
1．はじめに

一般財団法人消防防災科学センターは、消防防災に関する調査及び研究開発、教育及び研修並び
に情報の収集分析及び提供等を行い、地域社会の安心安全に寄与することを目的に昭和52年に設立
され、以来45年にわたって消防防災に関する調査研究機関として発展してまいりました。
平成18年度からは、一般財団法人全国市町村振興協会の助成を受け、長年蓄積してきたノウハウ

を活かしながら、市町村長、防災担当職員など防災関係者の皆様の災害対応能力の向上を目的とした、
多様なメニューで構成される市町村防災研修事業（以下「本事業」と言います。）の全国的な展開を
図っているところです。本稿では、本事業発足の背景と全体像について説明した後、現在実施して
いる各研修メニューの概要を紹介します。

2 ．本事業発足の背景

平成16年は新潟県中越地震、新潟・福島豪雨、台風第23号等による災害が相次ぎ、「今年の漢字」
として「災」が選ばれた年でした。この年に起きた災害を契機に、今日、市町村の重要な災害対応
の指針となっている「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（現在は「避難行動要支援者の避難
行動支援に関する取組指針」）や「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（現在は「避
難情報に関するガイドライン」）が内閣府によって初めて作成されました。
平成16年に限らず、台風、集中豪雨や地震が相次いで発生している中、一連の災害への市町村の

対応は必ずしも十分なものとは言えない状況にありました。平成17年度に総務省消防庁が設置した
防災研修運営懇談会は、その原因として、災害経験の少ない市町村長及び防災担当者に対する実践
的な研修機会が確保されていないことに加え、過去の災害対応事例（成功例・失敗例）を全国の市
町村で共有するシステムがないこと等を指摘しました。そして、南海トラフの地震、首都直下地震
等今後の災害に備え「地域防災力の強化」を図るためには、全国の市町村職員を対象とした実践的
な防災研修を継続的に実施することが最も有効な対応策であると提言しました。
これを受け、当センターでは、平成18年度から総務省消防庁及び一般財団法人全国市町村振興協

会の協力を得て、次の事項を特徴とした市町村を対象とする研修を実施することとしました。
①�研修内容は、「実践的」であることを重視し、災害対応の検証に基づく�「豊富な事例の提供」、実
際の災害対応を想定した「体験型の研修」を実施する。
②�全国どこでも、いつでも参加できるよう、都道府県単位又は市町村単位で様々な内容・テーマ
の研修を実施する。

3 ．本事業の全体像

本事業は、災害の教訓や制度の改変などを踏まえ、適時内容を更新しながら進めています。令和
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4 年度は、市町村長、市町村防災担当幹部職員、新任防災担当職員等を対象に、表1に示す7つのメ
ニューで実施しているところです。基本的な実施単位は都道府県又は市町村です。コロナ禍の中、
対面を避けたオンライン方式での研修も、実施団体の意向を確認しながら実施しています。

表1　研修メニュー一覧（令和4年度）
メニュー 対　象 実施単位 予定回数

①市町村長防災危機管理ラボ 市町村長 都道府県 14回
②市町村防災担当幹部職員研修 危機管理監等の市町村防災担当幹部

職員
都道府県 5回

③市町村防災力強化専門研修 市町村防災担当職員及び各分野の担
当職員

都道府県 45回

④市町村防災力強化出前研修 自主防災組織リーダー（住民）、消
防団員及び市町村職員

市町村 38回

⑤市町村職員防災基本研修 新任防災担当職員 都道府県 10回
⑥�オンライン版市町村職員防災
連続講座

市町村職員等 全国 5回

⑦防災啓発研修 都道府県、市町村及び消防本部の職
員並びに一般住民等

都道府県
（一部全国）

18回

（注）この他、③、④、⑤の研修を担当する図上訓練指導員を養成するための研修も実施しています。

4 ．各研修メニューの概要

⑴　市町村長防災危機管理ラボ
市町村長防災危機管理ラボは、市町村長が災害発生時にリーダーとしてより適切な災害対応をと
ることができるよう、都道府県を単位として平成18年度から実施しています。平成18年度から令和
3年度までに230回実施しました（年平均14回）。受講市町村長は延3,241人、幹部職員等を含む全
体の受講者は延14,805人となっています。
研修は 1〜 4時間程度で、講義形式やワークショップ形式により行っています。その主な内容は
次のとおりです。令和 3年度は表 2のとおり実施しました。
・災害を体験した首長等による体験談
・�学識経験者による災害対応のあり方の解説
・ワークショップ方式による意見交換
　＊�受講者には、災害を経験した市
町村長の体験談などを簡潔にま
とめた手帳サイズの小冊子『こ
れだけは知っておこう!!�災害応
急対策』を配付しています。

