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自主防災活動における課題改善に向けた取り組み　体系図

地区名：　　　　　六会地区

柱１ 自主防災活動

の活性化 

柱５ 災害救援ボラ

ンティア受入体制の

確立 

柱３ 避難施設運営

の確立 

①名簿の管理方法・活用方法

等ルール作り 

②要支援者等の避難行動・避

難誘導訓練等の実施 

③先進事例の紹介 

④安否確認訓練・アンケート調

査を実施することによるPDCAサ

イクルの循環 

柱２ 避難行動要支

援者対策の充実 

①自主防災組織等へのアンケート

調査の実施 

②先進事例等の周知 

①避難施設運営マニュアルの作

成 

②避難施設運営委員会への女性

委員の登用 

③各避難施設における避難施設

運営マニュアル作成の推進 

①地区防災拠点本部運営訓練の

実施 

②福祉避難所運営マニュアルの作

成 

①災害救援ボランティアセンター

設置・運営マニュアル等の作成 

②サテライトセンター設置・運営マ

ニュアルの作成 

③災害救援ボランティアセンター

設置・運営訓練の実施 

柱４ 各地区防災拠

点本部の役割強化 

自主防災活動

における課題改

善に向けた取り

組み 

①自治会・町内会加入率低下に対

する対応 

②自治会・町内会へ未加入のア

パートやマンション等に対する対応 

③広報等による定期的な防災への

備えに対する意識啓発 

４団体（防災リーダー連絡会、防

災リーダー、民生委員・児童委員、

自治会・町内会連合会）が連携し

た防災講演会の実施 

藤沢市への提言 
自主防災組織が取り組むこと 

①講和や懇談会の実施 

②講演会・事例発表会、推進大会

等への参加者の積極的な呼びかけ 

③マンションの住民説明会等を利

用した自治会加入促進 

④自主防災組織と中学校が連携し

た、ジュニア防災リーダー教育の実

施 

活動実績 

①拠点本部と連携した開設訓

練・運営訓練の実施 

②訓練結果を踏まえた各施設

に則したマニュアルの作成 

自主防災組織と拠点本部が連

携した訓練の実施 

①地区拠点本部及びボラン

ティアコーディネーターと連携し

たサテライトセンターの開設・

運営訓練の実施 

②ボランティア受入訓練の実

施 

活動の評価と今後の取組 



＜別添＞

＜別添＞

＜別添＞
＜別添＞

連携した団体等 六会地区自治会連合会、六会地区民生委員・児童委員連絡協議会

　六会地区では、防災リーダー連絡会を始め、防災活動に深いかかわりの
ある社会福祉協議会、自治会連合連、民生委員・児童委員連絡協議会の４
団体が昨年の１０月、１２月の２度にわたり情報交換及び打合せを行い、
先ずは、４団体が結束し、六会地区の防災活動の協力・推進を図る事とし
た。

主催者 六会地区防災リーダー連絡会、六会地区社会福祉協議会

参加主体 六会地区自治・町内会長、防災リーダー、民生委員・児童委員、自治会・町内会加入者等

六会市民センター３階ホール

報告　Ｎo.   1

地区名　　六　会　地　区

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書の係る
実績報告書

提出日:２０１９年　２月２２日

取り組んだ項目　　　　　　　　防災活動を推進する４団体協力による防災講演会
報告項目

実施日時 ２０１９年（平成　３１年）　１月　２６日　（土）

実施場所

②自治会連合会：「北条地区との地域間交流」のパネル

実施内容

③渡辺武商店：「防災グッズ」　簡易トイレ、簡易テント等

＜展示＞

講演：テーマ「中越地震・中越沖地震を体験して」
～いざという時のために～

◯開会（司会進行）：防災リーダー連絡会会長
◯あいさつ：市民センター長、自治会連合会会長
◯閉会：社会福祉協議会会長
講演会：１４時～１６時２０分　　
途中１５分休憩。講演後質問コーナーを設けた。

＜役割分担＞

①防災リーダー連絡会：「防災活動の記録」のパネル及び防災食の試食
「ポリ袋ご飯」「水浸けパスタ」防災リーダー役員会役員が調理した。

　本年度は、防災講演会を企画、展示を用意、住民の防災意識を把握する
ため、アンケートを実施した。
  講師は、六会地区との縁が深く、地域間交流を行っている柏崎市北条地
区前コミュニティ振興協議会会長の江尻東麿氏をお招きした。

アンケート結果

申込み方法 先着80名（回覧）

配付資料
写真

資料等

その他 プロジェクター USBメモリー使用（講師保管）

参加人数93名



自主防災活動における課題改善に向けた取り組み　体系図

地区名：　　　　　片瀬地区

柱１ 自主防災活動

の活性化 

柱５ 災害救援ボラ

ンティア受入体制の

確立 

柱３ 避難施設運営

の確立 

①名簿の管理方法・活用方法

等ルール作り 

②要支援者等の避難行動・避

難誘導訓練等の実施 

③先進事例の紹介 

④安否確認訓練・アンケート調

査を実施することによるPDCAサ

イクルの循環 

柱２ 避難行動要支

援者対策の充実 

①自主防災組織等へのアンケート

調査の実施 

②先進事例等の周知 

①避難施設運営マニュアルの作

成 

②避難施設運営委員会への女性

委員の登用 

③各避難施設における避難施設

運営マニュアル作成の推進 

①地区防災拠点本部運営訓練の

実施 

②福祉避難所運営マニュアルの作

成 

①災害救援ボランティアセンター

設置・運営マニュアル等の作成 

②サテライトセンター設置・運営マ

ニュアルの作成 

③災害救援ボランティアセンター

設置・運営訓練の実施 

柱４ 各地区防災拠

点本部の役割強化 

自主防災活動

における課題改

善に向けた取り

組み 

①自治会・町内会加入率低下に対

する対応 

②自治会・町内会へ未加入のア

パートやマンション等に対する対応 

③広報等による定期的な防災への

備えに対する意識啓発 

自治会・町内会への加入促進の

取組を実施 

藤沢市への提言 
自主防災組織が取り組むこと 

①講和や懇談会の実施 

②講演会・事例発表会、推進大会

等への参加者の積極的な呼びかけ 

③マンションの住民説明会等を利

用した自治会加入促進 

④自主防災組織と中学校が連携し

た、ジュニア防災リーダー教育の実

施 

活動実績 

①拠点本部と連携した開設訓

練・運営訓練の実施 

②訓練結果を踏まえた各施設

に則したマニュアルの作成 

自主防災組織と拠点本部が連

携した訓練の実施 

①地区拠点本部及びボラン

ティアコーディネーターと連携し

たサテライトセンターの開設・

運営訓練の実施 

②ボランティア受入訓練の実

施 

活動の評価と今後の取組 



実施場所

連携した団体等 なし

別紙のとおり。

主催者 同上

参加主体 同上（会長・班長）

取り組んだ項目　　　　　　　　町内会への加入促進策
報告項目

実施日時 ２０１８年（平成３０年）４月～

報告　Ｎo.１

地区名　　片瀬　地区

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書の係る
実績報告書

提出日:２０１９年　３月２０日

片瀬三和会

資料等

取組事例参考資料

実施内容





自主防災活動における課題改善に向けた取り組み　体系図

地区名：　　　　　明治地区

柱１ 自主防災活動

の活性化 

柱５ 災害救援ボラ

ンティア受入体制の

確立 

柱３ 避難施設運営

の確立 

①名簿の管理方法・活用方法

等ルール作り 

②要支援者等の避難行動・避

難誘導訓練等の実施 

③先進事例の紹介 

④安否確認訓練・アンケート調

査を実施することによるPDCAサ

イクルの循環 

柱２ 避難行動要支

援者対策の充実 

①自主防災組織等へのアンケート

調査の実施 

②先進事例等の周知 

①避難施設運営マニュアルの作

成 

②避難施設運営委員会への女性

委員の登用 

③各避難施設における避難施設

運営マニュアル作成の推進 

①地区防災拠点本部運営訓練の

実施 

②福祉避難所運営マニュアルの作

成 

①災害救援ボランティアセンター

設置・運営マニュアル等の作成 

②サテライトセンター設置・運営マ

ニュアルの作成 

③災害救援ボランティアセンター

設置・運営訓練の実施 

柱４ 各地区防災拠

点本部の役割強化 

自主防災活動

における課題改

善に向けた取り

組み 

①自治会・町内会加入率低下に対

する対応 

②自治会・町内会へ未加入のア

パートやマンション等に対する対応 

③広報等による定期的な防災への

備えに対する意識啓発 

藤沢市への提言 
自主防災組織が取り組むこと 

①講和や懇談会の実施 

②講演会・事例発表会、推進大会

等への参加者の積極的な呼びかけ 

③マンションの住民説明会等を利

用した自治会加入促進 

④自主防災組織と中学校が連携し

た、ジュニア防災リーダー教育の実

施 

地区総合防災訓練において、要

支援者を想定した避難訓練や視

覚障がい者を想定した避難誘導

訓練を実施。 

活動実績 

①拠点本部と連携した開設訓

練・運営訓練の実施 

②訓練結果を踏まえた各施設

に則したマニュアルの作成 

避難施設運営訓練の実施及び

訓練内容の充実 

自主防災組織と拠点本部が連

携した訓練の実施 

①地区拠点本部及びボラン

ティアコーディネーターと連携し

たサテライトセンターの開設・

運営訓練の実施 

②ボランティア受入訓練の実

施 

地区総合防災訓練において、藤

沢災害救援ボランティアネット

ワークの周知をするため、ブー

スを設置。 

活動の評価と今後の取組 



報告 No.   １     

提出日 ２０１９年 ３月２０日 

 

