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令和４年度「防災スペシャリスト養成研修（有明の丘）」（第１期）
オンライン研修 募集要項
内閣府は、国・地方公共団体の職員を対象とした令和４年度「防災スペシャリスト養成研修
（有明の丘）」（第１期）を、下記のとおり実施します。
なお、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、今期はオンライン研修とします。

１

コース名及び開催日（各コースとも、講義：14 日間、演習：半日程度（午後を予定）
）
※講義は期間中常時視聴可能で、合計時間は各コース約８時間です。
コース名

開催日
講義：令和４年９月５日(月)～18 日(日) 演習：９月 21 日(水)

① 防災基礎

※ 防災部門のみならず、災害対応に関わることになる職員など、災害対応の基
礎を学びたい方を対象とします。

講義：令和４年 10 月７日(金)～23 日(日)
② 災害への備え

講義：令和４年９月 12 日(月)～25 日(日)
③ 警報避難

④ 応急活動・
資源管理

演習：10 月 27 日(木)

※ 防災計画等の立案や住民啓発、防災教育、企業防災、災害ボランティアを担当
する職員など、平常時の防災対策を実施するための知識や手法を学びたい方
を対象とします。

演習：９月 29 日(木)

※ 住民の避難誘導を担当する職員など、情報の収集・分析、避難情報等の発令、
避難誘導対策を学びたい方を対象とします。

講義：令和４年９月 12 日(月)～25 日(日)

演習：９月 30 日(金)

※ 応急活動や応援･受援を担当する職員など、物資・活動拠点や外部からの応援
といった災害時の資源（人・物・環境）の管理と調整について学びたい方を対
象とします。

講義：令和４年９月 16 日(金)～１０月２日(日) 演習：10 月７日(金)
⑤ 被災者支援

※ 医療・福祉・保健部門で避難所運営や被災者対応を担当する職員など、被災者
支援を実施するために必要となる知識や手法を学びたい方を対象とします。

講義：令和４年 10 月 7 日(金)～23 日(日)
⑥ 復旧・復興

※ インフラ整備や都市計画部門で復興を担当する職員や、生活・社会・産業など
総合的な復興計画策定等を担当する政策企画部門の職員など、被災自治体が
取り組む復旧・復興政策を学びたい方を対象とします。

講義：令和４年 10 月３日(月)～16 日(日)
⑦ 指揮統制

演習：10 月 26 日(水)

演習：10 月 19 日(水)

※ 災害対応における組織の運営や参謀としての役割につく防災担当の幹部の方
などを対象とします。

講義：令和４年９月 26 日(月)～10 月９日(日) 演習：10 月 12 日(水)
⑧ 対策立案

※ 災害対策本部で発災時に被災状況等を情報収集・分析し、適切な対策を迅速
に立案する防災担当の方を対象とします。

講義：令和４年９月 26 日(月)～10 月９日(日) 演習：10 月 14 日(金)
⑨ 人材育成

※ 防災担当の幹部職員など、職員や組織の災害対応能力向上を図るための人材
育成プログラムの策定、訓練・研修の効果的な企画・運営の知識や手法を学び
たい方を対象とします。

講義：令和４年 10 月３日(月)～16 日(日)
⑩ 総合監理

演習：10 月 18 日(火)

※ 防災に関する政策立案や、平常時から災害対応に必要な組織の構築を担う防
災担当幹部職員など、総合的な防災政策を実施するための知識や手法を学び
たい方を対象とします。
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２

定 員
各コースとも原則 60 名

３

受講方法
・本研修の、講義は「学習管理システム（以下、
「LMS」という）」を使用し、演習は「テ
レビ会議サービス Zoom（以下、「Zoom」という）
」を使用します。
・講義及び演習の受講方法は以下のとおりです。
①講義の受講方法
・講義は Web から LMS にアクセスして受講します。
「５（４）参照」
LMS には「１ 各コースの概要」に記載された講義期間中いつでもアクセスできます。
・LMS にアクセスするにはインターネットに接続可能なパソコンやタブレット等が必要
です。P.3 の「６ 推奨環境」を必ずご確認ください。
・LMS へのアクセス方法、ID・パスワードは、受講確定通知にて別途通知されます。
・LMS にアクセスすると、講義動画を聴講できます。LMS の案内に従い講義を聴講して
ください。講義動画は 1 単元あたり概ね 60 分程度です。
②演習の受講方法
・演習は Zoom を使用し、
「１ 各コースの概要」に記載された演習日(演習の実施時間
は調整中)に行います。決められた日時にリアルタイムで Zoom により演習に参加して
ください。
・Zoom を使用するには、インターネットにアクセス可能かつ Zoom のインストールが可
能なパソコンやタブレット等が必要です。P.3 の「６ 推奨環境」を必ずご確認くださ
い。
・Zoom の会議参加方法は演習実施 1 週間前までにメールにて通知します。
・演習当日は、Zoom から参加いただきコースコーディネーター及び事務局（株式会社エ
ム・シー・アンド・ピー）の案内に従い演習を実施してください。

