令和２年度

地域生活 編

・

職場 編

防災コーディネーター研修
避難生活で困りごとを抱える女性や要配慮者の
多様なニーズに対応する
防災知識やコミュニケーション能力を

受講料

実践的な研修で学びます！

無料
※通信にかかる費用は
受講者の負担になります。

オンライン開催
非常用

講義

STEP

+

1 オンデマンド動画配信

ワークショップ

STEP

2

オンライン研修

テレビ会議システム「Zoom」を使用したワークショップを行います

講義動画の聴講や個人演習を行います

今年度はPC又はタブレットを通じて参加いただくオンライン研修になります。
※インターネットに接続されたPC、タブレットやスマートフォンが必要となります。
※受講するための環境は、受講者ご自身でご用意ください。

日時

オンデマンド動画配信

２ 12

金

３５

２ 12

金

３ 13

地域生活 編

令和３年

職場 編

令和３年

申込期間：令和３年2月1日（月）まで

対象者

オンライン研修

金

土

３６

令和３年

３ 14

令和３年

土

日

おむつ

定員：各50人（事前申込制）

下記４つをすべて満たす方がご参加できます。

都内在住、在勤又は在学の女性の方
オンデマンド動画配信、オンライン研修ともに受講できる
受講環境を自分で用意できる
既に防災の基礎的な知識を身に付けている方
ン
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「東京防災」公式キャラクター

※東京都防災HPに掲載している「東京都女性防災人材育成テキスト」の内容程度

防サイくん

お申し込み情報は中面をご覧ください

主催

後援

防災コーディネーターとは
過去の災害においては、避難所での着替えや授乳の問題など様々な場面で、女性の視点を踏まえた取組が十分なされなかったという指摘
があります。
災害時に発生する多様なニーズに、よりきめ細かく対応していくためには、
「必要な知識を身に着け」
「災害時に適切な行動を取り」
「周りの
人を牽引できる」女性が、地域や職場の防災活動において活躍することが必要です。
都では、このように、発災時に地域や職場の防災活動のリーダー的人材となる女性を「防災コーディネーター」と位置付け、人材の育成を目
的とした研修を実施しています。

防災コーディネーターの人物像
●

災害時に「その場」で活躍できる人

●

平常時においても被害軽減のための日常の備えに役割が果たせる

●

被災者になってもしなやかに立ち直ることができる

●

地域や職場で周囲の人をよりよい方向に導くことができる

防災コーディネーターが備えるべき能力
●

自らの身を守るために必要な知識を身に着けている

●

身に着けた知識に基づき、適切な行動ができる

●

周囲の人を牽引するコミュニケーション能力を備えている

主な研修内容
地域生活 編
【 主な研修内容 】

職場 編
【 主な研修内容 】

●

女性防災人材の必要性等

●

●

災害後の対応と支援の必要性

●

職場で生じる被害・影響、災害対応プロセスと対応上の協力の必要性

●

多様な被災者と避難形態が生じる中での対応

●

社会機能の停止、会社へ留まることの必要性

●

多様な被災者や要配慮者への適切な対応のノウハウや

●

職場に留まる上で生じる問題と必要な対応
多様な被災者の発生と要配慮者への配慮の必要性

女性防災人材の必要性等

コミュニケーションのあり方

●

●

避難生活上の課題と対応ノウハウ、暮らしの目線、男女共同参画の

●

協力・連携にあたって知っておくべきポイント

視点に立った対応

●

働く女性として必要な備え

●

避難生活における適切なコーディネーション

● 「東京マイ
・タイムライン」の概要

●

日ごろからどんな人と連携体制を作っておくべきかについて

申込期限

● 「東京マイ
・タイムライン」の概要

令和３年

お申込み方法
URL

下記の URL 又はFAXによりお申込みください。

https://scraft.co.jp/tokyobousai̲coordinator/

２１

月

まで

※QRコードからもアクセス可能です。

FAX

03-5211-5571
※別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

【お問い合わせ先】 防災コーディネーター研修事務局（株式会社サイエンスクラフト内）

電話番号：03-5211-5570
※受付時間

E-mail：tokyobousai̲coordinator@scraft.co.jp

平日午前９時から午後６時まで（令和２年12月29日から令和３年１月３日除く）

防災コーディネーター研修の受講方法について
本研修の受講には、インターネットに接続可能かつ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。

STEP

1

オンデマンド動画の受講方法

1

受講決定通知（メールにより配布予定）にて、

2

配信期間内に、お知らせしたパスワードにより動画配信サービスへアクセスし、

STEP

動画配信サービスのURL及びパスワードをお知らせします。

すべての講義を受講してください。動画配信期間中はいつでも受講することができます。

2

1

オンライン研修の受講方法

事前に研修で使用するパソコン、タブレットやスマートフォンに Zoomアプリ をインストールしてください。
既にインストールされている方も、最新版がインストールされているかご確認をお願いします。