地区名  明治地区    

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目  避難施設運営の確立       

報告項目  

実施日時 ２０１８年（平成３０年）１１月４日 

実施場所 明治地区内の避難施設（明治小・中学校，羽鳥小・中学校） 

主催者 明治地区自主防災協議会 

参加主体 避難施設運営委員会及び地域住民，避難施設従事職員 

連携した団体等 明治地区拠点本部 

実施内容 

避難施設訓練において，今まで実施していた避難者受付訓練，

避難場所割振り訓練及び段ボールベッド組立訓練に加え，新た

に，災害用ろ水機操作訓練及びマンホール型仮設トイレ設置訓

練を実施し，訓練内容の充実を図った。 

実施結果 

地区内４つの避難施設で実施し，総勢２６１人が参加した。避

難施設に配備されている災害用ろ水機や仮設トイレの使用方法

を学ぶことができた。 

写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ろ水操作訓練）         （仮設トイレ設置訓練） 

 



報告 No.   ２     

提出日 ２０１９年 ３月２０日 

地区名  明治地区    

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目  避難行動要支援者対策の充実   

報告項目  

実施日時 ２０１９年（平成３１年）３月１０日 

実施場所 羽鳥小学校 

主催者 明治地区自主防災協議会 

参加主体 
明治地区自主防災組織，地域住民，南消防署，消防団第十一分

団，藤沢警察署，羽鳥小学校，湘南中央病院 等 

連携した団体等 明治地区拠点本部 

実施内容 

明治地区総合防災訓練において，次のとおり実施した。 

① 訓練会場に手話通訳者を２人配置し，また，携帯用ホワイト

ボードを用意し，筆談の対応ができるようにした。 

② 民生委員の協力の下，避難行動要支援者を想定した避難訓練

を実施した。 

③ 神奈川県盲ろう者通訳・介助員協力の下，視覚障がい者避難

誘導訓練を実施した。 

実施結果 

手話通訳者を配置することで，聴覚障がい者が訓練に参加しや

すい環境づくりができた。また，要支援者を想定した避難訓練

や視覚障がい者を想定した避難誘導訓練を実施することで，災

害発生時の対応方法を実際に体験することができた。 

写真等 

 

           （開会式・ 

            手話通訳） 

 

 

 

                   （視覚障がい者避難誘導訓練） 

 



報告 No.   ３     

提出日 ２０１９年 ３月２０日 

 

地区名  明治地区    

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 災害救助ボランティア受入体制の確立  

報告項目  

実施日時 ２０１９年（平成３１年）３月１０日 

実施場所 羽鳥小学校 

主催者 明治地区自主防災協議会 

参加主体 
明治地区自主防災組織，地域住民，南消防署，消防団第十一分

団，藤沢警察署，羽鳥小学校，湘南中央病院 等 

連携した団体等 明治地区拠点本部 

実施内容 

明治地区総合防災訓練において，藤沢災害救援ボランティアネ

ットワークの周知をするため，ブースを設置した。 

実施結果 

藤沢災害救援ボランティアネットワークのブースを設置するこ

とで，参加者へ周知をすることができた。 

写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     （ブースの様子） 

 

 



自主防災活動における課題改善に向けた取り組み　体系図

地区名：　　　　御所見地区

柱１ 自主防災活動

の活性化 

柱５ 災害救援ボラ

ンティア受入体制の

確立 

柱３ 避難施設運営

の確立 

①名簿の管理方法・活用方法

等ルール作り 

②要支援者等の避難行動・避

難誘導訓練等の実施 

③先進事例の紹介 

④安否確認訓練・アンケート調

査を実施することによるPDCAサ

イクルの循環 

柱２ 避難行動要支

援者対策の充実 

①自主防災組織等へのアンケート

調査の実施 

②先進事例等の周知 

①避難施設運営マニュアルの作

成 

②避難施設運営委員会への女性

委員の登用 

③各避難施設における避難施設

運営マニュアル作成の推進 

①地区防災拠点本部運営訓練の

実施 

②福祉避難所運営マニュアルの作

成 

①災害救援ボランティアセンター

設置・運営マニュアル等の作成 

②サテライトセンター設置・運営マ

ニュアルの作成 

③災害救援ボランティアセンター

設置・運営訓練の実施 

柱４ 各地区防災拠

点本部の役割強化 

自主防災活動

における課題改

善に向けた取り

組み 

①自治会・町内会加入率低下に対

する対応 

②自治会・町内会へ未加入のア

パートやマンション等に対する対応 

③広報等による定期的な防災への

備えに対する意識啓発 

①市民センターと連携した防災

リーダー講習会の実施 

②防災研修会の実施 

③公民館共催事業の実施 

④地区防災だよりの発行 

藤沢市への提言 
自主防災組織が取り組むこと 

①講和や懇談会の実施 

②講演会・事例発表会、推進大会

等への参加者の積極的な呼びかけ 

③マンションの住民説明会等を利

用した自治会加入促進 

④自主防災組織と中学校が連携し

た、ジュニア防災リーダー教育の実

施 

活動実績 

①拠点本部と連携した開設訓

練・運営訓練の実施 

②訓練結果を踏まえた各施設

に則したマニュアルの作成 

自主防災組織と拠点本部が連

携した訓練の実施 

①地区拠点本部及びボラン

ティアコーディネーターと連携し

たサテライトセンターの開設・

運営訓練の実施 

②ボランティア受入訓練の実

施 

活動の評価と今後の取組 

①地域団体連絡会において地域

が抱える課題を共有 

②地区総合防災訓練で安否確認

訓練を実施 

③障害のある人たちが訓練に参加

しやすい環境づくり 

④民生委員児童委員協議会との

合同三役会を開催 

⑤厚木市社協との連携 

避難施設開設訓練の実施 

地区防災拠点本部会議への参

加 



報告 No.  １     

 

提出日 ２０１９年 ２月１９日 

地区名 御所見地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 避難行動要支援者対策の充実  

報告項目 地域団体連絡会 

実施日時 ２０１８年（平成３０年）６月１４日 

実施場所 御所見市民センター 

主催者 御所見地区社会福祉協議会 

参加主体 御所見地区内地域団体 

連携した団体等 

社会福祉協議会，交通安全対策協議会，民生委員児童委員協議

会，生活環境協議会，防犯協会，青少年育成協力会，まちづく

り推進協議会，ゆめクラブ御所見，社会体育振興協議会 

実施内容 

・１０団体が平成３０年度の事業計画について報告 

・地域が抱える共通課題として５項目が提案され，今後，取り 

組むことを確認。防災関連では，災害時の「安否確認体制の 

確立」に取り組む。 

実施結果 

災害時の「安否確認体制の確立」について，地域の課題として

共有し，地区社協や民協など他団体との連携を深めることで，

避難行動要支援者対策の充実が図られた。 

写真等 

 

  

                

 



報告 No.   ２     

提出日 ２０１８年７月９日 

地区名 御所見地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 自主防災活動の活性化  

報告項目  

実施日時 ２０１８年（平成３０年）６月１６日 

実施場所 遠藤市民センター 

主催者 
藤沢市（御所見・遠藤市民センター・危機管理課・北消防署），

御所見地区防災組織連絡協議，遠藤地区自主防災協議会 

参加主体 御所見・遠藤地区に在住，在勤，在学の中学生以上の方 

連携した団体等  

実施内容 

ＡＥＤの取扱い，心肺蘇生法，三角巾の使い方，防災講話 

炊き出し訓練，消火器操作訓練，ロープワーク，質疑応答 

修了式 

実施結果 

災害に対する最低限の知識と技術を備えるため，平常時の対策

を実施することで参加者の防災意識が高まった。 

遠藤地区と合同で実施することで，地区間の交流が生まれ，「見

る・聞く・話す」といった機会となり，回を重ねる毎に参加者

が増えている。 

   

訓練参加者：５３名 

     （うち御所見地区２８名／遠藤地区２５名） 

写真等 

   

    開講式         ＡＥＤの取扱い       炊き出し訓練 

 



報告 No.   ３     

提出日 ２０１８年８月１７日 

地区名 御所見地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 各地区防災拠点本部の役割強化  

報告項目  

実施日時 ２０１８年（平成３０年）６月２９日～８月１３日 

実施場所 御所見市民センター 

主催者 御所見地区防災拠点本部 

参加主体 
地区防災拠点本部応援職員，地区避難施設従事職員 

地区水害避難所従事職員，地区広域避難場所従事職員 

連携した団体等 御所見地区防災拠点本部  

実施内容 

地区防災拠点本部会議において，現状の問題・課題についてア

ンケート調査（自由記述）を行い，ＫＪ法を活用した分析を地

区防災拠点本部と連携して行った。 

また，分析結果を従事職員に周知することで，地域防災力の向

上を図った。 

実施結果 
別紙のとおり 

写真等 

 

 



報告 No.    ４    

提出日 ２０１８年７月１０日 

 

地区名 御所見    

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目  各地区拠点本部の役割   

報告項目  

実施日時      ２０１８年（平成 ３０年） ６月 ２９日 

実施場所 御所見市民センター 

主催者 拠点本部長 

参加主体 ３０年度御所見地区防災拠点本部組織委員 

連携した団体等 御所見地区防災組織連絡協議会 役員 

実施内容 

防災拠点本部の基本事項の確認 

＊地区防災拠点本部の役割 

＊地区拠点本部所掌事務 等の総括的に学んだ 

個別役割の確認と 

＊いざの時の一人ひとりの任務について確認 

市→拠点本部→避難施設運営委員会→自主防災の情報やりとり

の仕組みを検討することを確認。 

＊自主防災会会長の講話→明日震度６の地震が起きたら、地区

拠点本部は機能しますか? 

