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県民防災週間２０１３シンポジウム 

～南海トラフ巨大地震の津波に備える～ 

日時：平成２５年７月１５日（月祝）１３：３０～１６：３６ 

場所：高松シンボルタワー かがわ国際会議場 

主催：香川県、（一財）消防化学総合センター 

共催：香川大学危機管理研究センター 

プログラム： 

主催者挨拶 香川県知事 浜田恵三 

（一財）消防化学総合センター 理事長 高田恒 

講演①「南海トラフ巨大地震大津波にどう備えるか」 

－香川県が四国の防災減災に果たす役割－ 

金田義行 （独）海洋研究開発機構 地震津波・防災研究プロジェクトリーダー 

香川大学危機管理研究センター客員教授 

講演②「自分・家族・地域を守る心構えとは～防災心理学入門」 

木村玲欧 兵庫県立大学環境人間学部準教授、シェイクアウト提唱会議役員 

 

内容： 

13:30～13:34 主催者挨拶 香川県知事 浜田恵造                      

・防災対策基本法 ７月１５日～２１日を県民防災週間としており、毎年様々な取組を実施。 

・本日、香川大学客員教授でもある金田先生をお招きし、「南海トラフ巨大地震大津波にどう備え

るか」との題で講演。巨大地震津波に精通され、中央防災会議のモデル検討委員会の委員、香

川県の委員も務めていただいている。 

・後半は、木村先生に、「自分・家族・地域を守る心構えとは～防災心理学入門」との題で講演を

いただく。防災心理学、防災教育学を専門とされ、防災の心構え、訓練に精通されており、誰

もが出来るシェイクアウト訓練について紹介いただける。 

・シェイクアウト訓練は１１月５日に県民防災訓練を実施予定。みなさま

には訓練に参加いただけますよう。 

・今後３０年以内に発生する確率が６０～７０％と言うことで、地震、津

波への備えは喫緊の課題。県では、防災、減災へ取り組んでいく。 

・本日のシンポジウムが、災害への心構えを考える機会となりますように。 

 

13:34～13:37 主催者挨拶 （一財）消防化学総合センター 理事長 高田恒          

・消防化学総合センターへのご理解、ご協力に感謝。 

・国政選挙のさなか、防災に関しても、非常に大変な時期にさしかかって

いると認識。 

・南海トラフ巨大地震、首都直下地震など、地震への備えは、みなさまの

取り組みが大きい。 

・センターでは、３０年前から防災教育に取り組んでいるが、内容を充実
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し取り組んでいるところ。香川県では、熱心に研修会を開催いただき、感謝。 

・一般財団法人として４月より、防災計画などにも取り組んでいるところ。 

・金田先生、木村先生から話がある。実りあるものとなることを祈念し、挨拶とする。 

 

13:39～15:15 南海トラフ巨大地震大津波にどう備えるか －香川県が四国の防災減災に果たす

役割－ 

○講師：金田義行 （独）海洋研究開発機構 地震津波・防災研究プロジェクトリーダー 

香川大学危機管理研究センター客員教授 

○略歴 

・昭和５４年 東京大学修士課程修了後、石油公団、株式会社大林組を経て、平成９年海洋科学

技術センターに入所。 

・平成２１年より地震津波・防災研究プロジェクトリーダー 

・南海地震モデル検討委員会の委員、香川県調査委員会の委員も務めている。 

 

○はじめに 

・３．１１の教訓をどう活かすか。大津波からどう逃げるか。南海トラフ

の巨大地震では津波だけでなく、非常に強く長い地震、長周期地震など、

地震の「揺れ」と「津波」に備える必要がある。 

・阪神・淡路大震災で、地震動により人命や建物が被災すること、３．１

１で津波により甚大な被害を受けることを目の当たりにした。 

・奥尻の地震津波から２０年が経ち、直下型地震で逃げる時間が非常に無

かった。地震と津波からどう逃げるかを考えていきたい。 

・現在南海トラフの巨大地震の研究がどうなっているか、今後どう取り組んでいくのか、防災、

減災にどのような考え方で、香川の役割をどう考えていくか話をする。 

 

○海溝型巨大地震 

・地震にともなって津波が発生。 

・津波のスピードは、水深４０００ｍではジェット機ぐらいのスピード、水深５００ｍでは新幹

線ぐらいのスピード。津波を見てから逃げるのでは手遅れ。 

 

