
青毛堀地域の災害（水害・地震）と対応を考える

【青毛堀稲荷台用水環境保全会】

【水害編】
１ 災害図上演習入門
２ マニュアルの作成方法と事例
３ 利根川水系の被害を考える
４ ゲリラ豪雨への対応
５ 子供達へ伝える（防災授業）
【地震編】
１ 久喜で対象とする地震とは？
２ 家庭の防災
３ 地域の防災
４ 子供達へ伝える（防災授業）

宮本英治：災害対策研究会代表・（一社）地域安全学会顧問・（株）パスコ顧問
（講義テキストの電子データ（ＰＤＦ）をダウンロードできます）
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埼玉県のホームページより

全国の自治体でマニュアルが作成されているが、埼玉県がベスト



災害図上演習（ＤＩＧ）とは

災害（Ｄｉｓａｓｔｅｒ）図上（Ｉｍａｇｅｎａｔｉｏｎ）演習（Ｇａｍｅ）



【水害編】
１ 災害図上演習入門
２ マニュアルの作成方法と事例
３ 利根川水系の被害を考える
４ ゲリラ豪雨への対応
５ 子供達へ伝える（防災授業）
【地震編】
１ 久喜で対象とする地震とは？
２ 家庭の防災
３ 地域の防災
４ 子供達へ伝える（防災授業）



お隣と協力（２～３人１組）してもかまいません。
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水害・土砂災害ＤＩＧの検討手順

①地図を理解する

②ハザードマップ

③状況設定

④対応の検討

⑤対応マニュアル ハザードマップのイメージ



①地図を理解する

○荒瀬川の北側に七尾山、南側に市街地
○七尾台団地は昭和５０年に造成された住宅団地
○以前も斜面が崩れ住宅や公民館や小学校にも被害

①あやしい地名はありますか？
・赤のマーカーで地名を囲む

②標高を確認してください。
・黒のマーカーで数字を囲む

〇同報無線（屋外拡声器）はどこにありますか？
・・・聞こえづらい町会はどのあたり？

○七尾台団地では年１回の避難訓練を行っています。
・・・地形から考えてどんな災害が対象でしょうか？
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②ハザードマップ作り

第１問：どこでどんな災害が起きそうですか？

被害が起きそうな場所をマーカーで書き込んでください

①河川が決壊したら浸水しそうな範囲は？ 青



②ハザードマップ作り

第１問：どこでどんな災害が起きそうですか？

被害が起きそうな場所をマーカーで書き込んでください

②土砂災害の被害を受けそうな範囲は 赤

斜面崩壊



③状況設定

○台風が接近、時間雨量は２０ｍｍ、総雨量は３００ｍｍ。
○気象台は、今後２００ｍｍ以上の降雨があると予想
○１４時に大雨洪水警報
○１５時に土砂災害警戒情報・・通行止めにしたい所は？
○現在の雨は屋根や道路に跳ね返る音が聞こえる程度。
○荒瀬川の水位は徐々に上がってきており、あと２時間
程度で避難判断水位に達すると思われる。
○現時点で市役所から避難勧告は出ていない。
○あと３時間もすればあたりは暗くなる。

地域：○○市七尾台団地
日時：平日の１５：００



避難完了

避難準備

避難勧告・指示

河川の水位と避難の判断

避難準備・高齢者等避難開始

避難指示（緊急）



①避難時期（様子を見る？速やかに判断？）

第２問：皆さんは七尾台の役員、どんな判断をしますか？

お休みです

②避難先はどこですか？（地図に書き込んでください）
③避難ルートを書き込んでください（緑色）
４地区（見附、深山上、深山下、加計）ごとに

※河川の水位はまだ高くはない。
※土砂災害警戒情報➡通ってはいけない橋は？
※渋滞は？

気象情報、土砂災害情報、河川情報、日没までの時間・・

④対応の検討



ハザードマップと避難先
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回答例

避難について
○時刻や気象情報を考えると、手早く判断しなければならない。
○七尾山の斜面を考えると公民館や小学校は避難に適さない。
孤立する可能性も高い。
○夜になっての避難は危険である。
○砂走総合公園は内水氾濫の危険性もある。スポーツ会館も
孤立するため避難に適さない。
○受入れ先の体制が整っている保証はないが・・
○市役所と連絡を取りつつ城内中学校に避難
○なお、Ｄ橋は土石流の心配がある。見附地区はＡ橋が大丈夫
なうちにＡ橋を通って避難。



