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防災教育に対する国際的動向と日本の課題 

 

１.はじめに 

2011 年東北地方太平洋沖地震による被害を見るまでもなく、日本列島のおかれた自然条

件、社会条件から、大規模な地震の発生は大震災へと転化する。確かに甚大な災害をもた

らした 1995 年阪神・淡路大震災以降、国内でも様々な対策がとられ、それなりの成果が上

がった点もある。従来から日本では防災に多大なエネルギーが費やされ、これまでの取り

組みから自然災害削減について国際社会への貢献の可能性も期待されていた。しかし、東

日本大震災以降、防災教育、防災管理等について、根本的に見直すことの必要性が痛感さ

れている。特に、自然災害削減のための防災や減災には、科学技術だけでなく、社会的な

システム整備や教育のようなソフト面からのアプローチも不可欠である。 

ところで、 2005（平成 17）年からの「国連持続可能な開発のための教育（Education for 

Sustainable Development：以下、本稿では ESD と称する）の 10 年」に対して、「実施計

画」が関係省庁により、2006（平成 18）年 3 月に示された。今日、 ESD についても国、

地域レベルで様々な取り組みが報告されているが、防災教育と関連した実践は必ずしも十

分であるとは言えない。2005（平成 17）年 1 月に神戸市で、International Strategy for 

Disaster Reduction（国連世界防災戦略：以後、本稿では ISDR と称する）の一環として国

連防災世界会議が開催され、この会議のプログラム成果文書として ESD と連動して、2005

年から 10 年間の Hyogo Framework for Action (兵庫行動枠組：以下、本稿では HFA と称

する)が採択された。 

これを受け、2007（平成 19）年には、スイス・ジュネーブで UN/ISDR（国連国際防災

戦略事務局）が主催とする Global Platform for Disaster Risk Reduction の First session が

開催された。この全体会議で、自然災害や地球温暖化による影響への対策が論議された。

また、会議では、後述する HFA の観点に基づき、災害からのよりよい復興を目指した日本

政府と ISDR 事務局が共同スポンサーとなった Side Event、さらには学校、病院等での防

災についてなどをテーマとした分科会も開かれた。学校防災に関する分科会では ESD の現

状を踏まえ、学校や児童生徒の安全をどのように確保するかが多数の国から報告された。 

本稿では、まず国連の機関を中心とした国際的な自然災害の認識や防災戦略について概

観する。次に災害の多いアジアを中心として、国連や日本の支援によって、どのような防

災教育に取り組まれているのかを触れてみたい。以上を踏まえ、日本から発信可能な ESD

の一つの方法として防災教育の在り方を検討・考察するきっかけになれば幸いである。 
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２.国連における国際的な防災戦略 

近代都市を襲った 1995（平成 7）年阪神・淡路大震災が国内外に与えた衝撃は大きい。

その後も日本だけでなく、近年のアジアの地震による被害は 2004（平成 16）年スマトラ沖

地震、2008（平成 20）年中国・四川地震に見られるように甚大なものが目に付く（表１）。

世界各地での地震、津波をはじめ、台風等を起因とする洪水などの大規模な自然災害によ

る被害が後を絶たず、近年では、国連の関連する機関においても被害国への支援への対応

に追われている。平和と安全の維持を考え、自然災害に対する取り組みも国連のこれから

の役割として重要な課題となっている。 

国連での日本の経済的な貢献

は GDP 比に応じているため、他

の国々と比べても高い（表２）。景

気の後退により減少しつつあるが、

日本は 2011年度の国連通常予算の

12.5％を分担している。これはアメ

リカの 22.0％に次ぐ２番目の多さ

である。自然災害についても同様に

日本は大きな経済支援を行ってい

る。開発途上国に対し、自然災害時

の物質的・経済的な支援はそれなり

の意味もある。しかし、開発途上国

では、教育内容、方法、研修システムなど、多岐にわたっての援助が必要とされている。

同時に先進諸国においても防災や減災の教育方法は十分整備されていない状況にある。 

国名 発生年度 自然災害の種類 犠牲者数

アルメニア 1988 地震 25,000
イラン 1990 地震 35,000

バングラデシュ 1991 ｻｲｸﾛﾝ・洪水 140,000

ベネズエラ 1999 洪水 30,000

イラン 2003 地震 27,000

インドネシア 2004 地震・津波 280,000

パキスタン 2005 地震 80,000

ミャンマー 2008 ｻｲｸﾛﾝ・洪水 130,000

中国 2008 地震 90,000

ハイチ 2010 地震 200,000

 

2009 年 2010 年 2011 年 
 

 分担率 分担額  分担率 分担額  分担率 分担額

1 米国 22.000 598.3 米国 22.000 517.1米国 22.000 582.7

2 日本 16.624 405.0 日本 12.530 265.0日本 12.530 294.3

3 ドイツ 8.577 209.0 ドイツ 8.018 169.5ドイツ 8.018 188.3

4 英国 6.642 161.8 英国 6.604 139.6英国 6.604 155.1

5 フランス 6.301 153.5 フランス 6.123 129.5フランス 6.123 143.8

6 イタリア 5.079 123.7 イタリア 4.999 105.7イタリア 4.999 117.4

7 カナダ 2.977 72.5 カナダ 3.207 67.8カナダ 3.207 75.3

表 1 20 数年間の間に生じた国際的な大規模な自然災害 

表２ 2009-11 年国連通常予算分担率・分担金（分担額の単位は 100 万ドル） 
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表 3 HFA 優先行動３「（ⅱ）教育とトレーニング」項目 

（UN“Hyogo Framework for Action 2005-2015”,2007 より抜粋） 

(h)．全てのレベルにおける学校カリキュラムの関連する部分に、災害リスク軽減に関する

知識を含め、また青少年や子ども達に情報が伝わり、災害リスクの軽減「国連持続可

能な開発のための 10 年(2005-2015)」の本質的な要因として統合するために、他の公式、

非公式のルートを促進する。 
(i)．学校や高等教育機関で、地方リスク評価及び災害への備えのためのプログラムの実施

を促進する。 
(j)．ハザードの影響を最小限に抑える方法を学習するため、学校におけるプログラムおよ

び活動の実施を促進する。 
(k)．特定の部門（開発計画担当者、危険管理担当者、地方公務員など）を対象とした、災

害リスク管理や軽減に関するトレーニング及び学習プログラムを開発する。 
(l)．災害を軽減し、対処するための地域能力を強化するため、必要に応じてボランティア

の役割を考慮した地域密着型トレーニング・イニシアチブを促進する。 
(m)．女性などの脆弱な人々に対し、適切なトレーニングや教育機会への平等なアクセスを

確保する。災害リスク軽減に関する教育やトレーニングを不可欠な要素として、ジェ

ンダーや文化的問題に配慮したトレーニングを促進する。 

 

ここで少し、近年の国連の自然災害に対する取り組みを見ていく。1990 年からの 10 年

を「国連防災の 10 年」として、各国に啓発を呼びかけ、この期間が終了した 2000 年には、

国連総会の中で、 ISDR が設立された。これは、自然災害や関連する事故災害及び環境上

の現象から生じた人的、社会的、経済的、環境的損失を減少させるための活動にグローバ

ルな枠組みを与えるという目的をもっている。ISDR は、防災の重要性についての各国の認

識を高めることによって、災害からの回復力を十分に備えたコミュニティーを作ることを

目指し、これらが持続可能な社会の形成に不可欠であると捉えている。そのため、国連組

織として、ISDR 事務局が設置され、これが防災に関する戦略及び計画・調整の中心となっ

ている。具体的には、ISDR 事務局は、世界防災白書を発行したり、自然災害や災害リスク

についての理解を広めるための啓発活動を行ったりしており、防災に関する国際情報セン

ターとしての機能を有する（例えば、UN/ISDR、2007 など）。また、国連の組織内に自然

災害軽減のための戦略及び政策立案を検討する場として、Inter-Agency Task Force（ISDR

タスクフォース：以後、本稿では、IATF と称する）が設立され、ISDR 事務局が、これを

支援することになっている。 

阪神・淡路大震災から 10 年後の 2005（平成 17）年１月には、 UN/ISDR が中心となっ

て、兵庫県神戸市で国連防災国際会議が開催された。これには、前年度のスマトラ沖地震・

津波の影響もある。この会議の中で、2005 年から 10 年間の行動計画が採決され、これが

HFA である。HFA では、優先行動として、次の５つが挙げられている。1.災害リスクの軽

減は、実施に向け、強い組織的な基盤を持つ国家・地方での優先事項であることを保証す

る。2.災害リスクの特定、評価、監視及び早期の警告を強める。3.全てのレベルにおいて、

安全と災害への対応の文化を築くための、知識、技術革新、教育を用いる。4.潜在的なリス
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ク要因を削減する。5.全てのレベルにおいて、効果的な対応のために、災害への準備を強め

る（United Nations、2007a）。この中で、3.についてが、教育と最も関連しているため、

少し詳しく見ていきたい。 

この項目は、「人々に十分な情報が伝達され、防災や災害に強い文化に対して意欲的であ

れば、災害はかなり削減することができる。そのためには、災害、脆弱性、能力について

の関連知識や情報を収集・編集し、それらを普及させることが必要である。」と記されてい

る。主要な活動として、(ⅰ)～（ⅳ)の順に、「情報の管理及び交換」、「教育とトレーニング」、

「研究」、「社会的な啓発」が挙げられている。この中で（ⅱ）「教育とトレーニング」にお

いて、具体的な内容が(h)から(ｍ)まで、６項目記されている。これらの項目は防災教育を考

えるにあたって国際基準と言っても過言でないため、日本の教育の現状を踏まえて考察す

る必要があるが、紙面の都合上、機会を改めて論じたい。 

３. 災害削減へ向けての国際的動向 

(1)ISDR 主催の Global Platform、First Session にみる災害削減への取り組み 

 2007（平成 19）年６月には、スイスのジュネーブで、ISDR 主催の Global Platform の

First Session が開催された。この会議の目的は、HFA の実行を容易にし、速めるための論

議や啓発を行うことであり、UN/ISDR（国連 ISDR 事務局）は開催時に HFA と関連して

以下のことを示した。「災害に対する国やコミュニティーのしなやかさを築くことは、災害

の悪影響を減少するために求められる鍵となる政策手段である。2005 年の国連防災世界会

議において 168 の政府によって、個々の市民から、コミュニティー、民間企業、政府、国

際機関まで、行動を結びつける戦略の意義が認識された。今なお、何百万の人々が地質的

や気象的な原因による災害にさらされており、とりわけ急速な都市への人口集中、気候変

化によって住民の危機は高まっている。また、この会議では、減災のための国際的な協力

体制の構築を目的とし、政府や関係団体を国際、地域レベルにおける減災に取り込み、そ

のための方策や方法を推進する活動的な指導者となることを期待している」（United 

Nations、2007b）。 

Global Platform First Session でも多くのキーポイントとなる意見や発表は日本に期待

されていた。例えば、初日の全体会議の中で、HFA を指針とした活動では、最初に井戸兵

庫県知事からスピーチがあった。この中で、知事は阪神淡路大震災の教訓をもとに現在の

兵庫県の災害対策がどのようであるかについてだけでなく、これからの国際的な防災に対

する兵庫県の貢献や取り組みについても紹介した。ここでは、阪神・淡路大震災を例に、

大規模災害時や災害復興について、国連レベルの国家的な協力体制から、倒壊家屋の近隣

の人達による救出事例の地域レベルまで紹介し、次に述べる IRP への具体的な出資金や、

防災に関する国際的な施設を集積した神戸市東部の新区画地域まで配付資料を用いて説明

した。 

また、この会議への日本の大きな貢献として、内閣府や兵庫県、アジア防災センターな
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ど日本の機関も主要構成機関の一員となっている International Recovery Platform （国際

復興支援プラットフォーム：以後 IRP と称する）が Side Event を開催したことが挙げられ

る。IRP は、HFA を推進するために 2005 年に設立され、特に災害からの復興に関する国

際的な知識の集約・ネットワークとして機能することや人材の育成等により HFA の戦略目

標を達成することを目指している。この Side Event は、日本政府と ISDR 事務局との共同

スポンサーによるものであり、復興の重要性を普及するために今回の Global Platform 参加

者に、よりすぐれた復興への活性を与える IRP の役割やその活動を掌握してもらうこと、

参加国や国際機関の潜在的な貢献や協力を授与することを目的とする（IRP、2007）。Side 

Event では、ISDR 事務局の代理としての UN/OCHA や SAARC（南アジア地域協力連合） 

Disaster Management Center の事務局など、4 名がキースピーカーとなった。この中で、

ESD と関わって重要な内容であると捉えられるのは、効果的な災害復興の運営が十分知ら

れていないこと、様々なレベルでの災害への備えが必要であること、復興のためには、住

宅、インフラ、生計、健康、教育、心理社会的なケアなど全体的な取り組みが必要である

こと、環境問題を総合した持続が重要なこと、女性や子ども、高齢者、ハンディキャップ

を持った人達への対応などを含めて取り組むことなどが論議されたことである。これらの

ことは、バングラデシュ、パキスタン、スリランカ、インドなど世界的に見ても最も被害

状況の大きい SAARC からの報告にも含まれていた。 

なお、日本政府は、2007（平成 19）年３月には、2004 年のインド洋地震、2005 年パキ

スタン地震など膨大な被害が生じたこの南アジア地域に対し、UNDP（国連開発計画）が

行う「南アジア地域における地震防災対策計画」に総額 5 億 8400 万円の防災・災害復興支

援無償資金協力を行うことを決めている。また、この Side Event を主催した IRP の運営委

員会メンバー機関として、国連関係では UN/ISDR の他に、UNDP（国連開発計画）、

UN/OCHA（国連人道問題調整事務所）、ILO 等が所属していることも付記しておく。 

(2)ISDR Global Platform First Session での防災教育に関する内容について 

上の Global Platform で、注目されるのは、「災害リスク軽減のための教育と地域におけ

るリスクに対する安全な学校構築」をテーマとした部会が持たれたことである。この部会

は、テーマに沿って、先に述べたような HFA の優先行動 3.に則った、国や地域での災害削

減事業の実行に焦点を当て、災害リスク削減のための先行的な教育活動や学校カリキュラ

ム等の情報交換が目的とされた。また、部会での審議は「国連持続可能な開発のための教

育の 10 年」の推進に貢献することも期待されていた。論議の主な内容は「学校コミュニテ

ィーや安全な学校を構築するにあたって、災害リスクを削減するための活動を推進する方

法」、「学校での災害削減を目指したカリキュラムのガイドラインを作成する方法」、「災害

リスク削減の例を紹介したり取り入れたりするなど教育イベントやESDの活動に災害リス

ク削減を取り込む方法」、「災害リスク削減のための教育の国際会議を組織するための機会、

展望」などである。 

この部会では、「学校安全」、「学校教育」、「コミュニティーを基盤とした教育」、「市民啓
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発とメディア」を主題として、それぞれ、イランと日本、マダガスカルとドイツ、ベトナ

