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県名：青森県  

項  目 ①地域住民が主体となる取組に対する支援 

標  題 地域コミュニティの再生と地域防災力の向上 

目  的 

自助・共助の意識が低い現状では、大災害時に大きな被害につながる可能性が高く、地

域コミュニティの再生を通じた自助・共助を軸とした地域防災力の向上が急務であるとい

う現状認識から、職員の提案を事業化する「庁内ベンチャー制度」により、地域コミュニ

ティに着目して地域防災力の向上を図る取組として事業化したもの。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

キックオフイベント、訓練対象災害決定ワークショップ、いい川・こわい川ワークシ

ョップ、訓練詳細検討ワークショップ、新しい形の訓練「リアル防災 RPG」、フォー

ラム等を実施した。 
 
＜背景＞ 

自主防災組織や地域団体など、様々な立場の地域関係者に事業へ参画してもらうこ

とで顔の見える関係を構築し、「防災」をキーワードとして地域コミュニティの再生

を図るとともに、参加者が地域で想定される災害について認識を共有し、その災害に

備えるために必要だと思う実践的な訓練を地域が主体的に考え、その訓練を実際に行

うことで地域防災力の向上を目指している。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組１＞ 

【キックオフイベント】 

 訓練を検討するに当たり、必要となる防災の基礎知識などを習得するイベントとし

て開催した。（消防関係者向け、住民向け、行政職員向けの３本立てで構成。） 
＜取組２＞ 

【訓練対象災害決定ワークショップ】 

 訓練の対象とする災害について、地域の実情や切迫度などを勘案して決定するワー

クショップを開催した。H28 年度は川の水害に決定した。 
＜取組３＞ 

【川を知るワークショップ】 

 訓練対象災害が川の水害に決定したことを受け、川の恐い面だけではなく、いい面

も知るとともに、訓練内容検討のきっかけとするためのワークショップを開催した。 
 前半は、子どもたちを対象とした川に親しむための水生生物観察、後半は、大人を

対象とした川に関する講演及び演習を実施した。 
＜取組４＞ 

【訓練構築ワークショップ】 

 これまのでイベントを踏まえて、地域の現状として何ができて、何ができていない

のかを考え、実施する訓練の内容を検討するワークショップを開催した。 
＜取組５＞ 

【実動訓練実施】 

 検討してきた内容に基づいて、実動で訓練を実施した。 
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取組・成果・ 

今後の課題 

 単なる避難訓練とならないよう、参加者に伏せていた状況を訓練統制が付与するこ

とで、実災害時の混乱状況を体験させるとともに、臨機応変の対応を参加者に考えさ

せる工夫をした。 
＜取組６＞ 

【振り返りワークショップ】 

 取組を根付かせるため、訓練の振り返りや今後の継続実施に向けた検討等を行うた

めのワークショップを開催した。 
＜取組７＞ 

【フォーラム】 

 今年度の取組内容を全県に周知することを目的として、全編パネルディスカッショ

ン形式のフォーラムを開催した。 
 
＜成果及び今後の課題＞ 

これまでの地域における防災訓練のスタイルは、行政が設定した定型の避難や初期

消火などの訓練に地域住民が参加するものがほとんどだが、この取組では、自分たち

の命を守るための訓練を住民自らが考えることで、身近な災害を自分のこととして認

識できるようになり、訓練内容の構築から実施までの一連の流れに真剣に取り組むこ

とが期待されるとともに、訓練実施後に振り返りを行うことで、改善を図りながら継

続的に実施されるような仕組みとしている。 

平成２８年度は日本海側の鰺ヶ沢町で風水害を想定した訓練を構築・実施し、平成

２９年度は太平洋側の三沢市で地震災害を想定してモデル的に実施した。 

災害時の死者ゼロ達成を目指し、まずは両地域でこの取組を根付かせるとともに、取

組概要をマニュアル化して県内市町村に配布するなどにより、同様の取組を県全体に

展開し、率先避難などの自らの命を守るための行動をとることができる県民の増加を

図っていきたいと考えている。 

参考資料 別添資料参照のこと 

 

担当所属 防災危機管理課 

連絡先 
電話番号：０１７－７３４－９０８８ 
メールアドレス：bosaikikikanri@pref.aomori.lg.jp 
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みんなが主役だ！地域コミュニティ再生・地域防災力向上事業 

 
○キックオフイベント 

 訓練を検討するに当たり、必要となる防災の基礎知識などを習得するイベントとして開催。消防関係

者向け、住民向け、行政職員向けの３本立てで構成。 

   
  

   
 
 
○訓練対象災害決定ワークショップ 

 訓練の対象とする災害について、地域の実情や危険度、切迫度などを勘案して決定するワークショッ

プを開催。H28 年度は川の水害に決定。 

   
 

【消防関係者向け】 【住民向け】 

【行政職員向け講演】 【行政職員向け演習】 

【ワークショップの様子】 【検討結果発表】 
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○川を知るワークショップ 

 訓練対象災害が川の水害に決定したことを受け、川の恐い面だけではなく、いい面も知るとともに、

訓練内容検討のきっかけとするためのワークショップを開催。 
 前半は、子どもたちを対象とした川に親しむための水生生物観察、後半は、大人を対象とした川に関

する講演及び演習を実施。 

   
 

   
 
 
○訓練構築ワークショップ 

 これまのでイベントを踏まえて、地域の現状として何ができて、何ができていないのかを考え、実施

する訓練の内容を検討するワークショップを開催。 

   
 
 

【子ども向け水生生物観察】 【川に関する講演会】 

【ワークショップの様子】 

【検討の様子１】 【検討の様子 2】 
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○実動訓練実施 

 検討してきた内容に基づいて、実動で訓練を実施。 
 単なる避難訓練とならないよう、参加者に伏せていた状況を訓練統制が付与することで、実災害時の

混乱状況を体験させるとともに、臨機応変の対応を参加者に考えさせる工夫をした。 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 

【要配慮者避難支援】 【負傷者搬送】 

【避難者名簿作成】 【避難訓練】 

【避難所運営】 【高齢者疑似体験】 
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○振り返り 

 この取組を根付かせるため、訓練の振り返りや今後の継続実施に向けた検討等を行うためのワークシ

ョップを開催。 

   

 
○フォーラム 

 今年度の取組内容を全県に周知することを目的として、全編パネルディスカッション形式のフォーラ

ムを開催。 

   

 

【訓練振り返り】 【次回に向けた検討】 

【パネリスト】 【会場の様子】 
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県名：山梨県  

項  目 ①地域住民が主体となる取組に対する支援 

標  題 地域防災力強化推進事業 

目  的 

 平成３０年４月１日から施行された「山梨県防災基本条例」の趣旨を踏まえ、行政

（公助）と自助・共助がより連携して、地域における自発的な防災への取り組みを推

進し、更なる地域防災力の強化を図る 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

 東日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえ、平成２９年度は県内全域において避難所

運営マニュアルの策定支援を行った。 
 また、地域住民レベルでの取り組みの重要性が再認識される中、県を挙げて防災対

策を将来にわたり総合的に推進していくため、平成３０年度から防災基本条例を施行

した。 

＜背景＞ 

東日本大震災においては、地震や津波によって、多くの市町村職員が被災するなど、

本来被災者を支援すべき行政自体が被災し、行政機能が麻痺した。また、熊本地震に

おいては、発災直後から、多数の市町村職員が避難所の運営に投入され、重要な役割

を果たしたが、避難所運営で手一杯となり、他の災害対応業務の実施に支障が生じる

事例が見られた。このような大規模災害時における「公助の限界」が明らかになった

一方、自助、共助の重要性が強く認識された。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

１ 地区防災計画の策定支援 

地域の災害リスクや危険箇所、避難行動要配慮者に対する支援方法など、地

区防災計画の策定を通して、自発的な防災活動の推進と地域コミュニティにお

ける共助の強化を図る。 

【事業内容】 

県内４圏域で各１地区を選定し、対象地区に県から防災アドバイザーを派遣

し、モデル的に地区防災計画の策定を支援する。 

≪第１段階～防災講座～≫ 

  防災アドバイザーから地区住民に対して、計画の重要性の説明や作成プロセ

スの紹介等を行う。 

≪第２段階～素案検討～≫ 

  全３回のワークショップ等を経て、計画の具体的な内容を決定し、地区防災

計画の素案を策定する。 

≪第３段階～素案改良～≫ 

  計画の素案を活用した防災訓練を実施し、必要に応じて計画の素案を改良す

る。 

 ※モデル地区以外の市町村もオブザーバーとして参加する。 
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取組・成果・ 

今後の課題 

 ≪事業実施後≫ 

市町村を中心に地区防災計画未策定地区への普及を図る。県は有識者の紹介

や相談対応等、継続的に支援を行う。 

２ 防災シンポジウムの開催 

近年、全国的に集中豪雨などが相次ぐ中、実際の災害を題材に、本県で起こ

りうる災害の恐ろしさや、個人・地域でできる対応策などについて、講演や事

例発表等を行う。 

３ やまなし防災力向上テキストの作成 

 災害への備え、発災時に取るべき行動等を掲載したリーフレットを作成･配布

し、防災に対する意識や知識を醸成する。 

４ 防災啓発映像資料の作成 

 これまでの本県の災害の歴史や被害状況を中心に、災害の仕組みや特性、ま

た、発生した場合の社会状況などを本県の被害想定データと組み合わせて映像

化し、県政出張講座や防災訓練等において活用する。 

＜成果＞ 

 本年度から事業を実施 

＜今後の課題＞  

地区防災計画の策定については、県内４地区をモデル地区に選定し、策定を支援す

るが、モデル地区以外の市町村はオブザーバーとしてノウハウを習得し、次年度以降、

当該市町村に普及展開する。 

このため、全県に計画の策定が円滑に普及展開されるよう、継続的に支援していく

必要がある。 

 

担当所属 山梨県防災局防災危機管理課 

連絡先 
電話番号：０５５－２２３－１４３２ 
メールアドレス：bosai@pref.yamanashi.lg.jp 
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県名：山梨県  

項  目 ①地域住民が主体となる取組に対する支援 

標  題 避難所自主運営支援事業 

目  的 

 熊本地震や過去の大規模災害を教訓に、市町村は、地域住民による自主運営ができ

るよう、個々の避難所の実情に沿った実務的な内容の避難所運営マニュアルの作成を

集中的に進めることが必要である。このため、県では、市町村による避難所ごとの運

営マニュアルの作成を支援する。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

熊本地震を踏まえ、Ｈ２８年に、県防災会議地震部会を開催し、避難者や自主防災

組織により、避難所の自主運営が行えるようにするため、個々の避難所の実情に沿っ

た分かりやすく、かつ実際の運営に役立つマニュアルの作成と地域住民への周知が必

要であると報告書にまとめた。 
このため、Ｈ２９年３月に、県において運営マニュアルの基本モデルを作成し、市

町村に提示するとともに、Ｈ２９年度から運営マニュアルの作成を支援することとし

た。 
＜背景＞ 

平成２８年４月に発生した熊本地震においては、地震発生の直後から住民の避難が

始まり、ピーク時には１８万人以上にも及んだ。避難所においては、「運営マニュア

ル」が未作成又は周知不足であったことから、避難者による自主運営が安定するまで

に相当の時間を要し、大きな課題であるとされた。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

 各市町村から推薦を受けた地域（避難所単位）に支援チームを派遣し、当該地域の

「避難所運営マニュアル」作成を支援する。 
【支援チーム】 
 ・防災アドバイザー、当地域の防災士、県職員、市町村職員 
県が作成したマニュアルの基本モデルを活用し、各地域でマニュアル素案を作成す

るとともに、避難所運営の図上演習等を通じて、マニュアルの必要性を認識する。 

＜成果＞ 

全２７市町村において事業を実施し、既に作成済みの地域については、マニュアル

を改善した。また、未作成の地域については、県の基本モデルを活用しながらマニュ

アルを作成した。 
そして、マニュアルを活用した避難所の開設訓練、ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）訓

練を通して、地域住民に避難所運営マニュアルの必要性を認識してもらい、避難所の

自主運営体制の構築が推進された。 

＜今後の課題＞ 

 早期に全避難所で作成されるよう、進捗状況を随時把握し、様々な機会を通じて市

町村にマニュアルの整備を促していく必要がある。 
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参考資料 

 

 

担当所属 山梨県防災局防災危機管理課 

連絡先 
電話番号：０５５－２２３－１４３２ 
メールアドレス：bosai@pref.yamanashi.lg.jp 

 

地域の防災士による助言の様子 避難所の運営ﾙｰﾙを決めている様子 避難所のﾚｲｱｳﾄを決めている様子 
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県名：長野県  

項  目 ①地域住民が主体となる取組に対する支援 

標  題 地域特性に配慮した住民主導型警戒避難体制の構築について 

目  的 

全国各地で土砂災害により多くの尊い人命が失われている。そうした中、避難の

遅れと災害時要援護者の被災への対応が大きな課題となっているため、「地域特

性に配慮した警戒避難体制づくり」のモデルとして、市町村と連携し、地域住民

を主体とした取り組みを推進する。 

経過・背景 

（きかっけ） 

＜背景＞ 

・全国各地で土砂災害により多くの尊い人命が失われている。自然豊かな本県に

おける土砂災害への懸念は強く、特に避難の遅れと災害時要援護者の被災への

対応が大きな課題である。 

・災害時に備え、災害の予兆や避難場所等の情報を住民自身が的確に把握し、自

らの避難行動に役立てることができるよう、住民による主体的な地域防災力向

上への取組が必要である。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

・地域防災力の向上を図るため、①～③の取組を数市町村でモデル的に実施。 

①防災講演会 

土砂災害に対する知識を得る。 

②住民懇談会 

ワークショップ形式で地域の危険な箇所、災害予兆現象、避難場所等の整理

を行い、地域の防災マップを作成する。（計３～４回） 

③避難訓練の実施 

作成した防災マップを活用し、避難基準や避難場所の確認を行う。 

・モデル市町村の取組の成果を取りまとめた「住民主体の警戒避難体制構築マニ

ュアル(長野県版）」を作成。このマニュアルを、地域防災を所管している市町

村機関や県関係機関へ提供し、警戒避難体制の強化に資する好事例として共有

した。 

 
＜成果＞ 

１ 地域特性に配慮した防災訓練 

地域住民が主体となり、自主避難基準、自主避難経路等を決めた上で、市町

村が作成したハザードマップ等を活用した避難訓練を実施。 

（H27 末までに 51 市町村の 115 地区において実施。） 

２ 住民主導型警戒避難体制の構築 

地域住民が主体となり、地区防災マップを作成し、避難訓練を行って確認。

（H28 末までに 30 市町村の 103 地区において実施。） 

 
＜今後の課題＞ 

この取り組みを全県へ浸透させるため、以下の展開を図っていく。 

・県、市町村職員の運営スキルの取得・向上のため、講習会を開催する。 

・市町村による取り組みの自主的な運営を支援し、きめ細かな警戒避難体制 

づくりを推進する。 
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参考資料 

 
地域の皆さんによる地区防災マップ作成のための懇談会の様子 

 
 
地域の防災マップの作成例 

 
 

特記事項等 

・土砂災害に関する災害伝承にも取り組んでおり、地域の皆さんへの啓発と、住民 

主導型警戒避難体制構築づくりへの参加に繋げている。 

・砂防課ホームページに「過去の災害に学ぶページ」を開設 

 (URL: https://www.pref.nagano.lg.jp/sabo/manabu/manabu.html) 
 

担当所属 長野県建設部砂防課調査管理係 

連絡先 
電話番号：026-235-7316 
メールアドレス：sabo@pref.nagano.lg.jp 
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県名：滋賀県  

項  目 ①地域住民が主体となる取組に対する支援 

標  題 「水害に強い地域づくり」の取組について 

目  的 

 水害リスクの高い地域において、住民が主体となったワーキンググループにより、

避難計画（そなえる対策）や安全な住まい方のルール（とどめる対策）等を検討し、

水害に強い地域づくりを支援するもの。 
【主な取組内容】 

（そなえる対策） 
  ・タイムラインの作成 
  ・防災マップ、避難マップの作成 
 （とどめる対策） 
  ・既存住宅の現地調査（浸水面と居室床高の確認） 
  ・浸水警戒区域の検討（災害危険区域） 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

 河川等の流水を流下させる能力を超える洪水にあっても県民の生命を守り、甚大

な被害を回避することを目的として、「川の中」で水を安全に「ながす」基幹的

対策に加え、「川の外」での雨水を「ためる」対策、被害を最小限に「とどめる」

対策、水害に「そなえる」対策を組み合わせた「しがの流域治水」を実践し、水

害に強い地域づくりを目指す「滋賀県流域治水の推進に関する条例」を制定

（H26.3）した。 

＜背景＞ 

 河川整備を治水の基幹的対策とするものの、気候変動等の要因による、整備水準

を上回る洪水に対する減災対策が必要。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

 水害に強い地域づくりのモデル地区を設定し、取組を開始。 

 「そなえる」対策として「出前講座」「図上訓練」「危険箇所の現地確認（まちあ

るき）」「避難計画の検討」を実施した。 

 「とどめる」対策として、「既存住宅の現地調査」「住まい方ルールの検討」「浸

水警戒区域の検討」を実施した。 
＜成果＞ 

 モデル地区において、「そなえる」対策によって検討した内容を整理し、自治会

独自の「防災マップ」「避難マップ（早逃げ）」「避難マップ（逃げ遅れ）」「水害

タイムライン」など、水害時の避難計画を作成。 
 作成した避難計画に則った避難訓練を実施。 

＜今後の課題＞ 

 モデル地区での取組をその他地区にも拡大していくことが必要である。 
 様々な地域特性に合わせた取組を進めていく必要がある。 

- 14 -



参考資料 

＜住民ワーキング＞ 
 住民ワーキングとして、「図上訓練」「危険箇所の現地確認（まちあるき）」を実施

している様子。 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜防災訓練＞ 

防災訓練として、避難計画に則った避難訓練を行っている様子。 
 
 
 
 
 
 
 

特記事項等 

参考資料 

防災マップ（現地確認実施後） 

 
 

担当所属 滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室 

連絡先 
電話番号：０７７－５２８－４２９１ 
メールアドレス：ryuiki@pref.shiga.lg.jp 
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県名：島根県  

項  目 ①地域住民が主体となる取組に対する支援 

標  題 地域課題解決型公民館支援事業 

目  的 

・公民館における人づくりと地域の様々な実践活動が連動し、住民自らが主体となっ

た地域課題を解決する気運の醸成に努める。 

・人づくりを進める公民館等のプロセスや手法を明らかにし、成果発表会等により情

報発信することで県内の公民館等における人づくりの取組を推進する。 

【実施方法】 

・下記テーマに沿った取組を、県からの委託を受けた島根県公民館連絡協議会が公

民館等を支援する。 

テーマ：「若者の地域参画」「生活課題の解決」「防災を通じた絆づくり」「子育て・

家庭教育支援」「その他の課題」 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

平成 19 年度から、「実証！地域力醸成プログラム」としてモデル公民館支援を開始

した。平成 28 年度からは、「地域課題解決型公民館支援事業」として、現在の取組

を進めている。 

〔支援公民館等数〕（うち「防災」をテーマにした公民館等数） 

H19：12（1）、H20：12（0）、H21：13（0）、H22：10（1）、H23：11（1）、H24：18（0）  

H28：25（5）、H29：34（7） 

＜背景＞ 

・公民館は、地域の課題を住民自身の力で解決していく自主的な学習・実践活動の

拠点であり、長い歴史の中で培われてきた地域力醸成のノウハウを持っている。 

・公民館等が実施する、地域住民の学習を通した地域課題解決への取組を支援する

ことにより、公民館を核として住民自らが主体となり地域課題を解決する気運の醸

成を図ることとした。 

・また、全国各地における自然災害の発生をきっかけとした、地域防災体制の整備

などの、地域住民による地域課題解決に向けた動きも生まれている。 

取組・成果・ 

今後の課題 

 

