
II部 プログラム事例集 

 

中学生防災隊プロジェクトチーム 

 

団体名 中学生防災隊プロジェクトチーム 
住所 愛知県 - 
連絡先 事務局 間瀬トシ子  TEL・FAX  0566-92-1813 
団体の設立目的 これまで「大人を対象とした地域防災活動」を「中学生にひろげる」

ことを目的としたプランである。したがって、ポイントとして中学

生が今までなじみの薄かった「防災」をテーマにどれだけ関心を持

ち、自ら活動してくれるか、また、自主防災会役員は地域自主防災

会の活動に取り込むために、受け入れ環境をどう整えるかがポイン

トとなる。 
年間の活動内容 2010 年 4 月 

・中学生防災隊プロジェクトの年間プログラム案を作成 
2010 年 5 月～6 月 
・中学生防災隊育成プログラムの作成 
・中学生防災隊募集のチラシ作成 
2010 年 6 月 
・学校にチラシの配布を依頼する。 
2010 年 7 月 
・ワークショップの事前研修会 
・中学生防災隊結成式・ワークショップ 
2010 年 8 月 
・2 会場で、防災体験講座開催 
2010 年 8 月～11 月 
・市総合防災訓練 
・市の福祉祭りや地域祭り、町内運動会への参画 
2010 年 12 月 
・３町の防災訓練への参画 

 

1. プログラム名  

中学生防災隊防災体験講座 

2. プログラム実施期日（実績）  

8 月 16 日（月）、8 月 21 日（土） 

3. プログラム内容  

（１）第 1回（8月 16 日） 

①普通救命講習会（3H） 

②避難所を想定した昼食 
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・炊きだしを想定した昼食づくり（おにぎりと豚汁） 

・できあがった昼食を、避難所に支援物資として届いたという想定で運搬 

・避難者役のスタッフに非常食を配付 

・避難者役のスタッフと中学生防災隊が、入り混じって交流しながら非常食試食 

③防災メニュー体験 

・ある物で防災グッズつくり： 

講師が、被災後の不自由な生活をイメージできるような話をしながら、作り方を説明し

た後体験する。(大型ごみ袋でポンチョと防寒着、ごみ袋と新聞紙で敷物とクッション、新

聞紙でスリッパ) 

