
平成２８年度「高校生等防災パワーアップ講座」結果報告書 

             日 時 平成２８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１･２ 

             参加者 ２１名（県内高等学校生徒１８名・教師３名） 

実施概要 

 各学校から防災に関心のある高校生・教員２１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、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（木）   
 

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 

           岩楯 光司 
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』 

国立研究開発法人 
 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ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

           宍倉 正展 氏 

14:00～14:10 休憩  

14:10～16:00 グループワーク 
 『災害発生から３：３：３を考える  

防災ワークショップ』 

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（金）  
 

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 
 『東日本大震災体験談』 

 
宮本 英一 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（木）（１日目）〕 

 
 10:10～10:45 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 岩楯班長 

 
本日は主に２つのことをお話

したい。前半では、自然災害は怖

いものだと言うことを、皆さんに

認識していただきたい。後半では、

その災害にどのように備えれば

いいのか、お話したい。 

日本の周辺では４つのプレー

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です。 

元禄１６年に、千葉では元禄地

震という大きな地震がありまし

た。 

もっとも最近にあった地震は

熊本地震です。地震で直接被害に遭った方のほか、避難生活による精神的・身体的負担で亡くな

った方がとても多くなってしまいました。車の中で避難生活を送り、エコノミークラス症候群を

発症してしまった方などです。また、建物がたくさん倒壊しました。倒壊が起こると当然中にい

る人は危険にさらされます。みなさんも将来家を持った時には地震に強い建物を持つようにして

ほしいと思います。 

熊本城も崩れてしまった。南阿蘇村には千葉県からも派遣職員が行ったが、これは彼が撮った

写真。一見被害が少ないように見えるが、よく見ると一階部分がつぶれている。九州は地震が少

ない地域であり、耐震がしっかりしていなかったと言われている。 

続いて元禄地震は、３００年前に千葉県で起こった大地震です。津波の被害が大変多かった。

千葉県の被害は、古文書のほか、津波犠牲者を供養するための塔や墓碑、位牌などから推定する

ほかありません。津波は銚子市から九十九里沿岸、南房総市、館山市、鋸南町などの沿岸市町村

を襲いました。被害が特に大きかったのは、白子町・長生村・九十九里町などの九十九里沿岸で、

これらの地域では少なくとも 2,000 人以上が津波の犠牲になったと言われています。 

また、今から 11年前、皆さんまだ小さかった頃かと思いますが、東方沖地震がありました。死

者はいなかったが、負傷者が出て、エレベーターでの閉じこめが多く発生したという特徴があり

ます。１６時半という帰宅の時間帯の地震で、首都圏の交通が麻痺して帰宅困難者が大量に発生

しました。 

続いて、記憶に新しい、3月 11 日に発生しました東日本大震災。震源域は岩手県沖から茨城県

沖の広大な震源域で、マグニチュード 9.0 の巨大地震でした。東日本大震災は、地震自体の名称

は、東北地方太平洋沖地震と言います。これに伴う津波、原発事故も含めた被害を総称して、東

日本大震災と呼んでいます。東北で大変な被害を出した地震ですが、千葉県では震度６弱を成田・



印西で観測しています。 

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が発生しました。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、様々な被害がありました。 

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 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ます。 

