
平成２５年度「高校生等防災パワーアップ講座」実施状況 

          日 時 平成２５年７月１６・１７日 9:30～16:00 

          場 所 千葉市ビジネス支援センター 会議室２･３ 

          参加者 県立高等学校の生徒２５名 
 

実施概要 

 各学校から防災に関心のある高校生２５名が集い、災害時に適切に対応でき

る知識と技術を深めるため、講義やグループワークなど、２日間にわたる講座

を受講しました。 

プログラム 

〔１日目〕 ７月１６日（火）   
 

時 間 演   題 講 演 者 

9:30～9:40 
9:40～10:10 

 
 
 

10:10～10:50 
 

開講式 
講義 
『災害対策とは』 
 
 

グループワーク 
防災ゲーム 『クロスロード』 

 
千葉県 
防災危機管理部防災政策課 
地域防災力向上班長 

        斎藤 孝治 氏 
千葉県 
防災危機管理部防災政策課 
地域防災力向上班 

        寺田 孝行 氏 
10:50～11:00 （休憩）  

11:00～12:00 講義 
『千葉県で起こる地震・津波を 

理解して将来に備える』 

(独)産業技術総合研究所 
活断層・地震研究センター 
海溝型地震履歴研究チーム長 
        宍倉 正展 氏 

12:00～13:00 （昼休み）  

13:00～16:00 グループワーク 
『防災（減災）の視点から 

わがまちをみてみよう！ 
～「DIG（災害ｲﾒｰｼﾞ訓練）」を用いて～』 

北海道教育大学教育学部 
    教授 佐々木 貴子 氏 

 

〔２日目〕 ７月１７日（水）   
 

時 間 演   題 講 演 者 

9:30～12:00 応急手当講習 千葉市消防局警防部救急課 

12:00～13:00 （昼休み）  

13:00～13:50 
 

講義 
 『東日本大震災体験談』 

いいおか津波語り継ぐ会 
会長 仲條 富夫 氏 

13:50～14:00 （休憩）  

14:00～16:00 
 
 

16:00～16:10   

グループワーク 
『「災害ボランティア」「共助」について』 
 

修了式 

特定非営利活動法人 
レスキューストックヤード 

代表理事 栗田 暢之 氏 
 



 

〔７月１６日（火）（１日目）〕 

  
9:40～10:10 講義『災害対策とは』   

 千葉県防災危機管理部防災政策課地域防災力向上班 斎藤班長 

 
○日本の国土面積は、世界の約０．２５％であるが、世界中で発生する地震の約１０％が

日本とその周辺で発生しており、日本は地震大国といえる。 
 日本の周辺では、太平洋プレート、北米プレート、ユーラシアプレートそれからフィリ

ピン海プレートの４つが複雑に重なり合っていることから、地震が多く発生している。 
○平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震では、最大震度７、また、大津