実施に当たっては、市町村長が参加し
やすいよう、市長会・町村会の行事等市
町村長が一堂に会する機会や都道府県の
防災に関する企画（防災・危機管理トッ
プセミナー等）との連携に努めています。 写真 1　市町村長防災危機管理ラボの様子



表2　令和3年度市町村長防災危機管理ラボの実施状況
NO 開催日 実施団体 テーマ 講師（敬称略）

1 6/2 福岡県

風水害対策における市町村
長の役割 日野宗門 Blog防災・危機管理トレーニング

主宰、消防大学校客員教授
「危機の時こそトップの出番」
〜令和元年東日本台風災害
などを経験して伝えたいこと

加藤久雄 長野県長野市長

2 7/29 高知県 災害ケースマネジメントに
ついて 津久井進 弁護士法人芦屋西宮市民法律事務

所�弁護士・兵庫県弁護士会�会長

3 9/7 千葉県 危機におけるトップと参謀の役割
（自衛隊と自治体での体験から） 越野修三 岩手大学地域防災研究センター客

員教授

4 10/27 青森県 災害対応を率いるリーダー
が知っておくべきこと 瀧本浩一 山口大学大学院創成科学研究科准

教授

5 11/10 山形県

市町村長による危機管理の要
諦〜初動対応を中心として〜 古川昭彦 山形県防災教育推進主幹

命を守る行動とは〜東日本
大震災に学ぶ〜 戸羽太 岩手県陸前高田市長

6 12/22 佐賀県

講義：風水害対策における
市町村長の役割 日野宗門 Blog防災・危機管理トレーニング

主宰、消防大学校客員教授
意見交換会：我が市町の危機
管理体制強化への取組−令
和3年の大雨災害への市町長
の対応についての報告含む

佐賀県内豪雨
災害対応体験
市町長

―

まとめ 日野宗門 Blog防災・危機管理トレーニング
主宰、消防大学校客員教授

7 1/13 岡山県 最近の豪雨災害事例から学ぶこと 牛山素行 静岡大学防災総合センター教授

8 1/19 大阪府 令和 2年 7月豪雨時の球磨
村の災害対応及び教訓 松谷浩一 熊本県球磨村長

9 2/1 京都府 避難行動の円滑化と市町村
の役割について 阪本真由美 兵庫県立大学大学院減災復興政策

研究科教授

10 2/8 岩手県

風水害対策における市町村
長の役割 日野宗門 Blog防災・危機管理トレーニング

主宰、消防大学校客員教授
令和 2年 7月豪雨災害時の
人吉市の対応と教訓 松岡隼人 熊本県人吉市長

11 2/8 愛媛県

熊本地震を経験した首長と
して伝えたいこと〜益城町
の復旧と「創造的復興」に
向けた新たなまちづくり〜

西村博則 熊本県益城町長

減災から防災社会へ“想像力の
欠如に陥らない防災・危機管理”
自治体トップに求められること

岩田孝仁 静岡大学防災総合センター特任教授

【受講者の声】
◦�災害対応で様々な判断を求められる首長にとって非常に有意義なセミナーであると感じている。ぜひ継
続して開催していただきたい。

◦�被災後の支援の内容を他都市の例を交えて説明いただけた点が大変参考になりました。
◦�大規模災害時には情報は入らない。先見洞察力、イメージ力の向上が必要。また、判断を行う上での覚
悟についての講話が印象深かった。

◦�避難情報のガイドライン策定に関与された立場からの、他では聞くことのできないお話は非常に参考になりました。
◦�今回の研修を受講し、実際に被災された体験を聞かせて頂き大変参考になりました。夜間の災害時の対
応については、苦慮しておりますが、やはり市民の生命を守る為にも早めの決断が必要であると再認識
を致しました。今後も、実体験談や先進的な取り組みをされている市町村の講演を希望します。

（注）高知県と佐賀県以外はオンライン方式又はオンライン方式併用で開催。



⑵　市町村防災担当幹部職員研修
市町村防災担当幹部職員研修は、防災担当幹部職員の防災実務に資するよう、必要な知識、スキ

ルの習得を目的に、講義と演習を交えて平成30年度から都道府県単位で実施しています。平成30年度
から令和 3年度までに17回実施しました（年平均 4回）。受講者は延411人となっています。標準的な
プログラムは表 3のとおりです。なお、研修の進行及び演習は、当センター研究員が担当しています。

