
No 第４階層 （単元） No 第５階層 （単元の「章」のまとめ） 第６階層 （学習内容）

・災害と防災の基本

・繰り返される災害

・地域を知ることの重要性

・数値データを見るときの注意点

・重くなる基礎自治体の役割

・時間経過に応じた災害対応

・災害対策の流れ

・自然災害の発生要因とリスク評価の考え方

・災害関連法、防災計画、被害想定の概要

・自助、共助、公助の役割

・主な「事前対策」業務の概要、実施上のポイント

・主な「直前対策（警報避難）」業務の概要、実施上のポイント

・主な「災害対応業務（発災直後）」業務の概要、実施上のポイント

・主な「災害対応業務（救助・救急、医療及び消火活動）」業務の概要、実施上のポイ
ント

・主な「災害対応業務（被災者支援）」業務の概要、実施上のポイント

・主な「災害対応業務（復旧復興）」業務の概要、実施上のポイント

・主な災害対策関係法律の類型、体系

・災害対策基本法の概要

・その他の災害対策関係法律・体制の概要

・防災計画の体系と法的位置づけ

・防災基本計画の構成と特徴

・防災基本計画の修正の経緯と修正内容

・防災基本計画における災害応急対策

・防災業務計画と地域防災計画の関係

・最近の国の取組み（南海トラフ、首都直下地震の特別措置法）

・地域防災計画の概要と動向

・地方公共団体の業務継続計画の概要と策定状況

・地震発生のメカニズム（海溝型地震、内陸（直下）型地震）、被害の概要

・地震災害の事例（被害、避難）

・津波発生のメカニズム、被害の概要

・津波災害の事例（被害、避難）

・地震災害と津波災害の被害想定、ハザードマップ

・津波警報・注意報

①防災基礎 　　　研修内容整理表（第４階層～第６階層）

1 防災基礎総論

2 防災行政概要

災害法体系3

4

防災活動全体の流れ

地域防災計画の概要2

地震災害と津波災害の防災対策2

防災計画

5 地震・津波のメカニズムと実態

1

防災・危機管理の基本的な考え方1

防災基本計画の内容1

防災活動に関連する法令の概要1

防災活動の概要2

1 地震と津波のメカニズムとその被害
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No 第４階層 （単元） No 第５階層 （単元の「章」のまとめ） 第６階層 （学習内容）

・大雨のメカニズム

・高潮のメカニズム

・土砂移動現象のメカニズム

・竜巻のメカニズム

・土砂災害の被害の概要

・浸水害（内水氾濫）の被害の概要

・洪水害の被害の概要

・暴風による災害の被害の概要

・高潮による災害の被害の概要

・高波による災害の被害の概要

・竜巻による災害の被害の概要

・風水害による人的被害の実態

・風水害と防災気象情報

・「避難」について考える

・活火山と火山現象のメカニズム

・火山噴火による被害の概要

・火山災害の被害想定、ハザードマップ

・火山災害対策

・災害対応のイメージトレーニング

・災害発生前後の行政対応の具体的な流れ

・対応上の課題、教訓

火山のメカニズムと実態

2 火山災害の防災対策の概要

火山のメカニズムとその被害

風水害の防災対策の概要2

8・9 災害対応過程と態度を学ぶ 1
災害対応過程と態度について具体的な
事例

1 風水害のメカニズムとその被害

6 風水害のメカニズムと実態

7

1
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No 第４階層 （単元） No 第５階層 （単元の「章」のまとめ） 第６階層 （学習内容）

