
防災部会議事録

 会議名     第６回 防災部会

 開催日時 　令和５年１月２６日（木）　午後７時 ～８時００分

 開催場所 　小山公民館　コミュニティ室

 出席者
　防災部：部長、副部長、部員６名（欠席３名）　

　防災専門員１名（欠席１名）　　　　　　　

　　　　

　　　　

　進行：田村部長

　　□防災部長　開会あいさつ
　
　１　議　事
　 
　  (1)  各家庭での防災対策に係る啓発チラシの作成について
　　  ① 防災啓発チラシ（案）について
　　  　 ○形体は、 A3 版二つ折り・表裏印刷（ A4 版４ページ分）とする。
　　　   ○紙の厚みは、少し厚手とする。
　　　   ○内容は、
　　　   ・地震火災を防ごう
              ・避難に備えて用意しておくもの
　　　   ・使いながら備える「ローリングストック」
　　　   ・家族の情報
　　　   ・災害用伝言サービス
　　　   ・避難するときの行動
　　　   ・避難するときのチェックポイント
　　       ・小山地区防止マップで防災情報を確認
　　　   ○紙面レイアウトは
　　　　  A 面　左：地震火災を防ごう　　
　　　　　 　　  右：避難するときの行動、避難するときのチェックポイント
                                    小山地区防災マップで防災情報を確認
　　　　  B 面    左：避難に備えて用意しておくもの
　　　　　　　　　 使いながら備えるローリングストック
                             右：家族の情報、災害用伝言サービス

　　    
　　② 防災啓発チラシ作成・発行スケジュールについて
　　     ・３月上旬までに原稿確定、印刷発注
　　     ・３月下旬以降、各自治会から会員へ全戸配付
　
      (2)  小山地区自治会連合会自主防災隊規約の作成について
           ◯ 第８条　５の出席者（委任状を含む）のところは、委任状の表記はいらない。
　　　 ◯会議の人数としては、現在の防災部会くらいの規模が発言しやすい。
　　　 ◯自治会長（単位自主防災隊隊長）は多忙なので日程調整が大変だと思う。
　　　　 防災訓練など大きなテーマの時に参加してもらえれば良いのではないか。
　　　 ◯各自治会からは、単位自主防災隊隊長又は単位自主防災隊防災部長というこ
　　　　 とにしたほうが良い。

　■次回開催日　　　   令和５年２月１６日（木） 午後７時 00分～　コミュニティ室
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　



令 和 ５ 年 １ 月
小山地区自治会連合会　防災部会（第６回）

日 時　令和５年１月２６日（木）

　　　  午後７時００分から

場 所　小山公民館　コミュニティ室

【部長挨拶】

１　議　事

　(1)  各家庭での防災対策に係る啓発チラシの作成について

　　① 防災啓発チラシ（案）    

　　② 防災啓発チラシ作成・発行スケジュール

　　 ・３月上旬までに原稿確定、印刷発注

　　 ・３月下旬以降　各自治会から会員へ全戸配付

　(2)　小山地区自治会連合会自主防災隊規約の作成について

２　その他

（資料）

　①  防災啓発チラシ（案）

　②　小山地区自治会連合会自主防災隊規約（案）

　

 【次回防災部会】　日　時：２月１６日（木）　午後７時００分 ～ 　

　　　　　　　　　 場　所： コミュニティ室



～ わが家が火元にならないように ～ 〜 避難にそなえて用意して置くもの 〜 

　

　

◎避難するとき

■身につけるもの

□ヘルメット・防災ずきん □手袋（軍手） □厚底の靴 □防寒具 　□マスク

■リュックに入れて持っていく物

□飲料水 □非常食（缶詰・ビスケットなど） □粉ミルク・離乳食

□こどものおやつ □オムツ □生理用品 □救急医療品 □服用薬

□下着・靴下 □タオル □スリッパ □シーツ □携帯レインコート

□免許証 □銀行カードなど □健康保険証・預金通帳（コピー可）

□現金（小銭も） □印鑑 □入れ歯 □メガネ

□ポリ袋 □ウエットティッシュ □携帯電話（充電器も）

□携帯ラジオ □電池 □懐中電灯 □ライター □携帯カイロ

□ロープ □ナイフ・缶切り □筆記用具

◎被災生活で必要なもの
飲料水や食料品は、最低３日分（できれば７日分）を用意しましょう

□飲料水（１人１日３ℓ☓家族の数） □食料品

□給水用ポリタンク □簡易トイレ（携帯トイレ） □トイレットペーパー □新聞紙

□石鹸・シャンプー □寝袋 □衣類 □カセットコンロ（燃料も）

□オムツ・おしり拭き □紙皿・箸・紙コップ □食品用ラップ・アルミホイル

□バール □シャベル・つるはし・ペンチ □マッチ・ライター □粘着テープ

□ブルーシート □脚立 □その他（　　　　　　　　　　　　　　）



　〜 避難するときは『家族の情報』も一緒に 〜

　家族の連絡先・情報

　

