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◆パネルディスカッション － 防災教育のこれまでとこれから －◆
井口道子　小西正志　瀧川猛　諏訪清二

諏訪：
みなさんこんにちは。なんかみんな、元は何々、今は何々と怪しい４人が前に並んでいます。みなさん、ぼうさい
甲子園に関わって、それぞれ素晴らしい取組みをされてきた方ばかりが前に並んでいます。もちろん、平場の方に
もぼうさい甲子園で素晴らしい取組みを発表されてきた方々が沢山おられますが、皆さんに舞台に上がってもらう
とパネルディスカッションというよりも、バトルロワイヤルみたいな感じになってしまいます。そうならないよう
に今日はお三方を事務局の方で選んでいただいています。よく考えると、小学校の先生、中学校の先生、特別支援
学校の先生、それから被災地の先生、こんな言い方をすれば怒られるかも知れませんが、これから被災される先生
です。ちょっと表現が悪いですね、私勝手に未災地という言葉を使っています。これから被災する地域です。被災
地以外の方は、私は災害に遭わないとみんな不思議に思い込んでいるのですね。２０年前の神戸と一緒です。絶対
に遭わないという根拠のない自信があるのです。そうではなく、日本全国被災の一歩手前だと言うことで、東洋漢
方、東洋医学の未病をもじって、勝手に「未災地」と言っているのです。そういう意味で言えば、いろんな立場の
方がおられるので、いろんな話が聞けるんじゃないかなと思います。
事務局からきちんと指示頂きました。事務局というのは私の教え子がやってますけれど、彼女から上意下達をいた
だきまして、お前これでやれと言われた。最初諏訪１０分しゃべれと言われましたが、これは７分ぐらいにはしょ
ります。それから、そのあとお三方から１０分ほど取組みとかをお話しして頂こうと思います。だけどパネルディ
スカッションで、パネルプレゼンテーションではありません。最近のパネルディスカッションが良くないのは、と
りあえず皆言うだけ言ってプレゼンテーションして、ハイ終わりみたいになってしまいます。それはやめようと思
います。１０分ほどの発表時間ですが、出来るだけ短めに９分５０秒ぐらいでしゃべってもらって、あとの議論の
時間を少し多めに取りたいと考えています。
私は真面目に４点、前もって事務局にお伝えして、お三方に答えを考えておいて頂きました。事前の打ち合わせで、
それを全部無しにして、もう一度ゼロから作ろうと話をしたら小西先生から怒られましたけれども、そういった形
で、できるだけディスカッションをやっていきたいと思っています。事務局からは、防災教育の方向性とか可能性
を探り、そして課題を解決して、みんなが取り組もうというメッセージ性のあるパネルディスカッションにしてく
れと言われています。そんなものできるかと思うのですが、しかし、そういう難しい課題を頂きました。この三人
なら出来そうな気がしますね。できるだけそういう方向に行くような形で話をしていきたいと思います。
前半は、お三人の方からご自分の取組みとそこで考えられたことを提案していただきます。そのあと、ディスカッ
ションなんですけれど、今日、いろんな方のお話の中から私２つのキーワードを引っ張りだしました。ひとつは
「変わる」ということ。室﨑先生のお話の中にもありました。子どもが変われば、親が変わって、家庭が変わって、
地域が変わって、社会が変わる。学校の先生って「変わる」という言葉が好きですよね。子どもが変わるというこ
とが好きですよね。変わるというのは、変わった子どもになるという意味とは違いますよ。いい意味で変わるとい
う、どんなふうに変わるのかというあたりの話を、つまり防災教育の防災ではなくて教育の部分にも少し光を当て
て「変わる」ということを考えてみたいと思います。
それから、今日は若者たちが四人、被災地から二人、未災地から二人、報告をしてくれました。後でしゃべった未
災地の二人しゃべりにくかったでしょうね。順番として被災地が先、未災地が後というのは、非常にしゃべりにく
いものがあるのです。良くしゃべってくれたと思います。その中でテーマとして出たのが、「語り継ぐ」ということ
なのだろうと考えます。災害体験をどのように語るのか、何のために語るのかという部分と、それからその災害体
験を聞いた側は、それをどう継ぐのかという部分です。私は「語り継ぐ」というのは動詞が２つあって、「語る」と
「継ぐ」だと思っています。被災体験を語り、それを我々被災体験が無いものがどう継ぐかという問題です。
その２つをキーワードにしながらやっていきたい。しかも、パネルディスカッションですから、一方的なプレゼン
テーションではなくて、できれば三人の中でお互いに質問の仕合をしながら自由にやって頂きたい。その間、私は
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楽をさせて頂こうかなと思っていますので、よろしくお願いします。６５分頂いていますので、目標は１２時４５
分ちょっとすぎ、このちょっとというのが３分か５分かは知りませんけれど、ちょっと過ぎぐらいで頑張りたいと
思いますので、よろしくお願いします。それでは順番を決めてなかったですよね、発表の順番を。打ち合わせも何
も出来てませんね。どの順番で行きましょう？こちらからですか。多数決でじゃあ、こちらからお願いします。で
は井口先生、お願いします。

