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地域と学校が連携した防災教育モデル事業 －実施概要 

茨城県教育委員会では、東日本大震災の教訓を踏まえ、学校、地域・家庭、行政が連携して学校の防
災力を高めるための事業として、平成２４年度より｢地域との連携による学校の防災力強化推進事業｣を
展開しています。 
 本事業では、県内全域で学校、家庭・地域、行政が連携し、市町村における教職員などを対象とした
防災研修会の開催や学校と地域が連携し避難訓練などを実施するほか、県内 5地域で地域の特性を生か
した防災教育のモデル事業を実施し、その成果をその他の地域に広める、としています。 
 
事業内容 
１．防災教育に関する委員会などの設置 

・県教育委員会及び市町村に防災部局と連携した｢学校防災推進委員会｣を設置 
・学校に地域の自主防災組織などと連携した｢学校防災連絡会議｣を設置 

２．防災教室などの実施 
・市町村教育委員会主催で管内の教員などを対象に防災研修会を実施 
・公立学校において、地域と連携した避難訓練などを実施  

３．地域と学校が連携した防災教育モデル事業 
・県内 5地域のモデル地域において、地域と連携した防災教育を実施 
・｢学校と地域の連携による学校防災を考えるつどい｣を開催(モデル地域の事例発表など) 

 
吾妻小学校は、平成２６年度のモデル地域(校)に指定され、小中一貫教育の特色を活かしていくため

に吾妻中学校とも協力し、つくばAZUMA学園として様々な行事を進めてきました。 
 
事業実施体制と進め方 
モデル事業の実施にあたっては、つくば市教育委員会をはじめとする行政担当者、AZUMA学園関係

者および地域住民により｢つくば市学校地域防災力強化委員会｣を組織し、実施方針などについての検討
を行ってきました。 
また、AZUMA 学園の特色を生かして実施する各行事などについては、｢つくば市学校地域防災力強

化委員会｣の中から AZUMA 学園関係者のメンバーで構成する｢つくば AZUMA 学園防災モデル事業推
進委員会｣を設置し、保護者や地域の方々の意見を取り入れながら、地域コーディネーターが中心とな
り、事業立案を行ってきました。また、事業の実施についてのお知らせやその結果などについては、PTA
ホームページ、広報紙などを活用して周知、公表しました。 
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第1回つくば市学校地域防災力強化委員会 学校と地域との連携による学校防災を考えるつどい 
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つくば市学校地域防災力強化委員会構成員 
所属等 氏名 備考 

つくば市教育長 柿沼 宜夫 学校防災推進委員会会長 

つくば
AZUMA
学園 
防災モ
デル事
業推進
委員会 

つくば市立吾妻小学校校長 土田 十司作 委員長 

つくば市立吾妻中学校校長 黒澤 明良 副委員長 

つくば市立吾妻小学校教頭 鈴木 敏一 

つくば市立吾妻中学校教頭 栗原 純一 

つくば市立吾妻小学校 PTA会長 山中 美穂 

つくば市立吾妻中学校 PTA会長 山海 直 

つくば市立吾妻小学校学校評議員 野本 高志 

つくば市立吾妻中学校学校評議員 井上 波彦 

地域コーディネーター 長屋 和宏 副委員長 

つくば市立吾妻小学校地域代表者 庄司 学 

つくば市立吾妻中学校地域代表者 中島 千春 

つくば市教育委員会教育総務課長 大塚 喜則 

つくば市教育委員会教育指導課長 松本 義明 

つくば市市民部生涯学習課長 田口 一彦 

つくば市環境生活部危機管理課長 長 卓良 

つくば市消防本部中央消防署長 国府田 裕 

茨城県つくば中央警察署つくば駅前交番所長 加瀬野 耕三

つくば市吾妻西児童館長 中島 一男 

つくば市吾妻保育所長 中野 洋子 

つくば市社会福祉協議会事務局長 土田 雅信 

 
委員会等開催記録 (記載のないものは、全て吾妻小学校で実施) 

平成 26年 6月 17日(火) 事業実施準備会合 
平成 26年 6月 30日(月) 第１回つくばAZUMA学園防災モデル事業推進委員会 
平成 26年 7月 24日(木) 第１回つくば市学校・地域防災力強化委員会(於：つくば市役所) 
平成 26年 8月 20日(水) 第２回つくばAZUMA学園防災モデル事業推進委員会 
平成 26年 9月 30日(火) 第３回つくばAZUMA学園防災モデル事業推進委員会 
平成 26年 11月 7日(金) 第４回つくばAZUMA学園防災モデル事業推進委員会 
平成 26年 11月 17日(月) 第２回つくば市学校・地域防災力強化委員会 
平成 26年 11月 21日(金) 学校と地域との連携による学校防災を考えるつどい 

 (於：茨城県立県民文化センター(水戸市)) 
平成 27年 1月 13日(火) 第５回つくばAZUMA学園防災モデル事業推進委員会 
平成 27年 2月 16日(月) つくば市学校防災研修会(於：イーアスつくば) 
平成 27年 3月 9日(月) 第６回つくばAZUMA学園防災モデル事業推進委員会 
平成 27年 3月 17日(火) 第３回つくば市学校・地域防災力強化委員会(於：つくば市役所) 
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AZUMA 学園の取り組み 
 
つくば AZUMA 学園小中合同引き渡し訓練 
東日本大震災と同程度の地震の発生を想定し、一時的な身の安全を確保する避難訓練と保護者

への児童・生徒の引き渡し訓練を小中学校合同で実施しました。 
訓練を通じて、家庭内で小・中学校の両校に児童・生徒が在籍する場合の問題点、交通インフ

ラの途絶を想定した引き渡しの問題点を整理しました。 
 
防災キャンプ・AZUMA 防災セミナー 
学校泊や食事作りを実体験することにより、災害などが発生した非常時を疑似体験し、必要な

スキルおよび知識を身につけて、危機対応能力の向上を図りました。 
キャンプでは、小中学生を通じたグループ活動を行い、上級生ではリーダーシップ、下級生で

はフォロアーシップの醸成を図りました。また、キャンププログラムでは、専門家による緊急時
の避難、避難所を想定したルール作りなどの、机上演習、ワークショップを行いました。 
さらに、児童・生徒のみならず、保護者および地域の皆さんに防災についての認識を深めて頂

くことを目的として、最新の災害情報やつくば市における災害の危険性、災害時の備えなどの身
近な疑問に答えるとともに実践的な体験などをすることができる、防災セミナーを開催しました。 
(防災キャンプの実施内容は p28～32に記載) 

 
東日本大震災における被災地域の児童・生徒などとの交流 
東日本大震災の被災地域住民、特に児童・生徒および保護者などとの交流会を実施し、復興の

現況を知るとともに復興を踏まえた力強い地域コミュニティについての情報交換を行いました。 
 
防災能力の向上に関するコンテンツ作成 
来るべき災害に知識、体制の両面で備えるとともに、今後の訓練などに活用することが出来る、

マニュアルや防災教材の整備を行いました。 
具体的には、｢学校防災・安全マップ、吾妻小防災手帳、吾妻中防災手帳｣、｢危機管理マニュ

アルの改訂｣、｢東日本大震災の避難所開設、運営にかかる経験に基づくケースメソッド｣という
3つのコンテンツを作成しました。 

 
 
 
 
 
  

吾妻小学校の防災の取り組み理念 

 

地域の旗振り役となる 

・つくば市中心地区は比較的歴史が浅く、吾妻小学校の歴史≒地域の歴史 

・学校が地域の中核的役割を発揮。(吾妻まつり、防犯自警団など) 

地域力の活用 

・研究機関*と連携による、高い専門性と実務に即した防

災教育(*筑波大学、防災科研、産総研、国総研など) 

継続性の重視 

・吾妻小学校(AZUMA 学園)では平成２１年度から防災教

育を積極的に実施。 

・東日本大震災発生時もこれらの経験を活かした対応。 

１ 

2 

3 

4 
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学校と地域との連携による学校防災を考えるつどい(平成 26 年 11 月 21 日(金)) 
■当日配付資料 
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つくば市学校防災研修会(平成 27 年 2 月 16 日(月)) 
 
■実施報告 
平成 27年 2月 16日、イーアスホール

にて｢学校防災研修会｣が開催されました。 
学校防災研修会は、行政の防災部局と

学校関係者の連携を目的に設置された
｢つくば市学校防災推進委員会｣が学校の
防災力強化の一環として年に１回開催す
るものです。 
今回は市内小中学校から２名ずつ(教職

員２名又は教職員１名と学校防災連絡会
議委員１名)に加え、つくば市学校防災推
進委員会委員が出席し、総勢約 130名の会合となりました。 
 つくばAZUMA学園では、防災教育モデル事業のモデル校に指定されたことから、本年度の取り組み
を発表をするとともに、モデル事業を通じて身につけたスキルの紹介として、防災ワークショップのフ
ァシリテーターを務めるなど、研修会のコーディネーター役を果たしました。 
 

当日は 7～8名ずつに分かれて、テーブルを囲むように着席。
AZUMA 学園防災地域コーディネーターによる事例発表を行っ
た後、防災ゲーム｢クロスロード｣をテーブルごとに体験しました。 
 
