
平成２９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２９年８月２１・２２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 ５０名（県内高等学校生徒４０名・教師１０名） 

実施概要 

 各学校から防災に関心のある高校生・教員５０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２１日（月）   
 

時 間 演   題 講 演 者 

10:00～10:10 
10:10～11:00 

 
 
 

11:10～12:00 
 

開会あいさつ、諸注意等 
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 

           尾崎 正樹 

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２２日（火）  
 

時 間 演   題 講 演 者 

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 
 

 

グループワーク 
『「災害ボランティア」「共助」について』 

 

認定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２１日（月）（１日目）〕 

 
10:10～11:00 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 

 
この講義では、前半で、災害にはどのようなものがあるのかについて振り返り、後半では災害

への備えについてお話しします。 
まずは地震についてです。日本は地震大国であり、マグニチュード６．０以上の地震に限れば、

全世界で２０％が日本で発生しています。明治以降の日本で、１００人以上の死者・行方不明者

を出した地震を一覧で見ていきますと、1940 年代は第二次世界大戦のただ中で、太平洋戦争が 

始まって終わる激動の年代ですが、地震の活動期でもあり、4 年連続で 1,000 人を超す被害が  

発生しています。その後、1948 年の福井地震を最後に死者 4 桁を出す地震は 50 年も起きて   

いませんでした。その後、平成７年には、兵庫県南部地震による阪神・淡路大震災により 6 千人

以上の方が亡くなったり、行方不明となり、戦後最大の災害と呼ばれました。そして、平成２３

年には東日本大震災が発生し、この記録を塗り替えてしまいました。昨年は熊本地震があり、  

現在は日本全国どこで巨大地震が発生してもおかしくない状況です。 
震度とマグニチュードについて説明します。震度は揺れの大きさ、マグニチュードは地震の力

の大きさを表すものです。電球などの明かりが、近いところは明るく、遠いところは暗いのと  

同じように、マグニチュードが大きくても震源が遠いと揺れは小さくなります。 
県の西部防災センターでは、東日本大震災などと同じ揺れの体験ができる地震体験室があり 

ます。夏休みでもありますし、是非皆さん一度訪問し体験してみてください。 
過去の地震災害について見ていきます。まず、平成２８年４月に発生した熊本地震です。一連

の地震活動で震度７が２回発生したのは国内で初めてのことであり、九州地方で震度７の地震が

観測されたことも初めてのことでした。強い揺れでの家屋倒壊や土砂災害のほか、余震の長さが

特徴です。千葉県の職員も支援に行きました。 
次に、兵庫県南部地震による阪神淡路大震災です。「兵庫県南部地震」は、気象庁がつけた地震

そのものを指す正式名称です。その地震が引き起こした被害を総称したものが、「阪神淡路大震災」

です。阪神淡路大震災は、家屋倒壊が大変な被害を引き起こした災害で、高速道路の橋げたが  

完全に横倒しになったりしました。 
続いて、千葉県で起きた大地震についてお話します。元禄地震は、江戸時代の地震で、九十九

里沿岸を津波が襲い、２千人以上の被害を出した大地震です。この他、千葉県では、がけ崩れ等

で死者をだした約 30 年前の東方沖地震や、エレベーターの閉じ込めが大量発生した平成１７年

の千葉県北西部を震源とする地震などがあります。 
そして最後に、平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震、東日本大震災に   

ついてお話します。マグニチュード９．０は国内観測史上最大です。震源域は岩手県沖から茨城

県沖まで、これまでお話ししたほかの巨大地震とは比較にならないほど広範で、揺れが収まる  

まで３分を要しました。 
東北地方太平洋沖地震は東北地方で大変大きな被害を起こした地震ですが、千葉県でも大きな

被害がありました。地震当日、千葉県では、埋立地で大規模な液状化が発生しました。浦安の   



液状化が有名ですが、利根川沿いの我孫子市や香取市でも数多く被害を出しました。また、   

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 万人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。そして、   

大きな津波が銚子市からいすみ市にかけて来襲し、多くの方が亡くなりました。 

津波について覚えておいていただきたいのは、津波は何度も繰り返し来るということです。 

第一波が去っても安心せず、警報が出ているうちは、避難を続けることが非常に大切です。 
千葉県の東日本大震災での被害の様子は、「東日本大震災の記録」という冊子を県が刊行して 

