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Power of Kochi 

こども★防災フェス２０１２ 

日時：平成２４年１１月１０日（土）９：３３～１１：０１ 

場所：黒潮町入野 土佐西南大規模公園体育館 

共催：幡多中央消防組合少年女性防火委員会、財団法人日本防火協会、幡多中央消防組合、黒潮町

消防団、四万十市消防団、黒潮町、四万十市、高知県、財団法人高知県消防協会 

プログラム：防災講演会「アメリカの防災教育 ～今までと違う新しい考え方を学ぼう～」 

米海軍日本管区司令部消防隊 予防課長 長谷川祐子 

内容： 

9:37～9:39 開会 そがべ、かさおか                            

 

9:39～9:40 幡多中央消防組合 たけだよしと                        

・今日の主役となる子どもたち、ご父兄のみなさん、地域のみなさん、た

くさんお越しいただきありがとうございます。 

・いろいろな体験が出来るよう準備している。よい思い出を作ってほしい

と思っています。 

 

9:40～10:58 防災講演会「アメリカの防災教育 ～今までと違う新しい考え方を学ぼう～」   

○講師：米海軍日本管区司令部消防隊 予防課長 長谷川祐子 

○はじめに 

・横須賀基地の消防隊で勤務している。 

・今日、会えてとってもうれしい。 

・この黒潮町で育ち、いろいろなところに出かけていき、「これだけの津波

がくる」と言われる町です。プランを立てて、準備をして、自分たちで

決意をすれば、戦いに勝てるんです。 

・そのヒントがアメリカのやり方の中にある。アメリカのやり方のおもしろいところがある。 

・是非勉強してください。大人になるための準備をしているのです。大人になると義務がある。

家族を養わなければならない、みんなとやりとりをしなければいけない、いろんなことをしな

ければならない。 

・小さいときに学んだことは忘れない。だからアメリカでは子どもの時の教育を大事にしている。 

・小さい子どもたちを勉強させてほしいと、黒潮町の人たちに呼ばれました。 

 

○アメリカ海軍について 

・７８機の飛行機が乗る空母がある。羽根をたたんで並べます。４，８００人の人が空母で働い

ています。１８歳から２８歳ぐらいの若い人が中心。 

・朝食で６，０００個の卵を使い。夜勤があるので、一日４食である。 

・夜勤があり、見回りに行くのは怖い。そのための訓練をする。鉄砲と共に催涙スプレーを持た

されている。鉄砲は自分で練習すればいい。 
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・催涙ガスは１／３にスプレーを薄めて、自分にかけます。どれだけの威力があるのか、それを

知っておき、自信を持って外敵に立ち向かえばいいことを知るために。 

 

○友達作戦 いろいろな関係、いろいろな工夫 

・東日本大震災の時に何か手伝いたいと政府に申し出たら、「まだダメだ」と言われた。 

 

◇自営隊との関係 

・直接支援にいけないのなら、自衛隊さんを手伝えばいいと考えた。いつも自営隊と一緒に訓練

をやっていて、自営隊との関係が出来ていたから可能となった。 

・今日はいろいろなところから集まってきている。いろいろな消防団、いろいろな人を覚えよう、

声をかけよう。 

・横須賀の隊は早く出動（支援に行きたい）したいのに、指示がこない。そこで、訓練に行くと

いうことにし、装備を備えて出発した。 

 

◇支援物資 

・ヘリコプターが故障して不時着した。荷物を軽くしないと飛び立てないので荷物を下ろさせて

ください、荷物を引き取ってください。 ← そんな形で、被災地に支援物資を送り届けた。 

・そんな、いろいろなことを工夫した、何か手伝いたいとみんな思って、行動した。 

 

・黒潮町も避難路、太陽光発電など工夫をしている。 

・黒潮町も乗り越えられると思う。少なくとも、全面降伏はない。 

 