AZUMA 学園では、これまで、防災キャンプや AZUMA 防災

セミナー(p25, p55 参照)で｢クロスロード｣を実施してきました
が、この研修会では、参加者の多くが初めての体験となります。 
“災害発生時のジレンマ”に直面しながらも瞬時に“YES”か“NO”

を決めなければならないというシンプルなルール、お互いの考え
を伝え合い、認識を共有していくというプロセスにより、参加者にとっては、｢もし災害に遭ったら・・・｣
を自分のこととして真剣に考えるとともに、｢災害｣に対する考えを交換する貴重な機会となったと思わ
れます。 
 
近年、大災害が発生するたびに｢避難所｣が話題と

して取り上げられますが、つくば市内では小・中学
校が｢指定避難所｣となっています。実際に東日本大
震災では、吾妻小も帰宅困難者のための避難所とし
て機能しました。 
 
しかしながら、｢学校が避難所になる｣という考え

方が出てきたのは、阪神大震災以降、成熟したモノ
として形式だってきたのは、新潟県中越地震以降、つまり｢避難所｣の歴史は１０年程度でしかありませ
ん。 
 
「災害発生時に避難所を開設し、運営をしていくという一連の対応をする中心的な存在として、学校

と PTA、そして地域の人たちが日頃から一緒に災害のことを考える」－今回の研修会のような機会は、
今後の防災活動のあり方に非常に大きな役割を果たしていくはずです。 

当日のプログラム 

●事例発表  

吾妻小学校(つくば AZUMA 学園)の取り組みについて

(地域防災コーディネーター：長屋 和宏 氏) 

●防災ワークショップ 

防災ゲーム クロスロード 

(ファシリテーター：AZUMA 学園関係者、 

筑波大学太田研究室(協力))
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AZUMA 学園の取り組み紹介(1)  
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AZUMA 学園の取り組み紹介(2)  
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AZUMA 学園の取り組み紹介(3) 
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AZUMA 学園の取り組み紹介(4) 
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つくばAZUMA学園小中合同引き渡し訓練 
 －徒歩での児童と生徒の引き取りを考える。 

２０１４年７月１４日。東日本大震災と同程度の地震が起こったことを想定し、一時的な身の安全を
確保する避難訓練と保護者への児童・生徒の引き渡し訓練を実施しました。 
訓練の実施にあたっては、小学校、中学校、それぞれに子どもいる家庭も多くあるため、小中学校合

同で行い、同日の同時刻に同じ災害発生の想定での避難訓練、保護者への引き渡し訓練となりました。 
吾妻小学校、吾妻中学校で構成されるつくば AZUMA 学園は、｢AZUMA 学園 重大緊急事態発生時

の児童・生徒の引き渡しに関するガイドライン｣を制定しており、兄弟姉妹が吾妻小学校および中学校
に在籍している場合は、兄弟姉妹の上の生徒から(中学校より)引き取りを基本としています。 
訓練を通じて、小・中学校の両校に児童・生徒がいる家庭での問題点、交通インフラの途絶を想定し

た引き渡しの問題点を整理し、ガイドラインに反映させました(ｐ79参照)。 
 
引き渡し訓練概要 
■タイムライン １２：５０ 地震発生→１４：２５～小・中学校引き渡し開始 
■引き渡し場所：吾妻小学校および吾妻中学校 校庭 
■災害の想定： 

授業中に関東地方でマグニチュード９の地震(AZUMA学園 重大緊急事態発生時の児童・生徒の
引き渡しに関するガイドラインに定める事象) が発生し、公共の交通機関がストップ。 
電話、メールなどの通信手段は、使用不能の状況にあり、連絡を取ることが出来ない。 
校舎は無事であったが、近隣においては建造物の倒壊、道路の陥没等が認められ、大人の引率な
しに帰宅するのは危険な状況。 

■訓練および引き渡し手順： 
 ・教室からグランドへの避難は職員が指導 
 ・引き渡しは、ガイドラインの手順に基づいて実施 
 (１)校庭で実施の場合 
        ①保護者は、合図があるまでは集合場所に待機 
         ②引き渡し開始後は、一覧表にサインをして引き取り、下校。 
  (２)各教室で実施の場合 
         ①保護者の方々は、教室の前の廊下に待機。 
         ②引き渡し開始後は、一覧表にサインをして引き取り、下校。 
■その他： 
 (１)児童・生徒の引き取りは，｢児童・生徒引き渡しカード｣に登録してある方が引き取りを行う。 
 (２)自動車ではなく、徒歩での迎えを。 
 (３)今回の訓練で，保護者等が迎えに来ることが困難でしばらく預かる必要のある児童・生徒につい

ては，１カ所に待機させ，２時頃を目処に下校方向を考慮し下校(実際の震災の場合には，時間
にかかわらず保護者が引き取りに来るまで待機)。 
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AZUMA防災セミナー －座学に、実践に、試食に、の全 7回 
児童・生徒だけではなく、保護者や地域の方にも、防災についての認識を深めてもらうことを目的と

して、最新の災害情報やつくば市における災害の危険性、災害時の備えなどの身近な疑問に答えるとと
もに実践的な体験などをすることができるAZUMA防災セミナー(全 7回)を下記のテーマ・スケジュー
ルで開催しました。 
 

第１回 災害発生時に行政がしてくれること、してくれないこと 
講師：つくば市危機管理課 鬼塚 宏一 氏 
実施日：平成 26年 7月 14日(月) 
内容：行政担当者を交えた意見交換 

 
第２回  つくばで発生しうる災害を知る 

 講師：筑波大学 システム情報系社会工学域 教授 糸井川 栄一 氏 
国土交通省 水管理・国土保全局砂防部保全課 総合土砂企画官 飯野 光則 氏 

実施日：平成 26年 9月 19日(金) 
内容：専門家による災害知識の講座 

 
第３回 災害の実体験を知る 

講師：山田町立山田南小学校 PTA  小原 裕毅 氏、佐藤 吉孝 氏 
実施日：平成 26年 12月 12日(金) 
内容：東日本大震災で地域対応および学校・避難所対応 

 
第４回 災害対応を疑似体験する 

講師：筑波大学 システム情報系社会工学域 助教 太田 尚孝氏 
実施日：平成 26年 12月 18日(木) 
 内容：防災ゲーム｢クロスロード｣を通じた災害時や避難の行動シミュレーション 

 
第５回 避難所の衛生ってどうなってるの？ 

講師：NPO法人日本トイレ研究所代表理事 加藤 篤 氏 
 実施日：平成 27年 1月 13日(火) 
 内容：トイレの話題を中心に避難所衛生と実事例 

 
第６回 非常食を考える 

講師：中山環境エンジ(株) 村関 尚志 氏 
実施日：平成 27年 1月 29日(木) 
内容：災害時の非常食の試食と被災地の事例、非常食試食会 

 
第７回 避難所開設を疑似体験する 

講師：防災士つくばグループ 
実施日：平成 27年 2月 21日(土) 
内容：避難所開設の机上演習 
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開催報告 
 
No.1 7.14│災害発生時に行政がしてくれること、してくれないこと 

－行政担当者を交えた意見交換 
講師：つくば市危機管理課 鬼塚 宏一 氏 

 
最初に、避難所の開設について、｢原則として市長が、避難所担当職員を派遣して開設。ただし、突

発的な災害発生時には施設管理者(学校職員)などが開設｣という、“原則”についての説明がありました。 
また、避難所を運営する原則として、被災者の避難生活を基本とした｢自主運営｣、すなわち、自分達で
避難所を作って行かなければならないことを共有しました。 
避難所の食料・生活物資の提供などについては行政の役割と考え、つくば市の備蓄として、約２万人

に３日間供給することを想定した分量の食料と水を整備中であることを聞きました。 
一見少ないように感じましたが、つくば市の人口は約２２万人。そのため、実際の災害では全市民が

同時に避難民となることは過大な想定となってしまうため、約 1割をカバーできる体制をとる、という
ことです。 
小中学校が避難所となることを想定した備蓄として、投光器、発電機、毛布、トイレパックなどを収

納する備蓄倉庫が今年度中に市内全ての学校に配備される予定があるとのこと。 
その他、災害時の情報伝達や避難所での高齢者・要介護者の対応など、幅広い内容を丁寧に説明して

頂きました。 
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No.2 9.19│つくばで発生しうる災害を知る －専門家による講座 
講師：国土交通省 水管理・国土保全局砂防部保全課 総合土砂企画官 飯野 光則 氏 
        筑波大学 システム情報系社会工学域 教授 糸井川 栄一 氏 

 
第２回AZUMA防災セミナーでは、防災の専門家として国土交通省及び筑波大の研究者をお招きし、

｢つくばで起こりうる災害を知る｣と言うテーマでお話を聞きしました。 
 
●飯野氏：｢桜川流域における二線堤(横堤)について｣ 
つくば市北部から土浦市中心部に流れる｢桜川｣の過去の水害の歴史を参考に、治水(洪水対策)につい

て説明いただきました。 
 桜川は近年では、昭和 61年 8月の台風 10号で流域 1,500 棟に床上・床下浸水させる水害が発生し
ており、歴史的にも幾たびもの大規模な水害を起こしています。 
このため、江戸時代には土浦藩が｢御要害堤｣を設置し、現存する｢上坂田横堤｣が昭和 61 年の水害で

