
北海道における防災教育推進の方向性と取組について 北海道総務部危機対策局危機対策課

東日本大震災の教訓等を踏まえ、災害対策基本法
（H24.6改正）において、防災意識の向上を図るため、
住民の責務として、災害教訓を伝承することが明記さ
れるとともに、国・地方公共団体、民間事業者も含め
た各防災機関において防災教育を行うことを努力義
務化する旨が規定された。
道は、「ほっかいどうの防災教育検討委員会」を平
成25年４月に設置し、本道の地域特性を踏まえた防
災教育のあり方等を検討した。

２ めざす姿
● 道民みんなで取り組む災害に強い北海道
幅広い各層に防災教育が浸透し、自助・共助・公助の連携する社会

をめざす。

背 景
市町村等ニーズ調査

集中的な推進(平成26年度から３年間程度)

ネットワーク
の構築

平成２５年度の検討
ほっかいどうの防災教育検討委員会

○構成（７名）
北海道大学名誉教授 岡田 弘（委員長）
北海道大学大学院助教 定池祐季 ほか

○検討内容
・防災教育のあり方検討
・防災教育モデル講座等の検討・検証
・防災教育の実施方法に関する検討 等

○開催状況
・２月７日に最終会議（第７回）

◆目的

防災教育推進に係る
市町村等の取組状況
や課題を把握し、必要
な支援ニーズを把握。

モデル講座の開催

住民、自主防、消防
団員、事業者、行政
職員等を対象に研修
会等を全道６地域で、
実施・検証。

防災教育を普及する
ためのモデル的なテ
キストやＤＶＤ、モデ
ルカリキュラム、情報
発信ポータルサイト
を作成。

モデルテキスト等作成

推進の方向性

平成26年度の取組

３ 共有理念

①横をつなぐ（連携協働の広がり）
関係機関とともに、情報や知恵を結集し、日頃から連携協働を広め強めていく
ことにより、災害に強い地域社会をめざす防災教育の大きな潮流をつくる。

②時代をつなぐ（世代間の継承）
次の世代の命を守るために、培われた豊富な経験や知恵を確実に伝え、一人

ひとりが災害に正しく向き合い行動できるように、継続的な防災教育に取り組む。

１ 特性の理解・経験の継承

北海道に暮らすわたしたちは、豊かな自然がもたらす恩恵と災害の二
面性を理解する必要がある。

これまで経験した様々な災害における経験や教訓を次の世代に着実に
伝え、将来起こりうる災害に備えていくことが大切。

• （仮称）北海道防災教育ネットワークの設立・運営（事務局機能）

•普及啓発イベントや地域防災ミーティングの実施

•防災関係機関や民間企業等と連携した普及啓発事業の実施促進 等

意識の醸
成・啓発

•防災教育テキスト・ＤＶＤの市町村等への提供

•防災教育イベント等の開催情報発信

•様々な防災教育の取組事例発信（検索機能）

•テキストや映像資料などの防災教育教材発信（検索機能） 等

防災教育情
報の発信

ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ

•市町村等に対する防災教育推進に関する相談窓口

•防災教育テキストの活用促進

•防災教育推進に向けた各種支援制度方策の検討 等

相談対応等
の取組支援

•市町村職員・消防職団員・道職員等の研修機会の拡大

•北海道地域防災マスターの認定・フォローアップの取組強化

•幅広い分野における担い手の育成促進 等

防災教育の
担い手育成

◆防災教育を推進する様々な関係者によるネットワークの構築・拡大

取組内容の把握や情報共有、実施事業の連携・協働を図るなど、関
係者の活動を横断的につなぐことにより、防災教育の担い手・対象・
手法等の拡大を図り、本道における防災教育の取組を加速する。

・構成員による関係事業の情報共有・発信
・構成員による各種事業の連携
・新たな協働プロジェクト推進 等

・防災教育に取り組む担い手や対象が拡大
→北海道全体に防災教育の潮流が形成される。
・構成員の取組の一元的・効果的な発信
→道民各層への防災意識の啓発、防災研修等の参加機会拡大
・情報やノウハウ等の共有
→取組促進、企画のレベルアップ
・新たな連携の創出
→人材・ノウハウなどの活用の場の拡大、協働の広がり など

◆取組内容

◆期待される効果

取組拡大･
継続の支援

４ 推進の方向
本道における防災教育のより一層の推進に向けて、道は、関係機関とめざす姿と
理念を共有し、様々な取組を加速化する必要がある。

防災教育が地域や家庭、学校、職場などあらゆる場面で展開されるよう、多様な
担い手が取組を進め、対象や手法が広がっていく必要がある。

防災教育を推進する様々な関係者に
よるネットワークを設立し、有機的に
連携・協働していく推進体制づくりに
早急に取り組む。

防災教育の取組の拡大を図り、その
取組や意識を次世代に確実に引き継
ぐため、道は集中的に支援の取組を
展開。

◆道が担う防災教育推進の取組

岩見沢市、函館市、留萌市、
浦幌町、釧路市、厚岸町

加速的
効果的
持続的

（仮称）ほっかいどう防災教育協働ネットワーク

実施ノウハウや教材･
事例情報の不足、相
談対応等

防災教育に関わるあらゆる関係機関・団体、
企業や個人により構成



 