おり、また映像にまとめた「未来に伝え、つなぐ」ＤＶＤを作成しています。どちらもホーム   

ページで見ていただけるので、是非ご覧ください。 
千葉県では、地域によって極めて様々な災害特性があります。昨年 9 月に作成して配布しま  

した「ちば地震防災ガイド」は、県内を５つの地域に分けて、地域ごとに災害リスクとその対策

がまとめられています。また、昨年５月には、「千葉県地震被害想定調査」というものを発表しま  

した。この調査では２つの地震による被害を想定しています。１つは、県内被害が大きくなる  

千葉県北西部直下地震、もう１つは、東日本大震災による割れ残りで発生したことを想定した  

ものですが、これらは、今後発生しやすい地震の場所ということではありません。 
ここまで地震についてお話ししてきましたが、最近は風水害でも甚大な被害が発生しています。

風水害は天気予報であらかじめ備えることができるので、日頃から気を付けてもらいたいと思い

ます。また、昨年、糸魚川の大火もありました。火災は人的要因が大きいので、それを防ぐ    

取り組みを考えてもらえればと思います。 
昨年９月の台風１０号では、避難の遅れから高齢者施設で多くの犠牲を発生しました。この  

経験を受けて、国では避難情報の名称を、よりわかりやすく変更しました。このような情報を  

普段からよく知っておくことが大切になります。 
そして、避難の際に気を付けなければいけないことをお話しします。人間には、危険を過小  

評価し、「自分だけは大丈夫」と考える傾向があります。これを「正常化の偏見」と呼んでいます

が、そういう心理があることを意識して、避難情報にしっかり従うことが大切です。また、地域

ごとに災害特性があるので、それを知っておくことも大切になります。 
次に、災害への備えについてお話しします。 
もし、サハラ砂漠で地震が起こったら、それは災害と呼ぶでしょうか。人間社会に被害がない

状況では、ただの自然現象です。災害は、人間の方の状況で変化します。人間が備えをしっかり

して、被害が減っていくと、災害は災害ではなくなっていくのです。 

災害が起きた時に被害を減らすためには、自分で自分の命を守る「自助」、隣近所で助け合い  

自分たちの地域を守る「共助」、市町村や県、国などの取組である「公助」が一体となった取り   

組みが重要であるといわれています。 

阪神・淡路大震災では、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   

たちに助けられたというデータがあります。自分や家族、大切な人の命を守るのは、自分の備え

であり、そして身近な人たち同士の助け合いです。過去の災害から教訓を学び、災害を自分の  

こととして考えて、災害時に適切な行動を取れるように正しい知識を学んでほしいと思います。 

 

 



11:10～12:00 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 尾崎副主査 

 

「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ます。 

災害時に直面するだろう様々な課題に対して、自

分だったらどうするか、イエス・ノーカードを選び、

グループ内で見せ合ってください。 

多数派だったら青座布団がもらえますが、グルー

プ内で一人だけ違う回答だった場合は、金座布団が

もらえます。 

＜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

ことが重要。 

○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。 

今日は金座布団がたくさん出ました。なぜこの防災ゲームでは少数派が金座布団を貰えるので

しょうか。多数派が正しいわけではなく、少数派の意見に耳を傾ける重要さを表しているのでは

ないかと思います。災害時の課題に正解はありません。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、自分にとってのベストの答えを考え出すことは可能です。いざと

いうときに自分にとっての正解を選ぶためにどうしたらいいか、考えるきっかけにしていただき

たいと思います。 

 
 

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、「産業技術総合研究所」に所属しています。

ここは、国の研究機関で国内最大の研究所と言われ

ており、茨城県つくば市にあります。 
私からは、講義タイトルにあるとおり、千葉県で 

起こる地震・津波についてお話します。 
まず、地震とは何かというお話をします。地震には

２つの意味があり、１つ目は、地面が揺れること  

です。大きさは震度で表します。皆さんも千葉県に 

住んでいれば毎月何かしらの揺れを感じるのでは 

ないでしょうか。では、これまでに震度５弱を経験 

した方はいますか。６年前の東日本大震災のときに、千葉県は震度５弱以上を記録しました。  

覚えていないかもしれませんが、皆さんの多くは経験していると思います。 
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 年は一位が茨城県、二位が福島県で、千葉県は６位です。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・関東甲信越が多いですね。 
では、2016 年はどうでしょうか。がらっと変わります。熊本県で震度７を２回記録する大きな

