
平成２７年度「高校生等防災パワーアップ講座」実施状況 

             日 時 平成２７年８月１８・１９日 10:00～16:00 

             場 所 千葉市ビジネス支援センター 会議室２･３ 

             参加者 ３４名（県内高等学校生徒２６名・教師８名） 

実施概要 

 各学校から防災に関心のある高校生・教員３４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〕 ８月１８日（火）   
 

時 間 演   題 講 演 者 

10:00～10:10 
10:10～11:00 

 
 
 

11:10～12:00 
 

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 
千葉県 

防災危機管理部防災政策課 
地域防災力向上班 

           松上 佐和子 

12:00～13:00 （昼休憩）  

13:00～14:00 講義 
『千葉県で起こる地震・津波を 

理解して，将来に備える』 

慶應義塾大学 
 准教授  大木 聖子 氏 

14:00～14:10 休憩  

14:10～16:00 グループワーク 
『DIG をやってみよう！』 

災害救援ボランティア推進委員会  
天寺 純香 氏 

〔２日目〕 ８月１９日（水）  
 

時 間 演   題 講 演 者 

～10:00 （更衣）  

10:00～12:00 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 
 『早めの避難にまさる防災なし』 

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 
 

 



 

〔８月１８日（火）（１日目）〕 

 
 9:10～10:45 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 

 
日本の周辺では４つのﾌﾟﾚｰﾄが重

なり合っており、日本は大変地震が

起きやすい地域。 

千葉県では、1700 年に元禄地震

という極めて大きな地震が起きて

いる。この時の津波は、銚子から九

十九里沿岸、鋸南町までを襲ってお

り、二千人以上が津波の犠牲になっ

たといわれている。県内各地に、元

禄地震の際にここまで波が来たこ

とを示す標識が立っている。 

1987 年には千葉県東方沖地震が

起こった。県内最大震度は５。マグニチュード 6.7 と言う地震規模の割には、被害が大きかっ

たといわれており、死者２名、１００名を超える重軽傷があった。瓦落下・塀の倒壊が多く発

生し、市原市の埋め立て地を中心に液状化も発生した。 

平成１７年には県北西部を震源とする地震が発生した。エレベーターへの閉じ込めが首都圏

47 件発生し、通報から救出までの間 170 分閉じ込められた。古いビルでは、地震で一旦エレベ

ーターが最寄階で自動的に止まった際に、降りることを促すアナウンスがないエレベーターが

多く、その後しばらくすると扉が閉まり開かなくなってしまうのだが、知らずに乗ったままの

人が閉じ込められてしまう。皆さんも、エレベーターが急に意図しない階で止まったら、必ず

降りるようにしてください。エレベーターに乗っていると地震の揺れは気付かないこともある。 

東北地方太平洋沖地震、いわゆる東日本大震災は、ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 9.0 の地震で、千葉県では震度

６弱を成田・印西で観測した。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。津波は銚子市からいすみ市にかけて来襲し、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ﾋﾞﾅｰﾄ火災も発生した。さらに、約 52 万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」、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ「東日本大震災の概要」を作成し、学校等へ配布している。 

海水浴場などには、津波が来たらどこへ逃げればいいか、案内看板が立っている。海に遊び

に行くときは、必ず避難経路・避難場所を確認して遊ぶようしてください。津波は繰り返し襲

ってくる。一回目の波が最大とは限らない。地震が起きて２時間後でも、大きな津波は襲って

くる。注意報・警報が解除されるまでは決して海に近づかないこと。 

最近の台風・大雨は、短時間でどっと降って水かさが増す。早め早めに避難する必要がある。 

災害には地域性があり、千葉県でも、海沿い、山間部、都市部では、色々と状況が違う。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。 

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

夫と思うのが人間の心理。自分が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％が自力で脱出した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った。災害は他人事ではない、自分達の問題。 

