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　　　巻 頭 言

環境保全センター長　藤　井　　　聡　　

　平成23年３月11日に、東日本全体を襲った大地震および大津波により、東北地方の太平洋

沿岸部は壊滅的な被害を受けました。山形大学環境保全センターは飯田キャンパス内にあり

ます。この数年は医学部内の研究棟および講義棟に、耐震補強工事が間断なく施されている

ためか、常に工事車両が出入りし、雑然とした雰囲気の中にあります。

　東日本大地震や引き続き発生した余震は、海底深くのプレート境界の歪みが広範囲にわ

たって開放され、境界が破壊されたことにより生じたものであるといわれています。さら

に、大地震後は直下型地震が各地で頻発しています。直下型地震は「陸域の浅い場所を震源

とする地震」で、東日本大地震が陸上の断層にも大きな歪みを与えたためであると推測され

るものがあります。

　山形県には、庄内平野東縁、新庄盆地、山形内陸盆地、長井盆地西縁の各活断層があり、

これらは、近い将来に直下型地震を引き起こす危険があるといわれていました。

耐震補強後の医学部基礎棟
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　文部科学省は地震調査研究推進本部地震調査委員会を設置し、平成14年５月に山形盆地断

層帯の長期評価を公表しました。さらに、平成17年11月に予測精度を向上して実施した補完

調査の結果に基づき長期評価を改訂しました。これら評価に基づき、平成19年８月に山形県

総務課危機管理室は、各活断層のうち山形盆地活断層が直下型地震を起こす危険性が高い

と、注意を促しています。具体的に山形盆地に直下型地震が発生するとして、以下の規模の

地震が少なくない確率で発生すると警告しました。

　茨　北部の地震規模はマグニチュード7．3、今後30年以内の地震発生確率は0．002％～８％

　芋　南部の地震規模はマグニチュード7．3、今後30年以内の地震発生確率は１％

　鰯　山形盆地断層帯全体が同時に活動する場合の地震規模は、マグニチュード7．8

　これらは、東日本大地震発生前に予測された数字であり、大地震が各活断層に与えた影響

についての評価は未だなされていません。今後の地震発生に備えることは、本学の環境保全

の基本にあると考え、「環境保全」の今号に本学地域教育文化学部八木浩司教授をお招きし、

「山形の活断層を読み取る」との題で御寄稿いただきました。

　当環境保全センターは学内の環境保全業務を遂行するのみならず、環境問題の研究・教育

拠点として学内外に情報を発信する役割を果たすことを目的に活動しています。そこで、本

学教育実践研究科村山良之教授をお招きし、「学校の安全と防災教育」について御寄稿いた

だきました。

　環境保全センターでは想定外の事象に備えることが危機管理の基本であると考え、情報を

発信し続けてゆく所存です。皆さま、本年も宜しくお願い申し上げます。

　　　平成27年１月30日
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センター業務報告

１．年度別実験廃液発生量の推移
２．平成25年度の部局別廃液発生量
３．平成25年度の廃液の内訳
４．第32回大学等環境安全協議会総会・研修会参加報告
５．第30回大学等環境安全協議会技術分科会参加報告
６．職場労働安全衛生に関する取り組み

１．年度別実験廃液発生量の推移

　平成元年度から平成25年度までの25年間におけ

る、学内から排出された実験廃液の発生量を「グ

ラフⅠ廃液発生量の推移」に示します。

　有機系廃液の発生量は、平成元年度から平成４

年度まで、約2，000渥前後とほぼ横ばい状態でし

たが、平成５年度から著しい増加傾向を示し、

平成15、16年度には約22，000渥に、18年度には

22，700渥に達しました。平成16年度から平成20年
度は20，000±約2，000渥で推移してきましたが、

平成21年度以降は約23，000渥となり、24年度には

約28，000Lと増加しています。今後も、増減を繰

り返しながらも漸増していくことが予想されま

す。

　無機廃液の発生量は、平成５年度の約7，700渥
をピークに、平成７年度から12年度には約3，000
渥で推移していましたが、平成13年度以降は、

16、17年度に若干減少したものの約5，000渥とな

り、23、24年度には約7，000渥と増加しています。

有機系廃液同様漸増する傾向が見られます。
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２．平成25年度の部局別廃液発生量

　平成25年度における部局別廃液の発生量を棒グ

ラフにして示します。グラフⅡが「平成25年度無

機廃液発生量」、グラフⅢが「平成25年度有機廃

液発生量」です。

　無機廃液の部局別発生量は、全学合計5，176渥
の内、工学部が3，534渥（全体の68．3％）、農学

部1，456渥（28．1％）、地域教育文化学部73渥
（1．4％）、理学部69渥（1．3％）、医学部23渥
（0．5％）、附属学校21渥（0．4％）、附属病院0．2

渥（０％）でした。

　有機廃液の部局別発生量は、全学合計26，233 
渥の内、工学部が22，512渥（全体の85．8％）、農

学部1，620渥（6．2％）、附属病院846渥（3．2％）、

医学部613渥（2．3％）、理学部571渥（2．2％）、地

域教育文化学部53渥（0．2％）、付属学校18渥
（0．1％）でした。無機廃液はその大部分が工学

部と農学部からの発生量となっており、有機廃液

の大部分が工学部からの発生量となっています。

  無機廃液の部局別発生量は、全学合計 5,176ℓの内、工学部が 3,534ℓ（全体の 68.3％）、農学部 

1,456ℓ（28.1％）、地域教育文化学部 73ℓ（1.4％）、理学部 69ℓ（1.3％）、医学部 23ℓ（0.5％）、

附属学校 21ℓ（0.4％）、附属病院 0.2ℓ（0％）でした。 
有機廃液の部局別発生量は、全学合計 26,233 ℓの内、工学部が 22,512 ℓ（全体の 85.8％）、農

学部 1,620 ℓ（6.2％）、附属病院 846ℓ（3.2％）、医学部 613ℓ（2.3％）、理学部 571ℓ（2.2％）、

地域教育文化学部 53ℓ（0.2％）、付属学校 18ℓ（0.1％）でした。無機廃液はその大部分が工学部と

農学部からの発生量となっており、有機廃液の大部分が工学部からの発生量となっています。 
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３．平成25年度の廃液の内訳

