
校区の安全への気付き 
　～地震発生！その時、あなたは？～ 

講演内容 
1　防災士とは？ 

2　災害とは何か？ 

3　台風接近で何をしたか？ 

4　校内の安全 

5　校区の安全

令和元年度　福井市学校保健懇談会 

日　時　　2019年11月21日（木）１４：３０～１６：００ 

会　場　　福井県教育センター 

---休憩--- 

6　防災グッツを作ろう 

7　防災Q&A



防災士とは？ 

 

https://bousai291.aikotoba.jp/



防災士とは？ 

　  　1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災を教訓として、民間の防災リーダーを養成
する目的で作られた日本独自の取り組みで、2003年にNPO法人日本防災士機構が発足。 

　防災士になるには、講習前の自習レポートを提出し、2日間の研修（地震学、気象学、
危機管理学、避難所運営、ハザードマップ、災害図上訓練）を受講し、最後の検定試験に
合格。さらに、消防署等の救命救急講習（AED講習含む）を受講することで資格を得られ
ます。 

助けられる人から、助ける人に！ 
というスローガンのもと、まずは、自分自身の身を守り、災害時には他人を助けることが
できるように「自助」「共助」「協働」を心がけ、研修活動、啓発活動、広報活動、復旧
支援活動を行っています。 



防災士とは？ 

　 

https://bousai291.aikotoba.jp/

　2019年7月現在、全国17万人が認証されていて、福井県内でも約3000人が取得してい
ます。福井県は、全国の人口の１/１５０ですので、比較的防災士が多く、2008年に福井
県防災士会も発足し、研修、イベントへ出展、セミナーの開催、非常食コンテスト、学校
防災アドバイザー派遣などを実施しています。 
 
　福井市には、約700名の防災士資格取得者がおり、ネットワークを強化し、より地域に
根ざした活動をするために、2016年3月11日に「福井市防災士の会」を設立し、2018年
には、４カ国語のホームページも開設しました。 
現在、５０名ほどの会員です。



怖い災害は？

地震や津波、原発事故、大規模停電、風水害（洪水
や台風）、新型伝染病。福井県では滅多に起こりま
せんが、火山噴火も自然災害のひとつです。 



これまで体験した災害
• 周辺の方と相談して書いてください。



災害の多かった2018年

2018年（平成30年）6月18日（月）7時58分39秒。 
登校中の女子小学生がブロック塀の下敷きになり死亡
するなど死者６名。 

日本の大阪府北部を震源として発生した地震。 

地震の規模はM6.1、最大震度6弱を大阪府大阪市北
区・高槻市・枚方市・茨木市・箕面市の5市区で観測。

2   大阪北部地震

https://ja.wikipedia.org/wiki/2018%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/6%E6%9C%8818%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%87%E6%BA%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E9%9C%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E5%BA%81%E9%9C%87%E5%BA%A6%E9%9A%8E%E7%B4%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%8C%BA_(%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%8C%BA_(%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82


災害の多かった2018年

2018年（平成30年）6月28日から7月8日に
かけて、西日本を中心に北海道や中部地方を
含む全国的に広い範囲で記録された、台風7
号および梅雨前線等の影響による集中豪雨。

3   西日本豪雨災害
１４府県で２６０人以上が犠牲

https://ja.wikipedia.org/wiki/2018%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/6%E6%9C%8828%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%888%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E7%AC%AC7%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E7%AC%AC7%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%85%E9%9B%A8%E5%89%8D%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E4%B8%AD%E8%B1%AA%E9%9B%A8


災害の多かった2018年

2018年8月28日に発生し、9月4日に日本に上陸し
た台風。25年ぶりに「非常に強い」勢力で日本に上
陸し、近畿地方を中心に甚大な被害を出した。 
関西電力では4日、大阪府、和歌山県、兵庫県など
を中心に8府県で約224万7000戸が停電。 
関西国際空港では最大風速46.5メートルを観測。自
動車メーカーなどが工場の操業を休止するなど関西
地方を中心に企業活動に影響が出た。大阪湾ではタ
ンカーが関西国際空港連絡橋に衝突

4   平成30年台風第21号

https://ja.wikipedia.org/wiki/2018%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%8828%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%884%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E9%A2%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E7%95%BF%E5%9C%B0%E6%96%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E8%A5%BF%E9%9B%BB%E5%8A%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C