オンライン研修実施１週間前までに、

2

メールでURL・ミーティングID・パスワード及び詳細な参加方法をお知らせします。
※研修当日のトラブル回避のため、事前に接続の確認をお願いする場合があります。

3

オンライン研修当日、所定の時間に「URLをクリック」又は「ミーティングID・パスワードを入力」により、
ご参加ください。また、当日は講師及び事務局（株式会社サイエンスクラフト）の案内に従い、受講してください。

推奨環境

PC端末

iOS及びAndroid端末

タブレット

OS

Windows8、8.1、10
Mac OS 10.9以降を搭載のMac OS X

iOS 8.0以降、Android 5.0以降

iOS 8.0以降、Android 5.0以降、
Windows 10以降

ブラウザ

IE11、Firefox、Chrome、Safari 7以降

インターネット環境

ブロードバンド接続：
有線又は無線（Wi-Fi、4G/LTE）

スピーカー・マイク・
Webカメラ

Safari 5以降、Chrome

Safari 5以降、Chrome

※Zoomアプリのインストールをお願いします。

※Zoomアプリのインストールをお願いします。

ブロードバンド接続：
無線（Wi-Fi、4G/LTE）

ブロードバンド接続：
無線（Wi-Fi、4G/LTE）

機器内蔵もしくはUSB接続のスピーカー・マイク・Webカメラ

※タブレット及びスマートフォンはZoomの機能が制限される場合がありますので、ご注意ください。

○注意事項
・本研修の修了要件は次のとおりです。
（地域生活編、職場編共通）
1

オンデマンド動画全単元視聴

2

オンライン研修受講（遅刻、早退は時分にかかわらず未受講扱い）

・地域生活編、職場編を同時に受講することは妨げませんが、応募多数の場合は、どちらか一方の受講をお願いすることがあります。
・受講に当たり、インターネットに接続されたPC、タブレットやスマートフォンが必要となります。端末やWi-Fiなどはご自身でご用意ください。
・通信料は受講者負担となりますので、ご注意ください。

非常用

受講者の声

他の参加者の
意見を聞くことができ、
自分の考えや知識を見直す

周囲に防災について話し合える人がいなかったが、

良いきっかけとなった（共通）

今後は研修で知り合った方々と
意見交換しながら、

他の企業の事例や取組を知ることができ、

知識を深めていきたい（地域生活編）

職場の防災マニュアルの

研修で学んだことを持ち帰り、

見直しに活かしたい（職場編）

社内で男女が協力して
災害への備えを考える
雰囲気を作っていきたい（職場編）

防災意識の高い方々が

研修で得た知識を活かし、
自分が住んでいる地域の

多く参加していたので、

防災に対する意識の向上に

様々な知識や意見に

貢献したい（地域生活編）

触れることができた（共通）

初めて防災を学ぶ人向け
今回は動画配信で開催！

防災
ウーマンセミナー のご案内
令和２年

度

災害時に避難所・職場で起こることを女性の視点から学ぶ
「防災ウーマンセミナー」を開催します。
防災の基礎的な知識を学ぶ場としてご活用ください。
視聴
無料

配信期間

通信にかかる費用は参加者の負担になります。

対象者
・都内在住・在勤・

令和３年２月19日 金 〜3月19日 金

在学の方（性別問わず）

セミナー内容
第１回 テーマ
「女性が防災を
学ぶことの重要性」
講師
あさ の

さち こ

減災と男女共同参画研修
推進センター 共同代表

浅野

幸子

早稲田大学

地域社会と危機管理研究所招聘研究員

第2回 テーマ
「多様な視点で見る
避難生活の問題と対策」
講師
かみもと

神元

こ

ず え

幸津江

（特非）
ボランティア・市民活動
学習推進センターいたばし
副理事長

第3回 テーマ
「働く女性が職場で被災した際の
問題と対策」
講師
たけもと

か よ こ

竹本

加良子

株式会社 サイエンスクラフト
代表取締役

視聴方法
・Web申込フォーム又はFAXにより事前申込み
URL:https://secure.try-sky.com/tokyobousai̲woman/
FAX番号：03-3824-7254（FAX申込用紙はウーマンセミナーの募集チラシをご参照ください）
申込期間：令和２年12月18日
（金曜日）
から令和３年３月12日
（金）24時まで
・事務局からお送りするURL・パスワードにより視聴
※動画の視聴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。

【問合せ先】防災ウーマンセミナー事務局 （株式会社 トライ 内）
電話番号：03-3824-7232 ※受付時間：平日午前９時から午後５時まで
（12月29日から１月４日までを除く）
E-mail：tokyobousai̲woman@try-sky.com