ム、アメリカとパナマからキースピーカーとして報告がなされ、それにもとづいた議論が

なされた。海外からの内容としては、地震の被害が多いイランでの取り組み、例えば国民

のリテラシーを高めるための市民啓発や学校教育でのテキスト等が報告された。また、ベ

トナムからマングローブ消失と関連した水害が地域へ大きな損失を与えることへの対策が

紹介された。赤十字からの取り組みとして、アメリカでは学校での災害への対策が報告さ

れていた。ドイツ、マダガスカルからは、大学教育における防災の取り組みが紹介された。 

日本からの報告としては、学校安全として、自然災害に関する知識・スキル習得のため

の学校教育カリキュラムの現状と課題、教員研修の現状と取り組みとして、独立行政法人

教育研修センターで実施されている全国的規模の実践、都道府県レベルの教育委員会・教

育センターでの実施状況等が紹介された。また、自然災害発生時における学校安全の方法、

避難所となった場合の運営、学校教員の役割、学校と大学とのパートナーシップの構築に

ついての現状と課題（例えば、藤岡、2006b など）が示された。特に 1995 年阪神・淡路大

震災や 2004 年新潟・福島豪雨や同年の中越地震の事例から考察・分析された。 

これらの報告内容は、先の HFA における優先行動の３．（ⅲ）「教育とトレーニング」に

関連した内容での先進的具体例と言っても過言ではない。つまり、表３(h)の内容としては、

現在の日本において、自然災害に関連した防災・減災教育のために、児童生徒に対して育

みたい内容や教育方法は、総合的な学習の時間や ESD のねらいや目的と大きく関わってお

り、学校教育だけでなく、学校が地域と連携して進める必要性が具体的に示された。当然

ながら、(j)として、日本において、学校教育のカリキュラムの中で自然災害はどのように取

り扱われており、どこに課題があるかも明確に示された。 

さらに、(k)と関連して、全国的な自然災害・防災に関する教員研修の例を教員研修セン

ターが主催として実施された内容が示された。海外においても、災害が生じたとき、被災

地でボランティア活動等が展開される。これらは、NPO や赤十字など既存の団体が自身の

活動目的と照合して行われることが多く、この分科会でもそのような報告は見られた。し

かし、日本の教員のように、学校教員が避難所となった自分の勤務校で復興に取り組んだ

り、大学がボランティアを組織し、被災地の学校を支援したりした例は他の国では見られ

なかった。特に、この分科会では、災害時に被害を受けやすい児童生徒達に対して、どの

ように支援するかは多くの国や地域からの問題提示などはあったが、災害時の教員の対応

について検討したり、小学校に大学生を派遣したりする取り組みは日本独自のものと示す

ことができた。 

(3)アジアでの防災教育 

繰り返して述べるようにアジアでは自然災害による被害が甚大である。イギリスの

Maplecroft 社(2011)によると、2005 年から 2010 年の間の国際通貨基金（IMF）、世界銀行、

米中央情報局（CIA）のデータをもとにすると、自然災害による損害リスクとして、経済的

損失が最も多く、損害リスクが「極めて高い」国として、アメリカ、日本、中国、台湾が
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挙げられている。経済的損失が多く、損害リスクが「高い」国としては、メキシコ、イン

ド、フィリピン、トルコ、インドネシア、イタリア、カナダが挙げられている。しかし、

アメリカ、日本は災害に対応する社会的・経済的能力を考慮すると、損害リスクが「低い」

とみなされている。一方、損害リスクが「極めて高い」国としては、中国、インド、フィ

リピン等のアジアやアフリカの国々となっている。 

この中で社会的能力を考えると学校教育をはじめとした防災教育が重要な意味を持つこ

とになる。しかし、日本と言えども、学校教育で体系的に防災教育に取り組まれているか

と考えると、いささか心許ない。当然ながら地域の現状を反映して、学校や担当教員によ

って実践の差があることは否定できないし、防災教育と言っても「避難訓練」から地震等

のメカニズムを取り扱った理科教育、地域の特色を学ぶ地理教育、総合的な学習の時間、

さらには心肺蘇生法や AED のスキルなど、人によってもその意識の差がある。また、「自

助」、「公助」、「共助」等の概念の重要性は理解できても、具体的な方法やイメージについ

ても認識に大きな隔たりがある。国内においても、このような状況であるため、国外にお

いての防災教育の取り組みやその認識にも大きな差が生じるのもやむを得ない。以下に紹

介するのは、これらを踏まえてその一部であることを断わっておく。 

アジアの中でも教育制度、自然環境など最も類似しているのが台湾と言ってもよい。台

風などによる気象災害、プレート同士のぶつかり合いによる地殻変動や地震による災害な

ど、自然災害の状況についても日本と同様である。台湾では 1999 年 9 月 21 日に発生した

台湾史上 20 世紀最大の「9.21 地震」の衝撃が大きい。この地震は、マグニチュード 9.6 を

記録し、死者・行方不明者 2,444 名の犠牲を生じた。地震被害にあった地域では復旧が順調

に進んでいるが、それだけでなく、この地震を風化させないためにも被災地の各地で、記

念公園やモニュメント等が設置されている。また、この地震から 10 年後には、様々なイベ

ントとともに、この地震に関連して映画化されたり、国立科学博物館ででも「地震を含め

た台湾の自然災害」について、特別展が開催されたりしている。 

台湾の中等教育での、地震などの自然災害の取扱内容は、カリキュラムと同様に日本と

類似している。かつては、日本の教育課程、使用教科書とも、大いに参照していた。しか

し、近年では、教育内容の充実、大学進学率の向上など、日本の中等教育のそれを上回っ

ていると言える。TIMSS や OECD 生徒の学習到達度などの数字に表れている。 

さて、甚大な津波被害が生じた 2004 年スマトラ沖地震では、これを大きな教訓として、

国外からも様々な防災教育や教材が提供された。例えば、インドネシア、ナングロ・アチ

ェ・ダルサラム州では、住民のアンケート調査から、自然災害への関心は高いが、防災教

育はほとんどなされていなかったことから、避難訓練、津波の講義を中心に、学校防災教

育のモデルプログラムの実施、防災教育実施のための教員研修、学校と行政との協力推進、

防災教育指導マニュアルの作成等に取り組まれた。特にスマトラ沖地震の翌 2005 年から

2007 年まで、「津波被災国児童向け防災教育プログラム」の開発が重視された。ここでは、

ハザードマップ作成も試みられた。 
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ISDR（国連国際防災戦略）事務局では、スマトラ沖地震の教訓をこの地域だけへの教育、

普及にとどめず、2006-2007 Global campaign on disaster risk reduction and school safety 

を掲げ、DVD 教材として、Lessons Save  Lives The Power of Knowledge を作成した。こ

れは、英語だけでなく、スペイン語、フランス語にも訳されている。内容としては、２つ

の挿話からなり、いずれもスマトラ沖地震で、それまでの知識や教育から被害を受けなか

った例を紹介している。一つはイギリスから家族とともに当地を訪れていた少女が、学校

で学んだ地理教育の成果を示したものであり、もう一つはインドネシア・シムルエ島での

1907 年の大津波の伝承を守ったことによる被害の奇跡的な少なさについてである。 

日本のアジア防災センターも国連の関係機関と連携のもと、教員用のテキストと教材の

提供を行った。中でも興味深いのは「稲むらの火」である。日本の伝統的な津波に対する

教訓としてこの内容そのものが取り扱われ、津波についての基礎知識と津波に対する避難

の方法がまとめられている。 

アジアには多くの世界有数の災害国が存在する。その中でもバングラデシュは台風や洪

水、逆に干ばつなどによる気象災害、地震災害などでこれまでも大きな被害を受けている。

しかし、ダッカ等活断層上にあり、地震の危険性が高いが、急激に都市化が進展している

という課題もある。つまり、災害を拡大するのは、社会的、経済的な状況も認められる。 

そこで、バングラデシュ政府、国連、イギリス、EU などによって CDMP(Comprehensive 

Disaster Management Program) と呼ばれる包括的な災害対策プログラムが検討された。

バングラデシュ政府食糧防災省は日本のアジア防災センターの協力を得て、「コミュニティ

ーベースのハザードマップ開発におけるトレーナー育成プログラム」を開発し、実施した。

ここでは、「タウンウォチングによる問題点の発見」というフィールドワークが取り入れら

れている。 

以上、自然環境や社会的状況から自然災害による被害が著しいアジアへの防災教育の取

り組みは、人口増加と経済発展とも関わってますます注目を集めることが考えられる。防

災・減災に関する国連の機関としては、本稿でも再三紹介した国連国際防災戦略事務所

（UN/ISDR）、国連人道問題調整事務所（UN/OCHA）、ユネスコ（UNESCO）、国連大学

（UNU）、国連アジア・太平洋経済社会委員会（UN/ESCAP）、世界気象機関（WMO）世

界保健機関西太平洋事務所（WHO/WPRO）が挙げられ、これらの機関と連携し、アジア

の国際防災協力の中心としてのアジア防災センターの存在とその活動を無視することはで

きない。 

アジア防災センターの活動は、防災情報の共有、人材育成、コミュニティの防災力向上、

の３つが挙げられる。特に防災教育については、人材育成が大きな意味を持つ。確かにア

ジア各地域の特色に応じて発生する様々な自然災害への防災対策が求められる。それに対

して各国で人材育成のためのセミナー、研修等が実施されている。例えば、地震防災促進

セミナーとしては、モンゴル、バングラデシュ、タジキスタンで、洪水対策セミナーとし

ては、ベトナムで開催されている。詳しい内容は紙面の都合上、ここでは触れることはで
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きないが、地域の防災力の向上は「まず、人づくりから」、と言うコンセプトに裏付けされ

ている。 

４.今後の大規模災害への対応と課題 

国際的な協力体制にもとづく防災教育への取り組みは現在も模索中であると言ってもよ

い。その中で本稿で紹介した HFA は防災教育において、日本の国際貢献に通じる内容であ

る。HFA の中で、優先行動として、採択された５テーマのうちの一つ「3.（全てのレベル

において、安全と災害への対応の文化を築くための、知識、技術革新、教育を用いる）」で、

(ⅱ)「教育とトレーニング」に記されている、具体的な内容は先に示したとおりである。こ

れらは、Global Platform for Disaster Risk Reduction First session で考察した内容と関連

が深い。そこで、他の優先行動の観点から地震発生時の活動の意義と今後の課題について

触れたい。なお、項目番号、記号は全て HFA（United Nations、2007 a）に対応させてい

る。 

1.(ⅲ)コミュニティーの参加、(h)の中に「ネットワークの促進、ボランティア人材の戦略

的管理、役割と責任の特定、必要な機関や資金の委託や供給を通じて、災害リスクの軽減

へのコミュニティーの参加を促進する。」への取り組みが示されている。学校は指定された

ように避難所の役割を担ったが、阪神・淡路大震災時のように学校教員が中心に対応しな

くても、今回の中越沖地震時には、行政や自衛隊、NPO 等の組織的な運営が展開されてい

た。2002（平成 14）年にヨハネスブルグ会議での、ESD の実施計画では、その第 37 項の

中で、「防災、減災、備え、対応、復興などを含む、脆弱性、リスク、計画、災害管理に取

り組むための総合的、多角的なハザード対応アプローチは、21 世紀におけるより安全な世

界の構築に不可欠な要素である」と要請しており、活動としては ISDR を支援している。 

日本のESD実施計画においては、子どもたちの地域への参画が述べられている。しかし、

子どもたちは必ずしも、地域によって守られるだけではない。逆に地域に対して貢献する

場合がある。例えば、中越地震時では、避難所での清掃活動、避難所や地域の人達への合

唱活動などが報告された。また、避難所においては、子どもたちの元気な活動が大人達を

励ますことが多い。さらに、地域と学校とのイベントについて、継続的な活動によって、

教員や保護者等に好影響を与えた例も報告されている。手紙など他地域に対しても被災地

に精神的な支援は可能である。 

HAF のⅢ．優先行動 2005-2015 には、A.一般的考慮として、「(e)災害リスク削減のため

の計画を立てる時には、文化的多様性、年齢、脆弱な集団が適切に考慮されるべきである。」

と挙げられている。これらは、日本では、特に開発途上国の中で自然災害が発生したとき

に、考えられる内容と捉えられがちである。しかし、日本や先進諸国においても被害者の

特徴に応じて、今後一層対策を考える必要がある。2007 年度の United Nations Children’s 

Fund（国連児童基金、UNICEF）の配布ポスターに見られるように、国際的には、災害発

生時は女性や子ども達が大きな被害を受けることが多いと言える。しかし、高齢化が進む
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現在、自然災害時において大きな被害を受ける社会的な弱者は、それだけではない。 

現在、日本各地において、東日本大震災の影響を受け、防災が喫緊の課題となっている。

本稿では、国際的な背景として、ISDR や HFA の展開と日本の役割を紹介した。自然災害

に対する防災や減災については、位置する自然環境やこれまでの自然災害に対する歴史的

経過から日本の大きな貢献が期待される。また、それと関連して、ESD についても、日本

から国連に提唱して全会一致で採択されたものであるため、日本での取り組みや発信が国

際的にも注目されていると述べても決して過言ではない。 
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中国における防災教育 

 

はじめに 

近年、東アジアにおいて、数多くの大地震が起きている。最も記憶に新しいのは東日本

大震災と中国四川大地震であろう。被害地区が内陸か沿岸帯かの違いで、被害の程度もそ

れぞれ異なっている。 

東日本大震災によって大規模な津波が発生し、建物倒壊等による 2 万人近くの方が亡く

なり、一方、被害を受けた福島原子力発電所は全電源を喪失し、原子炉を冷却できなくな

り、大量の放射線物質の漏洩を伴う重大な原子力事故にも発展した。 

 

東日本大震災 沿岸地区の被害状況（ウィキペディアフリー百科事典） 

 

四川大地震では、道路や電力・水道・通信などライフラインが寸断され、2008 年 7 月 22

日、中国民政部の報告によると、死者は 6 万 9197 人、負傷者は 37 万 4176 人に上り、1 万

8,222 人がなおも行方不明となっている。同時に、家屋の倒壊は 21 万 6 千棟、損壊家屋は

415 万棟。学校校舎の倒壊が四川省だけで 6,898 棟に上り、校舎倒壊による教師と生徒の被

害が犠牲者全体の 1 割以上を数え、学校建築における耐震基準の甘さと防災意識の不足等

も指摘されている。(引用ウィキペディアフリー百科事典)  
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中国四川大地震 内陸地区の被害状況（ウィキペディアフリー百科事典） 

 

また、全世界の自然災害被害のうち 9 割がアジアに集中していると言われ、アジアにお

ける防災教育の充実が急がれている。このような状況の中で、本研究では中国における防

災教育の現状について全国的な動向を調査した後、3 地域における防災教育の事例を紹介す

る。実際、四川大地震が起きた際、多くの学生が「生まれて初めての地震経験のため、ど

こへ避難すればいいのが分からなかった」と伝えられている。学校は人が密集する場であ

り、突発事故の場合、教師の誘導で学生を速やかに避難させ、いかに事故による被害を最

小限に収めるかが、今後の大きな課題と言えるだろう。 

次に、四川大地震以後の中国における防災教育がどのように展開されてきたか、検証す

る。 

１.中国における防災教育の現状 

2008 年 10 月華北水利水電学院学報の論文「我が国防災教育に関する思考」によると、

中国国内の学校における防災教育は未だ不十分で、そもそも防災教育の必要性もほとんど

認識していないところが多い。さらに、社会の救急、防災体制も整っているとは言えず、

担当や責任が明確になっていない。そのうえ、防災訓練の実施も少ないため、防災経験が

生かされているとは言えない状況が続いている。 

また、防災の宣伝力も不足しているため、市民、学生の防災に関する知識は不足してい

る。 

中国政府による出版した『防震減災知識教材』において、避難する際に秩序を守れない
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と助かる命が助けられなくなる。防災訓練の回数を積み重ねれば重ねるほど、避難のしか

たや他人を救助のしかたを習熟する。 

学校の課題としては、後者のあり方にも問題があると指摘している。四川大震災で倒れ

た校舎の中には、手抜き工事によるものもあれば、かなり年月を経ている古い校舎も少な

くない。また、建設時に耐震など考慮されていないことが考えられるという。 

２.今後の防災教育の展開 

2008 年 10 月華北水利水電学院学報の論文「我が国防災教育に関する思考」では今後の

課題として講座のあり方、体験活動、総合イベントの 3 点を挙げ、次のように説明してい

る。 

（１）講座 

簡単に行える防災教育の手法の開発が必要であり、まずは民衆の関心度を高めることが

先決である。 

防災認識のレベルが違う人々の間で話し合いをさせることも有効である。防災認識が高

い人は災害の経験もあることから、意識の低い人に事故現場でどうするべきかを説明する

と効果的である。臨場感のある話であれば防災教育を受けていない人々にとって災害がイ

メージしやすい。お互いに話し合いのチャンスを得て、専門家の指導を受ければより全面

的に防災教育を展開することができる。 

（２）体験 

体験においては、災害の場面を①想像させ②模擬する③実際に体験してもらう、の三つ

の方法がある。「想像させる」とは、防災訓練の教育者から災害時の状況を口頭や録音か映

像などの資料を用いて説明して頂くのが一般的である。体験者は教育者から受け取った情

報から災害現場を想像し、あり得ることを推測しながら災害対策などを考えておくべきで

ある。 

 「模擬する」とは、災害の場面を再現し（地震や火災など）、その場面において体験者を

避難させ、消火器を使用させることで防災訓練を行うことである。また、過程で教育者も

リアルタイムに指導し、正確な対処方法を教える。模擬はある程度真実に近い、その場で

身につけた防災方法は実用効果も高く、体験段階では理想的な手段である。 

 「実体験」とは防災に関する博物館、防災センターなどの施設を利用し、災害時とほぼ

同等の情況を体験することを指す。自然災害が多い日本では珍しくないが、災害が少ない

国の場合、コストがかかることも予測されている。しかし、効果は最も高いといえるだろ

う。 

（３）総合イベント 

イベントのトピックは体験者によって決めても良い。一例として、①関連資料を調べた

り、社会調査を行ったりすることで、災害の形成、前兆を知る ②ディスカッションを通し

て、お互いの対する認識、感想を語り合う ③小中学生、子どもが対象の場合は防災に関す
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るゲームを考え、遊びながら防災意識を高めることなどがある。緊急時に他人と助け合い、

