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兵庫県知事

井 戸  敏 三

　昨年３月 11 日に発生した東日本大震災では、大津波によってまちが根こそぎ流
され、多くの尊い命が犠牲になりました。そのなかで、３年連続で「ぼうさい甲子園」
の大賞や優秀賞を受賞した岩手県の釜石市立釜石東中学校は、地域の人々を先導
しながら津波から逃げ切り、「釜石の奇跡」として注目を集めました。日頃の防災
学習が、自分たちだけでなく、周りの人々の命をも救うことが証明されました。

　災害の発生を防ぐことはできません。それだけに、事前に備えることで被害を
最小限に抑えることが何より大切です。そして、千年に一度とも言われる東日本
大震災では、「想定外」の事態にも備えておくことの必要性を強く認識させられま
した。
　東海・東南海・南海地震は、近い将来、必ずやってきます。台風やゲリラ豪雨
による風水害も頻発しています。私たち一人ひとりが防災意識を高め、いざとい
うときに適切な行動がとれるようにしておかなければなりません。

　「ぼうさい甲子園」は、明日を担う若い皆さんが、学校や地域で主体的に取り組
む防災学習や防災活動を顕彰する事業です。８回目となる今回は、全国から 92 件
の応募がありました。被災地の支援活動、災害への理解を深める活動、経験を伝
える活動など、いずれも全国の取り組みをリードするすばらしい活動ばかりです。

　この記録誌には、防災活動に取り組み、充実していくためのモデルやヒントが
いっぱい詰まっています。これから防災活動を始める方々はもとより、すでに取
り組んでおられる方々にも、大いに役立つはずです。ぜひ多くの皆さんに手にとっ
ていただき、日頃から防災について考え、行動する「災害文化」が定着していく
ことを願っています。

　ともに力を合わせ、だれもが安全安心に暮らせる社会をつくっていこうではあ
りませんか。

発刊にあたって
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毎日新聞大阪本社編集局長

斉 藤  善 也
　東日本大震災では、毎日新聞は発災直後から現場にたくさんの記者を投入しました。
大阪本社からも阪神大震災を経験し、その後も取材を続けている記者が現場に向かい
ました。広大な三陸地方をカバーするため、岩手県釜石市に新たに支局を設け、記者
を常駐させ、継続取材する態勢をとり続けています。被災地で暮らし、被災者のみな
さんにできる限り近づき、寄り添う形で復興復旧に向かう流れを見つめていかねばな
らない。同時にその過程で生まれるさまざまな問題も多角的に報道していこうという
試みです。

　もう一つ力を入れているのが、３月 11 日にあの広大な現場で何が起きたか、徹底的に取材し、記録する試み
です。将来の防災・減災を考えるため、現場で何が起きたかを拾い集めて検証していく活動を続け、「検証大震災」
という特集で掲載しています。
　昨年８月 12 日朝刊には２ページの特集で、津波に襲われながら、学校にいた多くの方々が無事に避難できた
「その時の行動」に焦点を当てた記事を掲載しました。今日お見えになっている学校も含まれています。危機的
な状況を脱却し、無事を確保した的確な判断力のかげに、日ごろの防災教育、津波への正しい理解への努力があっ
たということをうかがわせる内容になっています。
　17 年前、ここ神戸も阪神大震災の大きな被害を受けました。それを契機に、その教訓を後世に語り継ぎ、防災・
減災に生かそう、という取り組みが行政、市民グループ、報道の中で始まり、その結果は東日本大震災でも一
部は取り入れられています。「災害に立ち向かう文化」の形成と言えるかもしれません。そうした思いを持って
活動を続けている学校や地域を顕彰していくことは、ぼうさい甲子園の狙いでもあります。
　その歴史に東日本大震災という１章が加わりました。ともに悲しくつらい出来事ですが、災害列島で暮らす
私たち一人一人が忘れてはならない出来事です。同時にそこから何かを学び取って次の世代に受け継ぐことも、
今この時代を生きる私たちの責務だと考えています。
　このつどいがそうした意識や活動の広がりの一つの大きな礎になることを願っています。

公益財団法人ひょうご震災記念�1世紀研究機構副理事長
（阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター長）

河 田  惠 昭
　1.17 防災未来賞「ぼうさい甲子園」も今回で７回目を迎えました。
　今回も、全国の小・中・高校、大学から多数の応募をいただきまして、心から感謝
を申し上げます。
　兵庫県では、今から 17 年前の１月 17 日早朝、マグニチュード７．３という阪神・淡
路大震災に見舞われました。
　この地震では、多くの方々が被災し、たくさんの子どもたちも被害を受けました。

　これを踏まえ、私たちは、あの震災やその後の様々な自然災害から得た教訓を生かし、自然の脅威と生命の
尊さや、共生の大切さを考える「防災教育」を推進し、未来に向け安全で安心な社会をつくることをめざして、1.17
防災未来賞「ぼうさい甲子園」を創設し、次代を担う児童・生徒等が学校や地域において主体的に取り組む「防
災教育」にかかる先進的な活動を顕彰しています。
　昨年３月 11 日に、東日本大震災が発生し、被災地では多くの学校の児童、生徒、学生が犠牲となりました。
これまで、1.17 防災未来賞「ぼうさい甲子園」に参加いただいた学校も多大な被害を受けました。
　しかし、このような中、優秀賞などを幾度も受賞した釜石東中学校では、日頃の取り組みが適切な避難行動
に結びつき、被害を防ぐことができました。これは、災害時に自ら考え行動した児童生徒とともに、長年にわ
たり防災教育に取り組んでこられた先生方のご指導によるものといえます。
　また、これ以外にも全国では、地域と一体となった活動など、年々優れた取り組みが展開されております。
　今後の災害に備えるためには、正確な知識をもち、前もって準備しておくことが重要です。今回、全国から 1.17
防災未来賞「ぼうさい甲子園」に応募いただいた事例を参考に、各学校・地域で防災教育に取り組んでいただ
くことを願っております。

開会のことば

主催者あいさつ
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平成23年度実施要項

主 催
　（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構（阪神・淡路大震災記念　人と防災未来センター）

後　　　援
　内閣府、消防庁、文部科学省、国土交通省、兵庫県教育委員会、神戸市、神戸市教育委員会、

　ひょうご安全の日推進県民会議、関西広域連合

協 賛
　UR都市機構

協 力
　（特非）プラスアーツ

事 務 局
　（特非）さくらネット

賞及び賞金
　◆ ｢グランプリ｣　　　　　　　　　ぼうさい大賞の中から１点（賞金40万円）

　◆ ｢ぼうさい大賞｣　　　　　　　　各部門１点（賞金20万円）

　◆ ｢優秀賞｣　　　　　　　　　　　各部門１点

　◆ ｢奨励賞｣　　　　　　　　　　　各部門数点

　◆ ｢だいじょうぶ賞｣　　　　　　　該当数

　◆ ｢はばタン賞｣　　　　　　　　　該当数

　◆ ｢東日本大震災特別賞｣　　　　　該当数

　◆ ｢東日本大震災支援特別賞｣　　　該当数

応 募 先
　〒663－8201　兵庫県西宮市田代町14-8-10�

　（特非）さくらネット内　ぼうさい甲子園事務局

　TEL：0798-64-�829　FAX：0798-6�-�2�4　E-mail：bousai_koushien@yahoo.co.jp

選 考 基 準
　１．地域性：自分が住んでいる地域の実情に合った取り組みをしている。

　２．独創性：活動内容に創意工夫があり、ユニークであること。

　３．自主性：子どもたちが積極的に参加、考えながら取り組んでいる。

　４．継続性：一過性の取り組みではなく、大人になってからも有効な防災意識を持ち続けられる内容である。

ぼうさい甲子園年間スケジュール

平成 23 年
6 月 17 日
応 募 開 始

平成 23 年
10月20日
応 募 締 切

平成 23 年
11月30日
選考委員会

平成 23 年
12月16日
発 表

平成 24 年
1 月 8 日
表 彰 式、
発 表 会
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1.17 防災未来賞 ｢ぼうさい甲子園｣　選考委員会

　　　　　人と防災未来センター長

河　田　惠　昭

　　　　　（公財）ひょうご震災記念�1世紀研究機構副理事長

内　田　貞　雄

　　　　　毎日新聞大阪本社編集局長

斉　藤　善　也

　　　　　兵庫県防災監

藤　原　雅　人

　　　　　（特非）さくらネット代表理事

石　井　布紀子

　　　　　兵庫県舞子高等学校教諭

諏　訪　清　二

　　　　　内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（災害予防担当）

名　執　　　潔

　　　　　文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長

平　下　文　康

　　　　　（特非）グローバルプロジェクト推進機構理事長

福　井　良　子

委員長

委　員
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　1.17 防災未来賞「ぼうさい甲子園」は、今年は、北は北海道から西は長崎県まで、全国から 9� 件の応募がありました。
　審査にあたりましては、地域の実情に合った取り組みをしているかどうかという「地域性」や「独創性」、「自主性」、

「継続性」といった４つの観点から検討しました。
　その中で、２年連続で「グランプリ」に選ばれた、「中学生の部」の「徳島市津田中学校」は、0� 年から総合学
習の時間に防災講座を開講し将来の防災リーダー養成に取り組んでおり、今年度は、「意識調査で地域住民の避難促
す」をテーマに、３年生が夏休みを利用し東日本大震災発生時の避難行動についての住民意識調査を行い、その結
果をふまえて市に避難場所整備を要望するなど、小学校等への出前授業をはじめとする昨年度グランプリの取り組
みを更に進化させ、地域の防災力向上を促したことが高く評価されました。
　「小学生の部」で大賞に選ばれた岩手県の「釜石市立釜石小学校」は、日頃の避難訓練を活かし、帰宅後の生徒た
ちが「津波てんでんこ」を実践したという実績に加えて、毎月 11 日を防災の日と位置づけ、その後も継続的に防災
に取り組んでいることが評価されました。
　「中学生の部」では、今回、優劣つけがたい取り組みが多く、初のダブル受賞で大賞に選ばれた岩手県「釜石市立
釜石東中学校」は、過去にも津波を想定した取り組みで優秀賞を受賞しましたが、その成果を生かし、自分たちだ
けでなく、隣接の小学校児童をも救った実績と、その体験を伝えることで、今後の減災に貢献するといった取り組
みが評価されました。
　「高校生の部」で２年連続で大賞に選ばれた愛知県「県立日進高等学校」は、７年前から東南海地震を想定した紙
芝居等を制作し、今回は啓発映画や非常時にトイレとしても使えるベンチを制作するなど、自ら学ぶとともに、キャ
ラクターを使って地域の子どもたちへの「伝える教育」を続け、防災の大切さをわかりやすく伝えてきたことが評
価されました。
　「大学生の部」では、「防災」という取り組みの応募が少なく、大賞は「該当なし」となりました。応募のほとん
どが東日本大震災の被災地支援でありました。これは、小学生はまず自分の身を守り、中学生は自身を守りつつ、
周りにも配慮し、高校生になれば、啓発を行い、大学生は自分たちで考えてできることを実践するという、防災教
育が段階的に進んでいる証だと考えます。
　そのほか、優秀賞や奨励賞につきましては、東日本大震災の復興に取り組む人々に取材したり、復興模型の製作
といった、復興に向けた前向きな取り組みや、過去の災害に学んで今後の防災に役立てる取り組み、劇や紙芝居の
製作など、防災意識の啓発や予防、災害の経験の継承や地域づくりなどの、多岐にわたる活動がそれぞれ評価され
ました。
　また、安全・安心なまちづくりを目指して、防犯活動にも応用できる取組を対象とした「だいじょうぶ賞」、被災
地にエールを贈るため、これらの地域を対象に被災の経験と教訓をもとに生まれた活動に対し兵庫県の震災復興の
マスコットである「はばタン」にちなんだ「はばタン賞」を授与しました。
　それらに加えまして、被災地で困難な状況の中でがんばっている学校に東日本大震災特別賞を、被災地支援のため、
独創的な取り組みを行った学校・団体に東日本大震災支援特別賞をそれぞれ授与しました。
　今回応募のあった学校や団体の活動内容を改めて見てみますと、東日本大震災に関する取り組みのみならず、こ
れまでの東海・東南海・南海地震といった将来の災害に備える活動も発展を続けており、被災地への災害復興支援、
さらに、地域と一体となり災害経験と教訓を語り継いでいく活動といった、さまざまな取り組みが全国各地で展開
され、また全体のレベルも高まっており、今後に向けて非常に心強く思います。
　防災は、日々の取り組みを続けることが重要であります。今回、受賞されたところはもちろん、惜しくも受賞を
逃したところも、今後も引き続き、更なる取り組みを行っていただき、次回も 1.17 防災未来賞「ぼうさい甲子園」
に挑戦してくださることを願っております。
　
　また、防災力強化県民運動ポスターコンクールにつきましては、兵庫県内の小、中、高校生を対象に募集を行い、
今回からコンピュータを活用した新たなタイプの作品にも部門賞を設けたことから、昨年の約 1.� 倍をとなる 76�
点もの応募がありました。内容につきましても、東日本大震災を受け、日頃からの備えや地域での連携の大切さを
訴える等、阪神・淡路大震災の教訓の重要性を改めて認識させるような作品も数多く寄せられ、防災力強化県民運
動の趣旨が、次世代に引き継がれていることを実感させる内容でした。
　
　本日の表彰について言えることは、児童、生徒の皆さんによる活動を対象としておりますが、着眼点や取り組み
方法など、大人も学ぶべきところも多く見られます。受賞された皆さんにおかれましては、今後も引き続き安全で
安心な社会づくりに向けた取り組みを継続されることを期待しております。

選考委員長の講評

選考委員長　阪神・淡路大震災記念　人と防災未来センター長　
河田　惠昭
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目　　的

活動内容

成　　果

工夫・ポイント

徳 島 県

平成 23 年度 1.17 防災未来賞｢ぼうさい甲子園｣

グ ラ ン プ リ
（２年連続グランプリ受賞） 

徳島市津田中学校

意識調査で地域住民の
避難促す

地　震 津　波

１．東日本大震災被災者支援として、義援金募金活動を
　　実施。（３月15～20日）
２．町内の防災訓練に参加。（60名が参加、救援物資の運搬を手伝った）
３．２年生の活動として、幼稚園・小学校での出前授業の実施。
　　�徳島大学院生の助言を受けて紙人形劇（ペープサート）やクイズ、東日本大震災にまつわるビデオ
の作成などに取り組み、11月に幼稚園・小学校で出前授業を行った。

４．３年生の活動として、地域住民の防災意識調査（個別訪問、街頭調査）を実施。
　　�「３.11に避難したか」、「意識の変化」、「震災時の対策」などの項目のアンケートを行い、合計
2000人のデータを集めた。その集計結果は、町内50の事業所に配布、市役所、県防災センターにも
掲示していただく予定になっている。

５．３年生の活動として、避難マップの作成。
　　�アンケートの結果から、3月11日に避難行動をとった人が少なかったことをふまえて、町内避難
マップの看板を設置する提案を行った。町内・危機管理課・徳島大学の協力のもと、関係者との会
議などを重ね、2月に町内の道路沿いに設置されることが決定した。

〒 770-8004　徳島県徳島市津田西町 2丁目 2-14

学生 2年 33名、3年 30名、高校生30名、
大学生50名（義援金活動時含む）教職員3名、地域25名

・�南海・東南海地震が発生すると、徳島市沖の海岸には、
津波が 42分後に到達すると予想されており、津田中学
校区は、町内に暮らす高齢者の割合が非常に高いのが
特徴である。自らの地域を自ら守っていこうと信念を
持って、継続的に活動に取り組んでいる。

１�．防災意識調査から、町内の不備等が浮き彫りになり、その後活動に活かすことができた。
２．調査結果を読み取る力やグラフに分かりやすく表現する力がついてきた。
３．�県内の評価が高まり、｢防災｣といえば「津田中学校」と言われるようになり、生徒や協力
してくださる方の励みになっている。

・�活動の実施だけを目的にせず、｢町内すべての人と繋がる｣ことを目標としている。２年は｢幼
児・高齢者と繋がる｣ために出前授業やジャム配布を行い、３年は｢町民と繋がる｣ために意識
調査を実施している。
・３年生の意識調査活動は、繋がることと同時に地域の防災啓発を兼ねて実施できている。

平成 23 年度　1.17 防災未来賞 ｢ぼうさい甲子園｣

グ ラ ン プ リ
（２年連続グランプリ受賞）
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目　　的

活動内容

成　　果

工夫・ポイント

岩 手 県
釜石市立釜石小学校

「防災の日」の学習で
震災後も命を守る

地　震 津　波

１�．下校時津波避難訓練（平成20年度～）
　　下校途中の地震・津波を想定し、児童が最寄りの高台に避難する避難訓練を行った。
　　どこにいても自分で判断し、急いで高台に登る意識を育てるよう留意し、訓練を行なった。
２�．津波防災（安全）マップづくり・津波防災授業
　　�子ども達、保護者が自分の住んでいる地域・通学路についてよく知ることを目的とし、安全マップ
を作成した。

　　作成したマップをもとに、集団下校を実施、自分の居住地以外の避難場所の確認を行った。
　　どこにいても自分で判断し、急いで高台に登る意識を育てるよう工夫した。

〒 026-0025　岩手県釜石市大渡町 3-14-8

児童143名、教職員20名、保護者109名、地域 60名

・�津波が発生する仕組み、津波から身を守る取り組みに
ついて理解し、自分の命は自分で守る子どもを育てる
こと、災害時に協力して困難に立ち向かう子どもを育
てることを目的に取り組んでいる。

１．�東日本大震災では、３月11日の地震発生時、児童は全員下校して自宅や友人の家にいた
り、海の近くで遊んだりしていたが、全員無事だった。
自身の判断で高台に避難するなど“津波てんでんこ”を実践し、高齢者の避難誘導を行
なった児童もいる。

２．�震災後の対応として、住んでいる場所の周辺の安全マップづくりを改めて行い、防災訓
練も継続している。
毎月11日を「釜石小学校防災の日」と名付けて活動に取り組んでいる。

・�マップづくり、下校時津波避難訓練、防災教育授業と、発達段階に合わせ、繰り返し指導を
行った。
・�日常の授業や学校運営においても、自ら考え行動する意欲を育む一環した姿勢で取り組まれ
ている。

平成 23 年度　1.17 防災未来賞 ｢ぼうさい甲子園｣

小学生部門　　大　賞
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目　　的

活動内容

成　　果

工夫・ポイント

岩 手 県
釜石市立釜石東中学校

命つないだ平時の学び

地　震 津　波

１．東日本大震災では、中学生が率先避難者として小学生
　　や地域住民とともに避難活動を行なった。その際、震
　　災前に地域に配布していた「安否札」が活用された。（３月11日）
２．�震災後に避難した市内の避難所において、避難者名簿作りや足湯隊・肩もみ隊の活動、トイレ掃除
や支援物資の運搬などの活動に取り組んだ。

３．兵庫県立舞子高校交流会・心のケア講演会（４月）を行なった。
４．�地域を元気にする看板を作成・設置、助けられる人「元気になり隊」を実施した。
　　漫画家吉田戦車さん・しりあがり寿さん他5名による授業の実施をした。（５月）
５．サポート21さん来校、楽器の支援とロシア交流の招待を受けた。
６．昭和音楽大学教授の合唱指導を受けた。
７．アルソックさん演奏会を実施、楽器の提供（６月）を受けた。