井口：
では、みなさん、こんにちは。今は藤原小学校という鍬ケ崎小学校の隣で勤務しています。それではスタートした
いと思います。地域連携を軸とした防災教育と題しました。宮古市は盛岡から東に２時間ぐらいの場所に位置して
います。鍬ケ崎は学区に浄土ケ浜を持つ小学校です。これが校舎です。校舎の一部は震災後ですので仮設が建てら
れています。右手に海が広がっていて、右手奥に浄土ケ浜があるというふうに見て頂ければ宜しいかと思います。
ところで鍬ケ崎という地域には、宮古市では堤防がない町として有名です。堤防がない町でした。しかし、そうい
う町ですので、過去にも津波の被害があったために住民は防災意識が強かった、というところでもあります。平成
１６年、津波防災の指定校となりまして、津波のメカニズム、鍬ケ崎に津波が押し寄せたらどのような状況になる
かの想定のDVD、それから、防ぐための手だて等々についての学習が始まりました。それらをふまえて作られたの
が「津波防災カルタ～しおかぜ～」です。平成１８年度の卒業生が作成致しました。このように，読み札、それか
ら絵札というふうに作られています。県内外から問い合わせがありまして、お配りしたところもあります。宮古市
では残念ながらなんですが、震災後にデータをお送りして全小学校に配布されたというかたちになっております。
そして私が防災担当ではなく総合学習担当になった平成２２年です。地域連携をもとにした総合学習。本校では、
海をテーマにして総合学習を進めました。私自身がですけれども、地域連携、人との関わりが最大の防災教育であ
ると考えている人間です。
では、内容についてお話します。その中でまず三年生は県立科学館とか市の水産課の協力を得て磯の生物観察会を
開きました。そして４年生は、振興センター、それから地元漁師さん、市の水産課等の協力を得てホタテの養殖体
験をスタート致しました。５年生は、地域の方々、観光課、民放のカメラマンの皆さんの協力を得て、地域の方を
取材して、鍬ケ崎の魅力発信ビデオを創りました。そして６年生は地域の方々と町歩きをしまして、津波避難マッ
プを創りました。８地区に分かれてのマップだったんですけれど、完成したのが実は８枚目が３月１１日でして、
結局完成しても手渡すことができない、すべて８地区が流されてしまった訳ですから、我々はこれを幻の避難マッ
プと呼んでいます。
３.１１を過ぎまして４月２５日、学校が再開致しました。総合学習では今出来ること、今しか出来ないこと、今だ
から出来ること、この３つをテーマに学校では進もうということに致しました。３年生、何とか、海には出られま
せんが、水産科学館で生物観察会を行いました。４年生ですけれども、これはもう諦めていました。ホタテの体験
学習なんて絶対できない。これも地元の漁師さんのお声がけで奇跡的に養殖体験ができました。次、５年生ですが、
大震災から学をテーマに致しました。記憶をたどる証言者として地域の方２３名から３.１１の日のことをインタ
ビュー致しました。そして津波から身を守る５つの提言をまとめました。１つ目、読ませて頂きます。「地震がきた
ら迷わず高台に逃げるべし」。２つ目、「命を優先し、何があっても戻らぬべし」。３つ目、「助け合い、人とのつな
がりを大切にするべし」。４つ目、「万一に備え、防災グッズを準備しておくべし」。そして最後、「未来に向かって
一歩一歩進むべし」。この５つの提言の後には、子どもたちが、将来、鍬ケ崎の未来に向けて、その力になる人間に
なりたいというふうに願い言葉が綴られておりました。さらに６年生。復興に向けて取り組んでいる人たちの思い
や活動をインタビュー取材して劇にまとめて発表することにしました。「輝こう鍬ケ崎」という劇です。鍬ケ崎の輝
いている人、地域の頑張っている人、そしてシナリオを創りまして、学習発表会で発表致しました。発表会当日、
沢山の保護者、地域の人がいらして下さいました。地域の方からの感想です。●私たちも頑張っていかなくてはな
らないと考えさせられた。●感動した。勇気と希望をもらった。●子ども達のパワーで、地域・親が一歩前進でき
ると思った。●津波への防災意識をつなげるためにも引き継いでほしい。●子どもが住みやすく、安心して暮らせ
る鍬ケ崎にしていく意欲が湧いてきた。ありがとう。　というような感想でした。
そして２２、２３の活動を１冊の本にこのようにまとめました。
このような言葉があります。「わたしたちは　真っ白な地図を受け取った　この　真っ白な地図に　輝く未来の鍬ケ
崎を　創っていきたい　そして　宝物のように　輝く人に　なりたい」　これは「輝こう鍬ケ崎」のシナリオの一部
です。
震災から３年７ヶ月が過ぎました。賞を受けた子どもたちも，今も笑顔を絶やさずにいます。復旧復興を担う大人
になろうと、一歩一歩進んでおります。沢山の支援を頂き、ありがとうございます。そして今も、沢山の励ましを
頂いております。本当に、ありがとうございました。以上です。
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諏訪：
ありがとうございました。最後の子ども達の笑顔が、無理をしてない笑顔って、いいですよね。どうしても震災体
験を伝えようとなると無理をして無理をして、力が入ってくる部分があるんですけれど、何かこう、素直な笑顔を
引き出せるなと感じました。今日のテーマのひとつに、ここに来られている方皆が帰ったら「防災教育をやろう」
と思えるようにしたいという意味があると思うので、ちょっと僕が素人的というか初歩的な質問をさせて下さいね。
震災の前から取り組んでいる磯の観察会とか、ホタテの養殖とか、素直に聞きます。６年生の避難マップは解るん
です、防災教育として。防災教育に関わったことのない人が、「ホタテの養殖って、それ防災教育？」と聞いたら、
先生はどう答えますか？

井口：
「そうです」と、答えます。

諏訪：
もうちょっと詳しく、はい。

井口：
防災教育というのは、生きること、命の教育ということですよね。これは結局、生きることの教育です。ですから
地域で頑張っている人と関わらせることで、子ども達は、その生き様を感じるんですね。それで、あの人のように
なりたいとか、その人を通して僕の将来とか私の将来とか、様々に自分の先を見ていこうとする力が育ってくるん
です、実際、統計アンケートをとった結果も、前年と実施した年を比べると確実に将来に希望を持つという部分が
高まっていたので、私は先生のご質問に「そうです。生きるということで。」、はい。

諏訪：
分かりました。生きるということ。それから、私なりに解釈すると、やっぱり、地域が好きになるんですかね、子
ども達はそういった活動を通して。

井口：
地域をね、結局は。やっぱり、自分を大切にするようになるんです。上手く話せないですが、地域も子どもに関心
を持つようになる。何かあった時には、声もかけてくれる訳ですよね。ですから、すべて、つながりを大事にした
教育が防災教育と考えます。

諏訪：
分かりました。それがホタテでも良いんですよね。避難マップなんかを作って、地域の危ないところばかり地図に
載せて、さあこの地図を家に貼っておきましょう、地域を好きになれと言われてもなかなか好きになれませんもの
ね。そうじゃなくって、そこにいろんなレイヤーを重ねて地域の楽しいところ、頑張っている人のところ、いろん
なものを重ねることで、子どもが地域を好きになる、それが防災の一歩だというお話だと理解しました。では、小
西先生、次よろしいでしょうか。

