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１．生きた組織が、なぜ必要か？
金沢市において、平成7年自主防災組織が結成されて以
来２０年、町会においても自主防災組織が町会役員兼務
の形で結成され、防災訓練、防災意識の啓蒙、校下防災
マップの作成等を行って来ました。

しかし、
①兼務では役員の交代で組織ノウハウが形成されず
②伏見台校下防災会一員としての活動のみでは限界が
③自らの家族を守るという視点での知識・情報が不十分

いざ災害が起きた時、大丈夫か？



２．生きた自主防災組織をつくるとは？
自ら動いて町の情報を集める、知る

自ら進んで訓練に参加し
家族、近所の人を助ける力となる

家族で時々話し合う
班単位で毎年、防災について考える
自助共助近助で動く町にする

http://www.google.co.jp/url?url=http://izumiv.net/aiai/cat47/post_4.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QrPQU_SxDY7p8AXxhoG4Bw&ved=0CBYQ9QEwADgo&sig2=PzpPysVGp7WBCgPUN5CGxA&usg=AFQjCNEWP7CXANMA4oZZ-384i0om3hObVQ
http://www.google.co.jp/url?url=http://bijinesuhoterusakai.blog.so-net.ne.jp/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JLnQU_T9CcLl8AWx34KADg&ved=0CBwQ9QEwAw&sig2=h8oendG-sJOf_5-NlupwsA&usg=AFQjCNHDWl4_EuM7lThvS_WydlV6LFYr0A
https://www.google.co.jp/url?url=https://www.city.sakai.lg.jp/mihara/chiikinet/bosai/soshiki.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pLnQU663AoqC8gXml4KICQ&ved=0CB4Q9QEwBA&sig2=03vLwfbsPXPWG_Oz9t2_Wg&usg=AFQjCNGHeE0gRGBOjZEJoUK8w2cHMMntgQ


３．現在の自主防災組織変革の方向性

（１）組織の見直し
生きた自主防災組織とするためには、組織内に役員改選により交代すること
なく継続して防災知識・ノウハウの蓄積を図り高尾台町会の防災力を高める
役割を担う防災専門のスタッフ・チームを一定人数確保する必要があります。

（２）自主性の尊重
スタッフ・チームには、自ら問題意識を持ち、主体的に行動し続ける“自立型
人材”を集めるべきであり、自ら手を挙げて頂く公募による募集が必要です。

（３）継続性の確保
公募による募集には自ずと限界があると考えられることから、ブロック制にて
選出される役員の皆さんで構成される組織にスタッフ組織を組み込み、従来
の活動が”生きた自主防災組織構築“に繋がる継続性の確保が重要です。

（４）運営
”生きた自主防災組織構築“は、確実に年度毎の活動を積み重ね、運営を
通して会員の輪を広げる努力が必要です。そのためには、運営のあり方を
明確に定め、年度毎の活動で露呈した組織運営の問題点を改善しながら、
前に進めるPlan-Do-Check-Actionの輪を廻す組織運営が重要です。



４．変革（案）

（１）現在の組織の中に、防災知識・ノウハウの蓄積を図り
高尾台町会の防災力を高める役割を担うスタッフ組織
「生きた自主防災高尾台(IDPT)」を設置する。

（２）運営の要として「実行委員会」を設置し、年度毎の活
動を確実に積み重ね、防災知識、ノウハウを蓄積し、
継続することで防災力を高めてゆく。実行委員会メン
バー（案）は、町会長・各副会長及びスタッフ組織内か
ら互選により選ばれた３名の計７名とする。

（３）町会全体が自らのことを考え、話し合い、活動に参加
する要として、現在の組織の中に丁目単位の組織を置
き、組織長を各丁目副会長が兼務する。

（４）班単位の下「任務分担」を割り当て、任務担当責任者
をスタッフ組織の人材が担いノウハウの蓄積を図る。



変革に向けた改正（案）組織図

注２

総務担当
班長：１町目副会長 情報担当
1丁目班 救出救護担当

食料物資担当
注１ 出動担当

IDPT 総務担当
班長：２町目副会長 情報担当

会　　長 ２丁目班 救出救護担当
食料物資担当
出動担当

総務担当
班長：３町目副会長 情報担当
３丁目班 救出救護担当

注１： 食料物資担当
注２： 出動担当総務、情報、救出救護、食料物資、出動の各担当責任者はIDPT互選５名が担う
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実行委員会メンバー（案）　町会長・各丁目副会長＋IDPT互選３名（合計７名）



５．スタッフ組織活動メンバーの要件：

①IDPT活動メンバーは、自主性を重んじ町会会員の皆さまから
公募にて募集する

②IDPT活動メンバーは、役割の性格上、５年以上協力可能な皆
さまとし、６５歳（１２月３１日現在）定年退職制とする。但し、６５
歳を超えても、ご本人の意思によりサポート・メンバーとしてご
協力頂くことを妨げない

③IDPT活動メンバー（除くサポート・メンバー）は、町会役員就任
を免除し、防災専門に活動するものとする。但し、ご本人に役
員兼務の意思ある場合は、そのことを妨げない。

④IDPT活動メンバーは、１丁目、２丁目、３丁目それぞれ男性５
名、女性５名の合計３０名を目処に募集を行うものとする
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６－１．使命（案）

