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米沢市北部コミュニティセンター                       

 

団体名 米沢市北部コミュニティセンター 
住所 〒992-0045 米沢市中央六丁目 1-21 
連絡先 TEL 0238-22-1811  FAX 0238-22-1812   

Email �HYPERLINK 
"mailto:hokub- �co@ms5.omn.ne.jp" hokub- �co@ms5.omn.ne.jp  

団体の設立目的 「遊学館」の中核施設である「山形県生涯学習センター」は県民の皆さ

まや県内外の生涯学習関連施設との情報ネットワークの形成を図る基

本性能を持つとともに、総合的な学習情報の提供や生涯学習団体の主体

的な学習活動への支援を行うほか、各種学習活動の場所の提供などを行

い、県民の皆さまが生涯にわたって、自分の良さややりたいことを見つ

ける素敵な旅ができるよう、また、いろいろな仲間と出会えるよう皆さ

まを応援している施設です。 

 

1. プログラム名 

平成 23 年度  第 3 回「防災キャンプ」 

2. プログラム実施期間 

9 月 3 日(土)～4 日(日) 1 泊 2 日 

3. プログラム内容 

 活動は班ごと(１～３班)に行う 

 班長・生活係・食事係・健康係を決め、責任感や協力して行うことを学ぶ 

プログラム 内  容 ね ら い 

防災資器材の説明 ・コミセンにある備蓄品の説明

と使い方 
コミセンに何が備蓄されている

のかを学ぶ実際に使って体験す

る(防災トイレ・担架ほか) 
防災の時のトイレっ

て？ 
・災害時のトイレのスライドを

見る 
・段ボールを利用してトイレを

作る 
・作ったトイレを使う 

防災時のトイレの大変さや、実

際にトイレを作り大切さを学ぶ 
班ごとに作ることで協力しあう 

炊き出し・紙食器作り 夕食時 
・新聞紙で食器を作る 
・ビニール袋を使ったご飯(ビ
ニール袋に米と水を入れ、熱

湯で茹でる) 
・持ってきた缶詰を班ごとで分

け合う 
・備蓄食(クラッカー)の試食 

不自由さの中で食事をとるため

の工夫 
協力しながら、食糧を分け合う 
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II部 プログラム事例集 

・すいとん 
・チーカマ 
朝食時 
・牛乳パックを使ってホットド

ックを作る 
・持ってきた缶詰を分け合う 

煙幕体験 ・暗闇の中で煙幕体験(研修室) 電気を点けても視界が悪いこと

を体験 
煙の中をすばやく避難するため

の動き方 
スリッパとランプ作り ・新聞紙を使ったスリッパ作り

・コップ・ティッシュ・アルミ

ホイルを使ったランプ作り 

身近にあるものを利用する 

サバイバルシャワー ・1 人 2ℓペットボトル 2 本を使

って、髪と体を洗顔をする 
決められた水をいかに有効に使

うか 
班対抗防災クイズ ・防災に関するクイズを出題 

 班対抗でう 
防災・災害の基本を学ぶ 

ホールに雑魚寝 多目的ホールに全員で寝る 
(持ってきた寝袋や毛布) 

避難所の夜を体験する 

応急救護訓練 ～応急救護訓練～ 
・折り畳み三角巾の使い方 
・ロープワーク 
・毛布で担架作り 
・人工呼吸と心臓マッサージ 
・ＡＥＤの使い方 

ケガなどをしたときにできる応

急救護を学ぶ 
協力し助けあうこと 
命の大切さ 

※過去のプログラム内容 

「消火器体験」「ポンプ車で放水(地区の消防団)」「防災ク

イズで食材ゲット」「防災 DVD 鑑賞」など 

4. プログラムの特徴 

・小学 1～6 年を対象にし、班ごとに行動する(縦割りの班 異

学年で協力し合う)  

・避難所指定のコミセンを使った 1 泊 2 日の避難所体験。

よりリアルな避難所体験ができる。 

段ボールを使ってトイレ作り 

ビ

・実際に宿泊して、避難所の不自由さや避難所でできること

を学ぶ。 

・23 年度は、「NPO 法人日本トイレ研究所」の協力し『ト

レ』の大切さを学ぶことができた。 

・協力して助け合うことの重要さや、命の大切さを学ぶ。 

ニール袋に米と水を入れて夕食の炊

き出し 5. 指導体制と参加人数 
 講師：米沢市役所危機管理室・市消防署・地区のボランティ

ア(協力者は多い) 
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指 導 者：北部コミセン職員(４人) 