※以下4つのテ

ーマのうち「防

災を通じた絆

づくり」につい

て記載 

＜取組＞ 

 公民館等が中心となり、地域住民による防災体制の整備、防災訓練、自治会独自の

ハザードマップの作成、防災先進地視察等、各地域の実情やニーズに応じた取組を行

っている。 

＜成果＞ 

・地域住民主体の防災体制の確立 
・地域住民の防災意識の向上 
・公民館と地域住民が主体となる取組の県内各地域への波及 
＜今後の課題＞ 

 公民館活動は地域によって差があるため、公民館活動があまり活発ではない地域へ

の支援や働きかけが必要。 
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参考資料 

〈地域における災害対策本部会議の様子〉 

 

〈避難訓練の様子〉 

 
 
〈防災訓練における炊き出しの様子〉 

 

 

担当所属 島根県政策企画局政策企画監室 

連絡先 

電話番号：0852-22-5090 

メールアドレス：sejima-kaoru@pref.shimane.lg.jp 
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県名：鹿児島県

項 目 ①地域住民が主体となる取組に対する支援

標 題 住民による地域防災力ボトムアップ事業

自助・共助による地域防災力の強化を図るため，災害対策基本法で地域住民が市町

村へ提案できることとされている地区防災計画案の作成を支援する。

目 的 地区防災計画案の作成に当たっては，防災対策に精通した NPO 法人等を活用し，
地域住民が防災に係る実践的な知識や技術を習得するための活動（避難訓練，研修等）

や，「地区防災計画検討会」を開催し，地区防災計画案の作成・提案を支援する。

＜経過＞

平成 25 年の災害対策基本法の改正により，自助・共助による自発的な防災活動を
推進する観点から「地区防災計画制度」が創設（平成 26年 4月 1日施行）。

経過・背景

（きっかけ） ＜背景＞

地区防災計画は，地域住民が自ら地区防災計画案を作成し，市町村地域防災計画に

定めるよう市町村に提案することができるボトムアップ型の計画であり，住民自らが

内容を検討し，計画に記載することとされており防災活動への参加等を促進するもの

であることから，県では，自助・共助による地域防災力の更なる強化を図るため，県

内の自主防災組織による地区防災計画案の作成を支援。

＜取組＞

○主な取組内容

① 対象地区の行政担当者や区長等に事前説明を行った上で，自然災害や社会構造に

ついて事前調査を実施。

② 調査結果をもとに，地区住民に対して，対象地区における自然災害リスクや避難

取組・成果・ 行動上の社会的リスクを提示し，地区防災計画策定の必要性などを説明する事前説

今後の課題 明会を開催。

③ 地区内の災害リスクを知り, 地区住民の防災についての関心を高めるため，「対
象地区の地図を使った災害図上演習（DIG）」や「自然災害経過想定訓練（SIM）」
などのワークショップを実施。

④ ③の内容をもとに地区の防災上の課題を分析し，地区防災計画案のベースとなる

素案を作成して，これをもとに地区住民と話し合いを行って地区防災計画案の策定

を実施。

＜成果＞

○主な成果

① 地区住民が主体となって作成したため，地域の特性に応じた，より実践的な地区

防災計画案を作成することができた。

② 説明会やワークショップを実施することにより，住んでいる地区の防災・減災に

ついて「見える化」することで，自然災害リスクに対する考え方や理解を深めるこ

とができるなど，住民の防災意識の向上と自主防災組織の活性化を図ることができ

取組・成果・ た。

今後の課題 ③ 地区防災計画案の策定過程で，地区内の課題が顕在化し，防災に絡めた普段から

の自治組織の取組が再認識された。

＜今後の課題＞

○主な課題

① 地区住民の中には，参加しなかった住民もいるため，より積極的な参加の呼びか
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けや地区内で定期的に実施するイベントなどに地区防災計画案の作成を組み入れる

など，無関心層を積極的に参加させる取組が必要である。

② 防災訓練での検証や自治会の総会などを活用し，作成した地区防災計画案の定期

的な見直しを行う仕組みづくりが必要である。

参考資料 住民による地域防災力ボトムアップ事業概要

担当所属 鹿児島県危機管理局危機管理防災課防災係

連絡先 電話番号：０９９－２８６－２２５６

メールアドレス：bousaik@pref.kagoshima.lg.jp.
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住民による地域防災力ボトムアップ事業

鹿児島県危機管理局
危機管理防災課

１ 目 的
自助・共助による地域防災力の強化を図るため，災害対策基本法で地域住

民が市町村へ提案できることとされている地区防災計画案の作成を支援す
る。

同計画案の作成に当たっては，防災対策に精通したNPO法人等を活用し，
地域住民が，防災に係る実践的な知識や技術を習得するための活動（避難訓
練，研修等）や，「地区防災計画検討会」を開催し，同計画案の作成・提案
を支援する。

また，計画案を作成する地区以外の住民や地域防災推進員等を対象に計画
案作成の過程や成果について発表会等を開催し，他地区での計画案作成の促
進など，自主的な防災活動の活性化に寄与することにより，地域防災力の向
上を図る。

２ 対象者
地域住民（各市町村の自主防災組織等） ※ＮＰＯ法人等への委託

３ 事業スキーム
（１）負担割合 27～29年度：県10/10
（２）対象経費 地区防災計画案の作成支援に係るNPO等への委託費等
（３）対象地区 県内７地域から，モデルケースとして１地区を選定。

・27年度
鹿児島市喜入一倉町地区，奄美市笠利町外金久地区

・28年度
出水市平松東自治会，霧島市福山地区（中央地区），
志布志市志布志一丁目沿岸地区で実施

・29年度
指宿市利永地区，西之表市現和地区

（４）事業のフロー
（各地域振興局・支庁）

○ モデル事業の実施フロー
県 NPO法人等

(事業委託) 支援・協力

地域関係機関 支援・協力 地域住民 計画提案 市 町 村
（学校，消防，社協 ・地区防災計画案の作成 ・地域防災計画への

地域振興会 等） ・防災活動の実施 支援・協力 位置づけを検討

○ 他地域への展開
① モデル事業実施地区において，地域防災推進連絡会を開催

・地区防災計画の趣旨やモデル地区の取組等について紹介
・計画案作成を希望する地区があれば，ノウハウの提供や講師派遣（出前講
座）等により支援する。

② 既存の研修会やリーダー養成講座，リーフレットの活用等により，地区防
災計画の周知を図る。
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県名：鹿児島県

項 目 ①地域住民が主体となる取組に対する支援

標 題 地域コミュニティ組織等による地域課題の解決に向けた活動の促進

【地域貢献活動サポート事業取組例】

目 的 住民自らが，地域情報を収集し，地域の課題の気づきを得て，自助・共助による地

域課題解決への取り組みを目指す。

＜経過＞

姶良市において，広域的に地域課題の解決に努めるため，小学校の校区の範囲で校

経過・背景 区コミュニティ協議会を設置

（きっかけ）

＜背景＞

転入者の増加や小学校の新設などにより，地域の状況が変化しているにもかかわら

ず，地域住民間で地域の情報共有がされていなかった。

＜取組＞

校区単位のコミュニティ協議会（コミュニティ・プラットフォーム）とＮＰＯ法人

が連携し，地域住民自らが危険箇所等確認のためのウォーキングやコミュニティ防災

マップづくりに取り組んだ。

○ 地域住民がウォーキングに参加し，地域のいいところや危険箇所を確認

○ ウォーキングでの発見をもとにワークショップを実施し，コミュニティ防災マ

ップを作成

取組・成果・ ＜成果＞

今後の課題 地域住民自らが地域情報の発見・再確認することにより関心が高まり，地域の絆が

生まれた。

また，災害時の避難に助けが必要な高齢者などがどこにいるか把握でき，安心・安

全な地域づくりに向けて一歩前進した。

＜今後の課題＞

「防災マップ」や「要支援者マップ」を活用して避難訓練の継続や地域の高齢者や

障碍者等への支援を広げていくことが必要。

地域の絆づくりにむけ，地域住民のコミュニケーションの広がりや住民同士の交流

の活性化をどのように行っていくか。
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（何でも発見ウォーキング）

参考資料

（ウォーキング中の様子）

担当所属 鹿児島県共生・協働推進課

連絡先 電話番号：０９９－２８６－２２４１

メールアドレス：k-kyodou@pref.kagoshima.lg.jp
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○ 姶良市では広域的に
地域課題の解決に努める
ため小学校の校区の範囲
で校区コミュニティ協議
会を設置

○ 転入者の増加や小学
校の新設などにより，地
域の状況が変化している
にも関わらず，地域住民
間で地域の情報共有がさ
れていない。

地域コミュニティ組織等による地域課題の解決に向けた活動の促進地域コミュニティ組織等による地域課題の解決に向けた活動の促進

背景・課題

姶良市松原なぎさ校区
コミュニティ協議会

校区単位のコミュニティ協議会（コミュニティ・プラットフォー
ム）とNPOが連携し,災害に強い地域づくりを実践している。
今後,こうした取組が広がるよう,県として普及啓発等に取り組む。

実施主体実施主体
連携

【何でも発見ウォーキング】
地域住民が参加し，地域の

いいところや危険箇所を確認

【コミュニティ防災マップづ
くり】
ウォーキングでの発見をも

とにワークショップを実施し，
コミュニティ防災マップを作
成

取組の概要

○ 地域住民自らが地
域情報の発見・再確認
することにより関心が
高まり，地域の絆が生
まれた。

○ 災害時の避難に助
けが必要な高齢者など
がどこにいるか把握で
き，安心・安全な地域
づくりに向けて一歩前
進した。

成果

地域貢献活動サポート事業（H28助成事業）の活用例

共生・協働推進課

NPO法人Ｌかごしま協
働

エル
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県名：青森県  

項  目 ②人材育成に関する取組 

標  題 地域の学校における災害安全教育の充実 

目  的 

地域において学校が果たす役割は大きく、また、自然災害等の影響は、学校管理下

の様々な場面で発生しており、学校教育における実践的な安全教育及び安全管理等の

更なる充実が必要となっているため、災害安全に係る教職員等の資質向上や、川の防

災と土砂災害の防止に関する知識の習得及び防災意識の向上を図っている。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・学校安全教室指導者研修会について、校種ごとに隔年実施している。 

 -対象者- 

  平成２８年度：中学校、高等学校及び特別支援学校の教職員 

  平成２９年度：小学校の教職員 

・小学生を対象に川の防災安全教室の開催（平成２６年度～） 

 -実施校数- 

  平成２６年度：３校 

平成２７年度：３校 

平成２８年度以降：１校 

＜背景＞ 

東日本大震災等の自然災害及び事件・事故は学校管理下の様々な場面で発生してい

ることから、学校における実践的な安全教育及び安全管理等の更なる充実が必要とな

っている。 

また、近年、地球温暖化に伴う気候変動などの影響により、いわゆるゲリラ豪雨が

多発し、それに伴う水害や土砂災害が頻発・激甚化している。 

 こうした中、行政による公助には限界があり、災害から住民自らが身を守ること（自

助）の重要性が増してきており、地域防災力の向上や地域防災リーダーを育成するこ

とで、災害に強い地域づくりを後押ししていく必要がある。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組１＞ 

【学校安全教室指導者研修会】 

災害安全に係る教職員等の資質向上を図るため、「学校安全教室指導者研修会」を

継続的に実施している。 
＜取組２＞ 

【防災安全の手引の作成】 

災害時に学校現場で教職員が迅速に対応するための「防災安全の手引」を県内すべ

ての公立学校へ配布している。 

＜取組３＞ 

【川の防災安全教室の開催】 

将来、地域の防災リーダーとなり得る小学生を対象として平成 26 年度から開催し

ており、川の防災と土砂災害の防止に関する知識の習得及び防災意識の向上を図るこ

とを目的に、洪水・土砂災害の映像や防災教育資料による説明、砂防模型（土石流・

がけ崩れ・地すべり）による実験などを行っている。 
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＜成果及び今後の課題＞ 

引き続き災害安全教育の充実を図っていく。 

参考資料 

    

▲「防災安全の手引」    ▲川の防災安全教室 

特記事項等 
平成８年度から、雪崩災害に対する基礎知識の習得と防災意識の向上を図る目的

で、小学生を対象とした「雪崩防災教室」も開催している。 

 

担当所属 学校施設課、スポーツ健康課、河川砂防課 

連絡先 

電話番号：０１７－７３４－９８７３（学校施設課）、 
０１７－７３４－９９０６ (スポーツ健康課)、 
０１７－７３４－９６６２（河川砂防課） 
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県名：石川県  

項  目 ②人材育成に関する取組 

標  題 災害ボランティアコーディネーターの養成について 

目  的 

被災地において、効果的なボランティア活動を展開するためには、被災者とボラン

ティアを的確に結びつける「災害ボランティアコーディネーター」の役割が大変重要

なものとなっていることから、コーディネーター養成研修会を実施する。 

加えて、養成したコーディネーター登録者を対象に、コーディネーターの知識の定

着とともに、スキルアップを図るために、フォローアップ研修会を実施する。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・平成 17 年度より、「災害ボランティアコーディネーター」の養成事業を行っている。 

・能登半島地震（H19.3.25）以降、ボランティアの橋渡し役であるボランティアコー

ディネーターの更なる拡充を図るために養成数を増やすとともに、平成 20年度か

ら養成後のコーディネーターに対し、その知識・技能の維持・向上のためのフォロ

ーアップ研修会を実施している。 

・東日本大震災（H23.3.11）をうけて平成 24年度以降は、養成研修会の開催を年間

１回から２回に増やして、研修会を実施している。 

＜背景＞ 

・平成 16年に福井豪雨、新潟・福島豪雨、新潟中越地震と、隣県で大災害が立て続

けに発生し、石川県においても、地域の災害対応力の強化を図る必要があった。 

・被災市町に設置される災害対策ボランティア現地本部の運営スタッフの役割を担

い、災害ボランティア活動が円滑に行われるよう、各地域においてコーディネータ

ーとなる人材を養成する必要があった。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

・平成 29 年度は、県下全域にバランスよく養成するため、金沢市（加賀地区）、羽咋

市（能登地区）をコーディネーター養成研修会の開催場所に選定し、研修会を実施

した。 

【研修内容】 

○災害ボランティアコーディネーター養成研修会（H29.6.10～11、6.17～18 実施） 

コーディネーター登録予定者向けに、ボランティアの基礎、災害ボランティアと

現地本部の役割、被災者ニーズの把握等の講習、ワークショップ等に関する内容に

ついて研修会を行った。 

○災害ボランティアコーディネーターフォローアップ研修会（H30.2.17～18 実施） 

コーディネーター登録者を対象にコーディネーターとしての役割や心構えの再

確認やスキル向上のための講習、ワークショップ等に関する内容について研修会を

行った。 

＜成果＞ 

・災害ボランティアコーディネーターについて、計 616 名が登録（平成 30 年 3 月末

時点）されており、うち平成 29 年度は 60 名を新たに登録した。 

また、平成 29 年度のフォローアップ研修会には 110 名が参加し、コーディネータ
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取組・成果・ 

今後の課題 

ーとしての知識の定着とスキルアップの向上を行った。 

＜今後の課題＞ 

・近年、震災や豪雨等の大規模災害が多発する中、コーディネーターを継続して増や

すための養成研修会及び、知識・技能の維持・向上のためのフォローアップ研修会

を長期的に継続していく必要がある。 

・特にコーディネーターの高齢化にも配慮し、引き続き、新規のコーディネーターを

養成するとともに、フォローアップを行うことで若手コーディネーターの育成が必

要である。 

・市町間において養成数にバラつきが生じており、地域バランスにも配慮したうえで

研修会の開催場所を選定する必要がある。 

参考資料 

＜災害ボランティアコーディネーター養成研修会＞ 

 県災害対策ボランティア本部についての説明を受ける受講者の様子。 

 

＜災害ボランティアコーディネーターフォローアップ研修会＞ 

 講師の説明を受けて知識の再確認をする受講者の様子。 

 

特記事項等 ・別添イメージ図 

 

担当所属 石川県県民文化スポーツ部県民交流課 

連絡先 
電話番号：０７６－２２５－１３６５ 
メールアドレス：e130500@pref.ishikawa.lg.jp 
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災害ボランティアコーディネーター養成のための研修会

目 的 ： 被災者と災害ボランティアを的確に結びつけることで
ボランテ ィア活動をより効果的に展開する

期待される効果（成果）

１．災害ボランティアコーディネーター養成研修会

２．災害ボランティアコーディネーターフォローアップ研修会

・災害ボランティア、現地本部の理解
・災害ボランティアコーディネーターの基本的な知識や心構えの習得

・災害ボランティアコーディネーターの基本の再確認 ・即戦力となるよう
スキルアップ

・コーディネーターが、防災訓練などに参加し地域の防災力の向上につながっている

・能登半島地震の際は、多くのコーディネーターが現地本部の運営に参加した

- 30 -



- 31 -



県名：石川県  

項  目 ②人材育成に関する取組 

標  題 防災士の計画的な育成と質の向上 

目  的 

地域防災力を県下全域に高めるため、地域防災のリーダーとして、自主防災組織の

要となる防災士を育成するとともに、防災士の活動の質の向上をはかる。 

【防災士の活動の内容】 

・自主防災組織の組織化・運営（規約、防災活動計画づくり） 

・ハザードマップ、防災マップの作成・周知 

・自助の推進、意識啓発（自助のチラシを配布・周知等） 

・地区で防災講座を開催 

・訓練の実施（安否確認訓練、情報伝達訓練、避難訓練、避難所運営訓練等） 

・県民一斉防災訓練（シェイクアウト）に参加   等 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

能登半島地震で大きな力を発揮した住民による防災力を県下全域に高めることが

必要との考えのもと、平成 20 年度より、地域防災力の要となる自主防災組織のリー

ダーとして防災士の育成に積極的に取り組む。 

能登半島地震当時、県内 248 人いた防災士は、その後、県と市町が連携して育成に

取り組んだことや県民の防災意識の高まりもあり、平成 28年度末（H29.3 末）に防災

士数は目標としていた、１町会１人に相当する 4千人に達する。 

また、東日本大震災の教訓から、避難所運営にあたっては、女性への細やかな配慮

も必要となることから、女性防災士の育成にも取り組み、平成 20 年度の 40人に対し、

平成 28 年度末（H29.3 末）に目標である１避難所１人に相当する千人に達する。 

＜背景＞ 

平成18年度に発生した能登半島地震を検証・総括するため平成19年に設置した「震

災対策専門委員会」において今後の震災対応についての提言を受けた。その提言にお

いて、「地域の絆」が避難誘導や安否確認などに、大いに力を発揮したとの評価を受

けたことから、地域防災のリーダーとして、自主防災組織の要となる防災士の育成を

図ってきた。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

平成 29 年度が、平成 33年度までの 5年間で防災士及び女性防災士をそれぞれ倍増

させることを新たな目標に掲げ、市町と連携してペースを上げて育成に取り組むとと

もに、防災士の活動の質の向上を図るため、新たに資格取得時の研修や 5年ごとの研

修を実施した。 

＜成果＞ 

現在（H30.3 末）では、自主的に取得した住民も含め、県内の登録者数は 5,279 人

に達する。そのうち女性が 1,244 名となる。 

→人口 10万人あたりの防災士登録数： 457 人（全国 3位） 

うち女性数：  108 人（全国 4位） 
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＜今後の課題＞ 

・平成 33 年度までに防災士及び女性防災士をそれぞれ倍増させることを目標にして

いるため、計画的に育成が必要。 

・防災士の年齢構成は、40 代以上が約 9割となっていることから、防災意識の高い学

生・生徒の防災士資格の取得を促進するなどの若い防災士の育成も必要 

参考資料 

＜資格取得時（初任者）研修の様子＞ 

リーダーの役割、行政との連携等の内容の講義を実施 

 

 

担当所属 石川県危機管理監室危機対策課 防災グループ 

連絡先 
電話番号：０７６－２２５－１４８２ 

メールアドレス：e170700@pref.ishikawa.lg.jp 
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県名：石川県  

