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ご近助力アンケート調査報告書について 

 

 

本市第２次総合計画では「地域活動への関心が薄い市民が増え、地域の絆が弱まってきてお

り、また市民ニーズの多様化により市のみでは解決を図ることが困難な課題が生じている。」

とし、これに対して、「個性豊かで活力のある地域社会を実現するためには、市民と行政がお

互いの役割を補い合い、力を合わせてまちづくりに取り組むこと」が不可欠としています。  

このために市は、まちづくり協議会の活動や、町内会などの基礎的コミュニティの活動を活

性化する支援と市民公益活動を促進していくとしています。 

この中でも自主防災活動は地域の安心安全を実現化するための基礎となるものであり、人材

や防災装備面で順調に進む町内会もある中、多くの町内会では年齢構成の上昇や地域事情の変

化及び構成世帯数の減少などから、防災活動への意識が希薄・低調になり、自主防災への取組

みそのものが非常に困難な状態になってきているところもあります。 

しかし、それぞれの町内会が置かれる事情や現況に関わらず、あくまでも災害初期時点では

市民や町内会による自助、共助以外に直ちに外部からの支援に期待できないことは明らかであ

ります。 

今回の調査では、まず各町内会のご近助力（防災能力）が市内全体から見てどの程度の水準

に位置するのか、公の支援をどの程度必要とするのかの判断を「ご近助力見える化調査」を利

用し、明らかにするものとし、本調査の結果を踏まえ、力の溢れる町内会では自主的な力をさ

らに増強し、力が不足すると見られる町内会へは弱点克服への公の支援を強化することで、市

内全町内会の持つ潜在能力を市民の皆さんとともに高めあうために実施いたしました。多くの

町内会長様には御多用中、アンケート調査に御協力いただき厚く御礼申しあげます。 

この調査を踏まえ、防災面での弱点を有する町内会への補強対策を「ご近助力見える化調

査」として各町内会個別に提案し、必要な訓練や防災意識づくりの支援を行いながら、ともに

課題を解決していくこと、防災資機材整備のための公的補助体制を充実強化していくこと、ア

ンケートでいただきました各種の御意見の検討を行うことなどを目指してまいります。 

町内会長の皆さまには今後とも、地域の防災対策に引き続いて御支援、御協力をいただきま

すようお願い申しあげますとともに、日程都合上、御提出いただけなかった町内会へは、あら

ためて本調査を継続してまいりますので、引き続き御協力をお願いします。 

 

平成２６年４月 

 

                           草津市総合政策部危機管理課 
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１ ご近助力アンケートの概要 

 

 ○ アンケートの対象 草津市内全町内会 

 

 ○ アンケートの方法 市職員、消防職員の面談による配布と回収、一部は返  

            信用封筒による回収 

 

 ○ アンケートの目的 町内会の自主防災力の現況把握と今後の対応資料とす 

            ることを目的とする。 

  

 ○ アンケート期間 平成２５年１０月１日～１２月末 

 

 ○ アンケート配布数及び回収数 

 

 

 

２ ご近助力アンケート結果  

（１）町内会への加入率  

質問１あなたの町内会の加入世帯数は     世帯、区域内世帯数は  世帯 

 ・町内会の加入率平均をみると９５％近い高率であり、学区(ごとに大きな差は見られない。 

（n=1４３） 

 なお本設問については情報不足のため、回答不能であると一部からご意見をいただいた。  

  

 

 

 

 

 

   配布数           回収数             回収率         

   ２１３           １５８           ７４．１７％ 
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（２）自主防災組織の有無  

質問２－１ 町内会で結成されている自主防災組織についてお伺いします。  

（１）自主防災組織は結成されていますか。どちらかに○をつけてください。  

１．はい⇒質問（２）（３）へ    ２．いいえ⇒質問４へ  

 ・自主防災の結成状況をみると、市域全体では、「はい」が ９６．７３%、「いいえ」が ３．２７%となっている。学区

別にみると、回答町内会に対して、志津南、矢倉、渋川、老上、玉川、南笠東、山田、笠縫、笠縫東、常盤学区の町内会

では、すべて結成済となっている。（n=15８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自主防災組織の構成  

① 担当役員数及び消防等の経験者数  

質問１－（２）現在、自主防災組織の隊員は（本部長、副本部長、班長、班員などすべて）は何人

おられますか。その中で消防団や防災関係機関（消防、警察、自衛隊）の経験者は何人おられま

すか。以下にお書きください。  

（役員       人  そのうち経験者     人）  

  

 ・自主防災組織の隊員数をみると、20 名以下が４４．８１%、３０人以上が３５．６１％となっている。自主防の隊

員数は町内会の規模に比例していない。大規模ながら１０名以下、小規模ながら全世帯参画で２００名以上のところがあ

る。消防等の経験者数をみると、０名が 44.19%と最も多く、次いで 5 名未満が ３９．５３%となっている。 一方で、

消防団員を中心に経験者５名以上を擁する自主防災組織が１６．２８％に達している。(n=120 n=147) 
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質問１－３ 現在の自主防災組織の隊員の中で女性は何人おられますか。 

                        女性隊員   名 

・女性隊員数をみると、10 名未満が ５７．８４%、10 名以上が 27.13%となっている。女性隊員が不在の自主防 

災組織の割合は、１５．００％となっているが、要援護者対応、避難所運営など女性参画は必要。なお、町内会によっ 

ては自主防災組織とは別に（女性）消防隊を保有されているところがあり、本調査においてはこれも対象とした。

(n=140) 