も被害の拡大防止に役立ったとのことです。しかし、歴史があり現在も機能している堤防であるにもか
かわらず、堤防であること自体を認識している住民は少なくなっている(現在は農道として使われてい
る)ことの問題点を紹介いただきました。また、大規模な水害への対応として、強固な堤で流域を完全に
覆うことは技術的、経済的に難しく、あえて小さな被害に誘導することで甚大な被害を防止する｢二線
堤・横堤｣｢霞堤｣といった考え方を紹介頂きました。 
 質疑では、公園内の池の危険性について質問があり、｢公園の池は、防災調整池としての役割を持た
せてあり、大きな降水の際には近づかないほうがよい｣との回答をいただきました。 
 
●糸井川氏: ｢災害と都市のリスクマネジメント｣ 
都市の治水では、通常 1時間 50mm程度の降水量を想定した計画であるところ、昨今のゲリラ豪雨

などでは 100mmを越える数字が頻繁に観測されていることを踏まえた、問題認識の説明がありました。 
 また、報道などで良く目にする、｢今後30年で70%｣といった地震の発生確率についての説明があり、
同じ 30年での発生確率として、｢交通事故で負傷｣は 24%、癌などの病死は 10%以下とのことでした。
大地震を身近に考えることはなかなか難しいですが、このような比較を通じて実感として捉えていくこ
との重要さを痛感しました。 
 さらに、災害発生後の復旧・復興における共助のための社会組織の考え方は｢ソーシャル・キャピタ
ル(社会関係資本)｣と呼ばれ、この資本は地域活動の活性化により、社会の信頼関係、互酬性が達成され
るそうです。保護者としては、学校と家庭との関係はできるだけ緊密になるよう心掛けていますが、そ
れにとどまらず、地域との関わりについても、より深めていく必要性を感じました。 
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桜川流域における二線堤（横堤）について

○国土技術政策総合研究所 飯野 光則

土浦市立博物館 木塚 久仁子

1National Institute for Land and Infrastructure Management 2National Institute for Land and Infrastructure Management

１．研究の目的、背景

二線堤とは、洪水氾濫の拡大を防止することを目的として、本堤
背後の堤内地に築造される堤防。

地先防衛対策として、地元集落等が整備した二線堤については、
その多くが河川管理施設とは位置づけられていない。また、歴史
的な経緯や治水機能についての情報共有や伝承が不足。

圃場整備や開発行為等に伴い撤去されてしまうケースがほとんど

気候変動の影響などにより、治水計画規模を超える洪水の発生増
加に備え、二線堤の治水機能を保全していく必要がある。

二線堤設置に係る歴史的な経緯や現在の管理状況の把握
二線堤が有する治水機能の分析

田土部地区

3National Institute for Land and Infrastructure Management

２．桜川流域における二線堤
桜川の概要
流域面積349km2、流路延長64km
上流部：無堤区間、田畑

中流部：暫定的な有堤区間、小集落が散
在

下流部：有堤区間，市街地（土浦市、人口
約14万人）
S61.8台風10号により、床上床下あわせて

約1,500棟の大規模な浸水被害が発生

桜川流域における二線堤等の存置状況

二線堤、霞堤、輪中堤の状況
二線堤、霞堤、輪中堤が14箇所。うち3箇

所はS61.8災害対応として河川管理者が整
備。

管理において、河川管理者が関与してい
るものは5箇所。その他については、市、土
地改良区、地元自治会等が管理。上坂田地区

二線堤

霞堤

上坂田地区、田土部地区の二線
堤（横堤）に着目

輪中堤

河川管理者が
管理に関与

4National Institute for Land and Infrastructure Management

土浦城下を水害から守るために、「御城御要害堤」として土浦藩が設置

最初に整備された御要害堤は、貞享（じょうきょう）年中の洪水によって押し流され、その後、
元文（げんぶん）元年（1736年）に、上坂田村地内に新たに２箇所設置
下流側：長さ66間（約120m）、上流側：長さ120間（約220m）
下流側の御要害堤が現存

３‐1．上坂田地区の横堤

上坂田村御城御要害堤図 （出典：図説新治村史）

5National Institute for Land and Infrastructure Management

３‐2．上坂田地区の横堤

幕末期 上坂田村絵図 （出典：新治村史史料集第３編）

洪水時には横堤周辺の田地が遊水地の役割を果たし、下流の土浦市街地の洪水を緩和
冠水した田地の稲は年貢米にならず、安永（あんえい）9年（1780年）以降、土浦藩に対して免下

願を何度も提出。文化（ぶんか）10年（1813年）には、上坂田村の組頭助左衛門が、「御要害堤ニ
て湛水仕候故、格別之難場ニ御座候」といった箱訴に及ぶものの認められなかった。
桜川の改修が本格化する昭和初期までは横堤の上流側と下流側で争いがあったようである。

6National Institute for Land and Infrastructure Management

３‐3．上坂田地区の横堤

①

②

①

②

桜川

延長：約80m、天端幅：約3.5m、高さ：約1.2m
天端が舗装道路、市道として土浦市が管理

ほとんどの地元住民は、横堤であるという認
識が薄い
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7National Institute for Land and Infrastructure Management

上坂田横堤

近年の洪水では、上
坂田地区において被
害は発生していない

氾濫シミュレーション
により、現在でも一定
程度の治水機能を有
していることを確認

現在の治水計画規模（1/30）の降雨（246mm/48h）による氾濫シミュレーション結果（最大浸水深図）

0.0～0.3

0.3～1.0

1.0～2.0

2.0～5.0

5.0～

浸水深（ｍ）

地区周辺は氾濫しやすい土地で、かつ土浦を守るための遊水機能が効果的に
発揮される場所であったことが、御要害堤設置の背景にあったと思われる。

地元に対する治水効果が極めて限られているため、十分な伝承がなされていな
い。

３‐4．上坂田地区の横堤

8National Institute for Land and Infrastructure Management

４‐1．田土部地区の横堤

田土部横堤

新治村 閉鎖公図 登記簿

桜
川

旧筑波町

旧新治村

S36.6洪水を契機に、旧筑波町・旧新治村境に、集落及び田畑を氾濫流から守る
ために、田土部集落が設置
昭和37年に茨城県へ所有権を移転（法定外公共物）

9National Institute for Land and Infrastructure Management

４‐2．田土部地区の横堤

①

田土部
集落

桜川

①

延長：約150m、天端幅：約4.0m、高さ：約1.0m
田土部集落が通常の維持管理を実施

②

②

10National Institute for Land and Infrastructure Management

４‐3．田土部地区の横堤
S61.8洪水、H20.8洪水においても、上流から流下する氾濫流をせき止めて、集落への被害を

防ぐなど、現在でも治水機能を発揮
昭和55年頃に行われた周辺の圃場整備に伴い横堤の一部が農道新設のため切り開かれた
上記の対応措置として、洪水時には土のう積みを行い、治水機能を維持することとしている

H20.8洪水時の状況 （土浦土木事務所提供）

集落自体が氾濫しやすい土地にあり、元来から自衛意識が高いことが、横堤設
置の背景にあったと思われる。

発揮される治水効果が直接地元へ反映されるため、必要性や重要性が集落内
で十分に認識されている。

11National Institute for Land and Infrastructure Management

５．まとめと課題

御要害堤が整備された江戸時代中期は、二重堤や洗堤の意義を
著した『百姓伝記』や『地方竹馬集』などの地方書が編集された時
期で、流域治水の考えがある程度普及していた

下流域においても、右岸側の堤防を洪水時に切り、左岸側の土浦
城下を水害から守るといった治水手法が取られていた。

桜川においては、過去より上下流・左右岸バランスを考慮した流域
治水手法が行われてきたことが確認できた。

まとめ

沿川の土地利用形態や集落の歴史的な変遷などの調査

二線堤（横堤）の治水機能に関する情報共有のあり方についての
検討

課題

12National Institute for Land and Infrastructure Management

ご静聴ありがとうございました

土浦市立博物館
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No.3 12.12│災害の実体験を知る 
－東日本大震災で地域対応および学校・避難所対応に関わった方の講演 

