
カテゴリー別学習内容の構造化と単元（案）　 (①防災基礎)

項目

1 防災関連法全般
　・防災関連法の体系

4 地震災害・津波
　・メカニズム、影響、災害発生プロセス等

7 地震災害・津波
　・十勝地震（建築基準法改正）
　・宮城県地震（新耐震設計に改正）
　・阪神・淡路大震災（災害対策基本法改正、被災市街地復興特
別措置法新設、被災者生活再建支援法新設、地震防災対策特
別措置法新設、建築物耐震改修促進法新設）（ボランティアへの
取り組みが促進）
　・新潟中越沖地震（ＢＣＰへの取り組みが促進）
　・東日本大震災（災害対策基本法改正、大規模災害からの復興
に関する法律新設　等）

2 災害対策基本法
　・法体系、規定等

5 風水害
　・メカニズム、影響、災害発生プロセス等

8 風水害
　・伊勢湾台風（災害対策基本法新設）
　・新潟県羽越水害（災害弔慰金法新設）

3 計画体系
　・「防災基本計画」　の位置づけ、構成、修正の経緯、特徴等
　・「防災業務計画（各省庁）」　の位置づけ、構成、作成・修正状
況、動向、事例等
　・「地域防災計画（都道府県／市町村）」　の位置づけ、構成、作
成・修正状況、動向、事例等

6 その他
　・メカニズム、影響、災害発生プロセス等

9 その他
　・９月２日及び４日の竜巻（「竜巻等突風対策局長級会議」報
告）
　・平成26年（2014年）豪雪　等

活動の
前提

法律 災害メカニズム 災害事例

＜章（単元）＞
①災害法体系

②防災計画

③危機管理総論

④地震メカニズム

⑤風水害メカニズム

⑥地震災害の実態(事例)

⑦風水害の実態(事例)

⑧災害対応過程と態度を学ぶ（災害エ

スノグラフィー）

③

①

②

⑤ ⑦

④

⑧

資料２

⑥
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カテゴリー別学習内容の構造化と単元（案）　 (②減災対策)

項目

9 「事故災害における再発防止対策の実施への備え」に係る法律
「事故災害における再発防止対策の実施への備え」に関する規
定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　　→ 第8条　施策における防災上の配慮等

10 「災害発生直前対策への備え」に係る法律
「災害発生直前対策への備え」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　　→ 第8条　施策における防災上の配慮等

7 「防災思想の普及、徹底活動への備え」に係る法律
「防災思想の普及、徹底活動への備え」に関する規定事項を学
ぶ
　・災害対策基本法
　　→ 第8条　施策における防災上の配慮等

12 「地方公共団体の活動体制」に係る法律
「地方公共団体の活動体制」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　　→ 第23条　都道府県災害対策本部
　　　→ 第23条の二　市町村災害対策本部

10 「情報の収集・連絡及び応急体制の整備への備え」に係る法律
「情報の収集・連絡及び応急体制の整備への備え」に関する規定
事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　　→ 第8条　施策における防災上の配慮等
　　　→ 第51条　情報の収集及び伝達等
　　　→ 第86条の15　安否情報の提供等

7 「防災知識の普及、訓練」に係る法律
「防災知識の普及、訓練」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　→ 第8条　施策における防災上の配慮等
　　→ 第47条の二　防災教育の実施
　　→ 第48条　防災訓練義務

7 「災害教訓の伝承への備え」に係る法律
「災害教訓の伝承への備え」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　　→ 第8条　施策における防災上の配慮等

6 「事故災害の予防対策」の基本事項、仕組み、留意事項
「事故災害の予防対策」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的
　・安全のための情報の充実に係る各種対策、事例
　・事業の実施における安全の確保に係る各種対策、事例
　・事業の用に供する機材及び施設等の安全性の確保に係る各
種対策、事例
　・予防対策実施上の留意事項
　・課題と対策の方向

10 「災害発生直前対策への備え」の基本事項、仕組み、留意事項
「災害発生直前対策への備え」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的
　・警報等の伝達体制整備に係る対策、事例
　・住民等の避難誘導体制に係る対策、事例
　・災害未然防止活動に係る対策、事例
　・予防対策実施上の留意事項
　・課題と対策の方向