 

（４）自主防災活動の状況  

① 昨年度の自主防災活動  

質問４ 昨年度（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）の町内会の自主防災活動について

伺います。該当するものを次の中から選んで○をつけてください。（複数回答可）  

 ・町内会が行った自主防災活動をみると、「防災訓練の実施」「消火、救急訓練などの個別訓練の実施」で最も多く、次

いで「消火栓、救助器具の点検」「夜警や出初式への参加」となっている。 （n=1５１ 重複回答） 

 

例示以外の取組みがありましたらご記入ください 

・学区主催の防災訓練に参加  

・水害ハザードマップ研修を行った。 

・避難所運営訓練を実施した。 

・地域協働学校事業に参加  

・平成 2５年１１ 月 ２４ 日草津市総合防災訓練に参加  
・まち協主催の防災研修に参加  

・自衛消防訓練を数度実施している  

・DIG 訓練を開催し、防災マップを作成した。  
・従来型の防災訓練では実効性が無い。BBQ、祭りなどに関連付けた防災訓練としている。  

・防災シンポジュームを受講した。 
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② 実施した自主防災活動の種類数  

・実施した自主防災活動の種類数をみると、３種類以上が ４０．５０%と最も多く、次いで 1 種類以上が ２８．７５% 

でほとんどが消火訓練に止まっている。逆に５種類以上実施した町内会も２２．８７％に達しており、熱心な取組みが

なされているところも多い。 (n=1５１) 

５種類以上

３種類以上

１種類以上

未回答

0 10 20 30 40 50 60 70

実施した自主防災活動の種類

  

③ 年間の総合的防災訓練回数  

質問５．あなたの町内会では、あなたの組織全体を対象とした消火、救助、避難などの総合的な

防災訓練を年に何回行っていますか。以下にお書きください。  

（防災訓練の回数        回／１年）  

 ・年間の総合的防災訓練回数をみると、１回が最も多く ５１．７２%、２回以上が３７．２４%となっている。ただし

質問②の回答から見ると消火訓練を主とする総合訓練であること分かる。 未実施は１１．０３％であるが、全体として

訓練への取り組みは盛んである。(n=1４２) 

  

④ 年間の防災訓練の延べ参加数  

質問６．防災訓練の延べ参加者の合計は年間どのくらいですか。以下にお書きください。  

（防災訓練の延べ参加者の合計        人／１年）  

・年間の訓練延べ参加数をみると、町内会の規模から一概には評価できないが、１００名以上が ２４．８２％と最も多

く、次いで ５０名以上が ２３．４４%となっている。なお市全体で防災訓練は延べ２５３回、市民延べ１３，３２８

人の参加をいただき全市民の１０．４５％が何らかの訓練に参加されている。(n=13９) 
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⑤ 防災訓練における他の組織との連携 

質問７．防災訓練は他の団体、組織と連携して行っていますか。該当するものを選んで○を 

    つけてください。(複数回答可) 

 防災訓練を他の団体、組織と連携して行っているかどうかについてみると消火訓練、救急訓練が主となり「消防・市

役所」が５３．７９％と圧倒的に多く、どことも連携していない町内会も２０．２６％となっている。（ｎ＝１２４ 重

複回答） 

 

  ⑥ 訓練の内容  

質問８．訓練の内容はどのようなものですか。（複数回答可）  

  

・訓練の内容についてみると、「会場型訓練」が 6６．６%と圧倒的に多い。次いで、災害図上訓練（DIG）が 29.1%に

達しており、簡単に参加いただける訓練として町内会に定着。逆に防災体制のステップアップとしての「シナリオレス

訓練」「夜間訓練」については、浸透しておらず５%未満に止まっている。 （n＝１2２ 重複回答） 

 

  

 例示以外の取組みがありましたらご記入ください。 

・マンションの通報訓練をかねている 

・かまどベンチ炊出し訓練 

・子ども会、福寿会との合同事業 

・講演会 （高島なまず、福島被災者） 

・市の担当者による講演会など。  
・ＡＥＤ訓練  

・防災祭り 

・阿倍野防災センター見学 

・高層マンション防災研修 

・役員 OB で見回り隊を編成し、恒久組織としている。 

・１次集合場所避難訓練 

・毎年、災害時要援護者調査を実施 

・地元企業との定例懇談会 
・会場型訓練に消防署に依頼して、起震車、煙体験、ハシゴ車の説明等を行っている。 
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⑦ 自主防災訓練を計画・実施する上での課題  

質問９．自主防災活動を実施するうえで問題となっている事項は何ですか。該当するものを次の中

から選んで○をつけてください。（複数回答可）  

  

・自主防災訓練を計画・実施する上での課題をみると、最も多いのが「訓練計画の作成や実施についてのノウハウが不足

している」3１．１% 、次いで「訓練当日に、参加者が集まらない」２２．０８%、「スタッフ不足」１７．８３％。

また「高齢化により訓練ができにくい。」１６．２８％、次いで「実施訓練のための費用が少ない」は、14.1%で最も

少なくなっている。  

  なお「町内会活動全般への参加意識不足」６．７％となっているが、逆に防災活動に「課題なし」と回答された町内

会が３．３％ある。（n＝１４７ 重複回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例示以外の事情がありましたらご記入ください。 

