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４．　活動体制・内容の検討 

（１）基本的な活動体制・内容  

調査結果をもとに、Ａ発災期（発災当日～1日目の活動）、Ｂ被災生活期（2～3日目の
活動）、Ｃ復旧期（4日目以降の活動）の３段階に分け、震災時の活動体制・内容を検討
します。

【検討事項】 
ア　活動体制 
「対策本部」と「情報、救護、安全、物資」の４班を設
置して活動します。 
イ　活動人員 
各部署の人員は、建物の規模により人数を設定し、あ
らかじめ担当者を決めます。 
ウ　専門家の活用 
アンケートで把握した専門家は該当する班に配置し、
平常時の活動にも協力してもらいます。 
エ　震災時の活動と平常時の活動 
震災時の活動は、平常時の管理組合、自治会の取組と
連携して行うことにより効果を発揮します。そのため、
対策本部および各班の担当者が、平常時の活動に参加し
実践することを進めます。 
オ　各班の構成 

カ　メンバーの選出 
本部長、副本部長、各階代表および各班長は、管理組
合理事、自治会役員、策定組織委員や防災に関心のある
方などから選びます。 

 

「対策本部」は、本部長、副本部長および各班長の６人
で構成し、活動全体を把握します。対策本部の各班は、
各階から人員を確保し、救護班および安全班は居住者の
専門家を配置します。 
「各階」も同様の構成とし、対策本部の各班と連携して
活動します。 

非常
物資

情報班

救護班

安全班

物資班

対
策
本
部

情
報
班

救
護
班

安
全
班

物
資
班
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 容内動活の時常平 震災時の活動内容
活動全体の把握および指示 
区、防災拠点と連携した活動の実施 

防災活動（防災訓練等）の
企画実施 

居住者の安否等の情報収集、整理 
区、防災拠点など関係機関の情報収集 
居住者への情報提供 

防災に関する情報の提供
（管理組合・自治会と連
携） 

災害時要援護者および負傷者等の救護、避難誘導 
待避所（救護所）の開設、運営 

高齢者の見守り等福祉活
動と連携した取組 

建物・設備の安全確保（防災センター要員への協力）
出入口の管理 
建物内外の防犯活動（町会との連携） 
救護班、物資班への協力 

建物の修繕計画、耐震補強
等と連携した取組 

備蓄品、飲料水、救援物資等の管理、配布 
炊き出しの実施、町会への協力 
ごみ集積場所の確保、管理 

防災備蓄品の計画的配備
と維持管理 

建物や設備の確認 
情報班と協力し、放送設備による情報提供 
防災倉庫の鍵の開錠 
エレベーターの確認 

安全班長 物資班長

安全班員 物資班員

救護班長

情報班員 救護班員

本部長（全体指揮）／副本部長 

情報班長

※６人は専任とし、階代
表、各担当を兼務しない 

対策本部構成 

防災センター要員
（管理人） 

※情報班長を補佐

安全班長 物資班長

安全班員 物資班員

救護班長

情報班員 救護班員

階代表／代表補佐 

情報班長

※代表は、理事、策定組織
委員、居住者から選出 

各階構成 

※各階居住者から選出 

■震災時の体制と活動内容
容内動活の時常平震災時の活動内容 部　署
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（２）建物規模による連絡体制 

※【拠点階（ブロック）方式】 

建物の規模、設備、入居者の状況に応じた体制をつくります。 
※小規模住宅タイプ、大規模住宅タイプ別に体制を検討します。

 

・20階程度以上 
・管理人（常駐） 
・管理室、防災センターあり 

・19階程度以下 
・管理人（定時） 
・防災センターなし

【連絡体制】 
各階⇔対策本部 
【連絡方法】 
各階の情報を高層階から順
番に下の階へリレーして連
絡します。

【連絡体制】 
各階⇔拠点階（ブロック） 

⇔対策本部
【連絡方法】 
各階の情報を複数階でまと
め、情報連絡設備等を活用し
て連絡します。 

大規模住宅タイプの建物では、エレベーターが使えない場合、高層階であればあるほど移
動が困難になります。また、多くの居住者が非常時の緊急回線（住戸内インターホン、非常用
電話等）を一斉に使用すると、防災センターが混乱するため、複数階（例えば５階ずつ）の
情報を一つのブロックとしてまとめ、情報連絡の拠点となる階（『『拠点階』』）から情報連絡設
備を活用して防災センター・対策本部へ連絡します。 
[ブロックおよび拠点階の設定] 
  ・ブロック内の住戸数（50戸程度） 
  ・上下階の移動のしやすさ（概ね２～３階） 
  ・非常時の情報連絡設備の配備 
  ・備蓄品の配備 
などを考慮します。 
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■建物規模による検討事項 

項　目 小規模住宅タイプ 大規模住宅タイプ 
・防災センター無し 
・19 階程度以下 
・管理人（定時） 

・防災センター有り（機器が使用可） 
・20 階程度以上 
・管理人（24 時間常駐） 
・各フロアに非常用電話有り 

※複合用途タイプ（店舗、事務所等）、複数建物タイプ（複数立地）は、上記のタイプを基
に併せて検討 

Ａ 地震発生後１日目の検討（活動の流れ、活動体制等） 
【身の安全の確保、安否確認、人命救助・救護を中心に活動】 

各住戸
での 
活動 

・地震発生時の居住者の行動を整理（身の安全、消火、設備の確認など） 
・各階で安否確認のための集合場所を検討 
・避難や集合場所までの経路を確認 
・各階の活動体制、内容の検討 