・Ｍ８ １００ｋｍの断層が５ｍずれる 

 Ｍ９ ２００～５００ｋｍの断層が２０ｍぐらい動く 

・東日本大震災は、陸側に近いところの断層が最初に起き、６０秒後に沖側ですべった。 

・東日本大震災の揺れは四国に到達するのに２５０秒ほど。 

・沖合の水圧計が５ｍの津波を観測していた。今後の防災に、このようなデータを活かすことが

できる。 
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○東日本大震災の被害、阪神淡路大震災の被害 

        東日本大震災    阪神淡路大震災 

  人的被害  ２万５，３７５人   ５万０，２２９人 

  建物被害 ３７万２，６１３棟  ２４万９，１８０棟 

・巨大地震が発生した場合は、これらの２つの大震災の被害要因が同時に起きる 

・巨大地震 広域複合災害 地震動、地盤沈下、液状化、津波、倒壊、津波火災、漂流物 など 

 

○巨大地震は周囲に歪をもたらす 

・地震、津波、火山などを起こす 

 

○南海トラフの海底地形と震源域 

・昭和地震、安政地震、宝永地震、慶長地震と地震が繰り返し、２００～５００年の間に起こっ

ている。 

・あまり揺れないけど大きな津波がきた 同時に地震が発生など、起き方がそれぞれ異なってい

る。 

 

＜東海・東南海・南海地震の連動性評価研究と地域研究会＞ 

○東海・東南海・南海地震の連動性評価研究 

・敵の姿を知る 地震の巣を知る 

  足摺沖から東海沖へＣＴスキャンやＭＲＩを撮った 

・病歴を調べよう 歴史津波の痕跡の調査 

  和歌山県串本町 「橋杭岩」 この大きさの岩が動くにはどれほどの津波が必要か 

 → 過去に２０ｍクラスの津波が起こっていることを確認できる 

・海溝軸近傍プレートの活動痕 

  地球深部探査船「ちきゅう」によるボーリング調査により、動いた層を確認できる。 

 → それだけのプレートの動きと、津波の規模が整合が取れる 

 

○南海トラフ地震発生サイクルシミュレーション 

・過去の地震の発生パターンをシミュレーションできるようになった。 

・想定震源断層域はこれまでの想定の２倍に広がった。 

・震度 香川県でも震度５強、６など、揺れによる被害がでる。 

・津波 香川県では５ｍ ５ｍの流れるプールだと思ってもらえれば、溺れる人がでる。５０ｃ

ｍの津波で、足下をすくい、人命を奪う。 

・香川県は他県に比べて地震も津波も小さく想定されるが、確実に揺れも津波もくるし、建物の

被害や人の命を奪いうる。 

 

○これまでの被害想定（過去被害）との比較 

・人工密集地では、地震の規模は小さくとも、甚大な被害が発生している。 



H25.7.15 県民防災週間２０１３シンポジウム 

 - 4 - 

・連動型巨大地震 より精度の高いハザードのシミュレーションをする。しかし、少しの条件の

違いで結果は大きく異なる。地盤の強さ、建物の強さの違いで、揺れの強さが変わる。 

・ビフォーアーの部分とアフターの部分で違う。いかに復旧、復興するかの事前の準備。 

・３０年以内の発生確率というと、３０年後に起きると勘違いされる。明日起きても３０年以内

である。 

・逆に３０年後に起きると、高齢化、過疎化、少子化など社会の形態が変わっていることを視野

に入れることが重要である。 

 

○南海トラフ連動型巨大地震に向けて 地域研究会 

・研究成果をどうやって防災、減災活動に活かすかが重要。 

・「こういう研究成果が出たので、対策をどう考えていけばいいか」、そんなことを検討してきた。 

・地域に特化した取り組み。 

 ・高知県、徳島県では甚大な地震津波被害が想定されている。 

 ・香川県は両県に比べ被害は発生するものの、地震津波被害は小さい。 

 ・香川県は四国の救援救済・復旧拠点になるべし。 

・香川県はより軽微な被災地域であるからこそ、素早く救護・救援に行ける取り組みが重要。 

 