・災害対応の流れの中の災害予防の位置づけ

・大震災後の防災対策全体の再構築と災害対策基本法改正

・災害予防における留意事項（被害想定に存在する幅を理解し住民啓発時に注意す
べきことなど）

・自助、共助、公助の意味と、災害予防における意味

・防災における共助の重要性と災害予防で必要な対応

・自主防災組織・地域の市民団体、民間企業、災害ボランティア等の特徴

・民間主体との連携における行政側の備えと心構え

・外部からの支援における地域の受援力の重要性

・国土保全及び避難施設の被害抑止対策

・公共・公益的施設の被害抑止対策

・住宅・建築物の被害抑止対策

・土地利用その他の計画面の被害抑止対策

・大規模地震への防災・減災対策

・地域防災計画の目的、法的位置付け

・地域防災計画の災害への備えのための役割

・地域防災計画の策定プロセスの概要

・地区防災計画制度の目的と作成方法概要

・地区防災計画の主な事例、展望

・災害への備えのため防災計画を活用する考え方・基本的方策

・法定の防災計画を補完する計画・マニュアル等の活用

・災害ボランティアの種類と特性

・阪神淡路大震災（ボランティア元年）以降のボランティア活動の変遷

・災害ボランティアの防災での意義、行政との役割分担、法的位置づけ

・被災時の災害ボランティア活動の基本的な動き

・災害ボランティアセンターの役割と機能、仕組み、担い手

・災害ボランティアの災害現場での活動事例と課題

・災害ボランティア団体の全国、地域内連携、各レベルの行政との連携

・災害ボランティア活動の今後の展望

・自主防災組織の目的と法的位置づけ

・自主防災組織に関する現行制度の概要

・自主防災組織の現状、活動事例、課題・限界

・避難行動要支援者名簿作成の役割と留意点

・避難行動要支援者の避難支援・避難誘導の役割と留意点

・地域におけるマンションの管理組合等の役割と関係づくり

・その他の地域コミュニティの防災の担い手と関係づくり

・地域コミュニティの自主的防災体制の充実に向けた方向性

1
所属団体の減災対策（災害予防）にお
ける自助、共助の促進策

・自助、共助の促進策

2 民間部門との連携のあり方 ・民間部門との連携のあり方

②災害への備え 　　　研修内容整理表（第４階層～第６階層）

5 「災害への備え」ワークショップ

4 地域の自主的な防災活動

1 自主防災組織の目的と制度概要

2
自主防災組織に期待される役割と現
状、課題

3
地域の他の自主的な防災団体の役割
と現状、課題

3 災害ボランティア

1
災害ボランティア及びその活動の位置
づけ・種類・特長

2
災害ボランティアの受入れ・調整に関す
る現地での仕組み

災害ボランティアの活動の実際と課題、
展望

3

2 「災害への備え」としての地域防災計画

1 地域防災計画の目的と概要

2 地区防災計画の目的と概要

地域の防災政策を進めるにあたっての
防災計画等の活用

3

1 「災害への備え」総論

1
災害予防の防災の中の位置づけ及び
主な内容

2
災害予防における自助、共助、公助の
意味と共助の重要性

3
防災における民間主体との連携のあり
方

4 代表的な被害抑止対策
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No 第４階層 （単元） No 第５階層 （単元の「章」のまとめ） 第６階層 （学習内容）

・行政の業務継続計画（BCP)及び業務継続マネジメント（BCM)の概要

・行政のBCPの重要事項（小規模市町村向け6項目など）

・災害時の地域活動の継続・早期復旧の考え方

・参集人員及び代替の人材の確保と職員の安全

・電力、通信、情報のバックアップの重視

・BCPでの受援計画、広域連携の活用の重要性と主な方法

・行政の代替拠点の必要性

・代替情報拠点の選定の考え方、方法

・定期的な訓練、維持管理、見直しの重要性と主な方法

・首長その他の幹部のリーダーシップ・関与の重要性

・住民向けの防災の啓発の意義と基本的・効果的な方法

・住民向けの防災の啓発の優良事例

・住民の防災活動の啓発における留意事項
　～高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者への配慮
　～被災時の男女ニーズの違い等、男女双方の視点の考慮
　～支援を行う者の側の安全確保の重要さの強調

・災害教訓の伝承の意義と基本的な方法

・災害の教訓や災害文化を伝える取組事例（石碑やモニュメント、行事、地形等）

・地域コミュニティの防災訓練の意義と基本的な方法

・地域での防災訓練の優良事例と実施上のポイント

・防災教育の意義と制度上の位置づけ

・防災教育の基本的な方法と実施上のポイント

・学校での防災教育が注目される背景、防災教育の意義

・文部科学省の防災教育カリキュラムの考え方と内容

・学校教育又は課外活動における防災教育の優良事例（防災教育チャレンジプランな
ど）

・地域コミュニティ（住民・企業等）向けの防災教育の意義と現状

・地域コミュニティ（住民・企業等）向けの防災教育の優良事例（防災教育チャレンジプ
ランなど）

・指定（地方）公共機関である企業の防災での役割

・指定（地方）公共機関と行政との連携のあり方

・「企業防災」に関する災害関連法令の規定

・企業が担える役割、果たすべき役割の概要

・企業との災害協定の重要性

・国及び地方公共団体と企業等との協定締結の現状と拡がり

・企業の事業継続計画（BCP）の経済・社会的な意義と特徴

・企業のBCPと企業の社会的責任（CSR)

