
平成２６年度「高校生等防災パワーアップ講座」実施状況 

          日 時 平成２６年７月２３・２４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 県内の高等学校の生徒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２３日（水）   
 

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 

        遠山 明子 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・火山研究部門 
海溝型地震履歴研究グループ長 
        宍倉 正展 氏 

12:00～13:00 （昼休み）  

13:00～16:00 グループワーク 
『ＤＩＧ（災害図上訓練）」を 

体験してみよう！』 

災害救援ボランティア推進委員会 
事務局主任 天寺 純香 氏 

 

〔２日目〕 ７月２４日（木）   
 

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２３日（水）（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％だが、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４つのプレートが重なり合い、太平洋

プレートとフィリピン海プレートが年に数㎝ずつ動いていることから、地震が起きやすい地域

となっている。マグニチュード６以上の地震に限れば、世界の約２割が日本で発生している。 

○東北地方太平洋沖地震では、マグニチュード 9.0 の地震で、岩手県北端から茨城県南端までの

沖合、約 450 ㎞、幅 150 ㎞の海底の地盤が動き、巨大な津波が発生した。千葉県では津波によ

り死者 22 名、行方不明者２名等の被害があった。香取市や浦安市等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、旭市飯岡で県内最大の 7.6ｍの津波高を記録した。さらに、多くの帰宅困難者の発生や、

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、過去の災害を知ることができるよう、記録誌「東日本大震災の記録」や防災教育用 DVD

｢未来へ伝え、つなぐ｣、パンフレット｢東日本大震災の概要｣を作成し、学校等へ配布している。 

○関東大震災では死因の 87％が火災、阪神・淡路大震災では建物の倒壊による圧死が 83％、東日

本大震災では津波による被害が 92％と、地震によって被害は様々である。災害には地域性もあ

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大切である。 

○正常化の偏見として、異常な事態に直面していながら、危険や脅威を健視してしまう人間の特

性がある。危険を過小評価し、例えば津波警報が出ても避難しなかったり、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。 

○阪神・淡路大震災では、死者の約 92％が 14 分以内で亡くなっている。そのような中、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、特に「自助」「共助」

の重要性が叫ばれるようになった。 

○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 遠山主査 

 

○「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。 

 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。 

○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、家族で話し合って用意することが大事である。 

○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。 

 ペットは家族同然という人もいれば、避難所にはアレルギーを持った人などもいる。日常のペ

ットのしつけや、近所の方とのお付き合いが重要と言われている。 

○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。 

 耐震金具は様々なタイプのものがある。また、転倒する危険性のある家具が置いてある部屋で

は寝ないなども対策の一つである。家に帰ったら、部屋の家具を確認してほしい。 

○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、また、日頃から災害が発生した時のことをイメージし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・火山研究部門 

海溝型地震履歴研究グループ 宍倉グループ長 

 