7 「国民の防災活動の環境整備への備え」の基本事項、仕組み、
留意事項
「国民の防災活動の環境整備への備え」を行う上での基本的な
知識を学ぶ
　・目的
　・消防団の育成強化に係る対策内容、事例
　・自主防災組織、自主防犯組織の育成強化に係る対策内容、
事例
　・防災ボランティア活動の環境整備に係る対策内容、事例
　・企業防災の促進に係る対策内容、事例
　・住民及び事業者による地区内の防災活動推進に係る対策内
容、事例
　・予防対策実施上の留意事項
　・課題と対策の方向

10 「複合災害対策関係の備え」の基本事項、仕組み、留意事項
「複合災害対策関係の備え」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的
　・複合災害の発生を踏まえた防災計画の見直し、備えの充実に
係る対策、事例
　・災害対応に当たる要員、資機材等に不足が生じた場合等へ
の対策、事例
　・複合災害発生を想定し、要員の参集、合同の災害対策本部の
立上げ等の実動訓練に係る対策、事例
　・予防対策実施上の留意事項
　・課題と対策の方向

10 「情報の収集・連絡及び応急体制の整備への備え」の基本事
項、仕組み、留意事項
「情報の収集・連絡及び応急体制の整備への備え」を行う上での
基本的な知識を学ぶ
　・目的、仕組み
　・情報の収集・連絡体制の整備に係る対策、事例
　・情報の分析整理に係る対策、事例
　・通信手段の確保に係る対策、事例
　・職員の体制に係る対策、事例　（マニュアル作成含む）
　・防災関係機関相互の連携体制に係る対策、事例
　・都道府県等と自衛隊との連携体制に係る対策、事例
　・防災中枢機能等の確保、充実に係る対策、事例
　・予防対策実施上の留意事項
　・課題と対策の方向

7 「災害教訓の伝承への備え」の基本事項、仕組み、留意事項
「災害教訓の伝承への備え」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的
　・各種資料の収集・整理、アーカイブ化による伝承の取り組み
事例
　・石碑やモニュメント等を通じた伝承の取り組み事例
　・災害教訓の伝承の重要性についての啓発の取り組み事例
　・各種資料の収集・保存・公開等の取り組み事例
　・予防対策実施上の留意事項
　・課題と対策の方向

12 「地方公共団体の活動体制」の基本事項、仕組み、留意事項
「地方公共団体の活動体制」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的、仕組み
　・体制のあり方（ハザード別）
　・体制の種類（災害対策本部、警戒本部、現地対策本部等）
　・組織、役割
　・構成員、動員、職員の参集　（人的資源の確保）
　・情報収集連絡体制の確立
　・災害対策本部の設置
　・災害対策本部機能の確保　（施設、設備、ライフライン、備品
等）
　・対策本部の標準的な事務
　・活動上のノウハウ、留意事項
　・事前の準備事項
　・課題と対策の方向

10 「避難収容及び情報提供活動関係の備え」の基本事項、仕組
み、留意事項
「避難収容及び情報提供活動関係の備え」を行う上での基本的
な知識を学ぶ
　・目的
　・避難誘導に係る対策、事例
　・避難所の整備、周知等に係る対策、事例
　・避難行動要支援者名簿作成、避難行動要支援等に係る対
策、事例
　・応急仮設住宅等の用地、資機材の調達・供給等に係る対策、
事例
　・帰宅困難者対策に係る対策、事例
　・被災者等への的確な情報伝達活動関係に係る対策、事例
　・予防対策実施上の留意事項
　・課題と対策の方向

7 「防災思想の普及、徹底活動への備え」の基本事項、仕組み、
留意事項
「防災思想の普及、徹底活動への備え」を行う上での基本的な知
識を学ぶ
　・目的
　・防災思想　（自助の重要性、備え等）
　・普及方法、事例
　・防災教育の方法、事例
　・教育機関、民間団体等との連携方法、事例
　　（防災に関するテキストやマニュアルの配布、有識者による講
演、実地研修等）
　・予防対策実施上の留意事項
　・課題と対策の方向

10 「物資の調達、供給活動関係の備え」の基本事項、仕組み、留
意事項
「物資の調達、供給活動関係の備え」を行う上での基本的な知識
を学ぶ
　・目的、仕組み、体制
　・物資の調達、供給活動関係に係る対策、事例
　・予防対策実施上の留意事項
　・課題と対策の方向