北部コミセン活動推進員(2 人)・主任児童委員(2 人)・ボラ

ンティア(３～４人) 

募集対象：北部小学校児童 1～6 年(保護者含む) 

募集人数：30 人→参加人数：21 人 

6. 手ごたえや効果、地域や社会への影響など具体

的な成果 

新聞紙で作った食器にビニールをか

ぶせて夕食 

・自分の身を守ること、みんなで協力し合い助けあうこ

とで生き抜く力や命の大切さを学べたようだ。 

・実施当初は、地区住民の関心も低く参加者も少なかっ

たが、コミセンだよりでの掲載や地元新聞、テレビ(ケ

ーブルテレビ)などで紹介され、参加者が増えている。

23 年度は『東日本大震災』の影響もあり、保護者の参

加も見られた。 
煙幕体験 

・とくに今回は、全国公民館連合会の紹介で日本トイレ研

究所から避難所におけるトイレの重要さを学ぶことが

できた。 

・自分たちで作ったトイレを実際に使用した。愛着を感じ

てか嫌がらずに使っていた。 

・モノがなくても身近にあるものを利用して作ることを学

べた。(トイレ・食器・スリッパ・ランプ) 朝食用のホットドッグを牛乳パックに

入れ点火 
・どんな状況や環境でも、参加した子どもたちはとても前

向きに取り組んでいた。 

7. 問題や課題 

・防災キャンプは、内容が楽しいことではなくあえて 

不自由な体験をするので(難しい・真面目な)、募集の際、

小学生を対象にしたチラシ作りには工夫が必要。 

・小学生(保護者含む)対象だが、研修内容を知ってもらう

ため地区委員や地域の各団体にも声掛けをして、見学や

参加などをしてもらい、防災への意識を広めていく必要

がある。 毛布を使った担架で応急救護訓練 

・開催日を防災の日前後に合わせて９月初めに設定して 

いるが、比較的過ごしやすい季節なので、違う時期に行うことも必要になるのではない

かと思う。 

・震災後は特に防災に関する情報がインターネット上に豊富にあったため、プログラムの
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組み立てが、比較的楽にできた。来年度以降も情報が集まるか心配。 

・1 泊 2 日の宿泊体験で妥当なのか検討する必要がある。 

・参加時間に対して、プログラム内容が多かったようだ。余裕のあるスケジュールにする 

必要がある。 

・以前より、防災に対する意識は高くなりつつあるが、まだまだ身近に感じられていない。 

・参加児童にとっては、避難といっても楽しいらしく就寝時間になってもなかなか寝ない。 

・持ち物に「懐中電灯」をいれたため、電気を消しても遊んでいた。 

8. 今後の展開 

・コミセンの事業として行っているが、町内会や各種団体、学校行事でも取り組めるよう

情報提供していく。 

・1 泊 2 日で行っているが、2 泊以上の体験も検討していきたい。 

・24 年度は地区の方にも参加や見学をしてもらえるよう要請する予定。 

・小学生だけでなく中高生も含めた防災キャンプの検討。 

・学習の最後に、役割分担をし避難者を救護する体験をさせたい。 

9. 防災教育プログラムを始めようとしている人へのメッセージ 

昨年は「東日本大震災」があり、多くの人が被災しました。私たちもいつどこで災害に

あうかもわかりません。災害がいつおきるかわからない状況は昔からですが、とくに今回

の震災が起こってからは、参考になる資料がたくさんあります。行政や学校、NPO 団体、

ボランティア団体なども活発に防災関係の事業を行っています。 

防災教育で取り組む内容はさまざまです。参加対象者やプログラム内容は、土地柄や環

境によって違ってくると思います。地震の被害だけでなく、ライフラインが止まったこと

を想定したプログラムもよいでしょう。どのような内容でも、根本にあるのは『生き抜く』

ことです。生きるために何をしたらいいのかを学ぶのが、防災教育だと思います。 

これから始めようと思っている方は準備や人集めなど苦労されるかもしれませんが、実

行することが大切です。災害がおきた後では遅いのです。備えあれば憂いなしです。全部

のプログラムをしなくても、何か一つでもよいので、取り組んでください。 

ただ、このような取り組みをする時に決まってあらわれる怪獣がいます。「タイヘンダー」

と「メンドクサイ」。その時、担当者は未来の地球を救うため、ぜひ「防災戦隊：ヤルンジ

ャー」に変身して怪獣を倒してください。そのために協力してくれる仲間を集めておくこ

とも大切です。そして怪獣を倒しプログラムをなし終えたとき、きっと生き抜くための方

法を学ぶことができるはずです。みなさん頑張ってください！ 
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～頑張れ！ヤルンジャー！ 負けるな！ヤルンジャー！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(主事：蓬田玲子) 
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東京消防庁 防災部防災安全課 

