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小川原湖自然楽校 

 

団体名 小川原湖自然楽校 

住所 〒033-0167 青森県三沢市根井 1-94-1 根井団体活動センター 

連絡先 0176-50-8611 FAX：0176-50-8612 Ｅ-mail：s-canoe@viola.ocn.ne.jp 

団体の設立目的 青森県内の子どもとその保護者及び地域住民を対象に、年間を通して小

川原湖周辺での自然体験活動等を実施することにより、自然や地域文化

に対する認識を深め、自然環境保全及び地域文化に関心を持ち、それら

を大切にしようとする人間の育成に努めるとともに、これらの活動の指

導者を育成し、青森県における民間の環境教育活動の活性化に寄与する

目的で設立しました。 

年間の活動内容 月に１回程度で親子対象の自然体験をしています。 

１回目（４月）：小川原湖の春を探そう 

２回目（５月）：湖畔のブナ林観察 

３回目（６月）：仏沼野鳥観察 

４回目（７月）：高瀬川カヌー体験 

５回目（８月）：小川原湖水草観察 

６回目（８月）：大坪川川遊び 

７回目（10月）：宇宙体験Ⅰ 

８回目（11月）：ツリーイング＆フリークライミング体験 

９回目（12月）：ネイチャークラフト 

10 回目（１月）：冬の野鳥観察 

11 回目（２月）：スノーシュー体験 

12 回目（３月）：宇宙体験Ⅱ 

 

年に３回ほどキャンプをしています。 

夏休み：６泊７日で冒険キャンプ（登山、川遊び、カヌー体験ほか） 

９月：防災キャンプ 

春休み：２泊３日でスノーキャンプ（イグルー作り、スノーシュー体験、

雪上車体験ほか） 

 

以上の体験を活動の中心とし、地域の小学校との環境教育や、ツーリズ

ムを行っている団体と協働で、地域活性化に向けた取り組みもしていま

す。 

 

1. プログラム名 

小川原湖防災キャンプ 

2. プログラム実施期日 

（１）平成 20年 9 月 13日～15日 2 泊 3日 
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（２）平成 22年 9 月 18日～20日 2 泊 3日 

（３）平成 23年 9 月 23日～25日 2 泊 3日 

3. プログラム内容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 空になったペットボトルを利

用して、外側に着色して太陽

熱による温水器を作り、シャ

ワーをします。 

② 近所に生えている孟宗竹を削

って箸を作ります。 

③ 海岸に打ち上げられているホ

ッキ貝の貝殻を利用して皿に

します。 

④ 太平洋の海水を煮詰めて塩を

作ります。 

⑤ 350cc の空き缶でご飯を炊

き、空き缶で一合のご飯がで

きます。（薪は枝切りした立ち

木を使用） 

⑥ ドラム缶を利用して五右衛門

風呂に入ります。（薪は枝切り

した立ち木を使用） 

⑦ 牛乳からバターを作ります。 

⑧ 廃てんぷら油を固めてローソ

クを作ります。（容器はバター

作りで使ったペットボトルを

利用） 

⑨ 500cc の空き缶でカレーを作

ります。空き缶が鍋になりま

す。（薪は枝切りした立ち木を

使用） 

⑩ 500cc の空き缶でフライパン

を作り、ひき肉を炒めます。

（薪は枝切りした立ち木を使

用） 

⑪ 孟宗竹を利用して流しソーメ

ンを楽しみます。 

 

 

ペットボトルで温水器 マイ箸製作中 

ホッキ貝の貝殻採取 鍋の底には塩の結晶が 

空き缶でご飯ができました ドラム缶風呂は最高 

バターができました ローソクができました 

カレーの煮込み中 空き缶も立派なフライパン 

流しソーメンおいしいよ 
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4. プログラムの特徴 

このプログラムの特徴は、どこの家庭にでもある身近なものを使い、環境に配慮したキ

ャンプを行うということが前提で、使い捨てにはしないで再利用できるように考えたもの

である。 

5. 指導体制と参加人数 

(1)平成 20 年 9月 13日～15 日  指導者 10 人  参加者 10 人 

(2)平成 22 年 9月 18日～20 日  指導者  4 人  参加者  4 人 

(3)平成 23 年 9月 23日～25 日  指導者  5 人  参加者  3 人 

6. 手応えや効果、地域や社会への影響など具体的な成果 

継続していることにより、地域の自治会から講習依頼があったり、地元紙に連載で取り

上げてもらったりして、防災に関する啓発はある程度広まっているようである。  

 

図 地方紙に掲載された本プログラムの記事 
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7. 現在抱えている問題や課題 

先般の東日本大震災が起きたにもかかわらず、直接の被害がなかった地域の人たちにと

ってはまだ蚊帳の外という感じが見受けられ、防災に対する意識は薄いと思われる。 

8. 今後のプログラム展開について 

子どもたちを主体にしていくべきだと思われるが、地域の年配者を巻き込んで、過去の

話などを織り交ぜ、知恵を拝借しながら世代交流を図るのが良いと思われる。 

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 

ハザードマップ作りなども必要なことですが、実際に被災したときにも諦めず、生き抜

く知恵を身につけることが重要になってくるのではないでしょうか。そのためにはどうす

ればいいのだろうかということが必然に見えてくると思われます。 

 

（相馬 孝） 
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くりこま高原自然学校 

 

団体名 くりこま高原自然学校 耕英本校 

住所 〒989-5371宮城県栗原市栗駒沼倉耕英中 57 番地 1（耕英本校） 

連絡先 TEL 0228-46-2626  FAX 0228-46-2626  

Email kouei@kurikomans.com 

団体の設立目的 ・「持続可能な開発のための教育の 10年」を実践し啓発する活動。 

・自然環境と共生した豊かな暮らしを目指し、グローバル経済に翻弄さ

れない暮らしをする。 

・自然と共生する持続可能な平和で豊かな暮らしを創造する人づくりと

社会づくりに寄与する。 

・協動生活をしながら、ESD（持続可能な社会づくり）の世界規模の取

り組みの具体的な活動を展開し、自然環境と共生する豊かな暮らし、

生活を創造する暮らしを実践する。 

 

防災教育に必要な要素を持った自然体験活動プログラム事例 

 

くりこま高原自然学校が取り組む自然体験活動を通じた教育理念は、冒険教育をベース

に置いた野外教育である。96 年に文部省（現文部科学省）大臣の諮問機関である中央教育

審議会の答申で出された「生きる力」にある、自分で考え、自分で判断し、自分で行動す

るという主体的にかかわることができることや、仲間と関わる、想像力と想像力を育むこ

とを軸に自然体験活動のプログラム展開している。特に防災時に必要とされる力は、環境

の変化に応じて、自らよりよい環境を創造したり、確保したりする知恵である。したがっ

て自然環境という状況が変化する中で自然体験活動をすることは、外的な環境へ対して自

ら対処できる能力を向上させると考える。さらに、くりこま高原自然学校のプログラムの

特徴は、冒険的な要素が加わるのでさらに厳しい環境の中での活動になる。ここでは、自

然環境が最も厳しい冬季の長期キャンプでのプログラムを紹介し、そこでの活動を通じて

子どもたちは何を学ぶのか伝えたい。 

1. ブログラム名 

くずまき高原牧場スノーワンダーランド 

2. プログラム実施期日 

2001年から毎年 1月に 13泊 14日で岩手県葛巻町にあるくずまき高原牧場を会場に開催

している。当時の文部省が全国で展開していた「長期子ども自然体験村」として開催し、

その後、今年度で 12回を数える酪農体験と雪の活動を中心とするキャンプ。 

期間：おおむね 1 月 4日～18 日（13泊 14日） 

会場：岩手県葛巻町「くずまき高原牧場」 
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3.プログラム内容 

1 日目：開校式・アイスブレーキング雪上ゲーム・名札づくり 

2 日目：目標づくり・牧場散策徒歩で（飼育牛舎・羊舎めぐり） 

3 日目：牛の世話・アニマルトラッキング 

4 日目：羊の世話・アニマルトラッキング発表会・アイスクリームづくり 

5 日目：牛の世話・雪上大運動会種目づくり・雪上大運動会 

6 日目：羊の世話・ホームステイ対面式（酪農家ホームステイ泊） 

7 日目：牛の世話・ホームステイ先で活動（酪農家ホームステイ泊） 

8 日目：ペアレントディ：イグルー設計図づくり 

9 日目：牛の世話・イグルー設計づくり・設計図発表会・イグルーづくり 

10 日目：イグルーづくり 

11 日目：イグルーづくり仕上げ（イグルー泊） 

12 日目：心のこりタイム・凧づくり・凧揚げ（イグルー泊） 

13 日目：スノーシアターづくり、出し物づくり・スノーシアター 

14 日目：片づけ・閉村式 

4. プログラムの特徴 

極寒の環境の中で活動すること 

キャンプを実施している岩手県葛巻町は本州で最も寒冷な地域で、この時期は－20℃以

下まで冷え込む日もしばしばで、日中も－10℃までしか上がらない極寒の気象条件になる

時もある。13泊 14 日のうち前半 5泊は牧場にあるコテージに宿泊、中盤には葛巻町の酪農

家に 2 泊のホームステイ、後半は再び牧場のコテージ 3 泊、全員で作り上げるイグルーと

いう雪の家に 2泊し最後夜にコテージ 1泊。 

連日風雪の中での活動が続く 2 日目午後に。牧場を散策し雪になれ、翌 3 日目はスノー

シューを使っての終日のアニマルトラッキング、相当時間外で過ごす。その他そり遊びや

雪上運動会、さらに 9 日目から始まるイグルーづくりは、どんな天候でも 3 日間ほとんど

風雪の中での作業が続く。こんな極寒の環境の中で体調を崩さないで快適に活動するため

術を学ぶことが大きな学びになる。 

そうなれば、不快になるのか子ども自身に考えさせ、不快にならずに快適に活動するた

めに対処することを、雪の活動を通じて意識させている。 

快適な環境をつくることができれば、体調を崩さずに楽しい雪遊びが存分にできるので

ある。以下 3 つの図は、このキャンプのプログラムの活動時に子どもやスタッフに理解さ

せる項目である。 

図 1 は快適な空間を構成する要素である。快適な環境に身を置くことができれば、体調

は崩れない。環境にどんな条件が整えば快適な空間を維持できるのか知ることで対処でき

るのである。快・不快を感じる環境の 3大要素は「気温」「濡れる・乾く」「気流」である。   
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自然体験活動のフィールドは自然環境である。3大要素の中で「気温」なかなかコントロ

ールができない。同じ気温という条件で、暑ければ濡れるか、風に当たる。反対に寒けれ

ば、濡れない、風をよける。という具合に、この 3 つの要素の状況の組み合わせによって、

快・不快が決定するのである。 

図 2 は取り巻く環境をどのように捉え、対処すれば快適な環境を確保できるのかを示し

たものである。これは、子どもだけではなく関わる全スタッフも常に理解をして活動をし

ている。もっとも外の環境は自然環境の中である。内側に行けばいくほど自然環境から徐々

に隔絶して、自然環境と異なった環境をつくることになる。宿泊するコテージは外の環境

から建物で、ある程度遮断している。テントやイグルーも自然環境からあるレベルで遮断

している。終盤に全員がイグルーに寝るが、イグルーが寒く－20℃まで下がっても寒くな

く感じるのは、3 要素の中で特に「気流」を遮断するから寒さを感じない。「気温」もイグ
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ルー内部はほぼ 0℃前後になる。致命的なのは濡れるということになる。あえて完璧に遮断

しているものを挙げれば宇宙船や潜水艦である。 

 次に建物、テントやイグルーもない状況の時にどうやって快適空間を確保するのかは、

服である。被服内気候とでも呼べばよいのか、着る物でコントロールするということだ。

これは、子どもたち個々の問題になるので、子どもたちに一番意識をさせなければならな

いことになる。特に低学年の 1 年生や 2 年生は冬の防寒ウエアを自分で着こなすことが難

しいので最初のうちはスタッフが手をかけてやらなければならない。暑ければ脱ぐ、寒け

れば着る、雪が入らないように首回り、手首、足首の始末をしっかりしなければならない。

濡れることが冬の活動では不快を生む要素になる。外から入る雪ばかりではなく、汗をか

かないことも内側を濡らさない重要なことになる。子どもたちが自分で自分の状況が分か

り自分の判断で脱いだり、着たり、濡らさない工夫をして自分で快適な状態を維持できれ

ばいつまでも条件の悪い自然環境でも活動ができるのである。あえて、完全に外的環境遮

断している服を挙げれば、宇宙服と潜水服になる。 

最後に最も個々の子どもの状況が反映される要素である。快・不快を感じる体そのもの

の状態である。このキャンプの裏の「クウネルダース」という目標がある。体調を整える

基本的なことである「食う・寝る・出す」である。北極圏に住むイヌイットの 1 日の食事

でとるカロリーは 6000 ㎉と言われている。日本人男性が 2700 ㎉なので優に倍以上食べて

いる。食べることで寒さに対応しているのである。イグルーに寝る夜の夜食には普段より

もしっかり食べることで寒さに耐えられるのである。 
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図 3 は 3 日目のアニマルトラッキングで朝から雪原に出かけ一日中自然環境に身を時に

考慮していることを示す図だ。縦軸に快・不快・病気という状態。横軸に時間の経過を示

している。例えばアニマルトラッキングに出かけた場合、スタート時は快適に感じている

が雪原を歩き続けて来ると外の環境の他に疲労や空腹など体内環境の変化で徐々に不快の

ゾーンに入ってくる。あるタイミングで休息を取り、行動食を口にすることで回復する。

あるいは風雪が強かった場合にあるタイミングで風を避ける場所に入れば回復する。とこ

ろがタイミングを逸すると回復できなく体調を崩すゾーンへ入っていく。それぞれが自分

の快不快の状況を把握して、時間的にどこまでなら回復できるのかを知り、事前に対処す

ることが大切になる。 

以上 3 つの要素を雪のプログラムの体験を通じて、子どもたちに考えさせ、自分で対処

できる能力をつけている。災害時の環境の整備、確保に直結しうる大切な能力だといえる。 

5. 指導体制と参加人数 

対象：小学 1 年生から中学生 

定員：21 名～28名（1班 7 名の 3 班もしくは 4班構成） 

 

（佐々木 豊志） 
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栃木県キャンプ協会 

 

団体名 栃木県キャンプ協会 

住所 〒324-0608栃木県那須郡那珂川町健武 1370神岡方 

FAX：0287-92-4715 

報告書に関する連絡先 〒324-0028栃木県大田原市富士見１－３８８１－３５ 高橋 淳 

携帯電話：090-5401-3392 

携帯メール：junpei_235712@docomo.ne.jp 

PCメール：jun85takahashi@yahoo.co.jp 

団体設立の目的 キャンプ指導者の養成と資質の向上、自然にふれることによって

自然から学ぶ「本物のキャンプ」の普及などの活動を行う。 

年間の活動内容 主な活動内容 

4 月：一般対象「総会」「原体験キャンプ」 

6 月初旬：一般対象「山菜パーティ」 

7 月中旬：小学校 1 年生～3 年生対象「わくわく・どきどき初め

てのキャンプ」 

7 月下旬～8 月上旬：小学校 4 年生～高校 3 年生対象「自然生活

体験キャンプ」 

8 月下旬：ファミリー対象「ファミリーキャンプ」 

9 月：シニア対象「シニアキャンプ」 

10 月初旬：一般対象「太陽の丘で芋煮会」 

1 月：一般対象「新年交流会」 

2 月：小学生 1 年生～6年生対象「冬のキャンプ」 

 

1. プログラム名 

自然生活体験キャンプ 

2. プログラム実施期日 

栃木県キャンプ協会では、平成 4年から、7月下旬から 8月上旬にかけて数日間、小学校

4 年生から高校 3年生までの子供を対象に「自然生活体験キャンプ」を実施している。 

キャンプのフィールドは、栃木県那須塩原市塩原で山に囲まれた場所で、過去に大根等

を栽培していた農地跡地で、電気、ガス、トイレはない。水のみ最寄りの水道よりホース

にて延長してきている。 

3. プログラムの内容と特徴 

開催年によって活動内容が違うので、主だった項目を紹介する。 

(1)炊飯 

飯合、鍋でも炊飯を行うが、その他に「空き缶」や「ビニール袋」を使って炊飯を体験

した。 

mailto:jun85takahashi@yahoo.co.jp
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空き缶炊飯の燃料には、薪の他に、非常時の対応例として「牛

乳パック」を利用したこともある。 

⇒米を炊くのに決まったルールはないことを覚える。 

(2)源流探検 

塩原の渓谷を、川の水の最初の一滴を探して明神岳まで遡上す

る。最後は 30 分間やぶこぎをして明神岳の頂上にたどり着く。 

⇒水の大切さを学び、最後まであきらめないことを体験する。 

(3)ソロビバーク 

一人用のツエルトを使用して孤独を経験する。 

 

(4)食材調達 

周りの原野から山菜やキノコを採取して、食材とする。 

キャンプサイトの周りには、「みず菜」「こしあぶら（しら木）」「ちたけ」「たまごたけ」

等が生えている。 

  

 

(5)キャンプサイトの環境 

①トイレ 

トイレは、キャンプ期間中使用できるだけの深さの穴を掘り、使用後に砂を掛けたり水

を流したりして処理している。 

②排水処理 

水道の排水は、炭と砂で汚れを吸着し、濾過する。 

③入浴 

温泉地「塩原」の地の利を活かし、土地所有者のご厚意で温泉を使わせていただいてい

る。ただし、昔、大根を洗っていた大きな浴槽で、芋を洗うように入浴する。汗を流すに

は十分である。 

 

牛乳パックを燃料に使った
空き缶炊飯 

ツエルトでのソロビバーク 

ちたけと鮮やかな色のたまごたけ 
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④常夜灯 

以前は灯油ランプを使っていたが、環境に配慮し、最近は太陽光 LED ランプを使ってい

る。夜は、月と星と蛍の光しか無い場所なので、LED ランプで十分明るい。 

(6)リスク対策 

4 月下旬から 7 月までの 4 ヶ月間かけて下見と事前準備を行って、リスクの削減を行って

いる。 

①過去の事故事例と対策 

ア〉包丁、のこぎり、ナタでの切り傷 

キャンプ初日に、刃物の使い方の指導を行っているが、小さな怪我は絶えない。 

イ）ハチ、ブヨ、その他の虫による腫れ 

事前の下見で、ハチの巣のチェックは行っているが、藪の中などにハチが巣を作ってい

ることがある。我々も、事前の草刈りや登山の時にハチに刺されたことがある。また、テ

ントを設営したすぐ横の木にハチの巣があり、あわてて設営場所を変えたこともある。 

ウ）落石による打撲 

「源流探検」の時、砂防ダムを遠巻きするために崖を登っていた時にソフトボール程度

の石が落ちてきて、手首に当たり打撲を負った。翌年、安全のためにヘルメットを準備し

た。 

エ）動物による危険 

原野のため、通常はシカのフィールドである。（そこら中にシカの糞が落ちている）我々

がキャンプしている時は、シカは林の中に避難している。ある年、7月下旬に最後の準備を

している時に近くの沢筋で熊が発見されたことがある。この年は「源流探検」は中止。キ

ャンプサイトでは爆竹を鳴らして予防に努めた。 

②その他のリスク 

ア）大雨と雷 

塩原は雷の多い土地である。特に 7 月から 8 月は、夕立の時期でもある。キャンプ期間

中、毎日雷と付き合った年もあった。 

大雨が降った場合、沢に水が集まり激流となることがあるため、注意が必要である。我々

のキャンプでは、いざと言う時の避難のために、近くのロッジを借用している。 

イ）放射能 

栃木県北部の塩原は、福島県に近いため放射能の飛散が気になる。線量計を使って測定

し、放射線量が高くないことを確認し、参加者への説明会でも報告した。 

また、例年は、テントにマットを敷いて寝ていたが、昨年は、コンテナボックスの上に

コンパネを乗せて簡易ベットを作った。地面からの距離を離すことで放射能のリスクを軽

減した。 
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5. 指導体制と参加者人数 

  

