
第４章　寄稿　地域における取組みの成果と今後
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●行政職員

大嶋　祝子（八戸市総合政策部市民連携推進課男女共同参画グループ　副参事）

　平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、八戸市にも沿岸部を中心に甚大な被害をもたらしまし

た。発災後、避難所において、男女のニーズの違いや女性・子ども・高齢者等への配慮がなされていない

など、様々な課題が明らかになりました。

　そんなとき、あおもり被災地実行委員会から八戸市も一緒に人材育成や避難所運営訓練を行いませんか

とのお声がけをいただき、地域防災に役立つ必要な知識を学び、それぞれの地域で実際に活かす手法を身

につける「災害トレーナー養成研修」や「防災リーダー塾」などの人材育成研修、実際に避難・炊き出し

を行い、行動内容の反省点を見出す避難所運営訓練も体験しました。

　とりわけ、震災後に建設された小中野公民館での避難所運営訓練では、回を重ねるごとに実施内容を見

直し、改善点や気づいたことを拾い上げ、今後の対応に活かそうとする工夫が見られました。町内会や自

治会などを単位とした「自主防災組織」、災害時には避難所ともなる「学校や公民館」、そして何よりも一

人一人の「住民」が重要な防災の担い手であることなど、参加した多くの方が、地域の絆やつながり、日

頃からの近所づきあいの大切さを改めて感じたのではないでしょうか。また、行政や地域住民、町内会・

自治会、自主防災組織などの横の連携を強化し、地域全体で具体的な避難計画を作成しておくことも重要

です。地域によって災害の種類や形態は異なりますので、日頃から、必要な装備の準備と訓練を実施する

ことが求められています。これからは、地域における防災意識の向上を図り、住民の多様な視点を反映し

た対策を実現するため、これまで不十分だった男女共同参画の視点を積極的に取り入れ、災害に強いまち

づくりを進めてほしいと思います。

　東日本大震災の発生後、各地で防災訓練や避難所運営訓練等が行われ始めました。今後発生する可能性

のある災害に対し、実行性の伴った対策を進めていかなければなりません。行政だけではなく、地域住

民・関係団体が、それぞれの役割に応じた対策を着実に、また、継続的に行い、これまでの経験と教訓を

踏まえた男女共同参画の視点からの防災対策・ノウハウを、今後に活かしていきたいと思います。

　　　経験と教訓を踏まえた男女共同参画の視点からの
　　　防災対策・ノウハウを、今後に活かしていきましょう
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●行政職員