各階 
の活動 

・情報連絡の方法（口頭伝達） 
→各階から対策本部に情報を集約 
※高層階から下の階へのリレー方式を検討 

・情報連絡の方法（口頭伝達） 
→各階から拠点階に報告（一旦集約） 
※各住戸内のインターホンは使用不可 

・拠点階（ブロック）の連絡体制の検討 
拠点

（ブロック）
の活動 

・階数や１フロアの住戸数など、建物の現
状により拠点階（ブロック）方式も検討 

・各階の情報を集約、対策本部へ報告 
→拠点階の情報連絡設備で対策本部と連絡
（情報連絡設備の確認） 

対策本部 
の活動 

・対策本部の設置場所の検討（防災センター）
→防災センター機器（非常用電話等）の活用
・対策本部の活動体制、内容の検討 
・立ち上げ要員の検討 

・救護者、居住者、帰宅者等に対しての待避所（救護所）の設置場所検討 
・待避所（救護所）の活動内容を検討 

待避所 
（救護所）

 
の活動 － ・高層階での待避所（救護所）設置の検討 

Ｂ 地震発生後 2～3日目の活動の検討【活動体制・内容の充実】 
・帰宅者等により活動人員を確保し、対策本部、各階の活動体制・内容の充実 

Ｃ 地震発生後 4日目以降の活動の検討 
・災害時の活動体制から平常時の体制へ移行 

・対策本部の設置場所の検討
（１階エントランスロビー等） 
・対策本部の活動体制、内容の検討 
・立ち上げ要員の検討 
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【情報連絡の方法】 

 

２．対策本部の活動      
① 各階の状況
を把握、整理
します。 

② 外部の情報
を整理します。 

③ 対応策を検討し、口頭により活動
の指示や情報を伝達します。館内放
送が可能であれば、放送により指示
や情報伝達を行います。 

１．各階の活動        
① 各階で協力して、 
各住戸の安否確認 
をします。 
② 「階別安否情報シ 
ート」（P48 様式－１） 
に各戸の状況を記 
入します。 
③ 避難階段を使い、リレー方式 
（下の階に渡す）により「階別安否 
情報シート」を対策本部に届けます。

《口頭伝達・ 
情報シート》 

状況把握、情報提供

《口頭伝達・ 
館内放送》 

情報連絡 
（リレー方式）

階別安否情報シート 
（各階情報収集） 

対策本部

①　小規模住宅タイプ 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー（
地
震
時
は
使
わ
な
い・安
全
を
確
認
し
て
か
ら
使
用
す
る
）

避
難
階
段（
避
難
階
段
を
使
っ
て
避
難・情
報
連
絡・物
資
を
運
搬
）
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②　大規模住宅タイプ

【情報連絡設備例】（P116 参照） 
・非常用電話 
・ジャック式電話（設備メンテナンス用） 
・無線機 
・各住戸インターホン 

２．拠点階の活動   

１．各階の活動 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー（
地
震
時
は
使
わ
な
い・安
全
を
確
認
し
て
か
ら
使
用
す
る
）

避
難
階
段（
避
難
階
段
を
使
っ
て
避
難・情
報
連
絡・物
資
を
運
搬
）

３．対策本部（防災センター）

①　拠点階と情報連絡設備で情報 
    連絡を行います。
②　各階の状況を把握 
    してまとめます。 
③　外部の状況を整理 
    します。
④　館内放送で活動の指示や情報
    提供を行います。 

①　各階で協力して各住戸 
    の安否確認をします。  
②　「階別安否情報シート」
   （P48 様式－１）に各戸
    の状況を記入し
    ます。
③　避難階段を使って、拠点階
    に「階別安否情報シート」を
　  持参します。
    
 

①  「ブロック別安 
    否情報シート」 
  （P49  様式－２） 
    に情報を集約 
    します。

②　情報連絡設 
    備を使って
    対策本部（防災 
    センター）に 
    報告します。 
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（3）発災期（発災当日の活動）

■発災期の初動体制 

①　建物全体を指揮する「対策本部」と、各階の活動体制
をつくり、安全確保、安否確認、人命救助・救護を中心
とした活動を行います。 
②　建物の規模、設備等に応じた連絡体制をつくります。

①　発災当初は、建物にいる居住者が主体となって活動し
ます。あらかじめ役割を決めていても、地震の時に、そ
の担当者がいるとは限らないからです。 
②　夜間など、在宅の居住者が多い場合は、あらかじめ決
めておいた担当者が中心となって活動します。 
③　対策本部は、中低層階の居住者が設置します。 
④　各階ごとで協力しあって活動を支えあう体制をとり、
居住者の安否確認や救助・救護活動を優先して行い「各
住戸⇔各階（⇔拠点階）⇔対策本部」の連絡体制をつく
り対策本部に情報を集約します。 
⑤　対策本部は、情報班が集約した情報を整理し、各階（拠
点階）に必要な指示を行うとともに、救護班が待避所（救
護所）を開設します。 