普段から備え、小さいことから積み重ねていくことが大切。普段から枕元にスリッパ、出来

れば靴をおいてほしい。地震が起こると、床一面ガラスの破片でいっぱいになる。近眼の方は

昔の眼鏡を予備として別の場所に取っておくといい。また、保存のきく備蓄より先に、停電で

止まった冷蔵庫の中のものから忘れずに食べるようにしよう。ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル１７

１は固定電話専用で、携帯電話は別にサービスがあるので、契約している携帯電話会社で確認

しよう。 

 
10:55～11:50 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 松上副主査 

 

「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。 

＜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？」 

  ⇒受講者各自で意見を決めた後、受講者が順番にグループ内で意見を発表。 

講師解説：非常用持出品について解説。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。 

○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？」 

 ⇒受講者各自で意見を決めた後、受講者が順番にグループ内で意見を発表。 

講師解説：ペットを飼っていれば日常でも発生する御近所との軋轢が、避難所では比較になら

ないほど増幅される。近所の方とのお付き合いが重要であり、また災害時にどうす



るか、日頃から考え準備しておくことが大切。 

○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？」 

 ⇒受講者各自で意見を決めた後、受講者が順番にグループ内で意見を発表。 

講師解説：転倒防止対策は非常に重要。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。家に帰ったら、部屋の家具を確認してほしい。 

○第４問「地震による津波が最短 10 分でくるとされる集落に住んでいる。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？」 

 ⇒受講者各自で意見を決めた後、受講者が順番にグループ内で意見を発表。 

講師解説：難しい質問。まず津波避難は一刻を争うことを説明したあと、近所に設問のよう

な気になる方がいるときは、普段から、災害時にその方は誰の助けでどう逃げる

ことになっているのか気にして欲しい。 

○第５問「被災から数時間。避難所には 3000 人が避難しているとのたしかな情報が得られた。現

時点で確保できた食料は 2000 食。以降の見通しは、今のところなし。まず 2000 食を配る？」 

 ⇒受講者各自で意見を決めた後、受講者が順番にグループ内で意見を発表。 

講師解説：どちらを選んでも課題はある。行政主導の避難所より、住民がリーダーを努める避

難所の方が、こうした判断に苦情は出にくい。 

本日あげたような課題には「正解」はない。しかし、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で、日常から出来ることがたくさんあることが分かってきます。この

ゲームは防災政策課で一式貸し出していますので、ぜひご利用ください。 

 

11:50～12:00 「未来につたえ、つなぐ～東日本大震災 千葉県の記録～」視聴 

 

 

13:00～14:00 講義『千葉県で起こる地震・津波を理解して将来に備える』 

慶應義塾大学環境情報学部  大木 聖子 

 