 

(1)手応え 

参加者のリピート率が平均 65.4%と高く、子どもたちに満足されていると自負している。 

(2)スタッフの高齢化と参加者数の減少 

20 代のスタッフが減少し、50 代以上のスタッフの比重が増えている。20 年に渡って開

催しているため、開催当初スタッフとして参加していた若者は、結婚、出産、子育てのた

め参加できなくなっている。逆に、参加者の OB、OGがスタッフとして手伝ってくれてい

ることに希望が持てる。平成 13年までは、栃木県教育委員会との共催であったため、学校

を通しての案内が利用できた。そのリピータがいた関係で平成 15 年ごろまでは 50 名程度

の参加者を確保できていた。ただし、図５に示すように、最近は新規参加者が減少してい

る。キャンプ開催時期の 7 月下旬から 8 月上旬にかけては、小中学校の部活の大会や合宿

が集中しているため「部活があるからキャンプに参加できない」と言う子どもが多い。 

6.今後の活動に関して 

参加者の OB、OGがスタッフとして手伝ってくれていることからもわかるように、すで

に彼らは、仲間を助ける力を身に付けている。自然生活体験キャンプで自力で生活する術

も身についているので、これからは、ボランティアの人々のように、仲間以外の人も助け

ることができるように、活動の範囲を広げることをアシストしていきたい。 

参加者が増えないのであれば、「少数」を「精鋭」にするための指導に徹していくことも

検討する。 

 

（高橋 淳） 

 

キャンプ長

キャンプディレクター

プログラムディレクター

ヘッドカウンセラー

ビジネスマネージャー

空き缶炊飯担当

源流探検担当

そろビバーク担当

カウンセラー①

カウンセラー②

カウンセラー③

食料担当

環境・安全担当

会計担当

・・・・・

・・・・・・

・・・・・

図 1 指導体制図の一例 

 

図 2 参加者・スタッフ・リピート率の推移 
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野外活動探検隊 キャプテン・トムソーヤ 

 

団体名 野外活動探険隊 キャプテン・トムソーヤ 

住所 〒321−0158 宇都宮市西川田本町４−１９−４ 松本邦夫方 

連絡先 電 話： 090-8024-9285（松本携帯） 

Email :  cptom@freeml.com 

団体の設立目的 野外活動を通して、自らの内に秘めている野性と感性の気づきの体験を

するとともに、新しいタイプの野外活動指導者を目指して情報交換と交

流を図る。また、次代を担う子どもたちに野外活動体験の機会を提供し、

より良き未来のパートナーを養成することを同時に目指す。 

年間の活動内容 1 月 総会（新年交流会） 

2 月 冬のキャンプ（最近は県協会主催キャンプの支援） 

4 月 お花見会 

5 月 指導者養成研修（〜7 月） 

7 月 プレキャンプ（現地調査） 

8 月 夏の冒険キャンプ 

10 月 秋のディキャンプ（過去の参加者、家族等との交流事業） 

 ※その他、地域団体キャンプ等の支援など 

 

１.プログラム名 

「野外活動探険隊キャプテン・トムソーヤ 夏の冒険キャンプ 2011 

～ キャンプで体験 サバイバル！ 学ぼう♪ 遊ぼう♪ 大自然！！ ～」 

２.プログラム実施期日・会場 

日時 2011年 8月 19 日（金）～8月 21 日（日） 

会場 栃木県県民の森キャンプ場（栃木県矢板市） 

３.プログラムの内容 

(1)目 的 

東日本大震災の生々しい記憶から自然の脅威がクローズアップされる中、「自然は怖いも

のじゃない！」という思いから、「自然と共に生きること、自然の中で生き抜く技術・知恵

を身につけることができるキャンプ」をやることとし、「自然の素晴らしさを体感しながら、

今後、万が一、震災などにあったとしても、負けない気持ち・知識・技術をこのキャンプ

を通じて体得してもらうこと」を目的に実施した。 
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  表１ キャンプの流れ（計画時） 

(2)プログラムの流れ 

2 日目の夜にソロ活動（野宿）を設定し、1 日目、2 日目のプログラムを通してソロに必

要な知識、技術を身につけられる流れにした。参加者（小学 3 年〜中学 3 年）が興味をも

って体験ができるよう「トムソーヤ・アカデミー」とし、初日は入校式に続けてアイスブ

レイクや仲間づくりを行い、夜にはウエルカムパーティを行った。 

2 日目は、卒業検定としてのソロをやり遂げることを目標に、午前、午後とアカデミーを

開催し、夕食後、ソロを実施した。 

3 日目は、テント撤収の後、予定を変更し林間ハイクを実施、3 日間の総まとめとした。 

(3)アクティビティ 

①仲間づくり 

4 班 28 人の子どもたちが参加した今回のキャンプ。震災直後ということもあり、積極的

な広報はかけず過去の参加者を中心に募集したため、8 割がリピーターという構成になった。

通常は初めて出会う子どもたちが多いこともあり、最初に行うアイスブレイクやイニシア

チブゲームなど、仲間づくりを目的にしたアクティビティには力を入れている。 

今回のキャンプでは、3 日間を通じて雨だったため、広場にタープとブルーシートで大き

な集会スペースを設け、その中で実施できる自己紹介ゲームや集団ゲームを中心に行った。 

また、天候が不安定だったことから、テント設営もイニシアチブゲームの一つとして捉

え、入村式の後すぐに行うこととし、個人装備の整理など環境を整えさせた。 

テント設営のスキルは、自然の中で生活するための基本的なものであり、多少時間がか

かってもああでもない、こうでもないと悩みながらメンバー同士で組み立てていく過程は、

まさに仲間づくりの第一歩である。 
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②ウエルカムパーティ＆準備 

普段は最終日に行うキャンプファイヤーを、今回はウエルカムパーティとした。卒業検

定として明日チャレンジする野宿を前に、思いっきり楽しく仲間たちと過ごし絆を深める

ことが目的。パーティは各班がそれぞれ異なる料理を作り、各班自慢の後バイキング方式

で食べ歩く。また、パーティ途中、スタッフで編成した音楽隊が乱入し、火を囲んでの歌

やダンス、ゲームをリードした。 

食事作りにあたっては、火の起こし方や包丁、ナタの使用方法、衛生管理を指導した他、

料理ごとに異なる薪や炭、プロパンなどの使い分け、寸胴や大鍋、ダッチオーブンなど調

理道具の使用方法等について導入を行った。 

 

 

料理の手順については、スタッフが基本となるレシピを想定して食材を配布したが、実

際にどのように仕上げていくかは、各班の独創性に任せた。 

また、今回はサバイバルをテーマにしたことから、調理の前に、空き缶を利用したラン

タン作り講座を前倒しで実施し、パーティの中で実際に使用した。 

 

 

 

What’s your name? テント設営 

パーティ準備 料理発表 
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③アカデミー 

逞しく生き抜くスキルや知識を楽しく習得できるよう、下図のような履修カードを参加

者に配布し、キャンプ場内に露店形式で開設している講座を自由に回れるようにした。 

ただし、ソロ活動に必要となるキャンディラッピングのやり方（「寝床を確保せよ」）と

「救急法」については、全体講義に位置づけ、一斉に導入した。 

また、ソロ活動時の食料として持参させるジップロック炊飯と燻製作りも必修科目とし、

全員午前中に受講させた。救急法については地元消防署のメンバーを講師と、効果的な導

入を図った。 

表 2 アカデミー履修カード 
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④卒業検定（ソロ） 

夕飯後、いよいよ卒業検定としてのソロ活動。

計画ではテントサイトから 10 分くらい歩いた林

間広場をソロサイトとして使用予定だったが、出

発前に雨足が強くなったことから、ソロサイトは

キャンプ場内の林間に変更し、行くか行かないか

の判断は参加者自身に任せることとし、班内で話

し合うこととした。 

一体どれくらいの参加者がチャレンジしてくれ

るのか？不安はあったが、結果的に 4 班すべてが行

くことになった。体調の悪い参加者 2人が残ったが、

集会スペースすぐ横の林間に大型シートを張り、スタッフと一緒にチャレンジした。 

卒業検定の指示は「空き缶ランタンを持ち、ブルーシート 1 枚持って野宿をして、明日

の朝 6時に戻って来なさい」というもの。2 日間にわたり学んできたスキルとやる気を試す

のは今だ！。 

そして、恐る恐る巡回に…、雨の中、大いびきの合唱が響いていた。 

⑤さよならハイク 

計画ではソロ前にテント撤収を予定していたが、雨の影響でそのまま残したため、最終

日に予定していた創作活動を中止し、キャンプ場周辺の林間を活用した追跡ハイクに変更

した。６つのポイントを設け、アカデミーで習った読図やコンパス、自然観察などの知識

を駆使してクリアできる課題を設定した。 

最終ポイントでは手旗信号の読み取りで指示を出し、サバイバル感を高める工夫をした。

そして、6 つのポイントに隠された文字を集めて組み合わせると「あ・き・ら・め・な・い」

という言葉が出現した。 

４.プログラムの特徴 

「トムソーヤ・アカデミー」という設定により 3 日間を通じたストーリー性を持たせ、

サバイバル習得に対するモチベーションを高めた。また、習ったことをすぐに実践する場

を設けて習うことの必然性を高めた。そして、キーワードは「楽しく！」 

５.指導体制と参加人数 

・参加者は小学 3 年から中学 3年の 28 名、1 班 7名で 4班、年齢、男女混合編成 

・スタッフは、CD（キャンプディレクター）、PD（プログラムディレクター）、MD（マ

ネジメントディレクター）各 1名、カウンセラー各班 2名（男女各 1）、その他プログラ

ム、食料、装備、会計、医療等担当分けしたが臨機応変に何にでも対応した。 

・医療スタッフは准看護士の資格所有者、その他講師に消防署職員に協力いただいた。 

ソロにチャレンジ 
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６.手応えや効果、地域や社会への影響など具体的な成果 

夏の冒険キャンプは 1995 年以来今回で 17回目。 

 リピーター率が高く、今回 24名のスタッフの内 10 名は小学生からの参加者。 

 参加者の日誌から気持ちの変化をデータ化したところ、「自信がある」という気持ちが、

ソロ体験を通じて高まっていることがわかる。 

図 1 自信の変化 

７.現在抱えている問題や課題 

企画、渉外、準備、募集事務など、縁の下の力持ち的な役割を担ってくれるスタッフの

養成が課題。楽しくなければ（自己の充実感も含めて）ボランティアはできない。 

しかし、地味で周到な準備なくして楽しい事業はできない。 

８.今後のプログラム展開について 

防災教育というか、逞しく生きていく力を身につけていくことは、メンタルな側面も含

めて野外教育の重要なテーマと考えている。 

林間、海、川、湖など、様々な自然環境やシチュエーションの中で、どう臨機応変に活

動していけるか、今後のプログラムを考えていきたい。 

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 

野外教育を通じて生きていく力、特にサバイバルテクニックや強い精神力を養成してい

き、防災教育につなげていくことはそう難しくはないように感じる。 

そして、本当に大切なことは、人を思いやる気持ちの養成だと感じる。非日常的な環境

の中で、仲間とぶつかり合い、協力しあい、一緒に感動するといった経験が、災害時に自

分がやるべきことの判断につながると思う。 
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 図 2 緊張感の変化 

 図 3 不安感の変化 

10.その他 

（1）トムソーヤ・アカデミー講座の様子 

 

 

（2）ジャーナル分析 

 

 

 

 

 

 

 

（松本 邦夫） 

図２のとおり、野宿の予定、降り続

く雨の中、2 日目まで緊張が続いている

が、3日目に大きな気持ちの変化が読み

とれる。 

図３のとおり、雨にも関わらず、

楽しい気分が5点満点で4点を維持

した。不安な気持ちは 3 日目に大き

く減少している。 

ジップロック炊飯 火起こし 

地図・コンパスの読み方 食器づくり 
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財団法人 ハーモニィセンター 

 

団体名 財団法人ハーモニィセンター 

住所 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1 国立オリンピック記念青少

年総合センター内 

連絡先 茨城県取手市椚木 49 小貝川ポニー牧場 TEL:0297-71-6520 

団体の設立目的 約 50 年前に「都会の恵まれない子どもたちのために何かできることを」

と集まった若者たちの小さなサークル活動から始まった。ハーモニィセ

ンターの活動は、子どもたち、若者たちの内に宿るすばらしさ、輝きに

光をともし、磨きかけていくことを目的としている。現在では四季を通

して行われる「子どもポニーキャンプ」、「障害者乗馬活動」、「モンゴル

大草原乗馬を楽しむ旅」、「日本ドイツ青少年相互交流計画」、「東京・神

奈川で計 5 ヶ所の子ども動物広場運営」、そしてそれらを支える「青年

ボランティアの育成」など、多岐にわたる活動を展開している。50 年

間の歴史を 21 世紀の未来につなぐため、「出会った全ての人が、より明

るく、元気に、互いを磨き合っていける場」を目指し、活動している。 

活動内容 ・子ども主体のキャンプを年間 40 回開催（親子参加型、障害者参加型

も含む） 

・キャンプリーダー（キャンプボランティア）の育成 

・各部署における短期出張乗馬教室を開催、総合学習支援 

・中学生の職場体験の受け入れ 

・子どもの水辺安全講座開催（NPO 法人川に学ぶ体験活動協議会のカ

リキュラム） 

・小貝川(茨城県)及び那珂川(栃木県)でカヤック教室を開催（5 月〜10

月） 

 

1.プログラム名 

ふじしろ三次元プロジェクト 

2. プログラム実施期日 

通年実施 

3.プログラムの内容 

2001年より茨城県藤代町（現在は取手市）において NPO 法人小貝川プロジェクト 21と

財団法人ハーモニィセンターは相互協力の下、「ふじしろ三次元プロジェクト」事業を始め

た。 

また当時、川に学ぶ体験協議会の始動とも重なり、大々的に「川に親しむ基礎講座」を

行った。近隣住民や小貝川ポニー牧場で乗馬を学んでいた子どもたちも集まり、小貝川に

生息する魚を釣って調理する、投網体験などのほか、小貝川の生態系に付いて講義を受け

た。また、当時主流であったファルト型のＥボートを組み立て、乗船体験も行った。その
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ほか、PFD ライフジャケットの体験およびレスキュー体験など、現在ではおなじみの光景

が 10 年以上前に体現されていた。夜は茨城県南防災センターをお借りして、寝袋を用いた

宿泊も体験した。 

 

 

 

 平成 18年 3月のサバイバルキャンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まだ寒い頃だったが、Ｅボートで
小貝川に漕ぎ出し、簡易浄水器で
小貝川の水を浄化し、飲料する体

験もした。 
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平成 19 年の 3 月より、小貝川ポニー牧場で行う春合宿では小学校 4 年以上の参加者は、

近隣の椚木消防署において CPR(心肺蘇生法)講習会を行っている。これは子どもであって

もバイスタンダーになり得る、との判断から行っているものである。講習内容は消防署で

行われる普通救命講習そのものだが、残念ながら修了証を取得できるのは中学生以上と言

う決まりがある。しかし、早くから心肺蘇生などの訓練を行っておくことにより、非常時

に対応できる人間が増えることが期待できる。 

 

（佐藤 ともえ） 
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社団法人ガールスカウト日本連盟千葉県第 3団 

 

団体名 社団法人ガールスカウト日本連盟千葉県第３団 

住所 事務局・団委員長宅：〒273-0036 千葉県船橋市東中山

2-6-5-510 小山内美礼 

連絡先 団委員長 小山内美礼 TEL・FAX：047-334-8139、

E-mail：sawamama0371@pc.email.ne.jp 

団体の設立目的 ガールスカウトは、現在 145 の国や地域で約 1000 万

人の会員が活動している、少女と若い女性のための世界

最大の社会教育団体である。ガールスカウト運動の教育

方法に基づき、「少女と若い女性が責任ある世界市民とし

て、自ら考え、行動できる人となる」ことを目指して活

動している。 

2007年秋、千葉県支部船鎌地区における組織拡充の一

環で、船橋市西部地区を活動拠点とする千葉県第 3 団が

設立され、地域の少女たちの健全育成を支援している。 

年間の活動内容（平成 23年度） 活動内容は各部門育成目標に沿って計画されており、

活動形態は各部門が単独で行なう活動と、年長・年少部

門が一緒に参加する団活動とがある。県支部・日本連盟

が主催（共催）する事業や、船橋市少年少女団体連絡協

議会や船橋市教育委員会が主催する事業への参加など、

他団やガールスカウト以外の他団体との交流も多い。集

会頻度は月に２～３回程度、場所は拠点公民館の集会室、

キャンプ場・公園などの野外、その他学習施設など活動

内容にあわせて決定している。 

平成 23 年度、当団においては、全部門共通の通年企

画として「Greener×Greener」「世界連盟 100 周年バッ

ジ」「防災スキルアップ（震災プロジェクト第 2 弾）」「ぐ

っとマナープロジェクト」「チャレンジ 25キャンペーン」

「SAFETY OUTDOOR キャンペーン」を活動の中で実

施していくこととした。部門毎に内容が異なるため、ジ

ュニア部門（小４～６）の年間活動について紹介する。 

4 月 入団・フライアップ・進級式、チャレンジ 25キャ

ンペーン導入、世界一大きな事業『女の子と女性の教

室』実施 

5 月 船橋市少年少女交歓大会参加、チャレンジ２５キ

ャンペーンへの取り組み 

6 月 ふなばし環境フェア参加、防災体験学習施設訪問、

ディキャンプ準備・実施（オープンデー） 

7 月 団キャンプ支援事業参加 準備・実施（戸隠ガー

ルスカウトセンター2泊 3 日）・まとめ、ふなばし市民

まつり参加 

9 月 防災関連集会①準備、②まち探検実施 

10 月 入団式（途中入団者）、防災関連集会③④マップ
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作成作業、デイキャンプ実施（技術） 