項  目 ②人材育成に関する取組 

標  題 災害ボランティアバンクの創設及び災害ボランティア体験入門講座の実施 

目  的 
県民の災害ボランティアへの関心を高めるとともに、災害時の円滑なボランティア

活動を推進する。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過・背景＞ 

災害時の円滑なボランティア活動を推進するため、災害時にボランティアとして活

動を行う意思のある個人・団体を事前登録する制度として、平成２７年に「災害ボラ

ンティアバンク」を設置した。 
また、県の地域防災計画では「県、市町及び関係機関は、平時より積極的に防災ボ

ランティアとして支援活動を行う上での知識や技術について、講習会・研修会を開催

する」としていることから、災害ボランティア活動のきっかけづくりとなるよう、平

成２８年度から、災害ボランティア体験入門講座を開始した。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

災害ボランティアバンク登録者へ対しては、災害発生時に被災市町に設置されるボ

ランティア現地本部のボランティア募集情報などを提供するとともに、平時には、災

害ボランティアに関する研修会や防災訓練などの開催案内などの情報提供を行うこ

ととしており、平成２９年度末時点で個人５２６名、団体５１件の登録がある。 

また、災害ボランティア体験入門講座は、災害ボランティア活動に関する基本事項

を学ぶ講義を必須としているほか、複数の体験型メニューの中から１つを選択し、実

際に体を動かしながら災害支援について学べる内容としている。 

【メニュー（一例）】 

・床板外しと泥上げ（２８年度～） 

・土のう袋作りと運搬（２８年度～） 

・ビニール袋を使った非常食作り（２８年度～） 

・簡易トイレの作成（２８年度～） 等 

これまでの取組実績は以下のとおり。 
・平成２８年度：開催回数 ２０回（のべ参加人数 約１，０００人） 
・平成２９年度：開催回数 １５回（のべ参加人数 約７７０人） 
＜成果＞ 

講座を通じて災害ボランティア活動への理解も広まり、災害ボランティアバンクへ

の登録者数も増加していることから、県内外で災害が発生した場合にボランティア活

動に従事できる人材の確保に寄与している。 
＜今後の課題＞ 

今後も県内各地で事業を実施し、広く災害ボランティア活動への理解を進めるとと

もに、災害ボランティアバンクへの登録を推進していきたい。 
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参考資料 

＜災害ボランティア体験入門講座の様子＞ 

災害ボランティア活動の具体的な内容や注意点、災害ボランティアセンターについ

て講義をしている様子。 

  
実際に非常食作りを行っている様子。 

 
 

担当所属 石川県県民文化スポーツ部県民交流課 

連絡先 
電話番号：０７６－２２５－１３６５ 
メールアドレス：n-osawa@pref.ishikawa.lg.jp 
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県名：長野県  

項  目 ②人材育成に関する取組 

標  題 「御嶽山火山マイスター」と共に、火山防災の普及啓発・人材育成を行う取組 

目  的 

御嶽山火山マイスター制度は、県が認定した「御嶽山火山マイスター」が、地域住

民や御嶽山地域を訪れる観光客に対して、火山防災の普及啓発や火山からもたらされ

るめぐみを紹介することで、噴火災害を風化させず、防災と地域振興の両者を結び付

けながら防災対策の充実を進める取組である。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

2014 年９月 27 日の御嶽山噴火災害を受けて、同じような災害で被害にあわれる方

を少なくするための方策として、人材を用いた火山防災の普及啓発活動に取り組む

「御嶽山火山マイスター」制度を創設した。 

（平成 30年４月 23日に、第１回合格者８名に認定書を交付） 

＜背景＞ 

・2014 年９月 27 日の御嶽山噴火災害以降、中央防災会議ワーキンググループ（ＷＧ）

や、長野県火山防災のあり方検討会議では、同じような災害で被害にあわれる方を

少なくするための方策についての検討が行われた。その中で、人材を用いた火山防

災の普及啓発活動に取り組むべきとの議論がなされた。人材を用いた火山防災の普

及啓発を行っている例としては、「洞爺湖有珠火山マイスター」がある。彼らの活

動は、2000 年の有珠山の噴火をきっかけに始まり、周辺地域の復興や地域振興と合

わせて注目されている。この成功例を参考に、御嶽山地域の特徴に適した制度をス

タートするべきとの意見が多数出された。 

・これを受けて、平成 28年度の長野県火山防災のあり方検討会（４回）において「（仮）

御嶽山マイスター」の設立に向けた議論が集中的に行われた。平成 29 年度には、

木曽地域振興局を中心に「御嶽山火山マイスター」検討会議を４回開催し、制度の

具体的な骨子を固め、平成 30年３月に第１回目の募集を行うに至った。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組・成果＞ 

・「御嶽山火山マイスター」認定審査の結果 

応募者 45人、うち書類選考で面接審査に進んだもの 15人、うち合格者 8人 

・マイスターの募集にあたっては、認定審査の事前講習や制度説明会等を実施。事前

講習は、２種類の講義を各２回（計４回）開催し、１回の講義で約 50人、合計 200

人以上の参加があった。県内だけではなく岐阜県からも多くの参加があった。 

・制度の検討会議には、防災関係者のみならず、山小屋関係者や観光ＤＭＯにも参加

してもらい、マイスターの役割やあり方を一緒に検討した。このことにより、当該

制度が、防災だけでなく地域振興の中心としても機能することを目指していること

の共通理解が得られた。木曽地域に設立予定のビジターセンターに、マイスターが

活動する場所を用意することを検討するなど、地域全体でマイスターの取組を支援

する環境が整い始めている。 
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取組・成果・ 

今後の課題 

＜今後の課題＞ 

・マイスターの具体的な活動内容を実態に応じた有意なものにしていくため、認定し

た８人のマイスターや協力機関とともに、今後議論を深めていく必要がある。 

・洞爺湖有珠火山マイスター制度においては、制度の運営自体も、マイスターたちが

中心となって行っている。御嶽山火山マイスター制度においてもそれを参考とし、

マイスター自身の自主的・主体的な制度運営に向けて支援をしていきたい。 

 

参考資料 別添のとおり 

 

担当所属 危機管理防災課 防災係 

連絡先 
電話番号：０２６－２３５－７１８４ 
メールアドレス：kazan@pref.nagano.lg.jp 
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御嶽山火山マイスター制度について 

 
１ マイスターの定義  

 御嶽山火山マイスターとは、御嶽山周辺地域において、火山防災に関する知識の効果的な普及・

啓発を担い、火山と共生する木曽地域の素晴らしさを内外に伝えることが出来る人材と認められた

資格者である。 

 

２ 活動内容  

 火山防災の普及・啓発においては、登山者や観光客といった地域外からの訪問者と、住民や観光

事業者等をはじめとする地元の双方にアプローチすることが求められる。マイスターの活動は、マ

イスターに認定された者の生業・ライフワークの上に成り立つものであり、活動する場所や方法に

よっては、その他の資格が必要になることに留意すること。 

 

（１）登山者、観光客への活動 

   御嶽山の自然環境や歴史といった分野と火山活動を関連づけ、普及・啓発を実施。例えば、

登山中に目にする地形や地層、岩石などを、火山活動や過去の噴火と関連づけて説明し、登山

者に活火山地域へ足を踏み入れていると認識させ、登山者に対して火山に関する情報を正確に

伝えていく。 

 

（２）住民等御嶽山地域の人々への活動  

   地域住民に対して、火山の恵みや火山と共生してきた歴史を伝え、御嶽山を誇りとする意識

を啓発することと同時に、過去に起きた噴火災害を風化させず、地域史として語り継ぎ、火山

防災の普及・啓発を実施する。   

 

３ 想定される人材  

（１）想定される人材像 

    マイスター制度は原則として、個人の生業やライフワークとして何らかの普及・啓発に関わ

る人材に、「火山に関する専門知識」を上乗せすることで、個人の活動範囲を広げて運用する。

例えば、山岳ガイド、山小屋や旅館の経営者、被災経験を語り継ぐ噴火災害の被災経験者等が

想定される。 

 

（２）求められる具体的な能力 

   マイスターに求められる能力は、以下の２つである。 

① 普及・啓発のためのコミュニケーション能力 

② 火山に関する知識  

「火山に関する知識」については、マイスター運営委員会が講習等を開催し、「火山の

理科的知識」および「御嶽山の特徴」をしっかり学び、火山および火山防災に関する知

識を習得することが必須である。 
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４ マイスター育成にあたっての留意点  

（１）主体的で情熱ある人材の発掘 

マイスターは火山防災の要として長期的に活動することが求められる。そのため、マイス

ターとなる人材には、自ら問題意識を持って何をすべきか考え、行動できる「主体性」と、

活動を継続し地域の火山防災に貢献したいという「情熱」が必要不可欠である。 

 

（２）専門機関等との連携 

マイスターには、火山の理科的知識、火山防災の知識だけでなく、個々のこれまでの活動

と、地質や、動植物などの知識を関連付け、新たな分野を創発することが求められる。その

ため、マイスターの認定や活動の支援等を行っていくには、火山専門家だけでなく、大学や

専門機関、民間団体等と継続的な連携体制を構築することが望ましい。 

 

（３）地域の関わり 

マイスター制度を継続的に運営するには、地域の住民や観光関係者など地域の積極的な参

画が必要である。地域住民は、マイスターの制度運用を担う重要な主体であり、また、マイ

スターを支える存在でもある。マイスターが、地域に新たな振興をもたらしていくために、

地域住民の当事者意識と連携が重要である。 

 

（４）行政機関とのパートナーシップ 

制度を継続していくには、行政機関との連携も重要である。制度創設時は、制度の改善や、

研修等について、行政機関が主体的に活動することが必要であるが、自主的に運営すること

が可能になれば、行政機関はバックアップに留まることが望ましい。 

 

５ 制度運営のために  

（１）マイスター運営委員会の設置 

検討会議を踏まえ、マイスターの認定や養成等を行うための組織が必要である。制度運営

を行うための、細かな内容を検討する場が必要である。そのため、マイスター運営委員会を

設置し、具体的な講習内容の検討や、認定の手続きについて、検討していく。また、今後、

運営主体をマイスター等に移行する方法を、マイスター認定者と共に検討していくことが重

要である。 

 

 （２）マイスターの養成講習 

マイスター認定にあたり、講習を義務付ける。マイスター等を対象にした講習は、大学の

公開講座や行政によるセミナー等の既存の講習を活用し、一部カリキュラムはその受講で代

替できるといった工夫も検討が必要である。 

 

（３）マイスター認定審査 

マイスターを認定する際は、認定試験が必要である。試験の内容は、火山や、御嶽山地域

に関しての知識の他、普及・啓発のためのコミュニケーション能力、認定後の具現政党を確

認するものである。また、マイスター資格の更新など、認定後の資格の更新についても考え

ていくことが必要である。 
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「地方の絆と災害に強い地域づくり」に係る施策等 

県名：三重県   

項  目 ②人材育成に関する取組 

標  題 みえ防災・減災センターについて 

目  的 

三重県と三重大学が相互に連携・協力し、防災に関する人材育成・活用、地域・企業

支援、情報収集・啓発、調査・研究等に取り組み、三重県における地域防災力の向上

に資することを目的に設置 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

三重県と国立大学法人三重大学は、平成 26 年４月１日に、「三重県・三重大学 みえ

防災・減災センター設置に関する協定」を締結 
この協定に基づき、県と三重大学が相互に連携し、防災に関する人材育成・活用、地

域・企業支援、情報収集・啓発、調査・研究等に取り組み、三重県における地域防災

力の向上に資することを目的に「三重県・三重大学 みえ防災・減災センター（以下

「センター」という。）」を設置 

＜背景＞ 

防災人材の活用を促進するため、実践的なカリキュラムの構築、三重大学教員等に 

よるＯＪＴ、育成者のネットワーク強化などにより、市町・地域での実績を積み重ね 

る「地域に信頼される防災人材」の育成が必要 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

・人材育成・活用事業   
 即戦力としての活用をめざした人材育成と、その活用促進を目的とした事業（講座

及び研修等）の実施 
・地域・企業支援事業 

地域や企業等を支援するための相談窓口の運用と、多様な主体の交流により地域防

災力を向上させることを目的とした事業の実施 
・情報収集・啓発事業   

 県民の防災意識向上を目的として、啓発コンテンツを整備することや、防災啓発事

業を企画・実施 
＜成果＞ 

・みえ防災コーディネーターを平成 29 年度末までに 711 人育成 
・市町や地域、企業の防災相談に対応（平成 29 年度 94 件） 
・みえ防災・減災センターで育成した人材を「みえ防災人材バンク」に登録し、 
 地域の防災活動を支援（平成 29 年度 延べ 271 人が活動  
＜今後の課題＞ 

・育成した人材が地域で活躍できるような環境づくりが必要 

- 40 -



参考資料 

○みえ防災コーディネーター育成講座の様子 

 
○地域や企業の防災活動支援 

 
○みえ防災・減災アーカイブの運用 

 
http://midori.midimic.jp/ 

特記事項等 
・みえ防災・減災センターホームページ 

 http://www.midimic.jp/ 

 

担当所属 防災対策部防災企画・地域支援課 

連絡先 
電話番号：059-224-2185 
メールアドレス：bosai@pref.mie.jp 
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県名：滋賀県  

項  目 ②人材育成に関する取組 

標  題 「防災カフェ」の実施について 

目  的 

・災害時に危機管理機能の拠点となる滋賀県危機管理センターは、平常時には県民や

防災関係機関等の危機対応力の向上を目指して各種の訓練・研修等を実施しており、

その一環として、様々な危機事案に対する県民等の疑問についてわかりやすく解説す

るイベントを通じて、防災意識の高揚とともに、自助・共助の取り組みの促進を図る。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・平成２８年１月 滋賀県危機管理センター供用開始 
【災害対策本部機能】 

災害時には、防災関係機関が集結して迅速かつ的確な災害対応を行う。 
【研修・交流機能】 

平常時には、県民や防災関係機関等の危機対応力の向上を目指して様々な訓練・

研修等を実施。 

＜背景＞ 

・滋賀県危機管理センターでは、「研修・交流プログラム」を策定して、平常時の様々

な訓練・研修等を実施しており、「防災カフェ」をこのプログラムの実施事業とし

て位置付け、県民の防災意識の高揚と自助・共助の取り組みの向上を図ることと

した。  

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

・地震、風水害などの自然災害等をテーマに、専門家をゲストに迎え、司会者（ファ

シリテータ）との会話を通して解説するイベントとして「防災カフェ」を実施。 
・滋賀県危機管理センターにおいて、毎月１回夕方から２時間程度、コーヒーなどを

飲みながら気軽な雰囲気で行っている。 
・ゲスト、司会者との距離が近く、県民の方が普段から疑問に思っていることが気軽

に質問ができる有意義な場となっている。 
・「防災カフェ」にあわせて、高校生の研究発表や演奏会なども実施し、若者が参加

しやすい雰囲気づくりに心掛けている。 

＜成果＞ 

平成２８年度 参加者数 ２８３名（１０回開催） 
平成２９年度 参加者数 ２５３名（１２回開催） 

＜今後の課題＞ 

・開催が平日の夕方のため参加者が近隣の住民に偏っていることもあり、カフェの取

り組みをより広く県民に知ってもらえるよう、「出前カフェ」の開催を予定しており、

今まで参加された地域以外からの参加者を掘り起こし、センターに足を運んでもらえ

るような取り組みを行う。 
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参考資料 

【防災カフェの風景】 
 

 

 
 

担当所属 滋賀県総合政策部防災危機管理局地震・危機管理室 

連絡先 
電話番号：077-528-3438 
メールアドレス：as0002@pref.shiga.lg.jp 
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県名：奈良県  

項  目 ②人材育成に関する取組 

標  題 新しい森林環境管理制度の構築と森林の防災機能を重視した森林づくりについて 

目  的 

奈良県では、スイスを参考として、森林の有する本来の機能である「生産・防災・

生物多様性・レクレーション」を一元的に管理する「奈良らしい新たな森林環境管

理制度」を構築し、地域に応じた森林の４つの機能が適切に発揮される森林づくり

を目指している。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

（現状） 

日本では、重視すべき森林の４機能について、所管省庁が以下のようになっている。 

・生産－林野庁 

・防災－国土交通省・林野庁 

・生物多様性－環境省・文化庁 

・レクレーション－観光庁・農林水産省・環境省 

 

スイスでは、フォレスターがすべて指導。 

高い知識と権限を有するフォレスターが、森林の有する「生産・防災・生物多様

性・レクレーション」の４つの機能を重視し、多種多様な森林を自然の力を最大限

に活用して育成することにより、経済性と環境保全が両立する「恒続林施業」と言

われる持続可能な林業経営を実践している。（皆伐は法令で禁止） 

 

・フォレスターは、スイスの林業教育センターで専門教育を受けた者に与えられるス

イスの国家資格。 

・フォレスターは主に州や市町村に雇用される公務員であり、１人当たり約 1,000ha

の同じ森林を定年まで管理する。 

・スイスの森林は全てフォレスターの管理下にあり、伐採木の選定伐採作業の指示や

発注、木材販売、販路の開拓、森林所有者への精算などの林業経営全般をマネジメ

ントする他、災害の防止や、生物多様性の維持保全、市民へのレクレーション提供

など多様な業務を担っている。 

・フォレスターは法令により伐採に関する許認可権を付与されており、担当する森林

の将来に権限と責任を負う。 

 

＜背景＞ 

近年、大規模な森林災害が多発しており、改めて持続可能で災害に強い森林づくり

が必要となっている。 

 

・紀伊半島大水害（平成 23 年） 

平成 23 年８月 30 日～９月４日の記録的な豪雨により、紀伊半島大水害が発生 
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・九州北部豪雨災害（平成 29年 7月） 

平成 29 年６月 30 日以降、発達した梅雨前線と台風３号により福岡県、大分県等で

記録的な豪雨となり、林地崩壊など甚大な被害が発生 

 

・台風２１号豪雨災害（平成 29 年 10 月） 

平成 29 年 10 月 22 日から 23 日に奈良県に接近した台風２１号の豪雨により、林地

崩壊や住宅地の斜面崩壊などの被害が発生 

 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

森林の有する「生産・防災・生物多様性・レクレーション」の重視すべき４つの機

能を一元管理する新たな森林環境管理制度の構築に向け、以下の取組を行っている。 

１．制度の根幹となる条例の制定 

  制度の根幹となる（仮称）奈良県森林環境管理条例の制定を検討 

   【条例の骨子】  

① 重視すべき機能（生産・防災・生物多様性・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ）の一元管理  

② 森林所有者の森林環境管理に対する責務の明確化 

③ 森林環境を重視した地域毎の森林環境管理計画制度 の創設 

④（仮称）紀伊半島フォレスターの育成、配置、権限付与 

 

２．制度を担う人材を育成する（仮称）奈良県フォレスト・アカデミーの設置 

  （仮称）奈良県フォレスト・アカデミーの設置：実学と応用を重視した教育を実

施し、森林の環境管理に関する知識を有する（仮称）紀伊半島フォレスター等を

養成 

 

３．制度を推進する新たな森林管理組織の設置 

県と市町村が連携した新たな森林管理組織を設置することにより、地域に密着し

た（仮称）紀伊半島フォレスターを配置 

※三重県、和歌山県とも連携し検討を進めている。 

 

また、奈良県では大規模な森林災害が多発している背景を踏まえ、重視する４つの

森林機能のうち、防災機能を重視した森林づくりについて、以下の取組を検討してい

る。 

 

取組１：森林環境管理制度の導入による施業放置林の解消 

施業放置林が森林の防災機能を低下させている大きな要因となっているため、新

たな森林環境管理制度により、施業放置林を解消するシステムを構築する。 

 

取組２ （仮称）紀伊半島フォレスターが災害に強い森林づくりを推進 

  新たな森林環境管理制度を担う（仮称）紀伊半島フォレスターは、地域に密着し

て、地域の森林環境を管理する人材である。施業放置林の解消の他、林地災害等の

対策に関する森林生態学、砂防学、森林水文学、等を学び、担当する森林の気象条
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件、自然特性等を踏まえて「森林の保健師」として災害に強い森林づくりを推進す

る。 

参考資料 

取組３：簡易防災施設等を広範囲の森林で整備 
 
 