 ・自主防に専門家がおらず、町内会長兼務で負担大きい 

 ・高齢者が多く消火訓練が出来ない 

 ・新旧入居者によって協力度合いに温度差大きい 

 ・町内会長への協力者不足 

 ・リーダー不在である。 

 ・マンション独自の自主防運営は困難であり近隣町内会に加入したい 

 ・互助に対する住民意識の欠如 

 ・防災訓練は住民の少ない町内会、高齢化が進む町内会では困難である。 

 ・集会所がなく、資機材も揃っていない。 

 ・新規町内会では運営経費が生み出せない。 

 

（５）保有する防災資器材  

質問１０．あなたの町内会が保有している防災資器材を次の中から選んで○をつけてください。

（複数回答可）  

  

・町内会が保有する防災資器材をみると、災害救助セット、消火器などの消火資機材は７割以上の町内会で準備されてい

る。またテント、シート、ヘルメットなども半数以上の町内会で装備されている。応急処置用具や避難運営に必要な

ノウハウ不足

スタッフ不足

参加者不足

活動費用不足

高齢化

意識不足

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

自主防災活動の課題
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（発電機、炊事用具など）の準備は低率である。（n＝１４８ 重複回答）

 

 

 

 

（６）町内会の防災施設 

 質問１１．あなたの町内会には災害発生時に防災活動のために利用できる施設等はありますか。 

                                      （複数回答可） 

・７割を越える町内会が集会所を有し、１次集合場所となる公園広場、消火器具箱を整備している。 

一方で、水道断水に備える自然水利や防災器具庫は半数に満たず、防災力を有する近隣事業所との連携は今後の課題である。 

(n=1５０ 重複回答） 

 

例示以外に保有装備がありましたらご記入ください。 

 放射線測定器、簡易トイレ、階段避難用具、多数用救急箱、土嚢袋、洗剤、ロープ、ノコギリ、手斧、防炎

シート 

懐中電灯、避難誘導旗、かまどベンチ、非常用サイレン、近隣事業所保有の AED、町内会放送設備 
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（７）防災指導員、市民指導員制度の周知 

 質問１２．草津市では学区(地区)や町内会の自主防災活動を支援することを目的に、防災指導員 

      や市民防災員の講習をしていますが、あなたはこの制度と町内会の防災指導員、市民 

      防災員をご存知ですか。                              

本制度のうち、市民防災員受講申込は町内会経由としているが、４２．７６％の町内会が認識不足との結果となった。また承

知しているが支援活用にいたらない町内会が２３％となっている。（ｎ＝１４７） 

 

 

 

（８）町内会の被災時の心配事 

 質問１３．あなたの町内会で地震被害を受けたときに最も心配することは何ですか。 

                                      (複数回答可)   

 

 町内会の 2/3 は火災、家屋倒壊への心配があり、町内会の初動対応としての安否確認、避難誘導、要援護者対策への不安は

中でも高率である。 

 液状化については件数としては少ない。（ｎ＝１５４） 

0

20

40

60

80

100
火災

液状化

家屋倒壊

安否確認･

避難誘導
情報掌握

要援護者対

策

役員の参集

町内会の心配事項
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（９）例示以外の心配事・その他の自主防災に関する意見 

  例示以外の心配事がありましたら記入ください。 

 町の構造 

  台風時に屋外スピーカーからの音声が聞こえない。 

 マンション入居者に対する誘導 

  大雨、地震、火災のケース別避難場所の検討 

 自主防災に関する意見 

 自主防災組織の現状 

  自主防災組織は機能していない。 

  防災意識の浸透度疑問 

  自主防災組織への研修指導をお願いする。 

  高齢者が多く消火訓練が出来ない。 

 町内会の現状 

  消火栓からの実放水訓練を希望する。 

  防災対策（災害時の市、町内会、市民の役割）が複雑すぎて理解できない。 

  学区と市の連携が不明 

  町内会の防災体制つくりの支援を望む。 

  高齢者緊急支援対策が必要 

 補助制度への要望 

  補助率引き上げを望む 

  新規町内会（設備なし、経費なし）への特別支援策を求む。 

  補助事業の拡大、補助金額の増額を願う。 

  町内会規模を考慮した補助制度を望む。 

 市民防災員 

  防災指導員、市民防災員の情報提供を。 

  市民防災員講習を受講させたい。 

 その他 

  要援護者制度の活用 

  避難所生活への不安 

  消防団員確保が困難 
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３ ご近助力アンケートの分析、展開 