地震がありました。その後の余震の影響で、上位がほとんど九州の県で占められています。 
今年はまだ終わっていませんが、上半期を見ると茨城県がまた１位となっています。熊本県の

余震は大分おさまったと言えます。 



このようなランキングを見ると、日本において、ここに住めば安心という場所はないという  

ことが、分かると思います。 
この統計をもとに、誰でもできる地震予知についてお教えしましょう。震度５弱以上の地震が

三か月以内に、東北関東甲信越のどこかで起こると言うと、大体当たります。 
週刊誌やテレビで騒がれる地震予知というのは、この程度のものです。これは統計的に当たり

前のことで科学的にすごいことをしているわけではないのです。ネットニュースなどで、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ません。それ  

から、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

関連を否定はしませんが、科学的に証明されておらず、何か起こった時に後から関連付けられる

ことが多いように思います。 
ここまで、地震について、地面が揺れることをお話ししましたが、地震のもう１つの意味は、

岩盤がずれ動くことです。地震というのは震源があって地面が揺れます。地下で横から力が   

かかり岩盤が割れる現象も地震と言えます。この地下の岩盤がずれ動く現象と、そこから発せら

れる波が地表に伝わり揺れを感じる現象、それぞれが地震です。 
次に千葉県を対象に２つの地震の違いを見ていきます。1997 年から 2007 年の 10 年間で発生  

したデータを見てみます。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

が圧倒的に多いです。しかし、実際に揺れを感じた回数は、横芝光町の方が圧倒的に多いです。 
このことから、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

で地表が揺れやすいこと、勝浦市は地盤がよく、直下で地震があっても地表は揺れにくいことが

分かります。地震が怖ければ、地震が起こっているところではなく、地盤が弱いところを避ける

のが大切です。 
次に、マグニチュードのお話をします。地下の岩盤がずれ動く震源は、マグニチュードで   

示されます。マグニチュードの大きさは、ずれ動く面積と量によって決まります。 
マグニチュード４だと、計算上１km×0.5km の面積が 5cm ずれ動いたことになります。直下

で発生すると震度２程度になるかもしれません。これは、日本全国のどこかで毎日発生するあり

ふれた地震になります。 
これが、マグニチュード７になると、30km×15km の面積が 1.5m ずれ動くことになります。

これは熊本地震程度の規模になります。マグニチュード８になると 100km×15km の面積が 5m
ずれ動き、 1923 年の関東大震災の規模となります。これらのずれは一瞬で起こるのではなく、

ある１点から破壊が始まって、約 3km/秒の速度でずれが進みます。 
つまりマグニチュードの大きい地震は、断層の面積が大きく、破壊に時間がかかるため、揺れ

も長いという特徴があります。 
東日本大震災では、マグニチュード９でした。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りました。 
岩盤のずれ動き方にもタイプがあり、大きく見て、海溝型地震と内陸直下地震の２種類ありま

す。 
海溝型地震は、プレートと呼ばれる岩盤の境界で起きています。プレートが跳ね返って動くこ

とで海水を押し上げ、津波が発生する。東北で発生した地震はこのタイプでした。 
一方で内陸直下地震は、陸地の中にある岩盤の中で断層が動くものになります。熊本地震は  



このタイプです。 
次に、千葉県の地震についてお話します。 
まず、大正関東地震と元禄関東地震があります。これは、海溝型で津波を起こす地震です。   

1923 年の大正関東地震は日本の歴史上最悪の被害と言われています。もう１つ、延宝地震という

ものがあります。古文書の記録による推定では、揺れは小さいが、大きな津波が来たとされます。 
個別の地震について見ていきます。まず、大正関東地震は、死者 10 万 5 千人余りですが、千葉

県内の死者は 1,300 人余りとなっており、比率としては少ないですが、この理由は火災です。  

東京の下町で火災が発生し、それによる死者が大半を占めました。 
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。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。この  

