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Abstract 

The present situation of volutary organizations for disaster prevention in Kure City is studied using a 

qu巴stionnairesurvey .Two copies of the questionnaire for general purpose are mailed with a copy of one for 

the chairman to the chairman of a11 the organizations. The co11ection rate of the questionnaire is high with more 

than 60 percent. The organization rate of voluntary organizations is 22 percent，and it is very low compared with 

60 percent of the national averages.80 percent of the organizations have been organized within two years.60 

percent of them make a start by the guidance of th巴administration，and20 percent make a start by the allied 

towncommunity recomendation. 60 percent of them is composed of households of 199 or fewer.It is important 

that a chairman has interest in the disaster and protection against disasters to mak巴theorganizations active. The 

activeguidance of the administration and help are being asked. 
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1 .はじめに

建築構造物の耐震設計は，極めて稀に発生する大地震に

対して，人命尊重の立場から崩壊を防ぐという立場をとっ

ている。 1964年の新潟地震や1968年の十勝沖地震等の被害

に代表されるように，被害が建物単体に留まっている場合，

この考え方は説得力があるように思われる。しかし， 1995 

年の阪神・淡路大震災のように，被害が多発的かつ広範囲

に発生した場合，行政の対応には自ずと限界が生じてくる。

このような場合，被害を最小限にとどめるために，住民に

よるコミュニティレベルでの対応が必要である。

最近の災害を概観すると，これら住民による活動は，被

災直後はもちろんのこと，復旧・復興にいたる種々の場面

で重要な役割を受け持つている。

この報告は住民による防災対策を考えるにあたり，自主

防災組織を取り上げた。自主防災組織は地域住民が「自分

の町は自分で守るj の連帯感をもとに，自主的かつ組織的

な防災活動を行うものである。便宜上防災活動を「自助J，

「共助J，I公助j の3種類に分類すれば，自主防災組織の

活動は f共助」に含まれる。まず，既往の研究をまとめ，そ

れを基にアンケートを作成し，呉市の住民に対しアンケー

ト調査を行った。この結果より，住民が自主的な防災活動

を実施し，活性化していくための基礎条件を探る。

2.全国の自主防災組織の現状

2.1 組織率

消防庁の資料 1) (平成 14年4月l日現在)によれば，自主

防災組織率の全国平均は 59.7%である。組織率を都道府県

別にみると，過去に大きな地震被害を受けている場所2)で

組織率が高い場合が多いことがわかる。これは災害が起こ

る前と後では，行政の自主防災組織育成の取り組み方と地

域住民の危険性認知が大きく変わったためだと思われる。

兵庫県を例にとると，阪神・淡路大震災以前(1995年)の組

織率は27.4%だ、ったが， 8年後(2003年)には92.9%になって

いる 3)。
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2.2 活動の現状