◇日本海側の警戒 

・日本海に最新鋭のイージス艦を送った。 

・日本とは仲の良くない国が攻めてこないよう、見張りに行った。 

 

◇仙台空港 

・仙台空港 普通は民間の空港なので、米軍は入らせてもらえない。いざというときに、どこに

何があるのか、どこで休めるのか、それを知っておくことは大切。 

・まずヘリコプターを送り、力のある人２５人を送り込み、空港のガレキを片づけた。 

・それからヘリコプターで重機を送りこみ、空港の片付けをした。 

・電気のキャパシティーを知り、どこでどれぐらいの人が寝られるかもわかった。 

 

・「アー ユー レディー」 津波が来たらどうやって逃げますか 

・おじいちゃん、おばあちゃんが逃げてきて、ずぶぬれだった。中学生のジャージを探してきて

着せてあげた。中学生も考えれば、いろいろなことが出来る。 
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○アメリカの子供たち 

・自分の命は素晴らしいもので、誰からも侵害されるものではないことを学びます。 

・命を調べるお医者さんは身体の不思議をよく知っています。 

・自分の命は出来るだけ自分で守る。 

・どんな災害、災難でも子どもが自分で考え、自身の力でサバイバルできるように勉強していく。 

 

・身体は、怪我をしても、血を止めよう、直そうとする、自然にやってくれる。私たちの身体は

素晴らしいもの。 

・絶対に命を自分で捨てるようなことはしないでくださいね。 

 

○Staying Safe ステイイング セーフ 

・Staying Safe というのは、安全でいようよということ 

・火事の時に何かが鳴った 火災報知器の音だ！ 

 

◇どうやって？ 

１．危機を知って 

２．勉強したことを思い出す 

３．自分を信じて行動する 

４．危機から逃れる 

 

一番大切なことは落ち着くこと 

 

○アメリカ発火災教育 日本との違いは 

・子どものうちから火災予防の教育を徹底的に行う。非常に実質的で有益。 

（１）子どもが自分で考え、自身の力でサバイバル出来るように教育する。 

（２）様々なツールを使い、子どもにわかりやすく彼らの目と耳に働きかける 

（３）消防署と馴染む。結果、火災予防に繋げる。（子どもたちのヒーロー、ファイター＆

マスコット・キャラクター）後述。 

・リアリスティックで有益です。 

 

○これらの特徴 → サバイバル 

・子どもは例え幼く、たった一人で火災に遭った時でも自分で洋服についた火を消し、煙が充満

した廊下を身を低く這って進み、ドアをチェックして熱ければそのドアを開けずに別のルート

から逃げ出すことが出来る。 

・火への恐れは大事ですが、それを乗り越えるための知恵を教えるのです。 

 

○日本の消防署のチーフに話を聞いた 日本での火事の教え方 

・子供にライターやマッチで遊ばせないようにしている。 
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・子供の洋服についた火は自分で消させます。 

・避難する際に、ドアの熱さをチェックさせることをしていない！！ 

 

○もし、洋服に火がついたら 

Ｓｔｏｐ，Ｄｒｏｐ Ａｎｄ Ｒｏｌｌ 

・まず走るな、落ち着け 

・止まれ、倒れろ、転がれ 

・もし洋服に火がついたら？ 

・キャンプファイヤーに限らず、火遊びや日常生活で起こった時に自分で

対処できるように教える。 

・Stop! 火の勢いを止め、 

・Drop! 倒れることにより接地面を増やし、 

・Roll! 転がることで消火する。 

・Cover Your Face! 顔面にあがる火を防ぐ役割がある。 

 

・火は上に上がってくるので、立っていると顔に火が襲いかかる。 

・洋服に火がつけば落ち着き、転がる。転がることで空気が遮断される（窒息消化）。しっかりと

地面に身体を押しつけてください。 

・京大の森教授 教授ですから、頭はとても良い人。そんな頭の良い人なのに、夜台所で料理を

していたとき、袖に火がつき身体の１／３を火傷してしまった。袖を振ったら風がおき、さら

に燃える。 → 机などにこすりつけ火を消す。 

 

