
長崎県では、長崎大水害（昭和５７年）や雲仙普賢岳噴火災害（平成２年～平成７年）      

などにより大きな被害を受けていますが、近年では、東日本大震災や熊本地震、全国各地での大

雨や台風等による大きな災害が相次いで発生しています。

毎年のように発生する集中豪雨や台風、いつどこででも起こりうる地震災害などへの備えを行

っておくことが大切です。

最近では、地域の皆さんの命は自分達で守る体制（自助・共助）をつくることが重要であると

言われています。

本講座を受講し、防災に関する知識・技術を身につけ、自分や家族を守りながら、地域や職場

の「防災力」の向上に貢献しましょう。

令和４年度

長崎県防災推進員（自主防災リーダー）養成講座

の受講者を募集しています。

「令和４年度長崎県防災推進員（自主防災リーダー）養成講座」開講のご案内

○開講日・開講場所

対 馬 会 場
令和４年１１月１９日（土）
令和４年１１月２０日（日）の計２日間

対馬市交流センター 大会議室
（対馬市厳原町今屋敷661-3）

大 村 会 場
令和４年１２月２４日（土）
令和４年１２月２５日（日）の計２日間

大村市中央地区公民館 大会議室
（大村市幸町 25-33）

○受講対象：○自主防災組織のリーダー、防災ボランティア、民間企業の防災責任者など地域・

職場の防災の担い手やそれを目指す方で、長崎県内在住又は在勤の方。

○自主防災リーダー修了者、防災士資格取得者で、スキルアップや最新情報の

取り組み等を受講希望される方。

○募集人員：対馬会場 ８０名、大村会場 １００名

○修了証書：全講座を修了された方に、長崎県知事名の修了証書を授与します。

○申込方法：「参加申込書」により、E-メール、ファックス、郵送で申し込みください。

○申込期限：○対馬会場 令和４年１０月２０日（木）締切 【先着順】

○大村会場 令和４年１１月１８日（金）締切 【先着順】

○受 講 料：無料（ただし、交通費及び昼食は各自でご負担下さい。）

※防災士資格取得試験の受験を希望される方は、別途受験料等が必要です。

（防災士資格取得試験の詳細は次頁を参照願います。）なお、助成制度有。

○申 込 先：〒850-8570 長崎市尾上町３番１号 長崎県危機管理課 防災対策・施設班

E メール：bousai@pref.nagasaki.lg.jp FAX：095-821-9202

○注意事項：新型コロナウイルス感染症感染対策のため、入場前の検温、マスク着用、手指消毒に

ご協力願います。

※３７．５度以上の方は、受講できません。

           



