
参加した →　Ｑ２へお進みください

参加しなかった →　Ｑ８へお進みください

特定のテーマについて学ぶ有識者等による講演会

その他

アンケート調査票案（自主防災組織向け）

Q２　

Q１　
昨年度、あなたの自主防災組織は、都道府県・市区町村が開催する「自主防災組
織」全体に向けた教育訓練に参加しましたか？

以下のアンケートにご協力ください。質問は全部で３４問あります。

（１） 「自主防災組織」全体の教育訓練についてお尋ねします

【① 都道府県・市区町村が開催する教育訓練への参加について】

知識を習得するための講義やワークショップなどの研修会

＜Q１で「参加した」とお答えの場合＞
参加した教育訓練について、該当するもの全てにチェックしてください。

自治体等が管理・運営する防災センター、防災学習館などの体験施設の見
学・体験

自治体が開催する総合防災訓練など、初期消火訓練や救護訓練など、技能を
身につけるための実動訓練

資料６－３
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人

10%未満 10％以上20％未満 20％以上30％未満

30％以上40％未満 40％以上50％未満 50％以上

把握していない

Q３ Q2でチェックした教育訓練の参加者数をお答えください。

Q４
Q3で答えていただいた参加者数に占める女性の割合について、該当するもの１
つをお選びください。

Q5
貴組織において、都道府県や市区町村が開催する教育訓練に参加するにあたり工
夫していることがあれば具体的に教えてください。（自由記述）

昨年度、都道府県・市区町村が開催した「自主防災組織」向けの教育訓練に
参加した延べ人数は、

おおよそ
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参加者が少ない 参加者の防災の意識・関心が低い

若年層の参加者が少ない 女性の参加者が少ない

課題はない

その他

内容がマンネリ化している

やってほしい内容ではない

教育訓練の効果が小さい

準備や当日の世話など、負担が大きい

費用的な負担が大きい

課題はない

その他

Q６
都道府県や市区町村が開催する教育訓練への参加状況に関する課題として考えら
れるもの全てにチェックしてください。

Q７
参加している教育訓練の内容や運営に関する課題として考えられるもの全てに
チェックしてください。

Q９へお進みください
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参加しても十分に参加者が集まらないから（参加者が少ない）

以前に参加したことがあり、前と同じ内容だから（内容がマンネリ）

自組織で教育訓練をおこなっているため、それで十分だから

地域の行事と重なるから

準備や当日の運営などを担当する役員の負担が大きいから

参加する必要性を感じていないから

参加しても効果がないから（苦労の割には効果が小さい）

その他

Q８
＜Q1で「参加しなかった」とお答えの場合＞
都道府県・市区町村が開催する教育訓練に参加しなかった理由として該当するも
の全てにチェックしてください。

いつどこで開催されるのか分からなかったから
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実施した →　Ｑ10へお進みください

実施しなかった →　Ｑ16へお進みください

初期消火訓練

避難訓練（避難行動要支援者の避難誘導含む）

救出・救護訓練

炊き出し訓練

避難所開設・運営訓練（HUGを含む)

災害図上訓練（DIG）

防災まち歩き、防災マップの作成

防災に関する知識について講座やワークショップなどで学ぶ研修会

その他

Q９ 昨年度、あなたの自主防災組織は、組織で自主的に教育訓練を実施しましたか？

Q10
＜Q９で「実施した」とお答えの場合＞
自主的に実施した教育訓練について、該当するもの全てにチェックしてくださ
い。

【避難行動要支援者】とは、自ら避難することが困難な人であり、円滑かつ迅
速な避難の確保を図るため特に支援を要する人のこと。

【② 自組織が自主的に実施する教育訓練について】

自治体等が管理・運営する防災センター、防災学習館などの体験施設の見
学・体験
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人