地震が起きた時に知っておい

てほしい三つのポイントを、今

日は皆さんにお伝えしたい。 

日本は非常に地震が多い地域

であり、北海道から沖縄まで、

どこであっても地震は起こる。

違いは、自分が備えるか備えな

いか。マグニチュード８や９の



地震はプレート際で起きるが、マグニチュード７程度の地震は日本中どこでも起きることを、

知っておいて下さい。 

地震学は１００年前に、日本で世界最初に発生した。そして、地下で岩が割れることが地震

の正体であるとわかった。阪神淡路大震災では、淡路島から芦屋まで地面が割れた。千葉で同

じだけの地震が起これば、千葉市から勝浦・鴨川まで割れることになる。これがマグニチュー

ド７の地震。「マグニチュード」は地震学者が地面の割れる面積を計算して出している、地震が

発する力の強さを表した数字。関東大震災はマグニチュード８で、面積は房総半島から神奈川

までを覆う。そして、東日本大震災の面積はというと、実に、盛岡から銚子までに到達する。 

そこで「ポイント１、マグニチュードの大きさは震源域の大きさで決まるということ」 

「ポイント２ 震度６以上が２，３県にまたがっていれば、マグニチュード８クラスの地震」

これを覚えていれば、テレビの最初の各地の震度情報だけで、地震の大きさを予想して、津波

に注意することができる。 

しかし肝心の被害の大きい地域は停電でテレビも映らず震度情報も入らない。そういう場合

はどうすればよいか。地面が割れる速度はどんな地震でも同じで、１秒間に３キロ先まで割れ

ていく。関東大震災の大きさなら１分、東日本大震災なら割れ終わるまで３分かかる。なので、

揺れが１分続いたら関東大震災が起こったと思って、３分続いたら東日本大震災クラスの地震

が来たと思って、相当高いところに逃げてください。 

「ポイント３ 沿岸で一分以上強い揺れが続いたら高台へ避難してほしい」 

実は東日本大震災の時点で、大地震が５００年から８００年の間隔で発生していることが地

質学によりわかっており、最後に起きたのが１５世紀とすると、次にいつ起きてもおかしくな

かった。２０１１年４月に、政府の公式見解として、これまでよりも大きな津波に気をつけよ

うと発表する予定だった。その三週間前に東日本大震災が発生してしまった。 

東日本大震災の津波は 10m という規模だが、50cm の津波でも立っていられる大人はまずいな

い。地震が起きたらすぐに逃げること。遠くへ逃げなくてもいい、高いビルに逃げること。 

災害に備えてできることとはなにか。知識をつけても、実際に行動しなかったら、何もして

いないのと一緒。実際に行動するところまでやってください。 

阪神大震災では 6400 人が亡くなった。その８８パーセントは家具の転倒や家の倒壊による圧

死であり、もし耐震強度が問題ない家に住み、家具がしっかり固定されればその方々は生きて

いた。もう１０パーセントの死因は火災。そして火災で亡くなったことの背景には、家や家具

に挟まれて逃げられなかったものが含まれる。残りの２パーセントは避難所が寒かったなどの

関連死。つまり、死者は対策でゼロに出来るということ。外国はマグニチュード５の地震で死

者が出るが、日本はマグニチュード５の地震では人は死なない。いつか、日本でマグニチュー

ド７の地震が来ても人が死ななくなる日が来ることを望んでいる。 

かつては、地震が起きたら火を消せなどと言われていたが、いまは揺れるとコンロの火は自

動的に消える。防災の分野では、ご両親の知識よりも、皆さんの知識のほうが進んでいる。皆

さんがご家族に正しい知識を教えてあげよう。家具に突っ張り棒をして下に何かを挟むことで、

壁に打ちつけたのと同じくらいの強度になる。転倒を完全には防げなくても、避難する時間が

稼げればいい。また、建築基準が変わった 1981 年より前に作られた家でも、耐震補強すれば倒

壊は防げる。次の地震がどこで起こるかは分からないが、亡くなる人は、地震対策をしない人

ともうわかっている。1981年以前に建てられた家に住んでいる人は、耐震診断をしてください。 



この写真は館山の海岸段丘。元禄の地震、関東大震災で隆起した地面を見ることができる。

千葉県は、世界的にも最も速いスピードで地面が隆起していく場所。私の夫の宍倉は大多喜の

生まれで、千葉県は地震で発生した地域、千葉県は地震の恩恵が目に見える珍しい地域である

と語っている。災害は、人がいて、家族や学校があるから起きること。人は自然現象を受け止

めきれるうちは恵みと呼び、受け止めきれなくなったら災害と呼ぶ。私たちのほうが変わるこ

とで、災害を恵みに変えることができる。 

No worries,if prepare！ 備えあれば憂いなし、で締めたいと思います。 

    

 

 