（１）総括 

   市域全体の単純集計を概観すると、各質問での要約のとおり、総体的に町内会の防災意識は高く 

  訓練への取組み、参加状況についても熱心な部分を散見するが、町内会毎の防災能力の差は世帯数 

  区域面積、住環境などにより当然ながら一律ではなく、本アンケート分析をもとに町内会のご近所 

  力（自主防災力）を明らかにし、今後の地震災害対応での自主防災組織（以下、「自主防」とい 

  う。）の役割り（共助）に対する再認識のきっかけとしたい。 

（２）自主防災組織の設置率 

   まず自主防の設置状況では回答いただいた中に多くの新規町内会が含まれているにもかかわら 

  ず、設置率は極めて高くなっている。ただし自主防設置と関連して訓練回数などの調査をしてい 

  るが、高齢化や住民構成その他の理由によってやむなく活動を停止している自主防もかなり多く 

  あることが分かる。 

（３）自主防の組織状況 

   自主防の構成員数は３０名が平均である。中には１００名を越えるところ、５名以下のところな 

  ど広範にわたるが、世帯全員参加、組・班から１名、役員のみで構成など多種多彩。自主防の果た 

  す役割りを意識付けに止めるのか、実効性を求めるのかによって、各町内会の判断でその人数は決 

  まるものと考える。同じく、消防、警察、市職員などの経験者の在籍についての問いかけでは、経 

  験者不在の自主防は４４．１９％に達している。中には消防職団員を中心に１０名以上を確保する 

  ところもある。経験者を確保する自主防の取組みは他に比べて多種多様な取組みを進めている。 

  なお、ところによっては自主防経験者をそのまま OB 隊員として残留させることで、防災体力を低 

  下させない工夫をされている。 

   町内会によっては女性消防隊を有するところがあり、掌握している限り、本調査ではこれらも含 

  み、自主防への女性参画について調査した。５人以上在籍する自主防は５４．２７％に達している 

  ものの、女性不在の自主防も１５．００％に達する。昼間災害への対処や避難所運営、要支援者介 

  護など自主防の役割分担において、女性参画はさらに進められるべきところである。 

（４）自主防の訓練取組み状況 

   自主防の訓練状況であるが、学区防災訓練への参加を中心に、町内会毎に主に消防指導による消 

  火訓練、定期的な消火栓点検、消火ポンプの放水訓練が今も主流であり、中には心肺蘇生などの救 

  急訓練への取組みが増えている。本来の自主防としての役割から見れば、さらに救助、救急、情報 

  連絡、安否確認など広範な体験訓練への取組みが求められている。まだまだ一般的にはなっていな 

  いが一部では子どもたちとの防災訓練、防災体験が工夫を凝らし進められている。また DIG 訓練や 

  避難所運営訓練などに取り組む学区、町内会が数多くなってきている。中には町内会コミュニケー 
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  ションを優先すべきで、防災訓練に至らないとするところもある。 

（５）訓練回数と内容 

   訓練の実施回数は１回～２回が７割を占め、参加人数も１００人以上の町内会が２３．５３％、   

  ５０名以上の町内会が２３．４４％に至り、訓練回数に比例している。防災訓練の他団体との連携 

については、消火訓練を主とする訓練が多いことから消防署への協力を求める例が多く、市を含め 

て連携数が多くなっている。一方ではどことも連携せず訓練を実施されるところは２０％を越えて 

おり、町内会の防災活動について「手詰まり」「マンネリ」の意見がある中、連携することで、この 

あたりに突破口が見出せる状況とも言える。 

   訓練内容についての質問では会場型訓練が７割近くある。訓練は反復訓練がほとんであるが、消 

  火訓練や消火栓点検に止まる訓練が大半を占める中で、DIG やシナリオレス訓練などの他、新たな 

  取組みを町内会に周知広報する機会が必要である。なお、既に一部の町内会では学区レベルで子ど 

  も会、老人会とのコラボ、外部講師の講演会、避難所運営訓練など新たで積極的な取組みをなされ 

  ているところがある。 

（６）自主防の課題  

   自主防活動を行う上での課題についての質問である。先の質問で自主防活動に非常に活発な活動 

  を行いながら、一様にノウハウ不足を、１００名を越える参加者を得ながら参加者不足をそれぞれ 

  回答される町内会がある一方、協力者不足や高齢化によって、町内会長負担が増大しているとの意 

  見がある。 

   補助制度増額や対象範囲の拡大などの要望により訓練費用の不足を課題とする町内会が１割程度 

  あるが、同じく１割程度は、自主防を立ち上げるための町内会合意に至らないという住民の参加意 

  識不足を挙げている。 

   自主防が機能していない、昼間災害は高齢者ばかりで対応不能、防災意識の浸透度疑問、自主防 

  に専門家不在などの町内会長からの意見もあり、熟度に応じた防災プログラム、経費を伴わない訓 

  練プランなどを町内会に提案しながら、町内会の課題解決に協力することが必要であるとともに、 

  自主防においても一部の役員に過度に用務が集中しない体制など町内会においても、そのあり方を 

  見直される時期に来ている。 

   しかしこのような課題がある中で、「一切の課題はない、課題と考えない」との力強い意見を回答 

  される町内会も僅かある。 

（７）保有する防災資機材 

   災害救助セットは平成１６年当時設置の２０５町内会等にすべて整備済みであり、以降配備され  

  ていない。アンケート上の救助セットの整備率は６６．６７％、本来整備済みの町内会から未整備 
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 と回答されるところがあり、セットの存否を確認する必要がある。なお整備年度以降に設置された町