＊意見交換 

写真等 

 

 



報告 No. ５    

 

提出日 ２０１８年１１月１９日 

地区名 御所見地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 避難行動要支援者対策の充実  

報告項目 安否の確認訓練 

実施日時 ２０１８年（平成３０年）１１月１０日 

実施場所 御所見地区内 

主催者 御所見地区防災組織連絡協議会・御所見地区防災拠点本部 

参加主体 御所見地区自主防災組織及び地域住民 

連携した団体等  

実施内容 

別添「平成３０年度御所見地区総合防災訓練 安否の確認訓練

実施要領」参照 

 

今回で４回目となる訓練では，事前準備として各自治会で避難

行動要支援者名簿を活用し「安否確認チェック表」を作成。避

難行動要支援者に関する情報を把握するよう努めた。 

 

実施結果 
表示物の割合は，昨年度から 1.82ポイント増の 63.31％となっ

た。 

写真等 

    

     各自主防災会による報告           椎野会長から拠点本部長への報告 

 



報告 No.   ６      

提出日 ２０１８年１１月１９日 

地区名 御所見地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 避難施設運営の確立  

報告項目 避難施設開設訓練 

実施日時 ２０１８年（平成３０年）１１月１０日 

実施場所 御所見市民センター 

主催者 御所見地区防災組織連絡協議会・御所見地区防災拠点本部 

参加主体 避難施設運営委員会及び地域住民，避難施設運営委員会 

連携した団体等 御所見地区防災拠点本部・避難施設運営委員会 

実施内容 
別添「平成３０年度御所見地区総合防災訓練 避難施設開設訓

練実施要領」参照 

実施結果 

地区総合防災訓練において，地区防災拠点本部と連携し，避難

施設開設訓練等を実施。地区内各避難施設の機能強化につなが

った。 

全体で４０名程度の受け入れを予定していたが，８７名の参加

があった。参加者の他に参観希望者も多くあり，避難施設に対

する関心の高さが伺えた。 

写真等 

 

  

      避難施設開設訓練       段ボールベッド組立訓練 

 



報告 No.   ７      

 

提出日 ２０１８年１１月１０日 

地区名 御所見地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 避難行動要支援者対策の充実  

報告項目 御所見地区総合防災訓練 

実施日時 ２０１８年（平成３０年）１１月１０日 

実施場所 御所見市民センター 

主催者 御所見地区防災組織連絡協議会・御所見地区防災拠点本部 

参加主体 
御所見地区自主防災組織，地域住民，地区防災拠点本部従事職

員，避難施設運営委員会，その他関係機関・協力団体 

連携した団体等 福祉団体連絡会 

実施内容 

地区総合防災訓練において，訓練会場に手話通訳者を１名配置

した。また，福祉団体連絡会の受付を設置することで，障害の

ある人たちが防災訓練に参加しやすい環境づくりを図った。 

実施結果 

福祉団体連絡会の受付を設置することで，福祉団体連絡会の会

員５名のほか，８名の受付があり，福祉団体連絡会のＰＲにも

つながった。また，手話通訳は好評であったが，聴覚障がい者

が複数いたこともあり，２名配置して欲しいとの要望があった。 

今後も福祉団体連絡会との連携を深め，いざという時の備えを

充実させるとともに，障がい者の不安解消を図っていく。 

写真等 

 

手話通訳と福祉団体連絡会受付 

 



報告 No.  ８     

提出日 ２０１９年 ２月１９日 

地区名 御所見地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 避難行動要支援者対策の充実  

報告項目 民生委員児童委員協議会との合同三役会 

実施日時 ２０１８年（平成３０年）１１月１４日 

実施場所 御所見市民センター 

主催者 御所見地区防災組織連絡協議会 

参加主体 
御所見地区防災組織連絡協議会及び御所見地区民生委員児童委

員協議会の三役 

連携した団体等 御所見地区民生委員児童委員協議会 

実施内容 
避難行動要支援者への情報提供について 

実施結果 
防災協と民協がお互いの役割を確認することができ，問題・課

題を整理することができた。 

写真等 

 

 

 



報告 No.   ９      

 

提出日 ２０１９年 ２月１９日 

地区名 御所見地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 自主防災活動の活性化  

報告項目 防災研修会 

実施日時 ２０１９年（平成３１年）２月７日 

実施場所 神奈川県総合防災センター 

主催者 御所見地区防災組織連絡協議会 

参加主体 地区内自主防災会 

連携した団体等  

実施内容 
風水害体験，消火体験，煙避難体験，防災シアター等 

実施結果 

リアルな体験を通して災害の怖さを知り，災害からどのように

身を守るのかなど，防災に関する知識や技術の習得に繋がった。

また，各自主防災会が交流を図ることで「見る・聞く・話す」

機会となり，地区内の自主防災活動の活性化に繋がった。 

 

写真等 

 

  

 



報告 No.   10      

 

提出日 ２０１９年 ２月１９日 

地区名 御所見地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 避難行動要支援者対策の充実  

報告項目 厚木市地域福祉推進委員会連絡会議 

実施日時 ２０１９年（平成３１年）２月８日 

実施場所 アミューあつぎ ５階 

主催者 厚木市社会福祉協議会 

参加主体 
地域福祉推進委員会（※地区社会福祉協議会） 

厚木市 

連携した団体等 
厚木市社協，危機管理課，地域包括ケアシステム推進室， 

藤沢市社協（ＣＳＷ） 

実施内容 
事例発表：テーマ「防災に対する地区社協と自主防災組織の連

携」 

実施結果 

厚木市社協等と連携することで，他市の避難行動要支援者対策

について「見る・聞く・話す」機会となり，地区の避難行動要

支援者対策の推進に繋がった。 

 

写真等 

 

  

 



報告 No.   11     

 

提出日 ２０１９年 ２月２８日 

地区名 御所見地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 自主防災活動の活性化  

報告項目 
御所見公民館共催事業 

「みんなで学ぼう！作って！食べて！防災体験！」 

実施日時 ２０１９年（平成３１年）２月２３日 

実施場所 御所見公民館 体育室 

主催者 御所見地区防災組織連絡協議会・御所見公民館 

参加主体 市民一般（親子参加可） 

連携した団体等 藤沢市食生活改善推進団体 四ツ葉会 

実施内容 

＊防災講演  「地震／津波のメカニズム」 

「減災について」 

「いざという時の備蓄・持ち出し品」 

＊覚えておくと役立つクッキング 

 ・災害時にライフラインが止まったことを想定した調理体験 

  （パッククッキングでカレー等の調理） 

＊防災グッズを作ってみよう 

 ・新聞紙を使ったお皿作り 

実施結果 
他の地域団体や公民館と連携することで，普段，防災訓練等に

参加しづらい子育て世代等に対し，防災意識の高揚が図られた。 

写真等 

    

防災講演       パッククッキング     手作り防災グッズ 

 



報告 No.   12      

 

提出日 ２０１９年 ２月２８日 

地区名 御所見地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 自主防災活動の活性化  

報告項目 防災知識の普及・啓発活動（地区内チラシ回覧） 

実施日時  

実施場所 御所見地区内 

主催者 御所見地区防災組織連絡協議会 

参加主体 地区内自治会加入世帯 

連携した団体等 御所見地区自治会連合会 

実施内容 

防災・減災に関する知識の普及や意識の高揚を図るため，地震

災害の教訓や自主防災組織の訓練等を掲載した「ワンポイント

レッスン」を作成し，地区内回覧を行った（ＮＯ．１～６を回

覧済）。 

実施結果 

防災に関する様々な情報を発信することで，自主防災活動の活

性化を図った。 

 

写真等 

    

 

 



自主防災活動における課題改善に向けた取り組み　体系図

地区名：　　　　　遠藤地区

柱１ 自主防災活動

の活性化 

柱５ 災害救援ボラ

ンティア受入体制の

確立 

柱３ 避難施設運営

の確立 

①名簿の管理方法・活用方法

等ルール作り 

②要支援者等の避難行動・避

難誘導訓練等の実施 

③先進事例の紹介 

④安否確認訓練・アンケート調

査を実施することによるPDCAサ

イクルの循環 

柱２ 避難行動要支

援者対策の充実 

①自主防災組織等へのアンケート

調査の実施 

②先進事例等の周知 

①避難施設運営マニュアルの作

成 

②避難施設運営委員会への女性

委員の登用 

③各避難施設における避難施設

運営マニュアル作成の推進 

①地区防災拠点本部運営訓練の

実施 

②福祉避難所運営マニュアルの作

成 

①災害救援ボランティアセンター

設置・運営マニュアル等の作成 

②サテライトセンター設置・運営マ

ニュアルの作成 

③災害救援ボランティアセンター

設置・運営訓練の実施 

柱４ 各地区防災拠

点本部の役割強化 

自主防災活動

における課題改

善に向けた取り

組み 

①自治会・町内会加入率低下に対

する対応 

②自治会・町内会へ未加入のア

パートやマンション等に対する対応 

③広報等による定期的な防災への

備えに対する意識啓発 

藤沢市への提言 
自主防災組織が取り組むこと 

①講和や懇談会の実施 

②講演会・事例発表会、推進大会

等への参加者の積極的な呼びかけ 

③マンションの住民説明会等を利

用した自治会加入促進 

④自主防災組織と中学校が連携し

た、ジュニア防災リーダー教育の実

施 

避難行動要支援者制度に係る意

見交換会の実施 

活動実績 

①拠点本部と連携した開設訓

練・運営訓練の実施 

②訓練結果を踏まえた各施設

に則したマニュアルの作成 

自主防災組織と拠点本部が連

携した訓練の実施 

①地区拠点本部及びボラン

ティアコーディネーターと連携し

たサテライトセンターの開設・

運営訓練の実施 

②ボランティア受入訓練の実

施 

活動の評価と今後の取組 



報告 No.    １     

 

