
 

令和３年度宮崎県防災士養成研修募集要項 

令 和 ３ 年 ５ 月 
宮崎県危機管理課 

 
１ 名 称 

令和３年度宮崎県防災士養成研修 
 
２ 目 的 

本研修は、県民の防災に対する意識の啓発、知識・技能の習得や向上を図るため、地

域での防災活動の中核となる人材として防災士を養成し、地域の防災力の向上を目的に

実施するものです。 
 
３ 内 容 

本研修は、基礎コースの受講→課題レポートの作成・提出→専門コースの受講→防災

士資格取得試験の受験という流れになります。 
（１）資格取得までの流れ 

別紙１のとおり 
（２）基礎コース及び専門コースの日程、場所 

別紙２のとおり 
（３）基礎コースのカリキュラム 

別紙３のとおり 
（４）課題レポートの作成・提出 

課題レポートの作成には、「防災士教本」が必要となりますので、下記４（２）を

御参照ください。 
（５）専門コースのカリキュラム 
   別紙４のとおり 
（６）防災士資格取得試験 

別途お知らせします。 
 
４ 申込方法等 

（１）基礎コースの申込方法 
ア 申込用紙（別紙５）に必要事項を記入のうえ、事務局（ＮＰＯ法人宮崎県防

災士ネットワーク）に、ＦＡＸ、電子メール又は郵送にてお申し込みください。 
イ 各会場の申込期限は、各研修実施日の１０日前です。 
ウ 受講料は無料です。 

ただし、昼食代及び研修会場までの交通費（駐車料金の必要な会場について

は、駐車料を含む。）については、自己負担となります。 
    エ 新型コロナウイルス感染症感染防止対策として、各会場単位で定員を設けさ

せていただいており、定員を満たした場合、募集を締め切らせていただきます。 
 また、新型コロナウイルス感染症の影響により延期または中止となる会場も

ありますので、あらかじめ御了承ください。 



（２）防災士教本・課題レポートの受取方法及び課題レポートの作成・提出 
ア 基礎コース終了時に、防災士教本及び課題レポートをお渡しします。 
イ 課題レポートの提出期限は、レポートの表紙に記載してありますので、期限

までに提出してください。（基礎コースの会場により提出期限が異なります。） 
（３）専門コース受講の条件 

ア 期限までに課題レポートの提出のあった方を対象に専門コースを実施します。 
イ 受講料は無料です。ただし、昼食代及び研修会場までの交通費（駐車料金の必

要な会場については、駐車料を含む。）については、自己負担となります。 
また、専門コース２日目の最後に実施される防災士資格取得の受験料

３，０００円が必要となります。 
 

５ 参加資格及び受講票の送付 

（１）参加資格 
宮崎県内に在住または在勤し、全ての講座に出席することが可能な方で、本研修

の目的を理解し、日頃から防災に関わっている方や、今後地域の防災活動に貢献す

る意志及び意欲のある方 
（２）受講票の送付 

基礎コースの申込を確認の上、事務局（NPO 法人宮崎県防災士ネットワーク）よ

り受講票を送付します。 
 
６ 救急救命講習 

救急救命講習は、別紙６の日程で行います。 
原則として、基礎コースを受けた市町村の会場で受講してください。 

 
７ 防災士認証と登録 

防災士の資格認証には、専門コース終了後、特定非営利活動法人日本防災士機構が実

施する防災士資格取得試験に合格し、かつ、同機関に認証登録手続き（認証登録料５，

０００円の納付含む。）を行う必要があります。 
詳しくは、防災士資格取得試験合格後に、同機構から郵送される通知文を御覧くださ

い。なお、認証登録手続きの際には救急救命講習修了証の写しが必要となります。 
 
８ その他 

（１）防災士資格取得試験受験料３，０００円及び認証登録料５，０００円について

は、市町村によっては、助成制度がありますので、お住まいの各市町村防災担当

課までお問い合わせください。 
（２）警察職員、消防職員、消防団員、日本赤十字社救急法救急員については、講座

の受講に際し免除規定があります。日本防災士機構ホームページを御確認くださ

い。御不明な場合は、宮崎県防災士ネットワークまでお問い合わせください。 
（３）各講習においては、三密を避けるため、講師及び受講者間の距離（ソーシャル

ディスタンス）の確保、換気、消毒等に留意した上で実施致します。 
  受講におかれましては、必ずマスクの着用をお願い致します。 

 