〒 026-0301�岩手県釜石市鵜住居町第 19 地割 28-3
※平成 24 年 4月より移動予定

学生187名、教職員26名、地域約100名

・�｢自分の命は自分で守る｣、｢助けられる人から助ける人
になる｣ 中学生の育成と、津波から逃げるための言い
伝えである、｢いのちてんでんこ｣ の防災文化の継承を
目的に、継続的な活動に取り組んでいる。

１．�これまでの継続的な取り組みの成果として、津波発生時に「いのちてんでんこ」を実践し
て率先避難者になり、小学生・地域住民の避難にもつながった。

２．�避難においては、小中合同避難訓練が生かされ、第１避難場所から第２避難場所に手を
引いて逃げたり、第３避難場所まで保育園児の台車を押したり、車いすなどを押して避
難した。

３．�避難完了を示す「安否札」が地域住民によって活用され、助けに行った人が安否札を見
て家の中に入らず避難した。避難時間短縮を促す道具となり、間接的に地域住民の命を
救うことにつながった。

４．優しくもたくましい中学生として様々な形で地域に貢献できている。

・生徒会（整美委員会）が中心になっており、学校の伝統として継続可能である。
・�生徒が自分達で考案しながら実施するプロセスが大切にされており、生徒の自主性が育って
いる。
・地域・保護者との連携が生徒たちをやる気にさせている。

平成 23 年度　1.17 防災未来賞 ｢ぼうさい甲子園｣

中学生部門　　大　賞
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目　　的

活動内容

成　　果

工夫・ポイント

愛 知 県
愛知県立日進高等学校

クイズでダンスで、
多彩に防災

台　風 集中豪雨

１．環境防災委員設置（生徒委員会組織）、
　　防災教育推進準備委員会設置（教職員組織）（４月）
２．飛び出す英語防災紙芝居作成（４月）
３．防災映画「西日本大震災７.11」（１年２組）制作（６～９月）
４．日本・ASEAN太平洋島嶼国間防災プログラム使節団
　　約30名と交流（７月）
５．三本木保育園・東小学校で飛び出す英語防災紙芝居の読み聞かせ防災教育実施（７月）
６．避難所生活訓練実施（約90名参加）（８月）
７．にっしん福祉フォーラムで防災教育発表（８月）
８．防災教育全国交流大会参加（防災教育発表）（８月）
９．文化祭で「西日本大震災７.11」（１年２組）上映、東日本大震災防災展示（１年３組）
10．CBCラジオ「夕刊アツキー」日進高校の防災教育について放送（９月）
11．１年生：総合学習で｢防災について｣に学習
12．２年生：総合学習で｢東日本大震災から学ぶ｣４時間１セット授業実施

〒 470-0111　愛知県日進市米野木町三ヶ峯 4-18

学生 400名、保育園児約50名、小学生約100名
市役所職員等約20名、地域約40名

・�都市型集中豪雨被害の防災・減災のための水害防災、
東海・東南海地震を想定した地震防災を進めることを
目的に取り組んでいる。

１．市民まつりのジオラマ展示で市民に洪水に関心を持ってもらうと共に、交流ができた。
２．�川のクリーンウォーキングにて、洪水予防の学びに加え、川を守るボランティア団体との
交流を深めることができた。また、継続的に実施していくことが決まった。

３．避難所生活訓練は、備蓄物資を実際に活用し、緊張感のある１泊２日の訓練となった。

・�水害の防災教育では、水害分野のネットワーク構築からスタートした。現在では、地域の公
共団体が力になってくれ、新たなネットワークができた。
・�防災教育を継続実践していくことで活動が大きくなり、準備や調整に時間がかかるように
なった。そのため、得意分野で力を発揮してもらうように取組によってチーフを変え、準備
活動を分担して行った。
・得意分野を任せることにより、任された人もやる気を出して取り組むことができた。

平成 23 年度　1.17 防災未来賞 ｢ぼうさい甲子園｣

高校生部門　　大　賞

東海・東南海地震
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　鍬ヶ崎地区は、東日本大震災により甚大な被害を受けた。鍬ヶ崎で復旧
に向けて取り組んでいる人たちの力になりたい、思いや決意を多くの人に
発信したいという想いから、活動に取り組んでいる。
　平成22年10月から、｢津波てんでんこプロジェクト　防災探検街歩き｣を
実施。鍬ヶ崎の８地区に分かれて地域の方と街歩きをし、津波から命を守
るための津波防災マップを作成、東日本大震災後の避難の際に役立った。
　平成23年９月から始めた｢大震災から学ぶ｣では、東日本大震災発生か
ら避難するまでの行動についてインタビューを行い、結果をもとに、命を
守った知恵や未来へ残す提言をまとめた。
　さらに、震災以降、復旧・復興に向けて取り組んでいる鍬ヶ崎の人々に
災害時の様子や現在の想いなどを取材し、「群読劇」のシナリオにまと
め、地域の方へ発表を行った。震災から立ち上がろうとする人たちの鍬ヶ
崎を愛する強い思いや、地域の素晴らしさを語り支え合って生きている人
たちの様子から、目標を持って頑張ることの大切さ、人と人との絆の大切さ、優しさを知ることができた。そして、未来の
鍬ヶ崎は自分たちに託されていることを知り、新たな決意を持って生きていくことの必要性を感じた。
　｢郡読劇・輝こう　鍬ヶ崎｣は、取材から得た言葉や自分たちの気持ちをシナリオにまとめたため、保護者や地域の方々に
“元気”や“勇気”を与えることにつながった。また、｢公開学習発表会｣で530名の保護者や地域の方々に発表したため、地域か
らの学びを返すことができた。修学旅行先の岩手県盛岡市中野小学校でも発表し、復旧・復興に向けて頑張る鍬ヶ崎の様子
を、支援を受けた内陸の子どもたちにも伝えることができた。

平成 23 年度　1.17 防災未来賞 ｢ぼうさい甲子園｣

優 秀 賞

宮古市立鍬ヶ崎小学校 津　波

宮 城 県
気仙沼市立階上中学校 津　波地　震

大震災を乗り越えて
「輝こう鍬ヶ崎」

〒027-0008　岩手県宮古市熊野町6-33
５年生51名、6年生31名（平成22年度6年生49名）、
大人 63名

　次の地震に備え、災害の正しい知識や身の安全を守るための判断・技能
を習得すること、｢自助・共助・公助｣の視点から、地域と協力して中学生
ができることを考え、実践することで防災意識の高揚を図ることを目的に
取り組んでいる。
　東日本大震災発生後の取り組みでは、在校生、卒業生、地域住民を対象
にした“震災振り返りアンケート”を実施し、その結果をもとに新たな防災
活動への取り組みを進めている。内容は災害用伝言ダイヤル「171」の使
い方、我が家の非常用持ち出し袋の作成、防災MAPの作成（自宅付近の避
難経路、地区の危険箇所や津波予想浸水区域の調査）などである。11月の
総合防災訓練では緊急地震速報の活用、�集団下校を通して自宅から避難
所までの経路を確認し、12月の総合防災訓練で発表を行った。
　東日本大震災前の取り組みでは、防災学習や地域住民との合同による
総合防災訓練を実施するなど、継続的に防災教育に取り組んでいた。その
ため、東日本大震災発生後の避難活動において、落ち着いて自分の身を守り屋外へ避難できた、避難してきた地域住民とと
もに津波に備えて校舎内へ避難できた、など、訓練の成果だと考えられる効果的な避難活動が見られた。また、訓練におい
て、避難後対応の体制づくりとして、避難所班、炊き出し班、テント・トイレ班などの災害時の役割分担を行なっていたた
め、避難所となった学校においても学んだことを実践し、避難所の運営や清掃活動、食料・物資の配給などを自主的に行っ
た。卒業生である高校生や大学生も中学生とともに地域リーダーとなり、積極的に避難所運営のサポートに取り組むなど、
今までの防災教育が生かされ、地域のつながりや絆が強く見られた。

災害時に地域と協力して
中学生ができること

〒988-0238　宮城県気仙沼市長磯中原125番地
生徒149名、長磯原自治会、階上地区婦人防火クラブ、
気仙沼市消防団、階上中学校父母教師会

岩 手 県
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　復興期や平常時のとりくみとして、足湯ボランティアによる傾聴
活動に取り組んでいる。被災地の活動では、被災者の不安を和らげ
ることを目的とし、平常時の活動では、1人暮らし高齢者のコミュニ
ティ参加促進、地域内住民交流の促進による地域防災力の向上を目
的としている。
　能登半島沖地震被災地や長野県北部地震被災地では、足湯ボラ
ンティア活動を実施。東日本大震災被災地では、足湯ボランティア
だけでなく、避難所・集会場でのお茶会の実施、仮設住宅表札プロ
ジェクトなど、計９回のべ120名を岩手県陸前高田市へ派遣して活動
に取り組んだ。
　また、平時の地域連携活動として、防災研修会の開催にも取り組
むようになった。
　地元での継続的な活動として、能登半島沖地震から３年が経過し
た現在も、月に１回足湯活動を行っていることで、閉じこもりがち
な高齢者が外に出るきっかけとなっている。外に出ることで会話が生まれ、そこから住民同士のコミュニケーションの促進
にも繋がっている。また、足湯を通して拾った住民のつぶやきから、悪徳商法の未然防止、認知症発見・対策へ結びついた
ケースもある。
　足湯を行う際には談笑スペースを設け、参加者がゆっくり交流できる配慮を行ったり、住民の方にも足湯を実施する側に
回っていただき、住民同士の交流が促進されるように工夫をしている。

岩 手 県

平成 23 年度　1.17 防災未来賞 ｢ぼうさい甲子園｣

優 秀 賞

　宮古湾周辺模型と擬似津波発生装置を制作し、双方を組み合わせ
た擬似津波実演による防災啓発を目的に活動に取り組んでいる東日
本大震災前から、模型の制作、模型を活用した擬似津波実演の出前
授業を中心に活動していた。現在、東日本大震災で展示会場から流
出し行方不明になった宮古市内「鍬ヶ崎地区津波模型」の代用品の
制作に取り組んでいる。新たな模型は、同地区の近隣も分かる総合
的な模型となる。また、津波による被害、地盤沈下、高潮による被
害、温暖化現象による世界的な海面上昇等を考慮し、高台移転等で
活用できるように、宮古市内中心部が把握できる模型を制作してい
る。既存の模型は復興試案のための貸し出しも行う。その他、釜石
湾、大槌湾と合体した模型を制作して寄贈し、地域の発展のために
貢献したいと考えている。
　防波堤のない鍬ヶ崎地区は、東日本大震災前に前宮古市長が国土
交通省に掛け合い、1.6㎞の防波堤の整備案がまとまっていた。（しかし、東日本大震災の発生により、その後は見えない）
　新型｢鍬ヶ崎地区津波模型｣は、縮尺を拡大して周辺地域との関係が詳細に分かる模型になっている。市内中心部も今回の
震災で浸水しているため、広範囲にわたって活用できる模型である。今後は、既存の模型に脱着の埋め立て地を設け、安全
性の確認をできるものにする。

岩手県立宮古工業高等学校

防災啓発と復興に向けた
模型制作

津　波

石 川 県
金沢大学  能登見守り・寄り添い隊｢灯｣

津　波地　震

地　震

ゲリラ豪雨

〒 027-0202　岩手県宮古市赤前 1-81
3年生 6名

災害時の見守り・寄り添い支援から、
平時の見守り・寄り添い支援へ

〒920-0831　石川県金沢市東山2-7-5
学生13名
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香 川 県

平成 23 年度　1.17 防災未来賞 ｢ぼうさい甲子園｣

奨 励 賞

　地域の方と触れ合いながら、楽しく、自分たちにもできる災害時
の活動や防災に関する知識等を身につけることを目的に取り組んで
いる。
　被災者救出、防災訓練、防災教室、防災探検およびトリアージ
（災害時等に負傷者に対して治療の優先順位をつける）訓練、マッ
プづくりなどを実施している。また、水害や自然災害時の聞き取り
や、ぼうさいマップづくりなど、訓練や活動を通して、地域の方と話
し合ったり交流したりする機会を設けている。トリアージ訓練では、
人形を被災者に見立て、声かけや外傷、その他の情報などを総合し
ながらトリアージ判定を行う訓練を実施した。
　地域の方との合同訓練参加により、三世代交流が図られた。ま
た、子どもたちの中に、｢自分の命は自分で守る、自分たちの地域は
自分たちで守る｣という自衛意識や連帯感が生まれた。救命救急の医
師や大学教授などの専門的な指導を受けることにより、意欲的に取
り組む姿勢が見られるようになった。
　訓練を通して地域の方とのきずなも深まるように計画を立てている。また、６年生の総合的な学習の時間の中に防災教育
に関する内容を位置づけ、実施している。

丸亀市立城辰小学校

長 崎 県
南島原市立大野木場小学校 土石流

雲仙普賢岳
噴火災害

集中豪雨河川氾濫

地　震

地域を守る　辰の子戦隊
ジョウシンジャー 〒763-0091　香川県丸亀市川西町北151

6 年生 78 名、教職員 7名、大人約 50 名

　平成３年の雲仙普賢岳噴火災害を継承し、防災のために多くの人
が努力していることを見学や学習を通じて知り、防災意識を高める
ことを目的に取り組んでいる。
　被災した旧大野木馬小学校で災害について聞き、被災校舎を見学
した。火山・防災学習では監視塔の見学、砂防ダム工事現場の見学
と無線操縦の重機類を操作する体験を行った。また、３年生以上は
普賢岳災害について学習し、成果を壁新聞などにして９月15日の｢メ
モリアルデー2011｣で掲示した。メモリアルデーでは、５年生が劇で
火砕流で焼失した旧大野木馬小学校のイチョウの木を擬人化し、当
時の小学生の避難生活、学校を間借りした授業の様子などの発表を
行った。災害時大野木馬小学校に勤務していた教師、卒業生16名も
児童に体験談を語った。
　東日本大震災後は、大野木場小学校が被災した際に支援してくれ
た東北の被災校に寄せ書きを贈り、募金活動も行なった。
　施設の見学や講師の方から話を聞くことで、災害の状況や全国の
方から助けてもらったことを理解し、防災意識の高まりと感謝の気
持ちを高めることができた。

メモリアルデー2011
旧校舎被災20周年記念

〒859-1505　長崎県南島原市深江町戊3243
児童126名、大人約120名（保護者、地域の方、
被災当時の学校関係者・児童、近隣の学校関係者、
市長、市議会議員、報道陣）
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和歌山県

平成 23 年度　1.17 防災未来賞 ｢ぼうさい甲子園｣

奨 励 賞

　印南が津波危険地帯であること、安政時代の地元民の迅速な避難行動を知らせ、語
り伝えることの重要性を訴えていくことを目的に取り組んでいる。
　昭和南海地震の被災状況の聞き取りや研修会、発表のための準備・調査を行った。
津波シミュレーション結果から、校区18地点での浸水高をグラフ化して各地点の第１
波と最大波を写真上に示し、津波浸水の危険を感じてもらえるように発表も行った。そ
のほか、安政南海地震で印南の死者が０だったことから、「伝え続けること」、「速やかな
避難」の２つの教訓を盛り込んだ小学生向けの啓発紙芝居の作成に取り組んでいる。
　活動を通して、生徒の防災意識が格段に高まった。実際にシミュレーション結果を
示すことで、津波被害をより身近に感じることができた。また、研究成果を地域の人々
に発表することで意識が高まり、活動に積極性が見られるようになった。中学生の取
り組みが、地域防災力向上の力となっている。

印南町立印南中学校「津波研究班」
「知は力なり」地震・津波の
正しい理解は、防災の基本

津　波

兵 庫 県

　自然災害、対策などを学ぶとともに、社会に貢献することを目的に取り組んでいる。
　東日本大震災の支援活動では、募金、応援メッセージや文房具の送付、小学校との交
流を実施し、8月は、一時遠隔避難所での福島県高校生合宿の「さよならイベント」や
兵庫県立舞子高校環境防災科の行事に参加した。一時遠隔避難所の学習活動では、淡
路高校の（調理・福祉・農業・学び・スポーツ）の特色を活かした内容を盛り込み、高
校生が考える高齢者や女性、乳幼児などの視点を入れた避難所の設置プランについての
意見提案を淡路県民局や淡路市に行った。その他、防災紙芝居の実演、「震災16年育波（地
名）の住民意識調査」結果の展示や、地域の防災に着目した調査活動を活かし、防災マッ
プの作成を行った。
　淡路島の活性化につながるよう、地域に密着した防災活動の充実と発展を、高校生か
ら発信していくことを新たな目標として掲げた。また、淡路島富島地区の防災マップの作成を計画している。

兵庫県立淡路高等学校
今、防災を考える
～地域に密着した防災活動～

津　波

京 都 府

　インドネシアの農村の地域活性化や住みやすいまちづくりに尽力するため、“地域コ
ミュニティ開発 ”という視点から防災・教育・環境・保健の分野で活動に取り組んでいる。
　現地でCo.to.hanaの「シンサイミライノハナPROJECT（被災地へのメッセージや震
災についての想いなどを花びらの形をしたカードに記入し、展示するプロジェクト）」の
実施を通して被災地の経験の共有を行った。青年団や現地NGO団体と防災イベントの
運営や防災活動計画の作成、学校の訪問や交流なども行っている。また、ジャワ島中部
地震の被災児童から東日本大震災の被災児童へのメッセージや伝統工芸の布マフラー等
を立命館小学校と共同で作成した。3月に地区全体で避難訓練を行う予定で、継続的な
防災活動に向けた青年団の主体性の育成につながったと考える。地元団体が防災活動に
継続的に取り組めるよう、モチベーションの維持や経験の共有などサポートする立場で
の活動を進めている。

立命館大学国際部国際協力学生実行委員会
（CheRits）
災害に備え、災害に対応で
きる防災まちづくり

津　波地　震

地　震

東海・東南海
南海地震

〒649-1534　和歌山県日高郡印南町印南2145
学生 8名、大人１名

〒656-1711　兵庫県淡路市富島171-2
2、3年生 30名、大人約120名

〒603-8346　京都府京都市北区等持院北町56-1　
立命館大学いぐらキャンパス明学館1F　京都国連寄託図書館気付
学生34名、現地パートナー15名、教職員1名
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　小学生から高校生までが通う神戸市内にある絵画教室。阪神・
淡路大震災の教訓を伝え、風化させないために、芸術を通した防
災啓発活動に継続的に取り組んでいる。
　東日本大震災の翌日からは、サクラの絵を描く「1000本の命の
サクラプロジェクト」をスタートさせ、台風９号の被害に遭った
佐用高校をはじめ、兵庫県内の小中高等学校などで絵画教室を
開いた。絵には子どもたちのメッセージが添えられ、完成した絵
は岩手県・宮城県の８カ所の避難所、小中学校等に届けられてお
り、被災地訪問時には青空絵画教室を開催するなどの活動にも取
り組んだ。夏休みは福島から避難している子どもたちを招いて絵
画教室を開催、防災訓練や地域のイベントで絵ハガキを作成し、
秋に東北の学校を訪れて絵画教室を行うなど、継続的に活動に取
り組んでいる。
　大人・子ども合わせてのべ約6400人が活動に参加しており、多
くの人を巻き込んだ支援活動を展開している。