14:10～16:00 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 

「敵を知り己を知れば百戦危

うからず」は孫子の言葉。この

場合敵は「災害」。災害をよく知

ることがとても大切。 

本日実施するのはＤＩＧ（災

害図上訓練）というもの。図上

訓練は総称で、ＦＩＧ（火災想

像ゲーム）、ＨＵＧ（避難所運営

ゲーム）などがある。 

今回のＤＩＧは地図を使って

地域を知るという手法で、想像

が一つのキーワード。イメージ

トレーニングとして、セブンイ

レブンの正面にある正面玄関入ってすぐの看板を書いてみよう。 

＜演習＞ 

意外と描けないものだと思う。普段目にしているものでも意外と覚えていないもの。 

今日は大きな地図を全員で囲み、災害のイメージトレーニングをする。地図に情報を落とし、

議論しながら進める。本日は千葉市内の地図を使用するが、本来は地元で、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ものです。 

   

〔グループワーク〕 

千葉市中央区の地図に、鉄道、主要道路、路地、河川・池・プール等、公園・学校等のオー

プンスペース、鉄筋コンクリートの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。また、防災

倉庫など防災に有益な施設、そして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。 

作成された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。 

＜グループ発表＞ 

 ・建物が多くて倒壊の危険がある。病院が多いので助かる人も多くなる。 

 ・コンビニが多いので食料調達に便利。 

 ・公園が多いので避難場所になる。 

 ・学校などの避難場所が多い。川の近くに住宅地があるので、氾濫したら危険。 

 ・建物が多く、火災が起きたら大変。住宅密集地が多く、道が細いので、火災発生時は消防車

等が入りにくい。 

 ・プラスの要素は、病院、緑地、巨大建造物が多い。水運がある。マイナスの要素は、高架線

が落下したら道路が寸断されるのではないか。エレベーターへの封じ込めも大量発生しそう。 

 

コンビニがあると食料調達に良いという意見があったが、物流がストップしたらコンビニのも

のはすぐになくなる。最近コンビニには在庫を置かなくなっている。 

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、災害が発

生し鉄道が止まると帰宅困難者が発生する。 

各市町村は災害を想定して、揺れやすさマップ、液状化マップなどを作っている。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、やはりこの地域は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。 

ＤＩＧは本来、同じ地域に住んでいる人達でのイメージトレーニングで使うものなので、是

非学校に戻ったら、自分の学校や自宅がどういう所にあるのか、地図に落とし込んでほしい。 

災害想像力を身に付けてもらいたい。これから来る災害は誰も経験したことのない災害。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。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

くことがとても大切である。 

  



〔８月１９日（水）（２日目）〕 

 
10:00～12:00 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５名 

 

○班別に分かれ、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。 

 

〔救命措置の流れ〕 

① 周囲の安全を確認する。 

② 傷病者の反応があるか

を確認する。（大丈夫ですか

と呼びかけ、肩をたたく。） 

③ 反応がなければ、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 普段どおりの呼吸がなければ、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（一回約一秒かけて胸が上がる程度に、２回続けて吹き込む） 

※人工呼吸ができないか、ためらわれる場合は胸骨圧迫のみを続ける。 

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、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。）、包帯の巻き方など

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。 

    

   

  

 



13:00～14:00 講義『早めの避難にまさる防災なし』 

いいおか津波語り継ぐ会 仲條会長 

 