内会からは配備要望もある。次に消火資機材として消火器、水バケツなどは街頭設置が進んでいる。

救護資機材、安全装備、通信装備など回答されているが、先の質問での自主防隊員数に対して、一部

では数量不足と回答されている。町内会では防災活動資材に限定せず、運動会、地域事業、祭礼行事

などのためのテント、寸胴、ガスコンロなどを整備されているが、多用途使用によって災害時に活か

せるスタイルが望まれる。なお、１次集合場所での必要品（応急救急用具、炊き出し備品、発電機、

投光器など）は未整備のところが多いが、共助のために必要とする資機材整備へのシフトチェンジが

望まれる。 

（８）町内会の防災施設  

  町内会のほとんどは集会所を有し、１次集合場所を確保している。また消火器具の街頭設置も７ 

 ０％の町内会で進められている。 

  一方で水道断水に備え、防災井戸や公共河川等の自然水利を有し、もしくは独自の防災倉庫を有し 

 ている町内会は３０％程度に過ぎない。市内住宅密集地では延焼火災防止が急務であり、自然水利不 

足地域では特に出火防止対策と生活用水の自己確保に努めていただくよう願う。 

  中には集会所のない町内会、発足直後で経費の不足、資機材皆無の町内会があり、災害対応のため 

 には、町内会において対処検討願う他、市としての補助事業の支援策を検討することが求められる。 

（９）防災指導員、市民防災員の周知 

  町内会での自主防災活動を支援する目的で設置された防災指導員、市民防災員の周知度についての 

 質問であるが、承知いただいている町内会長は４９％に止まった。 

  しかし、この現状でも、既に活用いただく町内会は２６％に達しており、一部学区では防災指導員 

や市民防災員を主軸に防災訓練が既に行われており、これを広く広報することが、自主防運営の課題 

である専門家不足、スタッフ不足を解決する近道である。 

  本制度の有効な運用のために、市民防災指導員の協力体制強化、市民防災員の各町内会事業への 

 具体的な協力依頼など新たな方向を打ち出すことが求められる。 

（１０）町内会の心配事項 

  家屋倒壊、安否確認、要援護者対策がトップ３である。 

  町内会として被災状況の掌握、安否確認、市や関係機関との情報連絡に大きな不安を抱えている。 

災害初動時には混乱状態を避けようがないが、少しでもその不安を解消するための具体的な取り組み 

として、町内会連絡組織体制の構築、自主防設置（未設置町内会）、要援護者対応、自主防の役割分担 

などを市役所、消防署、消防団、市民防災員及び防災指導員などの支援を求め DIG やシナリオレス訓 

練などで点検していくとする方向が求められる。 

 一方で、従来から広報している耐震補強、家具類転倒落下防止、住宅用火災警報器設置、小型消火

器や水バケツなどの簡易消火用具の準備による自助努力の喚起など、市民、町内会、市が協働しての

減災対策の展開を実施することが重要となっている。 
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４ ご近助力の評価手法と判定要素 

 （１）評価手法 

   ① アセス評価 

    平成１７年度防災アセスによる学区ごとの火災延焼棟数、家屋全・半壊棟数、避難

者比率の評価（町内会データは得られないため学区（地区）での掌握となる。）に、

町内会ごとの高齢化比率を加えた評価 

 

  

 

 

  

   

 

 

  ② 組織力（町内会の自主防組織状況） 

    自主防設置有無、隊員数の世帯数に対する割合、経験者数・女性参入数（女性消防

隊設置を含む）の評価 

 

 

   

 

 

 

  ③ 活動力（自主防の活動実態） 

    取組む訓練種別、活動回数、参集人員の世帯数に対する割合の評価 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

焼失率 ポイント 倒壊率 ポイント 避難者率 ポイント 高齢化率 ポイント 総合点
なし 3 １５％未満 5 ５％未満 5 １０％未満 5
有り 0 ２０％未満 4 １０％未満 4 ２０％未満 4

３０％未満 3 １５％未満 3 ３０％未満 3
４０％未満 2 ２０％未満 2 ４０％未満 2
４０％以上 1 ２０％以上 1 ４０％以上 1

各項目合計の１/３

アセス評価比較要素

自主防災組織力比較要素
自主防設置 ポイント 隊員加盟率 ポイント 女性・経験者参加 ポイント

設置 2 １０％以上 2 有り 1
代替設置 1 １０％未満 1 なし 0
未設置 0

訓練種別数 ポイント 訓練回数 ポイント 参加率 ポイント 総合点
5種類以上 5 ５回以上 5 ５０％以上 5
４種類 4 ４回 4 ３０％以上 4
３種類 3 ３回 3 ２０％以上 3
２種類 2 ２回 2 １０％以上 2
１種類 1 １回 1 １０％以下 1

各種目合計の１/３

自主防災活動力比較要素
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  ④ 装備力（保有する防災資機材、防災施設） 

    資機材整備状況（災害救助セット、消火資機材、安全装備、防災倉庫、テント、シ

ート）の評価。ＡＥＤ、小型ポンプ、防災井戸及び自然水利等の保有は点数に加重 

  

 

  

 

 

 

 

  ⑤ マンパワー（消防防災リーダーの存在） 

    市民防災指導員、市民防災員、消防団員の各学区（地区）居住数の評価（町内会デ

ータは得られないため学区（地区）での掌握となる。） 

     

 

 

 

 

 

（２）表示方法 

   以上の評価要素を市内平均値から見て５段階（１、２、３（平均値）、４、５）に 

  区分し、上記５分野のレーダーチャートによって町内会毎に表示する。 

 町内会の防災力の現状とバランスを分かりやすくするために、本グラフを採用して 

いるが、あくまでもアンケート上の数値判断に基づく結果であること、アンケート提 

出後の諸事業は結果に反映されていない。 

  

 

 

 

 

 

 

          

           

          

整備点数 ポイント 付加点数 ポイント 付加点数 ポイント 総合点

７点以上 5 小型ポンプ 防災倉庫

３点以上 3 可搬ポンプ 集会所
１点以上 1 エンジンカッター 公園広場

ＡＥＤ 企業協定
かまどベンチ 自然水利

点数
×
０．５

点数
×
０．５

各種目合計の１/２

資機材保有力比較要素

ポイント 総数 加点
5 ５０人以上 2
4 ２０人以上 1
3
2０．５％未満

消防団員・防災指導員・市民防災員総数÷町内会数

防災力マンパワー

３％以上
２％以上
０．５％以上
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         ※ グラフの見方  

