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しあわせな未来を想い描く仙台創造事業

～誰ひとり取り残さない！仙台防災Ｗｏｒｋ　Ｔｏｇｅｔｈｅｒ～

　新型コロナウイルスの感染拡大による影響で

各地域のイベントや各種活動が中止となる中、
いつどこでも起こりえる災害に対しては停滞す
ることのない備えが求められております。私た
ちは、現在の社会情勢を新たな防災意識を高め
る機会と捉え、防災環境都市仙台として市民と
行政との連携の下、予測困難な時代でも社会の
変化に対して、受け身ではなく自ら率先して行
動を起こすことが必要であると考え、本事業を
実施いたしました。

ま　　ち
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しあわせな未来を想い描く
ま ち

仙台創造事業～誰ひとり取り残さない！

仙台防災Ｗｏｒｋ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ～

■担当

公益社団法人仙台青年会議所 しあわせな未来を想い描く
ま ち

仙台創造委員会

■事業概要

本事業は市民の防災・減災の取組みに対する意識を高めることを目的に、市内各地域間の防

災活動情報を共有するとともに各地域の抱える今般のコロナ禍での防災課題を収集し解決策を

見出します。防災活動情報を共有する場として、宮城ブロック協議会で立ち上げたＷＥＢペー

ジ「地域防災プラットフォーム（ＭＩＹＡＧＩ ＢＯＳＡＩ ＳＴＡＴＩＯＮ）」を活用し、市

民自ら地域の防災活動内容を記事として投稿してもらい地域の防災情報共有の場を構築します。

また、コロナ禍における防災活動の課題を各町内会から収集し、それをテーマに有識者による

「オンライン防災トーク」を開催することでコロナ禍における地域防災の課題解決策を各防災

の専門家による見地から導き出します。そして、「オンライン防災トーク」の動画を配信すると

ともに仙台市へ提言書を提出することで市民の防災力向上を促進します。

①地域防災活動の情報共有・コロナ禍での防災課題の調査

各地域町内会へ取材を行いＷＥＢページ「地域防災プラットフォーム（ＭＩＹＡＧＩ ＢＯＳ

ＡＩ ＳＴＡＴＩＯＮ）」へ記事投稿促進及びコロナ禍での防災活動に対する課題を収集しまし

た。

②オンライン防災トークの開催

防災の有識者をオンラインでつなぎコロナ禍での防災活動をテーマにオンライントークを行い

ました。

③動画配信

オンライン防災トークの動画を編集しＹｏｕｔｕｂｅ、Ｆａｃｅｂｏｏｋで配信。

④提言書の提出

今回の事業を通じて収集した課題とオンライン防災トークによる課題解決案を提言書として仙

台市長に提出し行政側からの市民防災活動を促進します。
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■事業内容

①地域防災活動の情報共有・コロナ禍での防災課題の調査

２０２０年０９月０１日（土）～１０月３０日（金）

＜概要＞

各地域町内会を取材することで各地域の防災活動及びコロナ禍での防災対策課題を調査しま

す。宮城ブロック協議会で立ち上げたＷＥＢページ「地域防災プラットフォーム（ＭＩＹＡＧ

Ｉ ＢＯＳＡＩ ＳＴＡＴＩＯＮ）」を活用し各町内会の防災活動を記事として投稿を促し地域

間の情報共有の場を構築します。取材と同時に現況のコロナ禍での課題を収集します。また、

仙台ＪＣメンバーからもコロナ禍における地域防災において事前アンケートを実施し本事業へ

の関りを促します。

＜主な取材候補町内会＞

連絡窓口：仙台市危機管理室減災推進課

青葉区

1 片平地区連合町内会

2 北仙台地区連合町内会

3 八幡地区町内会連合会

4 川平学区連合町内会

宮城野区

1 岩切地区町内会連合会

2 高砂地区町内会連合会（福住町町内会）

3 原町地区町内会連合会

4 新田学区連合町内会

若林区

1 大和地区連合町内会

2 南小泉地区町内会連合会

3 南材地区町内会連合会

4 荒町地区連合町内会

泉区

1 山の寺連合町内会

2 泉中央連合町内会（泉中央地区）

3 泉中央連合町内会（泉中東地区）

取材活動の様子は当委員会Ｆａｃｅｂｏｏｋページをご覧ください▽

https://www.facebook.com/Disaster.prevention.environment.city.Sendai

＜地域防災プラットフォーム（ＭＩＹＡＧＩ ＢＯＳＡＩ ＳＴＡＴＩＯＮ）＞

宮城ブロック協議会・仙台ＪＣの協働事業として、新規ＷＥＢサイト「地域防災プラットフォーム」を立ち

あげ、個人が行っている自主防災の情報収集や、地域が抱えている防災への取り組みに対する課題

解決に向けた有益な情報提供を行います。また、防災への取り組みに積極的な地域の事例を取り上

げ、防災支援が必要な地域へ情報提供を行い、誰もが住み続けられるまちの実現に向けた、地域コミ

ュニティの形成を図ります。

ＷＥＢページ▽

https://sendai-jc.jp/2020/bosai/

（仙台青年会議所ＷＥＢページ内にバナーがあります）

https://www.facebook.com/Disaster.prevention.environment.city.Sendai
https://sendai-jc.jp/2020/bosai/
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②オンライン防災トークの開催