 

※ヒアリング調査による 

団体名 東京消防庁 防災部防災安全課 総合防災教育係（回答：高瀬剛氏） 
住所 〒100-8119 東京都千代田区大手町一丁目 3 番 5 号 
連絡先 TEL 03-3212-2111（代）  FAX 
団体の設立目的 - 

 

１.代表的な防災教育プログラム：「総合防災教育」の趣旨 

幼児期から継続的に防火防災教育などの総合防災教育（交通安全を除く）を実施するこ

とで、児童・生徒等の自らの防災行動力が高まることを期待する。 

首都直下地震に伴う被害軽減のため、児童生徒の若い世代が防災に関する知識・技術を

身みにつけることで家庭過程や地域における防災行動力の向上が図れるとともに、地域防

災の担い手の育成にもつながる（日中地域には高齢者と学校へ通う若者しかいないため、

中高生には実務的指導を行う）。 

２.実施内容 

「幼少期から社会人に至るまでの総合防災教育体系」に基づき以下を実施 

(1)講義形式 

・幼児に対する防災紙芝居（地震、火災、日常事故）の実施 

・「児童等に対する総合防災教育マニュアル」を活用した講義 

・消防職団員等による体験談等 

(2)体験・訓練形式 

・訓練用消火器による初期消火訓練 

・D 級可搬消防ポンプによる初期消火、放水体験 

・119 番通報訓練 

・応急手当訓練 

・救命講習（入門コース、普通、上級） 

・搬出・救護訓練 

・起震車による地震体験 

・煙体験ハウスによる避難訓練 

３.実施要領 

クラスまたは学年単位で実施。（例：「奉仕の時間」「総合的な学習の時間」や、要望に応

じて近隣の小学校、中学校、高校が連携して震災時の訓練を実施） 
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４.開始年：平成 20 年 

平成 20 年まで体系化されていなかった。何を教えるのか決まっていなかった。 

→「幼少期から社会人に至るまでの総合防災教育体系」を作成しそれに基づき実施。 

５.実施までの手順 

（１）学校等から消防署へ希望実施日時などの連絡 

（２）学校と消防署とで、実施日時、実施内容等について調整 

（３）管轄する消防署より消防職団員が学校等に伺い、学校との調整に基づいた内容の教育

を実施 

※防災安全課は指導用紙機材整備等に携わっているが、実施するのは消防署。 

６.参加者の反応、手応えや効果、社会的影響力など 

手応え等はあるが、評価調査等を行っていないので不明。 

７.現在の課題 

教育技術の向上（消防署で防災教育を実施していた年配の経験者が退職する中で若い職

員への「教育技術」の伝承が行われていない。） 

※以前は「教育機会の確保」があったが、3 月 11 日の東日本大震災以降、東京都教育委

員も「通知」を出して防災教育に力を入れるようになっているため、学校等の協力が得や

すくなった。平成 24 年度には、12 の都立高校で防災教育推進校モデル事業を実施予定。具

体的には消防学校等で 1 週間程度宿泊し、防災教育について学ぶ。今後は学校に放送委員

や飼育委員のような「防災活動支援隊」なるものを編成し学校ごとの防災計画の企画立案

なども進めていくとのこと。 

８.防災教育を始めようとしている人へのメッセージ・コメント 

（ご本人の意向として）防災教育に携わる中で、単に防災知識を増やすだけでなく、体験

に基づいた知識を構築し、それが日常化するように努めたい。 

９.被災地の状況がどのように変化していくか、被災した際に留意すべき事項

など 

実際に被災したことがないため分からない。防災教育に関する事後調査・評価なども行

っていないため不明確な点が多い。 

10.その他 

・地域により木造密集地域など差があるため、単に「総合防災教育体系」に基づいてそれ

をどこかに落とし込むといった方法は好ましくない。 

・3 月 4 日には世田谷区で発炎型防災訓練を実施。若林と梅丘 2・3 丁目町会でスタンドパ

イプを用いた消火訓練を実施した。本訓練では街区に瓦礫なども設置して実施。若林町
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会は数回実施している。町会の高齢化が進んでいるため若者の包摂が課題。 