＜ＤＯＮＥＴ１、ＤＮＥＴ２＞ 

・地震学、地震予知はまだ限界がある。 

・早く地震を検知する！ 海で起きる地震や津波なら、沖合で早く検知する。 

・ＤＯＮＥＴ１ 聴診器（水圧計や地震計）を２０個設置し、光ケーブルで気象庁に伝達してい

る。 

・ＤＯＮＥＴ２ ３１箇所に３年以内に聴診器の設置を完成させる。 

  陸上局舎 徳島県と高知県に設置 

 

○地震・津波観測監視システムのコンセプト 

・高信頼性：２０年程度の定常連続観測を実現可能なシステムデザイン 

・冗長構成：外的要因による障害、もしくは想定外の内因による部分的な障害の発生に対して耐

力のあるシステムデザイン 

・置換機能：障害を起こしたり老朽化したコンポーネントについて適宜、交換・整備・アップグ

レード等の置換が可能なシステムデザイン 

・次の巨大地震が来るまでずっと維持し、その後も観測を続ける。 

・地動センサシステム 

 ４Ｇの強い地震から微弱な地震まで観測可能 

・圧力センサシステム 

  

○地震波即時検知能力の向上 

・８秒早く地震を観測できれば、新幹線の速度を落とすことができ、被害を小さくできる。 
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・津波に対しては５～１０分早く検知でき、どのくらいの津波が来ているか分かれば、避難、対

策に非常に有効な情報となり得る。 

・３．１１ いくつかのセンサーはすでに設置できていた。 

 沖合のセンサーで３０～５０ｃｍの水圧の変化 海岸では６～１０倍の津波となって到達した。 

 ２分で大まかな津波高さ、５分でより正確な津波高さを推定できる。 

 

○微小地震の累計 

・地上では観測できなかった微小地震の観測が可能 

 

○期待される地殻変動観測データ 

・１ｃｍの水深の違いを観測できる水圧計は、プレートの沈み込みの経年変化を観測でき、地震

の前兆を捕まえられるかも 

 

＜「京」シミュレーション＞ 

○早く検知することと、被害がどれほどになるかをシミュレーションする 

・京コンピュータ どのような被害が起きるのか、どのように避難すればいいのか 

・過去から学ぶことはたくさんある。将来を予測するよりも、過去を再現することに取り組んで

いる。 

 

○南海トラフ巨大地震による広域詳細な津波シミュレーション（香川県全域５ｍ分解能） 

・津波 京コンピュータを使えば、（５ｍメッシュで７億格子の計算が）４時間後のシミュレーシ

ョンを２時間で出きるようになった。津波本体が香川に来るのは１～２時間後なので、高知や

徳島と違って、このゆとり時間をどう使うかが重要となる。 

・この時間をどう活かすかが課題となる。 

 

・香川県は地盤沈下による浸水はあるものの、津波本体の襲来には約１．５～２時間程度の猶予

時間が想定されている。 

・この時間的猶予を地震被害対応と津波避難に活かすことが必要不可欠 

・ＤＯＮＥＴ／ＤＯＮＥＴ２や先進シミュレーションにより香川県はじめ四国他県の被害状況の

把握も可能 

・香川県に「四国地震津波減災拠点」の設置が必要 

 

○女川町の津波シミュレーション 

・高台の病院の玄関まで津波が到達した状況を再現することが出来た。 

 

○引き波による防潮堤の転倒 

・模型実験と数値シミュレーション 
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○船舶の乗り上げ、漂流物 

 

○東海・東南海・南海地震連動 

・東海、東南海地震が先に起き、南海地震が遅れて発生すると２５分間ぐらい強く揺れている。 

・同時発生でも１５分間ぐらい揺れうる。 

 

・建物の揺れ方 

・橋梁の揺れ方、壊れ方 ９５年の震災の経験を活かして対策をした橋梁は機能は維持される 

・避難シミュレーション シミュレーション結果を避難訓練に活かしたい。どの経路でどこに逃

げるのか、どんなリスクがあるのか。 

・都市の中での時間帯による人の流れの違いを考慮していく必要がある。 

 地震津波の発生時刻によって、被害も対応も大きく変わってくる。 

 