波警報が発令され、全国で１９，７１２人の死者・行方不明者がでた。 
○千葉県では、死者２２名、行方不明者２名などの人的被害、また、全壊８０１棟、半壊

１０，１１７棟の建物被害もでた。 
 千葉市や浦安市などの東京湾沿岸や我孫子市や香取市などの利根川沿いでは、液状化 

現象が発生し、市原市では石油コンビナート火災も発生した。 
 また、津波は、銚子市からいすみ市にかけて来襲し、旭市の飯岡で県内最大の７．６ｍ

の津波高を記録した。 
 さらには、交通機関が止まったことによる大量の帰宅困難者や、福島第一原発事故に  

よる農作物の出荷制限や風評被害など、様々な被害があった。 
○県では、学校における防災教育や後世への伝承を目的とし、記録誌「東日本大震災の記

録」やＤＶＤ「未来へ伝え、つなぐ」を作成し、学校等に配付している。 
○関東大震災では死因の８割以上が火災、阪神・淡路大震災では建物の倒壊による圧死が

多い、東日本大震災では津波による被害が大半を占めるなど、地震によって被害の状況

が異なっている。 
 災害は多様であり同じ被害があるとは限らない。また、地域性もあるので自分が住んで

いる地域の特性や災害履歴を確認しておくことが重要である。 
○阪神・淡路大震災では、死者の約９０％が１４分以内で亡くなっており、救急やレスキ

ューの対応には限界があった。また、倒壊建物から助かった方の９７．５％が自力か   

近所の人たちに助けられたことから、「自助」「共助」の重要性が叫ばれるようになり、

これらが連携することで地域の防災力を向上させ、災害が発生した時に被害を軽減させ

ることとしている。 
○正常化の偏見として、都合のいい理由を付け危険を過小評価してしまう人間の特性が 

ある。危険を過小評価し、災害に備えなかったり、避難しなかったり、自分だけは    

大丈夫と思うのは人間の心理である。 
 自分も正常化の偏見を持っている事を意識し、危険情報に対して、意識的に危機感を  

持つことが重要である。 
○災害時にとった行動は、間違いではない。今までの経験や知識を基に取った行動は、  

その時の最善の選択である。 
 その判断や行動が、自分や家族、地域住民の命を助けるために、より最善なものとなる

よう、日頃からの備え、意識と行動が重要である。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:10～10:50 グループワーク 防災ゲーム『クロスロード』 

    千葉県防災危機管理部防災政策課地域防災力向上班 寺田主査 

  
○意見を発言しやすい環境を作るため、グループ内で自己紹介を実施。 
 「クロスロードゲーム」は、災害対応を自らの問題として考え、様々な意見や価値観を

グループ内で共有することを目的としている。 
○第１問「あなたは、被災者です。大地震後、家族そろって避難所へ。日頃から備えてい

た非常持出袋には、水も食料も入っている。一方で、水も食料も持っていない家族が  

避難所には多くいる。非常持出袋を開ける？」 
  ⇒グループ内で意見を共有。 
  非常持出袋を各家庭で用意しておけば、このような問題は発生しない。 
  各家庭にあった非常用持出品を、家族のみんなで考えてみよう。 
○第２問「あなたは、被災者です。大地震のため、家族全員で避難所に避難しなければな

らない。家族同然の飼い犬も一緒に連れていく？」 
  ⇒グループ内で意見を共有後、受講者がグループ内での意見を発表。 
   ・とりあえず連れていく、ダメだったら、その時考える。 
   ・周りの避難者に迷惑をかける可能性があるので、連れていかない。 等 
○第３問「あなたは、高校生です。新築の家に引っ越すことになり、お部屋の家具も自分

の好みに新調してもらって大満足。しかし、大地震がきたら家具が倒れるかもしれない。

格好は悪いが耐震金具を家具につける？」 
  ⇒グループ内で意見を共有後、受講者がグループ内での意見を発表。 
   ・寝ているときに家具が転倒すると命に関わることなのでつける。 
   ・そもそも寝室に大きな家具を置かない。 等 
○第４問「あなたは、海辺の地区の住民です。地震による津波が最短１０分でくるとされ

る地区に住んでいる。今、地震発生。早速避難を始めるが、近所のひとり暮らしのおば

あさんが気になる。おばあさんを見に行く？」 
  ⇒グループ内で意見を共有後、少数意見の受講者が発表。 
   ・おばあさんも自分の身を自分で守ることを意識してほしい。 
   ・まずは、自分の命を優先する。 



   ・自分だけでなく周りの人と協力して助けたい。 
○第５問「あなたは、公務員（食料担当の職員）です。被災してから数時間。避難所には３千人

が避難しているとの確かな情報が得られた。現時点で確保できた食料は２千食。以降の見通し

は、今のところなし。まず２千食を配る？」 
  ⇒グループ内で意見を共有後、受講者がグループ内での意見を発表。 
   ・２千食をみんなで分ける。 
   ・今後の見通しがないので、配らない方が良い。 等 
○災害時の決断には、「正解」があるとは限らない。 
 それぞれの場面で、誰もが誠実に考え行動すること、そのためには日頃から災害が発生

した時のことを考えておくことが重要である。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11:00～12:00 講義『千葉県で起こる地震･津波を理解して将来に備える』 