　種類別の廃液発生量百分率を円グラフで示しま

す。グラフⅣが「平成25年度無機廃液の内訳」、

グラフⅤが「平成25年度有機廃液の内訳」です。

比較するため、平成24年度のグラフをその下に示

しました。

　無機廃液は、発生量の多い順に酸及びアルカリ

廃液41．8％、重金属系廃液39．2％、ホウ素廃液 
9．1％となっています。写真廃液は、分類変更に

よりグラフが出ていませんが、現像液・定着液合

わせて182渥でした。

　有機廃液の廃液発生量は26，233渥となり、昨年

度と比較し減少しています。廃液の分類別では、

最も発生量の多かったのがハロゲン系有機廃液で

9，997渥、次が可燃性廃液（炭化水素系溶剤）で

9，584渥、三番目が難燃性廃液で4，848渥でした。

分類別廃液発生量の割合はここ10年ほどほぼ同様

の傾向が見られ、平成16年度以降、ハロゲン系有

機廃液と可燃性廃液（炭化水素系溶剤）で全体の

７割以上を占めています。

グラフ Ⅳ　平成25年度　無機廃液の内訳

3. 平成 25 年度の廃液の内訳 
  種類別の廃液発生量百分率を円グラフで示します。グラフⅣが「平成 25 年度 無機廃液の内訳」、

グラフⅤが「平成 25 年度 有機廃液の内訳」です。比較するため、平成 24 年度のグラフをその下

に示しました。 
  無機廃液は、発生量の多い順に酸及びアルカリ廃液 41.8％、重金属系廃液 39・2％、ホウ素廃液

9.1％となっています。写真廃液は、分類変更によりグラフが出ていませんが、現像液・定着液合わ

せて 182ℓでした。 
  有機廃液の廃液発生量は 26,233 ℓとなり、昨年度と比較し減少しています。廃液の分類別では、

最も発生量の多かったのがハロゲン系有機廃液で 9,997ℓ、次が可燃性廃液（炭化水素系溶剤）で

9,584 ℓ、三番目が難燃性廃液で 4,848ℓでした。分類別廃液発生量の割合はここ 10 年ほどほぼ同様

の傾向が見られ、平成 16 年度以降、ハロゲン系有機廃液と可燃性廃液（炭化水素系溶剤）で全体

の 7 割以上を占めています。 
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４．第32回大学等環境安全協議会総会・研修会

参加報告（大津 芳）

　標記総会・研修会に参加した。また、前日に開

催された「廃棄物管理研修（基礎編）」に出席し

た。合わせて報告したい。

大学等環境安全協議会実務者連絡会　廃棄物管理

研修（基礎編）

　日時：2014年７月23日（水）13：30－16：50
　場所：広島大学東広島キャンパス

　本部棟４階会議室

　プログラム

　13：00　開場、受付開始

　13：30　廃棄物処理基礎（法律編）

　　　　　　　　　　川上　貴教（北海道大学）

　14：40　廃棄物処理委託の注意点（実務編）

　　　　　　　　　鈴木　一成（浜松医科大学）

　15：50　実験排水管理基礎

　　　　　　　　　　　秋吉　延崇（岡山大学）

コメント：

　北海道大学の川上准教授は、「実験室での試薬

の取り扱いに関する法令と実務（Ⅰ）」をテキス

トに使い、廃棄物処理に関する法律をわかりやす

く解説した。

　特に、特別管理産業廃棄物の定義、廃液等を

外部委託処理する際の大学側の責任（排出者責

任）、廃棄物処理業者選びの際の注意点、処理業

者を現地確認する際のポイントなどについて有用

な情報が得られた。

　浜松医科大学医療廃棄物処理センターの鈴木技

術専門員は、同大学で行っている廃液収集や外部

委託を実例に挙げ、廃棄物処理実務における注意

点を解説した。特に、廃液の分類や廃棄物処理業

者の現地確認の際に使うチェックシート例、感染

性廃棄物か否かの判別法などが参考になった。

　岡山大学安全衛生部の秋吉主任は、同大学にお

ける実験排水管理について解説した。山形大学に

おいては実験排水が直接下水道に入るため岡山大

学の管理法をそのまま適用することはできない

 
 
 
 

4. 第 32 回大学等環境安全協議会総会・研修会参加報告（大津 芳） 

 標記総会・研修会に参加した。また、前日に開催された「廃棄物管理研修（基礎編）」に出席した。

合わせて報告したい。 
 
大学等環境安全協議会実務者連絡会 廃棄物管理研修（基礎編） 
日時：2014 年 7 月 23 日（水）13:30-16:50 
場所：広島大学東広島キャンパス 本部棟 4 階会議室 
 
プログラム 
13:00 開場、受付開始 
13:30 廃棄物処理基礎（法律編）  川上 貴教（北海道大学） 
14:40 廃棄物処理委託の注意点（実務編）  鈴木 一成（浜松医科大学） 

15:50 実験排水管理基礎  秋吉 延崇（岡山大学） 
 
コメント： 

 北海道大学の川上准教授は、「実験室での試薬の取り扱いに関する法令と実務（Ⅰ）」をテキストに

使い、廃棄物処理に関する法律をわかりやすく解説した。 

特に、特別管理産業廃棄物の定義、廃液等を外部委託処理する際の大学側の責任（排出者責任）、廃棄

物処理業者選びの際の注意点、処理業者を現地確認する際のポイントなどについて有用な情報が得ら

れた。 

 浜松医科大学医療廃棄物処理センターの鈴木技術専門員は、同大学で行っている廃液収集や外部委

ハロゲン系廃液
10,647.0Ｌ

37.4%

可燃性廃液

9,884.3Ｌ

34.8%

難燃性廃液

5,327.5Ｌ
18.7%

含窒素系有機物
940.0Ｌ
3.3%

廃 油
911.3Ｌ
3.2%

含硫黄系有機物
296.0Ｌ
1.1%

重金属含有有機廃
液 268.0Ｌ

0.9%
特殊引火性物質含

有廃液
169.0Ｌ

0.6%

グラフⅤ 平成２４年度 有機廃液の内訳
グラフⅤ　平成24年度　有機廃液の内訳
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が、排水管理の重要性について理解することがで

きた。

第32回大学等環境安全協議会総会・研修会

　日時：2014年７月24日（木）13：00－18：00
　　　　　　　７月25日（金）９：00－12：00
　場所：広島大学サタケメモリアルホール

（東広島キャンパス）

７月24日（木）

　12：00　受付開始

　13：00　挨拶

　　大学等環境安全協議会　会長　　山田　　悦

　　文部科学省大臣官房文教施設企画部

　　　　　　　　　参事官　山川　昌男（代理）

　　広島大学　　　　　　　学　長　浅原　利正

　13：15　大学等環境安全協議会総会 
　１．平成25年度事業報告・平成25年度決算報

告

　２．平成26年度事業計画・平成26年度予算案

　３．会則改正

　４．技術賞・功労賞の受賞者　選考経過報告

　５．授賞式

　　６．その他

　14：00　実務者連絡会総会　 
　　１．平成25年度事業報告・決算報告

　　２．平成26年度事業計画・予算案

　　３．その他

　14：45　協議会賞受賞挨拶・技術賞受賞講演

　　　　　・功労賞受賞挨拶　

　15：45　特別講演

「瀬戸内海の水底質環境と生態系修復技術」

　　　　広島大学大学院生物圏科学研究科

　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　民次

　17：30　事務連絡

　17：45　懇親会場 学士会館２Ｆレセプション

ホール

　18：00　挨拶

　　　大学等環境安全協議会　会長　山田　　悦

　　　広島大学　　　　　　　理事　松ケ迫和峰

  　　　　　