吉田　彰博（三沢市政策財政部広報広聴課市民協働推進係　係長）

　今回で三沢市での開催は２回目となる「避難所運営訓練」でした。昨年は三沢市立第五中学校を会場に

運営委員には町内会、市職員、学校の先生に入っていただき訓練を行いました。参加者には近隣町内会の

方をはじめ会場であった第五中学校の１学年のみなさんにもご協力していただき訓練を実施しました。

　今年度は三沢市総合防災訓練のメイン会場が三沢市立三沢小学校ということで、ここを避難場所として

いる地区の中では、一番遠い地区である淋代町内会のみなさんの協力のもとで実施しました。運営委員に

は町内会役員以外の方になっていただくこととなり、８割が女性で、尚且つ幅広い世代で構成されたメン

バーになりました。７月から10月上旬まで３回にわたって運営委員会を開催し、避難所運営の重要性や運

営委員会の委員長決定、班分けや班ごとに分かれてからの役割分担。そして前日の準備など多くのこと

を、初めての体験にもかかわらず地域の方々みんなで協力して進められていきました。各班の班長はすべ

て女性で、そのサポートに男性の町内会役員がつくという班がほとんどで、それぞれの役割分担がなされ

ていたように感じました。

　訓練当日は、避難者の受付を始め、避難者の誘導、食事の準備、避難所設備の説明など、各班がそれぞ

れの役割を分担し避難所を運営していました。また、訓練の最後に行われたふりかえりでは、訓練を終え

ての感想はもちろんですが、今回の反省点など今後につながりそうな意見も活発に出されていました。ふ

りかえりでも男女問わず意見が出され、この地域の特徴が表れていたと感じます。

　東日本大震災からもうすぐ５年、市内にあった震災の爪痕も、かなり復興工事などが進み消えかけてお

りますが、東北各地では進捗状況が思わしくない場所もあると新聞報道などでは取り上げられています。

震災時に、この地域にある淋代保育所にも波が押し寄せておりましたが、子どもたち等の人命を守れたの

は日頃の意識の高さだと思います。その意識の高い淋代地域の方々もこの避難所運営訓練は初体験の方が

ほとんどでした。しかし、参加した方々はただの参加者ではなく自らの意見を訓練に取り入れ、自分たち

の地域にあった訓練に仕上げていたことがこの地域の災害に対する意識の高さであり、「自分たちの地域

は自分たちで守る」ということを地域で感じている証しだと思いました。また、男女が共に入ることや幅

広い年齢層が話し合いに参加したことにより、自然に各所に細かい配慮がなされていた印象がありまし

た。

　この避難所運営訓練は地域のことを性別、年齢を問わず、みんなで一緒に考えるコミュニケーション

ツールの一つとしても活用できるものと思われることから、このような体験を通じて避難所の運営の大切

さとともに地域での防災対策や地域コミュニティの大切さも感じていただけたと思います。また、今回は

運営委員の委員長と各班の班長が事前の話し合い、前日の準備等でスムーズに進行し、地域内の女性のパ

ワーをとても感じました。

　今回の訓練に当たっては、淋代町内会の方々の避難所運営訓練に対する理解とご協力、そしてあおもり

被災地の地域コミュニティ再生支援事業実行委員会の方々のご指導に感謝し、今後も地域の皆さんととも

に様々な課題に取り組んでいきたいと思います。

女性リーダーのパワーを感じた避難所運営訓練
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●行政職員

栁沢　春乃（階上町総務課庶務グループ　主事）

　階上町では、平成25年度より住民を対象に防災講座及び避難所運営訓練を実施しました。平成25年度に

は、町在住の女性を対象とし、「女性のための防災力ＵＰ講座」と題し、非常食の試食やワークショップ

を行い、避難所での男女のニーズの違いや災害時における女性参画、女性リーダーの必要性について理解

を深めました。また、コミュニケーション講座を開催し、避難所運営や地域活動で女性がリーダーとして

活躍できるためのノウハウを学び、当町の防災意識の向上及び女性人材育成の第一歩となったと思いま

す。平成26年度には、対象を町在住の男女に広げ、男女別の防災講座と避難所運営訓練を実施し、講座で

学んだ防災知識を基に、実際に避難所を設営し、課題や解決策を参加者同士で話し合いました。

　この３年間の取組をふりかえり、感じることは、災害時にリーダーとなる人材の育成及び男女共同参画

の視点から見た防災についての意識が、着実に地域に広がってきたということです。防災講座等も、回を

重ねるごとに参加人数も増え、内容も防災知識の習得等基礎的なものから、避難所運営訓練等実践的なも

のとなり、参加者も受け身の立場からリーダーとしての立場へと確実に意識が変化してきたように思いま

す。

　27年度は、避難所運営訓練を更にレベルアップし、道仏中学校の全校生徒を交え、中学生の主体性を重

視した訓練を実施することができ、中学生への防災教育及び上記の講座等に参加した町民が講座を通し学

んだファシリテーター能力を発揮する場となりました。避難所運営訓練では、中学生の柔軟な発想力に驚

くとともに、その行動力には頼もしさすら感じさせられました。災害が発生した際には、中学生が大きな

力となり、地域での役割を果たしてくれることが期待されます。また、運営委員においても、大勢の意見

を引き出し、まとめる難しさを、身を持って感じる機会となりました。この訓練により、町民及び中学生

の防災意識の向上はもちろんですが、運営委員と中学生が一体となり実施したことで、世代を超えた交流

ができ、地域のコミュニティをより強いものとするための一歩になったものと確信しています。

　課題や問題に対し、年齢や性別が異なっても、尊重し合い、意見を出し合うことで、お互いの不得意な

部分や気付かない部分を補い、より良い解決策を生むことに繋がるのだと実感しました。このことは、防

災に限らず、日頃の地域づくりについても必要なことであると言えます。この３年間での取組が、男女共

同参画や防災について地域で考える契機となり、参加者には学んだことを防災活動だけではなく、様々な

分野に活かしてもらい、地域全体に男女共同参画の意識が広がっていけばと考えています。

　最後に、避難所運営訓練等災害に備える取組は、繰り返し行うことで確実に力となり、いざ災害が発生

した際には、地域において相互に助け合い、互いを災害から守るという共助の理念に繋がります。事業終

了後も、これまでの３年間の取組みを基に、今後は、より地域の実情に合わせた防災教育等を通じて、更

なる男女共同参画に対する意識の浸透と地域コミュニティの強化を目指していきたいと思います。

男女共同参画の視点から見た防災意識が着実に地域に広がる
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●行政職員