講師：山田町立山田南小学校 PTA  小原 裕毅 氏、佐藤 吉孝 氏 
 
第 3回となるセミナーの講師は、岩手県沿岸部にある山田町立山田南小で当時避難所の設営・運営に

尽力された、元 PTA会長の佐藤吉孝さん、現 PTA会長の小原裕毅さんのお二人です。 
 
●佐藤さんより 
 震災当時、山田南小の PTA 会長を務めていた山田さんは、同時に地元の消防団にも所属しており、
地震発生から 10 分程度で、津波を遮断するための水門を操作するために防潮堤に到着しました。その
時の記憶では町の建物に特に被害はなかったのですが、その後の津波が防潮堤を超えて街区を襲い、通
りや路地はがれきで塞がれてしまいました。このことが津波被災後の火事で災いし、通常であれば通り
は火事の延焼を防ぐ一定の役割があるのですがその機能が失われ、消防車が火元に近づくこともできず、
為す術がない状態だったそうです。初期の状態で消し止められなかったことで火事が拡大し、結果とし
て消火用の水も足りなくなってしまったとのことです。 
 佐藤さんは、家族の安否を確認し、特に小さかった息子さんも学校で保護されていることがわかった
ため、消火活動に専念されましたが、｢家族の安否を自分は確認できたので、それで安心してしまって、
学校に保護されている子どもに自分の無事を知らせるのが遅れてしまった｣そうです。その事に気がつ
き、学校を訪れたのが震災当日の深夜になってしまったことを、今でも反省しているとのことでした。 
 震災当初は自宅が津波で失われ、山田南小の体育館での避難所生活でしたが現在は山田南小の校庭に
建てられた仮設住宅で暮らしているそうです。この点について、小学校には大変お世話になっており申
し訳なく感じているとの話もありましたが、｢避難者の方はもとの地域社会から離れてしまうので孤立
する問題も指摘されている。ただ小学校の校庭にあれば、子供たちの声も聞こえるし、学校行事へ協力
するなどの形でつながりをつくることもできた｣というメリットを挙げていました。これは、当時小学
校の PTA 会長をしていたという点も大きかったと思います。具体的には、校庭の除草や運動会のお手
伝い・応援などを行ったそうです。特に、運動会では小学生が地域の芸能｢虎舞｣を種目として演じ、練
習の段階から仮設住宅の居住者の共通の(明るい)話題として、大いに役立ったとのことでした。 
 
●小原さんより 
 小原さんは、山田町の職員でもあり、震災直後から 4か月ほど、山田南小学校に設けられた避難所(体
育館及び隣接する武道館、幼稚園)に暮らすとともに、設営に関わっていました。小学校の施設を避難所
として使ったという点では吾妻小も同じですが、山田町では津波で病院施設が機能しなくなったため、
さらに、校舎を病院代わりに使用することになったという特徴があります。このため他の避難所からの
患者も山田南小に移されるようになり、インフルエンザなどの流行の時期と重なったため、感染対策と
して教室の一部を隔離できるよう、避難者と患者の動線を離すためにかなり慎重に気を使ったという話
がありました。 
 避難所の運営上重要な項目の一つに、名簿の作成がありますが、実際には(特に初期には)別々の場所
に避難していた家族が集まったり、あるいは避難所で見かけた知り合いの名前を(その方は親切のつもり
で)記入したりなど、実用的な名簿が出来上がるまで二週間くらいかかってしまったという体験談をお話
しいただきました。 
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 避難所生活の長期化で特に必要性を感じたのは、調理場とお風呂とのことで、本格的な調理場ができ
たのは震災 2か月後、お風呂は震災直後から約 2か月間は自衛隊の、その後は民間の支援で｢防災用テ
ント風呂｣が設営されたそうです。なお、最終的に避難所が閉鎖されたのは 8 月のことで、区切りとし
て小学校の 2 学期の開始までという意識があったようです。(ただし、佐藤さんの話にあったように、
移動先の仮設住宅は小学校の校庭に建てられたものもあり、避難生活はまだ続いているのが現状です) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Q＆A 講演の後、会場からいくつか質問がありました。 

Q お年寄りや乳幼児などのケアはどうしたか。 

A いろいろな意見もあると思うが、体調不良者などを除き、あえて特別扱いはしなかった。避難所内

を衝立で区切るなどもしていない。お互いに顔が見えるようにという点を重視した。また、避難所

内の通路などは、自治会を作って自分たちで調整させるようにした。 

 

Q 多数の避難者(約 1、200 名)のトイレは大丈夫だったか。 

A 水洗はプールの水を使えた。また、下水でなく浄化槽式だったこともよかったかもしれない。 

 

Q 子供が遊ぶスペースを設けたか。 

A あった方がよいが、避難者のスペースとは別にすべきと考えている。 

 

Q (経験を踏まえて)今後まず何から準備しておくべきか？ 

A まずは｢逃げる｣こと。それと水の確保は特に重要である。ただ、水や食料など、誰でも同じように

ないと困るものは、いずれどこからか届くとも言える。たとえばメガネや常備薬など、｢自分だけが

必要なもの｣は自分しかわからないし、届く保証もないので、その対応を考えておくとよいと思う。
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Ｈ23年6月頃

人的被害

３．１１死亡者数 ８２３人

（うち認定死亡者数 ２１０人）

（うち遺体判明者数 ６３人）

安否不明者数 １人 ＊平成２６年３月１４現在

被災前の人口 １９，２７０人 ＊平成２３年３月１日住基台帳

被災後の人口 １６，９１７人 ＊平成２６年３月１日住基台帳

家 屋被害

• 山 田･･･１，５９３棟（６１．９％）

• 大 沢･･･ ５３０棟（６８．８％）

• 織 笠･･･ ５３９棟（５１．５％）

• 船 越･･･ ２０４棟（２６．４％）

• 田の浜･･･ ３６３棟（７０．６％）

• 大 浦･･･ １３３棟（３７．４％）

• 豊間根･･･ ７棟（ ０．５％）

合 計･･･３，３６９棟（４６．７％）

＊平成２４年６月１日現在

ライフライン等の被害

電 気･･･町内全域で停電

電 話･･･固定電話及び携帯電話 通信不能

水 道･･･豊間根及び大浦地区を除き供給停止

下水道･･･全域で処理が停止

鉄 道･･･２つの駅が被災、線路は津波で流失

道 路･･･国道４５号をはじめ道路網寸断

山田南小学校避難所の様子

平成23年3月11日 山田南小学校 右手奥には、土煙をあげて津波が迫ってくる

山田南小学校
さくら幼稚園

町立武徳殿
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黄緑色は高所を走る高速道路。紫色は国道45号。道路の瓦礫が除かれるまで、山道以外
は、道路が寸断されて、車で隣地区への移動が制限された。

山田南小学校（学区の津波浸水状況）

保健室が診察室へ 2011年 3月15日

廊下は待合室へ 2011年 3月15日

町内にある医療機関（県立病院１、診療
所4、歯科5、調剤薬局10）のうち、残され
たのは診療所（皮膚科・透析）1、薬局2の
み。消防署も被災し、１１９番もつながらな
い。国道が被災し、隣町までは山道で約３
０キロ。避難所の学校が野戦病院へと変
わり、校庭には消防車と救急車が待機し、
職員室は臨時消防団本部となった。

インフルエンザ患者やノロウィルス感染者
も多くいた。避難所の被災者と病院の患
者との動線を交わらせない取り組みが必
要だった。道路が通行できるようになると、
連日、病院は、各地区避難所から、自衛
隊の車両で患者が通院することになり、
廊下は満員状態だった。昼は町内の病院
関係者、夜間は応援の病院チームが入り、
２４時間体制の病院となった。

体育館ステージ上で食事の
配膳中の被災者 （この時
点では、有志による）

体育館内の居住スペース
で食事中の被災者

避難所単位で独自に支援してく
れる民間からの物資支援もあっ
た。

この写真は、ローカルヒーロー
「マブリットキバ」を運営するＮＰＯ
いわて郷プロジェクトが預かった
物資や寄付された資金から購入
した物資を届ける様子です。

さまざまな支援がくるようになっ
た。

公的には、町災害対策本部経由
で、毎日、必要物品を要望し、何
日後には、届くようになった。食
材は、避難者人数に合わせて、
食材が届けられた。

山田南小学校避難所閉鎖

様々な支援をいただき
ながら、８月１７日に山
田南小学校避難所と武
徳殿避難所は、さくら幼
稚園避難所へ統合され
、８月３１日に完全に閉
鎖となった。

避難所運営で大変だったこと

• 感染症対策

• 病弱者対策

• 情報収集

• メディア対策

• 水の確保

• 食事の提供

• 電源の管理

• 自主運営

• トイレの管理

• 避難者のトラブル

• 古着の支援

• 物資の確保と配布

• 洗濯洗剤と歯磨粉

• 布団とマクラ
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No.4 12.18│避難行動を疑似体験する－ゲームを通じた災害時行動、避難行動に関する訓練 
講師：筑波大学 システム情報系社会工学域 助教 太田 尚孝氏 

 
第４回のセミナーでは、防災ゲーム｢クロスロード｣を通じた災害時や避難の行動に関するシミュレー

ションを行いました。 
 ｢クロスロード｣は、ゲーム形式による防災教育教材です。参加者は、出される設問(災害時の例示的ケ
ース)を自らの問題として考え、自分としての方針をYESか NOかで示すとともに、参加者同士が意見
交換を行います。 
例えば、“大きな地震が発生し、避難所(小学校体育館)に避難しなければならない。家族同然の飼い犬

を一緒に避難所に連れて行くか、置いてゆくか？”、という設問に対して、災害時のイマジネーションを
働かせ自らの問題として考え答えます。 
それぞれの答えを出した後は、参加者同士、様々な意見や価値観を共有します。 