・企業への防災教育は別の部署が担当している。 

・総務省も平成 21 年から 22 年にかけて「地域防災スクールモデル事業」

（www.tsumic.com/img/moderu-b.doc）を実施。 

 

（ヒアリングおよび文・国立青少年教育振興機構 青少年教育研究センター） 
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兵庫県教育委員会 

 

※ヒアリング調査による 

団体名 兵庫県教育委員会事務局 教育企画課（回答：中安史明氏、圓田元彦氏）

住所 〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通 5 丁目 10 番 1 号 
連絡先 TEL 078-341-7711  FAX 078-362-4283 
団体の設立目的 - 

 

内容 

兵庫県の防災教育における概況 

実施期日 

 － 

3. プログラム内容 

(1)学校における防災教育の推進 

(2)舞子高校環境防災科の設置 

(3)震災・学校支援チーム(EARTH)の運営 

4. プログラムの特徴 

兵庫県の防災教育の理念は、平成 7 年の阪神・大震災以来、「自らの命を守る安全教育」

と「助け合いやボランティア精神など共生の心を育むこと」である。 

(1)学校における防災教育の推進 

①幼・小・中・高等学校を対象にした副読本を作成している。震災から 17 年が経過し、

震災体験が風化しているため、現在新しい副読本を作成している。 

②防災訓練は全学校が実施しており、地域と連携した防災訓練は小学校単位で 75％となっ

ている。これについては全ての小学校で地域と連携した防災訓練の実施を目指している。 

③兵庫型「体験教育」を通じ、学校と地域のつながりを深めている(地域に学ぶ〜トライア

ル・ウィーク〜による１週間の社会体験（中学２年生）、自然学校における 4 泊 5 日以

上の宿泊体験（小学５年生）など)。 

④阪神・淡路大震災の教訓の 1 つは、学校が日常から地域や人と密接に関わっていく必要

があるということ。日常的に地域とつながりを持ち、地域に学ぶ兵庫型「体験教育」に

はそのような側面もある。 

(2)震災・学校支援チーム(EARTH)の運営 

教職員の希望者向けに EARTH（Emergency And Rescue Team by school staff in Hyogo）
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を組織している。 

平成 12 年から始動し、阪神・淡路大震災を実際に体験した教職員や２年に渡る研修を経

た約 150 人が常時在籍。2 年間の研修は、防災体制、防災教育、心のケアを 3 つの柱にして

いる。 

技量を維持するための訓練・研修を年に２度行いつつ、被災地域に出向き、学校教育の

復旧・復興を目的とした活動を行っている。東日本大震災に際しても、発災直後から宮城

県で避難所運営、学校再開等に関する支援活動を行った。 

(3)教員への研修 

教育次長を座長に防災教育推進連絡会議を毎年開催し、重点的に推進すべき項目を年度

当初に決定している。平成 23 年度は心のケア、平成 24 年度は防災教育を重点的に推進す

る。 

また、その決定を踏まえ、全公立学校の代表教員を対象に研修を行う。代表教員は自校

に戻り、平成 23 年度は小学校 88.1％、中学校 86.6％が防災教育に関する校内研修会を行っ

た。この数値も 100％にしていきたい。防災教育を防災担当の教職員だけでなく、多くの教

職員で共に取り組むものとしてもらいたい。 

5. 指導体制と参加人数 

防災教育に関する宿泊体験は県主催の事業ではなく、地域との連携を目的に市・町や各

学校で個々に行っている。そのため規模や指導体制、参加者の対象年齢や人数は個々の事

業で異なる。例えば、播磨町教育委員会では町をあげて防災キャンプを地域の小学校５、

６年生対象に行い、さらにその活動内容を「ぼうさい甲子園」に応募し、発信していると

ころもある。 

6. 手応え、効果 

東日本大震災の際、高校生 800 人がボランティアに行き、義援金も神戸市の小・中学校

だけで 1,000 万円以上集めた。県の防災教育の柱が「共生の心を育む」ことであり、このよ

うな取組は心強い。 

7. 現在抱えている問題と課題 

阪神・淡路大震災から 17 年が経過し、県民の間で経験の風化が懸念されている。子ども

たちに阪神・淡路大震災のことについて指導を行っても反応が薄く、自分たちのこととし

て捉えられない子ども達が増えていた。その意味で、防災教育を体験を重視しながら進め

て行く必要性を感じている。 

防災キャンプについては市・町の独自事業として行われている。そのため開催の判断や

内容に関して、県から提案するのは難しい。 

県としては、現在実施している 6 つの地域と連携した体験活動に力を入れ、学校と地域

のつながりを強くして行きたい。 
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8. 今後のプログラムの展開について 

