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地域防災セミナー 

災害に強くなる知恵と技 
～もしものとき、あなたの家族や地域を守るために～ 

 

日時：平成２２年１月２３日（土）９：３０～１６：４２ 

場所：日本赤十字看護大学 武蔵野キャンパス 

主催：日本赤十字看護大学 看護実践・教育・研究フロンティアセンター 

   地域防災活動ネットワーク（ＣＯＳＭＯＳ） 

共催：武蔵野市民防災協会  

協力：武蔵野市役所・武蔵野消防署・武蔵野警察署・武蔵野市民社会福祉協議会 

   日本赤十字社東京都支部 

講師：午前の部 ロールプレイ「災害と心のケア」 

～被災者に寄り添うためのコミュニケーションスキル～ 

室蘭工業大学 ひと文化系領域／環境科学防災研究センター 准教授 前田潤 

   午後の部 講演と演習「みんなで高める地域防災力」 

～大地震後に何が起こるか、どう解決するか、一緒に考えましょう～ 

ＮＰＯ法人 東京いのちのポータルサイト副理事長 鍵屋一 

概要： 

 9：35～9：37 司会 防災ボランティア(学生) くれさわ                    

・新潟県山古志村で、被災者のケアに対応した。家が無くなり、家族が亡くなり、心が傷ついている。 

・被災者にどんなことだったのかを話をしてもらうことで、心の整理、心のケアになることを感じた。 

・今回、心のケアのスキルについて学びたい。 

 

 9：37～9：40 主催者挨拶                                  

・このセミナーの取り組みも、今年で５年目。今後も継続して参加いただきたい。 

・今日の講師の前田先生からは、市民レベルで被災者とどう関わればいいのか、救援者として自分の

ケアも含めてどう被災者のケアをしていけばいいのかについて話してもらう。 

 

 9：40～10：31 「災害とこころのケア」 ～被災者に寄り添うためのコミュニケーションスキル～ 

○室蘭工業大学 ひと文化系領域／環境科学防災研究センター 准教授 前田潤 

・今回でこの会には４度目の参加（講演）。 

・小原先生に招いていただいて、やっているのは講演だけでなくロールプレイを

やりながら考えていくことに特徴がある。 

・みんなでやっていくので、うまくいくかどうかは、みなさんの協力にかかって
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いる。 

 

○これまでに関わった災害 

・私は、２０００年の有珠山の噴火で、近隣の赤十字の病院に勤めていた。 

・被災者の支援活動を心理学の専門家として「心のケア室」を設ける機会を得た。 

・その後は、被災地で赤十字の支援活動を通じて、様々な被災を体験した。 

 

○基本的な考え方 

    専門的支援 ・・・・・・ 精神的支援など   １．支援の階層構造 

   非専門的支援 

  コミュニティや家族支援              ２．支援の方向性 

 安全と基本サービスの提供 ・・ 生活支援        （下位層から） 

○災害 

・噴火 

・地震 

・津波 

・豪雨・水害 

・台風・大風 

・雪害 

 （事件）池田小学校 突然教室に入ってきた男に次々と友達が殺されていった 

 （事故）福知山線の脱線事故                        トラウマティック 

 （戦争） 

 （虐待）幼児、高齢者、ＨＩＶ虐待など 

 

○阪神淡路大震災 

・大都市を襲った大地震 Ｍ７．３ 

死者６，４３４名 

避難者３０万人以上 

 

○継続的生存率変化 

・７２時間以上になると生存率は１０％以下 

・２１日目に生存していた方もいる。 

・７２時間を過ぎたので、救援活動をやめた方がいいというわけでない。 

・７２時間以内だと生存率が高いので、自助と共助が大切。「外部の支援」をいう前に、日頃から近所

付き合いが大切。 
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○日本は災害大国 

・過去１０年間に１０回以上の水害を受けた市区町村、過去２００年間にＭ６以上の地震の発生地点

で、我が国は埋め尽くされる。 

 

○緊急事態のこころのケア 

・専門家は「治療」      両方を含めて「こころのケア」と認識している。 

・ボランティアは「支援」 

 

