
期日 : 平成 2９年 8 月 26 日（土）
      27 日（日）

    　　　　　9 月　 2 日（土）
    　 9 日（土）

        10 日（日）
　　　　　全 5 日間日程

中越市民防災安全大学を卒業すると…

◆安全大学の学習のポイント
 ・中越大震災や東日本大震災の経験や教訓を学ぶ

 ・災害のメカニズムなどの基礎知識を学ぶ

 ・災害時の対応や平時からの防災対策について学ぶ

 ・災害時における様々な防災関連団体の活動について学ぶ

◆こんな人におすすめ
 ・防災や災害に関する知識や技術を習得したい方

 ・災害時の対処行動について学びたい方

 ・中越大震災や東日本大震災についての知識を深めたい方

 ・地域の防災活動を活性化させたい自主防災会の関係者など

◆安全大学の卒業生には、氏名入りの「中越市民防災安全士」認定証を交付します。

◆卒業生でつくる「中越市民防災安全士会」に入会できます。安全士のネットワークを形成しながら、次の

ような活動をしており、活躍の場が広がります。

　 地域の防災訓練などでの防災啓発活動 / 応急手当や AED の講習 / 講演会や講習等にスタッフを派遣 / 市民、

会員に向けた情報発信、研修・イベントなども企画しています。

◆安全大学を受講することにより、全国にも通用する「防災士」の受験資格も取得できます（通常は６万円

程度必要、本受講生は不要）。講座最終日には「防災士試験」があり、合格すれば（後日発表）、「防災士」

の資格を得ることができます。

「中越市民防災安全士」認定証

開講のご案内（募集期間：7 月 1 日～ 7 月 31 日）

　中越大震災や東日本大震災、昨年発生した平成２８年熊本地震など、災害は時を選ばず発生し、市民に

よる「防災」の重要性は増々高まっています。中越市民防災安全大学は「安全」や「防災」をテーマに、

専門的な知識や災害時に役立つノウハウや実技を学び、被災現場を視察できる連続講座として広く市民の

方々にご聴講いただくことで、防災に関わる人材の裾野を広げ、地域の防災活動や災害時に活躍できる人材、

災害や防災の知識・教訓等を語り継げる人材を育成することを目的としています。

　１２期目を迎える今期の中越市民防災安全大学では、昨年と同様に開講期間を参加しやすく設定し、短

期集中型でありながら充実したカリキュラムを構成しています。中越市民防災安全大学からは、これまで

５４１名の卒業生（中越市民防災安全士）が誕生しており、それぞれの地域の防災活動に活躍されています。

また、卒業生を対象としたフォローアップ研修も実施しており、さらに専門性を伸ばすことも可能です。

中越市民防災安全大学
（平成 29 年度・第 12 期）

期　間：平成29年８月26日・27日・９月2日・9日・10日 の ５日間
対象者：高校生以上（定員70名を予定）
費　用：10,000円（学生5,000円）
　　　　なお、中越市民防災安全大学の卒業生で再受講を希望する方は、5,000円で受講可能です。
講　師：中越地域及び全国の防災専門家、行政等の実務担当者、市民活動団体の方々
会　場：①ながおか市民防災センター（長岡市千歳1-3-85）
　　　  ②長岡市消防本部（長岡市千歳1-3-100）
　　　  ③長岡震災アーカイブセンターきおくみらい（長岡市大手通2-6）

   

申込方法：氏名、連絡先（住所・電話番号）、年齢、性別、職業を下記申込先まで、
電話または FAXでお知らせください。
募集期間：平成 29 年 7 月 1 日～ 7 月 31 日
（締切：平成2９年7月31日（月）消印有効）

　※１講座につき２単位取得できます。28単位以上の取得で卒業認定されます。（全40単位）
　※欠席した講座はDVD受講が可能です。レポート提出で1単位取得できます。

■お申込み・問い合わせ先
　主　催：公益社団法人　中越防災安全推進機構
　〒940-0062
　長岡市大手通 2-6 フェニックス大手イースト 2F
　長岡震災アーカイブセンターきおくみらい