種市　香織（おいらせ町企画財政課主査）

　当町は、男女共同参画の視点をもった避難所運営訓練がはじまった平成24年度からこれまでずっと携わ

らせていただいています。事業実施当初は「避難所運営訓練ってなに？」というところから始まりました

が、毎年、あおもり被災地の地域コミュニティ再生支援事業実行委員会の皆様と協力し、前回から発展さ

せた内容を考え、参加している人がステップアップできるよう工夫しています。

　平成27年の訓練では、男性が引き受けやすい班リーダーを女性にお願いしたり、逆に女性が担当しやす

い炊出し班のリーダーは男性にお願いしたりと、誰もが意見を言いやすい環境づくりに努めました。最初

は「仕切れるだろうか」と不安そうな女性リーダーが、訓練当日は班員に指示を出したり、班ごとの取組

内容を皆の前で堂々と発表したり、それは成長ではなく、今まで持っていた能力を外に出せただけなのだ

と感じました。また、これから地域を引っ張っていく若い力として、昨年から中学生も訓練に参加してい

ただいています。

　男女というくくりではなく、一人ひとりが過ごしやすい避難所にすることは、非常時において容易なこ

とではないのかもしれません。ですが、この訓練を多くの人に知っていただき、来ないでほしいと願うそ

の日のために備えなければいけないと思います。

　また、当町で本事業に取り組むことは大きな意味を持つものでした。男女共同参画推進事業は長年取り

組んでいますが、「男女共同参画」という生活全般にかかわる永久的な課題は、一朝一夕に実現するもの

ではありません。しかし、防災という誰もが関係し興味がある分野において、男女共同参画の視点を取り

入れることで、少しでもその知識を多くの人へ広めていきたいと思います。そして、現在、当町では、こ

れまで避難所運営訓練に参加した方を中心に防災リーダーとして訓練を主導できる人材の育成に取り組ん

でいます。

　最後に、本訓練にご参加・ご協力いただいている多くの皆様に、深く感謝申し上げます。訓練の度に思

うことは、地域の潜在的な力の大きさです。多くの地域住民が積極的に協力し、知恵や技術を持ち寄って

くれます。そこに男女共同参画の視点や考えを少しずつでも取り入れることで、地域をより過ごしやすい

場所へと導くことができると信じています。

防災というツールの活用で男女共同参画の推進に
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●行政職員