提出日 ２０１９年 ２月１４日 

 

地区名  遠藤地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目  避難行動要支援者対策の充実    

報告項目  

実施日時 ２０１８年（平成３０年）４月２１日、６月２５日 

実施場所 遠藤市民センター２階 第１談話室 

主催者 遠藤地区自主防災協議会 

参加主体 遠藤地区内の自治会長・防災部長・防災協力員 

連携した団体等  

実施内容 

 避難行動要支援者制度について、藤沢市危機管理課職員から

説明を受けて意見交換を行うことで、制度に関する理解を深め

ることができた。 

 名簿の扱い方や名簿記載者の見守り等について各自治会の取

り組みを報告することで、情報共有を図ることができた。 

 今後、地区総合防災訓練において避難行動要支援者を対象と

した安否確認訓練を実施していきたい。 

写真等 

 



自主防災活動における課題改善に向けた取り組み　体系図

地区名：　　　　　湘南大庭地区

柱１ 自主防災活動

の活性化 

柱５ 災害救援ボラ

ンティア受入体制の

確立 

柱３ 避難施設運営

の確立 

①名簿の管理方法・活用方法

等ルール作り 

②要支援者等の避難行動・避

難誘導訓練等の実施 

③先進事例の紹介 

④安否確認訓練・アンケート調

査を実施することによるPDCAサ

イクルの循環 

柱２ 避難行動要支

援者対策の充実 

①自主防災組織等へのアンケート

調査の実施 

②先進事例等の周知 

①避難施設運営マニュアルの作

成 

②避難施設運営委員会への女性

委員の登用 

③各避難施設における避難施設

運営マニュアル作成の推進 

①地区防災拠点本部運営訓練の

実施 

②福祉避難所運営マニュアルの作

成 

①災害救援ボランティアセンター

設置・運営マニュアル等の作成 

②サテライトセンター設置・運営マ

ニュアルの作成 

③災害救援ボランティアセンター

設置・運営訓練の実施 

柱４ 各地区防災拠

点本部の役割強化 

自主防災活動

における課題改

善に向けた取り

組み 

①自治会・町内会加入率低下に対

する対応 

②自治会・町内会へ未加入のア

パートやマンション等に対する対応 

③広報等による定期的な防災への

備えに対する意識啓発 

藤沢市への提言 
自主防災組織が取り組むこと 

①講和や懇談会の実施 

②講演会・事例発表会、推進大会

等への参加者の積極的な呼びかけ 

③マンションの住民説明会等を利

用した自治会加入促進 

④自主防災組織と中学校が連携し

た、ジュニア防災リーダー教育の実

施 

活動実績 

①拠点本部と連携した開設訓

練・運営訓練の実施 

②訓練結果を踏まえた各施設

に則したマニュアルの作成 

災害発生時における自主防災組

織と避難施設の情報連携及び避

難施設の開設・運営の円滑化を

目的とした避難所運営ゲームの

手法を応用した図上訓練の実施。 

自主防災組織と拠点本部が連

携した訓練の実施 

地区防災拠点本部職員（応援職

員含む）の対応力向上を目的と

した、避難所運営ゲームの手法

を応用した図上訓練の実施。 

①地区拠点本部及びボラン

ティアコーディネーターと連携し

たサテライトセンターの開設・

運営訓練の実施 

②ボランティア受入訓練の実

施 

活動の評価と今後の取組 



報告 No.   １      

 

提出日 2019年  4月  18日 

地区名 湘南大庭地区  

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 避難施設運営の確立及び各地区防災拠点本部の役割強化  

報告項目  

実施日時 ２０１８年（平成３０年） ８月 １９日 

実施場所 湘南大庭市民センター 

主催者 湘南大庭地区防災協議会 

参加主体 
地区内各自主防災組織、各避難施設運営委員会、地区防災拠点

本部、地区防災活動協力事業所、湘南大庭防災リーダーの会 

連携した団体等 湘南大庭地区自治会連合会 

実施内容 

 災害発生時における自主防災組織と避難施設の情報連携及び

避難施設の開設・運営の円滑化を図るとともに、地区防災拠点

本部職員（応援職員含む）の対応力向上のため、避難所運営ゲ

ームの手法を応用した図上訓練を実施した。 

 ７回目を迎えた今回の訓練では、８割を超える自主防災組織

とすべての避難施設運営委員会が参加し、過去最大規模での訓

練となった。 

写真等 

 

 



自主防災活動における課題改善に向けた取り組み　体系図

地区名：　　　　　辻堂地区

柱１ 自主防災活動

の活性化 

柱５ 災害救援ボラ

ンティア受入体制の

確立 

柱３ 避難施設運営

の確立 

①名簿の管理方法・活用方法

等ルール作り 

②要支援者等の避難行動・避

難誘導訓練等の実施 

③先進事例の紹介 

④安否確認訓練・アンケート調

査を実施することによるPDCAサ

イクルの循環 

柱２ 避難行動要支

援者対策の充実 

①自主防災組織等へのアンケート

調査の実施 

②先進事例等の周知 

①避難施設運営マニュアルの作

成 

②避難施設運営委員会への女性

委員の登用 

③各避難施設における避難施設

運営マニュアル作成の推進 

①地区防災拠点本部運営訓練の

実施 

②福祉避難所運営マニュアルの作

成 

①災害救援ボランティアセンター

設置・運営マニュアル等の作成 

②サテライトセンター設置・運営マ

ニュアルの作成 

③災害救援ボランティアセンター

設置・運営訓練の実施 

柱４ 各地区防災拠

点本部の役割強化 

自主防災活動

における課題改

善に向けた取り

組み 

①自治会・町内会加入率低下に対

する対応 

②自治会・町内会へ未加入のア

パートやマンション等に対する対応 

③広報等による定期的な防災への

備えに対する意識啓発 

藤沢市への提言 
自主防災組織が取り組むこと 

①講和や懇談会の実施 

②講演会・事例発表会、推進大会

等への参加者の積極的な呼びかけ 

③マンションの住民説明会等を利

用した自治会加入促進 

④自主防災組織と中学校が連携し

た、ジュニア防災リーダー教育の実

施 

活動実績 

①拠点本部と連携した開設訓

練・運営訓練の実施 

②訓練結果を踏まえた各施設

に則したマニュアルの作成 

自主防災組織と拠点本部が連

携した訓練の実施 

①地区拠点本部及びボラン

ティアコーディネーターと連携し

たサテライトセンターの開設・

運営訓練の実施 

②ボランティア受入訓練の実

施 

活動の評価と今後の取組 

要支援者に対する避難支援体制

づくりの確認を取り入れた津波

避難体験の実施 



報告 No.   １      

提出日２０１９年３月２９日 

 

地区名  辻堂地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目   避難行動要支援者対策の充実     

報告項目 津波避難体験 

実施日時 ２０１８年（平成３０年）５月２７日 

実施場所 辻堂地区内 

主催者 辻堂地区防災協議会 

参加主体 辻堂地区内の自治会長・町内会長，防災部長，地域住民 

連携した団体等 
辻堂地区郷土づくり推進会議 

辻堂地区自治会長・町内会長連絡協議会 

実施内容 

ごみゼロクリーンキャンペーン後に，災害時を想定した避難経

路の確認を実施。また車椅子を用いて，災害発生時の要支援者

に対する避難支援体制づくりの確認をした。 

実施結果 

通常の避難訓練とは異なる目線から避難経路上の問題点の抽出

を図るとともに避難経路及び避難にかかる時間の確認ができ

た。さらに，災害時に役立つ防災資機材（JINRIKI）の利用方

法等の確認と地区内への情報共有をした。 

写真等 

     

 



報告 No.   ２      
 

提出日２０１９年３月２９日 

 

地区名  辻堂地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目   避難施設運営の確立     

報告項目 辻堂地区総合防災訓練 

実施日時 ２０１８年（平成３０年）１１月２５日 

実施場所 浜見小学校 

主催者 辻堂地区防災協議会 

参加主体 浜見小学校避難施設運営委員会及び地域住民 

連携した団体等 
福祉団体連絡会，辻堂青少年会館，辻堂地区社会福祉協議会 

社会福祉法人 創 

実施内容 

地区の総合防災訓練の前半に浜見小学校避難施設運営委員会と

連携し，避難施設開設訓練を実施。災害時を想定し，避難所と

なる体育館へ集合し，受付訓練と避難所の簡易体験を行った。 

実施結果 

地域住民等、約４７０人が訓練に参加。 

従来、各避難所で行っている開設訓練について、辻堂地区全体

が集まる総合防災訓練の冒頭で行うことで、実際に参加者全員

が体育館に入り、避難施設運営の難しさと初動体制確立の重要

性を確認した。 

写真等 

 

 



報告 No.   ３      

 

提出日２０１９年３月２９日 

 

