
第８回 防災勉強会 

第１８回 高尾台町会防災会議 議事録 

日 時 ： ２０１９年７月２１日（土）１６時００～  第８回 勉強会 

                      １７時００～ 第１８回 防災会議 

会 場 ： 高尾台町会会館 

出席者 ： ２３名 

１．「第８回防勉強会」について 

  講 師 ：ＩＤＰＴ知るチーム 川原 利治氏 

   テーマ ：防災力２（各論編） 

        在宅避難時「物の備え」と「トイレの問題」 

   内 容 ：東京防災を参照 

今回、在宅避難なのか避難所へ行くのかをチェックしてみたいと思います。 

それは、昨年の台風時の避難所開設のことです。避難勧告が出た日、高尾台町会は、高尾台中学では

なく、伏見台小学校への避難勧告でした。 

また、その際、場所の提供のみとなったことに、自分達が想像した避難所とは思いが違い、避難勧告が

出たからと言って、本当に避難所に行くのか、行かなくても良いかの葛藤がありました。 

石川県の行政区域は、海～山という広範囲である地形の状況でも避難勧告は同じという思いもあり自分

はどう行動をとるかを考えないといけないと、東京防災のテキストを参考に在宅避難をスタートしてみ

ました。 

 

☆ 避難の流れ 

◎ 在宅避難か 避難所避難か 

ポイント１ 在宅避難はただ、ぼーっと自宅に留まると言うことではない。（家の中での避難）       

ポイント２ ハザードマップなどで自宅がおかれている状況を把握しておくことが重要 

ポイント３ 在宅避難を可能にするためにも耐震化や物の備え、室内の備えが大切 

        （避難先が場所の提供のみとした際） 

   

＊避難の判断によって、生死が分れる場合があるということを自覚し 

避難するかしないかは人ませずにせず、ラジオ・テレビや 

   行政などからの情報、自分の目と耳で確かめた情報をもとに判断 

 



◎ 在宅避難のメリット・デメリット 

（メリット）  住み慣れ場所であること 

          プライバシーの確保ができること 

          高齢者・乳幼児・ペットがいても安心 

（デメリット） 自宅は本当に安全なのかの判断（自己責任） 

          水・食料の自力での確保（避難所へ自ら貰いに行く） 

          トイレの対策 （下水道の使用確認が必要） 

          自ら情報収集及び発信の必要 

   ＊正常性バイアスの問題 

    （心理用語でバイアスは、偏見・先入観といった意味） 

     災害などで「自分は大丈夫」「まだ大丈夫」「どうせたいしたことはない」などと考えて 

しまう人間の心理的な傾向ことです。 

     災害時にはどう対応すべきか考え冷静に行動することが大切です。 

◎ 在宅避難のため 

・物の備え   食料品や生活必需品（ローリングストックなど） 

・室内の備え  家具などの転倒防止 

・耐震化    阪神淡路を境に（１９８１年５月３１日以前の建築は安全性が低い） 

・防火対策 

・トイレ対策 （今泉マユ子さん失敗して分った！の失敗しない災害時のトイレの講演を参照） 

◎ 物の備えら 

・非常用ライト （ランタンが重宝） 

・モバイルバッテリー 

・ラジオ 

＊共通するキーワードは「多様性」 

・電源の多様性→特に単３乾電池 ソーラー 

 

◎ その他、アイデアグッズを紹介 

・充電式懐中電・ＬＥＤランタン（電池）・ヘッドライト・ソーラーランタン（携帯の充電 

端子付き）・電池アダプター・折りたたみヘルメットなど 

 

＊アイデアグッズ町会の皆さんにも紹介できるようにしてはどうでしょうか？ 

 

 

 

 

 



２.「第１８回 防災会議」について 

議長：片岡 重人 

１． 第５回 防災懇談会 総括  ＩＤＰＴ・竹内 陽子氏 

事前試作したこともあり当日はスムーズに進行できました。 

次回は、暗闇で（電気のない不便な状態）で出来る事をテーマにレシピの見直し等考えてみます。 

 