全国の自主防災組織の活動状況を把握するため，イン

ターネットによって 100市について活動状況の調査を行っ

た。約 20市についてはI自主防災組織Iで検索したものだ

が，その他は個々の市役所ホームページ土でキーワード検

索した。

表 1は活動内容を示したもので，広島県f自主防災組織結

成の手引きJ4) をもとに作成した。

調査した結果をもとに各項目につき 100市中，実施して

いる割合いを図 lに示した。図から，実施されている活動

とされていない活動とに大きく差があることがわかる。特

に rB災害による被害を防ぐための活動j はあまり活発に

行われていないことがわかる。これは，既往の研究を参考

とすると rB災害による被害を防ぐための活動Jは作業量

や経費を必要とする項目が多いためだと思われる。

図 1から火災に関する 7. 9， 15. 21， 25の項目をみる

と，消火に関する項目について実施率が高いことがわかる。

これは自主防災組織の発足の際に消防団が母体になってい

るところが多いため，消火に関する項目については実施さ

れていると考えられる。

また，他団体や行政との連絡である 12，24. 29， 34の項

目についてみると，実施している組織が少なく横へのつな

がりが薄いことがわかる。
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図 1 防災項目実施状況

3. 呉市の自主防災組織

3.1 呉市の概要

呉市は広島県の中心都市広島市に隣接した港町で，南と

西に瀬戸内海を臨み，島，岬寄，河川，山地，平地など

複雑な地形を特徴としている。市の中心である中央地区は

三方を山に固まれたすり鉢状になっており，平坦地が狭小

であるため，山麓の急傾斜地まで民家が密集し特色のある

景観を構成している。人口は 254.002人(平成 17年 11月30

日現在).高齢化率(65歳以上)255%(平成 17年9月30臼現

在)であるら)。

呉市は平成 15年4月1日に下蒲刈町，平成 16年4月1日

に川尻町，平戎 17年3月20日に音戸町，倉橋町，蒲刈町，

安浦町，豊浜町及び豊町と合併した。

3.2 呉市の自主防災組織

表 1 防災活動項目

A災害に
l防災資機材の整備

2備蓄品の管理
備えるた

3班体制の整備
めの活動

4緊急連絡網の作成

5地域内における災害弱者の実態把握

6地域内における情報の収集・伝達体

制の確立

B災害に
7火気使用設備・器具等の点検

より被害
8地域の危険箇所の把握・点検
9地域内における消防水利(消火栓、

平
を防ぐた

小川、井戸等)の確認

常
めの活動

10地域の避難路，避難場所，医療救

時 護施設の把握
の 11防災マップの作成
活 12防災関係機関、隣接の自主防災組
動 織等との連絡

13地震，火災体験

C災害時
14情報収集・伝達訓練

の活動の
15消火訓練
16避難訓練

習得
17救出・救護訓練

18給食給水訓練

D普及啓
19広報誌の発行

発活
20防災講演会の開催
21火気を使用する器具の点検・整備

動・広報
の呼びかけ

紙の発行

E情報収
22被害情報・救援情報の収集と伝達

集・伝達
23地域住民に対する避難勧告・指示
の伝達

活動
24防災機関との連絡

F初期消
25消火器などによる消火活動

火活動

災
26住民を避難所へ誘導害 G避難誘

時 導活動
27住民の安否確認

の
活

28負傷者の救出救護
動

日救出救 29医療機関への連絡

護活動 30災害弱者の避難活動への支援
31避難生活の指導

I給食給 32食料、飲料水の調達と炊き出し

水活動 33救援物資の受領、分配

J他地域 34他地域への応援等
への活動

呉市役所では平成 17年度より安全対策課を立ち上げ，自

治会を中心とした自主防災組織の結成を推進している。ま

た，活動実施や防災資機材を整備する際の資金援助，防災セ

ンターなどでの講習会・研修会を通じて組織の結成・育成

を図っている。

呉市には自主防災組織が 107組織(平成 17年 11月4日現

在)あり，組織率は22%である。図 2の組織設立年の割合を

みると，中には昭和50年代に結成された組織もあるが，約

8割が平成 15~ 17年に結成されており，結成から問もない
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図3 自主防災組織の規模