 

１．ポータルサイト「ほっかいどうの防災教育」（H26.5 開設） 

   全道各地で開催される防災教育の研修会やイベント情報、全国から収集したさまざまな教材や取組事例

を目的や対象別に検索できるデータベース、研修会などを企画する際に役立つ講師や助成金に関する情報

など、このサイトが学習の参考や情報取得の場となるよう、随時更新しながら幅広い情報を発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２．Facebook ページ「ほっかいどうの防災教育」（H25.6 開設） 

  多くの皆様に、道内各地におけるさまざまな防災教育の取組の最新情報をお届けしています。 

 

 【主な内容】 

  ・北海道や関係機関が実施する防災教育の研修会、 

イベントのご案内や実施の様子 

・地域などにおける先進的な防災教育の取組 

  ・スタッフによるおすすめ情報、コラム           等 

 

道では、「道民みんなで取り組む災害に強い北海道」をめざして、多くの道民のみなさんとともに防災

教育の輪を広げていくために、さまざまな防災教育情報を集中的に発信していきます。 

 

 

 

■テキスト「ほっかいどうの防災教育（知識編）」全４８Ｐ 

「地震」「津波」「火山噴火」「風水害」「雪害」などの自然災

害のしくみや備え、災害発生時や発生後にとるべき行動、北海

道において過去に起きた災害事例などを掲載 

■テキスト「ほっかいどうの防災教育（実践編）」全４８Ｐ 

防災研修など防災教育の企画の進め方やポイント、モデルカ

リキュラム、各地で実践されている様々な形の防災教育の事例

などを掲載 

■ＤＶＤ 

（収録時間 66 分 46 秒） 

 防災教育テキストの補助

教材として、関連映像を収

録しています。 

   

 

 

 

 

 

 

■こちらから閲覧できます。 

http://www.facebook.com/hokkaido.bousaikyouiku  

 

 

防災教育テキスト・ＤＶＤが閲覧できます。 

 

 

 

 

【主な内容】 

・全道各地の防災教育イベント開催情報、道からのお知 

らせ 

・テキスト「ほっかいどうの防災教育」のダウンロー

ド・ＤＶＤ閲覧 

・防災教育データベース（教材ライブラリー約 800

件、取組事例約 200件） 

 

 

 

 

 

 

 

・出前講座、講師派遣情報や防災教育に関する助成金、

国や道の取組情報等 

 

 

 

■こちらから閲覧できます。 

http://kyouiku.bousai-hokkaido.jp 

 

 

 
 



北海道防災情報のページはこちら

ホーム リンク集 サイトマップ 免責事項

 

 

 

 

 

 

ほっかいどうの防災教育テキスト

"知識編"
このテキストの内容に関する著作権は北海道にあります。 
営業目的に使用することはできません。 

はじめに・目次（719 KB） 

I 北海道の自然と災害（2.7 MB）

II 地震に備える（4.8 MB）

III 津波に備える（2.8 MB）

IV 火山噴火に備える（4.3 MB）

V 風水害に備える（4.3 MB）

VI 雪害に備える（4.5 MB）

VII 防災の知恵（3.9 MB）

 

 

 

ほっかいどうの防災教育テキスト

"実践編"
このテキストの内容に関する著作権は北海道にあります。 
営業目的に使用することはできません。 

はじめに・目次（733 KB） 

I ほっかいどうの防災教育（3.2 MB）

II 私のまちの防災教育を企画しよう（36.1 MB）

III 防災教育の輪をひろげるために（5 MB）

IV さまざまな防災教育の実践事例（6.2 MB）

V 次の世代につなげるために（8.3 MB）

参考資料（1 MB） 

 

全国の防災教育資料から、目的に合わ

せて資料を探していただけます。 

 

 

準備中

ほっかいどうの防災教育

316

Facebookソーシャルプラグイン

いいね！

ほっかいどうの防
災教育
【今週末、旭川市
で「防災ゴミ拾
い」の企画があり
ます！】 

 
こんにちは！道内
各地で⾏われる
様々な防災教育イ
ベントの開催情報
を今年も発信して
いきたいと思いま
すが、今回は、こ
ういった情報を収
集する中で、今週
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北海道総務部危機対策局危機対策課防災グループ 

somu.bosai22@pref.hokkaido.lg.jp電話 011-231-4111（代表）/FAX 011-231-4314 

危機対策課から  

2014年4月14日 [危機対策課から]

2014年4月1日 [危機対策課から]

2014年2月7日 [危機対策課から]

 

北海道地域防災マスター認定研修会を開催します! 