 

担当所属 奈良県農林部新たな森林管理体制準備室 室長補佐 松田繁樹 

連絡先 
電話番号：0742-27-8115 
メールアドレス：matsuda-shigeki@office.pref.nara.lg.jp 

 

間伐材を利用した簡易落石防止柵 

スイスフォレスターを養成している

リース林業教育センターからの実習

生が、奈良県川上村に設定したモデ

ル林に設置。 
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県名：鳥取県  

項  目 ②人材育成に関する取組 

標  題 防災士資格取得支援 

目  的 
防災意識の啓発と向上を図るため、防災の専門家による防災教育、出前講座、講習会

等を実施する一環として「防災士」の資格取得を推進する。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・岩手県でのグループホーム浸水被害を受け、「土砂災害防止法」が改正され、土砂

災害警戒区域内の要配慮者利用施設管理者は避難確保計画の作成及び避難訓練の

実施が義務化された。 

・県内においても、平成２８年１０月の鳥取県中部地震や同年９月の鳥取市鹿野町岡

井地区での降雨、平成２９年１０月の台風２１号に伴う土砂災害など、多数の土砂

災害が発生している。 

＜背景＞ 

・近年、全国的に土砂災害が頻発しており、土砂災害防止を進めるためには施設整備

によるハード対策に加え、ソフト対策の強化が重要である。 

・これまでも、土砂災害警戒区域等の指定によるソフト対策を実施しているところで

あるが、自助、共助による避難体制の構築を推進するため、小学校等への防災教育、

地域・企業等への出前講座、講習会、防災訓練を通じて防災への意識を周知・習熟

を図る。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

防災教育等に携わる職員の防災士資格の取得支援として、鳥取県主催の防災士養成研

修に公務として派遣した。 

＜成果＞ 

平成２９年度に７名が防災士資格を取得。 
＜今後の課題＞ 

防災教育等での資格取得者への負担集中や人事異動による資格取得者の不在が懸念

される。資格取得支援の継続した取組み及び職場研修による同等の知識を持つ職員の

人材育成を行う必要がある。 

参考資料 

   
 （地域防災リーダー研修）      （防災学習）         （出前裏山診断） 

 

担当所属 鳥取県県土整備部治山砂防課 

連絡先 
電話番号：0857-26-7376 
メールアドレス：higasay@pref.tottori.lg.jp 
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県名：高知県   

項  目 ②人材育成に関する取組 

標  題 高知県高校生津波サミット 

目  的 

平成 28 年 11 月に開催した「『世界津波の日』高校生サミット in 黒潮」において採

択された「黒潮宣言」の趣旨にのっとり、南海トラフ地震に備える県内高校生の主体

的な防災活動を支援し、高校生防災リーダーの育成を推進する。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

○平成２８年１１月に、本県、黒潮町において「『世界津波の日』高校生サミット in

黒潮」を開催した。日本を含む世界３０ヵ国、約３６０名の高校生が一堂に会し、

高校生としてできる防災活動について話し合い、「黒潮宣言」をまとめ上げた。 

○高知県では、この世界サミットの成果を受け継ぎ、本県の高校生が、「黒潮宣言」

に基づく防災活動をそれぞれの地域で積極的に行い、未来を担う防災リーダーとし

て成長するよう、平成２９年度から「高知県高校生津波サミット」の一連の取組を

進めている。 

 

＜背景＞ 

○今後３０年以内に７０％から８０％の確率で発生するといわれる南海トラフ地震

対策は高知県の喫緊の課題である。 

○地震発生直後から応急期、さらに復旧・復興期の対策について事前に実施すべき取

組をまとめた「南海トラフ地震対策行動計画」を策定し、ハード・ソフトの両面で

取組を推進している。 

○防災教育においては、東日本大震災を教訓に、南海トラフ地震が発生しても、子ど

もたちが自らの命 

を守りきる力を身につけるため「高知県安全教育プログラム」に基づく防災の授業・

避難訓練の実施の徹底を図っている。 

○児童生徒への防災教育が進む一方、県民の防災意識や各家庭での備えなど主体的な

取組には課題があり、県民全体の防災意識の高揚、さらなる行動化の促進が必要で

あると考えていた。 

○そうした中、平成２８年度に「『世界津波の日』高校生サミット」を開催すること

となり、これを契機に、次代を担う高校生が防災への知見と意識を高め、地域にお

いて積極的に防災活動を展開できるよう支援し、地域全体の防災力の向上に繋げて

いくこととした。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

○サミットの一連の取組に参加する学校を実践校として位置づけ、学習や学校間の交

流を支援するとともに、その活動成果を県内のすべての高等学校・特別支援学校（高

等部）に周知することで、県内全域に高校生による防災活動の取組を広めていく。 

○有識者等による講話により、高校生の自然災害や防災への知見を高める。 

○被災地訪問により、自然災害の驚異と被災地の復興の現状を学び、南海トラフ地震

を現実のものとして捉え、防災活動への意欲を高める。 

○グループ協議等で、各学校の防災活動の取組について情報交換・意見交換を行い、

学校間の交流を深め、活動内容の充実を図る。 
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取組・成果・ 

今後の課題 

＜高知県高校生津波サミットの一連の取組＞ 

①６月：学習会 

 ・講話：海トラフ地震に備える高知県の取組 

  ・各学校の取組状況、意見交換 

②７月～８月：被災地訪問 

 ・現地での震災学習 

  ・現地高等学校との交流学習 

③１０月～１１月：「『世界津波の日』高校生サミット」への参加 

 ・分科会での活動報告、意見交換 

④１２月：「高知県高校生津波サミット」 

 ・グループ協議、講演（講師：被災体験のある大学生） 

  ・被災地訪問、世界サミット参加の報告 

 ・全体協議 
＜成果＞ 

○県立高等学校だけでなく、市立・私立学校、特別支援学校（盲学校）からも実践校

としての参加があり、交流の幅が広がった。 

○参加した高校生たちは、講話や講演、被災地訪問等により、震災や被災地の状況、

南海トラフ地震対策の取組と課題など、防災に関する知見と防災活動への意識を高

めることができた。 
○１２月のサミット本番では、参加対象を県内全ての高等学校・特別支援学校（高等

部）に拡大（各学校から代表生徒５名程度が参加）したことで、広く高校生サミッ

トの取組と、実践校の防災活動を周知することができ、取組発表に刺激を受け、新

たに防災活動への参加意欲を示す高校生も少なくなかった。 
＜今後の課題＞ 

○実践校としてのサミット参加の拡大 

○実践校における地域と連携した防災活動の継続と拡充 
○各学校における防災活動組織（防災委員会、防災ボランティアチーム等）の構築 
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参考資料 ※別添 平成２９年度「高知県高校生津波サミット」報告書（冊子） 

＜平成２９年度「高知県高校生津波サミット」の取組＞ 

 

 

担当所属 学校安全対策課 

連絡先 
電話番号：０８８－８２１－４５３３ 
メールアドレス：312301@ken.pref.kochi.lg.jp 

 

①「高知県高校生津波サミット」学習会 
実施日：６月１１日（日） 
場所：高知県立高知南高等学校 大会議室 
参加：１５校 高校生４８名 引率教員１５名  
内容：「高知県高校生津波サミット」について 

講話「南海トラフ地震に備える高知県の取組」 
講師 高知県危機管理部 副部長 堀田 幸雄 
各学校の取組状況・意見交換 等 

②被災地訪問 
実施日：７月３１日（月）～８月２日（水） 
場所：岩手県大船渡市 など 
参加：１０校 高校生３０名 引率教員１０名  
内容：震災学習 
    宮古市 田老（たろう）編 
    陸前高田市 奇跡の一本松編  

岩手県立大船渡高等学校との交流 
    取組発表  

グループ協議～全体協議 
 
③「『世界津波の日』2017 高校生島サミット in沖縄」 

実施日：１１月７日（火）～９日（木） 
場所：沖縄県宜野湾市 沖縄コンベンションセンター 
参加：６校 高校生１４名 引率教員６名  
内容：分科会  

テーマ「過去の事例と得られた教訓を学ぶ」「災害に備える」 

「発災直後の対応」 

総会 
    分科会報告 大使ノート発表宣言 

④平成２９年度「高知県高校生津波サミット」 
実施日：１２月１６日（土） 
場所：高知県立大学 永国寺キャンパス 
   高知県立高知追手前高等学校 芸術ホール 
参加：５３校 高校生１９９名 引率教員 ７２名 
       関係者他 １９３名     

計４６４名     
内容：グループ協議 

テーマ「犠牲者０を目指して 高校生として私たちにできること」 
  講演 私が防災を伝える理由 

－東日本大震災被災体験の伝承ー 
講師 長崎大学 狐鼻 若菜 

   全体会 
     グループ協議報告 

被災地訪問・世界サミット報告 
実践校による決意表明 等 
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③情報発信・啓発の取組 
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県名：青森県  

項  目 ③情報発信・啓発の取組 

標  題 地域の防災・減災における ICT 利活用の普及 

目  的 
災害発生等の緊急時に「安全・安心」と「コミュニケーション」を確保するため、

ICT 利活用の普及に取り組んでいるもの。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

洪水への警戒と避難準備を促し、早期の避難行動につなげるための情報提供の手段

として、平成１８年度から「洪水お知らせメール」を運用している。また、当県では、

平成２５年６月に「緊急時情報力強化推進方針」を策定し、各種取組を行っている。 
 

＜背景＞ 

東日本大震災や熊本地震では、テレビやラジオなどからの情報収集に加え、被災状

況や安否確認などにソーシャルメディアやインターネットラジオなど情報通信技術

（ICT）が広く活用されたところであり、災害発生等の緊急時に、県民が安全・安心

やコミュニケーションを確保する上で ICT は有効な手段であると考えている。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組１＞ 

【緊急時情報力強化推進方針の策定】 

停電による情報の途絶や錯綜などによる混乱も見られたことから、災害等の緊急時

の ICT 利活用に係る基本的な考え方を「緊急時情報力強化推進方針」として、ICT を

活かしてどのように対応をすればよいのか、産官学・地域はどのような役割を担うの

かといった県民目線で整理し、５つの基本的な考え方を取りまとめた。（平成２５年

６月策定） 

 

＜取組２＞ 

【「緊急時情報案内人」育成講座（H26～）】 

 各種取組を行っており、中でも、ICT の利活用が不得手な高齢者等情報弱者を支え

る人財育成のため、平成２６年度から、緊急時にも役立つ ICT の利活用方法等につい

て機器操作も含めた「緊急時情報案内人」育成講座を開催している。 

＜取組３＞ 

【緊急時ポケットブックの作成】 

緊急時 ICT の利活用方法などをコンパクトにまとめた携帯版（ポケットブック）を

作成した。 

 

＜取組４＞ 

【洪水お知らせメールの配信(H18～)】 

 水位観測所を自由に選択・登録し、 知りたい河川の水位情報を適時に把握できる

仕組みであり、基準水位及び基準雨量到達、洪水予報・氾濫警戒情報のメールを配信

している。 
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取組・成果・ 

今後の課題 

＜成果及び今後の課題＞ 

「緊急時情報案内人」育成講座については、これまで、県内１１市町村で１５回開

催し、約５５０名が受講している。また、「緊急時ポケットブック」については、イ

ベントなど様々な機会を通じて配布している。 

「洪水お知らせメール」の配信サービスでは、登録した市町村の雨量情報や洪水予

報・氾濫警戒情報のメールを配信することにより、地域住民の余裕をもった避難の心

構えや準備、必要に応じた素早い避難行動につなげるものであり、本サービスへの登

録者を増やすため、新聞、テレビ等を通じた広報のほか、コンビニ、役場等へのチラ

シ設置など周知に努めている。 

今後も市町村や関係機関と連携し、緊急時における県民の情報力強化や 情報共有

体制の構築に向けて取組を進めていくこととしている。 

参考資料 

        

▲「緊急時情報案内人」育成講座     ▲「緊急時ハンドブック」 

  

▲洪水お知らせメール 

 

担当所属 情報システム課、河川砂防課 

連絡先 
電話番号：０１７－７３４－９１５８（情報システム課）、 
     ０１７－７３４－９６６２（河川砂防課） 
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県名：長野県  

項  目 ③情報発信・啓発の取組 

標  題 雨量等防災情報提供システムの機能強化について 

目  的 

インターネットで雨量情報や防災メールを提供している「長野県河川砂防情報ステ

ーション」について、『いつが危ないか』『どこが危ないか』をよりわかりやすく提

供し、日頃からの災害への備えに活用していただけるようにシステムをリニューア

ルする。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜背景＞ 

・平成 27 年 1 月の土砂災害防止法の一部改正に伴い、土砂災害警戒情報が新たに

法律上に明記され、土砂災害対策基本指針も変更となったことを受けて、以下事

項が県に求められることとなった。 

 ①県民に対する情報手段の拡充 

 ②迅速できめ細やかな情報提供 

 ③市町村・防災関係者への情報提供の充実 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

①県民に対する情報手段の拡充 

 ・PC 向け画面デザインの改良 

 ・スマートフォン画面の新規提供 

②迅速できめ細やかな情報提供 

 ・GIS の提供（土砂災害関連情報を効果的に表示） 

 ・防災情報更新の高頻度化 

 ・防災メール配信情報の拡大（気象庁特別警報等） 

③市町村・防災関係者への情報提供の充実 

 ・土砂災害危険度メッシュのうち、危険度超過メッシュの番号表示 

 ・土砂災害警戒情報発表中に、CL 超過情報メール送信 

 ・過去データ提供の拡大 

参考資料 別添のとおり 

 

担当所属 長野県建設部砂防課調査管理係 

連絡先 
電話番号：026-235-7316 
メールアドレス：sabo@pref.nagano.lg.jp 
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県名：三重県  

項  目 ③情報発信・啓発の取組 

標  題 県民への情報発信（プラットフォーム、SNS） 

目  的 

近年の災害の大規模化に対応するため、防災関係機関での情報共有を容易にし、災

害対策本部での情報分析や対策立案を効率的かつ迅速に行うとともに、 県民が自ら

の身を守る行動に役立つような分かりやすい情報の提供を行うことを目的としてい

る。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

被害情報を収集し災害対応を行うために防災情報システムを使用していたが、県民

が自らの身を守る行動の役に立つよう、県が収集した災害に関する情報等を提供する

ため、平成１５年度に被害情報を収集する「防災情報システム」、気象及び災害に関

する情報をインターネット及び携帯電話用サイトで提供する「防災みえ.jp」ホームペ

ージ、気象情報を登録したメールアドレスに配信する「メール配信システム」からな

る「防災情報提供プラットフォーム」を構築し、運用を開始した。 
平成２３年度には、ホームページへのアクセス増に対応できるようにするととも

に、メール配信登録者数の増加に対応できるように機能を強化したシステムとして再

構築を行った。 
平成２９年度からは、「防災情報システム」に収集した災害に関する情報を災害対

策本部における情報分析や対策立案に活用できる機能を追加するとともに、「防災み

え.jp」ホームページに災害の概要を地図上に表示する機能を追加した、新たな「防災

情報プラットフォーム」を構築し、運用を開始した。 
＜背景＞ 

これまでの「防災情報提供プラットフォーム」は、県民が自らの身を守る行動に役

立つ情報を提供することを主な目的としていたため、災害対応の進捗を管理する機能

や被害状況をまとめて表示する機能がなく、また市町や防災関係機関と情報を共有す

る機能もなかったことから、効率的、効果的な災害対策本部の運営ができなかった。 
そのため、被害情報や対応経過を時系列で管理できる機能、被害情報等を地図上に

重ねて表示することにより被害状況の把握を容易にする機能、被害状況とハザードマ

ップ等を重ねて表示することにより、被害範囲の推測や今後の状況の予測を支援する

機能等を有し、災害対策本部における被害状況等の情報分析や災害対応のための対策

立案の支援及び市町・防災関係機関と情報共有が容易に行えるシステムが求められて

いた。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

災害対応力を向上させるため、地図情報による被害情報の可視化、被害状況のハザ

ードマップとの重ね合わせによる被害予測の支援、対応経過表による被害状況や対応

状況の時系列での把握、市町や防災関係機関との情報共有の機能を防災情報システム

に取り入れた。 

また、県民へのより分かりやすい情報提供を行うため、ホームページで地図を利用

した被害や避難に関する情報の概要を提供するとともに、ＳＮＳ（ツイッター）によ

り気象情報の提供を開始した。 
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さらに、ツイッターによる情報発信機能を利用して、タイムラインによる情報提供

を開始した。 
これらの、災害対策本部機能を強化するとともに、県民への情報提供機能を向上さ

せることにより、多様な主体の連携による「防災の日常化」を目指した取組を進めて

いる。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜成果＞ 

時系列対応経過表の導入や地図情報の活用により、災害対策本部における情報の整

理や状況の把握が容易となった。 
また、システムをクラウド上に置いたことで、対災害性が向上するとともに、どこ

からでもアクセスできるようになったことから、防災情報システムを使用する市町以

外の防災関係機関とも情報を共有することが可能となった。 
さらに、県民への情報提供においても、地図情報を使用することにより状況の把握

を容易に行えるようにした。 

 

＜今後の課題＞ 

今後も、運用の中で明らかとなった、操作性や機能不足等の課題への対応を継続的

に行うことにより、より使いやすいシステムとしていく必要がある。 

参考資料 

防災情報システム 

○防災ＧＩＳ           〇対応経過表 

 

 

 

 

 

防災みえ.jp ホームページ 

〇緊急時のページ 
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メール等配信システム 

〇登録制メール配信項目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

担当所属 防災対策部災害対策課 

連絡先 
電 話 番 号：059-224-2157 
メールアドレス：staisaku@pref.mie.jp 
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県名：高知県  

項  目 ③情報発信・啓発の取組 

標  題 防災啓発 DVD「その日、その時・・・」の制作 

目  的 

 本県では、第３期南海トラフ地震対策行動計画において、重点的に取り組むべ

き課題の一つとして「県民への啓発の充実強化」を挙げ、震災に強い人づくりを

目指している。 

 その一環として、県民一人ひとりが、発災直後から復旧・復興までの様々なフ

ェーズにおいて発生する困難な状況について認識していただく必要があり、被災

者視点の映像を作成することで、県民一人ひとりが災害により生じる一連の課題

について認識いただき、自助・共助の備えにつながる映像（ＤＶＤ）を制作した。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・平成 28年度制作着手 

・平成 29年度完成、配布 

＜背景＞ 

・避難所運営マニュアル等の取り組みを進める中、特に避難所での生活を自分のこと

としてイメージしやすい啓発資料が必要となったため。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

・DVD を危機管理部出先機関、市町村役場及び県内自主防災組織に対して配布し、

貸し出しも実施している。 
・DVD の内容を Youtube にアップロードして視聴可能とすることで、広く県民に啓

発できるようにした。 

＜成果＞ 

・県民の防災意識の向上。 
・Youtube の再生回数は 50 万回を突破している（平成 30 年４月現在） 

＜今後の課題＞ 

・避難所運営ゲーム（HUG）を実施する際などに視聴していただき、より現実的な

訓練となるように啓発の工夫する。 

特記事項等 
南海トラフ地震対策啓発ドラマ「その日、その時･･･」 
https://youtube.com/watch?time_continue=1&v=ha5IbfDNx_o 

 

担当所属 南海トラフ地震対策課 

連絡先 
電話番号：088-823-9386 
メールアドレス：010201@ken.pref.kochi.lg.jp 
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県名：高知県  

項  目 ③情報発信・啓発の取組 

標  題 防災啓発冊子 「南海トラフ地震に備えちょき」の配布 

目  的 

○県民一人ひとりに「自助」の備えに取り組んでいただくとともに、避難訓練をはじ

めとした地域の防災活動に参加いただくなど「共助」の取り組みも行っていただく

ため、全戸に啓発冊子を配布している。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・平成 17 年 1 月に初版発行 
・平成 29 年度 3 月に発行した最新のものが第 5 版 