○手伝って！ 実際に、身体に火がついた時の消火の体験です 

・Ｖ ボランティア 

・先生の手が火です 身体のどこに火がつくかわかりま

せん。 

・背中、手、おなか、顔、・・・ 

・さあ、消してください。 

 

・これはアメリカの消防の人が考えた。 

・子供は好奇心があり、お父さんやお母さんのライターをさわってみた。火がついた。ちょっと

だけ紙に火をつけたが、燃え切って消えた。カーテンに火をつけた、火が大きくなり、自分が

つけた火なので自分で消そうとして焼け死んだ。 

・ライターで遊ぶなと教えているが、遊ぶのはなくならない。 → では、火の消し方を教えよ

う！！ 

・子供たちを守るために考え出した → Ｓｔｏｐ，Ｄｒｏｐ Ａｎｄ  Ｒｏｌｌ 

・今は、お年寄りにも教えている。 
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○ベースの中で教えています！ 

・小さな子たちにも教えている。 

 

○Ｇｒｅａｔ Ｅｓｃａｐｅ（大脱走） 

・１９８６年に全国的なキャンペーンとなり全州の８０～９０％の消防隊が参加。 

・火災時にどのように逃げるか身体で覚えさせる。 

・火災での死亡原因の多くが有毒ガスの吸引であることから、このプログラムは有益である。 

・実際の家や教室にスモーク・マシンを持ち込む。 

・喘息持ちの子どもは名乗り出てもらう。 

・楽しく進める。 

・火災予防週間 

 

○さぁ、実演です！ 

・寝たふりをしてください。みんな、家で、夜、寝ています。 

・私はスモークディテクター（煙感知器） 俺さまは煙が大嫌い 毎日みんなの部屋をチェック

している！ 俺さまの嫌いな煙の臭いだ！  ピー ピー ピー 

・ドアがある 急いで開けてはいけない。もし火がいっぱいあったら、開けたとたん火がおそっ

てくる。 

・手の甲で確認する 手の甲は皮が薄いので、手のひらより熱を感じやすい 

          手のひらを火傷してしまうと、手が使えなくなってしまう。 

・ピーピー鳴っているということは煙がある。煙を吸ってしまう

と、煙の毒のため身体が動かなくなる。 

・ドアの外へ、煙を吸わないように、這って避難する。 

・小さな火の時に、煙は上に上っていく。小さな火の時に、煙感

知器が見つけてくれる。 家に付いていなければ、直ぐに付け

てください。 

・煙は天井いっぱいになり、天井で冷やされると再び降りてくる。

しかし、少し暖まっているので、床までは降りてこない。 

・おっちょこちょいの二人は煙に、立ったままで避難し、煙に捕まり、あとは死ぬしかない。 

・よい子はハイハイして避難する。 

 

○シンキングタイム 

・僕の部屋にはドアが１枚しかない。 

・窓はあるか？ 窓あるけど３階に住んでいるよ 

・窓からシーツを振って、「僕はここにいるよ！ 助けて！」とア

ピールする。何でもいい、カーテンでもいい、考えて。 

 

・窓がない部屋 



H24.11.10 こども★防災フェス２０１２ 

 - 6 - 

・シーツやテープで、煙が入ってこないようにふさぐ。 

・ドアは３０分火にもつ、壁は１～２時間は火にもつ。だから、ドアが一番弱い。 

・「助けて！」と叫び続けると、助けが来る頃には声がかれてしまう。 

・物をたたいて音を出す。「規則正しい音」がしたら、消防の人は

必ず助けに来る。 

・ニュージーランド地震でサイレントタイム 助けを求める音を

聞くための時間 

・音を出すことはとっても大切。 

・音を立てながら助けを待つ シーツでドアを防ぎ、ドアから離

れたところで、音を出す。 

 

