
なでしこ防災ネット活動記録 

践団体名 なでしこ防災ネット 

プランタイトル 
女性の視点での防災対策「日頃の備えと家族・地域の絆」 

大切な人と暮らしを守るために日ごろの備えをしていますか？ 

活動地域 

活動拠点 

秦野市 

H１７年から 

対  象 一般市民（親子・高齢者・要援護者） 

防災士に呼びかけて設立  

秦野市に影響を与える地震として東海地震､南関東地震、秦野市の東部の伊勢原断層、西部の神縄・国府

津―松田断層帯、県西部地震が M７～Ｍ8規模と想定せれており、東海地震、神奈川県西部地震は切迫性が

あるとされています。秦野市は東海地震の強化地域に指定されています。これらの地震による被害想定で

は、秦野市でも多大な被害を被る想定になっています。 

 

秦野市を拠点に H１７年 8月から防災士に設立準備会開催の呼びかけをし､行政、地域ボランティア１０

団体とネットワークをはかり、主に親子、高齢者、障害者を対象に防災まちづくり活動を推進してきた。 

１、活動の趣旨・目的  

① 日常の家庭を守る女性の視点での活動を充実する。  

② 男女のニーズの違いを把握した防災について考える。  

③ 要介護者への対応も出来るよう、福祉の視点からの減災を普及し、被災時に女性に集中する家庭的負

担をどのように軽減するかを探る。 

④ 地域に住む子どもたちが、緊急時に対する適切な対処方法を学ぶ機会を企画し、子どもたちが自ら考

え、行動する参加型に内容を特化して、楽しく、そして災害に負けない、たくましい地域の担い手を、

地域をあげて育む。 

⑤ 自分が被災者にならない努力、｢興味を持ち」｢知ることから｣そして｢身近にできるところ｣から始める 

⑥ 地域の中で多様な活動を展開しているいろいろな主体との、相互協力・合意形成に努め、併せて市と

協働・連携し、秦野市における地域防災の推進の原動力として活動を充実していく。 

２、これまでの実施内容  

（１）防災コミュニティサロン 

 ・月１回実施し、防災についての勉強会と主催イベントの準備や反省などを行った。 

（２）防災講演会、講習会８回実施 

 ・手話講演「地域における男女協働の自主防災対策」手話・録音し録画。関係者に無料配布 

・「わが家の防災」「災害用電話伝言ダイヤル」「家庭で療養している人のための防災対策」 

・「もしも・・の時のために｢安全な場所へ避難・移送する方法｣ 

 ・「女性の視点から見た防災対策」「避難所の現実と課題」 

 ・「秦野市の地震対策」青空地震教室「地震のゆれ」「万全ですか住まいの地震対策」 

 ・「家具の転倒防止・落下防止」「うまい水、まずい水、非常時の水」など 

 ・展示コーナー（活動報告、防災用品、 など） 

 ・非常食の作り方と試食 

・ペットボトルで浄水器を作ろう 

・灯りづくり  

・断層実験、耐震実験 など 

（３）体験型イベント「青空防災教室」 

 ・サバイバル Day キャンプ（13回）  

・中学生避難所設営体験 
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 ・家にあるもの持ち寄りカレーづくり 