各  階 

対策本部 

情報班 

待避所（救護所）
の開設 

各階代表、情報班、
救護班の選出 

･居住者の安全確保 
･階の活動に協力 

【設置】 
･中低層階の居住者 
･あらかじめ決めた担当者 

救護班 安全班 

拠 点 階 

【活動の基本】 

対
策
本
部

待
避
所
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【対策本部と各階の初動体制】 

 

■対策本部の基本的な初動体制 

■各階の基本的な初動体制

■対策本部および各階の初動活動の内容
対 策 本 部 各     階 
初動活動の内容 部署 初動活動の内容 

・活動全体の把握および指示 ・階全体の把握および指示 
・居住者の安否等の情報収集、整理、伝達 ・階の安否確認、情報収集および連絡 
・待避所（救護所）の開設、運営、誘導 
・各階の救助、救護支援 

・負傷者の救助、救護 
・待避所へ誘導 

・建物設備の安全確認 
・出入口の管理 

 　 建物の規模や設備、居住者の状況（居住者数）により、震災時に必要な体制を検討し、
　役割内容を決めます。 
※フロアの住戸数が少ない場合は、
　ア　細かい役割分担はせず活動
　イ　上下階で協力して活動　 　　といった体制の工夫をします。

安全班長 

安全班員 

救護班長

情報班員 救護班員

本部長（全体指揮）／副本部長 

情報班長
防災センター要員
（管理人） 

※情報班長を補佐

情報班員 救護班員

階代表／代表補佐 

情報班長 救護班長
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【各住戸の活動】 
 居住者の安全と災害時の活動体制を確保するため、以
下の内容について点検と周知をしておきます。 
① 点検 
ア　[安全の確保] 
・家具の転倒防止、ガラスの飛散防止 
・安全な部屋、場所の確保 
・２つの方向の避難ルート 
イ　[火災防止と消火] 
・火災警報器の設置 
・ガスのマイコンメーター、電気の元栓の位置 
・消火器の有無 

② 周知 
ア　避難経路 
イ　各階の集合場所 
ウ　トイレ、水道、ガス、電気は使用禁止 
（対策本部が安全を確認するまで） 

エ　災害時の活動への協力 

家具の転倒防止ガラス戸の飛散防止

住宅用火災警報器設置
 

ブレーカーの位置の確認 
漏電ブレーカーなどの設置
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（4）被災生活期（２～３日目の活動）

 
【被災生活期の活動体制】 

■対策本部の活動体制 

■各階の活動体制 

① 発災当初の活動を引き継ぎ、安心できる被災生活を送
るために、対策本部、各階の活動体制と内容の充実を図
ります。 
② 外出していた居住者が帰宅するなど、在宅者が増えて
くるので、あらかじめ決めていた災害時の体制に移行し
ます。また、居住者に活動への参加、協力を呼びかけ、
活動体制を充実し、被災生活を支援します。 

① 「（１）基本的な活動体制・内容」（P82 参照）で設定した活動体制と内容に移行するため活動
人員を確保します。 
② 被災生活期は、物資の供給が課題となることから、対策本部、各階に物資班を設置します。 
③ 必要に応じて、各階に安全班を設置します。 

は追加する班 

安全班長 物資班長

安全班員 物資班員

救護班長

情報班員 救護班員

本部長（全体指揮）／副本部長 

情報班長
防災センター要員
（管理人） 

※情報班長を補佐

安全班長 物資班長

安全班員 物資班員

救護班長

情報班員 救護班員

階代表／代表補佐 

情報班長

対
策
本
部
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【各班の活動内容】 
建物、設備、体制にあった各班の活動を整理し、マニュアルに記載します。

〈情報班の活動例〉 

■対策本部：情報班 

■各階：情報班 

※大規模住宅タイプ（拠点階方式）の場合 

①　各階・ブロックの情報を把握し、本部からの指示を居住者に伝えます。 
②　居住者の安否情報、現状を把握し、居住者の状況がわかる「対策本部安否情報シート」
（P50様式－３）を作成します。 
③　防災拠点から情報を収集します（防災拠点には情報班員を派遣し、町会と連携して情報連絡
を行います）。

①　各住戸の状況を把握するために、各戸を訪問し「災害連絡カード」（P54 様式－７）を配布し
ます。回収は、情報班員が回収または情報班員宅のポストに入れてもらいます。 
②　不在、安否不明の住戸は「連絡依頼書兼安否不明ステッカー」（P53様式－６参照）をドアに貼
り、帰宅の連絡を依頼します。 
③　帰宅連絡の際「災害連絡カード」（P54 様式－７）を渡します。 
④　災害連絡カードの内容を整理し「階別安否情報シート」（P48 様式－１）に記載します。 
⑤　救護が必要な住戸がある場合は、救護班へ活動を指示します。 
⑥　各階の情報を、対策本部（拠点階）に連絡します。 

