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 内 容                                     

１．今年度の目標 

２．活動体制 

３．活動内容 

４．成果・課題等 

５．来年度の目標 

１．今年度の目標 

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たため，今年度からは，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・研究を進めていくことを目標

としました。 

 また，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，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ることを目標としました。 

・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） 

２．活動体制 

◇ 第３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 市立病院庶務課 屋島 量子  

３ メンバー 総務部政策課 松岡 麻美 新規 

４   〃 市民生活部人権課川津文化センター 西川 牧子 新規 

５   〃 建設経済部みなと課 中井 麻矢  

６   〃 総務部税務課 岡田 千恵  

７   〃 総務部職員課危機監理室 庄野 真紀 事務局 

８   〃 総務部税務課 籔根 裕子 新規 

９   〃 教育委員会生涯学習課 片山 直子  

１０   〃 教育委員会生涯学習課 片山 亜美  

１１   〃 市民生活部人権課 藪本 由奈 新規 
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３．活動内容 

【平成２８年度活動内容】 

活 動 日 程 内 容 備 考 

任命式 

第 1回会議 
H28. 5.13 

・リーダー，サブリーダー決定 

・活動方針，内容の統一 
 

新規メンバー研修 H28. 6. 6 ・新規メンバー研修  

防災講演 

（川津井手ノ上） 
H28. 6.14 

・川津井手ノ上仲間づくりの会 

「災害に備えて」 

担当 庄野・片山亜 

参加者 57名 

第 2回会議 H28. 6.14 
・避難所運営ゲームＨＵＧ体験 

・職員防災研修(9/30)の検討 
 

新規メンバー研修 H28. 7. 7 ・香川県防災センター体験 (新規メンバーのみ) 

防災講演 

（坂出市ＰＴＡ母親部会） 
H28. 7.11 

・坂出市ＰＴＡ母親部会研修会 

「災害に備えて」 

担当 谷本・片山直 

参加者 19名 

第 3回会議 H28. 7.26 
・防災グッズの紹介 

・職員防災研修(9/30)・防災フェスタの検討 
 

職員研修 H28. 8.22 ・「避難所ＨＵＧ」運営補助 主催：危機監理室 

第 4回会議 H28. 8.23 
・避難所運営マニュアル内容検討 

・職員防災研修・防災フェスタの検討 
 

第 5回会議 H28. 9.12 ・職員防災研修(9/30)の研修の内容検討   

第 6回会議 H28. 9.28 ・職員防災研修(9/30)の研修の内容決定   

職員防災研修 

（新規採用職員） 
H28. 9.30 

・新規採用職員研修 

「市役所職員の備え」 
 参加者 22 名 

第 7回会議 H28.10.21 
・避難所運営マニュアル内容検討 

・附属幼稚園防災講演（11/16）の内容検討 
  

第 8回会議 H28.11. 2 ・附属幼稚園防災講演（11/16）の内容決定  

防災講演 

（坂出附属幼稚園） 
H28.11.16 

・坂出附属幼稚園保護者研修会 

「災害に備えて」 

担当 屋島・松岡・ 

西川・中井・庄野 

参加者 20名 

第 9回会議 H28.11.25 
・避難所運営マニュアル内容検討 

・防災フェスタ(1/31)の内容検討 
  

第 10 回会議 H28.12.21 
・避難所運営マニュアル内容検討 

・防災フェスタ(1/31)の内容検討 
  

第 11 回会議 H29. 1.18 ・防災フェスタ(1/31)の内容決定  

第 3回 

SAKAIDE防災フェスタ 
H29. 1.31 

・みて，きいて，やってみる防災 

講演「ママのための防災」 

自由に見学！防災ブース 

参加者 35名   

（親子 17組） 

第 12 回会議 H29. 2.15 ・避難所運営マニュアル内容検討  

第 13 回会議 H29. 3.16 ・避難所運営マニュアル内容検討  

防災講演 

（市政モニター） 
H29. 3.23 

・坂出市政モニター会議 

「災害に備えて」 

担当 谷本・庄野・籔根 

参加者 15名 

市長報告 H29. 3.29   ・平成 28年度活動報告  
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おとめ隊ユニフォーム完成 