また、災害は地震だけではありません。つい先日も台風が来ましたが、台風の被害もあります。

お住まいの地域が崖の下であったりしたら、特に台風を意識する必要があります。 

みなさんお住まいの地域の市町村では、自然災害が起きそうな時には、防災行政無線やＮＨＫ

等で見れるＬアラートを使うと、避難準備情報、避難勧告、避難指示などを知ることができます。 

避難準備情報は、足の悪い方等、避難に時間のかかる人が避難行動を開始していただくための

情報。そして、避難勧告が出ましたら、避難行動を始めてください。避難指示が出たら、必ず避

難して下さい。時間がない場合は、身を守るための最低限の行動を心がけてください。 

人間はだれでも、自分は大丈夫だと思ってしまい、危険を軽視してしまう傾向があります。危

険を過小評価すると、こうした勧告が出ても避難しない、非常ベルが鳴っても避難しない、とい

うことが起きる。これを「正常化の偏見」と呼びます。異常な事態に直面していながら、「大した

ことにはならないに違いない」「自分は大丈夫だろう」と思い込み、危険や脅威を軽視してしまう

ことです。 

ではどうしたらよいか。正常化の偏見を持っていると意識すること、危険情報に対し、意識的

に危機感を持つことが重要です。 

災害には地域性があります。自分が住んでいる地域の特性･災害履歴を把握しましょう。 

災害は、弱いところ・人・組織・地域・物に大きな被害を及ぼします。身のまわりの弱いとこ

ろはなんだろうか考えてみてください。また、災害は、人間によって変化します。人間が備えを

しっかりすると、被害を抑えることができる。自然現象自体は大きく変わっていない。自然の脅

威を理解し、油断しないことが重要です。 

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りました。災害は他人事ではない、自分達の問題です。Ｎ

ＴＴ災害用伝言ダイヤル１７１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ておきましょう。 

 

 

 
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ます。 



＜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。 

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。 

解説：ペットは同行避難が求められているが、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。近所の方とのお付き合いはとても助けになる。 

○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？」 

 ⇒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。 

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。 

解説：津波避難は一刻を争う。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。 

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」はありません。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。 

 

 

 

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』 

国立研究開発法人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 

 

私は大多喜で育ち、千葉大で

学び、大学院まではずっと千葉

で過ごした、生粋の千葉っ子で

す。千葉県の地震と津波につい

てもずっと研究していますので、

今日はそのことをお話しします。 
まず地震を表す単位には震度

とマグニチュードがあり、震度

は揺れの大きさを表します。 
ここで都道府県別の、有感地

震数ランキングを見てみましょ

う。 
2014 年は一位が茨城、二位が福島で、上位は東日本に偏っている事がわかります。2015 年も

顔ぶれは変わらず、東北・関東が多いですね。 
では、2016 年を見てみましょう。上位がほとんど九州の県でしめられており、ランキングが去

年までからは全く変わってしまったのがわかるでしょう。これは 4 月の熊本地震の影響です。 
このランキングを見ただけでも、日本では地震から逃れられる場所、ここに住めば安心という

場所はないということが、分かっていただけるかと思います。 
今は熊本県の余震の多さが目立ちますが、東北・関東もいまだに地震が多い。これは東日本大

震災をもたらした地震の余震がまだまだ続いている状態です。東北・関東はもともと地震が多い

場所なのです。 
このデータをもとに、誰でもできる地震予知についてお教えしましょう。今だったら、２週間

以内に熊本地方で震度３以上の地震が起こると言っておけば、間違いなく当たります。三か月以

内に、関東甲信越で震度５弱以上の地震が起こると言っても、大体当たるでしょう。 
週刊誌やテレビで騒がれる「地震予知が当たった」というのは、実はこの程度のものです。範

囲を広く、期間を長く取れば絶対外れません。たまに週刊誌で何月何日に大地震、という記事を

見ますが、日付指定の予知は現代の科学ではありえないので、信じてはいけません。地震雲や動



物の異常行動というものもあてになりません。可能性として地震との何らかの関連を否定はしな

いけれども、科学的に証明されておらず、ほとんどの情報が何か起こった時に後から騒がれるだ

けで、信じるには値しません。 
次に千葉県のここ十年以上のマグニチュード２以上の震源分布の地図と有感地震数の表を見て

ください。ここで勝浦市と横芝光町の 2 つを例に取りますと、震源の数は勝浦市が圧倒的に多い。

しかし、実際に揺れを感じた有感地震の回数で比較すると、横芝光町の方が 4 倍近く多い。 
勝浦市は地盤がよく、直下で地震があっても揺れにくいのですが、一方、横芝光町は地盤が緩

いので、直下で地震がなくても、周囲で起きた地震の影響で揺れやすいのです。地震予知はあて

になりませんが、地盤を調べれば事前にどこが揺れやすいところか、ということは知ることがで

きます。 
マグニチュードの大きさは、震源の断層の大きさと、ずれる量を表しています。 
マグニチュードが１上がれば、エネルギーは 31.6 倍、２つ上がれば約千倍のエネルギーになる。