・ ある物で応急手当法： 

講師が、災害現場では救急車はすぐ来ない！家族や近隣の人が怪我をしたら自分たちで

応急手当をしなければならない現実を伝えながら、身近にある物を工夫して応急手当がで

きるよう指導する。 

その後、手当てされる側と手当てする側を交代しながら体験する。（ふろしき、日本手ぬ

ぐい、レジ袋、ラップ、新聞紙、ダンボールなど利用）訓練用三角巾 

・ けが人の搬送法 

講師が、何もないときの一人搬送法、二人搬送法、多人数での搬送法と、毛布があると

きの人数に応じた搬送法を指導し、交代で体験する。住民が教え方を覚える。 

・ 防災ミニ講話 

災害時近隣での助け合い、災害時要援護者の安否確認など中学生防災隊ができる活動に

ついて。町内会の自主防災組織・福祉委員会について説明 

（２）第 2回（8月 21 日） 

①「台車ぶるる」で地震に強い家の啓発体験 

②ロープワーク 

講師が事前に災害時脱出と救出に必要な結び方に絞り、

結び方を展示した後 3～5 種の結び方を体験する。ロープ

が手元にないときは、シーツやカーテンを裂き、結び合わ

せてロープとして使用できることを併せて説明できるよ

う、被災状況をイメージしながら体験する。 

③防災メニュー体験 

 第 1 回（8 月 16 日）と同様。一級建築士から、台車ぶるるを使って、地震に強い家につ

いて学び、啓発シナリオに従って、啓発体験をする（大地震から命を守る基本の１番は、

丈夫な家に住むことであるところから、このメニューを取り入れました。1 回目は講師の都

合でできませんでした）。 
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4. プログラムの特徴  

（１）中学生を「隊員」として中心に据えた運営体制 

避難者役のスタッフは、中学生防災隊が、非常食の会場設営でもたついていても、手出

し口出しせず我慢して見守ることができた。また、指導者は中学生防災隊を「楽しく体験

しながら、防災訓練で自分たちが教える側になるのだ」という気にさせることができた。 

（２）実際の場面を想定し、身近なものを活用 

昼食時には避難所を想定したり、ロープワークの際に地震でつぶれた家からの脱出をイ

メージして取り組んだりと、実際の場面を想定した活動内容を盛り込んだ。加えて、「防災

メニュー体験」では、身近なものを活用することで、自由な発想や臨機応変さを体感した。 

5. 指導体制と参加人数（実績） 

 第１回(8 月 16 日)：中学生防災隊 17 名、スタッフ 21 名、救急隊 3 名 

第 2 回(8 月 21 日)：中学生防災隊 12 名、スタッフ 15 名 

6. 手応えや効果、地域や社会への影響など具体的な成果  

・中学生を「隊員」として中心に据えた運営体制により、避難者役のスタッフは、手出し

口出しせず我慢して見守るという姿勢を持つことができた。このことは、今後自主防災

会の活動に中学生防災隊を受け入れる環境作りで重要な「気長に温かい目で見守る」に

つながり、自主防災会役員側の学びにも繋がった。 

・中学生防災隊が、積極的に地域の防災力として活動できた。 

・自主防災会は、中学生を受け入れて防災訓練を行うことで、防災訓練に参加した住民が、

防災に関心を持ち、大災害への備えに繋がる。 

・中学生防災隊プロジェクトの活動を通して、産官学民

の連携ができた。次年度以降「中学生防災隊プロジェ

クト」の継続に大きな力となる。 

・中学生防災隊が安城市総合防災訓練など、市内イベン

ト会場での活躍で市民が防災に関心を持ち、安城市の

防災力アップの一助となる。併せて積極的な活動が市

長に認められ、次年度以降の中学生防災隊養成の活動

に対し、安城市より支援の糸口をつかむことが出来る。 

7. 現在抱えている問題や課題  

・防災隊が、短時間に体験し、防災訓練に参加した住民に提示して教えるのは、数回の体

験講習が必要であるが、超多忙な中学生にその時間を作ることは困難である。短時間で

の体験講座に向けて、あらかじめ資料やテキストを配布し、体験内容について理解でき

るよう、事前の準備が必要である。 

・活動のはじめは遊び感覚であるため、どこからどう目的に沿った体験ができるよう仕向
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けるか指導者の悩みである。その一方で、短時間に防災体験講座の目的を理解してもら

い、実際に防災訓練で参加した住民に啓発できる目的に合わせようとすると、楽しさか

ら離れ、関心を持たなくなることが懸念される。今後は事前に行う「指導者講習」の中

身と時間を再検討する必要がある。 

8. 今後のプログラム展開について  

次年度は、6 町を対象に中学生防災隊を育成し、各自

主防災会の一員として受け入れる。今後は、中学生防災

隊が、自分たちの後継者を育てるために小学校への出前

講座が出来るよう働きかけたい。 

〔具体的なプログラム展開〕 

①4 月～中学生防災隊の募集を開始 

②5 月中 南部地区中学生親子防災講演会を開催 各地区で防災隊結成式 

③7 月～8 月 中学生防災隊防災体験講座 2 回 

④10 月～12 月地域祭り会場などで防災コーナーを開設、町内会イベントで防災啓発活動 

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  

中学生は、勉学・部活動・学校行事・塾通いなど忙しい中で、地元自主防災会、安城防

災ネットとの日程調整が難しく、隊員になりたくて入隊しても、体験講座や、体験実習な

どに参加出来ない。特に、中学校にご理解頂き、試合前など特別な期間を除き、年間わず

かな活動時間の中学生防災隊の活動を優先させて頂く事ができたら、中学生も部活動と防

災隊の活動を両立させることが出来て、彼らが地域に役立っているという自信にもつなが

るので、自主防災会役員や中学校との十分な話合いが必要だと思います。 

また、現代の中学生気質が理解できず、高齢者が多い指導者側とは、まるで宇宙人対地

球人のような差を感じる。今どきの中学生を十分理解しようと努めるなど真剣に向き合う

姿勢が重要で、真剣に向き合えば彼らも真剣に応じてくれる。何事もハート to ハートで取

り組むことが大事だと感じました。彼らが楽しんで活動出来る環境を作れたときは、十分

力を発揮してくれます。 

小学校や中学校から防災教育に関して協力依頼されることはないので、中学生防災隊育

成講座や、「あそ防災」など企画して、地域子ども会に呼びかけるなど、防災教育の場を作

ることに努めているが、いずれにしても学校と連携することで、もう一歩進んだ取り組み

ができると思います。このことがまた、最大の悩みでもあります。 
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II部 プログラム事例集 