10%未満 10％以上20％未満 20％以上30％未満

30％以上40％未満 40％以上50％未満 50％以上

把握していない

貴組織において教育訓練を自主的に企画・実施するにあたり、工夫していること
があれば具体的に教えてください。（自由記述）

Q13

Q12

Q11 Q10でチェックした教育訓練の参加者数の合計（延べ）をお答えください。

Q11で答えた参加者数に占める女性の割合について、該当するもの１つをお選
びください。

おおよそ

昨年度、貴組織が自主的に実施した教育訓練に参加した人の合計数（延べ）
は、
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参加者が少ない 参加者の防災の意識・関心が低い

若年層の参加者が少ない 女性の参加者が少ない

課題はない

その他

教育訓練を企画・実施するための体制が十分でない

自分たちで教育訓練を実施するための知見やノウハウ等が乏しい

教育訓練にふさわしい教材がない（見当たらない）

費用が確保できないなど財政的な問題がある

内容がマンネリ化している

教育訓練の効果が小さい

課題はない

その他

Q15

Q14

自組織で自主的に教育訓練を行う上での課題として考えられるもの全てにチェッ
クしてください。

自主的に行っている教育訓練への参加状況に関する課題として考えられるもの全
てにチェックしてください。

Q17へお進みください
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自主的に実施することを考えたことがないから

都道府県や市区町村が実施する教育訓練に参加することで十分だから

実施したいが、実施する体制が十分でないから

実施したいが、実施するための知見やノウハウ等がないから

実施したいが、費用が確保できないから

その他

Q16
＜Q９で「実施しなかった」とお答えの場合＞
貴組織で自主的な教育訓練を実施しなかった理由として、該当するもの全てに
チェックしてください。

以前に実施したことがあるが、効果がなかったから（苦労の割には効果が小
さい）
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【③ 自主防災組織の教育訓練に取り組むための支援策について】

都道府県や市区町村が開催する研修会や訓練

自組織で教育訓練を実施するための教育訓練の手引き

ワークショップを行うための教材

被災地の様子や防災の知識について学べるビデオ教材

研修会の講師の派遣

訓練の企画・実施を支援してくれるアドバイザーの派遣

その他

ｅラーニング

Q17

講義の際に実用的なプレゼンテーション用のスライドで作成された座学
用の教材

防災に関する基本的な知識が書かれた副読本

テストやクイズ

貴組織が、自主防災組織の教育訓練に取り組む上で支援してほしい（提供してほ
しい）と考えるもの全てにチェックしてください。
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【① 自主防災リーダー育成のための教育訓練について】

参加したことがある →　Q19へお進みください

参加したことがない →　Q26へお進みください

都道府県 市区町村 消防本部・消防署

消防団 消防学校 民間の研修機関

その他

（２） 「自主防災リーダー」向けの教育訓練の現状についてお尋ねします

Q19

ここでの「自主防災リーダー」とは、自主防災組織の代表者や各班の班長など、組織の中心と
なり活動する方をいいます。

Q18
貴組織では、過去３ヶ年で、「自主防災リーダー」の育成を目的にした教育訓練
にメンバーが参加したことはありますか？

＜Q18で「参加したことがある」とお答えの場合＞
参加した教育訓練の開催主体として該当するもの全てにチェックしてください。
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＜平常時の組織運営に関すること＞

自主防災組織の体制の構築・運営方法

規約等で定めた自組織の防災計画の策定方法

財源確保、活動費を抑える工夫 組織を担う人材の確保

教育訓練の企画・実施の方法 女性参画の促進の方法

他団体等との連携 広報の仕方

先進的な取組事例の紹介

その他

＜自主防災組織の取組に関すること＞

地域で想定される災害と被害、影響

住宅の耐震化や備蓄などの備え

地域の安否確認、地域の情報収集・伝達（広報）

身の安全の確保、家族の安否確認

初期消火、救出・救護

住民の避難誘導（避難行動要支援者の避難支援含む）

避難所開設・運営

在宅避難者の支援

その他

Q21

Q20

市区町村の地域防災計画に規定される自主防災組織の防災計画（地区防災計
画）の策定方法

「自主防災リーダー」育成のための教育訓練で学んだ内容のうち、「平常時の組
織運営」に関するもの全てにチェックしてください。

「自主防災リーダー」育成のための教育訓練で学んだ内容のうち、「自主防災組
織の取組」に関するもの全てにチェックしてください。
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　 人

