
市民協働市民協働市民協働市民協働のまちづくりフォーラムのまちづくりフォーラムのまちづくりフォーラムのまちづくりフォーラムのののの開催開催開催開催についてについてについてについて    

 

１１１１    開催開催開催開催テーマテーマテーマテーマ    

                    防災をテーマとする。 

 

  ２２２２    目的目的目的目的    

市民協働による減災社会の構築に向け，自助・共助・公助が連携した防災体制を推進

するため，個人・自主防災組織・行政の果たすべき役割と相互の連携を認識するととも

に，課題の解決策について学ぶことを目的とする。 

特に地域防災の要となる「共助＝自主防災組織」の設立促進と活性化に重点を置くも

のとする。 

   

  ３３３３    開催内容開催内容開催内容開催内容    

     フォーラムは，基調講演と分科会を行う。参加者の課題レベルはそれぞれ異なるため，

参加者全てに共通する課題については，基調講演において取り上げ，それぞれの課題に

ついては分科会で対応する。 

また，フォーラム開催後には連続講座で基調講演と分科会の流れを汲んだ内容とし，

参加者個々のニーズに応えながら一連の流れを作り，最終回には実践として防災訓練を

位置づける。 

    

 

 

 

 

 

 

    ※広島県が実施する自主防災組織育成研修会を盛込む（防災マップ作成） 

 

        ４４４４    アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査のののの実施実施実施実施    

     市民協働のまちづくりについての理解と関心をより深めるため，また地域防災力向上

につながる有意義なものとするため，企画に先立ち住民組織の代表者にアンケート調査

を実施し，市民ニーズに沿ったフォーラムや連続講座の開催を企画することを目的に実

施する。 

 

ねらい 項目 内容 

コミュニティの状況 地域，世帯数，加入率 

現況把握 地域の現状，災害の種類 背景 

防災意識 住民の災害に対する意識 

共助の現状 自主防災組織 
地域課題 

取組把握 課題抽出 
災害時要援護者対策 

自主防災組織設立・促進 

必要性 防災意識高揚のための自然災害を学ぶ 

取組 地域防災力を高めるための手法を学ぶ 
地域防災力向

上にむけて 
実践 地域での防災対策を具体的に学ぶ 

時期 項目 内容 

基調講演 
１月 22 日（日） フォーラム 

３分科会を想定 

第１回 

第２回 ２月～３月 連続講座 

第３回 

３月 25 日（日）予定 防災訓練 第４回 

別紙別紙別紙別紙    ３３３３    



５５５５    過去過去過去過去のののの開催内容開催内容開催内容開催内容    

（１）平成 22 年度 地球の力 環境にやさしい 住みたいまち 

          ～協働で つなぐ・広げる・動きだす～ 

   ①形態：フォーラム＋連続講座（４回・開催テーマに即して） 

   ②内容：パネルディスカッションのみ 

（２）平成 21 年度 地域の宝 みんなで子育て 笑顔つながる三原 

   ①形態：フォーラム＋連続講座（４回・開催テーマに即して） 

   ②内容：パネルディスカッション＋講演（アドバイス講座） 

（３）平成20年度 ともにつくろう 災害に強いまち三原 

   ①形態：フォーラム 

   ②内容：基調講演＋事例発表＋パネルディスカッション（防災から学ぶ地域力） 

 

６６６６    開催日時開催日時開催日時開催日時    

     フォーラム：平成 24 年 1 月 22 日（日）午後（予定） 

     連続講座 ：未定 

 

７７７７    開催場所開催場所開催場所開催場所    

     フォーラム：本郷生涯学習センター（にいたかホール，多目的ホール，研修室等） 

     連続講座 ：未定 

 

８８８８    開催形態開催形態開催形態開催形態    

主催：三原市，三原市市民協働推進委員会，広島県 

共催：防災ネットワーク（予定） 

・防災ネットワーク，その他防災関係団体と協議 

・ボランティア・市民活動サポートセンターに業務委託予定 

 

 

 

 

 



 

 

◎ ◎ ◎ ◎ ★ ■ ■ ■ ■

開催内容/事前準備
アンケート
発送(9/29)

