地域防災リーダー育成用研修テキスト

「地域防災リーダー入門」
活用の手引き

平成 26 年 3 月

内閣府（防災担当）

１． 地域防災リーダー育成の必要性と内閣府の取組
近い将来発生が懸念されている南海トラフ大地震・大津波、首都直下地震、大規模火山など
の巨大災害に立ち向かうべく、災害に強い国土や地域をつくるためには、国や地方公共団体ば
かりではなく、市民自らが、自身と周辺地域の人たちの命や生活を守ることができるよう、平
常時から災害対応力を高めておく必要がある。
このことから、内閣府（防災担当）では、地域で率先して防災活動を実践する人材の育成を
目的とした「防災に関する地域防災リーダー育成事業」を実施するための取組を進めている。
平成 25 年度は、取組の初年度として、地方公共団体が地域や職場の防災リーダーとして活
動が見込まれる市民に対し、災害対応のマネジメントができる地域防災リーダーを育成する
ことを目的とし、地域防災リーダーが地域で活動する際に必要な知識や技能等を身に付ける
ために必要なカリキュラム案を策定するとともに、そのカリキュラム案の１項目となる地域
防災リーダー初心者向け研修教材「地域防災リーダー入門」の開発を行った。
本書は、検討したカリキュラム案、及び開発したテキスト「地域防災リーダー入門」を有効
に活用するためのポイントを取りまとめたものである。

２． 地域防災リーダー育成研修カリキュラム
（１） 研修カリキュラムの目標と考え方
地域防災リーダー研修の目標は、地域において防災リーダーとして活動を率先して実践し
ていく人材の育成である。そのためには、単に色々な災害や防災の知識を知っているだけでは
なく、それらを体系的に理解することが必要である。
また、地域で率先して活動を立ち上げ、推進するためには、地域活動の基本的なすすめ方な
ども習得する必要があり、地域での防災イベント等でよく実施される訓練やワークショップ
の手法なども体験を通して習得し、自らの地域の実情に合うように工夫して実践できるよう
にすることも求められる。
このように地域防災リーダーを育成するためには、様々な項目の学習内容を体系的、計画的
に学習する必要がある。よって研修によって習得する必要がある内容（以下、研修カリキュラ
ム）は、以下のような大項目から構成されると考えられる。
①災害や防災に関する（体系的な）知識
②地域活動の進め方や注意点
（例：地域住民を組織化し、地域内で率先して活動していくための組織運営や
リーダーとしての在り方等々）
③様々な防災に関する訓練やワークショップなどの運営手法
（２） 研修カリキュラムの枠組み
研修カリキュラムは、災害及び防災に関する知識や地域の防災活動の内容等を体系的に理
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解するための「座学」と、訓練やワークショップを実際に体験し、その運営方法などを体得す
るための「演習」からなり、それぞれ以下に示すような内容から構成されると考えられる。
【座学】
○地域防災リーダー論（リーダーの役割、地域で活動を進めるためのコツ、率先して実施
する活動等）
○地域の防災活動（平常時・災害時）の内容とその進め方（この項目の中の「防災訓練な
どの手法（DIG、HUG、防災まち歩き等）については、演習と一体化して実施することを
想定する）
○災害に関する（体系的な）基礎知識
○防災に関する（体系的な）基礎知識
【演習】
○救命救急法
○避難訓練、初期消火訓練等
○防災まち歩き・防災マップ作製
○図上演習（DIG 等）
○避難所運営シミュレーション（HUG 等）
○その他防災課題の解決策を検討するワークショップ等

（３） 研修カリキュラム項目
地域防災リーダーを育成するための研修カリキュラムの枠組みの中で、具体的にどのよう
なことを学習することが必要になるのか、その項目と主な内容を表１に示す。
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表１ 研修カリキュラム項目（案）
カリキュラム項目
【座学】 ○地域防
災リーダ
ー論
○地域の
防災活動
（平常時・
災害時）
の内容と
その進め
方

地域防災リー
ダー論
地域防災活動
論
（＜＞内は L
テキストにお
ける連動した
項目を表す）

主な内容
・防災リーダーの役割

地域防災リーダー入門

・リーダーシップをとるためのコツ
・リーダーが率先して行う活動

地域の防災計画の立案と見
直し
地域の災害危険調査と防災
マップ＜①住んでいる地域
への理解＞

・地域の防災計画の必要性
・地域の防災計画の立案方法
・地域の防災計画の見直し
・地域の災害危険を知ることの必要性
・地域の災害危険を調べる方法
・防災マップの作成方法
・様々な家庭の防災対策

