
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模な地震が起きた時に， 

減災につながることを目的とした 

『さかいで１３１
ぼ う さ い

カード』が 

完成しました！  

平成２７年度 

坂出市防災女性チーム 

活動報告書 
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１．今年度の目標 

昨年度は，日常生活の一部に「防災」を無理なく取り入れ，減災に繋げていけるように，市

民啓発も見据えた効果的な啓発を職員に対して行っていくことを目標にしました。 

「日常生活に防災を取り入れること」を楽しく伝えられるのは，防災女性チーム（さかいで

１３１おとめ隊）だからこそできる活動と考え，今年度も引き続き職員や市民に対し，啓発活

動を計画的に行いながら防災意識の向上を図るとともに，市民が災害時に活用できる携帯可能

な啓発資料（１３１カード）の作成・活用に向けて，実施することを目標にしました。  

・職員等，市民への効果的な啓発活動 

・市民向け啓発資料（さかいで１３１カード）の作成，配布，活用  等 

 

２．活動体制 

 

◇ 第２期生 メンバー構成 ⇒ ４名交代 

NO. 担当 所属 氏名 備考 

１ リーダー  教育委員会 文化振興課 谷本 秀子  

２ サブリーダー 健康福祉部 ふくし課 濵田 知佐 新規 

３ メンバー 総務部   危機監理室 藤原 きずな 事務局 

４   〃 建設経済部 建設課 屋島 量子  

５   〃 総務部   総務課 松林 哉子  

６   〃 建設経済部 みなと課 中井 麻矢  

７   〃 総務部   税務課 高橋 千恵  

８   〃 建設経済部 産業課 庄野 真紀 新規 

９   〃 健康福祉部 けんこう課 小笠原 静香 新規 

１０   〃 教育委員会 生涯学習課 片山 直子 新規 

１１   〃 教育委員会 生涯学習課 片山 亜美  
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３．活動内容 

【平成２７年度活動内容】 

活 動 日 程 内 容 備 考 

任命式 

第 1回会議 
H27.5.12 

・リーダー，サブリーダー決定 

・活動方針，内容の統一 
 

第 2回会議 H27.6.4 
・課題の発表，検討 

・市民向け１３１カードの検討 

明日，朝５：00 に東

日本大震災クラス

の地震が来る場合，

何をするか？ 

第 3回会議 H27.6.25 ・香川県防災センター体験 (新規メンバーのみ) 

第 4回会議 H27.7.13 ・幼稚園防災研修（8/28）の内容検討  

第 5回会議 H27.8.11 ・幼稚園防災研修（8/28）の内容検討   

防災研修 

（幼稚園教諭） 
H27.8.28 

・坂出・綾歌幼稚園教育研究会全体研修会 

「楽しく防災！」 
 参加者 76 名 

第 6回会議 H27.9.29 ・職員防災研修（10/29）の内容検討   

第 7回会議 H27.10.14 
・職員防災研修（10/29）の内容検討 

・さかいで１３１カード内容検討 
  

第 8回会議 H27.10.15 
・職員防災研修（10/29）の内容決定 

・さかいで１３１カード内容検討 
 

職員防災研修 

（女性職員） 
H27.10.29 ・「女性と BOUSAI」職員研修  出席者 36 名 

第 9回会議 H27.11.18 
・さかいで１３１カード内容検討 

・防災フェスタの内容検討 
  

第 10 回会議 H27.11.25 
・さかいで１３１カード内容検討 

・防災フェスタの内容検討 
  

FM-SUN出演 

防災ひとくちメモ 
H27.12.2 ・「おとめ隊流！Kawaii防災グッズ」 出演者：庄野 

第 11 回会議 H27.12.8 

・さかいで１３１カード内容決定 

・防災フェスタの内容決定 

・市広報での啓発写真撮影 

 