２０２０年１０月３１日（土）１３：００～１５：００

各地域町内会を取材し収集した防災課題をテーマに有識者をオンライン（ＺＯＯＭ）でつな

ぎ、オンライン防災トークを実施いたしました。防災士兼アナウンサーの黒田典子様をファシ

リテーターとして、山の寺町町内会会長の枡澤慶悦様、『福住町方式』という独自の地域防災モ

デルを確立した福住町町内会会長の菅原康雄様、荒町連合町内会ＳＢＬの若生彩様、令和２年

豪雨災害で甚大な被害を受けた九州地区である熊本県在住の防災士の柳原志保様や学生をオン

ラインでつなぎ、新たな課題であるコロナ禍での防災活動の在り方を導き出しました。

＜実施場所＞

オンライン（配信主会場として戦災復興記念館４階第１会議室使用）

＜出演者＞

山の寺町内会 枡澤 慶悦 様

福住町内会 菅原 康雄 様

防災士・アナウンサー・ファシリテーター 黒田 典子 様

防災士・荒町連合町内会ＳＢＬ 若生 彩 様

防災士（熊本県在住） 柳原 志保 様

仙台市議会議員（宮城野区） 田村 勝 様

東北福祉大学防災士協議会Ｔｅａｍ Ｂｏｕｓａｉｓｉ 関 駿真 様

東北福祉大学防災士協議会Ｔｅａｍ Ｂｏｕｓａｉｓｉ 角田 かりん 様

熊本県立大学総合管理学部総合管理学科 豊嶋 祥太 様

熊本県立大学総合管理学部総合管理学科 中村 篤志 様

仙台ＪＣ しあわせな未来を想い描く創造委員会 委員長 三浦 雄一

仙台ＪＣ しあわせな未来を想い描く創造委員会 副委員長 百々 尚之

仙台ＪＣ しあわせな未来を想い描く創造委員会 幹事 黒島 悠碁

＜タイムスケジュール＞

１２：３０ リハーサル、接続確認

１３：００ 開会、事業趣旨説明

１３：０４ 参加者紹介

１３：１２ 取材結果公表

１３：２０ 各自防災活動の紹介

１４：００ 課題解決策の検討 トークセッション

１４：５０ 総括

１５：００ 閉会
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＜オンライン防災トークの進め方＞

１．事業趣旨説明

２．参加者紹介

３．課題の共有

平時における町内会の防災課題の紹介 仙台ＪＣ百々副委員長

・年間防災活動の頻度と内容

・各町内会が抱える防災課題

・平時の防災活動において仙台市（行政）への要望

４．各自防災活動の紹介

・町内会での実例 山の寺町内会 枡澤慶悦様

福住町町内会 菅原康雄様

・ＳＢＬ（地域防災リーダー）、防災士活動 若生彩様

・令和２年豪雨災害九州地区のコロナ禍における避難所対応等について 柳原志保様

・行政の対策 市議会議員 田村勝様

５．課題解決策の検討 トークセッション

コロナ禍における町内会の防災課題の紹介 仙台ＪＣ黒島幹事

・普段の防災活動にて感染症対策は講じていたか

・コロナ禍における地域防災の影響

・コロナ禍を経て、今後の町内会独自での新たな対応策や検討案

・防災活動の中での新型感染症対策について、仙台市（行政）への要望

・上記についての各自の意見を伺う

６．総括

行政提言に向けた参加者意見のとりまとめ
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③動画配信

２０２０年１１月２４日（火）予定

＜概要＞

オンライン防災トーク動画を仙台青年会議所公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにて公開します。