家庭での防災対策
＜②自助の推進＞

・家族での防災会議
・災害時の連絡手段の検討
・非常用持ち出し品の準備
・その他自宅での災害対策
・これまでの災害での建物被害

建物の耐震、室内空間の安
全化
＜②自助の推進＞

・耐震対策の必要性
・耐震化の方法
・室内空間の安全性
・家具の固定方法
・防災まちづくりとは？

防災まちづくり

・防災まちづくりの事例
・防災まちづくりに取り組むには
・災害時の避難方法の在り方

避難・初期消火・人命救助

・災害時の初期消火の在り方
・災害時の人命救助の在り方

災害時の情報収集・伝達
＜③情報収集・伝達のしく
みづくり＞
防災訓練・イベントの企画
と実施
＜④地域の防災力強化のた
めの防災訓練やイベントの
実施＞
避難所運営
＜⑤避難所運営体制づくり
＞
要配慮者対策（災害時要援
護者対策）
＜⑥要配慮者支援体制づく
り＞
地域防災活動と防災関係機
関
＜⑦関係機関との連携＞

・地域での災害時の情報伝達
・地域の情報収集・伝達体制の構築
・情報通信機器の活用法
・様々な防災訓練やイベント
・防災訓練等の企画
・防災訓練等を実施する際の注意点
・防災訓練のふりかえりと次への対策
・これまでの災害での避難所生活の課題
・避難所運営計画の立案
・要配慮者への対策
・避難所運営訓練の方法
・要配慮者対策の必要性
・要配慮者対策の課題と取り組み
・要配慮者対策の進め方
・要配慮者対策における防災関係機関と
の連携
・地域の防災関係機関とその役割
・地域の防災活動と防災関係機関の関係
・地域の防災関係機関との連携方法
・これまでの災害での地域の復旧・復興

地域の復興・再建

・地域の復旧・復興における課題
・地域の復旧・復興の進め方
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カリキュラム項目
○災害に
関 す る
（体系的
な）基礎
知識

災害概論

主な内容
・災害とは何か？
・地震とは何か？
・マグニチュードと震度

地震災害

・地震よる被害
・津波とその被害
・気象災害とは何か？

気象災害（台風・集中豪
雨）

・台風
・集中豪雨
・気象情報
・温暖化と今後の気象災害

災害一般論

・土砂災害とは何か？

土砂災害

・土砂災害の種類と被害
・土砂災害の情報
・火山災害とは何か？

火山災害

・火山のメカニズム
・火山災害の種類

その他の災害（竜巻等）

・竜巻災害
・都市における大規模事故（広域停電
等）
・その他の災害
・これまでの地震災害とその教訓
・これまでの津波災害とその教訓

災害史

災害史

・これまでの台風、集中豪雨とその教訓
・これまでの土砂災害とその教訓
・これまでのそのほかの災害とその教訓

○防災に
関 す る
（体系的
な）基礎 災害対策論
知識

・日本の災害対策

災害対策の概要

・防災に関する組織・体制
・防災に関する法律
・防災に関する計画
・市区町村の防災体制

市区町村の災害対策

・市区町村の地域防災計画
・市区町村の防災対策と地域
・これまでの災害とライフライン被害

ライフライン被害と生活支
障

・日常生活とライフライン
・ライフラインの防災対策
・ライフライン途絶時の対策

現代社会と災
害

・これまでの災害と情報通信

災害時の情報通信

・情報通信の防災対策
・安否確認の方法
・帰宅困難者とは何か？

帰宅困難者対策

・帰宅困難者対策の現状
・地域防災と帰宅困難者対策
・南海トラフ巨大地震とは何か？

これからの災
害と災害対策
の重点

南海トラフ巨大地震

・南海トラフ巨大地震の被害想定
・南海トラフ巨大地震における課題
・南海トラフ巨大地震と地域防災
・首都直下地震とは何か？

首都直下地震

・首都直下地震の被害想定
・首都直下地震における課題
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カリキュラム項目

主な内容
・首都直下地震と地域防災
・これまでの富士山噴火

富士山噴火災害

・富士山俯瞰の被害想定
・富士山噴火の防災対策
・富士山噴火と地域防災
・気象変動と巨大台風

巨大台風

・巨大台風による被害の想定
・巨大台風への地域の備え
・都市水害とは何か？

都市型水害

・これまでの都市水害の被害と教訓
・地域における都市水害対策
・その他の災害について（竜巻等）

その他の災害

ボランティアと受援力強化
＜⑧受援力の強化＞
災害支援論
被災者支援の状況

・その他の災害への対策
・地域におけるその他の災害への対策
・これまでの災害におけるボランティア
活動
・ボランティア活動の地域防災における
重要性
・「受援力」強化に必要なこと
・これまでの災害における被災者支援の
課題
・被災者支援に関する法律等
・公的な被災者支援策
・地震保険等の自助対策