地震を経験した県として、命を守る行動と、助け合いやボランティア精神などの共生の

心の大切さを教訓として学んだ。この 2 つを両輪として兵庫県での防災教育を促進し、発

信していきたい。 

9. 防災教育プログラムを始めようとしている人へのメッセージ、コメント 

防災教育は、「いのちを守る」ことと「絆をはぐくむ」ことの両方が重要である。 

防災教育において、命を守るということはもちろん重要なことである。東日本大震災の経

験を基に想定を超えた災害にも備えねばならない。 

一方で、助け合いの心も非常に重要である。兵庫県南部地震の直後に倒壊した家屋から

多くの人を助け出したのは、消防や警察などではなく、近隣の住民であった。また、「震災」

とは地震の直後のことだけではなく、1 年、2 年、人によっては 10 年以上も長く続くもの

であるということも我々の教訓である。災害に備えるとともに、長い復興過程を乗り越え

るためには、日ごろから地域コミュニティーを築き、維持できるようにする必要がある。

そのことを今後も発信していきたい。 

10. その他 

戦後最大の自然災害であった阪神・淡路大震災の経験でさえ、17 年も経過すると風化し

てくる。防災に関する人々の関心は長続きはしない。そういう前提で、正に今のタイミン

グで出来る限り多くの子どもたちの防災意識を涵養していきたい。 

 

（ヒアリングおよび文・国立青少年教育振興機構 青少年教育研究センター） 
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II部 プログラム事例集 

播磨町教育委員会 

 

※資料提供による 

団体名 兵庫県加古郡播磨町教育委員会 
住所 〒675-0182 兵庫県加古郡播磨町東本荘 1 丁目 5 番 30 号 
連絡先 TEL 079-435-0565  FAX 079-437-4193  

E-mail sgaku@town.harima.lg.jp 
団体の設立目的 - 

 

1. プログラム名 

 子ども防災キャンプ 

2. 実施期日 

平成 23 年 7 月 28 日から 7 月 29 日。 

平成 17 年度から実施、7 回実施済み、夏休みに実施 

3. プログラム内容 

第 1 日目【7/28（木）】 

9:00～ 

9:10～ 

 

9:30～ 

 

11:30～ 

 

13:00～ 

13:30～ 

15:30～ 

17:30～ 

19:00～ 

19:30～ 

 

20:00～ 

22:00～ 

集合 

オリエンテーション（プログラム説明、自己紹介等） 

写真撮影（修了書発行のため） → 持ち物検査 

家の製作 スタッフで鍋１個にお茶を沸かす。 

途中休憩しておやつのビスケットを配布する。 

昼食 （五目飯・けんちん汁） 

（日赤奉仕団 11：00 から 13：00） 

加古川市防災センターへ出発（町バスで） 

加古川市防災センター着 見学・災害体験及び訓練（1.5 時間程度） 

播磨町着（総合体育館）  AED 講習 

プールで着衣泳訓練 

夕食の準備  大鍋で湯を沸かし非常用の米に湯を投入する。 

夕食（白飯・カレー） 食後の片付け 

（日赤奉仕団 18:45 から 19:40） 

就寝まで自由時間 

就寝 （スタッフミーティング） 
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第 2 日目【7／29（金）】 

6:00～ 

6:30～ 

7:00～ 

7:30～ 

 

8:15～ 

10:00～ 

11:30～ 

12:30～ 

 

 

14:00～ 

14:40～ 

15:00～ 

16:00～ 

16:30 

起床 

体操 

朝食の準備  大鍋で湯を沸かし非常用の米に湯を投入する。 

朝食（わかめご飯・味噌汁） 

（日赤奉仕団 7：00 から 8：15） 

福良港津波防災ステーションへ出発 

福良港津波防災ステーション着 施設見学（1.5 時間程度） 

県立淡路島公園へ出発 

県立淡路島公園へ到着 

昼食（缶入パン・飲料水・ビスケット・チューブ入りチョコ） 

グループ行動 

県立淡路島公園を出発 

播磨町着 

家の片付け等開始 

防災体験キャンプ終了式（修了証授与） 

解散 

 

 

       

         

 

 

 