組織が多いことがわかる 6)。広島県の自主防災組織の組織

率60%と比較すると，呉市の結成率は低いといえる。組織

の世帯数をみると，図 3に示すように，世帯数の小さいも

のが多く，特に既往の研究で好ましいとされた 100~199世

帯が4割を占めており，地域に密着した組織が多いことが

わかる。

図は割愛するが，自主防災組織の位置を，呉市の地図上

にプロットしてみると，特に沿岸部で組織の結成が進んで

いることがわかったへこれは，ここ 1""2年における沿

岸部での水害を意識したものであると思われる。その他で

は，崖崩れ等を想定した急傾斜地がある地域でも結成がす

すんでている。

3. アンケート調査

3.1 アンケート調査の概要

呉市の自主防災組織の現状を把握するため，アンケート

調査を実施した。アンケート項目は，既往の研究と全毘の

自主防災組織の現状を参考にして，表 2のように設定した

(表中の.は会長のみ回答)。

アンケート用紙は会長用と一般用を呉市役所安全対策課

が掌握する 105組織の会長宛に，会長用 1組と一般用2組を

同封し，市役所から会長宅へ郵送した。配布数は会長用 105

票，般用 210票で平成 17年 II月30日に発送した。

表 2 アンケート調査内容

アンケー
内 ~チ~

ト項目

組織構成 0組織名 ・発足経緯・運営予算

記入者自 0性jjlJ 0年齢 O居住歴 O危機性認

身 知

-活動内容 O組織の活発さ O活発で
ない理由

活動につ 0実施頻度 O参加頻度
いて 0危険場所の認知 O災害弱者の認知

0今後したい活動 O活動できる曜

日・時間

防災資機
-防災資機材の有無 .備えたい防災資

機材
キオ -備蓄が遅れている理由

地域の状 0自治会の活発度 O近所づきあいのし

i兄 やすさ

行政の対
0満足度 O満足度の理由
0行政の指導・援助で活用しているもの

応 0行政の指導・援助で希望するもの

災害時
0災害時に機能すると思うか O機能す

る理由

その他 .会長として問題点意見 0その他の l
意見

回収率は一般が58.1%，会長が69.5%で，全体の平均は

61.9%であった。これを既往の研究の回収率と比較すると，

神戸市は46.9%7)， }II崎市は53.8%引 9)となっており，呉

市では 60%を超えた高い回収率が得られた。これはアン

ケート用紙の配布に，市役所の協力が得られたためだと思

われる。

3.2 アンケート調査結果

(1)発足経緯

図4に示すように，呉市では6trJが「行政の要請・指導J

により発足しており，次に「連合自治会の働きかけ」が2割

と続いている。既往の研究と比較すると，神戸市7)でも同

様に「行政の要請・指導j が4割を超えており，自主防災

組織設立には行政の役割が大きいことを示している。

また図 5に示すの発足経緯と設立年の関係をみると， S59 

""S61の発足経緯では自治会活動の一貫jとして設立し

たところが多く，最近になるにつれ「行政の要請・指導」が

増えていることがわかる。これは最近，行政が自主防災組

織の設立に力を入れ始めたためと考えられる。

(2) 1組織当たりの運営予算

1 組織当たりの運営予算は 1~3万円以内が 5 割， 1万円

以内も 2害IJを占めており，神戸市 7)と比べると 1~3 万円

以内は多いが，この程度の予算では大型資機材の購入は難

しいと思われる。また，運営予算の多くが自治会費から出

費されていることから考えると，地域住民に自主防災組織

の重要性が十分理解されていないことが推測される。
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困合併を機に

60% 80覧 100百
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包母体となる組織があった

国その他

図4 発足経緯
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園行政の要請・指導 日連合自治体の働きかけ
旧自治会活動の一貫 図母体となる組織があった
園合併多機に 目その他