＜ポスト連動性評価研究＞ 

○今後実施すべき南海トラフ研究 

・研究はいつまで経っても研究である。しかし研究成果を出きるだけ早く活かしていく「地域研

究会」を立ち上げていく。過去の地域研究会は研究的色彩が強かった。これからの８年間の地

域研究会は、防災に重きを置いて取り組んでいく。 

・連携をどうやって強化するか、情報発信をどうやって進めていくか、地域対応力の強化をどこ

まで現実的に評価することが出きるのか、出きるだけ早く行う。 

 

○地域対応力の強化 

・地域研究会による地域ごとの課題抽出とその解決のための実践的な防災・減災対策と地域に根

ざした情報発信 

・リスク評価・事前復旧復興対策・災害情報データベースなどの各自治体へのシステム導入によ

る社会実装 

・内閣府などの府省への働きかけ強化による国レベルの防災・減災対策の推進 

 

○観測データと整合した地震津波予測シミュレーション 

・誤差を考慮した多数の地震発生シナリオ 

・シナリオと比較する観測データベースの構築 

・調査観測データを取り入れた日本列島広域構造モデル構築 

・広域高解像度地震・津波シミュレーションでのハザード評価 

 

・地域防災力の強化、命を守る防災減災へ 次々と第１段階、第２段階と進めて行ければと思う。 

 

○内陸地震への対策も必要 
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○東日本大震災のアンケート調査（内閣府） 

・地震発生直後に津波の到達を意識した人は、浸水想定域もしくは実浸水域では５割弱、それ以

外の地域では約２割 

・地震発生直後に「津波が必ず来る」と思った人のうち、４割弱が安全な場所から津波を見てい

る（避難完了）。 

・浸水想定域・実浸水域における避難のきっかけは、揺れの具合の判断によるものが３割弱、大

津波警報によるもの４割弱、周囲からの呼びかけによるもの２割弱 

・揺れている最中もしくは収まった直後に建物から出た人の７割弱が、そのまま津波から避難し

ている 

 

・揺れが収まって３０分以内に避難を開始しているのは約５割 

揺れが収まって１０分以内に避難を開始した人の比率は、岩手県で約４割、宮城県で約３割、

福島県で３割弱 

・避難しようと思ったが出来なかった人のうち、気付いた時にすでに津波が迫っていたのは約６

割であった 

・避難しようと思って出来なかった理由として、「職場・学校や、建物管理者から指示が出なかっ

た」との回答をした人が最も多く、３割強であった 

・避難しなかった理由は「過去の地震でも大きな津波が来なかった」が約２割、「大津波警報が発

表されたのを知らなかった」が２割弱であった 

 

・大津波警報を見聞きした人は約６割 

・大津波警報を見聞きした人のうち、「予想される津波の高さ」を見聞きしたのは約５割 

・大津波警報で予測される津波の高さを見聞きした人のうち、「最大で６ｍ」と見聞きしたのは４

割弱 

・浸水想定域・実浸水域で大津波警報を見聞きして「必ず津波が来る」と思った人は約１割、「大

きな津波が来るかもしれない」と思った人は４割強、「本当に大きな津波が来るのか半信半疑だ」

と思った人は３割強 

・津波に巻き込まれた人のうち、避難先で津波に巻き込まれた人は１割強 

・二次避難した人は避難した人の約４割 

 

・防災意識に、アンケート調査は重要。 

 

○今後に向けて 

・適宜、どこまでのことが出きるのか、何がわかったのかを、情報発信していかねばならない。 

 

○香川県は 

・香川県は想定される南海トラフ巨大地震の津波想定は四国の他県と比較して小さいと想定され

ている。 
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・しかし、確実に津波は襲来し、その前に強い地震動が襲来する。 

・香川県は地盤沈下による浸水はあるものの津波本体の襲来は約１．５～２時間程度の時間猶予

が想定されている。 

・この時間的猶予を地震被害対応と津波避難に活かすことが必要不可欠。 

・ＤＯＮＥＴ／ＤＯＮＥＴ２や先進シミュレーションにより香川県はじめ四国他県の被害状況の

把握も可能。 

・香川県に「四国地震津波減災拠点」の設置が必要。 

・１０年、２０年、３０年後を見据えた人材育成が不可欠 

 