共に困難を乗り越えることも教えることも重要である。 

３.防災教育の内容 

2008 年 10 月華北水利水電学院学報の論文「我が国防災教育に関する思考」によると、

防災教育について下記の 3 点を重要事項と定めている。 

(1)一般的な防災教育 

一般的な防災教育は国民向け防災教育（訓練）、企業、事業団体が主導で従業員向けの防

災教育（訓練）、と政府が主導する防災教育（訓練）に分けられる。 

①国民向けの防災教育、防災訓練 

各地域の消防署で防災教育センターを設立する。専任の講師を学校や企業に派遣させ、

学生、従業員に対する防災教育を行う。 

また、学校は定期的に災害に関する知識の説明と災害発生時の避難訓練を含め、防災教

育を実施しなければならない。同時に、未成年の子どもを保護者の方に引き渡すまでの具

体的な手順を保護者と確認しあうべきである。防災意識を高めるには、消防署と警察署と

力を合わせて学校で消防安全や交通安全、緊急時に安否確認の手順、及び消火器の使用方

法を教えることが必要である。 

住民区の防災教育については、区を単位で住民を定期的に集め、地域で発生しそうな災

害を推定し、発生時の対応策を考えておく。また、事前に住宅の耐震性確認、避難時の通

路確認なども行わなければならない。 

②企業、事業団体が主導する防災教育、訓練 

企業は業種や業務上の特徴に基づき、定期的に従業員に対する防災教育を行わなければ

ならない。ある社内で起こり得る災害を予測し、その特定の災害に対する防災訓練を行う。

点呼役と誘導役をそれぞれ決め、災害時に人による乱れが起きないように対策を立ててお

かなくてはならない。 

③政府が主導する防災教育、訓練 

企業は業種や業務上の特徴に基づき、定期的に従業員に対する防災教育を行わなければ

ならない。起こり得る災害を予測し、その特定の災害に対する防災訓練を行う。点呼役と

誘導役をそれぞれ定め、災害時に乱れが起きないように対策しておく。 

国家は災害対応の条例を制定するべく「防災日」や「防災週」を設け、学校や企業を年

毎に防災訓練を実施する。日本では、毎年 9 月 1 日を防災日とし、9 月 1 日の週を防災週と

定めている。防災週には全国範囲で大規模な防災訓練が行われる。政府はこういった一連

の活動を通し、国民全体の防災意識を高める必要がある。 

（２）学校における防災教育 

学生は未成年のため、自己救助の知識と能力は乏しい。自然災害が起きた場合、最大の

被害者になる可能性が高い。そのため、防災教育の実施は学生にとってはとても重要であ
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り、そして教育する際に各年齢層に応じ、適切な教育内容を選ぶべきである。幼稚園、小

学校、中学校、高校の学生心理、身体情況は異なるため、災害時の反応や対処力もそれぞ

れ違う。防災教育を実施する時、未成年の安全保護を原則とし、教師と成人の指示のもと

で、学生の防災意識を強化すべきである。 

①幼稚園 

幼稚園の子どもは物事に対する考えや言葉の表現もほぼできないため、身の回りに危険

が潜んでいることすら気付くことができない。仮に気付いたとしてもその情報を他人に正

確に伝えることもできない。すなわち、幼稚園の子どもを対象に防災教育を展開した場合

は、できる限りに画像、音声を媒介し、災害発生時の様子をイメージしてもらい、保育士

の指示で振舞うことが効率的な指導法だと考えられる。災害が発生した場合、災害に対す

る反応時間を稼ぐため、速やかに教師や大人に連絡するよう子どもに覚えてもらう。 

②小学校 

危険意識がある年齢層で、言葉で危険を伝えることもできる。より幼い子たちを大人の

指示で避難させる役を果たせるだろう。三年、四年生であれば、ほぼ災害の危険性を感じ

られ、五年、六年生なら、自分だけでなく、災害時に低学年生の面倒もある程度見ること

ができる。 

③中学校 

災害に対する理解は一層深くなり、危険意識を持ちながら、起こりうる災害の場面もあ

る程度想像できる。災害による被害を抑えることを協力できるレベルに達している。中学

生の年齢では、応急技能を習得済みで、災害マニュアルも製作できる。また、正確に避難

活動が行えるうえ、他人を救助することも災害発生後に積極的にボランティア活動を参加

することも防災教育時に心がけるべきである。 

④高校 

成人とほぼ同じく身体も心理も成熟してきている。年寄り、妊婦、体に不自由の方と比

べ、反応と行動の速さから、もはや弱勢側ではない。自己救助ができるとともに他人を助

けることも十分できる。このため、学生のキーマンである高校生の防災教育は、主に災害

が起きたときの他人の救助になってくる。できる範囲で危険に迫る人たちの助け役を心掛

けるべきである。 

４.防災教育の詳細 

防災教育では防災全体のシステムがあり、災害発生前の事前対策、災害発生時の避難、

救助活動が含まれる。 

(1)防災知識を周知、警戒システムを構築、強化 

防災教育は子どもから行うべきであり、義務教育の一部として組み込ませることが推奨

される。教育の担当部門は危機対応と防災教育をテレビ、新聞雑誌、インターネットなど

あらゆるマスコミ手段にて宣伝活動を展開すべきである。また、防災マニュアルの印刷物
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を広く一般に配布することによって、災害に関する知識の普及、防災活動の種類を紹介を

目的とし、一方、個人としても、できることから防災に関する宣伝活動と公益活動も協力

してもらうことが大事である。防災活動において、建物、設備などの耐震、耐圧性能を点

検し、排水状況の確認、避難経路の確保と修繕は最優先とすべきである。さらに、早期の

災害発覚には警戒システムが必要であり、様々な災害に対応すべきである。そのため、建

物に災害用警報を設置し、臨時照明、緊急時連絡装置、医薬品、食料品を完備させなけれ

ばならない。災害への反応が一刻でも早めることができれば、被災者の処置も早まる。 

先進国では、学校は学生が勉強する場所でのみならず、被災者を安置する場でもある。

中国においても、学校は常に緊急時用の物資を備え、建築上にも避難目的で頑丈に出来て

いる。このため、被災後、学校の利用に大きな意味がある。 

(2)救助方法の伝達、防災センターの設立 

防災教育は各災害毎に教育項目を設け、対応策を教えることである。よくある地震、火

災、交通事故を例とすれば、地震観測では震度を測定、分析でき次第、迅速に危険性（警

告レベル）を公開する。では避難者になったらどこに行けばいいのか、を予め知っておか

ないといけない。また、どのタイミングに建物から離れ、同時にどんな処置をとるのか、

火災の場合は、消火器の使用、煙に注意すること、安全な場所に避難できたらどうやって

救助を待つのか、様々な課題がある。交通事故の場合、交通事故を避け、被害を最小限に

する方法や警察に連絡すること、救急車が到着までの基本救急方法などが求められる。 

防災センターの設立も防災教育の成果を挙げる一つの方法である。京都の市役所は土地

価格が高い市中心部に市民防災教育センターを立ち上げ、80%以上の維持費用を負担しなが

ら市民に来てもらうようにしている。リアルに災害を体験できることをメインに防災教育

を展開している。体験項目では、地震体験室、土石流体験室、消防訓練室、風速体験質、

煙避けの訓練室、避難訓練室などがある。市民には無料参観とし、企業では少し料金を徴

収する形となっている。 

(3)避難の練習 

防災教育と自己救助の知識を習得後、避難の練習も加える。政府、学校、企業はそれぞ

れの拠点において避難訓練を実施するべきである。通常では、避難時に階段で移動するこ

とが極めて多いので、予め使用上の優先順位を決めなければならない。次に、避難者は職

場から離れ、安全な場所に到達したあと、隊列の並び方に至るまで、事前に設計しておく

べきである。 

避難時の秩序は必ず守る。順序的、組織的に行動することこそ災害時に唯一の助けにな

るのである。徐々に避難方法を覚えていけば、リアリティが実感できる、突発的な練習も

良いだろう。臨場感のある避難訓練は判断力の養成になる。 

最後、避難が完了した後、食料品の受領、衛生情況の確認（伝染病等の感染は要注意）

することにも気を配らなくてはならない。 

四川省ブン川大地震の被害が甚大な罹災地区にある中安県桑棗中学校では、2005 年から
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毎学期に救助避難訓練を行ってきた。2008 年 5 月、ブン川地震が発生した時、2、200 名の

学生と教師は 1 分 36 秒で全員避難した。奇跡的に死亡者は一人もなかった。防災教育、自

己救助と非難訓練は人々の安全や命を守る最も有効な方法であり、社会の各方面の注意を

喚起し、常に努力することが大事である。  

(4)社会範囲での協力 

防災教育とは一個人、企業、団体でこなせることではなく、皆で協力し合うことである。

政府、専門家、一般市民、学生の力を合わせによってはじめて良い方向に向かせることが

できる。専門家の役目は災害発生時の分析、政府に建議すること。普段では防災システム

の構築に専念し、防災教育を指導する。 

市民に防災教育への参加を促し、子どもにも参加させる。仮に災害が起きた場合、多く

の人々の連携によって被害を抑えることが重要である。集結した市民は参加者でいながら

協力者でもある。 

学校は防災教育の中心となる。防災知識の伝達、防災訓練の実施の場として機能する。

学校では、防災知識を教わることができ、学生はその受渡し役を務め、保護者、近隣に展

開していく。政府は上記三者の統括となり、必要なものを提供する。そして、三者の間に

より緊密に連携させていかなくてはならない。 

防災は人を中心とし、命の大切さを知ることを理念とする。多様な形式を通じて、民衆

の防災意識を高め、避難時の対策力を強化する非常に重要なことであり、より安全な生活

環境を提供する大変意味がある活動と思われる。一般市民もできる範囲で、積極的に防災

教育に参加すべきである。 
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防災訓練事例(1) 

学校名：長城中学（中国雲南省昆明市） 

時間：2011 年 10 月 28 日(金) 

訓練場所：学校教室棟と運動場  

1.訓練目的 

地震が発生した場合、自分の身を守る避難訓練を通して、教師と学生の防災意識や避難

意識を強化し、教師や学生に避難経路の正しい判断とアンチ・ショックの避難知識を自然

にわかるように、そして、教師や学生の災害と戦う自分の身を守る能力を高めることが大

切である。地震や地震予報が発表された時、あるいは地震が発生した直後、秩序を守りな

がら迅速で、効率よく避難や応急技能を展開すること、さらには災害が発生した時、教師

や学生の安全を確保し、被害を最小限にすることを目標とする。 

2．訓練指導チーム 

チーム長：俞启清 

副チーム長：王学先、韩利、晏静华、周邦伦 

チーム員：胡瀚、晏静、寇小力、各班担当先生、その他教師 

現場リーダー：周邦伦 

3．長城中学避難訓練と分散訓練 

(1)訓練プログラム 

①自己救助避難訓練 

地震予報を発表された時、あるいは地震発生の緊急情報が出た時、または号令指示が出

た時（第 1 回の号令が基準です）、教師や学生はすぐ机の下に体や頭を隠す、若しくは机の

脚を持ち落下物に注意しながら命の安全を確保する。（要求：教師と学生の両手で頭を抱く、

遮蔽物の側でしゃがみ、体をできるだけ遮蔽物より低くする。） 

②分散訓練 

自己救助避難訓練が終了し、分散警鐘が聞こえた後（第 2 回の警鐘が基準です）、教師と

学生は事前に規定された避難経路と教室の両端にある階段から避難を始める。「あわてない、

押さない、喋らない」を原則に、指定された集合場所に集まる。 

③訓練終了後のまとめ 

各クラスの担当責任者が人数を確認した後、総コンダクターに報告する。その後、総コ

ンダクターは体験訓練に問題点を指摘、評価を行う。 
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(2)各チームの責任 

①学年のグループ組長、各クラスの担当先生、その他教師は現場責任者 

ア）学生を連れて避難すること 

イ）安全な場所で集合した後人数を確認すること 

②撮影チーム 

③救護チーム 

 ア）曾瑞瓊氏の責任は体験訓練の過程で発生した想定外の事故を応急手当。 

 イ）段惠氏の責任は負傷等を発生した場合、負傷した学生の担当先生と家族に知らせ

ること；必要であれば、110、119、120 に電話をかけること、援助を願いすること。 

④指導安置チーム 

張鳳玲氏の役割は学生の不安な気持ちを落ち着かせ、ケガをすることを防止すること。 

⑤調和チーム 

王学先、韓利、晏静華等の役割は演習訓練の中で状況報告及び訓練の過程で総コンダク

ターの命令を迅速で正しく伝達すること。 

⑥演習時間を計るチーム 

胡瀚 

⑦運動場集合チーム 

体育担当教師晏静、寇小力 

(3)状況設置 

①自己救助避難訓練ステージ 

地震予報を発表された時にあるいは地震を発生した緊急情報が出た時、または号令指示

が出た時、授業中の教師はすぐ学生に指示を出し、腰掛けは机の下に詰め込んで、両手で

頭を抱いて、目を閉じて、各自の机の下に体や頭を隠す。または机の脚をしっかり持って

そばにしゃがむ。運動場で授業中の学生は、すべての学生がその場所でそのまましゃがむ

ことと両手で頭を抱くことを指示することが担当教員の責任。高い建築物や危険物をよけ

ることにも要注意。 

②分散訓練ステージ 

自己救助避難訓練を終了後、分散訓練合図を発信する。あるいは号令を出した後に学校

の指導者やクラス担当先生及び他の先生たちがすぐ学生たちを教室から避難させ、運動場

などの安全が確保できる場所に誘導する。できるだけ学生の死傷者を出さないようにする。 

 

分散訓練経路の確認及び秩序を守りながら迅速で、効率よく避難や応急技能を展開する。

避難時学生たちが階段から一斉に降りることによる負傷を防ぐために、以下の避難経路を

規定する。 

①1 班、2 班、3 班の学生たちの避難経路は教室棟の西側の階段。避難安全責任者は、1

班、2 班、3 班の各クラス担当教師及び他の教師。 
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②4 班、5 班、6 班の学生たちの避難経路は教室棟の東側の階段。避難安全責任者は、4

班、5 班、6 班の各クラス担当教師及び他の教師。 

以上の各班は必ず事前に規定された非難経路を守らなければならない。 

 

教師たちは各階段のところで学生たちに秩序を守りながら迅速で、効率よく避難するこ

とを誘導しなければならない。学生の避難が終了後教師が迅速教室棟から離れ指定した集

合場所に集合する。 

(6)集合場所 

①すべての学生を運動場に集合させる。 

②集合した後、国旗掲揚式の隊列の並び方で指示を待つ。 

(7)緊急分散の組織管理 

①緊急状況が発生した時、まず、授業中の教師は学生の不安な気持ちを安定させ、腰

掛けは机の下に押し込んで、両手で頭を抱いて、目を閉じて、各自の机の下に体や

頭を隠す。または机の脚をしっかり持ってそばにしゃがむ。出口に近い学生はすぐ

扉を開け、すべての設備の電源を切り、避難を準備する。 

②各クラスの学生は避難分散の時、必ず教師の指示に従って、席順によって秩序を守

りながら速やかに事前に規定された避難経路と教室棟両端の階段から避難する。転

んだり、踏まれたりする事故を避けるために避難経路や階段のところであわてて押

しあうことを禁止する。 

③事前に規定された経路で避難すること、他経路は使用しない。 

④避難の過程で、転んだ人がいた場合、後ろの人はすぐ大声で「止れ」と叫び、各教

師もすぐ学生たちを止め、危険を取り除いた後、学生たちに順序を守るよう言い聞

かせながら避難指示を行う。 

⑤訓練が終わるまで集合場所で両手で頭を抱いてしゃがむ姿勢を続けさせる。 

⑥全員運動場に集合後、担当教師が人数を確認、訓練総コンダクターに報告する。学

校の指導者が情況によって下校や校外の安全な場所への転移を行う。 
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地震・火災訓練事例(2) 

学校名：大良中学（中国広西チワン族自治区柳州市融安県） 

時間：2011 年 12 月 6 日(火) 

演習場所：学校教室棟、運動場  

 