＜背景＞ 

・南海トラフ地震の発生確率が年々上昇し、切迫度が高まってきているため。 

・地震による被害を最小限にするためには、県民一人ひとりの「自助」の取組が重要

であるため。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

・啓発冊子の全戸配布（41 万部発行） 
＜成果＞ 

・県民の防災意識の向上、自助の取組の促進 

＜今後の課題＞ 

・配布した冊子をしっかりと活用していただくことが重要なので、昨年度は、冊子の

活用をテーマとした特別番組も放送した。 

参考資料 

＜冊子表紙＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

担当所属 南海トラフ地震対策課 

連絡先 
電話番号：088-823-9386 
メールアドレス：010201@ken.pref.kochi.lg.jp 
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県名：宮崎県  

項  目 ③情報発信・啓発の取組 

標  題 防災・減災に向けた普及啓発について 

目  的 

 県民への防災知識の普及と防災意識の啓発を図り、特に南海トラフ地震などの大規

模災害から命を守る３つの減災行動「耐震化」「早期避難」「備蓄」の啓発について重

点的な取組を行うもの 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

「県民の災害に対する備え」１００％を目指して、平成２８年度以降本格的に啓発

事業に取り組んでいる。 

＜背景＞ 

本県では例年、「県民意識調査」において「災害に備えている」かどうかを調査項

目としているが、その割合が平成２６年度で４３．４％にとどまっていたため。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞（平成２９年度） 

○防災の日フェアの開催（５月第４日曜日） 
大規模商業施設において、防災関係機関における啓発ブースの設置、スタンプ

ラリー、防災グッズの配布など 
 ○防災週間（８月３０日～９月５日）における災害の備え啓発 
   家具の固定を含む「耐震化」を中心に、テレビ・ラジオ CM の放送や Yahoo！

バナー広告、YouTube 動画広告などを実施 
○みやざきシェイクアウト（１１月） 
  「県民一斉防災行動訓練」として実施（４０２団体、75,029 人が参加） 
○減災行動集中啓発（３月） 
  ３月を「減災行動月間」として、テレビ・ラジオ CM や防災特別番組・防災ミ

ニ番組のテレビ放送、YouTube での動画放送などを実施 
○防災セミナー（３月。一般県民向け） 
  NPO 法人プラス・アーツ（神戸市）と連携し、大人から子供まで楽しみなが

ら災害に備えた技と知識を身につけることを目的としたセミナーを実施 
○「地震イツモ」パネル展（３月） 
  「イツモ」地震は起こりうるということを県民に認識してもらい、具体的な「備

え」の方法について伝える展示を実施 
○BCP 策定セミナー（２月。病院向け） 
  本県と包括連携協定を締結している東京海上日動保険(株)の協力を得て、実効

性のある BCP を策定できるよう、ワークショップを交えた実践的なセミナーを

実施。 
＜成果＞ 

 ○県民意識調査の結果 
  平成２７年度 ４３．４％ → 平成２８年度 ４５．６％ 
＜今後の課題＞ 

啓発事業の実施によって県民の意識が急激に変化する性質のものでもないため、息の

長い、さまざまな方法による事業の実施が必要 
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参考資料 

＜防災の日フェア＞ 

 
 
＜防災セミナー＞ 

 

 
 

担当所属 宮崎県総務部危機管理局危機管理課（防災計画担当） 

連絡先 
電話番号：０９８５－２６－７０６６ 
メールアドレス：kiki-kikikanri@pref.miyazaki.lg.jp 
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④他県・市町村等と連携した取組 
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県名：青森県  

項  目 ④他県・市町村等と連携した取組 

標  題 安心・安全な県土の整備を目指した防災・減災の取組 

目  的 

東日本大震災や近年の頻発する集中豪雨等の状況を踏まえると、地震時における防

災対策及び水害や土砂災害の防災対策の充実が喫緊の課題であるため、防災・減災対

策に取り組むもの。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

防災公共の理念を実現させるため、今後、実施すべき施策について設定する「防災

公共推進計画」を平成２４年度、２５年度の２カ年で策定し、関係する公共事業を順

次進めている。 
＜背景＞ 

青森県では、東日本大震災後から、人命を守るための防災対策を「防災公共（※）」

と提唱して取り組んでいる。 
 

 

 

 

 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組１＞ 

【防災公共推進計画（H24～25 全市町村で策定）】 

 最適な避難場所・経路の確保や、避難場所と外部との救援物資等の輸送手段の確保

といった短期的施策（逃げる）、避難場所から役場、役場から主要防災拠点が集積す

る生活圏中心都市へ到達できるような避難経路の確保といった中期的施策（孤立集落

をつくらない）を柱に、市町村単位でのＷＧ検討を経て計画を策定し、避難所・避難

経路の危険箇所対策事業を推進している。 
＜取組２＞ 

【防災物流インフラ強化計画】 

 災害時における物流拠点の実態調査を行い、道路、港湾、空港などの広域的な物流

インフラ強化を図り、救援物資輸送路の機能確保に向けた計画の策定を進めている。 
＜取組３＞ 

【防災公共・災害情報提供システム】 

防災公共推進計画で検討した各種危険箇所情報等の情報を共有し、平時における事

前情報の提供と発災時の情報収集や危機管理の構築に活かしていく必要があり、地理

情報システム（GIS）を基本機能とした当該システムを平成２９年度から試験運用に

着手している。 

 

＜成果及び今後の課題＞ 

「防災公共推進計画」を平成２４年度から平成２５年度までに全市町村で策定して

いるほか、大規模災害時に備え、救援物資支援を機能させるため、災害時における物

（※）防災公共とは 

災害時に、人命を守ることを最優先に「孤立集落をつくらない」という視点と

「逃げる」という発想を重視した防災対策と危機管理体制の強化などのハード・

ソフト一体となった取組のこと。 
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取組・成果・ 

今後の課題 

流拠点の実態を調査し、救援物資輸送路の機能確保に向けた「防災物流インフラ強化

計画」について計画の策定を進めているところ。 
さらに、「防災公共推進計画」で検討した情報を共有し発災時の情報収集や危機管

理の構築に活かすため、地理情報システム（GIS）を基本機能とした「防災公共・災

害情報提供システム」を平成２８年度までに開発した。平成２９年度から、試験運用

に着手している。 

当該システムを活用することで、情報収集力、情報共有力が向上し、迅速な災害対

応が可能になることが期待される。 

参考資料 

危険箇所対策の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当所属 整備企画課 

連絡先 
電話番号：０１７－７３４－９６４３ 
メールアドレス：seibikikaku@pref.aomori.lg.jp 

 

 着工前

 完成
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県名：長野県  

項  目 ④他県・市町村等と連携した取組 

標  題 「長野県合同災害支援チーム」による被災県等への支援 

目  的 
長野県外で大規模な災害が発生した場合、被災した都道府県・市区町村に対して、県

と県内の市町村が一体となって迅速かつ的確な支援を行う。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・2011 年（平成 23 年）３月 11 日に発生した東日本大震災及び長野県北部の地震を

通して見えた課題へ対応するため、平成 24 年に長野県知事、長野県市長会長、長

野県町村会長による「長野県合同災害支援チーム」の協定を締結した。 

＜背景＞ 

・東日本大震災及び長野県北部の地震を通して見えた課題への対応について、県と市

町村とが行った意見交換の場において、①様々な被害を想定し県と市町村が一体と

なって支援の仕組みを考えること ②支援を行う上でのルール化を行うこと が必

要との見解で一致した。これを受けて、県外での大規災害模に対し、県と市町村と

が一体となった支援を行う体制を構築するため、平成 24 年に長野県知事、長野県

市長会長、長野県町村会長による「長野県合同災害支援チーム」の協定を締結した。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

・毎年度当初に、県下 10 ブロックの代表市町村と協定内容の確認及び課題解決に向

けた会議を実施。そこで出された意見等を踏まえ、被災地への人的・物的支援の訓

練を実施している。 

＜成果＞ 

・2016 年（平成 28 年）４月 14 日に発生した熊本地震の際、県及び市町村が連携し

て、被災地への効率的な備蓄物資等の提供を行った。 

 ※ 詳細については、参考資料を参照ください。 

＜今後の課題＞ 

・本県は市町村が多い（77 市町村）こともあり、情報の共有と支援物資や派遣職員

の調整に時間を要することが想定される。実践的な訓練を繰り返し行うことを通じ

て、課題解決のための具体的な方策を見出していきたい。 

参考資料 別添のとおり 

 

担当所属 危機管理部危機管理防災課 

連絡先 
電話番号：０２６－２３５－７４０８ 

メールアドレス：bosai@pref.nagano.lg.jp 
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危機管理防災課

「長野県合同災害支援チーム」による被災県等への支援について

知事、市長会長及び町村会長による三者協定を締結。

（平成24年12月12日）

１ 「第１回県と市町村との協議の場」の開催

（平成23年６月３日）

１「実務者検討会」での検討

平成23年７月～11月の４回にわたり、市町村代表、市長会、町

村会及び県で構成する実務者検討会において、支援体制に関する

検討を行った。

２「検討状況に関する中間報告」

平成23年11月４日「第２回県と市町村との協議の場」で、検討

状況を報告した。

３「代表市町村会議」での検討

実務者検討会の結果を受け、平成24年１月以降７回にわたり、

県と代表市町村で、支援体制に関する基本方針等について検討を

行った。

４「検討状況に関する最終報告」

平成24年11月６日「第４回県と市町村との協議の場」で、基本

方針（案）等について報告を行い、了承を得た。

２ 支援体制に関する検討状況

１ 趣旨

長野県外で大規模な災害が発生した場合、被災した都道府県・市区町村に対し

て、県と県内の市町村が一体となって迅速かつ的確な支援を行う。

２ 支援を行う被災県等

全国知事会、中部圏知事会、関東地方知事会等の協定に基づき支援することと

なった被災県等とする。

３ 支援の実施及び終了の決定

県知事、県市長会長、県町村会長の承認を得る。

４ 支援の方法

（１）先遣隊の派遣

① 県職員２名とブロックを代表する市町村職員２名（計４名）で構成

② 被災県等における情報収集

（２）現地支援本部の設置

① 被災県等の支援ニーズの把握、支援に関する調整

② 支援の状況に応じて、県・市町村職員を派遣

（３）後方支援本部の設置

① 原則として県庁内に設置

② 長野県危機管理監、関係する部局の県職員及び各ブロック１名ずつの市町村

職員で構成

③ 支援に関する現地や県内市町村間の調整

（４）主な支援の内容

① 職員派遣、物資の提供

４ 協定の締結

１ 長野県北部の地震と東日本大震災を通して見えてきた課題と対

応について意見交換。

大規模災害の広域応援については、

(１) 様々な被害を想定し、県と市町村が一体となって支援の仕

組みを考えることが大切。

（２） 支援を行う上でのルール化が必要。

２ 対応

長野県外で大規模な災害が発生した場合、被災した都道府県・市

区町村に対し、県と市町村が一体となった支援を行う体制を構築

する必要がある。 ⇒ 実務者レベルで検討を行う。

３ 長野県合同災害支援チームによる被災県等への

支援に係る基本方針
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平成28年熊本地震に係る熊本県への支援について 

 危機管理防災課  
 

１ 趣  旨 

平成28 年熊本地震においては、道路や公共施設を始めとするインフラ施設に大規模な被害が発生し、

広域による支援が必要な状態にあったことから、災害対策基本法法第７４条等に基づき、緊急に必要と

される物資の提供を行うとともに、現地で人的支援が必要な医療、行政業務等に対応するため職員の派

遣などを実施した。 

 

２ 支援内容等 

(1) 緊急支援物資の提供（危機管理部） 

長野県合同災害支援チーム(「チームながの」)により県内市町村と一体となって共同して支援物資を

調達、提供 

   実施時期：第１次支援：４月18 日発送 

        第２次支援：４月19 日・20 日発送 

   支援物資：非常食（アルファ化米）   85,880 食 

        飲料水          45,476 本 

        おむつ（子ども用、大人用）  755 箱 

        生理用品           420 箱 

                その他（給水袋等）     8,370 個 

   物資提供：長野県、市町村、民間企業(寄付･購入) 

 

 

(2) 人員派遣（応急対応）（危機管理部、健康福祉部、建設部） 

   国及び熊本県（全国知事会等が調整）からの要請に基づき、下記業務に関し人員を派遣 

分 野 職 種 業務内容 派遣先 派遣期間 
派遣

者数 
所管部局 

医療救護班 
医師、看護師 

薬剤師等 

医療救護班の受付・

調整支援（病院の看

護業務支援）等 

阿蘇市 

南阿蘇村他 
4/22～5/9 50 名 

健康福祉部 
保健師班 保健師等 

避難所及び地域の住

民に対する健康相

談・生活指導 

南阿蘇村 4/23～5/28 36 名 

ケースワーカー 

班 
ケースワーカー 生活保護業務支援等 

上益城福祉事務

所(御船町)他 
4/24～6/4 10 名 

災害派遣精神医療

チーム（ＤＰＡＴ） 
医師、看護師等 

避難所での心のケア

活動等 

熊本市 

御船町 
4/29～5/3  8 名 

被災建築物応急危

険度判定班 

応急危険度判定

士 

被災建築物の応急 

危険度判定 
熊本県内 4/21～4/29 20 名 

建設部 
被災宅地危険度判

定班   

被災宅地危険度 

判定士 

被災宅地の危険度 

判定 
熊本県内 5/20～5/25 ３名 

避難所応援班 事務職員等 
避難所応援、物資 

運搬、役場支援等 
南阿蘇村 

4/28～

5/24 
30 名 危機管理部等 

派 遣 人 員 数 合 計 157 名  

支援物資の積込 

- 70 -



 

   ＜人員派遣の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 公営住宅の供与（建設部） 

県営住宅等を中心に、494 戸の即時入居可能な住宅を確保 
 

(4) 義援金の受付（会計局） 

県庁及び10 合庁(4/15～)、銀座NAGANO（4/18～）に義援金箱を設置 

 

(5) 人的支援（復旧復興等）（建設部、教育委員会(予定)） 

   熊本県（全国知事会が調整）、熊本県教育委員会からの要請に基づき、下記業務に関し派遣 

 

３ 危機管理部補正予算額（財源：諸収入） 
                                                                                  (単位：千円)  

支援項目 内    容 予算額 

緊急支援物資の提供 
・緊急支援物資の購入経費（子供用おむつ等） 

・輸送用トラックの借上経費（計７台） 
５，２３６  

人員派遣 
・避難所応援班派遣職員旅費 

・    〃   ﾍﾙﾒｯﾄ・携帯食料等経費 等 
２，８６１  

危 機 管 理 部 計 

（県 補 正 予 算 額 計） 

８，０９７  
(２６，９８５) 

※経費については、災害救助法２０条に基づき被災県に対し求償予定 

分 野 支援内容 業務内容 派遣先 派遣日程 
派遣

者数 
所管部局 

災害復旧 

砂防関係 
災害関連砂防事業等に係る設計､

実施検討、協議に関する業務等 

熊本県庁 

土木部 
6/7～6/30 2 名 

建設部 
道路・橋梁・河

川・砂防関係 

現地調査、災害査定資料作成・受

検、工事・委託設計書作成業務等 

上益城地域振興局

土木部(郡山都町) 
6/7～6/30 2 名 

教  育 

（予 定） 

学校への 

支援 

学習支援、心のケアや教育相談

の支援 

御 船 町 立 

高木小学校 

H28/7/1～

H29/3/31 
１名 教育委員会 

派 遣 人 員  数 合 計 ５名  

 避難所応援班の活動状況 

＜南阿蘇村＞ 

・避難所応援班 4/28～5/24 

・保健師班      4/23～5/28 

＜熊本市＞ 

・物資支援    4/18,19,20 

・災害派遣精神医療ﾁー ﾑ 4/29～5/3 

 

＜御船町＞ 

・災害派遣精神医療ﾁｰﾑ 4/29～5/3 

＜熊本県内＞ 

・ケースワーカー班      4/24～6/4 

・被災建築物応急危険度判定班 4/21～4/29 

・被災宅地の危険度判定班   5/20～5/25 

＜阿蘇市＞ 

・医療救護班    4/22～5/9 
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県名：三重県  

項  目 ④他県・市町村等と連携した取組 

標  題 地域特性に応じた防災対策 

目  的 

三重県は、南北に長く、また津波被害が予想される沿岸部や高齢化が進んでいる県

南部など、地域ごとに状況が異なることから、過去の災害や高齢化・地形など、地域

特性に応じた防災対策を進めるためきめ細やかな支援を実施している。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

伊勢市・明和町など沿岸部に位置する市町では、津波からの避難に関して、災害時

要援護者対策や自動車による避難などの課題も含め地域ぐるみで検討し、対策を実行

していくための「津波避難に関する三重県モデル」を基本に、住民一人ひとりの津波

避難計画を作成し、地域で集約することで、地域の津波避難計画「Ｍｙまっぷラン」

による避難体制の整備を進めている。 
紀宝町では、紀伊半島大水害での被害に対応し、重機やボートの整備、地区タイム

ラインの立ち上げなどの取組を進めている。 
県としては、元消防職員など防災の専門知識を持った防災技術専門員を地域の要望

に応じて派遣するほか、市町の取組を地域減災力推進補助金により支援している。 
さらにみえ防災・減災センターで要請したみえ防災コーディネーターをみえ防災人

材バンクとして登録し、地域の防災活動への派遣も行っている。 
 

＜成果＞ 

・防災技術指導員が HUG や DIG 等の地域の取組を 150 回支援（平成 29 年度） 
 

＜今後の課題＞ 

・避難所毎の避難所運営マニュアルの策定を進める必要がある。 
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参考資料 

○内陸部（伊賀市） 

沿岸部での被災を想定し、広域防災拠点での物資搬送訓練を実施 

 

○熊野灘沿岸部（熊野市・紀宝町） 

 紀伊半島大水害の教訓を活かし、福祉避難所運営マニュアルを策定 

 自主防災組織を中心に資機材整備、地区タイムラインを策定 

 

○海抜ゼロメートル地帯（桑名市・木曽岬町） 

ゼロメートル地帯の液状化による冠水を想定し、液状化冠水地区救出訓練を実施 

   

○過疎・高齢化地域（志摩市・南伊勢町） 

防災の担い手不足に対応するため、中高生が参加した防災訓練を実施 

  

 

担当所属 防災対策部防災企画・地域支援課 

連絡先 
電話番号：059-224-2185 
メールアドレス：bosai@pref.mie.jp 
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県名：三重県  

項  目 ④他県・市町村等と連携した取組 

標  題 津地方気象台との連携強化 

目  的 
・津地方気象台と防災対応、人材育成などの防災に関する連携を強化することにより、

県の地域防災力の向上を図る。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜背景＞ 

平成 23 年に、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく政府関係機関の地方移

転について、本県から気象庁の移転を提案した。移転は認められなかったものの、「津

地方気象台の防災支援等の機能の充実強化」を図ることとされ、三重県の防災人材の

育成や住民に対する安全知識の普及啓発の推進について具体的に連携するとの方針

が示された。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

■気象台が実施してきた防災知識の普及啓発事業と、「みえ防災・減災センター」が

実施してきた防災人材の育成や啓発事業の一体化を図り、企画段階から実施まで両

者が連携し以下の取組を実施 

 ・地震・津波や風水害に関するシンポジウム等の共同開催 
 ・研修事業の共同実施（講師派遣、教材等の提供） 
■三重県災害対策本部へ気象台職員を派遣 
■県防災施策に関する研究会を設置し、気象台を含む関係機関と検討 

・「三重県版タイムライン」を策定 
・平成 29 年 6 月 1 日からは総括部隊が使用する「三重県版タイムライン（試行版）」

の運用を開始し、7 月～10 月の 5 つの台風で試行 
■学校における防災教育・防災対策推進のための連携 
＜成果＞ 

・イベントを共催することにより、普及啓発の機会が増えるとともに、イベント開催

PR にも効果が上がっている。 
＜今後の課題＞ 

・引き続き連携を継続する必要がある。 

参考資料 

○シンポジウムの共同開催 
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参考資料 

 

○防災人材育成の共同実施（気象台職員による研修） 

 