【演習】

※WS や体験学
習

救助・救急救命
避難所運営
地域の防災意識高揚（クロスロード）
地域の防災マップづくり
地域の防災対策（DIG)
地域の避難訓練
家具の耐震等の実習

（４） 標準カリキュラム（案）
検討した研修カリキュラムのすべてを実施するには、かなりの長時間を要すると考えられ
るため、研修カリキュラムの項目から必要最低限な内容を選択、又はいくつかの項目を統合
し、短期間で地域防災リーダーとして活動できるような人材を育成する標準カリキュラム（案）
を提示する。
標準カリキュラム（案）の日程は、２日間とする。これは全国の地方公共団体に対する地域
防災リーダー研修の実施状況に関するアンケート調査等の結果から研修の実態を考慮し、住
民の負担が少ないが、最低限必要な時間数を確保するということから設定したものである。ま
た１単位を 60 分から 75 分程度（内容によって時間を調整することも可）と設定する。以下、
標準カリキュラム（案）を表２に示す。

6

表２ 標準カリキュラム（案）の日程
■１日目
単位

内容

１

09:15～10:00

［45 分程度］開講式、オリエンテーション

２

10:15～12:00

［105 分程度］地域防災リーダー入門
60 分：講義
15 分：チェックシート記入（兼休憩）
30 分：グループワーク（お困りごとの話し合い、講師への質問等）

12:00～13:00

（昼休み）

３

13:00～14:15

災害対策論 （日本における防災対策の仕組み、地域防災計画、自
助・共助・公助等々）

４

14:30～15:45

演習①（２単位連続）
【講義】防災訓練概論

５

16:00～17:15

演習①（２単位連続）
【訓練】ＤＩＧ、本部運営訓練等

■２日目
単位

内容

１

09:00～09:15

オリエンテーション

２

09:15～10:30

災害一般論（最近の災害における被害の特徴、災害時要援護者対
策、帰宅困難者対策、居住形態別（密集市街地、超高層マンション、
住工混在地域等々）の被害の特徴等々）
⇒開催地の地域特性の反映が必要

３

10:45～12:00

災害時の要配慮者対策

12:00～13:00

（昼休み）

４

13:00～14:15

演習②（２単位連続）
【講義】避難所開設・運営

５

14:30～15:45

演習②（２単位連続）
【訓練】避難所運営訓練（ＨＵＧ）

６

16:00～17:15

地域の復旧・復興

７

17:15～17:30

「明日からの取り組み」記入、閉講式

標準カリキュラム（案）は、計９単位で構成され、地域防災リーダー論を１単位（90 分）
、
災害や防災に関する基礎知識で２単位（現代災害論、災害対策概論）
、また演習を４単位分確
保し、防災訓練の実施方法を体験学習として進めるものとした。
また、国内の地域性（災害の地域性（火山の有無、沿岸の有無（津波危険の有無）等）
、地
域の社会特性（都市部 or 山間部など）
）を考慮し、必要に応じて地域特性に応じた内容にカス
タマイズできるようなオプション講座を準備し、オプションの講座を実施する際には、内容の
差し替え、日程の延長など臨機応変に行うものとする。
オプション講座（案）については、以下のような内容となる。
①災害・防災に関する体系的な基礎知識に関するオプション
・地震災害／風水害津波対策／火山災害／雪害
・首都直下地震／東海・東南海・南海地震／日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震／
中部圏・近畿圏直下地震／地方都市等における地震／富士山噴火／都市水害
②地域・家庭での防災対策に関るオプション
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・家庭での災害対策（自助）／建物の耐震・不燃化／防災まちづくり／帰宅困難者
対策
③災害対策に関するオプション
・被災者支援策

（５） カリキュラムの内容を学習するための参考資料
カリキュラムの内容を学習するための参考資料として、各カリキュラム項目に対して、内閣
府ホームページ「防災情報のページ」に掲載されている資料や過去の報告書等の情報を、この
手引きの巻末に整理した。これらの資料を参考に、各項目の内容について検討を進めていただ
きたい。

３． 「地域防災リーダー入門」テキスト
（１） 「地域防災リーダー入門」テキスト
「地域防災リーダー入門」テキストは、研修カリキュラムの座学における「地域防災リーダ
ー論」内の「地域防災リーダー入門」を学習するためのテキストであり、以下のような考え方
で作成した。
◆ 対 象
本テキストを使用する対象は、
「地域防災リーダーになりたての方」
、又は「改めて
地域防災リーダーとしての活動を学びなおしたい方」とする。
◆ 目 的
本テキストが目的とするのは、災害時に地域住民に対して地域の防災活動における
リーダーシップが発揮できるようになることとする。
◆ 目 標
本テキストの目標は、上記目的を達成するために、平常時において、地域の防災活
動でのリーダーシップの取り方や、具体的にどのような活動に取り組むのがよいかを
理解し、明日からのそれぞれの地域における具体的な活動につなげることである。
◆ 目次
地域防災リーダー入門の目次構成は表３のとおりである。
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表３ 「地域防災リーダー入門」研修テキストの目次構成
●はじめに