 
段ボールで家を作成 加古川市防災センターで、阪神・淡路大震災の

ゆれを体験  

4. プログラムの特徴 

 「自分の命は自分で守る」をテーマとし、参加者は、参加者自身が屋外に宿泊する家を

ダンボールで作製し、その中で生活する。 

このキャンプは、「近畿地方を震源とする大震災が発生して家屋が倒壊したため、避難 

場所である中央公民館に避難してきた」、「両親は仕事に出ており、電車、車等が利用でき

ないため、何時になったら帰宅できるかもわからない」という想定で実施している。 
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II部 プログラム事例集 

5. 指導体制と参加人数 

(1)指導体制 

・指導は、生涯学習グループ職員 4 名で対応している。着衣水泳・AED 講習時には、生涯

学習グループ職員 4 名に、播磨町の総合スポーツ施設を管理している NPO スポーツク

ラブ 21 はりまの協力を得て、職員 1 名が協力して指導している。 

・施設に出向いた場合、加古川市防災センターにおいては、センター（加古川市消防本部）

職員 2～4 名 

・福良港津波防災ステーションにおいては施設職員 1 名の協力を得ている。 

・食事については、播磨町日赤奉仕団の方々に協力を得ている。 

(2)参加人数 

 ・子ども 18 名（うち 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）、地域の大人 

6. 手応え、効果 

毎年、募集定員 20 名に対して応募者がほぼ同数であることから、この事業が有効である

と考えている。 

 参加者は防災の知識を得るだけでなく、避難生活の体験や AED の実習等を通して、命の

大切さを実感している。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

と考える。 

7. 現在抱えている問題と課題 

担当する生涯学習グループの職員が毎年高齢化してきており、1 泊 2 日のプログラムが体

力的に負担となりつつある。平成 24 年度は総合スポーツ施設のうち町民プールを休止する

予定であり、着衣水泳の実施をどのようにするかが問題となる。 

8. 今後のプログラムの展開について 

今後も継続実施する予定でいる。 

地震の揺れ体験は、加古川市防災センターで体験できるが、津波被害を疑似体験できる

施設が少ないため、今後調査研究が必要である。 

9. 防災教育プログラムを始めようとしている人へのメッセージ、コメント 

プログラムは欲張らずに、参加しやすい時期を選ぶことが重要である。 

10. その他 

缶詰の多くはイージーオープン缶（開けやすいようプルトップが付いている）になって

いるようだが、まだ、缶切で開けなければいけない缶詰（パンの缶詰）があり、缶切を使

えない子どもが多く見られる。 

東日本大震災の教訓から、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に、
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津波に関する防災研修を取り入れた。 

1 泊 2 日の間の 4 回の食事は、非常食（備蓄食料）としている。これは町の備蓄食料や、

兵庫県企業庁から提供を受けた「ひょうごの水」を活用しており、炊き出し準備は播磨町

日赤奉仕団の方々に協力を得ている。 

 

（文・国立青少年教育振興機構 青少年教育研究センター） 
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II部 プログラム事例集 

こども防災キャンプ実行委員会 

 

団体名 こども防災キャンプ実行委員会（事務局：高知県土木部防災砂防課）

住所 〒780-0850 高知県高知丸ノ内一丁目 2 番 20 号 
連絡先 TEL 088-823-9845 FAX 088-23-9539 
団体の設立目的 - 

 

1. プログラム名 

こども防災キャンプ 

2. プログラム実施期日（実績） 

平成 18 年度から 12 回 

3. プログラム内容 

「授業形式体験型学習方式」メニューは実行委員会にて決定する。 

(1)はじめに 

高知県では平成 18 年度から、「子ども達が家族や地域とともに災害についての知識を学

習し、いざという場合の対応方法を実習することで、子ども達が自ら自分の安全を守る力

を身につけること」を目的に、小学校での防災教育として「こども防災キャンプ」を開催

している。 

(2)こども防災キャンプとは 

「授業形式体験型学習方式」の防災学習教育で、日ごろから防災啓発を行っている各行

政機関にご協力をいただき、体験学習に座学の基礎学習を追加した複数の授業メニューを

用意し、行っている。教員の方は、体験ブースの誘導とともに児童と一緒に学習へ参加し

ている。（野営のキャンプではなく、複数人トレーニングのキャンプである。） 

①ねらいⅠ 

感受性が強く知識の習得が高い小中学生を対象として防災教育を行い、子どもたちが自

ら自分の命を守る力を身につける。 

②ねらいⅡ 

「防災キャンプ」を通じて、子供たちの防災意識の向上を図ることにより、子どもから

家庭、家庭から地区、さらに地区から地域へと広がり、「地域防災力の向上」へつなげる。 
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図 1  防災意識の広がりと「地域防災力向上」へのイメージ 