平成 23 年度　1.17 防災未来賞 ｢ぼうさい甲子園｣

はばタン賞＆だいじょうぶ賞

アトリエ太陽の子

絵画を通じて行う
東北支援活動　心のケア 〒656-1711　兵庫県淡路市富島171-2

のべ約 4100名（保育所、幼稚園、小中高校生）、
大人のべ約2300名

岩手県

はばタン賞

　平成21年７月に防府市を襲った豪雨による土石流が老人ホーム
を直撃し、多くの犠牲者を出した。そのことをきっかけに、活か
せる防災活動、自助・共助、災害の恐ろしさを伝える活動に取り
組んでいる。
　現在、防災訓練や小学校・自主防災研修会でのジオラマ展示
の手伝い、紙芝居上映などに取り組んでいる。また、災害の風化
が加速していると感じ、７月豪雨や、過去の佐波川の災害を調査
し、語り部マップの作成を進めている。　
　聞き取り調査では、報道されなかった事実や、復興が進む中で
の人々の心の変化を知ることができた。また、被災者が次の被災
者を出さないために伝承したい想いを持っていることも知り、自
分たちにできることは、体験を多くの人に伝え、地域を知り、み
んなが助かる仕組みを作ることだと改めて気づいた。
　マップはインターネットで閲覧できるようにし、災害の記録
や、砂防えん堤の位置、災害時の写真を掲載するなど、よりわか
りやすいよう工夫を行う。今後、被災者の災害に対する意識調査
を行い、どれくらい昔の災害を知っているかなどの調査結果も掲
載する。

水の自遊人  しんすいせんたい  アカザ隊
土砂災害災害の歴史、思い、情報をみんなに届けよう

佐渡川語り部マップ 中学生３名、高校生１名、大人３名
山口県

はばタン賞

津　波地　震

台風
（土砂災害）

水　害
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　行政機関などと連携して課外活動を実践し、地域貢献と防災教育の両面から
柏崎市の防災の町づくりに参加・協力していくことを目的に活動に取り組んで
いる。
　主な活動として、防災教育講演会、避難訓練、消防署１日入所（生徒20
名）、防災サマーキャンプが挙げられる。ボランティア活動では、刈羽村避難
所に避難してきた福島の方々への活動、長野県栄村地震で出た震災ゴミの分別
作業、宮城県仙台市や気仙沼市で泥撤去作業や石や土の除去作業、新潟県三
条市豪雨水害被災地での民家床下の泥撤去作業などを行った。また、８月に福
島県只見町豪雨水害被災地で、2年防災エンジニアコース生によるボランティ
ア活動合宿を行うなどした。その他に、地元企業と連携した高輝度蓄光材（太
陽光や蛍光灯の光を吸収し、長時間自然発光できる材料）を利用した防災用品
の開発にも取り組んでいる。
　現状を知り、被災者の方とコミュニケーションを持つことで、小さな事でも、積極的に取り組むことの重要さが理解できた。海岸・
山間地・内陸・住宅街といった様々な要素が、地震・津波・豪雨水害による被害に影響を及ぼしていることも学習できた。防災エンジ
ニアコースの活動は、保護者や他の生徒の理解に共感を呼び、学校全体を対象としたボランティア活動にもつながっている。

新潟県立柏崎工業高等学校

異なる被災地での
ボランティア活動

岩手県

はばタン賞

水害

　障がいのある特別支援学校の児童生徒への防災教育の在り方の検討や地域
との防災交流や情報の共有・ネットワーク作りを目的に取り組んでいる。
　地元災害の歴史を含めた防災安全マップは、事件や事故が多い場所や、通学
途中で気をつける場所などを記載したものを作成し、防災シンポジウムで紹介
を行った。また、炊き出しや夜間の防災訓練に地域の方や大学生にも参加して
いただき、交流しながら地域の防災意識を高めている。高等部では学校が避難
所になった際に安心して生活が送れるよう、デザインや色を工夫した｢防災マ
ルチパーテーション｣を作成している。また、東日本大震災の被災地へ向けて募
金活動、タオルの送付、運動会での応援団長のエールなども行った。
　｢防災ユニバーサルねっと｣を提唱し、要援護者の視点から、地域や行政等の
様々な取り組みを学校が横糸となってつなぎ、情報の共有・発信に向けて取り
組みを進めている。

千葉県立東金特別支援学校

未来へつなげよう
東北＆東金 〒283-0061千葉県東金市北之幸谷502番地

高等部生徒会5名、小中高の児童生徒153名（集会への参加）、地域30名

千葉県

だいじょうぶ賞

洪　水津　波

地　震

地震
豪雨水害 原子力発電所

事故等

はばタン賞とは？

＊�兵庫県の震災復興のマスコットである ｢はば
タン｣ にちなんだ賞。

　�被災地にエールを送
るため、被災地での
経験や教訓から生ま
れた活動を対象にし
ています。

だいじょうぶ賞とは？

＊�安心・安全なまちづくりを目指す｢だいじょ
うぶ｣キャンペーン実行委員会（会長、国松
孝次・元警察庁長官）にちなんだ賞。

　�防犯活動にも応用できる
取り組みを対象に、｢希
望賞｣を衣替えして新設
しました。

〒945-0061新潟県柏崎市栄町5番16号
防災エンジニアコース2年 21名、3年 23名、PTA、教職員
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〒988-0453　�宮城県本吉郡南三陸町歌津字伊
里前123番地

学生142名、教職員、保護者、地域

東日本大震災特別賞・東日本大震災支援特別賞とは？

＊東日本大震災特別賞
　平成23年3月11日に発生した東日本大震災で被災した学校の活動を推奨するための賞です。

　実際に震災で役立った取り組みや、復興に向けた取り組みを対象にしています。

＊東日本大震災支援特別賞
　東日本大震災の被災地への支援を推奨するための賞です。

　学生・生徒の自発的・独創的な支援活動を対象にしています。

平成 23 年度　1.17 防災未来賞 ｢ぼうさい甲子園｣

東日本大震災特別賞

　災害時の活動の記録、支援活動を工夫・継続し、中学生が生き生きと活動する姿から、復興に向
けた地域の活力を生み出したいと考え、活動に取り組んでいる。
　教職員を４つの部会に分けて災害時の教育にあたった。①津災記録部（文章や写真を活用し、
ひとの心の動きや歌津関連の津災記録を整理する。生徒の心境や津災に関係する記述を文集等に
まとめる予定）。②教育相談部（生徒個々の精神的側面を支える指導を行う。「こころとからだの
チェックカード」を実施し、生徒たちの心のケアに役立てている）。③生徒支援部（学習面や、係や
委員会等の活動を活発化させる支援を個々に行い、意欲的な学校生活を支援する。救援物資の配
布と学習に関する支援を主に行っている）。④地域貢献部（行事の中の地域交流等で、地域の一員
としての自覚を深め、地域の方に復興に向けた活力をもってもらう）。
　鎮魂と復興に向けた活力を生み出すことを目的とし、生徒企画の歌中夏祭りでは、男子の歌中
ソーラン、女子生徒の歌中音頭、キャンドルの点灯、追悼の花火などを行った。歌中夏祭りや運動
会、地区中総体等における生徒たちの頑張りで、地域の方々の元気へとつながった。

南三陸町立歌津中学校

地域を愛し、地域に根差して
生き生きと活躍する生徒の育成

　「自助」「共助」「公助」の意識・実践力を高め、地震や津波の知識を学び、もし
ものとき命を守る行動、自然と向き合う姿勢を育てることを目的に取り組んでいる。
　神戸市消防局の講話や講話の感想と震災以来の自分自身を振り返るワークシー
トの記入、震災を振り返る学習の個人課題アンケートを実施した。10月中旬に生
徒のワークシートをもとに課題探究のグルーピングをし、11月から課題ごとの調
査、探究活動に取り組んでいる。災害のメカニズム、ボランティア、防災や町づく
りについて、東日本大震災の被害と復興の状況、震災後の行動などを含めた今回
の教訓、専門家の助言・支援について調べるため、震災をきっかけに出会った人
とのつながりを通じて、行政や専門機関を訪問する。11月中旬には校庭の仮設住
宅住民との合同避難訓練を実施する。
　生徒からは「町がなぜこのようになったか、被災地の状況やこれまでの動きにつ
いて知りたい」、「町の復興に関わっていきたい」と前向きな考えが多く挙げられ、震災を機に出会った方や経験から感じ、学んでいる。

南三陸町立志津川中学校

復興・共生　人と人とのつながり
の中から探究し学んでいく

津　波地　震

〒986-0754　�宮城県本吉郡南三陸町志津川字
助作1-1

　学生260名、南三陸町役場復興推進課（協力）

宮 城 県

宮 城 県
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平成 23 年度　1.17 防災未来賞 ｢ぼうさい甲子園｣

東日本大震災特別賞

　仙台市内で最も津波被害を受けた地域にある七郷中学校。復興の担い手となる中学生の
｢学校・家庭・地域｣ の三者を結ぶ力を育てたい。地域防災の中心的役割を担うことができ
るよう、自ら考え行動すること、助け合うことの大切さを学ぶことを目的に取り組んでいる。
　地震想定避難訓練、復興推進テーマを募集・決定し、７月に登校時の地域清掃ゴミ拾い
活動を実施した。その他、教育委員会主催生徒会合同サミット「集めよう、私たちにできる
こと」に参加したり、学区内の仮設住宅で仙台南警察署・吹奏楽部合同演奏会を行ったり活
動に取り組んでいる。９月17日には文化祭で復興祈願興南中ソーランを披露し、「震災から
学ぼう」保健委員会を発足した。様々な支援を受ける中で、生徒は ｢これまで以上に頑張ろ
う｣ という姿勢が見え、地域の一員として、中学生である自分たちが活躍することが地域の
元気につながる自覚が芽生えている。

仙台市立七郷学校

復興再生プロジェクト
～七郷の美しい風景は私たちが取り戻す !!～

〒984-0032　�宮城県仙台市若林区荒井字
遠藤９番地の３

学生約500名、教職員 44名

宮 城 県

　宮城県沖地震発生時や地域の高齢化、地下鉄開通へ向けた街の急激な変化に対応するため、「八木山
防災連絡会」が発足した。防災連絡会が取り組んでいた防災出前授業を、平成22年度から中学生参加型
の授業に切り替え、そこに地域住民も参加し始めたことがきっかけで活動に取り組んでいる。
　八木山防災連絡会は、防災問題や高齢者支援運動に取り組んでいた。平成22年11月から東北大学の専
門家の指導のもと、大人と中学生がともに学ぶ体験型の防災教育の連続講義を開催しており、避難所組
織運営や日常での高齢者支援に、中学生の位置づけが大きいことが確認された。東日本大震災後は、民
生委員と中学生が協働で学区内の高齢者支援のボランティア組織を立ち上げ、日常から関わりがある高
齢者宅の給水場からの水汲み支援や食料運搬を手伝った。この活動は、後に仙台市教育長から表彰を受
けている。また、「ティッシュボックスによる耐震授業」や「防災訓練」が、PTAや地域住民参加型の活動
に拡大し、学区外へ発信も行っている。中学生は防災授業により社会参画や意見を出すようになり、地域住
民も中学生の活動を地域活動の中に位置づけるようになった。八木山防災連絡会が基盤となり、中学生が主
体となり、ボランティア組織立ち上げや、「まちづくり委員会」での活動が行われるようになっている。

仙台市立八木山中学校 / 八木山防災連絡会

中学生と住民の協働による
地域防災活動

〒982-0802　�宮城県仙台市太白区八木山東2-27-1
学生 433名（防災授業）、407名（校舎・避難所清掃ボ
ランティア）、約70名（高齢者支援ボランティア活動）、
大人約100名（地域自治組織）

宮 城 県

　多様な体験活動を実践し、持続可能な社会づくりの担い手の育成と人・社会・自然と積極的に関
わり・つながりを図り、豊かな人間性を培うことを目的に取り組んでいる。
　中学生が主導する地域防災訓練では、避難所の開設・運営、炊き出し調理、一時避難所から学
校への避難誘導、救急・救護、地域巡視を行った。
　東日本大震災時は、避難所となっていた公民館閉所時に清掃と震災の散乱物等の整理等を行う
ため、生徒会がボランティア呼びかけのチラシを作成した。チラシを全校生徒に配布したところ、
87％の学生が復旧清掃ボランティアに参加した。また、全校生徒と職員、有志の保護者とで被災
校の復旧清掃ボランティアにも取り組んだ。その他稲作、梅干し加工で食材を備蓄し、訓練時の炊
き出しに使用する予定である。学校と地域・社会との協力・連携を強め、持続可能な社会の担い手
の育成に向けて効果や成果が見られた。地域を巻き込む教育実践を通じて生徒や学校と地域のき
ずなを強め、相互交流と支え合いを実現でき、地域の活性化にも反映する可能性を期待されている。

大河原町立金ヶ瀬中学校

持続可能な社会を担う生徒の育成を目指し、
多様な体験的活動による防災教育

〒989-1224　�宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字
原74番地

学生97名、卒業生5名、教職員、保護者、地
域住民、消防団、学校支援組織の方々等

宮 城 県

地　震

宮城県沖地震
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平成 23 年度　1.17 防災未来賞 ｢ぼうさい甲子園｣

東日本大震災支援特別賞

　災害後の復興貢献を目的としてイベントの実施に取り組んでいる。
　東北８校の各校でお菓子やそばなどの開発商品を中心に、約50種類の商品をそろえて販
売・店舗設営、会計などをすべて学生が実施した。会場に訪れた方が被災地を応援する気持
ちを伝え、復興に向けて頑張ってもらえるようにメッセージをおくった。
　その他、募金、観光地の紹介や避難所で求められている物資の紹介なども実施し、募金と
仕入れ分を差し引いた利益は東北8校に支援金として寄付した。神奈川から参加した約100
人の生徒が東日本大震災に対する意識を深めることにつながった。商業系の学習をする高校
の特色を生かして企画し、県内外の高校生を通し、NPOや行政、企業、団体や大学まで広い
連携ができ、来場者も含めたコミュニケーションも構築できた。　将来の災害に対して東北
－神奈川の友達コミュニケーションができたことも１つの成果といえる。

｢高校生東北商店街｣ 実行委員会

｢高校生東北商店街｣
～東北が元気になったらみんなで行こう！～

〒231-0023　�神奈川県横浜市中区山下町231
　　　　　　みなと総合高校内
学生22名（東北 4県 8校）、9校 98名（神奈川県）
大人4県8校10名（東北4県8校）、9校35名（神奈川県）

神奈川県

　被災地が遠いため、｢実感がない｣というムードがあったが、一時的でない支援を行うことを目標に、
｢経済支援｣を企画し、東北の産品を岡山で消費する｢物産展｣の実施に取り組んだ。岡山高島屋に｢東北
支援物産展｣共済を提案し、岩手・宮城・福島の高校生徒会に｢岡山で売れそうな地元の産物｣アンケー
トを実施した。7月中旬に、商品の交渉のために岩手・宮城・福島を生徒が訪問し、アンケートを通じて
知り合った高校生との交流も行った。
　９月の山陽女子高校文化祭にて、物産展の予告編を開催。商品紹介と取り組みの紹介を行い、会津
若松市長や地元企業経営者、農学博士などからクラスへ応援メッセージもいただいた。地元路面電車
にも無償で物産展の広告スペースを提供していただくなどの協力を得た。９月14～19日に岡山高島屋
で物産展を開催し、クラス全員が販売に立ち、商品はすべて完売した。物産展での商品選びでは、岩
手県のブルーベリージャムは地震で製造設備が壊れたため一度断られたが、直接岩手に出向いたこと
で熱意が伝わり、岡山での製造・販売が実現した。イベントは震災や被災者について考える機会となり、復興のためにできることを実行する
機会にもなった。収益金の一部を活用し、岡山で暮らす被災者やジャムを製造した一関への支援計画にも繋がった。

山陽女子高等学校

被災地から遠い岡山から
できる被災地支援

〒703-8275　岡山県岡山市中区門田屋敷2-2-16
学生 32名

岡 山 県

　震災後の災害ボランティアセンター運営支援や仮設住宅でのサロン活動等の経験から、子ども
から高齢者まで接しやすい学生の利点を生かした活動がしたいと思い、夏休みを利用して全国の
学生ボランティアを受け入れるプロジェクトに取り組んだ。約２ヶ月間で全国から146大学1086名
の学生が活動に参加し、岩手県南部沿岸地域の仮設住宅約30カ所の談話室で、お茶やお菓子を会
話のツールに準備した“お茶っこサロン”を展開。地域の方のコミュニティ形成につながるよう交流
の場を提供した。また、学校の引っ越しや学習支援等のニーズ対応、子どもの遊び場支援、イベン
ト開催支援、メッセージ付き南部鉄器の風鈴の配布も行った。お茶っこサロンでは、新たなご近所
づきあいのスタートに貢献することができ、活動からひろった生活課題や新たなニーズ等の情報
は、災害ボランティアセンターや専門職の方につないだ。学生は、仮設住宅での活動や被災地の
現状、感じたことなどを各地に持ち帰り、報告会等で発表を行っており、全国的な防災意識、ボラ
ンティアに対する意識の向上に貢献している。

いわて GINGA-NET プロジェクト

全国の学生と共に取り組む
ボランティア活動

〒020-0173　岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子152-52
岩手県立大学学生ボランティアセンター
学生146大学1086名

岩 手 県

災害全般

東日本大震災

東日本大震災
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平成 23 年度　1.17 防災未来賞 ｢ぼうさい甲子園｣

東日本大震災支援特別賞

　阪神・淡路大震災の語り部の方から、仮設住宅にかまぼこ板で表札をつくる活動をしていた話しを聞
き、学生にもできる身近な支援活動を続けたいと思ったことがきっかけで活動に取り組んでいる。
　かまぼこ板約3000枚を集め、神戸女子大学の学生約400人や高校生に参加してもらい、水彩絵の具
で下塗りを行った。8月に岩手県の避難所や老人ホーム、児童館を訪問。老人ホームでは、手作りうち
わの作成に取り組んだ。また、仮設住宅では表札の配布や、被災者の方たちと表札にイラストを描いた
り、被災体験を聴いたり談笑したりと交流をした。
　｢被災地に行くことはできないが、何かしたい｣という想いを被災者に届けたり、阪神・淡路大震災か
ら活動していた語り部さんの想いを今につなげることができ、被災者を支えている人たちを勇気づける
活動となった。現地のお茶っこ（お茶会）では地元で飲み物やお菓子を購入し、被災された方の話を聞
くなど交流を深めることができた。

神戸女子大学 Smile 空間プロジェクト

かまぼこ板の表札づくり
を通して心の支援

〒654-8585　�兵庫県神戸市須磨区東須磨青山2-1
　　　　　　神戸女子大学　家政学部　家政学科内
学生4年生7名、大学院生2名、板を送ってくれた人（延
べ 45名・関西地区）

兵 庫 県

　東日本大震災の津波で被害を受けた写真を預かり、きれいにして被災者の方にお返しすることを目
的にプロジェクトに取り組んでいる。
　このプロジェクトは、神戸学院大学、工学院大学、神戸学院大学附属高校、蓮池小学校が協力し、
被災写真の受取、仕分け、洗浄、PC上での修正、印刷、アルバムにいれてお返しするという流れで活
動を実施している。現地に行くことができないボランティアも、写真に染みついたにおいや泥をきれ
いにするプロセスで、被災地に行くのとは違った形で被災地を感じる活動となっている。また、写真
や手紙を読む中で被災者の感情をくみとり、深い想いを持って活動ができるようになった。
　多くの賛同者と活動しており、被災地に行けないが想いを持っている方々と現地をつないでいると
感じる。プロの方々の協力により、ダメージが大きな写真も元に近い状態でお返しすることができ、
被災者の方からお礼の手紙が続々と届いている。