＊町会長・出席者の意見 

・ 一生懸命美味しく作らなくても食べれたらよいのかな？（災害時） 

・ 試食の量の検討もしてみては？ 

・ 次回はもう少しコミュニケーション能力のスキルアップを目指したい 

防災活動に関して 

・防災懇談会の企画としては成功だと思いますが、防災活動としての意識が希薄でイベント化した 

傾向。災害時を想定すると、副会長・会計・総務が主体となって進行されるべきではないか。 

講師・ＩＤＰＴはあくまでも補佐であって主役ではないのでは。 

・現在の防災意識が希薄な状況では、とりあえずは意思付けからでもよいのではないでしょうか。 

・ＩＤＰＴは防災意識があり手をあげてる方で、班長は選出された方で参加のプロセスが違うので、

最初からレベルの高い活動を要求するのは難しい。何回か活動して行く間に班長は、きちんと申

し送りすることできるようになり、防災の意識が広まるのでは。 

・スタート段階としてお互い顔をあわせて知り合って行く・コミュニケーションをとり、年々和が 

増えていく事を目的としてもよいのかと。（知らない人を知る・災害時には大切な情報） 

・ＩＤＰＴの活動を、周知する人が多く出てくるまでいろいろな方法で時間をかけて伝える。 

・災害に強い高尾台町の目的から遠のかない活動にしたい。 

 

２．２０１９年 防災アンケート報告 ＩＤＰＴ（知るチーム） 清水 義博氏 

  集計経過報告 

  ・備えに関しては去年に比べて意識はより増加 

  ・災害時共助になれるか、に対しては低めの回答 

  ・今回のアンケートで、防災に対しての認識を町会の中に広げていくということで効果はあった 

のではないか、と思った。 

   実施方法は、回覧板では見逃しがちですので、全戸配布の方が効果的。 

 



３. 防災委員について ＩＤＰＴ（つくるチーム） 永山 順一氏 

2019 年３月 17 日 定例総会 防災委員設置 承認内容 

具体的な変更点 

・自主防災組織を町会組織に組み込む改定 

・役員・各班１名の防災委員３０名を設け、丁目単位に年度計画に沿った防災力活動を行う。 

・防災委員は防災丁目（丁目副会長）の下で、班長と力を合わせ班内のリスク、世帯構成等に 

精通し班内の防災力強化を平常時に行い非常時での対策に備える。 

・上記の改善に伴い「自主防災規約」を高尾台町会「防災活動方針」に改める。 

・上記の改善によりＩＤＰＴ会議は、町会長が統括する「防災会議」に名称を変更し１本化する。 

・ＩＤＰＴメンバーは、従来通り公募で募集し町会長を補佐する。 

  スタッフとして防災知識・経験を町会内に蓄積する役割を担う 

 

５月２５日 第１７回 防災会議後、防災委員の選出について、ＩＤＰＴ・清水氏から意見 

  構成世帯数が多い班では、班長さんの負担が多いことは理解しますが、班固有の問題もあり、解決 

策も班の意思が働かないと解決はしません。根本から議論すべきで、一旦立ち止まるべきかと思い 

ます。防災委員は、何をするのか私を含め役割への理解不足で、新たに防災委員をまとめる責任者 

を置くことは、拙速で混乱します。原点に返るのが正しいのではないでしょうか？ 

総会での決定事項であっても、負担が多く判りづらい取り組みにしてしまっては機能しません。 

修正しては。防災会議の構成メンバーを増やすのは、運営の負担が増えるばかりで得策とは言えな 

いのでは？ 

 

ＩＤＰＴ・永山氏 

  防災委員に関しては、役員会・定例総会で設置を決めた経緯より現況は決定事項です。 

しかし、防災に関する活動などを防災会議で検証・改善し役員会に対して案を上程するものと 

認識しております。防災会議の場で協議をお願いしたい。 

防災委員選出について意見 

・防災活動については、もう少し内容の協議・町会世帯皆さんへの周知の必要 

 ・防災委員の決定権は班長にしては？（班長の補佐もできる） 

 ・班単位に予算をつけて活動して頂く  最初はＩＤＰＴが補佐していく形 

 ・防災委員と班長の兼任をＯＫにしては？（それは班単位にまかせる・その代わり任期２年にする） 

＊ 今回の防災会議で改善案は決議できなかった。 
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防災委員について 