 

「北海道防災対策基本条例」について 

 

「北海道における防災教育推進の方向性」がとりまとめられました 

 

 

道北  道南  道央  

2014/6/4 （水）開催

[道央]

2014/6/14 （土）開催

[道央]

2014/6/14～21（毎週土曜日）開催

[道央]

 

   

【滝川市】地域防災スクール 

 

   

【北広島市】北海道地域防災マスター認定研修会 

 

   

【札幌市】公開講座「北海道の地震と防災」 

  

 

教材 映像資料、お楽し

みコンテンツ

中高生の被災体

験、活動事例

応急手当＜高校生

向け＞



ほっかいどう防災教育協働ネットワーク共有理念

豊かな自然の恩恵と災害の二面性を理解しながら北海道に暮らすわたしたち。
だからこそ、いつか起こるかもしれない災害に対し、「いのちを守りぬく人を育
てる」ことが、次の世代を守るためにも大切です。
子ども達からお年寄りまで、あらゆる世代の道民による防災活動の輪が、日常の
暮らしの中に広がっていくよう、北海道では、防災教育を進める様々な方々によ
る「ほっかいどう防災教育協働ネットワーク」を設立しました（Ｈ２６年６月）。

このネットワークは、防災教育を推進する個人・企業及び関係団体、行政機関、
大学・研究機関、ボランティア・ＮＰＯなどの方々が、それぞれの活動を進めな
がら、めざす姿「道民みんなで取り組む災害に強い北海道」の実現に向けて有機
的に連携・協働し、北海道に防災教育の大きな潮流をつくっていくものです。

皆様のご参画をお待ちしています！

ほっかいどう防災教育協働ネットワーク

ポータルサイト「ほっかいどうの防災教育」などにより、イベントや取
組などの防災教育情報を発信し、道民の方々への防災意識の啓発と研修
等への参加機会を広げます。構成員には、メールマガジンを配信します。
防災教育情報やノウハウ等を共有し、新たな企画や連携を創出します。
それぞれの強みを活かした協働プロジェクトを模索します。
平時からの顔の見える関係づくりや、防災教育の担い手や対象、手法の
拡大をめざします。

ほっかいどう防災教育協働ネットワークでは

ほっかいどう防災教育協働ネットワーク連絡会議
（事務局：北海道総務部危機対策局危機対策課）

ネットワークＨＰ http://kyouiku.bousai-hokkaido.jp/wordpress/network/

防災教育の大きな流れを
一緒につくりましょう！
※申込方法等は裏面を
ご覧ください。



 ほっかいどう防災教育協働ネットワーク登録申込書 
 
                                                記入年月日：H   ．   ．     

(ふりがな) 
 団体名・会社名・個人 
 事業主(個人を含む)名 

 
 

(ふりがな) 
 
 代表者 役職名・氏名 

 

 

 ＨＰアドレス  http:///www. 

 業種(※1参照)  

 主な事業内容 
※個人の場合は防災教育推進

に生かしたい経験や資格など 

 

 (ふりがな) 
 

 担当者氏名 

  部署名 
 ・ 

 役職名 

 
 

 連絡先住所  〒 

 連絡先電話・ﾌｧｸｽ番号  TEL(   )     -  FAX(   )     - 

 連絡先メールアドレス                            ＠ 

 通信欄  

 
※１ 個人の場合は「個人」、個人以外は、下記を参考に記入してください。 

 
  農業、林業、水産業、建設業、製造業（食料品・機械器具・その他）、情報通信業、運輸業、 

       卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食・宿泊業、医療・福祉、教育・学習支援業、 
       サービス業、行政機関 

           上記以外は、その他（  ）として、括弧内に具体的に記入をお願いします。 

 

※２ 連絡先メールアドレスは、協働ネットワーク事務局が管理するメーリングリストに 
登録し、各種情報提供等に使用させていただきます。 

※3 お申し込みいただいた情報については、名簿に一覧整理し、予めご意向を確認の上、 

  下記ホームページにて掲載させていただきます。また、個人情報は適切に管理し、 

  協働ネットワークの運営以外の目的には使用しません。 
    HPアドレス http://kyouiku.bousai-hokkaido.jp/wordpress/network/ 

※ ４ ネットワークへの登録に関する事務手数料や年会費の負担はありません。 

 

 [申込先] ほっかいどう防災教育協働ネットワーク事務局 
          （北海道総務部危機対策局 危機対策課 主査（防災教育）） 
 
  [送付先]  〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 

TEL.011-204-5008  FAX.011-231-4314 
メールアドレス：somu.bosai22@pref.hokkaido.lg.jp 
 

この登録申込書の電子データは、上記ＨＰからダウンロードすることができます。 