○地震には、「地面が揺れること」と「地下の岩盤がずれ動くこと」という意味がある。２つの違

いを知ると地震の理解が深まる。震度は地面の揺れる度合いであり、マグニチュードは断層の

大きさとずれる量を反映している。 

○マグニチュード４の地震は、地下の岩盤が１㎞の長方形の範囲で５㎝ずれる、日本のどこかで

毎日起きている地震である。それに対して、マグニチュード７や８は非常に大きく、マグニチ

ュード７は 30 ㎞の範囲で 1.5ｍ、マグニチュード８は 100 ㎞の範囲で５ｍずれ動く。マグニチ

ュードが１つ上がれば 31.6 倍になり、２つ上がれば約千倍になる。マグニチュード４の地震の

３万回分でマグニチュード７の地震になる。東北地方太平洋沖地震は、マグニチュード９で日

本の観測史上最大の規模と言われている。長さは約 500 ㎞で数 10ｍずれた。 

○地震には、阪神・淡路大地震のような、陸のプレートの断層による内陸直下型地震と、東北地

方大地震のような、海から陸のプレートの下に沈み込み、摩擦が限界に達した時に起こる海溝

型地震がある。海で起こる地震は津波を起こす。また、スラブ型地震とは、よく言われる首都

直下地震のタイプで、陸に沈み込んでいくプレートの中の断層が割れる地震である。 

○津波発生の可能性は、テレビ等の速報で誰でも得られる震度、震源地、震源の深さ、マグニチ

ュードの情報だけでおおよそ分かる。津波発生の目安は、①震源が海にある、②マグニチュー

ドが６以上である（7.5以上は特に注意）、③震源の深さが 100㎞より浅い（50 ㎞より浅いとき

は特に注意）。この条件が揃ったときに、津波が起こる可能性が高くなる。ただし、自己判断せ

ずに、気象庁の警報に従うことが大事である。警報が出たらすぐに逃げること。１分以上の長

い揺れは、津波の可能性が高い。揺れが小さくても大きな津波はあり得る。揺れの長さが大事

である。 

○地震の予測は、いつ、どこで、どれくらいの三要素が必要である。「いつ」の予測は、現状では

難しい。注意してほしいのは、週刊誌やインターネットで日付まで指定している予測や地震雲

は、ほとんどガセネタである。動物の異常行動や深海魚の打ち上げも心配に及ばない。「どこで」

起こるかは、おおよそ決まっている。活断層のある場所はおおよそわかっていて、日本中に分

布しているので地震から逃れられる場所はない。また、「どれくらい」の津波や地震が来るかを

予測するのは、過去を知ることでおおよそ可能である。たとえば平安時代の貞観地震について、

地層を調査すると津波浸水範囲が 2011年の津波とよく一致している。 

○千葉県では歴史上、1677 年の延宝房総沖地震、1703 年の元禄関東地震、1923 年の大正関東地

震の３つの巨大地震が知られている。元禄地震は津波が九十九里浜の内陸奥まで浸水し、津波

の慰霊碑はおおよそ津波が襲った範囲を示している。元禄地震の再来があった場合は、九十九

里は地震後 30 分～60 分の猶予があるが、房総の南端は揺れている間に到達する。いずれにし

ても迅速な行動が肝心である。 

○プレートが跳ね上がるときに、地盤が隆起する。館山では、元禄で約６ｍ、大正で約２ｍも隆

起した。地震によって土地が生まれ、我々に生活の場を与えてくれるので、地震は災害だけで

はなく恩恵ももたらす。 

○今世紀中に確実に起こると言われている、東海・東南海・南海地震による津波は、千葉県にも



襲ってくる。また、周辺地域の地震も注意が必要である。地球の裏側である南米のチリで起き

た津波は、太平洋を丸一日かけて日本を襲った。 

○千葉県には地震を起こす活断層は、今のところないと言われている。一方、深いところで起こ

るスラブ内地震は、地表に痕跡が残らないため予測が難しい。典型的なスラブ内地震は、1987

年の千葉県東方沖地震である。2011 年の東北地震が起こるまでは、1923 年の関東地震以来、千

葉県で最も揺れた地震であった。このタイプはいつ起きるか分からない地震である。まずは、

自分のいる場所の情報を知り、もし起きたらどうなるか、どう対処するか心構えを持つことが

大事である。家の耐震性や室内の耐震固定を十分にする。緊急地震速報や津波警報が外れても

文句を言わず、「来なくて良かった」と思わないといけない。自然に対して謙虚に生きてほしい。 

○防災に興味があれば、防災に関わる進路に進んでほしい。防災は人の命を救う仕事である。就

職する場合は、医療・看護、消防・自衛隊、自治体職員も防災に関わる。進学の場合、理学部

は地質など自然科学を学ぶ、工学部は土木・建築の立場から防災に関わる。社会学が防災に一

番大事で、災害時の対応の政策など。文学も防災に関わり、歴史上の災害を学ぶためには古文

書を読まなくてはならない。色んな方面から防災に関わることができる。 

    

 

 

13:00～16:00 グループワーク『ＤＩＧ（災害図上訓練）を体験してみよう！』 

災害救援ボランティア推進委員会事務局 天寺主任 

 