①　各階の情報班長は「階別安否情報シート」を拠点階に持参し、ブロック長に渡します。 
②　ブロック長の指示により、拠点階の情報班は「ブロック別安否情報シート」（P49 様式－２）
に情報を整理します。 
③　ブロックの情報を、対策本部に連絡します。 
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■情報班の活動イメージ 

安全班 
・出入口管理の状況
・建物設備情報 

救護班 

・待避所（救護所）
情報

物資班 

・支援物資情報 

防災拠点 

情報班員を派遣し情報連絡 

・安否状況の把握 
・各戸の状況把握 
・対策本部との情報連絡 
・救護班へ救護活動の指示 

 

各住戸 

・連絡依頼書
の活用 
・災 害 連 絡
カードによる
状 況 把 握  

各階（拠点階）と
情報連絡 

（防災センター・管理室等）

・居住者の状況を一覧表に整理 
・建物設備の復旧情報 
・外部状況の把握 対策本部 

（防災センター 
・管理室等） 
情報収集・提供 

拠点階：情報班
・ブロック 
 の状況把握 
・対策本部 
との情報連絡 

※大規模住宅
タイプ 

(拠点階方式)

対策本部：情報班

各階 情報班
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 〈救護班の活動例〉

■対策本部：救護班 

■各階：救護班 

①　会議室、集会室等の共有スペースに待避所（救護所）を開設し「待避所受付名簿」（P51様式－４）
に利用者の状況を記入し、負傷者、災害時要援護者の救護を行います。 
②　手当が必要な負傷者、災害時要援護者は、防災センターを通じ、消防署に連絡します。 
（ヘリポートがある場合、高層階の重傷者等は、ヘリコプターによる搬送依頼） 

③　消防署の到着が困難な場合は、最寄の医療機関、防災拠点等の施設に連絡をとり、安全班、物
資班の協力を得て、搬送します。 
④　待避所（救護所）での生活が困難な場合は、防災拠点への避難を誘導します。 

① 各住戸、エレベーターホール等において負傷者、災害時要援護者の救護を行います。 
② 避難や手当が必要な災害時要援護者、負傷者は安全班、物資班と協力して、各階のリレーにより
待避所（救護所）へ誘導します。 
③ 情報班からの指示により、救護が必要な住戸への対応を行います。 
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■救護班の活動イメージ 

対策本部 口頭連絡 

ヘリコプター
の活用 

救護要請 

救助隊派遣 

医療機関 

搬送 
（安全班、
物資班
の協力）

各住戸 
・災害連絡カード
の活用 
・救護活動 
（情報班の指示）

各階のリレーに
よる避難誘導 

各階（拠点階）と情報連絡
対策本部への対応依頼 

防災拠点 

避難者の 
誘導

・待避所（救護所）の開設､運営
・利用者の状況の把握 
・負傷者、災害時要援護者の救護 

・負傷者、災害時要援護者の救護 
・待避所（救護所）への誘導 
・各住戸への対応 

対策本部：救護班

各階：救護班  
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 〈安全班の活動例〉

■対策本部：安全班 

■各階：安全班 

①　管理会社等の担当職員に協力し、建物および設備の状況を確認します。 
・建物の点検：外装、内装、構造等 
・設備の点検：給水管、排水管、電気配線等 
・エレベーターの点検 
②　管理会社等に点検結果のまとめを依頼します。 
・危険箇所の明示と危険防止策 
・復旧が必要な場所、内容、費用等 
・エレベーターの復旧見通し 
③　点検結果を対策本部に報告し、対策本部の指示に基づき管理会社が行う危険防止・復旧対策
を管理します。 
④　費用を要する復旧対策については、理事会の開催を要請し、理事会の承認を得て行います。 
⑤　防犯活動として、出入口を限定し、出入者を把握、来訪者には名簿への記載を依頼します。
⑥　町会と協力して地域の見回り等を行います。 
⑦　救護班の活動に協力します。（避難誘導、負傷者の搬送等） 
⑧　物資班の活動に協力します。（物資の調達、運搬、配布等） 

①　管理会社の担当職員、対策本部：安全班に協力し、各階の建物および設備の状況を確認します。
②　各住戸の被害状況を「災害連絡カード」（P54様式－７）からまとめ、対策本部に報告します。 
③　対策本部の指示に基づき管理会社等が行う危険防止・復旧対策を管理します。 
④　防犯活動として各階の見回りを行います。対策本部：安全班の指示により、町会と地域の見回　
り等を行います。 
⑤　救護班の活動に協力します。（負傷者、災害時要援護者の誘導、搬送） 
⑥　物資班の活動に協力します。（物資の調達、管理、配布） 
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■安全班の活動イメージ 

救護班・ 
物資班へ
の協力 

町会の防犯活動 

安全班員が協力 

 