・非常食の作り方(8 回)「お鍋でご飯」「小麦粉で何ができるかな」α米 など 

・炊き出し訓練、 

・緊急搬送訓練           

・三角巾を使用した応急手当 

 ・ロープワーク       

・かまどづくり  

・担架の作り方  

・簡易トイレの作り方  など 

（４）防災教材を作成 

・日ごろの災害への備えと工夫をまとめたリーフレット     

  「女性の視点からの防災対策」作成 

 ・家具の転倒・落下防止 

 ・要援護者をみんなで守ろう 

 ・点訳による資料や手話通訳ＤＶＤなど、４種類の防災教材を作成 

（５）連携団体との交流会 

・静岡地震防災センター体験学習 （津波・地震・消火・応急手当） 

・「本所防災館」体験学習（地震・消火・応急手当・煙・暴風雨３Ｄシアターなど） 

（６）帰宅困難者用支援マップ作成（避難所、病院、道路、川、橋などの障害物調査） 

（７）ＤＩＧ図上訓練 

（８）家庭菜園の推奨 

（９）湧水・井戸水調査 

３、成果として得たこと  

17 年度の活動は 2回実施し、参加人数は平均 30 人 

18 年度の活動は 6回実施し、参加人数は平均 35 人、 

19 年度は 6回実施し、参加人数は平均 40 人、 

20 年度は 7回実施し、参加人数は平均 80 人 

・女性主体の防災の知識と意欲を高める普及、啓発活動が地域で受け入れられてきた。 

・平成 17年 11 月には秦野市役所くらし安心部防災課から防災士に地域防災相談員として活動協力依頼有 

平成 18年 4 月に秦野市地域防災相談員として３名が登録した。 

平成 19年 12 月より女性の視点からの意見をということで秦野市消防本部から秦野市消防審議会委員に

協力依頼があり１名就任した。 

・防災講演会では 680 名、体験型イベントでは 650 名を超える参加があった。 

「いいことをやっているね」という声が大変多く､口こみで参加者が増え、次回の場所や材料の提供をして

下さった＝協力者が増えている。 

・コミュニティサロンやイベントごとにスタッフが成長している。 

行政や多種多様な団体との交流も深まり、互いに得意分野を活かした連携を図ることができた。 

・参加してくださった母親や高齢者が防災について受身ではなく､積極的に考え､家族や地域へ自主的に働

きかけるように成長した。 

・はじめは無関心であった家族が母親の熱心な働きかけにより、家具の固定や耐震、飛散防止フィルムを

張ったり、防災カーテンに替えたり、防災家族会議や非常持ち出し袋の準備など防災対策をとる家庭が

増えた。 

･サバイバルDay キャンプなどの日ごろの活動を積み重ねた結果、多くの災害対策や課題が発見でき、その

成果をリーフレットにまとめることができた。 
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今後の実践もより自信を持って取り組み、地域に伝えていく。 

・リーフレットを行事開催時に活用し､女性の防災意識の啓発､家庭での備えなど家族の防災力の向上から

災害に強い社会づくりに結びつけることができた。 

また､点訳による資料や手話通訳ＤＶＤなど、４種類の防災教材を作成し､関係者に役立ててもらい防災

の普及促進につながった。 

・作成したリーフレットを全国から約12,000部依頼があり、女性の視点での防災の輪が広がりつつある。 

・2008 年度は、＊防災教育チャレンジプラン＊の実践団体に選ばれ、防災教育特別賞を受賞した。 

４、苦労した点  

･ 活動資金を 小限に、 大の効果を得るために多くの団体、行政と協働で行事を開催している。 

･体験型イベント「青空防災教室」では事故が無いように準備、進行するのに万全を期した。 

･ リーフレット作成メンバーが防災について知識不足だったため、一から勉強してのスタートだった。 

女性の視点、男女共同参画の視点以前の問題で、8月から 10 月まで 36h/4 回/月の勉強会を経て、 

体験学習（本所防災館・静岡地震防災センター、神奈川県総合防災センター）、研究会、検討会、編集会

議、校正、イラスト作成をし、点訳・手話・録音の依頼、印刷見積り、印刷。 

12 月は 6 回/月の編集会議、1/17 防災講演会の準備、連携団体、４共催関係者との打合せ（点訳・手話

通訳・録音の録画とＤＶＤ編集依頼）を併用して進行させるのが大変だった。 

・女性の視点、男女共同参画の視点が難しかった。 

 