地区名  辻堂地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目   自主防災活動の活性化     

報告項目 自主防災活動事例発表会 

実施日時 ２０１８年（平成３０年）９月２２日 

実施場所 Fujisawa SSTコミッティ自主防災会内 

主催者 辻堂地区防災協議会，FSST自主防災会 

参加主体 辻堂地区内の自主防災会長，防災部長 

連携した団体等  

実施内容 

・FSST自主防災会の会長より，活動事例発表 

・SSTの防災設備等の見学 

実施結果 

・参加者３２人 

・SST の最新型の防災設備（太陽光充電，埋設トイレ等）を見

学し，防災意識の向上を図った。 

・最新設備は整っているものの、SST の事務局が運営管理して

いるため、住民の防災意識の希薄化が問題点であると感じられ

た。 

写真等 

   

 



自主防災活動における課題改善に向けた取り組み　体系図

地区名：　　　　　善行地区

柱１ 自主防災活動

の活性化 

柱５ 災害救援ボラ

ンティア受入体制の

確立 

柱３ 避難施設運営

の確立 

①名簿の管理方法・活用方法

等ルール作り 

②要支援者等の避難行動・避

難誘導訓練等の実施 

③先進事例の紹介 

④安否確認訓練・アンケート調

査を実施することによるPDCAサ

イクルの循環 

柱２ 避難行動要支

援者対策の充実 

①自主防災組織等へのアンケート

調査の実施 

②先進事例等の周知 

①避難施設運営マニュアルの作

成 

②避難施設運営委員会への女性

委員の登用 

③各避難施設における避難施設

運営マニュアル作成の推進 

①地区防災拠点本部運営訓練の

実施 

②福祉避難所運営マニュアルの作

成 

①災害救援ボランティアセンター

設置・運営マニュアル等の作成 

②サテライトセンター設置・運営マ

ニュアルの作成 

③災害救援ボランティアセンター

設置・運営訓練の実施 

柱４ 各地区防災拠

点本部の役割強化 

自主防災活動

における課題改

善に向けた取り

組み 

①自治会・町内会加入率低下に対

する対応 

②自治会・町内会へ未加入のア

パートやマンション等に対する対応 

③広報等による定期的な防災への

備えに対する意識啓発 

藤沢市への提言 
自主防災組織が取り組むこと 

①講和や懇談会の実施 

②講演会・事例発表会、推進大会

等への参加者の積極的な呼びかけ 

③マンションの住民説明会等を利

用した自治会加入促進 

④自主防災組織と中学校が連携し

た、ジュニア防災リーダー教育の実

施 

活動実績 

①拠点本部と連携した開設訓

練・運営訓練の実施 

②訓練結果を踏まえた各施設

に則したマニュアルの作成 

自主防災組織と拠点本部が連

携した訓練の実施 

①地区拠点本部及びボラン

ティアコーディネーターと連携し

たサテライトセンターの開設・

運営訓練の実施 

②ボランティア受入訓練の実

施 

活動の評価と今後の取組 

①防災講和の実施 

②防災訓練への参加者増加に向

けた様々な取組の実施 



報告 No.    １     

 

提出日 ２０１８年８月２７日 

地区名 善行地区   

 

 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 自主防災活動活性化 活動  

報告項目  

実施日時 ２０１８年（平成３０年）８月１９日 

実施場所 善行乾塚市民の家 

主催者 善行台自主防災会 

参加主体 善行台自主防災会 

連携した団体等 危機管理室・藤沢市防災組織連絡協議会  

実施内容 

＊講話 

＊テーマ:今のままで防災組織は､動きますか? 

＊ポイント:自主防災会の依頼を受けて危機管理課と防災協が

対応。当日は､自主防災会独自の防災訓練内容のワークショップ

が開催され、終了後、組織として講話を受講。５０名強が参加 

実施結果 

＊御所見流安否の確認が紹介できた。 

＊自主防災活動の地域特性があり、全体への活動が停滞する中

で「自主防災は何故やるの」の疑問点の意識付けが出来た。 

写真等 

 

 





自主防災活動における課題改善に向けた取り組み　体系図

地区名：　　　長後地区

柱１ 自主防災活動

の活性化 

柱５ 災害救援ボラ

ンティア受入体制の

確立 

柱３ 避難施設運営

の確立 

①名簿の管理方法・活用方法

等ルール作り 

②要支援者等の避難行動・避

難誘導訓練等の実施 

③先進事例の紹介 

④安否確認訓練・アンケート調

査を実施することによるPDCAサ

イクルの循環 

柱２ 避難行動要支

援者対策の充実 

①自主防災組織等へのアンケート

調査の実施 

②先進事例等の周知 

①避難施設運営マニュアルの作

成 

②避難施設運営委員会への女性

委員の登用 

③各避難施設における避難施設

運営マニュアル作成の推進 

①地区防災拠点本部運営訓練の

実施 

②福祉避難所運営マニュアルの作

成 

①災害救援ボランティアセンター

設置・運営マニュアル等の作成 

②サテライトセンター設置・運営マ

ニュアルの作成 

③災害救援ボランティアセンター

設置・運営訓練の実施 

柱４ 各地区防災拠

点本部の役割強化 

自主防災活動

における課題改

善に向けた取り

組み 

①自治会・町内会加入率低下に対

する対応 

②自治会・町内会へ未加入のア

パートやマンション等に対する対応 

③広報等による定期的な防災への

備えに対する意識啓発 

藤沢市への提言 
自主防災組織が取り組むこと 

①講和や懇談会の実施 

②講演会・事例発表会、推進大会

等への参加者の積極的な呼びかけ 

③マンションの住民説明会等を利

用した自治会加入促進 

④自主防災組織と中学校が連携し

た、ジュニア防災リーダー教育の実

施 

活動実績 

①拠点本部と連携した開設訓

練・運営訓練の実施 

②訓練結果を踏まえた各施設

に則したマニュアルの作成 

自主防災組織と拠点本部が連

携した訓練の実施 

①地区拠点本部及びボラン

ティアコーディネーターと連携し

たサテライトセンターの開設・

運営訓練の実施 

②ボランティア受入訓練の実

施 

活動の評価と今後の取組 

①DVD上映や防災講和等の防災

交流会の実施。 

②長後地区総合防災訓練の実施。 

③防災講演会（女性の視点で考

える防災）の実施 



報告 No.   １      

  提出日 ２０１９年 ３月２２日 

地区名 長後地区     

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目  自主防災活動の活性化      

報告項目 長後地区防災交流会 

実施日時 ２０１８年（平成３０年） ６月２３日 

実施場所 長後市民センター 

主催者 長後地区自治会連合会、長後地区防災推進協議会 

参加主体 長後地区の自治会長、防災部長 

連携した団体等 藤沢市危機管理課 

実施内容 

・開始前にＤＶＤ（ふせごう家具等の転倒防止対策）を上映し 

た。 

・藤沢市危機管理課職員より自治会における防災訓練について 

 講演いただいた。 

・講演後、自治会における防災訓練について避難所ごとに分け 

た班ごとにフリートーキング（具体的な事例、訓練を行う上 

での課題等）を行った。 

写真等 

 



報告 No.   ２      

 

  提出日 ２０１９年 ３月２２日 

 

地区名  長後地区    

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目  自主防災活動の活性化      

報告項目 長後地区総合防災訓練 

実施日時 ２０１８年（平成３０年）１１月 ３日 

実施場所 長後小学校 

主催者 長後地区自治会連合会、長後地区防災推進協議会 

参加主体 長後地区の自治会員、長後地区防災拠点本部従事職員 

連携した団体等 

藤沢市危機管理課、藤沢市北消防署、藤沢市北消防署長後出張所、藤沢

市消防団第１８，２１，２２，２３，２４，２５分団、藤沢北交通安全

協会長後支部、長後小学校、ＮＴＴ東日本災害対策室、藤沢市社会福祉

協議会、同友会湘南台病院、長後いきいきサポートセンター、藤沢災害

救援ボランティアネットワーク、藤沢市福祉団体連絡会、藤沢総合高校、

渡辺武商店、高千穂通商 

実施内容 

・避難施設に至るまでの避難誘導訓練と起震車体験、新聞紙による炊き 

出し訓練等、全１８種類を実施した。 

・子ども連れの参加促進のため、スタンプラリー、消防車の展 

示・見学を行った。 

・防災グッズ店や危機管理課職員によるなんでも相談コーナー 

等ブースを設置した。 

写真等 

 



報告 No.   ３      

 

  提出日 ２０１９年 ３月２２日 

 

地区名 長後地区     

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 自主防災活動の活性化       

報告項目 長後地区防災講演会 

実施日時 ２０１９年（平成３１年） ２月１６日 

実施場所 長後市民センター ３階ホール 

主催者 長後地区自治会連合会、長後地区防災推進協議会 

参加主体 長後地区の自治会長、防災部長 

連携した団体等 秦 好子氏（環境・防災コンサルタント、防災アドバイザー） 

実施内容 

・環境・防災コンサルタント、防災アドバイザーである秦好子 

 氏から女性の視点で考える防災について講演いただいた。 

・その後グループに分かれて避難施設で実際起こりうるケース 

スタディをグループワーク形式で行い、最後にグループごと 

に発表を行った。 

写真等 

 