私たちのまち高尾台にも、さまざまな災害リスクが潜んでいることを
具体的に知ろう、そして想像しよう、その災害が夜中に起きたら、早
朝だったら、日中家族が学校や会社で自分ひとりだったら！
今、正しい知識を身につけよう、今、家族や近所の人たちと話を
はじめよう！そして、身につけよう、災害から身を守る力を！今

６－３．活動内容（案）
１．知る
２．つくる
３．伝える

６．生きた自主防災スタッフ組織（略称：IDPT)
Independent Disaster Prevention Takaodai

６－２．活動方針（案）

高尾台町会自主防災会スタッフ組織として会長を補佐すると共に、
町会の現状を把握し町会の防災力を高め、防災専門家の育成、発
掘を行う



10

活動１．知る
（１）危険を知る（断層・土砂崩れ・水害危険箇所・避難基準）
（２）役割を知る（市・ブロック・連合町会・町会・班・近所・家族・自分）
（３）備えを知る（連絡網・備蓄・避難経路・避難所・台風・地震・雪害）
（４）課題を知る（いつ、誰が、何を、どうやって）

活動２．つくる

（１）組織をつくる
（２）規約をつくる
（３）危険箇所マップをつくる
（４）行動マニュアルをつくる（町会編・班編・家庭編・個人編）
（５）避難所運営マニュアルをつくる（高尾・高尾新・上高尾・高尾台）

活動３．伝える
（１）危険を伝える
（２）役割を伝える
（３）備えを伝える

担当責任者：清水義博

担当責任者：永山順一

担当責任者：橋場健次

◆活動内容(詳細）：



高尾台町会「自主防災会」
規約改正（案）

平成２８年（２０１６年）１２月 ４日（日）

説明者： 相談役 永 山 順 一

第２回高尾台町会役員会
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高尾台町会「自主防災会」
平成29年度事業計画（案）
平成29年度事業予算（案）

平成２８年（２０１６年）１２月 ４日（日）

説明者：相談役 清 水 義 博

第２回高尾台町会役員会



８．平成２９年度事業計画（案）の件

８－１．活動方針

「高尾台町会自主防災会」を生きた組織に変革する取組みの初年度として、確実な組織
運営を行い町会々員の皆さまに活動自体を理解頂く努力を通して組織の充実を図ること
を方針と致します。

８－２．活動計画

（１）防災訓練の実施と協力
（２）スタッフ組織の活動
①「知る」
金沢市の計画を知ることから始め、金沢市の役割、第３ブロックの役割、伏見台防
災会の役割、町会の役割を理解する。

②「つくる」
実行委員会、各丁目部会、専門部会の開催・運営を考え、試行することで、組織運
営のあり方を模索する。

③「伝える」
”現代版「稲むらの火」を高尾台町会内に灯す”ために何をすべきかを考え「班別向
こう三軒両隣懇談会」の開催を試行します。自ら動く、自ら守ることの大切さを理解
頂き、情報として何を伝えるべきか話し合ってもらい最後にIDPT募集説明を行い、
懇親しコミュニティーの形成を図ります。加えて、会員の皆さまが必要としている情
報を取りまとめ次年度「知る」活動に活かすしたいと思います。



９．平成２９年度事業予算（案）
（収入の部）

項目
本年度

予算額

前年度

決算見込額
差引増減 適　用

高尾台町会自主防災会予算関連費 270,000 90,000 180,000

合計 270,000 90,000 180,000

（支出の部）

項目
本年度

予算額

前年度

決算額
差引増減 適　用

IDPT全体会議懇談会補助 100,000 90000 10,000 1,000円ｘ25人x4回

班別向こう３軒両隣懇談会補助 100,000 0 100,000 1,000円ｘ25人x4回

防災マニュアル試作費 30,000 0 30,000

防災士男女各１名（計２名）育成費 16,000 0 16,000 （育成講座受講料＋登録料）x2

予備日 24,000 0 24,000

合計 270,000 90,000 180,000

伏見台自主防災会活動計画 高尾台町会活動計画 高尾台町会自主防災会活動計画 生きた自主防災高尾台活動計画
4月 役員総会 新旧約煎懇親会 H29年度第１回IDPT会議

5月 高尾台町会バーベキュー・伏見台ソフトボール大会 水消化器訓練（＠バーベキュー会場） 第１回向こう三軒両隣防災懇談会

6月 防災講演会の開催 子ども提灯行列・H29年度第１回役員会 H29年度第１回実行委員会

7月 防災士要請講座 高尾・高尾台町会納涼盆踊り大会 H29年度第2回IDPT会議

8月 防災教育講座受講 伏見台校下サマーフェスタ２０１７ 第2回向こう三軒両隣防災懇談会

9月 合同防災訓練 伏見台校下社会体育大会２０１７

10月 個別防災講習・HUGの実施 伏見台公民館文化祭・第3回金沢マラソン H29年度第2回実行委員会・防災倉庫棚卸 H29年度第3回IDPT会議

11月 伏見台ニュースポーツフェスティバル ４町会合同防災訓練 第3回向こう三軒両隣防災懇談会

12月 H29年度第2回役員会・年末特別パトロール 第4回防災士育成講座男女各１名受講

1月 防災リーダースキルアップ研修会 定例総会資料準備 H29年度第4回IDPT会議

2月 幹事会 高尾台町会新年会 第4回向こう三軒両隣防災懇談会

3月 平成30年度高尾台町会総会

平成29年度（2017年）年間スケジュール（案）