我が家は、飯岡小学校の

下、堤防から５０メートル

くらいのところにある。津

波が来て、寝たきりの母が

介護ベッドごと浮き上がり、

何時間もずっと浮いていた。

消防が助けに来てくれたが、

なかなか助け出されず、午

後２時４６分に地震が発生

したのだが、午後８時４５

分ごろにようやく助けてい

ただいた。 

その時救助に来てくれた

消防士の父は私の友達で、その方も最初の 2時 46分の地震のとき、警戒をして海を見に行った

ら、5m くらいの第一波がドーンと来て、命からがら避難した。その後、母の救護に駆けつけて

くれた。 

自助、共助とは言うが、自分の感覚だと、自助、近助と言ういい方が近い。助け合いが大事。

浜田市の方で話をしたときに聞いた話では、阪神大震災の時、消防署や役所が駆け付けること

が出来たケースは 44 パーセントにすぎないそうである。訓練とは違う。 

飯岡のある夫婦は、お爺ちゃんお婆ちゃんを高台に避難させて、そのあと一旦お店の方に戻

って、それから逃げようと思って乗ったワゴンは浮いてしまい、その後手に手を取って逃げた

が、夫婦で亡くなってしまった。最初におじいちゃんおばあちゃんを避難させたときにそのま

までいれば、助かった。 

鴨居、天井から 4,50 センチのすきまで呼吸が出来て助かった、と言った人もいた。 

最初の津波ののち、午後４時前後の津波は堤防を越えなかった。それで収まったのかな、大

丈夫かなと、多くの人が家に戻った。亡くなった方はおもに 80、90 等の方。外気温が 3、5 度

の世界、寒くて避難するにも何か着ていかなければならない、何を着ていくかの判断も年を取

っていれば遅くなる。そういった方々が、その次の午後５時２５分の津波で亡くなった。 

こういうと飯岡の人が避難しなかったかのようだが、大半の方はもう避難していた。かつて

千葉では元禄地震という大地震があり、千葉県で大勢亡くなっている。飯岡も旭も、その災害

を想定して訓練をしていた。それでほとんどの方は避難したんだけど、本当にそういう波が来

るのは想定外というか、これまでの経験で、遠浅のところは、意外と大丈夫だろうなという感

覚があった。 

家族は避難しても、お父さんが家に一人で残っていた、という状況もよくあった。それで１

階にいた場合はほとんど亡くなった。飯岡では２階に逃げれば助かったのだが、なかなかパニ

ックになるとそうはいかなかった。 

その後、私は飯岡小学校に避難したが、油を手に入れるのに長蛇の列で並んだりした。水が



不足して、一番高かった時にはペットボトルの水が 178 円した。ペットボトルも、水そのもの

もあったのだが、遠くの工場で作っているペットボトルのキャップが不足して、増産できなか

ったらしい、などといううわさも聞いた。私などは着のみ着のままで避難所に来たから不安で、

長蛇の列に並んで買い占めようとしてしまった。実際は毎日少しずつ入ってくるから大丈夫だ

ったのだが、人は悪い話ばかり信じてしまう。 

奪い合えば足りなくなる、譲り合えば足りるとはいうが、その時は、情報がないために、奪

い合って足りなくなると言う状況に陥ってしまった。そうならないためには、正確な情報がと

ても大切。 

飯岡には多い日で一日に１８００人ものボランティアが来てくれたのだけれども、現場が確

認できないと行政から現地に入る了解が出ない。個人で動くより、自治会なりの地区で、代表

に状況を集めて、伝えに行ってもらうとよい。 

ある知人は、夫の葬儀の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。被災者に大丈夫かという声かけはよくないとは言うけれども、それでも大丈夫か

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が大切。 

最近では、今後 30 年内外に、75 パーセントの確率で地震が起こるだろうと言われている。

そういう状況。予報は予想でしかないが。 

早めの避難に勝る防災はない。飯岡で起こった想定外はあまりにも悲しい。避難をして、災

害が起こらなくてよかったね、という想定外を選んでほしい。 

    

 