あなたの思い出まもり隊

思い出をまもるために…
被災地外で行うボランティア

〒650-8586　兵庫県神戸市中央区港島1-1-3
小学校・高校・大学約250名、一般ボランティア20名
フォトショップボランティア100名

兵 庫 県

　生活情報や災害情報の伝達ができなくなった宮城県南三陸町に、ラジオ放送が可能な環境を整える
こと、現地の緊急雇用のスタッフへラジオ放送のノウハウを教え、現地スタッフのみで放送を持続可
能にすることを目的に取り組んだ。
　震災１ヶ月後に現地緊急災害FM開局支援が決定し、｢RYUKA復興サポートチーム｣を結成して５月に宮
城県南三陸町入りした。現地の状況視察、役場との協議を進め、放送局設営や番組内容を決定し、必要
な設備を準備するなど環境を整えた。ラジオ関西などの放送局現地スタッフとラジオ局を開設し共に放
送を行い、番組制作・取材・ミキシング・アナウンスなど必要なノウハウをレクチャーした。８月にメン
バー３名が再びラジオ局を訪問し、現状確認と方向性などの助言を行った。
　経験のなかった現地スタッフによる放送が可能となり、生活・行政情報など必要な情報番組を毎日
２回生放送している。また、サイマルラジオ（電波が届かなかい放送エリアの方にも地域情報を届け
られる仕組み）に参加し、町外避難者にもインターネットを通じた情報提供の基盤が確立した。緊急時の放送手順の確立、機材の使い方をマ
ニュアル化することで、役場で災害時の緊急放送ができるようになり、防災無線が破壊されても住民の避難を促すことが可能となった。

流通科学大学 RYUKA 被災地復興サポートチーム

被災地復興のため
緊急災害 FM立ち上げサポート

〒651-2188　神戸市西区学園西町3丁目1番
4年生 3名、3年生1名、卒業生1名

兵 庫 県

津　波

東日本大震災
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　噴火や地震はいつ起こるかわからないことから、この地で生活していく
児童の防災意識を高め、「生きぬく力」を育てたいと考えたことがきっか
けで、防災授業プランに取り組んでいる。
　防災授業では、千歳市防災学習交流センターでの災害体験や災害図上訓
練、避難場所の確認、有珠山西山火口の見学などを行った。また、東日本
大震災の各国からの支援、地震や火山、津波などの自然災害の可能性や危
険性について学習に取り組んだ。樽前山の学習では、噴火予知・火山灰か
らの身の守り方や、模型を使った噴火実験から、降灰範囲の確認を行った。
　身近な自然の恵みを再認識し、児童に「身近な自然を守っていきたい」
という意識を育むことができた。災害図上訓練では、今まで学んだことを
生活の場に戻し、災害時の身の守り方、避難場所の確認・噴火予知システ
ムの存在などを確認することで不安を解消し、安心感を与えることにつな
がった。地元自治体や防災施設と連携し、体験活動を重視しながら、小学
生レベルの「自助・共助・公助」の意識を高めることができた。

〒 066-0047　北海道千歳市本町 3丁目 4-1千歳市立千歳小学校

千歳の環境と防災　～自助・共助・公助を学ぼう～

6 年生 45 名、教職員 2名

地震 津　波 火　山

千歳市立千歳小学校

北海道

　奥尻町は、18 年前の南西沖地震によって多くの町民を亡くしたが、復興
を遂げた町である。児童に地震や津波の直接体験はないが、風化させず防
災意識を高めていくため、避難訓練の改善や防災教育に取り組んでいる。
　過去の地震の規模や被害状況などの調査、全校児童に向けた発表、札幌
の防災センターの見学を行った。南西沖地震の日には避難訓練を実施し、
グランドへの一次避難後、津波警報が発令したことを想定し、より高いと
ころへの二次避難を組み入れた。奥尻消防署員の方から、南西沖地震体験
と防災に対する心構えを紙芝居で話していただいたり、町の防災記念館 ｢
津波館｣ に南西沖地震の写真パネルをお借りし、児童玄関に提示したりす
るなど、防災意識の啓発に取り組んでいる。9月 1日には全町規模の防災
訓練があり、避難訓練を実施した。
　小学生も地域の一員として、防災意識を共有することができ、また、昨
年度までは地震、火災への対応だけだったが、今年度は津波への対応の学
習にも取り組み始めている。

〒 043-1401　 北海道奥尻郡奥尻町字奥尻
428 番地奥尻町立奥尻小学校 児童 33 名、教職員 9名

地　震 津　波 火　事

奥尻町立奥尻小学校

北海道 南西沖地震を風化させない
～全町規模の防災訓練で防災意識を高める～

　総合的な学習として自然災害の防止について学ぶことが、東日本大震災
で被災した方の復興支援にもつながると考え、防災学習に取り組んでいる。
　東日本大震災についての調べ学習、阪神・淡路大震災との比較、防災新
聞づくりを実施した。町田市の防災対策についての調べ学習では、防災対
策担当の方の講義や防災倉庫についての講義をお聞きしたり、原町田浄水
所や市役所の見学を行ったりした。また、保護者を招いての防災新聞等の
発表会や家族との防災会議などを行った。成果として、震災の被害の大変
さや阪神・淡路大震災との違いについて学ぶことができ、子どもたちや家
族の防災意識の高まり、どのような備えが必要なのかを自覚できた。
　東日本大震災の映像や新聞等から日々学べ、震災の問題を他人事ではな
く自分ごととして考え、町田市について調べることができた。また、授業
参観で保護者が発表を聴く時間を設けることで、家族で防災について考え
るきっかけにもなった。

〒 194-0031　東京都町田市南大谷1260番地町田市立町田第六小学校

「自分たちの町を自分たちで守ろう」

5 年生 56 名町田市立町田第六小学校

東京都 自 然 災 害
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　大地の成り立ちや自然災害を学び、その過程で生命と財産を守るための
防災意識の高揚を目的に取り組んでいる。
　学校では、避難訓練や「ジオパークと自然災害について」の学習会など
を実施している。今年度２回目の避難訓練、防災・宿泊体験学習では、子
どもたちの活動のモチベーションを高めるため、10 個の課題をクリアして
いく流れにして行った。学習中に震度 6強の地震が発生した想定で訓練を
行い、近くの宿泊施設への避難、避難所生活等の模擬体験を実施した。また、
東日本大震災の被災地復旧・復興活動の体験談についての学習や、全校児
童・保護者・地域住民を対象とした土石流発生の仕組みや家庭での発災時
対応に関する防災教室を開いた。
　児童が直接的に学べるように総合的な学習の時間や学校行事を工夫した
り、地域防災懇談会における教職員や地域住民の研修等を行ったりしてい
る。地域特有の地滑り・土石流・雪崩などの自然災害について理解するこ
とができた。また、防災・宿泊体験活動で、上級生が下級生の安全を見守り、
みんなで知恵を出し合い協力して問題を解決する重要性を実感する機会と
なった。

〒949-0531新潟県糸魚川市大字東中5121-1糸魚川市立根知小学校

根雨小発！ジオパークの大自然と向き合う地域防災教育

児童 32 名、教職員 11 名、地域の区長等 20 名、
教育委員会 1名、消防署員 1名、警察職員 1名、
学芸員 1名

地　震 地滑り 土砂災害

糸魚川市立根知小学校

根雨小発！ジオパークの大自然と向き合う地域防災教育新潟県

　「自分の命は自分で守ること」、「地域が人と人とのつながりで成り立ち、
災害時の助け合いが必要であること」、「自分も地域の一員であり平常時か
らの顔の見える地域づくりの担い手であること」に気づき、今後の災害・
防災活動に積極的に参加してもらうことを目的に取り組んでいる。
　３日間の連続イベントで ｢災害について知る、体で学ぶ、自分たちに何
ができるかを考える｣、をサブテーマに、東日本大震災のDVDの視聴、簡
易コンロでの炊飯や、消防署での放水などの体験訓練、洞窟探検をおこな
い、閉所式で感想発表、終了証明書の授与式を行った。子どもたちは、体
験や訓練を通して、災害時に役立つ技術を身につけることができ、小学生
の中には「自分たちにもできることがある」という気持ちが芽生えた。また、
自然にふれることで、環境についても学ぶことができた。
　子どもたちが自ら考え、助け合い、体全体で学べるプログラム構成にす
るなど工夫した。また、終了時に「終了証明書」を渡すことで、防災・減
災の気持ちを心の中においてくれることが期待できる。

〒 400-0337　山梨県南アルプス市寺部 659南アルプス社会福祉協議会 児童のべ 95 名、ボランティア 8名、
講師・消防署員 9名

  地　震

南アルプス社会福祉協議会

山梨県 夏休みボランティアスクール
「この夏、君も防災マスターになろう」

　マンネリ化した防災訓練からの脱却、地域の実情に即した防災知識・技能を身につけ、人
的被害を少しでも減らすことを目的にプログラムを考案し、防災学習に取り組んでいる。
　体験型の防災学習を目指し、医療、DIG、知恵で 21 のブースを設け、少人数のグループ
に分かれて実施する防災学習会を開いた。クロスロードでは、藤枝中央小学校バージョンを
活用し、学校・地域に即した問題について考えてもらえるように工夫した。事前に保護者と
地域の方々を対象に防災講演会を開き、災害に対して自分から活動する意識を高めてから本
番へ挑んでいる。ブースの内容は、「考える場、または体験する場はあるか」、「子どもと保
護者が挨拶や相談する場があるか」をもとに検討して考案した。
　成果として、地域住民の相互の関わりが増して地域の防災意識が高まったり、防災担当者
の顔がわかる関係が生まれてきたりしたことが挙げられる。また、独自のクロスロードや体
験型学習を展開し、親子で学べる時間にもなった。

〒 426-0086　静岡県藤枝市原 1133 番藤枝市立藤枝中央小学校PTA

体験型の防災学習　～地域と向き合い親子で学ぶ～

児童 470 名、保護者・地域 330 名、
教育 30 名、その他 50 名藤枝市立藤枝中央小学校PTA

体験型の防災学習　～地域と向き合い親子で学ぶ～静岡県 東海地震による災害全般
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　東日本大震災で被災した仙台市立鶴谷東小学校との交流や支援を継続し
て取り組むとともに、保護者、児童の防災への意識を高めていくことを目
的に取り組んでいる。
　東日本大震災発生後、義援金活動や鶴谷東小学校の児童と共同で「仙台
七夕飾り」を作成したり、千羽鶴を送ったりした。8月に児童 11 名とと
もに仙台を訪問して鶴谷東小学校と交流を行い、9月に訪問報告会を開き、
今後の支援の在り方や防災に対する意識を高めていくように働きかけた。
　１つの学校へ千羽鶴を送ったことで、支援の相手や活動が児童にとって
具体的になり、意欲的に取り組むことができた。また被災地へ足を運び、
被災当時の状況や現在の生活について自分の目で見たり聞いたりしたこと
で、被害の甚大さや災害に対する備えの大切さを感じることができた。そ
して、今後の支援の在り方などについて、具体的に考えて行こうとする意
識を引き出すことにもつながった。

〒448-0803　愛知県刈谷市野田町陣戸池151刈谷市立朝日小学校

「自分の命は自分で守る」　～東日本大震災から学ぶ～

児童 671 名、教職員、保護者

地　震 津　波

刈谷市立朝日小学校

愛知県

　東日本大震災の復興に向けて、棚尾小学校区ぐるみで被災者の心に届く
支援と「津波てんでんこ」の教訓を学ぶことを目的に取り組んでいる。
　東日本大震災募金活動や、義援米田植え・友情の金時芋苗植えを行った。
収穫できた米と芋を釜石小学校に贈ることが決定している。6月に実施し
た PTA 義援金資源回収では、学区 1,500 世帯からの回収で 228,488 円の収
益があり、義援金として送金することが決定した。7月には吹奏楽クラブ
代表児童と顧問教諭が仙台市南材木町小学校を訪問し、復興応援合同演奏
を実施した。また、本校卒業生の藤井逹吉が大成した小原わし工芸を取り
入れた復興「いのり」のオブジェ制作を行い、作品は碧南市藤井逹吉現代
美術館で公開された。
　東日本大震災の総合的な学習等の教育プログラムの中で、学年の発達段
階に応じてできる支援を具体的に考え、多彩で独創的な復興支援を実現で
きた。学校・家庭・地域・社会、そして釜石・南材木町小学校と子ども達
のきずなが深まり、また釜石小学校と友情交流することで「津波てんでん
こ」の教訓の共有にもつながっている。

〒 447-0888　愛知県碧南市春日町 1-5碧南市立棚尾小学校 児童 676 名、大人 950 名

津　波 液状化現状

東海地震・東南海地震・南海地震

碧南市立棚尾小学校

愛知県 被災者の心に届く多彩で創造的な復興支援
～「棚尾っ子てんでんこ」～

　大人から子どもまで、幅広い年齢層を対象にした防災訓練をすることを
目的に取り組んでいる。
　災害時要援護者避難訓練では、本部情報班、安否確認班、救出班、救護
班に分かれ、組織的に無線機を使った情報伝達を行った。救出のための情
報を確認するためにレスキューシートを作成し、行動を一元化して管理で
きるようにしたり、医師に参加していただき、トリアージの体験も行った
りするなど、工夫している。また、今年で7回目となる子どもサバイバルキャ
ンプでは、東日本大震災の犠牲者の慰霊と早期復興を祈念し、サクランタ
ンで慰霊塔を作り、黙祷した。
　災害時、防災訓練の体験や、組織的な行動のノウハウが役立てられると
考えている。子どもたちの地域活動への理解が深まり、将来の担い手になっ
てくれること、友達や隣人への友愛・きづな、助け合いの大切さを体得し
てくれることを期待している。
　遊び心を持ち、新しいアイディアを取り入れたり、トランシーバーを使
用した早押しクイズを実施したり、巻き上げ機などを実際に作動させたり
するなど、マンネリ化しない工夫を考えながら取り組みを進めている。

さくらっこ・れすきゅー隊 <桜ケ丘2丁目子供会>

守ろう私たちのまち　～地域で要援護者支援を考える～

小学生 1～ 6年生、中学生 30 ～ 70 名、
大人 120 名（上牧町桜ヶ丘 2丁目）

  地　震

さくらっこ・れすきゅー隊 <桜ケ丘2丁目子供会>

奈良県
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　｢命｣ ｢我が町｣ を救おうという思いから、地域と学校との共同開催の防
災訓練に取り組んでいる。
　訓練では、学年ごとにプログラムを分けて実施している。地域の方と協
力してバケツリレーの実施やシューター降下訓練、救急救命、放水訓練、
煙中体験など、さまざまな体験を中心に実施している。また、紙芝居や
DVDを活用して災害時の対応等を学んだり、｢非常持ち出し袋を考えよう｣
では、グループで話し合いながら必要なものを考えたりした。防災だけで
なく、護身術を習うなど身につく訓練も実施し、捕まったときの逃げ方や
対処法など防犯の要素を盛り込んだ訓練にしている。小学校の 6年間で一
通りの防犯・防災訓練ができるよう、内容を工夫している。
　東日本大震災を受け、地震や津波の怖さを再確認した。被災地が復興に
向けて頑張っている中で、自分たちは不自由なく生活できていることを認
識して訓練に取り組み、非常時の対応の仕方を学習できたことが成果とし
て挙げられる。

〒 613-0031　 京都府久世郡久御山町佐古東
角 12 番地久御山町立東角小学校

助け合おう ｢命｣　助け合おう ｢我が町｣

児童約 370 名、大人約 300 名

  地　震

久御山町立東角小学校

京都府

　震災の体験を風化させず、災害に対処する方法を身につけるとともに、
命の大切さを学ぶ機会にしていくことを目的に取り組んでいる。
　東日本大震災に対して、募金活動や仙台市立岡田小学校に応援メッセー
ジカードを作成して送った。８年前から毎年１月に避難訓練や阪神・淡路
大震災の学習、学年別にバケツリレーや応急手当の方法などを学べるプロ
グラムを実施することで、子どもたちは 1・17 の意義を知る事ができる。
地域の方々との協力体制を築くこともでき、各団体や PTA の方々と協力し
て実施することで、細かい指導を行うことも可能となった。
　子どもたちは積極的に地域の防災訓練に参加するようになり、体験した
ことを忘れることなく、生きた力となって定着しているように感じる。今
後も防災学習は菅の台小学校の特色ある学習として継続していく予定であ
る。

〒 654-0143　 神戸市須磨区菅の台 4 丁目
3番地 2神戸市立菅の台小学校

共に歩もう、震災に負けずに！

児童 300 名、大人 50 名

地　震 火　事 事　故

神戸市立菅の台小学校

兵庫県

　防災を自分ごととして考え、地域みんなで防災について考えられる集会
となることを目的に取り組んでいる。
　防災集会では年代別に煙体験、水消火器訓練、AED体験や炊き出し、日
よけの設置、手旗訓練、竹やペットボトル水鉄砲での消化訓練、防災クイズ、
防災クラフト（簡易スリッパの作成）などのプログラムを実施した。また、
地域の防災マップや津波避難マップ、非常持ち出しグッズのパネル展示な
どを行ったり、東日本大震災、台風 12 号の水害の義援金の呼びかけも行っ
たりした。
　防災集会のチラシを２万枚配布したことで、幅広い年代の方や一般の方
にも参加してもらうことができた。また、防災ゲームや工作を入れること
で、興味を持って取り組んでもらうことができた。中高生にも、「被災地
の屋上に取り残されても手旗を知っていれば状況が伝えられる」など、具
体的なケースを説明することで興味を持って意欲的に取り組んでもらえ
た。

〒663-8113　兵庫県西宮市甲子園口2-26-10-107日本ボーイスカウト
兵庫連盟　阪神さくら地区協議会

防災集会　｢自分の身は自分で守る｣
地震等の大規模災害

日本ボーイスカウト

兵庫県

年長・小学 1年 86 名、　小学 2～ 4年 214 名、
小学 5～中学生 124 名、大人 240 名
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　災害が発生したときに慌てずに対応し、自分の命を自分で守る力を身に
つけてもらうことを目的に取り組んでいる。
　阪神・淡路大震災の研修として人と防災未来センターの見学を行ったり、
南あわじ市の福良港津波防災センターの見学や研修を実施したりした。子
ども防災体験キャンプでは、子どもたちは段ボールで自分の寝床をつくり、
防災センターの見学や AED講習、着衣水泳、炊き出しや非常食の試食など
を体験しながら学習した。
　防災の知識だけでなく、避難生活体験や AEDの実習を通して命の大切さ
を実感してもらえた。２年連続で参加する子どももあり、満足度の高い活
動になっている。今年はいつどこで津波に遭遇しても身を守る行動がとれ
るよう、津波に関する防災研修を取り入れるなど、工夫して行った。

〒 675-0182　 兵庫県加古郡播磨町東本荘
1丁目 5番 30 号

「自分の命は自分で守る」　～体験から学ぶ防災の知恵～

5 年生 4名、6年生 14 名、
大人 4名（町教育委員会事務局職員）

地　震兵庫県

播磨町教育委員会
｢子ども防災体験キャンプ｣

　教員の知人が東北にボランティアに行くと聞き、6年生児童の励ましの手紙
を届けてもらったことがきっかけで、陸前高田市の高田小学校との交流が始
まった。
　6月に全校児童や保護者に呼びかけを実施し、１～６年生と PTA が「はるか
のひまわり」を植えた。８～９月には高田小学校からお礼の掲示物などが届き、
９月の運動会で高田小学校を励まそうとソーラン節を踊りビデオレターで送っ
た。また、被災地で多くのゴミが出ていることから、身のまわりのゴミを拾う
ことで、日本全体でゴミが少なくなるだろうとゴミ拾いも始めた。
　6月に、子どもたちの中で地震が過去のものになっていることを感じ、再度
東日本大震災について学び直し、被災地への手紙を書かせた。言葉や頑張って
いる姿を伝えることも支援になること、息の長い支援が必要であることを学び、
ゴミ拾いも支援になることを知った。
　運動会の練習前に子どもたちに東日本大震災の様子を伝え、自分たちにでき
ることを考える時間をつくった。運動会後の作文では、「私たちの踊りが東日
本に届くといいな」とソーラン節について書いていた子どもが多かった。また、
「はるかのひまわり」の種は、来年東日本に届ける予定にしている。