3

●本日の内容

4

●Ⅰ.地域防災リーダーの必要性と役割

5

自助・共助・公助への国民意識

7

「共助」の重要性

8

①自助・共助・公助と地域防災リーダー

10

②災害時のリーダーの役割

11

③共助における地域防災リーダー

12

目指すリーダー像

14

●Ⅱ.リーダーシップをとるコツ

15

①リーダーという立場を最大限利用しよう

17

②楽しく活動を進めよう

18

③仲間を作ろう

22

④地域住民とコミュニケーションを図ろう

23

⑤地域防災に参加する人を育てよう

24

⑥役割を分担しよう

25

チェックリスト

26

●Ⅲ.平常時にリーダーが率先すべき活動

27

①住んでいる地域への理解

29

②自助の推進

32

③情報収集・伝達のしくみづくり

36

④地域の防災力強化のための防災訓練やイベントの実施

40

⑤避難所運営体制づくり

47

⑥要配慮者支援体制づくり

52

⑦関係機関との連携

57

⑧受援力の強化

61

●「明日からの取り組み」について考える

66

なお、テキスト内には、説明内容を具体的に理解してもらうように、内容に即した具体的な
地域の活動事例を盛り込んだほか、自らの地域の活動状況を把握し、具体的な活動につなげる
ためのチェックシートを織り込んだ。このチェックシートは、テキスト内に織り込んだものを
まとめたものも別に作成し、この手引きにも別添している。チェックシートを記入すること
で、講義を通してみえてきた各地域の課題を、自らが取り組むべき問題として具体的に認識し
てもらうことのほか、グループワークを通して、受講者間で問題意識の共有がなされることを
想定したものである。

（２）

テキスト使用時のポイント
テキストを利用する際に留意しておく点などを、
「テキスト使用時のポイント」として、こ

の手引きの巻末にまとめた。これは、平成 25 年度において、テキスト（原案）を実際にいく
つかの地方公共団体の地域防災リーダー研修にて使用し、その結果から作成されたものであ
る。
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カリキュラム参考資料
入手先一覧

大項目

地域防災リー
ダー論

カリキュラム
項目

地域防災リーダ
ー入門

HP の主な内容
（国の地域防災リーダ
ー育成の考え方）
リーダー向け教材（国・
地方公共団体の防災
担当職員向けに作成
されたテキスト）
地域防災力診断（土砂
災害・水害）
地域の防災活動事例

内閣府 HP（トップ）での名称
防災に関する人材の育成・活用
専門調査会

http://www.bousai.go.jp/taisaku/jinzai/
ikusei/index.htm

防災に関する標準テキスト

http://www.bousai.go.jp/taisaku/jinzai/
hyojyun_text.html

地域防災力の診断
地域コミュニティの力を活用した
風水害対策の活動事例
減災への取組
減災啓発ツール
減災への取組

地域活動のヒント

（全般）

「地域における防災力向上のた
めの組織作り 情報ヒント集」 一
括ダウンロード（PDF：6.78MB）
地域における防災力活動のきっ
かけづくり 情報・ヒント集 （PDF：
4.47MB）

地域防災活動
論

地域の防災計
画の立案と見直
し
地域の災害危
険調査と防災マ
ップ

災害被害を軽減する
国民運動

災害被害を軽減する国民運動

民間による防災力向上

民間と市場の力を活かした防災
力向上に関する専門調査会報告
書
災害被害を軽減する国民運動の
推進に関する専門調査会

防災まち歩き・防災マ
ップ作製

家庭での防災
対策

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/gensai/pdf/hinto_web_2011_all.pdf
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/index.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou
/minkan/chousahoukoku.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/undousuishin/index.html

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/minna
/watasino/index.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/torikumi/index.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/gensai/gensai.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/gensai/tebiki.html

みんなで減災
減災のてびき

防災シミュレーター
建築物の耐震化

建物の耐震・不燃化

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/gensai/pdf/hinto_web_2010_all.pdf

今日から始める私の防災のペー
ジ

一日前プロジェクト

建物の耐震、室
内空間の安全
化

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/gensai/index.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/torikumi/index.html

http://www.bousai.go.jp/kohou/oshiras
e/h17/050513zisinmap.html

身近な防災対策について（PDF：
761KB）

仮想地震体験

http://www.bousai.go.jp/fusuigai/sonot
a/bousairyoku/index.html
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/sonot
a/index.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/torikumi/index.html

地震防災マップ作成のすすめに
ついて

減災への取組
家庭での災害対策（自
助）

URL

http://www.bousai.go.jp/pdf/oyakudac
hi02.pdf
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/ichinitimae/index.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/simula
tor/index.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/taishink
a/kenchiku_top.html

「住宅における地震被害軽減に関 http://www.bousai.go.jp/kohou/oshiras
する指針」の公表について
e/h16/040825juutaku/juutaku.html
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大項目

カリキュラム
項目
建物の耐震、室
内空間の安全
化

防災まちづくり

HP の主な内容

内閣府 HP（トップ）での名称

中央防災会議・災害時の避難に
関する専門調査会
大雨災害における避難のあり方
等検討会

http://www.bousai.go.jp/pdf/oyakudac
hi01.pdf
http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou
.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/minna
/machidukuri/index.htm
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/torikumi/index.html
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chou
sakai/saigaijihinan/index.html
http://www.bousai.go.jp/oukyu/taisaku
/hinannoarikata/index.html