学校教師や学生の防災、安全意識を強化するため、そして自然災害に対する自分の身を

守る意識及び避難意識を高めるため、12 月 6 日午後、地震と火災の避難訓練を行った。 

防災訓練一週間前に、地震や火災現場でどのように自分の身を守るか、また避難方法な

どについて学生に映像などを見せながら説明し、避難の過程でどうやって安全や命を確保

するか伝える。 

地震が発生した時、すぐ両手で頭を抱き、各自の机の下に体や頭を隠す。また机の脚を

しっかり持ってそばにしゃがむ。地震が発生した後、揺れが止ったら速やか教師の指示と

誘導を応じて教室から避難する。運動場などの安全が確保できる場所に避難する。 

    
 地震避難                    緊急分散 

 

火災に関しては非常ベルが鳴った後、非常放送をしっかり聞く。火災発生地を確認し、

避難経路を確認しながら全体学生と教師は、習った避難知識を利用して速やかに避難する。 

秩序を守りながら安全な避難場所を集まり、各クラスの担当委員が人数を確認する。そ

して、担当教師に報告、担当教師が校長先生に報告という仕組みで実施した。 

その後、学校の鄧武先生が消火器の正しい使用方法を紹介し、実際に学生と教師に消火

器を使って消火の過程を体験した。 

最後に黄義革副校長が今回の体験訓練をまとめ、「体験訓練を通して命の大切さや安全対

策ついて考えてほしい。常に「安全」という言葉を心の中で大事にし、災害が発生した時、

自分の身を守ることや避難方法などの防災意識を高めることを望んでいます」と話した。 
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 消火器の使用方法を説明             消火器の使用方法説明 
 

   
  学校が消火器を消火訓練             黄義革副校長体験訓練まとめ 
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防災事例(3) 

防災教育は重要な授業で行われ、小中学生は習わなければならない。 

 

  

       

四川大地震の発生によって国家は災害対応の条例を規定し、5 月 12 日を正式に中国の「防

災日」に定めた。国民全体の防災意識を高めることを望っている。四川省の各小学校はこ

の日に防災教育訓練を行う。成都の中小学校では「安全意識」を授業で習う。毎学期の授

業の始まる前に必ず受けなければならない。 

地震後、防災教育が成都市の中小学校の必修科目になり、成都市の教育関連機関では少

なくとも毎学期一回の防災教育訓練を行っている。錦江区は毎学期の防災訓練以外に、区

で大規模な総合訓練も行う。 

 

現在、「安全教育課」という教科書を編集中である。この教科書は 3 冊であり、小学生を

低、中、高の 3 段階に分け、内容も 3 種類に分けられる。小学低学年(1、2 年生)の教材テ

ーマは食品安全について、小学中学年（3、4 年生）の教材のテーマは交通安全について、

小学高学年（5、6 年生）の教材のテーマは防災避難教育となっている。 
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日常の防災対策及び地震や火災を発生した後の避難方法、対策、注意事項などを紹介す

る。または、家庭の避難方法、学校の避難方法、公的な場所の避難方法、野外の避難方法

などの内容を収録する」と江家堰小学の校長先生が語った。  

 

（安藤百福記念自然体験活動指導者養成センター 楊 帆） 
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オーストラリア初等・中等教育における防災教育教材事例 

 

http://www.em.gov.au/sites/schools/Documents/Emergencies、%20Disasters%20and%20
the%20World%20around%20us%20Upper%20Primary%20PDF%2011%202%202011%2
0updated.pdf  を翻訳したものである。 

 

災害教育 

後期初等教育 

前期中等教育 

単元学習 

 

「緊急事態、災害、そして我々を取り巻く世界」 

次に掲げる単元学習は、学習における探究過程の各種段階に沿うよう設計されている。

本文で取り上げている探究学習（Inquiry Approach）は、数多くの他のモデルの融合であ

り、その中の一部特異的要素の著作権及び商標は他の作者に帰属する。本文内に登場する

著作権および商標に関わる要素は、その所有者より書面による承諾を得た上で掲載してい

る。他の作者の使用承諾を得て掲載した箇所は本文内で明記されており、これら特異的要

素の著作権及び商標は記載された作者に帰属するものとする。レイン・クラーク氏（Lane 

Clark）の研究は、ここで提唱される探究学習の基幹として認められている。本文内で使用、

再現されている多くのグラフィック・オーガナイザーまたはオーガナイザー・シークエン

スもまた、それぞれの作者の使用許可を得ている。具体的に述べると、PBE Thinkchart™ 

および Think it™ の両オーガナイザー・シークエンスは所有者であるレイン・クラーク

氏の了承を得た上で本文記載している。 

 

次ページの Series Line は、この特定の単元での学習ステージの全体像を提示している。 

 

本単元で提案されているアクティビティでは、様々な‘ 思考カリキュラム’の技と戦略

を活用している： 
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・Think !nQ または本単元内に掲載されているレイン・クラーク氏の戦略（PBE 

Thinkchart™、Think it™手法）については、以下のウェブサイトを参照のこと： 

 www.laneclark-ideasys.com 

 

・認知過程に関するブルーム分類学 

 http://rite.ed.qut.edu.au/oz-teachernet/training/bloom.html 

 

・多重知能理論 

 http://members.ozemail.com.au/~caveman/Creative/Brain/mult_intell.htm 

 http://www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligence.htm 

 

 

本文の最後に添付する付録では、この単元学習の中で紹介されている多数の教育・学習

ツールの詳細に触れている。 
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Series Line  

 

以下の図は、単元学習の流れについて細かく記している。この図の中にある各ステージ

では、本文で紹介する単元学習の一部として、または各自が開発した単元学習に合わせて

個別に使用できるよう、アクティビティを紹介している。 

 

Free Immersion 
Activities 

フリーイマージョン 

生徒たちにテーマを紹介し、単

元学習に引き込む機会を作り

出す 

What? 
何を？ 

1. 生徒たちが緊急事態/災

害について知っているこ

とを引き出す 

2. 私たちの社会が経験す

る災害／緊急事態のタイ

プを検証する 

３．災害／緊急事態の意味

を定義する 

Find Out 
発見 
どこで、いつ、どうし

て、どのように？ 

 どこで異なるタイプ

の災害が起こるのか 

 いつさまざまな災害

／緊急事態は起こる

のか 

 どうして、どのように

して緊急事態／災害

は起こるのか 

Internalise 
習得 

生徒たちが学んだことを「まとめ」あげ、集め

た情報を自分のものとして「習得」する 

Going Further 
深堀り 

生徒たちがラーニングセンタ

ーのタスクを実践する 

Internalise 
習得 

生徒たちが緊急事態について

何を知っているのか考えてみ

る 

So what? 
だから？ 

これらの情報を知っていると

いうことが生徒たちにとって

どのような意味があるのか、

また彼らおよび彼らの住む社

会にどのような違いをもたら

すのか 
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Free Immersion Activities  フリーイマージョン アクティビティ 

(レイン・クラーク; 1992.  承諾を得て記載) 

 

生徒たちがテーマに「溶け込む」きっかけを与える。 

 

クラス全体方式として、もしくは生徒たちがクラスの中を巡回しながら行える「ステー

ション」方式として、以下にいくつかのアクティビティの例を挙げる。 

 

・地元消防署、州の緊急救護局、赤十字支社、救急サービスに講演を依頼する。 

 www.ema.gov.au/schools のthe Links または State/Territoryのページを参照 

 

・災害／緊急事態をテーマにしたビデオ、映画、または漫画を鑑賞する。 

 －例：”Hazards Disasters and Survival”、 “Great Australian Disasters of the 20th 

Century”、 “Natures Fury- Natural Disasters” 

  (EMA 図書館より郵送貸し出し可能 –www.ema.gov.au/schools 内の Resources のペ

ージを参照) 

 

・災害／緊急事態に関する新聞、雑誌の切り抜き、写真、またはインターネットからの

画像を集め、それらを使って壁にモンタージュを作る。 

 

・災害をテーマにした映画の音楽を鑑賞する。 

 

・災害/緊急事態に関する話を読む。 

 －www.ema.gov.au/schools 内の Resources のページを参照 
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What?  何を？ 

 

1. 生徒たちは何を知っているのか？ 

 

次の中の１つもしくはそれ以上のアクティビティを通して、生徒たちが災害／緊急事態

について知っていることを把握する。 

 

・クラス全体で（もしくは小さなグループで行った後にクラス全体で）ブレーンスト

ーミングを行う。ブレーンストーミングでは全ての発言を受け入れる。集まった情

報は、言葉よりも絵で、または簡単なクモの巣型フォーマット（simple web format）

で記録してみよう。 

 

 

 ユーカリの木 洪水 

干ばつ 

火災 
サイクロン 

避難 

（SES）

州緊急救護局 

 

 

 

 

 

 

 水
オ ー ス ト ラ リ ア 地 方 部 火 災 管 理 局

（CFA） 
 

 

 

・グループごとに生徒たちが、緊急事態または特定の緊急事態に関する簡単な歌、詩、

劇、ポスター、話を創り上げる。 

 

・フリーイマージョン の段階で創った壁のモンタージュと、ブレーンストーミングで出

てきた情報をリンクさせてみよう。 
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2. 私たちの社会に影響を与えかねない災害のタイプを調査してみよう！ 

 

（１）各ジグソー「ホームグループ」（下記参照）がそれぞれの災害/緊急事態のタイプに

ついて調べる。 

（２）下記の表を用い、生徒たちはそれぞれの「専門化グループ」を訪問し情報を収集

する。 

（３）その後、各自、自分たちの「ホームグループ」に戻り、各々が集めてきた情報を

照合し、グループとして表にまとめる 

 

「専門家グループ」の例： 

・「オーストラリアの自然災害ゾーン」のポスター、自分の住む州または地域の自然災害

マップの中から、自分の地域を設定し、その地域社会で起こりうる危険/リスクを特定

する。－www.ema.gov.au/schools 内の Resources のページを参照 

・さまざまな範囲の災害に関する情報を載せたノン・フィクションの文章 

 －www.ema.gov.au/schools 内の Resources のページを参照 

・インターネットまたは CD 検索 

・上学年の生徒たちからの簡単な聞き取り調査 

・フィクションの文章 －www.ema.gov.au/schools 内の Resources のページを参照 

・ビデオ －’Hazards、 Disaster and Survival’  

 －www.ema.gov.au/schools 内の Resources のページを参照 

 

生徒たちは下記のような取りまとめ表を使って、調査結果を記録することもできる 

災害/緊急事態

のタイプ 
何が？ どこで？ 

巻き込まれるの

は？ 
疑問点 

活火山 溶岩や火山ガス

が地表を割って

出てくる 

世界各地 
オーストラリア

本土ではゼロ 

地元住民 
消防署員 
医療関係者 
火山学者 
 

オーストラリア

本土で起きた最

後の活火山は？

海中で起きるの

か？ 
地すべり 岩や土砂が斜面

を滑り落ちる 
オーストラリア

では滅多に見ら

れない 

SES 
救急車 
住民 
警察 
消防隊 

どのようにして

止 め ら れ る の

か？ 
な ぜ 起 こ る の

か？ 
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JIGSAW EXAMPLE ジグソーの例 （災害タイプ） 

 

これは様々なやり方で行うことのできる共同グループ作業である； 以下の例は各々が

実際に行っているアクティビティに合うように変更を加えてもよい。この例では、２４名

の生徒が４つの能力混在型グループに分かれている（ホームグループ）。「ホーム」グルー

プからそれぞれ代表者が１名出て、「専門家」グループを形成する。「専門家」グループは

共同してそれぞれのテーマに関する情報を調べ、共有する。その後、生徒たちはそれぞれ

の「ホーム」グループに戻り、学んできた情報を共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

「 専 門 家 」 グ ル ー プ 

各ホームグループから１名

ずつの生徒が専門家グルー

プを形成し、２つのタイプの

災害について情報を収集す

る   

 

「 専 門 家 」 グ ル ー プ 

各ホームグループから１名

ずつの生徒が専門家グルー

プを形成し、２つのタイプの

災害について情報を収集す

る   

 

「ホーム」グループ 

能力混在型グループ。各

グループ６名ずつ。それぞれ

のグループから１名ずつ専

門家グループに加わり情報

を収集する。生徒たちはそ

の後ホームグループに戻り、

習得した情報やアイディアを

共有する。 

火災と干ばつ 

地すべりと熱波 

竜巻と暴風雨 

サイクロンと高潮 

地震／津波とその他 

洪水と火山 

１

． 

２

． 

３

． 

４

． 
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各災害/緊急事態のタイプを含むさまざまな出来事が、災害/緊急事態の定義に当てはまる

か調べてみよう 

 

 定義の例：緊急事態とは、社会に対して多大な破壊、混乱、そして苦痛をもたらすも

のである。 

 

・下の表を使って、「ホーム」グループで、災害／緊急事態とは何かを話し合ってみよ

う。その後、クラスディスカッションを行ってもよい。 

・生徒たちはこの情報を活用しフローチャートを作成することもできる 

 例：1. 火災関連の破壊、混乱、苦痛に関するフローチャート; 2.火災に対する対応

に関するフローチャート; 3．同様の事態を将来的に防ぐ、または同様の事態に備え

るために何ができるか、に関するフローチャート  

 

 

災害／緊急事態とは何か？ 

事象 多大な破壊 多大な混乱 多大な苦痛 
車の衝突事故    
森林火災    
洪水    
干ばつ    
地震/津波    
高潮    
熱波    
自転車事故    
サイクロン    
地すべり    
竜巻    
火山    
有害化学物質の大量

放出 
   

橋の崩壊    
主な動物疾病    
暴風雨および落雷    
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FIND OUT  発見 

（レイン・クラーク;1992 承諾を得た上で記載） 

 

さまざまな緊急事態の「だれ？どこ？いつ？どうして？」 

 

1. 生徒たちを能力混在型のホームグループに分ける。  

 －下記ジグソーアプローチを参照 

 

2.下記の表を使用して、生徒たちはそれぞれのリサーチステーションを巡り自分が調査

している緊急事態に関する情報を収集する。前工程で挙げられた「疑問点」を表に

追記してもよい。 

 

3.生徒たちは、その後各々のホームグループに戻り、各自が集めてきた情報を照合し、

グループの表としてまとめる。 

 

リサーチステーションの例： 

・「オーストラリア自然災害ゾーン」のポスター、または、州及び地域の自然災害マッ

プのポスター －www.ema.gov.au/schools 内の Resources のページを参照 

・さまざまな災害に関する情報を扱ったノンフィクションの文章 

 －www.ema.gov.au/schools 内の Resources のページを参照 

・インターネットまたは CD 検索 

 －www.ema.gov.au/schools 内の the Links のページを参照 

・上学年の生徒たちからの簡単な聞き取り調査 

・フィクションの文章 －www.ema.gov.au/schools 内の Resources のページを参照 

 

 

災害／緊急事態のタイプ 

誰が関与し

ている？ 
どこで起こ

る？ 
い つ 起 こ

る？ 
な ぜ 起 こ

る？ 
どのように

し て 起 こ

る？ 

疑問点 
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III部 国際的動向 

JIGSAW APPROACH ジグソーアプローチ（特定の災害について学ぶ） 

 

これは様々なやり方で行うことのできるグループ共同作業である。以下の例は、それぞ

れが実際に行っているアクティビティに合うよう変更を加えてもよい。本例では、24 名の

生徒が 4 つの能力混在型グループ（ホームグループ）に分類されている。各「ホームグル

ープ」の生徒たちは、様々なリサーチステーションを訪れ、1 つか 2 つ特定の災害について

学ぶ。その後、生徒たちはそれぞれのホームグループに戻り、自分が得てきた情報を共有

する。 

 

 

 

 

 

リ サ ー チ ス テ ー シ ョ ン 

各ホームグループから生徒

たちはリサーチステーション

を訪れ、災害について情報

を収集する   

 

リ サ ー チ ス テ ー シ ョ ン 

各ホームグループから生徒

たちはリサーチステーション

を訪れ、災害について情報

を収集する  

 

「ホーム」グループ 

能力混在型グループ。各

グループ６名ずつ。生徒た

ちはリサーチステーションを

巡り情報を収集する。生徒

たちはその後ホームグルー

プに戻り、習得した情報や

アイディアを共有する。 

災害のポスター 

ビデオー ‘Hazards、

Disasters & Survival’ 

ノンフィクションの

文章 

ネット検索 

フィクションの文章 

１． 

EMA Disaster Ed. 