池添　孝史（おいらせ町まちづくり防災課危機管理専門員）

１　はじめに

　平成24年度町総合防災訓練の中で「男女参画の視点を取り入れた避難所訓練」を町内会にお願いをして

実施したのが最初の訓練です。それ以降、毎年、訓練目的を定めて避難所運営訓練を継続していきまし

た。最初は、町内会長の意見を聞き手探りで訓練を始め、徐々に規模や訓練内容を充実させていきまし

た。

　平成27年度の訓練では、自主防災組織や防災士資格保有者を主体とした運営委員を組織して、総合防災

訓練の中で、中学生や防災関係機関・団体との協働で、避難所運営訓練を実施することができました。

２　総合防災訓練での工夫・成果・意義

　総合防災訓練と避難所運営訓練を本格的にリンクさせて実施したのは、平成25年度と平成27年度に実施

した訓練でした。平成25年度は、総合防災訓練に来てくれた一般見学者が、避難所運営訓練も見学できる

ように訓練会場を近傍に設定し、大勢の方に本訓練の意義を知ってもらえるよう工夫しました。成果とし

ては、大勢の住民に避難所運営訓練を見学してもらうという目的は達成されましたが、見学者からは「何

を訓練しているのか分かりづらい」という意見や、訓練する側からは「気が散って集中することができな

い」という課題が残りました。

　平成27年度は、中学校の体育館で、地元中学生と地域の自主防災組織、女性消防団、赤十字奉仕団、連

合婦人会とが一体となり訓練を行いました。その際、中学生に防災に関する意識や興味を持たせるため、

はしご車への体験搭乗や起震車による地震体験、水道企業団による応急給水訓練も実施しました。成果と

しては、中学生に「自分達も災害時に役に立つことができるんだ」という自信と、防災に関する意識付け

をすることができました。

　平成25年度の教訓から、見学者は限定的に絞って実施する計画でしたが、天候（急な雨）の理由で、一

般見学者も体育館に避難及び見学させたため、訓練が錯綜する場面がありました。

３　避難所運営訓練と地域防災活動の広がり、今後の進め方

　前述した教訓から、私なりに考えた今後の避難所運営訓練の進め方について述べたいと思います。

　一般見学者に見てもらうことは、多くの方に本訓練を知ってもらうということで意義があると思います

が、「最初から見ていないと何をやっているのか分からない」ということと、訓練実施者側から見ると、

訓練に集中できないという問題が残ります。よって、見学者を局限し、地域防災活動の原動力である自主

防災組織と、これから地域を担っていく、中学生による継続した地道な訓練が、避難所運営のすそ野を広

げる有効な手段であり、地域防災活動の広がりにも繋がっていくものと考えます。

　最後に、４年間の経験を通じて、避難所運営訓練を地域に広めていくためには、大人と中学生が一緒に

なった楽しい訓練の継続と、熱意ある人達の地道な努力が最大の鍵であるということを強調して執筆とし

ます。

中学生への継続訓練が、避難所運営のすそ野を広げる有効な手段
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●実行委員

大坂　美保（青森市避難所運営訓練運営委員会　委員長）

　「災害で人が亡くなるのは敗北なのか？」自然界の驚異の前には人間は余りにも無力ですが、過去の教

訓を生かし語り継ぐことによって、防災・減災に取組む事が出来ます。

　東日本大震災発生時に福島県南相馬市から家族の避難を受入れた経験と、2005年に始めた原別小学校で

の防災キャンプが、災害への正しい知識を持って地域を守りたいという思いとともに、私が防災士の資格

を取得する大きな要因となりました。

　昨年訪れた神戸市の「人と防災未来センター」には、阪神・淡路大震災と東日本大震災の様子が忠実に

記録されています。豊富な映像資料や研究材料、語り部や様々な実験とシミュレーションゲームが行わ

れ、防災グッズも子どもの学年に応じた細やかな設定になっていて、まさに過去を知り、人と未来を防災

で繋ぐセンターとして、名前どおりの奥深い意味を持っています。

　研修を受けた「中学生防災教育プログラム」では、地域で中学生を交えた防災プログラムの構成及びプ

ロセス６W ３H（いつ・どこで・誰のために・何をするのか・何故・どのように・いくらで・目標は何

か）を考え、その進め方を学びました。敢えて学校教育とは違うエンターテイメントアプローチの観点と

心に寄り添う自主学習のサポートに徹する事が大切と気づかされ、有事の時ほど平等ではなく公平に対応

する難しさをも痛感しました。さらに「防災ファシリテーター養成講座」は、参加者の気づきや発見、知

恵を引き出し、心を読み取るスキルが必要だと確信しました。

　青森市立東中学校は、東日本大震災以前の2005年から学区内小学校において毎年防災キャンプが行われ

ており、地域においても町会単位による自主防災組織が設立され、年１回の防災訓練等自主防災へ積極的

に取組む環境が整ってきています。

　その中学校で行われた避難所運営訓練の内容は、通常の防災訓練と異なり、ワークショップで参加者全

員が発言するなどの手法が大きな収穫になりました。中学生自身、訓練によって自らが役立つとともに必

要とされる事に気づき、自信と自己肯定感につながりました。中でも運営レベルのトリアージやトイレ維

持管理シミュレーションなど、生活の中では避けては通れない問題があることを知り、活発な意見も出

て、訓練を通して自分が出来る事は何かを考えながら、自身が助ける側になり得るという意識と、主体的

に行動する力を獲得したと思います。

　同時に地域住民の間にも、「自分の命は自分で守る」「自分が助からなければ人を助けられない」「自分

たちが住む地域は自分たちで守る」という地域防災の様々な必要性を学んだ事で連帯感が生まれました。

さらに、地域の特性として、青森県立盲学校、東部地区包括支援センター及び自閉症児親の会にも参加協

力をいただき、多様な立場での一般避難所での避難には現実的に大きな困難が伴う事が分かり、今後の対

応が課題となりました。

　これらの経験は、中学生にとって日頃から地域の方々と交流を深めながら協力し助け合う事を学ぶとと

もに、地域にとっては、改めて次の世代に受け継ぐ責任と覚悟を強く感じ、大きな成果になったと思いま

す。

　東日本大震災での避難所生活は「生き残っただけで幸せ」であり「今不満を言うのは非常識」という考

えがあり、震災後の関連死は約半数が避難生活の肉体的・精神的疲労による割合が多くを占めていたと言

います。それは決して我慢が美徳では無く、命を削ることを意味する悲しい実証でもありました。

　大切なのは「誰もが安心して暮らせる避難所」を、地域住民の協力を得ながら、男女共同参画の視点で

進め、合意形成を図りながら、様々な課題への解決策を考える事です。

　一つ知れば一つ行動が出来る。一つ行動すれば大切な人の命を救える可能性が増えます。将来の地域の

担い手である中学生とともに地域が、実践を通して未来に繋げる命を大切にし、災害への心構えを持って

生きて行って欲しいと心から望んでいます。

学びを実践に～研修内容を活かして
避難所運営訓練でワークショップを
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●実行委員