〒669-5327　兵庫県豊岡市日高町野々庄934豊岡市立府中小学校

深めよう絆　続けよう支援

4 ～ 6 年生 108 名豊岡市立府中小学校

兵庫県

　地域の特徴を知り、災害時の状況を想定して迅速に避難することで、自
分の命を守れる子どもを育てたいと考え、「地域と家庭と学校」が連携し
た防災活動の促進に取り組んでいる。
　小学生と保護者の防災意識の高揚を目的に研修会を実施した。研修会で
は、地域の川とのつきあい方や川がもたらす災害との向き合い方、気象・
避難情報がもつ意味を学んだ。また、災害図上訓練で自宅や通学路におけ
る危険個所を把握し、まち歩きを行ったり、過去の水害の様子を語り部の
方に伺ったりした。児童が災害のイメージを持てたことで、その後の訓練、
避難への意識を高めることにつながった。
　子どもたちに役割を与えることで、勇気とやる気が生まれ、児童間や家
族間、地域間の防災啓発にもつながった。また、それにより、適切な避難
行動への導きも大きく期待されている。「防災のある小学校・まち」として、
他の地域との交流や住みやすさが地域の元気につながり、防災、安全安心
の輪が広がっていくことが期待されている。

〒701-4234　岡山県瀬戸内市邑久町大富25（今城小学校）
〒701-4221　岡山県瀬戸内市邑久町尾張300－１（市役所）瀬戸内市立今城小学校

ぼくたち・わたしたちの命は自分たちで守る

4 年生 14 名、5年生 21 名、
6年生 26 名、地域 30 名、PTA40 名

水　害

瀬戸内市立今城小学校

岡山県
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　マップ作りを継続することで、地域を知り、「自分の命は自分で守る」
実践力に結びつくことを期待して取り組んでいる。
　地域探索では避難経路・危険個所の確認、過去の災害によって被害を受
けた場所と対策状況の確認、独居老人・高齢者の把握を行った。そのほか、
聞き取り調査や避難にかかる時間の実測、手作り雨量計で測定などを実施
している。また、これらを踏まえてマップを作成し、独居老人については、
声かけをする地域住民の確認も行った。
　成果として、各自がフィールドワークの目的意識をもって活動するよう
になった。また、この活動が自分のため、地域のためになることを感じる
など、意識の変容がはっきり見られるようになった。子どもたちが地域を
知ることで安心感をもち、知ったことを地域にも知らせることで、安全な
地域づくりに結びつけることができる。高齢者と一緒に地域を探索したこ
とによって、子どもたちの活動がより地域に知られ、地域の防災啓発にも
繋がっている。

〒 798-0211　愛媛県宇和島市蒋淵 983 番地宇和島市立蒋淵小学校 児童 5 名（学習会 18 名）、保護者
20 名、地域 10 名、関係機関 5名

高　潮 土砂災害

地　震 津　波 台　風

宇和島市立蒋淵小学校

愛媛県 「防災マップ」を知って安心、知らせる安全
～命を守るための地域探索～

27 28

備え隊★

｢無事だよ｣

｢家族みんな元気だよ｣

　大きな災害が発生した時、電話はいつも通りに繋がるでしょうか？ 実は

災害時は、電話が繋がりにくくなることが多いんです。それは、家族・

友人の安否確認のために電話をかけたり、お見舞いの電話をかけたり

する人が大勢いるからです。いつもの数十倍の電話が殺到すると、電話

回線がパニックになってしまうんですよ。

★災害用伝言ダイヤル１７１の使い方★

　救助や復旧活動の電話

が優先されていて、一般

の電話の利用が制限さ

れていたから、かかりにく

かったんだ。

電話が繋がらなかった

から、家族や友人と連絡

が取れなくて、すごく心配

だったの。

？？ 阪神・淡路
大震災の時はどうだったの ？？

災害用伝言ダイヤル

171の誕生！

自分の安全を伝
えるメッセージ
や、相手を励ます

メッセージを録音したり、聞い
たりすることができるよ。

覚えておこう！ 体験してみよう！

災害用伝言ダイヤル１７１！

｢一緒に頑張ろうね｣

｢無事でよかったね｣

もしもの時、連絡が

取れるようにしておこう!!

録音したいとき 例 再生したいとき

○○です。みんな無事です。

○○に避難しています。

被災地 被災地外

録音する 再生される

　ほとんどの人が携帯電話を持って

いなかったから、連絡をとる方法が

固定電話や公衆電話しかなくて…。

公衆電話にはたくさんの人が並ん

でいたよ。

そ こ で
★毎月１日と15日　★お正月（１月１日～３日）

★防災週間（8月30日、9：00～9月5日、17：00）

★防災とボランティア週間（1月15日、9：00～1月21日、17：00）

災害用伝言ダイヤル１７１

を体験してみよう！

無事を

知らせよう!
大丈夫かな??

よかった!

知っておこう！ 災害用伝言ダイヤル１７１の3つのポイント

被災地の人

被災地の人も、被災地外の人も誰でも使えるよ！！ 使えるのは、

などの災害時だけ
メッセージの録音は
被災地の人が優先！

優先 私たちは後

被災地外の人

震度6以上の地震 火山噴火

1

2

3

使い方はコチラ

171編何が何で
も

災害が起きると

電話が繋がらない!?

まずは

１７１ に
ダイヤル

自分の

電話番号

相手の

電話番号

録音 再生

1 2

ひ さい ち ひと ひ さい ち がい ひと

そな たい

おお さいがい はっせい とき でん わ どお つな じつ

ぞくかおおつなわでんじがいさい

ゆうじん あん ぴ かく にん でん わ み ま でん わ

わでんとうさっわでんばいじゅうすうぜいおおひと

せんかい

きゅうじょ ふっきゅうかつどう でん わ ひと けいたいでん わ も でん わ つな

か ぞく とも だち れん らく

ぱいしんと

れん らく ほうほう

ていこ

こうしゅうでん わ ひと なら

でん わ こうしゅうでん わ

ゆうせん いっぱん

げんせいようりわでん

ぶ

さいがい お

でん わ つな

じ

か ぞく げん き

しょ がん ば

とき

ぶ じ

ゆうせん わたし あと

ひ なん

と

れんらく

いっ

ぶ じ

へん
なに

なん

さい がい よう でん ごん

たんじょう

つか かた

おぼ

さい がい よう でんごん

たい けん

じ ぶん あん

あい

ろく おん き

て はげ

ぜん つた

さい ときしんだいじあわしんはん

ろくおん れい さいせい

さい がい よう でん ごん

ろく

さい がい ようでんごん

たいけん

さい せいおん

ぶ

し

じ

だいじょう ぶ

ひ さい ち ひ

ろく おん さい せい

じ

でん わ ばん ごう でん わ ばん ごう

ぶん あい て

さい ち がい

まい つき

ぼう

ぼうさい しゅうかん

さいしゅうかん

にち にち しょう

しん ど い じょう じ しん か ざんふん か

ひ

ろく

ひ さい ち ひと ゆう せん

つか

さい がい じ

おん

さい ち ひと ひ さい ち がい ひと だれ つか

し さい がい よう でん ごん

がつ がつ

がつ にち がつ

がつ にち がつ にち

にち

にち にち

今年度、多くの学校で取り入れられていた防災学習の１つが、
“災害用伝言ダイヤル１７１”の体験です。

もしものときに備えて、ぜひみなさんも体験してみてはいかがでしょうか？



32

　行事やボランティア活動への参加が、地域との連携・防災意識の高揚につ
ながり、「自分達の地域は自分達で守る」という共助の考え方が深まることを
期待して取り組んでいる。
　募金活動、緊急時の連絡体制の確立、町内会組織の立ち上げ、それを活用
した連絡手段の確認を行った。５月に防災教育検討委員会を設立し、東海臨
海広域防災公園の見学・体験学習を行ったり、保護者携帯へのメール一斉送
信システムを確立したりした。その他、避難訓練、防災教育講演会、救命救
急講習会を行った。
　防災学習では、着衣水泳や応急手当、火山と地震、日常食の簡易調理法等
を必修科目に盛り込んだ形で学習した。その他に、消火栓やAED、公衆電話、
避難所、水害被害の予想される場所等を調査し、地域防災マップの作成に取
り組み、完成したマップはDVDにして町内ごとに配布する予定である。
　生徒は、地域の方々と活動することで連携意識が高揚し、｢災害時に自ら地
域を守っていくという意識が高まった｣ というアンケート結果も得た。学校と
地域が一体となった活動につながることが期待されている。

〒 017-0012 秋田県大館市釈迦内字長者森 1大館市立第二中学校

あんぜんで　やさしさ　めぐる　「アヤメの里」の防災教育

学生 150 名、大人のべ 100 名

地　震 風　水　害

大館市立第二中学校

秋田県

　災害発生時 2時間後を目途に、災害救護の支援体制を整えることを目的
に、平成 20 年に組織され、活動に取り組んでいる。
　台場地区は、災害発生時には陸の孤島となり、外部からの支援を受けに
くい状況になるため、地域の高齢者やケガ人を救護する人員が不足すると
想定されている。訓練では、朝礼や学級指導において東日本大震災の状況、
児童生徒がとるべき行動、心構え等についての指導を行った。東日本大震
災では学校が避難所に指定され、学生 30 名で Jr チームを結成し、炊き出
しや物資の運搬、避難者の寝床の整備などに取り組んだ。
　中学生には地域防災の一翼を担っていることから生まれる、郷土愛、自
己有用感等が醸成されている。中学生にも実際の機具を使用させるなど、
大人と同様の訓練を行っており、中学生が「見ている人」ではなく「行動
する人」として育つことを期待している。

〒 135-0091　東京都港区台場 1-1-5お台場学園　港陽中学校 学生 70 名、小学生 381 名、
大人 400 名

東京直下型地震

お台場学園　港陽中学校

東京都 Jr チームが地域を救う！
災害時の救護支援を担う中学生の育成

　岩手や宮城の町と、自分達の町が地形的に似ていることから、地震が起
きたらどうなるのか不安になった。｢自分達の町を自分達で守らなくては
いけない｣ という思いから、活動に取り組んでいる。
　能登半島地震や東日本大震災についての講演会、地区ハザードマップ作
成や避難経路マップ作成、7月には防災に関する地域の意識聞き取り調査
も実施した。また、小中学校では津波説明会や小中高合同避難訓練を実施
しており、避難経路説明DVDの作成にも取り組んでいる。9月は生徒が作
成した小木地区全世帯向けチラシを配布した。その他、避難所生活体験を
第一回目は生徒のみで、第二回目は PTA 会員 55 人が加わって実施し、飯
ごう炊飯、テント組み立て、テントでの宿泊を体験した。
津波の防災計画が浸透していないことや地域の防災意識の低さから、今ま
で以上に「自分たちの地域を自分たちの手で守る」という意識が高まった。
「小木中学校防災計画」を定め、地域全員で安全に避難するための心構え
や必要な準備、災害時行動などを模索しながら取り組みを進めている。

〒927-0553　石川県鳳珠郡能登町小木1－1－1能登町立小木中学校

自分たちの地域を自分たちの手で守ろう

１年生 18 名、2 年生 16 名、3 年生
28 名

地　震 津　波

能登町立小木中学校

石川県
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　東海地震の想定地域に居住しているため、防災意識をさらに高めること
をねらいに取り組んでいる。
　１年生を２集団に分け、ＤＶＤ視聴、講話、体験活動を行った。年間計
画外の避難訓練を実施したり、津波に対する対策を立てたり積極的に取り
組んでいる。８月末の地域主体の総合防災訓練では、中学生が大人と同じ
ように活動し、小学生を指導する場面も見られた。
　講座終了後には感想文を書き、それをお互いに読み合うことで、さらに
防災意識を高めることができた。その後に実施した避難訓練でも、中学生
の意識の高まりを感じられた。訓練の中で新聞紙スリッパの作成など、地
域の方と生徒が共に実施するプログラムを設けることで、交流の場にも
なっている。

〒432-8062　静岡県浜松市南区増楽町700番地浜松市立可美中学校

防災講座を生かした防災意識の育成

1年生130名、県災害ボランティアコー
ディネーター約20名、教職員8名

東海地震

浜松市立可美中学校

静岡県

　中学生が防災対策について地域と共に学習し、それらを地域に発信して
いくことを目的に活動に取り組んでいる。
　平成 22 年 10 月に過去の災害や防災対策について授業を実施した。その
後、通学路の危険個所の調査を行い、それをもとにハザードマップを作成
した。完成したハザードマップは、「せせらぎ学習発表会」で地域に向け
て発信を行った。また、1年生がHUG（避難所体験）を学校で実施したり、
全校生徒と保護者を対象に防災講演会開催を行ったりしている。
　中学生が地域に出たり、地域の方を学校に招いたり交流の場を設けるこ
とで、地域の方に「中学生も頼りになる」という印象を持ってもらえた。
東日本大震災を機に、中学生の中にも「自分達が主体的に行動しないとい
けない」、「地域の役に立ちたい」という関心や、地域に貢献しようとする
意識も高まってきている。

〒 419-0315　静岡県富士宮市長貫 1267富士宮市立芝川中学校 学生 180 名、教職員 24 名、
地域・保護者約 200 名

東海地震

富士宮市立芝川中学校

静岡県 災害時に中学生ができること
～中学生の機動力を地域防災に生かそう～

　防災意識を喚起し、実践的な知識や技術を身につけ、地域住民の一人と
して貢献できる人材の育成を目的に取り組んでいる。
　防災体験学習では、津波への対策で校舎 4階への避難訓練を実施。就寝
準備中の避難訓練の際には、停電を想定し、懐中電灯の光だけを頼りに避
難を行った。津波マップづくりでは、１人ずつ地図に自宅や学校の位置に
シールを貼り、主要道路や荻間川などに色を塗った。その後、10mの津波
と 20 ｍの津波で浸水する地域に色をつけ、自分の地域や道路がどの程度
被害を受けるかの確認を行い、海抜の高いところや建物を地図上で探して
避難地となるか検討した。また、地図は家庭に持ち帰り、津波が発生した
際どう行動するかを家族で話し合うツールとして活用することで、家族内
での共有にも役立った。
　避難所宿泊体験は、男女同じフロアで簡単な仕切りのみで生活したり、
鍋で米を炊いたり、炊飯に使う水を１人２リットルの中から使ったり、災
害時に近付けるよう工夫した。生徒は防災に関する知識や技術を高め、マッ
プ作成を通して地域の防災上の課題を再確認するなど、防災意識の高揚に
つながっている。

〒 421-0522　静岡県牧之原市相良 283 番地牧ノ原市立相良中学校

みんなで目指そう　地域のHERO！

1 年生 156 名、教職員 9名、
連携団体約 30 名牧ノ原市立相良中学校

静岡県 東南海地震
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　校区全体が伊勢湾台風で大きな被害を受けた海抜０メートル以下であり、水害
の危険が大きい。災害時、中学生が地域の一員として避難所運営にどう関われる
かを考え、地域とのつながりの大切さに気付くことを目的に取り組んでいる。
　水害学習会では伊勢湾台風級の台風やそれに伴う高潮の危険性、地震による堤
防の破壊、液状化、津波の危険性などの認識を深め、日ごろどのような心構えや
準備が必要であるかを考えた。避難所体験学習では、全校生徒と地域住民が体育
館に避難し、避難所の運営について模擬体験を通して学習。避難者リストの作成、
役割の分担、模擬体験活動等を行い、中学生がどのような役割を担えるか、日常
から地域の人とどのように関わることが大切かを考える機会となった。
　学習会後のアンケートでは、水害の危機意識をもつ生徒が 46％増加、非常持ち
出し袋の準備や避難経路・避難場所の確認を家族で行った生徒が約２倍になるな
ど、意識の高まりが見られた。避難所体験学習後は、地域とのつながりの大切さ
を感じる生徒が53％から96％に増加し、できる役割を果たそうと考えている生徒
が94％、ボランティア活動に参加したい生徒が84％になるなど、日常から何をす
べきか、非常時に何ができるか、考えを深めることにつながっている。

〒490-1403　愛知県弥富市鳥ヶ地１丁目176番地弥富市立十四山中学校

安全意識の向上をめざして　～体験を通して学ぶ～
地　震

弥富市立十四山中学校

愛知県

学生178名（1年生70名、2年 48名、3年 60名）
教職員 16 名、地域約 40 名

　岩手県釜石市立釜石東中学校が震災前や発生時に地域防災に活躍したこ
とを中学生や地域に訴え、地域の方と合同で防災訓練を実施することを目
的に取り組んでいる。
　被災地で起こった出来事を放送劇のシナリオにまとめ、放送劇収録、全
校生徒集会で発表した後、写真や報道に基づき一部修正し、地域や区役所
職員出前講座の防災セミナー等で活用できるよう編集して DVD 化した。
地域防災展のセミナーで DVD が活用されたり、南中学校生徒会執行部が
地域防災フォーラムで発表する際に放送劇のシナリオが活用されたりし
た。生徒たちは地域防災フォーラムで発表したり、消防署の指導で地域の
方と防災訓練を実施したりしている。9月は劇の創作部分を削除し、新た
に判明した事実を大幅に取り入れて再収録し、大阪市教育委員会で取り組
みを発表。現在も、区役所職員出前講座で活用されている。
　放送劇を収録する過程で生徒が正しい防災の知識を学び、防災訓練に取
り組む重要さを認識することができた。発表や地域と中学生の合同防災訓
練を実施することで、地域防災の担い手としての中学生の役割に関心が高
まっている。

〒540-0008大阪府大阪市中央区大手前4-1-5大阪市立東中学校

放送劇「釜石の奇跡」の製作を通じた防災教育の取り組み
津　波

大阪市立東中学校

放送劇「釜石の奇跡」の製作を通じた防災教育の取り組み大阪府

１年生 4名、２年生 3名、3年生 4名、
教職員 2名、区役所防災担当者 1名

　神戸マラソンの舞台に仙台市八軒中学校の吹奏楽部・合唱部を招待した。仙台と神戸の生

徒達が演奏交流を通じて、国内外からの支援に対する感謝の気持ちを発信し、絆を深めると

ともに、音楽活動を通じて、震災支援を行っていくことを目的に取り組んでいる。

　本庄中学校は、阪神・淡路大震災で生徒 10 名が犠牲になった経験を持ち、日ごろから防

災教育に取り組んできた。被災地の中学校との交流にあたり、震災・津波について学び、生

徒会との合同企画で、東日本大震災チャリティーコンサートを行い、集まった義援金は新聞

社を通して被災地へ送った。

〒658-0027　兵庫県神戸市東灘区青木 4-4-2神戸市立本庄中学校

神戸マラソンでの東日本被災地中学校招聘プロジェクト　～感謝と友情～

1、2 年生 54 名、教職員 2名神戸市立本庄中学校

神戸マラソンでの東日本被災地中学校招聘プロジェクト　～感謝と友情～兵庫県
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　3月末に旧湊中・旧楠中で募金活動を行った際、東日本大震災で被災さ
れた方に何かできないかと考え、ネットアートを被災地の中学校に送ろう
と考えたことがきっかけで取り組んでいる。
　8月に NPO法人 ｢ひまわりの夢企画｣ の荒井氏に東北地方の被災状況を
教えていただき、荒井氏の指導のもと、生徒会 14 名が３日間かけてネッ
トアート ｢まんぼう（満望）｣ を完成させた。旧湊中学校、旧楠中学校が
統合して初めての共同作業で、生徒会の生徒たちにとって団結できるチャ
ンスにもなった。思いを全校生で共有するために全校集会で制作の意図を
伝え、共感を得たネットアート ｢マンボウ（満望）｣ は、宮城県気仙沼市
本吉町の小泉中学校に送られた。また、気仙沼市では、ひまわりの夢企画
と仮設住宅の入居者の方との協働作業で ｢かつお｣ のネットアートが制作
され、グラウンドに２つのネットアートが並べて飾られている。
　震災の恐ろしさや人のつながりの大切さを学ぶことで、生徒は大きく成
長することができた。また、地域マスコット ｢きよもん｣ も制作すること
ができ、地域への貢献にもつながる活動となった。