地震は断層のある 1 点から破壊が始まって、平均約 3km/秒の速度で破壊が進みます。マグニチュ

ードの大きい地震は、断層の面積が大きいので破壊に時間がかかるから、揺れも長いということ

が言えます。巨大地震の特徴は、揺れの大きさよりも、長さなのです。 
もしみなさんが海のそばにいて、1 分以上の長い地震の揺れを感じたら、巨大地震の証拠なの

で、大きな津波が来ると思ってすぐに避難してください。 
東日本大震災の時の地震の揺れをみなさん覚えていますか。揺れが長かったなあ、という記憶

があるでしょう。あの地震では長さ 500km の断層が割れ、割れ終わるのに三分もかかったのです。 
 熊本地震と東北の地震は、タイプが違います。地震のタイプは大きく見て２種類あります。 
東北の地震は、プレートと呼ばれる岩盤の境界で起きています。海のプレートが陸のプレート

に沈み込んでひずみをためていき、限界になったら割れて、地震が起こる、これを海溝型地震と

いいます。プレートが跳ね返って動くことで海水が盛り上がり、津波が発生する。海溝型地震は

津波を伴います。 
熊本の地震は内陸の地震で、陸の中の活断層がずれ動いて生じます。上に海水がないので津波

は起こりません。でも活断層のそばでは大きな揺れに見舞われます。 
マグニチュードは、内陸の地震は最大８程度で、海溝型地震は理論上最大が１０と言われます。

マグニチュード１１となると、太平洋の周りの海溝全てが一斉にズレないと実現しないため、現

実的には 2011 年の東北地震が記録したマグニチュード９が最大の地震といっていいでしょう。 
千葉県の地震についてお話します。皆さん、やっぱり千葉県の自分の家が気になりますよね。 
地盤の状況を知って、どこが揺れやすいか知るのも重要ですが、過去にどんな地震が起きてい

たかを知るのも重要です。 
1703 年に発生した元禄関東地震は非常に大きな津波を伴い、千葉県に大きな被害をもたらしま

した。古文書の記録による推定では、九十九里浜地域の被害者は四千人以上です。人口自体が少

なかった当時の千葉県では、被害比率はとても高かったと思われます。九十九里浜の沿岸では、

現在でも当時の犠牲者を弔う津波供養碑が建っています。夏休み自由研究で訪れてみてもいいか

もしれません。 
鴨川市前原に、大昔に作られた標高 8ｍの津波避難丘があります。この地域は標高が低く、近

くに津波からすぐに逃げられる山がありません。この丘は、慶長津波（1605 年）の被害を教訓に、



逃げ場所として住民が作った丘と言われています。その約１００年後、元禄の津波の際、この丘

に逃れた人は助かったのです。これは過去の教訓が活きた例といえます。 
もし、元禄の津波が今の千葉県に来たらどうなるでしょう？ 震源に近い館山市や勝浦市など

は、揺れたのちすぐに津波が到達します。だからすぐに逃げることがとても重要なのです。 
元禄の地震や、1923 年大正の関東地震では、津波だけでなく、南房総で地盤が大きく隆起して

います。元禄の地震では最大 6m、大正では最大 2m、一気に隆起したと推定されます。 
南房総に行くと、現在でも地震のたびに隆起して土地が生まれた様子がはっきり分かる地形が

残されています。房総半島は地震の隆起でできた土地なのです。つまり地震は、災害だけではな

く、私たちに住む土地を与えてくれる恩恵もあるのです。  
地震・津波は自然現象であり、何百万年もの大昔からくり返し起きて、大地を作ってきた。災

害は、そこに人間が居ることで生じます。地震や津波は厄介なものですが、それはそこに住む私

たち人間の都合なのです。だから自然に対して謙虚になって暮らさなければいけません。 
熊本地震が活断層の地震だったので、千葉県にも活断層はあるのか、とよく聞かれます。 
千葉県にはいくつか活断層が推定されていますが、今のところは地震を起こす活断層である可

能性は低いという調査結果が出ています。しかし「今のところ」であり、一方で、そのほかにも

活断層がある可能性もあります。現時点では、そこまで心配しなくていいと思います。 
千葉県で注意すべき地震・津波について、今日の話をまとめると、「いつ」起こるか分かりませ

ん。じゃあどうしたらよいかというと、どこでどれくらいの地震が起こりうるかは事前に想定で

きるので、私たちはそれに対して備えるしかない。自分たちの住む地域の知識を得て、しっかり

備えること。家の耐震性を確認、家具の固定も十分に。津波の警報が来たらとにかく逃げる。ち

ゃんと知識を持って備えれば、地震も津波も怖くはありません。 
 

   

