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～申込・受講の前に必ずお読みください～ 

 

◇本研修による防災士資格認証までの流れ（１～５） 
 

１ 鳥取県が開催する「令和４年度防災士養成研修」（２日間）を受講し、全課程を修了

すること。（集合研修１２講目、非集合研修（レポート形式）１３講目） 

 

２ 特定非営利活動法人日本防災士機構（以下「日本防災士機構」という。）が実施する

「防災士資格取得試験」を受験し、合格すること。 
 

※ 試験は、研修２日目に行います。試験合格のために、防災士教本の内容を事前に

よく学習してください。 

 試験問題の出題形式 

試験問題は防災士教本の内容から３択式設問により３０問出題し、受験者は

正答の数字を選択し解答用紙に記入します。 

 試験の合否判定 

試験の合否は、出題数３０問中２４問以上（正答率８０％以上）の正解者を

合格者と判定します。 

 

３ 消防署や日本赤十字社、自治体等が実施する「救急救命講習」を受講し、修了証を取

得すること。 
 

※ 救急救命講習等修了証は、「防災士認証登録申請時に、５年以内に発行されたもので

あって、発行者が定めた有効期限内の修了証」が必要です。 

※ 講習の受講は、各自で各消防局へお申込みください。 

 

（各消防局主催の日程は、別紙１を確認してください。） 
 

（参考）救急救命等の種類及び有効期限等については、下記 HP または別紙２を確認して

ください。【防災士機構 HP】https://bousaisi.jp/license/#anchor01 

 

４ 日本防災士機構から県及び受験者本人あてに「防災士資格取得試験」の合否通知が送

付されます。合格者に対しては鳥取県又は各申込先（市町村・大学等）を通じて認証

登録申請のご案内を送付します。 

 

５ 認証登録申請をされた方には、日本防災士機構から防災士認証状（賞状型）と防災士

証（カード型）が交付されるとともに、防災士登録台帳に登載されます。 
 

※ 日本防災士機構から県に防災士登録台帳が提供されます。県では、防災に関する研修

等の行事について、登録者に御案内することがあります。案内の不要な方は、県にその

旨を申し出てください。 

 

鳥取県は、上記１、４の実施を担当します。２、５については日本防災士機構に、３に

ついてはそれぞれの実施機関にお問い合せください。 



 

 

「令和４年度防災士養成研修」のご案内 

 

１ 研修の趣旨・目的 

平成２８年１０月２１日に発生した鳥取県中部地震において、地域の防災リーダーを

中心とした共助の取組の重要性が再確認されました。本研修は、平常時に自助・共助の

考え方や取組を広げるとともに、災害時には共助の取組の指導や助言を行いうる「防災

士」を養成することを目的として実施するものです。 

 

２ 研修日時・会場 

＜東部会場＞令和４年１１月１２日（土）午前９時から午後６時まで 

令和４年１１月１３日（日）午前９時から午後５時まで 

鳥取県立福祉人材研修センター ホール (鳥取市伏野１７２９-５) 

＜中部会場＞令和４年１１月２６日（土）午前８時３０分から午後５時４５分まで 

令和４年１１月２７日（日）午前８時３０分から午後４時４５分まで 

倉吉体育文化会館 大研修室（倉吉市山根５２９－２） 

＜西部会場＞令和４年１２月３日（土）午前９時から午後６時まで 

令和４年１２月４日（日）午前９時から午後５時まで 

米子コンベンションセンター 第７会議室（米子市末広町２９４） 
 

※ 各会場、２日目の研修時間は「防災士資格取得試験」の試験時間を含みます。 

※ 研修時間は変更となる可能性があります。 

 

３ 費用 

（研修費用） １２，８００円 

（内訳） 

・「令和４年度防災士養成研修」受講料：  ６,３００円 

・日本防災士機構が発行する防災士教本代：３,５００円 

・防災士資格取得試験受験料：      ３,０００円 
 

※ 防災士資格取得試験に合格された方は、防災士認証登録に別途、５,０００円が

必要となります。その他、郵送料等が別途必要となる場合があります。 

 