           (独)産業技術総合研究所 活断層･地震研究センター 

 海溝型地震履歴研究チーム 宍倉チーム長 

 
○地震という言葉には、「地面が揺れること」と「地下の岩盤がずれ動く現象」の２つの  

意味がある。また、震度は揺れを感じた大きさであり、マグニチュードは、断層の大き

さとずれる量でおおよそ決まる。 
○地震には、海溝型と内陸直下型があり、阪神大地震などのように地表面に断裂ができる

のが活断層の地震、東北地方大地震は海溝型地震で、プレートの境目でプレートの移動

による力が解放されるために起きる地震、その他スラブ型地震というものがある。 
○津波が発生する目安は、１．震源の位置が海にある、２．マグニチュードが６以上で、

震源が１００ｋｍより浅い、３．震度と津波の大きさは関係ない。ただし、自己判断で

はなく、必ず気象庁の警報に従うこと。とにかく、津波警報が出たらすぐに逃げること。

いつもと違う揺れだと感じたら津波を警戒、１分以上の長い揺れは巨大地震と考えて 

いい。 
○地震の予測には、「いつ」「どこで」「どのくらい」の３つの要素が必要である。 
 「どこで」地震が発生するのかは、活断層や海溝など地形を見れば、おおよそ分かる。 

「どのくらい」というのは、過去に発生した地震の規模を調査することによって、将来

の規模が大体推定できる。 

 



 しかし、「いつ」というのは難しい。１０年先なのか、１００年先なのか、詳しくはわか

らない。 
○東日本大震災の津波浸水範囲は、予測できていた。１０００年以上前の貞観地震と同じ

ような地震であり、津波がどこまで来たのかを調査していたが、今回の東日本大震災と

ほぼ同じ浸水範囲であり、「どのくらい」というのが事前に分かっていた。 
○千葉県に大きな被害をもたらした地震は、１６７７年の延宝地震と１７０３年の元禄関

東地震、１９２３年の大正関東地震がある。津波が大きかった元禄地震には、九十九里

のあちこちに慰霊碑がある。これによってどこまで浸水したかおおよそ分かる。これに

基づいてどのように避難するか考えることが出来る。 
○地震には、地盤が変動するという現象も起き、地盤が隆起する。地震は災害だけでなく

隆起によって土地が生まれるなどの恩恵もある。隆起すれば、津波の浸水も減ることと

なる。 
○千葉県で注意すべき地震は、延宝地震タイプ、元禄地震タイプの地震のほか南海や遠地

で起こった巨大地震の津波がある。また、千葉県東方沖地震タイプもあるが、いつ起こ

るか分からない。そのため、いつ起きてもいいように、自分のいる場所の情報を知るこ

とが大切である。例えば津波に対しては、海岸線からどのぐらいの距離か、標高がどの

くらいあるのかを調べ、どのように逃げるのか自ら考えてみよう。 
○来るべき巨大地震・津波にどのように備えるのか。来る直前まで何もわからないからと

怯えて暮らすのではなく、もし起きたらどうなるかを自ら考え、その時に備えて、対応

できるよう心構えを持つことが大事である。例えば、家の耐震性や室内の耐震固定を  

するなど、揺れてもいいように備える。津波はとにかく逃げる。緊急地震速報や津波  

警報が外れても文句を言うのではなく、「来なくて良かった」と思わないといけない。 
 正しい知識を持って備えれば、地震も津波も怖くない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00～16:00 グループワーク 

『防災(減災)の視点からわがまちをみてみよう！～「ＤＩＧ(災害ｲﾒｰｼﾞ訓練)」を用いて～』 

北海道教育大学教育学部 佐々木教授 

 