○リスクウォッチ 

◇質問テスト 

・あなたは一人でお留守番をしていて一階でテレビを見ていました。いきなり外から拳銃のよう

なすごい音と怒鳴り声が聞こえてきました。あなたはどうしますか？ 

１．すぐに外に飛び出して何が起こったか見る 

２．怖いので押し入れに隠れる 

３．一階の窓からそっと様子をうかがう 

４．一階の窓をそっと閉め、テレビを消し２階に上がって２階の窓から外の様子を見る 

 

正解：誰も居ないふりをし、何が起きているのかを確認するために二階から外の様子をうかがう。 

 

◇質問テスト（４～５年生用） 

・従妹の家に遊びに妹と一緒に行きました。従妹があなたに綺麗な色の薬をくれました。とても

甘くておいしいし気持ちが良くなると言って、自分も飲んで見せました。 

１．知らない薬なので絶対に飲まない 

２．飲むふりをして捨てる 

３．従妹が飲んだので自分も飲む 

４．妹に飲ませる 

 

・子供でも歯が茶色になり、歯が抜け、イヤな夢を見るようになる。 

・絶対に変な薬に手を出さないで。黒潮町は大丈夫。でも、みんなは東京や外国に行くかもしれ

ない、絶対に妙な薬を飲まないで。 

 

○ディザスター アクション キッズ 

◇災害時に活動できる子供になろう 

・どうして災害が起こるのか学びましょう。そして災害時に活動できる子どもになろう。 

・自分で自分の身を守る子どもになるって楽しいし、災害時に活動できる子どもになるって楽し
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い。 

・自分のペットをどうやって災害時に守るか知っている。 

 

○１００人もの人を救った少女の話 

・２００４年１２月２６日 スマトラの地震と津波 

・イギリス人の１０歳の女の子ティンスリー スミスは、クリスマスの休暇で一家でタイの海辺

に来ていました。 

・強い地震のあと海岸で遊んでいると波が泡立ち、そして波が引いていきました。 

・数週間前の科学のクラスで習った津波だ！ お母さんに言った。みんなに逃げようと言った。 

・みんなは４階以上のホテルの部屋に逃げた１０分後、津波が来ました。 

・隣の村のビーチは１００人もの人が亡くなりました。 

 

・橋並小学校の子供たち 自分たちで何か出来る 

・共働きで両親が居ない 

・何も知らないでは、守ることが出来ない。 

・学校の勉強が出来るだけではなく、危機管理のことを知っておくことが大事。 

 

・「あなたの１０万円のお金を年末までの１００万円にしてあげます」 これは詐欺だな そう分

かることが危機管理 

 

○自分自身と家を自分で守ろう！ 

・ラジオやテレビで台風状況を把握してください。 

・庭においてある色々な物は飛ばされないように家の中に入れましょう。雨戸を閉めましょう。 

・窓を板で塞ぐのを手伝いましょう。テープは窓が割れるのを阻止できません。ガラスが飛び散

るのを防ぐだけです。 

・非常用持ち出し袋を用意しておきましょう。水や非常用食料のチェックもしてください。 

・避難の際は大人を手伝って水道・電気・ガスの栓を閉めましょう。車のガソリンが十分入って

いるかを確かめよう。 

・もし避難の途中や何かで家族と別れ離れになった時の連絡場所（県外の親戚の家などの電話番

号）を確認すること 

・避難する必要がなければ必ず家の中にいます。少し風がなくなったといっても、外に出ないよ

うに。台風の目の中かもしれないし、風はまた来ます。 

・緊急以外で電話を使わないようにしましょう。他の人の緊急電話のために電話線をあけておき

ましょう。 

 

○竜巻 

・一番暴力的なのは台風ではなく竜巻である。家を持ち上げる力があります。地下に隠れるのが

一番です。 
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・ヒョウが降り、ゴーと蒸気機関車のような音がし、２階ではなく１階、頭を抱え、丸くなり、