7 「防災知識の普及、訓練」の基本事項、仕組み、留意事項
「防災知識の普及、訓練」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的
　・防災知識の普及に係る教育内容、教育手法、事例
　・防災訓練の実施、指導に係る訓練内容、訓練手法、事例
　・予防対策実施上の留意事項
　　（要配慮者等への配慮）
　　（被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点での配慮）
等
　・課題と対策の方向

10 「海外等からの支援の受入活動関係の備え」の基本事項、仕組
み、留意事項
「海外等からの支援の受入活動関係の備え」を行う上での基本
的な知識を学ぶ
　・目的
　・海外等からの支援の受入活動関係に係る対策、事例
　・予防対策実施上の留意事項
　・課題と対策の方向

10 「災害復旧・復興への備え」の基本事項、仕組み、留意事項
「災害復旧・復興への備え」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・各種データの整備保全
　・罹災証明書の発行体制の整備
　・復興対策の研究

技能

10 「情報の収集・連絡及び応急体制の整備の備え」に係る技術
「情報の収集・連絡及び応急体制の整備への備え」を実際に行う
上で必要な技術を学び、習得する
　・災害対策本部空間配置訓練　（実習）
　・マニュアル作成手法BFD実習　（実習）

7 「防災思想の普及、徹底活動への備え」に係る技術
「防災思想の普及、徹底活動への備え」を実際に行う上で必要な
技術を学び、習得する
　・自助・共助促進、防災啓発の企画実習　（実習）

活動の
前提

知識

住民啓発被害予測、防災計画 防災活動、空間配置

⑤⑥

＜章（単元）＞
①地域防災計画の作成

②被害予測・被害軽減

③自助・共助促進、防災啓発

④防災思想・知識の普及

⑤災害対策本部空間配置

⑥マニュアル作成手法

⑤⑥

③④①②
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カテゴリー別学習内容の構造化と単元（案）　 (③訓練企画)

項目

活動の
前提

10 「防災関係機関等の防災訓練の実施」に係る法律
「防災関係機関等の防災訓練の実施」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　→ 第8条　施策における防災上の配慮等
　　→ 第47条の二　防災教育の実施
　　→ 第48条　防災訓練義務

知識

10 「防災関係機関等の防災訓練の実施」」の基本事項、仕組み、
留意事項
「防災関係機関等の防災訓練の実施」を行う上での基本的な知
識を学ぶ
　・目的
　・国における防災訓練の種類、事例
　・地方における防災訓練の種類、事例
　・事故災害における防災訓練の種類、事例
　・実践的な訓練の実施と事後評価
　・予防対策実施上の留意事項
　・課題と対策の方向

7 「防災知識の普及、訓練」に係る基本事項、留意事項
「防災知識の普及、訓練」を実際に行う上で必要な知識を習得す
る
　・防災訓練の企画の方法、留意事項、効果等

7 「防災知識の普及、訓練」に係る基本事項、留意事項
「防災知識の普及、訓練」を実際に行う上で必要な知識を習得す
る
　・防災訓練に係る評価・検証の方法、留意事項、効果等

7 「防災知識の普及、訓練」に係る技術
「防災知識の普及、訓練」を実際に行う上で必要な技術を学び、
習得する
　・防災訓練企画運営実践（各種防災教育手法）　（実習）

7 「防災知識の普及、訓練」に係る技術
「防災知識の普及、訓練」を実際に行う上で必要な技術を学び、
習得する
　・訓練企画運営実践（各種防災教育手法）　（実習）

10 「防災関係機関等の防災訓練の実施」に係る技術
「防災関係機関等の防災訓練の実施」実際に行う上で、必要な技
術を学び、習得する
　・訓練企画運営実践（各種防災教育手法）　（実習）

7 「災害教訓の伝承への備え」に係る技術
「災害教訓の伝承への備え」を実際に行う上で必要な技術を学
び、習得する
　・訓練企画運営実践（災害エスノグラフィー）　（実習）

訓練評価・検証訓練企画訓練理論・事例

技能

＜章（単元）＞
①訓練事例（種類・内容）

②訓練企画運営実践 討議型図上演

習 （イメージトレーニング）

③訓練企画運営実践 討議型図上演

習 （エスノグラフィー）

④訓練企画運営実践 状況付与型図

上訓練

⑤訓練の企画・運営、評価・改善手法

①

②③④ ⑤

3 / 3 ③訓練企画 