９ 主 催 

宮崎県 
 
１０ 問い合わせ先 

宮崎県危機管理局危機管理課 
防災企画担当 児玉 

電 話 ０９８５－２６－７０６６ 
ＦＡＸ ０９８５－２６－７３０４ 

 
特定非営利活動法人宮崎県防災士ネットワーク 
事務局 岡崎 

電 話 ０９８５－５５－０４４７ 
ＦＡＸ ０９８５－５５－０４６７ 
E-mail kenbousaishi-nw@cronos.ocn.ne.jp 
住 所 〒880-0805 宮崎市橘通東３丁目１番１１号 アゲインビル２階 



県養成防災士資格取得の流れ

① 令和３年７月上旬～９月上旬

宮崎県防災士養成研修（基礎コース）受講（１日間）

② 基礎コース修了時

※防災士教本及び課題レポートをお渡しします。

③ 令和３年10月～12月
課題レポートを事務局へ提出

※提出期限は、基礎コース会場ご

とに異なります。（課題レポートに

記載）

⑤ 令和３年12月～令和４年１月
宮崎県防災士養成研修（専門コース）受講（２日間）

※２日目の最後に防災士資格取得試験を受験

（受験料３，０００円が必要です。お住まいの市町村の助成がある場合

は、市町村の手続きに従ってください。）

⑥ 令和４年１～２月

合格通知受領

※合格通知受領後、ＮＰＯ法人日本防災士機構に認証登録手続を行うと

防災士となります。（登録料５，０００円必要）

※お住まいの市町村の助成がある場合は、市町村の手続きに従って

ください。

⑦ 令和４年５月（予定）

防災士認証状交付式

④ ②～⑤の間

救急救命講習受講

※この間に受講できない方は、⑥

の認証登録までに受講してください。
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No. 開催会場 日程 定員数 申込期限

① 宮崎市 ７月３日(土) 50人 ６月23日(水)

② 都城市 ７月４日(日) 50人 ６月24日(木)

③ 延岡市 ７月10日(土) 40人 ６月30日(水)

④ 日南市 ７月11日(日) 30人 ７月１日(木)

⑤ 西都市 ７月17日(土) 30人 ７月７日(水)

⑥ 日向市 ７月18日(日) 50人 ７月８日(木)

⑦ 小林市 ８月１日(日) 50人 ７月22日(木)

⑧ 都城市 ８月19日(木) 50人 ８月９日(月)

⑨ 都農町 ８月22日(日) 30人 ８月12日(木)

⑩ 宮崎市 ８月25日(水) 50人 ８月15日(日)

⑪ 綾町 ８月28日(土) 30人 ８月18日(水)

⑫ 串間市 ８月29日(日) 30人 ８月19日(木)

⑬ 五ヶ瀬町 ９月４日(土) 30人 ８月25日(水)

No. 開催会場 日程

① 都城市 12月１日(水)～２日（木）

② 宮崎市 12月18日(土)～19日（日）

③ 延岡市 １月22日（土)～23日（日）

④ 宮崎市 １月25日(火)～26日（水）

⑤ 都城市 １月29日(土)～30日（日）

※会場との調整状況により変更となることがあります。

令和３年度　宮崎県防災士養成研修　研修会場一覧

大王谷コミュニティセンター
(〒883-0067 日向市亀崎東4-10)

小林市中央公民館
(〒886-0004 小林市細野38-1)

○　基礎コース（１日目）

延岡市中小企業振興センター
(〒882-0813 延岡市東本小路121-1)

宮崎公立大学 交流センター
(〒880-8520　宮崎市船塚1-1-2)

綾町役場３階　会議室
(〒880-1303 綾町南俣515)

西都市コミュニティセンター３階　研修室
(〒881-0015 西都市聖陵町2-26)

研修場所

日南市テクノセンター301・302号室
(〒887-0012 日南市園田2丁目1-1)

宮崎公立大学 交流センター
(〒880-8520　宮崎市船塚1-1-2)

都城市中央公民館
(〒885-0073 都城市姫城町7-8)

都城市中央公民館
(〒885-0073 都城市姫城町7-8)

都農町役場新館１階　大会議室
(〒889-1201 都農町川北4874-2)

宮崎県立福島高等学校
(〒888-0001 串間市大字西方4015)

五ヶ瀬町商工会　会議所
(〒882-1295 五ヶ瀬町大字三ヶ所2118)

○　専門コース（２日目・３日目）（予定）　

都城商工会議所
(〒885-0073 都城市姫城町4-1)

JAアズム　大研修室
（〒880-0032 宮崎市霧島1-1-1)