〒652-0014　兵庫県神戸市兵庫区下三条町14-1神戸市立湊翔楠中学校

東日本大震災

神戸市立湊翔楠中学校

兵庫県 マンボウに願いをこめて
～東日本大震災被災地支援・ネットアートの制作～

学生 560 名（生徒会役員 14 名が中心）、
ＮＰＯ法人ひまわりの夢企画、教職員、
地域ボランティア

　地域とのつながりを重視し、地域住民と共に問題を見つけることを目的
に取り組んでいる。
　地域連携型防災学習では、防災に関する基礎知識を学ぶ講話や、東日本
大震災の被災地で活動した消防士による講演、消火方法や応急処置、野外
調査の実施、防災はがき新聞や防災マップの作成を行った。中学校区 24
地域の方とマップ作成のための地域調査や、ハガキ新聞の地域配布を行う
などした。また、年３回の避難訓練や、東日本大震災 VTR 視聴による全校
防災学習に取り組んでいる。
　調査を通じて、高齢者や障がい者への対応や道幅改善、壁などの危険個
所の改善などの地域課題が多く見え、生徒や地域の防災意識が高まった。
防災はがき新聞の発行・配布したことで感想を寄せてくれた方の交流や、
自主防災組織の方との意見交換もでき、地域住民から ｢来年度も一緒に活
動したい｣ との声が多く寄せられている。地域調べや職場体験学習とも連
携し、地域に入って人と触れ合うなど、つながりを作りながら防災学習を
進めている。

〒 780-0047　高知県高知市相模町 1-54　高知市立愛宕中学校 学生 459 名、教職員 40 名、保護者・
地域 55 名

南海地震

高知市立愛宕中学校

高知県 地域連携型防災学習
「ATAGOに生きる～南海地震から命を守る～自分・友達・家族・地域」

　防災教育の実践により、元気のある学校をより元気にすること、南海地
震に備えることを目的に取り組んでいる。
　3年生が南海地震の震災学習でポスターを作成するプロジェクトチーム
を編成し、昭和の南海地震の様子を調査した。東日本大震災の新聞記事の
掲示や、防災扉に貼る啓発の絵を美術部と高知大学の学生と合同で作成す
るなどした後、高知大学の岡村教授の監修で 3000 枚のポスターを印刷し
た。その後、ポスターを活用して校区の潮江小学校、潮江東小学校、潮江
南小学校、約 1500 名の児童対象の防災授業や保育園で出前授業を行うな
ど活動に取り組んでいる。
　小学校への防災授業を通して、小中校連携が進んだ。小学生からは ｢わ
かりやすかった、身近に感じた｣ との感想をもらい、保育園の出前授業で
も園児から質問や意見があり大好評だった。｢昭和の南海地震　聞き書き
集｣ の作成に向けて、聞きとり調査や制作にとりかかるなど、積極的に防
災教育の取り組みを進めている。

〒 780-8014　高知県高知市塩矢崎町 1-2-20高知市立潮江中学校

「次の南海地震に備える」　～ポスター作成で防災啓発～

学生 389 名

南海地震

高知市立潮江中学校

高知県
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　平成 19 年度に「避難所運営ができるのか」と問題提起されたことをきっか
けに、避難所を想定したプランづくりを行った。地域の方に発信する必要性も
感じ、平成 20 年度から毎年、学校での防災講座の実施に取り組んでいる。
　防災訓練は、地域の方に学校を身近に感じてもらうことを目的に、長期化す
る避難所生活で、高齢者の健康増進や生活の質向上のための知識と技術を身に
つけたり、講習を通じて高齢者と学生が交流する機会を設けたりした。また、
炊き出し体験や災害時高齢者生活支援講習、学生による学校施設の災害時機能
や使用プランの案内を実施した。その他に、災害ボランティア活動報告や 3.11
時の学校の避難所使用報告も行った。
　例年の倍以上の参加者があり、避難所としての学校の存在を多くの近隣住民
に知ってもらうことができた。学生と地域住民が交流することにより、学校と
地域の一体感が高まっている。学生も災害時に地域と一緒に行動する必要性を
感じ、防災に対する意欲が高まった。高齢者の避難所での生活支援に焦点をあ
てると、地域の方の関心が予想以上に大きく、市長・消防防災課長も参加して
くれた。市・地域・学校が協同した防災活動への第一歩を踏み出すことができた。

〒 328-8588　栃木県栃木市沼和田町 2-2

となりのお年寄りとともに考える防災講座

1年生 8名、2年生 8名、3年生 4名、
4年生 4名、教職員14名、地域住民63名

地　震 水　害栃木県

栃木県立学悠館高等学校
（定時制）JRC（青少年赤十字）部

　社会に役立つ喜びを実感するとともに、今後の自分自身の生き方を考え
るきっかけとすること、現地で学んだことを、多くの人々に伝えていくこ
とを目的に取り組んでいる。
　宮城県石巻市の被災地ボランティア活動に参加し、被災状況、ボランティ
ア活動の実態について話を聴いたり、がれき分別作業などを行った。７月
の校内報告会や市民活動センターの報告会では、生徒、教職員、保護者、
地域住民の方を対象に、被災地での現状報告、感想などを伝え、意見交換
などを行った。その他、学校での防災講座でも、地域住民に向けて発表を
実施した。
　被災地に足を運んだことで、自分に何ができるかを考える意識が高まっ
た。学校や地域の行事等で、経験を多くの人に伝えるために、現地の状況
等の発信に取り組んでいる。学生は自分の言葉で体験を伝えたり、地域の
会合等に積極的に参加して、他のボランティア体験をした大人と意見交換
をしたりすることで、視野を広げることにつながった。保護者も巻き込み、
学校全体で防災に取り組む体制づくり、雰囲気の高まりがみられている。

〒 328-8588　栃木県栃木市沼和田町 2-2栃木県立学悠館高等学校

伝えよう　～被災地での災害ボランティア体験～

1年生9名、2年生15名、3年生12名、
教職員 5名、保護者 2名

津　波

栃木県立学悠館高等学校

伝えよう　～被災地での災害ボランティア体験～栃木県

　地域の防災意識の向上を図り、大規模災害に強い地域ネットワークを構
築すること、生徒全員が防災ボランティアの訓練を積み、西東京市防災ボ
ランティアとして登録されていることを都民に周知することを目的に取り
組んでいる。
　防災体験学習および救命救急講習会や防災ボランティア支援技術講習会
の開催、西東京消防署と連携し西東京市民まつりで AED使用法説明イベン
トの指導員として参加している。また、災害週間のチラシ配布などを行っ
ている。
　毎年 1年生が防災ボランティア講習の終了証を取得し、学校全体として
地域防災の意識を持っており、西東京市防災ボランティアとして登録して
いる学生もいる。体験学習・技術講習会等を実施する場合は、必ず事前指導、
事後指導を行い、活動の効果を高めるようにするなど工夫している。

〒 188-0013　東京都西東京市向台町 1-9-1東京都立田無工業高等学校

新たな地域防災の担い手　生徒全員が防災ボランティア

1 年生全員、教職員 10 名

地　震 火　事 災害全般

東京都立田無工業高等学校

新たな地域防災の担い手　生徒全員が防災ボランティア東京都
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　学校と地域の協働による防災訓練をとおして、避難所設営等地域防災のあり
方、要援護者と地域住民との交流の機会、障がいの理解推進、地域コミュニティ
活性化を進めることを目的に活動に取り組んでいる。
　平成 19 年度から、地域町会・自治会や障がい者施設と連携・協働し、｢大規
模災害時障害者等要援護者支援のための防災シミュレーション訓練｣ を実施し
ている。保護者・教職員向け学習会を開き、障がいのある児童生徒と共に参加
する夜間避難所体験を実施した。「ボトルキャップ踏み」や「段ボールトイレ
作り」など体験を盛り込み、昨年の倍以上の 87 名が参加した。防災ボランティ
ア養成講座では、地域住民や学校ボランティアを対象に、障がい理解や避難所
運営の方法等を学び、10 月 29 日に防災シミュレーション訓練として避難所設
営に取り組んだ。また、東日本大震災後は宮城県内被災地の支援学校や障がい
児者施設でのボランティアに、のべ 181 名が参加した。
　昨年度から、川崎市高津区との「協働事業提案事業」で、学校・地域と行政
を加えた広がりを見せている。訓練には地域の方、障がいのある方、外国籍の方、
ボランティア等 150 名以上の方が参加している。今後の避難所設営訓練が、「福
祉避難所のあり方」について検討の機会となることが期待される。

〒 213-0035　川崎市高津区向ヶ丘 16 小学生50名、中学生30名、高校生100名
教職員90名、保護者80名、地域100名

地　震神奈川県 要援護者に配慮した避難所設営と運営のあり方を
地域住民とともに探る

神奈川県立高津養護学校
地域ネットワーク推進会議

　東日本大震災に関わる活動・地域広報活動・地域活動への積極的な参加、
防災活動のための資格取得を目的に取り組んでいる。
　東日本大震災後は義援金活動・使用済み教科書の回収や、防災研修会へ
参加などの活動を行った。文化祭では東日本大震災パネル展・東北銘菓販
売、裾野阿波踊り防災ブース、活動報告パネル展・液状化実験等を実施し
た。また、地元 FM局での活動報告や三島南高校で防災講演会、2年生の「環
境と防災」授業での活動報告、教育関係者懇談会「誰のため？高校生の社
会貢献と防災の観点から」等に参加している。
　県内の他校の生徒と繋がりができ、防災に関して考えるきっかけとなっ
た。地域の防災組織と共同発表を行うなど、学校や地域の枠を越えて活動
の輪を広げつつある。被災直後と復興期ではお金の流れや人と物資の流れ
の違いや意図の違いを理解し、「東北地方から」の物資の流れを意識した
活動を展開してきた。知識を持つことで今後の災害による被害を軽減し、
他県からボランティアに来てもらわなくてもすむような社会を高校生がつ
くりだしたいと考えている。

〒 410-1118　静岡県裾野市佐野 900-1

過去を知り、今を生き、未来を作る（地震≠震災）

2 年生 8名

地　震 津　波 噴　火静岡県

静岡県立裾野高等学校  環境防災倶楽部

　復興支援に出向いた方の講話を聞き、学生から ｢被災地へ自分達に出来るこ
とはないか｣ と声があがり、ボランティアを企画して取り組んでいる。
　「被災地の状況報告①」、「建築物耐震化について」「浜松原子力発電所の津波
対策について」等の講演を聴いたり、岩手県陸前高田市でボランティアに参加
したりした。9月は防災訓練時にボランティア報告会を実施したり、「被災地の
状況報告②」を聴いたり、ＤＩＧによる図上訓練を行うなどした。ＤＩＧ訓練
では、住んでいる地域・通学路周辺の地形や避難所・危険個所を把握すること
で、安全経路の確認をすることができ、自治体のハザードマップと比べながら、
予想される地震被害について理解を深めることにもつながった。また、耐震補
強の有無による倒壊実験では、補強工事の重要性を確認することができた。
　原子力発電所の地震対策から地域防災まで、様々な分野の専門家から ｢復興
がどのような形で行われるか｣ 意見を聞き、広い視野を持つことを意識してい
る。陸前高田市で津波の被害の大きさを再認識し、命の尊さを知り、被害を最
小限に抑えるために、日ごろの心構えが大切であることへの理解を深めること
ができた。

〒433-8567　静岡県浜松市北区初生町1150静岡県立浜松工業高等学校　土木科

若い力で震災ボランティア

1年生13名、3年生14名、教職員8名

東海地震 東日本大震災

静岡県立浜松工業高等学校　土木科

静岡県
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　「できることをしたい」、「自分たちの気持ちを被災地に贈りたい」という想いがきっかけで、
募金活動や文化祭で全校生徒によるワークショップ形式でメッセージボードを製作し、被災
地に贈る活動に取り組んでいる。
　震災募金活動、メッセージボード作成の企画・準備を行い、文化祭で全校生徒、各務原養
護学校生徒によるボード作成を行った。メッセージボードは、花ことばが『光輝』のひまわ
りの種を用いたデザインにした。文化祭では、震災に関するパネル・新聞記事の掲示、災害
体験コーナーなどを設け、災害ボランティアを送る会の会長の講演の中で生徒２人も発表を
行った。
　東日本大震災への意識が高まるとともに、被災地の現状、ボランティア活動の状況・課題
の理解、防災やボランティア活動の重要性の理解につながった。また、生徒が考案・行動し
ていく自主性、リーダー性が身につき、「自分たちの思いを伝えることができた」という達
成感も得られた。多くの方の協力でボードの送付が実現し、人のつながりの大切さを学ぶこ
とができた。ボードは１枚学校で掲示し、被災者と生徒との絆を将来にわたって継続させる
ことの重要性を認識することにつながっている。

〒504-8545　岐阜県各務原市那加東亜町24-1岐阜県立各務原西高等学校 学生 827 名、各務原養護学校 63 名、
教職員、保護者

東日本大震災

岐阜県立各務原西高等学校

岐阜県 「各西ACTiON」　東日本大震災被災地に贈るメッセージボード

　愛知県刈谷市は、東海・東南海・南海地震で甚大な被害が想定されている。
自然災害に対する防災対応能力の向上とともに、災害時に積極的にボラン
ティア活動へ参加する心を育て、学校や地域の防災力向上に貢献できる防
災リーダーの育成を図ることを目的に取り組んでいる。
　防災講座では、全校生徒 400 人が全ての防災プログラムを体験し、防災
リーダーの生徒たちが作成したオリジナルゲーム「減災」をとおして、減
災のためにどうすべきかを考え、災害への備えの必要性を理解した。また、
講話では東日本大震災や阪神・淡路大震災、災害時の二次災害防止、被災
した地域における高校生の役割について学んだ。その他、外国人防災教室
にも参加している。　
　講座後には、家族との連絡方法、非常食や必要なグッズの準備、耐震等
について家族と話し合った学生が多く、家庭での防災意識啓発にもつな
がっている。

〒 448-8545　愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢 1愛知教育大学附属高校

防災講座を通して、災害が起こったときにどう動くかを考える

1・2 年生 400 名、教職員 30 名

津　波  

東海・東南海・南海地震

愛知教育大学附属高校

愛知県

　平成 22 年度より教育委員会および名古屋大学主催の ｢高校生防災セミ
ナー｣ に参加していることをきっかけに、東海地方への自然災害でその被
害をおさえることを目的に取り組んでいる。
　災害用伝言ダイヤルの使い方、家具止め等の減災紹介校内新聞を発行し、
学校祭で来校者への配布も行うなど啓発に努めている。文化祭では起震車
体験を実施し、地震の恐怖を実感して減災への意識を高めた。また、東海
地震が起こった際の被害を軽減する方法を紹介するため、防災ブースの設
置も行った。その他、東日本大震災募金活動にも取り組んだ。
　被害を最小限におさえ、自分で生き残る術を身につけなければならない
ことを学生が認識することができた。校内新聞や防災ブースで興味を知識
に変える、という手順で活動した。高校生防災セミナー参加生徒の熱意と、
一般生徒の ｢自分は死なないはず｣ ｢地震がきたらあきらめるしかない｣
という気持ちのギャップを埋めるのが大きな課題だと感じている。

〒 464-0802　 愛知県名古屋市千種区星が丘
元町 13 － 7名古屋市立菊里高等学校

減災のいままでとこれから

1 年生 2名、2年生 2名

地　震 水　害

名古屋市立菊里高等学校

減災のいままでとこれから愛知県
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　｢被災地の高校生の力になりたい｣ という学生の声をきっかけにプロジェ
クトに取り組んでいる。
　地元企業の澤田農園からハートツリー 1000 鉢の無料提供を受け、訪問・
イベント・FAX 受注などを通してハートツリーの販売を行った。金山夏ま
つり、半田市総合防災訓練や協和区盆おどり、道・まつり 2011（老人保
健施設瑞穂）などでも販売実習を実施し、9月にはハートツリーの販売目
標数 1000 鉢を達成した。販売個数および活動紹介について、WEB サイト
で発信を続けている。売上金は、震災の影響で本校に転校してきた学生の
母校である、石巻市立女子商業高等学校に全額送ることにしている。
　知多地区の住民・学校や企業、県内・県外問わず多くの方々や団体へ活
動の輪が広がり、9月 20 日時点で、販売数 1056 鉢、寄付金 2万１千円と
なっている。転校生が来てくれたことがきっかけで、｢同じ商業高校生と
してできることはないか｣ という思いが強くなった。企画の主旨や活動内
容を多くの方に理解していただくため、メディアへ積極的に情報発信する
とともに、活動の詳細な企画書を作成し、生徒が各所でプレゼンテーショ
ン・広告配布などを行った。

〒 475-0912　 愛知県半田市白山町 2 丁目
30 番地愛知県立半田商業高等学校

半商ハートツリー・プロジェクト

3 年生おもに 10 名、
知多地域の住民・企業

東日本大震災

愛知県立半田商業高等学校

愛知県

　東日本大震災後に学校のグラウンドに「SOS」と書いた志津川高校や、
被災者の方に何かできないかと思い、生徒会が行動した。被害状況を伝え
るとともに、今後想定されている東南海地震に備え考える機会を広めるこ
とを目的に取り組んでいる。
　被災地のボランティア活動では、救援物資の中継地で物資を降ろしたり
仕分けたりする作業を行い、託児所では子ども達と遊んだ後、生徒たちの
手作りのマスコット、手さげ袋、ティッシュケースなどをプレゼントした。
志津川高校での支援活動と学校交流会では、学校紹介や震災直後からの話
しを生徒会や先生からお伺いし、「オリジナルタオル」と「応援メッセー
ジ旗」を手渡した。また、避難所で本校OKASHOP 部が考案した天下シリー
ズのお菓子を配布し、話しを聴きながらマッサージなどをおこなった。帰
校後は全校生徒・職員を対象にした報告会を開き、自然の脅威と被害の甚
大さ、被災者の皆さんの想いを発表した。
　報告を聞き、涙を流す学生もいた。また、家庭で避難所や非常持ち出し袋、
食料の備蓄について話し合ったという学生も多く、震災に対してできるこ
とを考える機会を提供するとともに、災害に対する意識も高まった。

