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自然現象・災害・地域の防災組織

自然現象を受ける地域性や社会性
によって「災害」を発生させる

例：地震は地盤が揺れる自然現象
家が建っているから倒れて災害になる
地盤の液状化で家が傾き災害になる

日本には激しい自然現象が多い
・地震 ・台風 ・豪雨 ・火山

にもかかわらず、そこに
人がたくさん住んでいる

災害

人が住む状態・地
域を知って、命を
守り、状況に対応
する必要がある

地形や地盤の特徴、
高齢化率や要支援
者の数、個々の住戸
の状況

災害に備え、
被害を最小化
するのが防災

自主防災組織・
自治会・マンショ
ン管理組合と
いった

「地域の防災組
織」が防災対策

上重要防災

公的支援の限界

（リソースの限界
や地域情報入手

の限界）

個人でできること
の限界
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（社）日本火災学会
平成８年報告書より

・地震発生直後行政がなし
得た役割は多くはない

・地域住民による平時から
の自助・共助の営みが、
緊急時の危機管理におい
て最大の効果を発揮する

自主防災組織の育成

⚫主に町内会・自治会の規模で設置・運営、組織の隊員はその

地域に住んでいる住民。全国約17万組織、世帯84%以上

⚫地域住民が「自分達の地域は自分達で守る」という意識に基

づき自主的に結成し、自発的な防災活動を行っている組織

災害対策基本法第2条 「住民の隣保協同の精神に基づく自

発的な防災組織」

⚫大規模災害時に行政機関による救助（公助）が困難な場合、

自主防災組織による自助・共助が非常に重要

（消防庁資料より）

自主防災組織とは
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自主防災組織・自治会・マンション管理組合の役割

予防・災害抑止 命を守る応急対応 復興・復旧

災害
発生

災害リスクの低減には自助が欠かせないが一般

住民自身による災害への備えはなかなか難しい

災害への備えのための自助啓発には、地域の防

災組織の継続的な活動が欠かせない
共助

自主防災組織・自治会・マンション管理組合等では、防災訓練時
初期消火や炊き出し訓練等、災害発生後の対応に力点が置かれている場合が多い

災害のリスクを下げておくことがより重要

⚫ 公的な対策

堤防のかさ上げ・強化

インフラの耐震化

⚫ 自助

日常生活上のリスク低減

災害リスクの低減

4



予防段階で実施すること –１

１．耐震補強（１９８１年５月建築確認以前の住居は耐震診断を）

２．家具の固定、家具の配置の見直し

地震と風水害は分けて考える。想像する

地震

・ 転倒しないようにする・飛び出さないようにする

※大地震時、家具は飛んでくる。テレビも食器も飛んでくる

・壁への固定

・耐震ジェルマットを敷く

・天井との間で支える
（天井の耐力に注意）

・ 配置に気をつかう

・倒れる方向を考えて家具を置く

・家具と床の間に板等を挟んで、壁側に倒れ易くする

・重いものは低い位置に置く

・ 不要なものは置かない

・寝室にはできるだけ家具やものを置かない

・家具のそばに寝ない

耐震ジェルマット
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３．感震ブレーカーの設置等、火災発生原因の削減
・地震時に自動的にブレーカーを遮断

電気ストーブの地震による転倒時や、その後の

停電後の復電時の火災対策に有効（通電火災の防止）

震度５強以上程度で３分後に遮断するものが多いが、

簡易的な装置だと、即遮断

４．備品設置
・消火器の設置等、火災発生時への対応準備

地域での共同購入

・ スマートフォンの準備（アプリの活用、できることの確認）

ニュースの見方、ラジオの聞き方、地震情報・天気予報

の見方、家族との連絡方法を決めておく

・停電時のための電源確保（スマホに必須）

・ トイレが使えない時の為の準備（トイレ袋や簡易トイレ）

５．備蓄
水・食料品の備蓄（最低３日分）

家庭での備蓄では、食料品は日常で使いながら回していく

６．地域内の危険個所を知る。知ったうえで、改善する、避ける
ブロック塀・自動販売機は安全か？ がけ崩れは想定されないか？

分電盤型 後付け（漏電遮断）型 コンセント型

ソーラーパネル付き
モバイルバッテリー

車載充電器

感震ブレーカー

停電時の非常用電源 –１

カーインバータ（車載）

予防段階で実施すること –２
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１．地域を知る
・自治体提供のハザードマップや地図で、どういう場所に住んでいるのかを知る