2018 年 11 月 18 日 第 14 回ＩＤＰＴ会議 年次事業計画 説明 

2018 年 12 月 16 日  役員会 高尾台防災会活動改善提案 承認 

2019 年 2 月 17 日 第 15 回ＩＤＰＴ会議 

2019 年 3 月 17 日 定例総会 防災委員設置 承認 

 

■高尾台防災会活動の改善について  

  ① 町会の防災活動を高尾台町会の三大事業であるバーベキュー大会、 

盆踊り大会、社会体育大会と同様の位置づけとする。 

  ② 具体的な改善内容（2 点）  

（１）従来の防災組織が「非常時の避難所運営組織」であることを明確 

にし、町会役員の中に新たに各班１名の防災委員を置き、三大事業 

と同じく年度毎に平常時の防災力強化事業を班単位で実施する事業 

計画と事業予算の中で実施、継続する。  

（２）平常時の活動は、年５回の防災会議と防災勉強会、丁目単位の 

年３回の向こう三軒両隣り防災懇談会並びに町会行事での防災 

訓練・啓蒙活動及び伏見台校下防災訓練への参加協力とする  

        「防災会議」町会長が統括し町会防災力強化に結びつける  

        「防災勉強会」IDPT が準備し毎回防災会議と同時開催する  

        「防災懇談会」各丁目副会長が統括し丁目防災班単位で開催、 

班単位の防災力強化を実現する 

  

④ 具体的な変更点 

 ・自主防災組織を町会組織に組み込む改定 

 ・役員に各班 1 名の防災委員 30 名を設け、丁目単位に年度計画に 

沿った防災力強化活動を行う  

 ・防災委員は、防災丁目班長（丁目副会長）の下で、班長と力を合わせ 
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班内のリスク、世帯構成等に精通し班内の防災力強化を平常時に行い、 

非常時での対応に備える  

・上記の改善に伴い「自主防災規約」を高尾台町会「防災活動方針」に 

改める  

・上記の改善により IDPT 会議は、町会長が統括する「防災会議」に名称

変更し一本化する  

・IDPT メンバーは、従来通り公募で募集し町会長を補佐するスタッフと

して防災知識・経験を町会内に蓄積する役割を担う  

 

● 2019 年 5 月 25 日 第 17 回防災会議 防災委員に関する提案 

  ➀ 防災部長 １名  防災副部長 ２名 ⇒ 各丁目から選出 

  ② 防災会議、防災勉強会、防災懇談会での役割を検討 

 

● 2019 年 5 月 25 日 第 17 回防災会議 後の清水氏意見 

6 月 23 日役員会にて議論したいと提案された、防災委員の件、防災委員

自体の提案者としての提案理由も含め、資料提出を宜しくお願いします。 

班長さんの負担がこれ以上増えてもと考えられての新たな役員選出との説

明だったと記憶してますが。 

班長の仕組は、町会活動のベースとして定着し機能しています。 

このベースを使って防災訓練もやって来ましたし、今もそうです。 

構成世帯数が多い班では、班長さんの負担が多いことは理解しますが、 

班固有の問題であり解決策も班の意思が働かないと解決しません。 

前回の防災会議で突然出された案の原点を考えるべきだと感じました。 

防災委員を新たに置くことは、防災活動を町会の活動に組み込むことを目

的とした解決策に見えましたが、形を先行し過ぎ実体から遠ざかる愚策な

のかもしれない！ 

防災委員の選出に立ち戻り、防災委員の選出も一旦解消することも考える
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べきかと思います。 