○重要なポイント 

・海溝型巨大地震被害：地震・津波被害 

・１０ｍではなく２ｍを越える津波で甚大被害 

・２次災害：液状化、漂流物被害、地震火災、津波火災、崖崩れ 等 

・被害を最小限 → 早期復旧が可能 

・内陸地震への備え（巨大地震の前後） 

・発災時の情報発信：発信側と受ける側の相互理解 

・減災意識の向上：知識・啓発・訓練・教育 自助・共助・公助の意識 

         マニュアルは必要。しかし、応用力・対応力がさらに重要 

 

○まとめ 

・首都圏及び南海トラフでの早急な防災対策が必要 

 

○香川県・香川大学の役割 

・地球科学、社会科学、自然災害研究の推進 

・防災・減災教育、将来のリーダ育成の推進 

・県、市町村との連携に基づく減災施策の推進 

・常に近々、１０年後、２０年後、３０年後の社会を想定した対応・対策案の検討 

・四国における四国地震津波減災拠点の構築 

 

15:15～15:25 休憩 

 

15:25～16:36 「自分・家族・地域を守る心構えとは～防災心理学入門」            

○講師：木村玲欧（兵庫県立大学環境人間学部準教授 シェイクアウト提唱会議役員） 

○プロフィール 

・京都大学大学院修了。博士（情報学）。 

・名古屋大学大学院環境学研究科助手・助教等を経て現職。 

・専門テーマは、防災心理学、防災教育学、社会調査法。 
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○はじめに 

・災害想定に対して、どういう心構えで対応すればいいのか、人間側に話を引きつけて話をした

い。 

・今日は身近な例として、中学校と大川小学校の例を紹介する。 

 

○想定・計画・訓練の不備がもたらしたもの 

・地震後１４分後の１５時頃には、校庭に集合し、教員が点呼を取った。 

・しかしこの後、教員の間で「このまま校庭で待機するか」「津波の到来を

考えて逃げる」か「逃げるならばどこに避難すれば良いか」、あいまいな状況の中で結論が出な

かった。 

・宮城県が２００４年に策定した津波浸水域予想図では、大川小学校には津波は襲来しないと予

測されており、避難所として指定されており、周りの住民も避難してきた。 

・大川小学校の危機管理マニュアルには、津波時の学校以外の避難場所の取り決めがなかったこ

とも結論が出なかった一因である。 

・結局、地震から４０分以上が経過して、学校の約２００ｍ西側にある、周囲より小高くなって

いる新北上大橋のたもとを目指して移動し始めることになった。そして移動直後、堤防を乗り

越えた津波が児童の列を前方から飲み込んだ。 

 

○「石巻の悲劇」（石巻市大川小学校） 

・子供の７割が一斉に死ぬなんていう経験が、戦争を除くと、人生の中でないと思う。 

 

○岩手県 釜石東中学校の対応 

・釜石東中学校では、地震時校内にいた２１２人の生徒が、地震の揺れが収まった直後に校庭に

移動した。 

・その後、約１．５ｋｍ離れた峠まで教員の指示を受けながらも自発的に避難をした。またその

行動が隣接する鵜住居小学校の児童の避難にもつながり、中学生や小学校の上級生が小さな子

どもたちの手を引きながら迅速な避難を行った。 

・その結果、十数メートルの津波が押し寄せ、津波は４階建ての校舎を丸飲みにしたにもかかわ

らず、小中学生が全員無事だった。 

・釜石東中学校では、地震前より防災教育に取り組み、「１．想定、とらわれるな」（災害前の被

害想定を安心情報として信用しない）、「２．最善を尽くせ」（今その場で自分が出来る最善のこ

とを行う）、「３．率先し避難せよ」（他人の指示を待たずに自分から行動を起こす）という「避

難３原則」を、訓練などを通して生徒に徹底させていた。 

 

○「釜石の奇跡」に違和感がある 

・奇跡を起こしたわけではない。キリストのように、海を割って、逃げたわけではなく、普段か

ら訓練でやっていたことが、本番でもうまくいったとの思いだけである。 

・この話をいろいろなところでしてきたが、「ふたつの事例を話しているが、津波が違っていたの
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ではないか。だから被害が違ったのであって、対応の違いではないのではないか」との質問を

する人がいる。鵜住居では数百人の住民被害が出ており、子どもたちの対応がよかったことが

影響していると考えられる。 

 

