
「東浦町みんなで防災」＜その５＞

「子連れ防災」
明るく、楽しく、元気よく！

名古屋市港防災センター 防災教育アドバイザー
前ＪＩＣＡ（国際協力機構）防災教育担当専門家

近 藤 ひ ろ 子



自己紹介１
（１９７３～２０１１…愛知県内の小中学校で教職）

２００３年＜知多郡美浜町立布土小学校＞

◎愛知県教育委員会より防災教育の研究委嘱

２００４年＜同 布土小学校＞

◎文部科学省より防災教育の研究委嘱

２００７～２０１１.３月＜常滑市立鬼崎北小学校＞

「避難所生活体験講座」「防災体験講座」等を実施

＜コンセプト＞

★「命の教育」としての「防災教育」

★学校・家庭・地域が連携した地域ぐるみの防災



自己紹介２
２０１１．７月～２０１６．３月
＜名古屋大学減災連携研究センター＞

２０１６．４月～

＜名古屋市港防災センター＞

（ ２０２１ 「東浦町防災マップ（2021発行）」監修）

※ ２０１２～ 愛知県教育委員会の依頼を受け

以下の事業等に、アドバイザーとして関わる

◎文部科学省実践的安全教育モデル事業

◎文部科学省学校安全総合支援事業

◎「あいちの防災教育マニュアル」作成



自己紹介３
２００５＜ＪＩＣＡより、モルディブ国へ＞

◎「地域ぐるみの防災教育」支援

２００６～２０１４＜ＪＩＣＡより、タイ国へ（８回）＞

◎「タイ国防災能力向上プロジェクト」（防災教育）

２０１２・２０１３＜ＪＩＣＡより、ブラジル国へ＞

◎ブラジル国政府・各州政府の行う防災教育の

計画・内容について、アドバイス・支援

２０１６＜ＪＩＣＡより、チリ国へ＞

◎「中南米防災人材育成拠点化支援プロジェクト」

２０１５～２０２１＜ＪＩＣＡより、ミャンマー国へ＞

◎「ミャンマー国初等教育カリキュラム改訂プロジェクト」





「東浦町防災マップ」が
お手元にない方は
下のところで もらってね！

・役場 防災危機管理課
・各区のコミュニティセンター
・『イオン東浦』内の

「東浦町行政サービスコーナー」



じしん つなみ

地震 津波

たいふう おおあめ こうずい

台風 大雨 洪水
かみなり たつまき

雷 竜巻

さいがい

災害
にほん

日本は
おお くに

の多い国



＜防災＞

★「命を守る」

＋

★「みんなといっしょに

生き延びていく」



今はラッキーにも 「災害前」

みなさん一人一人が
★防災に、自分から取り組む
★防災のことをまわりに伝える

…ひとりが５人に伝えると
「防災」は、５倍になる！…



東浦町には
どんな危険があるの？
それらの危険の中で
「命を守る」ために

どうするの？



地震についての詳しい内容は
「東浦町みんなで防災」
＜その１＞で
お話ししています。
どうぞ そちらを
ご覧ください。



「南海トラフ巨大地震」
（なんかいトラフ きょだいじしん）

イメージ されている こと

◎はじめの ゆれが、

５～６分 続く

◎ゆれが、

つぎつぎに くる
イメージ



♪ぞうさん♪
ぞうさん ぞうさん

おはなが ながいのね

そうよ かあさんも🐘
ながいのよ



南海トラフ巨大地震

東浦町では？

・震度 7

・家屋の全壊・焼失

５，１００棟

・死者数 ３００人





１ページ 「南海トラフ地震東浦町被害予測」
（理論上最大想定モデル）



１ページ 「南海トラフ地震東浦町の震度分布図」



２ページ「震度と揺れの大きさ」





じしん

地震が おきると まわり に あるもの が

たおれます



おちます

われます



ケガを しないように
しましょう



「身を守る姿勢」Ａ

＜机などがあるとき＞