各住戸 
・災害連絡カード
の活用 
・防犯活動 
（見回り） 

点検要請 

担当職員を派遣し点検、報告 
対策本部の指示により危険防止、
復旧対策を実施 

各階（拠点階）
と情報連絡 

対策本部 
情報班 ・建物、設備の状況把握 

・危険防止および復旧対策の確認 
・出入者、来訪者の把握 
・館内および地域の防犯活動 

各階：情報班 

・住戸の建物、設備の状況把握 
・危険防止対策の実施 
・防犯活動の実施 

対策本部：安全班  

各階：安全班
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 〈物資班の活動例〉

■対策本部：物資班 

■各階：物資班 

①　レスキュー工具、担架等の使用状況を把握し、必要な場所への移動を指示します。 
②　飲料水、食料の配布状況を管理します。 
③　各階が必要とするものを把握します。「備蓄品・救援物資等使用リスト」（P56 様式－９）
④　低層階（２階程度）までの物資の運搬は、対策本部：物資班が行います。（必要に応じ各階：
物資班の協力を要請します） 
⑤　３階以上へは、各階：物資班がリレーにより運搬します。 
⑥　各階への配布状況は、各階：物資班の報告により確認します。 
⑦　飲料水が不足する場合は、受水槽からポリタンク（備蓄品として用意）に給水し運搬します。
⑧　非常用電源の燃料を確保します。（購入先と保管場所を決めておきます） 
⑨　町会と協力し、防災拠点等から救援物資を運搬します。町会に集積場所がない場合は共同で利
用する場所を提供します。 
⑩　各階の必要量を把握し、配布します。 
⑪　町会と協力して炊き出しを行います。（炊き出しの場所を提供します） 
⑫　臨時ごみ置場を設置します。
 

①　レスキュー工具、担架等の使用状況を把握し、対策本部に連絡します。 
②　対策本部の指示により、必要な場所へ移動します。 
③　飲料水、食料が必要な住戸を把握し「階別備蓄品配布リスト」（P55様式－８）を作成します。
④　数量をフロアでまとめ、対策本部に連絡します。 
⑤　対策本部の指示により、物資をリレーにより運搬、住戸へ配布します。 
⑥　対策本部：物資班に協力し、防災拠点等から救援物資を運搬します。
⑦　対策本部：物資班に協力し、炊き出しを行います。
⑧　各住戸のごみは、エレベーターが稼動するまで各住戸での保管を徹底します。
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■物資班の活動イメージ 

・備蓄品の管理 
・飲料水、食料の確保 
・燃料の確保 
・救援物資の確保 
・炊き出しの実施 
・臨時ごみ集積場所の確保 

水、食料の備蓄 

受水槽の活用 

救援物資の集積所 

町会との協力 
・救援物資の確保（防災拠点から運搬） 
・炊き出しの実施（町会の担当班に協力） 

物資班員を派遣 

各住戸 
階別備蓄品配布
リストの活用 
（必要な物資の 
把握と配布） 

３階以上は各階 
へリレー運搬

炊き出し場所の 

提供・実施 

臨時ごみ集積場所
 の設置 

対策本部 
情報班 

・備蓄品、飲料水等の管理と配布 
・救援物資の確保 
・炊き出しの協力 

対策本部：物資班  

各階：物資班

各階（拠点階）
と情報連絡 
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 （４）復旧期（４日目以降の活動）

■ライフラインの復旧の見通し 

■各班の活動体制縮小の目安 

班 内  容 
情報班 ・全居住者の状況を把握し、災害対策上の対応が必要なくなった段階。 
救護班 ・建物内での救護および救助が完了し、待避所（救護所）が必要なくなった段階。 

安全班 ・出入口の管理と防犯活動は、管理会社（管理人）による通常の管理体制が整った
　段階。 

物資班 ・必要量の物資が確保でき、エレベーターの稼働により、個人で物資を確保するこ
　とが可能となった段階。ただし、ごみ処理は継続して実施。
 本部長

副本部長 
・各班体制の状況を把握し、縮小、廃止を指示。 
・各班の活動が終了した時点で対策本部を廃止し、平常時の体制へ移行。 

①　活動体制縮小の目安 
被害状況にもよりますが、ライフラインの復旧の見通しは以下のとおりです。高層住宅では、電

力の復旧が１つの目安になります。電力の復旧でエレベーターが稼働することにより、人や物の
移動が容易になり、負担が軽減されます。 

②　日常生活への転換 
ライフラインの復旧状況、防災拠点および区の活動状況
により、対策本部を廃止し、管理組合による復旧、復興活
動（建物被害の改修、居住者の状況把握や被災生活の支援
など）を進めます。 

※ライフラインの復旧は、電力の復旧が地震発生後６日間と最も早く、上下水道が約１ヶ月、
   ガスは２ヶ月近くかかると想定されています。 

情報班 
救護班 

安全班 

物資班 

本部長
副本部長

復
旧
の
見
通
し
は

ガス（安全確認のため供給停止）
上水道断水率　68.7％
下水道支障率　28.8％
電話　固定電話は利用制限
災害用伝言ダイヤル・メール利用

電力停電率　11.2％

エレベーター　停止
非常用発電（3～12時間）

53日で復旧
30日で復旧
30日で復旧

14日で復旧

6日で復旧

通電、メンテナンス後稼動

ライフラインの復旧見通し「首都直下地震による東京の被害想定報告書」から作成



101

第3編　マニュアル策定の方法 　

５．　事前対策の検討 

施設・設備の整備点検

（１）建物の安全確保 

（２）施設、設備の点検、活用 

施設、設備の災害時の点検、活用について、管理会社・関
係施設・設備会社と話し合いルールを決めます。 
【協議内容例】
①　防災センター　：要員配置
②　会議室・集会室：救護所等の活用方法
③　受水槽　　　　：飲料水としての使用量、使用方法
④　非常用発電機　：燃料確保の方法
⑤　エレベーター　：震災時の保守要員の対応