○地震＝津波連想（じしんつなみれんそう） 

・沿岸部にいて地震の揺れを感じたら、即、津波の危険性を思い出して、高い場所（高台・高い

ビルの上階など）に避難する 

 －地震等の情報を得ようとしない ← 情報を得るために避難が遅れることを避けるため 

 －どんなに曖昧な状況でも逃げる 

 －津波が起きなかったときには「逃げ損」ではなく「上手な危機管理」であるとほめる 

・「津波てんでんこ」（三陸地方） 

－地震が起きたら、子どもも親もてんでんばらばらになって逃げろ 

－１８９６（明治２９）年 明治三陸津波（死者２２，０００人） 

 １９３３（昭和８）年 昭和三陸津波（死者３，０６４人）の教訓 

 

○マスコミもようやく「本気」になってきた 

・東日本大震災までは、津浪警報をパカパカと地図で表示するだけで、すぐに一般番組に戻して

しまい、画面の隅っこに地図だけを表示させていた。「他人事」であった。 

・２０１２年１２月７日 「津浪警報が出ました、宮城県に津浪警報が出ました。命を守るため

に急いで逃げてください」 

・しっかりと避難と避難行動をしてもらえるよう、強い口調で言うように変わった。 

・４分間で１０ｍの津浪が来るようなところで、体の不自由なおじいちゃんとどう避難すればい

いのか。そんな地域より香川はゆとりがある。 

・もし香川県で津浪による死者が出たとすれば、それはもはや「天災」ではなく「人災」である。 

 

○自分の地域に救援はあるのか 

・国や自治体の注目度・優先度が高いのは 

  ・被害が大きい 

  ・重要な施設がある（原発など） 

  ・人口・被災者が多い（＝声の総量が大きい） 

・マスコミが取材しやすい 

  ・情報が入りやすい 

  ・交通の便がよい 

 →被害が相対的に軽い・人口が少ない地域には「当面の救援は来ない」 

 →当面（１週間程度）を乗り切るための「自助努力」と「共助で乗りきる仕組みづくり」 

 

○まずは、自分たちが災害によって死なないようにする（支援者の鉄則） 
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○私たち、死んではいけない 

・自分が死ぬこと、死なないためのことに気がまわっていない。 

・人を助けるには、まず、自分が死んではいけない。 

・阪神・淡路大震災における神戸市内の犠牲者のうち、８割強が建物倒壊等によるもの ８３．

３％ 

・１２．８％の焼死等も、建物の下敷きになっているところに、火災が来て、焼死。 

・これらを加えた９５％は、建物や家具の下敷きになったことが死亡の原因である。 

 

○建物被害程度と死者発生の関係 

・層破壊が死者の８５％を占める。 

 「層破壊」とは、１階だけがペシャッとつぶれているような状態。 

・建物をしっかりする、補強することが必要。少なくとも「層破壊」はさせないような対策。 

 

○素人でもできる、大ざっぱだが重要な考え方 

・あなたの住んでいる建物は、１９８１年（昭和５６年）新耐震基準よりも 

前に建てられた？ → 危険な建物 そのまま建物に住まない（耐震診断を受ける） 

                 建物から逃げる・離れる 

後に建てられた？ → 注意すべき建物 

 

○家具の転倒防止など 

・地震の揺れによる５つの「悪さ」 

・「うごく」「とぶ」「たおれる」「おちる」「われる」 

 

○安全対策をやってみよう！ 

・教室から運動場まで避難するに際して、危険なところをデジカメで取ってくる 

 → 校長先生への要望書 

 理科の先生を叱ってください 「薬品が置かれていて、地震尾時には飛んでくる、落ちてくる」 

 

○家具から身を守る 

・テレビ、本棚、タンス 

・ピアノ 移動し転倒する 

・倒れても、下敷きにならないような配置に 

・家具の固定 

 

○自助によって 助かる・助けられる体制をとる 

・人様を助けるには、自分が死なない体制を作る 

・自分が「傷病者」になってしまう可能性 

 まくらもとには  １．スリッパ（できれば靴） 
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          ２．懐中電灯 

          ３．笛 

          ４．メガネ、補聴器、入れ歯 

・足の捻挫と足の切り傷が多く発生する ６０歳代と共に、１０歳代に多い 

地震が起きると、 

 「起きて、電気をつけて、テレビをつけて地震の情報を見ます」 ← 停電になる意識

がない 

 「足腰の悪いおじいちゃんを背負って避難します」 ← 子供はあわてて、パニックに

なり、真っ暗な中を素足でガラスが飛びちった廊下を走ってしまう ← 足をケガした中

学生を、おじいちゃんが背負って避難をする羽目に。避難所では貴重なベッドを一つ占用

し、おじいちゃんが面倒を見てあげている。 

・中学生、高校生も、災害時には貴重な「戦力」である。 

 