２． 

３．

４

315 



 

Internalise the Information 情報を自分のものとして習得する 

1. 各グループは、それぞれ好きな発表形式を選び、自分たちの情報をクラスに発表する

ための準備を行う。発表形式は、オーディオテープ、ビデオ、劇、ダンス、物語、写

真/絵、広告、表、本…等。 

2. 生徒たちがクラスに発表する。 

3. 各グループの表にある情報をまとめ、クラスとしての表を作成する 

Going Further 深掘り 

生徒たちに様々なラーニングセンタータスク（下記参照）の中から選ばせ、タスク遂行

のために Topic Wheel （付録 1 参照）のオーガナイザーを与える。生徒たちとともにラー

ニングセンタータスクに関する「基準」（付録 1 参照）を構築する。 

生徒たちは自分たちで作った基準に基づき、自分たちのタスクを自己評価する。 

ラーニングセンタータスク 
 
 
 

記憶 理解 応用 分析 評価 創造 

言葉 
（ 言 語 的 知

能） 

近年、自分の

住む社会に影

響を与えた災

害／緊急事態

をリストアッ

プしてみよう 

特定の災害を

題材とした寸

劇を書いてみ

よう 

ビクトリア地

方西部で噴火

する火山につ

いて物語を作

成してみよう

 学校の新しい

避難計画を作

成してみよう 

新しい（架空

の）洪水レス

キュー車に関

する新聞記事

を作成してみ

よう 
数学 
（論理数学的

知能） 

オーストラリ

アの災害年表

を作ってみよ

う 

3 つの異なる

サイクロンの

情報から集計

表を作成して

みよう 

 オーストラリ

アで起こった

様々な災害か

らデータを収

集し、経済に

与えうるイン

パクトについ

て表を作成し

てみよう 

地元地域の地

図を作成し、

学校に与えう

るリスク／危

険を記載して

みよう 

津波への将来

的な準備、備

え、対応、復

興（PPRR)に
関するフロー

チャートを作

成してみよう

図 
（ 空 間 的 知

能） 

 特定の緊急事

態にどのよう

に対応すれば

いいかを教え

る漫画を作成

してみよう 

特定の災害／

緊急事態のジ

オラマ、モデ

ルを作成して

みよう 

  災害防止を手

助けする新商

品の計画／図

を作成してみ

よう 

体 
（身体運動的

知能） 

 様々な災害の

‘スピード’

を調べ、自分

がそれに打ち

勝つことがで

きるか、結果

を記録してみ

よう 

学校避難訓練

を企画・実行

してみよう 

特定の緊急事

態にどのよう

に備えたらい

いのか、劇を

作り実演して

みよう 

  

ブ ル ー ム 

（改訂） 

多重知能 
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III部 国際的動向 

 
 
 
 

記憶 理解 応用 分析 評価 創造 

音楽的知能  PPRR のコン

セプトを説明

する音楽映像

クリップを作

成してみよう

特定の災害／

非常事態を表

すサウンドス

ケープを創っ

てみよう 

防災キット売

るための歌ま

たは CM ソン

グを作ってみ

よう 

 人々が災害後

にどのような

心境になるか

歌で表現して

みよう 
他人 
（ 対 人 的 知

能） 

自分の家族ま

たは低学年の

生徒たちにオ

ーストラリア

の災害危険に

ついて話して

みよう（聴衆

に評価表を記

入してもらお

う） 

  周りの人々か

ら彼らの災害

経験について

聞き取り、そ

れをクラスで

発表しよう 

森林火災／洪

水についての

討論を企画、

実行してみよ

う 

 

自分自身 
（ 内 省 的 知

能） 

 自分なら洪水

が起こったと

きにどうする

か説明してみ

よう 

 自分なら緊急

事態を管理す

るためにどの

ようにテクノ

ロジーを活用

するか説明し

てみよう 

サイクロンで

生き残るため

の主な‘ルー

ル’は何か、

記録またはパ

ンフレットを

作ってみよう 

自分が地元の

緊急サービス

の責任者であ

ったら何をす

るのか説明し

てみよう 

自然 
（ 博 物 的 知

能） 

人間がどのよ

うに自然災害

に貢献できる

のかリストア

ップしてみよ

う 

オーストラリ

ア先住民アボ

リジニの神話

のいくつかを

検証してみよ

う－彼らは災

害についてど

のように言及

しているか 

水の保全につ

いて教えるゲ

ームを作って

みよう 

 人間が作り出

す災害が環境

にどのような

影響をもたら

すのか、パネ

ルディスカッ

ションを行っ

てみよう 

絶滅危惧種を

洪水もしくは

森林火災から

救出するため

の計画を練っ

てみよう 

 

多重知能 

ブ ル ー ム 

（改訂） 

 

これらのタスクはカードセット一式としてインターネット上で入手可能 

-www.ema.gov.au/schools 
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その他のタスクとしては： 

・今までの「疑問点」に基づくアクティビティ 

・地元、オーストラリア、世界史の中で起こった歴史的な出来事 

・特定の非常事態を深く理解できるようなアクティビティ 

・緊急事態管理（Emergency Management EM）内で使われた発言 

・緊急事態管理（EM）商品を説明し、改良してみる 

・情報収集、理解、発表 

・メディア－本、物語、映像、雑誌、音楽－の中に登場する災害 

・準備、供え、対応、復興（PPRR）のコンセプトに基づいて 

・将来について考えてみる 

・文学と災害 

・特定の歴史上の出来事について詳しく述べる 

・対応者（消防署、救急サービス、SES、赤十字、救世軍）について詳しく述べる 

・ネットワーク資源を評価する 

・災害／緊急事態に関する芸術作品 

 

Internalise and reflect  習得および反映 

 

グループまたは個人で、生徒たちに緊急事態に関する自分たちの知識を Mind Map®させ

る 

 

Mind Mapping® 

 

Tony Buzan Mind Mapping により開発されたこのツールは、最も単純な形で、情報やア

イディアを図形化して記録することができる。 

Mind Mapping に関する詳細は、http://www.mind-map.com を参照。 

Mind Mapping の紹介は、 

http://members.ozemail.com.au/~caveman/Creative/Mindmap を参照。 
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III部 国際的動向 

So what?™/ action  だから？／アクション 

(レイン・クラーク; 1992  承諾を得た上で掲載） 

 

生徒たちは自分たちが学んだ新しい情報を使って個々のアクションプランを作成する。 

 

アクションプランとしては： 

・自宅での避難計画を作成 

・学校の緊急時対策を復習する 

・学校新聞に掲載することにより他学年や学校内全体と、若しくは学校のウェブサ

イトに掲載することにより地域社会全体と、自分たちのラーニングセンタータス

クを共有する 

・緊急事態に備える重要性を問いかける投稿を新聞社に行う 

・自宅での防災用具セットを用意する 

・子ども用の応急手当コースを企画または受講する 

・学校または自宅で避難訓練を実施し、その結果を分析、改善案を出し、再び実行

する 
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付録１ 

教育及び学習のツールと戦略 

 

本文の単元学習で活用できる教育および学習ツールと戦略をここでいくつか紹介する 

 

Graphic Organisers グラフィック・オーガナイザー 

グラフィック・オーガナイザーは、生徒たちが情報を、記録、整理、評価、分析する上

で手助けとなる表である。例：くもの巣型フォーマット（simple webs）、概念マップ（concept 

maps）、 ベン図（Venn diagram）、 Mindmaps、 フローチャート、マトリックス等。 

http://www.teach-nology.com/web_tools/graphic_org/venn_diagrams/ でいくつかを紹

介。 

 

Wonderings (レイン・クラーク;1992)  疑問点 

生徒たちが特定のテーマについて情報収集し調べていく中で、そのテーマや関連する出

来事について疑問が生じてくるであろう。その疑問点を記録させていくことで、彼らのま

たはグループ・クラス全体の、質問学習の今後の方向性を組み立てる手助けとなる。 

 

Multiple Intelligences  多重知能 

ハーバード大学のハワード・ガードナー（Howard Gardner) 教授は、人間には最低８

種類の知能が存在すると提唱している。それらは、１．言語的（言葉）知能、２．論理数

学的知能、３．空間的（図）知能、４．身体運動的知能、５．音楽的知能、６．内省的（個

人）知能、７．対人的知能、８．博物的（自然の）知能 である。 

詳細は、以下のウェブサイト参照： 

http://members.ozemail.com.au/~cavemen/Creative/Brain/mult_intell.htm 

http://www.thomasarmstrong.com/multiple_intteligences.htm 

 

Blooms Taxonomy (Anderson Revision)  ブルーム分類学（アンダーソン改訂版） 

1956 年、ベンジャミン・ブルームは人間の思考の段階を 6 つ－知識、理解、応用、分析、

統合、評価－に分類した。1990 年にはローリン・アンダーソンがその定義を見直し、－記

憶、理解、応用、分析、評価、創造－を新たな定義とする改訂版を発表した。 

詳細は、以下のウェブサイト参照： 

http://rite.ed.qut.edu.au/oz-teachernet/training/bloom.html 
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III部 国際的動向 

PBE Thinkchart™  (物質的な、行動的な、環境的な） 

（レイン・クラーク; 1992、 承諾を得た上で掲載） 

 

テーマや問題点をより細かく分析するために有効な整理法。（本例では、生徒たちが各自

の疑問点を記入できる欄も追加した） 

 

例： 

災害のタイプ 物質的な 
どのように見え

るか？ 
（音、においな

ど、五感からの刺

激を感じ取る） 

行動的な 
原因 
どのようにして

起こったのか？ 
結果 
何 が 起 き る の

か？ 

環境的な 
どこでいつ起こ

るのか？ 

疑問点 

洪水 ・増水した川 
・大量の水 
・大雨 
・大きな湖 
・鉄砲水 

・水で覆われた土

地 
・住宅浸水 
・作物被害 
・橋倒壊 
・住民の負傷／死

亡 
・大雨または長雨

・堤防決壊 
・鉄砲水 

・熱帯地方の夏ま

たは冬 
・時には嵐、津波

が原因で 
・川 
・湖 
・港 

・オーストラリア

ではどれくら

いの頻度で起

こりうるか 
・過去最大のもの

は 
・自分の家にも起

こりうるか 
・このような非常

事態ではどの

ように行動す

るか 
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Think it ™ －ベン図 

Thinkcharts™シリーズから得た情報を、ベン図若しくは 3 つの集合のベン図内での情報

とともに比較対照してみる手法を、Think it™手法と呼び、これも 1992 年にレイン・クラ

ークにより開発されたオーガナイザー・シークエンスの 1 つである。非常に有効な手法で、

これを正しく活用すると、学習者は自分が研究している内容の特徴を発見することができ

る。（レイン・クラークの承諾を得た上で掲載） 

ベン図は情報をグループ化、比較する上で大変有効なツールである。 

ベン図作成において便利なツールは以下参照： 

http://teachers.teach-nology.com/web_tools/graphic_org/venn_diagrams/ 

 

この例では、3 種類の情報源から暴風雨に関する以下の情報を得た。ダイアグラムを使用

することにより、暴風雨について以下のことが明らかになる： 

・強風 

しかし、それだけではなく… 

・大雨 

・鉄砲水 

・竜巻 

・雷雨 

・あられ、ひょう 

 

 

ネット検索 

作物被害 

火災発生 

在庫被害 

人々が負傷 

 

文章 
 

あられ、ひょう 

 

雪 

人々が死亡 

鉄砲水 

大雨 

建物損傷 

車が流される 

 

強風 

 

竜巻 

雷雨 

 

映像 

寒い 
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III部 国際的動向 

基準を構築する 

アクティビティの期待値に関する基準を構築することは、生徒たちに自分たちは何をや

っているのかを明確にさせ、また自己評価、他者評価を行うきっかけを与える。評価基準

は生徒たちとともに話し合いながら構築することが望ましい。 

後期初等教育／前期中等教育のラーニングセンターでの評価基準の一例： 

 

期待以下 期待通り 期待以上 
テーマに関する 4 つの災害

アイディアが含まれている 
テーマに関する 7 つの災害

アイディアが含まれている 
テーマに関する 9 つの災害

アイディアが含まれている 
アクションについて 2 つの

アイディアが述べられてい

る 

アクションについて 4 つの

アイディアが述べられてい

る 

アクションについて 6 つの

アイディアが述べられてい

る 
3 種類の情報源を活用 4 種類の情報源を活用 5 種類の情報源を活用 
地元または国内または国際

の問題を盛り込んでいる 
地元または国内または国際

のうち 2 つの問題を盛り込

んでいる 

地元および国内および国際、

全ての問題を盛り込んでい

る 
1 種類の通信手段を活用 2 種類の通信手段を活用 3 種類の通信手段を活用 

 

 

323 



 

Topic Wheels 

下記の表を記入することにより、生徒たちの学習／研究の方向性が明らかになる： 

 

４．どのようにして 

調べることができるか 

２．自分が 

感じたこと 

３．自分が 

調べたいこと 

１． 自分の 

知っていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査方法のいくつかの例： 

・手紙を書く 

・周囲の人々から聞き取り調査を行う 

・電話をする 

・どこかを訪れる 

・本を読む 

・学校または地域の図書館に行く 

・考えてみて、その結果を記録する 

・周囲と議論する 

・試す 

・実行する 

・写真を撮る 

・映像を撮る 

・インターネットを検索する 

・e-mail を送る 

・ビデオを見る 
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III部 国際的動向 

チリ学校安全総合計画パンフレット事例 

  

http://www.educarchile.cl/userfiles/P0001/File/CR_Articulos/manualplanintegral.pdf を
翻訳したものである。 

 

Aidep アイデプおよび Acceder アクセデール方法論に基づく 

ヘルプマニュアルガイド 

チリ政府内務省非常事態局 

防災習慣を目指して 

教育 

我々の富 

学校安全総合計画 

新 Deyse デイセ 
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ONEMI(内務省非常事態局)は国内教育機関に学校安全総

合計画Deyseを提示しました。これは 1977 年から全教育機

関に適用されている旧DEYSEオペレーションの主な長所を

強化したものであり、国の防災習慣が揺るぎない基盤とな

るよう旧オペレーションを改良し、内容を充実させたもの

です。 

 

 
市民防衛の友 

 

2004 年 5 月第 4 版 
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2001 年 1 月 4 日サンティアゴにて教育省免除決議第 51 号にて承認（2001 年 1 月 18 日付

チリ共和国官報にて公示） 

 

学校安全委員会： 
（学校名） 

ステータス 校長、教師、事務員、生徒、親/保護

者かを明記する。 
校長： 役職/ステータス 公務員の場合は、役職を明記する。

公務員でない場合は、新たにステー

タスを記入する。（生徒/親/保護者）

学校安全コーディネーター： 学年 学校関連の学年に直接関わりのある

人は記入する。（例、生徒、教師長、

親/保護者） 
委員会設立日 校長サイン 役割 学校安全計画において与えられた特

別責任（各メンバーは防災管理にお

ける係り、事故または緊急事態の応

急処置の係りが割り与えられる）。割

り当てが決まるまで空白にできる。

メンバー： 

名前 ステータス 役職/ステータス 学年 役割 
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サンティアゴ 2001 年 1 月 4 日付免除決議第 51 号により 

Deyse 学校安全計画を承認 

 

 
内務省非常事態局 ONEMI は「学校安全総

合計画」を展開しており、国民の防災習慣

が揺るぎない基盤となるよう旧「Deyse オ

ペレーション」を強化し、改良及び充実さ

せるものであることを考慮し、 
 
 
新「学校安全総合計画」は、風習、習慣、

生活態度を変えることを求めており、低年

齢時から始める必要があることは明らかで

あり、したがって教育制度はかけがえのな

い手段となることを考慮し、 
 
 
チリ共和国憲法第１条５項、教育省再構築

に関する法律第 18、956 号および共和国監

査総局決議 1996 年第 520 号を考慮し、 
 
 
以下を決議する。 
第 1 条：本免除決議の一部を構成する「学

校安全計画」マニュアル記載事項を国内の

全教育機関に展開させるため、内務省非常

事態局 ONEMI により作成された「Deyse
学校安全計画」を承認する。 
 
 
 