地震による死者は１万人以上で千葉県内の死者は６千人以上でした。これは、津波による被害が

大きかったためです。また、鴨川市に、津波避難丘というものがあります。これは、1605 年の  

慶長津波が鴨川を襲いました。当時は逃げる場所がなく溺れ死んだ人が多かったため、それを  

教訓に丘をつくったのです。その約１００年後、元禄の津波の際、この丘に逃れた人は助かり  

ました。これは過去の教訓が活きた例といえます。 
津波の話をしてきましたが、元禄や大正の地震で地盤が隆起する現象も起こっています。地震

により隆起するのは千葉県の特徴です。地震のたびに隆起してできた土地が房総半島です。地震

がなければ我々もここで生まれ育つことができなかったということです。 
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、大地を作ってきました。

災害は、そこに人間が居ることで生じます。 
最後に、陸で起こる地震についてお話しします。過去、南関東で起こった地震は 200 年で 9 回

です。国は、今後３０年の発生確率を７０％としています。この地震は、規模が小さくても直下

で発生するため、液状化等の被害が発生します。 
皆さんが千葉県で注意すべき地震をまとめると、１つが房総の沖合や海溝で起こる巨大地震、

そして、チリなどの遠方や南海の地震による津波、それから直下で起こる地震です。ただ、これ

はいつ起こるか分かりません。地震の研究をやっていますので、いつ起こるのかよく聞かれます

が、その際に「３日後に起こるとするとどうしますか。」と言います。そうすると、非常食の備え

や家具の固定をすると言います。それは、すぐに出来ることですよね。このように、地震の被害

を減らすには、普段から耐震化や家具の固定等の準備をすることが大切です。津波の場合は、  

すぐに逃げるしかありません。先ほどマグニチュードの大きい地震は揺れる時間が長いことを 

説明しましたが、マグニチュードの大きい地震ほど大きな津波を発生させます。もし海岸に居て

地震を感じたとき、揺れの強さよりも長さに注意してください。1 分以上揺れが続くようなら、巨

大地震が発生した証拠ですので、巨大な津波が襲ってくる可能性も高いのです。 
 

 

 

 

 

   



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 

 

私は、災害救援ボランティア推進委員会の事務局をしています。最初にこの団体の紹介を  

したいと思います。熊本地震を始め、日本列島いろんなところで災害が発生し、多くの災害  

ボランティアが被災地に駆けつけます。しかし、困っている人を助けたいという想いだけで、

災害への知識を持たない人間が被災地に入ると、二次災害が起こる可能性があります。その  

ため、災害ボランティアを志す人へ向けて講座をやってます。皆さんもボランティアに関心が

あれば、ぜひ参加してみてください。その他にも防災に関わる事業を行っています。 

今日は、災害のことを考えてもらいますが、一言で災害といっても、世の中には地震や水害

に限らず、犯罪や事故などのたくさんの危機があります。危機管理の基本は、そのような危機

に対して予測を立て、予防の取組をし、いざ発生した時には正しく対応することです。    

しっかりと予測が出来れば、予防ができ、正しい対応ができれば、被害を最小限にすることが

できます。 

もし千葉県で大地震が起きたら、自分の身を守れますか、どんな行動がとるかイメージ   

出来ていますか。私たちが大規模地震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日間の状況をイメージして、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。これは、本日行う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。 

大規模地震が発生した時の状況や行動を具体的にイメージし、記載してもらったものを整理

する形でワークショップを進めていきます。 

 

〔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。 

そこで立っていられないほどの  

大変な揺れが来て、浴室の明かりも

消えました。あなたはどのように 

行動しますか。思いつく行動を  

具体的に最低三つ書き出してみて 

ください。 

 [作業] 

ではここで、東日本大震災の映像をみてもらいます。このような揺れのなかで、今書き出し

た行動が本当に３分間でできるかどうか、実際のところ何ができるか、考えてみてください。

新しい気づきがあれば記載してください。 



〔作業〕 

次の状況を付与します。揺れが収まりました。部屋の中は家具が倒れています。母親は食器

が額にあたり出血している。部屋の扉が開かなくなって中から兄弟が助けを求める声がします。 

先ほどと同じ作業を、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。３時間  

までにこの状況で、何ができるでしょうか？ 

 