○ストレスとストレッサー 

・ボールがゆがんでいることが「ストレス」 

・ボールをゆがませている力が「ストレッサー」 

・ストレスを無くするにはストレッサーを無くせばいい。 

・しかし、「あの地震さえなければ」と思うが、起きてしまった地震は無くならない、変更もしようが

ない。 

 

○災害とは「喪失」を伴うストレス事態 

・ストレスが起きない方がおかしい。 

・身体、感情、思考、行動あらゆる形で反応が現れることが、「正常なストレス反応」である。 

・地震が起きたライチで、支援物資を奪い合う、襲うといった被災者の反応は、ストレス反応として

正常な反応。 

・災害支援に行くと、抱きついて離れない子もいれば、暴力的な子もいる。子どもの普段の反応との

違いを理解してあげる。 

 

○正常反応とＰＴＳＤ 

・トラウマ体験により正常ストレス反応がまず起きる。 

・ＡＳＤ 急性ストレス反応が起き、時間と共に解消していくのが普通。 

・解消していけず、ＰＴＳＤ 鎮静剤の投与とか治療が必要。 

・ストレスを軽減すること、どのようにストレッサーを軽減してあげるか → こころのケア 

 

○あらゆる支援活動がこころのケアにつながる 

・救助活動 

・物資の支援   日清が、カップ・ラーメンをワゴン車で配布 

・義援金の募集、配分 

・医療救護活動 

・行政的支援策 
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・救助してもらうことが、あらゆるものがこころのケアにつながる。 

 

○具体的にありがたかったこと、ありがたくなかったことは 

・災害訓練模擬被災者にアンケートを実施。 

   ありがたい処置       ありがたくない処置 

        素早い処置 ←→ 不十分な処置 

優しい声かけ、スキンシップ ←→ 冷淡 

        親身な態度 ←→ 無視、一人にする 

 

・トリアージで「軽傷者」に分類された被災者の反応が、この「ありがたくない処置」になる。 

・トリアージ：自分一人で歩いて来られたら「緑」 手が折れていようが、頭から血を流していよう

が「緑」に分類される。重傷の場合、災害時に一人で救護所に行ってはいけない。 

・こころのケアという観点から支援活動を見直すことから始める → 軽傷者への対応を考え、日常

から訓練しておくことが重要。 

・長く待っている患者に対して、「大丈夫かな」と気をまわせる医者であること。 

 

○緊急事態と被災／被災者の状態 

・危機（災害、事件、事故） → 安心感、安全感の危機 

・過覚醒：寝られない 

・進入、再体験：寝たら、また起きるのではと不安になる 

・麻痺：かたまる 

・これらの反応を鎮めることではなく、安心感、安全感を取り戻すことが必要。 

 

・ハイチ 地震が無くても貧しかった国に災害が起き、生活や子どもの命を守りたい。「大変でした

ね」の声かけよりも、まずは食事や家などの確保により、安心感、安全感を取り戻せることが必要。 

・阪神大震災：寝室で即死した。本来一番安心する寝室が死ぬ場所となった。 

・中越地震：また地震が来るのではと恐ろしくて家には入れなかった。家が安心の場と感じれなかっ

た。 

・秋葉原の無差別殺人：いっしょに並んで秋葉原を話しながら歩いていた友だちの身体が、突然消え

た。トラックではね飛ばされていた。秋葉原へ行くことも出来なくなり、トラックの音が恐い。 

・損なわれた安心感、安全感を取り戻してあげなければいけない。 

 

○こころのケアは誰にでも必要 

・なぜなら、全ての被災者は安心感、安全感が損なわれ、孤立無援感を抱いているから。 

・津波：父をつかんでいる手を離すまいと思っていた手を離して、父は帰らぬ人となった。 ← あ
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なたはスーパーマンではない。 

  なぜ津波を止められなかったのか。 ← あなたは神ではない。 

 

○被災ストレス 

・大きく三つに分類される 

危機的ストレス：生命の危機にさらされる。 

避難ストレス：食料・水・生活物資の不足、トイレ・入浴の困難。 

生活再建ストレス：支援がしだいになくなっていく、孤立感。１５年経っても再建できずにいる

街並み。 

 