７月25日（金）

　９：00　プロジェクト報告

「実験廃液中水銀測定用イムノクロマトの開発

のための基礎研究」

　　　熊本県立大学環境共生学部　　有薗　幸司

「実験研究施設における耐震対策の合理的指針

策定」

　大学実験室における室内物品地震対策ガイ

ドラインの策定

　　東北大学工学研究科健康安全管理室

　　本間　　誠

　　東北大学大学院環境科学研究科　吉岡　敏明

　10：00　特別講演

「大学キャンパスのエコミュージアム的な保全
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と活用」

　　広島大学大学院総合科学研究科　淺野　敏久

　11：45　事務連絡

　11：50　挨拶

　大学等環境安全協議会　副会長　　酒井　伸一

コメント：

　今総会で行われた講演・報告の中で、広島大学

の山本民次教授による「瀬戸内海の水底質環境と

生態系修復技術」に特に興味をひかれた。

　内容は、

・閉鎖性海域である瀬戸内海は、1960年台後半か

ら70年代にかけての高度経済成長期には、陸域

からの物質の負荷が増加し富栄養化が進行した

こと。

・これを受け、環境省が、1973年の瀬戸内海環境

保全臨時措置法に続き1978年に特別措置法を施

行したこと。

・これらの対策により水質が回復し、例えば大阪

湾や播磨灘の透明度が大きく改善したこと。

・しかし近年、ノリの色落ちが問題になるととも

にその他水産生物の生産量も大きく減少してお

り、「貧栄養化」として認識されるようになっ

たこと。

・特に、これまでは瀬戸内海全域を１つの閉鎖性

海域として、全体に一律の流入負荷削減を行っ

てきたため、大阪湾以外の西部海域での貧栄養

化が著しいこと。

・閉鎖性海域、とくにその沿岸・河口部では有機

物の堆積が極めて早く進み、また、海水には硫

酸イオンが含まれるため、還元的な底泥中では

有機物の嫌気分解（硫酸還元）によって硫化水

素が発生すること。

・硫化水素は生物にとって猛毒であるため河口域

の生態系は極めて貧弱である場合が多く、硫化

水素が還元物質であるため底層の貧酸素水塊形

成の原因にもなっていること。

・近年、アサリの生産量が急激に落ち込んでいる

が、この原因の１つが底質の劣化にともなう硫

化水素の発生であり、生息場が大きく縮小して

いること。

・硫化水素を低減させる材料として、カキ殻、石

炭灰、鉄鋼スラグ、などの産業副産物について

これまでさまざまな室内実験や現場実証試験を

行ってきたが、程度の差はあるものの、これら

すべて硫化水素を吸着あるいは酸化する効果が

あること。

　など、瀬戸内海の「貧栄養化」をテーマとする

山本教授のこれまでの研究についてのまとめであ

る。

　「富栄養化」のみが注目されていた時代に、瀬

戸内海における水産物生産量の落ち込みは「貧栄

養化」によるものではないのか？　との仮説をも

とに構築された学問体系は、非常に面白く重要な

視点であると思われた。データを虚心坦懐に解釈

することの重要性を再認識させる講演であった。

　以上　

５．第30回大学等環境安全協議会技術分科会参

加報告（大津 芳）

第30回大学等環境安全協議会　技術分科会

　日時：2013年10月23日（木）13：00－17：30
　　　　　　　10月24日（金）９：00－12：00
　場所：大阪大学コンベンションセンター

　　　　　　　　　（大阪府吹田市山田丘１－１）

10月23日（木）

　11：00　受付開始

　13：00　挨拶
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　　大学等環境安全協議会　　会長　山田　　悦

　　文部科学省大臣官房文教施設企画部

　　　　　　　　　　　　　参事官　山川　昌男

　　大阪大学　　　　理事・副学長　中村　信一

　13：15　特別講演 
　　「病気のリスクと薬」

　　　　　大阪大学大学院薬学研究科

（前理事・副学長）　土井　健史

　14：30　実務者連絡会企画プログラム

　　総合司会　荻野　和夫

（群馬工業高等専門学校）

　14：30－14：40
　　　はじめに「部門活動５年間のあゆみ」

　　　　　　　　　榊原　洋子（愛知教育大学）

　14：40－15：30
　　　安全衛生部門企画

　　　　　　　進行　　中山　政勝（静岡大学）

　　講演「大学における局所排気装置について」

　　　　　　　　　　川上　貴教（北海道大学）

　15：30－15：40　　休憩

　15：40－17：30
　　　廃棄物部門企画

　　「企画の説明及び九州工業大学の現状」

　　　　　　　　　中村　　修（九州工業大学）

　　講演「秋田大学の廃棄物処理の現状と課題」

　　　　　　　　　　　　武藤　一（秋田大学）

　　講演「新潟大学における廃棄物処理の

　　　　　　　　　　　　　　　変遷と課題」

　　　　　　　　　　　　大泉　学（新潟大学）

　　講演「廃棄物処理の現状報告

　　　　　～アンケート結果からの知見～」

片岡　裕一（福井高専）

　　質疑応答：会場とのデスカッション

　17：30　事務連絡

　18：30　懇親会　千里阪急ホテル

　　　　　　　　西館２階「クリスタルホール」

　挨拶　大学等環境安全協議会

　　　　　　　　　　　　　　会長　山田　　悦

　　　　　大阪大学　理事・副学長　相本　三郎

10月24日（金）

　９：00　特別講演

「大阪大学保育施設：安全な環境作りと

　　　運営について」

　　　大阪大学名誉教授（大阪大学男女

共同推進オフィス）　則末　尚志

　10：30　プロジェクト中間報告 
「国内外大学の環境・サステナブル

　　　教育ベンチマーキング研究」

　　　京都大学　浅利　美鈴

 