自主防災活動における課題改善に向けた取り組み　体系図

地区名：　　　　　湘南台地区

柱１ 自主防災活動

の活性化 

柱５ 災害救援ボラ

ンティア受入体制の

確立 

柱３ 避難施設運営

の確立 

①名簿の管理方法・活用方法

等ルール作り 

②要支援者等の避難行動・避

難誘導訓練等の実施 

③先進事例の紹介 

④安否確認訓練・アンケート調

査を実施することによるPDCAサ

イクルの循環 

柱２ 避難行動要支

援者対策の充実 

①自主防災組織等へのアンケート

調査の実施 

②先進事例等の周知 

①避難施設運営マニュアルの作

成 

②避難施設運営委員会への女性

委員の登用 

③各避難施設における避難施設

運営マニュアル作成の推進 

①地区防災拠点本部運営訓練の

実施 

②福祉避難所運営マニュアルの作

成 

①災害救援ボランティアセンター

設置・運営マニュアル等の作成 

②サテライトセンター設置・運営マ

ニュアルの作成 

③災害救援ボランティアセンター

設置・運営訓練の実施 

柱４ 各地区防災拠

点本部の役割強化 

自主防災活動

における課題改

善に向けた取り

組み 

①自治会・町内会加入率低下に対

する対応 

②自治会・町内会へ未加入のア

パートやマンション等に対する対応 

③広報等による定期的な防災への

備えに対する意識啓発 

藤沢市への提言 
自主防災組織が取り組むこと 

①講和や懇談会の実施 

②講演会・事例発表会、推進大会

等への参加者の積極的な呼びかけ 

③マンションの住民説明会等を利

用した自治会加入促進 

④自主防災組織と中学校が連携し

た、ジュニア防災リーダー教育の実

施 

活動実績 

①拠点本部と連携した開設訓

練・運営訓練の実施 

②訓練結果を踏まえた各施設

に則したマニュアルの作成 

自主防災組織と拠点本部が連

携した訓練の実施 

①地区拠点本部及びボラン

ティアコーディネーターと連携し

たサテライトセンターの開設・

運営訓練の実施 

②ボランティア受入訓練の実

施 

活動の評価と今後の取組 

①地区総合防災訓練の実施 

②防災連絡会議・防災セミナーの

開催 

自治会長と民生委員・児童委員

との意見交換会の実施 



報告 No.   １      

提出日 ２０１９年 ３月 １３日 

 

地区名  湘南台地区    

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目  避難行動要支援者対策の充実    

報告項目 自治会長と民生委員・児童委員との意見交換会 

実施日時 ２０１８年（平成３０年） ８月 ２７日 

実施場所 湘南台市民センター 

主催者 湘南台地区自治会連合会 

参加主体 湘南台地区の自治会長、湘南台地区の民生委員・主任児童委員 

連携した団体等 湘南台地区民児協 

実施内容 

・自治会長と民生委員・児童委員との連携強化を行うべく、ここ数年意

見交換会を実施している。 

・当地区自治会長の約半数が１年交替となっており、担当している民生

委員、主任児童委員との連携の不十分さを解消すべく、顔合わせを兼

ねて約１時間半、意見交換の場を設けた。 

・今回は災害時の要支援者対応に関して名簿の扱いや、名簿にない高齢

者への対応等を日頃の安否確認、世話活動を含めてお互いの役割分担

と協力態勢について意見交換を実施した。 

写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自治会長と民生委員との意見交換会の様子 

 



報告 No.   ２      

 

提出日 ２０１９年 ３月 １３日 

 

地区名  湘南台地区    

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目  自主防災活動の活性化    

報告項目 湘南台地区総合防災訓練 

実施日時 ２０１８年（平成３０年）９月９日 

実施場所 湘南台小学校校庭・体育館 

主催者 湘南台地区自治会連合会 

参加主体 湘南台地区の自治会員、湘南台地区防災拠点本部従事職員 

連携した団体等 

湘南台小学校、六会小学校、藤沢北警察署、藤沢北交通安全協会湘南台

支部、藤沢第１６・１８消防分団、特定非営利活動法人救助犬訓練士協

会、湘南台地区民生委員児童委員協議会、藤沢北消防署、藤沢市危機管

理課、株式会社河本総合防災、公益財団法人日本公衆電話会 

実施内容 

・避難誘導~避難施設に至る模擬訓練と起震車体験、救助犬による救助 

デモ等、全１３種類を実施した 

・今回より、障がい者対応に手話通訳１名配置した。 

・湘南台小学校校長より学校の防災活動取組について紹介していただ 

いた。 

・危機管理課職員より、リーフレット「みんなの防災ナビ」を配布し、 

防災講話をしていただいた。 

写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 湘南台地区総合防災訓練の様子 

 



報告 No.   ３      

 

提出日 ２０１９年 ３月 １３日 

 

地区名  湘南台地区    

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目  自主防災活動の活性化    

報告項目 防災連絡会議・防災セミナー 

実施日時 ２０１９年（平成３１年）２月１５日 

実施場所 湘南台市民センター 

主催者 湘南台地区自治会連合会 

参加主体 湘南台地区の自治会員、湘南台地区防災拠点本部従事職員 

連携した団体等 危機管理課、防災政策課 

実施内容 

・DVD（JCOM防災特番「藤沢市の防災の取り組み」）を上映し、藤沢 

市防災事業の取組を紹介した。 

・危機管理課および防災政策課の職員より、西日本豪雨・愛媛県支援活

動の紹介、体験談、今後の課題等を講演していただいた。 

・最後に平成 30年度地区防災事業の課題と今後の取組みに関し意見交換

を行った。 

写真等 

※湘南台地区自治会連合会役員による、防災に関する新聞記事の切り抜きを配布した。 

 



自主防災活動における課題改善に向けた取り組み　体系図

地区名：　　　　　鵠沼地区

柱１ 自主防災活動

の活性化 

柱５ 災害救援ボラ

ンティア受入体制の

確立 

柱３ 避難施設運営

の確立 

①名簿の管理方法・活用方法

等ルール作り 

②要支援者等の避難行動・避

難誘導訓練等の実施 

③先進事例の紹介 

④安否確認訓練・アンケート調

査を実施することによるPDCAサ

イクルの循環 

柱２ 避難行動要支

援者対策の充実 

①自主防災組織等へのアンケート

調査の実施 

②先進事例等の周知 

①避難施設運営マニュアルの作

成 

②避難施設運営委員会への女性

委員の登用 

③各避難施設における避難施設

運営マニュアル作成の推進 

①地区防災拠点本部運営訓練の

実施 

②福祉避難所運営マニュアルの作

成 

①災害救援ボランティアセンター

設置・運営マニュアル等の作成 

②サテライトセンター設置・運営マ

ニュアルの作成 

③災害救援ボランティアセンター

設置・運営訓練の実施 

柱４ 各地区防災拠

点本部の役割強化 

自主防災活動

における課題改

善に向けた取り

組み 

①自治会・町内会加入率低下に対

する対応 

②自治会・町内会へ未加入のア

パートやマンション等に対する対応 

③広報等による定期的な防災への

備えに対する意識啓発 

防災講演会の実施 

藤沢市への提言 
自主防災組織が取り組むこと 

①講和や懇談会の実施 

②講演会・事例発表会、推進大会

等への参加者の積極的な呼びかけ 

③マンションの住民説明会等を利

用した自治会加入促進 

④自主防災組織と中学校が連携し

た、ジュニア防災リーダー教育の実

施 

活動実績 

①拠点本部と連携した開設訓

練・運営訓練の実施 

②訓練結果を踏まえた各施設

に則したマニュアルの作成 

自主防災組織と拠点本部が連

携した訓練の実施 

①地区拠点本部及びボラン

ティアコーディネーターと連携し

たサテライトセンターの開設・

運営訓練の実施 

②ボランティア受入訓練の実

施 

活動の評価と今後の取組 



報告 No.   １      

 

提出日 ２０１９年 ３月８日 

 

地区名  鵠沼地区   

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 自主防災活動の活性化  

報告項目 防災講演会 

実施日時 ２０１８年（平成３０年）１１月１７日 

実施場所 鵠沼市民センター 

主催者 鵠沼地区町内会自治会連合会 

参加主体 地域住民 

連携した団体等  

実施内容 

 被災地では、災害時のトイレに係る問題は深刻になっている

が、その事実が鵠沼地区では知られていないため、今回は日本

トイレ研究所から加藤篤氏を講師に招き、「災害時におけるトイ

レの問題と対策」と題して講演会を実施した。講演会以降は、

災害時のトイレについて、自主防災組織や避難施設運営委員会

等で検討するようになった。また、各家庭でトイレ処理袋（携

帯トイレ）を備蓄するように促す動きが見られる。 

写真等 

 

 



自主防災活動における課題改善に向けた取り組み　体系図

地区名：　　　　　藤沢西部地区

柱１ 自主防災活動

の活性化 

柱５ 災害救援ボラ

ンティア受入体制の

確立 

柱３ 避難施設運営

の確立 

①名簿の管理方法・活用方法

等ルール作り 

②要支援者等の避難行動・避

難誘導訓練等の実施 

③先進事例の紹介 

④安否確認訓練・アンケート調

査を実施することによるPDCAサ

イクルの循環 

柱２ 避難行動要支

援者対策の充実 

①自主防災組織等へのアンケート

調査の実施 

②先進事例等の周知 

①避難施設運営マニュアルの作

成 

②避難施設運営委員会への女性

委員の登用 

③各避難施設における避難施設

運営マニュアル作成の推進 

①地区防災拠点本部運営訓練の

実施 

②福祉避難所運営マニュアルの作

成 

①災害救援ボランティアセンター

設置・運営マニュアル等の作成 

②サテライトセンター設置・運営マ

ニュアルの作成 

③災害救援ボランティアセンター

設置・運営訓練の実施 

柱４ 各地区防災拠

点本部の役割強化 

自主防災活動

における課題改

善に向けた取り

組み 

①自治会・町内会加入率低下に対

する対応 

②自治会・町内会へ未加入のア

パートやマンション等に対する対応 

③広報等による定期的な防災への

備えに対する意識啓発 

藤沢市への提言 
自主防災組織が取り組むこと 

①講和や懇談会の実施 

②講演会・事例発表会、推進大会

等への参加者の積極的な呼びかけ 

③マンションの住民説明会等を利

用した自治会加入促進 

④自主防災組織と中学校が連携し

た、ジュニア防災リーダー教育の実

施 

活動実績 

①拠点本部と連携した開設訓

練・運営訓練の実施 

②訓練結果を踏まえた各施設

に則したマニュアルの作成 

自主防災組織と拠点本部が連

携した訓練の実施 

①地区拠点本部及びボラン

ティアコーディネーターと連携し

たサテライトセンターの開設・

運営訓練の実施 

②ボランティア受入訓練の実

施 

活動の評価と今後の取組 

所属自治会・町内会の全てに

「避難行動要支援者名簿」を受け

取ってもらうための取組の実施。 

総合防災訓練の訓練内容刷新 



報告 No.  １   

 