新「学校安全計画 Deyse」は国内の各教育

機関を対象とした継続的活動方法より構成

されており、これにより主となる目的を達

成することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その第一として、全体としての学校コミュ

ニティーに対する効果的かつ効率的な安全

計画があり、各教育施設の個々のリスクお

よび手段の現状に適用できる。第二は、防

災および安全に対する積極的な行動による

防災習慣教育への実質的な貢献である。 
 
第２条：教育省は課外活動教育庁を通じて、

Onemi の協力および専門的支援をもって、

本免除決議により承認された「Deyse 学校

安全計画」を広く普及させる。学校施設安

全委員会を構成するメンバーの訓練に協力

する。 
 
第３条：教育省は、各県教育庁を通じて該

当校区の教育機関それぞれに、「学校安全計

画」マニュアルの冊子を配布し、同計画の

実施を監督する。 
 
第 4 条：本免除決議の実施において発生す

る問題は、課外活動教育庁を通じて一般教

育局が解決にあたる。 
 
第 5 条：本免除決議の公布以降、「Deyse オ

ペレーション」を承認した通達第 782／79
号及びその改訂規定、さらに、「学校防災委

員会」を創設した教育に関する 1993 年付免

除決議第 431 号を無効とする。 
 
以上を記録、伝達及び公布せよ。 
 
教育省次官、ホセ・ウェインステイン・カ

ユエラ 
 
2001 年 1 月 18 日付チリ共和国官報 
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本マニュアルには、各教育機関が学校安全に特化した全員参加の計画案を作成できるよ

うに、活動の各段階及び全てを記載している。 

 

各段階は論理的な順序に並べられているため、各教育機関理事会は、適切と判断される

専門家グループと共に、実施開始前に注意深く本書を読むことが重要である。 
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I.より安全なチリのために 
 

チリはアメリカ大陸南西部の先端に位置し、その国土、気

候及び地理により独自の経済活動、生活様式、文化、習慣を

有する人口 1、500 万人の国である。 

国土は細長く 2、006、626 ㎢の総面積を持ち、太平洋諸

島とチリ領南極を有する。ナスカ及び南アメリカプレートの

結束する太平洋の火山帯内にあるため地球上で最も地震や

火山活動の活発な地域である。 

このような地理的条件により、サンティアゴとプエルトモ

ントの都市間のアンデス区域には、過去に噴火があった 50

以上の火山を有する。高い山脈からは水量の多い川が下るた

め、洪水、地滑りや土砂崩れが発生しやすい。海岸線が多く

あるため、太平洋沿岸地域において津波による脅威に常に曝

されている。それと平行して、一般経済、特に産業発展に伴

い、新たなリスクと直面している。化学物質の事故は、新た

な危険をもたらしている。一方、チリにおいて過去 10 年間

に交通事故で亡くなった人は 1 万 5 千人であり、犯罪が地

理的な違いや年齢の差に関係なく発生している。 

国家とその発展の可能性に影響を与える多くの破壊的な

出来事を克服するチリ国民の能力を疑う者はいない。 

しかし、包括的な持続可能な発展の一環としてこれらの状

況に立ち向かうため国民の能力を強化することが急務であ

る。 

目指される目標は、国民防災習慣である。 

この目標を達成するためには、風習、習慣、生活態度を変

えることを求められており、低年齢時から始める必要がある

ことは明らかであり、したがって教育制度はかけがえのない

手段である。 

 

20 年を超える避難オペレーション及び学校安全 DEYSE

による当時の重要な達成目標を保ちながら、内務省非常事態局 ONEMI は、国内の全教育

機関または教育施設に以下の目的を有する学校安全総合計画 DEYSE を適用する。 

 

  

1. 安全に対する集団責任を持って、学校コミュニティに自己防衛の姿勢を構築する。 
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2. 学業活動を行いながらチリ児童生徒に効果的かつ包括的な安全環境を提供する。 

 

 

3. 自宅や地域で実行できる保護安全モデルを教育機関において構成する。
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II. 行動枠組み 

本マニュアルは、包括的な行動枠組みとして新しい学校安全計画 DEYSE の主な指針を

まとめたものである。 

ここで提示される方法や手順に基づいて、各教育機関は独自の学校安全総合計画を作成

し、常に更新及び改善を行わなければならない。10,000 以上の教育施設の置かれる地理条

件、環境及びインフラストラクチャーによる様々な特性に応じて柔軟に適用しなければな

らない。 
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III. ポイント項目 

 

内務省非常事態局 ONEMI は重要課題として即

座に出されるであろう主な質問に回答する。 

 

1.独自の計画とは何か？ 

 

計画とは目的を達成するための法令、行動規定

および要素である。 

この新学校安全総合計画 DEYSE はその名のと

おり、全国内の教育コミュニティの安全条件を強

化する目的を持っている。 

本規定、法令が各教育機関及びそれぞれの身近

な環境（位置する地域、分野または領域）の現実、

行動および要素に基づく際に独自のものとなる。 

ONEMI により全般計画または枠組みが提供さ

れる。 

具体的な計画の作成及び定期的な更新はチーム

で行われなければならない。 各施設の生徒、親、

保護者、幹部及び教師は近隣の保健施設、警察及

び消防団によりサポートされている。 

 

 

2. 枠組み計画の適用はどのように始めるべきか？ 

 

最初に行うべき行動は、学校安全委員会の設立

である。 

委員会を形成し継続的に機能させて行くのは教

育機関の校長の責任である。 

335 



 

3. 誰により委員会は構成されるべきか？ 

 

a.施設の代表者及び校長 

 

b.理事会の代表としての学校施設安全の監督また

はコーディネーター。 

 

c.教師代表 

 

d.親および保護者代表組織の代表。 

 

e.高学年生徒の代表者（生徒会に相当するものが存

在する場合それが望ましい）。 

 

f.該当施設近隣の警察、消防署、保健施設の長又は

役員がこの目的のために正式に指名した代表者。 

 

g.施設の教師代表者。 

 

h.施設の周辺または施設内にある他の保護機関ま

た関係機関の代表者、（市民防衛隊、赤十字、ボ

ーイスカウトなど）。 

 

委員会のメンバー数を決定するにあたり、施設

の生徒数、教育レベル、建物構造及び地域の構造

を考慮する必要がある。 

 

幼児教育施設や特別養護教育施設においては、

生徒代表は親または保護者を通して決定される。 

 

4.委員会の役割とは？ 

 

委員会の役割は、各メンバーにより学校全体の

コミュニティを調整することであり、大人数の積極的な参加を促す目的を有し、安全及び

生活の質の向上を目指すことを皆に約束する。 
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5.委員会メンバーの責任および役割とは？ 

 

a. 校長-教育機関における安全の第一責任者であり、委員会及びその活動を代表し援助を

行う。 

 

b. 学校施設の安全の監督者またはコーディネーターは校長の代理であり、委員会の行う

全ての活動を調整する。 

  調整により安全という共通目標に応じた調和のとれた作業を行うことができる。  

  コーディネーターはその長所及び手段を最大限に利用するために、必ず委員会メン

バー全員が合意するようにしなければならない。そのためには定期的な会議及び委員

会の作成する記録、文書、議事録を最新の状態に保つといった効果的なコミュニケー

ションメカニズムを利用する必要がある。 

  その上、防災活動、教育、準備、訓練、緊急時のケアを援助してもらう目的で、施

設の位置する地域にある消防署、警察、保健施設との公式な接点を常に維持する必要

がある。 

 

c. 教師、生徒、親及び保護者、教育関係者の代表は教育機関との関係において、それぞ

れの役割からの展望を提供する必要があり、委員会から指示される活動及び仕事を遂

行し、各責任者に対して学校安全に関する総合的な作業の確立を考案し伝達しなけれ

ばならない。 

 

安全監督
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d. 警察、消防署、保健施設の代表者は委員会に専門的サ

ポートを提供し、教育機関との関係は、校長と各施設

の最高責任者との間の正式なものでなければならな

い。 

  この関係はインフォーマルなものであってはならな

い。公式なつながりは、学校安全委員会の活動を強化

し、防災の側面についてだけでなく、緊急事態が発生

した際に効果的なケアを行うことができる。 

 

e. 施設または地域の赤十字、市民防衛隊、ボーイスカウ

トなどの他の機関の代表は、合意する様々な活動およ

びタスクへの技術的な協力のために、委員会のメンバ

ーにならなければならない。 

 

 

6. 委員会はどのように役割を果たすか？ 

 

活動の 3 つの主要ラインを介する。 

 

a. 詳細な情報を収集し、常にそれを更新する。 

b. 継続的に施設の安全計画を設計、行使、更新する。 

c. 施設のコミュニティ全体を計画する継続的な作業の

具体的なプログラムの設計と実施。 

 

 

7. 具体的な作業はどのように始めるか？ 

 

委員会によって遂行されるべき最初の特定のタスク

とは、様々なレベルにまで意識を高め、日常業務を積極

的に行いながら、全施設にその使命を投影することであ

る。 

委員会は包括的な活動の調整、すなわち、親、保護者、

生徒、校長、教師などの学校コミュニティに完全かつ包

括的に関与することに留意する必要がある。  
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具体的な作業は最初の活動のモニタリングを通し

て始める必要がある。具体的な安全計画を設計する

ための基礎として情報を収集する。これにより、計

画は教育機関、教育施設及び近隣の環境の独自の実

態に合わせて調整される。 

 

 

8. どんな情報を収集すべきか？ 

 

委員会は - 学校全体のコミュニティのサポートと

共に -対処するために利用可能な手段を含め、施設内

および周辺または地域のリスクや危険性に関する多

くの情報を持っている必要がある。 

目的は、起こり得る、または地震のような回避で

きない事柄を完全に把握することであり、学校コミ

ュニティへの被害を最小に抑えることである。リス

クや危険とは、人、財物または環境に害を及ぼす可

能性のある状況または要素である。 

リスクは被害を引き起こす可能性がある脅威、事

象や現象に関連している。 

地震、洪水、津波、火山噴火、地滑り、土石流な

どの自然由来の脅威、及び、故意または交通事故、

火災、電気、化学、産業事故、インフラストラクチ

ャーまたは建設欠陥など意図せずに人間により引き

起こされる脅威がある。 

手段とは、被害を防止回避または低減することが

できる材料、行為、状況、教育機関などの機関及び

その環境である。主要手段は、学校交通団体、ボー

イスカウト、両親や保護者会、消防署、保健施設、

警察、市民防衛隊、赤十字などの人間個人及び組織

である。 物的手段もある。消火器、安全地域、交通

機関、電話やその他の通信手段などである。 
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9. どのように情報収集を行うか？ 

 

施設及びその環境に関する詳細な情報を収集するためにリスクと手段のマイクロゾーニ

ングの AIDEP メソッドが使用される。 

  

その名の示すとおり、地域（施設及び位置する区域または地域）を、起こりえるリスク

と手段をできるだけ詳細に研究するために、名目上のマイクロまたは小規模区域、地域ま

たはゾーンに分ける。 
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IV. AIDEP メソッド 

 

 AIDEP メソッドは情報を収集する方法である。 この情報は、全ての人が認識できる記

号を用いて、地図、市街地図、または単純なマップ上に表示されなければならない。 

この活動の展開は、委員会のメンバーのみで実行するべきではない。学校コミュニティ

全体の多くの人々が参加することが非常に効果的である。 

 

AIDEP メソッド 

↓ 

I.   A 過去分析 過去に何が起こったか？ 

II.  I フィールドワーク どこでどのように起こるか？ 

III.  D 考察および分析 

IV.  E 地図作成 

V.   P 教育機関の学校安全計画 
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AIDEP という言葉は、頭文字で構成されたものである。すなわち、行うべき 5 段階のそ

れぞれの頭文字によって形成されている。 

 

ANALISIS HISTORICO 

過去分析 

過去に何が起こったか？ 

この段階では、過去のリスク、または人、

財物、及び環境への被害状況に関する全て

の情報を確認する必要がある。 

この情報は、文書内に記述がある可能性

があるが、教育機関の理事会または地域の

住民自治会、各自治体、警察機関、保健施

設、消防署からの報告もあるかもしれない。 

また、直接または間接的に学校安全に関

連する指令、規則または法令に含まれる情報も考慮しなければならない。 

INVESTIGACION EN TERRENO 

フィールドワーク 

どこでどのように起こるか？ 

過去分析で発見されたリスク状況が土地に未だに

残るかを確認するため、各施設の該当場所及びその

周辺を歩いて回る必要がある。このフィールドワー

クは、正式に記録されなければならない新しい要素

やリスクが存在するかを参照することが不可欠であ

る。この段階では、施設の地図を分析することによ

って補助的に行うことができる。 

調査とその地に存在するリスクや危険の記録は平行して行われ、これらのリスクに対処

するための適切な手段を記録しなければならないが、被害を回避するためでなく、破壊的

事態の発生を防ぐことができなかった場合の人や所有物に対する適切なケアの準備も同様

である。  

収集した情報のバックアップフォーマットを用意することが重要である。 

 

 調査団は、5 ないし 6 人（学生、教師など）のグループに分け、各グループに特定分野

を割り当てる。 

各グループは委員会に過去の最大限の研究結果を提出しなければならない。 
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DISCUSION Y ANALISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS DETECTADOS 

リスクおよび検知された手段の考察および分析 

 

この段階では、警察、保健施設、消防署その他の機関や専門家団体を含めた委員会の全

メンバーは、時間（緊急事態はいつでも起こる可能性があるため）、または発生する可能性

のある被害の影響または重大度によって優先順位を決め、リスクと割り当てられた手段を

議論、分析する。 

対処すべき各リスクと各手段の関係を確立する必要がある。 

要するに、分析では、実用的な防災策や望ましい応答など緊急事態において引き起こさ

れる可能性のある影響や範囲を考慮する必要がある。 
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ELABORACION DEL MAPA 

地図作成 

各結論が出された議論及び分析後に、

マップの作成や準備を開始する。この地

図は、全ての人に分かりやすい記号で、

適切にマップの横に示しながら、簡単な

スケッチや図面にしなければならない。 

リスク及び手段が記録されなければな

らない。 

このマップは、コミュニティ全体がそ

の中に含まれる情報へアクセスできるよ

うに、施設内の見やすい場所に掲げる必要がある。 

 

PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

教育機関独自の安全計画 

独自の計画は、施設及びその周辺、すなわち、役

割を果たすために学校コミュニティの異なるステー

タスを囲っている施設周辺地域における学校安全性

向上のために必要とされる要素の一つ一つ、活動、

アイデア、プログラムなどを整理して収集される。 

 

 

この計画には、防災、準備、あらゆる危険性に効

果的に対応するための活動やプログラムを参照する

必要がある。

独自の計画の根拠となる支援要素の一つは、リス

クと手段のマイクロゾーニングマップに記載される情報及び設定されている優先順位、そ

してもう一つは、教育活動を行うための更に安全な条件を確立する必要性に関する同じ学

校コミュニティーの関心と創意である。

AIDEP は地図作成や計画準備を規定するものではない。その目的は常にリスクと手段に

関する情報を更新することができるよう、作業プログラムとして、施設の日々の実践が行

えることである。 

 

 

 

 

 

 

344 



III部 国際的動向 

学校安全委員会： 
（教育施設名） 
 
 
校長： 
 
 
学校安全コーディネーター： 
 
 

重大ポイントシート 
（検出されたリスク） 
 
このフォームは、教育施設内部及び/または

外部で検出されたリスクのポイント及び状

況を記録するために用意されている。 
 
理想的には、学校安全委員会はリスク判断プ

ロセス中、まず最初に、重大ポイントまたは

リスク状況の検出時に出される解決策のア

イデアを記録して行かなければならならず、

その後で、能力または手段に応じて適用の可

能性を評価する。 
 

委員会発足日： 
 
 

校長サイン： 

 

リスク /重
大ポイント 

内部/外部 
（ 内 部 は

I、外部は E
で記入） 

正 確 な 位

置 
最 終 的 な

影響 
可 能 な 解

決策 
必 要 な 手

段 
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V.学校安全計画の連結 

施設及びその周辺の現実が提示する安全の必要性に効果的に教育機関学校安全独自計画

Deyse が回答するために、当計画作成作業を組織することは大いに役立つものである。 

 

計画は以下の事項に留意しなければならない。 

 

・教育機関及びその周辺のリスクの現実に基づいていること。 

・優先順位に従うこと、またはより重要度の大きいリスクに応えること。 

・優先順位の手段を参照すること。 

・定期的に更新、修正し、その有効性を見直し、定期的に訓練されること。 

・防災、準備、緊急対応のための活動を参照すること。 

・防災に重点と特別な重要性を持たせること。 

 

a. 計画設計 

 

 計画は、次の内容を含むように設計する必要がある。 

 

目的： 計画により達成したい事柄を明らかにする。明らかな主要目標は、学校コミュニ

ティ全体の安全であるため、施設の示す現実性よりも、他の具体的な目的に従うべき

である。 

 

活動： 計画と直接つながる行動である。 

「何をすべきか？」という問いに答える。 したがって、目標を達成するために設計す

る必要がある。 
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通常はグループで、目標を達成するために必要な活動についての多種多様なアイデアを