10. その他  

地域・学校・保護者・市民活動団体・行政が一体となっ

て、次世代を担う子どもたちに、災害から自分と家族の命

を守る知識と術を身に着け、実際に行動がとれるようにな

ってもらいたい。繰り返し訓練し、いざという時すぐ行動

がとれるように育てる。私たちの目標は、「地元の中学生

を地元の福祉防災会に取り込む」ことですので、まず、自分と家族の命を守ることが出来

て、「地域を守れる」という防災の基本をしっかり指導するところから始めたいと思います。 

 

（間瀬 トシ子） 
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上牧町桜ヶ丘 2 丁目自治会 

  

団体名 奈良県北葛城郡桜ヶ丘 2 丁目自治会 
住所 〒639-0202 奈良県北葛城郡上牧町桜ヶ丘 2 丁目 8-10 
連絡先 辻 誠一 Tel 0745-323-8706（Fax 共）携帯 090-5887-3157   
 団体の設立目的 会員相互の自主的な活動により、親睦を図るとともに安全で安心でき

る住みよい環境の育成・維持を期することを目的とする。 
年間活動内容 文化部、体育部、環境部、防犯・防災部の４つの部が、それぞれ年間

の計画・予算案を立てて、総会で承認後、実施している。 
防犯・防災部では、①防犯パトロール、②サバイバルキャンプ、③防

災資器材の選定購入、④防災倉庫内機器の維持、⑤住宅用火災報知器

取付け斡旋、⑥西大和 6 自治会連絡会主催の行事に参加（防災センタ

ー見学、防災マニュアル勉強会、消火訓練、救命講習会、環境美化運

動、青色パトロール、警察による防犯講習会、地域自主防犯・防災懇

談会など） 

 

1. プログラム名 

子どもサバイバルキャンプ。なお、平成 22 年は災害時要援護者避難訓練を、平成 23 年

度は災害時避難訓練（全世帯）を並行して行っている。 

2. プログラム実施期日 

平成 17 年より毎年 1 回夏休みに。平成 23 年は 8 月 20 日、21 日 

3. プログラム内容 

(1)趣旨 

 小学生を対象に、地震災害が発生したとして、町指定の一時避難所へ避難し、野営体験

をする。また、楽しく遊びやゲームも取り入れ、防災器具なども実際に使ってみて、防災

の基礎知識を学ぶ。同時に大人も炊き出しの訓練をし、ご近所の連帯感を深める。 

(2)内容 

・DVD（ビデオ）研修 

・室内ゲーム（防災カルタ、双六、ビンゴ、本読み、紙芝居、防災○×クイズ） 

・屋外遊び（水鉄砲つくり、バケツリレー、リヤカー競技、一輪車競技、夜間のキャンプ

ファイヤー又はペットボトル明かりのサクランタンの集い） 

・器具訓練（消火器、ジャッキ・バール、担架、巻上げ器、トランシーバー等を手にして

使う。発電機、灯光器、チエーンソーは大人の使用を見学する。下水マンホール上に組

み立てた簡易トイレを体験する。） 

・竹で作ったマイお箸・スプーンで夕食、朝食をとる。 
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・消防自動車で放水された水の下で、皆ずぶ濡れになり、お開きにするのが恒例。 

 

       
DVD 鑑賞後のワークショップ   防災カルタ           防災○×クイズ 

 

     
バールの取り扱い          チェーンソー実技見学     夕食の準備 

 

   
サクランタンの集い                    おはよう 

 

     
朝の自由時間            朝のお手伝い           寝不足の顔で朝食 

 

     
 担架訓練                                      人間担架 

251 



 

     
 消火器訓練          バケツリレー                    マイスプーン・お箸づくり 

 

        
  1 輪車競技                                                         リヤカー競技 

 

          
                           簡易トイレ体験                  消防車放水（びしょ濡れでお開き） 

4. プログラムの特徴 

・大地震発生後、着の身着のまま、町指定の一時避難所である公園グラウンドに避難して

きたと想定している。そして、グラウンドで野営をする。 

・1 年生から 6 年生まで縦のつながりを持たせ、皆で協力して、ゲームや訓練をする。 

・楽しさをモットーとしている。 

・消火器訓練やバケツリレーに消防署の指導を仰いでいる。 

・町や消防団の協力を得て、消防自動車の放水実技を取り入れている。 

・大人の訓練（炊き出し）も兼ねている。 

5. 指導体制と参加人数(実績) 