「複雑組成水試料中１，４－ジオキサンの分析

法と副生成物としての１，４－ジオキサンに

関する研究」

　　　　　　　　京都工芸繊維大学　布施　泰朗

「化学物質管理システムの利用向上への試み」

　　　　　沖縄科学技術大学院大学　田中　俊憲

　11：50　事務連絡



― 11 ―

　12：00　挨拶　大学等環境安全協議会

　副会長　井勝　久喜

コメント：

　今回の技術分科会で特に有用な情報は、廃棄物

処理委託先の技術レベルを評価するチェックリス

トが、「廃棄物処理外部委託のためのガイドライ

ン（平成14年大環協発行）」に掲載されていると

いうものであった。近い将来、冊子全体をPDF化
し大環協HPに掲載するとのことであったので、

次回以降の廃棄物処理施設視察時に大いに役に立

つであろうと思われる。スライドで示したが、外

注処理を進めるに当たり適切な委託先の選定が非

常に重要な要素となってくるため今後参考にして

いきたいと考える。

　個人的には、土井健史教授による特別講演「病

気のリスクと薬」が最も興味をひかれる講演で

あった。がんの治療に使われる「分子標的薬」の

開発と血液検査による精神疾患診断法の開発に関

する講演で、ともに世界最先端の状況がよく理解

できた。特に、後者の精神疾患診断法の開発は、

血中サイトカインの発現パターンを解析すること

により病的状態と境界領域状態の違いを識別でき

ることから、より早く適切な治療を行うことが可

能になるとともに、薬物治療を止めるタイミング

を知ることができ、非常に有用な検査方法と考え

られる。早期の実用化が期待される重要な検査法

であると思った。

　以上　

６．環境および労働安全衛生に関する取り組み

　当センターは、山形大学全学における環境安全

衛生および医学部キャンパスにおける労働安全衛

生を担保するための中心組織として位置づけられ

ている。平成26年度には、基礎棟排水口からの有

機溶媒臭事案、鳴沢川における魚大量死事案な

ど、職場および環境安全衛生における深刻な事案

が発生した。これら事案に係る当センターの活動

を報告する目的で、学部向けに発出した文書や委

員会に提示した報告書を以下にまとめる。
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平成２６年６月１０日

各 講 座 教 授 殿

飯田地区事業場安全衛生委員長

山 下 英 俊

環 境 保 全 セ ン タ ー 長

藤 井 聡

有機溶媒等の処理について（注意喚起）

日頃より労働安全衛生へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。

さて，去る平成26年5月21日に，遺伝子実験センターにおいて，下記のような有機溶媒

臭の問題が発生しました。

今のところ本事案の原因は明らかではありませんが，有機溶媒などを下水に流した場合，

水質汚濁防止法の規定により改善命令が出され，改善が見られない場合には6ヵ月以下の

懲役または50万円以下の罰金が科されます。また，いわゆる両罰規定が適用されることに

より，行為者を罰するほか法人等に対しても罰金が科される可能性があります。

上記罰則などを講座構成員に周知するとともに，今後この様な事案が発生しないよう注

意喚起をお願いいたします。

なお，ご不明な点等がある場合は，環境保全センター大津（内線 5142／PHS 6733）ま

でご連絡願います。

場 所：遺伝子実験センター3F 機器解析室

状 況：職員が作業中，流しからキシレンのような有機溶媒臭が強く感知されました。

センター構成員に確認したところ，有機溶媒を下水に流した事実はなく，また，

同センターの下水配管が基礎棟及び臨床棟の配管と繫がっていることから，基

礎棟若しくは臨床棟から有機溶媒が多量に廃棄された可能性があります。当該

実験室は，アフリカツメガエルを飼育しているため，流しに排水トラップを設

置していません。このことが，この部屋でのみ有機溶媒臭が感知された理由と

考えられます。
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平成２６年６月１０日

各講座教授・各部署の長・各研究室の実験責任者 殿

飯田地区事業場安全衛生委員長

山 下 英 俊

環 境 保 全 セ ン タ ー 長

藤 井 聡

発癌性物質を含む実験廃液の廃棄について（通知）

日頃より労働安全衛生へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。

さて，実験等で使用する臭化エチジウム（エチジウムブロミド）やDAB（ジアミノベン

ジジン），塩基性フクシンなどの化合物は発癌性物質であり，環境への拡散，漏洩は出来

るだけ避ける必要があります。

現在のところ法的な排出規制は適用されておらず，また，使用量も少ないことから，本

学ではこれまで実験廃液として収集・処理しておりませんでした。このため，実験室では，

次亜塩素酸処理後に下水に流す等の対策が行われてきましたが，この様な処理では発癌性

を中和することが出来ないといわれており，学生教育や研究，開発など社会への貢献を使

命とする大学の目的に鑑み，不適切な対応だったと言わざるを得ません。

そこで今年度より，上記の様な発癌性物質を含む実験廃液を収集し，外部委託により無

害化処理を行いたいと思います。

収集に係る分類番号は以下に示しますので，皆様には，ご面倒をおかけいたしますが，

ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

・無機系廃液：

無機系・酸及びアルカリ廃液（分類番号：I-10）」として，廃液処理依頼伝票と廃液

貯留容器カードに含有化学物質名とおおよその濃度を記入して提出する。

なお，処理費用は，18 L（ポリタンク1本）当たり3,000円となります。

・有機系廃液

センター大津（内線 5142／PHS 6733）までご照会下さい。
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平成２６年７月１０日

各 講 座 教 授 殿

飯田地区事業場安全衛生委員長

山 下 英 俊

環 境 保 全 セ ン タ ー 長

藤 井 聡

有機溶媒等の処理について（厳重注意）有機溶媒等の処理について（厳重注意）有機溶媒等の処理について（厳重注意）有機溶媒等の処理について（厳重注意）

日頃より労働安全衛生へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。

さて，去る5月21日に発生した遺伝子実験センターでの有機溶媒臭の事案に伴い，6月10

日付けで「注意喚起」を行いましたが，6月25日，電子顕微鏡室において再度同様の事案

が発生しました。（下記参照）

遺伝子実験センターでの聞き取りによれば，今年1月頃にも強い有機溶媒臭を感じたと

のことで，下水への大量の有機溶媒廃棄が繰り返し行われていることが疑われます。

1月頃の事案は，最近2回の事案と異なり，キシレン様臭ではなくフェノール/クロロホル

ム臭に感じられたとのことです。

ついては，事態は早急な改善を要しますので，本通達を講座全構成員，ついては，事態は早急な改善を要しますので，本通達を講座全構成員，ついては，事態は早急な改善を要しますので，本通達を講座全構成員，ついては，事態は早急な改善を要しますので，本通達を講座全構成員，