【水害編】
１ 災害図上演習入門
２ マニュアルの作成方法と事例
３ 利根川水系の被害を考える
４ ゲリラ豪雨への対応
５ 子供達へ伝える（防災授業）
【地震編】
１ 久喜で対象とする地震とは？
２ 家庭の防災
３ 地域の防災
４ 子供達へ伝える（防災授業）
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①避難時期（様子を見る？速やかに判断？）
②避難先はどこですか？（地図に書き込んでください）
③避難ルートを書き込んでください（緑色）

④避難決定からの避難完了確認までの対応は？
（事前に決めておかなければならないことは？）

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

各自、ポストイットに記述
１枚には１項目

第２問：皆さんは七尾台の役員、どんな判断をしますか？

④対応の検討



ヒント

七尾台団地
・昭和５０年の団地
・７０～８０歳
・平日の午後

市街地には？
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ヒント

公民館
・高齢者
・備蓄

小学校や児童クラブ
・児童は？
・保育園は無い？

七尾台団地
・昭和５０年の団地
・７０～８０歳
・平日の午後

中学校

市街地には？

市役所
・周知
・バス
・開設

公園

自動車学校

渋滞監視
水位監視
避難完了確認

通行止め
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地域全体ついて
・昭和５０年の造成団地の入居者は８０歳前後と考えられる。
・平日の午後には若い世代は仕事に出ている。
・難聴者もいる。避難の周知に１時間ぐらいかかる。
・自力歩行できない人も。避難支援も考えておかなければ。
・避難完了確認は誰がどうやって？
行政との連携は？（深山上・下）
・同報無線で市内全域に周知
・車両不足は福祉バスで
・避難所の開設を依頼
小学校や保育園、学童クラブなどとの連携は？（加計）
・城内中学校に避難することを伝え、一緒に避難。
公民館との連携は？（見附）
・公民館には高齢者がいる可能性がある。一緒に避難。
・余裕があれば公民館の備蓄を持ち出す。
そもそも、小学校・公民館を移設せよ

今までの受講者の意見の例



・危険察知
・役員集合
・避難検討
・・・・・・・・・・・・・・・
・周知
・公民館との調整
・小学校との調整
・市役所との調整
・避難誘導
・避難完了確認
・・・・・・・・・・・・・・・
（避難所運営）
・
（警報解除）
・
（安全確認）
・
（復旧完了）

時

間

対応 担当 備え

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

会長
〇〇班
□□班

▲▲町会
××町会
公民館長
校長先生
消防団長
郵便局長
民生委員
・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

⑤マニュアル「対応➡担当➡備え」の検討



２０１６年９月２０日台風１６号（延岡市北川）



☆判断
◎主担当
○担当・協力
▼情報展開

対応マニュアルのまとめ方

対応 家庭 会長 役員
消防
団

町会 市
ペー
ジ

◎ ２

〇 ▼ ◎ ◎ ３

〇 ☆ 〇 ◎ ◎ ▼ ４

◎ 〇 〇 ５

▼ ◎ 〇 ７

◎ 〇 ▼ ８

〇 ◎ 〇 １０

◎ 〇 １１

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

安全確保
①・・・・・・・
②・・・・・・・
③・・・・・・・
④・・・・・・・

避難誘導
①・・・・・・・
②・・・・・・・
③・・・・・・・
④・・・・・・・

個別マニュアル



検討事例（地域や事業所など）
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①地域の危険度の理解

ハザードマップを参考に周辺の浸水範囲を把握。
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②予防対策

どこまで浸水するか？

浸水被害にあわないためには？ 浸水を遅らせるには？
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③時系列で対応と組織の検討

対応にあたる組織体制・役割を検討。
本部長、社屋管理班、情報収集班、機動班などを編制。
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段　階 目次番号 対応項目 本部 共通（個人） 支部長 情報連絡班 社屋管理班 機動班