◎頭からもぐる。

◎机の脚を両手で

しっかり持つ。

◎ひざをつける。

≪正座スタイル≫



つくえ の あし
をもちます

床に
すわります

ゆか

頭は つくえ
の した

あたま



「身を守る姿勢」Ｂ
＜隠れるものがないとき＞

◎頭の後ろ・首の後ろを守る

…かばん・本などで。

何もなければ、手で

◎ひざをつけて、小さく しゃがむ

≪正座の、だんごむしスタイル≫

ゆれがおさまりきるまでは動かない！



かばん や 本で 頭を 守ります
ほん

かくれるものが ない ときは
あたま まも



じぶん て くび うし まも

自分の手で 首の後ろを 守ります

なにも ない ときは





＜家の中 「安全」合言葉＞

うごいてこない

たおれてこない

おちてこない





日頃からの備え
２６ページ 「地震時の家の中の安全対策」





家具のレイアウトも
見直そう！





外にいるときは、どうする？
大阪北部地震（震度６弱）＜ 2018.6.18（月）AM 7:58＞





＜外にいるときだったら？＞
◎きけんなものから、はなれる！

・ブロックべい・自動販売機・電柱など

◎切れた電線に注意！

◎車道に飛び出さない！

◎空き地や公園などに、にげる！

（看板やガラスがあぶない！）

◎地面の液状化（えきじょうか）に注意！







その時どうする？①
２ページ 「地震発生時の時間別行動マニュアル」



その時どうする？②
２ページ「こんな場所にいたらどうする？」



地震によって引き起こされる

津波・建物倒壊・液状化の
東浦町の危険度については
「東浦町みんなで防災」
＜その３＞で
お話ししています。
どうぞ そちらを
ご覧ください。



大雨・台風



東海豪雨＜名古屋市＞（2000.9.11～12）





東海豪雨＜東浦町＞（2000.9.11～12）





東海豪雨＜大府市＞（2000.9.11～12）



「雨量（うりょう）」って？（予報用語から）

「やや強い雨」… １時間に１０㎜以上～２０㎜未満

地面一面に水たまり

「強い雨」…１時間に２０㎜以上～３０㎜未満

＜🎤…どしゃ降り＞傘をさしていてもぬれる。

ワイパーを速くしても見づらい。

「激しい雨」… １時間に３０㎜以上～５０㎜未満

＜🎤…バケツをひっくり返したような雨＞

道路が川。山くずれ・がけくずれが起きやすい。

下水管から雨水があふれる。



「非常に激しい雨」… １時間に５０㎜以上～８０㎜未満

＜🎤…滝（たき）のように降る雨＞

傘はまったく役に立たない。

水しぶきであたり一面が白っぽくなる。

車の運転は危険。マンホールから水が噴出する。

土石流などが起こる危険性が高い。

「猛烈な雨」…１時間に８０㎜以上。

息苦しくなるような圧迫感があり、恐怖を感じる。

大規模な災害の発生する危険性が高く、厳重な

警戒が必要。



東海豪雨（2000.9.11～12）
＜１時間雨量＞
★名古屋市… ９７ｍｍ

（9/11 18:06～19:06）

★東海市……１１４ｍｍ
（9/11 18:00～19:00）

★東浦町……   ９３ｍｍ
（9/11 21:00～22:00）



東海豪雨被害＜東浦町＞
◎家屋
・全壊…………２棟
・一部損壊…５棟
・床上浸水…４２４棟
・床下浸水…２４８棟

◎被災世帯…１４，４６３世帯
（罹災率…４．６９％）





１０ページ「洪水ハザードマップ」





「洪水ハザードマップ」には
排水路のはん濫などによる
「内水はん濫」のハザードは
入っていないよ。
洪水ハザードマップ以外の
場所でも
はん濫することが
あるよ。

