
自主防災組織への支援  

姫路市では、自主防災組織の活動に対して、各種支援を実施しています。

詳しくは、次の各項をご覧ください。   

 自主防災訓練の企画・実施について   

姫路市では自主防災組織が平時から活動するための手引書 として「自主防災

組織の災害対応手引き」、「姫路市版携帯 ・災害避難カード『命のパスポート』」及

び「姫路市避難所運営のポイント」を作成しています。訓練を企画する際には、これ

らの冊子等を是非ご活用いただき、地域の特性に応じた訓練を実施しましょう。  

•  自主防災組織の災害対応手引き  

•  命のパスポート  

•  姫路市避難所運営のポイント  

  ※  詳しくはホームページの各資料のページ等をご覧ください。  

主な防災訓練のメニュー  
•  救出 ・応急救護訓練  

•  初期消火訓練  

•  避難 ・誘導訓練  

•  避難所運営訓練  

•  給食 ・給水訓練 （炊き出し訓練）  

•  情報収集 ・伝達訓練  

•  その他訓練 （DIG や HUG 等の図上演習訓練など）  

 
 

相談・指導  

自主防災会が行う防災訓練の企画運営について、相談、資機材の貸出、訓練

指導等を行っています。危機管理室又は所轄の消防署のお問い合わせ先につい

ては次のとおりです。  

•  危機管理室   

姫路市三左衛門堀西の町 3 姫路市防災センター5 階  

（電話番号 079-223-9522）  

•  姫路東消防署   

姫路市本町 68 番地 68       （電話番号 079-288-0119）  

•  姫路西消防署   

姫路市西今宿三丁目 7 番 20 号  （電話番号 079-294-0119）  

•  飾磨消防署   

姫路市飾磨区中島 1130 番地 8 （電話番号 079-233-0119）  

•  網干消防署   

姫路市網干区大江島古川町 74 番地  （電話番号 079-273-0119）  

•  中播消防署   

神崎郡福崎町福崎新 404 番地 2 （電話番号 0790-23-0119）  
 



防災訓練、研修等の届出  

訓練等を実施する自主防災組織は、管轄の消防署へ「自主防災訓練等実施

計画書」及び「自主防災訓練等実施結果報告書 」を届け出てください。  

「各種届出様式 」については、ホームページの「防災関係申請届出様式 」のペー

ジをご覧ください。  

 

自主防災訓練等の実施状況について  

地域で行われる自主防災訓練や姫路市が行う防災出前講座の実施状況につ

いては、ホームページにある次のファイルをご参照ください。  

•   地区連合自主防災訓練実施団体一覧  

•  自主防災訓練等実施団体一覧  

•  自主防災訓練等の実施状況  

•  防災出前講座受講団体一覧  

•  防災出前講座の実施状況  
 

地区防災訓練モデル事業  

自主防災会活動の担い手となる人材の育成を図るとともに、地域の事情を踏ま

えた防災対策の推進を全市的に展開するため、地域で自主的な地区防災訓練が

継続できるようモデル的な訓練を実施します。詳しくは、ホームページの「地区防災

訓練モデル事業について」のページをご覧ください。  

 

 助成制度の案内・受付について   

令和 2 年度ひょうご安全の日推進事業助成制度  

地域の自主防災組織が企画し実施する自主防災訓練は、兵庫県のひょうご安

全の日推進事業助成事業として、ひょうご安全の日推進県民会議に対し、助成金

を申請することができます。  

全県事業・地域事業  

NPO、ボランティア団体、実行委員会、学生団体などによる震災で学んだ教訓を

継承、発信する事業、災害への備えや対応について実践、発信する事業、復興の

過程で積み上げた経験を継承 、発信する事業 、犠牲者を追悼し震災を思い起 こ

す事業、震災以降の国内外の災害の教訓を共有、発信する事業の実施に対する

助成です。  

 姫路市内での事業の申請窓口 ：兵庫県中播磨県民センター総務防災課   

電話 079-281-9040  

https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000004825.html
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000004825.html


実践活動事業  

地域団体や学生グループ、地域団体と連携した学校や企業による実践的な防

災訓練や防災学習、マイ避難カードの作成に係るワークショップや避難訓練など、

避難行動要支援者の個別支援計画、地区防災計画、避難所自主運営マニュア

ルを策定する活動に対する助成です。  

 姫路市内での事業の申請窓口 ：兵庫県中播磨県民センター総務防災課   

電話 079-281-9040  

自主防災組織強化支援事業  

自主防災組織が実施する避難行動要支援者対応を含む避難訓練、避難所自

主運営マニュアル又はそれと同等の訓練計画による避難所運営訓練、その他夜間

避難訓練などの特色ある訓練に対する助成です。  

 姫路市内での事業の申請窓口 ：姫路市市長公室危機管理室   

電話 079-223-9522  

 

