回 覧
会員 各位
本部役員 各位
平成 27 年 3 月 10 日

桜台自治会自主防災会規約の改定の件
自治会長 宮崎栄
防災部は、長年の懸案でありました「桜台自治会自主防災会規約」の改訂について検討してきました
が、平成 27 年 3 月 8 日の本部役員会で改訂案を審議し承認されました。
今後は、下記新規約で自主防災会が運営されることになりますので、ご査収ください。
記
１．桜台自治会自主防災会規約の改定の趣旨およびその概要
２．桜台自治会自主防災会規約
以上
班長 各位
回覧後の取り扱いについて
本規約の回覧後は、班長が保管してください。
また、班長が交代する時は、次年度の班長にお渡しください。

自治会自主防災会規約の改定 送付案内

桜台自治会自主防災会規約の改定の趣旨およびその概要
平成 27 年 3 月 10 日
防災担当副会長 森田 貞夫
防災部部長 松永 敏男
１．改訂の趣旨
桜台自主防災会は、従来１つの組織で活動していたが、地震等発生時の初期活動を速やかに行うため、平成
19 年に各丁目に自主防災会が設立され市原市に登録し活動している。
そこで、現状の組織形態に合わせるべく本規約を改訂した。
２．主な改正点
第３条（組織の位置付け）
各地区に次の 4 つの町会自主防災会を設立し、会長は地区長とした。
１、2、3、4 丁目町会自主防災会（市原市に登録した名称で、略称：町会防災会）
第５条（役員）
新規約役員名

旧規約役員名

自治会役員名

自主防災会本部会長（本部会長）

自主防災会長

会 長

自主防災会本部副会長（本部副会長）

自主防災副会長

副会長

町会防災会会長

自主防災地区役員

地区長

町会防災会防災理事（防災理事）

自主防災地区連絡員

理 事

町会防災会防災班長（防災班長）

自主防災地区担当員

班 長

第６条（役員の任務）
新規約は任務を詳細に記載した。
町会防災会会長の例を下表に示した。
町会防災会会長（地区長）の任務
①居住する地区を代表し、当該地区内の日常防災活動を指揮する。
新規約

②地震等の発生時の当該地区における初期活動組織を立ち上げ、それを指揮し、災
害状況等を本部に連絡し対策を協議する。

旧規約

担当地区を代表し当該地区の運営を総括する。

第８条（防災計画・事業）
現状に合わせるべく、に次の２項目を追加した。
①災害時要援護者支援
市原市から提供された災害時要援護者リストの活用
②災害時に活用する安否確認シートの管理
・安否確認シートの管理者：防災部部長
・自治会名簿データベースの管理：事務員
・安否確認シート配布先：地区長、理事、班長
以上
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桜台自治会自主防災会規約
第１条（名称）
この会は、桜台自治会自主防災会（以下「本会」という）と称する。
第２条（目的）
1

自治会会則第５条４項(防災を推進するための活動を⾏う）を受けて本会を設置する。

2

本会は、地域住⺠の隣保共同の精神に基づく自主的な活動をおこなうことにより、地震、その他
の災害（以下「地震等」という）による被害の防⽌および軽減並びに災害発⽣時の対策を⾏うこと
を目的とする。

第３条（組織の位置付け）
１

本会は、自治会組織を自治会自主防災会組織としたものであり、自治会⻑の直接管理下におくも

のとする。
２

地震等発⽣時の初期活動を速やかに⾏うため、自治会自主防災会本部を置くと共に各地区に次の

自主防災会を置く。
１丁目地区：１丁目町会自主防災会
２丁目地区：２丁目町会自主防災会
３丁目地区：３丁目町会自主防災会
４丁目地区：４丁目町会自主防災会
（以下、各地区の「丁目町会自主防災会」を「町会防災会」という）
第４条（会員）
本会は、自治会の会員をもって構成する。
第５条（役員）
自治会の本部役員の役職名称を含めた組織構成を、そのまま本会の役員構成に当てはめて、自治会
の本部役員は、本会の役員を兼務するものとする。従って、本部役員が交替すれば自動的に本会の役
員も交替となる。
１

自治会自主防災会本部会⻑（略称：本部会⻑）

（自治会会⻑が兼務）

２

自治会自主防災会本部副会⻑（略称：本部副会⻑）

（自治会副会⻑が兼務）

３

町会防災会役員
（１）町会防災会会⻑

（自治会地区⻑が兼務）

（２）町会防災会防災理事（略称：防災理事）

（自治会理事が兼務）

（３）町会防災会防災班⻑（略称：防災班⻑）

（自治会班⻑が兼務）
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第６条（役員の任務）
1

本部会⻑
（１）本会を代表し、会務を総括し、地震等の発⽣時における応急活動の指揮・命令を⾏う。
（２）避難場所での本会を総括し、組織を形成して公的機関、近隣町会等の関連団体との折衝にあ
たる。