工藤　　健（青森市原別地域まちづくりを進める会 事務局長）

　2005年、青森市立原別小学校で始まった防災キャンプは、その目的を「１．非日常的な未知の宿泊体

験」とし、同時に「２．災害に備えての知識や災害時の対処の仕方など、防災への意識を子どもたちとと

もに学ぶ」「３．地域防災の拠点としての学校を考える」として継続され、阪神・淡路大震災時の救命資

機材の展示・体験、体育館・野営テントでの宿泊、泥水を利用した炊飯など、関係各部署の協力により

様々なメニューで防災を学んできました。

　現在では青森市立東中学校区内の三つの小学校合同による防災キャンプとなっていますが、当初はＰＴ

Ａが中心となり、地域はもちろん、陸上自衛隊・赤十字・消防・青森市を巻き込みながら続けてきました

が、2012年青森市のまちづくり協議会のひとつとして「原別地域まちづくりを進める会」が組織され、地

域での活動・取り組みとともに、2014年より小学校三校合同防災キャンプと並行して青森市立東中学校で

の避難所運営訓練が始まります。

　昨年一年目の避難所運営訓練は、中学生と地域の方々とで実際の避難所を開設し、運営を行いました

が、二年目の今年は、女性・お年寄りや県立盲学校・自閉症の方を含む多様な支援の必要な方々を想定し

た避難所運営として、「総務・情報」「施設管理」「要配慮者・衛生」「炊出し」それぞれの班に分かれての

実地訓練と合わせて、参加者全員によるワークショップも行いました。

　現実の避難所運営で想定されるケースをテーマに行ったワークショップは、参加者に踏み込んだ当事者

意識を持てるプログラムでした。

　中学校を舞台とした防災と避難所運営訓練は、中学生自身にとって学びの場であり、いつ、いかなる場

所で災害に遭遇しても、自らを守り生き抜く力を養うこととなり、同時に、地域の方に交じって役割を担

い行動することは、自己肯定感を育てる貴重な体験にもなります。

　さらに、地域にとっては、住民の中の防災士、消防士、警察官、赤十字救急法指導員、小学校・中学校

おやじの会、PTA、民生委員などが、学校や地域と連携しながら関わることによって、地域のつながり

を確認できるとともに、改めて地域が持つ人的資源を見直し、地域のアイデンティティの確立に結びつい

ていきます。

　訓練を進めるにあたって痛感したことは、ひとつは、現場に則した避難所運営マニュアルです。地域の

避難所特有のレイアウト、地域性、避難される方々に個別に対応できる組織、内容を盛り込んだ現場対応

のマニュアルが必要となります。

　避難所としての機能と範囲の確認も、研修・訓練も、女性を含む地域の組織運営といったことに対応し

た施設ごとの避難所マニュアルの整備づくりが望まれます。

　また、もうひとつは、参加者を巻き込んでいくファシリテーションやコーディネートです。参加してい

る少しの間、日常から離れ、被災した当事者、救援に立ち会った当事者として考えていただくための訓練

の進行支援、相互にやり取りをしながら、意見や気づきを引き出す役割でした。

　その意味では、実際に行った神戸での視察や防災教育コーディネーターやファシリテーターの養成講座

は、少ない時間ではありましたが、多くの知識とともに場をつくっていく助けとなりました。

　避難者に冷たい避難所は、当然利用されません。それは、本当に必要な方たちが避難所を利用できずに

はじかれるということにつながります。「安心できる避難所づくり」のためには、地域の中で様々なこと

について事前の体験があり意見交換がされること、支援の必要な立場に立てる女性の視点、男女共同参画

の視点とともに、地域のつながりによって運営されていくための準備が必要です。

　防災は地域のまちづくり活動の核にも成り、防災を通して地域コミュニティを強くすることも可能で

す。むしろ、これからは防災が地域の文化として根付く時代ではないでしょうか。

防災が地域の文化として根付く地域に
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●実行委員

森　　喜明（八戸市小中野公民館　館長）

　小中野公民館は「八戸市立小中野公民館防災拠点施設」が正式名称です。他の公民館と異なる特徴とし

て、災害時には、小中野地区の防災施設の拠点であり、また通常時は公民館として利用できる施設となっ

ています。躯体の構造、機械設備、電気設備が防災施設として、当初から計画され、災害時の避難所とし

ての運営機能が充実されております。