○地震が起きて、いざという時には生きて生きて生き延びなければならない。 
 東北の子どもたちは、「生きるということが目の前にあった。津波が押し寄せてくるとき



にとにかく逃げた。その時には生きるということしか考えられなかった」と話していた。

今日は、防災とはどういうことなのか、改めて考える場にしてほしい。 
○「自助」の自分の命は自分で守るがあるが、今ここで地震が発生したら、自分だけでは

ない、地震や津波は自分だけに起こらない。自分の命が守れたら、他人がどのような  

状態になっているのか、その時に自分は何が出来るのかが重要となってくる。 
 自分が助かったら、人のためにどうあるべきなのか、普段から考えておく必要がある。

事前に考えておかないと、いざという時には何もできない。いざというのは、普段起き

るもので、普段の生活をきちんとしていれば、いざという時もなんなく切り抜けられる。 
○人を助けるにはコミュニケーションが必要であることから、コミュニケーションを取り

易い机の配置を検討。 
〔グループワーク〕 
○阪神・淡路大震災は、冬の朝５時に発生し、あたりは真っ暗だった。また、ぐっすり   

寝ている時のイメージをもって、訓練する。 
 グループ内でまとめたイメージを全受講者に発表しながら共有していく。 
 ①１月１７日朝５時４６分、家の布団の中で寝ている。震度６強の大きな揺れが襲った。

揺れが収まった後に、自分が取る行動は？ 
  ・テレビを付ける ・出口を確保 ・スリッパや靴をはく ・家族の安否確認 
  ・津波がきそうならば、高台に避難する準備 ・非常持出袋を確認する 
  ・部屋の状況確認 ・家族で集まる ・朝食をとる ・犬の様子を確認   など 
 ②地震発生から１時間後までにとる自分の行動は？ 
  ・津波に備え、高台に向かう ・家の外へ出る ・食料の確保 ・荷物の準備 
  ・着替え ・貴重品等をバックに詰める ・ガスを止める ・お年寄りの安否確認 
  ・近所に声をかける ・確実な情報を入手 ・津波の確認 ・ご飯を食べる  
  ・靴をはく ・知り合いに電話する                   など 
 ③地震発生から２時間後までにとる自分の行動は？ 
  ・犬を連れて逃げる ・近所の人に呼びかけながら避難 ・最新の情報を入れる 
  ・地震の規模の確認 ・小中学校を見に行く ・テレビをつける      など 
 ④近所の避難所に行くまでに起こりうることは？ 
  ・電柱が倒れる ・地割れする ・建物が崩れる ・液状化 ・津波  
  ・人がいっぱいで避難所には入れない ・交通事故            など 
 ⑤避難所に行くときに自分がしていかなければならないことは？ 
  ・火の元を消す ・ガスを止める ・トイレで用をたす ・ドアを開ける ・戸締り 
  ・家族の確認 ・ブレーカーを落とす ・貴重品をしまう ・水の用意  
  ・避難所で必要なものをまとめる                    など 
 ⑥避難所に持っていくものは？ 
  ・毛布 ・厚手のコート ・布団 ・ラジオ ・携帯電話 ・お金 ・非常食 
  ・歯ブラシ ・ティッシュ ・ハンカチ ・水 ・懐中電灯        など 
○震災から２年たった。地震なんて起きない、なんとかなるさと思っているかもしれない

が、いざとなった時には、自分のことのようにしっかりと受け止めて訓練したり、知識

を得たりする人は助かる。なんとかなるさと思っている人は何ともならない。自分の命

を守るのは自分でしか出来ない。「いざは普段なり」といって普段しっかりできないこと



は、いざとなったときも出来ない。自分の家や部屋は大丈夫なのか、もし地震が起きた

らという、いろんな視点で自分の生活を振り返ってみてください。そして、家族と話し

合ってください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔まち歩きを実施〕（千葉市ビジネス支援センター内及びその周辺） 
○グループごとに、建物及び建物周辺の災害に役立つものを確認。 
 まちの人たちにコミュニケーションをとって、防災に関することを聴く。 
 ・消火器、消火栓、非常口が各階に設置 ・１３階には備品庫、１階には公衆電話 
 ・避難経路図の掲示 ・火災報知機、防火扉、避難誘導灯の設置 
 ・１階受付において、ヘルメット、水、車いす、消火器を確認 
 ・２階防災センターにおいて、きぼーるが避難所に指定にされている事を確認 
 ・３．１１の時に帰宅困難者を宿泊させた  などを聴取 
○ＤＩＧ・まち歩きを、できれば自分の住んでいる地域で実施し、普段から防災の視点で