　TEL：0258-39-5525　　　　　　　　　　　
　FAX：0258-39-5526　　　　　　　　　　　

　共  催：長岡市（担当：危機管理防災本部 )
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平成29年度・第12期「中越市民防災安全大学」カリキュラム

※都合により、 カリキュラム、 テーマに変更が生じる場合があります。 あらかじめご了承ください。

講座 内容

中越防災安全推進機構 開校挨拶・オリエンテーション

長岡市・中越市民防災安全士会 中越市民防災安全大学への期待

8.26
(土)

10:40-12:10
長岡震災アーカイブセンター

きおくみらい 　災害時の情報発信
東京大学大学院 情報学環・総合防災情報研究センター

関谷 直也
2 災害時の情報発信と収集・活用

13:10-14:40
長岡震災アーカイブセンター

きおくみらい 　地域の防災
青葉台3丁目自主防災会

神田 英一朗
３ 自主防災会の取り組み

14:50-16:20
長岡震災アーカイブセンター

きおくみらい 　防災の最前線
防災ジャーナリスト

吉村 秀實
４ 大地動乱時代の減災対策

第2日 9:00-10:30 ながおか市民防災センター2階 　地震災害への対策
山梨大学 地域防災・マネジメント研究センター

秦　康範
5 地震の仕組みと防災対策

8.27
(日)

10:40-12:10 ながおか市民防災センター2階 　災害時の避難行動
群馬大学大学院 理工学府 広域首都圏防災研究センター

金井 昌信
6 避難と避難行動

13:10-14:40 ながおか市民防災センター2階 　防災ワークショップ
中越防災安全推進機構

河内　毅
７ 防災ワークショップ実習

14:50-16:20 ながおか市民防災センター2階 　中越大震災を知る①
長岡造形大学名誉教授

平井 邦彦
８ 近年の災害と中越大震災

第3日 9:00-11:30 長岡市消防本部 　普通救命講習 長岡市消防本部 ９
心肺蘇生法/AED使用法/ほか
（防災士試験受講資格・必修講座）

9.2
(土)

11:30-13:00 ながおか市民防災センター 　災害食実演
中越市民防災安全士会

石黒 みち子
10 災害時の調理（パッククッキング実習）

13:00-18:00 中越メモリアル回廊 　中越大震災を知る② 中越防災フロンティア 11,12 中越大震災被災地視察

第4日 9:00-10:30 ながおか市民防災センター2階 　災害後の対応①
人と防災未来センター

本塚 智貴
13 生活再建支援

9.9
(土)

10:40-12:10 ながおか市民防災センター2階 　避難所運営ワークショップ①
福島大学うつくしまふくしま未来支援センター

天野 和彦
14

13:10-14:40 ながおか市民防災センター2階 　避難所運営ワークショップ②
福島大学うつくしまふくしま未来支援センター

天野 和彦
15

14:50-16:20 ながおか市民防災センター2階 　水害への対策
エコロジーサイエンス

樋口　勲
16 水害発生の仕組みと防災対策

第5日 9:00-10:30
長岡震災アーカイブセンター

きおくみらい 　土砂災害への対策
新潟大学 新潟大学災害・復興科学研究所

卜部 厚志
17 土砂災害発生の仕組みと防災対策

9.10
(日)

10:40-12:10
長岡震災アーカイブセンター

きおくみらい 　災害後の対応②
野村防災
野村 卓也

18 災害時のボランティア活動

13:10-14:40
長岡震災アーカイブセンター

きおくみらい 　長岡市の防災 長岡市 危機管理防災本部 19 長岡市の防災対応と災害対応

長岡市 危機管理防災本部 講座振り返り・修了証授与

中越市民防災安全士会 中越市民防災安全士の活動紹介

16:00-17:00
長岡震災アーカイブセンター

きおくみらい 　防災士試験（申込希望者のみ） 日本防災士機構
防災士試験ガイダンス
防災士資格取得試験

14:50-15:45
長岡震災アーカイブセンター

きおくみらい 　講話・卒業式 20

ワークショップ演習「避難所運営」

日程・会場 テーマ・講師

第1日 9:00-10:30
長岡震災アーカイブセンター

きおくみらい 　オリエンテーション・講話 1