根本から議論すべきで、一旦立ち止まるべきかと思います。 

6 月 23 日の役員会には、資料提出も含め、防災委員選出を起案した原点か

らの議論をお願いします。 

● 上記意見に対する永山 回答 

防災委員に関しては、昨年１年間説明してきて、役員会、定例総会で設置

を決めた経緯より、現況は決定事項です。 

清水氏の提案した防災システムの仕組みでは、防災に関する活動等を防災

会議で検証・改善し役員会に対して案を上程するものと認識しております。

前回の防災会議で冒頭が協議されましたが、討議は尽くされておらず役員

会に上程する案は次回以降になります。 

防災会議で討議を尽くしたうえで役員会に上程する過程を無視することは、

防災会議メンバーを冒瀆することと考えます。 

内容に関しては次回防災会議で根本から論議する所存です。 

６月２３日の役員会では、この件は防災会議で討議中であり話すことはな

いとの答弁以外ありません。 

 

● 6 月 23 日の役員会 後の清水氏意見 

１．５月２５日の防災会議の通り、防災委員は、何をするのか私も含め誰

も理解されていません 

２．この状況で新たに防災委員をまとめる責任者を置くことは、拙速で 

混乱します。 

３．既に存在する「しくみ」（組織機能）の上に、防災活動をのせる原点に 

返るのが正しいのではないでしょうか？ 

４．役員会を通して、総会で決まった決定事項であっても、負担が多く 

判りづらい取り組みにしてしまっては機能しません。修正すべきです。 

５．どうすべきか私も皆さんも理解していないのは、お互い初めての取り
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組みだからで、ここは、時間をかけて進めるべきではないでしょうか？ 

６．防災会議の形をどうすべきか？そこに戻って考えてはどうでしょう

か？構成メンバーを増やすのは、運営の負担が増えるばかりで得策と

は言えないのでは？ 

以上が私の意見です。 

 

● 今年度、自主防災会による防災活動は、町会活動の一環として組み込

まれました。これは素晴らしいことだと思います。 

今まで当て職だった町会役員が主体となって防災活動に取り組む環境に

なったのに加え、自主防災会の下で、平時の防災力強化活動を柱に活動し

ていたＩＤＰＴも町会活動である防災活動の主体となったからです。 

防災活動の協力を依頼していた班長も「班長さんのお仕事」に加わる 

ことにより主体となりました。 

来年度より選出される防災委員も、班長もＩＤＰＴも町会活動である 

防災活動の主体です。 

防災活動における主体とは、防災の必要性を説き広めるメンバーであり 

1000 世帯 2500 人の高尾台町会で防災意識を説き広めるには、1 人でも 

多くの仲間が必要です。 

当町会の防災活動は、主体となる皆さまが集う防災会議を中心に展開さ 

れ、その討議の中で主体としての意識やスキルが高まると思います。 

 

● 防災委員設置は、防災活動を町会活動に組み入れた今年度を準備期間

とし、来年度から選考しなければ、問題の先送りに他ならないと思います。 

 

第１は、班長の防災活動に関する負担軽減にほかなりません。 

防災懇談会を軸としたコミュニケーション醸成と防災意識の拡大の目指す

べき方向は、町会活動としてスタートした今年度は丁目班単位ですが、将

来的には平常時の活動単位を向こう三軒両隣で強化する体制、つまり班単

位の開催が実現しなければ進まないと考えます。 
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現状は、班長はＩＤＰＴのお膳立てに付き合う程度ですが、班単位で開催

する際は、班町・防災委員が中心となり協業する必要があります。今回の

防災懇談会でも欠席された班長がいましたが、班に防災委員がいれば代理

出席も容易に依頼でき、内容も共有する体制を取れます。平時の防災力強

化活動が進み班特有の防災情報が蓄積される環境になれば互換性を持って

活動することは重要と考えます。 

 

第２は、選考に関するプロセスがコミュニケーション醸成と防災意識の拡

大につながる、考えます。 

今年から防災活動を町会活動の一部として取り組みますので、防災委員の

設置により町会役員全員が防災意識を認識する一端となりますし、防災委

員を選考する町会活動は、防災意識を拡大する活動の一助になります。 

役員班長８０人に加え防災委員３０人が、毎年各班で選考を考え、必要な

場合は引継ぎを行う、選考に尽力した班長や防災委員、引き受けて頂いた

班長や防災委員の個々に防災に関する想いを新たにするのではないでしょ

うか。その想いが防災意識を説き広める原動力だと思います。 

選考準備期間である今年度は、防災懇談会に参加頂いた班長が町会の防災

取組をご理解頂き来年度は防災員をお引き受け頂く方向に導くのが防災懇

談会を企画しているＩＤＰＴの使命だと感じます。 

 