５、使用教材  

・パワーポイントファイル「秦野市の地震対策」（秦野市くらし安全部防災課作成） 

 ・地域防災相談員資料ファイル（秦野市作成） 

 ・冊子「万全ですか？住まいの地震対策」（秦野市作成） 

 ・冊子「地震による家具の転倒を防ぐには」（財団法人消防科学総合センター作成） 

 ・CD－ROM「そのときあなたは」（日本防災士会作成）など 

 ・「もしも・・の時のために｢安全な場所へ避難・移送する方法｣ 

「家庭で療養している人のための防災対策」 

 ・「女性の視点からの防災対策」なでしこ防災ネット作成 

・わが家の防災ハンドブック 

６、行政や連携 12 団体とのネットワークで  

・１０団体（防災、男女共同参画、食育、保育、福祉の分野）や行政と連携、協力して防災まちづくり活

動を推進してきた。 

・それぞれの得意分野を活かした多角的な広い視野での実践 。 

・これらの団体とは、日頃から、勉強会や体験学習を通して交流を深めている。  

・一団体だけでプラン実行するのは準備、参加者募集も大変ですが、２～３団体で協力して開催すると参

加者も多層、講師依頼も団体の仲間から相互協力、お互いフォローしあいながらの実践。 

７、連携した団体  

・秦野市役所くらし安心部防災課  ・市民自治振興課 

・食生活改善推進団体(東)・あぐりスクール秦野・ＮＰＯ法人みきふれんど・神奈川県クロリティ協会 

・コミュニティ保育さわやかさん・日本防災士会・秦野市点訳奉仕団 ・ガールスカウト神奈川県５１団 

・かながわのあすを築く生活運動協議会 ・はだの里地里山を育む会  ・グリーンコミュニケーション 

・はだの災害ボランティアネットワーク・おだわら輝く女性のネットワーク・秦野市母子寡婦福祉会など 
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８、H21 年度の取り組み  

 非常食や身近な食材を使ったアレンジレシピ集の作成 

災害時における乳幼児や高齢者、食物アレルギーを持った人への対応など 

災害時の「食」に注目し、地域性や想定される災害の状況にあわせて「食の備え」について考え、被災時の食事をただの栄養補

給としてではなく、疲労やストレスの軽減、被災者間のコミュニケーションのツールとして役立ててもらうため、女性の視点か

らの冊子を作成する 

 「もしもの時の非常食コンテスト」を開催し、試作、調理を行い参加者とのコミュニティを深める場づくりの提供に繋げる。 

また、寄せられた声を生かして新しいレシピの開発・改良をする。 

 

◇◇◇ 活動写真 ◇◇◇ 

H21､1､17 防災講演会の様子 430 名参加アンケート回収 192 枚             

  

 

防災教育チャレンジプラン活動報告会  特別賞受賞 市長へ報告    炊き出し訓練         

  

 

もしも・・の時のために｢安全な場所へ避難・移送する方法     静岡防災センター体験学習  
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（１）防災講演会の様子 

テーマ「わが家の防災」            非常食の試食をする中学生  

 

（２）体験型イベントの様子 

       イベントの看板              非常食（α米）の作り方         

 

     かまどづくり              簡易トイレの作り方  

 

    三角巾を使用した応急手当           植樹（ブルーベリー） 
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トイレコンテスト高校生対象   搬送訓練 中学生対象     避難所設営訓練 高齢者対象     

    

青空教室  「地震のゆれ」ゲーム  小・中・高校生対象                    

  

 

第１３回サバイバル day キャンプ １８５人参加 一般・障害者・親子対象             

 

 

ロープワーク 中学生対象     湧水調査とゴミ拾い       ふれあい祭り 防災コーナー    
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               ◇◇◇防災教材を作成 ◇◇◇ 

女性の視点からの防災対策 リーフレット作成 日ごろの災害への備えと工夫をまとめた 

H21.10 月現在  約 12,000 部 配布（防災訓練、講演会、講習会、イベント時など） 

行政、学校、病院、施設、民生委員、ボランティア団体、サークル、社協などが活用 

    

① 家具の転倒・落下防止 

② 要援護者をみんなで守ろう 

③ 点訳による資料や手話通訳ＤＶＤなど、４種類の防災教材を作成 
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◇◇◇ 広 報 ◇◇◇ 

H21.4.7 読売新聞      H21.5.4 神奈川新聞      H21.7.27 神奈川新聞 

     

 

H21.2.28 号ﾀｳﾝﾆｭｰｽ            H20.8.15 号秦野市 広報   
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