③その他効果（開催方法により付加される。） 

保護者や地域の住民、自主防災組織、地元消防団にも参加していただき、共に防災学習

をしていくことで、学校と地域との絆につなげる。  

ア）一般の防災行事では、地域の役員以外で参加されるのは、退職された方や子育てが終

わった方が中心で、比較的若い方の参加は少ないのが課題となっている。しかし、学校

行事で行うことにより、若い保護者の方々に多くの参加が見込める。 

イ）また、何を行っていいか分からない自主防災組織の活動刺激にもなっている。 

④費用 

基本的には、各機関の既存の政策や事業を活用し、新たな費用が発生しないように努め

ている。しかし、一部の費用については、費用負担（主に市町村や学校が負担）が発生す

る。 

・工作学習の材料代 

・非常炊飯の材料代（一部は自主防災組織の訓練として補助あり）  

（3）体験学習メニュー 

①土砂災害ブース：土砂災害に関する学習と体験 

国土交通省四国山地砂防事務所の協力を得て、日本過去最大の１８０ミリ/h までの雨を

体験できる降雨体験装置「大粒くん小粒ちゃん」や土石流が迫ってくる状況などを立体的

に見ることができる「土石流３Ｄ体感シアター」の体験学習を行っている。 

 

 降雨体験装置 土石流 3D 体感シアター 土石流模型実験 
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II部 プログラム事例集 

②南海地震ブース：南海大地震に関する学習と体験 

起震車を使った地震体験や国土交通省高知港湾空港整備事務所の津波実験模型による波

浪と津波の違いの学習、地震時の行動の学習として、防災クイズなどを行っている。 

 
起震車体験 津波模型実験 

 

 他にも、避難訓練や飛散防止フィルム張りを行った学校もある。 

 
ガラス飛散防止フィルム張り ガラス飛散実験 避難訓練 

 

 

③救急訓練ブース 

救急法訓練として、等身大の人形を使ってＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用方法や

人工呼吸の正しいやりかた、心臓マッサージを学ぶとともに、応急担架の作り方や身近に

ある物を使った応急手当の方法を学ぶ。 

 
救急訓練 救急訓練（AED） 
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④火災訓練 

煙からの脱出訓練や消火訓練など、火災を想定した訓練を行う。 

 
 煙からの脱出体験 

 
消火訓練（消火器） 

 

 

⑤工作学習 

ロウソクの代わりに調理油を使用した灯りづくりや簡易雨量計・簡易風速計の工作、使

い方を学習する。 

 

バケツリレー 操法見学 

灯りづくり 簡易雨量計 
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II部 プログラム事例集 

⑥非常炊飯 

保護者や自主防災組織により、ビニール袋炊飯と所有する炊き出し道具を使った非常炊

飯を行う。 

 
非常炊飯（ビニール袋炊飯） 非常炊飯（豚汁） 竹を使った非常炊飯 

 

 

⑦その他 

防災キャラクターの参加やロープのくくり方の学習など学校によって色々なことを実施

してきた。 

 
着ぐるみ ロープワーク 救助活動見学 

 

 

 
耐震補強学習 上昇気流実験 

 

4. プログラムの特徴 

複数の防災機関が一度に学校に集まる。 

5. 指導体制と参加人数（実績） 

（1）参加者 

平成１８年度から１２回開催し、スタッフや一般参加を含めた全体で延べ 4,540 名、内小

学生が 2,589 名、中学生が 104 名参加している。 
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平成 18 年 越知町こども防災キャンプ〜災害サバイバルトレーニング〜  
 スタッフ、一般参加を含め約 500 名の参加（内小学生 287 名）  
平成 19 年 いの町こども防災キャンプ（伊野小） 約 570 名の参加（内小学生 309 名） 
平成 20 年 いの町こども防災キャンプ in 枝川 約 500 名の参加（内小学生 363 名） 
 土佐市こども防災キャンプ in 高岡第一 約 600 名の参加（内小学生 482 名） 
 