配信した動画については委員会Ｆａｃｅｂｏｏｋページや仙台市広報物のＳＢＬ通信等にて取

り上げていただき市内町内会への視聴を促進します。

（編集動画公開期間２０２０年１１月２４日～２０２１年１１月２３日予定）

仙台青年会議所公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル▽

https://www.youtube.com/channel/UCRyZRXuI8bmwXH1meeo_2jA

しあわせな未来を想い描く仙台創造委員会Ｆａｃｅｂｏｏｋページ▽

https://www.facebook.com/Disaster.prevention.environment.city.Sendai

④仙台市長へ提言書を提出

提言書提出：２０２０年１１月２４日（火）

提出先 ：仙台市長 郡 和子 様

＜概要＞

本事業の活動内容を集約し、仙台市へ提言書の提出を行います。

⑤アンケートの実施

事業終了後、事業参加者にアンケートを実施し検証します。

https://www.youtube.com/channel/UCRyZRXuI8bmwXH1meeo_2jA
https://www.facebook.com/Disaster.prevention.environment.city.Sendai
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■調査概要

● 調査名

町内会における防災課題及びコロナ禍での防災課題の調査

● 調査の趣旨

コロナ禍での今後の新しい防災活動の在り方を見出す、『オンライン防災ト

ーク』（令和２年１０月３１日）開催の主テーマとしての現況調査活動

● 調査方法

調査期間：令和２年９月１日から令和２年９月３０日

調査対象：取材許可の下りた１５地区

（対象町内会２４１町内会、対象世帯９０，６２８世帯）

調査方法：地域代表者に対する聞き取り取材



■平時における町内会の防災課題

地区名
町内
会数

世帯数
（世帯）

町内会における防災課題 人材不足
避難所不

足
高齢化問

題
訓練不足 その他

片平地区 9 5,939 
・災害時の要援護者対応 1

・避難所の閉鎖見極め 1

北仙台地区 18 4,120 
・共働き世帯が多く平日の日中に災害が発生した
場合、町内で活動ができる人が少ない 1

八幡地区 32 6,646 ・新たな担い手不足 1

川平学区 5 3,430 

・担い手の不足 1

・高齢化問題 1

・災害時の情報共有方法の不足 1

岩切地区 15 6,797 

・訓練不足 1

・避難所不足 1

・避難所での住民間トラブル（ルール無知） 1

福住町内会
（高砂地区）

49 19,281 
・防災活動の為の資金不足 1

・女性防災リーダーの育成 1

原町地区 12 7,017 
・避難所不足 1

・防災意識、方法に対しての周知の徹底 1

新田学区 10 6,629 ・避難所不足 1

大和地区 10 5,028 

・高齢者の移動手段 1

・防災訓練が一般的なことしか出来ていない 1

・若手の担い手不足 1

南小泉地区 31 6,823 

・高齢化問題 1

・若年層の訓練参加率が低い 1

・財政難 1

南材地区 26 4,768 

・執行部の若手不足 1

・執行部の人材が安定的でない 1

・避難所不足 1

荒町地区 11 3,782 
・避難所不足（パンク経験有り） 1

・担い手がいない 1

山の寺地区 2 1,282 
・多くの世帯が踏み込んだ訓練ができていない 1

・要援護者の対応 1

泉中央第一町内会
（泉中央地区）

7 7,249 

・要援護者の対応の限界 1

・訓練参加者の不足 1

・帰宅困難者を含む避難者の受け入れが難しい 1

市名坂東町内会
（泉中東地区）

4 1,837 

・災害が起こる時間毎の対策 1

・感染症の対応（コロナ、ノロウィルス等） 1

・災害時避難所との連絡体制・情報共有 1

合計 241 90,628 合計 9 6 4 5 10 

ｐ.７



■平時における町内会の防災課題

課　題 主な概要

人材不足

避難所不足

高齢化問題

訓練不足

その他

人不足の他、若年層及び女性の町内会参加が消極的等。

地域の世帯数に対して、避難所の収容人数が少ない。日中の災害の場合、就業に来て帰宅困難者となる
人や隣の地区の住人が来た場合も対応が出来ない等。

避難訓練にバリエーションが無い。地域性を鑑みた適切な訓練、大規模な訓練ができていない。

町内会役員が高齢化し、新しいことに対処できない、要救護者の対処が出来ていない等。

町内会の財政難故に防災関連の道具を揃えられない、一般の人の防災知識が不十分な為、トラブルにな
る。住民や町内同士への情報共有が出来ていない等。

人材不足

28%

避難所不足

18%

高齢化問題

12%

訓練不足

15%

その他

27%

町内会における防災課題

対象町内会

241町内会

対象世帯数

90,628世帯

2020年10月7日現在
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■地域別の防災課題

地区名 地域毎の防災課題

片平地区

地震災害：（1）家屋倒壊、塀倒壊、電柱等の転倒、がけ崩れなど
　　　　　　  （2）津波による河川逆流

暴風雨災害：（1）河川氾濫　（2）災害時要援護者対応　（3）内水問題