延岡市社会教育センター
(〒882-0812 延岡市本小路39-1)

JAアズム　大ホール
（〒880-0032 宮崎市霧島1-1-1)

都城市中央公民館
(〒885-0073 都城市姫城町7-8)

研修場所
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時間 研修内容

９：００
～ 受　付

９：３０
９：３０

～ 開講式・オリエンテーション
９：５０
９：５０ （講義Ⅰ）６０分

～ ・行政の災害対応と危機管理
１０：５０

１１：００ （講義Ⅱ）６０分
～ ・自主防災活動と地区防災計画

１２：００

１３：００ （講義Ⅲ）２４０分
○災害図上訓練

～ ・風水害DIG
・地震津波DIG

１７：００ ・自宅周辺DIG

１７：００ 閉講式
～ ・履修証明書の交付

１７：１５
１７：１５ 受験申込手続

～ ・受験申込書の記入

※上記の時間、研修内容、講師等は変更になる場合があります。あらかじめ御了承
ください。

宮崎県防災士ネットワーク

宮崎県防災士ネットワーク

宮崎県防災士ネットワーク

休憩（１０分）

昼食・休憩（６０分）

令和３年度　宮崎県防災士養成研修基礎コースのカリキュラム

講師等

宮崎県防災士ネットワーク

（又は県危機管理課）
休憩（１０分）

宮崎県防災士ネットワーク各支部
　（＋市町村防災担当者）

宮崎県防災士ネットワーク

宮崎県防災士ネットワーク各支部
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時間 研修内容 講師等
９：００

～
９：３０

受　　　付

９：３０
～

９：５０
開講式・オリエンテーション 宮崎県防災士ネットワーク

９：５０
～

１０：５０

「防災士に期待される活動」
（含　「防災士が行う各種訓練」）

宮崎県防災士ネットワーク会員

１１：００
～

１２：００
「避難所の設置と運営協力」 広島市防災士ネットワーク　柳迫　長三氏　他

１３：００
～

１４：００
「災害医療とこころのケア」 宮崎大学　落合　秀信教授　他

１４：１０
～

１５：１０
「災害ボランティア活動」 宮崎県社会福祉協議会　他

１５：２０
～

１６：２０

「火山災害」
（＋防災士資格取得試験について）

内閣府火山防災エキスパート 三浦　秀明氏

時間 研修内容 講師等
９：２０

～
９：５０

受　　　付 / 受験料徴収

９：５０
～

１０：５０
「地震・津波による災害」 宮崎地方気象台

１１：００
～

１２：００

「気象災害・風水害」
（含　「災害関連情報と予報・警報」）

宮崎地方気象台

１３：００
～

１４：００
「土砂災害」

国土交通省宮崎河川国道事務所
県県土整備部　他

１４：１０
～

１５：１０
「被害想定・ハザードマップと避難」

宮崎大学　村上　啓介教授
宮崎公立大学　辻　利則教授　他

１５：３０
～

１６：３０
防災士資格取得試験

特定非営利活動法人
日本防災士機構

※上記の時間、研修内容、講師等は変更になる場合があります。あらかじめ御了承ください。

【２日目】

休憩（１０分間）

昼食・休憩（１時間）

休憩（１０分間）

休憩（２０分間）

休憩（１０分間）

令和３年度宮崎県防災士養成研修（専門コース）　カリキュラム（案）

【１日目】

休憩（１０分間）

昼食・休憩（１時間）

休憩（１０分間）
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No. 受講希望会場 開催会場 日程 申込期限

① 宮崎市 ７月３日(土) ６月23日(水)

② 都城市 ７月４日(日) ６月24日(木)

③ 延岡市 ７月10日(土) ６月30日(水)

④ 日南市 ７月11日(日) ７月１日(木)

⑤ 西都市 ７月17日(土) ７月７日(水)

⑥ 日向市 ７月18日(日) ７月８日(木)

⑦ 小林市 ８月１日(日) ７月22日(木)

⑧ 都城市 ８月19日(木) ８月９日(月)

⑨ 都農町 ８月22日(日) ８月12日(木)

⑩ 宮崎市 ８月25日(水) ８月15日(日)

⑪ 綾町 ８月28日(土) ８月18日(水)

⑫ 串間市 ８月29日(日) ８月19日(木)

⑬ 五ヶ瀬町 ９月４日(土) ８月25日(水)