2

本部副会⻑
（１）本部会⻑を補佐する。
（２）本部会⻑が任務を遂⾏できない場合は、自治会総務担当副会⻑が代⾏する。
（３）防災担当副会⻑は、会務の⽇常活動を統括する。
（４）会計担当副会⻑は本会の経費の管理を⾏う。

３

町会防災会役員
（１）町会防災会会⻑
①居住する地区を代表し、当該地区内の⽇常防災活動を指揮する。
②地震等の発⽣時の当該地区における初期活動組織を⽴ち上げ、それを指揮し、災害状況等を
本部に連絡し対策を協議する。
（２）防災理事
①町会防災会⻑を補佐し、当該防災班⻑を取りまとめ諸活動を推進する。
②町会防災会⻑が任務を遂⾏できない場合は、防災理事が代⾏する。
③地震等の発⽣時には避難誘導班、救出･救助班、消⽕班等を指揮し、初期活動を速やかに⾏
う。
④防災部所属の理事は防災部としての活動を⾏う。また、地震等の発⽣時には防災事務局に所
属し本部会⻑を補佐する。
（３）防災班⻑
①当該地区防災の推進員として活動する。
②地震等の発⽣時には班内の被害状況を把握し、会員共同による救出救命活動を⾏う。
③被害状況を防災理事に報告し、指揮下に⼊る。
④防災部所属の班⻑は、会務の活動を防災部部⻑の指揮下で⾏い、地震等発⽣時には居住地区
の状況確認を本部に報告する。

第７条（防災委員会）
１

防災委員会は自治会の本部役員会構成とする。

２

本会の活動に関する事項は、自治会の防災委員会で審議・決定する。

第８条（防災計画・事業）
1

本会は各地区の町会防災会に共通した防災活動を⼀括して⾏い、地震等による被害の防⽌および
軽減をはかるため防災活動計画を作成する。
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2

防災活動計画は次の事項に定める。
（１）地震等の発⽣時における、防災組織の編成（別表 1）および任務分担（別表 2）に関するこ
と。
（２）防災知識の普及に関すること。
（３）防災訓練の計画・実施に関すること。
（４）その他必要な事項。

3

平常時から緊急時を想定し、次の訓練を⾏う。
（１）出⽕防⽌および初期消⽕に関すること。
（２）避難に関すること。
（３）被災者の救出、救護、その他保護に関すること。
（４）その他災害の予防に関すること。

4

防災器具の点検・管理
（１）市から貸与、譲渡、支給および本会が独自に備えた防災器具備品が緊急時に使用できるよう
に、平常から維持・管理をしておく。
（２）防災器具備品は所定の各倉庫に保管し、本部防災倉庫は自治会館の事務員が、また、各地区
防災倉庫は各町会防災会⻑（各地区⻑）が管理する。
（３）各地区配備の消⽕器および消⽕器収納庫は、毎年１回防災⽉間(9 ⽉）に各地区所属の防災部
員が、各町会防災会⻑（管理責任者）⽴会の下に「消⽕器および消⽕器庫の状況表」に従って
調査を⾏う。
なお、外⾒異常、有効期限切れ等の不良が認められた場合の交換は補助⾦適用期間であれば
所定用紙を用いて市役所・防災課に補助⾦申請の⼿続を⾏う。

５

災害時要援護者支援
市の情報開⽰に伴う災害時要援護者リストによる個別計画の作成を⾏う。
個⼈情報は適正に管理し、災害時の避難支援以外の目的には使用しない。

６

安否確認シートの管理
（１）安否確認シートの管理者は防災部部⻑とする。
（２）防災部部⻑は最新の安否確認シートを毎年１回以上、町会防災会会⻑（当該地区分２部）、
防災理事（当該区分 1 部）、防災班⻑（当該班分１部）に配布する。
町会防災会会⻑は、当該地区の安否確認シートを防災倉庫に保管すると共に⼿元に保管する。
防災理事および防災班⻑は安否確認シートを⼿元に保管する。
（３）安否確認シートの記載事項に変更があった場合、防災班⻑は自治会事務所に連絡する。事務
員は変更の旨を防災理事および町会防災会会⻑に連絡すると共に、自治会名簿データベース
を変更する。
７

自治会専門部の活動
自治会専門部の防災部は本会の事務局として防災計画、事業に係わることを専任業務とし、他
の自治会専門部は専門班として活動する。
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８

