○新 見市 自主 防災 組織 設置 要綱
平成 ２３ 年９ 月１ ６日
告示 第１ ０４ 号
（趣 旨）
第１ 条

この 告示 は、 災害 対策 基 本法 （昭 和３ ６年 法律 第２ ２３ 号） 第５ 条第 ２ 項の 規定

に基 づき 、新 見市 （以 下「 市」 と いう 。） が推 進す る自 主防 災組 織（ 以下 「組 織 」と い
う。 ）の 設置 につ いて 必要 な事 項 を定 める もの とす る。
（設 置規 模）
第２ 条

組織 の規 模は 、地 域の 実 情に より 住民 の連 帯感 に基 づい て防 災活 動を 行 い得 る範

囲で 編成 する もの とす る。
（活 動の 内容 ）
第３ 条

組織 は、 次に 掲げ る平 常 時の 活動 及び 災害 時の 活動 を行 うも のと し、 効 果的 な活

動を 行う ため 、各 項目 につ いて 具 体的 な計 画を 策定 する もの とす る。
（１ ）

平常 時の 活動

ア

情報 の収 集及 び伝 達体 制の 確 立に 関す るこ と。

イ

防災 知識 の普 及及 び防 災訓 練 の実 施に 関す るこ と。

ウ

地域 内の 安全 点検 に関 する こ と。

（２ ）

災害 時の 活動

ア

初期 消火 の実 施に 関す るこ と 。

イ

救出 救助 の実 施及 び協 力に 関 する こと 。

ウ

災害 情報 の収 集及 び伝 達に 関 する こと 。

エ

集団 避難 の実 施に 関す るこ と 。

オ

炊き 出し 、援 護物 資の 配分 等 の避 難所 の管 理運 営に 関す るこ と。

（組 織の 編成 等）
第４ 条

組織 の編 成及 び役 割分 担 は、 次の 表に 掲げ る事 項を 参考 に各 組織 の実 情 に即 して

決め るも のと する 。
役員

班名

役割

会長

情報 班

情報 の収 集、 伝達 等

副会 長

避難 誘導 班

住民 の避 難誘 導等

会計

消火 班

消火 器具 等に よる 初期 消火

班長

救出 救護 班

負傷 者の 救出 救護

給食 給水 班

給食 、給 水活 動等

２

前 項 の規 定 によ る 組織 の 編 成が な され た 場 合又 は 設 立さ れ た組 織 が再 編 さ れた 場 合は 、
その 組織 の長 は、自 主防 災 組織 設立（ 変更 ）届（別記 様式）を 市に 提出 する もの とす る。
（組 織の 名称 ）

第５ 条

組織 の名 称は 、「 ○○ 地 区自 主防 災会 」と する 。

（組 織の 活動 等）
第６ 条

組織 の活 動・ 運営 は、 原 則と して 組織 の自 主自 立に よる もの とす る。

（新 見市 地域 防災 計画 との 関係 ）
第７ 条

災害 時に おけ る機 能を 高 める ため に、 組織 を「 新見 市地 域防 災計 画」 へ 掲載 し、

明確 に位 置付 ける もの とす る。
（連 絡協 議会 ）
第８ 条
２

組織 間相 互の 情報 交換 及 び連 絡調 整を 図る ため 、連 絡協 議会 を設 置す る 。

連絡 協議 会の 組織 運営 等に 関 し必 要な 事項 は、 別に 定め る。
（広 報及 び防 災教 育）

第９ 条

市は 、組 織の 設置 推進 を 図る ため 、防 災関 係機 関と の連 携を 図り なが ら 、次 に掲

げる 活動 を実 施す るも のと する 。
（１ ）

広報 活動

隣 保協 同の 精 神に 基づ く自 発的 な防 災組 織の 必要 性を 認識 さ せ、 併

せて 防災 意識 の高 揚を 図る ため 広 報活 動を 実施 する 。
（２ ）

防災 教育

地 域の 区長 等 のリ ーダ ーを 対象 とし て組 織づ くり を指 導す る とと も

に、 災害 及び 防災 に関 する 知識 の 普及 を図 るた め防 災教 育を 実施 する 。
（市 の助 成）
第１ ０条

市 は、 組織 の基 盤づ く り及 びそ の活 動を 促進 する ため 、組 織に 対し 予 算の 範囲

内で 必要 な助 成を 行う もの とす る 。
（１ ）

防災 訓練 その 他の 活動 に 対す る支 援

（２ ）

資機 材等 の支 援

（３ ）

防災 教育 の実 施

（４ ）

活動 に対 する 助言 及び 指 導

（そ の他 ）
第１ １条
附

こ の告 示に 定め るも の のほ か、 必要 な事 項は 市長 が別 に定 める 。
則

この 告示 は、 公布 の日 から 施行 す る。