小西：
元津田中学校の小西です。先ほど本校卒業生の吉田周平君が発表しましたので、ダブる部分がいくつかありますが
写真でご覧になって頂けたらと思います。まず、本校のテーマとして「繋がり、地域に貢献する防災学習」という
ことで取り組んで参りました。２、３年生の総合学習の時間に防災講座を設定し、授業中に企画したことを土日・
夏休みに実践していくという流れで学習しています。防災を希望する生徒が防災講座を選択し、希望しない生徒は
人権講座とか環境講座とかで学習しています。防災講座は，平成１７年度に開講し１０年目です。テーマは「繋が
り」で、目標は「継続と進化」です。最初の体験活動は、徳島大学とタイアップしているタブレット型 PCを使っ
たバーチャル避難訓練です。生徒４、５人が一つのグループとなり，一つのタブレットを見ながら避難します。そ
の避難途中に、タブレットの中でいろんな質問が出てきます。「携帯を忘れた、どうする？」とか、「妹が家に残っ
ている、どうする？」「あそこ道ないでしょ、どうする？」というように問われる中で生徒自らが選択して逃げてい
く避難訓練です。
さて，本校の取り組みについて、毎年恒例の「地域と繋がる活動」、年ごとに変わる「地域に貢献する活動」、そし
て「被災地とつながる活動」に分けて発表したいと思います。
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毎年恒例となっている「地域と繋がる活動」の最初は，今年で１０年目となる「町内の防災意識調査」です。この
狙いは、調査自体も勿論大事なことなのですが、町内１軒１軒を訪問して、FACE to FACE でおじいちゃんやおば
あちゃん、あるいは、近所の人と話をするということが一番のテーマです。町内約８０００軒のうち２０００軒く
らい毎年訪問しています。それで、その結果をまとめて、１２月くらいに町民の方に提言しています。
２番目は、「非常食を作って高齢者と繋がる」です。先ほどの調査は１軒１軒訪問して行いますが、非常食は高齢者
会に参加させてもらって配ります。津田町は徳島市内でも有数の高齢者の多い住宅街で、高齢者と繋がることが非
常に大事なのです。そのアイテムとなる非常食を作り，高齢者に配ることで繋がっていく、８回目になります。
また，下の世代と繋がる必要もありますので、その意味で「幼小防災出前授業」を行っています，今年で６回目に
なります。
それから、町内の津波避難訓練では、主催者側としてお世話をさせて頂く形として（単なる参加者にとどまらない
ように），生徒が飴湯を配ったり受付をさせてもらったりしています。
町内を回るうちに，２０代、３０代、４０代の方と出会うことが少ないことに気づきました。それで、その人たち
をつかまえるためにどうすればよいのかをＯＢが中心となってアイデアを練りました。「祭りにテントを立てる」→
「子どもを呼び込む」→「自動的に親がやってくる」→「その親に対して啓発をする」という結論になりました。２
２歳のＯＢから中２までが一つになって，一つのテントの中でクイズをやったり、非常持ち出し袋の重さを当て
合ったり、どんなものが必要なのかを親子で話し合ってもらったりしました。今年も８月に予定していたのですが，
あいにく台風のためキャンセルになりました。それでその後どうなっているのかを先ほど吉田君に聞くと、どうも
来週か再来週にそのチャンスがあるようで，今年もやりますと言っていました。
次に，「地域に貢献する活動」ですが，投げ入れの活動が多いです。これは平成２２年度に行ったもので、家具転倒
防止器具の設置を呼びかけている様子です。町内の全部の家という訳にはいきませんが、高齢者宅を中心として呼
びかけていきました。
それから，平成２３年度の３．１１が起こった年の夏休みのことですが，生徒達が１軒１軒回っておりますと、生
徒に対して、「中学生の僕らがどうにかしてくれ」という提案がものすごくありました。「知事さんに陳情に行って
くれ」とも言われました。生徒達は軽い感じで、「はい」「はい」と答えていたのですが、後ろで聞いている私は本
当に大丈夫かとヒヤヒヤして聞いていました。上手い具合に，町内の人から「先生，市役所に行きましょう」「知事
さんに会わせてあげますよ」と言ってくれる人もいたので、知事さんや市の危機管理官の人に要望に行きました。
要望の内容につきましては、生徒達が集めたデータを中心に、「このようなデータが出ているので、こういう施策を
してほしい」と，ちゃんと話してきました。
それから、スライドの一面にありました「津波避難支援マップの作成」を行いました。町内の人、町内自主防災会
とかコミュニティ協議会、津田中学校、徳島市、ならびに徳島大学が一体となって、「津波避難支援マップ」を作成
しました。これも、３.１１が起こった直後の夏休みに行いました。たまたま，ぼうさい甲子園でグランプリを頂い
ていた賞金で中学校前に看板で設置し、今も津田町内の皆さんがよく見てくれています。
それから、先ほど河田先生からもご紹介がありましたが、「事前復興まちづくり」で，災害が発生する前から復興後
のまちづくりを協議しておこうと生徒が案を出して町民に提示をし、いろいろな意見を聞いてよりよい案になるよ
うに作成しています。２４年度，２５年度，２６年度と積み上げてきました。これを行うに際して，元になってい
るデータをご覧ください。「被災した時に何年後まで待てるか」という質問に対して、１年後になると３０％の人し
か町内に残りません。東北ではもう３年を過ぎていますが、津田町内ではここまで（３年）かかると，４％しか残
りません。あとの人は出てしまいます。ということは，「事前復興まちづくり」計画を進めておく必要があるという
ことです。２４年度の生徒のざっくりとした計画案が画面上に出ておりますが、本当は平面図、立面図とあり、気
仙沼市をモデルとして作らせてもらいました。地域の人のご意見もいろいろありまして、それを２５年度の生徒が
改訂し，町内の人に見てもらうため地図とジオラマで作り、また色々なご意見をいただき訂正して，２６年度の夏
休みに公開をしました。
それから「被災地と繋がる活動」では、１つ目は「阪神淡路大震災追悼イベント」です。平成１９年から、神戸か
ら希望の灯りを持ち帰り、前日の１月１６日に徳島市の新町川公園で、希望の灯りを分灯するようにしています。
また，平成２１年度には、岡山県美作市での水害ボランティア活動に参加させて頂きました。
そして，３.１１の時には、義援金活動として町内の大きなスーパーマーケットの前や徳島駅の前で義援金を募りま
した。それから，昨年度はＯＢと一緒に東北地方をさくらネットさんの紹介で訪問することができました。
今までたくさんの賞を「ぼうさい甲子園」から頂きました。本当にありがとうございます。このことは私たちに
とって励みであると同時に大きな責任であり、毎年これに違えぬように一生懸命頑張ってきました。今後も地域の
中でしっかり頑張っていきたいと思っています。どうも、ありがとうございました。
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諏訪：
ありがとうございました。実は、私、津田中学、小西先生に呼んで頂いて、体育館かどこかで話しさせて頂いたこ
とがありました。１０年ほど前の、二人ともまだまだ若い頃のお話なのですが、正直あの頃は、外部の人間を呼ん
で防災の話をさせて終わりみたいな感じで、失礼な言い方ですが、防災教育は初めはそこなんですね。自分たちで
何かをやる時にとても大変で、まず外の人に頼ってしまいます。舞子高校も室﨑先生に頼りましたから一緒なんで
すけれども。この話は後でお聞きするとして、その後「ぼうさい甲子園」等を通して、ずうっと津田中学を見てた
ら、どんどんどんどん広がっていくんだけど、やはりキーワードは先生が何回も繰り返された「地域」だと思うん
ですね。先生のお話の中で少しは出てきたのですが、例えば子ども達がインタビューしたり、あるいは、意識調査
をしたり、あるいはマップを作ったり、そしてそれをどんどん地域に返していきますよね。地域の方の子どもたち
への反応というのは、どんな感じでしたでしょうか？