地域に関心を持つことが重要。 
○どんな災害にあっても生きること。災害というのは自分だけがあうものではない。その

時に困っている人に手を差し伸べてください。災害時要援護者をみんなで助け合いま 

しょう。 
○自分が住む地域で、自分や家族の命を守るのは、御近所づきあいしかない。 
 「自分の命が守れたら、他の人を助ける」というのは逆に「他の人も自分を助ける」   

ことになる。そのためにはあいさつなどの日頃からの付き合いがないと助けられない。 
 近所の方とあいさつできる関係が、災害時の自分の命を守ってくれる関係につながる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
〔７月１７日（水）（２日目）〕 

 
9:30～12:00 実習『応急手当講習』 

千葉市消防局警防部救急課 松本氏、坂本氏 

 
○救急車は、１１９番を受けてから平均８分程で現場に到着している。 
 千葉市は、年間５万件を超える救急出動があり、２５台の救急車を保有しているが、  

必ずしも近くの救急車が現場に来れるとは限らない。 
 救急車が来るまで、心肺蘇生法とＡＥＤをしてほしい。 
○まず、倒れている人を見かけたら、 
 ①現場の安全確認 
 ②反応（意識）があるかを確認（肩をたたき「わかりますか」と呼びかける） 
 →呼びかけに反応がない場合は、 
 ③周りの人に助けを呼び、１１９番通報とＡＥＤの手配を依頼 
 ④胸やおなかの動きで呼吸を確認 
 →呼吸がない、普段どおりの呼吸がない場合は、 
 ⑤胸の真ん中を３０回押す（１分間に少なくとも１００回のテンポ、少なくとも５ｃｍ

押す） 
 ⑥気道の確保及び感染を防ぎ、人工呼吸を実施 
 ⑦再度胸を押す ⑤、⑥を繰り返し行う 
 ⑧ＡＥＤをガイダンスに従って使用 
 ⑨再度胸を押す ⑥～⑧を救急隊が到着するまで続ける 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○県内の公立学校であれば、必ずＡＥＤがある。学校に戻ったらＡＥＤがどこにあるのか、

確認してほしい。 
 
○三角巾を使用した止血法及び骨折固定法を実演 
 
 
 
 
 
 

                                  

      
 

○人として、街で倒れている人を見かけたら、勇気をもって助けていただきたい。 
 

 

13:00～14:00 講義『東日本大震災体験談』 

いいおか津波語りつぐ会 仲條会長 

 

○旭市飯岡地区に在住。大津波警報が発令されたのを防災無線で知るが、寝たきりの母が

いるため、避難を迷っていた。 

○最初の津波ではそれほどの被害がでなかったので、高齢者一人暮らしの家を自転車で 

見て回っていた。港に水がないことに気が付き、これは大変なことになると予感、自宅

へ急ぐ。 

○自宅へ戻る途中、周りの人たちの悲鳴で振り向くと堤防の上を真っ黒な津波。家まで  

あと少しのところで、最大の津波に襲われ、自転車ごと流された。 

○津波に流される中、必死に伸ばした左手がサッシ枠に。人の助けを受け、避難所へ   

向かう。 

○家は引き波によって潰れたが、梁に挟まった母は無事であった。ただ亡くなった方の  

ほとんどが顔見知り。 

 

  



○チリ津波を経験し、けして津波を甘く見ていたわけではないが、寝たきりの家族がいる

家では避難を迷ってしまうのではないか。 

○津波には早い避難がなにより重要。第 1波が最大とは限らないので戻ってはいけない。 

○災害時には、まず、自分が無事であることが重要である。怪我をしてしまうと家族や  

隣近所を助けようと思っても助けられない。歯がゆい思いをした。 

○被災して、多くの方から支援をいただいた。感謝するとともに、この経験を今後の対策

につなげるためにも、語り継いでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:10～16:00 講義・グループワーク『「災害ボランティア」「共助」について』 