そして、実際に街歩きをして、リスクの存在を確認する

避難所、避難経路の確認

２．避難方法を想定しておく
・自宅内の危険な場所、安全な場所を知る

ガラス窓近辺は避ける、風呂、トイレ等狭い個室は比較的安全

・垂直避難（宅内の上階避難）か、避難所避難かの想定をしておく

３．備品設置や備蓄

・原則地震時と同じ

風水害 ハザードマップの例

⚫ 地震も風水害も、災害発生前に出来ること
（予防・災害抑止）は沢山ある

⚫ 住民個人だけではなかなか出来ないことも
多い

自主防災組織等からの啓発、

協働行動が極めて重要

予防段階で実施すること –３

予防こそが命を守る
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災害が発生したら（命を守る応急対応） -１

発生した時点で人的被害

があるかもしれない

地震
発生

１～３
分

３～５
分

●まず、身を守る
（シェイクアウト）

揺れが止まったら

●火災発生の防止
火元の確認→ 初期消火

●家族の安全を確保

●非常脱出口の確保
（あわてて外へは出ない）

●津波が想定されるときは
緊急避難

●近所に火は出ていないか
確認

●人的被害があれば、大声
で知らせ救出・救護を！

余震に注意！

１０分～
数時間

数時間
～３日

避難
生活

●地域の命を守る行動

●安否確認と被災者救出

●要支援者への支援
●水・食料は蓄えて
いるものでまかなう

●情報収集

●自宅に留まるか、避難
所への避難かの決断

●遠隔地への安否提供

●必要があれば避
難所へ避難

時間との闘い 自主防災組織・自治会・マンション管理組
合等の防災組織の活動が地域の命を守る

地震

8



風水害 予防さえできていれば、
人的被害は起こりにくい

１．被害が起こらない行動

・情報の収集

・要支援者への支援と適切なタイミングの避難

・手遅れにならない避難行動
（宅内避難を含む）

２．想定外の災害発生予想時の対応

・要支援者への支援

・安否確認、被災者救出

地域（自主防災組織・自
治会・マンション管理組
合等）が果たす共助の
役割は大きい

予防・災害抑止 命を守る応急対応

災害
発生

災害が発生したら（命を守る応急対応） -２

地震

風水害

も

も

災害発生前の予防のための自助啓発

災害発生後の地域の命を守る行動
共助

まとめ
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避難行動要支援者への対応

・支援を必要としている人と、その希望内容の把握

・支援はどこまで出来るか。誰を優先させるのか等の検

討をしておく

・自主防災組織等では対応できない時の検討

・高齢者の増加、自然災害の激化で避難行動要支援者

への対応が重要となっているが、民生委員や公的機

関だけでは対応しきれない場合も多く、自主防災組織

による支援の重要性が増している

・名簿への開示には本人同意が必要なことから、自主

防災組織には、避難行動要支援者名簿が開示されて

いない場合が多い

・名簿対象外であっても、避難行動に不安を感じている

高齢者は多い

地域独自で支援希望者登録を実施し、広い

意味での要支援者を把握する方法もある
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一定の教育を受けた防災リーダーの育成