小西：
非常に感謝してくれております。「生徒達が頑張っているお陰で町内の防災意識が確実に上がってきていると思う」
いう感謝の言葉を頂き、また、夏休みに町内を回っていますと、感謝の気持ちがジュースやアイスクリームに変
わって、生徒達はその瞬間にホッとするというようなことがあります。

諏訪：
ええ話でした。ほんとに、地域というものをとても大切にされているという取組みだと思います。
じゃあ３人目ですが、瀧川先生、今度は特別支援学校で防災教育を一生懸命やっている学校がいくつかあって、ま
あ、東西の、東の横綱くらいの、ちょっと今ハードルを上げましたけれども、学校で本当に素晴らしい取組みをさ
れています。その特別支援学校、障害を持った子ども達と防災教育について、お話をいただきたいと思います。よ
ろしくお願いします。

瀧川：
スライドを持ってきたものが沢山ありますが、絞ってお話したいと思います。
先ほどは手を挙あげなかったのですが、千葉県も被災地であり、津波で家屋の被災をした生徒もおります。本校の
学区もいろんな地震が心配される地域です。
１つ目のエピソードです。障害がある子ども達、本校は知的障害が主なのですが、実際に生徒二人と一緒に東北の
被災地に行きました。震災の翌年の夏に行ったのですが、二人の子どものうちの一人が、釜石東中さん等を見学す
る中で、「津波のニオイがする」と話してくれました。その子はもう就職しており、イトーヨーカドーさんに勤めて
いますが、会社の方でも防災の話をしていきたいと言っていました。もう一人の子は、被災地に行った経験から、
卒業して就職後、「自分の給料から義援金を送りたい」「どこに送ったら良いですか？」ということを話してくれま
した。特別支援学校の高等部を卒業後は、実際に会社に就職できるのは２～３割くらいです。他の生徒は福祉施設
などに行きます。この二人は就職ができました。障害のある子どもたちが、実際に「経験」をするということが、
やっぱり、これから社会に出て行く中でとても大切なのだと思いました。
２つ目のエピソードです。今年も、地域との連携で色々とやっていますが、その中で、バケツ消火リレーをやろう
ということになりました。根知小さんとはライバルで、防災教育チャレンジプランやぼうさい甲子園で一緒に会う
ことが多く、根知小さんの取組みを実際うちの方でやってみようということで、この夏に行いました。参加者の全
体が一緒になり、とても盛り上がって良かった活動です。子ども達といろんな授業でいろんな教材を作ります。防
災マルチパーテーション作りをしたり、カルタを作ったり、ありとあらゆる手段を講じて子ども達と防災を学ぶよ
うにしています。いろんな活動をする中で、「あたりまえ防災」という「あたりまえ体操」の替え歌を作って、これ
を今生徒会の子ども達が広げる活動に取り組んでいます。生徒会の中に子ども達の防災の意識が少しずつついてき
ています。先日、嬉しかったことがありました。生徒会の役員選挙でのことです。特別支援学校には、生徒会がな
い学校もあるのですが、うちの学校はちゃんと選挙をして、落ちる子と受かる子がいます。選挙演説で「私は生徒
会の先輩たちがやってきた防災をやりたいです」と発表してくれて、その子が無事受かって、その子が今度、欽
ちゃんの仮装大賞に応募するんですけど、その企画書を夏休みに作ってきてくれました。それを応募したら、是非
予選会に来て下さいということで東京に行ってきます。それで通ると１２月の２７日か２８日に収録があり、たぶ
ん１月に放映されると思います。この「あたりまえ防災」の中には、自分の思いが基本全部詰まっています。この
歌詞の中に「とにかく逃げっぺ」という歌詞が入っています。それは、宮城県の石巻支援学校さんを訪問した時に、
片岡先生という先生が熱心に生徒たちに当時の話をしてくれました、そこで、石巻市の標語になっている「とにか
く逃げっぺ」を地元で広めてほしいという話があり、それを歌詞の中に入れました。自分は高等部の職員なのです
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が、小中学部の子ども達にどうやって防災を教えたら良いだろうか？とも悩んでいました。小中学部の子どもたち
は言葉の理解が苦手な子達もたくさんいますので、楽しくリズムで覚えるということで、身につきやすくなります。
いろんな思いが、この中に詰まっています。今後も、継続して取り組んでいきたいと思っております。以上です。