14:10～16:00 グループワーク『災害発生から３：３：３を考える 防災ワークショップ』 

災害救援ボランティア推進委員会 天寺純香氏 

 

いま千葉県で大地震が起こったら、自分の命を守れますか、あなたはどんな行動がとれます

か。私たちが大規模地震災害から身を守り生活を守るための備えとして、地震発生から３分・

３時間・３日間の行動をイメージして、行動できるようにしておくことが有効と言われていま

す。 

今日やるのは目黒巻という手法で、災害対応をイメージするためのトレーニングツールです。 

近い日に必ず皆さんが巻き込まれる「大規模地震」をイメージして、ワークショップ形式で、

地震が起きたときの自身の行動を考え、災害想像力を養い、見えてきたものを共有し、平時に

何ができるのかを考えたいと思います。 

 



〔グループ内で自己紹介〕 

 

今日の想定は、休日の午後

９時、自宅でお風呂に入って

いるというものです。 

大変な大揺れが来た。浴室

の明かりも消えた。あなたは

どのように行動しますか。ワ

ークシートに思いつく行動

を最低三つ書き出してくだ

さい。 

 〔作業〕 

書き出しましたか。では、次の揺れの映像を見てください。 

〔阪神・淡路大震災の激しい揺れの映像〕 

今のが震度７の揺れです。これを見たあと、皆さん、ただ今書き出した行動が本当に３分間

のなかでできるかどうか、最優先でやるべき事なのかどうか、考えてみてください。３分では

できなそうだと思った行動は、３０分の枠に移動しましょう。 

では次は、同じ作業を、３分から３時間までの間を想定して、やってみてください。その次

は、９時間から２４時間、翌日の行動をイメージしましょう。 

 〔各班の作業〕 

災害対応タイムテーブルを今日はやりましたが、皆さん自分が怪我をしている想定はなかな

かしなかったかと思います。 

発災直後は、まず身を守ることだけを考えよう。緊急地震速報は、現在かなり精度が高い。

しかし、直下地震では速報でも間に合わない可能性もある。まずは身を守ろう。 

最初の３分、まずは身を守り、同居家族へ声をかけ、余震に備え、火の始末と避難経路の確

保をする。できることは１，２つ程度です。あまり欲張らないこと。 

自分と家族のみの安全が確保できたら、近隣の火災・倒壊の有無を確認し、みんなで協力し

て確認行動を行って下さい。一件でも出火したら大変なことになります。消防隊は駆けつけて

くれないと思いましょう。阪神・淡路大震災での救助活動では、住民による救助・救出活動で

助かった人が約 9 割でした。救助隊に助けられた人は、わずか１．７％です。 

災害が起きて、怪我なく生きていればタイムテーブルに沿っていろんな事ができるでしょう。

しかし実際は、私たちにはそれほど多くのことはできないことを知っておいてください。  

でも、災害が起きる前、何も起きていない今、被害を減らすための対策はできるのではない

か。これを減災といいます。 

私たちが平時にしておけることは何でしょうか？「生きる」ためには何をどうしたらよいか、



「備える」は何を、どの程度、「関わる」は、誰と、どのようにして、考えて話し合って、書き

出してください。終わったら、班ごとに発表してください。 

 〔各班ごとの発表〕 

３：３：３の行動。最初の３分は自分と家族を守る、自助の時間帯。次の３時間は隣近所を

助け合う共助の時間帯で、次の３日間は地域で助け合う共助の時間帯です。地域力の強弱が明

確に現れるステージです。ここでいう「地域」とは市町村ではなく、もっと狭い、周辺自治会

単位が限度です。 

３日目以降が公助のステージですが、公平・公正、まずは公の領域に限ります。住民を直接

支援してくれるのはずっと後だと考えてください。 

災害が起きてしまったときに「ああすればよかった・・・」「こうしておけばよかった」と後

悔しないために、今日気づいたことを出来ることから取り組んでおくことが大切です。 

 

 

  



〔８月１９日（金）（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及び応急手当インストラクター 

 