・防災組織のまとめ役

・計画的で繰り返しての予防措置の普及（自助）

・災害発生時の情報収集・判断・指示（共助）

・自治体開催の研修会等
への参加

・各種セミナーへの参加

・防災士資格の取得

組織としての課題と解決案

・構成員のほとんどが高齢者で、若者がいない

・担い手そのものが少ない

・活動は特定の人に限られる

・何をして良いかわからない

・自治体との連携が不十分

・実践的な組織的訓練ができていない

・災害発生時に動きが取れそうにない

・防災意識が低い

・防災訓練への参加者が少ない。決まった

人ばかり

・防災は自治体の仕事ではないのか

組織としての課題 住民の課題

最重要の解決案

天災は忘れたころにやってくる

地域のリーダー的な人が、防災を
勉強するのが一番良い
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解決案のいろいろ

・まずは小人数の組織であっても、ハザードマップ
や街歩きから、居住地での災害の危険性を知る

・前記内容と、一般的な予防策を住民に繰り返し
知らせる。「防災だより」「講習会」「回覧版」等、
多様な手段を使って繰り返し、予防の重要性を知
らせる

まず行動

・繰り返し、防災組織の構成員を募集する

・毎年変わる輪番制では蓄積のある継続的活動が難しいの

で、継続性のある組織を目指す

・恰好を整える。専用のジャケット・ベスト、帽子、ヘルメット

・構成員個々人が役割を持ち、訓練時に発揮できるように

・基本動作の反復訓練＋新しい事が学べる場を作る

組織づくり

道具の活用

・DIG（災害図上訓練：Disaster Imagination 
Game）で地域の特性、弱点を知る

・スマートフォン用防災アプリを導入。役割と
手順を決め訓練で活用

防災はコミュニティー内の誰
にでも直面する問題。好き嫌
いに関係なく話題にできる

継続する

・短期間での急激な成果よりも、

地道に継続。あきらめない

・地域のイベントに組み込む（お

祭りでの防災資機材展示、年一

回防災講習会の開催）
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組織活動を長続きさせるための工夫

個々人が役割を
持ち、訓練時等

に発揮

年間活動計画に
基づく継続的活動

新しいことが
学べる環境・

機会

ヘルメット・ベス
ト・訓練帽子の

支給

スマホアプリ
の防災委員
専用メニュー

委員は毎年公
募して集団を固
定化しない

常に新しいこと
に挑戦する

・ スマホアプリ導入
・災害時支援希望者
登録制度導入

・蓄電池（太陽光発電
パネル付き）

基本動作
の反復訓
練

千葉県習志野市の某自主防災組織
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さらに、

『防災組織の安否確認・災
害時情報共有スマホアプリ』

「防災トーク®」の利用で

スマートフォン・アプリの活用の薦め

スマホ自体、災害時に役立つ機能が満載。しかも充電電池で動く

１．電話ができる

２．メールができる

３．ラジオが聞ける

４．ニュースが読める。 新聞も読める（有料）

５．簡易懐中電灯になる

６．緊急地震速報が受信でき、地震情報が正確にわかる

７．地図が見られる。避難マップもある

８．カメラ・動画で被災情報を記録・送付できる

９．便利なアプリがいっぱい

「一般防災情報」「交通情報」「Twitter」「Line」．．．．

高齢者が多いの
でスマホは無理

住民全員がスマホ利用する

必要はない

出来る人から始める

■ 災害時：時間軸に沿って、情報収集・発信のスピードと精度の向上

■ 平 時：訓練を通して防災組織の活性化・実践力強化、自助の啓発

■ 日常的：自治会活動、マンション管理組合等での情報伝達・共有に

14



「防災トーク」概要

⚫ 高齢者でも使いやすい防災組織活動支援アプリ

⚫ 訓練を通して組織の実践力が培われるアプリ