11 月 防災関連集会⑤まとめ・応募、 

調理集会『アースピザをつくろう～フードマイレージに

ついて～』準備・実施・まとめ 

12 月 ユニセフ学習会、クリスマス集会、ユニセフ『ハ

ンドインハンド』参加 

1 月 新年旗揚げ式・新年集会、防災マップコンクール

表彰式参加、支部主催観劇会 

2 月 祝 100周年集会・UK『アフタヌーンティーパーテ

ィ』準備・実施 

ワールドシンキングデー集会・ファンド実施、公民館子

どもまつり（模擬店）参加 

3 月 地区冬季スポーツ訓練参加、千葉県支部活動報告

会参加、23年度総括・進級準備 

 

当団では発団した次年度から、まち探検を行い地域の防災・防犯マップ作成に取り組ん

できた。（平成 21 年度は防犯マップ、平成 22年度は防災マップで 2 年連続佳作を受賞） 

3 年目となった今年度は、ガールスカウト日本連盟が東日本大震災の震災プロジェクトと

して「防災スキルアップ認定証」を発行することを決定したため、その要項に沿って実施

したプログラムについて内容を報告する。 

１.プログラム名  

震災プロジェクト（第 2弾）『 防災スキルを高めよう 』 

２.プログラム実施期日（実績：平成 23年 5月～平成 24年 1月） 

5 月 12 日    指導者下見：東京都広域防災公園内・体験学習型施設『そなエリア東京』 

6 月 15 日    『 そなエリア東京 』訪問 引率、体験学習実施 

9 月 18 日    防災関連集会① 準備：コース・インタビュー対象と内容決め 

9 月 25 日    防災関連集会② まち探検実施、情報・意見・写真の整理 

10 月   2 日    防災関連集会③ マップ作成作業 

10 月   9 日    防災関連集会④ マップ作成作業 

10 月 23日    ディキャンプ（船橋市青少年キャンプ場・第 2キャンプ場） 

11 月   6 日     防災関連集会⑤ マップ完成、まとめ 

第 8 回小学生のぼうさい探検隊 マップコンクール応募 

12 月 20日  「まちのぼうさいキッズ賞（ユネスコ共催事業優秀賞）」受賞 

1 月 21 日    表彰式（東京都千代田区・損害会館）参加、まとめ 

３.プログラム内容 

ガールスカウトのモットーは「そなえよつねに」であり、いつどのような困難や課題に

直面しても適切に対処できるよう、日頃から心身面･技術の準備を心がけて活動をしている。

しかし、甚大な被害と多くの犠牲者を出した東日本大地震を経験した私たちは、被災者支
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援を続け教訓を活かすためにも、これまで以上に防災という観点をもって常に行動しなけ

ればならない。従来も多角的な活動を行なってきたが、防災という視点を更に意識して加

え、ガールスカウトバッジや部門バッジにチャレンジしていくこととする。修了したスカ

ウトにはリーダーから『防災スキルアップ認定証』が授与される。実施期間は、平成 23年

度～25年度の 3 年間である。 

(1)ガールスカウトバッジで防災スキルを高めよう（ガールスカウトの技術） 

ガールスカウト活動の中でその技術に磨きをかけ、まずは自分の命を守り、そして人に

役立つ人になれるよう、様々な活動を通して習得することをねらいとしている。 

①ロープワーク：野外活動やゲームなどを通して、ロープワークの基本を身につける。 

②レクリエーション：歌・手遊び歌、簡単なアイスブレイクができるようになる。 

③急法：少女たちができる救急法や安全・保健について学ぶ。 

災害時に実践でその技術を活かすためにも、防災施設で道具がない場合に身近なものを

代用したり活用したりするアイデアを学ぶ。 

(2)部門バッジで防災スキルを高めよう 

部門バッジは、その部門の少女たちに触れてほしいこと、考えてほしいこと、身につけ

てほしいことなどを盛り込んで設定されている。ジュニアバッジ２０のうち、このプログ

ラムで関連付けられているものは「大切ないのち・私たちのまち・暮らしとまち・自然と

ひと・野外料理」である。その中からスカウトが自ら選択し活動する。いずれも室内で調

べたり考えたりする知識だけにとどめず、必ず野外での体験を通して学べるよう活動内容

を工夫し支援する。 

(3)プログラムの流れ 

①計画 

マップコンクール事務局から発行されている「ぼうさい探検隊マニュアル」を参考に、

まち探検の準備やスケジュールを確認しておく。 

当団は東京や千葉といった都市部へのアクセスが良い地域で活動しており、市内中心部

には百貨店や大型商業施設が集中している。3.11 東日本大震災の時、この大型商業施設や

不通となった JR・私鉄の駅から人が溢れ出す形となり、通常でも交通量の多い千葉街道（国

道 14 号）では、信号の停電も重なって長時間の大渋滞となった。また、帰宅支援ルートで

もある同街道では、東京・千葉の両方面からの徒歩帰宅者が夜中まで往来した。これらの

記憶や経験を活かし、今回のまち探検ではテーマを「船橋横断 DIG～帰宅支援ルートを歩

こう～」とし、友達同士で電車に乗って遊びに出掛けた先で地震に遭ったという設定で行

うことにした。大型商業施設から自宅付近までのコースを徒歩帰宅しながらインタビュー

を行ない、防災という視点で情報収集を行う。 

②導入 

東日本大震災とその後の原発事故だけでなく、台風被害などの報道に触れ、日本におけ

る最も深刻な環境上の脅威が自然災害であることを知り、その中で生きていくことや命の
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大切さについて学ぶ。 

今年度は、活動の導入として東京都広域防災公園・体験学習型施設『そなエリア東京』

へ訪問した。同施設は、体験スペースと学習スペースに分けられている。体験スペースは

被災した町が再現してあり、擬似体験ができる。その被災した状況下で被災後 72時間を生

き抜くため、また安全に避難をするためのヒントを学習した。学習スペースでは、日本は

地震大国で非常に切迫した状況であることを知り、単なる体験ではなく必須の備えである

ことを学んだ。 

③準備 

震災関連の報道で特に都市部の被災時の特徴として問題となっている「帰宅困難者」「帰

宅難民」「帰宅支援」といった関連用語や、被災時に受けられる「帰宅支援サービス」につ

いてその内容や提供するお店をインターネットや新聞などで調べた。 

まち探検のコース、確認事項、インタビューをする対象とその内容、探検隊としての役

割分担を話し合いの中で決める。指導者は地域の防災カルテの内容や市が行なっている帰

宅訓練の内容を確認したり、コースを含む街区地図や様々なマップを集めるなど参考資料

の準備をしておく。交番などの公的機関では事前に訪問申請や質問事項を提示したり、店

舗への挨拶に行ったり、コースの下見を行なっておく。 

実施 

ア）まち探検～マップ作成～発表 

マップコンクール事務局から無償で提供される実施キットを使用する。付属のビブスの

着用は大変目を引き、安全面でも有効で、周囲からの関心を集めるため是非着用したい。 

まち探検の引率の際、引率者は周りの安全確認や取材対象者への配慮といった側面から

の活動支援が重要である（写真 1・2）。また、マップ作成時においても、作業を円滑に進め

集中力を持続させられよう、指導者が指示を出すなど状況に応じて支援が必要である。（写

真 3） 

マップの作成後は発表をおこない、自分たちの伝えたい情報が見る人に的確に伝わるも

のかを確認し必要な部分は修正する。曖昧な点や確認したい内容が出てきたら、もう一度

写真 1 交番でのインタビュー 写真 2 まち探検の様子 写真 3 マップ作成の様子 
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コースで正しい情報の収集を行う。 

イ）被災時に備える 

デイキャンプの中で、保存食や非常食を作ったり（画像 4）、一定量の水で過ごす、また

一枚の新聞紙や一本のロープ（紐）でできる簡単な遊びやレクリエーションを自分たちで

企画するなど、より被災した状況を意識した野外活動をおこなう。（写真 5・6） 

ウ）まとめ～次の活動へ 

 完成したマップを説明したり、マップ作成を通して気付いたことや提案事項などを発表

したりする場面を設け、他の人へ向けてわかりやすく発信する。公民館や小学校、活動に

協力して下さった関係機関への報告を行い、提案や啓発を行う。年度末には、取得した関

連バッジと「防災スキルアップ認定証」を授与する。 

４.プログラムの特徴 

プログラムのメインはまち探検を行って「ぼうさいマップ」を作成することであるが、

ガールスカウト活動というノンフォーマル教育の特性を生かして、異年齢の児童が交わり

交流し、数年間にわたって繰り返し行なうことで、防災という観点を定着させることがで

きる。知識だけの学習ではなく体験を通して学べるよう、様々な活動に防災視点を盛り込

むことで、防災・防犯・安全に対して危機意識を持てる機会を多く持つことができる。 

５.指導体制と参加人数 

指導者 2 名、引率協力者 2 名、探検隊メンバー4 名（小学 6 年生×2 名、小学 5 年生×2

名） 

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 

マップ作成に関しては、学年が上がるにつれ、テーマや表現したい内容が明確化するこ

とや、作業への集中力も増し紙面構成などの技術も向上する。目に見えた成長を各自が確

認できるのも効果がある。 

提案性のあるマップは子どもたちのメッセージそのものであり、完成は大きな達成感を

得られる。まち探検、マップ作成、野外活動など、活動ごとに各自が目標を持って参加し

ており、教育効果は大きい。 

写真 4 保存食・非常食を食べる 写真 5 新聞紙一枚でできるゲーム 写真 6 ロープ一本でできるゲーム 
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また、3 年間継続的に参加したスカウトは、

野外活動～学習集会といった様々な活動を統

合して、防災をとらえることができるようにな

っている。 

今回、マップコンクールで『まちのぼうさい

キッズ賞』を受賞し、活動参加したスカウトや

指導者にとって大きな励みとなった。入賞を契

機に地域での啓発活動へ発展させており、小学

校・公民館での掲示をお願いしたり、参加した

スカウト自身が市民だよりに記事を投稿し周囲

への積極的な働きかけをおこなっている。（画像

7・8） 

新聞の地域面でも掲載され活動の取材があり、

ガールスカウト内でも、ホームページや支部だ

よりや機関誌を通じて周知されている。年度末

の千葉県支部での活動報告会に参加し、他団へ

も具体的に情報発信をしていく。今後もガール

スカウトならでは、そして地域や所属している

少女たちの実情に合った防災教育活動を実施していきたい。 

７.現在抱えている問題や課題 

今後はこれまで以上に地域の方々や小学校などのご協力を仰ぎ活動しなければならない。

小学校の校庭で行われている防災訓練などに参加して、地道にまち探検を行うなど継続的

な活動が必要である。市の防災課や消防・警察といった公助の情報は豊富にあるが、共助

の部分の各町会や自治会が結成している自主防災組織については実状の把握が難しい。連

合町会に所属していない独立した大型マンションも多く、地域の防災意識について調べる

ことができない。 

８.今後のプログラム展開について 

多方面からのご協力を仰ぎながら継続して取り組み、次年度は低学年も参加しグループ

を増やして展開していきたい。部門をフライアップしてマップの作成作業に直接参加でき

ないスカウトにも、リーダーシップを発揮できるよう参加場面を与える。 

９.防災教育プログラムをはじめようとしている人へのメッセージ、コメント 

地域や対象者に合わせた内容への微調整が必要ではあるが、体験を重視した子どもたち

への防災プログラムを積極的に始めてほしい。机上での知識だけでなく、必ず野外の体験

活動を組み合わせ、繰り返し行うことで、防災意識や危機管理の感覚も身につき定着させ

写真 7 完成したぼうさいマップ 

写真 8 受賞式に参加（東京都千代田区・損保会館） 
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られると実感している。 

「そなえよつねに･･･」すべての人がこの意識で今できることから始めてほしい。 

 

（小山内 美礼） 
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社団法人 青少年交友協会 

 

団体名 社団法人 青少年交友協会 

住所 〒171-0071 東京都豊島区池袋 3-30-8 みらい館大明 305 

連絡先 TEL 03-5391-1901  FAX 03-5391-1902 

団体の設立目的  社会情勢に敏感な青少年は、いつの時代にも改革と改善の先陣を切っ

てきました。ところが、今日の青少年は豊富な物と情報、知識に埋没し、

一見満ち足りて楽しそうですが、人間性や社会性に乏しく、活力や想像

力が不足しがちです。そして、精神的には価値基準のはっきりしない不

安感に悩まされ、改善しようにもその原点を知らないのです。 

 その大きな要因は、社会の急激な変化や視聴覚機器、インターネット

などの発達によって間接情報と擬似体験が多くなり、幼少年時代に体験

活動をする機会と場が少なくなったことです。 

 幼少年時代の素朴な原体験は人生の宝であり、青少年時代の夢と冒険

は長い人生の創造力や活力であることは周知のはずなのに、親や地域社

会の人々が、野外伝承遊びのような生活文化を伝承する体験的学習活動

の機会と場を提供する、努力と工夫を忘れているように思われます。 

 そこで、まずはむずかしいことをぬきにして、私たち大人は自分の教

えられたこと、知っていることなど全てを、子どもたちと共に行動しな

がら、自信をもってつたえればよいのです。そのことが良いか悪いかは、

いつの時代にも子どもたちが成長過程で考え、必要ならば改善していく

ことだと思います。 

 

１. プログラム名 

都市型体験活動としての「生活体験学校」 

２. プログラム実施期日 

平成 23 年 8 月 4 日（木）〜8 月 10 日（水）までの 6 泊 7 日で、東京都杉並区立高井戸

東小学校の校庭と教室や体育館を使用して開催された。 

杉並区と豊島区の教育委員会が後援していることもあって、杉並区と豊島区を中心とす

る関東一円から応募してきた、小学 5年生から中学 3 年生までの男女 42 名が、全食自炊に

よる共同宿泊をした生活体験を「生活体験学校」とした。 

3. 活動内容 

初日は、まず 9 時から 30 分間の開校式があり、その後、参加した 42 名の子どもたちは

男子 10 名・女子 11 名で 4 班に分かれた。各班には大学生の班長が 1 人ずつ加わり、生活

を共にする。 

各班 2 張りのテントを自分たちで張り、寝場所を確保。そして、専門の業者が張った大

テントの下に、各班ごとにコンクリートブロックを 11個使って、鍋と釜用のカマドを 2個、
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ヨの字型に作った。その後、食卓用と料理用の 2 つのテーブルをセットし、自炊のできる

態勢を整えた。 

図 1 会場設営見取り図 

 

子どもたちはいろいろな指導を受け、薪を使っての焚火によって、昼食としての鉄板に

よる焼きそば作りから自炊が始まった。 

午前中は専門家による楽しい講話。その内容は理科・数学・国語・社会に相当する。そ

して、日常生活での数の概念を身につけ、具体的に認識し、使用させる方法として、″そ

ろばん″を 1 時間ずつ 3回も取り入れている。 

午後は実技や自由時間を中心とし、いろいろな道具を作ったり、集団で遊ぶことによっ

て社会性の向上や会話を促す内容としている。初日の午後に作った竹箸は、期間中「自分

の箸」として使わせ、その後は家に持って帰るよう指示した。 

午前 6 時に起床して、午後十時に就寝するまで、共同生活をするための労働を多くし、

自主的に活動させるようにしているが、活動に楽しみや競争心を持たせるようにしている。

しかも 3 日目からは日中の自由時間を多くして、自主的・積極的に他と戯れ、遊ぶ時間と

し、仲間作りの仕掛けとした。特に 3 日毎の夜 7 時からの公衆風呂は、子どもたちにとっ

ては気分転換になり、仲間づくりに役立ち、大変楽しい時間となった。 

食材は毎食主催者が買って各班に分配して、料理は主に日本食とし、誰もがよく知って

いるようなものを、各班で作って食べるようにした。ただ、5 日目の朝食は大都会の市街地

なので、飲み物や菓子類は除外させ、400 円以内で自分の好きな物を買わせた。これは、物
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価と暗算による数の扱い方を知らせる消費者教育でもある。 

野外伝承遊びとしての竹とんぼ・お手玉・石当ては、単に作って遊ぶだけではなく、技

を競わせて、1位から 5 位までには賞品を渡した。社会には自由・平等・権利があるように、

規則・競争・義務もあることを関知できるようにした。 

4. プログラムの特徴 

この異年齢集団による生活体験学校は、集団生活の知恵や正しい生活リズム・そして食

習慣・規則等を身につけ、協力、協調等の心を豊かに培い、信頼や絆を深めることができ

るように仕掛けている。そのため、午前中は教室での専門家による実学的な授業、午後は

実技と自由時間とし、子どもたちが自主的に交流し、仲間作りができやすいように、表Ⅰ

のようなプログラムとした。 

表１ プログラムの予定と内容 
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この事業は、5年前から東京都内で毎年 1回夏休み中に実施している、教育的作為のある

体験的学習活動なので、アメリカ的な野外レクリエーションとしてのキャンプではない。

だから、実技は全て実例を示しての指導があり、子どもたちにとってはまさしく、見習い

体験的学習活動、すなわち体験活動である。 

5.  指導体制と参加人数 

3 泊 4 日以上の長期的生活体験は、教育的作為のある集団活動なので、班員の数によって

班のあり方が変わる。 

長期生活体験は、自主管理能力がまだ十分発達していない小学 4 年生以下ではなく、こ

の生活体験学校では、小学 5 年生以上とした。 

小学 5 年生以上と中学生が共同生活する班員は 8〜10 名が適当だろう。それは、最年長

者 1 人をグループリーダーとし、他に食糧係・資材係等 3〜4の係に 2人ずつ配置するから

だ。今回は各班十人ずつとし、男子 2班女子 2班として 40 名募集することにした。しかし、

女子の人数調整がうまくいかず、結果的に 1班 11名となった。 

各班 8 人以下だと多忙となり心身ともに疲れが重なってだれ気味になる。12 名以上だと

仕事をしない人が出てくるので不満が興じ、仲間割れをしたり、集団化しないままで終わ

ることがある。 

各班には大学生の班長を 1 人つける。最初は班長中心に生活リズムが作られるが、4 日目

からは徐々にグループリーダーを中心に活動させるようにし、6 日目・7 日目には班長は影

の人になるように指導する。 

現場での運営組織は、図 2 のように責任者と総務・進行係の下に生活指導担当と、運営

担当者がいる。生活指導担当者は、各班の班長と力を合わせて、子どもたちの生活指導を

する。運営担当者の下には、資材係・炊事指導係・食糧係・看護係・記録係・調査係と、

本部スタッフの食事を作る本部炊事係の 7 人がいる。 

6 泊 7 日に渡る 42名の子供たちの生活体験を支えるスタッフは、各班長を入れて総勢 15

名。 

5 年目を迎えたこの生活体験学校の運営上の問題点でもあり課題は、大学生の班長 4 人を

確保すること。それに 6 泊 7 日という長期なので、専門的な係のスタッフ、特に看護係を

確保することが大変困難であることだ。 
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図 2 平成 23年度「生活体験学校」運営組織図