9 企業防災

1
指定（地方）公共機関である企業の防
災での役割と行政との連携

2 災害対応における企業の役割

3 災害協定の重要性と協定締結状況

4
企業の事業継続計画（BCP）の意義と
特徴

8 防災教育

1 防災教育の意義と基本的な方法

2
学校教育又は課外活動における防災
教育の具体的な事例

3
地域コミュニティ向けの防災教育の具
体的な取り組み事例

2 災害教訓の伝承の意義と具体的事例

3
地域の防災訓練の意義と基本的な方
法

7 住民啓発・災害教訓の伝承

1
住民向けの防災の啓発の意義と留意
事項

4 訓練、維持管理、見直しの重要性

6 行政のBCM

1 行政のBCP、BCMの意義と必要要素

2

3
特に、行政庁舎の代替拠点の確保の必
要性の選定方法

重要業務に不可欠なリソースの確保の
重要性と主な方法
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No 第４階層 （単元） No 第５階層 （単元の「章」のまとめ） 第６階層 （学習内容）

・防災における人材育成とは何か

・人材育成に関する取組の経緯

・災害対策基本法における規定

・防災基本計画における規定

・地域防災計画における規定例

・人材育成手法の全体像

・訓練・研修を通じた防災に関する人材育成とその手法

・e-ラーニングの取組

・被災地派遣（OJT）による人材育成

・人材育成の対象者の考え方

・対象者の役割に応じた育成上の留意点

・対象者のキャリアに応じた育成上の留意点

・人材育成プログラムの必要性

・人材育成プログラムのイメージ

・訓練大綱の概要

・国が実施している訓練・研修の概要

・総合防災訓練の概要

・津波防災訓練の概要

・図上訓練の事例

・近年の傾向

・実動訓練の事例

・図上訓練の事例

3
各種研修機関が実施している研修の事
例

・各種研修機関における防災研修の種類、事例（人と防災未来センター、消防防災科
学センター、市町村アカデミー、静岡県、広島県など）

・防災訓練・研修の体系

・体系上の防災訓練・研修の主な内容

・防災訓練の種類と特徴

・防災研修の種類と特徴

・防災訓練の企画と留意点、企画事例

・防災研修を企画と留意点、企画事例

・防災訓練/演習を企画運営するために 必要な環境（案）
（状況認識、ねらいの設定、制約条件の抽出、技法の設定、カリキュラムの設計、開
発・実施、評価/検証、フィードバック）

・討議型演習の目的、エスノグラフィー演習の位置づけ

・演習の企画の流れとポイント

・討議型図上演習で用いられる各種素材（各種データ、経験談）とその活用

・素材作成の方法と留意点

・様々な素材を用いた演習の内容と方法、事例

3
討議型図上演習を実施する上での留意
点

・演習実施と実施上の留意点

・状況付与型図上訓練の目的

・状況付与型図上訓練の内容とポイント

2 状況付与型図上訓練の企画の考え方 ・訓練の企画の流れとポイント

・訓練評価の方法

・訓練成果の反映方法

・人材育成プログラムの具体例

・人材育成プログラム作成上の留意点

・様々な訓練・研修を組み合わせた年間スケジュール

・様々な訓練・研修を組み合わせた中長期計画

地方公共団体が実際に実施している訓
練の事例

2

1
討議型図上演習 （エスノグラフィー演
習）の内容

人材育成の手法の概要3

1

防災訓練・研修の企画と留意点3

各種防災訓練・研修の特徴2

防災訓練・研修の体系1

国が実際に実施している訓練の事例

5 人材育成のプログラム化

2 訓練・研修の実際

8・
9・
10

人材育成プログラム作成演習

訓練・研修企画手法3

4・5
訓練企画運営実践Ⅰ　討議型図上演
習

6・7
訓練企画運営実践Ⅱ　状況付与型図
上訓練

2
様々な訓練・研修を組み合わせた人材
育成プログラム

人材育成プログラムの作成方法や留意
点

1

様々な素材を用いた討議型図上演習の
内容や考え方

2

3 状況付与型図上訓練の評価の考え方

状況付与型図上訓練の内容1

人材育成の対象とポイント4

「⑨人材育成」 　　　研修内容整理表（第４階層～第６階層）

1 人材育成総論

人材育成の規定事項2

人材育成の必要性1
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