おとめ隊のユニフォームは，おとめ隊の活動時にはもちろん，災害対応時にも着ることがで

きるよう，つなぎにしました。災害時や作業時にも着用することを考慮して，色は華美でない

茶色ですが，右腕におとめ隊のマスコットキャラクターであるおとめちゃんのハート型のワッ

ペンがついているのがポイントです。女性職員は作業着を持っていない人が多いので，今後お

とめ隊経験者が増えることで，作業着の普及が進むことを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

市職員向け追跡アンケートを実施 

平成２８年５月に，過去２年間に行った職員向け研修の参加者を対象に，追跡アンケートを

実施しました。（配布数９７＋幼稚園研修参加者 回答数７９） 

主な内容については下記のとおりです。 

・研修を受けて，「そなえ」をしようと思いましたか。 「はい」９９％「いいえ」  １％ 

・研修後，実際に何か「そなえ」をしましたか。    「はい」７５％「いいえ」２５％ 

・備えをしていない人について，「そなえをしていないの はなぜですか。」 

 「必要だとは思っているが，つい後回しにしている」の回答が多数であった。 

・そのほかの意見・要望（自由記入） 

「できることからやってみようと思った。」「繰り返し研修の機会があればよい。」など,

これからも研修を望む声が多かった 

以上の結果より，研修によって意識づけや実際の備えについて効果があったものと考えます。

また，今後も定期的な啓発が望まれており，危機意識の向上や，取り組むきっかけの提示など

工夫が必要であることがわかりました。 
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「市役所職員の備え」 新規採用職員研修（H28.9.30） 

平成２６・２７年度において職員約１００名への研修を実施したことから，今年度からは新

たに入ってきた新規採用職員を対象に，職員として災害時には対応や，職場としての備えにつ

いて伝えることで，災害時の対応力の底上げを図ることを目的とし研修を実施しました。 

○対象 

平成 28年度新規採用職員（市立病院（庶務課除く）・消防・幼稚園・保育所・生活課除く） 

○内容 

従来の地震や水害についての基礎知識や坂出市の被害想定等に加え，災害時に職員としてど

のような状況になるのかをより具体的に知ってもらうため，東日本大震災のときの職員の手

記や，平成１６年の台風被害の際の実際の業務内容や職員の体験談などを紹介しました。 

また，職員用の防災カードを作成し，配布・説明をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修後のアンケートの一例  

・自分の防災意識が低かったことを痛感した。１３１カードを持ち歩き常に意識していこうと思う。 

・災害の際に職員として何をするのか，何が必要かある程度わかった。 

・今後防災グッズを楽しく集め，備えていきたい。 

職員専用！さかいで１３１カード 

市民用にも掲載している１３１カードをアレンジ

し，自分や家族の情報の書き込み欄と，いつもの１

３１，連絡方法に加え，参集基準や非常参集マニュ

アルを掲載しています！ 

 

身近な備え，職場

の備えも紹介！ 

自分の参集の

タイミングを

確認！ 
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第３回「SAKAIDE 防災フェスタ～みて，きいて，やってみる防災～」開催 

 第３回目となる防災フェスタを１月３１日「おとめ隊の日」に開催しました。今年度は初め

ての平日開催ということで，今年度４月より開館したまろっ子ひろば（さかいで子育て支援セ

ンター）にて，就学前の乳幼児を持つお母さん等を対象の内容としました。 

・日時：平成２９年１月３１日（火） 午前１０時半～午前１１時半 

・場所：まろっ子ひろば（さかいで子育て支援センター） 

・内容：講演「ママのための防災」 

    自由に見学！「防災ブース」 

○講演「ママのための防災」 

 

 

 

 

○自由に見学！「防災ブース」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「食べてみよう！防災食」 

アルファ米とパンの缶詰の試食，防災食のクッキング＆備蓄など♪ 

  

「作ってみよう！防災グッズづくり」 

新聞紙のスリッパ＆キッチンペーパーのマスク作り♪ 

  

「見てみよう！防災グッズ」 

おとめ隊おすすめの防災グッズを紹介♪ 

 

 

手作りマスクとスリッパが

大好評！ 

紙コップでの粉ミルクの

作り方・飲ませ方を紹介♪ 
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防災フェスタ後のアンケートの一例  

・防災に関して知っているつもりだったけれど，知らないことが多かった。またこのような機

会があったら参加したい 

・日ごろ防災の意識がなかったけれど今回のことで変わりました 

・資料だけでなく，実際に用意している防災グッズを見られたのが大変参考になった 

・実際に防災食を食べたり体験したりできたのが大変よかった 

アンケート結果から 

小さな子ども連れということで，講演を短くして，体験したり実物をみてもらったりしたこ

とで，より身近に感じながら学んでもらえたことがわかりました。また，一方的に聞いてもら

うだけでなく，ブースに分かれて見学してもらったため，おとめ隊メンバーと気軽に普段不安

に思っていることや，備えについての疑問などを話し合えたため，短い時間ではあったけれど，

大変有意義な時間となりました。 

「災害に備えて」 各種団体における講演  

今年度は市内の各種団体よりおとめ隊への講演依頼がありました。昨年度作成した１３１（ぼ

うさい）カードを利用しての大地震時の行動について，備えておきたい備蓄についてなどその

団体の要望に合わせて講演を行いました。 

○坂出市 PTA 母親部会(H28.7.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

○坂出附属幼稚園（H28.11.16） 

 