北仙台地区
地形的に洪水は大丈夫だが、土砂崩れや家に被害がある可能性がある

高台なので風通しがよく、火が燃え移りやすい為、火事が起きた時が心配

岩切地区
七北田川が増水すると治水している田園の水路が詰まってしまい
そこから住宅へ床上浸水の原因となる

新田学区

近くに梅田川が流れており、冠水などの水害が発生する可能性が高い

水害を軽減させることで避難者の数が減少するので、ポンプ場の建設や、
水害対策を重点的に行っていきたい。

大和地区

地下鉄が通り表通りは活性化しているが裏通りが過疎化
バスの運行廃止など

場所によって豪雨時に水没するおそれのある地域がある

荒町地区 集会所が無い

泉中央第一町内会
（泉中央地区）

大型商業施設や企業が多くあり、他に地区から働きにきている人が多い地
域のため、日中に災害が発生した場合にその方々が帰宅困難者となるお
それがある

慢性的に駅周辺が渋滞しており、災害時にはさらに身動きがとれなくなると
予想される
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■新型感染症による町内会の防災活動への影響

地区名 町内会数
 世帯数
（世帯） 

影響内容

片平地区 9        5,939 
・予定していた防災訓練中止

・感染症対策の為、防災マニュアルの見直し

北仙台地区 18        4,120 

・防災訓練の他、夏祭りなどのイベントが中止

・１１月にコロナ禍でのマニュアルに沿って少人数で防災訓練を行う

・高齢者のコミュニケーションを取る場所が皆無

八幡地区 32        6,646 ・予定していた防災訓練、その他活動も中止

川平学区 5        3,430 ・予定していた防災訓練、その他活動も中止

岩切地区 15        6,797 ・予定していた防災訓練、その他活動も中止

福住町内会
（高砂地区）

49      19,281 

・予定していた防災訓練、その他活動も中止

・１１月に町内会長主導のもと、規模縮小で有志により取り組みを予定、現況で地域住民へ
の意識啓発を目指す

原町地区 12        7,017 
・予定していた防災訓練、その他活動も中止

・SBL、連合会で独自のコロナ禍避難所マニュアルを作成

新田学区 10        6,629 

・予定していた防災訓練、その他活動も中止

・集会所の使用禁止

・役員で今後の対策を検討

大和地区 10        5,028 ・予定していた防災訓練、その他活動も中止

南小泉地区 31        6,823 ・予定していた防災訓練、その他活動も中止

南材地区 26        4,768 

・予定していた防災訓練、その他活動も中止

・１０月に感染症対策を講じた訓練予定

・活動は中止にするのではなく出来る限り縮小にする

荒町地区 11        3,782 
・予定していた防災訓練、その他活動も中止

・コロナ禍での対策を練っている

山の寺地区 2        1,282 
・町内会単独での防災訓練は全て中止

・連合会合同防災訓練は人数の縮小と座学へ切替規模を縮小

泉中央第一町内会
（泉中央地区）

7        7,249 ・予定していた防災訓練、その他活動も中止

市名坂東町内会
（泉中東地区）

4        1,837 ・予定していた防災訓練、その他活動も中止

対象町内会
241町内会
対象世帯数
90,628世帯

p. 10



■コロナ禍での防災活動の課題

改定マニュアルに基づく避難所運営の見直し
及び実施訓練

1

高齢者の触れ合い 1

積極的に活動を行える人材 1

三密にならないようにする避難所運営と場所の確保 1

自主避難の周知 1

物品の不足 1

感染者が出た場合の避難所での対応手順 1

不足備品の確認 1

自主避難の周知 1

三密を意識した訓練 1

物品の確保 1

防災意識のある人材の育成 1

防災活動を地域住民主導で行う 1

防災意識の向上 1

避難所での対応の在り方や対策 1
減災に力を入れ、避難者を減少させる 1
物品の不足 1

自主避難の周知 1

避難所利用者の制限による差別問題 1

マニュアルの改訂 1

避難所の確保と密にならない運営 1

避難所不足による三密になりやすい避難所環境

感染症対策を講じた避難所運営

町内会活動を安易に中止せずコロナ禍にあった規模
での活動

1

物品の不足 1

物品の調達 1

感染症のチェックリスト作成 1

衛生用品の備蓄 1
防災計画書の更新 1
自主避難の周知 1
新たな避難所の運営 1

コロナ禍での防災活動の学習 1

町内会や隣人同士のつながりを強めていく 1

8 6 6 4 8

防災活動 物資不足
自主防災
の推進

その他

南小泉地区

新田学区

地区名

北仙台地区

岩切地区

大和地区

泉中央第一町内会
（泉中央地区）

市名坂東町内会
（泉中東地区）

課題
避難所
運営

1

南材地区

荒町地区

山の寺地区

片平地区

八幡地区

川平学区

福住町内会
（高砂地区）

原町地区

避難所運営

防災活動

物資不足

自主防災の

推進

その他

コロナ禍での防災課題

対象町内会

241町内会

対象世帯数

90,628世帯
2020年10月7日現在
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■コロナ禍での今後の感染症対策