表３　市町村防災担当幹部職員研修プログラム
時間割 タイトル 時　間

10：00〜10：10 開会、オリエンテーション 10分
10：10〜11：50 被災自治体幹部職員による災害時の対応に関する講義（質疑応答含む） 100分
11：50〜12：50 昼食休憩 60分
12：50〜14：50 警戒・初動段階における意思決定・判断に関する演習（発表・講評含む） 120分
14：50〜15：00 アンケート記入 10分
【受講者の声】
◦�防災担当幹部職員として、災害対応における庁内（首長を含む）の事前調整・情報共有の重要
性を改めて認識することができた。
◦�避難情報は空振りを恐れず躊躇なく出そうと思った。被災自治体の体験談が参考になります。
◦�実際に被災した職員の体験を直接聴講でき、被災時の現場の様子がリアルに実感できたことと、
課題・改善点は非常に参考となった。
◦�被災対応した実体験に基づく内容となっており、大変説得力があり良かった。理論だけではない
所が大変参考になる。
◦�演習で他市町村の方とも話ができて、いろいろな考えを聞くことができた。

⑶　市町村防災力強化専門研修
市町村防災力強化専門研修は、都道府県単位で、下記に示す防災上の重要テーマについて専門的な
知識を習得することを目的に、平成27年度から座学やグループでの情報交換等を交えて実施していま
す。平成27年度から令和 3年度までに261回実施しました（年平均37回）。受講者は延10,584人となっ
ています。なお、研修の一部は、当センター研究員及び図上訓練指導員（⑻参照）が担当しています。

【研修テーマ】
①�災害対策本部における情報処理に関
する研修
②避難指示等に関する実務研修
③避難所の運営に関する実務研修
④�要配慮者・避難行動要支援者に関する
実務研修
⑤�福祉避難所設置・運営に関する実務
研修

上記のうち、①災害対策本部における情
報処理に関する研修の標準的なプログラム
は表 4のとおりです。 写真2　災害対策本部における情報処理に関する研修の様子



表4　災害対策本部における情報処理に関する研修プログラム
時間割 タイトル 内　容

9：30〜�9：40 オリエンテーション 本研修の位置づけ、進め方等についての説明

9：40〜10：50 演習 1（グループワーク） 地元での災害対策本部の設置・運営に関する情
報交換・意見交換

10：50〜11：00 休憩

11：00〜12：00 演習 2（図上シミュレーション訓練 1）
災害対策本部における情報処理に関する図上シ
ミュレーション方式による模擬体験演習（1回目）

12：00〜13：00 昼休憩

13：00〜14：50 演習 3（図上シミュレーション訓練 2）

◦�1 回目の振り返りと解説
◦�災害対策本部における情報処理に関する図上シ
ミュレーション方式による模擬体験演習（2回目）
◦�2 回目の振り返りと意見交換

14：50〜15：00 休憩
15：00〜15：30 消防防災GISの活用事例紹介 消防防災ＧＩＳの活用事例紹介
15：30〜15：40 アンケート、閉会
【受講者の声】
◦�災害時の情報処理・問題点と対策について、事例を踏まえてわかり易く、ポイントを具体的に説明さ
れ、大変参考になった。また、各自治体の現状と問題点を確認することもできて有意義な研修だった。
◦災害が発生した時のような危機感を持った研修会となり良かった。
◦グループワーク形式なので、とてもイメージしやすかった。
◦訓練でできないことは本番でもできないので、自分に足りない点を理解できた。
◦最後の意見交換会では各自治体の取り組みや工夫など知れて役に立った。

⑷　市町村防災力強化出前研修
市町村防災力強化出前研修は、市町村職員及び住民のスキルアップ等を目的に、市町村を単位と

して平成18年度から実施しています。平成18年度から令和 3年度までに618回実施しました（年平均
39回）。受講者は延21,619人となっています。
研修は、実施市町村の希望を踏まえ、次の 5つのメニューから選択したテーマについて、演習形

式により実施しています（約 3時間）。なお、研修講師は、当センターに登録している図上訓練指導
員（⑻参照）が担当しています。
①住民向け災害図上訓練ＤＩＧ（ディグ）（地震版）
②住民向け災害図上訓練ＤＩＧ（ディグ）（風水害版）
③避難所HUG（ハグ）（風水害版）
④新任職員を対象とした状況予測型訓練（地震版）
⑤地域版タイムライン作成研修
　上記のうち、①住民向け災害図上訓練ＤＩＧ（地震版）の標準的なプログラムは表 5のとおりです。