諏訪：
ありがとうございました。実は瀧川先生には去年ものすごくご無理をお願いして、神戸に来て頂いて舞子高校で授
業をして頂いたんですね。今のスライドは２時間使っても語り尽くせないくらいたくさんのお話をお持ちの中で、
たった１０分でしゃべってくれという、無茶なお願いをしてしまったのです。私も東日本大震災の被災地、岩手な
どに行くと特別支援の先生方とお話しする機会が何回かありました。やっぱり、簡単に言ってしまうと先生方がも
のすごい苦労をして、そして、保護者の皆さんがものすごい苦労をし、そして地域とあまり関わっていない、孤立
した中で大変な思いをしながら頑張っておられるというところがあると思うんですね。それで、今のお話は子ども
達をどう育てていくかというお話だったと思うのですが、同時に瀧川先生から見て例えば周りの学区、周りの地域
に、どんなことを防災上期待をされていますか？　勿論防災だけでなくて日頃のつながりもあると思うのですが、
どんなことを期待されていますか？

瀧川：
障がいの理解というのがまだまだ進んでいないというのが実際で、だいぶ自分は派手なことをするのですが、それ
でやっと知ってもらえたという感じもあります。苦労することもあるのですが、積極的に地域に出て行くことや関
わることで、お互いが通じ合えるということがあるのかなと思います。今後も子どもたちのことをもっと知っても
らいたいと思います。

諏訪：
実は私は学校の教師ですから、時々研修に行って、そちら（客席）に座って偉い先生の話を聞かせて頂いて勉強す
るという機会があるのですが、例えば人権教育という研修を受けますと、こんな質問を聞いたことがありますね。
手元のノートに友達の名前を１０人書いて下さい。で、友達の名前を一生懸命思い出して１０人書いていくんです
ね。その中に障害を持った人が何人いますかと聞かれるんです。はたと気がつくんですよ。一人も入ってなかった
りね。ああ、そんなもんなんだ、つまり、まだまだ障害を持った方とそうでない方が、うまく支え合えていない、
混じり合えていない部分も社会にあるのかなと。それが防災部分で出てしまうとですね、やはり弱いところにどん
どんどんどん皺寄せが行ってしまう。そのあたりを、いくつかの特別支援学校で本当に危機感を感じて、防災教育
をされているんですよね。そういった学校と、いわゆる普通学校というんですが、他の学校とが、どんどんどんど
ん繋がっていく大切さというのは、この後も又しゃべって下さいね。

では少しディスカッションの方に移っていきたいのですが、事前に４つほどお願いしていたことがあるのですが、
実は防災教育をこれからやろうという人がこの３人のお話しを聞いたら、あまりにも高いところにありすぎて、出
来すぎてというか、素晴らしすぎて、ちょっとあそこまではようせんわ、というところから入ってしまうと一切広
がらないとなるんですね。そこで私の個人的な経験から言いますと、私はずっと舞子高校という所で防災教育を
やってきたんですが、お前なんでやったんかと言われると、たった一言、逃げ足が遅かったからやという言い方を
するんですね。自分は震災体験がたくさんある訳じゃないし、防災への思い入れもある訳じゃないし、防災の知識
ゼロのところで，お前やれと言われ、ええ？というところから始めた。だからゼロから始めています。もしかした
ら、失礼かも知れませんが、先生方もゼロから始めたかもしれないし、いや、もうちょっとお前とは違う、もう少
し高い意識で始めたという話があるかも知れません。
それが一つと、もう一つは、大変だ、しんどいな、辛いなと思いながらも、あるところからなんか面白いなと感じ
始めたのではないでしょうか。面白いという表現は被災地の方に失礼かも知れませんが、しかしそれは人間として
のあり方とか、被災地に行っていろんなことを結果的に教えられることも含めた面白さというか、それは子どもが
変わっていく様を見たときの教師としての面白さもあると思います。その辺の、まず先生方が防災教育をやろうと
思ったきっかけですね。あのトップダウンでも良いし、上からの押し付けでも良いと思うんですよ、だけどそこか
ら主体的にやりだした理由は何なのか。それは子どもの変化かもしれないし、自分の変化かもしれないし、災害か
もしれないし。その辺のことを、少しお話し頂けたらなと思うのですが、瀧川先生からいきましょうか。

瀧川：
きっかけは、当時の校長が諏訪先生の話を千葉県で聞いたことです。その校長は、岩手県出身なのですが、防災教
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育を是非やりたいということで提案がされました。自分がそれをやろうと思ったきっかけは、あってはならないこ
となのですが、事故で生徒を亡くすということがありまして、命の大切さということをずっと考えてきた中で、防
災教育というものに出会い、続けていこうと自分の中で思いました。

諏訪：
先生が今ずっと頑張り続けている原動力は、その事故の話もありますが、それだけですかね？それとも、今の子ど
も達を見ながら？

瀧川：
さっきの生徒会の子の話がありましたが、子ども達と一緒に楽しみながらやるということ。子ども達から自分も学
びながらやる。支援学校ですとなかなか固いだけではダメなので、さっきカツラかぶろうと思ってやめたんですけ
ど、、、

諏訪：
いや、かぶって下さい。拍手があったらかぶってくれます。

瀧川：
こうやってCOWCOWのまねをして、欽ちゃんの仮想大賞に出なきゃいけないなと思いながら一緒に楽しむ。そう
いう楽しむ防災がエネルギーになり、それが命に繋がるということで、楽しみながら取り組んでいます。

諏訪：
はじめてカツラを見せて頂きました。ぜひキンちゃんの方に出れて防災教育をアピールしてもらいたいなと思いま
す。小西先生、お願いできますか。

小西：
まずきっかけについてですが、津田中の目の前が海だと言うことは勿論なのですが、１１年前は、「３０年後が５０
％で、５０年後は８０％」というような言われ方をし始め出した頃でした。そして一番大きかったのは、協力者が
いたことです。「先生一緒にやろう」といってくれた人，それは教育関係者ではありません。社協の人です。授業も
やるし講師の手配もしてあげる、年間計画も一緒に考えようと言ってくれました。生徒を貸してほしいという感じ
でしたので、じゃあやってみようかと始めました。でも、諏訪先生をお呼びしたのは、社協の人ではなく私がお呼
びしました。その他いろんな講師は手配してくれました。
そして，３年目の生徒から「先生、防災というのはな、学校の中ばっかりでやっとったらあかんのよ。防災という
のは出かけて、町内の人と話をして、町内の人に伝えて、それで防災は勉強になるんや」ということを言われ，私
が教えられました。それから、ギアチェンジです。外に出るチャンスを出来るだけ増やそう、というような試みに
変わりました。そうすると周りからの評価、まずは町内の人の見方や評価が変わってきました。続いて、マスコミ
の人とか、このようなコンテストで幸いにも評価して頂き、これらの評価が非常に大きな要因だと思っています。