図5 発足経緯と設立年

3)リーダーについて

図6に会長の年令構成を示した。会長の性l:JIJは男性が圧

1日 1首

田 50歳代

亙皿金且よ

図6 会長の年令構成

倒的に多く，年令は60歳以上が86%を占めている。是正往の

研究と比較すると，仙台市 10) ではリーダーの性別は男性

が9害1]を超えており，年齢構成は61歳以上が9割を占めて

いるため，呉市と類似した結果といえる。自主防災組織は

自治会を単位としている場合が多く，自治会会長という役

職の性絡が出た結果といえる。呉市のリーダーの居住年数

をみると， 9割が20年以上と地域とのつながりが深い人が

多い。図は割愛するが，会長の危険性認知と組織の活発さ

をみると，注目すべき点は危険性認知で災害が「起きない」

と答えた会長の組織では組織の活動が「全く行われていな

い」とされていることである。川崎市a)でも，地域住民に

よる災害危険性認知が活発さを左右しているという結果が

でている。

会長の年齢と組織の活発さをみると， 60歳以上の会長が

いるところでは「活発Jの回答がみられたが， 20 ~ 50歳

代の会長のところでは見られなかった。組織を活発にする

には，会長の年齢よりも会長が災害・防災に高い関心を持

つことが重要と考えられる。

(3)地域住民の危険性認知

地域住民に災害が起きると思うかについて明日J，r 1 

年以内J，r 5年以内J，rlO年以内J，r50年以内J，r起きな

い」の 6段階で回答してもらったところ明日Jの回答が

約60%で最も多いが，この値は，東京都 11) に比べれば若

干危険性認知が低い程度である。これを地域別に見ると，

地域によって認識に大きな差が認められる。呉市市民意識

調査 12)を参考にすると明日」と答えた人が多い警固屋

では地震J，r山崩れ・崖崩れJについて「不安jが多い地

域である。また起きない」と答えている人がいる広・宮

原では「不安」が少ない地域である。

(4)近所づきあい

近所づきあいのしやすさについて 5段階で評価しても

らった。結果を図 7に示すように非常にしにくい」の回

呉市

神戸市

0見 20首 40覧 60百 80覧 100弛

国非常にしやすいロまあしやすい 田どちらとも

薗まあしにくい 巴非常にしにくい

図7 近所づきあいのしやすさ

答はなかった。神戸市 13) と比較すると，呉市は比較的近

所づきあいのしやすい地域であることがわかる。図は割愛

するが，近所づきあいのしやすい地域では，危険場所・災

害弱者の認知の割合が高いことがわかった。神戸市13)の

アンケート結果によると，近所づきあいのしやすい地域で

は危険性認知が高く，災害に取り組む姿勢が優れていると

なっている。また，仙台市 10) でも近所づきあいが優れた

地域では災害弱者認知について優れている。このことから

も近所づきあいがしやすいという特性を活かした自主防災

活動を行うことが重要と思われる。

(5)活動状況

組織の活動状況について活発に活動しているJ. rま
あまあ活発に活動しているJ，rどちらとも言えないJ，rあ
まり活発に活動していなしリまったく活発していないJ，

について会長から回答してもらった。「どちらとも言えな

い」が5割を超えており、「全く活動していないJという組

織もある。 III~奇市 8)でも同様に全く活動していない組織が

あり，自主防災組織の活動は新しい試みのためまだ模索中

だと思われる。

「全く活動していない」と「あまり活発でないjと答えた
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人に理由を回答(複数回答可)していただいた。結果は町

内会活動が不活発(21)J， r危機感がない(19)Jという回答が

多く不十分な組織づくり(13)J，rリーダーの不足(11)J 

「参加者が少ない(10)Jが続いた。「その他(5)J として「結

成問もないjことがあげられた。これは川崎市9)でも「差

し迫った危険性を感じていない(53%)J と同様の結果がで

ており，地域に関係なで住民の意識の問題であると思われ

る。

図は割愛するが，自主防災組織の活発さと自治会活動の

活発さについてみると，自治会の活発さと組織の活発さが

比例しており，活発でない理由の結果を反映している。こ

れは，多くの自主防災組織が自治会を単位として組織を設

立しているためだと考えられる。このため，自主防災組織

の活動を活発にするには，住民同士の交流を深めるために

も，自治会活動を活発にすることが有効だと考えられる。

(6)活動内容

表 lであげた34項目について活動を実施しているかどう

か会長に回答していただいた。呉市の防災組織がどの程度

各項呂を実施しているか，全国と比較して図 8に示した。

図から rA災害に備えるための活動」の 1~4の項目と fB

災害による被害を防ぐための活動」の 5~ 12の項目は全国

よりも呉市のほうが活発であることがわかる。しかし「災

害時の活動J13からの項目については，呉市の活動は全国

よりも低迷していることがわかる。

項目 3r班体制の整備j についてみると，呉市では 56%

だが， } 11 ~崎市 9) では82%が班体制を整備している。呉市で

組織整備が低いのは発足間もない組織が多いためと考えら

れる。図は割愛するが，組織の規模別の活動内容では，世

帯数の小さな組織で rA災害に備えるための活動」と fB

災害による被害を防ぐための活動Jの活動が活発であった。

このことから，全国に比べ組織の規模が小さな組織が多く，

近所づきあいのしやすい呉市では rA災害に備えるための

活動Jと rB災害による被害を防ぐための活動」について

全国を上回る結果がでたものと考えられる。

今後、重点的にやりたい項目については、多い順に「災

害弱者の避難・救助J，r情報の伝達・収集J，r火災に関す
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る訓練J，r避難・救助Lr他組織との連携」となり， rその