提出日 2019年 3月 15日 

 

地区名 藤沢西部地区町内会自治会連合会 

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 避難行動要支援者対策の充実― 要支援者名簿受理の拡大 

報告項目  

実施日時 2018年度 2018年 4月 1日～2019年 3月 31日 

実施場所 2018年度総会・防災連絡会議等 

主催者 藤沢西部地区町内会自治会連合会 

参加主体 所属 36町内会・自治会 

連携した団体等 藤沢市危機管理課・藤沢公民館 

実施内容 

 

1、総会等あらゆる機会をとらえ、市職員との緊密な連携のもと 

所属 36 町内会・自治会の全てに「避難行動要支援者名簿」

を受け取って貰える事を目指し活動した 

「避難行動要支援者名簿」を受領  25町内会・自治会 

未受領              11町内会・自治会 

2、2019年度も粘り強い活動を継続し、完全受領を目指す。 

   とりわけ、未受領の 11 町内会との交渉をより密にして、避

難行動要支援者対策の強化を図る 

備  考 

1、所属 36町内会・自治会の全てに「避難行動要支援者名簿」を受取って貰う 

   事を目指して、粘り強い活動を継続する 

2、当該名簿を受理して貰った町内会・自治会に対しては、民生委員・児童委員 

  と連携して個別訪問等を実施し、避難時に真に役立つ名簿の作成を目指す 

 

 



報告 No.   ２   

        

 

 

提出日 2019年 3月 15日 

 

地区名 藤沢西部地区町内会自治会連合会 

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 自主防災活動の活性化―総合防災訓練の内容を刷新              

報告項目  

実施日時 2018年（平成 30年）12月 2日 

実施場所 藤沢西部地区総合防災訓練( 於 本町小学校校庭 )  

主催者 藤沢西部地区町内会自治会連合会 

参加主体 35町内会・自治会 

連携した団体等 
藤沢市危機管理課・藤沢公民館・藤沢市消防団第 9分団 

藤沢市消防局南消防署本町出張所・ 

実施内容 

 

１．藤沢西部地区に大規模な地震が発生したことを想定し、実際に

即した訓練を行い、災害時における迅速な対応と、防災意識の高揚

を図ることを目的として開催。 

 

２．簡易担架組立訓練、応急救護訓練、発電機稼働訓練、消火訓

練、ロープワーク訓練、煙道体験、起震車（震度）体験訓練、車いす

避難誘導訓練、炊き出し訓練等を行う。特に車いす避難誘導訓練で

は、民生委員との協力のもと災害時での地域住民との連携を考慮し

て取り組んでいる。 

 

３．３６町内会・自治会中、３５町内会・自治会４５５名が参加。 

備考 

 



自主防災活動における課題改善に向けた取り組み　体系図

地区名：　　　　　藤沢東部地区

柱１ 自主防災活動

の活性化 

柱５ 災害救援ボラ

ンティア受入体制の

確立 

柱３ 避難施設運営

の確立 

①名簿の管理方法・活用方法

等ルール作り 

②要支援者等の避難行動・避

難誘導訓練等の実施 

③先進事例の紹介 

④安否確認訓練・アンケート調

査を実施することによるPDCAサ

イクルの循環 

柱２ 避難行動要支

援者対策の充実 

①自主防災組織等へのアンケート

調査の実施 

②先進事例等の周知 

①避難施設運営マニュアルの作

成 

②避難施設運営委員会への女性

委員の登用 

③各避難施設における避難施設

運営マニュアル作成の推進 

①地区防災拠点本部運営訓練の

実施 

②福祉避難所運営マニュアルの作

成 

①災害救援ボランティアセンター

設置・運営マニュアル等の作成 

②サテライトセンター設置・運営マ

ニュアルの作成 

③災害救援ボランティアセンター

設置・運営訓練の実施 

柱４ 各地区防災拠

点本部の役割強化 

自主防災活動

における課題改

善に向けた取り

組み 

①自治会・町内会加入率低下に対

する対応 

②自治会・町内会へ未加入のア

パートやマンション等に対する対応 

③広報等による定期的な防災への

備えに対する意識啓発 

藤沢市への提言 
自主防災組織が取り組むこと 

①講和や懇談会の実施 

②講演会・事例発表会、推進大会

等への参加者の積極的な呼びかけ 

③マンションの住民説明会等を利

用した自治会加入促進 

④自主防災組織と中学校が連携し

た、ジュニア防災リーダー教育の実

施 

活動実績 

①拠点本部と連携した開設訓

練・運営訓練の実施 

②訓練結果を踏まえた各施設

に則したマニュアルの作成 

女性目線を重視した防災講演、

実演、紹介等の実施 

自主防災組織と拠点本部が連

携した訓練の実施 

①地区拠点本部及びボラン

ティアコーディネーターと連携し

たサテライトセンターの開設・

運営訓練の実施 

②ボランティア受入訓練の実

施 

活動の評価と今後の取組 

所属自治会・町内会の全てに

「避難行動要支援者名簿」を受け

取ってもらうための取組の実施。 

①防災関連講演会の参加対象の

拡大 

②総合防災訓練の訓練内容刷新 

③総会等あらゆる機会を捉えた

防災意識啓発の実施 



報告 No.   １    

 

提出日 2019年 3月 15日 

 

地区名 藤沢東部自治会・町内会連合会 

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 避難行動要支援者対策の充実― 要支援者名簿受理の拡大 

報告項目  

実施日時 2018年度 2018年 4月 1日～2019年 3月 31日 

実施場所 2018年度総会・防災連絡会議・新春防災の集い・防災講演会等 

主催者 藤沢東部自治会・町内会連合会 

参加主体 所属 39自治会・町内会 

連携した団体等 藤沢市危機管理課・藤沢公民館 

実施内容 

 

1、総会等あらゆる機会をとらえ、市職員との緊密な連携のもと 

所属 39 自治会・町内会の全てに「避難行動要支援者名簿」

を受け取って貰える事を目指し活動した 

「避難行動要支援者名簿」を受領  31自治会・町内会 

独自名簿を作成して対応      4自治会・町内会 

未受領              4自治会・町内会 

2、2019年度も粘り強い活動を継続し、完全受領を目指す。 

   とりわけ、未受領の 4町内会との交渉をより密にして、避難

行動要支援者対策の強化を図る 

備  考 

1、所属 39自治会・町内会の全てに「避難行動要支援者名簿」を受取って貰う 

   事を目指して、粘り強い活動を継続する 

2、当該名簿を受理して貰った自治会・町内会に対しては、民生委員・児童委員 

  と連携して個別訪問等を実施し、避難時に真に役立つ名簿の作成を目指す 

 

 



報告 No.  ２   

         

 

提出日 2019年 3月 15日 

 

地区名 藤沢東部地区自治会・町内会連合会 

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 自主防災活動の活性化―防災関連講演会の対象拡大 

報告項目  

実施日時 2019年(平成 31年) 1月 17日 

実施場所 藤沢東部地区社会福祉協議会主催 「新春講演会」 

主催者 東部地区社会福祉協議会・東部地区自治会・町内会連合会 

参加主体 東部地区社会福祉協議会理事・東部自治連防災部長 

連携した団体等 藤沢公民館 

実施内容 

 

1、毎年 1 月、藤沢東部地区自治会・町内会連合会所属 39 団体

の会長・防災部長を対象に「新春防災の集い」を開催してい

たが、本年度より対象を「避難支援等関係者」に拡大して開

催する事とした 

2、民生委員・児童委員と自治会・町内会会長で組織する藤沢東

部地区社会福祉協議会の「新春講演会」に於いて、東部自治

連の会長が講師となり「防災活動に思うこと」と題し、防災

活動の改善に向けた講演を実施した 

 

備考 

 



報告 No.   ３   

        

 

提出日 2019年 3月 15日 

 

地区名 藤沢東部地区自治会・町内会連合会 

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 自主防災活動の活性化―総合防災訓練の内容を刷新              

報告項目  

実施日時 2018年（平成 30年）11月 11日 

実施場所 藤沢東部地区総合防災訓練( 於 藤沢小学校校庭・屋内運動場 )  

主催者 藤沢東部地区自治会・町内会連合会 

参加主体 32自治会・町内会 ( 7町内会は村岡地区の訓練に参加 ) 

連携した団体等 
藤沢市危機管理課・藤沢公民館・藤沢市消防団第 8分団 

藤沢市消防局南消防署本町出張所・ 

実施内容 

 