　近年、大きな自然災害の発生が予想されるなか、公民館が安全で快適な避難所としての機能を維持する

ために、必要な防災教育や避難所運営訓練などは、日頃から公民館職員、地域住民相互の学習が不可欠と

なっています。

　しかし公民館は、災害が起こってから、行政の指導により避難所開設という役割になりがちですが、「公

助」ばかりではなく、個人の自覚を目指した「自助」、さらに地域における「共助」、それぞれの立場を自

覚させるためにも、繰り返しの訓練体験の必要があります。

　公民館は常に、町内連合会、自主防災会などの諸団体、小学校、中学校などの教育関連施設と相互連携

をとりあっており、災害などに備えた中心的な存在であることを認識し、地域の防災意識を高める重要な

役割を担っています。これらは、これからの「防災」「減災」の参考になっていくものと思います。

　今後は、少子高齢化、一人暮らし高齢者の増加に伴い、地域の人と人とのつながりや助け合いの大切さ

が、今あらためて見直されてきています。防災活動を通して「安心で安全な住み良いまちづくり」をつく

り、また次の世代に受けついでいくためにも、住民一人ひとりの防災意識を高めることが必要です。これ

からも、地域住民、諸団体と協力し合い公民館を核とした防災訓練を繰り返し、「訓練なくして防災なし」

を目標に、これからも取り組んでまいります。

公民館を核とした防災訓練の継続

八戸市小中野公民館 一階部分は駐車場。津波が来た際の抵抗が少なくな
るように。
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災害・防災について、「中学生の私たちにできること」
を生徒自身が具体的にイメージ

●中学校

工藤　宏明（青森市立東中学校　校長）

　「避難所運営を通じ、地域における中学生の係わりを学ぶ」のテーマのもと、平成26・27年度、地域組

織「青森市原別地域まちづくりを進める会」が主体となり、避難所運営訓練が本校で実施され、地域住民

とともに本校生徒が２年間で延べ90名近く参加しました。

　生徒たちは参加したことにほぼ全員が満足するとともに、終了後のアンケートで「災害があった時、中

学生の力がとても大きいのだと感じた」「中学生は地域の役に立てること、地域の人々に貢献できる人に

ならないといけない」などの感想を書いていました。この避難所運営訓練を通じて、学校をよく知る中学

生は災害時に避難所を支える大きな力になれることや将来、地域を支える大人にならなければなど、自分

の役割を見つけるとともに、地域住民と相互協力のもと活動していくことの必要性など、地域との関わ

り、自分の役割などについて多くを学ぶことができたようです。

　避難所開設に関わる実際の班別訓練で、避難所でのルールを考えたり、物資を運んだり、生活スペース

を設営したり、炊き出しの手伝いをしたりという、いろいろな活動を体験したことにより、災害緊急時に

自分たちができることや役に立つことなどを考えたり、そして、自分たちが助けられる側になるのではな

く、助ける側にならなければなど、支援者として判断して行動することの大切さを意識できたようです。

　このように実際の活動の中で、生徒たちの真剣に考えようとする姿、判断して行動しようとする姿が見

られたことは大きな成果でありました。

　また、本校の文化祭で、参加した生徒が展示テーマ「おもいやり」に取り組み、体験したことのまとめ

を展示発表をしました。全員のことを考えたルールづくりの難しさやゴミ処理・トイレなどの衛生管理の

大切さ、プライバシーの確保、高齢者をはじめとする要援護者や女性に配慮したスペースなどの多様性へ

の配慮、そして男女がともに支え合い責任を分かち合って避難所を運営することが必要であることなどを

ポイントとしてあげていました。

　訓練に参加したことや展示発表したことによって、災害・防災について、「中学生の私たちにできるこ

と」を生徒自身が具体的にイメージすることができたようで、何よりも得難い経験であったと思います。

これらの経験を通して多くの生徒たちが、地域住民の一員として、「自らの命は自ら守る」「自分たちの地

域は自分たちで守る」という考え方に立ち、地域住民とともに地域を支えていってくれることを期待した

いです。

　これからもこのような活動を継続していくためにも、学校と地域や関係機関との連携を深め、地域の学

校としての役割を一層果たしていかなければと思います。
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●中学校