発生予報 5.1

5.1.1 風水害対策開始判断および班編制 ★

5.1.2 社屋・資器材の養生 ◎

5.1.3 車両の避難 ★ ◎

5.1.4 防災備品の準備 ◎

5.1.5 出社・帰社判断 ★ ○

5.1.6 社内関係者の所在確認 ◎

5.1.7 水位・天気情報収集 ◎

災害発生中 5.2

5.2.1
現地対策本部の設置および災害対
策本部の設置要請

○ ★

5.2.2 自身の安全確保 ◎

5.2.3 災害対策本部への報告 ◎ ○

5.2.4 社屋管理 ○ ◎

5.2.5 災害記録 ○ ◎

5.2.6 現場・出張時の対応 ◎ ○

業務復旧 5.3

5.3.1 社内関係者の安否確認 ◎

5.3.2 社屋・資器材被害の確認 ◎

5.3.3 地域（周辺）被害の確認 ◎

5.3.4 社屋の復旧 ◎ ○

5.3.5 周辺地域支援 ◎

5.3.6 復旧支援情報の収集 ○ ◎

5.3.7 緊急対応業務の実施 ★

5.3.8 継続業務対応 ◎ ★

天気予報等により災
害の発生が予測され
る段階

避難勧告の発令～解
除まで

避難勧告の解除以降

④マニュアルのまとめ

共通（個人） 本部長 〇〇班 □□班 ・・・ ・・・ ・・・



●地図を読む（地域の理解方法）

●マニュアル（対応、事前準備）の作り方

●危機の察知
避難準備 避難開始 避難完了

振り返り（水害・土砂災害の検討）

避難完了

避難準備

避難勧告・指示

避難準備・高齢者等避難開始

避難指示（緊急）



【水害編】
１ 災害図上演習入門
２ マニュアルの作成方法と事例
３ 利根川水系の被害を考える
４ ゲリラ豪雨への対応
５ 子供達へ伝える（防災授業）
【地震編】
１ 久喜で対象とする地震とは？
２ 家庭の防災
３ 地域の防災
４ 子供達へ伝える（防災授業）



カスリーン台風（昭和２２年９月）の被害



利根川が決壊した場合の久喜市の被害は？

栗橋での氾濫危険水位は標高１９．１ｍ
ご自分の事務所や自宅はどこですか？
その標高は？



栗橋での氾濫危険水位



標高を調べる方法



久喜市のハザードマップ



水の勢い



水没のイメージ（全員が数日間孤立）



鬼怒川の決壊と利根川水系

（吉川市）

鬼怒川

小貝川

利根川

線状降水帯➡増水➡越流➡決壊

江戸川 ・利根川の逆流
・樋管側面に水みち



利根川水系の対策の例

（上流には渡良瀬遊水地：３，３００ｈａ）



鬼怒川の決壊
越水は２か所（１ヶ所が決壊）
決壊付近の被害は津波被災地に同じ

小貝川の氾濫
利根川からの逆流
樋管に沿った水みちから決壊→大氾濫

外水（河川決壊）
・計画洪水量（数十年～２００年に１回程度）を流下させる

・どこが決壊するかはわからない
・氾濫規模もわからない
➡ハザードマップは目安に過ぎない

外水氾濫（河川決壊）



【水害編】
１ 災害図上演習入門
２ マニュアルの作成方法と事例
３ 利根川水系の被害を考える
４ ゲリラ豪雨への対応
５ 子供達へ伝える（防災授業）
【地震編】
１ 久喜で対象とする地震とは？
２ 家庭の防災
３ 地域の防災
４ 子供達へ伝える（防災授業）



鬼怒川の決壊
越水は２か所（１ヶ所が決壊）
決壊付近の被害は津波被災地に同じ

小貝川の氾濫
利根川からの逆流
樋管に沿った水みちから決壊→大氾濫

外水（河川決壊）

内水

・計画洪水量（数十年～２００年に１回程度）を流下させる

・市街地・・時間雨量５０ｍｍに対して浸水しない
・水田・・・・湛水防除（７２時間以内）

・どこが決壊するかはわからない
・氾濫規模もわからない
➡ハザードマップは目安に過ぎない

外水氾濫（河川決壊）と内水氾濫



ゲリラ豪雨（予測困難な集中豪雨）

予測困難⇒事前避難困難⇒身近の高いところへ（２階以上）



【水害編】
１ 災害図上演習入門
２ マニュアルの作成方法と事例
３ 利根川水系の被害を考える
４ ゲリラ豪雨への対応
５ 子供達へ伝える（防災授業）
【地震編】
１ 久喜で対象とする地震とは？
２ 家庭の防災
３ 地域の防災
４ 子供達へ伝える（防災授業）



未来のための防災（水害編）
小学校５年生の例



１）自分のまちを知る
２）自分のまちのすきなことは？
３）あなたの大切なものはなんですか？
４）たくさんの雨がふると？
５）まちの災害を勉強する
６）気をつけることは？
７）困っている人を支援する
８）きょうはどんなことがわかりましたか？



①大きな道
②川・水路

茶

青

マーカーの太いほうで色塗り・大きい所から

自分のまちを知る（色塗りは思い切って）
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小学校や中学校 〇〇小学校