1、藤沢東部地区総合防災訓練・避難施設訓練等に於いて、機会 

  ある毎に「正常性バイアス」を払拭して「率先避難者」と 

なる事の重要性を重ねて説明し理解を求めた 

 

2、総合防災訓練で、校庭に加えて屋内運動場( 体育館 )を同時

借用する事で、避難施設訓練の一部も同時体験して貰えた 

 

3、20回目を迎える総合防災訓練のマンネリ化を防止すべく、 

   訓練内容に「生き延びるため」の行動と生活物資の備蓄等を 

加えた(ローリングストックの奨め) 

備考 

 



報告 No.   ４   

        

 

提出日 2019年 3月 15日 

 

地区名 藤沢東部地区自治会・町内会連合会 

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 避難施設運営の確立―女性目線を重視した防災対策                 

報告項目  

実施日時 2018年 11月 11日・2019年 1月 17日 

実施場所 藤沢東部地区総合防災訓練・藤沢東部地区防災講演会 

主催者 
藤沢東部地区自治会・町内会連合会 

藤沢東部地区社会福祉協議会 

参加主体 
32自治会・連合会 ( 7町内会は村岡地区の訓練に参加 ) 

藤沢東部地区社会福祉協議会理事 

連携した団体等 
藤沢市危機管理課・藤沢公民館 

藤沢市消防局南消防署本町出張所・ 

実施内容 

1、「女性目線を重視した防災対策」を総合防災訓練・避難施設 

訓練や防災講演会等で紹介・実演し理解を深めた 

2、紹介・実演した主たる内容 

 2-1 避難施設の簡易トイレ・自宅トイレの賢い利用法 

 2-2 女性が活用可能な避難生活用品・機器 

  (1) ワンタッチ組立式テント・タープ 

   (2) ノーパンクタイヤ搭載、組立式リヤカー 

  (3) カセットガス発電機と LED投光器・ランタン 

  (4) 簡易「赤ちゃん用品」 

   (5) 身の回り品を用いたアイディア防災用品 

      ・ツナ缶ランプ・簡易ランタン 

   ・上着担架・毛布担架 

   ・簡易衛生用品(食器・応急処置用品・ペーパーマスク) 

   ・簡易寝具(ダンボールベット・ブルーシート寝袋) 

備考 

 



報告 No.   ５   

        

 

提出日 2019年 3月 15日 

 

地区名 藤沢東部自治会・町内会連合会 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 自主防災活動の活性化―生き延びる為の防災対策                 

報告項目  

実施日時 2018年度 2018年 4月 1日～2019年 3月 31日 

実施場所 2018年度総会・防災連絡会議・各種防災講演会 

主催者 藤沢東部自治会・町内会連合会 

参加主体 所属 39自治会・町内会 

連携した団体等 

社会福祉協議会・青少年育成協力会・藤沢地区協議体 

藤沢市危機管理課・藤沢公民館・藤沢市消防団第 8分団 

藤沢市消防局南消防署本町出張所 

実施内容 

1、総会等あらゆる機会をとらえ、市職員との連携を密にし、 

所属 39自治会・町内会の全てに「生き延びる為の防災対策」

を提案した 

2、2019年度も当該活動を継続し、普及と定着化を図る 

3、主たる提案内容は下記 

  (1) 災害用伝言ダイアル 

  (2) 感震ブレーカーの有効活用 

  (3) 消火器の規格変更と蓄圧式消火器の正しい使用法 

  (4) 避難場所に於けるロケットストーブの活用 

  (5) カセット式ガスコンロの有効活用 

  (6) キッチン用ポリ袋を活用した炊飯 

  (7) 避難生活用品のローリングストックを推奨 

  ・10日分の飲料水(一人の必要量、50ml/㎏×体重) 

  ・非常食の備蓄に加え、食料の備蓄(冷蔵品の優先活用) 

  ・単三乾電池・500円硬貨等 

備 考 

 



自主防災活動における課題改善に向けた取り組み　体系図

地区名：　　　村岡地区

柱１ 自主防災活動

の活性化 

柱５ 災害救援ボラ

ンティア受入体制の

確立 

柱３ 避難施設運営

の確立 

①名簿の管理方法・活用方法

等ルール作り 

②要支援者等の避難行動・避

難誘導訓練等の実施 

③先進事例の紹介 

④安否確認訓練・アンケート調

査を実施することによるPDCAサ

イクルの循環 

柱２ 避難行動要支

援者対策の充実 

①自主防災組織等へのアンケート

調査の実施 

②先進事例等の周知 

①避難施設運営マニュアルの作

成 

②避難施設運営委員会への女性

委員の登用 

③各避難施設における避難施設

運営マニュアル作成の推進 

①地区防災拠点本部運営訓練の

実施 

②福祉避難所運営マニュアルの作

成 

①災害救援ボランティアセンター

設置・運営マニュアル等の作成 

②サテライトセンター設置・運営マ

ニュアルの作成 

③災害救援ボランティアセンター

設置・運営訓練の実施 

柱４ 各地区防災拠

点本部の役割強化 

自主防災活動

における課題改

善に向けた取り

組み 

①自治会・町内会加入率低下に対

する対応 

②自治会・町内会へ未加入のア

パートやマンション等に対する対応 

③広報等による定期的な防災への

備えに対する意識啓発 

藤沢市への提言 
自主防災組織が取り組むこと 

①講和や懇談会の実施 

②講演会・事例発表会、推進大会

等への参加者の積極的な呼びかけ 

③マンションの住民説明会等を利

用した自治会加入促進 

④自主防災組織と中学校が連携し

た、ジュニア防災リーダー教育の実

施 

活動実績 

①拠点本部と連携した開設訓

練・運営訓練の実施 

②訓練結果を踏まえた各施設

に則したマニュアルの作成 

自主防災組織と拠点本部が連

携した訓練の実施 

①地区拠点本部及びボラン

ティアコーディネーターと連携し

たサテライトセンターの開設・

運営訓練の実施 

②ボランティア受入訓練の実

施 

活動の評価と今後の取組 

市・協定団体・地区それぞれの取

組を確認・共有することを目的とし

た自治会長・防災部長合同会議

を実施。 



報告 No.   １      

 

提出日 ２０１９年 ４月１７日 

 

地区名 村岡地区    

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 自主防災活動の活性化       

報告項目 自治会長・防災部長合同会議 

実施日時 ２０１８年（平成３０年） ５月１１日 

実施場所 村岡公民館 多目的室 

主催者 村岡地区自治町内会連合会 

参加主体 村岡地区の自治会長・町内会長及び防災部長 

連携した団体等 藤沢市医師会、藤沢市危機管理課 

実施内容 

自治会長・町内会長と防災部長が一堂に会し、市・協定団体・

地区それぞれの取り組みを確認・共有することで新年度の防災

活動の活性化を図った。 

・講演：「大規模災害における藤沢市医師会の対応」 

（講師：藤沢市医師会 村田 尚彦 理事） 

・議題： 

（１）危機管理課で担当している事業等について 

（藤沢市危機管理課 鶴小屋氏・小嶌氏） 

（２）村岡地区の取り組みについて 

（３）村岡災害ボランティアコーディネーター会について 

写真等 

  

 



報告 No.   ２     

提出日 ２０１９年 ４月１７日 

 

地区名 村岡地区    

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 自主防災活動の活性化       

報告項目 村岡地区防災講演会の開催 

実施日時 ２０１８年（平成３０年）１０月２０日 

実施場所 村岡公民館 ホール 

主催者 村岡地区自治町内会連合会 

参加主体 
村岡地区の自治会長・町内会長及び防災部長をはじめとする地

区住民並びに市内在住・在勤・在学の方 

連携した団体等 村岡災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ会（会員の積極的な参加を要請） 

実施内容 

 地区住民の防災意識の高揚並びに防災に関する幅広い知識の

習得を目的に、村岡地区防災講演会を開催した。平成２６年度

から毎年度開催している。 

・講師： 

佐藤 榮一 氏（防災アドバイザー・桐蔭横浜大学客員教授） 

・テーマ： 

防災・減災 基本の「き」～真の自助・共助・公助～ 

・参加者：６３名 

写真等 

  

 



報告 No.  ３    

提出日 ２０１９年 ４月１７日 

 

地区名 村岡地区    

 

自主防災組織の活動における課題改善に向けた提言書に係る 

実績報告書 

 

取り組んだ項目 避難施設運営の確立        

報告項目 村岡地区総合防災訓練を通じた避難施設運営の確認 

実施日時 ２０１８年（平成３０年）１１月１７日 

実施場所 
村岡地区内避難施設（村岡小学校・新林小学校・高谷小学校・

藤ヶ岡中学校・村岡中学校） 

主催者 村岡地区自治町内会連合会（実施委託：藤沢市） 

参加主体 

村岡地区自治会・町内会、藤沢東部地区自治会・町内会（一部）、

新屋敷親睦会（片瀬地区）、村岡地区防災拠点本部職員、村岡地

区災害対策従事職員 

連携した団体等 

藤沢市危機管理課・防災政策課、藤沢市消防局予防課・村岡出

張所消防隊・救急隊、藤沢市消防団第６分団、（特非）藤沢災害

救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ、村岡災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ会、村岡いきい

きサポートセンター、藤沢市管工事業協同組合、村岡地区内福

祉施設 

実施内容 

 村岡地区内の５つの避難施設において、村岡地区総合防災訓

練を実施し、避難施設運営委員会の役割に沿った訓練を中心と

した各種訓練等を行った。平成３０年度の参加者は８２３名。 

写真等 

  

 