＜防災士資格認証登録申請までの流れ＞

②防災士資格取得試験の受験申込、普通救命講習の受講

受験希望者が直接、認定特定非営利活動法人日本防災士機構へ受験申込を送付し、併せて受験料

（3,000円）の事前振込みをお願いいたします。

普通救命講習は上記「防災士認証の条件②」をご確認ください。試験受験後の受講でも可です。

③防災士教本の自学学習による履修確認レポートの提出

※会場研修の際にご持参のうえ、ご提出いただくこととなります。

④会場研修（全講義）の履修

⑤防災士資格取得試験の受験

※会場研修最終日に、認定特定非営利活動法人日本防災士機構が実施します。

⑥防災士認証登録申請

※希望される方は認定特定非営利活動法人日本防災士機構へ直接申請して下さい。

（※認証料として 5,000 円が必要です。）

①防災推進員（自主防災リーダー）養成講座の受講決定

決定通知書とともに、防災士教本・自学学習の履修確認レポート用紙・受験申込書類を   

送付いたします。

～「防災士資格の取得を希望される方へ」～

・ 防災士資格は認定特定非営利活動法人日本防災士機構が認証する資格です。

・ 本講座を全て受講された方のみ、防災士試験の受験ができます。

・ 防災士試験は、本講座終了後に認定特定非営利活動法人日本防災士機構が実施します。

＜受験料：３，０００円＞＜認証料：５，０００円＞は受験者の自己負担となります。 ※助成制度有

○防災士資格取得試験の受験のための条件

① 本講座（対馬会場２日間または大村会場２日間）の履修

② 防災士教本(日本防災機構発行)の自学学習」によるレポート提出

※「防災士教本」は講座受講者に対し、受講決定通知と共に郵送します。

○防災士認証の条件

① 防災士資格取得試験の合格

② 普通救命講習の履修

講座会場では普通救命講習を行いませんので、お住まいの消防又は日本赤十字社に確認し、

各自で受講をお願いします。※受験後の受講でも可です。

○防災士試験・認証に関するお問い合わせ先

認定特定非営利活動法人日本防災士機構 TEL 03-3234-1511検索 日本防災士機構



【対馬会場】
日 時：令和４年１１月１９日（土曜日）、１１月２０日（日曜日）の計２日間

  場 所：対馬市交流センター 大会議室（対馬市厳原町今屋敷661-3）

日程・時限 １１月１９日（土） 日程・時限 １１月２０日（日）

8：50～9：20 受付・開講式 8：50～9：10 受付・連絡事項

１時限目

9：20～10：20

行政の災害対応

＜長崎県危機管理課＞

１時限目

9：10～10：10

自然災害時の自主防災あり方

＜SOMPOリスクマネジメント＞

２時限目

10：30～12：00

火山・地震のしくみと被害

＜松島 健 講師＞

２時限目

10:20～11：50

地域を知り、防災を考える

～最近の豪雨災害事例から学ぶこと～

＜牛山 素行 講師＞

昼休み

12：00～12：40

昼休み

11：50～12：30

３時限目

12：40～13:40

被害想定とハザードマップ

～災害図上演習（ＤＩＧ）

＜旭 芳郎 講師＞

＜川浪 良次 講師＞

３時限目

12：30～13：30避難所運営演習（ＨＵＧ）

＜蓮本 浩介 講師＞４時限目

13：50～14：50

４時限目

13：40～14：40

５時限目

15：00～16：00

防災士の役割

＜渋谷 香奈 講師＞

５時限目

14：50～15：50

気象災害（土砂災害）

＜高橋 和雄 講師＞

６時限目

16：10～17：10

防災気象情報の利用のしかた

＜長崎地方気象台＞

15:50～16：00 修了式

７時限目

17：20～18：20

災害ボランティアの活動

＜長崎県社会福祉協議会＞

16：10～17：10 防災士資格試験

事務連絡

◎上記の時間割は、講師の公務、交通事情、災害の発生等により変更することがあります。

旭 芳郎 （特定非営利活動法人 日本防災士会 長崎県支部 支部長）

牛山 素行（静岡大学防災総合センター 教授）

川浪 良次（特定非営利活動法人 日本防災士会 長崎県支部 事務局長）

渋谷 香奈（特定非営利活動法人 日本防災士会 長崎県支部 女性局長）

高橋 和雄（長崎大学 名誉教授）

蓮本 浩介（減災・福祉パートナーズ 代表）

松島 健 （九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター 教授）

◎五十音順。 敬称略。

予定講師陣

長崎県防災推進員（自主防災ﾘｰﾀﾞｰ）養成講座会場研修プログラム



【対馬会場】

日 程：１１月１９日（土）、１１月２０日（日）

   場 所：対馬市交流センター会議室３階（対馬市厳原町今屋敷661-3）

会 場 案 内 （対馬会場）



【大村会場】
日 時：令和４年１２月２４日（土曜日）、１２月２５日（日曜日）の計２日間