①　建築基準法の改正により 1981 年（昭和 56 年）６月１
日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適
用されています。これ以前に建築確認を受け建築された
建物は、耐震診断や耐震補強を行うことが必要です。 
※昭和 56 年以前に建築されたマンションの耐震診断、補強
設計、補強工事に対する区の助成制度の活用を検討しま
す。 
②　分譲マンションでは、修繕費の積み立てなどを行って
いますが、地震災害に対する保険や復旧費も検討します。

■区の助成制度 
【分譲マンションに対する耐震診断や補強等に対する助成】 
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/sumai/taisintaisaku/index.html 
・耐震診断費用の2/3(限度額100万円) 
・補強設計費用の2/3(限度額200万円) 
・補強工事費用の1/2(限度額2,000万円) 
【分譲マンション共用部分改修費用助成】 
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/sumai/bunzyoizi/kyouyou/index.html
（築20年以上経過した分譲マンションを対象） 
・助成対象部分にかかる設計費（住宅部分に限る）の2/3（限度額100万円）
・助成対象工事費（住宅部分に限る）の10％×2/3 （限度額1,000万円) 

事前対策は、発災期および被災生活期の活動内容を踏まえて、そのために必要な施設、
設備、防災活動・コミュニティづくり、地域との連携について「地震に対する１０の備え」
として検討します。 
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（３）防災備蓄品の確保と管理

 管理組合は、家庭では用意できない救助、救護用品を
優先して備蓄します。

①　備蓄品
  ア 救助用品：バール、ジャッキ、ハンマー、ロープ等
イ 救護用品：担架、毛布、救急医療品等

②　保管場所
備蓄倉庫は、地下や低層階にある場合が多いですが、
高層階にも備蓄品を配備する場所を確保します。

③　購入
　必要な備蓄品は、管理組合等で予算化して計画的に購
入します。
  入れ替えが必要となる水、食料などの備蓄品は、期限
が切れる前に訓練の際に居住者に配付できます。 
一度に購入せず、数年に分けて購入することで、配付
数を変えることもできます。

※中央区の防災用品のあっせんのホームページ
http://www.city.chuo.lg.jp/mosimonotoki/bosaizyoho/zisin02/assen2/index.html
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【防災活動・コミュニティづくり】 

（４）防災専門の体制と人員の確保

（５）入居者名簿の作成

 平常時から防災に関して継続的かつ専門的に検討し、
活動できる体制を作ります。
①  活動人員（案）
ア　マニュアル策定組織のメンバー（P72） 
イ　防災に関心のある居住者

②  活動体制
管理組合や自治会の１部門として位置づけ、連携して活動します。

③  人員の確保と役員の継続（例）
ア　任期なし
イ　複数年制

※災害時に活動する班の担当者を決めておき、日ごろの活
動を災害時に活かすようにします。

 

災害時の居住者の安否確認、災害時要援護者の支援等に
必要な入居者名簿を作成します。 
【作成のための準備】     
①  項目の設定 
ア  各住戸の状況：住居、事務所、空き室 
イ  居住者の状況：氏名、年齢、家族構成、緊急時の連

絡先など 
②　保管場所と保管方法の決定 
③　管理責任者の設置 
④　更新方法、時期の決定 
⑤　災害時の使用方法の決定 

 

【コラム】 

Point

■加古川グリーンシティの活動体制 

   加古川グリーンシティは、14階建てを中心

とした7棟584戸の共同住宅（分譲）で日常の

防災活動を活発に行っています。防災活動を

担う防災会は、管理組合理事会の専門部とし

て位置づけ、役員任期は設けず、防災専門に

携わる住民を確保しています。役員は週１回

の集まりで仲間を作り、アイディアを出し合い、

活動を行っています。 

・管理組合が所有する名簿を利用
  する際は、マンションの管理規
  約（個人情報の取り扱い）を確
  認してください。 
・賃貸住宅の場合は、オーナー
（所有者）や管理会社が入居者を
　把握しています。
   災害時に活用できるよう管理会
　社とルールを決めておきます。  
   
   

管理組合理事会

管理会社

広報委員会

修繕委員会

自治会

防災会

情報システム
運営委員会
環境整備委員会

職員が居住し常駐
管理会社所有
買い取る予定

副理事長、
担当理事で構成
任期：2～4年

専門職
役員は任期なし
居住者全員参加
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（６）災害時要援護者の把握と支援

（７）防災訓練等の実施

災害時要援護者は、年齢や家族構成から想定できますが、
特に支援が必要な高齢者、障害者、乳幼児などは本人の意
向を把握するアンケート調査や区の支援制度を活用して把
握します。 
①  アンケート調査：P76の調査票により把握 
②  中央区の支援制度 
ア  高齢者の地域見守り活動 
（65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯
への声かけ、連絡を行う活動に実施団体として応募
し協力） 
http://www.city.chuo.lg.jp/koho/210501/06_02/index.html