FM-SUN出演 

防災ひとくちメモ 
H28.1.13 

・「１３１おとめ隊と楽しく学ぶ 

   SAKAIDE防災フェスタ」 
出演者：屋島，高橋 

第 12 回会議 H28.1.14 
・防災調理実習と試食会 

・さかいで１３１カード説明協議 
 

第 2回 

SAKAIDE防災 

フェスタ 

H28.1.31 

・市民啓発 「親子でソ・ナ・エ！」 

・「さかいで１３１カード」配布と説明 

・「チームコスモス」による防災体験 

・防災簡単クッキング 

参加者 61名   

（親子 22組） 

市長報告 H28.3.23   ・平成 27年度活動報告   
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◇「楽しく防災！」 坂出・綾歌幼稚園教育研究会研修会（H27.8.28） 

 災害時，預かっている子どもの命を守らなければならない先生の役割は，非常に重要です。

メンバーの中に小さい子どもを持つ母親もいるため，保育所・幼稚園職員の防災意識をさら

に高めてほしいという思いから，職場での先生自身の備えの重要性を発信しました。 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           保育時にも，両手が使える防災ベストや子どもたちと一緒に

学べるＤＩＧ「カードゲーム（ぼうさいダッグ）」などの紹介

もしました。 

 

【提 案】 

子どもの命を守るために，まず先生自身が身近な備えを始めましょう！ 

先生方も可愛い防災グッズに    

興味津々！ 
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◇「女性とＢＯＳＡＩ」 女性職員研修（H27.10.29） 

昨年度に引き続いて災害時に，職員として女性として知ってほしい心構えや備えについて研

修を実施し，職場で取り入れやすい備えの方法を提案しました。今後も継続して最終的に全職

員が研修に参加することで，個人の備えに繋がることを目標としています。 

 

○ 机の中に備えておきたいもの      ○ ロッカー等に備えておきたいもの 

 

 

 

 

 

 〇 簡単マスクの作り方  

  研修の中で実際に簡単マスクを作り，とても好評でした。 

 

 

 

 

 

研修後のアンケートの一例  

・参加回数を増やすことで忘れていることを思い出したり，新たな発見もあり，ありがたい場です。 

・改めて危機感を持つことができ，具体的ですぐに役立つ情報でした。 

・「私は大丈夫！」という安易な気持ちでいました。身近な物で，楽しく気軽にグッズの紹介を参考      

にして備えたい。                       

≪材料≫ 

・キッチンペーパー 

・輪ゴム 

・ホッチキス 

【提 案】 

職場のプライベートスペース(机の中・ロッカー)を活用して 職場でも備えを！ 
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効果的な啓発に向けて… 

防災対策は必要だと分かっていても準備が進まない原因のひとつに「災害時のイメージがで

きない」ことがあげられると思います。イメージができないことによって，何が必要で，どの

ように備えればよいのかが分からず具体的な備えに繋がっていかない…そのような状況を少し

でも改善できる方法について検討を重ねました。 

さかいで１３１
ぼ う さ い

カード ～減災チェックリスト～ 

「さかいで１３１カード」の表面は，時間経過にあわせて，大切な「命」を守るための必要

な行動や情報などをコンパクトにまとめ，裏面は津波ハザードマップを掲載しています。      

表面の①番から⑤番へと順番に確認していくことで，災害時の行動をイメージすることができ

やすくなります。さらに自分にとっての必要な備え（物・行動）を考えていくことができるこ

とと思います。また，①番「いつも」の１３１では，普段からの備えを促し，避難場所や必要

な連絡先を記入することで，防災について家族など身近な人とも話し合うきっかけになるよう

にも工夫しています。 

 折りたたんで携帯できるサイズなので，いざという時の減災につながるチェックリストとし

て周知・啓発していこうと考えています。 

 おとめ隊バージョン              さかいでまろバージョン 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） （裏面） 



6 

 

第２回「SAKAIDE 防災フェスタ」 おとめ隊の日，1月 31日に開催 

 昨年度に引き続き，親子で楽しく学べる体験型の防災イベントを実施しました。 

・日時：平成２８年１月３１日（日） 午前１０時～午前１２時 

・場所：坂出市勤労福祉センター 

・内容：さかいで１３１カード配布・説明 

    チームコスモスによる「身近な防災」 

    ポリ袋を使った防災簡単クッキング 

１．さかいで 131 カードの説明            ２.チームコスモスによる「身近な防災」 

 