○図上訓練はテーブルの上で、ある想定が与えられた上でどう考えるか、災害対策のイメージト

レーニングである。図上訓練は、他に避難所運営訓練であるＨＵＧや火災想像訓練であるＦＩ

Ｇがある。今回のＤＩＧは地図を使って地域を知るという手法である。「想像すること」が一つ

のキーワードである。これから起こる災害は誰も経験していないので、想像していくしかない。

みんなで災害が発生すると起こるであろう様々なことを想像し、考えを出し合っていく事が重

要である。災害図上訓練ＤＩＧのやり方を覚えて、自分の地域でやってもらいたい。 

○ＤＩＧの目的は、自分を知り、相手を知ること。災害時は生き残った人達で対応しなければな

らない。普段からコミュニケーションを取り、お互いを知ろうという姿勢が大事である。ＤＩ

Ｇを使って、出会いの場、情報共有の場として、災害を知る、地域を知る、人を知ることを目

的として進める。 

○今日は大きな地図を全員で囲み、災害時をイメージしながら、地図に情報を落とし、議論しな

がら進める。千葉市内の地図を使用するが、地元でやるなら、自分の学校や住んでいる地域の

地図でやってほしい。 



○ＤＩＧは、まず防災マップを作り、自分達のまちの特性を知る。そのマップを使って、災害が

起きたらどうなるか想像し、そうなったらどうするか対応方法を検討する。 

○防災マップの作り方は２つある。１つは、まち歩きをして、防災上利点となる施設や危険な場

所などを実際に見て、地図に書き込む方法もある。今日はまち歩きはせずに、地図に情報を落

とし込んで防災マップを作成する。自分のまちが、防災上どのような側面を持っているか確認

できる。 

    

 

〔グループワーク〕 

○今日は、「もし今日ここで大地震が発生したら、千葉市中央区のまちはどんな状況になるか」を

テーマとする。千葉市中央区の地図に、鉄道、主要道路、路地（住宅街）、河川・池・プール等、

公園・学校等オープンスペース、鉄筋コンクリートの建物（延焼を防ぐと思われる建物）を色

別のペンで、次に、地域の防災資源となる、官公庁、医療機関、ヘリポート、学校、公民館等

を色別のシールでプロットしていくと、一目でわかるようになる。 

もし地元でやる場合は色々と知っているので、例えば防災倉庫など防災に必要情報や道幅が狭

い等危険となる場所を落とし込んでいく。 

    

○情報を落とし込んだ千葉市中央区の地図を見て、災害が起きたらどうなるか、地域の特徴、プ

ラスの要素、マイナスの要素を整理して、グループごとに発表し共有する。 

例えば、消防署があることはプラスになる。住宅密集地が多いと、道が細いので火災発生時は

消防車等が入りにくいというデメリットがある。千葉駅というターミナル駅や商業施設など不

特定多数の人を抱えている地域では、デメリットとして災害が発生し鉄道が止まると帰宅困難

者が発生する。一方、学校や広場など避難場所が多いという意見があった。地域にとって学校

にいる児童生徒の力は大きい。日中、高齢者や小さな子供を抱えた母親だけになる可能性が高

い地域に学校があることで、学生のマンパワーが非常に期待される。また、ビルが多いという



意見もあった。1981 年に耐震基準が新しくなったため、一般的に建てられたのがその前か後か

により、建物の倒壊の危険性が大きく異なる。 

○今、震度６強の地震が起きたら、電車もライフラインも止まる。千葉市のハザードマップを参

考に、どのように判断し、行動するかイメージしてグループごとに話し合う。 

防御行動を取ることが第１。そして、建物の被害がなければ、留まるのが一番安全な方法にな

る。また、地域で活動するためには、自分が怪我をしない、助けられる側にならないことが一

番重要である。 

○千葉市の大正 10 年の地図と現在の地図を見比べると、現在の幹線道路が昔の海岸線で、その先

は埋立地であることがわかる。ハザードマップを見ると、液状化しやすい地域である。古い地

図を見ることで、自分の住んでいる地域のリスクも調べることができる。 

○災害想像力を身に付けてもらいたい。災害対応には、唯一絶対という方法はない。災害はそれ

ぞれ違う顔を持っており、被災者も災害救援を行う者も異なるから。科学的なデータや地図と

いう客観的なデータを基に、実際に災害が起きたらどうなるかという想像力を豊かに働かせて、

可能な限り多くの選択肢を事前に考えておくことしかできない。人を助けたいという思いだけ

ではなく、知識や技術がないと対応できない。 

  



 
〔７月２４日（木）（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 石垣氏、坂本氏、大三川氏     

応急手当インストラクター 木内氏、石井氏、三橋氏、行木氏 

 

○班別に分かれて、人形を使った心肺蘇生法とＡＥＤによる救命処置を実技中心に実施。 

〔流れ〕 

① 周囲の安全を確認する 

② 反応があるかを確認する（大丈夫ですかと呼びかけ、肩をたたく） 

③ 周りの人に助けを呼ぶ（協力者が来たら 119 番通報とＡＥＤの手配を依頼） 

④ 呼吸を確認する（普段どおりの呼吸をしているか確認） 

⑤ 胸骨圧迫（１分間に少なくとも 100回のテンポで 30 回、少なくとも５㎝強く押す） 

⑥ 人工呼吸（１秒かけて１回、胸が上がる程度の吹込みを２回行う） 

⑦ 心肺蘇生（⑤・⑥を繰り返す） 

⑧ ＡＥＤ操作（電源を入れ、音声メッセージに従う） 

⑨ ⑦・⑧を繰り返す 

 