○援助者のこころのケアも必要！！ 

・惨事ストレス、代理トラウマ、二次的外傷ストレス、共感疲労 

・援助者、支援者は「隠れた被災者」である。 

・援助者は「スーパーマン」ではない。 

 

○支援者の役割 

・どの立場で支援を行うのか？ 

             自らも被災 

 

        強い共感・   強い葛藤・ 

        途方も無さ   支援できる喜び 

自発的支援                    職務／命令 

        高い動機づけ・ 不安・ 

        空振り感    強い使命感 

 

          被災せず／外部からの支援 

・介入する時期によって求められる役割は異なる。 

   （直後） 

・アウトリーチ 

・支援者・支援組織・コーディネーターを支援する 

・心理教育 

   （中期） 

・自助の促進 

・要支援者のスクリーニング・支援 

・メンタルヘルス 
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   （長期） 

・メンタルヘルス ← メンタルヘルスの側面が大きくなる 

・自助活動の支援 

 

○支援の工夫１（外部から入る場合） 

１．一人では現場に入らない ← 孤立感 

２．何か具体的提供物を持参する 

３．安心安全を確保する／危険を避ける 

４．地元のキーパーソン／オーガナイザーとコンタクトを取る ← 誰が何を配ったか分からない事

は、地元のオーガナイザーにとって脅威となる 

５．地元とコンタクトなしに被災者と関わらない 

 

○支援の工夫２（外部から入る場合） 

１．外部から来たメリットを活かす 

２．リーダーシップは地元にある 

３．ハプニングを楽しむ 

支援に行ったけど、橋が落ちていて現地に入れなかった。「橋が壊れていて渡れない」という情

報は、後続者にとって貴重な情報。無理して川を渡ろうとすることは危険。 

チームで支援に行ったけれど、メンバーの一人が体調を崩してしまった。「そう言う事もあるよ

ね」と、その人を責めない。 

４．出来るだけのことで満足する 

 

○支援の工夫３（自分の地域で被災） 

１．日頃のつながりを活かす 

２．協力者を求める ← 地元はコントローラーとなり支援者に動いてもらう 

３．連絡は公用とする ← ついつい自腹を切ってしまうが、そうすると続かない 

４．なるべく有給とする ← せっかくの支援で、恨みをかわないために必要 

 

○支援の工夫４ 

１．外部の人を案内して、外部の人の力を活かし、情報を収集する 

２．幕引きを考えておく ← 始める時に、やめ時を考えておく 

３．経験を話し、論文等にして経験を発信 ← 自分を整理するために大切 

 

○災害支援の心得 

１．壱に、無事に行って無事に帰ること 
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２．弐に、楽しむ 

３．三、 

４．四はなくて 

５．五に出来れば仕事する 

 

 10：44～12：33 ロールプレイング                              

・病院で被災した被災者 

・会社で被災した被災者 

・電車の中で被災した被災者 

・避難所へ逃げてきた被災者 

・外部からボランティアできた支援者 

・外部から支援に来た行政マン など、場所と、プレーヤーを想定し、どのような事態に、どのよう

に対処したかを各自で行ってみたのち、「ありがたい処置」「ありがたくない処置」について全体で

確認しあった。 

 

・救援者一人では被災者一人の移動は出来ず、助けを呼びに行くには被災者を孤独にさせてしまった。 

← 一人では一人のことしかできない 

・足の手当に際し、止血した処置時間を記録していた。 ← これも知識の賜物 

・認知症の被災者 ← 嘘をついてはいけない、ちゃんと地震が起きたことの説明をし、お財布をい

っしょに捜してあげる 

・避難所のトイレは和式だったり、野原でしゃがんですることが必要だが、今の子ども達はしゃがん

で用をたせない。 

・避難所でのリーダーの探し方、情報収集のあり方はどうすべきか。 ← その現場の状況による？ 

 

 

 13：36～14：25 講演「みんなで高める地域防災力」～大地震後に何が起こるか、どう解決するか、

一緒に考えましょう～ 

○ＮＰＯ法人 東京いのちのポータルサイト副理事長 鍵屋一 

・板橋市役所の職員、ＮＰＯを４っつほどやっている。 

 