自治会役員と元自治会役員とで行っている。自治会役員は毎年変わるので継続性がない

ため、それを補うため元自治会役員で、その後も協力的に動いていただける方々を防犯防

災特別委員として位置付けし、経験者として自治会役員を補佐している。 

子供会の会長にも参画してもらっている。 

また、様々なイベント、例えば夏祭りなどを通じ、自治会活動に協力的な青年層も巻き

込んで、兄貴・お姉さんのような立場で、指導（面倒見を）してもらっている。 

 参加人数は、平成 22 年の内閣府「防災教育チャレンジプラン」に参加した時が最大で、
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子どもが約 70 名、大人が約 60 名ほどであった。通常は子ども 40 名、大人 40 名ほどであ

る。 

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 

・子どもは真剣で、集中力もすごく、大人顔負けである。特に低学年で難しい話や言葉が

出ると、「えっ！ それ何？」と直ぐに聞き返してくる。 

・実際に器具を使用してみると、重たいバールもバランスよく上手に使いこなす子もいる。 

・ジャッキでコンテナ倉庫を浮かす作業に力が入り、浮くと「ウヮー！」と歓声が上がる。 

・簡易トイレでは女の子が笑顔で入ってくれた。 

・クリッパーの切れ味に不思議そうな顔をする女の子もいた。 

・リヤカー遊びが大好きで、同級生あるいは下級生を乗せて、リヤカーを引っ張りまわす。 

・縦の関係で遊び、少子化の中、兄弟も少ない時代に、皆で協働することの楽しさを実感

してくれているものと思う。 

・すでに 7 年経過し、最初に参加してくれた子は、既に大学生である。防災に限らず、地

域活動（自治会活動）についても、よき理解者となり、次世代の担い手が育っていって

くれているものと思う。 

7. 現在抱えている問題や課題 

総務省の「全国安全安心まちづくり全国大会」で発表し、優良事例集にも載せていただ

いたのをきっかけに、内閣府の「2010 年防災教育チャレンジプラン」にも参加し、防災特

別賞を頂いた。各所での講演依頼もあり、「継続しなければならない」プレッシャーがある。 

幸い、ご町内の皆様にはご理解がある方が多いが、子ども数は緩やかな減少傾向にある。 

いかに継続していくかが課題で、マンネリ化しないよう新規性を持たす。また楽しさも。 

そして子どもの自主性を引き出すかが課題。 

8. 今後のプログラムの展開について 

・子どもは夏休みに、友達とテントで１泊し、皆とカレーライスを食べるのを最大の楽し

みにしているようである。換言すれば、防災での遊び、勉強は次の優先順位となってい

る。したがって、規模が多少小さくなっても、このまま継続する。 

・同時に、もう少し規模を拡大し、小学校の区域を対象に、組織も変えて実行することも

必要ではないかと考えている。例えば小学校のグラウンドや体育館での実施。 

・また最近、防災士の資格をお持ちの方が増えてきているので、参画していただく。 

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―ジ、コメント 

・防災、防災というものをあまりに前に出すと、厄介なものと捉えられて、その時だけ、

すなわち一過性のものになりがちとなる。最近は東日本大震災もあり、地域住民の意識

も変わってきたかと思われるが、継続性に難が出る。 
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・楽しさ、イベント性を持たせると集まってくる。 

・子どもを主体にすると家庭での会話もあり、付加価値的に大人も感化されると思う。 

・地域でのイベントはすでに防災である。すなわち、地域のお祭りや餅つき大会。餅つき

大会はかまどや大鍋など防災用の器具を使用して炊き出しを行うので、防災活動そのも

のである。 

・防災とは地域の方の顔が見えることであり、最終的に「防災とは意識改革である」とも

考えている。 

10. その他 

・何をしようとも、まず人である。人ありきです。地域の様々なイベントを通じて、同じ

趣味の方々、様々は経験や特技をお持ちの方々、そしてご熱心な方々を発見・発掘して、

楽しく、仲よくやることが大切であると思っています。 

・子どもたちはサッカーや野球等運動クラブに参加していて、日程がかち合うので参加し

たくてもできない子がいる。運動クラブの主催者に予め、年度初めにでも連絡し、依頼

することも必要かと思っています。 

 