イ 災害時地域たすけあい名簿 
（65歳以上のひとり暮らし、要介護高齢者、身体・知
的障害のある方が災害時の手助けの希望を把握し支援） 
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/kaigo/gokoreinokata/koreisyasetai/mimamori/index.html

※詳細は中央区ホームページを参照 

【コラム】 

  消防法（第8条1項）では収容人員が50人以上のマンションは、防火管理者を置き消防計画を作成し、

消防訓練を行うことになっています。この訓練を活用し、震災時を想定した訓練を行いましょう。 

　①  マニュアル検証訓練

　　策定したマニュアルにより、活動ができるか実践、検証し、必要な修正を加える。 　

　②  地震に特化した訓練

      起震車による震度体験、長周期地震動体験、高層階からの負傷者搬送 等 

■マンションの防災訓練 

   中央区のハイツ日本橋中洲では、管理組

合が作成したマニュアルに基づき震災時

を想定した防災訓練を行っています。

　また、THE TOKYO TOWERS の自治

会では、防災訓練の際、起震車による地

震体験を行い、大地震への注意を喚起し

ています。 

   

起震車による地震体験 
（THE TOKYO TOWERS）

負傷者の搬送訓練 
（ハイツ日本橋中洲） 
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（８）マンションのコミュニティづくり

 災害時に協力して活動するには、マンション内のコミュ
ニティが必要です。お互いを知らなければ助けることも
助けてもらうこともできません。
区内の高層マンションのアンケート調査では、居住者の
４割が同じ階の住民をほとんど知らないという結果でした。
　まず、お互い知り合いになることが大切です。

①　防災訓練と合わせたコミュニティづくり
ア  訓練の際に名札（部屋番号と名前）を着用
イ  懇親会の開催（同じ階の居住者を紹介）

②　マンション内のサークル等を活用
既にコミュニティ活動が行われているサークルなどに

防災の取組についてのＰＲと協力を依頼します。
③　日ごろから活動
あいさつや声かけがとても大切です。

【コラム】 

フロアの全員が参加した 
防災懇親会 
（オラリオンサイト：相模原市）

防災訓練後の親睦会 
（ハイツ日本橋中洲） 

■防災を通したコミュニティづくり
①　オラリオンサイトのフロアごとの懇親会 
　相模原市のオラリオンサイトは32階建2棟、

　24階建、18階建各1棟、計4棟878戸の分譲
　住宅で、平成20年5月に大地震対応計画書を
　作成しています。コミュニティづくりを重視した日
　常活動として、各階ごとの防災懇親会を開催、
　親しみやすい名称をつけ、ご近所づきあいを大
　切にする取組を進めています。

②　ハイツ日本橋中洲の防災懇親会  
　ハイツ日本橋中洲では、年2回の防災訓練
　の継続と合わせて訓練後に「防災コミュニティ
　親睦会」を開催しています。訓練も親睦会も年
　2回行うことで継続性や内容の充実を図って
　います。 
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【地域との連携】 

（９）地域と連携する体制づくり

（10）地域の行事、祭事への参加と協力

① 高層住宅は、災害時には地域との多様な協力関係が生じます。大規模な高層住宅では、集会室、
備蓄倉庫など、災害時に活用できる場所があり、地元町会・自治会に場所や人材を提供することが
できます。また、小規模な高層住宅は備蓄倉庫や災害時の活動場所が少なく地元町会・自治会との協
力関係が必要になることがあります。そのため高層住宅が立地する町会・自治会とは災害時の相互
の協力について話し合い、共同の防災訓練を行うなどの関係を作ることが大切です。　
　　　　　② 中央区の防災拠点および運営委員会を把握しておきます。
※中央区防災拠点運営委員会ホームページ 

③ 災害時に負傷者を誘導できるように、医療機関の場所を確認しておきます。③ 災害時に負傷者を誘導できるように、医療機関の場所を確認しておきます。

①　高層住宅のコミュニティ活動と地域の行事に相互に参加するなど町会・自治会と連携し、日頃か
ら付き合いを深めておきます。

② お互いに顔見知りの関係になることで、災害時の活動を円滑に行うことができます。

【コラム】 

■超高層住宅に町会事務所を整備 

リガーレ日本橋人形町は、地元住民による

再開発を行い、39階の超高層住宅を建設して

います。１階には、地元町会の会館を設置し、

防災マニュアルを策定した委員も町会の役員

を兼ねるなど町会と連携した防災活動を進め

ています。
 

② お互いに顔見知りの関係になることで、災害時の活動を円滑に行うことができます。

【コラム】 

歴史あるお祭りと超高層住宅 
（リガーレ日本橋人形町） 

１階の町会事務所 
（リガーレ日本橋人形町） 

■地域のお祭りに超高層住宅住民が参加 

　リガーレ日本橋人形町は、高層階はＵＲ都市

機構の賃貸住宅ですが、賃貸住宅の住民が、

地域のお祭りに参加し楽しんでいます。

　町会では２ヶ月に１回は超高層住宅の住民も

参加できる行事を実施し、交流を図っています。 

http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/saigai/bosai/iinkai01/index.html
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６．　マニュアルの作成と情報提供 