○１５年前の阪神淡路大震災の実際の映像や音声 

・神戸市の広報課長が、課の職員に市内の様子を撮影しながら市役所に参集す

るように指示。 

・その時の実際の映像と、市職員の驚きの声の上映。 

・現場でのラジオのインタビューの音声から 
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・息子が家の下敷きになり、助け出そうとした。 

・火事が近づいてきたので、息子は「おやじ、もう逃げてくれ」と。 

・息子を見殺しにして、逃げていくしかなかった・・・。 

 

○みなさん自身の価値観 本当に大切なものは？ 

・８枚のカード 「愛」「お金」「家族」「健康」「仕事」「友人」「夢」「○○」 を作ろう。 

・順番をつけてみよう 優先順位の低いものから並べてみる 

・最も優先順位の高いものは何？ 

・それを守るために、何をしている？ 

 

１番は、決定的に大事と思っていること。 

３番までが人生において大事だと思っているもの。 

「お金」は２，３位が多い。 お金を稼ぐ能力があって、その次にやりたいことが実現する。 

「家族」が１位。多いパターン。 ほかに１番にあげるものがないとき、消去法で家族をあげること

も多い。 

「健康」 健康でなくても、障害を持っていても、人間らしく生きていける。 

「仕事」 会場では３位に一人だけ。 仕事を一生懸命やって、豊かな暮らしをしようという意識が

減っている。 

「友人」 会場では１名だけ。 

「夢」 ０名 私は夢が１位。ココ・シャネルも「夢」が１位。ほかのものは死ぬと無くなるが、夢

は死んでも残る。シャネルというブランドは残っている。 

 

①重いタンスが襲いかかる。 

・背丈が１ｍ以上のものは、震度５以上で必ず倒れる。 

・阪神大震災以降の地震によるけがの５割以上は家具が原因。 

②倒壊家屋とがれきの山 

③地震火災は町を焼き尽くす！ 

・阪神大震災は、７，５００棟の倒壊、６００人強の人が火災でなくなった。 

・早朝で、まだ火の気が少なく、３連休の直後で家族も多くが家におり、救助活動や消火活動が行え

たので、この程度の被災で済んだ。 

・関東大震災では、火災で１３万人が死亡、家の下敷きで１万人が死亡。 

④厳しく、長い避難所生活が続く 

・１ｍ×２ｍの広さの中に、家財を置いた残りの空間で寝なければいけない。 

・真っ暗闇の中で人を踏まないようにトイレに行かなければならない。夜間のトイレが心配で、お年

寄りはトイレに近い入口に近い寒いところで寝、体調を崩し死亡。 
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○大地震の発生確率 

・東海地震   今後３０年間で８７％の確率で起こる 

・首都直下地震 今後３０年間で７０％の確率で起こる 

・３０年間の危険率 

交通事故で死亡する確率 ０．２％ 

交通事故で負傷する確率 ２０％  自賠責保険 危険と保険が対応しているので、「車」が成り

立っている 

ジャンボ宝くじで百万円以上当たる確率（年４回２０枚づつ買った場合） 

            ０．３％ ← 1万年で期待値１００％ 

 ・人は、良い事はすぐにやってくる、私に起こる 

     悪いことはすぐには来ない、私以外の人に起こる と考える。 

・地震は、火災や交通事故に備える以上に危険。 

 

○首都直下地震の切迫性 

・地震と富士山の噴火で農作物が出来なくなったので江戸幕府が滅んだ。 

・大きな地震は、大きな変革を世にもたらしている。 

 

○８５万棟の被害！ 東京湾北部地震（Ｍ７．３） 

・中央防災会議での、冬１８時、風速１５ｍのケース。 

・阪神淡路大震災は、発災が５時４６分と、まだあまり火を使っていない時間帯だった。また、しだ

いに明るくなってきていたので、救助や消火活動に地域で取り組めた。さらには、３連休明けの早

朝で、家族が集まっており、安否確認や帰宅困難者の問題も少なかった。 

 

○災害イメージはどうつくられるか 

１．自分の経験した災害経験 

２．被災地への応援 課題 → 全体像が見えない 

３．マスコミ報道 → 可哀想な被災者 vs 役に立たない行政 

 