（辻 誠一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254 



II部 プログラム事例集 

神戸市西区 竹の台地区子ども連絡会 

※ヒアリング調査による 

団体名 神戸市西区 竹の台地区子ども連絡会（回答：浜  尚美氏） 
住所 〒651-2274 神戸市西区竹の台 2-20-1 
連絡先 TEL：078-992-7063 
団体の設立目的 地域内で子どものために活動している団体（子ども会・子育てサーク

ル・ＮＰＯ法人・児童館・幼稚園・保育園など）間のつながりを深め

ることにより、地域全体での子育て事業の活性化を図る。 

１.プログラム名 

竹の台 親子ぼうさいキャンプ 

２.プログラムの目的 

実際に災害（地震）が発生したことを想定し、家族（個人）・地域・学校がどんな動きに

なるのかをシミュレーション（疑似体験）する。その反省を踏まえて、今後の過程や地域

での防災対策に役立てる。 

３.実施期日 

2009 年（平成 21 年）は事前学習（6 月 27 日）と宿泊学習（7 月 25 日～26 日）、2010

年（平成 22 年）は 7 月 31 日～8 月 1 日の宿泊学習のみ。 

４.プログラム内容 

事前学習内容：子どもは地震を知らないため、DVD で地震の映像を見たり、備蓄庫を見

学し当日の持ち物を具体的に考えやすいようにした。（※2009 年度は事前学習を行った。） 

6,434 人の尊い命が奪われた阪神・淡路大震災から 15 年が過ぎ、震災の記憶も風化しつ

つある中、「いのち」を守るために、地域で、家庭で、当時の経験や教訓を次世代に引き継

いでいくことが急務になっている。 

子どもたちと共に、避難所となる学校の体育館に泊り、暑くてもお風呂に入れない、ト

イレの水も出ない、布団もない体育館で寝てみて、不便な避難所生活を体験してみる。 

また、地域で防災を担当している人や、多様な立場の人が一緒になって訓練をすること

により、「こんなことが足りない」「ここをこうしたらどうだろう？」などと、普段から話

し合っておくことや、何より、地域の人たちと顔見知りになっておくことが大切であり、

家庭で楽しみながら「防災」について考えるきっかけとなることを望んでいる。 
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体験宿泊学習【7月 31 日(土）〜8月 1日(日）】 

竹の台小体育館、視聴覚室、校庭、竹の台公園 
時間 実施内容 
【7 月 31 日(土）】 
13:00 受付開始 
13:30 自己紹介（班ごと）、注意事項、準備体操（①防災ダック：舞子高校環境防災

科） 
14:00 表彰伝達式（平成 22 年度安全功労者総務大臣表彰：竹の台防災・防犯福祉

コミュニティ） 
14:10 防災訓練 
 【プログラムＡ】中学生以上 
 ②市民救命士養成講習会〜ＦＡＳＴ西神ニュータウンの救急インストラクタ

ーによる 
 【プログラムＢ】 
 ③水消火器 ④毛布担架 ⑤AED ⑥119 番通報体験：西消防署  
 ⑦応急処置法：神戸市看護大学 
 ⑧非常用持ち出し袋には何を入れる？：神戸学院大学 防災・社会貢献ユニ

ット 
 ⑨液状化実験装置「エッキー」：ばんぶーふぁみりー（ジュニア防災チーム）

 ⑩ぶるる君（免震実験装置）：舞子高校環境防災科 
 ⑪大カードクイズ：（NPO 法人さくらネットより） 
16:00 水どうする？ワークショップ 
  ・竹の台公園 大容量貯水槽を利用した応急給水活動体験：神戸市水道局 
 ⑫緊急避難用給水スタンド設置訓練 
18:00 ⑬炊き出し訓練：竹の台児童館開放委員会 
19:00 ⑭震災体験を聞く：震災の語り部 近藤先生 
20:00 ⑮寝床づくりワークショップ（段ボールで寝床づくり） 
 ⑯災害時の健康管理(トラウマ・カウンセリング、呼吸法）：舞子高校環境防