諏訪：
はい。先ほど、室崎先生の話の中に、子どもが変われば親が変わって、地域が変わっていくという話がありました
けれど、もう一つ付け加えましょうか。子どもが変われば、教師が変わる。教育というのは教師が子どもに知識を
伝えるとなると、絶対に圧倒的にこっちの方が知っているのですね。だけど、なんか、姿勢とか、そういう部分に
なると逆に子どもに教えられるということがありますね。僕は阪神淡路大震災の被災地で防災教育を始めました。
教師になって防災教育を始めた最初に、そこの前に座っている子達、高校１年生は小学校２年生です。震災の体験
は。今日も来てくれてます、お母ちゃん亡くした子、おばあちゃん亡くした子、避難所に長くいた子とか、そんな
子どもを目の前にして知識を振り回してもなかなか勝負にならないところがありますよね。そこから僕もゼロから
始めたんですけれど。
井口先生いかがでしょう。先生は、前もやってるし、後もやっているという意味では、本当に大変な思いをされて
いるのですが。

井口：
きっかけとなれば、総合学習担当となったこと、ということがまずは直接です。更にさっき言った海を抱える地域
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にいたということです。海というのは、津波だけを皆さんは怖いなというイメージでしょうけれども、そこから地
域の人たちは恵みを受けている訳ですよね。そこに生きている子ども達ですから、一面だけを教える訳にいかない、
教育として。そこで海のめぐみということで、さっき諏訪先生から何でやねんと言われたホタテも出てくるんです
けれども、でも一つが津波防災のマップという形だったんです。で最初、ま、いっぽくのスタートでしたので、ど
うしよう？、まかされたものの、その４つを決めるところから学校の皆で話し合いました。じゃあ、誰と繋がれば、
その４つが２２年度一斉にスタートできるかということで、ここはやっぱり校長先生、上の力が大きいですね。や
はり、最初の連携は校長先生が「俺も一緒に行く」と言って下さいました。「俺も一緒に行って、本校の計画を話
す」と。それで、一緒に私も担当としてお邪魔をして、関係機関と連携をとることを承諾頂いてスタートしたと。
スムースにある程度スタートできたということです。ですがここに、校長先生とかいらっしゃるのであれば、何か
のスタートはやはり、ぜひぜひ担当の方に言って頂ければなと思います。
で、良いなと思ったことは、人と関わるって面白いなと、まず自分が思いました。思いました、自分って結構この
年になっても人に支えられながら仕事ができるんだなと、繋がることの楽しさを考えました。ですから子どもにも
そういう機会を、公教育、学校の教師と学校の中だけじゃなく、もっと子どもを外に出せば沢山の優しい人、素晴
らしい経験を持った人と繋がりを持てるんじゃないのかなって、私は思いました。ただ単にコミュニケーション能
力を育てるというのではなくて、たぶん、地域の人に大切に君たちはしてもらっているんだよということに気がつ
くんじゃないかな。そうした時に、子どもは自分、自分の命を考えて、大切にするような子になるんじゃないのか
なって思いました。そこに面白さを見つけました。

諏訪：
はい、ありがとうございました。前半は、『校長さん、やれやれというだけじゃなくて、あんたも汗かけよ』です
ね。そんな中で、（この場に校長先生いませんか、いませんね）ちゃんとやれと言うことかと思いますが、後半は地
域との関わり、地域に大切にされているということを子どもに分からせるのに、子どもに『お前は地域に大切にさ
れてるぞ』と１０回言うよりも、子どもと一緒にホタテの養殖する（ごめんなさいねホタテばっかりで、私好きな
んですよ）、ホタテの養殖をすれば分かるとか、そういうことですね。やはり現場主義。現場で、災害だけじゃなく
て、自然の両面をきちんと見せていこう、怖い恐ろしいと言う防災教育だけでなくて、その自然が私たちにどれだ
けの恵みを与えてくれるのかということも分かろうと。
ちょっと話しは逸れますが、４人の若者が話してくれた中で、やっぱりこの揺れなんかおかしいぞという話しがあ
りましたね。それってやっぱり僕は自然の感性だと思うんですよ。もしかして都会でそういうことに一切触れずに、
ずっと育ってきた人は分からないかも知れないものですね。大人より前に子どもが感じ取る訳ですね。なんかある
ぞ、みたいな。危ないぞ、みたいな。そういう感性を育てる教育が大切だなと思いました。
さて、こうは良いながらも、防災教育がなかなか広がらない理由の一つに、スーパーマンに頼り切りということが
あるんですね。やっぱり、日本のような災害大国であれば、行政とか大人がもっとやるべきことがあるんじゃない
か。この中に文科省の関係者いませんか？いませんね。じゃあ、言いたいことを言いましょう。教育関係の方はい
ましたね。ちょっと控えめに言いましょう。しかしですね、教育行政も何かきちんと防災教育を支援してほしい、
特にこれだけ一生懸命地域で頑張っておられる先生方だと、お腹の中には、あれもした方が良い、これもした方が
良いという提案もあるのかなと思います。と同時に、かといって、『お上やれ、お上やれ、あんたらがやってれば、
日本は安全だ』と言うのであれば、今までのような失敗ばかりを繰り返す防災になってしまうので、私も頑張って
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いる、という部分があると思うのですね。ですから、行政とか、いろんな国の施策に期待する部分と、自分はこれ
からどんな防災をやっていきたいのかという辺りを少し、この順番で言うと、小西先生、大丈夫ですか？よろしく
お願いします。