14:10～16:00 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、確実に地震が来る。

その災害を生き残れる人に

育ってほしい。 

野田市の人口１５万人で、

消防車は何台くらいあると

思うか。２０台？ おそらく

５，６台しかない。だいたい、

３万人に１台と決まっている。大規模災害時には、とても手が回らない。ボランティアも、被

害直後には入れない。自分たちでやるしかない。 

神戸でかつて大きな地震があったことは皆聞いたことあるかと思う。膨大なボランティアが

復興を助け、阪神淡路大震災の年はボランティア元年と呼ばれる。その後、当然のように被災



地ではボランティアセンターが設置され、何千人と言うボランティアが入ることになった。 

昔は地縁血縁が非常に豊かで、災害時にはご近所で片づけをした。しかし最近は災害の規模

が全然違うし、若い人が地域におらず、自分の家でも手一杯なのに隣近所の面倒まで見れない、

といった状況になってきた。そんな中で行政が災害救援の柱になっているが、行政は私有地に

は入れない。公共の施設などは、時間がかかってもきっちり行政は直してくれる。しかし、一

人の家の中に行政が入って掃除してくれるということはあり得ない。ボランティアは私有地に

入れる唯一の他人。 

スライドを観て欲しい。福井の土石流の被災家屋だが、土砂がいっぱいに入っている。ここ

のお宅は高齢者夫婦だけで住んでおり、片づけは不可能として一旦は家を諦めた。 

このお宅の御近所が、福井のボランティアセンターに連絡し、人出が足りないということで

要請が来て、私たちが向かった。ボランティアもいきなり現地には入れない。仲介がとても大

切。地域の民生委員、お寺、地域の人の仲介で、現地に入ることになる。御夫婦はボランティ

アなんて人種に会ったのは初めてで、いったんは諦めた我が家の土砂を取り除くことを説得し、

２０日くらいかけて土砂を取り除いた。 

箪笥を庭まで持ってきて、少し洗って、了解を貰って背中を割って、家の人にどう処分する

か聞いていく。すると思い出話が始まり、それを我々が聞く。そういった丁寧な作業の中で、

会話が弾むようになる。家の方と話すときはペースダウンして、ゆっくり作業を進める。家に

たまった土砂を庭に出して、きれいになった家でおじいさんがお茶を飲んでいると、嬉しくて

泣いてしまわれた。ボランティアは、復旧作業そのものだけではなく、その人がもう一度何と

かやっていこうという気持ちになる助けをするのが目的。 

ボランティアは義務ではないが、みなぜひ行った方がいい。世界観が変わる。人のために働

くということに、ぜひ率先して皆さんにかかわっていただきたい。 

東日本大震災の話。私たちは様々な活動をしたが、そのひとつに足湯と言うのを行った。 

建物の出入り口に「足湯どうぞ」と看板をつけたら、皆さん喜んではいってくる。足湯は   

１０分くらいだが、人間気持ちよくなると話をしたくなってくる。そうするとポツリポツリと

話をしてくれる。私たちはつぶやきと呼んでいるが。 

中学の卒業式の日に災害が起こった子が、家に帰ったら家が何もなかった。皆さんならどう

こういう友達に声をかけてあげるか。私たちもかけることばがなかった。 

陸前高田で、家ごと流されている屋根の上に小学生が泣きながら助けてと泣いていたが、助

けになんか行けなかった、あの子はあの後どうしているだろうか。そういう深刻な体験を わ

れわれはとにかく聞こうと努めた。 
四年半が過ぎ、風景は変わったが、人の心は４年くらいでは変わらない。この資料には先月

の足湯の声が書いてある。参考として欲しい。 

被災後は建物を建てるのを禁止された区域があるので、多くの人は高台に移転したため、今

岩手などは土地の値段がとても上がっている。経済的に余力のある層は引っ越していき、仮設

住宅に残されるのは経済的に弱い高齢者である。ローンは６０歳の人は組めない。 

私たちは炊き出しをやるが、復興の妨げになるというので、断る地域もある。しかし、毎日

食事を作ってもらったらそれは人がダメになるが、たまには御馳走になってみんなで一緒に食

事をすることが大切だと私は考えている。理解してもらっている地域には実施している。 

被災者の孤独死の割合は３年目が一番高い。一人暮らしのおばあちゃんが、仮設住宅の中で