           本グラフは５項目分類の最大値を５、最小値を０とし、市内平均を３と        

          して、町内会との相対評価を図示している。グラフ図形が正五角形に近づ         

          くほど理想形であり、変形をしていればバランスに欠けることを意味する。 

           ただし、アセス評価は、町内会ごとの高齢化率を加味し、マンパワーは 

          学区（地区）在住の消防団員等の率を判断とし、この両データが低評価と 

          なる町内会は、組織力、活動力及び装備力が高評価であれば、町内会の防 

          災力が総体的に保たれていることになる。 

           つまり、アセス評価とマンパワーが低評価である場合は、町内会の力 

          （ご近助力である組織力、活動力、装備力）の三点が満点レベルまでの高 

          評価であれば、アセス評価による土地固有の脆弱性を町内会の力が補える 

          とになる。 
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５ ご近助力総括評価 

 （１）総括 

   今回の評価手法の柱は、本市が平成１７年に実施した防災アセス評価での地震被害想定のうち、 

  建物倒壊率、延焼件数、避難者数による土地固有の強さの評価に、町内会ごとの世代構成データを 

  加味し、これを町内会ごとに数値化し、「アセス評価」とした。防災アセスの結果は公表され、防災 

  対策の基礎資料とされてきているが、市民への周知度はまだ充分ではなく、今回の報告により自ら 

  の町内会が置かれる状況を認識いただき、その対応策を検討いただこうとするものである。 

   同じく、学区に居住する消防団員、防災指導員及び市民防災員の数や配置率を算定し、「マンパワ 

  ー」として数値化した。 

   この結果、アセス評価は全校区中半数が建物倒壊数、避難者数が少数で、延焼火災が皆無であり、 

  土地固有の強さを表している一方、人口集積、木造住宅密集地域である草津駅周辺の学区では、さ 

  らに高齢化率が際立つ町内会もあり、防災力の著しい差異が目立つようになってきた。 

   これに比べ、マンパワー評価は、すべての学区で平均以上の評価となっている中で、特定の学区  

  においては多くの人材に恵まれ、一部の学区では市民防災員や消防団員数において補充が必要なと 

  ころもある。 

   この報告の目的は、特にアセス評価による土地固有の力が弱く、かつ高齢化が進む傾向にあり、 

  マンパワーも充分でない町内会への防災力補強方法を探るために実施したものであり、自主防を中 

  心に、防災組織力、防災活動力、防災装備力などの具体的な向上対策を明らかにすることにある。 

 （２）学区の特徴 

   これを学区ごとに見ると、志津、志津南、矢倉、玉川、南笠東、笠縫及び笠縫東の各学区はアセ 

  ス評価が高評価のグループであり、かつ世代構成の高齢化率が低い傾向にある上、多くの町内会は、 

  しっかりとした自主防が結成され、さらに資機材整備が進んでいる。 

   老上、山田、常盤の各学区は防災アセス評価が低評価のグループであり、一部は世代構成の高齢 

  化が進んでいるが、多くが平均以上の組織整備、防災活動、資機材整備を進め、弱点補強を図るな 

  どバランスが取れている。これは旧来の自衛消防隊、地元消防団との繋がりが奏功していると思わ 

  れる。 

   また草津、大路、渋川の各学区は防災アセス評価が中位のグループにあり、延焼火災の可能性を 

  想定されるグループに属する。高齢化率は低くなっているが、急増するマンション居住者による平 

  均年齢の低下と見られ、都市化傾向と町内会の高齢化、会員数の減少など防災以前の組織運営にも 

  関わり、自主防結成などの組織整備が進めにくく、一体としての活動に繋がりにくい状況にあると 
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  考えられる。 

 （３）町内会の特徴 

   町内会ごとの評価については、提出されたアンケート内容を元にレーダーチャートに示し、不足 

  する防災力を明確にしているが、結果の周知と今後の対処については個別町内会ごとに対応しよう 

  と考えている。 

   全体としては、学区内の町内会数が少ないほど、各々の町内会の防災力が均等で、かつ強く、町 

  内会数が多くなるほど、その逆になる傾向。規模の小さい町内会では防災運営に関わる経費が充分 

  でなく、防災装備が追いつかない状況とならざるを得ないことは自明である。 

   こうした町内会では合同で防災訓練を行う、市の総合訓練に進んで参加するなどの工夫により、 

  防災力を高めているが、組織力や装備力の面でもこの傾向が進んでいけばご近助力の大幅なアップ 

  が望めるものと考えられる。 

   町内会の高齢化が防災力の低下を招くとの評価は必ずしも当てはまらない。高齢化率２５％を越 

  える町内会が防災活動面で満点を示し、３５％を越える町内会でも平均以上の防災活動を行われて 

  いるケースを散見する。逆に高齢化率が低くなるほど、組織力も活動力も低下傾向を示すが、町内 

  会のまとまりの強弱は、町内会での一定の居住歴を通じた仲間意識（気の知れた仲間）の醸成に委 

  ねられ、結果としては高齢化が防災力低下の根源にならないことが分かる。 

   最後に多くの町内会は自主防結成後に、活動力が低下していることが今回の調査で明確になった。 

  その理由もある程度明らかになったが、町内会の規模や高齢化などの悪条件を克服して、結成以降 

  も勢いを失わない町内会も数多く、市全体の防災力の引き上げに繋がるよう本報告の元となったア 

  ンケート結果を各町内会へお知らせし、課題点を確認共有し、他の町内会の活動事例を紹介するな     

  どの個別支援策を今後、実施していく。 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

  

草津市平均 

 

志津学区 

 

 

 

 

 

 

志津南学区 

 

 

 

 

 

 