注意！注意！



アンダーパス（大府市）



ブレイクハンマー



大雨
⇊

土砂災害





「大雨」⇒がけ崩れ、土石流、地すべり
６ページ「危険な土砂災害」



伊勢湾台風
(1959年9月26日（土） 21:30)
◎死者・行方不明者 ５，０９８人
（愛知県：3,260人 三重県：1,281人 岐阜県：104人）

◎浸水 ３６３，６１１棟

◎家の全壊 ４０，８３８棟





「台風の強さ」⇒時速にすると…？
５ページ「台風の情報」



７ページ「（台風などによる）高潮浸水想定」



Q.★ 風水害

左の絵の2人は、
ケガをしてしまうかもしれない！

なぜ ケガをしてしまうのかな？

みぎひだり







その時どうする？
８ページ 「避難行動のポイント」



「警戒レベル４」までに必ず避難！
６ページ「避難情報…」



２９・３０ページ「マイタイムラインとは…」



裏表紙「……家のマイタイムライン」



日頃からの備え
２５ページ 「家の周囲の安全対策」



地区別マップには
各地区の情報が
載ってるよ。
家族で
見ておこうね！



１３・１４ページ「緒川地区」







１７・１８ページ「石浜地区」















どこへ避難する？
「洪水」 「津波」「地震」「火事」

などにより、避難するところを
変えた方がいいよ。

どこに避難するかを、

家族で考えておこうね！



避難（ひなん）
どうする？



①避難場所＜外＞
※にげるための 場所

（学校などのグラウンド・公園）

【非常持ち出し品】

②避難所＜建物の中＞
※避難（ひなん）した ひとが

集まって くらす 場所

（学校・役所など）

【備蓄品】





日頃からの備え
２８ページ 「防災用品を準備しましょう」







乳幼児のための非常持ち出し品（例）
☆医療証 ☆薬（子供用一般薬） ☆ほ乳瓶

☆おもちゃ ☆タオル ☆ビニール袋（大・小多めに）

★肌着等 ★粉ミルク（液体ミルク） ★菓子

★ベビーフード（すぐに食べられるビンタイプ）

★水（ミルク用・飲料用）☆食器（スプーン・ストロー・紙コップ）

☆授乳ケープ（←プライベートスペースがない）

☆だっこひも ☆ガーゼ（多めに） （☆歯ブラシ）

☆紙おむつ ☆おしりふき ☆新聞紙

＜※肌着等…ワンサイズ大きいものを

ジャストサイズになったら、普段使いに＞

＜※粉ミルク・ベビーフード等…ローリング・ストック方法で＞







「防災」は続かなければ
意味がない

想定は厳しく
防災の取り組みは
「明るく、楽しく、元気よく！」
（・自分もできた喜び ・つながりあえた喜び）

家族同士でつながりあって
楽しく取り組んでいきましょう！
＜ふだんの生活の中で＞



ここから始めましょう！

アイディア！
アイディア！
アイディア！

＜まわりの人にも伝えましょう！＞



＜アイディア①＞
「非常持ち出し品」

…リュックに加えて
「ポケットがいっぱいのベスト」も
いいよ！
（ベストを身につけた後）
・リュックも背負える
・おんぶもできる



防災ベスト（前）



防災ベスト（後ろ）



＜アイディア②＞
「備蓄品」（7日分～１０日分）

★Ａ（１～３日）・Ｂ（４～７日）・

Ｃ（８～１０日）に分けておくと

保管しやすく、取り出しやすい

★Ａ（１～３日） には

「キャスター付きトランク」を使おう！
（⇒雨に強い、いす・机になる、運びやすい）



「備蓄品」は、キャスター付きトランクに！



＜アイディア③＞
風呂敷（スカーフ）の活用

～いろいろなものの代わりになりますよ～

◎敷物 ◎防寒・雨除け

◎リュック・手さげ袋

◎だっこひも ◎三角巾