４

修了証
・定められた期間内で全ての講義と演習を受講した者には、各コースごとに修了証を発行
します。
・修了証は演習終了後 10 営業日以内に郵送により送付します。

５

募集要領

（１）応募方法等 （※応募方法は抽選となっております。）
① 防災スペシャリスト養成研修ホームページ( https://bousai-ariake.jp ) 内の
「受講申込」にある、
「防災スペシャリスト養成研修（有明の丘研修 第１期）受講申
込フォーム」 ( https://bousai-ariake.jp/introduction/ariake/introduction_form )に、必
要事項をご入力いただき、送信してください。
※ 複数のコースを申し込むことができます。その場合、希望するコースをすべて選
択してください。
②

定員を超過した場合は、抽選により受講者を決定します。
※なお、抽選の結果、応募したコース全体（講義＋演習）が受講できない場合でも、
希望すれば、講義のみの受講が可能となります（ただし、修了証の発行はございま
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せん。また、希望者が多数の場合には抽選して決定します。
）。
③
④

受講可否については、募集期間終了後 14 日以内を目安に、事務局からすべての応
募者に対し、メールにて通知します。
受講決定者には受講決定通知（ID 及びパスワードを含む）を送付します。

⑤ 受講確定後の受講者変更はできません。
⑥

キャンセルによる再抽選は行いません。

（２） 応募期間
令和４年７月２９日（金）１３時００分から、８月４日（木）１３時００分まで
（３） 必要経費
受講料は無料です。
（４） 受講環境
受講環境は、受講者自身で確保していただくことを基本とします。


受講環境は、
「６ 推奨環境」を参照してください。



Zoom による演習への参加環境が確保できない場合は、事前の申込みによりタブ
レットを無償で貸与します。
（送料等の実費分は申込者自身にご負担いただきま
す。
）なお、演習の翌日中に宅配便で返却していただきますが、返却できなかっ
た場合は事務局に延長料金として 1 万円をお支払いいただくことになりますの
で、ご了承のうえお申込みください。

（５） 留意事項
（一部カリキュラムのみの受講は
・各コースともに全カリキュラムの受講をお願いします。

。
認めておりません）
・講義は期間中常時使用可能としておりますが、学習効果の向上やワークライフバランスの観
点から、極力、受講者が勤務時間内に研修が受けられますよう、管理職の皆様に置かれまし
ては、ご配慮のほどよろしくお願いいたします。

６

推奨環境

（１）環境について
オンライン研修は、パソコン・スマートフォン／タブレットから受講できます。
応募前に必ず受講環境を確認してください。
最新の OS ご利用を推奨します。

OS

【パソコン】
（推奨）
[Windows] ・Windows 10
[Mac]
・Mac OS X 10.15 以上
【スマートフォン／タブレット】
[iPhone/iPad]・iOS13 以上、iPadOS13 以上
[Android]
・Android OS 9.0 以上
インターネットへの接続環境が必要です。

インターネット

ブラウザ

※動画の閲覧・テレビ会議への参加には多くの通信量が掛かるため固定回
線の利用を推奨します。モバイル回線を使用される際には通信量にご注
意ください。

LMS へのアクセスにはブラウザが必要です。最新版のブラウザの使
用を推奨します。
【パソコン】
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[Windows]・Internet Explorer、Edge、Chrome、
Firefox（最新版）
※Internet Explorer9 及びそれ以前の旧バージョンは非対応です。
[Mac]
・Safari、Chrome
【スマートフォン／タブレット】
[iPhone/iPad]・Safari
[Android]
・Chrome
Zoom（最新版）

アプリ
スピーカー・マ
イク・Web カメ
ラ

機器内蔵もしくは USB 接続のスピーカー・マイク・Web カメラ

（２）LMS へのアクセス確認
以下のサイトで、当研修で利用する LMS を通じて講義動画が視聴できるか確認できます。
【URL】https://marketing.platon.jpn.com/ （Platon）※デモ用の「ログイン画面」が表示されます。

①

ログイン画面でログイン

②

③

④

② タブ【学習】をクリック
③ 【教材の種類】をクリック
④ 【ＭＰ４動画】の【見る】をクリック
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動画（音声あり）が再生できれば OK

７

その他
・当該研修の詳細については、
「防災スペシャリスト養成研修ホームページ」にて適宜情報
提供いたします。
※防災スペシャリスト養成研修ホームページ( https://bousai-ariake.jp )
・本業務は、株式会社エム・シー・アンド・ピーに業務を委託しております。
・その他ご不明な点は、下記「研修に関する問合せ先」までご連絡ください。

【主 催】
内閣府政策統括官（防災担当）付 参事官（地方・訓練担当）付
参事官補佐 宮川英明
三輪学央・告一志
電話：03-3503-2236（直通）
【研修に関する問合せ先】
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号 新紀尾井町ビル
（株）エム・シー・アンド・ピー 担当：天野・平沢・大迫
電話：03-3261-7320 FAX：03-6261-7321 E-mail:dps@mcp.co.jp
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