特定非営利活動法人レスキューストックヤード 栗田代表理事 

 

〔講義〕 

○災害により命をなくさないためには、どうしたら良いのかを高校生から考えていく必要

がある。 

○東日本大震災の被災地での本格的な復旧・復興は、これから長期にわたる。 

○時間とお金の余裕があれば、自ら率先してボランティア活動に参加してほしい。 

○ボランティアをやるためには、生き残る必要がある。そのためには、平常時の被害抑止

や経験をどうやって実践しようか、今何が出来るかＮＰＯの立場で発信している。 

○命を守るためには様々な方法がある。事前にやることもたくさんある。ところがやら  

ない。まさかという状況から困難な状況に突然追いやられる。やらないといけないこと

は知っているが、どうすればいいのかを友達や先生、学校全体でどうやっていくのかを

考える必要がある。 

○災害の救援･復旧活動には、ボランティアの力はとても重要である。 

 行政は、私有地での活動ができない。行政は公共の場を活動の場とし、ボランティアは

私有地が活動の場。ボランティアだからこそやれることがある。ボランティア精神とい

うのは昔からあるが、災害現場にボランティアが集まるしくみが出来てきたのは阪神・

淡路大震災。災害があったら、皆さんのような若い人が、ボランティアとして活動して

ほしい。 

○東日本大震災では、足湯を行い、被災者の生の声を聞いた。それを基に様々な支援を  

行っている。この大震災も徐々に風化し、仮設住宅に取り残された方がでてくる。この



ようなことがないようにどうやって向き合うか、ボランティア活動としてさらに必要と

なってくる。 

○ボランティア活動に７割の方が参加したい、また、９割の方が防災ボランティアへ期待

しているという調査結果がある。防災ボランティアが果たす役割が、日本の社会に定着

してきている。 

○地震で命を奪ったのは、家や家財。津波は逃げるしかない。地震も水害も命を守ったの

は隣近所。まずは、自分が死なないことが教訓。その対策として、家屋の耐震、家具の

転倒防止、普段から隣近所の繋がりを大切に、いざという時には互いに助け合うことが

重要。また、高校生は助ける側である。災害は自分の問題であり、普段から災害を    

イメージしたり、出来ることから備える必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔グループワーク〕 

○この講座を受けて、ワークショップ「高校生が取り組む防災・減災活動プログラム」を

作成する。 

 開催趣旨、活動の名称、時期、場所、対象、具体的内容をグループで話し合う。 

グループ１ 

 名称 津波から自分の命を守る 

  津波からの避難を趣旨とし、高齢者や学生を対象に、津波からの避難方法、避難場所

マップの作成、避難までの時間を検討する。 

グループ２  

 名称 津波防災シミュレーション 

  高校生の津波に対する意識を高めることを目的に、津波の模型や映像を視聴し、地域

の避難経路及び高台の確認、地域のハザードマップを作成する。 

グループ３  

 名称 今、私たちに出来ること 

  災害が起きた時のために、避難訓練を繰り返すことによって何が出来るかというのを

考えることをテーマに、学校の全学年を対象として、訓練を通して防災に関し私たちに

出来ることを考える。 

グループ４  

 名称 小さいことでも、やれることから 

  自分の学校が防災に対してどんな備えがあるのか自分たちで考えることを趣旨とし、

全校生徒や地域の住民を対象に、自分でできること（非常持出袋の用意等）、学校で出来



ること（非常口や避難ルートの確認等）、地域で出来ること（地域住民と津波に備えた  

訓練を行う等）の３つを考え、地震が来た時にどのように対応したらいいのか考える。 

グループ５  

 名称 防災意識向上集会 

  様々な災害に対する訓練を地域住民と協力して行うことを目的に、全校生徒と地域住

民を対象として、各種災害に応じた避難場所を明確にする。また、消火訓練、応急処置

の練習を行う。 

 

○防災意識を高めるために、自分たちになにができるか、また、学校や地域にどのように

広めていくかを考え、実施していただきたい。 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