 　　家族の避難場所

 

災害用伝言サービス

～ 避難するときの行動 ～

          

　　    

名　前 性　別 電話番号（自宅・携帯） 電話番号（会社・学校） その他（持病・飲み薬など）
男・女

  ■生年月日　　　　　年　　月　　日　　　■血液型　　　型
男・女

  ■生年月日　　　　　年　　月　　日　　　■血液型　　　型
男・女

  ■生年月日　　　　　年　　月　　日　　　■血液型　　　型
男・女

  ■生年月日　　　　　年　　月　　日　　　■血液型　　　型
男・女

  ■生年月日　　　　　年　　月　　日　　　■血液型　　　型
男・女

  ■生年月日　　　　　年　　月　　日　　　■血液型　　　型

家族の集合場所 避　難　所 連絡方法

小山地区防災マップで防災情報を確認できます

◇避難場所・避難所

◇災害への備え
こちらから ⇒

◇防災・気象情報

◇おもな防災関連施設連絡先

地震発生

避難開始

自主防災組織を中心に初期消火や救援活動を行う

自宅で生活できないとき

　自宅

●自宅で生活できなくなったとき

●建物倒壊・火災の拡大等により危険になったとき

●高齢者等避難・避難指示が発令されたとき

一時避難場所（近くの公園や空き地、自治会館など）

●安全確保のために一時的に避難する場所

●地域内で助け合う共助の拠点となる場所

広域避難場所（大きな公園・建物など）

●大火災など広域的な被害から避難する場所

避難所（近くの小・中・高等学校など）

●一定期間避難生活を送る場所

●危険がなくなったとき

●避難所で生活する必要がなくなったとき



小山地区自治会連合会自主防災隊規約（案）

 （名称及び活動拠点の所在地）

第１条　この自主防災隊の名称は、小山地区自治会連合会自主防災隊（以下、地区連自主防災隊とい

う）と称し、活動拠点を小山公民館内（相模原市中央区向陽町８番１号）に置く。

 （組織）

第２条　地区連自主防災隊は、小山地区自治会連合会に所属する自治会の自主防災隊（単位自主防災

隊）及び防災専門員をもって組織する。

 （目的）

第３条　地区連自主防災隊は、自らのまちは自らで守るという自助の精神に基づき自主的な防災活動

を行うことにより、災害（地震その他）による被害の軽減を図ることを目的とする。

 （事業）

第４条　地区連自主防災隊は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。

(2) 災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。

(3) 防災訓練の実施に関すること。

(4) 災害発生時における情報の収集・伝達、水防・消火、救出・救護、避難・誘導、給食・給水等応

急対応に関すること。

(5) 防災資機材等の整備に関すること。

(6) 他組織との連携に関すること。

(7) その他、地区連自主防災隊の目的を達成するために必要な事項。

 （役員）

第５条　地区連自主防災隊に次の役員を置く。

(1) 隊長　　　　　１名

(2) 副隊長　　　　２名

(3) 防災専門員　　２名

２　隊長は、小山地区自治会連合会会長をもって充てる。

３　副隊長は、小山地区自治会連合会理事の中から隊長が選任する。

４　防災専門員は、防災活動に関する知識と経験を有し、かつ防災への強い意欲を持つ者の中から隊

長が選任する。

 （役員の責務）

第６条　隊長は、地区連自主防災隊を代表し隊務を統理する。

２　副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故のあるときはその職務を行う。

３　防災専門員は、防災活動に係る専門的・技術的助言を行うとともに、相模原市防災専門員設置要

項に規定する職務を行う。

 （役員の任期）



第７条　役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。

２　補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 （会議）

第８条　地区連自主防災隊の会議は、役員会及び単位自主防災隊隊長会とする。

２　役員会は、隊長、副隊長、防災専門員をもって構成し、次の事項を審議する。

(1) 単位自主防災隊隊長会に諮る議案を検討すること。

(2) 規約の改正に関すること。

(3) 防災訓練に関すること。

(4) その他隊長が必要と認めた事項に関すること。

３　単位自主防災隊隊長会は、隊長、副隊長、単位自主防災隊隊長、単位自主防災隊防災部長、防災

専門員をもって構成し、次の事項を審議する。

(1) 役員会から提案のあった議案に関すること。

(2) 地区連自主防災隊事業の実施に関すること。

(3) その他役員会が必要と認めた事項に関すること。

４　会議は必要の都度、隊長が招集し隊長が議長を務める。

５　会議は、構成員の２分の１以上の出席者（委任状を含む）によって成立し、議事は出席者の過半

数の同意によって決定する。可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。

 （事務局）

第９条　地区連自主防災隊の事務を処理するため、小山地区自治会連合会に事務局を置く。

 （雑則）

第１０条　この規約に定めるもののほか必要な事項は地区連自主防災隊隊長会が定める。

　　　附　則

　この規約は、令和５年　月　日から施行する。


	
	〜 避難にそなえて用意して置くもの 〜
	