◎ロープ ◎カーテン

◎救援用の旗 ｅｔｃ



「風呂敷リュック」



＜アイディア④＞
水が出ない中で、家のトイレを使う！

＜用意しておくとよいもの＞

◎大き目の黒いポリ袋（できるだけ多く）

◎ベビー用紙おむつ

（紙おむつは半分に切って、１回分に）

◎マスキングテープ

（一重目のポリ袋を留める）

◎臭わない袋



防災グループ「トイレの自由」







＜アイディア⑤＞

…自分の家で「避難生活」のとき…
①冷蔵庫の中の物＜１～２日＞

②冷凍室の中の物＜３～４日＞

③カップラーメン、レトルト食品（カレー、ご飯など）

そうめん、スパゲティ、缶詰等＜５～６日＞

④アルファ米、乾パン、クラッカー等＜７日～＞

※カセットコンロ（カセットボンベは予備を多く）・
水の準備をお忘れなく！（カセットガス１本…

１．２ℓのやかん６杯分のお湯しか沸かせない）



アルファ米・ビスケットなどは、最後！



＜アイディア⑥＞
なべ・さらを洗う水がもったいない！

熱に強いポリ袋を使って、料理する

★離乳食 ★炊き込みごはん

★むしパン ★サバの味噌煮

★カレー ★リゾット

★スパゲティ ★チキンライス

★肉じゃが ★スープ ｅｔｃ



耐熱ポリ袋（例）



例① ツナじゃが （２人分）

◎じゃがいも…小１個

◎にんじん……１/４本

◎たまねぎ……小１/２個

◎ツナ缶……… １缶

◎すきやきのたれ…大さじ２（３０ｃｃ）

★耐熱ポリ袋にいれたものを

ご飯と同じ時間（３０分）煮る



例②簡単炊き込みご飯（２人分）

◎米………………１６０ｇ（１合）

◎まつたけのお吸い物…２袋

◎水……………… ２００ｃｃ

◎さくらえび……小さじ２（４ｇ）

◎焼きのり………小２枚
★耐熱ポリ袋に入れて 少しおいてから

３０分煮る。お湯から出し、１０分蒸らす。



例③たまねぎ和風スープ（２人分）

◎たまねぎ……小１/２個

◎めんつゆ（２倍濃縮）

……大さじ２

◎水………………大さじ３

★耐熱ポリ袋にいれたものを

ご飯と同じ時間（３０分）煮る



例④切り干し大根のあえもの
（２人分）

◎切り干し大根……３０ｇ

◎塩こんぶ…………… ５ｇ

◎水………………………１００ｃｃ
★切り干し大根は、もどす前に

キッチンばさみで細かく切っておくと

もどしやすく食べやすい



非常食づくり 必需品
◎カセットコンロ・カセットガス（多めに準備）

（カセットガスは、１本でおおよそ1時間くらい）

◎キッチンバサミ ※包丁・まな板を洗う水がない

◎キッチンポリ袋（煮る・ゆでる・まぜる・漬ける）

＜熱湯に入れても大丈夫な耐熱ポリ袋＞

◎ラップ ◎アルミホイル ◎ビニール手袋

◎除菌用ウエットティッシュ

◎三角コーナー用ごみ袋 ◎広告紙

◎クッキングシート





日頃からの備え
２８ページ 「防災用品を準備しましょう」



＜アイディア⑦＞…「ローリングストック」
備蓄食品をくるくる食べちゃおう！

いつ、くるくる食べる？
アイディア１： 「非常食ランチパーティ」の日を決めて

その時に楽しく工夫して食べる

仲良しファミリーで一緒にやると楽しいよ！

（例：毎月第１日曜日）

アイディア２：給料日前の週を「備蓄品消費週間」

にして、食べる

アイディア３：月末に賞味期限を確認して、「アイデ

ィアメニュー」を決めて、食べる



「ローリングストック」の備蓄品として
賞味期限１年か半年の食品を含めると
かなりいろいろなものが備蓄品になりますよ！

★賞味期限１年（以上）の食品（例）

…米、そうめん、マカロニ、スパゲティ、

カレー粉、のり、ふりかけ、コーンフレーク

粉末スープ、パスタソース、かんづめ

