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行政・企業・医療防災・
危機管理マネージャー

養成コース
（香川大学）

行政・企業防災・
危機管理マネージャー

養成コース
（徳島大学）

学校防災・
危機管理マネージャー

養成コース
（香川大学・徳島大学）

四国防災共同教育センター

地域社会を構成する自治
体・企業・医療機関等の地域
組織のリスクマネジメント、
事業継続計画BCPやMCP策
定、住民の安全・安心を守れ
る 防 災・危 機 管 理 マ ネ ー
ジャーの育成を目指します。

地域社会を構成する自治
体・企業・地域組織のリスク
マネジメント、組織及び地域
のBCP策定、住民の安全・安
心を守れる防災・危機管理マ
ネージャーの育成を目指しま
す。

地域コミュニティと連携し
て、学校・地域の防災教育、
教育継続計画（ECP）策定、児
童・生徒の安全・安心を守れ
る指導者の育成を目指しま
す。



　香川大学と徳島大学が連携して実施するこのプログラムは、東日本大震災の教訓を踏まえて、
また大規模広域災害やグローバル化する危機に対して、迅速な状況把握のもとに適切な判断・
意思決定を行い、減災・復旧・復興・組織再生へ向けて適切に対応できる専門家を養成する取
り組みです。この事業のステークホルダーである香川県及び徳島県と連携し、実践力を備えた
専門家の養成を目指しています。また、今後四国の国立5大学連携事業として展開することを
目指しています。
　平成24年度に開始した本プログラムの修了生は、平成28年度までに103人を数え、行政、
企業、医療、学校の各分野において、職場や地域における防災リーダーとして活躍しております。
　近い将来、南海トラフ巨大地震の発生が想定される四国地方においては、防災・危機管理の
専門家の養成は必要性かつ緊急性の高い重要な事業であると考えています。四国における関係
機関との連携を深め、地域防災力の向上に繋がる事業にして参りたいと考えています。皆様方
のご支援・ご協力をお願い申し上げます。

四国防災共同教育センター
センター長

白 木　渡

センター長挨拶
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プログラム概要

開設授業科目

履修場所について

　本事業は、東日本大震災を踏まえて、大規模広域災害やグローバル化する危機に対して適切に対応できる専
門家の養成を目標としています。
　南海トラフ巨大地震の発生が想定される中、香川大学と徳島大学は、「防災士養成講座」や「建設業BCP策定
支援」等の連携実績、成果を活用して、香川県と徳島県の協力の下に新たなプログラムを開設し、社会が必要
とする実践力を備えた防災・危機管理の専門家を養成します。

　「四国防災・危機管理プログラム」は、通常の大学における専攻とは異なり、各大学研究科・専攻科横断型の
プログラムとして開講されます。コース修了によって各大学研究科・専攻科の修了となるものではありませんが、
プログラムを修了することにより各コース内容に沿った専門知識を身につけることができます。また、コース修
了にあたっては、香川大学長、徳島大学長連名の修了証書と四国防災共同教育センター長名の「災害・危機対
応マネージャーⓇ」の称号が授与されます。
　四国防災・危機管理プログラムには、3つのコースがあり、コース修了要件に沿って、履修し修得する必要
があります。

　授業科目の履修は、香川大学又は徳島大学のどちらでも受講することができます。なお、実習科目については、
受講場所を指定されることがあります。

共同実施基礎科目

行政・企業・医療防災・危機管理マネージャー
養成科目群（香川大学）

行政・企業防災・危機管理マネージャー
養成科目群（徳島大学）

学校防災・危機管理マネージャー
養成科目群（香川大学・徳島大学）

実務演習科目

各コース共通の修了要件科目で構成されています。

行政・企業・医療防災・危機管理マネージャー養成コースの
専門に応じた科目で構成されています。

行政・企業防災・危機管理マネージャー養成コースの
専門に応じた科目で構成されています。

学校防災・危機管理マネージャー養成コースの
専門に応じた科目で構成されています。

各コースにそれぞれ対応する実務演習科目で構成されています。

科　目　区　分 概　　要



時間割

四国防災・危機管理プログラム

募集人員

出願資格

出願手続の概要

四国防災・危機管理プログラムの授業科目は次の時間で開講します。
授業時間割の開講科目を基に受講科目の確認をしてください。

　　　　
　○1つの授業科目は、1週間に1回、1学期間で15又は16回（週）行うことを基本とします。
　○上記の他に長期休業中（夏季休業等）に15回の授業をまとめて行う集中講義もあります。
　○遠隔地での授業は、遠隔講義システムを利用し受講します。

防災・危機管理プログラム
　● 行政・企業・医療防災・危機管理マネージャー養成コース（香川大学） 10名程度
　● 行政・企業防災・危機管理マネージャー養成コース（徳島大学） 10名程度
　● 学校防災・危機管理マネージャー養成コース（香川・徳島大学） 5名程度

①大学を卒業した者又は卒業見込みの者
②連携大学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた
者で、22歳に達した者

（1） 事前相談
　　出願に当たっては、事前に次の連絡先までご相談くださるようお願いいたします。

（2） 出願期間
　　出願の締め切りは香川大学が2月末、徳島大学は2月中旬です。

（3） 出願書類等
　　申込書（所定様式）、卒業証明書、検定料（9,800円）等が必要になります。
　　詳細は出願案内（四国防災共同教育センターホームページ）をご参照ください。
　　http://www.kagawa-u.ac.jp/dpec/