 
本セミナーの参加者がゲームを進める中では、 
“大地震が発生し小学校に我が子を迎えに行く途中で、生き埋めになっている人を発見した。その人を

助けるか、助けないか？” 
といった設問に、多くの参加者が“助ける”と答え、その理由として“人道的に助けるしかない”と言う

意見に、“生き埋めになっている人を、自分一人で助け出せるとは思えない”と反論する参加者もおり、楽
しくゲームを進める中にも白熱した議論が繰り広げられていました。 
 
 講義の後、参加者からは、災害というとなかなかイメージがし辛い部分もあるが、個別の具体事例を
取り出すと、実際に考え得るケースもあり、災害時に何が起こりうるのかを自分のこととして考えるこ
との大切さをつかみ取っていました。 
 また、講師からは｢災害をイメージすることは、アスリートがイメージトレーニングをすることとよ
く似ている｣という説明があり、災害時に何が起こりうるのかを自分のこととして考えることの大切さ
が伝わりました。 
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No.5 1.13│避難所の衛生ってどうなってるの？ 
－トイレの話題を中心に避難所の衛生について、実事例を交えた講座 

講師：NPO法人 日本トイレ研究所 加藤 篤 氏 
  
第５回AZUMA防災セミナーでは、｢避難所の衛生ってどうなってるの？｣というテーマで、トイレの

話題を中心に避難所衛生ついて、お話をお伺いしました。 
講話の冒頭、大地震が発生したときに、自分はどのように行動するかという、時間経過を踏まえた設

問が出されました。参加者からは、｢地震発生直後は安全姿勢を取る｣、｢地震発生から 30分後には食糧
を確保する｣と言う回答がされ、“多くの人は自分の身が守れている、周りの人の安全も守られている”、と
言う前提で物事を考える傾向にあり(正常化の偏見)、同様に災害時にトイレがどれほど重要で多くの問
題点を抱えているかをあまり考えようとしないことの紹介がされました。 
また、トイレの問題は、ほとんどの場合、自分自身で解決しようとするため、そこに不具合や困った

ことがあっても、なかなか表面化しないことの説明があり、具体的な事例として、実際の災害時に大き
な段差を有する仮設トイレで、高齢者が誰の手も借りず四つん這いとなってトイレを使用している例が
紹介されました。 
近年の災害として、兵庫県南部地震の例で、避難所において災害発生直後に必要とされたものの上位

には常にトイレが求められる一方、実際に避難所に仮設トイレが設置されるまでには、早くても 10 日
間程度の日数を要しているという、実情が示されました。 
また、災害時には９割の人が、災害発生から 10 時間以内トイレに行きたくなったという、アンケー

ト結果が示され、避難所でのトイレの重要性と緊急性の説明を頂きました。 
このような状況を踏まえ、災害用トイレの種類と特徴を紹介頂きました。 
ポイントとしては、それぞれに優位なところと短所があり、普段使いのトイレのような完璧なものは

なく、複数の種類を用意し、災害を時系列で考えるとともに屎尿の一時保管、処分までを考える必要が
あることを説明頂きました。 
最後に、何も備えがなかった場合の緊急用トイレとして、ゴミ袋と新聞紙を活用した、トイレ作成の

実例を紹介して頂きました。 
しかし、災害を想定した場合、相当量の屎尿が発生するため、災害用トイレの備蓄の必要性を併せて

説明頂きました。 
災害時のトイレを考えることは、災害時のみならず、普段の生活の流れを考えることであり、また、

普段のトイレの使い方なども改めて考えるとても良い機会となりました。 
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ＡＺＵＭＡ防災セミナー防災 ナ

避難所 衛生 てどうな てる ？避難所の衛生ってどうなってるの？

2015.1.13

加藤 篤（NPO法人日本トイレ研究所）加藤 篤（NPO法人日本トイレ研究所）

２０１１ 災害時のトイレ機能の確保に関する調査（国土交通省）２０１１ 災害時のトイレ機能の確保に関する調査（国土交通省）

トイレ掃除隊（面瀬中学校、小泉中学校、気仙沼中学校、気仙沼小学校、浜区多目的集会場）

トイレ掃除隊トイレ掃除隊（小林製薬と連携し、東松島市等）

トイレ・排泄教育（王子ネピアと共同で開催、3校１園）

仮設トイレの実態調査（名古屋大学）

２０１２ 下水道被災時におけるトイレ機能のあり方検討（国土交通省）

在宅被災者へのヒアリング（国土交通省）

復興教育支援事業（文部科学省）

東日本大震災 3.11のトイレ（協賛：総合サービス）

２０１３ マンホールトイレの要求性能に関する調査（国土交通省）

学校施設の防災力強化プロジェクト（文部科学省）

都立高校を対象としたトイレ教育プログラム（東京都教育委員会）

Copyright JAPAN TOILET LABO. All Rights Reserved

都立高校を対象としたトイレ教育プログラム（東京都教育委員会）

１ 避難所におけるトイレの現状１ 避難所におけるトイレの現状

２ 災害用トイレの種類と特徴２ 災害用トイレの種類と特徴

３ 衛生の確保

４ みなさんで考えてみましょう

Copyright JAPAN TOILET LABO All Rights Reserved

１ 避難所における１ 避難所における

トイレの現状トイレの現状

Copyright JAPAN TOILET LABO All Rights Reserved

トイレの確保はトイレの確保は、

命を守ることであり、

尊厳を守ること尊厳を守ること。

1995.1.17

Copyright JAPAN TOILET LABO All Rights Reserved
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兵庫県 兵庫県警調べ

Copyright JAPAN TOILET LABO. All Rights Reserved 7

兵庫県・兵庫県警調べ

2011.3.11

Copyright JAPAN TOILET LABO All Rights Reserved

（出典：災害に強い学校施設の在り方について（文部科学省））

Copyright JAPAN TOILET LABO. All Rights Reserved

仮設トイレは仮設トイレは

何日後に設置さ何日後に設置さ

れたでしょうか？

Copyright JAPAN TOILET LABO All Rights Reserved

1
1

0 10 20 30 40 50 60 70

奥州市

岩沼市

1
1

2
2

福島市

須賀川市

久慈市

野田村

名取市 2
2

3
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名取市
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遠野市

一関市
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5
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7

栗原市

郡山市

仙台市

白河市

七ヶ浜町 7
8

9
11
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七ヶ浜町

相馬市

いわき市

宮古市

釜石市

13
14
14
14

山田町

角田市

女川町

南相馬市

28
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35

多賀城市

陸前高田市

大船渡市

南三陸町

38
65

東松島市

塩竈市

調査：名古屋大学エコトピア科学研究所 協力：日本トイレ研究所

発災から何時間でトイレに行きたくなったか
日本トイレ研究所による調査（東日本大震災）

10～12時間

11%
13時間

以上

3時間以内
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11%
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31%
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11%

時

11%

4～6時間

36%
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Copyright JAPAN TOILET LABO All Rights Reserved Copyright JAPAN TOILET LABO All Rights Reserved

①ゴミ袋を2枚、便器にかぶせる ②新聞紙をひく

細かくちぎった新聞紙をひく ④上のゴミ袋をとりだし、棄てる

３ 衛生の確保３．衛生の確保
機密性が高まる、清掃が不十分、免疫力が下がる

と感染リスクは高まる。

→体を温める 大きな筋肉を動かす（歩く） 腹式呼→体を温める、大きな筋肉を動かす（歩く）、腹式呼

吸をする、喉にマフラーやタオルを巻く、水分摂取等

１）手指衛生

２）トイレ衛生

Copyright JAPAN TOILET LABO All Rights Reserved

１）手指衛生）手指衛生

・手洗い水の確保（流水と石鹸）

食事前と排便後 手洗・食事前と排便後の手洗い

・素手で食べ物を持たない

・汚れを落とす（ウェットティッシュで拭く）

アルコ ル手指消毒の利用・アルコール手指消毒の利用

２）トイレ衛生

・トイレ使用ルールの周知

・トイレ掃除の徹底・トイレ掃除の徹底

・おう吐物、汚物の取り扱い

Copyright JAPAN TOILET LABO All Rights Reserved

４．みなさんで４．みなさんで
考えてみましょう考えてみましょう

Copyright JAPAN TOILET LABO All Rights Reserved
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仮設トイレ数 備考