表5　住民向け災害図上訓練ＤＩＧ（地震版）プログラム
時間割 内　容 時　間

13：30〜13：40 オリエンテーション 10分
13：40〜13：55 準備 15分



時間割 内　容 時　間
13：55〜14：20 自分の住む地域を知りましょう 25分
14：20〜14：55 大地震が起こった時どのような被害が起きそうか考えましょう 35分
14：55〜15：05（休憩） 10分
15：05〜15：35 大地震時にどのように行動すべきか考えましょう 30分
15：35〜15：45 被害を減らすために日頃から取り組むべきことを考えましょう 10分
15：45〜16：05 グループでの検討結果をまとめましょう 20分
16：05〜16：25 発表・意見交換 20分
16：25〜16：30 まとめ 5分
【受講者の声】
◦これから災害が起こったときの知識が増えて生き残れる確率が上がった。
◦地区が違うが、自分の地区でもやってみたい。
◦自分の地域を見直す良い機会だった。
◦子供たちにも折りにふれて、伝えたい。
◦更に多くの人に拡大していけるとよいと思う。

⑸　市町村職員防災基本研修
市町村職員防災基本研修は、市町村の新任防災担当職員を対象に、災害対応に必要な基礎的知識、
スキルを習得することを目的として、講義と演習を交えて平成18年度から都道府県単位で実施して
います。平成18年度から令和3年度までに183回実施しました（年平均11回）。受講者は延6,139人と
なっています。標準的なプログラムは表6のとおりです。なお、研修の一部は、当センター研究員及
び図上訓練指導員（⑻参照）が担当しています。

表6　市町村職員防災基本研修プログラム
時間割 内　容 時　間

9：30〜 9：40 オリエンテーション 10分
9：40〜11：10 災害対応の基礎知識（災害対策本部の設置・運営、避難対策） 90分
11：10〜11：20（休憩） 10分
11：20〜12：00 気象台からの防災気象情報について 40分
12：00〜13：00（昼食） 60分
13：00〜14：30 被災市町村職員を交えたグループ討論 90分
14：30〜14：40（休憩） 10分
14：40〜16：30 避難所HUG体験 110分
16：30〜16：50 災害図上訓練DIG及び消防防災GIS紹介 20分
16：50〜17：00 アンケート記入、修了証授与 10分
【受講者の声】
◦防災担当 1年目ということで不安でいっぱいであったが研修を通して自信がついた。
◦実際に災害対策本部内で何が起こるのかを、具体的にイメージできた。
◦被災自治体の当時の状況（災害対策本部となる庁舎の被災に伴う本部の移動）などを詳細に知ることができた。
◦過去に発生した全国の市区町村の成功事例や失敗事例を知ることができ有意義に感じた。
◦先進事例を聞くことができて参考になった。
◦出前講座で住民からＨＵＧをしたいと要望されることがあるので、体験できてよかった。
◦他の自治体の職員との交流は効果的だと思う。



⑹　オンライン版市町村職員防災連続講座
オンライン版市町村職員防災連続講座は、コロナ禍を踏まえ、全国の市町村職員に対して、専門家に

よる最先端の知見を伝える場をオンラインで提供することを目的に令和3年度から実施しています。令和
3年度は、災害対策本部の運営、避難措置、救援物資、避難行動要支援者、保健医療等のテーマにつ
いて、リアルタイムの講演をおおむね2ケ月に1回、計 5回実施し、延1,253人が受講しました。令和3
年度の講師とテーマは、表 7のとおりです。なお、研修の進行は、当センター研究員が担当しています。

表7　令和3年度オンライン版市町村職員防災連続講座実施状況
NO 月日 テーマ 講師（敬称略）

1 5/26

避難情報に関するガイドラインの変遷
〜最近の豪雨災害事例から学ぶこと〜 牛山素行 静岡大学防災総合センター教授

風水害と自治体の危機管理
〜情報ハンドリングと避難行動促進〜 吉井博明 東京経済大学名誉教授

2 7/29
東日本大震災後の健康調査から見えて
きた関連死ゼロ作戦−保健師との連携− 鈴木るり子 岩手保健医療大学・大学院看護学

部教授
市町村における避難対策を考える 矢守克也 京都大学防災研究所教授

3 9/27 自治体における救援物資業務対応
について 宇田川真之 防災科学技術研究所

災害過程研究部門主幹研究員

4 12/22 福祉と防災 鍵屋一 跡見学園女子大学観光コミュニティ
学部教授

5 2/28
これからの防災まちづくり 廣井悠 東京大学大学院工学系研究科教授
災害対策本部機能を麻痺させるコー
ルセンター・シンドロームとその対策 日野宗門 Blog�防災・危機管理トレーニング