小西：
私は、防災教育は大きく２つに分けられると思います。１つは，学級担任が行う主として学活の中で、つまり教室
の中で行う防災教育と、もう１つは，学級担任以外の教員、私のような防災講座担当者みたいな、あるいは防災部
というようなものが、学校外の地域とつながる２つです。それで、行政との関わりということですが、今徳島県内
の様子を見ると、どの程度まで学級担任がやらなければいけないのかという到達目標が出来ているのかというとこ
ろにクエッションが付くような気がしています。そして、何故取り組みにくいのかというと、我々教員はマニュア
ルやテキストにしたがって指導する習性があるので，そのようなものが欲しいのです。つまり小１だとこんなもの、
中１だと、中２だと・・・といった、せめて義務教育の間は、最低限ここまでを担任として学活の中で指導しなけ
ればならないという目標と、年間３，４時間の指導テキストを作ってほしいと思います。これは，県あるいは地域
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によって異なると思いますが，多くの教員の望みだと思います。また、私が今まで取り組んできたように地域と繋
がる防災教育は、防災講座あるいは防災部といった組織が実施していかないと、学級担任に任せると忙しくて出来
ないと思います。これの２本柱が，防災教育には必要だと私は考えています。

諏訪：
はい、ありがとうございました。瀧川先生、お願いします。

瀧川：
障害者の権利に関する条約やそれの批准についてなど、インターネットで検索するといろいろと出てきますが、「私
たち抜きで私たちのことを決めないで」ということが、その中に出てきます。さっきの子どもたちの発表の中に出
てきた、「当事者」とか「現地」とかいう言葉ですが、直接現地で当事者の話を聞き、いろんなことを聞いて決めて
いくようなシステムづくりがあると嬉しいかなというふうに思います。あとは、平成２８年に指導要領が改訂され
るということで、防災安全の方の位置づけがどうなるかと言うところで考えることがあります。ちょっと難しい話
しですけれど、キャリア教育推進ということが言われている中で、キャリア「発達」というものが大事にされたよ
うに、「安全発達」といったものがきちんと位置づけられるとよいと思います。挨拶がどこでも必要なものというよ
うに、安全もどこでも必要だというものが作られるようになると良いのかなと思います。
この後発表される、子どもたちの“未来宣言”の中に、『共に動き続けます』という言葉が出てくると思いますが、
『動く』ってどういうことだろうなと自分の中でずっと考えていて、子どもたちに聞いた訳ではないので違っていた
ら申し訳ないのですが、『動く』とは瞬間的に隠れるというとっさの判断もあるし、動いていろんなことを知るとい
うこともあるのだろうし、それも全部含めて『動く』なのだろうなと。自分もいろんな所で動きながら繋いで発信
していきたいなと思います。

諏訪：
はい、ありがとうございます。
国としての位置づけを一方で要求しながらも、やっぱりそれはトップダウンだけじゃなくて、私たちが防災教育で
積み上げてきたもののボトムアップが大事なのだろうと。『ぼうさい甲子園』の良い所を一つ上げろと言うと、ボト
ムアップしていくだけのコンテンツをしっかりと作ってきたとです。私が良くあちこちでする例え話に、薬簞笥と
いうものがありますけれど、『千と千尋』で蜘蛛みたいなおっさんの後ろにぎょうさんある引き出しですよね。あれ
だとだいたい分かる人は分かると思いますけれど、防災教育ってあの薬簞笥の引き出しの中に物を入れる作業をこ
れまで１０年間一生懸命やってきたんだということです。いろんな防災教育のコンテンツが、ホタテも含めてね、
一杯入ったと思うんですよ。あとはそれをきちんと、どれを引っ張りだしてきて、どれとどれを組み合わせて、ど
れをどう教えるかという、これは教育の言葉で言うとセレクションとグラデーションというのですが、どれを選ん
でどう配列するかと言うみたいなことを、それをやっぱり国としてもやってほしいですね。私たち防災教育に関
わってきた、『ぼうさい甲子園』に関わってきた人間の自負としては、薬箱の中は一杯詰めましたよ、まだまだ隙間
はあるかもしれないけれど詰めてきましたよ、というのがあるのかも知れないですね。言い放しではなくて、一緒
にやろうという話しだと思います。　では、井口先生、お願いします。

井口：
本校というと鍬ヶ崎も現任校もですが、国交省とか国土事務所とか振興局とかには、非常にお世話になっています。
で、お願いと言ったら何なのですけれども、出前授業などはやって頂けるのですが、できれば子どもの教育を考え
て、その地域地域に合った出前授業を、やっぱり上の方もきちっと考えて頂ければ嬉しいなあ、と思います。今回、
藤原小、いまのところは洪水の被害に遭っている所なので、その学習をしようと思うのですけれど、いざその相談
をしても、それはどういうことか？と、ま当然なのかもしれないけれど返ってくるんですね。そうではなくて、
様々な防災ということを考えた時に、そこそこのお役所の方々が、今言ったように、子どもに合った、地域に応じ
た防災の授業を頭に入れて頂ければなあ、と思います。