問題は、設置するしないではなく、防災委員の役割をどのようなスピード

で高めていくか、に限ります。 

役割１ 町会各種行事に参加し防災力強化活動を行う（町会則・防災方針） 

役割 2 班長と協力して班内で平時の防災力強化活動を行う 

役割 3 班長と協力して班内で防災懇談会を開催する。 

役割 4 平常時の活動単位を向こう三軒両隣で強化する。 

役割 5 向こう三軒両隣の事情を把握して助け合える災害に強い班にする。 

役割 6 防災勉強会に参加する（実行された内容をチェック） 

役割 7 防災懇談会に参加する（計画の実行を確認する） 
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役割 8 防災会議に参加する（活動内容の改善協議に加わる） 

役割 9 班長と協力して班固有の防災情報を集めて蓄積し共有する。 

役割 10 班内の防災案件についてどうすればいいのか協議する 

役割 11 班内の要支援者体制を構築する 

役割 12 役員班長連絡会に参加する 

役割 13 役員会に参加する。 

 

●町会活動「平時の防災力強化活動」のキーパーソンは 

 防災委員と班長 

 

今回の第５回 防災懇談会は、企画としては大成功だと思いますが、町会活

動としては今一だったと思います。 

テーマは目新しいですが、昨年までの防災懇談会と大差はないのでは。 

お膳立てや役割分担はすべてＩＤＰＴ、主人公はＩＤＰＴメンバー。 

参加された町会役員、班長は、やらされ感一杯の方や中途でタイミングを

みて退出される方も散見されました。 

何より丁目班長や会計、総務が主導していないことが次への課題だと思い

ます。 

今回参加された役員班長は来年も防災活動に参加されるのでしょうか？  

防災委員を引き受けてくれるのでしょうか？  

昨年も熱心に懇談会や勉強会にされた班長は、今年参加される気配を感じ

られないだけに不安です。 

 

現状、町会役員や班長の中には、今年もやるのはＩＤＰＴ、自分たちは、

協力はするが積極的参加はしない、との傍観者のスタンスが感じられます。 

川原氏が防災会議で発言されていたように、役員班長連絡会で防災の話題

があっても反応がない、や、町会長が会議や行事が多すぎてやりたがらな

い人がいる、のも町会活動になっていない証ではないのでしょうか。 
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今年の班長引継ぎ会で、「班長さんのお仕事」に記載されている「防災会議」

等に参加すること、を強くお願いしましたが、実際「防災会議」がスター

トすると、班長は出席する必要なしとの方向になり、班長さんの中にはや

っぱり防災はＩＤＰＴで進めることが解ってほっとした的な話を聞くと残

念です。 

 

コミュニケーション醸成と防災意識の拡大による災害に強い街づくりは 

防災委員と班長が中心にならないと達成できない、と考えます。 

 

参 考 

町会則 第九条（町会の役員） 

  １. 本町会には、次の役員を置く。 

   ⑰ 防災委員 ３０名 

  ２.（役員の任務） 

   ⑰ 防災委員は、町会各種行事に参加し防災力強化活動を行う。 

  ３.（役員の選任） 

   但し、相談役は、・・・・ 

   防災委員は、各班より１名を選出する。 

  ４.（役員の任期） 

   ➀ 役員の任期は、２年とする。 

但し、・・・・・防災委員の任期は、１年とする。 

防災委員は、原則、班長を兼ねることはできない。また、再任を妨げない。 

 

防災活動方針 第４条（活動主体） 

（１） 町会長は、防災会議を招集し町会事業としての防災活動を総括する。 

（２） 副会長は、防災力強化組織の班長として各丁目班の防災活動を統括する。 

（３） 各丁目会計、総務委員は、各丁目班防災活動の主務を行う。 

（４） 防災委員は、各種町会事業に参加し防災力強化活動を行う。 

（６）「生きた自主防災高尾台」(ＩＤＰＴ)は、町会長を補佐し防災活動を行う。 