特に留学生や大学院生など実務経験の乏しい方に再度周知徹底し，有機溶特に留学生や大学院生など実務経験の乏しい方に再度周知徹底し，有機溶特に留学生や大学院生など実務経験の乏しい方に再度周知徹底し，有機溶特に留学生や大学院生など実務経験の乏しい方に再度周知徹底し，有機溶

媒などの実験廃液を下水に廃棄しないよう指導願います。媒などの実験廃液を下水に廃棄しないよう指導願います。媒などの実験廃液を下水に廃棄しないよう指導願います。媒などの実験廃液を下水に廃棄しないよう指導願います。

なおなおなおなお，，，，現在現在現在現在，，，，廃棄箇所を特定中ですが廃棄箇所を特定中ですが廃棄箇所を特定中ですが廃棄箇所を特定中ですが，，，，有機溶媒臭などを感じた場合は有機溶媒臭などを感じた場合は有機溶媒臭などを感じた場合は有機溶媒臭などを感じた場合は，，，，

速やかに環境保全センター（内線5142）まで連絡願います。速やかに環境保全センター（内線5142）まで連絡願います。速やかに環境保全センター（内線5142）まで連絡願います。速やかに環境保全センター（内線5142）まで連絡願います。

記

日 時：平成26年6月25日（水）午前9時30分頃

場 所：電子顕微鏡室内の暗室

状 況：・職員が入室したところ，キシレンのような有機溶媒臭が強く感知された。

・室内では有機溶媒を使用していない。

・当該暗室の流しには排水トラップが設置されているものの長期間使用していなか

ったため，水が枯渇しており機能を果たさなかった。加えて，常時換気扇が作

動しており，下水配管からの空気が室内に流入する状況にあった。

・下水配管は，基礎棟及び臨床棟からのものと繫がっており，基礎棟又は臨

床棟から多量の有機溶媒が廃棄された可能性が高い。
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平成 26 年 10 月 6 日 
 

各講座教授 殿 

 

飯田地区事業場安全衛生委員会 

 委員長    山下 英俊 

環境保全センター 

 センター長  藤井 聡 

 講師  大津 芳 

 

 

有機溶媒等の処理について （警告） 

 日頃より労働安全衛生へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

 さて，去る 6 月 25 日に発生した電子顕微鏡室での有機溶媒臭の事案に伴い，

7月 10日付けで「厳重注意」を行いましたが，今月 6日，分子病態学実験室に

おいて再々度同様の事案が発生しました（下記参照）。分子病態学実験室では

キシレンは実験等に使用しておらず、同実験室の配管部分にはほかの部分から

の廃液が流れ込んでおり原因は現在不明です。 

 ついては，事態は緊急の改善を要しますので，基礎棟の全講

座を対象に立ち入り検査を実施します。その際には，ご協力を

お願いします。 
  

日時：平成 26 年 10 月 6 日 午前 10 時半頃 

場所：分子病態学第 3実験室 

状況： 

・ 流しの排水管の水漏れを修理するために配管をはずしたところ，キシレン

のような有機溶媒臭が強く感知された。 

・ ガス検知管による簡易測定で，250 ppm 以上のキシレン系ガスが検出され

た。 

・ 上記ガスは臨床棟の排水管からは全く検出されなかった。 

・ 時間の特定はできないが，週末から当日朝にかけ，多量のキシレン系有機

溶媒が基礎棟流しに廃棄された可能性が高い。 

以上 
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平成 26 年 12 月 26 日 

 

基礎棟 3,4階廊下有機溶媒臭事案 

 

 環境保全センター 

     センター長  藤井 聡 

     講師     大津 芳 

 

日時：平成 26年 12月 12日 午後 4時 30分頃 

場所：基礎棟 3,4階廊下 

状況： 

・ 薬理学石井教授より、基礎棟 4階廊下で有機溶媒臭がするとの通報あり。 

・ 現地にて確認をしたところ、有機溶媒臭は廊下でのみ強く感知され室内ではほとんど感知されなかっ

た。 

・ 特に、3,4階の廊下および階段の踊り場で強く感知された。 

・ 周囲を確認したところ、実習棟 3階への渡り廊下入口に塗装直後の壁が見つかった。 

・ 未知ガス定性用検知管で測定したところ褐色に変色しアルコール系溶媒であることが判明した。（キ

シレン系は紫、直鎖状炭化水素は緑） 

    
       基礎棟 3階廊下                実習棟渡り廊下 

    

         張り紙                上；測定済み検知管、下；未使用検知管 

以上 
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平成 26 年 9 月 11 日 
 

医学部・医学部附属病院 

各講座等教授 殿 

各部門の長 殿 

各教職員 殿 

 

飯田地区事業場安全衛生委員会 

 委員長    山下 英俊 

環境保全センター 

 センター長  藤井 聡 

 

 

鳴沢川における魚大量死事案について（第１報） 

 

 

 9 月 9 日朝、医学部キャンパス西側を流れる鳴沢川において魚大量死事案が発

生いたしました。現在のところ原因は不明です。 

 

 医学部キャンパス全域で水道水として使用している井戸水原水の安全性につ

いては、現在慎重に調査中ですが、環境保全センターでは、附属病院を含めた

飯田キャンパス内の水道水について、9 月 10 日午後に、目視、味覚、嗅覚、お

よび聞き取りにより緊急に調査しました。その結果、現在のところ水道水の水

質に関し異常は認められておりません。 

 

 この件に関し、9月 8日から 10 日にかけ、又それ以外でも水道水（味、臭い、

色など）やキャンパス南側の雨水排水路の状況その他で異常を感じた方がおり

ましたら、環境保全センター（内線 5142）まで直ちにご一報をいただけるよう

お願いいたします。 

 

                 本件担当： 

                   環境保全センター 内線 5142 大津 

                   総務課労務担当  内線 5012 
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平成 26 年 9 月 12 日 
 

医学部・医学部附属病院 

各講座等教授 殿 

各部門の長 殿 

各教職員 殿 

 

飯田地区事業場安全衛生委員会 

 委員長    山下 英俊 

環境保全センター 

 センター長  藤井 聡 

 

 

鳴沢川における魚大量死事案について（第２報） 

 

 

 9月9日朝に発生した医学部キャンパス西側の鳴沢川における魚大量死事案に

ついて、昨日 9月 11 日に第一報を報告しましたが、最上側水系水質汚濁対策連

絡協議会（国土交通省山形河川国道事務所及び山形県河川砂防課）から、別紙

のとおり発表がありましたのでご報告いたします。 

 

 同協議会からは、別紙のとおり、「その後の水質調査及び河川巡視の結果、

新たな異常はみられなかった。」とのことです。 

 