★賞味期限半年の食品（例）

…即席ラーメン、常温保存できる漬物、きなこ

切り干し大根、塩昆布、さきいか



＜アイディア⑧＞
コロナ対策
⇒大判ハンカチの「マスク」

＜アイディア⑨＞
広告・新聞紙を使って

◎ざぶとん

◎さら・コップ ◎スリッパ



コロナ対策⇒ハンカチマスク















新聞紙・広告紙で作る座布団







広告紙で作るコップ



広告紙で作る食器





新聞紙（広告紙）で作るスリッパ



＜アイディア⑩＞防災ポーチ
★LEDライト ★ホイッスル ★マスク

★除菌ウエットティッシュ ★ばんそうこう

★ティッシュ ★携帯トイレ ★ナプキン

★ゴム手袋 ★あめ ★裁縫セット

★つまようじ ★輪ゴム ★ポリ袋（大・小）

★カッターナイフ ★筆記用具

★保険証コピー ★貯金通帳コピー
★おくすり手帳コピー

★風呂敷（スカーフ） ｅｔｃ



防災ポーチ













＜アイディア⑪＞

お子さんにも、非常用持ち出し品を！
※おとなが手に持つものが減る

→安全度がアップ

バスタオルで作る防災頭巾

＜中身例＞
・肌着 ・パンツ ・ハンカチ ・マスク
・ティッシュ ・ゴム風船 ・ポリ袋
・家族の写真
（裏面に住所・名前・電話番号を書いておく）

etc



子ども用手作り防災頭巾





＜アイディア⑫＞

…ファミリー＆ファミリーで…

休日「非常食ランチパーティ」
＜水道・電気・ガスが止まったという想定で、

非常用飲料水・カセットコンロ・熱に強いポリ袋

などを準備＞

保存食を持ち寄って、工夫して調理する。

（マカロニ・缶詰・粉末スープなども）

（「ローリングストック」のチャンス！）

「デイキャンプ」感覚で楽しく！



＜アイディア⑬＞

…ファミリー＆ファミリーで…

休日「防災ウオーキング」
非常用おやつを持って、危ないところさがし

避難のルート、避難場所・避難所などを確認

★地震が来たら？ ★「大雨・台風だったら？

※親子離れ離れになったときの集合場所

（複数）さがし

※家族同士で、声をかけあうことを確認



＜アイディア⑭＞
「春分の日」「秋分の日」を活用しよう！

（・祝日 ・気候がいい）

◎休日「非常食ランチパーティ」

食べて、補充（ローリングストック）

◎休日「防災ウオーキング」

◎非常用の衣服などの入れ替え
春分の日→冬物から春・夏物へ

秋分の日→夏物から秋・冬物へ



☆大事な人が亡くなる！
☆大事なものがなくなる！
☆大事なことができなくなる！

そうならないために…

災害前の今のうちにできることを

みんなで考えていきましょう！

みんなでやっていきましょう！



＜支援力と受援力＞

★支援力（助け上手）

＜命・支え合い・自ら動く＞

＜「お互いさま」「ありがとう！」＞

☆受援力（助けられ上手）



「みんなといっしょに生き延びて
いく」ための第一歩は？

「おはよう！」「こんにちは！」
声かけ合える
顔の見える、関係づくり
最後の最後、頼りになるのは、

人の力、人とのつながりあい
みんなでいっしょに、力を合わせて

生き延びていきましょう！



地区自主防災会・コミュニティの
防災イベントにも
東浦町の防災フェア・
防災イベントにも、
みんなで
参加しようね！
合言葉は
「明るく、楽しく、元気よく」だよ！





東浦町が作成した(2021.12)

「防災マップ
～大切な人を守るために～」

いい情報がいっぱいです！
見てみましょう！
読んでみましょう！
「家族の命」を守るために
話し合ってみましょう！



みんなの

笑顔と命の

ために…

いっしょにがんばっていきましょう！