○平成２９年台風第３号に備えた緊急部長会議において気象台職員から説明 

 

 

特記事項等 

・平成 30 年度は、これまでの取組に加え、みえ防災・減災センターに津地方気象台

職員１名が駐在（併任）し、三重県・三重大学の職員とともに、センター事業の企

画、実施を行うことになった。 

 

担当所属 防災対策部防災企画・地域支援課 

連絡先 
電話番号：059-224-2185 
メールアドレス：bosai@pref.mie.jp 
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県名：鳥取県  

項  目 ④他県・市町村等と連携した取組 

標  題 「災害に強い日野郡づくり」相互支援協定について 

目  的 

 日野郡における災害時の住民の安全・安心を確保するため、平成２９年１２月に 

６つの分野を中核とする相互支援協定を締結し、日野郡３町と県が連携して平時の 

備えを進めるために、具体的な取組を検討するもの。 

【協定で取組を進める６つの分野】 

  ・住民の避難に関すること 

  ・医療、救急体制に関すること 

  ・住居、施設の安全に関すること 

  ・廃棄物処理に関すること 

  ・雪害に関すること 

  ・義務教育の健全な継続に関すること 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・日野郡は平成１２年１０月の日野町を震源とした「鳥取県西部地震」を経験して 

おり、平時の備えの必要性や非常時の住民に対する支援の難しさを承知している。 

・近年では東日本大震災や熊本地震、鳥取県中部地震、豪雨や豪雪による被害等、県

内外で住民の避難が広域的かつ長期化する災害が発生しており、自治体の災害時にお

ける住民への支援について、よりきめ細やかで迅速な対応を検討し準備することが必

要となっている。 

＜背景＞ 

・平成の大合併を見送り単独町政を選択した日野郡３町は、日野郡の区域における 

行政サービスの維持・向上や効率的な行財政運営の促進等を目的に、平成２７年６ 

月に県と３町で締結した「鳥取県日野郡ふるさと広域連携協約」に基づき、観光、 

農林業、道路維持管理等あらゆる行政分野で連携して事業を実施する体制が整ってい

る。 

・その一方で、日野郡は急速に進んだ少子化・高齢化といった行政課題への対応の 

中で、危機管理分野への対応が十分に進んでいるとは言えない。 

・単町では物的・人的な資源が限られる中で専門的な検討や具体的な対応が進展して

いない分野もある。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

・平成２９年１２月の「災害に強い日野郡づくり」相互支援協定（包括協定）の締結

を受けて、平成３０年度は特に以下の３つの分野を中心に具体的な取組を進めること

としている。 
① 住民の避難に関すること（福祉避難所の設置運営に関する連携について） 

要配慮者への専門的なケアを行うための福祉避難所の設置や運営について、 

単町では人的・物的な資源が限られるため、平時から郡内で３町が連携方法を検

討し、災害に備える。 

② 雪害に関すること（日野郡内の道路除雪のあり方検討について） 

人口減少や高齢化に伴い除雪オペレーターが減少する中、将来的に持続可能 
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な日野郡内の除雪体制を構築するため、除雪実務(現場作業)者を構成員に加えた

専門組織を創設して具体的な検討を進める。 

③ 義務教育の健全な継続に関すること（災害時の給食施設の相互支援について） 

災害時に速やかに小中学校への給食が郡内で相互提供できるよう、平時から 

相互に給食施設の状況把握や調理員、配送方法、食材手配等の調整を進める。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜成果＞ 

① 住民の避難に関すること（福祉避難所の設置運営に関する連携について） 

県及び町の福祉保健担当職員と防災担当職員が検討を進めるためのワーキン 

ググループを立ち上げ、平成３０年３月に各種課題について検討を開始した。今

後、要配慮者のリストアップ、福祉避難所で必要な備品のリストアップ、管内の

支援側の人材育成等の検討を進める予定。 

② 雪害に関すること（日野郡内の道路除雪のあり方検討について） 

平成３０年２月に日野郡除雪専門検討会を創設した。その検討会の場で出た 

意見を除雪計画や制度提案などに繋げていく予定。 

③ 義務教育の健全な継続に関すること（災害時の給食施設の相互支援について） 

平成３０年３月に「災害発生時等における日野郡３町の小中学校給食の相互支

援に係る協定」を締結した。今後、実際の災害に備えた訓練演習や一般の避難所

への給食提供について検討していく予定。 

＜今後の課題＞ 

 包括協定の実効性を確保するために、いつまでに何をするかロードマップ等を作 
成して、スケジュール感を持って進めていく必要がある。 

参考資料 

 

 

担当所属 鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野振興局地域振興課 

連絡先 
電話番号：０８５９－７２－２０８５ 
メールアドレス：hino-shinkou@pref.tottori.lg.jp 
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県名：鳥取県  

項  目 ④他県・市町村等と連携した取組 

標  題 鳥取県災害時福祉支援チームについて 

目  的 

災害が発生した場合に、避難所、福祉避難所及び被災者宅等において、要配慮者及

び要配慮者の家族・支援者の支援にあたる鳥取県災害時福祉支援チーム（DCAT）の

体制を整備するもの。 
【ＤＣＡＴの主な活動内容】 
 ・要配慮者のスクリーニング、福祉ニーズの把握 
・避難者からの相談対応及び介護を要する者への応急的な支援 
・必要に応じた医療・保健関係機関へのつなぎ 
・避難所等の環境整備 
・福祉避難所への速やかな福祉支援の提供  等 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・平成 28 年に発生した熊本地震及び鳥取県中部地震を受けて、災害時における要配

慮者等への支援を適切に行うために、平成 29 年 1 月に職能３団体(鳥取県社会福祉

士会、鳥取県介護福祉士会、鳥取県介護支援専門員連絡協議会)と災害時の応援協定

を締結した。 
＜背景＞ 

・鳥取県中部地震の際には、福祉専門職が自主的に避難所での支援や、被災者宅の戸

別訪問を行っていたが、大規模災害に備え、災害発生時にＤＣＡＴが組織的に機能

するよう在り方を検討することとなった。 
 【検討項目】 

○ＤＣＡＴが担う機能 
・コーディネート機能 （被災情報の集約、現地市町村への派遣者受入れ調整・

派遣者調整（必要人数の見立て・支援内容等の企画））や、他団体（保健班・

医療班・ボランティアセンター等）との横断的な連携等。 
・福祉避難所の早期開設に当たってのＤＣＡＴの協力体制。 
○派遣体制 
・ＤＣＡＴが自律的に派遣コーディネートまで活動できるよう、専門職（社会福

祉士、鳥取県介護福祉士、介護支援専門員）や行政との役割を検討。 
・職能３団体会員の勤務先の理解・協力の必要性を確認。 

  ○研修・訓練 
  ・チーム員、先遣隊等要員を登録するための研修や、動作確認のために福祉避難

所運営訓練、シュミレーション等の実施。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

・平成 29 年度は上記の検討項目に従い、実際の派遣体制を構築するため、３団体に

助言者を交えて意見交換を行い、鳥取県災害時福祉支援チーム設置要綱・マニュア

ルを整備。これと並行して、DCAT 用及び DCAT 先遣隊・事務局用の研修を実施

した。 
 【研修内容】 
  ○チーム員養成研修（H29.9.22 実施） 
    ＤＣＡＴ登録予定者向けに、ＤＣＡＴの必要性や、派遣体制、実際の活動内
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取組・成果・ 

今後の課題 

容、避難所の運営等に関する基礎的な内容について研修を行った。 
  ○チーム員・先遣隊等要員養成研修（H30.2.6 実施） 
    ＤＣＡＴの派遣体制や、活動内容等の基礎的内容に加え、災害発生初期段階

で被災地域へ赴き、支援活動の見立てにつなぐ被災地分析のための情報収集

等、重要な役割を担う先遣隊の活動について研修を行った。 
・設置要綱・マニュアルの周知に合わせ、県内各市町村へは DCAT 受入体制の整備及

び訓練の場の提供を依頼した。（於：H30.2.22 市町村等消防防災・危機管理担当課

長会議） 
・また、各従事施設団体（鳥取県老人保健施設協会、鳥取県老人福祉施設協議会）と

の協定締結や、施設を所有する社会福祉法人等への協力依頼を行うことで、チーム

員等が研修や実際の派遣活動に関しやすい環境の整備を進めている。 
＜成果＞ 

・DCAT チーム員 35 名（うち先遣隊・事務局要員 15 名）を登録（平成 30 年 3 月末

時点）避難所等における支援や戸別訪問について、今後は組織的な活動を行うため

に最低限必要な人員の整備を行うことが出来た。 
＜今後の課題＞ 

・引き続き養成研修を行うことでチーム員等を養成・確保し、コーディネート機能を

深掘りする応用研修・運営訓練等を行うことで、災害時におけるＤＣＡＴ活動の実

効性を高めることが必要。 
・多様な福祉支援を実施するために、障がい者支援の関係者等についても、ＤＣＡＴ

へ参画できるよう関係団体との調整を行う必要がある。 

参考資料 

＜鳥取県中部地震発災後＞ 
福祉専門職の方々が自主的に避難所での支援や戸別訪問を実施している様子。 

  
＜チーム員養成研修＞ 
 グループ演習において、災害時の被災者ニーズを福祉専門職、ボランティア、家族

等どの関係者が対応すべきか検討している様子。 

 

特記事項等 ・別添イメージ図 

 
担当所属 鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉保健課 
連絡先 電話番号：０８５７－２６－７１５８ 

アドレス：fukushihoken@pref.tottori.lg.jp 
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被災地

鳥取県災害時福祉支援チーム

※コーディネート機能は、
大規模災害時の行政や
関係機関との連携に習
熟した者が当たる

平常時 災害時災害時の福祉的支援
にかかる基盤整備

避難行動要支援者支援制制度の策定・登録・名簿共有と活用、個別支援計画
地域防災計画に一部改訂(福祉的避難・福祉避難所・DCAT認識)・市町村地域防
災計画等
包括的地域ケア体制の構築(医療・保健・福祉連携等)と災害時・緊急時の連動

鳥取県災害時福祉
チーム活動拠点
コーディネート機能

被災
自治体

協働・連携

現地事務所

災害時の福祉的支援基盤整備の指導・助言

災害福祉支援チーム構築への指導・助言

研修や訓練プランの具体的提案

既協定三会以外に必要な団体との協定締結

必要経費や装備品などの整備

災害時福祉支援に向けた研修・訓練の実施

チーム構成員の登録、チーム化

在宅要援護者
福祉避難所の
要援護者

一般避難所の
要援護者

避難所、福祉避難所の開設と運営や、緊急避難施設・介護
保険施設、在宅の要配慮者、ホテル等への災害時福祉支援
チームの派遣

派遣先

災害時福祉支援チームの役割

要配慮者やその家族・支援者等の生
活状況の把握や環境改善

地域包括ケアと連携したアウトリー
チ型支援(福祉サービスや地域資源へ
のつなぎ、ケア会議への参画等) 等

災害時
福祉支援チーム

鳥取県

派遣調整、シフト調整
ロジ調整等

協定締結三会
• 社会福祉士会
• 介護福祉士会
• ケアマネ協会

全体コーディネート機能の担い手確保

県
・
協
定
三
会
・
助
言
者

に
よ
る
検
討
会
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発災

鳥取県

三会
• 社会福祉士会
• 介護福祉士会
• ケアマネ協会

災害時福祉支援活動に関する協力要請

• 先遣隊要員の派遣調整
• DCAT登録者の派遣調整

福祉チーム先
遣隊

被災地派遣

被災自治体
災害対策本部

福祉チーム活動拠点

被災状況と福祉支援の
必要性のアセスメント

被災自治体
避難所
福祉避難所
包括支援センター
社協（災害ＶＣ）

県＋三会＝鳥取県福
祉チーム本体へ、先見の
報告
福祉支援の必要度と緊急
度、当初想定機関
福祉チーム活動拠点設置
の必要性の有無
その他、被災自治体等か
らの要望

災害時福祉支援計画の検
討

被災地の状況、特に要配慮
者への支援内容の決定
現地本部設置の決定と基礎
自治体へ協力要請
全体のコーディネーターの配
置
派遣チーム人員と派遣調整
資機材や財源に関する協議
その他

在宅

• 情報収集・集約
• 支援活動の見立て
• 展開
• 受入れ調整
• 支援調整
• 県本部との連絡調整
• 被災自治体との連絡調整

指定避難所

福祉避難所

被災地域の包括的支援活動

• 災害時要配慮者の個別支援
• 地域生活再開のための支援
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県名：宮崎県  

項  目 ④他県・市町村等と連携した取組 

標  題 南海トラフ地震に備えた広域連携体制の構築について 

目  的 

 最大クラスの南海トラフ地震が発生した場合、本県では死者３万５千人など九州で

最大の被害が発生することが想定されており、県内の防災機関だけでは対応が困難な

ことが予想される。このため、発災時に九州における防災関係機関がより緊密かつ迅

速な連携を図ることを目的として、「南海トラフ巨大地震対策九州ブロック協議会」

を設置し、毎年、国や九州各県、各指定公共機関などの対応や取組について説明を行

い「顔の見える関係」の構築に努めている。 
 また、県内においても、県南部地域の関係１０市町が南海トラフ地震等の大規模災

害の発生に備え、連携して後方支援活動体制の構築を図ることを目的として「宮崎県

南部地域大規模災害対策連携推進協議会」を設置し県南部における自治体の広域連携

体制の構築に努めている。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過及び背景＞ 

 （１）「南海トラフ巨大地震対策九州ブロック協議会」 
   ・国の南海トラフ巨大地震対策協議会を踏まえ、平成２４年８月に第１回目の

協議会を開催。構成員は、内閣府（防災）九州各県（沖縄県含む）、九州内

の指定地方行政機関、指定公共機関等。事務は幹事県である宮崎県で処理。 
    九州ブロック内における各機関の計画や対策の周知、各機関の防災訓練への

参加を行いブロック内の取組の共有を図っている。 
 （２）「宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会」 
   ・東日本大震災時の周辺自治体の相互連携による災害対策の必要性についての

教訓を踏まえ、南海トラフ地震等の大規模災害の発生に備え、都城市が中心

となって平成２７年２月に県南部１０市町において「宮崎県南部地域大規模

災害対策連携推進協議会」を設立。県はオブザーバーとして参加。    

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

（１）「南海トラフ巨大地震対策九州ブロック協議会」    
・平成２４年度から平成２９年度まで８回開催。 
・平成２９年度は、香川大学の金田特任教授に「南海トラフ巨大地震大津波へ

の備え～九州の防災・減災課題～」をテーマにした講話の実施、国の南海ト

ラフ巨大地震における取組（内閣府（防災）、九州経済産業局）、九州各県に

おける地震・津波対策について、平成２９年度大規模津波防災総合訓練（九

州地方整備局）について説明があり各機関の取組について共有を行った。 
 
（２）「宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会」 

・平成２７年２月の協議会設立後、「協議会災害時広域連携計画」、「行動マニ

ュアル」を策定、協議会主催による図上訓練、県総合防災訓練への協議会と

しての参加を実施している。 
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取組・成果・ 

今後の課題 

＜成果＞ 

 ・両協議会とも、平素から各機関ができる取組等を共有することにより発災時の対 
  応を確認できるとともに「顔の見える関係」の構築が進んでいる。 

＜今後の課題＞ 

  （１）「南海トラフ巨大地震対策九州ブロック協議会」では、国が主催する訓練 
    に参加することで、各機関の取組について検証を行う必要がある。 
  （２）「宮崎県南部地域大規模災害対策推進協議会」がある南部地域では取組が

進んでいるがその他の地域では、進んでいないためこの協議会を参考に他の

地域でも取組を進める必要がある。 

参考資料 
○関連する写真等を御提供ください。 

  ・「宮崎県南部地域大規模災害対策推進協議会」の概要資料 

 

担当所属 危機管理課 

連絡先 
電話番号：０９８５－２６－７９４９ 
メールアドレス：kiki-kikikanri@pref.miyazaki.lg.jp 

 

- 83 -



宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 

 

１ 概要 

（１）名称 

  ・宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会（県南１０市町協議会） 

 

（２）設立趣旨 

  ・南海トラフ巨大地震等の大規模災害における甚大な被害を想定し、県南部地域に

おいて内陸部から沿岸部に対する後方支援活動の実施体制を構築するとともに、

平時から連携し、各種取組を一丸となって推進する。 

  ・取組内容は、①情報交換及び共有、②宮崎県市町村防災相互応援協定の具現化、

③施策立案、④提案要望、以上４つを柱とする。 

  ※東日本大震災で岩手県遠野市が後方支援の役割を果たしたことが、都城市を中心 

   とした県南部の内陸部の市町においてできるのではないかという考えに基づく。 

 

（３）構成自治体（宮崎県南部地域１０市町（沿岸部３市 内陸部３市４町）） 

○沿岸部 

・宮崎市 

・日南市 

・串間市 

  ○内陸部 

   ・都城市 

   ・小林市 

   ・えびの市 

   ・北諸県郡三股町 

   ・西諸県郡高原町 

   ・東諸県郡国富町 

   ・東諸県郡綾町 

  ※会  長（都城市長） 

   副会長（宮崎市長） 

 

（４）設立時期 

  平成２７年２月１３日 

- 84 -



（５）これまでの取組 

 ① 平成２６年度 

  ・宮崎県南部地域大規模災害対策 

   連携推進協議会設立(H27.2) 

  ・後方支援シンポジウム開催(H27.2) 

 

 ② 平成２７年度 

  ・幹事会・専門部会による協議(H27.7～) 

   （協議会広域連携計画（以下「広域連携計画」 

    という。）の策定作業開始） 

  ・宮崎県南部地域大規模災害対策 

   連携推進協議会開催(H28.2) 

 

 ③ 平成２８年度 

  ・幹事会・専門部会による協議(H28.8～) 

  ・図上訓練実施(H29.1) 

  ・宮崎県南部地域大規模災害対策 

   連携推進協議会開催(H29.2) 

  （広域連携計画の最終案承認） 

 

 ④ 平成２９年度 

  ・幹事会・専門部会による協議(H29.5～) 

  ・県図上訓練、日南市防災訓練、 

   県総合防災訓練に県南１０市町協議会 

   として参加 

  ・行動マニュアル素案完成予定(H29.12) 

  ・図上訓練実施予定(H30.1.18) 

  ・宮崎県南部地域大規模災害対策 

   連携推進協議会開催予定(H30.2.1) 

 

（６）今後の取組 

 ① 平成３０年度 

  ・広域連携計画の見直し作業（沿岸部３市の受援計画の反映等） 

  ・自衛隊等連携訓練実施予定（H30.11.18） 

Ｈ28 年度の市長等による協議会 

Ｈ29.11.3 県総合防災訓練（物資調達訓練） 

Ｈ27.2.13 後方支援シンポジウム 
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県名：宮崎県  

項  目 ④他県・市町村等と連携した取組 

標  題 「災害時における相互支援に関する協定書」の締結 

目  的 

 宮崎県内で大規模な災害が発生した場合、県内の幼稚園、保育園及び認定こども園 
を所管する団体が相互支援を行う際に必要な基本的事項を定める。 
【相互支援の内容】 
 ・職員の派遣 
 ・子どもの受入 
 ・物資の提供 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

 平成２９年９月、県と宮崎県幼稚園連合会、一般社団法人宮崎県保育連盟連合会及

び宮崎県認定こども園協会の４者で「災害時における相互支援に関する協定書」を 
 締結。 
＜背景＞ 

〇 県の附属機関である「宮崎県子ども・子育て会議」では、平成２８年度から委員

の提案による意見交換を実施している。 

平成２８年４月に発生した熊本地震において、委員の一人が支援活動を行ったこ

となどを契機に、防災をテーマとした意見交換を行った際に、「３団体における相互

支援の在り方を検討してはどうか」との意見が出たことを踏まえ、３団体及び県で

協議を重ね、協定の締結に至ったもの。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜今後の課題＞ 

〇 現時点では、具体的な支援の実績はないが、協定には平常時の取組として「連絡

体制の構築」や「相互支援に関する研修又は訓練の実施」について定めており、今

後これらの取組を進めることで、災害時に協定が十分機能するよう準備を進めてま

いりたい。 

参考資料 

【協定の概要】 

 
 