 

6. 今後のプログラムの展開について 

今日の科学的文明社会は、子どもたちの心身を蝕み、人間性や社会性の発達を阻害し、

社会人としての基本的な能力を身につけさせないまま成長させている。 

子どもたちが、これからよりよく生きてゆくために必要な、社会生活の基本やリズム・

生活の知恵等の生活文化を身につけさせるには、言葉や文字・視聴覚機器等による教育だ

けでは不十分で、地域の自然や社会環境を活用した見習い体験的学習活動（体験活動）が

必要だ。 

ここでの体験活動は、人類がこれまで体験してきたことと同じような、野外での遊びや

自然のいろいろな現象と共に生きる生活体験・物の不足や不便・暗闇・徒歩等の素朴な体

験。すなわち、災害等の緊急時に役立つことだ。 

体験が少なく、物事をあまり知らない子どもたちに、いきなり自主的・主体的・積極的

にやらせようとするのは、レクリエーションとしてならよいだろうが、生活文化を伝承す

る、社会人準備教育としては望ましいやり方ではない。 

人は誰でも素朴な生活活動によって距離感や方向感覚・歩行能力・判断力・体力等が自

然に培われ、自然環境や立地条件等によって知らず知らずのうちに想像力を培い、工夫を

凝らし、先人の知恵を踏襲したりして、気づかないうちに生きる力である生活文化を体得

する。 

学校教育では社会が発展、発達するために地域の人々が知らない、新しいことを教えて

きたが、体験活動では、社会が安定、継続するために地域の人々が知っている当たり前の
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ことを防災教育のためにも伝え、知らせることが重要だ。 

これからの日本を元気にし、安定・継続させるためには、このような長期の生活体験を

社会人準備教育として、学校教育に取り入れることが必要だ。 

7. 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 

地球上には 192の国と地域に分かれて、70 億人が暮らしているが、どこでも大小にかか

わらず自然災害がある。 

もしも、自然災害がなかったら、人類は驕り高ぶって自滅し、ここまで生き長らえて社

会的発展を遂げることは出来なかったであろう。 

自然災害は驕り高ぶる人間を戒め、諭し、畏敬の念を起こさせ、一人ではどうにもなら

ず、謙虚な気持ちで他者と協力し合い、助け合い、愛し合い、絆を大切にする信頼的共同

体を創るきっかけとなってきた。 

いつの時代にも、災害に負けた民族は古里を離れたり、路頭に迷って衰亡してきた。し

かし、自然は人間にとって衣食住のすべてであり、神であり、仲間なのだ。 

私たち人間は、その自然の戒めである災害によって賢くなり、変革と発展のきっかけと

して、平和で豊かな社会を発展させてきた。 

いかなる民族でも、日常生活を安心、安全に暮らすため、社会の後継者である青少年に、

まずは自然環境に順応する知恵と対応する知恵を伝える防災教育を行ってきた。防災教育

は生きるに必要なことなので、知識でも技術のためでもない。 

本来の青少年教育とは、その地域で自然と共に生きる生活文化を伝えることであったが、

いつの間にか、個人の知識や技術を高めたり、スポーツやレクリエーションばかりになり、

異郷や外国の活動プログラムをまねることが主体になっている。 

 

（理事長 森田 勇造） 
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財団法人 河川環境管理財団子どもの水辺サポートセンター 

 

団体名 財団法人 河川環境管理財団 子どもの水辺サポートセンター 

住所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 11-9 

住友生命日本橋小伝馬町ビル ２階 

連絡先 （財）河川環境管理財団研究第一部 兼 子どもの水辺サポートセンター 

TEL 03-5847-8303 FAX 03-5847-8309 

団体の設立目的 次世代を担う子どもたちの河川の利用を促進し、地域における子ど

もたちの体験活動の充実を図るため、平成 11年度にスタートした文部

科学省、国土交通省、環境省の 3 省連携施策の「『子どもの水辺』再発

見プロジェクト」の推進を図るため、平成 14 年 5 月、「『子どもの水

辺』再発見プロジェクトの更なる推進について（通知）」が出され、こ

れに基づき平成 14年 7 月、（財）河川環境管理財団内に「子どもの水

辺サポートセンター」が常設された。 

年間の活動内容 主な活動内容は、全国の河川における「子どもの水辺」の登録手続

き窓口をはじめ、全国の川を活用した体験活動を実践している学校や

市民団体等への支援、川や水辺に関する様々な情報収集と提供、川の

指導者等の人材育成やコーディネート、川や水辺での安全な活動に必

要な PFD（ライフジャケット）や E ボート等の資機材の貸し出し、川

や水辺での水難事故防止に向けた啓発活動、体験活動を実践するため

の水に関する教育プログラムである「プロジェクトＷＥＴ（Water 

Education for Teachers）」の普及、河川環境教育に資するさまざまな

プログラムや学習教材（河川防災教育関係も含む）の調査・研究・開

発を行っている。 

         

１. プログラム名 

 河川整備基金緊急助成事業 

 「『子ども森・水キャンプ』～森や水とふれあい、おもいっきり遊ぼう～」 

２.プログラムの実施期日 

(1)日程 

平成 23年 8月 15日(月)～8 月 19日(金) 

  内訳 A コース：8月 15日(月)～8月 17日(水) 2泊 3 日 

       B コース：8月 17日(水)～8月 19日(金) 2泊 3 日 

(2)開催場所 

宮城県栗原市の「国立花山青少年自然の家」及び砥沢周辺 
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３.プログラム内容 

(1)募集対象 

東日本大震災の被災地である宮城県石巻市、南三陸町を中心に小学校 3年生から中学校 3

年生までの子どもたちを対象として募集 

(2)募集人員 

A コース、B コースそれぞれ定員 30名 

(3)実施プログラムの内容 

A コース及び B コースとも 2 泊 3日のプログラムは、表 1 のとおり。 

 

表１ キャンプ・プログラム予定 

 １日目 ２日目 ３日目 

 

 

12:00 

13:00 

14:00 

 

17:30 

19:00 

21:00 

（バスにてそれぞれ

の集合場所を出発） 

現地到着・昼食 

オリエンテーション 

レクリェーション・ 

ミニゲーム 

夕食・入浴 

ナイトプログラム① 

消灯 

起床・朝食 

水辺の生き物探し(砥沢) 

昼食 

水辺で遊ぼう 

（砥沢） 

 

夕食・入浴 

ナイトプログラム② 

消灯 

起床・朝食 

確かめやクラフト作り 

解散式・昼食 

現地解散（バスにて各集合

場所まで送迎） 

 

(4)実施概要 

A コースについては、3 日間予定したプログラム通りに実施することができましたが、B

コースについては、2日目に雷雨となり体育館ならびにクラフト作り等の屋内プログラムを

実施し、砥沢での体験活動を 3日目の午前中に実施した。 

４. プログラムの特徴 

(1)キャンプの目的 

東日本大震災で被災した子どもたちに、豊かな森と美しい川に囲まれたフィールドにお

いて、安全・安心感を育みながら野外活動や宿泊体験を通して、楽しく元気に遊んでもら

うことによって、これから続く復旧・復興に向けて元気や勇気を得てもらうということを

目的とした。 

(2)子どもたちを指導するキャンプチームの編成 

子どもたちのキャンプ期間中の指導は、NPO 法人川に学ぶ体験活動協議会（通称：RAC）

に協力依頼し、東北地域の RAC 加盟団体の川の指導者が「RAC・東北被災地応援プロジェ

クト実行チーム」を結成し、それぞれのコースごとにキャンプディレクター1 名のもと、イ

ンストラクター3〜4 名、6 班に分けた子どもたちの各グループに大学生等のキャンプリー

ダー1 名を配置した。 

また、キャンプの目的にもあるように今回未曾有の津波災害を受けた子どもたちにキャ
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ンプでの体験を通して安全・安心感を育んでもらうという心理面での配慮が必要という観

点から、キャンプチームのメンバーは、事前の現地調査に併せ、今回被災されている宮城

県多賀城市に在住し、被災児童の指導にもあたっている鈴木臨床心理士の講義を含めた事

前研修会を実施した。 

(3)子どもたちの行動観察チームの編成 

実施予定の 8 月が東日本大震災からまだ 5 ヶ月後であること、津波という水に関連する

災害を経験しているということを考慮すると、特に、子どもたちが砥沢での水辺体験プロ

グラムに対して、精神的な面でどのような反応を表すか、また参加してもらえるか心配な

点が考えられた。 

そこで、武蔵野大学人間関係学科の藤森教授にアドバイスをいただくとともに、静岡福

祉大学福祉心理学科の徳山教授及び前述の鈴木臨床心理士にはキャンプにも参加していた

だくなど全面的な協力をいただき、キャンプを通じて子どもたちが「安全・安心を積み上

げることができているか」を観察する「行動観察チーム」を編成することとした。 

行動観察チームは、子どもたちの班編制に合わせ、臨床心理士の資格を有する 2 名と臨

床心理学を学ぶ武蔵野大学の大学院生 4名にお願いしました。6名には、子どもたちのそれ

ぞれの班を担当してもらい、キャンプ期間中子どもたち一人一人の様子を観察・サポート

してもらうことをお願いした。 

行動観察チーム、キャンプチーム等の実施体制は、図 1のとおり。 

  

 

図 1 キャンプ実施体制 
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(4)体験活動プログラムの内容 

①砥沢での水辺体験活動 

栗駒山の南山麓を流れる一迫川の支流・砥沢は、子どもたちの体験活動を行う上ですば

らしい条件を持った場所であり、今回のキャンプの目玉プログラムとして、水辺の生き物

調査で水を感じ・慣れてもらうことからはじめ、子どもたちの様子を見ながら泳いだり、

川の流れ体験等へと徐々にレベルアップして進めることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水に入る前のセーフティートーク 

 

生き物調査に真剣に取り組む 

 

ウエットスーツを装着 泳いで、流れて、川ガキの集団 

飛び込みにもチャレンジ 

 

天然の滑り台（ウォータースライダー） 
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A コースは 2 日目、Bコースは 3 日目に実施したが、子どもたちは最初のうちはおそるお

そる水の中に入っていたが、川底の石の下に小さな生き物を見つけるとその後は夢中にな

って活動していた。さらに、夏とはいえ砥沢の水は大変冷たく感じられたが、子どもたち

は用意したウエットスーツを装着すると、目を輝かせて泳いだり、滑ったり、飛び込んだ

りと夢中になって取り組んでいた。 

被災した子どもたちが、不自由な避難生活から解放され、元気に思いきり楽しんでいる

様子を見て、子どもたちに何らかに勇気と力を得る機会を提供できたのではないかと思っ

ている。 

②屋内プログラム 

砥沢での体験活動プログラムの他のプログラムの主なものとして、工作室での名札作り

やドリームキャッチャー製作等のお土産にもなる内容のものを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.指導体制と参加人数 

(1)参加者数 

A コース、Bコースとも募集定員 30人に対して、直前の辞退等もありましたがそれぞれ

24 人、合わせて 48 人の子どもたちが参加してくれた。内訳は、表 2のとおり。 

表２ 参加者の内訳 

コース 募集対象地 
参加者数 

（人） 

男・女内訳 学年別内訳 

男 女 小学 3･4年 小学 5･6年 中学生 

Ａ 石巻市周辺 24 6 18 14 8 2 

Ｂ 南三陸町周辺 24 14 10 18 6 0 

計  48 20 28 32 14 2 

 

(2)指導体制 

今回の「子ども森・水キャンプ」の指導体制は、図１．キャンプ実施体制の構成で実施

し、通常の体験活動に比べるとキャンプリーダーの大学生からバックアップのメンバー等

の大人のスタッフが、多いときは参加した子どもたちを上回る 25 名〜28名の体制となった。 

このような大勢の大人のスタッフ間のコミュニケーションや意思疎通を図るため、子ど

名札づくり（全員） 

 

マイ箸づくり 
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もたちが寝静まった深夜に毎日スタッフミーティング（スタッフは暑さと寝不足気味で大

変な思いをしていた。）を行い、子どもたちが安心・安全を積み上げながら体験活動ができ

るように準備した。 

主催者として、被災した子どもたちを対象とした前例のないキャンプということで万全

な体制で臨んだが、個々で得たノウハウや経験は参加した多くの大人の指導者ならびにス

タッフにとっても貴重な財産として残るものと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.手応えや効果、地域や社会への影響など具体的成果 

(1)手応えや効果 

東日本大震災後、時間の経過とともに学校が避難所となり、子どもたちは不自由な学校

生活や避難所生活をしいられているとの被災地での実情を見て、被災地の子どもたちに対

して何かできないかと思っていたところ、河川整備基金の緊急助成事業の一環として子ど

もの水辺サポートセンターが日頃から取り組んでいる川での体験活動のノウハウ等を活か

して、被災地の東北で子どもたちを対象とした宿泊キャンプを実施することとした。 

計画が具体化して動き出したのが 6 月上旬で、準備期間が 2 ヶ月と非常に短かったにも

かかわらず､RAC本部ならびに RAC東北のメンバーの献身的な協力と参加者募集の広報や

募集活動に精力的に取り組んでくれたおかげと考えている｡改めてRAC及びRAC指導者の

行動力と指導者としてのスキルの高さを実感した｡ 

また、被災した子どもたちを対象とした宿泊体験キャンプということで、心理学関係の

専門家の皆さんには、キャンプ期間中のみならず事前研修や事後の反省会等にも協力をい

ただき、新しい分野の皆さんと連携することができたことと、水難事故防止の啓発活動を

通して安全・安心を目指している川での体験活動に、「心のリスクマネジメント」も重要で

あることをあらためて学び・認識することができた。 

 

Ａコース参加者全員笑顔の集合写真 
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(2)地域や社会への影響など 

①参加した子どもたちの保護者へのアンケート調査結果 

徳山教授のアドバイスもあり、子どもたちがキャンプに参加してどのように変わったか

を、生活をともにしている保護者に対しての事後アンケート調査を実施した。 

48 名の子どもたちは兄弟・姉妹参加もあり、キャンプ終了直後に 42件のアンケートを実

施した。このうち 21件の回答があり保護者の皆さんの関心の高さが伺える回答数と思われ

る。 

アンケートの回答内容を見ると、ほとんどの保護者から、キャンプから帰ってきてすぐ

に、「子どもから楽しかったという言葉が出ました」という感想が多く寄せられ、「今後も

このような活動を続けて欲しい、また参加させたい」というような意見が寄せられた。 

さらに、保護者から見た子どもたちの様子について、21件中 18 人の保護者から「安心し

て楽しめたようだ」、3 人から「少し緊張したが楽しめたようだ」との回答があり、保護者

の皆さんにも好評だったようで、キャンプスタッフや行動観察チーム等のメンバーの皆さ

んには大変な負担をかけてしまいましたが、主催者としても実施して良かったと思ってい

る。 

②川の指導者として新たな知見とノウハウを得たキャンプ 

東日本大震災で被災した子どもたちを対象としたキャンプを実施するということで、こ

れまでに経験したことがなかった心理面の専門家による行動観察チームのサポート受けな

がら細心の注意を払いながらいろいろな体験プログラムを行った。 

キャンプチームのメンバーやRAC本部ならびに子どもの水辺サポートセンターとしても、

このキャンプを企画・実践する過程で得られた新たな知見とノウハウは、今後の川を活か

した環境学習や体験活動の普及・啓発活動に活かすことができる貴重な経験となった。 

７.現在抱えている問題や課題 

今回の「子ども森・水キャンプ」は、河川整備基金の緊急支援助成事業として急遽企画

しましたが、RAC 本部ならびに RAC 東北チームの全面的な協力もあり、経費面やスタッ

フの確保面でも大きな問題もなく無事に実施することができた。 

しかし、このような支援活動はある程度継続することが重要と考えており、保護者への

アンケート結果にもあるように、来年も可能な限り内容は少し変更してでも開催したいと

考えておりますが、必要経費の確保とともに川の指導者の皆さんが最も忙しい夏休みに開

催するとなると指導者等のスタッフの確保が大きな課題と言える。 

被災した子どもたちの心のケアには、長い時間が必要であり、長期的な展望のもとに継

続した支援をすべきであるとの徳山教授からのアドバイスもあり、本年夏も再度キャンプ

の開催を検討している。 
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８.今後のプログラム展開について 

東日本大震災で被災した子どもたちは、キャンプ期間中は元気に活動しているように見

えたが、個人の状態を丁寧に把握すると震災や避難生活での影響も見られた。 

子どもたちの心のケアには、長い時間が必要であることから、継続した長期的な支援が

大切であるとの徳山教授からのアドバイスもあり、本年夏も再度キャンプの開催を検討し

ているところであり、今回のキャンプで得られた知見やノウハウをまとめ、次回のキャン

プに活かすとともに、今後実施される研修会等の機会を利用して RAC 指導者等にも広く伝

え、川や水辺での環境学習や体験活動の普及・啓発活動に活かしていきたいと考えている。 

また、徳山教授ならびに鈴木臨床心理士のアドバイス等キャンプ期間中の記録や行動観

察チームの観察結果については、整理しまとめる予定である。 

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 

防災教育の究極の目的は、いつ起こるか分からないが必ず起こる自然災害に対して、「い

かに自分の命を守ることができるか」ということを学び、一人一人が主体的に行動に結び

つけることができることと考えている。 

このためには、様々な自然災害を起こす川などの自然に対して、体験を通して学ぶこと

から始めることが不可欠と考えている。今後とも、川という自然に対する畏怖の念を忘れ

ることなく、次世代を担う子どもたちに伝えていきたいと考えている。 

10．その他 

「（財）河川環境管理財団」ならびに「子どもの水辺サポートセンター」の活動については、

下記ホームページをご覧下さい。 

（財）河川環境管理財団     http://www.kasen.or.jp/ 

子どもの水辺サポートセンター  http://www.mizube-support-center.org/index.php 

 

（次長 吉野 英夫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kasen.or.jp/
http://www.mizube-support-center.org/index.php
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NPO 法人 プラス・アーツ 

 

※ヒアリング調査による 

団体名 NPO法人 プラス・アーツ (回答：百田  真治氏) 

住所 〒131-0046 東京都墨田区京島 1-30-5 コーポ幸 1F 

連絡先 TEL 03-5655-2369  FAX 03-5655-2370 

団体の設立目的 混沌とする現代社会の中で、社会におけるさまざまな分野で沈滞

化し、活力を失っていたり、大きな課題を抱え壁に直面していたり、

行き場を失い方向性を模索したりしている状況を目の当たりにしま

す。 

社会が複雑化していくなかで、人々のニーズは多様化し、これま

での常套手段が通じなくなったり、一つの専門性では問題解決が図

れなくなってきており、そうした局面を打破するためには、既成概

念に捉われない新たな発想や新しい価値観に支えられた無限の可能

性を秘めた想像力が必要とされていると言えるのではないでしょう

か。 

こうした社会背景の中で、特定非営利活動法人プラス・アーツは

『教育』、『まちづくり』、『防災』、『福祉』、『環境』、『国際協力』と

いった社会の既存の分野に対して“アート”そのものを持ち込むの

ではなく、アートてきな発想やアーティストの持つ既成概念に捉わ

れない創造力を導入し、それらが分野それぞれに抱えている様々な

課題や、問題を解消し、再活性化させることを活動目標に掲げてい

ます。 

  