 〔各班の作業〕 

 

いろいろな問題た行動が出たと思いますが、その中で全員が共通してやるべきことを話し 

合ってみてください。その次は、３時間から２４時間、翌日の行動をイメージしましょう。   

電気・ガス・水道・通信は使えません。あなたは何をしますか？ 

 

 〔各班の作業〕 

 

２４時間まで自分がとる行動を考えてもらいましたが、その後の行動をイメージしずらく 

なってきたと思います。次は、地震発生から２日目から３日目の状況を考えてください。   

そして、ここでは、世の中の状況がどうなっているかを想像して記載してください。 

 

〔各班の作業〕 

 

ここまで、発災から３日目までの状況を考えてもらいました。ここで、どのような意見が  

出たか、各班に発表してもらいたいと思います。 

 

 〔各班の発表〕 

 

実際、阪神淡路大震災で地震の発生直後から町がどのような状況になったのかについて、  

映像を見てもらいます。これまでシートに記載した行動ができるのか、改めて考えてみて   

ください。 

 

〔阪神淡路大震災 震度７の映像とインタビュー〕 

 

これは今から２２年前に神戸という大都市を襲った地震でした。「何が起こったかわからない」

というコメントがありました。今は冷静に予測ができますが、実際に大災害に直面したとき、

空白の時間というのが必ず出てきます。専門的には「失見当期」と呼ばれていますが、現実を

見失ってしまう時間ができます。最初の３分間はもしかしたらそれで終わってしまうかも  

しれません。 

ここまで、皆さんに整理してもらった行動をまとめてみたいと思います。発災直後は、   



おそらくとっさに身を守るということしかできないと思います。皆さんの意見の中で、発狂  

するというものもありましたが、「地震だ！」と同居家族に声をかけることは、先ほどの空白期

を短くするために有効と言われています。そして余震に備え、身を守る出口を確保するという

こともあります。究極的には、自分の命を守る安全行動をとってもらうことが一番重要になり

ます。ここでは、皆さんが生きている前提で考えてもらいましたが、死んでしまっては、その

後の３分３時間もありません。 

去年の熊本地震も、まさに今日の想定と同じ夜９時でした。私も熊本に支援に行きましたが、

今日の想定のように、お風呂の中だったという方がいました。どうやって自分が服を着て外に

出たのか覚えていない。そして家の中にいられなかったと言っていました。なぜかというと  

ずっと余震が続いていて、恐怖で家の中にはいられなかった。仕方がないから駐車場で毛布を

かぶって一晩過ごしたそうです。 

次に、３時間から３日間でできることについてです。家の中の安全の確認が取れたら、是非

外に目を向けてもらいたいと思います。近隣の火災・倒壊の有無を確認し、みんなで協力して

確認行動を行ってください。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。３日間７２時間

が命をつなぐことができる重要な時間です。皆さん自身が家族とともに地域で助け合うという

意識を持ってもらいたいと思います。 

「避難行動」とは、「避難所に行く」ことではなく、「命を守る行動」です。海のそばにいる 

ときに地震があれば避難所ではなく、高台に避難することを考えなければならない。避難所が

必ずしも高台にあり安全とは限りません。 

家屋の被害の状況で、在宅か避難所へ行くのかを選択しますが、避難所へ行った場合、   

避難所は人でごった返します。 

体育館が避難所に指定されることが多いですが、体育館は、宿泊を想定した場所ではなく、

学校は教育の場です。夏に体育館の中に長時間いたら皆さんも気分が悪くなってしまう   

でしょう。そういう場所に寝泊まりするというのはどういうことか。体調の悪い人や乳幼児へ

の配慮がなされていないかもしれません。 

今は、避難所に避難するのは最後の手段として、できるだけ在宅避難するよう呼びかけが  

されています。そのためには、十分な食料と水、簡易トイレなどの備蓄が重要です。 

安易に避難所へ行けばいいのだと考えないようにしてください。避難所は、応急的に生活  

する場であって、ホテルではありません。 

本日考えてもらった３：３：３の行動ですが、最初の３分は自分と家族を助ける、次の    

３時間は近隣で助け合う、その後の３日間は地域で助け合うという流れ、イメージを持って  

もらいたいと思います。 

災害対応には「生きる」「備える」「関わる」という３つの要素がありますが、私たちが平時

にしておけることは何でしょうか？被害を最小限に抑えるために発災前に取るべき行動、  

「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、ということを考えてください。 

 〔各班ごとの発表〕 

 