若者支援事業  

26 歳以下の者が構成員の 4 分の 3 を占める兵庫県内の 5 人以上のグループに

対し、震災の経験や教訓の更なる継承 、活用を図るため、震災を経験していない

若者世代が主体的に取り組む事業に対する助成です。  

 姫路市内での事業の申請窓口 ：兵庫県中播磨県民センター総務防災課   

電話 079-281-9040 

「全県事業 ・地域事業 」は NPO、ボランティア団体、実行委員会及び学生団体

等が実施する事業を、「若者支援事業 」は若者のグループが実施する事業をそれ

ぞれ対象としており、自主防災組織として申請できるのは、「実践活動事業 」または

「自主防災組織強化支援事業」です。（同一年度内に申請できるのは、1 団体 1 回

に限ります。）  

申請様式等の詳細につきましては、ホームページの「ひょうご安全の日推進事業  

助成制度 」のページをご覧ください。  

 防災資機材の交付について   

防災活動用資機材の交付  

新規結成の自主防災会に対し市の定める資機材の中から申請により、資機材

を交付しています。また、災害時の市民の自主防災活動を支援するため、地区連

合自主防災会に対し、平成 28 年から 5 か年で、市の定める資機材の中から申請

により、資機材を再交付しています。  

http://19950117hyogo.jp/calendar/
http://19950117hyogo.jp/calendar/


 資機材等の貸出について   

訓練用資機材の貸出  

自主防災会の行う訓練を支援するため、防災資機材の貸出などを行っています。

事前に、所管の消防署又は危機管理室にご相談ください。詳しくは、ホームページ

の「訓練用資機材の貸し出しについて」のページをご覧ください。  

•消防署  

水消火器、標的、救急訓練用人形、AED、訓練用三角巾、毛布、応急担架用

竹竿、リヤカー、ダンボールベット、展示用非常用持出セット  

•危機管理室  

ダンボールベット、避難所用ダンマット（間仕切り）、図上演習用事務用品セット、

展示用非常用持出セット、救助訓練用人形  

 

防災 DVD、防災ゲームの貸出について  

市民の防災意識の向上 、地域防災力の向上を目的として実施される訓練 、研

修会などを支援するため、防災 DVD 及び防災ゲーム等の貸し出しを行っています。

詳しくは、ホームページの「防災 DVD、防災ゲーム等の貸し出しについて」のページ

をご覧ください。  

 

 啓発の実施について   

自主防災組織に関する資料の作成  

姫路市では自主防災組織が平時から活動するための手引書 として「自主防災

組織の災害対応手引き」、「姫路市版携帯 ・災害避難カード『命のパスポート』」及

び「姫路市避難所運営のポイント」を作成しています。詳しくはホームページの各資

料のページ等をご覧ください。  

•  自主防災組織の災害対応手引き  

•  命のパスポート  

•  姫路市避難所運営のポイント  
 

地域防災力向上研修  

国による平成 30 年 7 月豪雨の検証結果などを踏まえ、地域の事情を踏まえた

防災対策の推進を図るため、防災全般についての講義や実技の研修を実施し、

自主防災組織の担い手となる地域の防災リーダーの育成を行います。詳しくは、ホ

ームページの「地域防災力向上研修 」のページをご覧ください。  

https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000013136.html
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000009152.html
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000009152.html


防災出前講座  

災害から身を守るための知識や対処方法を、講話 、ビデオ、図上演習等を通し

て学びます。  申請様式などにつきましては、次の「市政出前講座のご案内 」のペー

ジをご覧ください。  

•  令和 2 年度講座名 ：138 番忘れた頃にやって来る！忘れなくてもきっと来

る！災害備えます！「防災出前講座 」  
 

チラシ・パンフレットの配布  

自主防災会の防災訓練や防災研修等に際して、防災に関するお役立ち情報の

紹介や啓発チラシ等を配布しています。  

•  姫路市公式アプリ「ひめじプラス」  

•  家族防災会議のすすめ  

•  災害時市民開放井戸登録制度  

•  ひめじ防災ネット  

•  全国避難所ガイド  

•  フェニックス共済制度 （兵庫県住宅再建共済制度 ）  

•  命のパスポート  
 

 その他   

 

自治会活動便利帳への掲載  

自主防災会の活動や各種手続きに必要な情報を、自治会活動便利帳に掲載

しています。自治会活動便利帳については、ホームページの「自治会について」の

ページをご覧ください。  

防災先進取組み事例  

防災に関する優れた取組 、工夫 ・アイデア等 、防災に関する先進的な取組をホ

ームページで紹介しています。先進事例を参考に、自分たちの地域での自主防災

組織の活動に活かしましょう！  

町内版防災マップづくり事業  

地震や洪水、津波 ・高潮等の災害に対応するため、住民自らが、自分の住んで

いる地域のハザードやセーフティを掘り起こし、情報を共有しておくことは、災害に対

する被害を軽減する上で非常に重要です。  

マップづくりを行 う際には、ホームページの「防災マップづくり作成手引書 」をご活

用ください。  

 

https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000008487.html
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000008487.html
https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000007052.html
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000004153.html
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000004128.html
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000004551.html
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000004569.html
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000004113.html
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000005832.html
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000005832.html


YouTube  ひめじ動画チャンネルで災害対策等をご紹介  

コロナ禍における防災啓発事業として、動画による啓発を実施しております。   

ぜひ、ご覧ください。  

◆  地震について  

◆  家族で考える地震対策について  

◆  避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について  

・避難所における新型コロナウイルス感染症対策   

～災害・感染症から身を守るための「避難 」～  

・分散避難の徹底、避難所での注意事項  

◆  避難所の開設当初における避難者の受入れについて  

◆  避難所の運営について   

・避難所の運営 【前編 】  

・避難所の運営 【後編 】  

◆  段ボールベッドとパーテーションの組み立て方について  

 

防災リーダーフォローアップ研修  

地域防災力向上研修の修了者やひめじ防災リーダーの会を対象に、地域の防

災リーダーとして、地域で活動できるスキルを維持するため、フォローアップ研修を実

施します。主な内容としては、防災資機材の取扱や避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）、図

上演習訓練などを行います。  

 

 

 