1. プログラム名 

レッドベアサバイバルキャンプ 

2. 実施期日 

2011 年 10 月 8日(土)・9日(日) 

3. プログラム内容 

レッドベアサバイバルキャンプとは、親子で一緒に学べる避難生活体験プログラム。防

災時の知識はもちろん、どんな状況でもたくましく生き抜く知恵や力を、楽しみながら身

につけることができる。もしものときの「備え」を、自分たちの頭と体にしっかり刻み込

む 1 泊 2日である。 
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1日目 

9:00   

10:00 現地集合／オリエンテーション 

  語り部さんのお話 

11:00 救急救命講 

12:00 力を合わせてテントを張ろう！ 

13:00 (昼食)持込非常食の試食大会 

14:00 サバイバルワークショップ 

15:00 ～みんなのために準備をしよう～ 

16:00   

17:00 (夕食)おいしい炊き出しごはん 

18:00   

  灯明の点火／自由時間 

19:00 キャンプファイヤー 

20:00   

21:00 入浴／就寝準備 

  就寝 

 

2日目 

6:00   

  起床 

  神戸防災体操 

7:00   

  テントの片付け 

8:00 
(朝食)カセットコンロであったか朝ごは

ん 

9:00 家族対抗！ 

10:00 レッドベアオリエンテーリング 

12:00 (昼食)サバイバルご飯を作ろう！ 

13:00 片付け／ごみひろい 

14:00 終わりの会 

  解散 

15:00   

 

4. プログラムの特徴 

対処療法的な防災だけでなく、キャンプを通して震災時を生き抜く「たくましさ」を養

う。実際の被災に備え、地域住民がまちなかでキャンプをすることで、その地域のコミュ

ニティ再生にも寄与できると考えている。 

5. 指導体制と参加人数 

・キャンプサポーター：39 名（「KIITO ＋ DESIGN ゼミ」vol.3 メンバー29 名＋協力メ

ンバー10 名） 

・運営スタッフ：4 名（神戸市消防局／ NPO 法人プラス・アーツ） 
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・一般参加者：17 グループ／ 50 名（大人：24 名 子ども：26 名） 

・参加対象：小学生の子どもを含むファミリー（2 名～ 5 名） 保護者が 1 名以上いれば、

5 名まで 1 グループとして参加可 

  基本的に子どもだけの参加はない。家族で知識を教え合い、学び合うことを目的とし

ている。 

6. 手応え、効果 

普段体験できないことができたので来て良かった、知らない人と協力し合うことも貴重、

家族の絆を深めるいい活動だという感想があった。アウトドアと防災がつながっているこ

とに気付き、家族でもっとアウトドアを体験し、緊急時に役立てたいという声が多かった。 

宿泊型プログラムのメリットとして、スタッフとお客様という立場ではなく、みんなで

学び合おうという姿勢が見える。カエルキャラバンは参加者が多いため、一人ひとりと話

すのは難しいが、キャンプは参加者が限られるため１人ひとり話すことができる。 

7. 現在抱えている問題と課題 

スタッフのチームワークが重要である。事前準備として、話し合いを十分に行う必要が

ある。初めてプログラムを行う場合、スタッフの収集、集客から始めなければならない。 

8. 今後のプログラムの展開について 

学校などで地域の人と関わり、もっと街中で行いたいと考えている。このようなプログ

ラムを行う場所が少ないので、地域の方に協力してもらって行う。地震の時は、公園や学

校がキャンプの状態になり、地域の人と人とが交流し、話し合う場になる。そのため場所・

人のつながりがうまれる機会を増やすことに取り組んでいきたい。 

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 

その地域での問題点を明らかにした上で、プログラム内容と参加者に何を伝えるかを考

える。プログラムを企画する際は、地域の過去の災害などの事前調査を行い、問題を掴ん

でおく必要がある。「担い手」と呼ばれる、地域でまちづくりを行っている人や、PTA、公

民館、ボランティアなどの地域の歴史に詳しい人に協力してもらうのも良い方法である。 

10. その他 

<イザ！カエルキャラバン！> 

家族連れで賑わう新しいカタチの防災イベント 

子どもたちや若い親子を対象に、震災時に必要な「技」や「知識」を身につけてもらう

新しい防災訓練のシステム。美術家・藤浩志氏が全国で展開するおもちゃの物々交換プロ

グラム「かえっこバザール」のシステムと、ゲーム感覚で楽しみながら消火・救出・救護

などの知識やワザを学べる「防災訓練プログラム」を組み合わせたプログラムである。2005

年に神戸で開催されて以来、全国各地で開催され、アジア諸国や中米でも開催されている。 
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阪神・淡路大震災から 10年目のときに、兵庫県と神戸市から依頼を受け、震災の教訓が

風化している現状から子どもたちに知識と技を伝えていくイベントとして考えた。 

被災体験者 167 人からアンケートとヒアリングを行い、震災時に役立った知恵や方法を

集めプログラム開発を行っている。 

地域ごとの歴史に適合した内容を考え、東日本大震災以降、特に地域性を考慮するプロ

グラム作りに尽力している。 

 

（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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日本トイレ研究所 

日本トイレ研究所 

※ヒアリング調査による 

団体名 日本トイレ研究所 （回答：加藤 篤氏） 

住所 〒105-0004 東京都港区新橋 5-5-1 IMC ビル新橋 9F 

連絡先 TEL 03-6809-1308  FAX 03-6809-1412 

団体の設立目的： 衛生的なトイレを利用できない人が世界に 25億人、下痢で命を奪わ

れる 5歳未満の子どもが世界中で 1年間におよそ 190 万人いる。その

原因はトイレの未整備や不衛生な生活環境からである。トイレの改

善・整備は国内外を問わず、人々に快適性や利便性、健康を提供し、

地域の安全や地域経済の活性化にも貢献する。また、環境に配慮した

トイレ・し尿処理の普及は、地域・地球環境の改善という観点からも

重要である。 

こうした認識に立って、関係機関と連携・行動し、トイレ環境の改

善をとおして、誰にとっても安全・安心できる地域社会づくりと健全

な地域環境づくりに貢献することを目的に活動している。 

 

1. プログラム名 

山形県米沢市で子どもを対象にした 1 泊 2日の避難所生活体験 

2. 実施期日 

2011 年 山形県米沢市北部コミュニティセンター 

3. プログラム内容 

公民館の中で地元の子どもと保護者で段ボールトイレ作りを行った（完成まで 2 時間ぐ

らい）。事前の学習として、健康、衛生面の知識をシェアした。避難所生活体験では、公民

館の水洗トイレを一切使わずに参加者全員でつくったトイレで用を足した。 

ビニール袋と新聞紙で個人用のトイレをつくり、段ボールトイレにセットして使用する。

使用後に灰（殺菌・消臭脱水効果ある）をかけて密封し、それを袋に入れてゴミ箱にスト

ックしておく。 

4. プログラムの特徴 

既製品のトイレを渡すと維持管理やマナーの課題が生じるがトイレの大事さをシェアし

て作ったことでトイレに愛着がわいた。トイレに名前をつけて顔を描いた子どもたちもい

た。 

本地域では避難所生活体験（防災キャンプ）は毎年実施しているがトイレ作りは初めて

だった。避難所での健康管理は、食べて出すまでの一連の流れの中で考えていく必要があ

る。防災クッキングだけ行って、トイレは水洗というのでは不十分である。 
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簡易トイレを使った事がある人とない人とでは災害時の対応能力が大きく異なる。トイ

レは命にかかわることであるが、軽視されがちだと感じている。 

トイレに行くのが嫌で、水分や食事を控えてしまうというケースは多い。そうすること

で、エコノミークラス症候群になり、死に至ることもある。また、体力低下は、呼吸器系

や胃腸炎等の感染症につながる。つまり、食べるのと同じくらいトイレは重要である。 

5. 手応え、効果 

参加者は他者を思いやりトイレをきれいに使用するようになる。また、トイレや排泄に

対するマイナスイメージを払しょくし、トイレ環境の改善に取り組むことで、安心して排

泄することができるようになる。つまり、水分や食事も必要なだけ摂取できることになる。 

6. 現在抱えている問題と課題 

非日常をいかに日常化していくかが課題である。「防災教育をするから」ではなく、日常

の中に防災イベントを盛り込んでいくことが重要と考えられる。 

2007年、恵比寿ガーデンプレイスにおいて、地元に本社を置く企業と連携して、「食べる・

飲む・出す」「住まう」「情報」等のイベントを実施した。エンターテイメント要素を盛り

込んだ防災教育である。「楽しい」イベント（野外フェス、お祭り花火大会、商業施設）に

防災教育の要素を盛り込んでいくことで効果的に啓発できると考えられる。東京で実施さ

れた帰宅困難者訓練において、コンビニで水洗トイレを借りて用を足す参加者がいたが、

実際は断水になる可能性がある。水洗トイレを使用しないことを前提とした訓練のあり方

も検討する必要がある。 

7. 今後のプログラムの展開について 

避難所の災害用備蓄トイレを実際に使ってみることが重要である。組み立ててみただけ

では分からないことが多い。被災地では、強風で倒れてしまうトイレもあった。イメージ

するだけと本当に排泄するのでは、精神面と身体面へのストレスが違うことを感じるだろ

う。訓練において使いたくないようなトイレでは、いざという時には役立たないと思われ

る。また、汲取りも含め、維持管理のしやすさを事前に確認しておくことが大切である。 

8. 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 

災害時のトイレ対策は、水・食糧と同じくらい重要であり、命に関わる大切なテーマで

ある。個々人の健康だけでなく、避難所を含めた地域全体の衛生問題とも大きく関係する。

また、トイレは避難所で唯一１人になれる空間でもある。とくに、女性や子ども、高齢者、

障害者にとっては深刻な課題である。安心して排泄できるトイレ環境を時系列に応じて段

階的に改善していくことも意識する必要がある。時間軸、インフラの被災状況、利用者層

など、様々な視点から災害時のトイレ対策を考えて頂きたい。 
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10. その他 

〈災害時トイレ衛生管理講習会〉 

2012 年 5 月 26、27 日に第 1 回目の災害時トイレ衛生管理講習会を開催する（今年が 1

回目）。対象となる主な参加者は、企業の危機管理担当者、行政の防災担当者、教職員、避

難所運営に携わる方々を想定している。 

災害時にも安心して利用できる「トイレ環境」（備えも含める）をつくり上げる人材育成

を目的としている。 

 

（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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特定非営利活動法人 国際自然大学校 

 

団体名 特定非営利活動法人 国際自然大学校 

住所 〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 4-17-11 

連絡先 Email : info@nots.gr.jp 電 話： 03-3489-6320 FAX ：03-3489-6921  

団体の設立目的 東京、山梨、栃木、沖縄に拠点を持ち、関東圏を中心に全国的な展開で

活動する自然学校。子どもを対象としたサマーキャンプ、スキーキャン

プから、大人の自然体験、アウトフィッターコース、指導者養成コース

など、様々な体験型の環境教育・野外教育プログラムを通じて、「アウ

トフィッター（自然や人とのかかわりの中で、人生を前向きに生きてい

る人）」を育成している。 

〈主な事業〉 

自然体験活動・野外教育・環境教育を軸に 

①年間を通じて子ども体験教室、シーズンキャンプ、森のようちえん 

などの企画運営 

②プロの自然体験活動指導者、ボランティアなどの人材養成プログラム 

③要支援者のための体験活動 

④若者の自立支援 

⑤学校･団体･企業向けの体験活動 

⑥青少年施設など指定管理施設の受託運営 

年間の活動内容 春 スプリングキャンプ・企業研修･学校団体キャンプ、GW事業、田

植えなど 

夏 ７〜８月 サマーキャンプ 40事業程度 

秋 稲刈りなど収穫事業 

冬 スキーキャンプ、雪上活動、里山体験事業（味噌作り、麹つくり

など） 

※その他通年事業として子ども体験教室、日野春冒険隊、親子キャン

プ、若者自立支援事業、障がい者対象の事業、自然教室など学校団

体向け事業、地域団体キャンプ等の支援など 

 

1. プログラム名 

子ども体験教室 

2. プログラムの内容 

国際自然大学校では、outfitter（アウトフィッター）「自然と人とのかかわりの中で人生

を前向きに生きる人」を育てることを理念として様々な体験活動を行っている。活動は、「感

じ」「考え」「行動する」というラーニングサイクルに基づき構成され体験活動を通じて個

人の「自主性」「生きる力」の成長を促すことが目的である。 

また、個人の成長だけでなく、チームの構成メンバーとの関係作りによる社会性の醸成

や地域貢献、自然環境にも配慮した活動・行動を基本としている。 
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(1)様々な対象や年齢に対応した活動 

国際自然大学校でのプログラムは、「自然体験活動の導入」「発達段階を考慮したもの」「異

年齢の関係性を考慮したもの」「困難体験による成長をねらいとしたもの」など様々な形が

ある。 

いくつかの条件を組み合わせて実施されているのが｢子ども体験教室｣である。5~6人の子

どもに対して 1名のスタッフで運営する年中~年長を対象とした「キッズコース」から、小

学 1~2 年を対象とした「ビギナーコース」、小学 3年～6 年を対象とした「フロンティアコ

ース」、小学 5 年～中学 3年を対象とした「パイオニアコース」があり、すべての活動は保

護者から離して行われている。 

プログラムはアウトフィッターの育成という理念のもと国際自然大学校の職員によって、

発達段階に合わせたねらいを元に立てられる。活動は「幼児ならグレードの低い体験でい

い、面白ければいい」という思考ではなく、学校や日常生活ではできない、体験から「感

じる心･チャレンジ精神･社会性」を育むように構成されている。 

主に小学校中高学年と小学校高学年~中学生を対象とした活動から紹介する。 

①子ども体験教室フロンティアコース 

フロンティアコースは、行動力 UP～前向きに生きる力～をテーマに全 6回（2 回の宿泊

活動）で構成される。活動内容は、オリジナル食器作り、無人島探検、キャンプ、野外ス

キルの検定、登山、30km チャレンジハイクなどで、『一緒に過ごす仲間と協力し、挑戦す

ることを通じて、感じたことや考えたことを自ら行動に移す力を高める』ことを目的とし

ている。 

②子ども体験教室パイオニアコース 

パイオニアコースは、挑戦力 UP～冒険心を育む～をテーマに年間全 6 回の活動（4 回の

宿泊活動）で構成される。『冒険活動を通じて、心を鍛え、人や自然への優しさ、野外生活

に必要な知識を身につけ、どんな状況でもやりぬく力を養う』ことを目的としている。活

動内容は、野外調理、シーカヤック、ロープワーク、スノーシューハイク、30km オーバー

ナイトウォーキングなどで、初回からチームビルディング、野外技術の向上、マウンテン

レスキューなどのテーマが設定されている。 

(2)防災教育的要素をもった活動 

子ども体験教室の中から防災教育的要素が含まれた活

動を紹介したい。 

①チャレンジハイク 

コースごとに距離の違うチャレンジハイクが行われ

れる。年間の活動を通じて育まれた他者とのかかわりを

十分に発揮しながら困難に挑戦する。幼児は 5km、小学

１~2 年は 10km、3 年以上は 30km 歩く。パイオニアコ

ースは 30kmをオーバーナイトで歩き、途中キャンプ用
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コンロを使った自炊がある。体感として距離を経験すること、距離と体力の関係を経験す

ることができる。 

②野外調理 

一般的に青少年教育施設で使われている飯合は使わ

ない。登山用もしくはアウトドア用の鍋を用いる。飯合

がなければ米が炊けないのでは意味がない。まずは「米

を炊けること」。確実に炊飯できるようになるまで繰り

返し練習する。 

活動場所により、焚き火を用いたり、キャンプ用のコ

ンロを用いたりと課題を変える。ボタン一つで米が炊け

てしまう時代に装備や天候などの条件が変わる中で炊

飯の段取りができる技能と判断力の成長を図る。 

季節や場所で、炊事のための条件は異なる。火が使え

ない、飲料水が少ない、鍋がないなど、擬似サバイバル

的な要素も含めて、与えられた条件の中で最良の方法を

見つけ行動できるようになるために。 

③シート張りやテントの設営 

基本的にドーム型テントを用いたキャンプを行う。そ

れ以外にも、ロープワークを学び、工事用シートを使っ

て簡易テントを設置しての集団ビバークなどを行って

いる。設営の方法を身につけること、テント泊体験はも

ちろんだが、荒天時や積雪期などでも活動に支障がない

ように身になるまで繰り返し使用する。 

④継続した班での活動とチームビルディング 

集団活動での規範作り、チームワークとメンバーシッ

プの実践を行うために冒険教育の手法を用いたグルー

プワークを取り入れている。チームで失敗と成功を繰り

返す課題解決を繰り返すことで真のチームとしての成

長がある。短期的な集団キャンプと違い通年で同じ班、

同じキャンプカウンセラーとの活動を行うことで、個々

の成長を理解し疑似体験でなく成長していくことができる。また、活動報告やカウンセリ

ングカードを用いて保護者との連携を図ることで日常生活へのフィードバックを活かして

いける仕組みを構築している。 

⑤その他 

他にも防災教育に関連する日常活動の紹介事例は多々あるが、紙面の都合もあるので項

目だけを以下に例示する。 
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読図・コンパスワーク・ロープワーク・登山・火越し・

救急法・食器作り・雪上キャンプなど 

以上、国際自然大学校の子ども体験教室における災害

時への準備とされる活動を紹介した。活動においては、

単に災害時に必要な知識や技能が身につくだけでなく、

適切な判断･行動ができる力を養うことが必要である。

また、集団の中での自分を意識し、どんな状況において

も人間らしく豊かな心で目的に向かって努力する姿勢

を忘れてはならない。 

この事業にかかわる指導者の育成も重要な要素であ

る。子どもたちにとって親でも学校の先生でもない模範

となる指導者の存在は欠くことはできない。 

3. 指導体制と参加人数 

コース キッズコース ビギナーコース 
フロンティア 

コース 

パイオニア 

コース 

活動回数 8 回 8 回 6 回 6 回 

クラブ 3 クラブ 3 クラブ 3 クラブ 1 クラブ 

参加者数 119 名 114 名 117 名 年間登録 33名 

スタッフ総数 43 名 31 名 34 名 9 名 

 

4.手応えや効果、地域や社会への影響など具体的な成果 

(1)子ども体験教室の成果 

子ども体験教室では、毎回の活動後、スタッフが個々の活動の様子をカウンセリングカ

ードに記入し保護者へ送る。保護者からも感想、フィードバックをもらうようにしている。

また、毎年最終回に修了式、3 月に思い出会を行っている。 

活動を確認するとともに、保護者からの感想、フィードバックを受けて翌年の事業に活

かしている。以下は参加者、保護者、ボランティアスタッフの声である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①『パイオニアコース、活動を終えて･･･』 （中学３年生 男子） 