出した後に目標を設定する。 

 

プログラム： プログラムにより活動を行うことができる。様々なプログラムを補うため

に、様々な活動に親和性を確立する必要がある。例えば、トレーニングプログラムは、主

題に関して学校コミュニティを教育するために設計された全ての活動で構成されている。

別のプログラムは、リスクと手段のマイクロゾーニングの AIDEP プロセスの展開に具体的

に基づく必要がある。普及及び啓発プログラム、緊急対応運用プログラム、インフラ及び

施設建物の改善プログラム、その他必要なプログラムまたは、学校コミュニティ自体の独

創性により生み出されるプログラムを設計する必要ある。 
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市民防衛の不可欠な原則に基づく。 

 

 

答えが出された後で、次の情報を含むバックアップ·フォームを作成する必要がある。 

プログラム名： 

プログラムの目的： 

責任者名： 

活動の詳細： 

参加者： 

得るべきものまたは結果： 

割り当てられた物質的手段： 

開始及び終了日： 

タイムライン： 

備考： 

 

タイムライン 
週：     から    まで 
    
期間 1 週 2 週 3 週  4 週 
活動     
     
     
      

 

 

この概略がよりバリエーションのあるプログラムに対し規律性を持たせたとしても、対

応運用プログラムは ACCEDER メソッドに従い連携していること。 

348 



III部 国際的動向 

 

VI. Accederメソッド 

 

緊急対応運用プログラム 

この方法により、危機的状況において「何をすべき

か？」及び「どのように克服するか？」という問いに

答えながら応答運用プログラム作成することができる。

言い換えれば、ACCEDER の適用により、緊急事態が

起こるのを待つ必要がない。 上記の定義を保証するも

のであり、明確に計画及びそれぞれのプログラムの中

で表明しなければならない。 

この名も頭文字で構成されているものであり、すな

わち、次に挙げる段階のそれぞれの頭文字によって形

成されている。 

 

Alerta y Alarma 警告および警報。 

有害な影響を引き起こす可能性がある特定の現象へ

の応答前に行われる 2 つの要求で構成される。 

 

警告は、宣言された状態である。 注意しておくこと

を示す。例えば、起こりえる強風、吹雪、大雨、その

他の現象についての情報を知らせることまたは、操作

することであり、被害を最小に留めるためあらゆる防

災措置を取る必要がある。一方、警報は切迫したまた

は既に発生している事柄の知らせまたは通知である。 

したがって、これらの発動は、応答する行動の指示

を実行することを意味する。例えば、火災の脅威に直

面したり、火災が宣言された際に、措置を採用するた

め及び問題の規模を知らせるため特別なブザーまたは

鐘が鳴らされる。 

 

-  内部警報  組織内の人（教育機関）によって出され

るもの。例えば： 教育機関のスタッフが電気ケーブ

ルの過熱によって引き起こされる煙を発見したとき。 
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- 外部警報 教育機関の外部の人や機関によって配信さ

れるもの。 

例えば： 強風を伴う豪雨発生の可能性を促すラジオ、

テレビ、地元の新聞が提供する気象情報。 

- 自然由来の警告 発生する自然現象。 

例えば： 大雨または大雪。 

内部または外部警報が出された場合、情報の質や精度

を裏付ける程度に応じて有効にされたり取り消された

りする。警告が有効とされる際、教育機関は応答活動を

行うために警報を鳴らす。 

 

警告と警報の例： 

 

警告： 施設が設置する火災煙探知システム、監視システ

ム。 

 

警報： 鐘、ブザー、サイレン。 他の活動のために使用

する施設の同じメカニズムを警報として使用するこ

とはできない。 

  例えば、休憩時間の合図としてチャイム一回または

それ以上を鳴らす場合、警報には鐘を使用しなければな

らない。その反対もある。 

 地震の場合には、警報は地震によって作動する。 

 

Comunicación e Información 

通信および情報。 

ACCEDER メソッドの展開を理解することのできる重

要な二つの要素である。 

通信は最低でも、一人の発信人またはメッセージを伝え

る人がいて、その受信者またはメッセージを受け取る人が

いる場所でのプロセスである。効果的な通信が行われるためにはメッセージは受信者によ

って理解されなければならず、順番に発信者に新しいメッセージを配信するため、フィー

ドバックと呼ばれる効果を得ることができる。それは、常にプロセスを新しい状態にし、

豊かにするためである。 
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情報は、それとは異なり、一方的に送られる

ものまたは単方向であるため返信はない。 

 

したがって、学校安全具体計画 DEYSE を作

成する際には、通信は往復のメッセージである

が、情報は計画に役立つ履歴やデータを参照す

ることであることと理解しなければならない。 

 

- 通信連鎖 

とりわけ、事態の発生または特定の事象のタ

イムリーな通知を行うことのできる生きたシス

テムを確立する。通信プロセスは、常に各部分

が全体を補う連鎖サイクルである。上から下へ、

またはその反対もある。 

通信と情報 
 

1. 通信連鎖。 
2. 情報操作 

3. 責任者名簿 
4. 自己招集 

この連鎖は、教育機関の校長、学校安全委員

会そして消防署、警察、保健施設で構成されて

いる。 

そして内部作業グループの担当者（様々なプログラム、学校交通団体及び同様の目的で

協力できる人）、学校コミュニティ、教育システムの上級管理職、市町村自治体などが加わ

る。 

 

- 情報操作（内部/外部） 

この項では、緊急時のニーズに対応するため、優れた管理情報を考慮する。 

 

内部：リスクと手段のマイクロゾーニングの AIDEP プログラムを通して得られた学校コ

ミュニティーが有する情報であり、施設の手段、出席リスト、電話番号に加えて、チ

ェックリスト（行われるべき活動を忘れないように管理できる）が挙げられる。 

 

外部： AIDEP メソッドにより収集されたリスクと手段のマイクロゾーニングマップに記

載される施設周辺に関する情報。 

 

- 内部および外部作業グループの責任者名簿。 

一覧には、緊急事態に迅速に対処できるよう教育機関の代表者及び学校安全委員会の担

当者を迅速に配置させるために使用する各担当者の名前、住所、電話番号が含まれる。 

 

- 永続的作業の自己招集。 
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当分野の責任者は自己招集する必要があり、言い換えれば、緊急事態を克服するために

呼び出しを受けることなく参加することである。警告及び/または警報を知る必要があるの

みである。 

Coordinación 

コーディネーション（調整） 

調整とは、前の章で述べたように、共通の目標の下

で、特定の状況で集まる要素間の調和を達成すること

である。合意の下に作業を行うことであり、緊急時に

緊急かつ不可欠なものである。事前に内部調整メカニ

ズム及び消防署、保健施設、警察などの外部機関との

調整を確立している必要がある。その調和を達成する

ための基本は、 

-役割及びおよび指揮である。 

 

取られるべき行動の適切な達成のために、それぞれ

が緊急時に果たすことのできる役割が事前に定義される。 

一方、緊急時には共同指揮を確立することが重要であり、それにより、施設の内部及び

外部の両方に作用する人（消防署、警察、保健施設）がそれぞれの役割を果たすために決

定が下される。 

計画では、市教育部長、県教育長などの施設の上級管理職との連携とコミュニケーショ

ンを考慮する。 
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Evaluación (primaria) 評価（一次） 

この段階では緊急事態によって引き起こされる結果

の評価を提示する。問題の本当の大きさを客観化する作

業である。「何が起こったか？」「どんな被害を受けた

か？」「被害を受けたのは何人か、誰であるか？」 

 評価の重点を人に置く必要がある。 

 

-  緊急事態の種類。 最初のタスクは緊急を分類するこ

とであり、直ちに割り当てられたアクション及び手段

（洪水、火災など）を決定することができる。 

-  被害。 緊急事態による被害や損害の決定である。 

  上記により、自らの学校コミュニティ内で（けが人、

負傷者など）、インフラストラクチャーで（例えば、

壁の崩壊またはその他の被害）、通信で（電話サービ

スの停止、交通停止など）実質的に確認することがで

きる。 

-  必要性、ニーズ。 この側面は、状況に応じて、人々

の要求を満たすことを直接目的としている。 

学生や教師の応急処置、壁や梁の下敷きからの救出生

徒の避難、医療センターへの輸送などの必要性を生み

出すことができる。 

-  能力。 緊急時の人的及び物的手段の可用性および対応

能力に関連付けられる。最後に、内部リソース（教育

機関）、本質的に一次応答機関となる外部リソース（消

防署、警察及び保健施設）及び一般コミュニティーに

よって決定されるため、事前にプロセス AIDEP を通

じて情報をえている必要がある。 

Decisiones 決定 

被害と評価それぞれのニーズに応じて、共同指揮によ

り人々のケアの決定を行う。例えば、作業割り当て、被

害を受けた人の再配置または移動、現状のニーズに応じ

てリソースを割り当てること、学校システムの上級管理

職との調整、現状の条件に基づいてクラスを再開させるかどうかなど。 
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Evaluación (secundaria)  

評価（二次） 

二次評価は教育機関に影響を及ぼしているまたは及ぼ

した有害事象についてのより詳細な記録を行うことを意

図している。 

二次評価は緊急事態の大きさに依存し、影響を受けたコ

ミュニティーの監視を含むことができる。インフラ及び環

境への被害の深刻さ、学校コミュニティの活力、通信シス

テムおよび交通状況などである。 

このような背景に従い、内部と外部の両方に必要な手段

を分析する。 

Readecuación del Plan. 

計画の改修 

この段階では、施設の安全委員会は、修正した措置を取

るため、及び過ちを繰り返さないようにするため、または、

改善するために経験から学ぶことの重要性

評価（二次） 

を思い出すことができる。 

 

-  報告書の編集。 緊急事態から得られた背景は、計画を改

修する基礎として役立つ。データは、事実の客観的な展

望を提供するために正確でなければならない。 

  このタスクでは、プロセス全体を通じて定義された責

任を持って永続的な収集システムを実施する必要があ

る。 

-  分析と勧告。 収集された背景情報の研究からは、応答シ

ステムを向上させるための提言が生み出される必要が

ある。これらの新たな提案は事実や研究（学校安全委員

会内部メンバーまたは警察、消防署、保健施設などの外

部メンバーから生まれる）に基づいて行われるため、実

行される行動の強固な支持体となる。 
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VII. 計画のモニタリングおよび訓練 

 

教育機関安全具体計画に定義されたプログラムは、

策定に規定されるタイムラインに従って、必然的にモ

ニタリングの対象となる。モニタリングにより目的達

成を点検していくことができ、新たな現実に基づいて

新規プログラムを設計することができる。 

展開中の施設の統合安全作業に関する全学校コミュ

ニティのもつ認識を検知することも重要である。正しい

コースをたどっているか？生徒に参加者意識が持てて

いるか？両親や保護者が子どもたちの安全の必要性を

満たしていると思えているか？ 

 

この情報にアクセスするために、定期的に全員対象の

アンケートを行ったり、会議を開いたり、または保護者

の会議中にいくつかのグループワークを展開することができる。 

 

緊急対応運用プログラムは少なくとも月に一度テストを行い、常に完璧にして行く必要

がある。プログラムの有効性をテストするために緊急事態の発生を待つことはできない。 

 

そのため、机上演習（シミュレーション）と実際の訓練（模擬）を実施する必要があり、

その最中に役割、調整、避難、避難経路など、消火器やその他の技術的要素を検証する。 
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教育機関安全具体計画は、静的なものであってはならない。 
内部と外部の現実は常に変化しているため、動的でなければならない。 

新入生が入学すると新しい両親および保護者は計画に応答する動力となる。 
したがって、更新していくためには恒久的な評価と訓練が重要である。 

 

 

各プログラムの目的や更新の達成は、施設の安全具体計画と同様に、教育システムに制

定される監視人が要請する際にいつでも閲覧可能な報告書に含むべきである。 
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VIII. 教育機関の具体的安全の形式および編集側面 

教育機関の学校安全具体計画 DEYSE の作成

プロセスの全体のまとめとして、文書を作成す

る際には、少なくとも次のことを考慮する必要

がある。 

1. 表紙。 文書の顔。 容易に利用できるように、

学校安全の分野で働く人々と協力するという

目的を持つため、明確で読みやすく認識しや

すいこと。 

2. 目次。 文書に含まれている事項の全体的な順

序が、正確かつ具体的であること。 

3. 序文。 シンプルな表現を用いて文書内で取り

上げられる事項を提示し、読者が説明する意

図の概要を理解し、関心を持てるようにする

こと。序文は省略してもよい。 

4. 目的。 全般目標及び特定の目標として達成が

望まれる事柄を、明確に、直接的に、具体的

に表現する。目標が達成されたかどうかを確

認するために測定できる文章であること。 

5. バックグラウンド。 総則的なもの。 AIDEP

メソッドに従うリスクと手段のマイクロゾー

ニングプロセスを用いて得られた情報を提供

する。計画の基礎となる教育機関およびその

環境の診断（リスクと手段の登録）を行うた

めの適切な本文であり、根拠を示し、プログ

ラムに反映されるアクションのコース設計を

可能にするもの。その章に AIDEP プロセスに

より作成される地図を含むと導きやすくなる。 

6. プログラム。 各活動、スケジュール、タスク、

などの詳細な説明。 

7. 緊急対応運用プログラム。ACCEDER メソッドに基づくこのプログラムは、緊急事態

が発生した場合に、困難なく適用できるよう、明確に示された特定の章を設けなけれ

ばならない。 

8. 概念的枠組みまたは用語集。 文書作成に使用され、計画に提示されたアイデアを補完
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及び説明するために意味と範囲に関する理解を深めることのできる素材及び用語のリ

ストを作成する。アルファベット順で記述される。 

9. 参照文献。主に文書の情報源（書籍、雑誌、新聞など）で構成されており、必要な場

合は、インタビューやライブソースによって補完できる。 

  

いずれの場合も計画は取りやめまたは中止されてはならない。 

ファイル内の当内容に新しいプログラムや訓練または緊急事態により指示される再調整

を容易に組み込むことができることが望ましく、同様に永続的に実現される AIDEP プログ

ラムに指示されるリスク及び手段の更新も行うことが望ましい。  
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IX. 概念的枠組み 

 
活動 
Actividad 

計画に設定されている活動を記述すること。「どうするか?」という問

いに答える。 
警報 
Alarma 

実際のまたは差し迫った有害事象に対して特定された指示に従うため

に設定された警告またはサイン。 鐘、ブザー、アラームまたは他の適

するサイン。 
警告 
Alerta 

実際のまたは差し迫った有害事象の存在下で宣言される状態、言い換

えれば、告知、または関連情報を処理すること。状況に対して準備が

できるよう規定された措置を有効に行う目的をもつ。 
脅威 
Amenaza 

人、教育機関、施設の属するコミュニティーが危険に侵される外部要

因。自然により潜在的に発生する、または人間の活動によって生成さ

れる緊急事態によってもたらされる。例としては、区域にある増水し

た川から生じる洪水、産業地域に化学物質を運ぶトラックの転倒によ

って引き起こされる有毒物質の流出、郊外に位置する火山の噴火、人

家に近い森林火災、断層線により起こる地震、電気障害によって起こ

る火災、建設不備によるまたは老朽化した壁の崩壊、運転手の不注意

または生徒の無謀な横断による車による引きはね、危険性の高い産業

活動などの近接など。 
通信 
Comunicación 

各構成因が共通事項を共有できるよう他の援助を行うプロセス。他者、

自分というのではなく我々という意識で共有すること。やり取りを維

持するためおよびプロセスを有効にするための定期的なフィードバッ

クとされる。 
コーディネーショ

ン（調整） 
Coordinación  

共通の目標を達成するための個々の努力とグループまたは組織による

調和と同期化。特定のタスクを実行する前に、同意することを意味す

る。 
タイムライン 
Cronograma 

時間内で展開するためのアクションの順序を確立する活動と日程の関

係。タスクおよび活動を行うための期限設定により、目的が時間内に

希少されたり、後に生じた他のアクションにより後回しにされてしま

うことを防げる。タイムラインにより評価および監視を行うこともで

きる。 
被害 
Daño 

現象や困難な状況によって引き起こされる変質または喪失。 

災害 
Desastre  

自然事象または人間の活動によって生成された人、財物、サービス、

環境への激しい変化が、影響を受けた地域社会の対応能力を超えるこ

と。被害者が問題を解決できない場合に災害が襲うため、他の援助を

求めるべきである。 
シミュレーション

訓練 
Ejercicio de 
Simulación 

閉鎖された空間（部屋やオフィス）におけるグループのパフォーマン

ス。そこで現実を模倣する状況において決定を下すための様々な役割

が示される。計画をテストし、修正を行うことを目指している。 

緊急事態 
Emergencias 

自然事象または人間の活動によって生成された人、財物、サービス、

環境への激しい変化が、影響を受けた地域社会の対応能力を超えるこ

と。被害者が問題を解決できない場合に緊急事態となる。 
 

グループ 
Grupo  

相互接触及び相互作用状態にあり、特定の課題、目的、共通の重要な

状況を認識している人々のグループ。 
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リーダー 
Lider  