草津学区 

 

 

 

 

草津市の防災力は、全体としては、ほぼ全域

に自主防災組織が設置され、同時に必要とす

る装備が整備されつつあるが、多くは活動力

向上を課題としている状況である。 

 

志津学区は地震時、焼失なし、倒壊数・避難

者数少数であり、高齢化率も１５％未満。ア

セス評価は高い。消防団員、市民防災員多数

で強い防災力である。 

活動力向上、装備力充実が課題である。 

志津南学区は地震時、焼失なし、倒壊数・避

難者数少数、高齢化率は２０％以上であるが

アセス評価は高い。消防団員、市民防災員数

が少数で、マンパワー不足が課題である。 

草津学区は地震時、延焼率が最も高位で高齢

化率２０％以上。アセス評価は低評価であ

り、延焼火災、倒壊救助対処への危惧があ

る。ただし、消防団員、市民防災員多数でマ

ンパワーを有し、活動力向上が課題である。 
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大路区 

 

 

 

 

 

 

矢倉学区 

 

 

 

 

 

 

渋川学区 

 

 

 

 

 

 

老上学区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大路区は地震時、延焼率は中位、倒壊率、避難

者率は上位にあり、アセス評価は低評価であ

り、延焼火災、倒壊救助対処への危惧がある。

ただし、高齢化率は１４．７３％で全市中最も

低い。防災力の全体的な底上げが課題である。 

 

 

 

矢倉学区は地震時、倒壊率、避難者率ともに少

数でありアセス評価は高い。高齢化率２０％を

越えるが、市民防災員数が市内最多でマンパワ

ーは確保できており、活動力向上が課題であ

る。 

渋川学区は地震時、倒壊率、避難者率とも

に市内最多で、延焼率中位、アセス評価は

低く、延焼火災、倒壊救助対処に危惧があ

る。また高齢化率は１５％であり、低い方

である。市民防災員数が少数でマンパワー

は平均的であるが、全体的な底上げが課題

である。 

 

老上学区は地震時、倒壊率、避難者率ともに

上位、延焼率も中位であり、アセス評価は低

評価である。また高齢化率は１７％で低い方

である。消防団員、市民防災員数が多数でマ

ンパワーは確保できており、強い防災力を有

し、活動力向上が課題である。 
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玉川学区 

 

 

 

 

 

 

南笠東学区 

 

 

 

 

 

 

 

山田学区 

  

 

 

 

 

 

 

笠縫学区 

 

 

 

 

 

 

 

玉川学区は地震時、倒壊率、避難者率ともに

市内最少でアセス評価は高い。また高齢化率

は低い方であり、消防団員、市民防災員の配

置率は平均的であるが、より強固にするため

に市民防災員の拡充が課題である。 

南笠東学区は地震時、倒壊率、避難者率とも

に市内最少グループで高齢化率は低く、アセ

ス評価は高い。また市民防災員数が確保され

ており、配置率は高く、マンパワーは確保さ

れているが、より強固にするために消防団員

の確保が課題である。 

 

山田学区は地震時、倒壊率、避難者率ともに

市内最多で、高齢化率も２５％を超えアセス

評価は低評価である。ただし消防団員、市民

防災員数ともに市内最多でマンパワーは確保

されている。 

活動力向上が課題である。 

 

 

笠縫学区は地震時、倒壊率、避難者率ともに

少数グループでアセス評価は高い。 

高齢化率は２６％で高いが、消防団員、市民

防災員数ともに多数でマンパワーは確保さ

れ、装備力充実が課題である。 
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笠縫東学区 

 

 

 

 

 

 

 

常盤学区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠縫東学区は地震時、倒壊率、避難者率と

もに市内中位で、高齢化率は低くアセス評

価は高い。 

消防団員、市民防災員数ともに多数でマン

パワーは確保されている。 

活動力向上が課題である。 

 

 

 

常盤学区は地震時、倒壊率、避難者率，高

齢化率ともに市内上位、アセス評価は低評

価である。 

ただし防災力はすべての面で強く、消防団

員、市民防災員数ともに多数でマンパワー

は確保できている。 
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６ アンケート表 

「ご近助力
．．．

見える化」調査票 

     

 

 

 

 （町内会の状況） 

１ 町内会への加入率 

  あなたの町内会の加入世帯数は       世帯 

  あなたの町内会の区域内世帯数は      世帯 

（自主防災組織の有無） 

２ 町内会で結成されている自主防災組織についてお伺いします。 

（自主防災組織の有無） 

質問１ 自主防災組織は結成されていますか。 

  １ はい⇒質問２、質問３へ  ２ いいえ⇒質問４へ 

(自主防災隊総数及び経験者数) 

質問２ 現在、自主防災組織の隊員は（本部長、副本部長、班長、班員などすべて）は何人おられますか。

その中で消防団や防災関係機関（消防、警察、自衛隊）の経験者は何人おられますか。以下にお書きくだ

さい。 

           （隊員総数）     人 そのうち経験者    人 

（女性隊員数） 

質問３ 現在の自主防災組織の隊員の中で女性は何人おられますか。 

                 (女性隊員         人) 

（自主防災活動の状況） 

質問４ 昨年度（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）の町内会の自主防災活動について伺いま

す。該当するものを次の中から選んで○をつけてください。（複数回答可） 

 ① 防災知識の普及啓発活動 

 ② 防災訓練の実施 

 ③ 組織体制の整備拡充 

 ④ 組織内外の会議、打合せ 

 ⑤ 救急処置訓練 

 ⑥ 消火栓点検 

⑧ 消火器取り扱い訓練 

⑨ 地震体験、煙体験 

⑩ 夜警の実施・出初式への参加 

⑪ 研修会などへの参加 

⑫ 防災資機材点検 

⑬ 防災講座の自主開催 

⑭ その他 

 