諏訪：
はい。今日ずうっと通して出てくる言葉として、地域がありますけれど、災害は地域で発生する、そういう意味で
言えば、いろんな地域に合った防災教育のプログラムを考えていこうということですね。もちろんそれも、トップ
ダウンでこれやれではなくて、まずボトムアップとして私たちの地域にはこんな災害があるから、こう取り組むん
だと。『ぼうさい甲子園』の事例は、まず地域の災害と向き合っていますよね。そういう意味で言えば、ボトムアッ
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プの教育もやりながらも、全体としては、やはり地域性のある防災教育を進めてほしいと言うことだと思います。
あの本当に時間が無くて、ほとんど僕がしゃべり過ぎだからダメだと思うのですが、そろそろ終わりにしていきた
いんです。本当はお互いの質問の時間を取りたかったのですが。例えば瀧川先生から特別支援学校こんなことやり
たいけど、あなたの所の学校はどう思う、みたいなことをやりたかったんですが、お昼休みにやりましょう。しか
し、大きな考え方として皆さん持って帰って下さいね。障害のある子どもたちは、災害のとき本当に大変な立場に
置かれる。その中で例えば兵庫県の一つの事例ですけれども、耳の聴こえない子どもの学校があって、そこの子ど
も達が防災教育を始めました。で、通学途上、下校途上で災害に遭うと困るんですよ。そのとき子どもたちが自己
主張する為にはちまきを作ったんです。どんな自己主張か。『耳が聞こえません』。でもそれは助けてくれという主
張だけではないんです。そのはちまきを裏返しに着けると『手話が出来ます』。つまり、私は助ける側にもなれるん
だと。そういう教育なんですね。そういった教育、障害を持った子どものことを考えた時に進めていかなければな
らない一つの課題、つまり、『ぼうさい甲子園』はこれからもっと障害を持った子どもの防災教育の部分もきちんと
打ち出していったら良いんじゃないかな。ということを思いながら、結論に行きます。皆さん、最後の質問なので
すけれど、防災教育の可能性ですよね。先ほど子どもが変わるという話しもありました。地域が変わるという話し
もありましたけれども、今日来られた方が、やっぱり持って帰ってやろうという時に、ひとつ敷居を低くしました。
みんなゼロから頑張ったんですよ。誰でも最初からやれるんですよという話しをしました。薬箱がいっぱいあるか
ら、そこから適当に上手く引っ張ってくれば、いろんな事例もあるんですよ、という話しもしました。最後はやっ
ぱりこういうことです。どんな可能性があるから一緒にやろうと思っておられるかですね。そういったものがあれ
ば、一つずつ伺えたらとお願いしたいのですが。特に今日は若者が、自分の震災体験を辛い中で語ってくれました。
もし、共感する部分、メッセージがあれば、そこにも触れて頂けたら有り難いです。

井口：
岩手は震災後、復興教育というものをやっています。『生きる、関わる、備える』ということで、今それが学校、小
中学校では強く進められているところです。それで可能性というか、今後なんですけれど、防災教育は、私もなの
ですが、どちらかと言えば総合と学活のなかで進めてきたものがあります。けれどもこれからは、授業にどんどん
入ってくると思います。授業の中で行う防災教育。先日も市内の小学校では、社会、国語、それから体育、そして
皆さんいつもやっている学活の中で防災教育が進められています。この間、文科省でも、安全と防災教育について
強く進めていこうということが新聞に載っておりましたので、我々が今まで受けてきた教育とはまた違う教育が、
これから子どもたちに進められていくと私は思っております。以上です。

諏訪：
ありがとうございました。小西先生お願いします。

小西：
職員室で、生徒の為にこんなことをしようということを先生方はよく話しています。でも、地域のために生徒にこ
んなことをさせようといった話はほとんどしません。でも、私は、生徒が地域のために何か行っても良いのではな
いかと思い，この１０年間続けて参りました。続けた結果、卒業した生徒の中に、工学部建設科に進学したいとか、
消防士や看護士になってこの地域を守りたいと語る生徒がでてきました。このような勉強をしたからそんな希望を
持った生徒が出てきたのだと思っています。また、私の後継者をどうしようどうしようかと考えていたのですが、
嬉しいこと本校防災講座出身の生徒が今年の徳島県教員採用試験に合格して、後はその人が津田中学校に赴任する
かどうかです。これまで地域と繋がることばかりを話してきましたが、こんなに嬉しいこともありますので、皆様
方も町内の人と関わるチャンスがありましたら、どんどん関わって頂けたらと思います。

諏訪：
ありがとうございました。瀧川先生お願いします。

瀧川：
自分で、電車や自転車を使って自力で学校に来る生徒たちもいますが、震災の数日後、通学途中に大きな余震が来
た時に、「先生電車止まってしまいました」とすぐに電話をくれたので、すぐに対応ができました。駅員さんと電話
を代わってもらい、そこの駅までスクールバスで迎えにいくということができました。それまで、コミュニケー
ション、発信をする学習を多くしていました。障害のある子どもたちはなかなか発信が出来ないので、そういうこ
とをやってて良かったなと思いました。その後、「防災コミュニケーション」のように捉え、防災とコミュニケー
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ションを関連させながら学習をしていくことになりました。防災教育のノウハウを蓄積したものは、生活安全にも
交通安全にも応用でき、いろんなものに使えます。今、「学校安全」ということで防災を広げて取り組んでいます
が、防災は、「全てのもの」につながっていくんだなということを思います。

諏訪：
ありがとうございました。
今日午前中、前半で被災地の子ども二人が被災体験を語ってくれました。私は防災教育と言うのは、こういった被
災体験をきちんと受けとめて行わなければならないと思っています。その為には、実は被災体験を伝える側が必要
なんですね。防災を進める為に、自分の辛い体験を語る側も必要となってくる訳です。で、その語り継ぐというこ
とには二つの意味があって、一つはやはり防災力の向上、つまり社会への貢献という部分がある。だけど、それを、
本当に辛い人に、僕は、無理強いだけしていて良いのかどうかね、語れない人に無理矢理語れ語れで良いのかどう
か。今日の二人は辛い中で意を決して語って下さったのだけど、語れない人もいる。しかし、そんな中でやはり、
語れる場を創るというのが大人の一つの仕事だろうと思います。それから、語り継ぐというのは、語ることは被災
者にしか出来ないけれど、継ぐというのは誰にでも出来ると思うんです。ですから、小さい語りを聞いた人間がで
すね、それを聞いて、それを丸ごと覚えて継ぐんじゃなくて、それに自分の気持ちを加えて、感想を加えて、思っ
たことを加えて、そしてそれを周囲に継いでいく、そういう作業が必要なんだから、そういった災害体験を語ると
継ぐを足して語り継ぎというものを背景にした防災教育。しかしその語り継ぎだけではなくて、そこには防災上の
知識や技能といったものも必要だし、地域とのつながりとか、あるいは子どもの理解力や判断力や表現力、いろん
な部分が必要と思うんですが、そういった防災教育がこれからできていったら良いのになと思います。それで実は、
その語り継ぐで言えば、被災地の子どもたちと未災地の子どもたちが語り合うような場づくり、これは大人の仕事
だろうなというふうに思っています。防災教育に関わる大人が、これからもどんどんどんどんそういう場を創って
いけたら非常に良いなというふうに思います。
少し時間が過ぎました。これでパネルディスカッションを終わります。三人のパネリストの先生方、どうもありが
とうございました。
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