    

    

 

 

 

 



○怪我に対する処置として、三角巾による止血法、被覆法、骨折固定法の実演。 

三角巾の結び方（本結び：病院に行った時に直ぐに解きやすいように。）や被覆法などを行った。

怪我したところに結び目は作らないように注意すること。 

    

    

○災害時だけでなく普段の生活でも必ず役に立つので、機会があればまた受講してほしい。 

 

 

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 仲條会長 

 

○旭市飯岡地区に最初の津波が襲ってきたのは、午後 2 時 46 分の地震から１時間ほど後だった。

5 時 20 分に一番大津波がきて、私は流された。電柱の水の跡を測ると 2ｍ60 ㎝あった。陸上に

上がった時の津波のスピードは速く、津波を見てから避難しても遅い。その当時、港の水が無

くなっていた。それは引いた分、津波が来るということ。なぜ飯岡地区に被害が大きかったか

というと、九十九里浜の海岸の形状にもある。 

○300 年前の元禄地震で大津波があり、千葉県で約 7,000 名、飯岡地区でも約 70 名亡くなったと

いう記録がある。この地震は、丑三つ時の真夜中に起こった。今回も真夜中に起きていたら、

もっと被害が出ていた。津波は時間を選ばない。元禄津波を想定した津波避難訓練を行ってい

たが、訓練と実際は別物である。訓練では、怪我をしないように、一番安全な道を避難するよ

うにしていた。津波は頭上から襲ってくることもある。海岸付近の神社やお寺は、元禄地震の

津波が来た場所より上に建っている。 

○避難所の小学校は、個人的な空間がないのでストレスが溜まる。また、支給されるがご飯が無

くなると不安になった。知り合いは、旦那の葬儀の５日後に命を断った。明日が見えなくなる

状況に追い込まれていたからだろう。大丈夫ではなくても、大丈夫と声掛けしてもらえたら気



が紛れただろう。言葉をお互い掛け合うこと、会話が大事である。人間らしさが戻ってくる。 

○仮設住宅でありがたいと思ったのは、冷蔵庫・レンジ等があること。レトルト食品やお米もあ

った。しかし、暮らしていると湿気により布団にカビが生えるようになった。人間とは勝手な

もので文句が出てくるようになる。ただ、文句が出るだけ生きる力が湧いたのかなと思った。 

○災害復興住宅が旭市では 33 世帯分できた。若くても 65 歳くらいである。情報を伝達するには

若い人の力が必要になってくる。 

○最後に、早めの避難に勝る防災はない。地震はいつ起こるか分からない。冷静に判断し、的確

に情報を得て、周りに伝えてほしい。 

    

 

 

14:00～16:00 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 

 