＠

□ □

□ □

□ □

□

※ 応募者の個人情報は、当養成研修に係る案内及び防災士資格取得後の各種研修案内のみに使用します。

※ 「受講希望会場」欄には、１つだけ「○」をご記入ください。
※ 申込期限は各会場とも研修実施日の10日前としますが、各会場の定員を満たした場合、募集を締め切らせていただくこと

もありますので、あらかじめご了承ください。

性別 男  ・  女

連絡先

生年月日（年齢）

住  所

救急救命講習修了証の有無 有  ・  無

 大正 ・ 昭和 ・ 平成     年     月     日生まれ （満     歳）

氏  名

〒

自治会・自主防災組織リーダー
会社員
公務員（警察・消防職員）申込区分

宮崎県立福島高等学校

(〒888-0001 串間市大字西方4015)

五ヶ瀬町商工会 会議所

(〒882-1295 五ヶ瀬町大字三ヶ所2118)

研修場所

宮崎公立大学 交流センター

(〒880-8520 宮崎市船塚1-1-2)

都城市中央公民館

(〒885-0073 都城市姫城町7-8)

延岡市中小企業振興センター

(〒882-0813 延岡市東本小路121-1)

宮崎県防災士ネットワーク 行 (送付票不要)
郵送・ＦＡＸ・電子メールのいずれかにより送付してください。

【郵送】〒880-0805 宮崎市橘通東３丁目１番１１号

【ＦＡＸ】0985－55－0467

【E-mail】kenbousaishi-nw@cronos.ocn.ne.jp

日南市テクノセンター301・302号室

(〒887-0012 日南市園田2丁目1-1)

令和３年度 宮崎県防災士養成研修（基礎コース） 参加申込書

（フリガナ）

西都市コミュニティセンター３階 研修室

(〒881-0015 西都市聖陵町2-26)
大王谷コミュニティセンター

(〒883-0067 日向市亀崎東4-10)

小林市中央公民館

(〒886-0004 小林市細野38-1)

都城市中央公民館

(〒885-0073 都城市姫城町7-8)

都農町役場新館１階 大会議室

(〒889-1201 都農町川北4874-2)

宮崎公立大学 交流センター

(〒880-8520 宮崎市船塚1-1-2)

綾町役場３階 会議室

(〒880-1303 綾町南俣515)

自宅電話または携帯電話

※確実に連絡のとれる連絡先を記入してください。
(        )

メールアドレス

消防団員
医療関係者
その他個人

公務員（その他） ※該当する項目に☑を記入してください
(複数選択可)
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令和３年度防災士養成研修（救急救命講習）会場一覧

月 日 曜 講習開催場所（住所） 時間 担当
基礎コース

会場

4 土
延岡市消防本部
（〒882-0802　延岡市野地町５丁目２７６１）

１３：００～１６：００
延岡市消防本部

警防課
延岡市

11 土
西都市消防本部
（〒881-0005　西都市大字三宅２４４５－１３）

１３：００～１６：００
西都市消防本部

警防課
西都市

12 日
日向市消防本部
（〒883-0066　日向市亀﨑２－２３）

９：００～１２：００
日向市消防本部

警防課
日向市

26 日
西諸広域行政事務組合消防本部
（〒886-0007　小林市真方４９３番地）

１３：００～１６：００
西諸広域行政事務組合

消防本部警防課
小林市

2 土
都城市消防局
（〒885-0034　都城市菖蒲原町１９－７）

１３：００～１６：００
都城市消防局
警防救急課

都城市

9 土
日南市消防本部
（〒889-2524　日南市大字殿所２０２６－９）

１３：００～１６：００
日南市消防本部

警防課
日南市

10 日
東児湯消防組合消防本部
（〒884-0034　高鍋町大字上江４５２６）

１３：００～１６：００
東児湯消防組合

救急課
都農町

17 日
串間市消防本部
（〒888-0007 串間市南方１２２）

１３：００～１６：００
串間市消防本部

警防課
串間市

23 土
西臼杵広域行政事務組合消防本部
（〒882-1101　西臼杵郡高千穂町大字三田井１３４６－１）

１３：００～１６：００
西臼杵広域行政事務組合

総務課
五ヶ瀬町

24 日
都城市消防局
（〒885-0034　都城市菖蒲原町１９－７）

１３：００～１６：００
都城市消防局
警防救急課

都城市

9

10

※宮崎市内での開催を複数回予定しており、現在調整中です。調整が完了次第、追加してお知らせします。
※受講者数等により会場を変更することがあります（変更の場合は、別途受講者にお知らせします）。
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