 本事案は収束に向かっておりますが、引き続き、水道水（味、臭い、色など）

やキャンパス南側の雨水排水路の状況その他で異常を感じた方がおりましたら、

環境保全センター（内線 5142）までご一報いただけるようお願いいたします。 

 

 

 

                 本件担当： 

                   環境保全センター 内線 5142 大津 

                   総務課労務担当  内線 5012 
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平成 26 年 9 月 24 日 
 

鳴沢川魚大量死事案に係る生物学的急性毒性試験結果 

 
環境保全センター 

 センター長  藤井 聡 

 講師     大津 芳 

 

 9 月 9 日朝、医学部キャンパス西側を流れる鳴沢川において魚大量死事案が発

生しました。この件に係り、医学部キャンパス全域（体育館、環境保全センタ

ーを除く）で水道水として使用している井戸水原水の安全性を確認するため、9

月 11日から 12日にかけ、金魚を用いた生物学的急性毒性試験を行いました。 

 この結果、24 時間後でも金魚に全く異常が認められなかったことから、井戸

水原水に急性毒性のないことが確認されました。 

 試験開始直後 

 試験開始 4時間後 

 試験開始 24時間後 

写真左から、井戸水精水残渣（9/10採水）、病院厨房水道（9/11採水）、生

協食堂水道（9/11採水）、環境保全センター水道（9/11採水）。 
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平成 26 年 9 月 24 日 
 

鳴沢川魚大量死事案に係る毒劇物保管状況確認巡視結果 

 
環境保全センター 

 センター長  藤井 聡 

 講師     大津 芳 

 

 9 月 9 日朝、医学部キャンパス西側を流れる鳴沢川において魚大量死事案が発

生しました。この件に係り、9月 16日と 17日に医学科全講座、付属施設を対象

に毒劇物管理状況の確認のため巡視を行いました。 

 ほとんどの講座では下掲写真の様に概ね良好な管理状況でしたが、臨床系講

座の一部で保管庫に毒劇物シールの貼られていないところが見受けられました。

これらの講座には毒劇物シールを配布済みです。 

 

     生理学講座 

     遺伝子実験施設 
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平成 26 年 9 月 25 日 
 

医学部・医学部附属病院 

各講座等教授 殿 

各部門の長 殿 

 

飯田地区事業場安全衛生委員会 

 委員長    山下 英俊 

環境保全センター 

 センター長  藤井 聡 

 

 

毒劇物保管庫用シールの配布について 

 

 

 医学部キャンパス西側の鳴沢川における魚大量死事案に係り、9 月 16 および

17 日に毒劇物管理状況の視察を行いました。その結果、ほとんどの講座におい

て概ね良好な管理状況にあることが確認されましたが、臨床系の複数の講座で

保管庫に表示シールの添付されていない例が見受けられました。 

 この状況を受け、環境保全センターで保管庫用シールを購入いたしました。

もし必要な講座がありましたら、センター（内線 5142）までご一報いただける

ようお願いいたします。 

 

 

 

 

                  本件担当： 

                   環境保全センター 内線 5142 大津 
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東日本大震災レポート（再録：環境保全センター分）

１．災害発生時の防疫および給水維持能力の確保について

環境保全センター長　藤　井　　　聡　　

　　　講　師　大　津　　　芳　　

　災害発生時の防疫および給水については、医療

機関として組織的な能力を保つうえで最低限必要

である。山形大学医学部において、大災害が発生

し、外部からの給水および薬品供給が途絶した

際、相当な期間、貿易および給水を自力で行う必

要がある。防疫および給水に関して必要な機材・

薬品・燃料について述べる。とくに、薬品および

燃料の備蓄に関して法律上の制約があり、備蓄設

備の整備の必要性を述べる。

第１節　給水

　飲料水をはじめとする生活用水は、災害発生後

３日間分程度は確保する必要がある。大災害によ

り、外部水道施設が被災し、入院患者および職員

の飲料水供給を受けることができなくなったと

き、必要最小限の飲料水を供給して、患者保護を

図るために行う応急給水は学内の給水施設の活用

が。

１．給水設備

　現在、医学部校内に深井戸を水源とする水道

設備があり、井戸水は水源として水道法の基準

を満たしている。これを、次亜塩素酸を用いて

滅菌した上で、学内に飲料水として供給してい

る　（下写真）。

　生活用水を供給するに十分な水源として活用

できるので、大災害発生時にも給水能力の維持

が必要になる。

水道設備と次亜塩素酸およびエンジンポンプ
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２．災害時の対応

　電源が故障したり喪失した場合には、現有設

備による井戸水のくみ上げやタンクへの配水が

不可能になる。また、給水設備自体が被災する

場合も想定するべきである。その場合には、小

型のエンジンポンプ（前ページ）で井戸水をく

み上げた上、飲用に供給する場合には、次亜塩

素酸（™ピューラックス）を加え、残存塩素量

を測定しながら配給することになる（下写真）。

  

　３．必要物資とその備蓄

　①　次亜塩素酸ナトリウムの備蓄に関する法

令適用は無い。

　②　小型エンジンポンプおよびガソリン（備

蓄に法規制あり）。

　③　残存塩素測定フォトメーター

　　　　合計金額20～30万円程度

４．給水要領

　１　実施責任者

　飲料水の応急供給は医学部長が行う。医学

部は、給水活動を迅速かつ円滑に実施するた

めの応急給水体制を確立し、学生・職員・地

域住民の生活用水及び医学部附属病院の医療

用水を確保するとともに給水施設等の応急復

旧を実施する。

　　１）備蓄の推進

　医学部および附属病院は、飲料水をはじ

めとする生活用水と医療用水を災害発生後

３日間分程度、自力で供給できるようタン

クなど備蓄設備を整備する。

　　２）生活用水の確保

　災害時の生活用水の水源として、水道水

の供給が不足ないし途絶した場合は、井戸

水、受水槽、防火水槽等の水を滅菌して供

給するものとする。

　　３）給水資機材の確保

　医学部は、災害時に使用できる応急給水

資機材の確保に努め、保有状況を常時把握

し、被災地給水人口に応じ、給水車及び消

防タンク車等を所有機関に要請して、給水

にあたるものとする。

　２　給水対象者

　　１）附属病院

２）災害のため飲料水を得ることができない

者。

　対象範囲については、被害状況調査、復

旧状況及び住民情報を基に医学部長が決定

する。

　３　給水の実施

　　１）給水の方法

　　　①　輸送による給水

　近隣地域に適当な補給水源がある場合

は、給水資器材（給水タンク車・消防タ

ンク車等）により補給水源から取水し、

被災地域内へ輸送のうえ、給水する。こ

次亜塩素酸と残存塩素測定フォトメーター
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の場合、消防タンク車等の使用にあたっ

