
平成28年度

～地域防災の担い手となるリーダーをめざしましょう！～

平成２８年度「ひょうご防災リーダー講座」カリキュラム    
※講師等の都合により講義日、講義内容を変更する場合があります。

ひょうご防災リーダー講座受講者募集

　私たちは、いつ、どこで大きな災害に遭遇するか分かりません。阪神・淡路大震災、東日本大震災、そして平成
28年4月に発生した熊本地震など大規模な地震をはじめ、多くの地震が日本のどこかで起きています。そして
我々はそれぞれの災害から多くの経験と教訓を得ました。特に被害を軽減するためには地域住民の助け合い､支
え合いが大切であるということを学びました。防災や危機管理に関する知識・技術を身につけ、地域や職場の安
全を守らなければなりません。私たちにできるのは事前に備えて、被害をできるだけ軽減することです。
　多様化、多発化する自然災害、今後、発生が懸念される南海トラフ巨大地震や原発事故等による複合的な大災
害などから、人命の安全を第一に考え、地域住民と助け合い、被害の軽減を図るためには、行政はもとより県民一
人ひとりの防災への取り組みをより一層促進させる必要があります。
　このような観点から、地域防災の担い手である自主防災組織等のリーダーの育成を目的とした「平成28年度ひ
ょうご防災リーダー講座」を10月8日（土）から半年間にわたり、計12日間開講します。
　この度の講座では、南海トラフ巨大地震など大規模災害に備えるため、防災分野の一流講師陣による講義に
加え、自主防災組織等の地域コミュニティが主体となって直ぐにでも取り組むことが出来る実践的なプログラム
とし、特に地区防災計画づくり、避難所運営ゲームHUG（風水害編）、防災DIG、自主防災組織の災害対策本部
運営訓練などのワークショップ型の研修に加え、地域防災訓練への参加等、多彩なカリキュラムで構成されてい
ます。

 修了要件
①　上記カリキュラム（防災士試験を除く。）の内、3分の2以上の出席
②　次の2つの自主課題に係るレポｰトの提出（必須）
　　■地域防災訓練に参加し、その内容及び感想等についてレポートをまとめ提出
　　　※事情により地元の地域防災訓練に参加出来ない場合は、三木市内（青山地区11月27日、緑が丘地区12月11日、自由が丘地区平成
　　　　29年1月15日）の地域防災訓練に参加し、所要のレポートを提出
　　■取材及びレポート：
　　　地元の自主防災活動について、地元リーダー、市町防災担当、消防署等への取材を行い、その課題及び対応策等をレポートにまとめて提出
③　普通救命講習修了

日 程

会 場

受講対象

募集人員

申込期間

受 講 料

修了要件

申込方法

平成28年10月～平成29年3月のうち　12日間

兵庫県広域防災センター　

現在、自主防災組織で活躍されている方や､今後、自らの地域で積極的に地域防災の担い手として
活動しようとされる方で、兵庫県内在住、在勤、在学の方

120名（申込者が定員を超えた場合は、活動歴、居住地等を考慮して決定します。）
※過去に防災リーダー講座を修了し、「ひょうご防災リーダー」の称号が授与された方は受講する
ことができません。

平成28年8月1日（月）～9月30日（金）必着

無 料（教材等の一部実費負担あり）

○右頁、下段を参照願います。

知事名の修了証と「ひょうご防災リーダー」の称号が授与され、地域防災の担い手として活動
していただきます。さらに、日本防災士機構が認定する防災士の受験資格が付与されます。ま
た、居住地（又は勤務地）の県民局、市町に修了者名簿を送付し、活動機会を提供します。

インターネットもしくは郵送でお申し込み下さい。裏面QRコードもしくは、広域防災センターホー
ムページ（http://www.fire-ac-hyogo.jp/）の「平成28年度ひょうご防災リーダー講座参加申
込」ページからお申し込み下さい。
※郵送の場合は､別紙受講申込書に必要事項を記入の上､お申し込み下さい。（郵送先は裏面参照）