災害の多かった2018年

＜ほっかいどういぶりとうぶじしん＞ 
2018年（平成30年）9月6日（木）3時7分59.3秒
北海道胆振地方中東部を震央として発生、地震の
規模はMj6.7、最大震度は、震度階級でもっとも高
い７、北海道では初めて観測

5   北海道胆振東部地震

https://ja.wikipedia.org/wiki/2018%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%886%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%86%E6%8C%AF%E5%9C%B0%E6%96%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%87%E5%A4%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E5%BA%81%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8B%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%87%E5%BA%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E5%BA%81%E9%9C%87%E5%BA%A6%E9%9A%8E%E7%B4%9A


災害の多かった2018年

2018年2月5日から8日には、北陸地方西部の福井
県嶺北地方・石川県加賀地方を中心に記録的な大雪
で、県境に１５００台の車が立ち往生。 
福井市では7日、積雪が147 cmに達し、1981年の
『五六豪雪』以来37年ぶりの記録となった。

1   平成３０年豪雪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E4%BA%95%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E4%BA%95%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B6%BA%E5%8C%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E4%BA%95%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%85%AD%E8%B1%AA%E9%9B%AA


2019　台風15号

2019年9月5日に発生、関東地方に上陸したものとしては観測史上最強クラ
スの勢力で９日（月）に上陸し、千葉県を中心に甚大な被害を出した台風。 
風台風と呼べるもので、多くの屋根を吹き飛ばし、ゴルフ練習場のネットも
倒された。

https://ja.wikipedia.org/wiki/2019%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%885%E6%97%A5


2019　台風19号

2019年10月6日にマリアナ諸島の東海上で発生し、12日（土）に日本に上陸した台風
である[1]。関東地方や甲信地方、東北地方などで記録的な大雨となり、甚大な被害をもた
らした。 
長野県にある北陸新幹線の車両基地で１０編成が水没し廃車。 
災害救助法適用自治体は2019年11月1日現在で14都県の390市区町村であり、東日本
大震災（東北地方太平洋沖地震）を超えて過去最大の適用。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/2019%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%886%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%8A%E8%AB%B8%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E9%A2%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%9C%B0%E6%96%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E4%BF%A1%E5%9C%B0%E6%96%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%95%91%E5%8A%A9%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87


2019　台風21号

　2019年10月25日（金）に台風15号や19号の爪痕がまだ大きく残るなか、
低気圧や台風21号周辺の湿った空気の影響で、記録的な大雨。特に、千葉県鴨
川市で1時間に85.5ミリの猛烈な雨が降り、観測史上1位の大雨で「記録的短
時間大雨情報」が発表。



2019　台風21号
２０１８年の台風２１号は、 
　　福井市は休校で公民館に避難所を開設 

２０１７年の台風２１号は、 
　　福井市内を中心に大規模に家屋が損壊



あの時、どんな対応を？

2019年10月12日（土） 
台風19号の接近に伴い、 
福井市の公民館に避難所を開設



あの時、どんな対応を？
各自、書き出してください。

１ 

２ 

３



あの時、どんな対応を？
次回、どんな対応をとりますか？

１ 

２ 

３



あの時、どんな対応を？
① 窓ガラスの飛散　② ７２時間の停電という災害を想定 
①-1.飛散防止に段ボールを２重ガラスに入れる実験。 
②-1.自動車内での、iPhone&バッテリーの充電機器の点検。 
②-2. カップ麺を３つ購入。  
②-3. 充電式電池の整備とラジオの点検。 
②-4. カセットコンロの点検とボンベ缶が１２本あるかの確認。  　２日前は、
①-3. 植木鉢を屋内に移動。②-5. 飲料水追加購入。①-4. 簡易土のう袋の購入。
前日には、②-6. ガソリン満タン給油。①-5. 2重ガラスの間に段ボール装着。①-
5. ベットサイドにスニーカーの移動。②-7. 湯船を洗って、水を貯める。対策と
呼べるか微妙だが、①② アルコールを飲まないで寝る。