○内部被害によるケガが 

・居間、台所、寝室、廊下 

 

＜懐中電灯＞ 

・目が見える人は、目で判断する為、停電になると情報を集められない。 

・伊勢湾台風以降は「ロウソク」の備蓄を言われたが、今は、すぐに燃え尽きてしまうロウソク、

ガスが漏れているかもしれないときに火を使うロウソクは使えないので、懐中電灯が必要。 

・携帯電話の充電機能があるもの、車の窓ガラスを割る、シートベルトを切るものが一体となっ

ている物もある。 

 

○愛知県の防災教育の例 「防災学習会」 

・各クラスが、出し物、もようしものを発表する。 

・教室に煙を充満させ、机を迷路にし、机の角などをウレタンでケガをしないよう保護し、出て

くるまでの時間を計る。 

・途中、チェックポイントで防災の問題を解かないと、次に行けなくする。 

・出てくると、かかった時間を教えるのとともに、防災の問題の解答と解説のプリントを渡す。 

 

＜笛＞ 

・建物の下敷きになり「助けてくれ」と大きな声を出し続けるのは体力が続かない。 

・建物の外は、パトカーや人を助ける人の声、ヘリコプターの音、マスコミの実況する声などで

うるさい。 

・少ない体力消費で、長時間音を出し続けられる物 → 笛 

・懐中電灯にサイレン機能が付いている物がある 災害時には大きな音を出す場面は多くある 
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＜メガネ＞ 

・メガネの所有本数 １本:３８％、２本:３３％、３本:１９％、４本以上:１０％ 

・メガネは分散して保管しておくこと 一カ所にまとめて保管していると一度に壊れてしまう 

・目の機能が無くなると、避難も生活もできなくなる。アスファルトの亀裂につまずいて骨折、

寝たきりになる高齢者がでる ← せっかく地震の揺れからは助かったのに、こんなところで

ケガをしてしまう 

 

＜シェイクアウト＞ 

○３つの行動をとりましょう 安全行動の１－２－３ 

①ＤＲＯＰ：姿勢を低く！ 

②ＣＯＶＥＲ：体・頭を守って！ 

③ＨＯＬＤ ＯＮ：揺れが収まるまでじっとして！ 

・この日本の訓練を使えると思ったのはアメリカでした。人種や言語や知識に差があるアメリカ

では、「ドロップ」、「カバー」、「ホールド・オン」を社会運動として発展させようというのがシ

ェイクアウトの取り組み。 

・アメリカのすごいのは、同じ日、同じ時間にシェイクアウトを地域全体で行い、防災について

考える。学校、企業、地域で、それぞれで行う。 

・ホームページもある 

・香川県でも実施することとなった 

・簡単ですが、みんなができて、みんなが防災の意識を高められる 

 

○埼玉県 

・１３００全ての学校で訓練がされている。緊急地震速報がなったときの訓練が行われている。

抜き打ちでの訓練である。 

 

○意味を理解した上で訓練を行う 

 

○訓練用指導プログラムの入手方法 

・熊谷地方気象台：http://www.jma-net.go.jp/kumagaya/ から 

 

○訓練は「定食メニュー」でよいのか 

・実際にやってみる 毎年毎年、内容を加えたりやってみる 

・マニュアルを試すために訓練してみる 

・数年してれば人も変わる、繰り返し訓練が必要 

 

○「安全・安心は自分たちで作るもの！」 

・災害・犯罪という非日常をいかに乗り越えるか 

 → 「その場しのぎ」では対応できない 

http://www.jma-net.go.jp/kumagaya/
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「普段やっていることさえ、なかなかうまくできない。ましてや、普段やっていない・考えてい

ないことなど、出来るわけがない」 

 → これまでの知恵・教訓を学び、自分たち（自分の組織・地域・家など）の弱いところ、組

織・地域・家で起こりうる問題を知ることで、対応力・応用力を上げていく 

 

－ 以上 － 

 

 