阪神・淡路大震災 約75人に1基*1 苦情がほとんどなくなる

北海道南西沖地震 約20人に1基*1 混乱はない

雲仙普賢岳噴火災害 約120～140人に1基*1 不足気味である

第1案
1世帯あたりトイレ1基
第2案

備考：
5000人あたり公衆衛生専
門家1人 500人ごとに公

参考：UNHCR
（国連難民高等弁務官事務所）

第2案
20人あたり1個室
第3案
100人あたり1個室または

門家1人、500人ごとに公
衆衛生補助員 1人配置する
こと

100人あたり1個室または
1排泄区域

*１ 出典 震災時のトイレ対策 震災時のトイレ対策のあり方に関する調査研究委員会

Copyright JAPAN TOILET LABO. All Rights Reserved 19

*１ 出典：震災時のトイレ対策．震災時のトイレ対策のあり方に関する調査研究委員会

被災状況下での公共の場所および施設における最低トイレ数

機関 短期 長期

被災状況下 公共 場所 施設 最低 数

診療所・病院 ・外来患者50人に1つ
・20床に1つ

・外来患者20人に1つ
・10床に1つ

学校 ・男子60人に1つ
・女子30人に1つ

・男子60人に1つ
・女子30人に1つ

一次避難所 ・50人に1つ
女性対男性の割合は3：1

－
・女性対男性の割合は3：1

事務所 － スタッフ20人に1つ

出典 スフィア プロジ クト2011年版より 部改変

Copyright JAPAN TOILET LABO. All Rights Reserved 20

出典：スフィア・プロジェクト2011年版より一部改変

防災 計 提案防災トイレ計画の提案

D-TOP：Disaster Toilet PlanD TOP Disaster Toilet Plan

避難所、病院、企業、中高層住宅等

災害時トイレ衛生管理講習会災害時トイレ衛生管理講習会

防災トイレ計画の要素（案）

１．責任と役割分担の明確化

２．建物のライフラインの確認（電気、給排水設備、し尿処理等）

３ トイレ利用者（要配慮者等）の想定と配慮３．トイレ利用者（要配慮者等）の想定と配慮

４．災害用トイレの選定および必要数の算定

５．災害用トイレの備蓄、調達、保管、回収、廃棄の流れ

６．使用と維持管理６．使用と維持管理

（時系列に応じたトイレ対策／既設トイレの使用可否判断と情報伝達

災害時のトイレ使用方法 清掃方法 臭気対策／手洗いと衛生方法）災害時のトイレ使用方法、清掃方法、臭気対策／手洗いと衛生方法）

７．災害時のトイレ訓練の実施

Copyright JAPAN TOILET LABO. All Rights Reserved 22
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No.6 1.29│非常食を考える－災害時の非常食について被災地の実事例を交えた講座 
講師：中山環境エンジ(株) 村関 尚志 氏 

 
 第６回AZUMA防災セミナーでは、｢非常食を考える｣というテーマで、非常食を備蓄する際のポイン
トと被災地の事例ついて、中山環境エンジ(株) 村関さんのお話をお伺いしました。 
 
 これまでは、災害時の備蓄は３日分程度を各家庭で準備する必要がある、と言われていましたが、東
日本大震災以降、大規模地震の切迫性が高まるにつれ、７日分の備蓄が必要とする意見も出てきていま
す。 
皆さん、例えば、４人家族で７日分(１日３食)の食料備蓄をするには、何食分を準備する必要がある

と思いますか？ 
 ４(人)×７(日)×３(食) ＝ ８４食 
 と考えると、とても備蓄をする気にならなくなってしまいますね。 
 今回のセミナーでは、まず、非常食の基本的な考え方を説明頂きました。 
 非常食の１丁目１番地、すなわちもしもの時に最初に口にすべき非常食は、前食の残りや買い置きの
スナック菓子で良く、ほとんどの場合、最初に備蓄非常食に手を出すことはありません。冷蔵庫の食材
を上手に活用したり、日常的な保存食(即席麺など)を食べたりすることで、２日程度は対応できことを
説明頂きました。 
 また、長期保存が可能な食材の特徴などについての説明を頂き、１日の生活の流れやその日の活動(身
体を動かす場合とそうでない場合)に応じ、様々な対応の非常食を考える必要性をお聞きしました。 
 例えば、乾パンは古くからある非常食ですが、非常時だからといって、何日も食べ続けることは出来
ません。一方で、毎食大がかりな炊き出しをすることは災害時には大きな負担となってしまいます。 
 このため、カロリーを摂取する必要がある、朝食、昼食では、米飯などのお腹に溜まるものを摂り、
就寝前の夕食では、比較的軽めの食事という、災害時に生活の流れをイメージした備蓄が重要であると
のことでした。 
 この後に、加熱タイプの非常食の試食会を行いました。 
 試食に提供頂いた、カレーは｢普通｣に暖かく美味しい食事になっており、被災時にも｢普通｣がとても
重要であることを認識しました。 
 また、加熱に使用されている、蒸気を熱源として活用する、避難所生活のアイディアなども紹介頂き
ました。(セミナー当日は非常に寒く、実際に暖を取る参加者も・・・。) 
 参加者の中からは、｢寒い避難所だと、立ち上る湯気を見るだけでも、きっと気持ちが落ち着くので
は｣、と言う意見も聞かれました。 
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災害用非常食

中山環境エンジ株式会社

会社紹介

設立：1980年9月30日、有限会社中山環境エンジ設立、茨城県つくば市
1983年9月、中山環境エンジ株式会社に組織変更
1993年9月、仙台営業所設立
2000年4月、新潟営業所設立

事業内容
排水処理設備建設、用水設備建設、環境計量事業、排水処理設備維持管理
薬品販売、非常食販売

食品加工企業をメインに排・用水設備の設計、施工。設備メンテナンス。設
備流入水、処理水の水質管理・検査分析をトータルコンサルティングする
専門企業です。

Nakayama environmental engineering incorporated company 

ホッと！ライス の特長（開発ポイント）

１．災害時及び緊急時の食事

２．保存期間５年→包装技術により長期保存実現

３．水、ガス、電気不要→加熱機能付き

４．発熱剤と水（反応水）の化学反応→蒸気加熱

５．炊出しタイプ（米飯30食用、米飯・おかず各15食用）と個食タイプ（1食用）

６．火気厳禁の野外及び室内でも調理適応

７．レジャー、野外スポーツ等にも最適

Nakayama environmental engineering incorporated company 

製品ラインナップ①

ホッと！ライス ホッと！ライス＆ディッシュ

Nakayama environmental engineering incorporated company 

製品ラインナップ②

ホッと！ライス１食セット

Nakayama environmental engineering incorporated company 

こまったときのホッと！ライス調理方法

Nakayama environmental engineering incorporated company 
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非常食の分類（乳幼児用途除く）

Nakayama environmental engineering incorporated company 

インフラ使用不可能な場合の非常食比較（被災者用途）

Nakayama environmental engineering incorporated company 

被災者用途の非常食比較（乳幼児用途除く）

Nakayama environmental engineering incorporated company 

非常食商品比較

Nakayama environmental engineering incorporated company 
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No.7│避難所開設を疑似体験する－避難所開設の机上演習 
講師：防災士つくばグループ 

 
最終回となる第７回AZUMA防災セミナーでは、｢避難所開設を疑似体験する｣というテーマで、吾妻

小学校が避難所になる必要が生じた場合を想定して、防災士でもある長屋地域防災コーディネーターを
講師に、またつくば市で活動する防災士の方々をサポート役にお呼びして、吾妻小学校保護者、教員お
よび地域住民など約１５名に参加頂き、避難所開設の机上訓練を行いました。 
 
吾妻小は、実際に 2011 年の東日本大震災において避難所となっています。通常、学校を避難所とす

る場合には、体育館を使う事例が多いと思いますが、当時は体育館が被災し、教室を使って帰宅困難者
を収容しました。今回の机上訓練でも、体育館、教室といった小学校全体を使うことを想定した検討を
行いました。 
また、一般的な避難所で避難者に与えられるスペースの説明があり、多くの場合、２平米(１.５畳)程

度ということでした。 
 
最初に講師から避難所に関する、基礎事項についてのレクチャーを受けた後、今回避難所の開設にあ

たり、想定すべき状況が知らされました。 
・震度６弱の地震が発生 
・発災後約１時間が経過した段階である。 
・午後早い時間の発災で、学校にはまだ児童が２００名ほど残っている。 
・自宅が被災した地域住民が２００名ほど校庭に集まってきている。 

こうした大まかな場面設定と、｢避難者の居住スペース｣、｢本部｣、｢非常トイレ｣、｢受付｣など、設置
が必須となる部屋を、参加者４～５名ずつの３班に分かれ、班ごとに検討をしました。 
検討結果は、部屋の用途とその理由を付箋に記載したものを、机に広げられた吾妻小学校の見取り図

に貼りながら、まとめられました。 
 
ある班では、「まず、校庭に集まっている２００名を何とかしなくては｣、と思い体育館に入ってもら

う設定としました。動線を考慮して、受付は昇降口にと考えました。しかしながら、トイレや電話など
のある職員室、避難者の体調管理に必要となる保健室などは、結果的に離れた配置となってしまいまし
た。 
このようにして、サポート役のつくば市在住の防災士の皆さんにセミナーのファシリテータとなって

いただき助言も受けつつ部屋の配置を決めていました。 
 
その後、追加の指示として、あらかじめ机に置かれた｢封筒を開け、避難所としての対応するように。｣

という新たな課題が与えられました。 
ある班では、｢お年寄りがペットを連れて避難してきた。ペットと一緒でないと暮らせないとのこと。

受け入れる？受け入れない？｣と記されており、それぞれの班ごとに｢避難所設営で起こりうる突発事
項｣が追加の避難所設営の条件として与えられました。 
この班では、最終的に｢受け入れる｣としましたが、アレルギーなども考慮して、体育館から一番遠い