その人物により指導される作業を責任を持って行うように誘導する能

力を有する者。 
リーダーシップ 
Liderazgo 

目標を追求するために個人及び機関の努力と関心を統合するように指

向するパターンまたは行動の種類。 
リスクマップ 
Mapa de Riesgos 

リスクの空間的分布を図表で表現するもの。マップには、インフラス

トラクチャーと地域の特定の状況に応じて地域に影響を及ぼす可能性

のあるリスクの種類が示される。 
マイクロゾーニン

グ  
Microzonificación 
 

詳細な研究目的のための最小または小グループのセクター、地域また

は地理的領域の分割。 
 

目標 
Objetivo 
 

達成を望むもの、または到達を望む地点。 
 

訓練目的 
Objetivo de 
Capacitación 
 

訓練プロセスの後に達成する参加者の能力。すなわち、何かをするた

めの能力取得。 
 

計画 
Plan 

目的を達成するための法令、行動規定及び要素。 
 

予算 
Presupuesto 

設定期間内に行うべき活動を実現させるための財源または資金。 
 

準備 
Preparación 

人、財物、環境への被害を最小限にする一連の対策及び活動。応答お

よびケアを適時かつ効率的に組織すること、また、復旧または通常の

状態に復元すること。 
たとえば、学校安全計画 DEYSE は緊急対応計画を設計するための

ACCEDER 法の展開時に用いられる。 
防災 
Prevención 

自然現象または人間の活動によって引き起こされる緊急事態または災

害を防止または回避するための一連の活動。教育機関およびその環境

に優れた安全を提供するすべての対策を構成する。 
プロセス 
Proceso 

活動または関連事項を時間及び空間的に並べた順序。 出来事の一連の

連続的段階であり、常に進化するものである。 
プログラム 
Programa 

相互関係のある一連の活動。達成を望む段階または計画により達する

ことを望む時点で寄与する目的に対応する。プログラムは計画に属す

る。各プログラムは計画で提案されるものと同じ目的を持っている。

プログラムには、根拠、責任、分析、目標、スケジュール、予算など

が含まれている。 
市民防衛 
Protección Civil 

緊急事態および災害に対する効果的な防災、準備、ケア、復旧により、

人、財物および環境を保護すること。 
市民防衛は国際的概念であり、何らかの形で人々を安心させることが

できる全組織の一連の作業の中央及び地域システムを確立するために

多くの国で採用されているものである。 
中央システムはチリでは内務省非常事態局 ONEMI によって統制され

ている。 
市民防衛は効果的に計画を行うため相互援助の原則（チームワークと

能力追加）及び人員の段階採用（特定のニーズに応じて人員を徐々に

動員する）に基づいている。 
再建 
Reconstrucción 

再び建設すること。 有害事象が起こる以前と同様またはそれ以上のレ
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ベルに達するための物理的、社会的、経済的損害の中期及び長期に渡

る復興及び被害を受けた構造物の修復プロセス。 
復旧 
Rehabilitación 

基本サービスを短期的に回復、復元または復旧すること。この段階に

て物理的、社会的、経済的損害の回復を始める。 
応答 
Respuesta 

有害事象に対して人命救出、苦しみの軽減、損失を減らす目的で行わ

れる活動。 
リスク 
Riesgo  

起こるかもしれない被害の提示。リスクとは結果として起こりえる危

険のことである。脅威（発生する潜在的な有害事象）および脆弱性（人

物、物、及びシステムの損傷）で構成される。 
シミュレーション 
Simulacro 

人々や手段の移動を伴う実践的なフィールド演習。参加者は可能な限

り実際の緊急事態に近い体験をする。計画をテストすることができる。

脆弱性 
Vulnerabilidad 

火山噴火、洪水、地震、洪水など有害事象の潜在的な発生で被害を受

ける内部状態。脆弱性の度合いは特定の脅威に対する人、物、または

コミュニティの強さに依存する。 
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その他の情報 

 

参考情報＜アメリカ＞ 

《概要》 

論題 米国における防災教育に関する研究 
参考 URL http://www.arch.kobe-u.ac.jp/~a7o/activity/theses-data/kinkishibu/ 

H13_g_hamaguchi_kinki.pdf 
発行（年） 2007 
著者 濱口善胤 大西一嘉 
キーワード ESD 自然災害、防災教育、アジア、UNESCO 

防災教育の先進事例として米国、特に連邦緊急事態管理庁（Federal Emergency 

Management Agency:FEMA）の関連組織で、全米の防災・危機管理関係者を対象に様々

な教育カリキュラムの開発・提供を行っている防災研修所（Emergency Management 

Institute : EMI）について着目し、その教育内容や様々な参加プログラムについて明らかに

することから、日本の防災教育における問題点を探る。 

日本における防災教育は、各地方自治体・分野主導で実施されており、米国の EMI と対

応するような、防災教育を目的とした国家的な組織があるとはいえない。そのため、他地

域・他機関とのつながりは薄く、教育レベルにも差が生じている。また日本の研修では、

研修修了者への単位認定など参加特典と呼べるものは乏しく、研修参加意欲向上という面

からみても欠けている部分が多い。そこが日本と米国の差といえる。以上を踏まえての今

後の日本の課題としては、現在、各地でみられる防災教育活動を尊重しつつ、より広い視

野でとらえ、各教育機関が連携し、全国的な防災教育システムの確立に努めることが考え

られる。 

■米国の防災教育の概要：地方分権の考え方が強いため、防災活動に関しても基本的には

連邦レベルではなく、地方自治体レベルで管理されている。防災教育の面では、ほとんど

の州ごとにトレーニングオフィスが備えられ、基本的な防災教育は地方自治体レベルで実

施されている事が多い。しかし、米国では地方自治体単位の教育実施にとどまらず、連邦

としても防災教育の普及に努めている。 

■防災研修所(Emergency Management Institute:EMI) 

参加資格・方法・費用の面から研修参加に関わる環境の整備に努めている他、様々な形

式の研修を開発・実施。また、各研修修了者に対して大学単位や資格維持、職業上のキャ

リアアップに用いられる生涯学習単位（CEU’s）を提供するなど、他機関若しくは、社会

で一般的に用いられているポイントを研修者に与えることで研修意欲の向上などにも努め

ている。開発する研修内容には一般市民対象のものというよりむしろ、実際に地方自治体・
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その他関連機関で危機管理業務に従事する者向けの研修が多く見られた。その中でもトレ

ーニング関係者に対する研修が充実している他、各地域の指導者に対する研修が用意され

ており、専門家の育成に力を入れるとともに、各地域における防災教育レベルの向上に努

めていることがわかる。それ以外にも災害時の地域間対処調整を扱う研修といったような、

単独自治体レベルでは実施困難な研修が用意されており、全国的レベルでの防災教育組織

であるからこそ可能な役割を果たしている。 

■国立危機トレーニングセンター（National Emergency Trainig Center:NETC）：防災教

育提供のための豊富な学習リソースが整備され、学生向けの居住施設など学校福祉施設も

備えられている。優れた防災研修が実施され、様々な教育プログラムが開発され全米に向

け発信。 

 

 

参考情報＜フィリピン＞ 

《概要》 

論題 Participatory Planning in Developing Earthquake Disaster 
Reduction Plan in Marikina City、 Philippines/ 参加型の地震防災計

画の開発 －フィリピン・マリキナ市におけるケーススタディ－ 
参考 URL http://www.tamiyokondo-lab.jp/pdf/essay/essay_15.pdf 
発行（年） 2004 
著者 近藤民代・林春男・Kenneth Topping ・牧紀男・立木茂雄・田中聡・ 

馬場美智子・田村圭子 et al. 
キーワード 戦略計画、総合防災計画、トータルリスクマネージメント、参加、  

フィリピン 

本稿は、フィリピン・マリキナ市において、現地の自治体職員と日本の防災専門家との

コラボレーションによって策定された総合的な地震防災計画の策定プロセスとその内容に

ついて報告するものである。計画の策定は、計 5 回のワークショップを通して現地の自治

体職員らによる合意形成のもとで行われた。Comprehensive Earthquake Disaster 

Reduction Program (CEDRP)は、参加型のプロセスを通して策定された地震防災計画であ

り、その総合性・包括性、防災の 4 段階を考慮に入れた点などで先駆的である。今後は、

計画の実現に向けての実行計画をすすめると同時に、CEDRP の有効性、効果などを再び検

証して計画の質の向上を図っていくことが求められているといえる。 
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参考情報＜インド＞ 

《概要》 

論題 Disaster Education in India - A Status Report、 UNCRD Project 
Reducing Vulnerability of School Children to Earthquakes in 
Asia-Pacific Region – Shimla、 India 

参考 URL http://www.hyogo.uncrd.or.jp/school%20 
project/awareness/india_disastereducation.pdf 

発行（年） 2008 
著者 UNCRD SEEDS 
キーワード インド・防災教育 

インドは 2001 年インド西部地震、2004 年のスマトラ島沖地震とそれに伴う津波により

多大な被害をこうむった。それ以外にも、洪水や旱魃、地すべり、サイクロンにより天災

が多発する地域である。したがってインド政府は複数のセクターからなる災害管理に取り

組んでいる。 

学校教育では、後期中等教育中央審議会（The Central Board of Secondary Education / 

CBSE）が学校教育カリキュラムに災害管理についての短期コースを盛り込んでいる。この

コースは 7300 の学校（全児童数約 90 万人）が実施している。また、CBSE は防災教育の

要素を社会や地理の授業でも取り入れている。授業テーマは「自然と天災の種類、自然と

人によってもたらされた災害とそれを管理する必要性、災害管理における学校とコミュニ

ティーの役割、などのテーマがある。主に強調しているのは、様々な災害においてどう予

防措置をとれるかである。学校における災害管理のカリキュラムにおいては、クラスや学

校という境界線を越え、家族やコミュニティーを巻き込んでより具体的な地域での関与を

促す学習を実施している。不定形教育や教師教育においても防災教育が取り組まれている。 

地域における学校の役割は非常に重要であるが、これは 2006-2007 年に国連国際防災戦

略（UN／ISDR）が”Disaster Reduction Begins at School”（ 防災は学校から）というキ

ャンペーンを実施したことが契機となっている。 
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III部 国際的動向 

参考情報 チリ国策 

政策名 

学校安全総合計画(Plan Integral de Seguridad Escolar-Deyse) ※2005 年に ONEMI と
教育省が 2004 年のスマトラ沖地震による津波の被害で亡くなったチリ人女性の名前

「Francisca Cooper」を取って"Plan Francisca Cooper"という防災キャンペーンを実施

した。その後、本計画に「Francisca Cooper」という愛称が定着している。 
実施年 2001- 
法令 教育省 2001 年法令 51 条（Decreto Exento Nº 51/2001 Ministerio de Educación） 

管轄 
チリ内務省国家緊急対策室（ONEMI:La Oficina Nacional deEmergencia del Ministerio 
del Interior） 

概要 

目的： 
１：防災に対する責任を共有・維持しながら、学校区における自主防災意識を醸成する。

(Generar en la comunidad escolar una Actitud de Autoprotección 、  teniendo 
porsustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.) 
２：教育機関が防災対策を実施することで効果的・包括的で安全な環境を提供する。

（ Proporcionar a los escolares chilenos un efectivo ambiente de seguridad 
integralmientras cumplen con sus actividades formativas.） 
３：各々の教育機関が家庭や地域において複製可能な防災安全対策モデルをつくる。 
（Constituir a cada Establecimiento Educacional en un modelo de protección y
seguridad、 replicable en el hogar y en el barrio） 
 
本目的を遂行するにあたり、学校統合安全計画実行委員会を設立しなければならない。

委員長は学校の理事等が就く。委員らは学校の教師や生徒だけでなく、地域の警察や消

防隊、病院関係のスタッフも参加する。本委員会は情報収集を実施しなければならない。

その情報収集の手法：「AIDEP」（以下の行程の頭文字をとったもの）。 
A. Análisis Histórico (Hisotrical Analyze):「史実分析」 
I. Investigación en Terreno(Investigation):「調査」 
D. Discusión y Análisis(Discussion of Priorities):「議論と分析」 
E. Elaboración del Mapa(Elaboration of the map)：「ハザードマップ作成」 
P. Plan: Specific Safety Plan 「学校（教育機関）における具体的な安全計画の作成」 
 
緊急対策のための手法：「ACCEDER」 
A Alerta y Alarma(Alert and Alarm:警報.). 
C Comunicación e Información(Communication and Information:コミュニケーション)
C Coordinación (Coordination:コーディネート) 
E Evaluación (primaria)(Evaluation)(primary: 一次評価) 
D Decisiones (decisions: 決断) 
E Evaluación (secundaria)(Evaluation) (secondary: 二次評価) 
R Readecuación del Plan.(Adaptation of the Plan:計画の再立案) 

特記事項 

1977 年から 2001 年まで国策として実施されていた学校安全避難計画、 オペレーション

DEYSE（Sistema de Evacuación de Seguridad Escolar “Operación Deyse”）（内務省

1977 年法令 155 号）を継承。Plan de Seguridad Escolar Deyse は、避難と緊急時の際

の安全に重きがおかれていたが、本計画では防災・予防に特化し警察や消防隊、赤十字

のスタッフなどを含めることで緊急対策のメカニズムを強化し発展させるために変更に

なった。 
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参考情報 コスタリカ国策 

名称 

コスタリカ国家災害対策緊

急委員会（CNE: Comisión 
Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de 
Emergencias） (Costa Rica 
National Risk Prevention 
and Emergency 
Commission) 

緊急時のための教育プログ

ラム（PEEMEP: Programa 
Educativo para 
Emergencias） 

国 家 防 災 教 育 計 画 
(PLANERRYD: Plan 
Nacional de Educación para 
la Reducción del Riesgo y 
los Desastres) 

概要 

コスタリカにおける防災な

らびに災害対応を担う国家

機関（防災教育も実施 
（ http://www.cne.go.cr/inde
x.php?option=com_content
&view=article& 
id=55&Itemid=109） 
1969 年 緊急法第 4374 条が

制 定 さ れ 、 Comisión 
Nacional de Emergencia 
(C.N.E.)設立が決定。 
1986 年  C.N.E.が設立され、

防災・災害対策プロジェクト

を立案。 

1987 年に創設。教育省が管

轄し、CNE が予算を担当す

る。1989 年に実施開始。防

災に関する教材の制作・学校

における火事の消火や応急

処置に関する講習の開催・各

学校における災害対策委員

設立、地震や火災からの非難

計画作成の促進。1991 年半

ばから 1992 年までの間には

国の 6000 あるうちの約 500
の学校や大学へアドバイス

を提供した。60 のモデルケー

スをつくった。これらの学校

において、学生や教師を育て

る中でその地域の指導者と

なる災害対策委員を訓練し

た。 

教育省の管轄化において

2004-2009 年に実施。 
主な目的 
•防災教育の推奨 
地域にすむ人すべてが安心

な生活環境を獲得するため

に地域と学校で連携した取

り組みを推進。 
教育分野における防災教育

への統合的補完的な事業実

施等。 
 

特記事項 

1994 年に国連笹川防災賞受

賞（防災分野で国際的に顕著

な功績を挙げた個人や組織

に 贈 ら る ）（ JICA HP
http://www.jica.go.jp/project
/all_c_america/001/news/ge
neral/20110603.html） 

  

http://www.cne.go.cr/index.
php?option=com_content&v
iew=article&id=55&Itemid
=109 

http://www.crid.or.cr/digital
izacion/pdf/spa/doc14379/do
c14379-3.pdf 

http://www.eird.org/cd/toolk
it08/material/Inicio/sist/cap
3.pdf 

http://www.binasss.sa.cr/po
blacion/desastres.htm 

http://www.crid.or.cr/digital
izacion/pdf/spa/doc14379/do
c14379-2b.pdf 

http://www.comminit.com/e
s/node/306633 

参照 URL 

  http://www.cne.go.cr/CEDO
-Riesgo/docs/2628/2628.pdf 
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