ては、事前にタンク内の清掃及び消毒を

行う。

　　　②　家庭用井戸水等による給水

　学内井戸水について水質検査の結果、

飲料水として適当と認めたときは、飲料

水として供給するものとする。なお、水

質検査の結果、飲料に適さない水質のと

きは、消毒その他の方法により衛生上無

害な水質とし、供給する。

　　２）応援の要請

　医学部長は、自ら飲料水の供給を実施す

ることが困難な場合は、市町村または県へ

飲料水の供給またはこれに要する要員及び

給水資機材の応援を要請する。

　　３）職員への周知

　給水の実施にあたっては、給水時間、給

水場所、給水方法を事前に適切な方法によ

り職員に周知する。

第２節　防　疫

　大地震などの災害発生においては、給水設備の

損傷やトイレの損傷、下水道設備の損壊により、

衛生水準の悪化が生じる。医学部附属病院には、

その性格上、大量の死体が搬送されてくる可能性

があり、とくに真夏である場合は、死体の腐敗も

加わり、さらなる衛生状態の悪化が予想される。

最悪の事態に備えて、簡便に行える防疫方法につ

いて述べる。

１．災害発生時の防疫

　不潔場所の消毒には、直ちにクレゾールまた

は消石灰の散布を行う。蚊・ハエなどの発生場

所には殺虫剤や乳剤の散布も行う必要がある。

大量の避難者が医学部に救援を求めて殺到して

くる場合、避難所の便所その他の不潔な場所の

消毒は１日１回以上、クレゾール、オルソ剤等

を用い実施する必要がある。隔離した場所に屍

体の安置を行う場合でも、消毒は必須である。

　必要に応じて、クレゾール液の足浸容器の設

置ないしは石灰散布を出入り口などに行う。

２．必要物資とその備蓄

①　クレゾール　（消防法；第４類危険物、第

３石油類（非水溶性液体）で備蓄に関しての

規制がある。）

②　消石灰

③　散布用防護服（作業着、ゴーグル、マスク、

長靴など）

３．消毒要領

　１　実施責任者

　医学部長は、地域の被災場所または被災状

況等を迅速に把握するとともに、関係機関と

密接に連携して対策方針を定め、防疫体制の

具体的な確立を図る。

　　１）医学部の対応

　市町村は感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成10年法律

114号以下「感染症法」という。）に基づく

ねずみ族、昆虫等の駆除及び消毒等の措置

を知事の指示に従い実施する。医学部は

県・市町村・村山保健所など関係機関と連

携し、被災患者や医学部に救援を求めて来

院する住民などに対する保健指導等を実施

する。

　２　防疫の種別と方法

　　１）消毒方法

　浸水家屋、下水、その他不潔場所の消毒

は、被災直後直ちにクレゾールまたは石灰

等により実施し、特に衛生害虫発生のおそ

れのある場所に対しては、殺虫油剤や乳剤

を散布する。避難所の便所その他の不潔な

場所の消毒は１日１回以上、クレゾール、

オルソ剤等を用い実施する。

　井戸水の消毒は次亜塩素酸を用いる（例

えば水１逢あたり200㏄の次亜塩素酸ソー

ダ溶液（10％）を投入し、十分撹拌した後

２時間以上放置させ使用するものとする）。

　　２）被災場所の消毒

　汚染された炊事場、食器戸棚などを中心
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にクレゾール水などで拭浄し、床下などに

は湿潤の程度に応じ所要の石灰を散布する

ようにする。

　便所はクレゾール水をもって拭浄するか

散布し、仮設トイレの便槽は、消石灰末、

石灰乳を投入・撹拌する。

　　３）感染症患者等に対する措置

　一類、二類感染症患者及び当該感染症に

罹患していると疑われる者が発生し、また

は無症状病原体保有者が発見されたとき

は、速やかに村山保健所に連絡しつつ、院

内で適切な処置をとる。

　　４）予防接種

　　　　省略

　　５）罹災患者への防疫指導

　医学部長は罹災患者やその家族に対し、

次により防疫指導等を実施するものとす

る。

　　　①　健康調査等

　罹災患者およびその家族の健康状況を

適宜把握するとともに、必要に応じて保

健指導等を実施する。

　　　②　清潔方法、消毒方法等の指導

　避難所・住居等の清潔方法を指導する

とともに、罹災者に衣服等の日光消毒を

行うよう指導する。また、必要があると

きは消毒薬等により便所、炊事場、洗濯

場等の消毒を実施するよう指導する。

　　　③　集団給食

　院内給食従事者へは、配膳時の衛生保

持及び残廃物、塵芥等の衛生的処理につ

いても十分指導徹底させる。

　　　④　飲料水等の管理

　飲料水の水質検査及び消毒について

は、十分指導徹底させる。

　３　防疫資機材の備蓄

　災害時において、１週間程度は外部からの

供給が途絶えても活動できる程度の防疫資材

の備蓄が為されることが望ましい。

第３節　危険物の備蓄（大規模災害のための燃

料、薬品の備蓄等に関する法規制について）

　現在、山形大学医学部危険物予防規定および、

消防法（法第14条の２、危険物の規制に基づく政

令第37条）に基づく危険物管理がされている。危

険物の貯蔵および取り扱い作業主任者の選任を提

案する。危険物取り扱いおよび貯蔵場所は

①　エネルギーセンターボイラー（第３類石油

類）

　②　水道施設（次亜塩素酸類）

　③　各講座（エーテル、キシレンなど）

である。消防法において指定数量以上の危険物は

危険物貯蔵所・危険物製造所・危険物取扱所以外

では貯蔵・取扱いができない。災害時に本事業場

で取り扱う可能性のある危険物の種別および指定

数量は以下のとおりである。

燃料：

　非常用発電機（ディーゼルエンジン）、マイク

ロバス、自家用乗用車等の燃料として備蓄が必要

と思われる

　第４類危険物（引火性液体）の指定数量

　第１石油類

（非水溶性液体：ガソリン等）―――　200L
　第２石油類

（非水溶性液体：灯油・軽油等）――― 1，000L
　第３石油類

（非水溶性液体：重油等）――― 2，000L

＊指定数量（複数の危険物を保管する場合には、

それらの指定数量の合計量）の１／５以下の場

合には、ガソリンの保管には専用の容器が必要

だが軽油の保管はポリ容器で可。

＊指定数量の１／５以上指定数量未満を保管する

場合は、少量危険物取扱所の扱いとなり、消防

署への届け出が必要。（下掲）

少量危険物取扱所の届出

　指定数量の１／５以上指定数量未満の危険物

の取り扱いや貯蔵については各市町村条例で定
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められている。（山形市火災予防条例；

http://www.city.yamagata.yamagata.jp/reiki/
d1w_reiki/348901010034000000MH/348901010
034000000MH/348901010034000000MH.html）
　届出には、少量危険物貯蔵又は取扱いの場所