講座修了後は…

第1時限（10時15分～11時35分） 第2時限（12時30分～13時50分） 第3時限（14時10分～15時30分）

1回目
10月8日（土）

開講式
巨大災害にどう備えるか～縮災の視点から～
【関西大学社会安全研究センター長・教授
　　人と防災未来センター長　　河田 惠昭　氏】

オリエンテーション
「自己紹介・役割分担等」

兵庫の防災の取組（熊本での広域連合としての動き）
～南海トラフ地震対策について～
【兵庫県防災企画課防災計画参事　　
　　　　　　　　　　　　　　  河本　要　氏】

2回目
10月22日（土）

変動する気象災害と突発地震について
【神戸地方気象台防災気象官　　赤松 光夫　氏】

防災体験学習
放水体験・簡易救出器具取扱体験・ロープ結索・煙避難体験・地震体験･備蓄倉庫見学
【広域防災センター職員】

3回目
11月12日（土）

災害情報が命を救う―防災情報の今後のあり方
【ＮＨＫ解説主幹　　山崎　登　氏】

地図を使った防災ワークショップ手法を学ぶ(DIG)
（講義及び演習）
【人と防災未来センター主任研究員　　坪井 塑太郎　氏】

4回目
11月19日（土）

地域防災と地区防災計画づくりについて
【内閣府大臣官房付福岡大学法学部准教授　　
　　　　　　　　　　　　　　　西澤 雅道　氏】

行政の災害対応事例と教訓
【兵庫県元副知事
兵庫県国際交流協会理事長　　
　　　　　　　　　　　　齋藤 富雄　氏】

近年の豪雨による水害・土砂災害発生
～メカニズムの解明と犠牲者ゼロを目指して～
【神戸大学名誉教授　　沖村　孝　氏】

5回目
12月17日（土）

災害心理学
【かささぎ心理相談室　カウンセラー（臨床心理士）
　　　　　　　　　　　　　　　明石 加代　氏】

避難所運営ワークショップ（ＨＵＧ）〈風水害版〉
【一般財団法人消防科学総合センター主任研究員　　小松 幸夫　氏】

6回目
12月24日（土）

今後の原子力災害対策
【京都大学原子炉実験所教授　　中島　健　氏】

被災者の生活支援制度と要援護者支援制度（ワークショップ含む）
【関西大学社会安全学部教授　　山崎 栄一　氏】

7回目
1月7日（土）

超広域大規模災害に備える
【神戸学院大学現代社会学部客員教授
　　　　　　　　　　　　　　　松山 雅洋　氏】

普通救命講習
【三木市消防本部・小野市消防本部・広域防災センター職員】

8回目
1月14日（土）

歴史と現代を対比し巨大地震を克服する
【名古屋大学 減災連携研究センター長・教授
　　　　　　　　　　　　　　　福和 伸夫　氏】

リスクコミュニケーションをシュミレーションする（講義＋ワークショップ）
【防災情報＆研究所代表　　高梨 成子　氏】

9回目
1月28日（土）

南海トラフ地震・津波発生メカニズムと内陸
地震について
【京都大学大学院地球環境学堂
　　　　　　　　　　　助教　奥村 与志弘　氏】

災害の社会的影響（過去の災害事例に学ぶ）
「災害過程・被災者生活」（講義及び演習）
【兵庫県立大学環境人間学部准教授　　木村 玲欧　氏】

10回目
2月11日（土）

災害ボランティア活動の実践
【ひょうごボランタリープラザ 　高橋 守雄　氏】

自主防災組織の災害対策本部ワークショップ〈地震編〉（災害対応図上演習）
【一般財団法人消防科学総合センター研究開発部長兼統括研究員　　黒田 洋司　氏】

11回目
2月18日（土）

建物の耐震化について
直下型地震と長周期地震動の違いについて
【京 都 大 学大学院地球環境学堂 教 授
　　　　　　　　　　　　　　　清野 純史　氏】

地域防災の実践活動とその課題（講義＋パネルディスカッション）
〔コーディネーター〕【地区防災計画学会事務局長　　筒井 智士　氏】
〔パネリスト〕全国の自主防災組織の代表事例発表者　等

12回目
3月4日（土）

地域の防災リーダーに期待すること
【神戸大学名誉教授　　室﨑 益輝　氏】

受講生によるレポート発表
閉講式 

防災士試験（希望者のみ）
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