〇〇保育園

〇〇公園

自分のまちを知る（色塗りは思い切って）

公園

保育所や幼稚園

地域で開催した事例（１年~５年生）
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自分の家

自分のまちを知る

〇〇小学校
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公民館
消防団

すきなお店
すきなところ
内緒の遊び場

公 民 館

消 防 団

お店の名前

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

自分のまちを知る



１）自分のまちを知る
２）自分のまちのすきなことは？
３）あなたの大切なものはなんですか？
４）たくさんの雨がふると？
５）まちの災害を勉強する
６）気をつけることは？
７）困っている人を支援する
８）きょうはどんなことがわかりましたか？



・・ ・・ ・・

（１枚に１つ）・・ひとつでも、二つでも、三つでも

自分のまちの好きなこと、好きなところは？



１）自分のまちを知る
２）自分のまちのすきなことは？
３）あなたの大切なものはなんですか？
４）たくさんの雨がふると？
５）まちの災害を勉強する
６）気をつけることは？
７）困っている人を支援する
８）きょうはどんなことがわかりましたか？



あなたの大切なものはなんですか？

命？家族？お友達？
学校？おうち？山？川？空気？公園？
ペット？（なまえは？）、貯金？
宝物？・・・

・・ ・・ ・・

（１枚に１つ）・・ひとつでも、二つでも、三つでも



１）自分のまちを知る
２）自分のまちのすきなことは？
３）あなたの大切なものはなんですか？
４）たくさんの雨がふると？
５）まちの災害を勉強する
６）気をつけることは？
７）困っている人を支援する
８）きょうはどんなことがわかりましたか？



たくさんの雨がふると？

洪水



鬼怒川

川の上流にたくさんの雨が降ると



市内に降った雨では



１）自分のまちを知る
２）自分のまちのすきなことは？
３）あなたの大切なものはなんですか？
４）たくさんの雨がふると？
５）まちの災害を勉強する
６）気をつけることは？
７）困っている人を支援する
８）きょうはどんなことがわかりましたか？

どんなところが危ないと思いますか？
川・水路・池・・・



１）自分のまちを知る
２）自分のまちのすきなことは？
３）あなたの大切なものはなんですか？
４）たくさんの雨がふると？
５）まちの災害を勉強する
６）気をつけることは？
７）困っている人を支援する
８）きょうはどんなことがわかりましたか？



・・ ・・ ・・

（１枚に１つ）・・ひとつでも、二つでも、三つでも

気をつけることは？

あなたの大切なものを守るために



１）自分のまちを知る
２）自分のまちのすきなことは？
３）あなたの大切なものはなんですか？
４）たくさんの雨がふると？
５）まちの災害を勉強する
６）気をつけることは？
７）困っている人を支援する
８）きょうはどんなことがわかりましたか？



災害が起きると？

収容避難所（吉川では指定避難所と言います）
・自宅を失った方、自宅での生活が困難になった方

皆さんはどんな手伝いができますか？



困っている方の支援
炊き出しの手伝い 避難所の清掃

高台の高齢者にお弁当を届ける
６年生と４年生の姉妹。
新学期まで１日に３回、１ヶ月間
続けた。



１）自分のまちを知る
２）自分のまちのすきなことは？
３）あなたの大切なものはなんですか？
４）たくさんの雨がふると？
５）まちの災害を勉強する
６）気をつけることは？
７）困っている人を支援する
８）きょうはどんなことがわかりましたか？



・・

（１枚に１つ）・・先ずはひとつ

今日はどんなことがわかりましたか？



気を付けることは？

・・ ・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

・・

・・ ・・・・

・・

・・ ・・

今日はどんなことがわかりましたか？

今日の感想

・・

・・

・・

・・

・・

班ごとに、一人ずつ発表しながら貼る

１人の発表が終わったら拍手してください。



後片付け

①地図の四隅に 「 をつける

②文房具をビニール袋に入れる。
③模造紙を地図の上に重ねて置く。



おわりに

豊かな自然 大好きな故郷 大切な命
（自分、家族、友達、ペット）
災害後の助け合いも忘れずに



【水害編】
１ 災害図上演習入門
２ マニュアルの作成方法と事例
３ 利根川水系の被害を考える
４ ゲリラ豪雨への対応
５ 子供達へ伝える（防災授業）
【地震編】
１ 久喜で対象とする地震とは？
２ 家庭の防災
３ 地域の防災
４ 子供達へ伝える（防災授業）