災科 
21:30 就寝（体育館） 
【８月１日(日）】 
6:00 起床 
6:30 ⑯ラジオ体操：西区青少協西神ＮＴ竹の台支部、スポーツ２１竹の台クラブ

  ⑰災害時の健康管理（ストレッチ・エコノミー症候群の話）：舞子高校環境防

災科 
7:00 ⑱朝食〜パンが足りない！ワークショップ（クロスロード避難所編） 
8:00 ⑲まとめのワークショップ 
  わが家の防災標語＆ポスター作成：竹の台小学校先生チームによるワークシ

ョップ 
10:00 発表〜入賞したポスターは平成 23 年の竹の台のカレンダーに！ 
10:30 修了式 
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II部 プログラム事例集 

 

 

 

 

 

     

     

５.プログラムの特徴 

・阪神・淡路大震災の教訓を生かした内容になっている。 

・運営側はこのキャンプの経験を生かして、避難所の設営を具体的に学ぶ。 

・子どもに対し、自分が必要なことは自分たちで考えるという姿勢で運営しており、その

ため子どもたちは受身ではなく、自主性を育んでもらえるようにしている。 

・グループを作成し、その中に高校生をリーダーとして位置づけている。この高校生は近

隣の兵庫県立舞子高校の防災科の生徒であり、事前に防災教育を受けている。 

・さまざまなワークショップが、阪神淡路大震災の教訓を生かした内容になっている。例

えば震災時「水」が不足した経験から、「水」のワークショップを水道局の職員を交えて

行っている。 

・地域住民だけでなく、水道局や消防署、高校、大学などから多様なスタッフがこのプロ

グラムに関わることで、さまざまな内容を一度に学ぶことができる。またスタッフの数

が多いことも特徴である。 

６.指導体制と参加人数 

2009 年は約 30 名、2010 年には約 20 名の親子と、学生や先生、地域団体から約 100 名

のスタッフが参加。 

事務局を児童館におく、「子育てコミュニティ育成事業」の活動の一環として、竹の台地

区防災・防犯福祉コミュニティが担当し実施している。神戸市からの助成金でプログラム

を行い、実行部隊が子ども連絡会である。 

７. 手応え、効果 

このイベントを通し、他の企画にも地域の若い人たちに参加してもらえるようになった。

近隣の学校への波及効果が見られ、子どもの中にはリピーターが生まれている。この取り

組みによって、地域防災・防犯の基礎となる「顔見知りの関係」が育まれている。 
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８. 現在抱えている問題と課題 

・参加者がなかなか集まらないこと。理由はいくつか考えられるが、一つは開催時が夏季

の土日であることから、家族旅行との日程が重なってしまうなど、「親子参加」を条件に

しているため、保護者の防災教育への理解を得るのが難しいことなどが考えられる。 

・保護者をどう取り込んでいくか。保護者組織がないため、保護者を企画から入れること

ができていない。保護者を巻き込めれば参加者も増加するかも知れない。またこのよう

なイベントは子どもの自発的な参加が難しいため、まずは防災教育への親の理解が必要

である。 

・財源の確保。年間予算を獲得しているわけではないので、実施にかかる資金は助成金を

利用している。参加費及び保険料と食費の実費を徴収している。 

９. 今後のプログラムの展開について 

・宿泊型だけでなくディキャンプ型も考慮し、子どもたちがより参加しやすいようにする。 

・安全マップ作りなど、地域の防災防犯を再確認するプログラムを加える。 

・参加者だった子どもが、大人になった時にスタッフになれるよう、継続的に行いたい。 

１０. 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 

・さまざまな団体を巻き込んでいくことが大切。一つの団体で行えば、運営は容易になる

かもしれないが、手間はかかるがさまざまな地域の団体を巻き込んで運営することで、

実際に震災が起きたときに人と人とのつながりで問題を解決しやすくなる。 

・被災時に避難所に避難できる人は、日ごろから避難訓練をしている人であることが東日

本大震災の被災者の傾向から示唆されているので、このような訓練は継続的に行う必要

がある。 

・この訓練はスタッフの訓練にもなり、地域の防災力を向上させることができる。 

１１. その他 

・例えば食料を分けなくてはならない状況を作り出すと、リーダーシップを取る人を決め

る難しさを学ぶことができた。 

・地域全体と学校の交流の基盤ができあがっており、プログラムは地域主体であるが、学

校を学習の場として提供し、場合によっては先生がプログラムに参加することがある。 

・親子にこだわる理由は、避難所では親子で来ること、この体験を家庭に持ち帰って家族

で話題にして欲しいという思い、子どもの安全管理面などからである。 

 

（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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