シェイクアウト訓練
地震発生時に自分の身を守る！ 



校内の安全

安全とは何か？ 

安全は見えない



校内の安全

安全＝１ー危険 

安全は見えないので危険を探す



校内の安全

危険箇所を書き出してみる



校区の安全
倒れてくるもの 

落ちてくるもの 

陥没する場所

交差点 
 
不審者？



校区の安全
DIGとは、Disaster（災害）+Imagination（想像力）+Game（ゲーム）の頭
文字を取ったもので、災害図上訓練と呼ばれる事もある。参加者の住んでい
る地図を使って行うため地域防災にはもってこいのものだと思う。 
　準備物としては、拡大した白地図とマーカーと付箋紙だけ。後半で使用す
る「災害想定カード」は、プロジェクターで映し出す形式も可能。 
　４～５名のグループで、白地図に現在の河川や水路、鉄道や大きな道路、
公園や神社・寺などにマーカーを色分けすると「まちのつくり」が見えてき
ます。古い地図も用意できるとかつての洪水の様子等もわかります。



校区の安全
指定避難所や防災倉庫、医療機関や消火設備、食料や燃料の販売店なども付
箋紙に名前を書いて貼り込んでいきます。最後に、看板等の落下物や倒れ易
いブロック塀・自動販売機、崖崩れや洪水危険箇所なども記入し、全員の共
通認識とします。 
　ここで、火災発生時の対応、重傷者や心肺停止状態の対応、給水車の水の
配分方法などの「災害想定カード」を提示し、グループで話し合います。正解
の無いゲームですから他の人の意見を否定せず、自由な発想で意見を出し合
うのがコツ。



校区の安全
校区内のハザードマップを見たことは？ 
 
校区内を歩いたことはありますか？ 

校区内の自主防災会連絡協議会や防災士と 
     　　　　　　　　コンタクトはありますか？ 



洪水ハザードマップ   福井市だけでエリア別に１３種類あります



１５０年に１度の大雨を想定̶̶-九頭竜川、日野川、足羽川

2004年7月18日発生



浸水の程度（色分け）と避難所や医療機関を掲載



休憩



防災グッツを作ろう
● 新聞紙スリッパ 

● 簡易マスク 

● ゴミ袋雨合羽



防災グッツを作ろう
● 新聞紙スリッパ 

● 簡易マスク 

● ゴミ袋雨合羽



簡易マスク
● キッチンペーバー 

● 輪ゴム 

● ホッチキス



簡易マスク

● 屋外や避難所など埃っぽいところで威力を発揮します。 
● 風邪が流行っている場所などでは予防効果もあります。  

もうひとつ、忘れてはいけない効果は、 
● 女性のノーメイク対策にもなる点です。女性は幾つになっ

ても、おしゃれでいたいもの。ノーメイクで他人の前にで
るのを極端に嫌います。そんなとき、この簡易マスクがあ
れば重宝がられます。 

● 避難所運営には、女性の視点も忘れないようにしてくださ
い。



防災クイズ

【第1問】 
突然の地震。まずすべきことは、 

身の安全を確保するよりも火を消すことである。 



防災クイズ

【第1問】 
答え × (揺れがおさまってから火を消す。まずは身の安全の確保から。)  
1923年の関東大震災の経験から「地震だ!火を消せ！」が合言葉でした。 
しかし、阪神・淡路大震災以降は、揺れの最中に調理中のガスコンロに近づく
と、かえって大やけどなどの危険が高い  



防災クイズ

【第2問】 

寝室にはスリッパや靴をいつも用意しておく。 



防災クイズ
【第2問】 

答え ○  

地震発生により、割れたガラスなどが散乱することもあるので
枕元に 底の厚いスリッパ、靴などを準備しておきましょう。



防災クイズ

【第3問】

大災害時はテレビやラジオはあてにならないので、
その場にいる人の声をたよりに行動を決定する。



防災クイズ

【第3問】
答え ×  

冷静な行動をとるには、正確な情報を知ることが大切です。 
デマに惑わされることなく、ラジオやテレビから正確な情

報をつかみましょう。 



防災クイズ

【第4問】

阪神・淡路大震災では、犠牲者のほとんどが
火災による焼死である。  



防災クイズ

【第4問】

答え　× 
亡くなった方の8割以上は、家屋の倒壊、家具の 倒

壊による圧死・窒息死が原因です。



防災クイズ

【第5問】

DMAT（災害派遣医療チーム）ができたの
は、東日本大震災がきっかけである。



防災クイズ

【第5問】

答え　× 
阪神淡路大震災がきっかけで、 災害拠点病院、
広域医療搬送などと一緒に整備されていった

http://www.nho-dmc.jp/disaster/saigaikyoten.html
http://www.bousai.go.jp/oukyu/kouiki.html


ご静聴、ありがとうございました。

マイク・ヨコハマ