避難に関する総合的対策の推進
に関する実態調査結果報告書

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/houk
okusho/hinan_taisaku/houkoku.html

家具固定

家具の固定について（PDF：2MB）

住家の被害認定

災害に係る住家の被害認定

防災まちづくり

防災まちづくりポータルサイトへ
ようこそ
減災への取組

災害時の避難
避難・初期消
火・人命救助

災害時の情報
収集・伝達

大雨災害時の避難
東日本大震災におけ
る災害時要援護者支と
避難生活に関する実
態調査
防災情報の共有化
緊急地震速報

防災訓練・イベ
ントの企画と実
施

地域防災活動
論

中央防災会議 「防災情報の共
有化に関する専門調査会」のトッ
プページ
緊急地震速報の周知・広報及び利
活用推進関係省庁連絡会議
減災への取組

避難所運営体制のしく
みづくり

避難生活対策
避難所運営

学校における対策
公民館における対策
災害時要援護者支援
体制づくり

地域主役の避難所開設・運営訓
練ヒント集（平成 25 年 3 月）（PDF
形式 2.5MB）

避難所における良好な生活環境
の確保に関する検討会
避難所における良好な生活環境
の確保に向けた取組指針（平成
25 年 8 月）
公立学校施設整備に関する防災
対策事業活用事例集（文部科学省
提供資料）（PDF：1.3MB）
公民館における災害対策ハンドブ
ック【（社）全国公民館連合会】
災害時要援護者対策
災害時要援護者対策の進め方に
ついて（報告書）
災害時要援護者の避難支援ガイ
ドラインについて

要配慮者対策
（災害時要援護
者対策）

要支援者避難対策

災害時要援護者の避難支援に
関する調査結果報告書
災害時要援護者の避難支援に
関する検討会
避難行動要支援者の避難行動
支援に関する取組指針（平成 25
年 8 月）
減災への取組

地域防災活動と
防災関係機関

多様な組織の取り組み

URL

「地域の減災を促進するための
手引書・自治体事例集」一括ダウ
ンロード（PDF 形式 1.71MB）
「減災への取組」事例集一括ダウ
ンロード（PDF 形式 2.64MB）

地域の復興・再
建
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http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chou
sakai/kyoyu/index.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/eew/ee
w_top.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/torikumi/index.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/gensai/pdf/hinto_web_2013_all.pdf
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanj
o/h24_kentoukai/index.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanj
o/h25/kankyoukakuho.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/pdf/kou
ritsu.pdf
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/torikumi/ssh19010.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisais
yagyousei/youengosya/index.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/youen
go/070419/index.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/youen
go/060328/index.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisais
yagyousei/youengosya/h20/h20_chousa
kekka.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisais
yagyousei/youengosya/h24_kentoukai/i
ndex.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisais
yagyousei/youengosya/h25/hinansien.h
tml
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/torikumi/index.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/torikumi/pdf/torikumi_h2103.pdf
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/torikumi/pdf/torikumi.pdf

大項目

カリキュラム
項目

HP の主な内容

内閣府 HP（トップ）での名称
学ぶ

災害概論

災害全般

災害の基礎知識
災害の記録

地震災害・津波災害

地震・津波対策

国の地震・津波対策

我が国の地震対策の概要
津波対策

地震災害・津波
災害

国の津波対策

津波避難対策
東日本大震災を教訓と
した地震・津波対策

気象災害（台
風・集中豪雨）・
土砂災害

津波避難ビル等に係るガイドライ
ン
津波避難対策検討ワーキンググ
ループ（津波防災に関するワー
キンググループ）
東北地方太平洋沖地震を教訓と
した地震・津波対策に関する専
門調査会

国の風水害対策

風水害対策

首都圏大規模水害対
策

首都圏大規模水害対策大綱（首
都圏大規模水害対策のマスター
プラン）
大規模水害対策に関する専門調
査会
利根川首都圏広域氾濫の被害想
定
荒川右岸低地氾濫の被害想定

災害一般論

荒川堤防決壊時における地下鉄
等の浸水被害想定
東京湾高潮氾濫の被害想定
高潮対策

パンフレット「高潮災害とその対
応」（PDF：4.7MB）
火山対策

国の火山災害対策

避難計画の手引
火山災害
火山情報と避難

火山防災マップ

わが国の火山災害対策
広域的な火山防災対策に係る検
討会
火山防災対策の推進に係る検討
会
火山情報等に対応した火山防災
対策検討会
「火山防災マップ作成指針」（平
成 25 年 3 月）（6.3MB）
「火山防災マップ作成指針 別冊
資料」（平成 25 年 3 月）
（PDF:6.3MB）