部屋をペット同伴の部屋という設定にしました。 
この後も、追加の条件が５分おきに付与され、最後にそれぞれの班で、自分の班の部屋分けの考え方

や状況設定を他の班の前で発表しました。 
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セミナーの最後に、あらためて長屋コーディネーターからの講評がありました。対応に絶対の正解と
いうものはなく、その時その時で判断していくしかないこと、また、その際には、将来起こりうる問題
点も含めて幅広な視点を持つことは重要で、こうした机上訓練を通していろいろな状況を考慮できるよ
うにしておくことがいざという時の備えになる、といった事が示されました。 
なお、今回の机上訓練では、３つの班すべて、まず校庭の避難者を体育館に入れることを考えてしま

いましたが、｢まだ昼の明るい時間で、暗くなるまでには余裕がある。使いやすい体育館はむしろ引き
渡しなどに使い、まずは児童の安全・安心に配慮した計画にすることも考えられ｣という別の視点の説
明がされました。 
 
今回の机上訓練は、時間も短く(４０分程度。本格的な机上訓練では半日程度かける場合もあるようで

す)、また、設定の自由度もおそらく高かったことから、お手上げということはありませんでした。ただ
し、また大きな震災などが発生した場合、もっと多くの(利害の錯綜する)調整を必要とすることもあり
得ます。その時に少しでも良い判断が下せるように日頃から心がけたいという思いを得ることができま
した。 
 

 

 
避難者に与えられるスペース 

(2 平米＝1.4ｍ×1.4m)の大きさの紹介 

 
班ごとの検討様子 

 
 
 

 
班ごとの発表の様子 
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第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日) 1

避難所の種類

一時避難場所
災害発生時に人命の安全を確保するため、一時的に避難する場所。

災害時に近隣住民が自主的に参集し、その後、 寄りの避難場所
に誘導する、といった活用が考えられる。（公園など）

指定避難所

災害により、住宅の焼失、倒壊等により生活の場を失った者への収
容・保護及び一時的にも生活が可能となる機能を有する施設。（学
校の体育館、校舎などの施設）

二次避難所

発災後、直ちに開設するのではなく、避難者を指定避難所だけでは
受入れることが困難となった際に利用する施設。（大型体育館、コ
ミュニティセンターなど）

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日)

開設の原則
◎原則として市町村長が、避難所担当職員を派遣

して開設。

◎突発的な災害発生時には
施設管理者（学校職員、公民館職員）
または自主防災組織代表者が開設できる。

運営の原則
◎食料・生活物資の提供等は行政の役割

しかし被災者の避難生活の基本は「自主運営」

2

避難所の原則

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日)

●安全の確保

●水・食料・生活物資の提供

●生活場所の提供

●健康の確保

●トイレなどの衛生的環境の提供

●情報の提供・交換・収集

●コミュニティの維持・形成

3

避難所に求められる機能

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日)

（１）部屋割り

（２）生活のルール

4

避難所で決まっていなければならないもの

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日)

１．居住空間の割り振り(部屋割り)

２．要援護者への対応、配慮

３．トイレ

４．食事、物資の配給

５．情報伝達

６．ペット

７．清掃

８．防犯

９．コミュニティの維持 他

5

避難所における主な課題の例

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日) 6

指定避難所の機能

災害により、住宅の焼失、倒壊等により生活の場を失った者への収
容・保護及び一時的にも生活が可能となる機能を有する施設。

居住空間
自分の部屋と同様に過ごし、寝たり、くつろいだりする場所。

(自宅→自分の部屋、学校→教室)

生活空間
生活に欠かせない行動(食事、トイレ、風呂など)を行う場所。

(自宅→キッチン、トイレなど、学校→給食室など)

運営空間
避難所を運営していくために必要な場所。

(自宅→お父さんの部屋？、学校→職員室)

立ち入り禁止区域
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第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日) 7

避難所の居住空間

自分の部屋と同様に過ごし、寝たり、くつろいだりする
場所
●できるだけ静かな場所を確保することを基本として工夫して、

体育館や教室を活用する。

●町内会単位などを考慮して配置する。

●避難生活が落ち着いてきたら、家族ごとについたてなどで

プライバシ ーの確保に配慮する。

●高齢者や身体の悪い人などには、1階(階段を使わない様に

する)の和室(横になりやすい)、トイレの近くなどの配慮をする。

●居住部分には必ず通路を確保する。

●一般的な避難者で一人あたり２m2程度は必要。

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日) 8

避難所の居住空間の様子

http://all311.ecom-plat.jp/
311まるごとアーカイブス・名取市提供

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日) 9

学校施設の大きさ

●一般的な避難者で一人あたり２m2程度は必要。

・一般的な小・中学校の教室の大きさ(基準)：

7m×9m = 63m2

・一般的な体育館：バレーボールコートが2面

約5００～6００m2

・バレーボールコートの大きさ：18m×9m = 162m2

(正式なコートはエンド /サイドラインの外に3m以上のスペース 360m2)

●収容できる避難者数：教室30人程度、体育館200～300人程度

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日) 10

避難所の生活空間

生活に欠かせない行動(食事、トイレ、風呂など)を行う
場所

調理室・炊き出し所
配給所
食堂
食料・物資保管場所

食べる
トイレ(仮設)
ゴミ置場

出す
授乳室
医務室

癒す

風呂
洗濯場・物干し場
更衣室

快適に過ごす

談話室・面会室
テレビ
ペット飼育場所

より良く過ごす

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日) 11

http://all311.ecom-plat.jp/
311まるごとアーカイブス

避難所の運営空間の様子

http://www.pref.miyagi.jp/kyouiku/new/syou/yamatyuu.pdf
宮城県亘理郡山元町立山下中学校：

｢避難所の運営と避難者の自治｣

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日) 12

避難所の運営空間

避難所を運営していくために必要な場所。

運営事務室
避難所運営本部を設置する。
電話やパソコン機器の使用可能な場所。

受付
玄関や門に近い場所。

各種相談窓口
各活動班担当者と連絡が取れる場所。

情報掲示板
多くの避難者の目に触れるように玄関に近い場所。

ボランティアルーム
できれば本部室の近く。

公衆(仮設)電話
運営事務室近く(放送設備がある場所の近く)。
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第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日) 13

避難所の運営空間の様子

http://all311.ecom-plat.jp/
311まるごとアーカイブス

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日) 14

緊急度 考え方

A

普段の生活を考慮し、できるだけ静かな場所でを確保することを基本として工夫して、体育館や教室を活
用する。
町内会単位などを考慮して配置する。
避難生活が落ち着いてきたら、家族ごとについたてなどでプライバシ ーの確保に配慮する。
高齢者や身体の悪い人などには、1階(階段を使わない様にする)の和室(横になりやすい)、トイレの近く
などの配慮をする。
居住部分には必ず通路を確保する。

運営事務室 A 避難所運営委員会を開催する打合せスペース。電話やパソコン機器の使用可能な場所。
受付 A 玄関や門に近い場所。

各種相談窓口 B 各活動班担当者と連絡が取れる場所。
情報掲示板 A 多くの避難者の目に触れるように玄関に近い場所。

食料・物資保管場所 A
外部からトラックなどが入りやすい場所(屋外にテントを張って対応することもある)。
食料品を保管することもあるので、直射日光の入らない冷暗所。

ボランティアルーム A’ できれば本部室の近く。
公衆(仮設)電話 B 運営事務室近く(放送設備がある場所の近くが望ましい)。

A
避難所の管理・運営上必要な場所や薬品などがある場所は立ち入り禁止区域とす る。
例えば、職員室、理科室など(学校側と相談して決める)。

運営空間

居住空間

立ち入り禁止区域

区分

避難所に必要な機能のまとめ(その１)

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日) 15

緊急度 考え方
調理室・炊き出し所 C 炊き出しをする場所。調理施設がない場合は屋外。水道や排水設備のある場所。

配給所 A
支援物資などを配給する場所。
食料・物資保管場所の近くで、配給時のみ一時的に廊下を使う方法もある。

食料・物資保管場所 A
外部からトラックなどが入りやすい場所(屋外にテントを張って対応することもある)。
食料品を保管することもあるので、直射日光の入らない冷暗所。

トイレ(仮設) A

臭気や衛生の問題から、居住スペースからはある程度離すが、 あまり隅の方でも治安上問題ある。
夜間も使用できるように灯り用の電源を確保する。
可能であれば、女性専用の仮設トイレを何割か指定 し、共用トイレから少し距離を置く。
また、断水時などは排水・清掃用の水が近くにある場所、仮設の場合は屋外でバキュームカーが入れる
場所。

ゴミ置場 B
臭気や衛生の問題から、居住スペースからはある程度離れ、ゴミ収集車が処理しやすい場所。
雨があたらない場所が望ましい。分別を徹底する。

医務室 A
保健室などを活用(近くに休憩室が設けられることが望ましい)。
清潔で静かな場所で、可能であれば簡易ベッド(ベッドの替わりとなるもの)を設置する。

更衣室 B
居住空間の近くの小部屋を確保する(体育館内の小部屋を利用しているケースが多い)。
男女別に設置。出入り口から中をのぞくことができないように目隠しをする。