担当所属 こども政策課 

連絡先 
電話番号：０９８５－４４－２６０２ 
メールアドレス：hiroike-shuji@pref.miyazaki.lg.jp 
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⑤その他の取組 
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県名：福井県  

項  目 ⑤その他の取組 

標  題 

「福井方式」でボランティア活動を支援 
  福井方式･･･ボランティアセンターは、自治体、社会福祉協議会、ＮＰＯなどが 

協設協営、県が活動資機材を調達して運営 

目  的 

 災害が発生した場合に、被災地における災害ボランティア活動の円滑な実施を図る

ため。 

  ・県、県社会福祉協議会、ＮＰＯ、民間団体等で構成される福井県災害ボランテ

ィアセンター連絡会を設置 

  ・福井県災害ボランティア活動基金の設置 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

 ①平成 ９年 福井県災害ボランティア活動基金条例 

 ②平成１１年 福井県災害ボランティア連絡会を設置 

 ③平成１７年 福井県災害ボランティア活動推進条例 

＜背景＞ 

 平成９年のロシアタンカー油流出事故の際、県ではボランティア活動を支援するた

め、情報提供や保険料の負担のほか、地元市町村や社会福祉協議会と連携を取りな

がら連絡事務所設置や資機材の提供を行った。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

 ・福井県災害ボランティアセンター連絡会の設置 
   災害時の災害ボランティアセンターの設置・運営や平常時の連携推進を図るた

め、油流出事故時に連携した団体が中心となって連絡会を設置。県、県社会福祉

協議会、日本青年会議所福井ブロック協議会、日本赤十字福井県支部、県生活協

同組合連合会、県内ＮＰＯ法人など、１７団体で構成（平成３０年４月現在） 
 ・災害ボランティア活動基金の設置 
   ロシアタンカー油流出事故に際して全国から寄せられた義援金の一部により、

基金を設置。災害時の支援だけでなく、災害ボランティアの研修会や訓練等の平

常時の災害に備える活動にも活用 
＜成果＞ 

 平成１６年の福井豪雨の際には、民と官が共動で、平常時の研修や訓練等を生かし

ながらボランティアセンター本部を運営した。また、基金により、ボランティアセ

ンター立上げや活動に必要な資機材の調達、ボランティア保険や輸送バスなどの費

用を支援することができたことなど、市町単位や被災地にとどまらない県全体での

災害ボランティア活動の支援につながった。 
＜今後の課題＞ 

 平常時から研修会等を通じて、災害時に備える体制を整備していくことが重要であ

り、各市町においても、官と民で構成される「災害ボランティアセンター」の設置が

必要。（平成３０年４月現在、県内１７市町のうち、１３市町で設置） 
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参考資料 

災害ボランティアセンター設置運営訓練（県本部・現地） 

 

 

担当所属 福井県総合政策部ふるさと県民局女性活躍推進課 

連絡先 
電話番号：０７７６－２０－０２３７ 
メールアドレス：joseikatuyaku@pref.fuku.jp 
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県名：鳥取県  

項  目 ⑤その他の取組 

標  題 あいサポート運動について 

目  的 

多様な障がいの特性の理解に努め、障がいのある方に温かく接するとともに、障が 
いのある方が困っているときに「ちょっとした手助け」を行う“あいサポーター”を

増やし、障がいのある方が暮らしやすい地域社会（共生社会）を目指す。 
【あいサポ－ターについて】 
 障がいについて、①その内容や特性、②障がいのある方が日常生活で困っているこ

と、③ちょっとした手助けや配慮の方法 の三つを知ってもらい、実践していただく

方。多様な障がいの特性、困っていること、必要な配慮などを理解し、障がいのある

方にちょっとした手助けをする意欲がある方であれば誰でも可。（特別な技術の習得

は不要。） 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜背景＞ 

・本県出身で滋賀県に知的障がい児施設・近江学園を創設した糸賀一雄が語った「こ

の子らを世の光に」という、知的障がいのある子どもたちを同情や哀れみの目で見

るのではなく、一人一人かけがえのない存在であり、それぞれが個性を持った人間

であることを認め合える社会をつくろうという思いを受け止め、様々な障がいの特

性を理解し、その特性に応じた必要な配慮をするとともに、障がい者が困っている

ときに手助けを行うなど障がい者に温かく接する「あいサポート運動」を創設した。 

＜経過＞ 

・平成 21 年 11 月 28 日に、障がい関係団体とともに「障がい者サポーター創設記念

フォーラム」を開催し、県独自の取組として創設。 

・平成 23年 3月 14 日に鳥取・島根両県において「あいサポート運動の共同推進に関

する協定」調印を行い、「山陰発の取組」として両県が連携して推進。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

・平成 29 年 9 月に「鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条

例（愛称：あいサポート条例）」を施行、その中で「あいサポート運動」を県民運

動として位置づけた。 

・鳥取県社会福祉協議会に委託して、あいサポーターを養成する「あいサポーター研

修」、あいサポーター研修を行う一般ボランティア講師を養成する「あいサポート

メッセンジャー研修」などの研修実施、様々な障がいの特性や障がいについての理

解、配慮をまとめたハンドブックやＤＶＤなど「あいサポート運動」を広めるため

の広報物を作成。 

・「あいサポート運動」を推進するため、職員を対象とした「あいサポーター研修」

等に取り組む企業・団体を「あいサポート企業・団体」として認定。 

・「あいサポート運動」を全国にも拡大していくため、全国への働きかけを実施。 

＜成果＞ 

 全国 8 県 4 市 5 町で連携した取組を展開しており、あいサポーター数は 41 万人を

突破。 
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取組・成果・ 

今後の課題 

＜平成 30年 3月末現在＞ 

・あいサポーター数：413,732 人 

・あいサポーター研修回数：5,135 回 

・あいサポーターメッセンジャー数：3,186 人 

＜今後の課題＞ 

・県民運動として推進していくための取組を具体的に進めていく必要がある。 

・全国への発信。 

参考資料 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

担当所属 鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 

連絡先 
電話番号：０８５７－２６－７６７５ 
メールアドレス：shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp 

 

あいサポーター研修の様子 
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県名：高知県  

項  目 ⑤その他の取組 

標  題 療養病床転換促進事業費補助金 

目  的 
南海トラフ地震対策等の防災上の観点も踏まえ、療養病床から介護保険施設等への

転換支援に加え、耐震化等整備について上乗せ助成を行い、円滑な転換の促進を図る。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・介護療養病床は、当初、平成 18 年度の介護保険法改正により、平成 23 年度末で廃

止とされたが、介護療養病床の介護老人保健施設等への転換が進んでいない現状を踏

まえ、平成 23 年度の介護保険法改正により、廃止・転換期限が平成 29 年度末まで延

長された。 
・平成 30 年度の介護保険法改正により、平成 30 年４月から介護医療院が創設され、

介護療養病床の経過措置期間が平成 35 年度末まで延長された。 

＜背景＞ 

本県においては、南海トラフ地震対策の防災上の観点から病院の耐震化が急務とな

っているが、未耐震の 40病院のうち 30病院が療養病床のある病院となっている。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 
・耐震化等加算 

  現在未耐震等の施設が医療及び介護療養病床を介護老人保健施設に転換する際 

 に耐震化整備等を行う場合に、医療療養病床転換支援事業費補助金又は介護療養病

床転換支援事業費補助金に継ぎ足し補助を行う。 

・転換先となる施設：老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウス、 

有料老人ホーム、認知症グループホーム等 

※特別養護老人ホームについては、対象は高知市（中核市）の区域に設置する

施設のみ 

  ・補助先：医療法人等 
  ・補助率：定額 
       （創設 965 千円/床、改築 965 千円/床、改修 482 千円/床） 
  ・補助期間：H30～H33 
＜今後の課題＞ 

 可能な限りの早期の耐震化等の促進 

 

担当所属 高齢者福祉課 

連絡先 
電話番号：088-823-9681 
メールアドレス：060201@ken.pref.kochi.lg.jp 
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県名：高知県  

項  目 ⑤その他の取組 

標  題 社会福祉施設等地震防災対策推進事業費補助金 

目  的 
 施設利用者を守るために必要な対策への支援を行うことにより、社会福祉施設等の

地震防災対策を加速化し、南海トラフ地震に備えることを目的とする。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

東日本大震災を契機として、社会福祉施設の南海トラフ地震対策をさらに推進する

ため、平成 24 年 9 月補正により県独自の補助金を創設。 

＜背景＞ 

東日本大震災により事業者の南海トラフ地震対策に対する意識が高まり、社会福祉

施設等における緊急避難用の施設改修や避難用具・自家発電装置等の装備確保の必要

性が再認識され、制度を検討することとなった。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

１ 施設改修事業 

社会福祉施設において、避難用階段等の避難時に使用する施設整備やガラス飛散

防止対策を行う経費等に対して補助を行う。 

  ・補助先：入所型及び通所型の民間社会福祉施設 

   （社会福祉法人、医療法人、営利法人等） 

  ・補助率：緊急避難用施設改修  2/3 
       ガラス飛散防止改修  1/3（※ｶﾞﾗｽ飛散防止は H26 年度より追加） 
２ 装備確保事業 

社会福祉施設において、地震災害等への「備え」を被災段階に応じて確保してい

くための経費等に対して補助を行う。 
・補助先：入所型及び通所型の民間社会福祉施設  

（社会福祉法人、医療法人、営利法人等） 
  ・補助率：1/2 
＜成果＞ 

○平成 29 年度予算額：8,568 千円 
○平成 29 年度交付決定額：8,215 千円 
 ・施設改修事業：11 件 2,335 千円 

・装備確保事業：32 件 5,880 千円 

 

担当所属 高齢者福祉課 

連絡先 
電話番号：088-823-9632 
メールアドレス：060201@ken.pref.kochi.lg.jp 
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県名：鹿児島県

項 目 ⑤その他の取組

標 題 災害にも強い支え合う地域の仕組みづくり事業

１ 地域における各種団体の活動状況について情報を共有し，災害時の役割分担を確
認する。
２ 災害が発生した場合に流通物資の供給が始まるまでの間，緊急的に被災者に救援

目 的 物資を供給するためのシステムを構築する。
３ 各家庭におけるローリングストック方式による食料品等の備蓄を促進する。
４ 防災の取組を通じ，多様な主体と連携することで社会的孤立や経済的困窮を生ま
ない支え合う地域づくりを目指す。

＜経過・背景＞
平成 28年熊本地震において，被災により行政（公的）機能が十分に働かなくなっ

経過・背景 たことから，平時の物質的及び精神的支え（自助），コミュニテイにおける支え合い
（きっかけ） （共助），広域的な連携・支援体制の必要性等の課題が浮き彫りとなったことから，

「NPO法人フードバンクかごしま」の企画提案を受けて，平成 28年度，県と NPO
が協働して取り組む「NPO 共生・協働・かごしま推進事業」を，大隅地区において
実施した。

＜取組＞
１ 防災をテーマにした「地域づくりセミナー」の開催

地域の各種団体が，それぞれの活動状況等について情報を共有することにより，
顔が見える関係を構築し，災害時の役割分担を確認し合うためのラウンドテーブル
等を開催（３回）
２ 「Ｏ－ＳＵＭＩ ＢＯＵＳＡＩ ＦＥＳ ｉｎ Ｋｉｍｏｔｓｕｋｉ みんな
つながる。」の開催
台風災害の被災者の体験発表や非常食を使ったメニューの試食など，防災につい

取組・成果・ て学び，体験するイベントを開催（参加者：約 1,200人）
今後の課題

＜成果＞
・ 行政や支援団体が，平時からつながりを持ち，情報を共有・連携する体制構築の
きっかけとなったほか，セミナーの内容を地元市町が研修会等に反映し，地域にお
ける支え合いづくりにつながった。
・ NPO法人フードバンクかごしまにおいては，事業終了後も，県社会福祉協議会
と協働で，防災をテーマとした講演や避難所運営ゲームを県内の市町村社協や大学
等で開催している。

参考資料 ○関連する写真又はイメージ図等を御提供ください。
・ダンボールベットの組み立て体験 ・非常食のアレンジメニューの紹介

担当所属 鹿児島県くらし保健福祉部社会福祉課福祉企画係

電話番号：０９９－２８６－２８２４
連絡先 メールアドレス：swkikaku@pref.kagoshima.lg.jp
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県名：青森県  

項  目 ⑥被災した住民に対する支援 

標  題 地域の力で守り育てる海岸防災林整備活動支援事業 

目  的 

暮らしを守る海岸防災林の再生・保全を図るためには、その果たす役割を地域が再

認識するとともに、震災の記憶を風化させないため、一般県民も対象とした普及啓発

の取組が必要であり、取り組んでいるもの。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

地域活動体制の整備（活動支援連絡会の開催、出前講座の開催）や、植樹活動（復興

植樹祭の開催、復興植樹支援ツアーの実施、植樹活動の支援）を実施している。 

＜背景＞ 

東日本大震災における津波により、太平洋側の海岸防災林のクロマツ約１２ヘクタ

ールが流出・倒伏(とうふく)し、その後、塩害による枯損(こそん)被害が約１３４ヘ

クタールまで拡大。現在、治山事業によりクロマツを植栽し復旧を図っているが、成

林までは３０年から４０年程度の期間が必要となる。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組１＞ 

【地域活動体制の整備】 

 各地域（集落）が自主的かつ継続的に海岸防災林の保全活動に取り組む活動体制を

整備するため、県や市町等で構成する活動支援連絡会を設置し、具体的な取組に係る

調整や支援を行うとともに、学校や地域住民等を対象に出前講座を開催した。 

＜取組２＞ 

【植樹活動】 

震災の記憶を風化させないため、復興植樹祭や地元の鉄道事業者と連携した復興植

樹支援ツアー等の開催、復興植樹に取り組む企業等に対する支援を実施した。 

＜成果及び今後の課題＞ 

平成２９年６月に実施した復興植樹祭では、地域住民のほか、米軍三沢基地の関係

者もボランティアで参加し、苗木８００本の植樹を行った。 

こうした地域主体の活動等を通じて、地域住民の自主的・継続的な保全活動が期待

されるとともに、海岸防災林の役割が広く県民に浸透するよう引き続き取組を進めて

いくこととしている。 

参考資料 
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参考資料 

  

▲地域の力で守り育てる海岸防災林復興植樹祭 

Ｈ２９．６．２４開催 地域住民等による植樹活動  おいらせ町一川目  

 

担当所属 林政課 

連絡先 
電話番号：０１７－７３４－９５０７ 
メールアドレス：rinsei@pref.aomori.lg.jp 
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県名：石川県  

項  目 ⑥被災した住民に対する支援 

標  題 能登半島地震における住宅再建の支援 

目  的 

 平成 19年に発生した能登半島地震の被災地は、過疎化・高齢化が進んでおり、震

災により地域コミュニティが失われる懸念があったことから、住み慣れた地域での住

宅再建の実現を図ることを目的として、様々な手法を用いて支援を行った。 

 
【主な住宅再建支援の取組】 

①能登の文化・風土にふさわしい良質な住宅のモデルプランの提案 

②住宅再建の参考となるモデル住宅の建設 

③手厚い住宅再建支援制度の創設 

④戸建型公営住宅の供給(輪島市) 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・平成 19 年 3 月 25 日、能登半島沖を震源とするマグニチュード 6.9 の地震が発生し、

県内観測史上最大となる震度 6 強を記録した。 
・全壊家屋約 700 棟、半壊家屋約 1,700 棟など、県政史上未曾有の大災害となった。 
・発災から約 1 ヶ月で応急仮設住宅 334 戸を設置し、希望する全ての世帯に供給した。 

＜背景＞ 

・住宅再建は、生活再建の基盤であると同時に、地域コミュニティの維持・再生を図

る上でも重要であり、被災者の約 8 割がこれまで住んでいた土地に再建することを

希望していた。 
・被災住民は地域への愛着が強く、これまで住んでいた土地に再建したいという意識

が高かった。 
・被災地は県内でも特に高齢化が著しい地域であり、地震を契機として過疎化に拍車

がかかるおそれがあった。また、能登の美しい街並みが形成されている地区も被害

を受け、街並み景観が消失する危機でもあった。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

被災者が、愛着のある地域で住み続けられるよう、本県独自の住宅再建支援の取組

を実施した。 

 

①能登の文化・風土にふさわしい良質な住宅のモデルプランの提案 

 被災者の再建計画づくりの参考とするため、高齢者の方々も暮らしやすい良質な住

宅のモデルプランである「能登ふるさと住宅」を提案した。 
提案にあたっては、15～25 坪程度の伝統的かつコンパクトな間取りで、黒瓦や板

張外壁、白壁を配した被災以前の能登の風土・文化に沿ったものとし、価格について

は、コストダウンの工夫により、1,100 万円～1,300 万円程度とした。 
なお、モデルプランは後述する「能登ふるさと住まい・まちづくり支援事業」の補

助が満額受けられるものとした。 
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取組・成果・ 

今後の課題 

 
②住宅再建の参考となるモデル住宅の建設 

提案したモデルプランに基づき、「能登ふるさとモデル住宅」を 3 棟建設し、住宅

再建の参考にしていただくとともに、モデル住宅内に住宅相談窓口を開設し、多くの

方々の相談に対応した。 

 

③手厚い住宅再建支援制度の創設 

被災者再建支援制度及び県独自の上乗せ、全国からの義援金に加え、能登半島地震

復興基金事業「能登ふるさと住まい・まちづくり支援事業」を創設し、最大で 770 万

円の公的支援を受けることができることとし、住宅再建を支援した。 

 「能登ふるさと住まい・まちづくり支援事業」は、災害に強く、安全で、地域景観

の向上や地産地消に寄与する住まい・まちづくりを推進することを目的として、耐震、

バリアフリー、景観配慮、県産材活用など、一定の基準を満たす住宅を新築・補修す

る場合、全壊世帯 200 万円、大規模半壊世帯 120 万円を補助する制度である。 

 

④戸建型公営住宅の供給(輪島市) 

 どうしても自力で再建できない方々に対しては、従前の居住地に近いところで、街

並みに配慮した災害公営住宅を供給した。被害が大きかった輪島市では、被災者の自

宅敷地の一部を市に無償で提供し、そこに市が戸建型公営住宅を建設することで、被

災者がこれまで住んでいた土地で引き続き生活できるよう対応した。なお、入居者が

希望すれば将来的に譲渡を受けることも可能としている。 

 

＜成果＞ 

・能登ふるさとモデル住宅の見学者：約 6,000 名 
・能登ふるさと住まい・まちづくり支援事業：484 件(新築 288 件、補修 196 件) 
・戸建型公営住宅の整備：4 戸 
・以上の取組等により、約 2 年間の応急仮設住宅の入居期限内に、全入居者が退去 
 
＜今後の課題＞ 

 今後の地震発生に備え、木造住宅の耐震診断や、耐震改修工事へ補助を行うことに

より、住宅の耐震化のさらなる促進を図る。 

参考資料 

＜モデルプラン「能登ふるさと住宅」＞ 
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参考資料 

＜能登ふるさとモデル住宅＞ 

  
河井町モデル住宅         道下モデル住宅 

 

＜再建支援例：住家が全壊したため、住家を新築する場合＞ 

 
 

＜戸建型公営住宅のスキーム＞ 

 

 

担当所属 石川県土木部建築住宅課 

連絡先 
電話番号：０７６－２２５－１７７７ 
メールアドレス：kenjuu@pref.ishikawa.lg.jp 

 

最大７７０万円 最大１，４００万円

義援金
能登ふるさと
住まい・まち
づくり支援事業

被災者生活再建支援制度

１７０万 ２００万
上 限 ５年間の利子補給

復興基金助成

住宅融資
（住宅金融支援機構等）

資金の支援 資金の融資

３００万
（国）

１００万
（県・市）
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県名：鳥取県  

項  目 ⑥被災した住民に対する支援 

標  題 鳥取県被災者住宅再建支援制度の拡充 

目  的 
鳥取県中部地震による被災住宅の再建を促進することにより、被災地域の早期復興を

図る。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・鳥取県では、従来から国制度（被災者生活再建支援制度）の対象とならない半壊被