永井　斉孝（階上町立道仏中学校　教頭）

　９月７日、地区の自主防災組織会をはじめとする運営委員の方々が主体となり、避難所運営訓練が本校

で実施され、全校生徒が参加しました。安心できる避難所づくり等についての講義に続き、班別訓練、全

体訓練、避難所運営における課題提起等に取り組みました。

　訓練で学習したことは、避難者の多様性の把握、集団生活に適した環境づくり、安心・安全面等でし

た。性別・年齢・特別な配慮が異なる人々が避難者となることを理解することがその後のきめ細かな支援

活動に生かされるという視点は、訓練の経験がない者にとって見落としがちな発想であると考えさせられ

ました。足腰が弱い高齢者の寝起きが楽になるようなダンボールベッド、家族単位での生活が可能になる

パーテーション、男女別の更衣室、下着などを気にせず干せる女性専用の物干し場、乳幼児を抱えるお母

さんたちが、周囲の避難者に気づかいせずに授乳ができる部屋の設置は、即効性のある体験でした。

　東日本大震災では震災から１年間で1,600人を超える人々が震災関連死をしたそうです。その約半数が

「避難所における精神的・肉体的疲労」によるものだそうです。そして、避難所の環境整備の不備や性別

ごとのニーズ把握の不十分さが課題として挙げられたそうです。それらを教訓として、現在では、性別を

問わずいろいろな人たちが知恵を出し合い、望ましい避難所運営のノウハウが各地で築かれ始めていま

す。

　今回の訓練のように、避難所運営について学び、実際に体験することを通して、生徒は、避難所生活で

は、少しでも心地よい環境づくり、多様な人たちに配慮した避難所運営が大切であることを理解すること

ができたと思われます。その後、各地区で行われた避難訓練に積極的に参加した生徒が増え、地域からも

喜ばれています。

　このような訓練を繰り返し行うことが、地域のリーダーの育成につながるものであると認識しました。

また、老若男女を問わず、同じ地域に住む人々が一枚岩となり困難に打ち克とうとする力は、地域コミュ

ニティに勢いをもたらすものであると思います。

地域の防災訓練に積極的に参加するようなった生徒たち
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●地域

奥山二三夫（八戸市小中野地区自主防災会　会長）

　私たちの小中野町は、必ず津波が来ると想定している街です。それで、津波避難訓練は絶対に必要な訓

練です。今回も、津波避難訓練と避難所運営訓練を連携でやらせていただきました。津波避難訓練は、町

内によっては要援護者の方々との連絡・声掛け・避難がうまくいっているところが増えてきました。小中

野町は、津波の時に避難する海側の町内と、避難してくる人たちを支援する内陸側の町内に分けて考えて

います。今回の避難所運営訓練には、運営委員会のメンバーの中にも、内陸側の避難所を支援する町内の

方々にも入っていただき、組織の輪を広げることができたと思います。

　今回は、前回(平成26年度)の訓練時の役割分担を変更して違う担当についてもらい、みんなで多くの経

験を積んでもらうことに力を入れてやりました。前回の反省点が生かされていなかったり、多少の混乱が

生じましたが、多くの人が複数の部署の経験をするという目的は達成できたと思います。食糧・炊出し班

も、段取りや作り方・配食の方法などみんなで考え、みんなで実行することができたと思います。

　今回初めて、中学校３年生に協力してもらいました。まだまだ子どもだと思っていたら、こんなにも役

に立つとはビックリしました。中学３年生は、大人の考えを理解し始める年齢で、今回の経験や学習した

ことを理解してくれたと思います。中学生も、事前学習やオリエンテーションをやっていればもっと効果

的だったと思いました。中学生自身も、自分たちは役に立つことを知ったと思います。この経験は一生継

続できると思うし、地域の宝になると思います。

　従来の避難所運営訓練は、指導者がいて規律正しく指導するものと思い込んでいる人が多いと思いま

す。しかし、自分たちの避難所は、自分たちで運営していくものだと思います。今回の経験から、けっし

て上から目線で物事を考え、やらせるのではなく、自分たちで学び・考え・実行していくものだと思いま

した。

　今回、小中野自主防災会にチャンスを作ってくれた小山内委員長をはじめ、たくさんの人たちに感謝い

たします。

　ありがとうございました。

自分たちの避難所は自分たちの手で。
自分たちで学び・考え・実行！
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浪岡　寿子（三沢市避難所運営訓練運営委員会　委員長）