【いの町は、以降いの町総務課が事務局となり継続して行うことになる】   
 
平成 21 年 須崎市こども防災キャンプ in あそう 約 200 名の参加（内小学生 78 名） 
 （いの町こども防災キャンプ in 伊野南小学校） 約 400 名の参加（内小学生 252 名） 
平成 22 年 南国市こども防災キャンプ in 久礼田 約 300 名の参加（内小学生 172 名） 
 須崎市こども防災キャンプ in みなみ 約 220 名の参加（内小学生 41 名、中学生 30 名） 
 （いの町こども防災キャンプ in 吾北） 約 300 名の参加（内小学生 71 名、中学生 43 名） 
平成 23 年 馬路村こども防災キャンプ 約 200 名の参加（内小学生 35 名、中学生 31 名） 
 須崎市こども防災キャンプ in 多ノ郷 約 550 名の参加（内小学生 415 名） 
 （いの町こども防災キャンプ in 川内） 約 150 名の参加（内小学生 84 名） 
平成 24 年 須崎市こども防災キャンプ in 須崎小 
（予定） 津野町こども防災キャンプ in 東津野 
 （いの町こども防災キャンプ in 神谷小） 
 
※近年は年間 2 箇所といの町で実施しています。 

表 2 実績および計画 

（2）参加機関 

こども防災キャンプでは、防災砂防課が事務局（いの町内では、いの町総務課）となり

実行委員会を立ち上げて計画運営を行っている。参加している県、国等の防災機関につい

ては、既存の防災啓発手段を活用し、各学習ブースを担当として受け持ち参加している。 

主催：○○○こども防災キャンプ実行委員会 

小学校、（中学校）PTA、開かれた学校づくり推進委員会、地域自主防災会、婦人会 
市町村防災担当、市町村教育委員会、消防本部・消防署、地域消防団  
県防災砂防課、県河川課、県港湾・海岸課、県南海地震対策課、県スポーツ健康教育課、

県土木事務所 
国土交通省四国山地砂防事務所、国土交通省高知港湾空港整備事務所、気象庁高知地方

気象台  など 
 
連絡先： 
実行委員会事務局（仮） 高知県土木部防災砂防課計画担当 TEL：088-823-9845 
小学校 TEL：088*-***-****、市町村担当課 TEL：088*-**-**** 

 

表 1 こども防災キャンプ実行委員会例 

6. 手応えや効果、地域や社会への影響など具体的な成果： 

体験したこども達の声 

参加した児童に、感想文を書いていただき、防災意識の向上を確認させてもらった。 
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どせきりゅうが、ほんとうにあったら、こわいな。（１年生） 
つなみがきたらできるだけ早くつなみからにげたいと思いました。（２年生） 
いろいろものをそろえなきゃいけないと思いました。（３年生） 
本当におこった時に、学んだ事をいかして自分の命を守りたいと思いました。（４年生） 
お父さんやお母さん達が、災害で命を落とさないよう、このことを話そうと思いました。（５

年生） 
一番しなければならない準備は、いつも校長先生が言っている心の準備なんだなと実感し

ました。（６年生） 

表 3 感想文（抜粋） 

効果や成果は、災害時になって身についているかが分かる。 

7. 現在抱えている問題や課題  

多くの機関が関わるため、準備に時間がかかる。 

8. 今後のプログラム展開について  

毎年 2 回（いの町は別途）を継続していく。 

9.  防災教育プログラムを始めようとしている人へのメッセージ、コメント： 

まずは各防災機関と調整をとり集まることから。 

10.その他 

こども防災キャンプは教育委員会の防災学習プロジェクトとは別に実施しています。 

教育委員会での防災教育、防災学習については、高知県教育委員会スポーツ健康教育課 

学校安全担当までご連絡ください。（H24 からは学校安全対策課になる予定） 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310501/  

 

最後に 

この取り組みは、土木部防災砂防課が連絡役となり、防災に関係する複数の部局が連携

して行っている。取り組みを通して連携が深まったこともあり、各機関がどのような取り

組みを行っているか情報を共有し、意思疎通を図っていくことが非常に大切だと実感した。 

また、教育委員会としても、専門的知見を持った各部局の職員が出向き、映像資料や機

材を用いて直接指導を行う取り組みは、子どもたちの防災意識を高める手立てとして非常

に有効だと考えており、学校での防災教育推進のためにも、一層の充実を図り、継続して

いくことを期待している。 

なお、その他の防災教育に関する方針等については、高知県教育委員会事務局スポーツ

健康教育課学校安全担当までご連絡ください。（Ｈ24 からは学校安全対策課になる予定） 

 

（こども防災キャンプ実行委員会） 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310501/
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