１ 久喜で対象とする地震とは？

次に首都圏を襲う大きな地震は？
Ａ 関東大震災
Ｂ 都心南部直下地震
Ｃ それ以外の直下地震



関東大震災

（内閣府・中央防災会議資料に加筆）

8.5

8.0

7.5

Ｍ８～８．５の関東大震災は２００～４００年に１回。
➡１９２３年＋２００年＝２１２３年（１００年以上先）



関東大震災（大正型）の震度と津波



首都圏の地震（直下地震）

（内閣府・中央防災会議資料に加筆）

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

・活動期に入るとＭ＝７クラス（６．５～７．５）がたびたび発生。
・今後３０年以内にＭ＝７クラスの直下地震が発生する確率は７０％

→いつ、どこで、どれぐらいの大きさの地震が？

活動期 活動期



マグニチュード 発生回数

８クラス １回

７クラス １０回

６クラス １００回

①これから直下地震が徐々に増えて、
②マグニチュード７クラスが１０~３０年に１回繰り返し
③来世紀に関東大震災が起き
④直後に余震が頻発し、１０年程度で鎮静化する。

地震の大きさと発生回数のイメージ

一般にマグニチュードが１小さいと発生回数は１０倍
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首都圏Ｍ７クラス地震の最大震度を集めると

どこでも６強～に
なる心配がある



いつ？どこで、どれぐらいで（最大でＭ７．３）

社会的影響が最も
大きい地震は？
どこで起きたら？
・死者が多い
・インフラが壊滅
・交通網が壊滅

（内閣府・中央防災会議資料に加筆）

都心の南部に震源
（発生確率は不明）

実際はどこで起きても



77

東日本大震災で被害を生じた（一部停止）東京湾岸の火力発電所

横浜、東扇島、大井、千葉、五井の５火力発電所
なお、電源開発の磯子火力も停止した。

千葉
五井

姉ヶ崎
袖ヶ浦

富津

品川

川崎

大井

東扇島
横浜

東横浜

横須賀

南海トラフ地震では？首都直下地震では？

東日本大震災での東京電力の発電所



携帯電話の充電が十分でも
・受信アンテナ（基地局）のバッテリーは６時間
・復旧しても音声は通信規制

固定電話は
・交換局の非常用電源は半日程度
・復旧しても通信規制

広域停電すると・・

数時間で通信機能を失う

通信のほかにどんな影響がでる？
・停電ではポンプは？
・停電・断水で病院は？
・避難所（小学校）に住民が殺到すると？
・学校が長期休校だと？

携帯メールは基地局バッテリーが切れる５時間は使用可能
（平成２６年度 静岡県健康福祉部の介護施設向けガイドライン）



【水害編】
１ 災害図上演習入門
２ マニュアルの作成方法と事例
３ 利根川水系の被害を考える
４ ゲリラ豪雨への対応
５ 子供達へ伝える（防災授業）
【地震編】
１ 久喜で対象とする地震とは？
２ 家庭の防災
３ 地域の防災
４ 子供達へ伝える（防災授業）



（１）震度 ６強の揺れと家庭での対応
（２）建物倒壊や家具転倒による被害
（３）救出活動と避難所
（４）家庭の防災の見直しとまとめ
（５）地域の防災の検討事例

２ 家庭の防災

全国どこで直下地震が起きてもおかしくない
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阪神淡路大震災の３つの特徴

六甲山

瀬戸内海

当時の震度７とは？
・震度６＋現地調査



阪神淡路大震災（震度６強～とは？）

自宅にいるときに地震が発生

（神戸市内のコンビニの映像）

82



人は揺れだけでは死なない
・建物が大丈夫なら
・家具が転倒しなければ・・・

被災地ではコンビニは役立たない
・支援ステーションになりえない

阪神淡路大震災（震度６強～とは？）

83
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時

間

地震発生

地震が発生してから一段落するまで自分の行動は？

（停電、外は明るい、家族全員が在宅、服は着ている）

・津波の心配はないとして
・一市民として（消防、警察官・・ではない）

行動 見直し 深夜 対策

①身の安全

②・・・・・

③家族の確認

④火元の確認

⑤・・・・・

⑥外に出る

⑦・・・・・

・・・・・・・

どこ：

揺れ始めて

揺れが終わって

余震継続

外に出てから

（自分の考えでＯＫ）

家庭での対応（自宅にいる時に地震が発生）

最初に記入



（１）震度 ６強の揺れと家庭での対応
（２）建物倒壊や家具転倒による被害
（３）救出活動と避難所
（４）家庭の防災の見直しとまとめ
（５）地域の防災の検討事例

２ 家庭の防災
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旧耐震木造住宅の振動実験（全壊と倒壊）

一段落した時に入院、遺体安置所と書いた方は？
➡正常化バイアス

耐震補強あり
全壊

耐震補強なし
倒壊

防災科学技術研究所

罹災証明ではどちらも「全壊」ですが・・



阪神淡路大震災で倒壊家屋の下敷きは？

・ ５人に１人？
・ １０人に１人？
・ ５０人に１人？
・ １００人に１人？
・ ５００人に１人？
・１０００人に１人？

（死者は０．３％≒約３００人に１人ですが・・）
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阪神淡路大震災で倒壊家屋の下敷きは？

