
≪受講生募集≫※防災士アドバイザー登録申請者を除く

令和４年度(2022年度)

熊本県地域防災リーダースキルアップ研修

10
14

(金)

〆切

受講の申込方法・〆切

・申込書に必要事項を記入し、お住まいの市町村
の防災担当課に提出してください。(裏面参照)

〆切：令和４年(2022年)10月14日(金)

・各会場の定員数を超えた応募があった
場合は抽選とさせていただきます。

・各市町村の防災担当課
(裏面参照)

・熊本県知事公室
危機管理防災課

T E L ：096-333-2811

MAIL：kikibousai

@pref.kumamoto.lg.jp

申込書は県のＨＰからもダウンロードできます。

熊本県地域防災リーダースキルアップ研修 検 索

問合せ先

対象者

自主防災組織等で活動されている方、防災士資格を取得されている方、「火の国
ぼうさい塾」の修了生。(県内在住者に限ります)

日程 会場

10月31日(月) 10:00～17:00
※オンライン形式で開催

お住まいの市町村が
指定する会場
（裏面参照）

私たちが住む熊本県は、これまで毎年のように台風や梅雨期の豪雨等による風水害に見舞われて
きました｡自然災害は、いつでも、どこでも発生するおそれがありますので、災害から身を守るた
めには、自分で自分の身を守る「自助」、地域でお互いに助け合う「共助」が大変重要です｡
そこで、地域における防災活動等の中心的役割を担う地域防災リーダーのスキルアップを目的と

して、研修を開催します｡

新型コロナウイルス感染症への対策として、研修は、各市町村が指定した会場にてオンライン
形式で開催します。

内容（予定） 参考資料

○地域防災リーダー（防災士）の役割

○気象情報を活用した実践的な早期避難

○避難所の運営を円滑に進めるには

○みんなでつくる地区防災計画

○「くまもとマイタイムライン」の
説明手法・作成支援のポイント

作ってみよう
地区防災計画

地域防災活動
支援プログラム

くまもと
マイタイムライン



地域 市町村 会場名 会場所在地 定員 担当課名 電話番号

熊本 熊本市 ー ー 危機管理防災総室 096-328-2490

宇土市 宇土市網津防災センター 宇土市網津町1991-1 20 危機管理課 0964-22-1111

宇城市 宇城市役所新館第4会議室 宇城市松橋町大野85番地 54 防災消防課 0964-32-1766

美里町 美里町役場中央庁舎大会議室 美里町馬場1100 20 総務課 0964-46-2111

御船町 御船町役場３階会議室 御船町大字御船995-1 50 総務課 096-282-1111

嘉島町 嘉島町役場３階中会議室 嘉島町上島530 13 総務課 096-237-1112

益城町 益城町役場仮設庁舎会議室棟２階大会議室 益城町木山594 20 危機管理課 096-286-3210

甲佐町 甲佐町生涯学習センター「輝」ホール 甲佐町大字豊内719番地４ 50 くらし安全推進室 096-234-1167

山都町 山都町役場２階（２－１会議室） 山都町浜町6番地 10 総務課 0967-72-1111

菊池市 菊池市生涯学習センター中研修室 菊池市隈府872 42 防災交通課 0968-25-7203

合志市 合志市防災拠点センター（避難所２） 合志市竹迫2140番地 12 交通防災課 096-248-1555

大津町 大津町役場１階多目的室 大津町大字大津1233番地 36 防災交通課 096-285-5006

菊陽町 ー ー 危機管理防災課 096-232-2110

荒尾市 ー ー 防災安全課 0968-63-1395

玉名市 ー ー 防災安全課 0968-75-1130

玉東町 玉東町役場町民談話室 玉東町木葉759番地 6 総務課 0968-85-3111

和水町 和水町役場３階大会議室 和水町江田3886番地 5 総務課 0968-86-5720

南関町 南関町役場大会議室３ 南関町大字関町64番地 100 総務課 0968-57-8500

長洲町 長洲町地域福祉センター 長洲町大字宮野999番地 15 総務課 0968-78-3104

鹿本 山鹿市 山鹿市役所本庁 401会議室 山鹿市山鹿987-3 40 防災監理課 0968-43-1113

阿蘇市 阿蘇市役所北側別館大会議室 阿蘇市一の宮町宮地504-１ 40 防災情報課 0967-22-3232

南小国町 ー ー 総務課 0967-42-1112

小国町 ー ー 総務課 0967-46-2111

産山村 産山村役場基幹集落センター 産山村大字山鹿488-3 10 総務課 0967-25-2211

高森町 高森町総合センター２階大会議室 高森町大字高森2168 30 総務課 0967-62-1111

南阿蘇村 南阿蘇村役場大会議室 南阿蘇村大字河陽1705-1 30 総務課 0967-67-1111

西原村 ー ー 総務課 096-279-3111

八代市 八代市役所千丁支所２階大会議室 八代市千丁町新牟田1502-1 50 危機管理課 0965-33-4112

氷川町 氷川町役場災害対策室 氷川町島地642番地 20 総務課 0965-52-7111

水俣市 水俣市役所３階会議室 水俣市陣内１丁目１番１号 28 危機管理防災課 0966-61-1604

芦北町 芦北町役場３階大会議室 芦北町大字芦北2015番地 50 総務課 0966-82-2511

津奈木町 津奈木町役場３階会議室 津奈木町大字小津奈木2123 20 総務課 0966-78-3111

人吉市 人吉市役所３階302大会議室 人吉市西間下町７番地１ 20 防災課 0966-22-2111

錦町 錦町役場３階大会議室 錦町大字一武1587 40 総務課 0966-38-1111

あさぎり町 あさぎり町役場本庁舎大会議室 あさぎり町免田東1199番地 30 総務課 0966-45-1111

多良木町 多良木町役場３階委員会室 多良木町大字多良木1648番地 45 危機管理防災課 0966-42-1262

湯前町 ー ー 総務課 0966-43-4111

水上村 水上村役場大会議室 水上村大字岩野90番地 10 総務課 0966-44-0311

相良村 相良村役場第１会議室 相良村深水2500-1 5 総務課 0966-35-0211

五木村 ー ー 総務課 0966-37-2211

山江村 山江村農村環境改善センター 山江村大字山田甲1356-1 20 総務課 0966-23-3111

球磨村 球磨村役場防災センター会議室 球磨村大字渡丙1730 20 総務課 0966-32-1111

上天草市 ー ー 危機管理防災課 0964-26-5544

天草市 御領地区コミュニティセンター 天草市五和町御領6692番地1 100 防災危機管理課 0969-24-8817

苓北町 苓北町役場第３委員会室 苓北町志岐660番地 20 総務課 0969-35-1111

熊本県庁地下大会議室 熊本市中央区水前寺6-18-1 100 危機管理防災課 096-333-2811

※お住まいの市町村会場が無い方は県庁会場での受講が可能です。また県庁会場へのご来場が困難な場合は下記連絡先までご相談ください。

熊本県庁

地域防災リーダースキルアップ研修市町村会場及び連絡先一覧

宇城

上益城

菊池

玉名

阿蘇

八代

芦北

球磨

天草