3 2 4 3 1 4

・以前からインフル感染者等を想定した対策はしている。

・以前からインフル感染者等を想定した対策はしている。

新田学区
・コロナ禍でも避難所での対応の在り方や対策を講じていくこ
とが重要だと考えているが現状では未定。

市名坂東町内会
（泉中東地区）

地区名 今後の感染症対策

南材地区
・浸水地域の住民のみ避難所への避難優先。
その他は自宅での垂直避難を推奨。

北仙台地区 ・感染症対策を追記した避難所マニュアルの改訂。

岩切地区 ・未定

原町地区

大和地区
・現状では検討できない。
・自主避難を推奨する。

福住町内会
（高砂地区）

・防災訓練の規模縮小。地域住民への意識啓発に主眼。

片平地区 ・対策の必要性を感じているが具体策は未定。

山の寺地区
・コロナ禍の状況を想定した防災研修を実施予定。
それを踏まえて今後の活動を検討。

南小泉地区
・防災活動マニュアルの改訂。
・密にならないなどの対策、換気、除菌、マスク徹底の啓蒙。

泉中央第一町内会
（泉中央地区）

・市より支給された消毒液、マスクの使用徹底。
・感染症の有識者を招いての研修を開催予定。

川平学区 ・以前からインフル感染者等を想定した対策はしている。

八幡地区 ・コロナ感染の疑われる方の避難所での対応手順を検討。

荒町地区 ・以前からインフル感染者等を想定した対策はしている。

1

具体策未定

1

1

1

1

感染予防備
品使用の徹

底

1

1

訓練・研修
で意識啓発

1

1

1

以前からの
インフル対
策等を維持

1

1

1

自主避難の
推奨

1

1

避難所運営
マニュアル
改訂・検討

1

1

避難所運営マニュアル

改訂・検討…

自主避難の推奨
12%

以前からのインフル対策

等を維持
23%

訓練・研修で意識啓発
18%

感染予防備品使用の徹底

6%

具体策未定
23%

コロナ禍での今後の感染症対策

対象町内会

241町内会
対象世帯数

90,628世帯

p.12



Ｑ：平時の防災活動について、仙台市（行政）への主な要望 

 

・基本的に地域住民数に応じて避難所の収容人数が不足している。地域の企業やマン

ションを緊急時に避難所として使用できないか行政側から交渉してほしい。 

・平日は皆自宅ではなく仕事先にいる場合が多いので、企業を巻き込んだ防災事業を

行って欲しい。 

・自主避難の考えや計画を作成し広めて欲しい。 

・夜避難する場合の照明がない場合での避難方法も検討すべき。 

・地域レベルでのハザードマップの作成支援。 

・公共交通機関の広告スペースを使い、近隣の避難所の位置を掲載してほしい。 

・災害に対する啓発や防災に対する意識向上できるような、『見て学ぶ』広告を増やして

ほしい。 

・地域防災に関しての情報交換の場の構築。意見交換等。 

・仙台都市部の下水道整備事業（合流式→分流式）の取り組みを実現してほしい 

・小規模な避難所を増やしてほしい。 

・ＳＢＬの団体化。 

・ＳＢＬがうまく機能している地区がある場合はその情報を他地区に情報共有する場を構

築してほしい。 

・自主避難の考えを進めていくべき。 

・慢性的な渋滞が発生している地域では災害時に混乱が予測される。平時から渋滞が発生

している地域の解消もしくはその地域に特化した避難が計画されていることが防災環

境都市だと思う。 

 

 

p. １３ 



Ｑ：新型感染症対策について、仙台市（行政）への主な要望 

 