〒444-0012　愛知県岡崎市栄町3丁目76番地愛知県立岡崎商業高等学校  生徒会執行部

スリーK　　絆・共感・希望

生徒会 2年生 3名、3年生 1名、
教職員 2名愛知県立岡崎商業高等学校

愛知県

　人と人、学校と地域の ｢つながり｣ や ｢絆｣ を深め、物心とともに地域防災
力を向上させることを目的に取り組んでいる。
　小学生や高齢者総合福祉施設の方と交流しながら、手作りかまどベンチの制
作活動を継続的に進めている。自治会、企業敷地内、本校主催の「親子ものづ
くり教室」など、設置場所や活動形態を多様化させたり、実物大の展示模型を
製作したり、継続や啓発、普及のため展示発表活動等を実施している。文化祭
では PTA と連携してかまどベンチを使った炊き出しを行った。また、製作方法
などを紹介した「活動の手引き」を改訂し、全国への発信も行っている。滋賀
県内外の制作は通算 100 基を超えている。
　学生からは、｢災害時、中心になって支えていきたい｣ と声が聞かれ、地域
を背負う人材の育成に貢献している。高齢者との交流は災害・地域の知識や知
恵の伝承の場や、高齢者の自己存在感を高揚する活動にもなっている。また、
地域防災訓練の炊き出しにかまどベンチを活用したことで参加者が増加し、滋
賀県の行政施策の展開にも発展した。かまどベンチの ｢協働で手作り｣、｢複数
回の交流過程｣ の活動ポイントは、防災・減災を自分ごととして感じられる機
会を生み出し、人や知恵がつながるなどの多様な効果をもたらしている。日常
の地域コミュニティの形成にもなり、地域防災力の向上に大きく貢献している。

〒 522-0222　滋賀県彦根市南川瀬町 1310滋賀県立彦根工業高等学校　都市工学科

大地震

滋賀県立彦根工業高等学校　都市工学科

滋賀県 手作りかまどベンチで地域の絆を深める
～ ｢一物多様｣ の防災・減災活動～

学生 30 名、小学生、県外の中高生多数、自治
会や自主防災会、高齢者福祉施設の入所者・
職員、企業、保護者、行政職員等
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　東日本大震災を機に、地域防災を見直すべきとの気運が高まった。災害
時に高校生の果たす役割が大きいことから、高校生の防災意識を高め、安
全確保と積極的に活動する姿勢を育むことを目的に取り組んでいる。
　地域防災訓練では、小学校の防災行政無線で一斉放送し、地域住民の避
難、全校生徒の避難・点呼の後、地域住民・小学生・保育園児の避難誘導
に担当生徒が向かい、学校までの避難をサポートした。住民の中に負傷者
が出た想定で、担架・リヤカー・車椅子を使った負傷者の搬送体験も行な
うなど工夫した。また、屋上からの避難袋による滑降訓練および、はしご
車による救助訓練や、地域住民と協力して 1500 人規模の炊き出し訓練な
ども行った。
　地域と学校等が一体となった避難訓練は、お年寄りを中心に関心が高く、
たくさんの地域住民に参加していただき、災害弱者に対して、高校生は何
ができるかを考えるきっかけになった。防災・減災の活動で高校生が地域
でどのような役割を担い、活動できるかを考え、実践する訓練となった。
訓練を通して、避難場所として不足している施設・設備を検証し、今後の
充実を図る予定だ。

〒 510-0874　 三重県四日市市河原田町
2847 番地三重県立四日市農芸高等学校

津　波

東海・東南海・南海地震

三重県立四日市農芸高等学校

三重県 かわらだの地域力で防災まちづくり
～高校生の力で減災を～

高校生約 700 名、小学生約 230 名
保育所園児約 70 名　住民約 200 名関係教職員
約 130 名、市職員・防災関係機関約 30 名

　もの作りに挑んでいくことの大切さを東日本大震災から学び、本当に
｢役立つもの｣、災害の備えとなるロボットの製作を目指して活動に取り組
んでいる。
　昨年度製作した救助に活用できるジャッキアップ作業ロボットのリスト
アップできる重量や画像転送カメラ、照明装置などの改良を行った。また、
全て無線 LAN方式による遠隔操縦や大型の発電機構、走行機構を無限軌道
に変更するなど、実際の支援現場で活躍できる実用機を目指した。その他、
学校が避難所となった際の非常通信機器の電源確保や、大光量の照明装置、
避難状況の画像のネットワーク配信などの設計を進めている。製作したロ
ボットは、文化祭や競技大会などで展示・発表を行っている。
　毎日何度も同じ部品を作りなおし、到達点の見えない苦闘が続いたが、
集中力と製作技量も培われ、チームの結束力が強くなった。制作を通じ、
実際の被災現場で要求される ｢役立つ道具｣ を作る難しさが見えてきた。
レスキュープロジェクトを継続していくことで、若い柔軟な発想力を伸ば
していきたい。

〒 514-0823　三重県津市半田 534三重県立津工業高等学校　電子研究部 レスキューロボットプロジェクト
チーム 7名

東海・東南海・南海地震

三重県立津工業高等学校　電子研究部

三重県 ｢備えあれば !!　今、工業高校にできること｣
レスキューロボの製作 車両等の事故

　災害時避難所に指定されているが、海岸からの距離が近く、東海地震と
東南海地震、津波への対策が急務となっている。また、地域の学校への理
解を深めるため、開かれた学校づくりを目指し、地域合同避難訓練の実施
に取り組んでいる。
　避難訓練を実施した際、防災手話講座・防災ウォークラリーを開催した。
ウォークラリーでは、住民と児童生徒が混合の班を編制し、液状化実験、
非常食等、10 のポイントを一緒に回り学びを深めた。また、寄宿舎指導員
による災害図上訓練や地震と津波発生を想定した全校避難訓練を実施した
り、校舎が津波や液状化による大規模破損等の事態に備え、近くの高台ま
での歩行避難訓練や隣企業の避難場所への避難訓練を実施したりした。そ
の他、自治会と地域防災連絡会議を立ち上げ、避難所開設後の役割等につ
いて協議も行っている。
　学期に一度、様々な想定のもと、避難訓練を繰り返し行うことで、幼児
児童生徒は短時間で迅速に避難行動できるようになった。職員や地域住民、
企業の地震や津波に対する理解や防災意識が高まり、市・県、地域、企業
との連携もできつつある。

〒 514-0815　三重県津市藤方 2304-2三重県立聾学校

東海・東南海地震

津　波 火　事

三重県立聾学校

三重県 “いざ”への心構えは大丈夫
～災害時の自助・共助・公助の役割～

幼稚部 15 名、小学部 32 名、中学部 20 名、高
等部 27 名
教職員 110 名、保護者 10 名、自治会 40 名
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　高校生が社会貢献するためのコミットメント宣言を取り入れることを目
的に活動に取り組んでいる。
　豪雨水害の鹿児島県奄美市へ手縫いの雑巾約 450 枚を寄附、釜石東中学
校に手縫いの雑巾約 400 枚とメッセージを送付、東日本大震災の募金活動
などをおこなった。「防災・社会貢献ディベート大会」の出場や、「ひとぼ
うユースミーティング 2011」での活動発表など発信にも積極的に取り組
んでいる。また、８月に実施された「防災教育全国交流大会」（兵庫県立
舞子高校主催）では、釜石東中学校の生徒に直接雑巾を手渡した。様々な
取り組みは、「ボランティア・スピリット賞」での関西ブロック・コミュ
ニティ賞受賞などの実績を得ている。
　学院創設後初めて防災・ボランティア活動に取り組む団体が作られた。
台風 9号の被災地、佐用町の方との取り組みで培ってきたノウハウを生か
し、防災イベントやフォーラムに参加し、そこで出会った団体の協力や指
導を仰ぎながら、活動方針を立てて取り組みを進めている。

〒 662-0812 兵庫県西宮市甲東園 2-13-9

自然災害兵庫県 Make it TOMORROW！
～高校生の社会貢献、ボランティア活動への取り組み～

仁川学院高等学校
宗教委員会・｢Make it TOMORROW｣

宗教委員 1・2年生 28 名、
Make　it TOMORROWメンバー 4名、
その他活動協力学生 100 名

　環境・防災を総合的かつ体験的に地域から学ぶことによって、主体的に
問題解決に向けて発信できる人材育成を目指して取り組んでいる。
　平成 20 年度から環境・防災のテーマ学習を行い、地域の人的資源を活
用した学習を展開している。平成 22 年は、六甲山の森の手入れ・間伐材
を使ってのベンチ作りや防災教室の実施などにも取り組んだ。東日本大震
災発生後は、現地や現地以外でできるボランティア活動を神戸から展開し
てきた。募金活動やメッセージの送付、ボランティア活動、あなたの思い
出まもり隊（被災地の写真洗浄・修復）ボランティア参加や東日本大震災
ボランティア報告会にも参加している。
　活動を通じて興味が刺激され、問題意識を持ち、環境や防災の問題を自
らの問題として考えられるようになってきた。学生が興味関心をひかれる
ポイントは異なるが、｢学ぶ姿勢｣ の変化と ｢応用力｣、｢実践力｣ が養わ
れている。神戸市内のNPO法人や JICA 兵庫、高大連携を通じて大学生と
の交流講座など、身近な方から学ぶ機会や、専門知識を体験的に学んだり
する機会を取り入れている。意見交換をすることで、コミュニケーション
能力をはぐくむことにも効果があったことが実感できた。

〒 652-0043　 兵庫県神戸市兵庫区会下山町
1-7-1神戸学院大学附属高等学校

総合学習で取り組む環境・防災の体験的学習

1 年生 16 名

地　震 津　波 土砂災害

神戸学院大学附属高等学校

総合学習で取り組む環境・防災の体験的学習兵庫県

　「東日本大震災への支援を夏休みにできないか」という声から、能登半
島地震被災地の石川県穴水町への訪問演奏を行っていた和太鼓部を派遣し
た。被災地に元気を届けるとともに、学校に寄せられた支援物資の配布を
行うことを目的として活動に取り組んでいる。
　宮城県石巻市の保育所、蛇田中学校、門脇中学校、湊小学校の各避難所
で演奏活動と和太鼓体験、支援物資の配布、演奏後のふれあい交流などを
行った。現地の方の「今ここで必要なことは、おばあちゃんの話し相手に
なること」という声に、学生たちは「私たちができること」を強く意識した。
　避難所の訪問演奏では、笑顔になってくれたり涙を流したりしてくれた。
「久しぶりに笑った」「元気になった」「楽しかった」「ありがとう」という
声から、言葉の奥深さに改めて気づくことができた。「神戸市民として生
きること」の意味を高校生が受け継いでいくためにも、自分たち自身で「元
気」「笑顔」「明るさ」を被災された方へ届ける経験が不可欠であることを
実感した。

〒 654-0155　 兵庫県神戸市須磨区西落合
１丁目１番５号神戸市立須磨翔風高等学校　和太鼓部 １年生 14 名、２年生 2名、３年生 4名

顧問 1名、育友会役員 4名神戸市立須磨翔風高等学校　和太鼓部

兵庫県 神戸から東北地方の被災地に元気を届ける「元気になって東北！元気になって石巻！」
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　平成 21 年 8 月 9 日に佐用町を襲った大水害をきっかけに、さまざまな
活動を始めた。農業科学科、家政科は、教育の専門性を生かした災害復興
支援に取り組みつつ、東日本大震災を機に、さらなる可能性を模索し、実
践に取り組んでいる。
　東日本大震災の支援では、校内外募金活動、1000本の命のサクラプロジェ
クト（アトリエ太陽の子企画、画用紙にサクラの絵を描き、被災地の方々
をはげますメッセージを添える）や、兵庫県の家庭に関する学科に呼びか
け、6校で協力して通園セット 100 セットを製作するなどした。また、兵
庫県立舞子高校を通じて、宮城県東松島市にプランターを届け、夏に 3年
生家庭クラブ 2名と教師 1名が石巻市を訪問し、避難所・幼稚園・高等学
校などで通園セットを手渡した。現地でのボランティア活動で、農業科学
科が育てた花を石巻市の仮設住宅周辺の花壇に約 700 株植えた。12 月、2
～ 3月にも、東北へ花を届ける活動を継続して行っている。その他、保育
園で防災教室の実施、防災座布団をプレゼントするなど、地元での防災活
動にも取り組んでいる。

〒 679-5381　兵庫県佐用郡佐用町佐用 260兵庫県立佐用高等学校

一人ひとりの力を１つの力に　～私たちにできること～

学生約 600 名

地　震 台　風 水　害

兵庫県立佐用高等学校

兵庫県

　お互いの顔の見える支援をテーマに、現地でボランティア活動をしたいと希
望がうまれた。メンタルケアや地域のコミュニティー復興を目的として、ボラ
ンティア隊を組織して取り組んでいる。
　東日本大震災発生後、募金活動や現地の救援要請、活動可能地域の情報収集、
他校へのボランティア活動参加の呼び掛けなどを行った。5月に宮城県石巻市
を訪問し、渡波地区の地域復興拠点にするための神社の瓦礫撤去や、牡鹿半島
の漁村で漁具の回収整理等のボランティア活動を実施した。その他、避難所で
子ども対象に紙芝居を上演したり、綿菓子を振る舞ったり、仙台育英高校の訪
問などを行った。石巻市・東松島市でのボランティア活動では、写真・アルバ
ムの再生・整理活動に取り組み、また、仙台育英高校ＩＡＣと合同で水産加工
場での清掃・泥かき作業なども実施した。
　石巻の瓦礫撤去等の活動を行った神社で祭りが開催され、住民が戻ってくる
ことで、ライフラインの復旧が進んだ。仙台育英高校との合同ボランティアで
は、水産加工場の方が地元の高校生の活動を喜んでくださった。インターネッ
トで現地の状況を把握し、物資等の不足している場所にピンポイントで救援物
資支援を行うなど、公平性・平等性の問題から手の届きにくい地域や場所を中
心に活動できた。

〒654-0007　 兵庫県神戸市須磨区宝田町2-1-1

地　震 津　波兵庫県 南西沖地震を風化させない
～全町規模の防災訓練で防災意識を高める～

滝川中・高等学校
インターアクトクラブ（IAC）

中学 3年生 3名、高校１年生 8名
2年生１名、3年生 4名、大人 4名
（他校あわせると計 49 名）

　生徒が自信や誇りをもち、｢生きる力｣ をはぐくむ体験活動の実施を考えた。
生徒会を始め、ボランティア活動実施の声が上がり、助けを求めている人へ
すぐにかけつける思いやりの心を学ぶことを目的に取り組んでいる。
　東日本大震災支援では、募金活動や宮城県石巻市で民家の家財道具撤去や
泥出し作業などのボランティア活動を実施した。参加できなかった生徒に対
しても、命の尊さや自然に対する畏敬の念を育むために講演会を実施したり、
現地ボランティア活動報告会を開催したりするなど、活動の共有を行った。県
立吉川高等学校生徒会来校時に現地ボランティア活動の交流や、8月の防災
教育全国交流会で活動発表を行うなど、兵庫県立舞子高校、宮城県立水産高
等学校、釜石市立釜石東中学校と交流したことで、現地とつながることの大
切さを実感した。台風12号でも浸水被害を受けた西脇市郷瀬町で全校生徒が
ボランティア活動に取り組んだ。
　体験を通して自己有用感や達成感から自らに対する自信・誇りを感じ、言動
も責任あるものに変わるなど学生の成長が見えた。

〒 677-0014　兵庫県西脇市郷瀬町 669-32兵庫県立西脇北高等学校

西脇北の心をとどけ　人の心を学ぶ

1年生 65名、2年生 54名
3年生 41名、4年生16名、大人37名

東日本大震災

地　震 津　波

兵庫県立西脇北高等学校

兵庫県
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　8月に伊丹市教育委員会主催の中高生生徒会サミットが開かれた。｢震災
に備えたまち　伊丹｣ というテーマの中で、「市内４高校合同で何かしたい」
となったことがきっかけで、見返りを期待しない被災地での奉仕活動を目
的に取り組んでいる。
　絵本を被災地に贈ろうプロジェクトを図書委員会で立ち上げ、６月に宮
城県の気仙沼大島児童館へ 270 冊の絵本を贈った。９月以降は、被災地に
メッセージ入りの雑巾を送ろうプロジェクトを立ち上げ、1730 枚の雑巾
を宮城県の大島へ贈った。この様子が NHK で放送され、視聴した方から
雑巾 130 枚、マフラー 300 枚が寄付され、それも被災地へ持って行った。
　ボランティア実施前に兵庫県立舞子高校環境防災科の教員・生徒から講
演を受けたことで、心構えを作るうえで大きな勉強になった。現地活動で
宮城県大島の地域の人との交流やミニコンサートで触れ合ったことが、生
徒の心の成長に大きく貢献した。

〒 664-0012　兵庫県伊丹市緑ヶ丘 7-31-1 1 年生 7名、2年生 26 名、
3年生 6名、教職員 9名

東日本大震災兵庫県 いつだった大切なあなたをみんなで支えたい
小さいけれどがんばります !高校生のチカラ！

伊丹クローバーチーム
（伊丹市内４校合同災害ボランティア）

（県立伊丹、県立伊丹北、県立伊丹西、市立伊丹）

　｢手と手から－中高生として地域と国際社会の平和と人権の環を広げる
ために貢献する－｣ をヒューマンライツ部のテーマとして活動に取り組ん
でいる。
　東日本大震災の支援では、3月から現在まで募金活動を継続して実施し
ている。福島と宮城での交流ボランティアへの参加や、被災者チャリティー
コンサート（音楽部）等の活動にも取り組んでおり、活動終了後は、ボラ
ンティア・被災地訪問の報告会や学習会を学校や老人施設等で行っている。
また、震災の新聞記事の読み込み、福島の放射能被害を中心に震災のまと
め・発表など、学習にも積極的に取り組んでいる。
　防災教育のカリキュラム化という課題が鮮明になってきた。生徒、保護
者、教職員の防災意識の深化を感じられ、課題・防災教育の教育内容化、
地域との連携強化も見えてきている。手づくり絵本を使った保育園、幼稚
園、小学校での読み聞かせや、チャリティー公演、乳児院との交流等の地
域活動に、継続的に取り組んでいる。学校と保護者と地域とが力を合わせ
る工夫をしながら、活動を展開している。

〒720-8504　広島県福山市千田町千田487-4盈進中学高等学校

私たちはこれからもずっと、被災者の方々と共にあります

中高生約 1100 人、保護者、地域

原発事故（放射能汚染）、地震、
津波、火事、台風、水害、洪水、
土砂災害、環境汚染

盈進中学高等学校

私たちはこれからもずっと、被災者の方々と共にあります広島県
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　阪神・淡路大震災から 10 年目に、災害復興住宅に住む高齢者の孤独死や自
殺の問題があり、全国の手紙に励まされている方がいると知った生徒が、手紙
を送ることなら自分達にもできると思ったことがきっかけで取り組んでいる。
　毎月「神戸に手紙を書く会」を開いたり、年数回文通相手のお宅を訪問した
りするなど交流を深める活動を継続して実施している。琴平町では、れんげ畑
祭、ふれあいデー、いきがいデイサービスに参加し、「人と人とのつながり」の
大切さを伝え、地元の方同士のつながりを深める活動を実施した。年 3回琴平
町の広報に「神戸からのメッセージ」を掲載して情報発信も行っている。また、
東日本大震災後は募金や被災地の方へ手紙を書き、神戸の NPO法人「よろず
相談室」を通じて避難所や仮設住宅で配っていただいた。東北の 10 名以上の
方からお返事をいただき、文通での交流が始まっている。
　神戸の方との交流で学んだ活動の成果を活かすため、地元で ｢人と人とのつ
ながり｣ の大切さを発信する活動を行っている。地域行事で防災チェックや集
まった方が知り合いになる企画、親しい方とのつながりを深めてもらう ｢愛の
手紙を書こうコーナー｣ を設けるなどした。東日本大震災の支援活動も、地元
や学校のつながりづくりを考えながら進めていく。