他」には水害への対策が多く、図 8をみると関心の高い活

動が比較的実施していることがわかる。また災害弱者の

避難・救助Jについて解答が多かったのは，自治会自体の高

齢化による影響と考えられる。

以上のことから活動全体を活発にするためには，まず関

心の高いものから活動を推進していくことが重要と考えら

れる。また，全国と同様に呉市も他団体や行政との連絡が

あまり実施されないのは，自主防災組織自体がまだ新しい

取り組みであるため，その段階まで達していないためと考

えられる。

(7)訓練実施回数と参加率

図9に1年間に何回訓練が実施されているかを示した。

|園 5回以上園 4回目 2、3回ロ 1回巴全く無じ己-祭回答|

図9 1年間の訓練実施回数

61手lが年 l回程度で，全く実施していないところもある。

これは呉市ではまだ設立問もない組織が多いため，自主防

災組織の活動内容等の理解が完全ではないためだと思われ

る。既往の研究と比較すると， }III崎市ではJ平成 6~8 年

の訓練実施率は訓練を実施する組織は65%、20組織7%に

ついては3年度を通じて訓練を実施していないJS) いう結

果がでており，呉市とほぼ同様の結果になっている。

図10に訓練参加率を示した。図から， 1回が最も多く 4

割だが，訓練があれば絶対参加するという人も若干いる。

図は割愛するが，時間帯， a窪田別で見ると訓練参加率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

王真目

トト 全国→一呉市|

図8 呉市と全国の活動内容の比較
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図 10 訓練参加率

は時間的問題よりも，訓練の重要性の認識されている程度

が結果としてでてきていると考えられる。

(8)防災資機材

「備えている資機材」と「備えたい資機材jを回答しても

らった結果を表 3と図 11.図 12に示した。「備えている

資機材」で多いのは懐中電灯・スコップ・ヘルメットと普

段から使える資機材が目立つ。 }II崎市9)では組織の60%が

ヘルメット・消火器を整備しており，テントについては 75

%が備えている。「備えたい資機材jで多いのは小型発電機，

トランシーパー，拡声器で.B頃から使うことの出来る比較

的高価なものがあがっている。また「その他jでは，水害の

ための土嚢やパール等の工具があげられた。組織の規模別

に防災資機材の備蓄状況をみてみると.大きな規模の組織

の方が備蓄状況がよいことが知れた。図 13に資機材の備

えが遅れた理由を示した.資機材

の備えが遅れている理由として多

かったのは「予算の不足jで，運営

予算の結果を反映しているといえ

る。しかし「なべ・かまJr毛布Jと

いった比較的どの家にもあるよう

な防災資機材については，住民の

協力を呼びかけることで解決でき

る物品もあり，ここでも住民の自

主防災の重要性の認識の違いが出

ている。

(9)行政の指導・援助

行政の指導・援助に満足してい

るか不満足か回答していただいと

ころ，満足4害IJ.不満足4割，無回

答 2害IJと満足と不満足が半々で

あった。その理由を表4に示すよ

うに，満足と不満足では正反対の

意見が見られた。また，行政の指

導・援助で活用しているものとこ

れから希望するものについても解

答していただいた結果を表 5に示

した.満足・不満足の理由と同燥に

正反対の意見が多く見られた。希

望する項目については rt旨導・援

整備が遅れている理由

50 
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表4 満足・不満足の理由

指導援助してもらっている(17)

助成金の支給(4)
満
足 積極的である(4)

(34) 
連絡がよい (6)

その他(3)

指導・援助不足(12) 

助成金・資機材の不足 (8)

不
積極性に欠ける(11) 

満

足
行政からの一方通行である (9)

(55) 

何もしてくれない・把握していな (5)

地域にあった政策を (5)

その他 (5)

表5 行政の指導・援助を活用している・希望する項目

訓練・指導(29)

講習会・研修会(7)

情報の伝達・連絡(5)

活用している(67)
助成金(4)

防災資機材の支給(12)

その他(10)

訓練・指導(27)

講習会・研修会(5)

助成金(4)
希望する(74)

防災資機材(10)

地域にあった政策(9)

その他(19)