今日は皆さんに、自分が実際に何ができるのかを考えてもらいましたが、考えてもらった  

ことを行動に移すことが重要になります。また、災害が起きてしまったときに後悔しないため

に、こういう状況になるんじゃないかと話し合ってもらいましたが、こういう状況にならない

ようにするために、普段から備え、対策をしていくことが大切です。 

 

〔８月２２日（火）（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 

 

救急車は、１１９番を受けてから全国平均で８．６分、千葉市平均で８．９分かかって    

います。救急車が来るまでの間に、何の応急手当も実施されないと、救命できる可能性が１０％

以下になってしまうので、救急車が来るまで、心肺蘇生法とＡＥＤをしてほしいと思います。 
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。 



13:00～13:50 講義『東日本大震災体験談』 

宮本 英一 氏 

東日本大震災から６年半が経とうとして 

います。６年半前というと皆さんは小学生 

だと思います。私はこれから、その時の津波の

話をしますが、私たち家族の体験談という 

ことをご理解ください。  

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。 

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時４６分頃に大きな地震が発生し、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でもありました。 

最初の津波は離岸堤防を設置していない漁港側の堤防を越え、海岸道路を水浸しにしました

が、私は、それで津波が終わったと思い、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 

思い返して一番の後悔は、大きな地震があったのに津波を甘く見て避難しなかったことです。

なぜか自分だけは大丈夫だと思ってしまった。これを「正常性バイアス」というようです。   

一方で、家族をはじめ、さまざまな方に助けてもらったことは、とてもありがたいことでした。 

最後になりますが、皆さんが大人になる途中で、思わぬ出来事やいろいろな経験をすると思

いますが、何があってもとにかく生きるということを第一に考えて、これからの人生を歩んで

いってください。 

  



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』 

認定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 

 