・感染症対策のマニュアル説明を受けたが、実用性までは検討されていないと感じる。

ソーシャルディスタンスを保つ場合、対応資材、避難所の確保が難しい。 

・実効性のある避難マニュアルの作成してほしい。 

・段ボールベッド、間仕切り、マスク、除菌用資材等を支給してほしい。またはサンプ

ル品を訓練用で支給してほしい。もしくは調達先の確保等を支援してほしい。 

・密にならない避難所運営は成り立たない。避難の仕方を抜本的に考え直す必要がある

のではないかと思う。 

・自主避難を推奨し、必要な人のみが避難所を利用できるようにしていくべき。 

・災害時、各地域へ医師が適切に配置されるよう医師会と協力して決めてほしい。 

・感染症のチェックリストのひな型を作成し配布してほしい。 

・ソーシャルディスタンスを図ると避難所が圧倒的に足りない。行政主導で公共性説以

外の避難所の確保を推進してほしい。 

・コロナ禍でのＳＢＬと地域との連携の在り方のガイドラインの作成。 

・感染症専門の避難所の設立。 

・避難所である学校の体育館等の他に、感染者用として教室を利用する計画だが、その

場合のマニュアルの作成と専門家の指導を仰ぎたい。 

・去年の水害時にマニュアルが途中から変更となったが、周知されなかった。周知方法

の変更も検討してほしい。 

p. １４ 



p. 1５

■調査総評

地域町内会の防災活動の調査結果により対象全ての地域が新型感染症の影響

を受けており、本年度の防災活動および町内会イベントが中止または延期とな

っております。新型感染症の収束が見えない中、現状の感染症対策として、主

に避難所運営マニュアルの改訂、防災訓練の規模縮小、自主避難の推奨などで

あり今後の防災活動の確固たる先行きが定まっておりません。

以上の現状課題に加え、平時より町内会の防災活動の課題として役員の高齢

化、若年層の担い手不足があります。町内会役員の高齢化の問題点として、町

内会役員に高齢者が多くパソコンなどの電子機器の扱いに慣れていないため町

内会のＩＴ化が遅れ行政からの連絡も書面の郵送物に頼っております。メール

等の使用が浸透していないデメリットとして、情報共有のタイムラグが発生、

行政の通達の一方通行、書面郵送のコスト、町内会の中でも未だに回覧板での

情報共有が主となっております。災害はいつ何時でも起きうる可能性があるた

め、新型感染症が蔓延する中であっても防災活動を怠ることはできません。

防災環境都市仙台として、このコロナ禍を新たな防災活動の在り方を見出し、

これまでの課題も解決する進化の契機と捉え、町内会のＩＴ環境整備の推進を

提案します。接触の回避、ＩＴ担当としてネットに強い若年層の町内活動への

取り込み、行政からの情報を適時受け取る体制の構築、ＳＮＳ、オンラインの

活用により町内会の活動を対外に広く発信または共有することでマンネリ化の

打破、活動のモチベーション向上、ガラパゴス化している町内会各自の取り組

みの平均化及び底上げが促進され、これまでに接触型の活動にネット環境が整

備されることにより今後のハイブリッドな防災活動の下地が整備されると考え

ます。



■仙台市への提言

防災環境都市仙台２０２１年度オンライン防災トークの開催の提案

＜提案概要＞
　防災環境都市仙台としてこのコロナ禍を新たな防災活動の在り方を見出し進化の契
機と捉え、町内会のＩＴ化推進を提案します。不要な接触の回避、ＩＴ担当として
ネットに強い若年層の町内活動への取り込み、行政からの情報を適時受け取る体制の
構築、ＳＮＳ、オンラインの活用により町内会の活動を対外に広く発信または共有す
ることで防災活動のマンネリ化の打破、モチベーションの向上、ガラパゴス化してい
る町内会各自の取り組みの平均化及び底上げによる市民の防災力向上します。
本年度青年会議所にて実施した防災事業の結果（アンケート結果参照）により、参

加町内会様からＩＴ化推進（オンラインの活用）に関して、今後も積極的に取り入れ
たいとの前向きなご意見を頂戴しました。また、参加者同士で新たな連携が推進され
るなど効果的な結果がありました。町内会役員の高齢化により、役員のパソコンや電
子機器に対する苦手意識を払拭するため、パソコンに触れ、操作する機会を創出し、
日常的に使用することで副産物的にメールの活用等が促進されると考えます。町内会
窓口に対し、メール、オンラインでの打合せなどが可能となった場合、行政、市民間
の連絡のタイムラグが解消する上、今後の地域の防災活動の取り組みの幅が断然に広
がると考えます。そのためのきっかけとして、このようなイベントを開催することで
その後の効果の実現につなげる一歩として必要な入口と考え本事業を提案します。

＜目的＞
・町内会のＩＴ化促進による情報共有環境の整備推進。
・高齢者自らが既存のＩＴ機能に触れることで町内活動の幅を広げる。
・若年層の町内会活動への関りを促進する。
・ＩＴによる地域間の交流推進。
・他の地域の取り組みを知る機会及び自分の地域の取り組みを発信する機会の創出。
・ペーパーレスの推進。