助」では，組織別に実施してほしいというものと，数組織

まとめて実施してほしいというものがあった。

以上のことから，行政の指導・援助の内容が十分把握さ

れていないこと，指導・援助の利用がしにくいという問題

があると考えられる。これを解決するために，行政側はど

のような指導・援助を行っているかを積極的にアピールす

ることと，積極的に住民と情報交換を行うが必要と思われ

る。

(叩)災害時に機能するか

自主防災組織が災害時に機能すると思うかを回答しても

らったところ， 5割が機能しないと答え，約 2割が無回答

であった。機能すると答えた人は地域のコミュニケーショ

ンがよいことと，実際に災害時に機能したためという理由

が多く，機能しないと答えた人は訓練不足や高齢化を理由

にあげている。組織の活発さと機能すると思うかを比較す

ると，組織が活発なほど機能するとしている人が多い。こ

れは仙台市 10) のアンケート調査でも同様に活動実施率の

高い地域では災害時の対応が可能であるという傾向にあり，

組織の活発さや活動実施率が災害時に機能するという自信

につながることを示している。

(11)その他の意見

会長，一般の住民とも高齢者や避難場所・避難経路につ

いての意見が多く見られた。

3.3 問題点と考察

アンケート調査結果から次の問題点が指摘される。

(1)自主防災組織の重要性・活動内容の理解が不十分であ

る。呉市は，災害の被害が多いことから危険性認知は高

かった。しかし，設立年も浅いことから自主防災組織の活

発な活動に結びついていない。

まず，自主防災組織の重要性・活動内容を会長・住民と

もに理解してもらうことが重要である。このことで，運営

予算や防災資機材についての問題は住民の協力が得られる

と考えられる。また，訓練実施率・訓練参加率についても

今後解決されると考えられる。

(2)行政とのつながり

自主防災組織は「自分たちの町は自分たちで守るj とい

う概念から発足するものであるが、住民は専門的知識がな

く，行政の指導・援助は必要不可欠である。発足経緯から

みても行政の果たす役割は大きく、このことから活発な活

動をするためにもわかりやすい指導が必要である。

また，呉市は地域によって地勢や社会条件も異なり，災

害の種類も多種多様であるため，その地域にあった訓練・

指導が求められる。

(3)高齢者の役割

アンケートの中で高齢者に関する問題が目立っていたが，

これは今後呉市だけでなく全国的な問題であるといえる。

高齢者は自身の安全に対する自信がなく，肉体的にも活動

しにくい面もあるが，高齢者は比較的時間的制約がなく老

人会等の活動によって災害弱者についての情報に関して詳

しいということもあり，時間的問題や近所づきあいという

面においては，自主防災組織で大きな役割を果たすといえ

る。また，災害時に高齢者が動ける自主防災組織を考える

ことで，災害弱者の目線にたった対策が考えられる。この

ように，高齢者が活発に活動することで自主防災組織の活

動は活発にできると考えられる。

4. おわりに

この報告では，台風や地震，大雨による被害の多い呉市

の自主防災組織に対するアンケート調査を通じて，組織の

現状と問題点が以下のように明らかにした。

(1)呉市の自主防災組織結成率は 22%で，全国平均の 59.7

%，広島県の組織率60%等と比べるとかなり低い。組織の
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約 8割が結成 1~2 年の若い組織である。組織の世帯数は

比較的小さなものが多く，地域に密着した活動がしやすい

規模である。このため現状では自主防災組織結成・育成の

段階である。

(2)呉市の地域の特性としては「近所づきあいがしやすいJ

ということがあげられ，既往の研究や本稿のアンケート結

果からも近所づきあいのしやすい地域は自主防災組織が活

発に活動しやすい地域であることがわかる。この特性を生

かした活動をすることで今後の自主防災組織を活発に活動

させることが考えられる。

(3)呉市でも高齢化が問題になっている。高齢者は，自身の

安全に対する自信がなく，肉体的にも精神的にも活動しに

くい面がある。しかしアンケート結果にもあるように，高

齢者は比較的時間的制約がなく，これまでの生活によって

災害弱者や地域の状況・情報について詳しい。このことか

ら高齢者が時間的問題や情報の取得という面において大き

な役割を果たすといえる。また，災害時に高齢者が動ける

自主防災組織を考えることで，災害弱者の目線にたった対

策が考えられ，高齢者だけでなく誰もが活動できる自主防

災組織となることが可能となる。このように「高齢者だか

ら出来ない」ではなく「高齢者だからこそ出来るJという

精神を養っていくことが重要である。

(4)行政の指導・援助についても内容把握の不足や利用がし

にくいという点から有効に利用されておらず，積極的なコ

ミュニケーションや指導・援助の利用のしやすさが求めら

れる。呉市は地域によって地勢や社会条件も異なるので，

地域にあった指導・援助が行われることが望まれる。

(5)活動の活発さをみると，結成はされているものの，活動

は全く実施されていない組織がある。呉市では結成問もな

い組織が多いこともあり，自主防災組織の重要性・活動内

容について，会長も含め住民全体に浸透していない.この

ため運営予算・防災資機材の不足j や「訓練実施率・訓

練参加率の低迷Jといった問題が発生している。

(6)現段階では災害時に自主防災組織が有効に機能する

と思うかj という問いについて半数が「機能しないJと答

えているが，上記のことを考慮し活動することでこれらの

問題を解決し，活発な白主防災組織育成が進められると考

えられる。
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