今日は若い方とお話しできるので楽しみ

にしてきました。防災はどうしても年配の

人間が主力になりますが、若い人たちが 

防災で頑張っていただくことはとても大切

なことです。これから災害は増える傾向に

ありますが、そのときに若い皆さんに協力

してほしいと思います。それから普段から

何をしていけばいいのかを考える時間に 

してほしいと思います。 

今日はどこから来ましたか。船橋市。人口

は６０万人ですか。救急車は何台あると 

思いますか。大体、３万人に対して１台。６０万人の町で大災害が起こった時に、１２，１３

台くらいしか救急車がなかったら、自分の家にすぐに来てくれると思いますか。災害発生直後

は、生き残ったもの同士が助け合わなくてはいけない時間帯となります。その後、しばらく  

すると、私たちのような応援が現場に入っていろんな仕事をすることになります。応急対応が

過ぎた復旧・復興の時間帯はものすごく時間がかかります。また、発災後の被害を抑えるには、

災害の経験を踏まえ、平常時の取組が重要になりますが、ここでも災害ボランティアがすべき

ことはたくさんあります。災害が発生した地域での支援活動と平常の啓発活動の両輪で、災害

ボランティアの大切さを訴えていきたいと思っています。 

大規模災害が起こった時には、大勢のボランティアが全国から駆け付けます。熊本地震では  

１２万人のボランティアが活動しました。九州北部豪雨では、３日間で一か月分の降水量に  

達し、圧倒的な土砂と流木の量にいまだに先の見通しが立たない状態で、犠牲者も出ています。 

なぜボランティアが必要なのかという問いがありますが、自分の家の中に 1.5ｍの土砂や流

木が入ってきたら、基本的には自分たちで対応しなければいけないのです。行政は公平の原則

があるため対応できません。しかし、少子高齢化による地縁・血縁の希薄化や甚大な被害に  

より自分たちだけでは対応できないという状況を数多くみてきました。知縁と書きましたが、

現在では、ボランティアが注目され、全国で災害が起きると何千、何万人のボランティアが  

来てくれる時代になりました。 

スライドを見てください。これは、2004 年に福井県を襲った豪雨です。被災家屋に、土砂が

いっぱいに入っています。このお宅は高齢者夫婦が住んでいました。災害時は避難所に行って

命は助かったが、雨が小康状態になったときに自宅に戻り、呆然となりました。片付けは   

不可能と考え、村の仮設住宅に入ろうかと考えましたが、全国から駆け付けたボランティアの

助けを得ることになりました。 

しかし、ボランティアは、いきなり現地には入れません。個人のお宅に、「私たちレスキュー

ストックヤードです」と面識もない人間がいきなり入っていったら、怪しいでしょう。仲介が

とても大切です。最近は、地域の社会福祉協議会がその役割を果たして機能するようになって



きています。このお宅の御近所が、福井の社会福祉協議会のボランティアセンターに連絡   

しました。福井の近くの大都市というと、名古屋か京都ですが、名古屋の私たちレスキュー  

ストックヤードに応援要請が来ました。 

泥だらけのタンスなど、行政用語で「災害ごみ」と呼ばれてしまうが、私はこの言葉が    

とても嫌いです。持ち主にとってはけしてごみではない。タンスを庭先まで持ってきて、引き

出しを１つ１つ開けながら、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ります。 

また、災害ボランティアというと屈強な男性の仕事が多いと思われるかもしれませんが、  

そういう肉体労働ばかりではなく、女性の被災者への配慮は女性でなければできないことも  

多く、現場には女性が必要です。 

家にたまった土砂を庭に出して、畳を洗って乾かすといった作業を２０人ほどで１０日間位

行うと、このようきれいになります。これは重機ではできません。一旦あきらめた家に住める

という気持ちから、おじいさんは、お茶を飲みながら、嬉しくて泣いていました。 

これは、１つの災害現場の話ですが、どれだけボランティアが人の気持ちを応援したか、  

作業だけではなく、気持ちの部分まで支えてきたのか、分かると思います。何か起こって   

しまったときは、皆さん方の若い力を待っている人がたくさんいるので、積極的に発揮して  

ほしいと思います。 

熊本地震の話をします。ここでも様々な活動現場がありました。水害とは違って、掃除以外

にもやることはたくさんあります。防災の観点からいうと、耐震性の高い家に住まないといけ

ない、家具の転倒防止をしなくてはいけないという教訓が言えます。 

物資支援についてですが、政府のプッシュ型支援で大変助かったという面はあります。   

しかし、南海トラフ地震のように多くの被災者が発生した場合は、十分な量は支援できないと

思います。支援を期待するのではなく、備蓄や近所との助け合いはできていたのか、という点

も考えないといけません。 

また、救援物資は、時間がたつと多く届くようになり「被災地を襲う第二の災害」とも言わ

れています。私たちは、必要性を十分考えて送らなければなりません。不特定多数が不特定  

多数に送る場合は、行政が仲介しなければならなくなり、本来の業務ができない状況になって

います。 

それから、避難の形態はいろいろありますが、余震が多くて、青空避難する人が多かった。

このときは、冷たい水より温かいお茶や味噌汁が救われました。また、車中泊がとても    

多かった。エコノミークラス症候群が危ぶまれる状況になり、最初に手書きでエコノミー   