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『東日本大震災体験談』 

宮本 英一 氏 

私は九十九里、旭市の飯岡

の下永井と言うところで津

波に遭いました。 

旭市は津波で多くの方が

なくなられましたが、亡くな

った方、未だに行方の分から

ない 2名は、八百屋のご夫婦、

ガソリンスタンドの職員、

等々、ほとんど私がよく知っ

ている方々でした。 

3月11日の地震が起きたと

き、私は車に乗って海岸道路

を走っていました。電線が大

きく揺れており、あまりに大きな揺れに不安になって車を止めました。地震が収まり家に帰る

と、家族はすぐに火を止めたと話をしていました。 

２：４６頃に地震が発生し、1 時間後に津波が来ました。警報が出て津波が来るまで、私は

海岸の堤防から海を眺めたり、区民館の前に行ったりしていました。堤防は私の家の真ん前に

ありましたが、私は津波がこの堤防を越えることはないだろうと考えており、避難をしません

でした。小学生の頃に南米のチリで起こった地震による津波が堤防を越えなかったこと、九十

九里浜は東北のリアス式海岸と異なり、津波の力が分散されるため大きな地震が来ない、とい

ったことが地域でいわれていたためもありました。 

最初の津波は堤防を越えなかったため、私はそれで安心し、海岸道路に打ち寄せられたゴミ

を掃除していました。 

しばらく海をみていたら、港の方から「大きい津波が来るぞ」と言いながら走ってくる人が

いて、それを聞いて私も、同じように堤防にいた人も、急いでその場を離れていきました。 

家に戻り妻に声をかけると、防災無線が「大津波警報・緊急避難」という放送を繰り返して

おり、私たちはただごとではないとようやく思いました。そのとき突然ばりばりと音がして、

津波が海岸道路の板塀を壊しながら襲ってきました。 

私たちはとっさに家の脇に隠れましたが、あっという間に津波の激しい流れに巻き込まれて

水中に沈みました。水はやや濁っていましたが真っ黒ではなく、わたしは水中で目を開けてい

ました。海水を飲みましたが、流されながら浮き上がりました。 

流されながら妻と励まし合い、家の脇から反対側の道路に押し出されました。道路での水深

は３ｍはあったと思います。 

屋根の残骸があったため、妻に声をかけて、必死にその屋根に上りました。妻もその上に登

ろうと何回も頑張りましたが、どうしても上ることができませんでした。私は次の津波への恐

怖もあり、とにかく急いで妻を引っ張り上げようと必死で、大声で励ましながら手を引きまし

たが、うまくいきませんでした。屋根の上から海岸方面を見るとシーンと静まり返っていて、



堤防いっぱいに海の水が溜まっているのが見えました。水面が街路灯の光に照らされて、かす

かに揺れていました。 

やがて水が減り、妻も屋根に這いあがることができ、私は安心しました。二人、屋根を伝っ

て、近くの民家の二階に避難しました。 

私のズボンのポケットに入っていた携帯電話には防水機能がついていて、通信ができる状態

でした。子供たちや市役所の元同僚からメールや電話がありました。流されたが皆無事である

こと、こちらは大変だから来なくてもよい、などを伝えました。しかし電池がだんだんなくな

り、携帯電話も使えなくなってしまいました。 

それからどのくらいたったのか、あまり記憶にありませんが、私たちは寒さに震えながらそ

の民家の二階で身を寄せ合っていました。 

しばらくすると、民家の前の道から「誰かいませんか、すぐに避難してください」という大

声が聞こえました。私は消防団の人たちだなと気づき、人が歩けるほど水が引いたのだなと判

断して、自宅に帰ることに決めました。 

どうにか自宅にたどりついて壊れた玄関を開けると、家の中はいろんなものが散乱して足の

踏み場もありませんでした。幸いにも二階は被害を受けておらず、私たちの部屋で眠りました。

大きな余震が何回もあり、そのたび家がギシギシ揺れて不安でしたが、どうせ死ぬなら我が家

でと覚悟を決めていました。とにかく寒かったのを覚えています。 

それからどのくらいたったのかわからないが、「おとうさん」という声がしました。「ここに

居ては駄目だよ、早く避難しなければ」それは息子でした。「船橋から来たのか？」「そうだよ、

早く避難所に行こう」 

息子は、私からの「流された、みんな無事」というメールを見て、ひとりで船橋から飯岡に

向かってきたとのことでした。なんでも夜の七時頃出て、飯岡についたのが二時ごろだったそ

うです。息子は泣きながら車を運転していたそうでした。飯岡について、何件の避難所を回っ

ても私たちが見つからず、家に探しに来たということです。 

私の母は津波の時に外出しており、近くの家の人に助けられ、手厚く介抱していただいてい

ました。息子の車で、母と、母を助けて下さった二人を乗せ、飯岡小学校の避難所に行きまし

た。その後、親戚の実家に避難しました。母は怪我をしていたため、救急車を呼ぶと、旭中央

病院に搬送いただきました。私と息子も救急車を追いかけて病院へ行き、母が無事入院、親戚

の家に帰ったころには、外は白々と明るくなってきていました。 

とても寒い朝でした。 

これが、私の家族が３月１１日に体験した津波です 

 