（１）作成過程における情報提供

（２）マニュアルの周知

マニュアル作成については、作成過程から居住者に周知し、作成したマニュアルを全
ての居住者がわかるようにすることが大切です。そのために、様々な機会を通して、
居住者に情報を提供し、作成への参加やマニュアルを検証する防災訓練への参加を
促します。 

①　策定組織の活動状況を紹介するニュースを発行し、建
物点検調査、居住者アンケート調査への協力や参加を促
します。参加した防災に関心のある居住者に、マニュアル
策定の協力をお願いします。
②　調査の結果をニュースで知らせます。また、報告会や意見
交換会を開催して居住者の意向を把握し、マニュアルに反
映します。 
③　管理組合理事会、自治会役員会等、関係組織には定期
的に進捗状況を報告して意向を把握し、マニュアルに反
映します。 

①　マニュアルの完成をニュースで知らせるとともに、説
明会の開催やマニュアルを全戸に配布するなど、居住者
への周知を図ります。 
②　マニュアルに基づく防災訓練を実施して、マニュアル
の理解と認識を深めます。

掲示板

お知らせ ニュース
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７．　複数建物タイプと複合用途タイプの留意点 

（１）複数建物タイプ（複数立地） 

ア　震災時の活動の基本
・安否確認や救助、救護活動を優先
・各階で活動
・対策本部に情報集約
・対策本部から居住者に報告・指示

イ　ポイント
・情報を１箇所で管理し、活動は各棟で実施
※対策本部の設置にあたり、防災センターが各棟に配置されていれば、機器の使用ができ、
棟ごとに情報を把握することが可能です。しかし、敷地内の全棟のマンションを１つの防
災センターが管理している場合は、連絡の集中により混乱が予想されるため、対策が必要
になります。

■対策本部設置場所・情報連絡方法の目安 
防災センター
の有無

有（主に大規模住宅） 無（主に小規模住宅）

防災センター
の配置状況

各棟に
防災センター有り

１つの防災センタ
ーが全棟を管理

－ －

管理事務室等
の配置状況

（防災センターに
準拠）

（防災センターに
準拠）

各棟に
管理事務室等有り

１つの管理事務
室等が全棟を管理

対策本部
の設置

主となる
防災センター
（隣接スペース）
に１箇所設置
※その他の棟は
棟本部を設置

防災センター
（隣接スペース）

に設置

主となる
管理事務室等
（隣接スペース）
に１箇所設置
※その他の棟は
棟本部を設置

管理事務室等
（隣接スペース）

に設置
※その他の棟は
棟本部を設置
(１階空きスペース)

情報連絡
の方法

拠点階から
情報連絡設備
により

各棟本部へ報告
対策本部で集約

拠点階から
情報連絡設備
により

対策本部へ報告

各階のリレー方式により
各棟本部へ報告し、対策本部で集約

一敷地に複数立地している【複数建物タイプ】と、店舗や事務所等が併設されている【複
合用途タイプ】は、基本的に発災からの大きな流れは共通していますが、情報連絡の方
法、体制等の工夫が必要です。以下の留意点を参考にマニュアルを作成します。 
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（２）複合用途タイプ（店舗・事務所等） 

ア　震災時の活動の基本
・安否確認や救助、救護活動を優先
・各階で活動
・対策本部に情報集約
・対策本部から居住者に報告・指示

イ　ポイント
   住宅と店舗や事務所等との協力体制・内容の整理
※災害時、店舗や事務所等は、それぞれの店舗・事務所等で対処することが基本となっている
　ので居住者は居住者で活動します。
しかし、同一の建物内であるので、お互いに協力しながら被災生活を支え合っていくことが必
要です。マニュアルを検討する際は、建物の管理体制を確認するとともに、事前に店舗や事
務所等の状況を把握してお互いに協力できる内容を整理しておきます。
また、連絡方法や活動内容など、協力体制を検討する上で、互いに共通認識を持つことに

より、災害時の混乱を防ぐことができます。

■対策本部設置場所・情報連絡方法の目安 
用途 住宅 店舗・事務所等（事業所）

防災センター
（管理事務室等）

の配置状況
住宅棟専用 住宅・事業所を一括して管理 事業所棟専用

防災センター（隣接スペース）に設置
対策本部
の設置

防災センター
（隣接スペース）

に設置
住宅棟本部設置 事業所棟本部設置

防災センター
（隣接スペース）

に設置
・大規模住宅
（拠点階方式）
・小規模住宅
（リレー方式）

事業所の防災計画
等による

情報連絡
の方法

・大規模住宅
（拠点階方式）
・小規模住宅
（リレー方式）

対策本部で情報を集約

事業所の防災計画
等による

備考
・災害時の協力（人員、備蓄品、救助資器材、待避所スペース等）
・平常時の協力（防災訓練の合同実施等）

用途
防災センター
（管理事務室等）

の配置状況

対策本部
の設置

情報連絡
の方法

備考

住宅 店舗・事務所等（事業所）
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