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　平成 30 年８月から、令和２年３月まで、８回にわたり「自主防災組織等の地域防災の人材育

成に関する検討会」（座長：室﨑益輝 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科長）を開催し、自

主防災組織のリーダー等の育成に資する教育訓練のカリキュラム等の作成について、検討を行い

報告書を取りまとめました。報告書（全文）は当庁ホームページに掲載しています。

（https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/2019/）

　平成 25 年度に成立した「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」を踏まえ、

平成 28 年度に自主防災組織等の活動の活性化を図るための支援方策について検討することを目

的に、有識者からなる検討会が設置されました。この検討会報告書において、国は、自主防災

組織のリーダー等のニーズに対応した標準的な教育訓練のカリキュラムや教材を作成するととも

に、その普及を進めるべきであるとされました。

　それを受けて、平成 30 年８月から、８回にわたり検討会を開催してきました。

　検討会の概要は次のとおりです。
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　令和２年４月 10 日に、地方公共団体に報告書等の送付について周知するとともに、本報告書

の「教育・訓練カリキュラム」や「研修プログラム例」、「研修教材」の全部又は一部を活用して

いただくことや、地域の実情に応じて、拡充、追加等を施した研修用教材等へと、より発展させ

ることなどを通じて、自主防災組織等に対する一層の支援を依頼したところです。

　また、当庁では今年度、「教育・訓練カリキュラム」、「研修プログラム例」及び「研修教材」

を有効に活用していくための研修会を、地方公共団体の自主防災組織等の担当者向けに実施する

予定です。併せて、この研修会を受講した地方公共団体の担当者や自主防災組織のリーダー等（ア

ドバイザー）が自主防災織の構成員等向けに実施する研修会に講師を派遣するなどの支援をし、

その成果を全国に周知する予定です。

　研修教材等を活用した取組を通じて、市区町村の職員だけでなく、消防職員、消防団員、地域

の防災リーダー等、多様な方々の講師としてのスキルアップが図られ、また、講師を担える方が

地域に多数育つことにより、自主防災組織等の活動が活性化し、地域防災力の充実強化に繋がる

ことを期待しています。

■「研修プログラム例　テーマ１　研修教材（一部抜粋）」は、右頁の通りです。

４　研修教材等の活用

研修教材案を活用した研修会の様子（令和２年２月３日　函館市）
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■自主防災組織等の地域防災の人材育成に関する検討会について■

研修プログラム例　テーマ１

研修教材（一部抜粋）
【補足説明】

●本スライドの赤枠の内容は、研修を行う地域

で発生が想定されている地震被害想定の情報

に置き換えて下さい。

●自地域で想定されている地震（想定地震の名

称、震源、マグニチュード、最大震度）と被

害の概要を説明します。