各火山での取り組み
状況
国の雪害対策
その他の災害
（竜巻等）

各火山における火山防災体制の
構築に向けた取組状況
雪害対策
雪害等に関する計画等

大雪に対する防災力
向上

大雪に対する防災力の向上方策
検討会：内閣府・国土交通省
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URL
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/manabu/index.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/kiso/index.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/kiroku/index.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/index.ht
ml
http://www.bousai.go.jp/jishin/gaiyou_t
op.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/tsunami
/hinan/tsunami_top.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/tsunami
/hinan/hinanbiru.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/tsunami
/hinan/index.html
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chou
sakai/tohokukyokun/index.html
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/index.
html
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/index.
html
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuo
bou/senmon/daikibosuigai/index.html
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/index.
html
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/index.
html
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/index.
html
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/index.
html
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/pdf/t
akashio.pdf
http://www.bousai.go.jp/kazan/index.h
tml
http://www.bousai.go.jp/kazan/taisaku
/index.html
http://www.bousai.go.jp/kazan/kouikib
ousai/index.html
http://www.bousai.go.jp/kazan/taisaku
suishin/index.html
http://www.bousai.go.jp/kazan/zyouho
utaiou/index.html
http://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/
pdf/20130404_mapshishin.pdf
http://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/
pdf/20130404_mapshishin_appendix.pdf
http://www.bousai.go.jp/kazan/torikum
i/index.html
http://www.bousai.go.jp/setsugai/index
.html
http://www.bousai.go.jp/setsugai/index
.html
http://www.bousai.go.jp/setsugai/index
.html

大項目

カリキュラム
項目

HP の主な内容

住民向けの大雪対策

内閣府 HP（トップ）での名称

URL

雪に対する「減災」の知恵・お役
立ち情報
平成 22 年度の大雪の災害教訓
＜年末年始豪雪の記憶＞

http://www.bousai.go.jp/setsugai/index
.html
http://www.bousai.go.jp/setsugai/index
.html
http://www.bousai.go.jp/setsugai/index
.html
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/tatsu
makikyokucho/h25.html
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/tatsu
makikyokucho/index.html
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/tatsu
maki/index.html
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/tatsu
makikyokucho/pdf/h25t/tatsumaki2.pdf

雪害等に関する調査・検討等

災害一般論

竜巻等突風対策局長級会議(平
成 25 年)
竜巻等突風対策局長級会議(平
成 24 年)

その他の災害
（竜巻等）

竜巻等突風対策検討会
竜巻等突風対策

パンフレット「竜巻から身を守ろ
う！」 (PDF：1.9MB)
パンフレット「竜巻等突風災害と
その対応」
低解像度版 (PDF：8.0MB）
パンフレット「竜巻等突風災害と
その対応」
高解像度版 (PDF：55MB）
災害の記録

全般

災害史

災害史

阪神・淡路大震災の教
訓

阪神・淡路大震災復興誌

歴史災害の教訓報告書・体験集
災害教訓の継承に関する専門調
査会
わが国の災害対策

日本の災害対策
防災に関する組織・体
制

防災対策の基本を知りたい方へ
のページ（内閣府防災担当）
防災に関する組織（中央防災会
議など）
内閣府防災所管法律一覧
（PDF：490KB）

災害対策基本法の概要 （PDF：
224KB）

防災に関する法律
災害対策論

災害対策の概
要

防災に関する計画

国の防災対策の推進
国の防災隊際の強化

http://www.bousai.go.jp/fusuigai/tatsu
maki/pdf/tornado_high.pdf
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/kiroku/index.html

「稲むらの火」と津波対策：世界に
http://www.tokeikyou.or.jp/bousai/ina
も知られている実話に基づいた津
mura-top.htm
波から村人を救った物語

歴史災害に関する教訓のページ
過去の災害教訓集

http://www.bousai.go.jp/fusuigai/tatsu
maki/pdf/tornado_low.pdf

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyoku
n/hanshin_awaji.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyoku
n/index.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyoku
n/saikyoushiryo.htm
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyoku
n/kyoukunnokeishou/index.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/panf/p
df/saigaipanf.pdf
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/minna
/kihon-siritai/index.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/soshik
i/index.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/1
20406houritsu.pdf
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/0
90113saitai.pdf

災害対策法制の見直し

http://www.bousai.go.jp/taisaku/minao
shi/housei_minaoshi.html

災害救助法

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuuj
o/kyuujo.html

激甚災害制度

http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijin
hukko/index.html

防災計画

http://www.bousai.go.jp/taisaku/keika
ku/index.html

防災基本計画

http://www.bousai.go.jp/taisaku/keika
ku/kihon.html

（都道府県地域防災計画）

http://open.fdma.go.jp/chiikibousai/#n
ogo

中央防災会議・防災対策推進検
討会議について
防災基本計画専門調査会（記者
会見）
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http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuob
ou/suishinkaigi/index.html
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chou
sakai/kihonkeikaku/kisya_index.html