外部活動
（１）市の防災対策に関する活動へ積極的に協⼒する。
（２）近隣防災組織との交流を図る。

第９条（経費）
本会の運営に要する経費は、自治会の総会で承認されたものを充てる。
第１０条（規約の改訂）
この規約の改訂は、本会の防災委員会で審議し承認を受けなければならない。
第１１条（附則）
この規約は、平成 18 年 7 ⽉ 3 ⽇から施⾏する。
平成 27 年 3 ⽉ 10 ⽇改訂･施⾏
自主防災会は、従来１つの組織で活動していたが、平成 19 年に各丁目に町会防災会が結成され、４つ
の組織で活動している。そこで、現状の組織形態に合わせるべく本規約を改訂した。

－ 4 －

防災理事

防災班長

会員

理事

班長

会員

町会防災会

町会防災会

会員

防災班長

防災理事

会長

2丁目町会自主防災会

１丁目町会自主防災会

会長

（企画担当）
本部副会長

５

会員

防災班長

防災理事

会長

町会防災会

3丁目町会自主防災会

（会計担当）
本部副会長

桜台自治会自主防災会本部
会長

（総務担当）
本部副会長

地区長

副会長

組織
会長

自治会

別表１ 桜台自治会自主防災会組織図

会員

防災班長

防災理事

会長

町会防災会

4丁目町会自主防災会

防災事務局
防災部

（防災担当）
本部副会長

専門班

本部

防災委員会

自治会
事務所

別表2 桜台自治会自主防災会本部、役員および専門班の担当業務
部署
災害対策本部
本部会長
本部副会長
防災部部長・副部長

平常時
桜台自治会自主防災会活動を総括する。
・公的機関との連絡調整
・近隣町会との連絡調整

災害時
本部における活動
・自治会全域での状況判断
・4地区共助の指揮・命令
・公助に対する救援救助要請
・公的機関へ被害などの状況報告
指定避難場所における活動
指定場所での活動は、複数町会のとの共同生
活体に向け組織を再編成する。
指定避難場所に至る工程を指揮する。
・各丁目避難状況を本部に報告
・避難完了後、本部の支援

町会自主防災会
町会自主防災会長(地区長)

居住町会会員の防災訓練等技術習得を
奨励する。
・防災倉庫および消火器庫の管理

自主防災事務局
（防災部）

防災啓発活動と防災訓練の企画・実施
・防災啓発活動を企画・実施
・防災訓練の企画・実施
・各丁目との情報伝達訓練の実施
・各地区の防災倉庫および消火器庫の点検
維持
・各専門班の活動推進

本部における情報収集
・情報の収集･集約、本部への報告
・本部～地区間の連絡・伝令指揮
・各丁目援助要求の調整指揮、本部への報告

居住街区防災活動の推進
・町会自主防災会長を補佐し防災活動の
推進を図る。

班の編成と統率
・各地区の状況を把握し、町会自主防災会長に

防災理事
（各地区理事）

・本部～地区間の伝令業務
・消火班、救出救助班の支援

報告

消火班
(イベント企画部)

初期消火訓練
･消火器の使い方習得訓練
･初期消火訓練
･火災予防

・班を統率して各受持ち活動にあたる。
初期消火実施
･初期消火活動
･火災の警戒･出火防止対策実施
･災害現場に出動し現場指揮下に入る

救出･救助班
（広報部）

救出･救助技術の習得
・救出･救助技術の習得および訓練の実施
・応急手当（止血･固定処置･搬送等)技術
の習得訓練

救出･救助活動
・救出･救助活動の実施
・救急車の誘導
・応急手当･救急救命の実施

避難誘導班
（生活環境部）

避難呼びかけ・避難誘導訓練の習得訓練
・一時避難場所、避難通路の点検
・避難訓練の実施

避難誘導
・避難の呼びかけ
・安否確認

生活班
(文化･体育部)

炊出し用具の準備と訓練
・炊出用具の確保と訓練
･持出品の整理、管理
･避難生活の実際調査と手順作成

炊出し･物資配分
･炊出し･物資配分の協力
･避難所生活の調整
･生活相談･心のケア

衛生･救護班
（福祉部）

応急手当･救急救命技術の習得訓練
・応急手当（止血･固定処置･重傷者搬送
等)技術の習得訓練
･仮設トイレの対策検討

応急手当･救急救命活動
・応急手当･救急救命の実施
・重傷者の搬送
･仮設トイレの対策･設置状況周知活動
･防疫の協力

安全点検班
（防犯部）

地域の巡回点検
・危険物の排除および安全の確保
・危険物の調査

安全通路調査・避難誘導
・被災後の巡回
・危険個所の報告と周知活動

各部共通訓練
・応急手当（止血･固定処置･搬送等)技術の習得訓練
・救急救命(AED等)技術の習得訓練関連訓練

・救出･救助、応急手当技術習得訓練
・初期消火訓練への参加
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