ポツンと暮らしている。また、２年後に炊き出しをやるころに、このおばあちゃんたちがまだ

いる様子が目に浮かぶ。そういう人たちへのおせっかいがこの社会には必要なのではないか。 

仮設住宅から、恒久的な高齢住宅への移設が進んでいるが、心配な問題は変わらない。気仙

沼に行くと住宅が建っている。おばあちゃんたちはボタンのたくさんある風呂に入ったことが

ない。二重ロックの鍵が開けられず、助けを呼んだ事例がある。インターホンの使い方がわか

らず、民生委員の訪問にやり過ごされた人もいる。あれだけつらい思いをした人たちのその後

がこんなことでいいのか、われわれ市民社会に突き付けられた課題であると考えている。 

さらに深刻な課題が原発の被災者。福島第一原発から漏れ出た放射能は千葉にも飛散してい

る。千葉全体が危険かと言うとそうでもない、ホットスポットは限定的だから、一概には言え

ないが、現地でいろんな分断が生じていることは知っておいて欲しい。 

福島第一原発から二十キロ圏内の人には、東京電力が賠償金を一人月に十万円払っている。 

いわき市は、二十キロ圏外。津波の被害もあったから、仮設住宅で暮らしている。しかし、

いわき市で被災された方に同様の賠償金はない。つまり同じ仮設住宅でも、貰っている人貰っ

ていない人という差が出て、分断が発生している。 

被災者が流入したいわき市は、市民病院が大変な混雑をしている。病院に、被災者帰れとい

う落書きがあったりする。こんな嫌な問題が起こっている。 

皆さんも将来家族が出来る。出荷停止が解除になったとして、次の日に、皆さん自分の子ど

もに牛乳飲ませるか。飲ませる人飲ませない人いるだろう。ある子は、親に言われて牛乳飲ま

ず、そのクラスでは飲まなかったのはその子だけで、友達になぜかと聞かれて、結局飲んで、

うちに帰って牛乳を飲んだと言って泣いた。それでその家族は地縁を捨てて引っ越した。 

愛知県には福島から１０００人以上避難しておられるが、全部で１００万人が避難している

と言われている。登録して避難するわけではなし正確にはわからない。 

これまで多くの被災地に携わっているが、実際の災害現場では、行政は来てくれない。地域

同士助け合うしかない。神戸で命が助かった３点セットは、バール、のこぎり、ジャッキと言

われている。自衛隊は、各家庭にスコップがあればあと１０００人救えた、なんてことを言っ

ている。そんな知識は各家庭にはない。神戸のある家庭で、お父さんが倒壊した家に埋まった

まま火が迫ってきて、お父さんは自分の足を包丁で切って出してくれと言うが、そんなことは

できず、助けを求める父親を残して母親は子どもを抱えて逃げた。ちょっと箪笥が固定してあ

れば、そのお父さんは亡くならなかった。 

家を耐震化し、箪笥の前で寝ないこと。地震はいつ来るかわからない。家族を耐震について

説得し、家具を固定してほしい。皆さんが今後自分の家を建てる場合、頭の片隅に入れて欲し

い。そして助かる人が多いほど、その地域ごと助かる。自分の命を守る。そのあと助ける側に

参加してほしい。 

  



[グループワーク] 

「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。 

 

＜グループ発表＞ 

・ 「一日避難所体験」地域の

避難所で、学校の体育館を

使って、実際に避難所に起

きたことをシミュレーショ

ンする。対象は地域の人々

で、電気は使えないという想定で、夜ごはんは非常食、毛布を配って泊まる。 

・ 災害時の家族の家族の連絡先を学校に提出する。第二候補の避難場所を設定しておく。講習

会などを開催し意識啓発を行う。 

・ 「レッツゴー東北」実際に東北に行って文化を見て学んでいく。 

・ 家具の固定と避難場所の確認。 

・ 非常食を実際に食べてみる。 

※教員班 

・ 「転倒防止講座」期末テスト後に、生徒及び希望する保護者に対し、阪神大震災から学ぶ教訓

ということで、今日の栗田先生のお話などを紹介しながら、家具の固定を訴える。 

・ 通学路の帰宅時間は学校管理下だが、教員の目が行き届かない。「通学路の安全確保」がテー

マ。学校で災害に見舞われた時の対応、高校生に自覚して行動してもらうため、ＬＨＲにＤ

ＩＧを活用しフィールドワークを実施。通学路の安全・避難可能な場所の確認をする。 
 
 