 

 

 

 

  

○その他 

川津井手ノ上仲間づくりの会(H28.6.14) 

坂出市政モニター会議(H29.3.23) 
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広報活動 

○市広報掲載 

5月号広報（１３１カード）        1月号広報（防災フェスタ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ラジオ出演 

活 動 日 程 内 容 備 考 

西日本放送ラジオ 

気ままにラジオ 
H28. 9.22 

・秋の防災キャンペーン 

「女性の視点からみた防災」 

 

出演者：片山直 

FM-SUN 

防災ひとくちメモ 
H29. 1.11 

・「１３１おとめ隊と楽しく学ぶ 

   SAKAIDE防災フェスタ」 

 

出演者：中井 

FM-SUN 

防災ひとくちメモ 
H29. 2.8 ・「おとめ隊特製！さかいで１３１カード」 出演者：庄野 

西日本放送ラジオ 

さわやかラジオ気分上々 
H29. 2.27 

・おはようホットライン 

「ポリ袋で防災食クッキング」

 

出演者：中井・庄野 
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○ＨＰ・Facebookでの広報 

市ＨＰや Facebookにておとめ隊の活動報告を発信しました。また，新コーナー「～おとめ隊流

～職場の備え紹介」ではおとめ隊メンバーによる実際の備えを身近に詳しく紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

避難所運営マニュアル作成に向けて 

他市の避難所運営マニュアルを参考にしながら活動内容別に（総務班・名簿班・食料班・物

資班・保健衛生班・情報広報班・施設管理班）分類してその素案について検討しました。地域

で事前に読んで準備してもらえるように，また，混乱時でも最低限しなくてはいけないことを，

そこにいる人で役割分担しながら対応できるよう，わかりやすいマニュアルを目指して協議し

ています。 

 

※避難所概要運営マニュアル案（概要版） 
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４．成果・課題等 

今年度のおとめ隊の活動として，新規採用職員向けの研修，防災フェスタの開催，また市内

団体からの要請があり，そのほか講演を３回実施し，昨年度から引き続き減災に通じる防災力

の向上が図れたと思います。 

 また，おとめ隊の活動も３年目を迎え，認知度も少しずつ上がっており，ラジオの出演依頼

やテレビ・新聞の取材，市内外からの問い合わせも増えてきています。それにより講演の依頼

が増えましたが，昨年度作成した１３１カードやこれまで作成してきた講演資料を利用し，ど

のメンバーでも講演を行える体制が整ってきているため対応することができました。なお,チー

ムコスモスに対して,おとめ隊の講演資料の提供することで,防災への普及・啓発の共有化を図

りました。今後も講演の要望は増えるものと考えられますが，メンバーの通常業務の負担にな

らないよう危機監理室と調整しながら，おとめ隊だからこそできる研修を効率よく行えるよう

体制を整備してきたいと考えております。 

 また，職員向けの研修として，これまでのおとめ隊の研修に参加したことのある職員が多く

なったこともあり，今年度は新規採用職員に対し市職員としての防災について研修を行いまし

た。この研修は，来年度も継続して行うことで，市職員としての災害対応についての心構えや

備えができるよう啓発し，坂出市職員の防災力の底上げを図っていきたいと考えております。

しかし，昨年度までの研修に参加した職員に実施した追跡アンケートによると，備えが必要だ

とは思っているが後回しになっているという意見や，定期的に研修を実施してほしいとの声も

多くあったため，現職の職員への研修の必要性も感じているところです。 

 そして，今年度から取り組んでいる避難所運営マニュアルの作成について，今年度は避難所

運営についての実情や他市の状況を学び，活動班ごとのマニュアルの素案を作ることができま

した。来年度は班ごとの調整を図り，精査していくことでマニュアルとしてのかたちを整えて

いきたいと思います。  

 

５．来年度の目標 

今年度に引き続き，災害時に必要不可欠な避難所について知識を深め，マニュアルの整備を

図っていきたいと考えています。 

 また，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，継続して職員や市民に対し啓発活動を行い，

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） 