大項目

カリキュラム
項目

HP の主な内容
国の地震対策の推進

災害対策論

災害対策の概
要

東日本大震災の対応
の検証
災害復旧・復興

内閣府 HP（トップ）での名称
今後の地震対策のあり方に関す
る専門調査会（報告）
東日本大震災における災害応急
対策に関する検討会
災害復旧・復興施策に関する報
告書

URL
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuo
bou/senmon/kongo/houkoku/index.ht
ml
http://www.bousai.go.jp/oukyu/higashi
nihon/index.html
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/houk
okusho/hukkousesaku/houkoku.html

市区町村の災
害対策
ライフライン被害
と生活支障
災害時の情報
通信

防災情報の共有化
緊急地震速報

現代社会と災
害
帰宅困難者対
策

南海トラフ巨大
地震

首都直下地震帰宅困
難者対策

南海トラフ巨大地震対
策

中央防災会議 「防災情報の共
有化に関する専門調査会」のトッ
プページ
緊急地震速報の周知・広報及び
利活用推進関係省庁連絡会議
『首都直下地震帰宅困難者等対
策協議会』
リーフレット「震災時の帰宅行動、
そのときあなたはどうする？」
（PDF：8.32MB）

アニメーション「震災時の帰宅行
動～そのとき、あなたはどうしま
すか？～」（WMV：29.6MB）
首都直下地震避難対策専門調
査会報告 参考資料
南海トラフ巨大地震対策
首都直下地震対策

首都直下地震対策
首都直下地震対策専門調査会
首都直下地震
首都直下地震におけ
る避難
首都直下地震におけ
る復興対策
これからの災
害と災害対策
の重点
（国内各地で
の災害危険）

富士山噴火災
害

富士山噴火災害対策
その他の火山対策

首都直下地震避難対策等専門
調査会
首都直下地震の復興対策に関
する検討会
富士山の火山防災対策
富士山火山防災協議会
霧島山（新燃岳）噴火に関する政
府支援チームの活動

http://www.bousai.go.jp/jishin/eew/ee
w_top.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/kit
aku/kitaku_kyougi_top.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/p
df/101110.pdf
http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/d
ata/kitaku_animation.wmv
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuo
bou/senmon/shutohinan/index.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/i
ndex.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/i
ndex.html
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuo
bou/senmon/shutochokkajishinsenmon/
index.html
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuo
bou/senmon/shutohinan/index.html
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentok
ai/syutohukkou/index.html
http://www.bousai.go.jp/kazan/fujisan/
http://www.bousai.go.jp/kazan/fujisankyougikai/index.html
http://www.bousai.go.jp/kazan/kirishi
ma_shien/index.html

巨大台風
都市型水害
東海地震対策
東海地震対策

その他の災害

東海地震に関する専門調査会
東海地震対策専門調査会報告

その他の災害

これからの災
害と災害対策
の重点
（国内各地で
の災害危険）

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chou
sakai/kyoyu/index.html

http://www.bousai.go.jp/jishin/tokai/in
dex.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/tokai/se
nmon/index.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/tokai/ta
isakusenmon/chousakaihoukoku/index.
html
http://www.bousai.go.jp/jishin/tonanka
i_nankai/index.html

東南海・南海地震対策

東南海・南海地震対策

日本海溝・千島海溝周
辺海溝型地震対策

日本海溝・千島海溝周辺海溝型
地震対策

http://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkai
ko_chishima/index.html

日本海溝・千島海溝周
辺海溝型地震対策

日本海溝・千島海溝周辺海溝型
地震に関する専門調査会

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuo
bou/senmon/nihonkaiko_chisimajishin/i
ndex.html

中部圏・近畿圏直下地
震対策

中部圏・近畿圏直下地震対策

http://www.bousai.go.jp/jishin/chubu_k
inki/index.html
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大項目

カリキュラム
項目

HP の主な内容

地方都市等における
地震対策

内閣府 HP（トップ）での名称

URL

地方都市等における地震防災対
策
中山間地等の集落散在地域に
おける地震防災対策に関する検
討会
地方都市等における地震防災の
あり方に関する専門調査会

http://www.bousai.go.jp/jishin/chihou/
chihoutoshi_top.html

文化遺産の防災対策
文化遺産（の周辺地
域）の防災対策

重要文化財建造物及びその周
辺地域の総合防災対策のあり方
地震災害から文化遺産と地域を
まもる対策のあり方
みんなで防災のページ
防災ボランティア：防災ボランティ
ア関係情報
パンフレット「防災ボランティア活
動の多様な支援活動を受け入れ
る～地域の『受援力』を高めるた
めに」 （PDF：8.7MB)

ボランティアと受
援力強化

被災者に対する支援制度
被災者生活再建支援法
災害救助法
災害支援論

災害弔慰金の支給等に関する法
律
被災者支援の
状況

災害に係る住家の被害認定
被災者対策
被災者台帳
被災者に対する国の支援のあり
方に関する検討会
被災者に対する国の支援のあり
方に関する検討会
被災者生活再建支援制度に関
する検討会中間報告
心のケア