⚫ 地域住民全体の安心・安全につながるアプリ

⚫ 自治体と自主防災組織が連携の取れるアプリ

⚫ 自治体自身も招集・安否確認・情報共有できるアプリ

「防災トーク」が目指すもの

・ スマホアプリを無料ダウンロード（iPhone版、Android版）

・ 利用料例

自主防災組織・マンション管理組合向け価格

・ １００世帯まで：年額９,６００円（月額８００円）

追加１００世帯毎：年額３,６００円（月額３００円）

・ 初期設定料２０,０００円

15



【お知らせ】 【見守り】

住民全員に周知するための掲示板的機能
自治体からのお知らせも掲示可能
回覧板等の既読/未読集計も可能

高齢者を見守るための「お元気です
か？」を配信し、返信状況を一覧表示
返信がない場合健康確認行動へ

【一斉招集】

「防災トーク」の機能 １

防災担当・職員に
対し緊急招集
参加の可否を応答

対応可能戦力
が一覧でわかる

参加可能者は地図
上に現在位置を表示

利用シーン

災害発生時、あるいは発生の恐
れがあるとき、防災組織のリー
ダーの判断で「一斉招集」を発出
・震度５強以上
・１時間雨量50mm以上等

出席状況一覧で、対応可能戦力
が分かり、担当振分けが短時間
で決められる

第１招集
第２招集
第３招集

など段階的
招集に対応

「防災」
「一般」
の区別と

通知・回覧
開催・賛否
機能
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「防災トーク」の機能 ２

【情報交換】

【安否確認】

スマートフォ
ンのみで
運用可能

最初にテーマを選ぶ 文章・画像・音声
での送信を選択

情報はスレッドでまと
められ、同じ話題を時
系列で情報交換できる

利用シーン

地域の現場担当者は被災状況
を文字や写真でセンター機能に
伝える

センター機能は一定時間に集
まった情報の中から緊急度の高
いもの順に対応を指示し、ある
いは限られた戦力を派遣し、資
機材等を送る

・安否確認返答
・安否状況一覧
・安否集計

安否状況一覧・
代理入力画面

安否の集計画面
組織階層単位で
集計可能

自治会内を「班」「ブロック」のよ
うに階層に分けて管理可能

基本的には世帯単位で安否確
認を実施

アプリを持つ本人が入力しても
よいし、スマートフォンを持たな
い人には班長などの安否確認
者が代理入力を実施

自治体職員の安否確認も可能
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「防災トーク」の機能 ３

【助けて！】

【被災マップ】

住民からの「助けて！」依頼を防災組織
の組織員が受信
発信者に対応を返答することが可能

発信者のスマホ
の位置情報を表
示し場所を特定

防災組織の支援体制が整ったら、
「助けて！」機能をリーダーがオン
する

「助けて！」を受信したら、センター
機能は「情報交換」を使って、緊急
度の高いもの順に対応を指示し、
あるいは限られた戦力を派遣し、
資機材等を送る

避難経路を確保する
目的で近隣の被災
情報を知らせる機能

入力は防災組織
構成員のみ可能

【災害用伝言版】

携帯電話会社等が災害時に開設
する災害用伝言板へのリンク集
遠方安否確認に利用
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「防災トーク」の機能 ４

【直接接続】

電波喪失時の

直接Wi-Fi接続

同一ＯＳ
間で可能

文章・画像（写真）・
音声で連絡可能

接続可能者名簿か
ら、接続者を選択

【設定】

各種設定機能

接続距離は
市街地では
50～100m

【防災トーク管理ツール】

・パソコン等で使用する
Webアプリケーション

・インターネットブラウザ
で使用

・防災トーク使用前に名
簿登録、権限登録、定
型文のカスタマイズな
どを行う
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震災時の「防災トーク」活用例