大変だったのは、多々ありましたが､中でも第三回の編笠山登山が一番大変だったと思っています。

登山を始めて 10 分後に○○がとつぜん「体調が悪い」と言い出し、みんなで○○の備品などを持って

いかなければならなかったからです。しかし､その中で、班の中で協力するということができて、とて

もよかったと思っています。 一番思い出に残っているのは、30km オーバーナイトです。私は、中学

三年生なので、今回でパイオニアが最後となります。そのため、ゴールした時に 30km オーバーナイト

が終わった時の喜びと、参加するのは最後なのだという寂しさがこみ上げてきました。それが一番思い

出に残っています。大学に進んだらカウンセラーなどもやってみたいと思っています。これからもいろ

いろな形でノッツに関わっていきたいと思います。     
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5.現在抱えている問題や課題 

東日本震災と福島第一原発の事故は私たちの生活の豊かさに対する根本的な疑問を社会

に投げかけることになった。自然体験活動を用いて社会のために何ができるのか、余震や

予想される直下型地震・放射線への不安など風評も含め国際自然大学校だけでなく、全国

の自然学校の大きな課題となっている。 

震災から 1 年が過ぎた今でも、頻発する地震や拡散した放射線への不安によって、一部

保護者は子どもと離れることを不安に思い、目に見えない放射線への不安のために外遊び

を回避・警戒している。その為、これまでよりもより細かい災害時マニュアルの作成や保

護者向けの資料の作成を余儀なくされている。保護者の不安は様々であり、そこに十分に

応えることができているかが課題である。 

また、直接参加者に接する指導者の育成も課題である。ボランティアの達成感がなけれ

ば継続した活動へのかかわりを維持できない。多くのボランティアに参加していただいて

いるが、数の獲得とレベルの維持向上は毎年大きな課題である。 

 

②『パイオニアコース、活動を終えて･･･』（小 5男子保護者） 

班で作戦を立てて壁を越える課題が大変だったようで、「腕は引っ張られるし、足はぶら下がれるし

で体が伸びちゃった。」と言っていました。でも全員が登れた達成感はとても大きかった様子です。班

の中で自分は年齢も上で、長年参加している経験者だという自負は回を増すごとに強くなっているよう

に思います。（中略）自分の限界を越えるということが体感できたのも大きな収穫です。「もうダメ、ム

リ、と思っても、そこから頑張ってやってみよう」というキャンプカウンセラーのアドバイスを、学校

の持久走のときに思い出し、きつくてムリと思った時に「よし、ここから頑張って走ってみよう」と思

い、走ったそうです。活動から帰ってきた翌日のことです。いつもは弱いと見られていた息子が、皆が

へばっても走り続けているので、クラスの皆にすごいと誉められたそうです。（中略）きっといろいろ

な苦しい状況になった時に、この感覚を思い出して成長していってくれたらと思います。 

 
③『フロンティアコース、活動を終えて･･･』（ボランティアスタッフ） 

一年間の活動を通して感じたことは子どものたくましさです。土砂降りの雨の中での活動、自分

達の力だけでイカダを作ったりテントを立てたりという活動など、子どもたちにとって決して楽で

はない状況の中や難しい課題のある活動もありましたが、子どもたちはいつもそのような状況の中

から面白い事や楽しい事を見つけて、どんなときも笑顔でした。キャンプカウンセラーとして自分

が子ども達を引っ張っていかなくてはならないと思っていましたが、実際の活動の中で子どもと接

し、子どもには大人の想像以上に～がやりたい！という行動力やパワーがあり、それを実現させる

力を持っていることを実感しました。 
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6.今後のプログラム展開について 

「防災教育」と銘を打たなくとも我々の行っている活動は防災教育の要素を持っている

という自負があるが、よりわかりやすく、多くの人たちに防災･災害教育をおこなっていく

ためには、あらためて「防災･災害キャンプ（仮称）」を事業として構築していく必要を感

じている。また、独自の事業だけでなく、学校や地域を巻き込んだ形のプログラムの提供

の準備をしている。 

また、「防災･災害教育」だけでなく、災害に遭った子どもたちのためのグリーフキャン

プ」も視野に入れている。 

7.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 

キャンプなど野外教育の手法を用いて防災教育をおこなうことはそれほど難しいことで

はない。ねらいを明確にして指導団体の持っている手法にとどまらず、実際に被災地で起

こった様々な事象を基にした技術だけでない、心にも配慮したプログラムをつくり出す必

要がある。 

体験活動を通じ、思考力・試行力を育むことはサバイバルのテクニックを身につけさせ

るよりも重要である。非日常の中で、「他者とのかかわり」「社会の中でのあり方」「自分の

身は自分で守る」ということが身につくことが大切である。災害時に自分がやるべきこと

が判断できる人材を育成するプログラムが必要である。 

 

（佐藤 繁一） 
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特定非営利活動法人 川に学ぶ体験活動協議会 

 

団体名 特定非営利活動法人川に学ぶ体験活動協議会 

住所 東京都台東区谷中 3-6-16大輪ビル 3階 A室 

連絡先 TEL.03-5832-9841 FAX.03-6893-2642 

設立目的  当協議会は、平成 10 年河川審議会川に学ぶ小委員会報告「川に学ぶ

社会をめざして」に基づき、希薄となった川と人々との関係を取り戻す

ことを目的に、平成 12年 9 月（NPO 法人設立年月日―平成 17年 12

月 14 日）に設立された。 

年間の活動内容 設立当初より、川の指導者の育成事業に力を入れており、全国各地に

おいて川で活躍する市民団体と協力し、水辺に子どもの賑わいをもう一

度取り戻すために、子どもを安全に楽しくいざなう川の指導者を育成し

ようと、カリキュラムを作成し、指導者の認定制度づくり・養成講座を

展開している。なお、平成 17 年末からは NPO 法人として新しい活動

を推進している。 

最近では、川活動の安全性を高めるために、「全国川遊び 100 選」の

紹介や、「全国一斉 1 万人・川の流れ体験キャンペーン」などの普及事

業を、全国の構成メンバーと展開しており、川の安全利用に向けた取り

組みがますます広がりつつある。その他、「安全対策について」のカリ

キュラムを発展充実させたテーマ別講座も開発し、川での教育を深める

ための「川育」ツールの研究や防災への取り組みなど、川に学ぶ社会づ

くりへ向けた様々な取り組みを模索している。 

 

1. プログラム名 

RACサマーキャンプ 

2. プログラム実施期日 

平成 20年 7月 21日～平成 22年 8 月 28 日（計 15 回） 

3. プログラムの内容 

川での身の守り方や川と人との関係を体感する中で、子どもの生きる力を育てる取組み

として、小中学生向けにサマーキャンプ（長期自然体験活動）を各主管団体が普段活動し

ているフィールドで 1 週間前後実施した。 

当該事業におけるキャンプの中から、平成 20年度に那珂川で実施したプログラムについ

て紹介する。 

(1)火起こしからの自炊経験 

夕食及び朝食は、全て子ども自ら行った。火起こしは、鉈を使って薪割りから行ったが、

一番最初の火起しでは、大きな薪へ新聞紙から直接火をつけようとしていたために、時間

が掛かっていた。しかし、2 回目、3 回目となると、1 度目の失敗から多くのこと（新聞紙
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はねじって固めて火をつけるとよいこと、最初は枝など細

い木へ火をつけるとよいこと、沢山の木を詰め込むと火が

消えてしまうこと、火力を強くするためには竹でつくった

鞴で空気を送るとよいこと等）を学んだために、短時間で

火をつけることができるようになっていた。 

(2)魚とり体験 

2 日目の午後の体験で、近所の田んぼの中を流れてい

る小川で水生生物調査を行った。地元の高校の水産科の

生徒と先生によって指導された。高校生の手作りのタモ

網と四ツ手で数人のグループごとに分かれてガサガサ

による調査を行ったところ、陸から想像ができないほど

沢山のモツゴやオイカワなどの魚が捕獲された。大きな

魚はキャンプサイトに持ち帰って、竹串に刺して、塩焼

きにして食べることとした。普段魚を食べない子どもも、自分の捕った魚は格別のようで、

淡水魚では美味しい部類に入らないオイカワやモツゴのこげて苦いところでさえも、美味

しいと全部食べていた。この体験を通じて、小さな小川には食べられる魚がいること、タ

モ網などの道具があれば水草の間などに隠れている魚を

がさがさすると捕れることなどを体得することとなった。 

(3)ライフジャケット着用体験など 

川での活動を行う最初のプログラムとして、川の危険箇

所をビデオ教材を使ってグループ討議により抽出した。川

で安全に行動するためには、まずは、川の何が危険なのか

を事前に知ることが必要であること。次にその危険への対

処方法も学習した。その後、実際に流れのある川へ行き、

溺れないようにするために重要な浮く道具として、ライフ

ジャケットの有用性を実体験により学んだ。また、流れの

中で川の流れの力を使って泳ぐ方法や、流れの中ではプー

ルよりも冷たく感じることや、川の場所によってはとても

冷たく感じる場所があることも体感した。また体が冷えた

ときには川原の水溜りで暖まることができることなども

学習している。 

(4)スローロープ救助体験 

実生活で子どもがスローロープで救助するという場面は想定していないが、小学 3 年生

でも 10年後もすれば成人となり救助する側となる。救助されるという体験と、自分が友達

を救助するという経験を行うことで、陸上からでも長いものがあれば溺れている人を救助

できることを体感した。普段の生活の中でも、いざというときには、真っ先に飛び込むの
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ではなく、陸上から救助する方法を考えることの大切さを知る機会となった。 

(5)簗場見学 

川の実習会場は観光簗場のある場所でもあり、昼食後

には伝統療法である簗場漁を見学した。見ている傍で、

大きな鯉やうなぎが簗場にあがり、それを掴んではかご

の中に入れる機会に恵まれた。 

 

 

 

4. プログラムの特徴 

当プログラムでは、生きる力を養うことを目標に、川での体験活動を行うことを通じて

人間も自然の一部ということを感じる機会をつくることも狙いとした。この取り組みでは

活動に参加者した子どもの変化について評価の結果、生きる力に関する多くの項目におい

て効果が認められることが明らかとなっている。 

5. 指導体制と参加人数（実績） 

・ RAC トレーナー（CONE トレーナー）がキャンプディレクターとなって、RAC インス

トラクターやリーダーがキャンプ・インストラクター及びリーダー的な役割を担った。

また野営活動が中心となるために、日本キャンプ協会のキャンプ・インストラクター等

の野営技術を有するメンバーが一緒に行うこととした。 

・ 参加人数は平成 20 年度 7 箇所(117 名)、平成 21 年度 4 箇所(42 名)、平成 22 年度 5 箇

所(41 名)のキャンプ合計で 200名が参加 

6. 手応えや効果、地域や社会への影響など具体的な成果 

プログラムの体験を通じて、普段は学校で川は危険だから川に近づくなと言われていた

未知の世界であった場所が、魚だけでなく水生生物や鳥など沢山の生き物が生息し、変化

に富む、人にとって必要不可欠な空間であることを実感する機会となった。 

7. 現在抱えている問題や課題 

RACサマーキャンプは、地球環境基金の助成によって最低限の運営資金を確保していた。

そのために参加費を安価に設定することができたために、一般的な子どものキャンプ料金

となっている 1日 1 万円という設定ではなく、1 日 3 千円前後という食費程度の極めて低価

格な参加費に設定することができた。そのために保護者の所得に左右される幅が少なかっ

たと思われる。 

しかしながら、基金助成が途切れてからは、子ども手当が施行されたにも関らず継続し

て実施できている地域は半減した。原因としては基金助成のなくなったために、活動費用
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の基礎部分がなくなり、それを参加費へ上乗せして実施した場合に参加者確保が困難であ

ることが想定されたことや、子ども手当がこのような自然体験プログラムへ活用されてい

るのではなく、親の所得補填という意味合いで、生活費の一部に補充されているのではな

いかという実態がありそうなことも垣間見える。 

8. 今後のプログラム展開について 

昨年の東日本大震災の発生前から、水の災害から身を守るための防災教育への取り組み

はキャンプなどを通じて模索されているが、発災時の対応から発災後の対応も含めた対応

プログラムも集積して共有する取り組みを始めることとなっている。 

例えば、空き缶で米を炊くという手法を教えたい場合でも、身近なもので米を炊く方法

について自分たちで考え、実証するという取り組みを通じて、失敗から多くことを学ぶと

いうプログラム手法を多く集積していく方針である。 

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 

RACでは水辺での救助に関する講習「RAC 水辺のレスキュー講習」を開発して実施して

いるが、その中では、身近なもので救助するというプログラムがある。ライフジャケット

やスローロープという便利な道具がいつもあればよいが、いざという時にそのような便利

な道具のある機会は極めて少ない。そこで、いざのときに身の回りにあるものでいかに救

助するかという訓練と現場での実証を行っている。この取り組みは、子ども向けの防災教

育プログラムでも導入できる。冷蔵庫の電源が切れたときに、どのように食料を保存し活

用していったらよいのかという検証から、普段の食料品のストック方法まで考えるという

プログラムなどは、どこでも行えるプログラムではないかと思われる。必要なのは、①自

ら考える時間をつくること、②できれば考えたアイディアを試すことができること、③試

した結果を再考すること、④他の人の考えや実証結果を共有すること、というプロセスを

導入できるかどうかが重要であろう。 

10. その他 

災害時に必要なのは、発災時は「命の確保」であるが、発災後は、「生命の維持」に重点

が移ることになる。被災しないように普段の生活から見直すことが大前提となるが、発災

時、発災後の対応も重要である。 

発災後の「生命の維持」の段階で必要なのは、季節に関係なく「水」「食」「明」「排」「衣」

「眠」（「住」）の確保である。冬であれば「暖」、夏であれば「涼」「防(虫)」の確保が必要

になる。これらの生命の維持に必要な事項を、便利なキャンプ道具だけではなく、身近に

あるもので確保できるようすることも防災教育プログラムに導入してはと思う。 

 

（斉藤 隆） 
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公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

 

団体名 公益財団ボーイスカウト日本連盟 

住所 〒113－0033 東京都文京区本郷 1－34－3 

連絡先 TEL  03-5805-2561 FAX 03-5805-2901 

E-Mail info@scout.or.jp（代表） 

団体の設立目的 この法人は、世界スカウト機構憲章に基づき日本におけるボーイスカウ

ト運動を普及し、その運動を通じて青少年の優れた人格を形成し、かつ

国際友愛精神の増進を図り、青少年の健全に寄与することを目的とす

る。 

年間の活動内容 全国に約 2,500 団が組織され、対象である小学生〜大学生年代までを団

ごと 5つに区分した隊が、毎月 2〜3回異年齢で編制された小グループ

を中心に自主性・自発性ある活動プログラムを展開している。 

１.はじめに 

スカウト運動は、外観的に同じ服装を身に付けた徒党を組んで活動する団体のように映

ることから、日頃より団体訓練をしていると思われている。実際そのような一面も一部に

はあるものの、基本的には「自発性」や「自主性」によって活動する個人単位に成長を支

援することが教育方針となっており、やらされているのではなく自分の意志で取り組むこ

とに重きをおく活動である。 

また、常に自分のことだけでなく、周囲の人々や動植物のことまで考慮した活動を目指

している。これは、自然の中で体感する神秘や人の力では到底及ばない数々の事象体験を

経て、畏怖の念から「生きる」という意志と「生かされている」と思える自分に出会うこ

とができるからである。 

２.様々なハイキング 

一つひとつの野外技能や知識のいくつかを複合的に組み合わせてプログラム化したのが、

ボーイスカウトのハイキングである。小学校低学年の「ビーバー」部門は、指導者の引率

による全体行動でのハイキングとなるが、小学校中学年の「カブ」部門は、5～6人の「組」

ごとに 1～2名の中学生ジュニアリーダーや保護者等の準指導者が同行するハイキングとな

る。小学生高学年と中学生の「ボーイ」部門では、6～8 名の「班」ごとスカウトだけでの

ハイキングとなり、全ての行動に対しての「権利」と「義務」が生じる。当然事前計画で

は、設定されたテーマに沿ってスカウトと指導者とで組み立てられるが、その中で指導者

に委ねられる魅力的な意外性が盛り込まれなければならない。初めての体験は、ただ単に

面白さの追及で生まれることではなく、新たな視点での活動の広がりを感じさせることに

ある。また、柔軟な発想力と奔放なスカウトのニーズを如何に受け止められるかが指導者

としての技量となる。 
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(1)追跡ハイキング 

追跡ハイキングとは、予めスカウトと指導者との間で承知している「追跡記号」を用い

て「目的地」や「移動ルート」を伏せて実施するハイキングのことをいう。俗に言う「ミ

ステリーツアー」のようなものである。ただし、道に迷う、行動することが難しくなった

りする非常時のことを考え、その際に対応すべき行動案内と連絡用の小銭を入れ封印した

「命の綱」という手紙を持たせる。 

追跡記号は、通常地面や壁、立ち木等に施されるので、グループで役割分担し観察推理

を駆使しいかにして確実に探せるかが鍵となる。また、途中には「指示書」も隠されてお

り、その課題を解決していく。限られた装備、時間、人数等、自分たちの知恵を試される

ことになる。具体的には、途中のポイントに用意されている食材を用いて昼食を調理した

り、グループの中にけが人が発生した想定で救急処置をしたり、ルート途中の寺社の由来

を調査することなどが課題となる。 

このハイキングは「カブ」部門、「ボーイ」部門で用いられ、それぞれ年に２～３回実施

される。特に「ボーイ」部門では「パトローリング」というハイキングする際の体型が設

定されており、可能な限りこの形で取り組む。また、追跡記号はそれを辿るためのものだ

けでなく、次に続く誰かに伝えるものでもある。初めて訪れた街や山道などでその道中の

記憶だけでは心もとない場合にも、手がかりとなる「印」を残しておくことで非常時への

対応が可能となる。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                   ⑤ 

                      ⑦ 

進行方向 ←    ②         ① ⑥       ③ 

⑧ 

  ④ 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

－パトローリングの体型－ 

凡例：①総括（班長）、②先鋒（次長）、③しんがり、④左翼、⑤右翼、⑥・⑦・⑧助手 

 

実際例として、山中に墜落したセスナ機に同乗していた高校生のスカウトが、負傷した

大人を残して助けを求めるために下山した際、救助隊が事故現場に辿りつけるよう「追跡

記号」を残し、速やかに救助が行われ無事救出されたことがある。 
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－追跡サインの例－ 