 

 

 

 

３．防災簡単クッキング 

① ラップの上に海苔とごはん   ①お鍋に湯を張り 

 

 

 

②具を乗せて捲く        ②材料を混ぜてお湯に入れる   ②つぶしてお湯と具を足す    

        

 

 

 

✿スティックおにぎり      ✿回鍋肉          ✿ポテトサラダ 

 ほかにも，『カップスープの素でできるスパゲッティ』や『お麩のフレンチトースト』など，簡単で 

意外においしいレシピも，あわせて紹介しました。 

①ポテトチップスを袋ごと 

ビニール袋が 

大活躍！ 
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 楽しめる内容であれば，参加者が防災に興味を持つ絶好の機会になるため，防災体験と災害

でライフラインが途絶えても命をつなぐ大切な食事を取り上げ，親子で楽しく簡単にできる非

常食づくりの後，試食して締めくくりました。 

防災フェスタ後のアンケートの一例  

①おとめ隊によるさかいで 131カードの説明 

・コンパクトにまとめられていて，持ち歩くのに便利！ 

・防災について知っているつもりだったけど，そうでもなかったので，携帯できる大きさが良い。   

②チームコスモスによる防災体験 

・消火器の使い方が知れて，よかったです。 

・いざという時に大声が出なかったけど，身を守る方法を知れた。 

③おとめ隊による防災簡単クッキング 

・おいしい！！子どもでもできそうなメニューで楽しかった。 

・初めての経験で，とても楽しくできました。そして，とてもおいしかったです。 

・意外においしくて楽しく作れた。 

               

         

アンケート結果から 

参加者は防災意識の高い親子を見込んでいましたが，アンケート結果から「備え」の状況は

高いとは言えず，また，知りたい情報として，家族や自身の身を守る方法や避難所での生活に

ついてあげられていました。 

市広報誌への掲載 

 

 

 

 

 

平成 28 年 1 月号 市広報で 

１３１おとめ隊登場！ 

 

災害発生後，時間経過とともに生じる困りご

と，防災シミュレーションについて，メンバー

全員で個々にわかりやすくお知らせしました。 

 市民に活動を知ってもらう良い機会となり，

その反応は今後の活動の励みになりました。 
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４．成果・課題等 

新メンバーを加えた今年度の活動について，職員等の研修を２回開催，市民向けイベントを

１回開催したことは，職員等・市民はもちろん，さかいで１３１おとめ隊自身にも更なる“備

え”に対する意識付けが拡大し，減災に通じる防災力が図れたと思います。 

 また，多様な研修を主催することで，研修に参加する対象者に応じた内容の組み立て方や想

定外な出来事への対応など業務においても参考にできることが多くありました。昨年同様，同

じ目的意識を持つメンバー間での議論の場や調整を図ることにより，よりよい関係がいっそう

深められたことは，課を超えて業務に役立っていると実感しております。 

 そして，今年度はなにより「さかいで１３１カード」を作成したことは，それをベースとし

た市民と職員等に向けた研修の素地ができ，メンバーが変わっても発信したいことが的確に伝

えられる仕組みづくりができたと思います。  

 ただし，昨年度からの課題である活動が負担にならないよう目標及び年間計画の明確化を

図ったとは言えない現状を改善する必要があります。 

５．来年度の目標 

活動開始からの２年間は，すぐに始められる身近な「備え」つまり災害発生前にしておく事

前準備の普及に主眼を置いて活動してきました。来年度からは，災害発生後の「生活」にも検

討の幅を広げ，災害時に必要不可欠な避難所についても調査・研究を進めていきたいと考えて

います。 

 さかいで１３１おとめ隊だからこそできる女性の視点から楽しく発信していく活動として，

「日常生活に防災を取り入れる」ことを，来年度以降も継続して職員や市民に対し啓発活動を

計画的に行い，防災意識の向上を図っていきます。 

・避難所運営マニュアル 

  ・職員，市民への啓発活動（さかいで１３１カードの普及） 