・ ５人に１人？・・・・震災の帯
・ １０人に１人？
・ ５０人に１人？
・ １００人に１人？
・ ５００人に１人？
・１０００人に１人？・・・・西区、北区など

（死者は０．３％≒約３００人に１人ですが・・）

・断層に近い？遠い？
・住宅が古い？新しい？

88

平均



全壊率は？（倒壊はおおよそこの１割）

本部要員は震度分布で被害状況を読め！！
５強 ：びっくりした～
６弱 ：古い・木造・２階建・瓦屋根（安普請）
６強以上 ：古い木造密集地で大災害
※死者の９８％は旧耐震住宅

・安否確認をすべき社員（本部要員から外す）
89
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人口 １０，０００ 人

世帯数 ４，０００ 世帯

木造棟数 ３，０００ 棟

全壊 ９００ 棟

倒壊 ９０ 棟

生埋め（夜） ２００ 人

重傷者 １００ 人

⇒死者 ３０ 人

出火件数 ４～５ 件

※神戸市の死者率は０．３％、芦屋市は０．５％

直下地震の被害想定（人口１万人あたり）

死者率０．３％とは？

約５０人当たり１人
閉じ込めは１０人に１人

約２，０００人当たり１件

⇨死者率は０．３％

・１世帯２．５人として
・マンションなど１０００世帯
として
・全壊率３０％と仮定



マンションの倒壊は少ないが・・

91



人口 １０，０００ 人

世帯数 ４，０００ 世帯

木造棟数 ３，０００ 棟

全壊 ９００ 棟

倒壊 ９０ 棟

生埋め（夜） ２００ 人

重傷者 １００ 人

⇒死者 ３０ 人

出火件数 ４～５ 件

※神戸市の死者率は０．３％、芦屋市は０．５％

直下地震の被害想定（人口１万人あたり）

死者率０．３％とは？

消防力（平均的には）

消防職員数は？
・人口１０００人当り１人
・人口１万人当りでは１０人
常時の戦力（２交代～３交代）？
・勤務中の職員は３人～５人
➡持っている車両は１台
（消防車？救急車？）

消防車・・重点地区へ
救急車・・広域搬送へ
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（１）震度 ６強の揺れと家庭での対応
（２）建物倒壊や家具転倒による被害
（３）救出活動と避難所
（４）家庭の防災の見直しとまとめ
（５）地域の防災の検討事例

２ 家庭の防災
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救出は誰が行う？

94
（マンションでは家具の下敷き・閉じ込め）

共助



芦屋市建設部の救出活動の記録では

古い木造アパートから
学生の遺体が多数
神戸大学では３９名（内、
下宿生は３７名）が亡く
なった。
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・教訓は二つ
・救出活動は時間との競争。
・古い木造アパートに住まわせてはならない

親は？大学は？会社は？

芦屋市建設部の救出活動の記録では

古い木造アパートから
学生の遺体が多数
神戸大学では３９名（内、
下宿生は３７名）が亡く
なった。



耐震性の低いアパートを紹介しない。
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家族が生き埋めに！
救出する目標時間は？

災害時は決断の連続

救出活動は時間との競争
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・母親や保育士は？
・地域の目標は？
・消防団は？
・職場では？
３分？３０分？３時間？

時間を短縮する訓練

家族が生き埋めに！
救出する目標時間は？

災害時は決断の連続
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・母親や保育士は？
・地域の目標は？
・消防団は？
・職場では？
３分？３０分？３時間？

時間を短縮する訓練

家族が生き埋めに！
救出する目標時間は？

７２時間とは？

致命傷を負っておらず、生存空間があるか？

思考停止！

災害時は決断の連続
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住む家を失う人は？

全壊＋大規模半壊＋全半焼
➡社員・家族は？

灘区



神戸市ＨＰより

避難とは：危険な場所から安全な場所へ
・津波避難所（津波・洪水・・）
・広域避難所（大規模火災）
収容避難所
家を失った方、要援護者・・
早い者勝ちではない
事前に町会ごとにスペースを決めておく
現状では住民が殺到、人であふれる
➡家族の集合場所ではない（危険）