○災害エスノグラフィ 

・異文化を理解するための民俗学の手法 

・数人で自由に話す 

     ↓ 

・災害時の生々しさ、臭い、風を感じる。 

・隠れやすい失敗、悪口、本音が出る。 



 - 10 -

 

○ワークショップのプロセス 

１．災害に学ぶ（暗黙知）（ケ） → 災害エスノグラフィ 

２．１５の知恵、教訓の抽出（形式知化） 

３．斑でＫＪ法により、グループ化（抽象化） 

４．グループにタイトルをつける（表象化） 

５．重要、ユニークな項目を３つ発表（ハレ） 

 

○達成目標 

１．災害イマジネーションを高める by 映像と災害エスノグラフィ 

２．知恵、教訓を感じ取る 

３．心構えと自らの災害対応力を高める 

おまけ：行政職員を大事にする！ 

 

○兵庫県南部地震における状況 

・ほとんどの人が即死だった：１７日の５時４６分から６時までの死亡者は全体の９６．８％ 

・凶器はマイホームだった：死因の８３．９％が建物倒壊等による 

・家が壊れないと火事は出ない！ 

・お年寄りと若者に犠牲が集中した：壊れたのは、古い家や木造アパートだ 

・地震対策の優先順位 

  １．住宅の耐震化！ 

  ２．家具止めなどの室内の安全化！ 

    緊急地震速報の活用 

    トイレなど停電、断水対策 → 闇と寒さに備える  

    そして、家族全員の安全確認、避難対策 

 

○解決提案１ （賃貸） 

・耐震性を公表する → 古い賃貸住宅に人が入らなくなる 

・公費を使わずに、強い町になる！ 

 

○解決策２ （持ち家） 

・低所得者はどうするか？ ただでやるしかない！ 

・３０万円の簡易な補強工事。家具の固定も一緒にやる。 

・全国１０００万棟＝３兆円で、地震被害は激減する！ 
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○耐震補強の効果 

・東京直下型地震の場合、耐震補強をしなければ地震被害は１１２兆円。 

・耐震補強に必要な費用は１千億円から１兆円。 

・１１２兆円の７０％ぐらいは耐震補強により防げる。 

 

○あるボランティアからのメール 

・仮設の多くが和式のトイレで、つかまるところもないので、ある後期高齢者が便器にはまって汚物

まみれになってもがいていた・・・ 

 

○災害時要援護者とは？ 

・妊産婦 

・外国人 

・障害者 目や耳が不自由な人は、生活圏を離れると支障が出る 

・難病等 ３日に一度の透析が必要な人など 

・高齢者 

・乳幼児・児童 

 

○要援護者支援の考え方 

・多様で、しかも変化 誰もが災害時には要援護者になりえる 

・支援体制が不十分 → 全てを対象に出来ない → 重点化 

            保護には限度がある → 自立の支援 

            行政任せに出来ない → 地域総ぐるみ 

・自分が逃げないことで消防団に迷惑をかけている → 安否確認者、支援者を地域で決めておく 

 

○要援護者支援プラン１ 

・減災のためのプラン 要援護者の被害を減らすための事前対策を一緒に考える。出来る事から始め

よう！ 

・まず、支援者の家族防災会議 

・発災時の生活シーンごとの対策 

   (1)自宅：就寝時 → 寝室の安全化(タンス固定、照明、カーテン) 

   (2)自宅：起居時 → 自宅全体の安全化(家具固定、ガラス飛散防止) 

   (3)外出：学校、職場 → 安全な場所確保(デスク、テーブルの下) 

   (4)外出：路上 → 頭と目を守る(鞄や手、丈夫なビル) 

・高さ１ｍ以上のタンス、ブラブラする吊り照明、薄手のカーテンは危ない。 

・作戦１ ただで今すぐ！ ・「三種の家具(食器棚、タンス、本箱)」の転倒防止 
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             ・置物注意！ 

             ・寝室の安全化 

             ・テレビも止める 

・避難時の生活シーンごとの対策 

  (1)自宅避難 → 最低限の生活維持(トイレ、水、食、灯り、火) 

  (2)避難所避難 → 緊急持出し(お泊まりセットを安心箱に) 