４ 募集人員 

東部会場：２５名、中部会場：２５名、西部会場：２０名 

 

５ 受講資格 

  鳥取県内に居住または勤務し、地域における防災活動の担い手となる意欲のある方。 

 

６ 申込方法等 

受講申込書に必要事項を記載の上、「７の問合せ先」宛に、令和４年９月１２日（月）

までにお申し込みください。 
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【申込後の留意事項】 

☞受講決定通知の送付 
受講申込みをいただいた方に、各申込先を通じて受講決定通知をお送りします。 

※ 会場の定員数に限りがあるため、研修日程の変更をお願いする場合（例：中

部会場から東部会場など）や、受講をお断りする場合がありますのでご了承く

ださい。 
 

☞履修レポートの提出 
履修レポートは、研修を受講する会場の初日受付時に提出してください。 
なお、履修レポートの全部又は一部の提出がない場合、防災士養成研修の修了

及び防災士資格取得試験の受験ができなくなりますので、必ず提出してください。 
また、レポートが提出できなかったこと等による研修費用の返金も行いません

ので注意してください。 
 

☞個人情報の取り扱いについて 

鳥取県では、提出された書類に記載された氏名、住所等の個人情報を防災士養

成研修、防災士資格取得試験及び防災士認証登録、救急救命講習、鳥取県が実施

する地域防災力の充実強化の取組（防災研修や防災イベント等の御案内、防災パ

ンフレット等の配布等）にのみ使用いたします。 

また、日本防災士機構は、自治体及び消防等の公的機関及び日本防災士会（本

部）から要請がある場合に限定して、個人情報の目的外使用を行わないことを確

認した上で、その管理義務を条件に、管轄内居住防災士の氏名・住所等を通知す

ることとしております。個人情報の取扱については別紙３を参照してください。 

 

７ 問合せ先 

（１）令和４年度防災士養成研修に関すること 

≪担当≫鳥取県危機管理局消防防災課 北川、石上 

〒６８０－８５７０ 鳥取市東町１丁目２７１番地 

電 話        ０８５７－２６－７０８２ 

ファクシミリ  ０８５７－２６－８１３９ 

     メールアドレス shoubou@pref.tottori.lg.jp 

（２）防災士資格取得試験に関すること 

特定非営利活動法人日本防災士機構  

    電 話  ０３－３２３４－１５１１ 

 

８ その他留意事項 

〇 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場の三密（密閉、密集、密接）を避

け、換気、消毒等に留意した上で研修を開催する予定ですが、今後の新型コロナウイ

ルス感染症の拡大状況や、その他、自然災害等のやむを得ない事情により、当研修を

中止する場合があります。 

  この場合、既に入金された研修費用のうち、令和４年度防災士養成研修受講料及び

防災士資格取得試験受験料を返金いたします。但し、防災士教本代（３,５００円）に

ついては、教本配布後の返金は致しかねますのでご了承ください。 
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〇 研修開催については、受講決定通知のほか、鳥取県消防防災課ホームページへの掲

載、必要に応じて電話連絡またはメール等においてお知らせする予定です。 
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９ カリキュラム 

（１）東部会場 

1日目（11/12） ２日目（11/13）

（9：00～9：20） （9：00～9：20）
受　　付 受　　付

・検温 ・検温
・受講番号、氏名の確認 ・配席図にて受講番号を確認し着席

・問診表、履修レポートの回収 ・問診表の回収

（9：20～9：25）
オリエンテーション
（9：25～10：25） (9：20～10：20)

1時限目 近年の主な自然災害と新型コロナウイルス感染症 土砂災害

（鳥取大学名誉教授　西田　良平氏） (鳥取大学工学部准教授　中村　公一氏)