  



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 

 

私は、名古屋の災害救援 NPO で

活動しています。熊本地震が 4 月

に発生し、未だに 1000 人以上の人

が避難している。当法人からもス

タッフを常駐させており、私自身

も来週にまた熊本に行きます。 

大規模災害が起こり、例えば一

人暮らしの高齢者の家に土砂が大

量に入り込んでしまったらどうし

たらいいでしょう。昔は災害時に

は隣近所で片づけをした。地縁・

血縁の希薄になった今、それだけ

では対応できない時代となり、ボ

ランティア縁がこれに代わる役割

を果たしています。 

公平性を大切にする行政は、一人の家の中に行政が入って掃除してくれることはありません。

ボランティアは個人の民家を直接手助けできる唯一の他人です。 

熊本地震では、１０万人のボランティアが来てくれています。一つの災害に 10万人も助けに

来てくれたら、被災地は本当に助かります。 

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。この

お宅は高齢者夫婦で住んでおり、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た。福井の近くの大都市という

と、名古屋か京都になる。名古屋に応援要請が来て、私たちレスキューストックヤードが向か

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。御夫婦が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。 

泥だらけのタンスなど、「災害ごみ」と呼ばれてしまうが、持ち主にとってはけしてごみでは

ない。その気持ちを大切にするのがボランティアの精神です。 

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、畳を洗って乾かし、きれいになった家で、ご夫婦にお茶を

いただいた。きれいになってうれしい気持ちを、皆で共有できる、その喜びと達成感は、ボラ

ンティアの醍醐味です。おじいさんは、お茶を飲みながら、嬉しくて泣いてしまわれた。 

お二人とも、きれいになった家を見て、ここでやり直そうと思える。ボランティアは、復旧

作業そのものだけではなく、被害に遭った方が、もう一度何とかやっていこうという気持ちに



なる助けをすることもできるのです。 

皆さん方も、機会があれば、みな経験した方がいい。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。 

 