〒 766-0002　香川県沖多度郡琴平町 142-2香川県立琴平高等学校　とらすとK

｢人は人によって救われる｣ からの出発

1年生 3名、2年生10名、3年生 8名

南海地震

香川県立琴平高等学校　とらすとK

香川県

　兵庫県直下型地震、3．11 の海溝型の地震の恐ろしさを体感する訓練を
行っている。また、学校が高台にあり、避難場所として使用されることを
想定した訓練の実施に取り組んでいる。
　南海地震が起き、津波に遭遇した際 24 時間体制で自分自身にふりかか
る危険を把握し、避難する場所の確認をするため、“ 防災メモ ” を全員で
書いた。高知県のHPを活用し、インターネットアクセスで生徒各自が自宅、
通学途中、満潮時津波到達時間、津波深度の把握と避難場所の確認を行っ
た。その他、テント建てや地震時の揺れに対する防御訓練、校内放送で避
難開始を支持してから避難完了までの時間を測定する避難時集合訓練など
を行った。また、海溝型地震、直下型地震のメカニズムの徹底と、須崎市
役所が実際に地震後に現地に入った映像を交えて報告を聴くなどした。
　校内に防災委員会を組織し、訓練内容について議論をしたり、職員会で
承認の後に訓練を実施したりしたため、生徒全員が真剣に取組み、組織的
に運営できた。体感実習の概念から、ほぼ全員の生徒が種々の困難を体感
することができた。

〒 785-8533　 高知県須崎市多ノ郷和佐田甲
4167-3高知県立須崎工業高等学校 1 年生 104 名、2年生 102 名、

3年生 96 名

津　波 火　事

高知県立須崎工業高等学校

高知県 3.11に学ぶ地震の恐ろしさを体験するとともに、
避難所運営について学ぶ

　南海地震の被害を減少させるため、地震対策の啓発や、自主防災組織に
積極的に関わっていくなど、地域防災に役立つことを目的に活動に取り組
んでいる。
　３つの中学校での出前授業を行った。そのうち１校で地震直後を生き残
るためのワークショップを実施し、南海地震のメカニズム、過去の被害、
予想被害、東日本大震災での教訓、地震直後を生き残るための対策を伝え
た。また、高知県建設系教育協議会主催の地震に関する学ぶ会に参加し、
東北地方太平洋沖地震について学び、揺れ、津波、液状化についてのワー
クショップを体験した。その後も小学校や小中学生と保護者を対象にした
出前授業の実施に積極的に取り組んでいる。
　地域との連携で、高校で学んだ専門知識をいかした災害に対する取り組
み、活動を行った生徒や地域の防災意識向上に役立たせることができた。
講演資料のパワーポイントを、中学生用と小学生用に分けて数種類つくり、
絵や表現を変えて分かりやすく作成するなど工夫して授業を行った。

〒780-8010　高知県高知市桟橋通2－11－6高知県立高知工業高等学校

地震から生き残るために！　小中学生を対象にした出前授業の取り組み

2 年生 5名、3年生 5名、大人 1名

南海地震

高知県立高知工業高等学校

高知県
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　東日本大震災被災地の寝具不足について、仙台白百合女子大学（郡山研究室）
から支援要請があり、ひとと人がつながっていく「顔の見える関係（支援者側
と被災者との絆）づくり」を目指した支援活動の展開に取り組んでいる。
　支援オーナーを募り、「寝具セット」の準備、メッセージカード作成を行った。
仙台白百合女子大学（郡山研究室）に配送委託し、７月までに 70 組の寝具セッ
トを被災者にプレゼントした。その後も宮城県岩沼市や亘理町に配置し、現在
も継続している。受け取り確認用のはがきが研究室に届き始め、支援オーナー
が担当する被災者の物資提供などの架け橋となる活動を開始し、7月に暑中見
舞いを発送した。 また、9月に寝具セットを受け取った被災者の友愛訪問も実
施した。
　大学生の活動参画と、東日本大震災の被災者の声を代弁する機会を実現した。
大規模災害における大学の役割を見出し、他大学との役割分担・連携によって
実現した。募金目的の明確化、募金者及び支援相手を特定し、一方的な物資提
供で終了しないよう、友愛訪問やポスター展示報告活動など、継続的な支援活
動を目指している。“ ひと ” と “ 人 ” をつなげていく仕組みの構築と、「顔の見
える関係（支援者側と被災者との絆）づくり」を展開する。

〒061-3204　北海道石狩市花川南４条５丁目藤女子大学　人間生活学部人間生活学科
船木研究室

東日本大震災

藤女子大学　人間生活学部人間生活学科

北海道 ひと”と“人”がつながっていく大規模災害支援
「寝具セット」支援オーナー

藤女子大学人間生活学部人間生活学科　船木
研究室　藤女子大学 8名、仙台白百合女子大
学 4名、大人 44 名

　学生のフットワークを生かした災害支援を目的として団体を結成し、活
動に取り組んでいる。
　3月 11 日大学内帰宅困難者 200 名の支援、一時避難所の食事や仮眠所
の運営、近隣住宅特別警戒パトロールなどを行い、3月 23 日に千葉県旭市
飯岡地区の避難所にランチ提供をした。6月には宮城県石巻市雄勝町大須
地区支援活動として、清掃活動および炊き出し、漁港の漂流物片づけ、避
難所でのマッサージ、現地消防団員の方々との交流、消防車・器具庫清掃
などを行った。
　全国初の大学校内にある学生中心の消防団となり、消防局、地域住民、
他大学の学生消防組織との繋がりができ、若者による地域の安全を守る活
動の先駆け的な取り組みを行っている。定期的に訓練や防災フェアを開催、
学外で災害支援活動を行うことで認知度を高める工夫を行った。継続的に
活動することで大学公認の防災組織として活動できるようになった。

〒260-8701　千葉県千葉市中央区大巌寺200淑徳大学　学生消防隊

学生消防隊として出来ることを、今、ここから

1 年生 3名、2年生 1名、3年生 3名、
4年生 4名　卒業生 12 名、教職員 1名

地　震 火　事 台　風

淑徳大学　学生消防隊

千葉県

　大学内で災害が発生したとき学生の立場から何ができるかを考え、必要
な連携ルート知識や技能を習得し、災害時の学生リーダーの育成を目的に
取り組んでいる。
　東日本大震災発生時に、一部の学生が大学内で避難生活を送ることに
なった。「大学内で避難生活を送ることになったらどうするか？」を考え
るきっかけとして、6月に委員会と大学職員共同で炊き出し訓練を実施し
た。「少しでも被災者の生活を想像し、実感できた」、「非常食を用意しな
ければと思った」などの感想から、学生の防災意識を啓発することができ
た。委員会メンバーは、品川消防署大崎出張所の協力のもと、普通救命講
習を受講し、認定証を取得している。
　委員会の加入希望者は、年々増加している。イベントを通じて「防災に
対する危機感を持つことができた」という感想や、「今後もイベントを実
施し、継続すべきだ」という意見も多数あった。メンバー以外の学生や教
職員も参加し、協働でできる行事を企画・運営する工夫をしている。

〒141-8642　 東京都品川区東五反田3-16-21清泉女子大学　学生災害委員会

被災時には学生リーダーとして、大学と学生のサポーターに

1 年生 4名、2年生 6名、3年生 2名、
4年生 3名

災害全般

清泉女子大学　学生災害委員会

被災時には学生リーダーとして、大学と学生のサポーターに東京都
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　東日本大震災による企業倒産と、それにより内定を取り消された学生の
ニュースを耳にし、同じ大学生として役に立ちたいと思ったことがきっか
けで活動に取り組んでいる。
　お祭り会場に出張して東北被災 3県の物産品の販売や、毎週土曜日に駅
前商店街で物産展を開催している。7月からは福井県物産品店内にコーナー
を借り、東北アンテナショップを常設、仕入れ在庫の展示・販売等を行っ
ている。５月と６月に岩手県陸前高田市にてボランティア活動を実施し、
現地で感じたことや写真などのパネル展示も実施している。
　東北から 50 種類・2,000 点の商品を仕入れ、口コミやリピーター客も増
えたことで毎週末のマルシェが定着しつつある。自治体、団体からの出張
依頼も増えており、11 月末までで 8団体とのコラボイベントを行った。店
で扱う物産品を景品等として買上げてくれた会社もあり、活動が広まりつ
つある。支援を長く続けるためには、利害関係者が共にWin となる「ビジ
ネス」にしなければならないと考えた。震災を理由に内定を取り消された
学生が再度雇用されることも願い、活動を続けている。

〒 910-1195  福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島
4-1-1　福井県立大学経済学部 E-508福井県立大学 桑原ゼミ

福福キャンペーン　～福は天下の回りもの～

2年生 5名、3年生9名、4年生11名

東日本大震災

福井県立大学 桑原ゼミ

福福キャンペーン　～福は天下の回りもの～福井県

　長期支援が必要であること、得た知識や経験を大学内や地元に伝え、防災面
での対策を練ることに繋げていく役割があると考え、大学災害ボランティアセ
ンターを発足して活動に取り組んでいる。
　東日本大震災後、募金活動、“萩の花プロジェクト ”で宮城県名取市の泥かき
や思い出探し、石巻市の避難所運営支援などを行ったり、愛知県でチャリティー
バザーを開催したりした。8月 31 ～ 9 月 6 日は学生・教職員 38 名がいわて
GINGA-NET プロジェクトに参加し、岩手県の仮設住宅でサロン活動を実施。9
月には「Let's Cook ずんだ餅」を企画し、郷土菓子を一緒に作り、被災者と愛
知県民との交流や理解を深めた。また、台風 12 号による復興支援で、9月 28
日に学生・教職員 40 名が三重県熊野市で瓦礫撤去や住民との交流などの支援
を実施。6月はこれからの支援についてのディスカッションを行い、10 月に夏
季活動報告会を行った。
　5月以降約 250 名の学生がボランティア登録をし、夏季の現地派遣には約
140 名が参加した。協力することで支援に対する思いを強く持ち、活動の幅を
広げた。学生と教職員合同で災害ボランティアセンターを運営し、多くの学生
が活動できるようにしている。活動後はプロジェクトごとに振り返りや報告会
を行うなど、次の活動につなげるようにしている。

〒 470-3295　愛知県知多郡美浜町奥田日本福祉大学災害ボランティアセンター 学生約 140 名、教職員約 20 名

  東日本大震災、
台風１２号による紀伊半島の水害

日本福祉大学災害ボランティアセンター

愛知県 いま私たちにできることをする
長期的な支援のあり方・防災対策を考える

　福井県鯖江市河和田地区は平成 16 年の豪雨水害で被害を受け、防災意識が
比較的高い。夜間に災害が起きた時に必要になるものや避難所などの位置を認
識できるのか、という疑問から、ウォーキングを取り入れた夜の防災訓練を企
画した。
　大学生と消防署が協働し、防災の観点を組み込んだウォーキングコースを調
査。マップを作成したり、コース上に ｢消火栓の場所｣、｢避難所｣ 等、取り上
げる地点に対応したピクトグラムをデザインし、照明器具の制作を行うなど準
備を行った。当日は、東日本大震災の現地の様子の説明、避難所・小河川等、
災害時の拠点や防災物品、落石などの危険がある場所に照明を並べ、何気ない
場所にも危険が潜んでいる可能性を浮かび上がらせた。また、参加者がウォー
キングの中で危険を感じた場所に照明を配置し、住民の視点からもポイントを
炙りだした。ゴール地点に全体マップを用意し、参加者が配置した照明位置を
記録・共有することで地域防災への理解を深めた。
　夜の地域防災訓練に約 150 名の参加者が集まり、地域を見つめなおす機会と
なった。照明器具に消火栓や避難経路、落下注意などのマークがあり、マーク
は壁面に影絵を投影することができる。災害時に誘導灯として活用することも
可能なため、商品化も考えられている。

〒 606-8588　 京都市左京区岩倉木野町 137-
Ｆ 335　片木研究室内京都精華大学　片木研究室 幼児 5名、小学生 15 名、

大学生 50 名、大人 80 名

夜間の地震、それに伴う二次災害

京都精華大学　片木研究室

京都府 防災ナイトウォーク
～夜の防災訓練で地域を見つめなおす～
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　｢阪神・淡路大震災の経験や知恵を学び、防災や耐震化に活かす市民大学をつくろう！｣ というアイ
デアがきっかけでスタートした。防災や耐震化に取り組んでいる人や団体のネットワークづくり、一般
市民との橋渡しを目的に取り組んでいる。
　10 月に “ 復興Walk & Talk in 神戸 ” を実施し、南三陸町の漁師一家や仙台のコミュニティエフエムの
パーソナリティなど、東北の復興に取り組む人々を招き、阪神・淡路大震災から復興を経験した市民、
NPO、行政職員、学生との出会いをつくるイベントや、神戸の復興 ･防災の現場の視察、今後を考える
行うワークショップを開催した。
　神戸の復興に携わったガイドと街中を歩くことで、東北の復興や今後の防災に向けた発見や気づきが
得られた。復興や防災に向けた「南三陸町の漁師さんの復興に向けたプロジェクトを、仙台と神戸のコ
ミュニティラジオの同時中継で広報する企画」など、今後に向けたアイデアも創案された。神戸の街を
“ キャンパス ” にして実際に歩くプログラムを組み込み、神戸をまるごとテキストにしたことで、体験
や “現場知 ” が得られる催しとなった。懇親会やグループごとの街歩き、ワークショップなどを通して、
神戸や東北で復興に取り組む人々が新しいネットワークが築く場となった。

神戸耐震大学

誰もが楽しく学べる「市民大学」プロジェクト

学生 20 名、大人 40 名

阪神・淡路大震災

神戸耐震大学

兵庫県
東日本大震災

　東日本大震災後、学生にもできることをしたいという思いからＢｒｉｄｇｅ
を結成し、活動に取り組んでいる。
　大学入学式で募金活動を行ったり、新入生に対して啓発活動を実施したり、
兵庫県に移住された被災者の方の生活支援を行うなど活動に取り組んだ。5月
からは、受取先がなかった韓国からの支援物資・飲料水 14 トンを大学で受け
入れ、神戸で販売し、売り上げを被災者支援資金に役立てる取り組みを開始し
た。また、6月に宮城県南三陸町志津川高校避難所での炊き出しを行い、7月
に兵庫県立大学や地域の夏祭りなどで韓流水の販売を行った。8月には外で練
習困難な福島県いわき市の３つの高校ソフトテニス部の部員とそのご家族 40
名を淡路キャンプに招待し、２週間の合宿を行った。　　　　　
　団体・個人とのネットワークを形成し、韓流水プロジェクトで 20 万円を売
り上げた。これを支援資金につなげ、継続的な支援活動を展開している。また、
福島県いわき市の「いわきの子どもを守るネットワーク」や、兵庫県居住の東
北のママさん団体「べこっこMama」などとも連携している。学生が主体となっ
て活動を進めながら、活動のフィードバックを大切にし、感じたことを次の活
動に繋げる流れを作っている。

〒 651-2197　 兵庫県神戸市西区学園西町
8-2-1　経済学部野津研究室

被災地と関西をつなぐ架け橋になる活動をしよう

1年生16名、2年生20名、4年生4名、
教職員 2名

東日本大震災
被災地と関西をつなぐ架け橋になる活動をしよう兵庫県

Bridge
（兵庫県立大学東日本震災支援サークル）
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　南海地震やその他の災害から命を守る知識の発信を、防災授業を通じて行う
ことを目的に取り組んでいる。
　6月に幼稚園での防災授業を実施し、地震や津波からどう命を守るか、逃げ
るかなどを伝えた。津波発生時に県内で最も被害を受けることが予想されてい
る地区にある須崎市立須崎高校では、１、２年生を対象に連続防災授業を行っ
た。地震や津波のメカニズム、南海地震等の説明や、今から何ができるかのワー
クショップ、津波からいかに早く逃げるかなど、具体的な行動を伝える授業を
中心に行った。また、四万十川窪川高校の教員を対象にした防災教育セミナー
では、防災授業の方法や工夫を紹介した。その他、「伊野商サマーセミナー」、「災
害ボランティアセンター模擬訓練」「サバメシを作ろう！」などに参加し、防
災授業やクイズを実施したり、地域防災訓練で炊き出しを実施したりしている。
現在、｢高知大学周辺防災マップ｣ を制作中で、大学内での配布を予定している。
　学校・地域からの依頼が増えてきている。「その土地に合った防災」を意識し、
「発生時にいかに自分の命を守るか」に重きを置いて、年代別の目標を取り入
れて授業を企画している。授業の担当は、メンバーの特技や専門を活かして決
めている。月１回の団体勉強会で学びを共有する場を設けるなど、知識の向上
も心がけている。

防災すけっと隊

その土地に合った防災教育の展開

防災教育１回につき 100 名程度

土砂災害 雷

水害（台風・洪水）

防災すけっと隊

高知県 津　波地　震

　南海地震に備え幅広い年齢層を対象に、地震・津波災害も含めた地域の防災
力向上を目的として取り組んでいる。
　洪水ハザードマップに危険個所や地盤の低い地点の情報を追加しながら、災
害発生時の避難経路に関するDIG（災害図上訓練）を実施した。DIG の結果を
用いて各地区の詳細なマップ作成し、それを活用した避難訓練を実施した。ま
た、小学校の参観日には防災に関する内容で授業を行った。その他、南国市・
須崎市沿岸部における津波来襲時の住民の避難行動や、課題抽出を目的とした
聞き取り調査を両市 131 名に実施し、報告会で調査結果の発表を実施している。
7月には小学生を中心としたこども防災キャンプを行い、地域住民を巻き込ん
だ防災学習、水難学習、応急救命講習、防災施設の見学、炊き出し、DIG を実
施したり、岩手県や宮城県沿岸地域の被害状況を調査し、高校生に活動発表を
行ったりしている。
　避難訓練や小学校への出前授業の実施により、防災に対する意識を高めるこ
とができた。防災キャンプで行った防災テストでは、キャンプ後の正答率がほ
ぼ 100％になっている。小学生と保護者、高齢者が多くを占める自主防災組織
までの 3世代を意識して、なるべく同時に学習や議論ができる場を設けるよう
に工夫している。

〒780-8050　高知県高知市鴨部1189-19高知高專　環境都市デザイン学科
防災活動サークル

幅広い年齢層を対象にした災害リスクコミュニケーションの実践
地　震 津　波 洪　水

高知高專　環境都市デザイン学科

高知県

出前授業のべ 67 名（小学生、高校生）、防災キャンプ
29 名（小学 5・6年生）、洪水ワークショップ 56 名、
聞き取り調査131名、東日本大震災現地調査報告会350名
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毎日新聞掲載記事
2011年 6月18日　毎日新聞　朝刊　（毎日新聞社使用許諾）
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2011年 6月19日　毎日新聞　朝刊　（毎日新聞社使用許諾）

2011年 6月20日　毎日新聞　朝刊　（毎日新聞社使用許諾）
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2011年 8月12日　毎日新聞　朝刊　（毎日新聞社使用許諾）
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2011年 8月18日　毎日新聞　朝刊　（毎日新聞社使用許諾）
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2011年 8月18日　毎日新聞　朝刊　（毎日新聞社使用許諾）
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2011年 12月 27日　毎日新聞　朝刊　（毎日新聞社使用許諾
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2011年 12月 27日　毎日新聞　朝刊　（毎日新聞社使用許諾
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2012年 1月9日　毎日新聞　朝刊　（毎日新聞社使用許諾）
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2012年 1月9日　毎日新聞　朝刊　（毎日新聞社使用許諾）
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2012年 1月29日　毎日新聞　朝刊　（毎日新聞社使用許諾）
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2012年 1月29日　毎日新聞　朝刊　（毎日新聞社使用許諾）
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