10%未満 10％以上20％未満 20％以上30％未満

30％以上40％未満 40％以上50％未満 50％以上

把握していない

若手の育成 女性リーダーの育成 防災士資格の取得

研修後に自主防災リーダーとしての活動・活躍する場や機会づくり

表彰 広報紙などによる紹介

特に考えていない

その他

Q24

Q23

Q22
Q18で「参加したことがある」と答えた教育訓練に参加者した人の合計人数を
お答えください。

Q22で答えていただいた参加者数に占める女性の割合について、該当するもの
を１つお選びください。

貴組織が「自主防災リーダー」を育成するために重視・工夫していることについ
て、該当するもの全てにチェックしてください。

過去3か年における「自主防災リーダー」育成のための教育訓練に参加人数
（１年当たりの平均人数）は、

※詳しい人数が分からない場合は、「おおよそ」でお答えください。
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自主防災リーダー育成のための教育訓練の場や機会が少ない

研修会などに参加する費用が確保できない

自主防災リーダーの担い手がいない（少ない）

若手リーダーの担い手がいない（少ない）

女性リーダーの担い手がいない（少ない）

課題はない

その他

Q25

自主防災リーダー育成のための研修会などはあるが、その内容がよくない、
受けたい内容でない

Q27へお進みください

貴組織で「自主防災リーダー」の育成に取り組む上で課題と考えられるもの全て
にチェックしてください。
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自主防災リーダーの育成について考えたことがないから

自主防災リーダーが十分にいて、育成する必要がないから

参加したいが、費用が確保できないから

参加する人（自主防災リーダーのなり手）がいないから

その他

Q26
＜Q18で「参加したことがない」とお答えの場合＞
「自主防災リーダー」育成のための教育訓練に参加したことがない理由として該
当するもの全てにチェックしてください。

以前に参加したことがあるが、効果が小さかったから

地元で自主防災リーダー育成のための研修会などが開催されていないから
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【② 「自主防災リーダー」向けの教育訓練のための支援策について】

自主防災リーダー育成のための研修・訓練の場・機会を増やす

自主防災組織の先進的な取組事例などの情報の提供

自主防災リーダー同士の交流・情報交換の場・機会の提供

先進的に活動している自主防災組織の活動紹介

その他

研修等で身につけた知識・スキルを向上させるためのフォローアップ研修

自主防災リーダーとして組織をうまく運営するためのノウハウ集の提供

Q27
貴組織が、「自主防災リーダー」を育成するために支援してほしい（提供してほ
しい）と思われるもの全てにチェックしてください。
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（３） その他、ご意見・ご要望

Q28
その他、自主防災組織の教育訓練に関するご意見やご要望がございましたら、自
由にご記入ください。（自由記述）
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昭和 年

平成 年

人

おおよそ ％

人

人

地震 津波、高潮 洪水 土砂災害 

火災 ミサイル・テロ等 その他

（４） 組織の概要についてお尋ねします

Q32

Q29

Q30

貴組織の設立年度（または防災活動の開始時期）をお答えください。

貴組織の構成員の人数をお答えください。

貴組織の構成員に占める女性の割合をお答えください。

貴組織の構成員のうち、「自主防災リーダー」（代表者や班長など、組織の中心
となり活動する方）の人数をお答えください。

Q31

ご回答者
の氏名

ご連絡先

Q33

貴組織
の名称

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ご回答者
の役職

貴組織
の所在地

Q34

（５）以下、ご回答者の連絡先についてお答えください。

「自主防災リーダー」における女性の人数をお答えください。

貴組織の活動の対象としている主な災害等について、該当する全てにチェックし
てください。

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
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