そもそも地震だ！避難だ！は大間違い。
空爆の後に防空壕に逃げますか？
（地震・消火失敗・大規模火災・避難）

鵜呑みにしない
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（１）震度 ６強の揺れと家庭での対応
（２）建物倒壊や家具転倒による被害
（３）救出活動と避難所
（４）家庭の防災の見直しとまとめ
（５）地域の防災の検討事例

２ 家庭の防災
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優先順位

「共助」は知ってい
るが・・・・
１００人に１人

一般的な優先順位

・身の安全
・家族への声かけ
・自宅の確認

・ご近所
・救出・搬送
・初期消火

・自宅に戻る
・片付け
・家族生活確保

・支援に向かう
・職場に向かう

・風呂に水をためる？
・事前に

・非常持ち出し品？
・備蓄は大切だが・・
・救出、救急、消火

・親類へ無事の連絡？

この時間を目標に



暗闇でも

深夜に地震発生

暗闇でも大丈夫ですか？
どんな準備が必要ですか？

105



案１）
・懐中電灯、靴、ヘルメット、軍手・・・
・非常袋に入れて避難所へ！

106

予防対策



107

家具の転倒



案１）
・懐中電灯、靴、ヘルメット、軍手・・・
・非常袋を持って避難所へ！

案２）
母親教室では、

108

予防対策



案１）
・懐中電灯、靴、ヘルメット、軍手・・・
・非常袋を持って避難所へ！

案２）
母親教室では、主人に

生命保険

109

予防対策



案１）
・懐中電灯、靴、ヘルメット、軍手・・・
・非常袋を持って避難所へ！

案２）
・丈夫な家
・家具の転倒防止、ガラスの飛散防止
・地域での協力、装備（ヘルメットや資材）
（全員が自主防災員の気持ちで）

110

予防対策



余談ですが（大人の責任とは）

案１）
・頭巾をかぶって避難
・自分の命は自分で守れ

案２）
・丈夫な家
・家具の転倒防止、ガラスの飛散防止
・地域での協力、装備（ヘルメットや機材）
（全員が自主防災員の気持ちで）

これが防災教育？
頭巾をかぶらなくても済むように

・・・大人の責任

刷り込み？

大阪北部の地震では
ブロック塀の倒壊で小学生が死亡。
身を守るためのダンゴ虫のポーズは役に立ったのか？ 111



地域の子供を守れなかった自主防災組織や防災士の敗北

余談ですが（大人の責任とは）
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阪神淡路大震災の被害と対応

震災当日の北淡町

113



114

阪神淡路大震災の犠牲者の内訳（私見）
・ほぼ即死の方 約４，０００名
・救出可能・焼死？約１，０００名
・医療機関が停止 約 ５００名
・災害関連死 約１，０００名

（ほとんどは家を失った方）

・非常袋で防ぐことができるのは？
・避難訓練で防ぐことができることは？

死者の声を聴け！
優先順位を間違えない事

多数の方が救出された一方で・・

地震防災の優先順位①
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阪神淡路大震災の犠牲者の内訳（私見）
・ほぼ即死の方 約４，０００名
・救出可能・焼死？約１，０００名
・医療機関が停止 約 ５００名
・災害関連死 約１，０００名

（ほとんどは家を失った方）

多数の方が救出された一方で・・

地震防災の優先順位②



地震防災の優先順位②
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阪神淡路大震災の犠牲者の内訳（私見）
・ほぼ即死の方 約４，０００名
・救出可能・焼死？約１，０００名
・医療機関が停止 約 ５００名
・災害関連死 約１，０００名

（ほとんどは家を失った方）

多数の方が救出された一方で・・

地震防災の優先順位②



優先順位③ 熊本県・西原村河原地区の活動

・住民で役割を分担（技能を事前把握：１０年前から実施）
看護師・介護経験者８名、調理師２名、元自衛隊員（配膳指揮）・・

・避難所では町会（集落）ごとにスペース配分
安心感、要援護者支援、町会ごとの役割分担（協働）

・自家発、プロパンガスボンベなどの持ち寄り
・工務店は夜間工事用投光器、水道事業者が湧水から配管工事
・農家（１年分のコメを保管）などが食材の持ち寄り
・消防団が地区の警備
・こどもたちも積極的にお手伝い

地区の孤立を想定した共助（協働）

過去の震災での教訓どおり

他県の応援職員は連絡役で良い
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優先順位③ 熊本県・西原村河原地区の活動