アンケート
回収と集計

会場予約

ポスター・チラシの
作成と印刷

⾒積り徴取 契約締結 校正 印刷
チラシ/申込
用紙案作成 校正，印刷

ポスター・
チラシ等の回覧

12/12 封入 12/27 封入

1/1号掲載

最終校正

ＨＰ・報道等

庁内職員向け広報
サイボウズ

掲載
サイボウズ

掲載
サイボウズ

再掲載

委託契約の締結

出演者の決定

出演者との
打ち合わせ

準備物作成 プログラム
案作成 校正

プログラム
印刷

駐⾞場準備
資料印刷

資料作成
印刷

資料作成
印刷

資料作成
印刷

会場準備
21,22日会
場準備

② 推進本部会議

9/28 第一回会議 第二回会議

① 協働推進委員会

・フォーラムテーマ検討
・フォーラム開催形態確認
・事前アンケート決定

9月

・テーマ最終決定
・基調講演者及び分科会出演者決定
・分科会内容決定
・チラシ案確認

・連続講座の日程及び内容決定
・連続講座の講師決定
・フォーラム当日アンケート検討

1/22 フォーラム開催
・連続講座チラシ(申込用紙)確認
・連続講座当日アンケート検討
・フォーラム当日の動き確認

第四回会議第三回会議

2月 3月1月12月10月 11月

平成23年度 市⺠協働推進委員会開催スケジュール（案）

広報みはら 原稿〆切 最終校正 原稿〆切 2/1号掲載

連続講座第1,2回 連続講座第3,4回(防災訓練)

※ 防災訓練は3/24(日)
※ 最終回の防災訓練は誰でも自由参加
できるイベントになる

事前アンケートの作成

ボラセンに委託（予定）

講演者(基調)，各分科会出演者

原稿作成

HPにアップ，報道投げ込み HPにアップ，報道投げ込み

連続講座の講師決定

3回までの申し込み受付
（申し込み形式にする場合）

当日アンケート集計

フォーラムの準備 連続講座の準備

◎…市⺠協働推進委員会
★…フォーラム
■…連続講座



 

【問１７】 防災意識を高めるために、フォーラムでの基調講演の内容はどのようなものが有効

であると思われますか。該当するものを○で囲んでください。※複数選択可 

 

 （１）自主防災活動において先進的な地域の事例紹介 

 （２）被災地での実体験の紹介 

 （３）防災をはじめ地域活動の基礎となる地域住民の繋がりの必要性 

（４）三原市で考えられる災害 

  （５）その他（                                ） 

 

【問１８】 自然災害の特性について学ぶ場合、知っておきたい災害は何ですか。該当するもの

を○で囲んでください。※複数選択可 

 

 （１）土砂災害 （２）洪水災害 （３）高潮災害 （４）津波災害 （５）地震災害 

 （６）特になし （７）その他（                        ） 

 

【問１９】 具体的に防災活動を進めていくうえで、分科会等の内容はどのようなものが有効で

あると思われますか。該当するものを○で囲んでください。※複数選択可 

 

（１）防災リーダーの育成 （２）自主防災組織の設立及び活性化 

（３）高齢者や障害者等の災害弱者に視点をおいた防災対策 

（４）災害時のボランティア活動 （５）家庭での防災対策 （６）応急救護 

（７）初期消火 （８）三原市で考えられる災害 

（９）その他（                                ） 

 

【問２０】 自主防災組織の設立に向け、必要と考えられる支援は何ですか。該当するものを○

で囲んでください。※複数選択可 

 

 （１）住民の防災意識・知識の向上に向けた研修会 （２）市や消防による出前講座 

（３）先進的な地域との意見交換 （４）防災資機材の整備助成 

（５）特になし （６）その他（                        ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成２３年●月●日 
各住民組織代表者様 

三原市生活環境部長 
（ 危 機 管 理 室 ） 

 
地域防災に関するアンケート調査へのご協力のお願い 

 
 平素より、本市の行政活動の推進に対しまして、多大なご支援・ご協力を賜っておりますこと
に、厚くお礼申しあげます。 
 さて、市では市民協働のまちづくりについて理解と関心をより深めていただくため、市民の方
を対象としたフォーラム（講演、グループ学習等）の開催を予定しております。このフォーラム
では、東日本大震災以後、関心が高まっている“地域における防災”をテーマに開催することと
し、準備を進めております。 

このたび、フォーラムの開催が市民協働のまちづくりの推進と地域防災力向上に繋がる有意義
なものとするため、企画に先立ち住民組織の代表者の皆様に、次のアンケート調査を行わせてい
ただくことと致しました。 
 ご多忙中とは存じますが、アンケートにご回答いただき，10101010 月月月月 12121212 日日日日（（（（水水水水））））までにまでにまでにまでに同封の返信
用封筒でご返送いただきますよう、ご協力よろしくお願いします。 
 なお、不明な点等ありましたら、担当までお問い合わせください。 
 
 
 
 

 

 

 

【問１】 お住まいの地域はどちらですか。ひとつを○で囲んでください。 

 

（１）三原地域の沿岸部 （２）三原地域の沿岸部以外 （３）本郷地域  

（４）久井地域 （５）大和地域 

 

【問２】 住民組織の加入世帯数を伺います。ひとつを○で囲んでください。 

※概数で構いません。 

 

（１）５０世帯以下 （２）５１～１００世帯 （３）１０１～２００世帯 

（４）２０１～３００世帯 （５）３０１～４００世帯 （６）４０１世帯以上 

 