お手洗いや押入の中にいる。外にいたら、少しでも低いところ 

◇地下室がない時は？ 

２階より１階です。窓のない部屋が良いです、自分を重くするポジションを取る。 

◇外出先では？ 

建物の中に入る。地下鉄駅や地下街が安全。何もない時は、田んぼの中や溝など、少しでも

道路より低い場所に。 

 

○災害の時ペットはどうするの？ 

・台風や洪水の災害は、人間だけではなくあなたのペットにも影響します。そして、ペットの安

全は本当にあなた次第です。 

・ペットの避難はたくさんのやり方があります。でも今すぐ考えることです。あなたの町の役所

や獣医さんが助けてくれるでしょう。 

・災害の間、もし怪我をしたり助けが必要なペットたちを見たら、大人に言って動物保護センタ

ーに連絡してもらいましょう。 

・覚えていてください。例え避難をしなくて済んだとしても、災害のためにストレスを感じたり、

動揺しています。そして特別の声かけや世話が大切です。 

 

○小鳥、トカゲ、金魚、ハムスター等 

◇鳥は、しっかりした旅行用かごに移しましょう。もし寒い季節ならかごごと毛布で包み車に持

ち込みましょう。暖かい季節なら霧吹きを持って時々羽を濡らしてあげましょう。こぼれてし

まうので、旅行用のかごの中に水を入れないように、代わりに水分たっぷりのフルーツや野菜

を入れましょう。静かな場所において決して外に出さないように。びっくりして逃げ出すかも

知れません。 

◇トカゲは、鳥と同じように扱ってください。 

◇蛇は、枕カバーに入れて運びましょう。避難所に着いたら、もっと安心なところに置きましょ

う。蛇のいつも食べている食べ物を持って行ってください。水は彼らの身体が浸かるくらいの

水を用意してください（寒い時はヒーティングパッド）。 

◇ハムスター等は、安全なかごかキャリーへ移しましょう。ベッドを作る新聞紙等や食べ物、そ

して水のビンを忘れずに。 

 

○ペットを連れていけないときは？ 

・避難をしなくてはいけない時、忘れていけないのは、ペットを一緒に連れて行くことです。残

していくのは一番の方法とはいえません。 

・避難所へは動物を連れて行けません。あなたの住んでいるところから離れたホテルとかモーテ

ルに電話をかけ、ペットを預かってもらえるか方針を聞いてください。もし良い返事をくれる

ところがあれば名前や電話番号を控えて避難持ち出し袋に入れておきましょう。 

・災害の時、ペットが大怪我や病気になった時の動物病院等も電話番号を控えておきましょう。 
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・災害警戒宣言が出たらペットは家の中に入れるか、目の届く範囲にいさせない。慌てて探しま

くらないようにね。 

・首輪と認証カードを付けるのを忘れないでね。 

 

○もし残していかなくてはいけない時は？ 

・どうしても連れて行けない場合は、出来るだけペットに安全でしっかりとした窓のない、でも

換気のある場所を用意してあげましょう。例えばお風呂場等。３日間ぐらいの食事を用意して

あげましょう。水はとっても大事です。ペットがひっくり返さないようにしっかりとした入れ

物に入れてください。お風呂の栓をはずして水道から少し水をたらしてもいいですね。彼の好

きなペットのおもちゃを入れてください。猫と犬を同じ部屋に入れないでください。 

・家の玄関に張り紙をして、ペットが中にいることとあなたの避難場所の電話番号を書いてくだ

さい。 

・決して、ペットを外につないだままにしないこと。 

・ペットの避難袋：食べ物、プラスティックボトルの水、缶詰の缶切り、薬と病気の記録を水に

濡れない容器に入れたもの、散歩用のリードやハーネス（ペットは怯えているので逃げ出した

りします）、最近の犬の写真、獣医さんの連絡先、もし余裕があればペット用のベッド、おもち

ゃ。 

 