その他

各種情報（バッ
クナンバーあり）

防災白書
広報誌「ぼうさい」
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http://www.bousai.go.jp/jishin/sonota/
syuraku-kentoukai.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/chihou/
bousai/index.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/sonota/
bunkaisan.html
http://www.bousai.go.jp/jishin/sonota/
bunkaisan/090421bunkaisan.html
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshiras
e/h16/040708bunkaisan.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/minna
/index.html
http://www.bousai-vol.go.jp/
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/ju
enryoku.pdf
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisais
yagyousei/seido.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/seikat
susaiken/shiensya.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuuj
o/kyuujo.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/choui
/choui.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou
.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisais
yagyousei/daichou.html
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kent
okai/hisaishashien/index.html
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kent
okai/hisaishashien2/index.html
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kent
okai/saikenshien/tyukan.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisais
yagyousei/kokoro.html
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/haku
sho/index.html
http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhou
bousai/index.html

「地域防災リーダー入門」テキスト
使用時のポイント

このポイント集は、これまで実施してきた研修において、テキストを有効に活用して講義する
上で留意しておく事項をまとめたものです。そのため、基本はテキストを単独で使用すること（検
討中の全体カリキュラムの中の一コマとして使用する以外の場合）を想定しています。

（１）研修実施団体との事前調整
①参加者の属性の把握
どのような参加者に講義をするのかを事前に把握し、テキストの内容が適切かどうかチェ
ックしたうえで、必要に応じて講義の開始時に対象層に関する適切な説明を行うように検討
しておく。
例１：一般住民（地域防災そのものの初心者）の場合、
「今後、リーダーになるにはこの
ような心構えや役割が必要になる」
、「リーダーはこのような活動を進めているた
め、みなさんもご協力していただきたい」など
例２：長年リーダーを務めてきた人の場合、
「これまでの活動を振り返っていただき、さ
らに充実した活動を進めるにあたっての参考としていただきたい」など

②研修実施団体の要望
研修実施団体が特に重点的に進めている防災対策がテキストの中の項目にある場合、相手
方の要望と調整しつつ、その防災対策の詳細や、地元での先進的な取り組み事例などを入れ
るなど、内容に大きな変更を伴わない範囲で対応することを検討する。

③講義終了後の対応
講義終了後の質疑応答時に研修実施団体の防災対策上の取り組みに関する質問がなされ
た場合、研修実施団体の防災職員が回答するほうが適切であるため、講義終了後の質疑応答
などにおける役割をどう分担するか検討する。

（２）参加者への注意事項等
①本テキストの目的の事前理解
テキストの内容が、参加者の参加意図（例：一般的な防災意識の啓発を目的にしていたな
ど）と合致しないことが予想される場合には、講義開始時に本テキストの内容が新人リーダ
ー向けのものであることをあらかじめ説明しておく。

②講師による講義方法変更に関する説明
テキストは最初から順番に説明されることを想定しているが、講師によっては、スライド
の順序を変更したり、チェックリストを講義の途中で使用したり、参加者の研修への意識の
集中が途切れないような工夫をすることも可能である。そうした講師の裁量で講義の方法が
テキストの順番と異なる場合は、変更に関する適切な説明をしっかり行うこととする。
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（３）テキスト利用上の注意点等
①研修におけるテキストの基本的な使用方法
テキストは、スライド（スクリーンに投影する部分）とノート（説明のポイントが書かれ
ている部分）に分かれている。研修時には、参加者にスライド部分を印刷したものを配布し、
講師がノート部分を利用して説明を行う。よって手元資料はスライドと同じであるため、講
義中は画面を見てもらい、メモは適宜取ってもらうようにし、講義に集中してもらうように
する。

②実施団体の特徴等の反映について
本テキストは地域特性を考慮せずに作成しているため、テキストの内容と、個別の実施団
体の地域特性や防災対策の内容が異なっていたりすることが少なからず生じる。よって、地
域特性の反映や防災対策の差異は、テキストの一部改変、口頭説明、別資料の使用等講師の
判断によって実施したり、場合によっては別の講義と連動させたりするなど、実施団体との
調整を行う（例：事前に地域の災害危険についての講義を行う、事後に特に実施団体が防災
対策上重点的に推進している施策についての紹介を実施するなど）
。

③テキストの内容の変更について
テキストは基本的に必要な事項で構成されているため、資料のメリハリが薄くなり、参加
者が退屈することも予想される。そのため参加者に極力講義に参加してもらうようにするた
めに、テキストの趣旨が変更されない限り、講師が説明しやすいように、強調表示にする、
ページの一部を入れ替える、参加者から意見を聞くために途中でチェックリストを使う等、
工夫して実施することで効果を上げていただきたい。

④ノートの取り扱いについて
ノートに書かれている文章は、スライドの説明のポイントであり、必ずしもそのまま読み
上げる必要はなく、講師の説明しやすい文言に修正していただきたい。
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