（4） 提出場所
　　受講を希望する連携大学大学院のコース別担当窓口へ提出してください。

【徳島大学で受講を考えておられる方】
　徳島大学環境防災研究センター
　　〒770-8506 徳島県徳島市南常三島町2-1
　　TEL（088）656-8965
　　e-mail：yuasa.yasufumi@tokushima-u.ac.jp

【香川大学で受講を考えておられる方】
　四国防災共同教育センター 事務局
　　〒761-0396 香川県高松市林町2217-20
　　TEL（087）864-2539
　　e-mail：bousai4@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

【徳島大学】
　理工学部学務係
　　〒770-8506 徳島県徳島市南常三島町2-1
　　TEL（088）656-7315

【香川大学】
　工学研究科 工学部事務課学務係
　　〒761-0396 香川県高松市林町2217-20
　　TEL（087）864-2015
　医学系研究科 総務課学務室大学院・入学試験係
　　〒761-0793 香川県木田郡三木町池戸1750-1
　　TEL（087）891-2075
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授業時間　　16:20 ～ 17:50　　　18:30 ～ 20:00



四国防災・危機管理プログラム四国防災・危機管理プログラム

あなたは
総合的に判断して

に満足して
いますか

危機管理学危機管理学

防災・危機管理実習

危機管理学

■ 危機管理学のグループワークの様子

■ リスクコミュニケーションのワークショップの様子

■ 心理的応急処置（PFA）研修の様子

リスクコミュニケーション

災害と健康管理・メンタルヘルスケア

非常にそうである
どちらともいえない
全くそうでない

●
●
●

あなたは
総合的に判断して

に満足して
いますか

合的に判断して

に満足して

リスク
コミュニケーション

リスク
コミュニケーション

あなたは
総合的に判断して

に満足して
いますか

合的に判断して

に満足して
メンタルヘルスケア
災害と健康管理・
メンタルヘルスケア

Q総合

Q総合総合総

Q総合総合総Q
とと害

授 業 風 景

四国防災・
危機管理
プログラム
修了時
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危機管理学

あなたは
総合的に判断して

に満足して
いますか

防災・危機管理実習防災・危機管理実習

防災・危機管理実習

■ 企業BCP訓練の様子 ■ DIG訓練の様子

■ 避難シミュレーションゲームの様子

■ 総括DIG訓練の様子

■ 平成29年度 防災・危機管理実習参加者集合写真

おおむねそうである
あまりそうでない

●
●

リスク
コミュニケーション

メンタルヘルスケア

Q総合

実 習 風 景
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多くの受講者に

いただいて
います！

満足して
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「災害・危機対応マ
ネージャー®」とは、災
害や危機管理に関す
る知識の教授、助言、

情報提供等を行うことが認められた者に授
与される民間資格です。「四国防災・危機管
理プログラム」（香川大学・徳島大学共同開
設）を受講し、修了することで付与される資
格です。
「災害・危機対応マネージャー®」は、リス
クコミュニケーションや危機管理学といっ
た危機管理に関する基礎科目だけでなく、
各養成コースにおける専門的なリスクマネ
ジメントとその実践を習得しています。職
場や地域における防災のリーダーになるこ
とを期待されるだけなく、職場や地域の防
災力向上に寄与すること、さらに、研究機関
や自治体等との橋渡しも期待されます。

四国防災
共同教育センター

香川大学

徳島大学

香川大学工学部 社会連携・知的財産センター 3F事務局
〒761-0396 香川県高松市林町2217番地20
TEL（087）864-2539　FAX（087）864-2554

工学研究科 工学部事務課学務係　TEL（087）864-2015
医学系研究科 総務課学務室大学院・入学試験係　TEL（087）891-2075

理工学部事務課学務係　TEL（088）656-7315

共同実施基礎科目

行政・企業・医療防災・危機管理マネージャー
養成科目群（香川大学）

行政・企業防災・危機管理マネージャー
養成科目群（徳島大学）

学校防災・危機管理マネージャー養成科目群
（香川大学・徳島大学）

実務演習科目

リスクコミュニケーション
危機管理学
災害と健康管理・メンタルヘルスケア
防災・危機管理実習

行政・企業・医療のリスクマネジメント
事業継続計画（BCP・MCP）の策定と実践

行政・企業のリスクマネジメント
事業継続計画（BCP）の策定と実践

教育機関のリスクマネジメント
教育継続計画（ECP）の策定と実践

行政・企業・医療防災・危機管理実務演習
行政・企業防災・危機管理実務演習
学校防災・危機管理実務演習

区分 科目名称

四国防災・危機管理プログラム授業科目一覧

平成26年度（第1期）～平成28年度（第3期）修了人数

災害・危機対応マネージャーに期待される位置付け

災害・危機対応マネージャー

BCP担当者防災リーダー

教育機関町内会地域住民 自治体 企業

連　　絡　　先

コース 小計内　訳 合計

行政企業

救急救命

学校防災

社会人 行政機関
企業

学生
社会人
学生
社会人
学生

23人
21人
33人
12人
2人
12人
0人

77人

14人

12人

103人