○もし災害時や避難所で”怖さ”を感じたら 

・泣いてもいいよ。でも災害は長くは続かない。すぐに日常にもどるよ。 

・あなたの両親や他の大人に怖かったり、混乱したりしたら助けてもらうために話しなさい。彼

らは、何が起きたのかわかるように話してくれるよ。 

・聞くことを怖がらないでね。例えば、避難所にどれぐらいいることになるの？ とか、いつ学

校に戻れるの？ とか。 

・時として君の体験を文章にしたり絵に描いたりするのも助けになるよ。君にどんなことが起こ

ったのか、どのように感じているのか。 

・避難所の中を見てごらん。たくさんの君に出来ることがあるよ。小さい子どもと遊んであげた

り、お掃除をしたり、食べ物を配ったり。 

・新しいお友達を見つけて仲良くなるのもいいよね。 

・泣いてもいいよ。でも覚えていてね、災害は長く続かない。 

 

○洪水警戒警報が出たらサバイバルキットを用意しよう 

・水、食料、貴重品、懐中電灯、ラジオ、着替えなどなど。 

・大人を手伝って用意しよう。それから自分用のキットの用意をしましょう。 

・大好きな本、筆記用具、ノート、小さなゲーム、パズル、大好きなぬいぐるみ、大好きな毛布、

枕、家族とペットの写真、宝物、少しの菓子、水などです。 

・何日か家に帰れないかも知れません。これらのものは避難所であなたの助けになるでしょう。 

・日本では時々こんなものをもっていってはいけませんと言われる事が多いのですが、避難所暮
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らしのストレスはこういったもので、ずいぶん軽くなります。 

・避難袋の中に大好きなものを入れておく 

 

○怪しい人に連れ込まれそうになったら！ 

・アメリカでは１２歳の女の子が車に連れ込まれそうになりました。男は「犬を見ないか」と誘

いました。女の子は捕まれた腕を振り切り、蹴飛ばして何とかその男から逃げ出しました。 

・もし車に引き込まれそうになったら、まず、噛みつく、蹴飛ばす、大きい声を出す、急所を蹴

り上げるなど相手に攻撃する。 

・コンビニか大人が入ってこられないような狭い隙間などに逃げ込む。（普段からチェックしてお

く） 

・そこから両親に電話をかけてもらって、迎えに来てもらう。 

 

・噛みついても手を離さないなら、鍵で刺してください。 

・絶対油断しない。 

 

・電話をかけているふりをしていたら襲われないというが、襲われ

る。携帯を眉間にぶつけて、逃げてください。 

・「ビー レディー」 アメリカでは自分で戦うことを教えます。 

・一つのアイディアではなく、３つくらいアイディアを考えて。練習しておけば、出来るように

なります。 

 

○最後に 

・自分の命を大事にするすること 

・グレートエスケープで逃げる 

・合図をすること 

・外で騒ぎがあったら 

・麻薬のこと 

・変な人がついてきたら 

 

・みなさんは１０年したら大人です。今日の話が少しでも頭の中に残っていたら、黒潮町を、自

分の生活を守ってください。 

・みんなが、あなたたちのことを大事に思っています。 

・津波が起きたとき、すぐに逃げてください。私のために絶対に逃げてね、とみんなに話してく

ださい。 

・ビー レディー 

 

10:58～11:01 閉会挨拶 黒潮町副町長 上田壮                       

・子供防災フェスタということで、今日のこと、十分子供たちわかりましたか。 
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・自分の命は自分で守る。ここで学んだことを、学校で、友達に、お父さ

ん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、家族で話してもらえば、

行動がとれると思う。 

・消防団員、市民のみなさま、ありがとうございました。 

・アメリカの防災教育ということで、黒潮町は３月３１日に３４ｍ、日本

一の津波高さ。この津波に負けないように取り組んでいきたい。 

・みなさんで、いろいろな催しを楽しんでいただきたい。 

 

 

消防隊員による降下のデモンストレーション   自営隊員によるデモンストレーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