・住民で役割を分担（技能を事前把握：１０年前から実施）
看護師・介護経験者８名、調理師２名、元自衛隊員（配膳指揮）・・

・避難所では町会（集落）ごとにスペース配分
安心感、要援護者支援、町会ごとの役割分担（協働）

・自家発、プロパンガスボンベなどの持ち寄り
・工務店は夜間工事用投光器、水道事業者が湧水から配管工事
・農家（１年分のコメを保管）などが食材の持ち寄り
・消防団が地区の警備
・こどもたちも積極的にお手伝い

地区の孤立を想定した共助（協働）

過去の震災での教訓どおり、主戦力は女性

他県の応援職員は連絡役で良い

忘妻対策も重要
119



危機管理とは

ベストの危機管理とは？
→危機に陥らないこと（被害を出さないこと）

セカンドベストは
→迅速・的確な対応で被害を最小に抑え、早期復旧

・臨機応変に的確な対応を取れるリーダー（人材育成）
・全員が自主防災隊員
・防災対策としての備え（資機材、備蓄など）

120

①予防（被害を出さないこと）
②活動ができる人材・仕組み・装備



【水害編】
１ 災害図上演習入門
２ マニュアルの作成方法と事例
３ 利根川水系の被害を考える
４ ゲリラ豪雨への対応
５ 子供達へ伝える（防災授業）
【地震編】
１ 久喜で対象とする地震とは？
２ 家庭の防災
３ 地域の防災
４ 子供達へ伝える（防災授業）
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町会・自治会での検討事例
２００６年１月～



久喜市の被害は？（私見）

人口 １５４，０００ 人

世帯数 ６６，０００ ２００ 世帯

木造棟数 ３３，０００ １００ 棟

全壊 ９，９００ ３０ 棟

倒壊 ９９０ ３ 棟

生埋め（夜） ２，０００ ６ 人

重傷者 １，０００ ３ 人

⇒死者 ３００ １ 人

出火件数 ５０ － 件
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①どんな被害がでるでしょうか？
どんな課題があるでしょうか？

②どんな予防対策が必要でしょうか？
・地域全体の視点で

③どんな初動対応が必要でしょうか？
・安否確認、救出、初期消火・・・

④どんな長期対応が必要でしょうか？
・避難所運営、要援護者支援・・・

・・・
・・・

・・・
・・・

（１枚に１項目）

課題や対策・対応を考える

・・・



課題や対策・対応を考える
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【水害編】
１ 災害図上演習入門
２ マニュアルの作成方法と事例
３ 利根川水系の被害を考える
４ ゲリラ豪雨への対応
５ 子供達へ伝える（防災授業）
【地震編】
１ 久喜で対象とする地震とは？
２ 家庭の防災
３ 地域の防災
４ 子供達へ伝える（防災授業）



未来のための防災（地震編）
小学校５年生



１）自分のまちを知る
２）自分のまちのすきなことは？
３）あなたの大切なものはなんですか？
４）たくさんの雨がふると？
５）まちの災害を勉強する
６）気をつけることは？
７）困っている人を支援する
８）きょうはどんなことがわかりましたか？

水害編



１）自分のまちを知る
２）自分のまちのすきなことは？
３）あなたの大切なものはなんですか？
４）地震が起きると？
５）気をつけることは？
６）困っている方の支援
７）きょうはどんなことがわかりましたか？

地震編



日本の周りは４つのプレートでできている

陸や海 山や川 平野をつくってきた。



日本の周りは４つのプレートでできている

陸や海 山や川 平野をつくってきた。



陸や海 山や川 平野をつくってきた。

地球の活動
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海溝型地震と直下型地震

例）
・東日本大震災

例）
・阪神淡路大震災
・熊本地震
・北海道胆振東部地震



大切なものを守るためにどんな対策が必要か？

地震が起きると？（１９９５年阪神淡路大震災）



家具の転倒防止



クギやネジが使えない場合は



ガラスの飛散防止



地震が起きると・通学路では？



１）自分のまちを知る
２）自分のまちのすきなことは？
３）あなたの大切なものはなんですか？
４）地震が起きると？
５）気をつけることは？
６）困っている方の支援
７）きょうはどんなことがわかりましたか？

地震編



まとめ

豊かな自然 大好きな故郷 大切な命
（自分、家族、友達、ペット）
災害後の助け合いも忘れずに



青毛堀地域の災害（水害・地震）と対応を考える

【水害編】
１ 災害図上演習入門
２ マニュアルの作成方法と事例
３ 利根川水系の被害を考える
４ ゲリラ豪雨への対応
５ 子供達へ伝える（防災授業）
【地震編】
１ 久喜で対象とする地震とは？
２ 家庭の防災
３ 地域の防災
４ 子供達へ伝える（防災授業）

ご清聴、ありがとうございました。