　私は、平成26年淋代町内会役員に選出されましたが、女性は私だけでした。何もわからず、他の役員の

方々の話を聞いているだけで、自分の力不足もあり、女性一人では何もできない複雑な思いをしておりま

した。

　そこへ、平成27年10月17日、三沢市総合防災訓練を実施するに当たり、避難所運営訓練を淋代町内会が

担当する事になりました。東日本大震災の教訓より、男女共同参画の視点を取り入れた「安心できる避難

所」づくりと言う事で声かけをした所、参加者約40名のうち35名が女性でした。

　当日までに数回集まっていただき、再生支援事業実行委員長さんより運営訓練の基礎知識を学びまし

た。情報（受付）、炊出し、管理・物資調達、女性配慮班と、私は受付を担当いたしましたが、顔見知り

ということで、避難者カードも簡単に考えて（名前・住所・年齢）おりましたが、奥が深く、一番大事

（大切）と言う事を知りました。安否確認があった時、個人情報の問題や、健康状態等、避難所生活もす

べてこのカードから始まるという事に気づかされました。他の運営委員の方々も、それぞれの受持ちで沢

山の発見があった様です。

　居住スペース・男女別の更衣室や洗濯物干し場・授乳室を備えた「女性専用ルーム」、要介護者スペー

ス等、避難者が少しでも安心できて過ごせるよう、長くなればなる程心掛けたいと思いました。

　この訓練を体験した事で、いろんな事を「学び」「気づき」「知る」事ができて、とても感謝しています。

私だけではなく、参加した委員の方全員だと思います。

　また、訓練の教訓より町内会の女性の役員を増やし、女性だけの委員会を作り、地域防災をはじめ、町

内会の活動等積極的に参加し、活動する事で盛り上げて行こうという事で動き出しました。女性（母親）

が動く事により町内の小・中・高生にも声かけをして、この訓練を一度で終わる事なく、継続して行く事

が大切だと思いました。

学び・気づき・実践が原動力となり、女性委員会を立ち上げる
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浪岡　貞蔵（三沢市淋代自主防災会　会長）

　先の初めての避難所設置、運営訓練は私たちにとって大きな財産となりました。あの大震災から私たち

の防災意識は確実に変わりました。海の近い土地柄、ふだんの地震発生時もすぐ津波を想定していまし

た。しかしながら逃げるまでの行動はあまりありませんでした。

　千年に一度と言われるあの悲惨な大震災被害の貴重な映像が後世に残されました。辛く悲しいけれど、

被害に遭われた方々に心を寄せながら、自分たちはどのような行動をすべきか学ばせていただいておりま

す。

　私たちには避難行動でも沢山の課題があります。どこまでも平地で、高い山や建物もありません。避難

所は車でないと行けない遠くにあります。「時間をかけないで、すぐ遠くに逃げる」「隣近所に声をかけな

がら逃げる」「日頃から援助を必要とする世帯を把握しておく」「津波てんでんこを倣う」「消防団等組織

の力を借りる」。この事等から毎年の避難訓練を、意識を持って何回も何回も重ねる事で、老若みんなで

助け合いたいと思います。

　先の避難所設置、運営訓練への主に女性たちの熱意は、日頃の不安を少し払拭してくれました。先生方

のご指導の下、与えられた自分の役割で何かできるものはと知恵を出し合って行動している姿に希望を持

ちました。

　食事の準備でも年配の方々、若い方々それぞれが戸惑いながらも質問し合って、良い結果を出しており

ました。それぞれの心の中に、「私にできる事をして差し上げたい。力を出してみたい」という思いを誰

もが持っており、出すチャンスを待っていたのだなと感じました。

　男女問わず、どの年代に対しても貴重な訓練機会の場をつくり、一人ひとりが力を発揮できる場をつ

くっていくのが、組織の中の自分の役割かなと大いに思いました。この先、子どもから老人まで細やかに

心を配って、一人として困ることのない町内にしたいと思います。

　先日、町内のおばあちゃんから嬉しいことを聞きました。道で会った訓練に参加した若い方から、今ま

では軽い会釈で終わっていたのに、「訓練時はお世話になりました。とても良かったし楽しく良い経験を

させてもらいました」と声をかけられたというのです。大事な経験は次世代に語り継いで教えていきたい

と思います。

潜在的能力発揮の場づくりが私の役目