主宰、消防庁消防大学校客員教授
【受講者の声】
◦�オンラインであれば参加しやすいので今後も実施してほしい。
◦�実務的、実災害に基づく内容であったため、イメージしやすかった。
◦�具体的な事例に基づく「住民との協力体制」「セカンドベストの重要性」「避難訓練は空降りでなく
素振り」といったところに納得できた。

◦�避難対策の考え方と震災関連死ゼロ作戦、講師先生方の前を進む熱い熱意が伝わってきた。
◦�救援物資に特化した内容であったため、防災の中では専門的な内容で勉強になった。
◦�物流拠点の考え方や災害救助法の適用の可能性について知ることができた。
◦�福祉と防災の連携について改めて重要性を認識した。
◦�防災まちづくりについて新たな視点から考えることができた。コールセンター・シンドローム現
象が対策本部の機能をなくしてしまう怖さが理解できた。

◦�いずれの講義でも実際の事例を交えて解説されており、すぐに業務において対策を実践できる役
立つ研修だった。

⑺　防災啓発研修
防災啓発研修は、東京都内で開催する防災啓発中央研修会と、道府県で開催する防災啓発研修（地

方研修）とに分けて実施しています。�
消防庁との共催で実施する防災啓発中央研修会は、広く全国の防災・消防関係者等を対象に、消

防庁の重要施策、自然災害の発生メカニズム等の基礎的な知識、地震災害をはじめ各種災害時の教訓・
対策、国民保護等をテーマとして、年 1回 2日間にわたって平成18年度から実施しています。これ
まで16回開催し、参加者数は延8,390人となっています。なお、令和 3年度は、コロナ禍を踏まえオ



ンライン方式で開催しました（表 8）。令和 4年度も同様の方式で開催する予定です。
道府県との共催で実施する防災啓発研修は、防災・国民保護に関する知識を普及し、地域の防災
力の向上を目的として、市町村職員、道府県職員及び一般住民等を対象に平成18年度から実施して
います。これまで308回開催し（年平均19回）、参加者数は延76,348人となっています。

表8　令和 3年度防災啓発中央研修会（オンライン）の実施状況
開催日 テーマ 講師（敬称略）

12月 2日

大規模災害に備えた消防防災体制の拡
充・強化 荻澤滋 総務省消防庁国民保護・防災部長

近年の震災に学び大規模地震災害に備える 山岡耕春 名古屋大学環境学研究科地震火山
研究センター教授

新型コロナ禍における避難所運営 榛沢和彦 新潟大学医歯総合研究科特任教授

12月 3日

気候変動の実際と今後の暮らし 太田景子 気象予報士
近年の豪雨災害の教訓と激甚化する水
害への備え 池内幸司 東京大学大学院工学系研究科教授

土砂災害対策 西真佐人 砂防フロンティア整備推進機構上
席研究員

⑻　図上訓練指導員養成研修
市町村職員、住民等を対象とする⑴〜⑺の研修の他、市町村防災力強化専門研修、市町村防災力
強化出前研修及び市町村職員防災基本研修の実施を支援する図上訓練指導員（市町村職員、消防職
員、消防職員OB等）を養成するための研修も実施しています。現在、約40名の図上訓練指導員が各
研修の支援を行っています。

5 ．おわりに

平成18年度に本事業を開始して以来、東日本大震災、熊本地震災害、平成30年 7月豪雨災害、令
和元年東日本台風災害等数多くの災害が発生しました。それぞれの被災地の最前線では、常に市町村
長や市町村職員らによる懸命な救援活動が展開されました。当センターでは、今後も引き続き、地方
公共団体等と連携を図りながら、一般財団法人全国市町村振興協会からの助成金の一層の有効活用
に努め、市町村の災害対応力を高めていくための積極的な支援を行ってまいりたいと考えております。
なお、本事業の一助とするため、災害現地調査を実施し、記録した写真を災害写真データベース
として公開しています。また、被災市町村長へのインタビューや各地で取り組まれている訓練につい
ての調査を行い、その映像も公開しています。参考としていただけると幸いです。
〇災害写真データベース
http://www.saigaichousa-db-isad.jp/drsdb_photo/photoSearch.do
〇市町村長インタビュー映像、各地の訓練映像等
https://www.isad.or.jp/video/




