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は じめに〜 災害発生時 に実効性 の あるもの とす るため、 まず、 「不可欠 とされ る活動 」 を検討 し、
そのために必要 な 「平常時 の活動」 を念 頭 に置 いて作成
第 1部

総論

1.基 本方針

恵み野西町内会 の防災活動 は、地震 ・風水害等の発生 時 にお ける地 域住民 の被害 を
最小限に とどめること (減 災)を 目的に、平常 時、必要 な活動 を行 うもの とす る。
2.活 動 目標

(1)災 害時、 区長・ 班長及 び福祉 委員等、 町内会組織全体 を生か した取 り組みを行 う。
その際、地域住 民の総力 をあげた協力体制が必須 となる。

(2)災 害発 生 時、 「避難行動要支援者」 な ど、支援 を必 要 とす る住民 に対 し、安否確認
及 び必 要 な避 難行動 の支援 を行 う。

(3)速 やかな被 害状況 の把握 に努 める。
(4)「 収容避難所 」 が 開設 された場合、 その運 営 に協力支援 を行 う。
(5)多 くの人が「在宅避難者 」 とな ることが 予想 され、 それ ら「在宅避難者」 か ら支援
の 申 し出があった場合 は支援 を配慮 す る。

(6)会 員 へ の教育訓練活動 に取 り組 む。
(7)防 災資機材 の整備 を行 う。
3.防 災組織

恵み野西 町内会 の防災組織 は、 区長 を含 めた 町内会役 員 で組織す るもの と し、必要 に
応 じて班 長 ・福祉委員等 の協力 を求 め、 町内会組織全体 で取 り組 むもの とす る。
第 2部

災 害 発 生 時 に必 要 とされ る活 動

1.災 害発生当初 の 活動

(1)災 害対策本部 の設置 と町内会役 員 の参集
ア.地 震災害
1.震 度 5弱 以上 の地震 が発生 した場合、町内会役員 (除 く区長 )は 町内会館 に
自動的に参集す る。

2.会 長 を本部長 とす る 「災害対策本部」 を西町内会館 に設置す る。
3.「 災害対策本部 」 に以下 の対策班 を設 ける。

総務班 ・・・ 関係 部署並 びに各班 との連絡調整、事務局業務
安否支援班 ・・・ 支援 を必要 とす る住民 へ の安否確認、避難行動支援
情報広報班 ・・・被災状況 の把握、情報の収集 と住民 へ の伝達
避難所準備班 ・・・ 「収容避難所」開設 に向 けた準備
そ の他必要 に応 じて班 を構成す る
4.「 収容避難所 」 が 開設 され る場合 は、指定 された収容避難所 に活動拠点を移す。

イ。地震以外 の災害 (風 水害 ・ 大雪な ど)
地震以外の災 害 については、町内会 4役 ・ 防災部部長が協議 し、状況 に応 じて
「災害対策本部」 を設置す る。
ウ.区 長 ・班長 へ の協力要請 は、別途 「対策本部」 よ り行 うもの とす る。

(2)支 援 を必要 とす る住 民 へ の安否確認 と避 難行動 を支援す る。
「避難行動要支援者」、高齢独居者、高齢2人 夫婦 な ど、避難行動 に支援 を必 要 と
す る住民 に対 し、安否確認 と避難行動支援 を行 う。

(3)被 害状況 の把握
ア.町 内会 に参集す る役員 は、近隣 の建物 。人的被災の状況 を概観 し、 「対策本部」
に被災状況 を報告す る。
イ.詳 細 な被害状況が必要 な場合 は、被害 の状況を速やか に把握す るよ う努 める。

(4)関 係機 関 との連携及 び情報収集
ア.恵 庭市災害対策本部及 び消防署 と連携 を図 り、被災状況等 の情報収集 に努 め る。
イ.収 集 された情報 は、必要 に応 じて町内会員 に提供 す る。

(5)「 収容避難所 」 の 開設準備
「収容避難所」 の開設が予想 され る場合 には、必要 な資機材 の搬入 な ど開設 に
向 けた準備 を行 う。
2.「 収容避難所」開設後の 活動

(1)

「収容避難所 」 の開設 を いち早 く確認 し、住民 に周知す る。

(2)

「収容避難所」 の運営に関 しては、恵庭 市作成 の「避難所運営 マ ニ ュアル」 に
則 って活動す ることとす る。
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第 3音 β 平 常 時 の 活 動
防災 は災害が発生 した 時点では既 に遅 い、 「減災」 を目指すには平常時 の活動が最 も大切
な ことになる。

(1)町 内 の状況 の把握
避難行動要支援者、高齢独居者、高齢2人 夫婦、 その他支援 を必要 とす る人を定期
的 に把握す る方法 の確立 を目指す。

(2)上 記、要支援者 との 日常的な情報交換
(3)災 害 の想定及 び被災 を予測す るハ ザ ー ドマ ップの作成

(4)防 災意識 の普及・ 啓発
ア.地 震 な ど災害 に関す る知 識 の普及
イ。会員 に対す る防災情報 の提供

(5)防 災活動訓練
ア.災 害対策本部立ち上 げ・初動訓練
イ.避 難行動要支援者 の支援訓練
ウ.被 害状況把握 ・伝達訓練及 びその対応訓練
工.収 容避難所運営訓 練
オ.発 電機稼働 習熟訓練
力.ト ランシーバ ー操作習熟訓練
キ.災 害用伝言 ダイアル習熟訓練
ク.炊 き出 し訓 練
ケ。そ の他必要 な訓 練

(6)防 災資機材の確保
防災資機材 は、 「個人」及 び 「恵庭市」 が備蓄す べ き資機材 とは別 に、町内会 で
必要 とす る資機材 を準備 す る。。

(7)「 収容避難所」 開設前 に準備 す べ き事柄
受付場所 。避難者 の居住 区 。通路 ・ 支援物資 の留置場所 。運営本部等 の場所等、
いち早 く避 難者 を居住 させ るための事前 に準備 す べ き課題 に取 り組 む。
以上
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