(2)雨天ハイキング 

野外での活動では、天候に左右されることは当然である。雪はともかく、雨は誰もが嫌

がる傾向にある。スカウト活動では、特別に荒天でない限り晴雨に関係なく活動すること

としている。当然、雨でもハイキングは実施するもコースを短くしたり予定変更は一般的

に行われているが、この場合も雨を厄介なものとして認識していることとなる。そこで、

発想を１８０度転換し雨天時での開催を前提とした「雨天時ハイキング」がある。雨天に

おいてもいかにして快適に歩けるか雨具を工夫する、濡れないように記録をとるにはどう

するか、雨天時の携行食はどれがベストかなどをスカウト自身が考え、準備万端で雨を楽

しみに待つことになる。 

これは敢えて、通常皆が嫌がる環境で実施することを求めることで、気の持ち方で物事

は変容することや、想定に基づく事前準備の大切さを学ぶこととなる。 

(3)オーバーナイトハイキング 

いつもならば就寝しなければならない時間帯にも関わらず、特別に夜遊びできるなんて

スカウトにとって大人気のプログラムである。ただし、これも知力や体力が備わってきて

いる「ボーイ」部門以上で実施する。 

昼間と違い、夜歩くことにより様々な発見があると同時に危険なことも数多く見受けら

れる。特に街灯のない道を歩く際には注意が必要で、ヘッドライトを用いるなど両手を空

けることが肝要である。非常災害は必ずしも昼間に起こるとは限らないことから、夜間に

おける自宅の周辺や道路環境等を体感しておくことが大切である。 
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３.成果発表の場としてのキャンプ 

ボーイスカウトのキャンプは、野外教育でいう「組織キャンプ」のジャンルに含まれる。

しかし、日頃の個別活動体験を集大成して確認する場としてキャンプも位置づけられてい

ることが大いなる特長である。 

小学校中学年の「カブ」部門は建物内に宿泊する「舎営」で、小学校高学年と中学生の

「ボーイ」部門以上がテントによる「野営」ができる。これは、体力や知力が年代によっ

て大いに異なること、あくまで自主完結で行動できることを前提に教材を設定しているか

らである。大人の手を借りなければ実施できない活動は基本的には取り入れないこととし

ている。言い換えれば、自発活動を引き出せる教材でなければ「スカウト活動」とはいえ

ない。キャンプテーマの設定にあたっては、スカウトのニーズを最大限取り入れた活動と

するも、指導者として考える新たな挑戦要素を盛り込んだ適度な緊張感と期待感を抱かせ

た内容としている。 

(1)固定キャンプ 

一定の場所に通常３日～６日程度キャンプすることをいい、都道府県連盟や日本連盟で

は、4 年ごとに 10日間程度のキャンポリーやジャンボリーという長期キャンプも実施する。

これは、非日常である野外での生活を我慢の一過性とせず、利便性や快適性も日常生活に

近づけることを求めている。そのためには、毎日の改善が必要であり知恵と技能を最大限

活用しなければならないが、それ以上に精神的充実と発想の柔軟さ、チームワークも重要

な要素となる。 

テントでの宿泊は「ボーイ」部門からであり、テントの設営や徹営、かまど作りや調理

全般の野外炊事等、全て自分たちで野外生活を行う。その上で、テーマに基づく教育プロ

グラムが展開される。 

その中で、非常時を想定した活動がある。想定内容はキャンプ地によって様々であるが

夜半に非常事態発生ということで、寝袋から着替えて最小限の個人装備を携えてある地点

に集合する「非常呼集」という訓練がある。これは、いつ何どきにも備える就寝技能が身

に付くと共に非常時における平常心の在り方を学ぶことができる。 

(2)移動キャンプ 

固定キャンプとは異なり、あくまでもキャンプは手段となる。このキャンプは、高校生

年代の「ベンチャー」部門以上から実施でき、ある場所への移動やある行為を実施するた

めのビバーク的な野外生活での場面を想定している。ただし、ビバークと大いに異なるこ

とは、我慢を強いて活動するのではなくあくまで能動的に自己実現に向けての行動と位置

付けている。 

キャンプの規模としては、少人数でのキャンプとなり場合によっては一人での行動とな

る。持参物を限定しいかに軽量にできるか、消耗品についても現地でどこまで手配できる

か、そして目的行動を履行するためになにを準備しておくかが課題となる。 

要するに、生活を自己完結できて始めて「何かができる」のであり、自己プロジェクト
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の実現や災害支援への取り組み等においては必須となる。全国的には、平時において年に

１～２回程度の移動キャンプとなっており、山岳移動や無人島探検等のプログラムで実施

している。この移動キャンプでは、計画にはない移動先での出会いが多々あり、自己達成

感だけでなく人の情けや自らの非力を身にしみて感じる青年にとって成長には欠かせない

体験活動となる。 

４.防災教育的な通常活動 

先にも述べたが、スカウト運動では「自発性」や「自主性」によって年代に応じた活動

プログラムが提供されている。ここでは、主に小学校高学年と中学生の「ボーイ」部門で

の活動を紹介する。 

これらは、楽しく「ゲーム」感覚で展開されることをモットーにしており、成人指導者

が直接スカウトに指導することは避け、上級生であるジュニアリーダーを通じて教授する

ことになっている。この活動は、１回２～３時間程度のもので、月に２～３回実施される。 

(1)野外生活技能 

①スカウトペース 

長距離を短時間で移動しなければならないときに用いる。特に決まりはないが「40 歩あ

るいて 40 歩はしる」等を繰り返すことで「2ｋｍ15 分」を目安とする技術。さほど疲れず

に長時間走れることで、移動先でバテることなく目的の行動ができる。あまりにも簡単な

ことではあるが、身に付けていることで安心できる。 

②野外調理 

先ずは「飯ごう炊飯」、これは誰でも知っている野外技能であるが、確実に炊飯できるま

で繰り返し練習する必要がある。米と水の分量は当然として、かまどの形に応じた薪の量

や炊飯時間等、悪天候をも考慮した技能と判断力を求めたい。 

長期キャンプの場合と移動キャンプではその調理環境は大きく異なることから、それぞ

れを想定し練習を重ねる。例えば、刃物がない、火が使えない、飲料水が少ない、限られ

た食材で多人数を賄う場合等、決してサバイバルを想定しているわけでなく、何かの理由

で生じたことに対して動揺せず対処できる人となるために。  

③テントの設営と徹営 

大きく 4 種類のテント類を用いることから、通常のメンテナンスを含め設営と徹営を繰

り返し練習する。本部テントとして用いる「マーキーテント」、長期キャンプの際にスカウ

トが用いる生地のしっかりした「家型テント」、移動キャンプの際に用いる「ドームテント」、

炊事や作業、集会の際に雨や日差しを遮るために有効な「フライシート」がある。 

運搬から設営までどの手順で進めるか、最低何人いれば設営できるか、雨天の場合はど

のように設営、徹営すれば良いか、暗闇の中での設営、徹営はどうするか、設営、徹営時

間にはどのくらい必要か等、日頃から頭と身体で覚えておくとともに、補修や部品交換を

施すことで装備品を大事に扱うことも学んでいる。 
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(2)観察推理 

①手旗・モールス通信 

現代では不要とされる通信手段でも視点を変えてみることで非常時における有効通信手

段であったり、日常での観察力を養うことにもなる。赤・白二本の旗だけで、たった二つ

のトン・ツー記号だけで意思疎通が図れること自体が驚異だと思わざるを得ない。 

実際に練習する際は、間近で行うことが多いが声の届かない場所を設定し、リレー形式

で長距離を伝播することを試みたり、視認できる距離は何キロメートルまでかを確認した

り、声で届く範囲との違いを体感させている。 

②記憶力 

これは、単に何かを覚えるという行為ではなく、常にあらゆることに興味関心を持ち続

ける結果「記憶する」ことの有用性を理解させる。スカウト活動では「キムスゲーム」と

いう 24品目程度を 1分間程度見た後、それを言い当てる遊びがある。これは、楽しみなが

ら記憶力を養う訓練となり、どのように印象づけるかを自分自身で体得していく。日常で

も、何気ない事の記憶が後々重要な判断要素となることがテレビのサスペンスドラマでも

よく散見される。 

特に自然界での活動や非常時での状況下においては、注意深い観察と推理が求められる

ことから、日頃の活動の中にゲームやクイズ形式で遊びながら記憶するコツを学んでいる。 

③その他 

この他にも防災教育に関連する日常活動の紹介事例は多々あるが、紙面の都合で項目だ

けを以下に例示する。 

・読図 ・コンパス ・ロープ ・パッキング ・刃物 ・火越し ・調理 

・野帳 ・救急法 ・手旗信号 ・モールス信号 ・かまど製作 ・観天望気 

(3)リーダーシップ 

防災教室等のイベント的な体験活動への参加はそれなりに効果はあるものの、疑似成功

体験をしているだけで身につくところまでいかない。継続的に、失敗体験を重ねなければ、

真の防災教育などできるわけがなく、継続と繰り返しが絶対条件である。 

日常的に地域の中で 24 時間生活していて、非常時において一番たよりになるのは「中学

生」であると考えている。体力はもとより知力、判断力等成人に近い行動が期待できるか

らである。そこで、スカウト活動も「ボーイ」部門に注力しており、小グループを編制す

る中で「フォローシップ」をまず体験し、経験を重ねる中で「リーダーシップ」を発揮す

る場面を数多く設定することで育成する仕組みになっている。 

５.おわりに 

以上、スカウト運動における非常災害時への準備とされる活動を紹介したが、これは、

単に非常災害時に必要な知識や技能を身に付けると言うことだけではなく、非常時におい

て適切な判断ができる力を養うことである。そして、何か行動するときには、常に「何の
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ために、誰のために」という観点を忘れてはいけない。 

防災教育を実施するにあたっての目標は、非常災害時に備えるための技能だけでなく、

与えられることより、与える喜びを小さな事象から体感していくこと、常に本質を見抜く

洞察力とこれからについての想像力を養うことであろう。 

 

（小林 孝之助） 
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NPO法人 浅間山麓国際自然学校 

 

※情報提供による 

※荒牧重雄・上野龍之（2010）：浅間火山ハンドブック、NPO 法人浅間山麓国際自然学校、

1-7、19-21、36、80-82を抜粋引用した 

団体名 NPO 法人 浅間山麓国際自然学校 

住所 〒384-0000 長野県小諸市高峰高原高峰高原ビジターセンター内 

連絡先 TEL：0267-23-3124 FAX：0267-23-3521 

E-Mail  npo-asama@mopera.net  

団体の設立目的 この法人は、高峰高原を中心とした浅間山麓の高域エリアを活動拠点と

する自然学校を運営し、国内外のあらゆる人々を対象に、自然環境を最

大限に活用した良質な自然体験活動や野外活動ならびに環境教育を、自

然体験型観光サービスとして提供し、併せて持続可能な地元観光産業の

活性化と環境保全活動を行い、もって地域社会の発展に寄与する事を目

的とする。 

年間の活動内容 1.自然体験活動・環境教育等（以下「自然体験活動等」という）に関す

るプログラムの企画及び実施に係わる事業 

2.自然体験活動等に関する個人や官公庁などからの受託事業 

3.自然体験活動等に関する人材の育成事業 

4.自然体験活動等に関する団体や個人の情報交換や活動支援事業 

5.活動拠点エリア等における自然環境の調査研究と保護に係わる事 

6.活動拠点エリア等における自然観光特性の活性事業 

7.自然体験活動等に関する企業などからの受託事業 

8.自然体験活動等に関する書籍や教材の卸･販売事業  など。 

 

浅間火山ハンドブック 

浅間山の火山防災 

1. 浅間山の噴火災害 

浅間山は日本の代表的な火山である。代表的という意味は、浅間山が中型の成層火山で

あり、噴出するマグマは安山岩質で爆発的な噴火をする…という特徴が全て日本の火山平

均的な性質に合致しているということを意味している。浅間山の噴火活動を良く知ること

は日本列島に 100 以上ある活火山の活動の特徴をよく理解できるということになる。 

浅間山は噴火を繰り返してきた。そのために災害が起きることもあった。しかし、浅間

山の活動の特徴を良く知りことで、災害のほとんどは防ぐことができることも今でははっ

きりわかっている。ある意味では、浅間山は日本の活火山のうちでもっともよく理解され

ている火山の一つであり、災害を防ぐ方法もよくわかっている火山であるといえる。 
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2. 浅間山の過去の噴火災害は大きく分けて 2種類 

浅間山の過去の噴火災害は大きく分けて次の 2 種類になる。 

（1）明治初年以来今日まで続いている噴火活動で、気象庁の噴火警戒レベルで言うとレベ

ル 1 からレベル 3（表 1参照)まで相当する活動である。この期間では近代的な科学的

観測が行われたため、火山活動の全体がかなり詳しく分かっている。 

   このような噴火は爆発的で、大きな火山弾や火山岩塊を高速度で火口から射出する。

直径数 10cm以上の岩塊は空気の抵抗にほとんど影響されず、放射物を描いて空中を飛

行し、地表に衝突する。もっとも小さい岩塊は風の影響を強く受けて風下側に流され、

地表に落下し、堆積する。細粒の火山灰は風に流されて 10km以上離れた風下側に降

下する。このような爆発的な噴火を火山学では“ブルカノ式噴火”と呼ぶ。 

（2）噴火警戒レベル 4 または 5（表 1 参照）に相当する噴火は、明治以来起きていない。

明治以前では、天明 3 年（1783年）と天仁元年（1108 年）の大噴火がこれに相当しま

すが、明治以降のような科学的な観測記録がないので噴火活動及び災害についてはよく

わかっていない。 

3. 噴火警戒レベルとは？ 

2007年 12 月から気象庁があらたに導入した、火山の噴火活動の激しさを表現する目盛 

である。 

警戒レベルは自然科学的に火山の活動の度合いを表現するというよりは、むしろ火山の

活動によって付近の住民や観光客にどのくらい危険が迫ってくるかを表現する目安として

作られたものである。 

大まかに言うと、レベル 1 からレベル 3 までは、人間が定住しているところまでは危険

が及ばないので、急いで避難する必要はない。しかし、登山のために火口近くに立ち入る

人々にとっては危険な状態になる場合がある。 

レベル 4 では、住民の居住まで危険が及ぶ可能性がかなりあるので、いつでも避難でき

るように準備しなければならない。また、速やかな移動が困難なような方々（災害弱者）

はレベル 4 で非難を開始する。レベル 5 ではすべての人々が住居地を離れて非難する必要

がある。 

4. 現在の浅間山の噴火警戒レベルを知るには 

噴火警戒レベルは気象庁が発表する。現在では 22の活火山について、常時噴火警戒レベ

ルを決めて発表している。もちろん浅間山もそのうちの 1 つである。 

噴火警戒レベルは各市町村の役場や消防署、鉄道の駅、浅間山登山道の入口などにも掲

示してある。また気象庁の浅間山火山防災連絡事務局に問い合わせれば詳しい情報を教え

てもらえる。 
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表 1 浅間山の噴火警戒レベル 

予
報 
警
報 

対
象
範
囲 

レ

ベ

ル 

火山活動の状況 
住民等の行動及び
登山者・入山者等

への対応 
想定される現象等 

噴 
 
火 
 
警 
 
報  

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５ 
避
難 

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生、あるいは切迫し
ている状態にある。  

危険な居住地域か
らの避難等が必
要。  

天仁天明クラスの噴火発生、火砕流
等が居住地域に到達  
［天明噴火（1783 年）の事例］８
月４日～５日：吾妻火砕流、鎌原岩
屑なだれ、吾妻泥流、鬼押出溶岩流
等が発生  
中噴火が頻発し、天仁天明クラスの
噴火が切迫している  
［天明噴火（1783 年の事例） ８月
１日～３日：軽石噴火の発生間隔が
短くなり、継続時間が長くなる  

４ 
避 
難 
準
備 

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生すると予想される
（ 可能性が高まって
いる）。  

警戒が必要な居住
地域での避難準
備、災害時要援護
者の避難等が必
要。  

中噴火が断続的に発生し、天仁天明
クラスの噴火の発生が予想される 
［天明噴火（1783 年の事例］ ７月
26 日～31 日：中噴火が断続的に発
生  
噴火継続中の有感地震発生や顕著
な地殻変動等により、天仁天明クラ
スの噴火の発生が予想される 
［過去事例］ 観測事例なし 

火
口
周
辺
警
報 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で 

３ 
入 
山 
規
制 

居住地域の近くまで
重大な影響を及ぼす
（この範囲に入った
場合には生命に危険
が及ぶ）噴火が発生、
あるいは発生すると
予想される。  

住民は通常の生
活。状況に応じて
災害時要援護者の
避難準備。 登山禁
止・入山規制等危
険な地域への立入
規制等。  

山頂火口から中噴火が発生し、４㎞
以内に噴石や火砕流が到達  
［2004 年噴火の事例］ ９ 月１ 日： 
噴石が山頂火口から約 2.7 ㎞まで飛
散［その他の事例］ 1973 年２月１
日：噴石が山頂火口から約２㎞まで
飛散、火砕流が約 1.5 ㎞まで到達 
1958 年 11 月 10 日：噴石が山頂火
口から約３㎞まで飛散、火砕流が約
３㎞まで到達  
中噴火が切迫している  
［過去事例］ 2004 年８月 31 日： 山
体浅部の膨張を示す傾斜変動と火
山性地震急増 1973 年２月１日：地
震急増  

火
口
周
辺 

２ 
火 
口 
周 
辺 
規
制 

火口周辺に影響を及
ぼす（この範囲に入
った場合には生命に
危険が及ぶ）噴火が
発生、あるいは発生
すると予想される。 

住民は通常の生
活。火口周辺への
立入規制等。  

山頂火口から小噴火が発生し、２㎞
以内に噴石や火砕流が到達  
［1982 年噴火の事例］ ４月 26 日： 
噴石が山頂火口から約１㎞に飛散、
火砕流が約１㎞まで到達  
小噴火の発生が予想される  
［2004 年噴火の事例］ ７月下旬：
噴煙量増加、火山性地震増加  

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１ 
平 
常 

火山活動は静穏。 火
山活動の状態によっ
て、火口内で火山灰
の噴出等が見られる
（この範囲に入った
場合には生命に危険
が及ぶ）。  

状況に応じて火口
内への立入規制等
（2007 年 12 月現
在、山頂火口から
500 ｍ以内規制
中）。  

● 火山活動は静穏、状況により山頂
火口から 500ｍ 以内に影響する程
度の噴出の可能性あり 2007 年 12
月現在の状態  
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5. 浅間山火山防災マップを参考にする 

最新の浅間山火山防災マップは第 2版（平成 15 年発行、小諸市、佐久市、御代田町、軽

井沢町、長野原町、嬬恋村の版がある）だが（図 1）、現在第 3 版の作成が進められていて、

近く公表される予定だ。 

また並行して進められている地域防災計画の一部として、気象庁から発表される噴火警

戒レベルにしたがって、どのような規制や警戒態勢を取るべきかについて議論が続けられ

ている。近い将来、担当官庁（浅間山火山防災対策連絡会議など）からその詳細が発表さ

れると思われる。 

図 1 浅間火山防災マップ（2003年版） 

 



 