＜効果＞
・行政や市民からの情報がいつ何時も迅速に共有される仕組みが構築される。
・情報弱者を無くし、地域の防災活動の幅が広がる。
・若年層が地域町内会活動に関わることで次世代の担い手候補が育成される。
・地域間の防災格差が無くなり市全体の防災力が底上げされる。
・継続的な防災活動のモチベーション向上。
・ペーパーレス化による環境負荷軽減、回覧板等廃止による効率化の実現。
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仙台市内町内会

仙台市

オンライン防災トーク開催（町内会代表者）

防災活動情報の共有

町内会への波及

仙台市民の防災力向上

オンライン環境整備 接続・使用補助①町内会の若年層の取り込み
接続・使用補助②学生団体連携
接続・使用補助③外部ボランティア団体との連携

参加案内、広報

参考実例：山の寺第二町内会
町内会費でパソコン・ＷＩＦＩ・パブリックビューイング
環境の整備

市広報物、仙台市公式ＳＮＳ、ラジオ等

・行政や市民からの情報がいつ何時も迅速に共有される仕組みが構築される。
・情報弱者を無くし、地域の防災活動の幅が広がる。
・若年層が地域町内会活動に関わることで次世代の担い手候補が育成される。
・地域間の防災格差が無くなり市全体の防災力が底上げされる。
・継続的な防災活動のモチベーション向上。
・ペーパーレス化による環境負荷軽減、回覧板等廃止による効率化の実現。

先進的な防災環境都市仙台として世界の模範となり震災でいただいた支援に感謝を示す

＜参考実施費用＞
・ＺＯＯＭ（ホストのみ有料）20,100～27,000円/年
※オンラインツールとしてＺＯＯＭ使用の場合
・町内会環境整備（既存利用、町内会予算にて対応）0円
・外部講師料（必要な場合）10,000～50,000円/回
・参加募集広報費（既存利用）0円
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参考資料



事業参加者アンケート結果



2020/11/19 しあわせな未来を想い描く仙台創造事業〜誰ひとり取り残さない︕仙台防災Ｗｏｒｋ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ〜

https://docs.google.com/forms/d/1JrQA8Hj0ZW5CpS3Q3JBOqsfI7cCgTNzF5Kh-BLO6Vvo/viewanalytics 1/6

本事業を通じて、⾃⾝の防災・減災意識をより⾼めることができました
か。
7 件の回答

しあわせな未来を想い描く仙台創造事業
〜誰ひとり取り残さない︕仙台防災Ｗｏ
ｒｋ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ〜
7 件の回答

分析を公開

防災・減災意識を⾼めることが
できました
防災・減災意識をまあまあ⾼め
ることができました
防災・減災意識を⾼めることが
できませんでした100%

https://docs.google.com/forms/d/1JrQA8Hj0ZW5CpS3Q3JBOqsfI7cCgTNzF5Kh-BLO6Vvo/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


2020/11/19 しあわせな未来を想い描く仙台創造事業〜誰ひとり取り残さない︕仙台防災Ｗｏｒｋ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ〜

https://docs.google.com/forms/d/1JrQA8Hj0ZW5CpS3Q3JBOqsfI7cCgTNzF5Kh-BLO6Vvo/viewanalytics 2/6

理由
7 件の回答

様々な⽴場の⽅の取組みや意⾒をうかがえたため

多くの意⾒や、活動を聞くことが出来たから

防災先進地である仙台の取組を知ることができた。

皆さんにお話いただくことで、取り組んておられる防災活動だけでなく、考え⽅やお気持
ちを知ることができ、⼼に刻まれました。

各個⼈の意⾒や、考えを聞くことにより⾃分⾃⾝も含め改めて防災の意識を⾼めることが
できました。

各団体や個⼈において、取り組みが、いろいろあり感⼼しました。当町に適した選択が出
来ます。

参加した皆様の活動から、防災啓蒙活動の新たな展開、⼿法等を学ばせていただきまし
た。

本事業を通じて、他の関係者と連携し地域課題の解決策を⾒出せました
か。
7 件の回答

連携し解決策を⾒出せました
連携し解決策をまあまあ⾒出せ
ました
連携し解決策を⾒出せませんで
した

42.9%

57.1%
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理由
7 件の回答

ICT機器を利⽤しての情報共有等、課題を解決していくための⼿法を⾒いだせた

⾊々な⾓度から防災について考えることが出来たから

⾃治会や⼤学⽣、防災⼠などさまざま⽴場の声や取組を学んだため

解決策の候補や新しい取り組みへのヒントがたくさんあった。

まだ最初ですが、更に話し合いを⾏うことでより良い解決策が⾒いだせると思います。

防災の取り組みの種類と強い緊迫度が伝わってきました。

災害時の迅速な情報取得の⽅法や、協⼒体制づくりに、若い⽅々のスキルやネットワーク
が活かされる事を実証してくれたと思います。

本事業を通じて、地域防災⼒の向上に関わる有益な機会となりましたか。
7 件の回答

地域防災向上の有益な機会にな
りました
地域防災向上の機会にはなりま
した
地域防災向上の機会になりませ
んでした100%
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理由
7 件の回答