○首都直下地震が今後 30 年間で起こる確率が 70％と言われ、また、南海トラフ巨大地震も起こ

ると言われている。高校生のみんなが人生を歩む中で、確実に地震が来る。その災害に対して

確実に生き残れる人に育ってほしい。 

○東日本大震災では 140 万人のボランティアが活動したと言われているが、実際はもっと多くの

人が活動している。共同募金で集まった 40 億円を元に 550 万人が活動した。税金でやろうとし

たら日本はパンクする。被災地にボランティアは絶対必要であり、重要な役割を果たしてきた。

ボランティア活動した場合は、現地で経験したことを地元に還元してほしい。 

○災害はサイクルがある。災害が発生すると、応急対応から始まる。この時は生き残った者同士

で助け合うしかない。一番大事な時間帯で、どう命を守るかが大事である。多くの災害現場は

自分達だけでは立ち直れないので、ボランティアの力が必要になる。また、災害発生時だけで

はなく、被害の抑止や軽減も考えなければならない。現場での学びから、平常時に備えておく。

災害はサイクルなので災害前も災害後もどちらも大事である。 

○阪神・淡路大震災の時も約 137 万人のボランティアが現場に駆け付け、ボランティアセンター

が開設され、ボランティア元年と言われている。災害救援にボランティアは不可欠である。1995

年の阪神・淡路大震災を境に、災害現場に何万人のボランティアが駆け付けるようになった。 

○なぜボランティアが必要なのか。災害の甚大化により地縁・血縁だけで完結できない。行政は

私有地の後片付けはできない。ボランティアは私有地に直接応援できる唯一の他人である。ボ

ランティアは被災者に寄り添いながら活動することが大事である。ボランティアは被災者を勇

気づけ、元気づけられる。日本の社会でボランティアの火を消してはいけない。行政ではでき



ない、ボランティアだからこそできる役割がある。 

○東日本大震災では、特に「足湯ボランティア」を大事にし、約 16,000 人に足湯を行った。避難

所の厳しい環境の中で行うと、被災者の方々が足湯を楽しまれた。被災者にどう声を掛けたら

よいか良い言葉が出てこないが、話をして少しでも落ち着いてもらうために活動してきた。足

湯を通じて、被災者の本音や不安を聞き、色々な活動をしている。 

○震災から３年経つが、被災地ではまだまだやることがたくさんある。年金暮らし等経済的に余

裕のない世帯など、仮設住宅に留まざるを得ない。４畳半２間の狭い仮設住宅に住んでいると

ストレスがたまる。避難所から仮設住宅に入ると、部屋の中の様子は分からないため、「孤独死」

が増えている。被災者が多いので回りきれないが、今は仮設住宅に残っている人達に声掛けを

行っている。 

○原発事故による「被害者」の問題は複雑である。放射能の影響が大きい 20 ㎞圏内の警戒区域は、

賠償金が出るが、21 ㎞以上の人はもらえない。これにより様々な「分断」を生み、同じ気持ち

になれない。この状況が現在も続いているので、覚えておいてほしい。ボランティアにできる

ことは、一人ひとりに寄り添い、絶望者を出さないことである。また時には、自浄作用の自覚

をさせることも必要になる。 

○ボランティア活動に参加の意向がある人は７割近くおり、ボランティアに期待している人は９

割いる。興味のある人はどんどん現場に行って、体験してほしい。 

○日本は災害大国である。津波対策は、とにかく逃げるしかない。釜石では津波の際に、小中学

校の生徒みんなで逃げて全員助かったという話がある。日頃の防災教育のおかげで、躊躇せず

に逃げることができたから助かった。ただし、釜石市民の全員が助かった訳ではなく、千人以

上亡くなっている。また、学校を休んでいた生徒は、家具で頭を打って亡くなったり、親と買

い物をしていたときに津波に流され、亡くなった。 

○阪神・淡路大震災では多くの人が家具・家屋の倒壊等による圧死・窒息死で亡くなり、ほとん

どの人が即死だった。寝室にタンスを置かないようにし、家族や友達にも確認してほしい。そ

して、もう一歩進んで、地域での助け合いに加わってほしい。被災直後は地域住民同士で助け

合わないといけない。救急車は人口３万人当たり１台しかなく、液状化した道や建物が倒壊し

ている道を通れないので、災害時は絶対に間に合わない。 

○地震で命を奪ったのは家や家財。津波は逃げるしかない。まずは、自分が死なないことである。

そのためには、家の耐震・家具の転倒防止、沿岸部の津波対策、隣近所の繋がりが大事。ただ

し、自分の命を投げ捨てて助けるのではなく、状況を判断しながら、助ける側に回ってほしい。

災害は自分の問題であり、普段からイメージして、できることから備えること。 

    

 



○２日間この講座を受けて、「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、開催時期、開催場所、対象、具体的内容をグループで話し合う。 

○各グループによる発表 

・学校周辺の危険な場所を調べてハザードマップ作成し、地域に配布する。 

・災害時に学校が避難所になった場合にどう対応するかついて話し合う。災害時の避難のデモン

ストレーション、避難者の誘導などを全校生徒と地域の人々を対象に行いたい。 

・防災マップづくり。小学校高学年も巻き込み、地域の自治会などと一緒に、実際に歩いたり、

危険個所などを話し合って地図に入れる。高齢者の多い地域では、自分たちが活躍できたらと

思う。 

・避難の実態。多くの人が助かるために、地域・学校合同防災訓練を行う。具体的には、避難経

路を確認する。 

・学校を避難所として最大限に生かす。冬の寒さ対策やプライバシーを守るためのパーテーショ

ンとして、段ボールや布を保管しておく。 

    


