血の手当て 

清潔なガーゼやハンカチで傷口を強く圧迫し止血する。 

傷口の圧迫だけでは止血できない時は、傷口から心臓に近い動脈を強く押さえ血の流

れを止める。 

更に必要な場合は、傷口の少し上をタオル等で縛り、棒などを通して血が止まるまで締

める。血が止まったら傷口に包帯を巻き固定する。 

（３）負傷者の搬出 

負傷者を担架に乗せ、一時避難所（町内会館、大平山公園、富士塚公園）に搬送する。 

担架がない場合は、毛布等を利用して搬送する。 

  ＜必要備品＞ 

    ・ 軍手、皮手袋、ヘルメット 

    ・ 災害地図（安否確認担当作成） 

    ・ バール、ジャッキ 

    ・ ライト（夜間） 

    ・ 拡声器 

    ・ 無線機 

    ・ ＡＥＤ 
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    ・ 副子（添え木） 

    ・ 三角布、ガーゼ、包帯 

    ・ 担架、毛布 

 ４－３－６．初期消火の実施 

・当町内会は放水用のポンプ等の消火設備を保有していないことから、救出・救護・運送

担当が行う消火は消火器を使用する初期消火に限定した活動とする。 

（１）消防への消火要請 

町内住民や安否確認担当から火災発生の連絡を受けた場合は、町内防災本部より消

防に対して消火要請を行う。 

（２）火災発生を知らせる 

救出・救護・運送担当班は火災発生現場に急行し、大声で火元および近隣に火災の

発生を知らせ、逃げ遅れによる犠牲者がでないようにする。 

（３）初期消火 

初期消火は近隣の協力を求め、火災現場周辺の街頭設置消火器および近隣で所有す

る消火器を使って行う。 

消火活動は、消火剤が目に入ったり、火にあおられたりしないよう、風上から行う。 

初期消火ができず天井まで火が達したら、風上に避難する。 

（４）近隣への延焼防止 

火災の近隣への延焼防止に努める（燃え移りそうになった時の初期消火等）。 

  ＜必要備品＞ 

・  軍手、皮手袋、ヘルメット、タオル 

・  消火器 

   ・  街頭消火器の設置地図 

   ・ 拡声器 

   ・ 無線機 

 ４－３－７．避難路の安全確認 

・次の避難路につき、火災、家屋の倒壊、樹木の倒壊の影響がなく安全が確保されている

か確認する。また、主要な通り（バス通り、１番通り、２番通り等）が安全に通行でき

ない場合は、安全な迂回路を確保する。 

①   一時避難所（町内会館、大平山公園、富士塚公園）への避難路 

②   一時避難所からミニ防災センター（富士塚小学校、深沢小学校）への避難路 

・安全が確認された避難路は、地図に記入し一時避難所（町内会館、大平山公園、富士

塚公園）に掲示する。 

 ＜必要備品＞ 

・  軍手、皮手袋、ヘルメット 

・  災害地図（避難路の状況記入用） 

・  ライト（夜間） 

・  無線機 

 

４－４．給食・給水担当 

４－４－１．給食・給水担当の活動（実施項目） 
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・３－５－２項の通り二次業務として災害発生から 24 時間以降に開始するものとする。 

以下の 3項目を実施するものとする。 

（１）簡易トイレの設置 

（２）市からの情報展開 

給食・給水情報、ミニ防災センターの設置状況などの情報入手とその案内 

（３）ミニ防災センター開設に合わせて、要支援者の移動支援 

本担当者は自らの安全を確保した後、防災本部（町内会館を想定）に赴き監督者の指

示のもと順次活動を開始する。 

４－４－２．担当者の役割分担（本活動に入るまでの準備） 

（１）本担当者は自らの安全を確保した後、防災本部（町内会館を想定）に赴きリーダー

の指示もと順次活動を開始する。なお、本担当者の中であらかじめ役割分担を決

めておくが、災害後でもあり、集合できない担当もいることを想定し、活動開始が

できる体制がある程度整った段階で再配置（リータ゛ー選定なども）することも

視野に入れておくこと。 

（２）一時避難所（テントを設置した場所：大平山公園、清水塚公園）に避難した本担当

者の把握（対応できるかなど）し、避難場所での役割分担を決める。 

４－４－３．簡易トイレの設置担当 

（１）一時避難場所の近隣の防災倉庫収納の簡易トイレを設置する。 

（２）事前に決めた場所に設置するが、二次災害が発生しないことを考慮し、設置する。

（二次災害の影響が想定される場合は、場所を変える判断をする。） 

（３）2つのタイプの簡易トイレがあり、作業人工もかかることから避難所の健常者を招

集し、協力のもと簡易トイレ環境を構築する。 

（４）簡易トイレの維持管理 

撤去するまで、消耗品（紙、水など）について定期的にチェック補給する。 

不足する場合は、配給の依頼をする。（調達できる代用品も視野に入れておくこと。

ただし、危険を伴う調達は不可） 

汚物処理に関する対応。（衛生面を考慮すること） 

（５）簡易トイレの撤去（市・公共機関からの安全宣言が出た後） 

一次避難所の解消時に清掃・消毒後解体・倉庫に収納する。 

４－４－４．市からの情報展開担当 

（１）本部にて市（消防・警察署等もある?）からの給水･給食（配給）、その他生活消耗

品などの支給情報を取りまとめる。（掲示板資料） 

（２）順次一次避難場所の掲示板に掲示する。 

重要な情報等については本担当者による避難所でのアナウンスを実施すること。 

（３）提示作業をする際、避難場所の状況を確認し、本部に報告する。 

対応が必要なことについては、本部（市）の指示のもと情報をフィードバックする。 

不足供給物（消耗品・薬など）の提供日など連絡する。（提示） 

４－４－５．ミニ防災センターへの移動支援 

（１）要支援者の把握、本部への連絡 

（２）緊急要支援者やトラブルについての対応において、本部経由 市（消防・警察署な
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窓口）への連絡。対応について避難所へのフォローを行う。 

（３）移動可能な要支援者については、ミニ防災センターの開設、準備状況を待って活動

に入る。 

（４）移動については、安全を確保（ルートの確認）し、避難所の利用者（健常者）の協

力を得て実施する。（防災協力委員他のサポートすることとする。） 
 

５．防災備品装備計画 

 

 

以上 