害に対しても独自の住宅再建支援を実施していた。 
・鳥取県中部地震（H28.10.21）では、一部損壊など、半壊に至らない被害が多かっ

たため、支援の対象を拡充した。 
＜背景＞ 

・鳥取県中部地震では約 15,000 戸以上の住宅が被害を受けた。 

・そのうち“一部損壊”被害が約 98％を占めており、被災者の生活の基本となる住宅

再建支援に対して拡充を図った。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

鳥取県中部地震で被害を受けた住宅で、国制度の支援対象とならない被災世帯に対

し、住宅の再建に係る経費の一部を給付。 
 

１．支援内容 

 
※１）全壊・大規模半壊への支援は、国制度で対象とならない災害の場合に適用。 

※２）半壊および損害基準判定が 10%以上の一部損壊への給付金ついては、 

実行経費と比較し、何れか低い額とする。 

※３）一部損壊のうち損害基準判定が 10％未満の世帯には、被害の度合いに応じて 

１～５万円の「被災者住宅修繕支援金」（使途不問）を給付。 

 

２．財源内訳 

   ・鳥取県被災者住宅再建支援基金（県と市町村で分担し積立）：8/10 
・県：1/10 
・市町村：1/10 
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取組・成果・ 

今後の課題 

＜成果＞ ※制度活用見込件数・金額 

 平成 28 年度～31 年度までの間で、計 14,070 件、1,714,591 千円の給付が見込まれ

ている。（平成 30 年 3 月末時点見込） 
 

再建支援金支出状況 件数(件) 金額(千円) 備考 

全壊※ 75 200,125 国制度の適用のみ 

大規模半壊 8 12,000 同上 

半壊 242 240,250 県制度の適用のみ 

一部損壊 3,383 1,006,381 同上 

修繕支援金(10～50 千円) 10,445 467,960 同上 

合計 14,153 1,926,716 
 

 

うち国制度の適用のみ 83 212,125 
 

うち県制度の適用のみ 14,070 1,714,591 
 

  ※半壊判定であったが、解体し全壊の支援金を受けたものを含む 

 

担当所属 鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 

連絡先 
電話番号：0857-26-7390 
メールアドレス：sumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp 
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県名：鳥取県  

項  目 ⑥被災した住民に対する支援 

標  題 県外からの職人招致に対する支援 

目  的 
鳥取県中部地震による被災住宅の早期修繕完了及び被災者の金銭的負担を軽減する

こと。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・鳥取県中部地震の被災住宅の早期修繕に向けて職人不足を解消するため、県内の職

人組合等が県外から職人を招致する場合に交通費等の一部を支援する補助事業を

創設した。 
＜背景＞ 

・鳥取県中部地震では 15,000 戸以上の住宅が被害を受けた。 

・県内では、屋根工事等に関わる職人が年々減少しており、早期の修繕にあたっては

県内だけでは人手不足。 

・しかし、県外から職人を呼ぶには交通費・滞在費等が必要なために工事費用が割高

になり、被災者に敬遠される。 

・被災者の金銭的負担を軽減するため、県内の職人組合等が県外から職人を呼ぶ場合

の交通費等を支援することとなった。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

県は、県内の職人組合等が県外から職人を呼ぶ場合に交通費等の一部を建築・建設関

係団体で構成する「鳥取県中部地震住宅修繕支援センター」を通じて支援した。 
（制度概要） 
 １ 対象となる職人組合等 
   鳥取県瓦工事業組合、鳥取県盛ん業協同組合、鳥取県建築連合会 
 ２ 支援対象経費 
   交通費、宿泊費、休業補償 
 ３ 支援額 
   ・県外から招致する職人が県内に宿泊する場合 

職人１人当たり３千円／日 
   ・県外から招致する職人が県内に宿泊しない場合 
    職人１人当たり５百円／日 
   ※割高となる県外職人の交通費、宿泊費、休業補償について１／３程度を支援

するもの。 
 ４ 予算額 
   ６，０００千円 
 ５ 実施期間 
   平成２９年２月～平成３０年２月 
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取組・成果・ 

今後の課題 

＜成果＞ 

平成 29 年 2 月からの１年間で、延べ 3,924 人の職人を招致し、被災した住宅の修繕

を実施した。 
 

 

担当所属 鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 

連絡先 
電話番号：0857-26-7390 
メールアドレス：sumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp 
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県名：鳥取県  

項  目 ⑥被災した住民に対する支援 

標  題 生活復興支援体制の構築 

目  的 
鳥取県中部地震による住宅問題等の課題が解決されない世帯を対象に、一人ひとり

に寄り添った支援を行い、鳥取県中部地震からの復興の総仕上げを図る。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜背景＞ 

鳥取県中部地震から１年半が経過し、復旧・復興が着実に進展する一方で、震災後、

未だに生活面での課題が解決されていない方々に寄り添った支援を実施するもの。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

 県、関係市町、関係団体等が連携し、生活復興支援体制を構築の上、訪問調査等に

よる被災者の状況の把握、被災者それぞれに応じた生活復興プランの作成、専門家（弁

護士、建築士、ファイナンシャルプランナー等）派遣や支援窓口とのマッチングを実

施。 
 
１ 生活復興支援の流れ 
（１）住宅未修繕世帯等を中心とした個別訪問等による実態調査の実施 
（２）生活復興支援の必要な方への生活復興プランの作成 
（３）生活復興プランに基づく建築士等の専門家派遣等による支援の実施 
 
２ 予算額 
  ７，１８１千円 
   ・生活復興支援に係るサポート業務委託費：3,825 千円 

・専門家派遣経費：3,356 千円 

 

担当所属 鳥取県中部地震復興本部事務局 

連絡先 
電話番号：０８５８－２３－３２９０ 
メールアドレス： chubujishin-fukkou@pref.tottori.lg.jp 
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⑦被災した県・市町村に対する支援 
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県名：福井県  

項  目 ⑦被災した県・市町村に対する支援 

標  題 平成２８年熊本地震に係る災害支援ふるさと納税の代行受付 

目  的 

平成２８年４月１４日から発生した熊本県を中心とする平成２８年熊本地震で被

害を受けた熊本県を支援するために、福井県を窓口とする熊本県への災害支援ふるさ

と納税の代行受付を実施。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

 福井県は平成２３年に発生した東日本大震災時に全国に先駆けて、被災４県（岩手、

宮城、福島、茨城）への災害支援ふるさと納税の代行受付を実施しており、その実績

を活用し、平成２８年熊本地震においても、被害を受けた熊本県を支援するため、災

害支援ふるさと納税の代行受付を実施した。 

＜背景＞ 

 ふるさと納税の受付事務では、寄付者への領収証明書の発行やワンストップ特例申

請書の処理などの事務が発生する。被災直後の熊本県がこれらの業務を行うことは困

難であり、熊本県の事務負担軽減および復興支援のため災害支援ふるさと納税の受代

行受付を検討することとなった。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

総務省や財政担当課と協議し運用上の課題を整理し、地震発生から５日後の４月１

９日から災害支援ふるさと納税の代行受付を開始。寄付金送金に係る補正予算編成を

行い、災害支援ふるさと納税を熊本県へ送金。 

 

４月１９日 代行受付開始（～６月３０日） 

＜成果＞ 

熊本県支援寄付金受付実績 
収納件数 ４，０５５件 
収納金額 １０１，７５４，２５５円 

＜今後の課題＞ 

災害対応のため被災自治体と協議することが困難な場合が想定される。 
災害が発生した場合の受付代行について、事前に自治体間の協定を締結しておくこと

により、災害発生直後から円滑に被災自治体へのふるさと納税の代行受付を行うこと

ができる。 
 

 

担当所属 福井県総合政策部ふるさと県民局地域交流推進課 

連絡先 
電話番号：０７７６－２０－０２８６ 
メールアドレス：chikikoryu@pref.fukui.lg.jp  

- 108 -



県名：福井県  

項  目 ⑦被災した県・市町村に対する支援 

標  題 大規模災害により災害対策本部機能が低下した市町を、県が支援する制度を創設 

目  的 

・東日本大震災や熊本地震のような大規模な災害発生時には、市町の庁舎や職員が被

災し市町災害対策本部機能が大きく低下し、被災地の情報収集や応急復旧活動が十

分実施できない可能性がある。このため、県職員を市町災害対策本部に派遣し、市

町が行う災害応急対策活動を支援することを目的とする。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・熊本地震を受け、福井県では県の防災体制地域防災計画の見直しを行う中で、大規

模災害発生時に市町の災害対策本部機能が低下する可能性が課題として挙げられ

たため、新たに「市町災害対応支援班」を創設するとともに、県地域防災計画にも

明記した。 

＜背景＞ 

・熊本地震では、被災市町村の庁舎や職員も被災したとともに、被災市町村職員の多

くが避難所運営に忙殺され、災害対策本部機能が著しく低下した。 

・このような事態は熊本地震だけでなく、大規模な災害が発生した場合には、全国ど

の自治体でも発生する可能性がある。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

・危機対策・防災課経験者を班長とする１班１２名体制（班長 1 名・事務３名・土木

2 名・建築 2 名・農林水産 2 名・保健師等 2 名）の市町災害対応支援班員を４班分

（計６５名程度）毎年指定 
・指定した職員に対して、毎年度説明会を実施 
 

＜今後の課題＞ 

・市町災害対応支援班の資質の向上 
・管内市町に対する、支援班制度の周知徹底 

参考資料  ※別添の通り 

 

担当所属 福井県安全環境部危機対策・防災課 

連絡先 
電話番号：0776-20-0308 
メールアドレス：bousai@pref.fukui.lg.jp 
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市町災対本部事務局 

支援班 

市町災害対策本部 

派遣の決定 

① 

② ④ 

③ 

市町派遣職員 

直ちに市町派遣職員
を派遣 
※地震等の場合、連絡
を待たずに担当市町へ
参集開始 

支援班員の必要性に
ついて報告 

（１） 
支援班の
派遣要請 

市町災対本部に派遣 

・県災対本部との連絡調整 
・市町災対本部業務支援 

（２） 

（３） 

（１）市町から支援班の派遣要請があった場合 

県災害対策本部・連絡室等 

（２）市町派遣職員からの情報により支援班を派遣する場合 

■派遣要件  

○災害対応支援班 
 ・被災市町からの支援班の派遣要請があった場合 
 ・知事が必要と認めた場合 （例：市町派遣職員からの派遣の必要性の報告があった場合 等） 

支援班 市町派遣 
職員 

○災害対策本部派遣職員 
 ・市町が災害対策本部を設置した場合 
  ・知事が必要と認めた場合 

■概要  
 県地域防災計画に基づき、県内で大規模な災害が発生した場合に、被災市町へ県職員を派遣し、情報収集や市町災害
対策本部を支援する制度 

凡例  

 市町災害対策本部派遣職員・市町災害対応支援班の概要 

1 
- 110 -



 市町災害対応支援班の業務について 

市町災害対策本部活動の支援ニーズ 区分 人数 主な業務活動 登録基準 
登録
人数 

県災対本部
との調整 

・被害状況の把握 
・物資の調達 
・支援物資の受入 
・避難所・福祉避難所 
 運営 等 

事務 4 

班長 

・災害応急対策にかかる助言 
・県災害対策本部との総合連絡調整 
 

 例）市町災対本部長への助言 

・参事級以上の管理職 
・危機対策・防災課勤務歴あり 

5 

事務 
①～③ 

・被災状況把握 
・物資調達、支援物資供給にかかる業務 
・避難所開設、避難者、運営の状況等の把握業務 
 

 例）被災状況のとりまとめなどの資料作成 

・主任、企画主査を概ね各5名 
・主査以下を概ね10名 
・防災関連課の勤務歴を有する者を 
 1/2程度 

20 

インフラ 
復旧 

・道路、橋梁、河川等の 
 土木施設の応急復旧 
 対策 

土木 2 

・道路、橋梁、河川等の土木施設の応急復旧対策への助言・業務 
・土木関係にかかる県災対本部との連絡調整（情報収集等） 
 

 例） 被害道路の把握、応急対策工事の指示、県との調整 

・防災関連業務への従事歴あり 
・主任以上を1/2以上 

10 

・倒壊建物の状況調査 
・応急危険度判定 

建築 2 

・倒壊建物の状況調査や応急危険度判定にかかる業務 
・建築関係にかかる県災対本部との連絡調整（情報収集等） 
 

 例） 建物・宅地の危険度判定士の班編成、県との調整 

・防災関連業務への従事歴もしくは 
「建築物応急危険度判定士」資格あり 
・主任以上を1/2以上 

10 

・農道、農業用水、ため
池等の応急復旧対策 

農林水産 2 

・農林水産施設等の応急復旧対策への助言・業務 
・農林水産業関係にかかる県災対本部との連絡調整（情報収集等） 
 

 例） 農業施設の被害の把握、応急対策工事の指示 

・防災関連業務への従事歴あり 
・主任以上を1/2以上 

10 

被災地の 
福祉保健 

・被災地での公衆衛 
 生活動 
・被災者の健康管理 

保健師等 2 

・被災地での公衆衛生活動や被災者の健康管理に係る県災対本部 
  との連絡調整 
 
 例）被災地の保健医療福祉機関の稼働状況把握、被災地への保健師や薬  
   剤師等による人的支援の県本部・福祉ｾﾝﾀｰとの派遣調整 

・健康福祉ｾﾝﾀｰ等での防災関連業務へ 
 の従事歴あり 
・主任以上を1/2以上 
・災害時健康危機管理支援チーム養成 
 研修（国主催）を受けた者 

10 

合   計 12 65 

４ 派遣期間  （１）概ね１～２週間程度 
（２）派遣期間及び職員の交代等は、市町の被災状況や、派遣した職員の健康状態を勘案し、知事（県災対本部長）が決定 

５ 費用負担  

支援班の派遣に要した費用は、原則として派遣を受けた市町が負担する。費用の算出については、県と派遣を受けた市町が協議して決定 

２ 

・危機対策・防災課経験者を班長とする１班１２名体制（班長1名・事務３名・土木2名・建築2名・農林水産2名・保健師等2名） 

・支援班は、同時に最大４班が活動できるよう、毎年度６５名程度を登録。 

・災害の規模や市町からの要請に基づき、必要な職種および人員を派遣。班長（事務職）の指揮の下、以下の必要な業務を実施 

 市町の災害対策本部業務を支援〔立ち上がり期〕  

（１）県災対本部と市町災対本部との連絡調整等 

（２）市町災対本部業務の支援   

■主な活動内容  

2 
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⑧被災したその他団体（企業等）に対する支援 
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県名：鳥取県  

項  目 ⑧被災したその他団体（企業等）に対する支援等 

標  題 鳥取県中部地震に係る県内企業への支援 

目  的 
平成 28 年 10 月 21 日に発生した鳥取県中部地震被害によるダメージから、速やかに

復興し、地域経済の早期回復を図るため県内中小企業等を支援する。 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

・専決処分及び１１月補正等により中小企業等の支援のための事業を速やかに予算

化するとともに、行政、金融機関、商工団体等が連携して金融支援等の各種施策

の情報共有を図りながら被災企業を支援するための体制（震災対策企業支援ネッ

トワーク）を構築し、迅速かつ効果的な対応が図れるようにした。 
・補助金、融資に係る事業予算については、申請期限をいずれも平成２８年度末ま

でとしていたが、被災した中小企業、商工団体等の意見を踏まえ、平成２９年度

末まで延長。 
＜背景＞ 

・鳥取県中部地震により多くの企業が被災し、地域経済を担う製造業者や、県内事

業者に設備の損壊や建物の損傷等が見られ、被害からの復旧が長期化すれば、県

内産業の衰退等が危惧されたことから、各関係機関等の意見を踏まえながら、資

金面での支援及び各関係機関が連携して支援する体制を構築することとした。 

・補助金及び融資に係る申請期間の延長については、設備の復旧を行う建設業者等

が多忙で復旧に要する経費の算定（見積）ができないため申請が間に合わない等

延長の要望・意見が寄せられたことから事情を勘案し申請期限を延長することと

したもの。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

・施設設備の原状回復に要する経費の一部を補助（県版経営革新<復旧・復興型>） 

（補助率２／３、上限２百万円） 
・制度融資による資金繰り支援（保証付き融資を５年間、無利息・無保証料化） 
・中堅・大企業への資金繰り支援（災害復旧に係る融資の利息相当額を５年間補助） 

＜成果＞（H30.3 末現在） 

補助金交付決定額：528 件 約 6億 7,700 万円 

制度融資 ：609 件 約 143 億 7,100 万円（融資実行ベース） 

中堅・大企業の災害復旧に係る融資：1件 4,000 万円（融資実行ベース） 

※各関係機関が支援施策について情報共有を図り、企業への周知等を行ったこと

等により支援施策の利用が進んだものと考えられる。 

また、被災企業の中には県版経営革新補助（復旧・復興型）を活用し原状回

復を図るだけでなく、被災を契機として、別の補助金等（県版経営革新（スタ

ート型、生産性向上型）、国持続化補助）を活用しながら、さらなる成長を目指

そうとする企業も現れている。 
＜今後の課題＞ 

鳥取県中部地震後、商業集積地等で空き地・空き店舗が発生しており、地域の衰

退が懸念されるため、空き地・空き店舗を活用して事業に取り組む中小事業者等へ

の低利融資及び補助等の資金負担を軽減する制度を設け、被災地域の商業振興を支

援することとしたところ。 
 

担当所属 商工労働部企業支援課 

連絡先 
電話番号：０８５７－２６－７４５３ 
メールアドレス： kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp 
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県名：鳥取県  

項  目 ⑧被災したその他団体（企業等）に対する支援等 

標  題 鳥取県中部地震住宅修繕支援センターの設置 

目  的 

鳥取県中部地震で被災した住宅の修繕工事需要が増加する中において、住民の不安

を払しょくするとともに可能な限りの早期修繕完了を目指して、相談・修繕等に速や

かに対応すること 

経過・背景 

（きっかけ） 

＜経過＞ 

平成 28 年 10 月 21 日に発生した鳥取県中部地震による被災建物修繕等総合相談窓

口を鳥取県中部総合事務所内に設置し、住宅修繕等の相談、建設業各団体のあっせん

を行っていたが、相談者に対しワンストップで対応を行う窓口として、建築・建設関

係の業界団体が連携して平成２８年１２月９日に開設した。 

＜背景＞ 

・鳥取県中部地震においては、県内で 15,000 戸以上の住宅が被害を受けた。 
・多くの被災者は、早く修繕したいがどこに相談したらよいかわからない状態のなか、 

地震を機に県外から進出した業者による契約・施工トラブルが頻発し、また、県外

ナンバーの車が被災地を周回しており不安という声も県に多く寄せられた。 
・早期の住宅修繕を実現し、また、県民の安心を確保するため、県の呼びかけに応じ

建築・建設関係団体が連携して、相談から業者手配まで対応する窓口を設置した。 

取組・成果・ 

今後の課題 

＜取組＞ 

 県及び建築・建設関係の業界団体が連携し、中部地震住宅修繕支援センターを開設

の上、相談員１名を常駐させ、電話又は来所による住宅修繕相談等に対し、助言や業

者手配等を行った。 
１ 開設期間 
  平成２８年１２月９日から平成３０年３月３１日 
２ 開設場所 
  鳥取県倉吉市東巌城町（中部建設会館内） 
３ 構成団体 
  鳥取県建設業協会、鳥取県中部建設業協会、鳥取県木造住宅推進協議会、鳥取県

建築連合会、鳥取県瓦工事業組合、鳥取県左官業協同組合、鳥取県板金工業組合 
４ 経費負担 
  県 10/10 補助 
５ 予算額 
  ４，１５２千円 
＜成果＞ 

 修繕業者の紹介等、４１３件の相談に対応し、住宅等の復旧に寄与した。 
 
 

 

- 114 -



担当所属 鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 

連絡先 
電話番号：0857-26-7390 
メールアドレス：sumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp 
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