【問３】 あなたの地域での住民組織への加入世帯率を伺います。ひとつを○で囲んでください。 

※概数で構いません。 

 

（１）６０％台以下 （２）７０％台 （３）８０％台 （４）９０％台以上 

 

【問４】 あなたの地域では、「向こう三軒両隣」といった隣近所の繋がりが保たれていますか。

ひとつを○で囲んでください。 

 

（１）保たれている （２）希薄化している （３）その他（           ） 

地域防災力向上に向けて 

【自由意見】 ※地域防災力の向上に向けて、ご意見等をご記入下さい。 

                       

                       

                       

～ アンケートへのご協力、ありがとうございました。 ～ 

自助・共助を展開していく上での背景 

【問合せ先】 

三原市生活環境部危機管理室危機管理係   担当：兼本・本郷 

電話：0848-67-6066 FAX：0848-67-6164 

裏面裏面裏面裏面にににに続続続続くくくく    
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【問５】 あなたの地域には、どのような自然災害のおそれが考えられますか。該当するものを

○で囲んでください。※複数選択可 

 

（１）土砂災害 （２）洪水災害 （３）高潮災害 （４）津波災害 （５）地震災害 

（６）特になし （７）その他（                        ） 

 

【問６】 あなたの地域では、過去に人的被害や住家被害に到るような大きな災害に見舞われ

たことがありますか。ひとつを○で囲んでください。 

 

（１）ある （２）ない （３）分からない 

 

【問７】 あなたの地域では、会合等で防災対策について話題になることがありますか。ひと

つを○で囲んでください。 

 

 （１）よくある （２）たまにある （３）ほとんどない 

 

【問８】 大きな災害時には、隣近所で助け合う、いわゆる共助が不可欠と思われますか。ひ

とつを○で囲んでください。 

 

  （１）思う （２）思わない （３）分からない 

 

 

【問９】 あなたの地域で高齢者や障害者の方等の災害時要援護者に対する取組状況を伺いま

す。ひとつを○で囲んでください。 

 

（１）地域の災害時要援護者を把握し、避難支援等を具体的に定めている。 

（２）地域の災害時要援護者の把握はできているが、具体的な支援策は決まっていない。 

（３）地域の災害時要援護者の所在自体が把握できていない。 

（４）その他（                                ） 

 

【問１０】 災害時要援護者を地域で支援していくうえで、どのような課題がありますか。該当

するものを○で囲んでください。※複数選択可 

 

（１）地域の意識 （２）支援者の確保 （３）個人情報の保護 

（４）災害時の支援活動に伴う責任 （５）その他（               ） 

 

【問１１】 あなたの地域では、自主防災組織が設立されていますか。どちらかを○で囲んでく

ださい。 

 

（１）設立している  ⇒ 続いて、問１２～１４、１７～２０をご回答ください。 

（２）設立していない ⇒ 続いて、問１５～２０をご回答ください。 

【問１２】 あなたの地域では、自主防災組織がどのようなきっかけで設立しましたか。ひとつを

○で囲んでください。 

 

 （１）行政からのはたらきかけがあったため 

 （２）近年の大災害を受け、地域全体に自主防災組織設立の機運が高まったため 

（３）一部の住民が中心となり、自主防災組織の設立を進めた 

（４）その他（                                ） 

 

【問１３】 自主防災組織を設立したことによって、地域に変化がありましたか。該当するものを

○で囲んでください。※複数選択可 

 

 （１）地域の防災意識が高まった 

 （２）地域の絆、一体感が感じられるようになった 

（３）地域で開催する防災以外の行事の活性化（参加者増、若い世代の参加等）に繋がった 

（４）特になし 

（５）その他（                                ） 

 

【問１４】 自主防災組織の活動を進める中で、どのような課題がありますか。該当するものを○

で囲んでください。※複数選択可 

 

 （１）防災訓練の活性化 

 （２）地域の高齢者や障害者の方への対策 

（３）自主防災組織の維持（役員の専任、継続的な活動等） 

（４）その他（                                ） 

 

 

【問１５】 あなたの地域では、自主防災組織の設立に向けた動きはありますか。ひとつを○で囲

んでください。 

 

 （１）地域全体として自主防災組織を設立したいと考えている 

 （２）役員の中では自主防災組織を設立したいと考えている 

（３）特に動きはない 

（４）その他（                                ） 

 

【問１６】 自主防災組織を設立していない理由(課題)は何ですか。該当するものを○で囲んでく

ださい。※複数選択可 

 

  （１）必要性を感じない （２）地域の合意形成 （３）活動資金や資機材の調達 

（４）役員の選任 （５）特になし 

（６）その他（                                ） 

 

地域課題と取組の把握 

続いて、問１５～２０をご回答ください。 

自主防災組織を設立していない組織のみ回答してください 

- 2 - - 3 - 
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