授乳室 Ａ
近くにお湯を利用でき、可能であれば和室やカーペットのある部屋。
乳児の危険となるような障害物がないこと。 乳児のおむつ交換にも使用。

風呂 B 屋外。大量の排水などが出来る場所。

洗濯場・物干し場 C
生活用水が確保しやすく、近くに洗濯物を干すことのできる場所。
洗濯物を干す場所は目隠しをした女性専用の場所を確保する。
屋外の給排水のある場所(プールの近くなど)。

ペット飼育場所 B
臭気や衛生、また騒音の問題から、居住スペースからある程度離れたグラウンドの一角など(できれば雨
があたらない場所)。

テレビ Ａ～B
談話室内および居住空間(体育館の上段に置くケースが多い)。
居住空間では昼間のみの利用。
ただし、災害発生直後には多くの避難者が情報を求めることがある。

談話室 C
避難者の打合せ等にも使用。
騒がしくなる可能性があるため、居住スペースから少し離れた部屋(消灯後の利用も前提にする)。

面会室 C
外部の人との面会や避難者同士の談話にも使用する。奥まで人を入れないために外部の入り口の近く
がよい。

食堂 C 外部から搬入しやすい場所(スペースに余裕があれば設ける)。

駐車場 Ａ
物資等の運搬車や清掃車、その他公用車等の駐車場所。
避難者の自家用車の駐車は原則として認めない。

生活空間

区分

避難所に必要な機能のまとめ(その２)

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日) 16

吾妻小学校避難所開設訓練

つくば市に大きな地震が発生したことを想定し、吾妻小学校に避難
所を開設してください。

開設にあたっては、どの部屋やスペースをどの様に使うかの割り振
りをしてください。

割り振りは、ふせん紙に機能を書いて、配布している大きな学校の
地図に貼ってください。
その際、なぜその部屋をそのように使うのかの理由も書いてください。

作業時間は30分
作業終了後には班毎に発表していただきます。(５分)
発表では、部屋の割り振りのポイントを説明してください。

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日) 17

災害発生時の状況

２月某日(平日) １２時頃
茨城県沖でマグニチュード８の地震、つくば市の震度６強

天気 晴れ
(つくば市では、本日の日の出：朝６時１９分、日の入り：夜１７時２６分。)

地震発生直後に停電が発生（直後に復旧）、今は電気が使えるがいつ停
電になるか解らない。

学校は屋上に貯水タンクがあるため、今のところは、水道から水は出てい
ますが、市内の断水の状況は不明。

学校施設に目立った被害はありません。全ての施設が使用可能です。
ただし、教室、特別教室のものが散乱している可能性があります。

地震発生時、学校は授業中で生徒が約４５０人残っています。
(生徒は保護者の迎えにより帰宅とします。一人では帰宅できません。)

第７回AZUMA防災セミナー(平成27年02月21日) 18

避難所開設にあたっての状況

地震発生から１時間経過(１３時頃)

校門前に近隣の住民と思われる人達約２００人が集まり避難所の開設を
待っています。

なお、まだ、２００人程度の生徒が保護者の迎えを待っています。
(保護者の迎えは自動車で来ることも想定されます。)
いつお迎えが来るかわからない生徒も多数います。

現在の状況を踏まえ、今後の動きを想定して、｢避難所に必要な機能
のまとめ｣を参考に吾妻小学校を避難所として開設、解放するための
部屋割りなどを検討してください。

特に｢避難所に必要な機能のまとめ｣のページに記載してある、赤下
線の区分を中心に設定してください。
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東日本大震災における被災地域の児童・生徒などとの交流 
－被災地の方々の経験から学ぶ。 

つくば市では、災害発生時の地域の避難場所として小学校、中学校を指定しています。しかしながら、
歴史が比較的浅いつくば市吾妻地区では、地域住民の方々、特にいざという時の避難に、協力の手が必
要となるお年寄りのご家庭は必ずしも学校になじみがなく、また学校も、地域住民の方々のお顔を把握
していないのが実情です。 
そこで、現状で不足している地域と学校との連携をより強いものとすることを目的として、｢地域防

災交流会｣を企画しました。 
｢地域防災交流会｣では、東日本大震災の被災地である岩手県釜石市から、郷土芸能である｢虎舞｣の踊

り手である岩手県立釜石商工高等学校｢虎舞委員会｣の高校生 18 名
をお呼びしました。 
12 月 13 日(土)の吾妻小学校の土曜授業の時間を活用し、第５学

年、第６学年児童が、地域防災交流会に参加するとともに当日は自
由参観として、保護者、教員、更に、地域の住民の方々が、高校生
による虎舞を楽しみました。 
虎舞というのは、簡単に言えば｢獅子舞の虎バージョン｣。踊り手

が高校生ということもあって、前脚役、後脚役それぞれ飛んだり跳
ねたり、迫力ある演舞を披露してくれました。 
 今回の｢地域防災交流会｣は、虎舞を単に鑑賞することが目的では
なく、虎舞という東北の各地域に深く根差した郷土の芸能に触れる
ことで、年代を超えた｢共通体験｣の重要性について、意識を持って
もらうことを目的にしています。 
 第３学年と第５学年は、午前中に被災地よりお招きした講師の先
生のお話として、小学校の校庭には未だに仮設住宅に住む方がいる
こと、そこに避難されている方々は、小学校の運動会でやはり｢虎舞｣
の時間があり、その練習を見て、あるいは手伝うことで、避難生活
を円滑に営む契機になったということを聞きました。 
 虎舞は地域の産業のあり方と密接に関連した郷土芸能ですが、そ
れを共通体験として語り継ぐべく頑張っている高校生の姿を通して、
まずは地域の問題点を捉えなおすきっかけになったと考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

虎舞 Q＆A 子どもたちの質問にお答えくださいました。 

Q なぜ(獅子でなく)｢虎｣なの？ 

A (顧問の畑中先生)釜石は漁業の盛んなところです。一方、｢虎は千里往って千里還る｣ということわざがあり、

長い旅路を無事に戻る動物である、という言い伝えもあります。そのようなことから、虎がモチーフにな

っているということです。 

  

Q 笹を食べるのはどうしてですか？ 

A (委員長の浦島さん)笹は、食べるわけではなく、牙を磨くために噛みちぎるような動作をしています。 
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炊き出し訓練を餅つき大会と合同で実施! 

1 月 31 日(土)、慣例行事となっている｢もちつき大会｣と合同で｢炊き出し訓練｣を行いました。 

もちつき大会は、吾妻小学校｢おやじの会｣と｢風の子クラブ｣共催で企画、実施しました。 

炊き出し訓練をもちつき大会と合同で行うことを通して、多くの方に参加していただけることが期待さ

れ、それが地域の連携を強化することにつながること、そして、学校、PTA、おやじの会、風の子クラブ

の提携が防災に強い地域へつながることを意図して、合同で開催しました。また今回の炊き出し訓練にお

いては、日頃より吾妻小学校と連携し、下校時の児童の見守りの活動を行っている筑波学院大学にも参加

の声掛けをしました。 

前日、小学校の家庭科室で、PTA 本部役員、風の子クラブ父兄、そして、筑波学院大学学生により、も

ち米の仕込みや炊き出しの材料の下ごしらえが行われました。人数を把握するための事前調査では、200

名を超える多くの参加者が想定されていたため、例年の 2 倍程度の材料を調達して準備しました。 

当日は、やや風が強く肌寒い日でしたが天候もよく、230 名を超える大人、子供が参加しました。合計

60 キロのもち米は、プロパンガスを使い屋外で蒸し上げられ、臼へ投入。小学校関係者、おやじの会と

風の子クラブの父母、筑波学院大学の大学生の方が代わる代わるつきました。量が多く一部は自動もちつ

き機の力も借りましたが、すべてつき終わり、参加者はつきたてのおもちで作った絡めもちと雑煮を楽し

んでいました。 

今回の｢炊き出し訓練・もちつき大会｣は、防災事業の一環となっていることから、つくば市消防本部の

協力により、茨城県消防本部の｢地震体験車｣がやってきました。これまで体験した地震よりも大きい、震

度 7 の地震の強さや怖さを体感することにより、強い地震の際にどのような行動をとる必要があるのかを

消防の方から教えていただきました。 

防災地域交流事業として、セグウェイの試乗も行いました。つくば市のモビリティロボット実験特区認

定に基づきセグウェイ実証実験を実施している筑波学院大学の協力のもと、｢セグウェイ初級インストラク

ター｣のライセンスを取得している学生の皆さんの指導を受けながら、セグウェイを体験することができま

した。 

今回の炊き出し訓練の成果として、以下のことがあげられます。 

・電気やガスが止まった際の炊き出しの訓練 

｢もちつき｣の準備を通して、電気やガスが止まった際の大人数の食事の用意を体験 

・避難所として使われる小学校での調理経験 

地域の者が連携しながら調理の段取りをすることの重要性を確認するとともに、有事の際の

家庭科室利用をイメージ 

・小学生～大人まで、幅広い世代・多様な方々の参加による地域交流 

多くの小学生、そして近隣の大学生が大人に交じって杵と臼でのもちつきに参加 

これからも、小学校、PTA、おやじの会、風の子クラブ、筑波学院大学をはじめ近隣住民が交流の機会

を持ちながら、防災に強い地域づくりを進めていくことが望まれます。 
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