  場 所：大村市中央地区公民館 大会議室（大村市幸町 25-33）

日程・時限 １２月２４日（土） １２月２５日（日）

8：40～9：00 受付・開講式 8：40～9：00 受付・連絡事項

１時限目

9：00～10：00

行政の災害対応

＜長崎県危機管理課＞

１時限目

9：00～10：00

災害ボランティアの活動

＜長崎県社会福祉協議会＞

２時限目

10：10～11：10避難所運営演習（ＨＵＧ）

＜蓮本 浩介 講師＞

２時限目

10：10～11：50火山・震度のしくみと被害

＜松島 健 講師＞３時限目

11：20～12：20

昼休み

12：20～13：00

昼休み

11：50～12：30

４時限目

13：00～14：00

被害想定とハザードマップ

～災害図上演習（ＤＩＧ）

＜旭 芳郎 講師＞

＜川浪 良次 講師＞

３時限目

12：30～14：00

地域を知り、防災を考える

～最近の豪雨災害事例から学ぶこと～

＜牛山 素行 講師＞５時限目

14：10～15：10

６時限目

15：20～16：20

防災士の役割

＜渋谷 香奈 講師＞

４時限目

14：10～15：10

気象災害（土砂災害）

＜高橋 和雄 講師＞

７時限目

16：30～17：30

防災気象情報の利用のしかた

＜長崎地方気象台＞

５時限目

15：20～16：20

自然災害時の自主防災あり方

＜SOMPOリスクマネジメント＞

事務連絡 16：20～16：30 修了式

16：40～17：40 防災士資格試験

◎上記の時間割は、講師の公務、交通事情、災害の発生等により変更することがあります。

旭 芳郎 （特定非営利活動法人 日本防災士会 長崎県支部 支部長）

牛山 素行（静岡大学防災総合センター 教授）

川浪 良次（特定非営利活動法人 日本防災士会 長崎県支部 事務局長）

渋谷 香奈（特定非営利活動法人 日本防災士会 長崎県支部 女性局長）

高橋 和雄（長崎大学 名誉教授）

蓮本 浩介（減災・福祉パートナーズ 代表）

松島 健 （九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター 教授）
◎五十音順。 敬称略。

予定講師陣

長崎県防災推進員（自主防災ﾘｰﾀﾞｰ）養成講座会場研修プログラム



【大村会場】

日 程：１２月２４日（土）、１２月２５日（日）

   場 所：大村市中央地区公民館 大会議室（大村市幸町 25-33）

会 場 案 内  （大 村）



長崎県危機管理課 養成講座担当行き

ＦＡＸ：０９５－８２１－９２０２

E-Mail：bousai@pref.nagasaki.lg.jp

☆の部分は必ず記入してください。

「令和４年度長崎県防災推進員（自主防災リーダー）養成講座」 参加申込書

☆開催地／開催日
※希望会場にチェック

（■）をお願いします。

□【対 馬 会場】令和４年１１月１９日（土），１１月２０日（日）計２日間

□【大 村 会場】令和４年１２月２４日（土），１２月２５日（日），計２日間

（ふりがな）

☆氏   名

（                      ）

☆性   別 男 ・ 女 ☆生 年 月 日
昭和

平成
年  月  日（  歳）

☆住 所
〒

☆電 話 番 号 ※連絡の取りやすい番号をご記入ください。

☆勤務先・団体名

部 署 名 役 職 名

住 所
〒

防 災 経 験

職場・地域等で防災に従事されている方は、その名称・役割をご記入下さい。
（例：○○町消防団、△△自治会防災担当）

☆防災士資格試験

※どちらかにチェック

（■）をお願いします。

本講座最終日に日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験を

□ 受験する    □ 受験しない

☆研修教材等送付先
送付先にチェック（■）を入れて下さい。

□ 自宅    □ 勤務先

☆受講者情報の

提供について

講座受講後、取得いただいた知識を地域で活用いただくためにも、居住市町の
防災担当部署への情報提供（ご氏名、ご住所、ご連絡先）を予定しております。
市町への情報提供に同意いただける場合は、チェック（■）をお願いします。

□ 同意する   □ 同意しない

※同意するにチェック（■）が無い場合は市町への提供は行いません。

※提供市町に対しては市町の個人情報保護条例に基づく適切な管理を求めます。

通 信 欄

○本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、研修開催における本人確認、
受講者名簿の作成、修了証書の発行、研修に関する連絡、研修後の県・市町の防災
情報等の提供のためにのみ使用します。

申込期限：対馬会場 １０月２０日（木）、大村会場１１月１８日（金）【先着順】