（10：35～11：35） （10：30～11：30）
２時限目 気象災害・風水害 地震・津波による災害

（鳥取県河川課職員） （鳥取大学大学院工学研究科教授　香川　敬生氏）

（11：45～12：45） （11：40～12：40）
３時限目 風水害・土砂災害等への備え 災害ボランティア活動

（鳥取大学工学部特任教員　柗見　吉晴氏)
（日野ボランティア・ネットワーク代表

山下　弘彦氏）

（12：45～13：30） （12：40～13：25）
休憩 休憩

(13：30～14：30） （13：25～14：25）
４時限目 防災士に期待される活動 災害関連情報と予報・警報

（日本防災士会鳥取県支部　会員） （鳥取地方気象台　職員）
（14：40～15：40） （14：35～15：35）

５時限目 自主防災活動と地区防災計画 行政の災害対策と危機管理

（公益社団法人日本技術士会中国本部鳥取県支部支
部長　伊藤　徹氏）

（鳥取県危機管理政策課職員
及び鳥取県原子力安全対策課職員）

（15：50～17：50） （15：55～16：55）
６時限目 地域防災と多様性への配慮・防災士が行う各種訓練

（16:55～17:00）
事務連絡

７時限目
(公益社団法人日本技術士会中国本部鳥取県支部会

員　西村　悟之氏）

（17：50～18：00）
事務連絡

※上記時間割は、講師の業務、交通事情、災害の発生等により変更する場合があります。

令和４年度防災士養成研修時間割　東部会場　11/12(土) ～11/13(日)

クロスロード演習

休憩

防災士資格取得試験
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（２）中部会場 

1日目（11/26） ２日目（11/27）

（8：30～8：50） （8：30～8：50）
受　　付 受　　付

・検温 ・検温
・受講番号、氏名等の確認 ・受講番号、氏名等の確認
・問診表、履修レポート解答用紙の回収 ・問診表の回収

（8：50～8：55）
オリエンテーション
（8：55～9：55） (8：50～9：50)

1時限目 近年の主な自然災害と新型コロナウイルス感染症 土砂災害

（鳥取大学名誉教授　西田　良平氏） (鳥取大学工学部准教授　中村　公一氏)

（10：05～11：05） （10：00～11：00）
２時限目 気象災害・風水害 災害ボランティア活動

（鳥取県河川課職員）
（日野ボランティア・ネットワーク代表

山下　弘彦氏）

（11：15～12：15） （11：10～12：10）
３時限目 風水害・土砂災害等への備え 地震・津波による災害

（鳥取大学工学部特任教員　柗見　吉晴氏) （鳥取大学大学院工学研究科教授　香川　敬生氏）

（12：15～13：15） （12：10～13：10）
休憩 休憩 休憩

(13：15～14：15） （13：10～14：10）
４時限目 防災士に期待される活動 災害関連情報と予報・警報

（日本防災士会鳥取県支部　会員） （鳥取地方気象台　職員）
（14：25～15：25） （14：20～15：20）

５時限目 自主防災活動と地区防災計画 行政の災害対策と危機管理

（公益社団法人日本技術士会中国本部鳥取県支部支
部長　伊藤　徹氏）

（鳥取県危機管理政策課職員
及び鳥取県原子力安全対策課職員）

（15：35～17：35） （15：40～16：40）
６時限目 地域防災と多様性への配慮・防災士が行う各種訓練

（16:40～16:45）
事務連絡

７時限目
(公益社団法人日本技術士会中国本部鳥取県支部会

員　西村　悟之氏）

（17：35～17：45）
事務連絡

※上記時間割は、講師の業務、交通事情、災害の発生等により変更する場合があります。

令和４年度防災士養成研修時間割　中部会場　11/26(土)～11/27(日)