熊本地震の話をします。気象庁も、これだけ余震が多い地震は初めてだと言っているほど、

余震が多い地震です。 

私は阪神淡路大震災をきっかけに、当時勤めていた大学の学生と一緒にこの世界に飛び込ん

だ。その後二十年間ずっと災害ボランティアに従事してきたが、それだけ長年過ごしても、こ

んな余震の多い災害は初めて。 

被災者の気持ちになってみてください。こんなに余震が多くては、倒壊が怖くて家では眠れ

ないだろう。 

九州は台風銀座と呼ばれるほど台風が多く、家の瓦などは台風に備え丈夫にできている。そ

の瓦が落ちてしまい、熊本は一面ブルーシートである。ボランティアも瓦を積む手伝いはでき

ない。職人が積まなければいけないが、５年待ちだそう。いまだにブルーシートで覆ったまま

の家が何千件もある。 

また、熊本地震は、車中泊であったり、避難形態が多様すぎて、誰がどこにいるのか把握す

るのに我々ボランティアもとても時間がかかった。 

みなさん、指定の避難所というのは知っていますか。指定避難所はたいてい小中学校の体育

館ですが、屋根があるから、怖くていられないという人がいる。また、赤ん坊を抱えていると、

泣き声が皆に迷惑がかかると思って行きにくい。そうして車の中の生活を送る人が増える。 

熊本県は農業大国である。畑に水を上げないと作物が死んでしまうといって、畑のそばの納

屋にベニヤを打ち付けて住んでいる人もいた。 

また、私たちのいた避難所に脳性麻痺の子がいた。体育館で、床に毛布一つで横になってい

て、女の子なのにパーテーションも何もなかった。もちろん家族が対応しますが、それだけで

いいと思いますか？ 避難所の設置者は市町村だが、膨大な業務に追われている。学校の先生

は生徒の面倒が優先、授業もある。地域の人々が、困った人を助けてあげなければ、この方は

ますます困難な状況に追い込まれてしまいます。皆さんの立場で、こういう子たちに何ができ

ると思いますか。 

我々はすぐに行政に言って、この子は福祉避難所に入れるべきだと訴えた。今回、熊本地震

ではそれを理解している行政職員があまりにも少なかった。 

避難所暮らしをするのは家に帰れないからである。やがて仮設住宅に移り住む。仮設住宅は

夏本当に暑く、朝ご飯が昼には腐るような場所。そして冬は寒い。阪神淡路大震災では、仮設

住宅を 5年使った。 

存在しない隣人の騒音を幻聴で聞いたという住人がいる。またある人は朝からやることもな

くて飲んでいて、ある日訪問したら亡くなっていた。仮設住宅は孤立しやすく、そういう状況

に陥りやすい。皆さんのような若い人たちが行って、声をかけてあげれば、みなとても喜び、

元気を貰える。災害ボランティアは、土砂撤去だけではなく、こういう役割もとても重要。皆

さんも、卒業後、関心があったら、是非私に連絡してほしい。熊本地震は、皆さんが卒業した

頃も、まだ支援が必要な状態かもしれない。 



熊本地震は多くの課題を残しました。家庭に備えはあったのか、木造家屋は壊れるべくして

壊れたとか。 

皆さんペットはいますか。ペットは原則として避難所の中には入れません。災害が起こった

ときどうしますか。自分がどのような地域に住み、災害時何が起こるのか、ちゃんと把握して

おこう。救急車や消防車はすぐには来てくれないと思うこと。食料は自分で準備するのが防災

の基本。 

 

阪神淡路大震災の時、ある親子三人川の字で寝ていた家で、お父さんがタンスの下敷きにな

った。母と娘でひっぱったが抜けない。火が近づいてきて、お母さんはやむなく、娘を抱きか

かえて逃げた。これが、数字上は死者 1 の話。阪神淡路は死者 6 千人に上る。本当はそういう

ときは、空間を空ける必要がある、バール、のこぎり、ジャッキが命を救う三点セットといわ

れている。田舎だと、誰かスコップくらい持っているが、都会は誰もそんなもの持っていない。

自衛隊員は、阪神淡路大震災で、スコップが各家庭にあったらあと千人救えたと語った。 

そして大災害時、どこに誰がいるのか分かっているのは、やっぱりご近所さんです。宮城県

七ヶ浜での自宅で片付けをしていたら、「速く逃げろ、近所に体の動かない人はいないか」とい

う消防団の声に、ふと、13 年間自分一人では歩くこともできない一人暮らしのおばあさんの顔

を思い出し、消防団と訪問したら、おばあさんは一人で部屋でぶるぶるふるえていた、そして

消防団がおばあさんを負ぶって逃げて、3人とも無事だったという話があります。 

また、ある七ヶ浜に住んでいたダウン症の娘を持つ母親は、いつも娘を連れて地域で避難訓

練に参加していた。地震が来て、娘が一人留守番をしている時間だったにもかかわらず、家に

はいなくて必死で探していたが、避難訓練のときに避難場所として教えていた公園にいったら、

自分でちゃんと避難した娘がじっとそこで母親を待っていた。日頃の訓練が実を結んだ例です。 

 

[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＞ 

・防災ワークショップ後、実践的な能力を身につけるためのドッキリを行う。夏の暑い頃、外

で実施。あらかじめ決めておいた一人がいきなり倒れ、救命の行動を実際に行えるか試す。 

・文化祭という地域の人も参加する行事で防災行事を実施する。対象は文化祭来場者全体。各

教室など構内全体。簡易手当の講習、ハザードマップの掲示、クイズなど。 

・避難所運営訓練（教員班） 高校という場所を避難所として機能させることができるか。3

月 11日に、教員と生徒、地域住民参加可で実施。電気も水も使用せず、段ボール新聞紙を使

い、懐中電灯で動けるか、水を確保できるか、保健室の活用などを体験する。 

・校内スタンプラリー 開催場所は学校。心肺蘇生やＡＥＤの使い方、救助の仕方について学

ぶ。身近にある食べ物で非常食を作る。耐震マップを作る。 

・学校の総合の時間でハザードマップを作成する時間を作る。 

 