234 

6. 野外活動の際の注意事項 

（1）出発前の準備 

・現在の浅間山の噴火警戒レベルを確かめる。 

気象庁の浅間山火山防災連絡事務局へ直接電話して確かめる。 

電話 0267-45-2167 

浅間山火山防災連絡事務所は軽井沢町消防署内にあり、係官が常駐している。（軽井沢測

候所では現在火山に関する情報は扱っていない）我々の行動目的・行動予定を説明して、

特に注意すべきことがないか確かめる。 

・現在の噴火警戒レベルに適合する行動パターンにしたがって予定を立てる。 

・携帯電話が通話可能な範囲を調べておく。 

（2）野外での行動 

・常に浅間山の状態に注意する。 

例えば、鳴動（火口から異常な音が聞こえないか）、噴煙の状態が変化しないか(噴煙の量

が多くなるとか、急激に変化するとか)、小さな地震を感じるとか…→リーダーが以上と

判断したら速やかに下山する。 

・同報無線のスピーカーに注意する。→もし放送があれば、その指示に従う。 

聞きにくい場合は、グループ全員で注意して聞き、後で内容を確認し合うようにすると

よい。 

・予告なしに突然爆発した場合には→爆発の規模をすぐに判断するように努める 

特に風向きに注意する。爆発が大きくなく、危険が少ないと判断できた場合は、グル

ープ全員に冷静を保つように注意し、下山の用意をする。 

予想外の大きな噴火だとしたら、各人物陰に隠れるように指示する。最も危険なのは、

大型の噴石であるが、これらは火口の方向から斜めの角度で飛んでくる場合があるので、

大きな岩や樹の幹の影(火口の反対側)に隠れるように努める。バックパックを頭の上に乗

せ、東部を護るようにする。 

・もしけが人が出た場合は、救急動作を行い、速やかに下山する。 

・急に下山を決めた場合でも、なるべく既設の登山道(下山道)をたどるようにする。経験

のないルートを下るのは危険である。 

緊急時、携帯電話が通じる場所に達したら、学校事務局を呼び出して状況を説明し、

下山中であることを知らせる。 

（3）一般的な注意事項 

・天気予報をよく調べておく。出発前に行動計画を細かく立てる。 

・特に雷に注意する。地形的な高所を行動するので、雷に打たれる危険性は平地よりもは

るかに高い。 

・突発的な集中豪雨が発生したら、谷の中にいることが危険な場合がある（土石流・泥流

の発生の可能性）。状況を正しく判断することが重要である。土石流が発生したら少しで
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も高い場所に登るように努める。 

（4）浅間山麓国際自然学校では 

・浅間山麓国際自然学校に所属するインタープリターは、学校事務局にあらかじめ行動予

定を届け出る。 

・最新の天気予報、噴火警戒レベル、その他の火山活動情報を把握しておく。 

 

（荒牧 重雄） 

 

浅間火山現地ガイド 

コース K：車坂峠～黒斑山頂～Jバンド 

 

K1地点：黒坂峠 

区黒坂峠は、鳥帽子火山群（西側）と浅間―黒斑山（東側）に挟まれた鞍部である。も

ともとは高峰山（火山）の東斜面だったが、高峰山の東側に新しく浅間―黒斑火山が成長

（約 10 万年前～2 万 5 千年前）したため、この付近は高峰山と黒斑山の山体に挟まれた峠

になった。 

登山道の入り口には気象庁が出す、浅間山の「噴火警戒レベル」の表示があるので、必

ずチェックする事（表 2参照）。 

噴火警戒レベルが 3（火口から 4km 以内入山規制）になると、車坂峠から東側は、黒斑

山山頂を含めて立入り禁止となる。 

 

表 2 噴火警戒レベルと立ち入り禁止規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

噴火警戒レベル 立ち入り規制等 

レベル 3 

入山規制 

登山禁止（火口から 4km以内規制） 

車坂峠から東側（火口側）は立ち入り禁止 

レベル 2 

火口周辺規制 

火口周辺立入禁止（火口から 2km 以内規制） 

賽の河原から火口側は立ち入り禁止、湯平は可 

レベル 1 

平常 

火口付近立入禁止（火口から 500m 以内規制） 

釜山は立ち入り禁止、前掛山山頂は可 
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K2地点：黒斑山の溶岩…溶岩と気泡と結晶 

車坂峠から表ルートを登り始めるとすぐに、直径 1m 程の岩が転がっている地点がある。

そのうち「クロフコース」と白くペイントされている岩の近くには、溶岩の特徴を示す岩

がある。砂や泥などが固まった岩石からなる普通の山に対して、火山は溶岩や火山灰など

マグマを源とする岩石（火山岩）からなる。溶岩がたくさん見られる山は火山と言える。 

 

K10地点；槍ケ鞘の避難小屋 

登り進行方向の左手に前掛山が頭をのぞかせるようになると避難小屋が見えてくる。避

難小屋が頑丈な鉄製であるのは、気象悪化時の避難所だけでなく噴石フィルターでもある

ため（写真 1 参照）。 

 

       写真 1  鉄製の避難小屋（シェルター） 

 

浅間登山中のエスケープルート（避難ルート）について 

異常（鳴動・地震・噴煙の量の増加）の発生、同報無線による連絡（噴火レベルの上昇）

および予告無しの噴火が起きた場合、「浅間山の火山防災」に示した行動をとり、速やかに

浅間山の火口からはなれる必要がある。その時の気象条件（風向き、降雨や雲底高度）に

よって異なるが、この図 A に示したエスケープルートを使うのが望ましい。また、避難時

にはどのルートもあわてて転落・転倒などしないように十分注意する。 

 

表コースを取る場合：噴火発生時や噴火レベル 3 に上がった時に、車坂峠から槍ケ鞘の

範囲にいる場合は、表コースを使って下山する。 

 

中コースを取る場合：槍ケ鞘～表/中コース分岐、車坂峠～表/中コース分岐及び表/中コー

ス分岐～トーミの頭～黒斑山頂～蛇骨/仙人岳～J バンドの範囲にいる場合は、中コースを

使って下山する。蛇骨岳～J バンドの範囲にいる場合は、裏コースも選択の一つになるが、

登山道が荒れているので避けたほうが望ましい。 
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浅間山荘コースを取る場合：浅間山荘から賽の河原分岐、賽の河原分岐～前掛山山頂及

び賽の河原～J バンドの範囲にいる場合は、浅間山荘コースを使って下山する。ただし、こ

のルートは蛇堀側の谷間に沿って下るので、大雨時や積雪期の噴火による融雪による洪水

や土石流の危険がある。このことから、土石流に注意して地形的に高いところへ逃げる心

準備を常にしておくようにする。 

 

 

（上野龍之・浅間山麓国際自然学校火山学習グループ） 
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社団法人 ガールスカウト日本連盟愛知県第 62団 

 
団体名 社団法人ガールスカウト日本連盟愛知県第 62 団 

住所 〒471−0825 豊田市明和町 3-9-1 T ステージ明和 102 

連絡先 守随純子 0565−27−1714（090−8557−8709） 

E-mail: junko.shuzui@nifty.com 

団体の設立目的 少女と若い女性の平和と幸福のため責任ある市民として自ら考え

行動できるようにすることをめざす。 

年間の活動内容 野外活動、環境学習と実践、防災スキルアップ、国際理解活動など 

 

1. プログラム名 

  子ども防災キャンプ 〜避難所生活を体験しよう！〜 

2. プログラム実施期日 

 日時：22 年 9月 11 日(土)〜12 日(日)1 泊 2 日 

場所：豊田市めぐみの森 キャンプ場 

3.プログラムの内容 

東海地震などの災害に被災したことを想定して、避難所生活の疑似体験などを行うな

かで、防災について楽しく学び、体験することで防災意識を高めるため、下記のような

プログラムを構成した。 

 

 第１日目 第２日目 

 午 前 

 起床・洗面 

朝食（非常食） 

簡易トイレづくり 

簡易テントの立て方 

ふろかえり 

閉会式 

11時 30分解散 

 午 後 

12 時集合 

昼食 

開会式 

規律訓練 

ロープワーク 

バケツリレー 

避難所設営 

 

夜 間 

夕食（非常食） 

夜間見回り 

お楽しみ会（花火） 
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(1)実施に至る経緯 

消防署員の有志が子どもを対象にした防災キャンプを実施したいと、「とよた防災ま

ちづくりプロジェクト（TBMP）」が市民活動団体として平成２１年９月に発足。約１

年かけて研修や組織マネジメントを学び準備をしてきた。 

ガールスカウトはプログラムづくりと参加の協力をすることになり、キャンプ場の選

定、下見、実行委員会に関わりながら、１泊２日の防災キャンプの計画を練り上げた。

また翌年には TBMP が市民活動センターの「NPO 初めの一歩」助成金申請。キャンプ

実施計画をプレゼンし、２年間で 15 万円の補助金を得ることができ、資金確保はでき

た。 

また、非常用食料を購入すると高くつくが、期限切れ前の備蓄非常用食料等を提供で

きるのではないかと防災防犯課に協力要請する。行政も快く協力していただき、食料以

外にも簡易トイレ、緊急用呼子笛、万能充電器等も提供してくれた。 

 

（2）プログラムと内容 

①規律訓練（集合要領） 

緊急呼称、全員無事か、揃っているのか等の確認のため、

縦列、横列になり番号を順番にかけていく訓練。さすが消防

隊員だけあり、並び方にも、声にもメリハリがあり気分も身

体もキリッと引き締まった。 

②ロープワーク 

巻き結び ・本結び ・ダブル鎖結び ・連続引き結び（物干し

用）の結び方と使い方を学びました。連続引き結びは避難時だけで

なく、避難所生活で物干しに使ったり、ハンガーをかけるのに便利

とのこと。いろいろな使い方があることを知った。 

４種類のラープワークに挑戦。ガールスカウトには慣れたもので

全ての結びを短時間習得することができた。

③バケツリレー 

以前のキャンプはまず水汲みから始まったが、今では水

場が完備されているキャンプ場がほとんどで、バケツを使

った水汲みを体験している参加者は皆無である。火災が起

きたとき手近に消火器がない、消防の到着を待つ間に人海

戦術で消す方法があることを学ぶ。 

今回は 2 班に分かれ、縦に並び一方のドラム缶の水を他方のドラム缶に移す。2 班でタイ

ムを競った。最初は要領をつかめなかったが 2 度目は班ごとに並び方や、バケツの渡し方

など作戦を練り時間も早くなった。バケツリレーは参加者のアンケート中の印象に残った

プログラムのトップだった。 

規律訓練 

ロープワーク 

バケツリレー 
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④避難所設営 

今回は、キャンプ場の体育館を避難所に見立てて、段ボール

を使って自分が寝る場所を決める。プライバシーの確保をする

ため、両隣との間に壁をつくる。余った段ボールは床に敷き、

寝心地のよい環境をつくる。男児にとってはこの作業は秘密基

地づくりの気分で熱心に取組む。寝袋に慣れている私たちも、

段ボール１枚余分に敷くだけで寝心地がよくなることを感じた。

また、自分の左右にちょっとした壁をつくることで、ゆっくり

安心して眠ることができ、睡眠を充分とることの大事さを実感。 

⑤非常食体験 

夕食はアルファ米の五目ご飯。それにペットボトルの水だけ。

アルファ米は、キャンプ時によく利用するので子どもたちにも人

気があった。朝食はスティックパン（乾パンをながくしたもの）、

水。さすがこれは喉を通らないのか悪戦苦闘。リッツは美味しい

と評判。でも本当の災害時には、そんなぜいたくは言えないとい

うことも理解できた。 

⑥夜間見回り体験 

懐中電灯なしで、めぐみの森周辺のコースを歩く。これは

明かりがなくても目が慣れることで見えてくることを経験。また、むやみに暗闇を怖が

らないためにもいいプログラム。アスレチックコースを障害物に見立てて細心の注意を

はらって歩くということを体感した。 

⑦簡易トイレ・テント作り 

避難所で最も困るのがトイレ。水洗は使えない。その上大勢が避難して

いるので、順番待ちや汚物が溢れる等、すぐに使えなくなる。しかし生理

現象は我慢できない。そこで活躍するのが簡易トイレ。段ボールの箱、ビ

ニール袋、凝固剤を使った簡易トイレをつくる。 

そのトイレを囲むため、ブルーシートとポールを

使って三角のテントを作り、その中にトイレを設置。

人の目を気にせずに用をたせることは女の子にとっ

ては嬉しい。 

 

 

 

 

 

避難所 

就寝 

非常食体験 

簡易トイレ 



II部 プログラム事例集 

241 

4. プログラムの特徴  

今回の防災キャンプにはプログラム面と運営面２つの大きな特徴があった。 

①泊を伴う避難所生活を体験するプログラムであり、解散まで一貫した流れの中で実施さ

れた。 

②運営面では、主催は市民活動団体「とよた防災まちづくりプロジェクト」であり、ガー

ルスカウトは、プログラム開発と生活面の指導、参加協力であったこと。行政、福祉団

体からの協賛もあった。 

5. 指導態勢と参加人数  

・主催・指導 とよた防災まちづくりプロジェクト（豊田市消防署ハイパーレスキュー隊

員 9 名） 

・協力 ガールスカウト愛知県第 62 団 

・協賛 豊田市社会部 防災防犯課 豊田市社会福祉協議会    

・参加者 ガールスカウト三河北地区 

  ジュニア（小学 4 年生）以上 

  一般男児 

  内訳 スカウト 16 名 

    リーダー 11 名 

    一般男児   2 名 

    スタッフ   9 名 

           合計  38 名 

・参加費  800 円 

6. 手応と効果 

(1)参加スカウトにとっての効果  

キャンプ中は初日の昼食のお弁当以外の夕食、朝食すべて非常用食料（乾パン、リッツ、

アルファ米）だけ。子どもたちは「まずい」「呑み込めない」など文句ばかりだったが、キ

ャンプからしばらく経つと、もう一度防災キャンプをしたいという声が上がってきた。 

結果的に、キャンプ終了６ヶ月後、東日本大震災が発生。このキャンプに参加した子ど

もたちは改めて、ガールスカウトのモットー「なえよつねに」の精神に身をもって触れる

ことができた。 

(2)参加リーダーにとっての効果 

ガールスカウト活動は、元々、役立つスキルを身につけ、いざと言う時に人の役に立つ

人になることであり、野外活動を初め様々な活動を通して体験学習をしている。しかし、

これまでは防災や災害時を特に意識した活動というより、ガールスカウトの技術としての

取り組みであった。このキャンプを通して防災、災害時の視点からも活動を見直すことに

つながった。そして技術を伝えるとき、何のために、どんな使い方ができるかなど、より
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具体的に伝える必要を感じた。 

(3)主催者にとっての効果 

活動立ち上げ後、初の子ども防災キャンプの実験的実施で大

きな手応えを感じることができた。今後のプログラム開発にと

っても実り多いものとなり、本格的キャンプ実施に向けて大き

な一歩となった。24 年３月 11 日は、小学校で１日体験のプロ

グラムを開催予定。消防署員によるプロ集団として、確実にプ

ログラムの充実がされていて頼もしい。 

(4)その後の展開 

今回のキャンプ実施後、ちょうど半年後に我々は東日本大震災に見舞われた。避難所生

活が体験でなく、もしかしたら自分自身に起きていたことかもしれない。という人ごとで

ない事実を思い知らされた。このことで、自分たちの活動を見直し、自らも災害に強い人

になり、他の人々にも災害時の技術をガールスカウトから発信することにつなげられるプ

ログラムの展開を考える。 

①全国的展開 ガールスカウト日本連盟 

ア）ガールスカウト東日本大震災被災者支援プロジェクト 

・「ガールスカウト みんなのチカラひとつに！～GIRLS’ POWER “UNITE！”～」 

 被災地に向けたプログラム。被災地の子どもたちを「生きるちからキャンプ」招待 

イ）会員に向けたプログラム 

・ガールスカウトの技術を防災・災害時にも活用・応用できる視点からの取組 

 ・「防災」の視点で活動に取り組むことで 日本中のガールスカウトの「そなえよつねに」

を 

・もうワンランク アップするプロジェクト。「防災スキルアップ認定証」発行。 

 

 

 

とよた防災まちづくりプロジ
ェクトのメンバー 

認定証とロゴマーク 
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ウ）団でのプログラム展開 

「みんなのチカラひとつに！〜〜GIRLS’POWER“UNITE！”～」 

日本連盟の取組ができたことにより、活動に弾みができた。  

 市民への啓発としてとよた市民活動センターのイベントに参加。

「誰でもできる災害時に役立つスキル」を事業提案。時間も他の団

体は 1時間だが、ガールスカウトは午前・午後の 2 回実施。毛布と

竹で担架を作り運ぶ、三角巾のたたみ方・使い方、ロープワーク、非

常食の試食など、ジュニア（小学 4〜6 年生）スカウトが中心に参加

した市民にガールスカウトの技術を伝え、防災への啓発をする。 

青少年センター新年の集いでは、一般の青少年団体へ非常時に役

立つ、新聞紙でつくる簡易スリッパ、エコバック作りを体験してもらう。いずれも参加者

に好評であった。 

スカウトたちは、楽しく学び、それを伝えることで自分が役立つ人であることを実感。「防

災スキルアップ認定証」にもつながり大きな自信になった。また活動をする時は、ロゴマ

ークの缶バッジを付け活動をする。募金などで協力してくれた市民には小型のバッジを配

布。啓発につながった。 

7. 現在抱えている問題や課題 

ガールスカウトの指導者への教育。このキャンプで学んだことを、常に繰り返し学習・

体験することが重要であると考える。「のど元過ぎれば」という言葉があるように、３・１

１直後はその必要性を実感していても 1 年を迎えようとする今、そのときの逼迫した思い

は薄らいでいく。持続させ継続していくために、通常の活動プラス防災意識の啓発をどの

ように展開させるかが課題である。そのためにも指導者への教育は必要。中途半端なこと

でなく、TBMPを講師として実施することも考えていきたい。 

8. 今後のプログラム展開について 

①今回、ガールスカウト主催ではなかったが、防災キャンプを実施したいプロ集団の団体

と子どものキャンプに関してのプロ集団が協力したことで、より多くの成果があがった

といえる。子どもの扱い方や 1泊 2 日の期間中のプログラムの流れ等、お互いの長所が

生かされた。 

②行政にも協力を仰げば道は開かれるなど、様々な立場の人々と多様な視点から取組むこ

とはもちろんだが、消防署員のそれもハイパーレスキュー隊に所属する精鋭のメンバー

から学んだスキルは、指導者としても貴重な体験となった。 

③さらに地域や保護者等を巻き込むこと。総合的な展開をするために常日頃からアンテナ

を高くし、協働できる体制を構築できることが望まれる。 

 

とよた市民活動センター 
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9. 防災教育プログラムを始めようとしている人へ 

タイムリーな活動を展開するためには、まずできることから始めること。あれこれ考え

ているうちにチャンスを逃してしまう。私たちのできることは何かを把握しておこう。 

 

（守随 純子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