クロスロード演習

防災士資格取得試験

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

（３）西部会場 

1日目（12/3） ２日目（12/4）

（9：00～9：20） （9：00～9：20）
受　　付 受　　付

・検温 ・検温
・受講番号、氏名等の確認 ・受講番号、氏名等の確認
・問診表、履修レポート解答用紙の回収 ・問診表の回収

（9：20～9：25）
オリエンテーション
（9：25～10：25） （9：20～10：20）

1時限目 近年の主な自然災害と新型コロナウイルス感染症 災害ボランティア活動

（鳥取大学名誉教授　西田　良平氏）
（日野ボランティア・ネットワーク代表

山下　弘彦氏）

（10：35～11：35） （10：30～11：30）
２時限目 気象災害・風水害 地震・津波による災害

（鳥取県河川課職員） （鳥取大学工学部教授 香川　敬生氏）

（11：45～12：45） (11：40～12：40)
３時限目 風水害・土砂災害等への備え 土砂災害

（鳥取大学工学部特任教員　柗見　吉晴氏) (鳥取大学工学部准教授　中村　公一氏)

（12：45～13：30） （12：40～13：25）
休憩 休憩 休憩

(13：30～14：30) （13：25～14：25）
４時限目 防災士に期待される活動 災害関連情報と予報・警報

（日本防災士会鳥取県支部　会員） （鳥取地方気象台　職員）
（14：40～15：40） （14：35～15：35）

５時限目 自主防災活動と地区防災計画 行政の災害対策と危機管理

（公益社団法人日本技術士会中国本部鳥取県支部支
部長　伊藤　徹氏）

（鳥取県危機管理政策課職員
及び鳥取県原子力安全対策課職員）

（15：50～17：50） （15：55～16：55）
６時限目 地域防災と多様性への配慮・防災士が行う各種訓練

（16:55～17:00）
事務連絡

７時限目
(公益社団法人日本技術士会中国本部鳥取県支部会

員　西村　悟之氏）

（17：50～18：00）
事務連絡

※上記時間割は、講師の業務、交通事情、災害の発生等により変更する場合があります。

令和４年度防災士養成研修時間割　西部会場　12/3(土)～12/4(日)

クロスロード演習

防災士資格取得試験
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※別紙１ 各消防局での救急救命講習の開催日程 

 

講習の受講は、各自で各消防局へお申込みください。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、開催日程が変更される場合

がありますので、事前に、各消防局へお問い合わせいただくようお願いします。 

 

＜東部消防局＞ 

◆日時 

・令和４年１１月６日（日）  午後１時から４時まで 

・令和５年１月１５日（日）  午後１時から４時まで 

・令和５年３月１２日（日）  午後１時から４時まで 

※申込期限：随時受付 

◆場所 鳥取県東部広域行政管理組合消防局  

（鳥取市吉成６４０－１） 

 

＜中部消防局＞ 

◆日時  

・令和４年９月１８日（日）  午後１時から４時まで 

・令和４年１０月１６日（日） 午後１時から４時まで 

・令和４年１１月２０日（日） 午後１時から４時まで 

・令和４年１２月１８日（日） 午後１時から４時まで 

・令和５年１月１５日（日）  午後１時から４時まで 

・令和５年２月１９日（日）  午後１時から４時まで 

・令和５年３月１２日（日）  午後１時から４時まで 

※申込期限：１か月前までに下記管轄消防署に申込み 

◆場所 管轄の各消防署（倉吉、西倉吉、湯梨浜、琴浦） 

 

＜西部消防局＞ 

◆日時 

・令和４年９月１７日（土） 

（申込期間：令和４年８月１日（月）～８月２６日（金）正午まで） 

・令和４年１１月２６日（土） 

（申込期間：令和４年１０月３日（月）～１０月２８日（金）正午まで） 

・令和５年１月２８日（土） 

（申込期間：令和４年１２月５日（月）～１２月２３日（金）正午まで） 

・令和５年３月２５日（土） 

（申込期間：令和５年２月６日（月）～２月２４日（金）正午まで） 

※ 全て午前９時から正午まで 

◆場所 鳥取県西部広域行政管理組合消防局  

（米子市両三柳５４５２） 
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※別紙２「日本防災士機構が防災士認証要件として認めている主な救急救命講習等一覧」 

 



9 

 

※別紙３「個人情報の取扱いについて」 

 

 

 