 この調査は大地震発生時にお住まいの「近助
．．

の力」を把握するために実施させていただきま

す。 

 今後の自助、共助のあり方の検討材料として取扱いいたしますのでぜひ調査にご協力いただき

ますようお願いします。      草津市総合政策部危機管理課、西消防署・南消防署 
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 ⑦ 放水訓練 

  

（年間の防災訓練回数） 

 

 

 

質問５ あなたの町内会では、あなたの組織全体を対象とした消火、救助、避難などの総合的な防災訓練を年

に何回行っていますか。 

                （防災訓練の回数      回／年） 

質問６ 防災訓練の延べ参加者の合計はどのくらいですか。 

              （防災訓練の延べ参加者の合計    人／年） 

 

質問７ 防災訓練は他の団体、組織と連携して行っていますか。該当するものを選んで○をつけてください。

(複数回答可) 

① 他の町内会 

② 学校 

③ 市役所・消防署・消防団 

④ 病院 

⑤ 福祉団体 

 

 

 

 

 

質問８ 訓練の内容はどのようなものですか。（複数回答可） 

① 会場型訓練（消火、救出救護、避難誘導、給食給水訓練） 

② シナリオレス訓練（災害発生後の不測の事態に備える筋書きのない訓練） 

③ 夜間訓練（夜間に発生した場合に備える訓練） 

④ 災害図上訓練（ＤＩＧ訓練（地図を囲み災害時の対応を図上で考える訓練）） 

⑤ その他 

 

 

例示以外の取り組みがありましたら記入ください。 

例示以外の取り組みがありましたら記入ください。 

例示以外の取り組みがありましたら記入ください。 

⑥ ＮＰＯ 

⑦ 企業 

⑧ 連携していない 

⑨ その他 
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質問９ 自主防災活動を実施するうえで課題となっている事項は何ですか。該当するものを次の中から選んで

○をつけてください。（複数回答可） 

① 防災活動を進める上で、何の課題もない。  

② 訓練計画の作成や防災事業の実施についてのノウハウが不足している。 

③ 訓練計画の作成や実施に協力してくれるスタッフが不足している。 

④ 魅力ある訓練や事業内容が企画できない。 

⑤ 訓練当日に参加者が集まらない。 

⑥ 訓練や事業実施のための費用が不足している。 

⑦ 町内会が高齢化しており、特に消火訓練ができない状態である。 

⑧ 町内会がまとまりを欠き、自主防災組織の設置機運が盛り上がらない。 

⑨ その他 

 

 

 

 

 

質問１０ あなたの町内会が保有している防災資機材を次の中から選んで○をつけてください。（複数回答

可） 

① 災害救助工具セット 

② 簡易消火資機材（消火器、水バケツ） 

③ 救護資機材（担架、車椅子、リヤカー） 

④ 安全装備（ヘルメット、防災活動服、雨合羽、軍手類） 

⑤ 連絡装備（トランシーバー、携帯ラジオ、メガホン） 

⑥ 防災資機材保管庫（保管場所） 

⑦ 炊事用具（鍋、釜、炊飯器具類） 

⑧ 備蓄用品（水、非常食、毛布類） 

⑨ ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 

⑩ 応急仮設用具（テント、ブルーシート） 

⑪ 小型動力ポンプ、軽可搬ポンプ 

⑫ 救助資機材（エンジンカッター、チェーンソー、発電機） 

⑬ その他 

 

例示以外の事情がありましたら記入ください 

例示以外の保有装備がありましたら記入ください。 
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質問１１ あなたの町内会には災害発生時に防災活動のために利用できる施設等はありますか。（複数回答

可） 

① 災害時の防災拠点となる集会所や集会施設 

② 一時避難が可能な公園や広場 

③ ため池(常時充水)、河川（常時流水）、防災井戸、湧水池などの消防水利 

④ 消火栓器具箱、粉末消火器および水バケツの街頭設置 

⑤ 町内会固有の防災倉庫 

⑥ 地元事業所施設（食堂や集会施設）の利用協定 

⑦ その他 

 

 

 

 

 

質問１２ 草津市では学区(地区)や町内会の自主防災活動を支援することを目的に、防災指導員や市民防災

員の講習をしていますが、あなたはこの制度と町内会の防災指導員、市民防災員をご存知ですか。 

① この制度も町内会の指導員、防災員も知っており、支援をいただいている。 

② この制度も町内会の指導員、防災員も知っているが、特に関わりはない。 

③ この制度は知っているが、町内会の指導員、防災員とも知らない。 

④ この制度も町内会の指導員、防災員とも知らない。 

  

 

 

 

 

質問１３ あなたの町内会で地震被害を受けたときに最も心配することは何ですか。（複数回答可） 

① 延焼火災 

② 液状化現象 

③ 家屋倒壊 

④ 一時集合場所での安否確認 

⑤ 避難場所への誘導 

⑥ 災害情報掌握 

⑦ 災害時要援護者対策 

市民防災指導員や市民防災員についてご意見があれば記入ください。 

例示以外の保有装備がありましたら記入ください。 
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⑧ 町内会役員の参集体制 

⑨ その他 

 

 

 

 

 

 

例示以外の心配事がありましたら記入ください。 
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