  (3)家族生活 → 家族の継続(片付け、仕事、教育、介護) 

  (4)社会活動 → 救助、消火、助け合い(コミュニティ、こころの支援) 

・作戦２ 日傘雨傘！ ・猫砂、携帯トイレ ・・・ ゴミ袋の上に猫砂で用をたす 

           ・水道水、食料、薬 

           ・カセットコンロ ・・・ レトルトやカップ麺が使える 

           ・ラジオ、携帯電話 

           ・新聞紙、レジ袋、風呂の残り湯 

 

○要援護者支援プラン２ 

・避難の支援 一人ひとりの支援プランをつくる！ 

       支援プランに基づいた支援訓練、避難訓練を！ 

・安心手帳 知的障害の子供を持つお母さんがつくった。親と別れても子どもが一人で生きていける

ように様々な情報を束ねた手帳。 

・安心箱 要援護者一人ひとりが、緊急時に必要な物を入れた「安心箱」を持とう。病人のお泊まり

セット。 

・福祉避難所 災害時要援護者が安心して避難できる避難所 

 福祉施設はあるが・・・福祉サービスの継続も大切。そこで、養護学校、ホテル、旅館、公民館、

教室、保健室、体育館の一部のスペースなど → バリアフリー、資機材、備蓄など 

・車椅子があっても移動は４人が必要。死体の移動には６～８人の人手が必要。 

 

○災害時(１) 安否確認！ 

 

○災害時(２) 相談活動！ 

 

○災害への備えが、ご近所付き合いの復活へ 

 

○地域(共助)の役割 

・「こころ」の支援！ 

・心配され、気遣われるのがうれしい。 
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・モノや手伝いは心を伝える手段。 

・「こころ」の支援なら誰でも出来る。 

・役に立たない人はいない。 

・要援護者こそ、優れた「こころ」の支援者になる。 

 

○自助・共助・公助の失敗モデル 

・自助：耐震補強、家具固定など 

・共助：安否確認、救助など 

・公助：避難所、備蓄物資など 

・これらをバラバラにやってきた、考えてきた。 

 

○地域防災力を高める自助・共助・公助 

・時間がかかるかもしれないが、連携して取り組んでいく。 

 

○ダーウィンの言葉 

最も強いものが生き残るのではない。 

最も賢いものが生き残るのではない。 

生き残るのは変化するものである。 

 

 災害は役にたつ変化を起こさせるきっかけ。ピンチはチャンス。 

 

 14：35～15：40 災害エスノグラフィ ワークショップ                     

○出来るだけユニークな３つのグループに分類 

○３つの関係を表現してみる 

○発表時間は３分 

○斑の名前をつける 発表者を決める 

○災害エスノグラフィ 事例：遺体対応した福祉事務所の所長のメモ 
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 15：40～16：41 発表                                    

①市民の見方（味方）７レンジャー 

・公務員の悲しい「さが」 

・教えて！！情報・知識 

・やめようちょっと！！ 行政、報道 

 

 

 

 

 

 

 

②Ｗ２斑（Ｗｉｎ Ｗｉｎ斑） 

・過去の経験をいかす 

・公務員をいかす 

・マスコミをいかす 

 

 

 

 

 

 

 

③備えあれば憂いなし斑 

・家族を守る 

・心のケア 

・減災がその後の対応を良くする 
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④４番目斑 

・仕事と家族どちらを優先？ 

・思いやり 

・災害に備えた制度づくり 

 

 

 

 

 

 

 

⑤時間ですよー斑 

・立場：被災者であり救援者である 

・任務：ご遺体に対して 

・情報ネットワーク 鍵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16：41～16：44 質疑                                    

Ｑ：地域ぐるみで耐震補強をしているところはあるか？ 

Ａ：千葉県足立区平塚 町内会単位で耐震点検をやっている。一人だと不安だけど、町内会でやってい

く。武蔵野市は５０万円の耐震補強の補助金が出る。寝室だけ補強するか全体を補強するか相談に

のっている。自治体によって力の入れる分野が異なる。秋田県は耐震補強は進んでいないが、教育

に力を入れている。 

 

― 以上 ― 