クラス症候群対策を訴えるチラシを配ったのもボランティアでした。 

また、私たちのいた避難所に２０歳の重度障害の子がいました。地震から５日経っても、  

体育館の床に毛布一つで横になっていて、パーテーションもなかった。それでいいと思います

か？避難所にいる元気な人々が助けてあげられなかったか？避難所は行政職員ではなく、地域

の人で運営します。配慮が必要な人への対応も皆で考える必要があります。 

今は SNS の時代ですが、熊本地震では愉快犯も発生し、ライオン逃亡のデマを写真つきで  

流した人もいました。SNS は災害時に助けを求めるのにとても役に立つのに、こんな行いで SNS

の災害時の機能が低下してはたまりません。こうした行動はしっかり取り締まっていかなけ 



ればなりません。 

ここまで、災害発生後の話をしてきましたが、ここからは平常時の事前対応についてお話し

します。結局、日本は災害大国なのです。地震も集中豪雨も多発するようになっています。 

対策として、行政が発表している被害予想などは見なければいけませんが、やはり地域の  

つながりが重要になってきます。 

２０年前の災害ですが、阪神淡路大震災の話をしたいと思います。本当にひどい災害で、  

私の活動の原点です。家屋がことごとく倒れている写真を見ると、自宅の耐震化対策や家具の

固定はきちんと行わなければいけないと分かります。 

この震災の時、親子三人で川の字で寝ていたお宅で、お父さんがタンスの下敷きになって  

しまいました。母と小学校３年生の娘でひっぱったが抜けません。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、お父さんはそのまま亡くなってしまった。本当

はそういうときは、引っ張るのではなく、道具を使って空間を空ける必要があります。バール、

のこぎり、ジャッキは命を救う三点セットと言われています。自衛隊員は、スコップが各家庭

にあったらあと千人救えたと語っていました。これが、数字上は死者 1人の話です。6千人以上

の方が現場で亡くなりました。 

皆さんにはこれから素晴らしい人生が待っていると冒頭で言いました。誰一人として失って

いい命はありません。現場を見てきた私としては、このようなことを繰り返したくない。でも、

社会全体で災害対策が進まないのはなぜなのでしょうか。皆さんも一生懸命考えてほしい。 

阪神淡路大震災で救助を求めていた３万５千人のうち、地域住民による救出は７７％、   

自衛隊・消防隊による救助は２３％でした。地域住民により助けられた人の８割は生存者で、

自衛隊・消防隊による救出のうち半数は遺体の状態でした。直後の救助に当たれるのは近くに

いる動ける人しかいない。だから日頃から隣近所、企業、学校、できるだけいろんな人々と   

つながって、訓練をしなくてはいけません。 

災害を経験した方たちが一番伝えたいことを紹介していきます。七ヶ浜に住んでいたある 

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ました。東日本  

大震災の時に、娘が一人留守番をしている時間だったにもかかわらず、家にはいないので、  

母親が避難訓練のときに避難場所として教えていた公園に行ったら、自分でちゃんと避難した

娘がじっとそこで待っていました。日頃の訓練が実を結んだ例です。 

また、地震が来たら必ず津波が来ると言われているのに、自宅で１人で片づけをしている方

がいた。この方は、消防団の人から「早く逃げろ、近くに寝たきりの人はいないか」と聞かれ

て、寝たきりのおばあさんのことを思い出し、助け出して３人で逃げた。おばあさんのことを

知っていたことや消防団が声掛けをしてくれた地域性が発揮された例です。 

自分の助かる準備をきちんとすること、近くの人とのつながりが大切だと分かってもらえた

と思います。 

皆さんと同じ高校生の活動として、市川工業高校は、町内丸ごと耐震診断という取り組みを

行っています。また、遺愛女子中学高等学校では、文化財となっている学び舎を火災から守る

ために、消火訓練を行っています。このように全国では、高校生が防災分野で様々な取組を  

行って頑張っています。皆さんも、これからワークショップで、どのようなことができるか  

話し合ってみてください。 



 

[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い、発表。 

 

  時間が短かったと思いますが、これは考えることが大切です。本日考えた時間を活用する  

ときは来てほしくありませんが、もし来たときは、しっかり活用できるようにしてほしいと  

思います。また、考えることと行動することは別なので、機会があれば誰かが声をかけて、   

今日発表してもらったことを実際にやっていただければと思います。 

  前半にボランティアの話をしましたが、ボランティアで１番大事なことは積極性です。自分

で関わろうとしないと何も進みません。また、協調性も大切です。人をひっぱっていくより、

皆の意見をまとめていく方が優秀なリーダーだと思います。それから創意工夫です。いろんな

現場の話をしましたが、同じ現場は１つもありません。地域性や災害の種類、程度等が様々で、

それぞれの地域に適した活動をしないといけません。それには、誰かの真似ではなく、自分で

考えたことを達成していくことが大切だと思います。 

  皆さんが大学生、社会人になって、ボランティアをやりたいなというときは、お声掛け   

いただければいつでも応援させていただきます。 

 