他地域の取組みを知ることが出来たことが有益であった

仙台市、学⽣、⺠間、町内会の繋がりができたから

オンラインでの防災啓発の⼊り⼝を学べた

新しい時代の防災⼒を裏付けられるように感じたから

各地域のそれぞれ抱えている問題や対策をお話することができたからです。

いろんな取り組みの種類と多くの⼥性参加の⼯夫など

コロナ禍の制限がある中でも、熱意を持って地域防災に取り組む皆様の活動をzoomで共
有できた事、仙台と熊本をつないで学びあえたことの成果が沢⼭ありました。

ご⾃⾝が⾏う活動に本事業は意義のある内容でしたか
7 件の回答

⾮常に有意義だった
まあまあ意義はあった
どちらともいえない
意義はなかった

100%
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理由
7 件の回答

個⼈的にも防災に対する意識向上となった機会になったと感じます。

多くの地域の意⾒を聞くことが出来たのでとても参考になりました

さまざま⽴場の声をきけたため。

今後の⾃⾝の活動のちからとなりました。

⾃分⾃⾝が成⻑できるとても貴重な時間であり、今後の活動や⽣活に活かしていきたいと
思いました。

オンラインの会議や情報伝達のあり⽅などを教えていただいた事

仙台、県内の町内会の先進的な取組みや課題を共有することにより、良いところを学び合
える貴重な機会でした。⾃分の町の防災活動に活かしていきたいと思います。
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本事業を通じての感想、意⾒等があれば記載願います。
6 件の回答

このコンテンツは Google が作成または承認したものではありません。 不正⾏為の報告 - 利⽤規約 - プライバシー
ポリシー

⾮常に⼤事な取り組みであったと思います。また個⼈的にも勉強させて頂いた機会
となりました。今後の皆さまのご活躍期待しております。

また、第⼆弾も期待します︕

素晴らしい事業と感じています。事業の継続、連携、また提⾔提出など、これから
の仙台を繋ぎ、変えいく役割を期待いたします。

貴重な体験ありがとうございました︕

参加者や報道関係などの図⽰した全体像があるとよいな

仙台⻘年会議所の皆さまの⾏動⼒、発想⼒は本当に素晴らしいと思いました。今回
SBL、防災⼠として参加させていただき、沢⼭のことを学ばせていただきました。
⾄らないところが多々あったと思いますが、ご容赦ください。参加させていただ
き、ありがとうございました。これからも地域のお節介なおばちゃんSBL、防災⼠
の1⼈として、楽しく、地道に活動していきたいと思います。今回いただいたご縁を
⼤切にして、何かの形で恩返しをして⾏けたら幸甚です。

 フォーム

https://docs.google.com/forms/d/1JrQA8Hj0ZW5CpS3Q3JBOqsfI7cCgTNzF5Kh-BLO6Vvo/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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事業同行者の感想

福祉大学防災士協議会Ｔｅａｍ Ｂｏｕｓａｉｓｈｉ関駿真様 角田かりん様

今回仙台青年会議所さんと同行し調査することで、各町内会特有の防災活動・減災に対し

ての考え方・対策などを学ぶことが出来ました。活動を通して、町内会は地域の防災･減災

を行う上で重要な核となる存在だと感じることができ、多くの人達と触れ合い話し合うこ

とで自分自身の視野が広がりました。

防災トークを通して防災・減災に対して様々な角度からフォーカスを当てることができ、

貴重な体験となりました。今回はコロナの問題もあり、オンラインという形で行いました

が、防災トークを通しオンラインの可能性を見いだせることが出来ました。コロナ禍だか

らこそオンラインを活用することで更に多くの人達と繋がりを持てると思います！
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１．取材の様子

２．取材の様子



３．取材の様子

４．取材の様子



５．取材の様子（備蓄倉庫を案内してもらう）

６．取材の様子



７．取材の様子

８．取材の様子（備蓄倉庫を案内してもらう）



９．オンライン防災トーク（各自防災活動の紹介）

１０．オンライン防災トーク（各自防災活動の紹介）



１１．オンライン防災トーク（トークセッション）

１２．オンライン防災トーク（トークセッション）



１３．オンライン防災トーク（トークセッション）

１４．オンライン防災トーク



１５．オンライン防災トーク

１６．オンライン防災トーク



１７．オンライン防災トーク

１８．オンライン防災トーク
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