地震
発生

１～３
分

３～５
分

●まず、身を守る
（シェイクアウト）

揺れが止まったら
●火元の確認→ 初期消火
●家族の安全を確保
●非常脱出口の確保
（あわてて外へは出ない）

●隣近所に声をかける
●近所に火は出ていないか確認
●大声で知らせ救出・救護を！

住民の行動

自主防災組織 ●緊急参集
防災トーク
「一斉招集」

防災センター立上
（自治会館）

余震に注意！

防災委員配備

１０分～
数時間

数時間
～３日

避難
生活

●安否確認プレート掲示
防災トーク「安否確認」入力

●火が天井に達したら屋外へ
●みんなで消火・救出活動
防災トーク「助けて！」利用

●水・食料は蓄えている
ものでまかなう

●情報収集
防災トーク「お知らせ」

●遠隔地への安否提供
防災トーク「災害用伝言版」

●情報収集活動
●初期消火・救護・救出活動
防災トーク「情報交換」「助けて！」

●安否確認活動
防災トーク「安否確認」

●住民への情報提供
防災トーク「お知らせ」「被災マップ」

防災センター（自治会館）の役割

・全体情報収集⇒提供・連絡

・防災・減災活動全体指揮

・自治体地区対策支部と連携

・救護所・避難所設営運営協力

●必要があれば避難
防災トーク「お知らせ」

「被災マップ」

協力委員 専門委員

連携

協力

▲緊急地震速報

▲防災無線情報

▲テレビ・ラジオから情報収集

▲避難所開設

放送

自治体 ▲防災トーク「お知らせ」
で住民へ周知

▲防災トーク「情報交換」
で自主防災組織と連絡20



自治体と自主防災組織代表とが
情報交換・提供・収集・周知

自治体から
の情報を住
民アプリの
「お知らせ」
に掲示

携帯電話の電波が使えない時
Wi-Fiでスマートフォン同士を直接接続
閉じ込め家屋の安否確認

Wi-Fi 直 閉じ込め家屋

クラウド
サービス

自治体と住民との連携イメージ

21



１．専門知識不要で高齢者でも簡単に利用可能。アプリはストアから入手

２．身近なスマートフォンで運用可能。携帯電話も一部機能に対応

３．防災組織構成員に向けての 「一斉招集」参集状況確認機能

４．防災組織構成員同士の「情報交換」機能（文字・写真・音声録音・PDF）

５．となり近所の代理入力が可能な地域内住民・職員の「安否確認」機能

６．地域内住民・職員に向けた各種情報の「お知らせ」（通知・回覧・開催・賛否）

７．地域内住民・職員からの「助けて！」発信機能

８．被災状況をアイコンで地図上に表示できる「被災マップ」機能

９．日時指定で疑似緊急地震速報音を鳴らす防災訓練開始機能

１０．独居高齢者をスマホでケアする「見守り」機能

１１．クラウドサーバー内に名簿を登録し簡単・安全に利用（個人情報不要可）

防災組織・自治体向け機能

自治体向けプラス機能

１．自治体職員向け段階的招集に対応した「一斉招集」（実務組織と招集単位を分離設定可能）

２．自治体担当者と防災組織のリーダーとの情報交換

３．自治体から全住民（アプリ保有者）へのお知らせ機能（防災無線相当の内容等）

「防災トーク」（防災組織の安否確認・災害時情報共有スマホアプリ）の特徴

22



・ スマホアプリを無料ダウンロード（iPhone版、Android版）

・利用料例

１．自主防災組織・マンション管理組合向け

・ １００世帯まで：年額９,６００円（月額８００円）

追加１００世帯毎：年額３,６００円（月額３００円）

・ 初期設定料２０,０００円

２．自治体向け機能

・ 利用者５０人まで：年額４８０,０００円～

◼ 災害時：時間軸に沿って、情報の収集・発信のスピードと精度の向上

◼ 平 時：訓練を通して防災組織の活性化・実践力強化、自助の啓発

◼ 日常的：自治会活動、マンション管理組合等での情報伝達・共有に

導入効果

導入するには

「防災トーク」の導入

・ 最大３か月間無料お試しキャンペーン実施中

23



本日の資料は
https://www.bousai-talk.jp/
からダウンロードできます

2月15日まで

「防災トーク」アプリのデモを本会場内

災害アプリ体験コーナー（セミナーＢ会場前）

「NCCコンサルティング株式会社」

ブースで実施しています。

是非、ご体験ください。

24
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