の見取図、配置図、詳細図、構造設備の概要図

及びその他書類が必要。

少量危険物貯蔵所に必要とされる構造要件など

・危険物を貯蔵し，又は取り扱っている旨を表示

した標識、並びに危険物の類，品名，最大数量

及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

・屋外に貯蔵する場合、屋内に貯蔵する場合、地

下タンク、移動タンクなど、それぞれに構造や

設備技術上の基準が定められている（詳細につ

いては、消防署に照会する必要あり）

・第４類の危険物は，炎，火花若しくは高温体と

の接近又は過熱を避けるとともに，みだりに蒸

気を発生させないこと

薬品：

・クレゾール

　消防法；第４類危険物、第３石油類（非水溶

性液体）－指定数量　2，000L
　化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）；

第１種指定化学物質（年間１トン以上取り扱う

場合、県への届出が必要）

　毒物及び劇物取締法； 劇物（施錠できる保

管庫、表示、受払簿などが必要）

　水質汚濁防止法；有害物質

・次亜塩素酸ナトリウム：適用法令は無し。

 

２．原子力発電所放射線物質漏洩事故後の本学部での放射線量測定

環境保全センター　講師　大　津　　　芳　　

　　センター長　藤　井　　　聡　　

　環境保全センターでは、平成23年３月11日の東

日本大地震後に発生した福島第一原子力発電所で

の放射能漏洩事故に対応して、「安全衛生委員会

からのお知らせ」として職員に対して具体的な知

識を広報しつつ、測定機器を貸し出す対応を行っ

た。さらに、本学部内で最も放射線の影響を受け

やすい学内保育所の放射線量を測定し、結果を安

全衛生委員会で審議した。

　学内保育所の放射線量は、１箇所のホットス

ポット（年間約８ミリシーベルトに相当）以外

は、概ね除染を推奨している放射線量（年間2．4
ミリシーベルト）を下回り、ほぼ安全である。

　国際放射線防護委員会（IRCP）が推奨する年

間最大計画残存線量の基準レベルに関して、１－

20mSvの範囲で基準値を選択することを推奨して

いる。我が国の労働安全衛生法では、放射線業務

に従事する場合は、被爆量が年間50mSvを超えな

いようにしなければならないと、定められていま

す。妊娠可能な女子の場合は、腹部に受ける放射

線量が３ヶ月間で13mSvを超えないようにしなけ

ればならない、とされている。さらに、妊娠した

女子では、妊娠と診断された時点から出産までの

間で、10mSvを超えてはならない、とされてい

る。これらの推奨基準値からは、測定地点では何

れも下回る値しか検出されなかった。以上、平成

23年８月18日現在、医学部グラウンドを含めた飯

田地区キャンパス内は、健康を害する程の放射線

量は無いものと推定される。

　万全の対策を採るために、上記ホットスポット

に関しては対しては、立ち入らぬように注意を喚

起する表示を行い、保育所の庭の一部は砂を入れ

替えるなどで保育児および保育所職員の健康の保

持増進に資するようにした。

　以下、当該文書を参考資料として提示する。 
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山形大学飯田地区安全衛生委員会からのお知らせ

平成23年６月30日　

　福島第一原子力発電所の事故により３月15日～ 31日間には、キセノン133、ヨウ素131，132、テルル

132、セシウム134，136，137が測定されています。また、この他にプルトニウムが検出され、さらに、スト

ロンチウムも出ていると考えられています。

　事故後、生成量が多い放射性ヨウ素と放射性セシウムの測定結果が公表されています。放射性ヨウ素

は、揮発性で環境に出やすいこと、人体では甲状腺に集中的に取り込まれる性質があること、で注意を要

します。同様に、放射性セシウムは、人体に入ると筋肉組織に取り込まれる、半減期が長くチェルノブイ

リ事故の際に飲食物汚染が問題になりました。

　放射性ヨウ素と放射性セシウムはガンマ線とベータ線を放出します。ガンマ線は電磁波のような性質を

持ち、透過力が強いので、体外からの被ばくに注意しなければなりません。一方、ベータ線は粒子の性質

を持ち、空気中では１m、水の中では１mm程度しか飛びませんので、体内に取り込まれた放射性物質に

よる内部被ばくが問題になります。なお、プルトニウムが出すアルファ線はベータ線よりさらに飛ぶ距離

が短く、体内ではせいぜい数十ミクロンしか飛びません。しかし、短い距離で高いエネルギーを出し切り

ますので、細胞に与えられる損傷はベータ線に比べて相当に大きくなり、遺伝子の損傷やフリーラジカル

の発生から、細胞障害と修復の異常が発生しやすくなり、発がんしやすくなります。

　世界での自然放射線被爆量は年間で平均2．4mSv、医療放射線被爆量は平均0．6mSvです。日本では自然

放射線被爆量は年間で平均1．4mSv、医療放射線被爆量は1．4mSvで、例え、核実験や原発事故が無くても

世界平均で年間3．7mSv被爆しています。

　国際放射線防護委員会（IRCP）は、緊急時における市民を防護する目的で、20－100mSvの範囲で最大

計画残存線量の基準レベルを国当局が設定することを推奨しています。この場合１－20mSvの範囲で基準

値を選択し、長期的には「自然放射線と医療放射線を除いて」年間１mSvまで減らすように推奨しています。

　年間１～20mSvの範囲内での外部被爆であれば健康上問題がないとする理由は、広島・長崎の原爆をは

じめとして、過去100年以上にわたる放射線医師・技師の被ばく例、初期

のころの幾つかの病気の放射線治療者のデータ、原子力・放射線利用に伴

う作業者・関係者の被ばくデータ、近くはチェルノブイリ事故のデータな

ど、から導き出されたということのようです。

　環境保全センターでは、ガイガー・ミュラー計数管を用いた放射線測定

器（QUATRA社（ウクライナ）RD1503を購入しました。GM管はアルゴ

ンガスが密封されており、そこに一定電圧をかけ、放射線がガラス窓から

飛び込んでくると生じる電流を計測しています。測定範囲は５～ 999マイ

クロレム／ hr、0．05 ～ 9．99マイクロシーベルト／ hrです。主にベータ線

を計測します。エックス線やガンマ線も検出は可能ですが、ベータ線に比

べると管を透過しやすく、測定値は誤差の範囲内になってしまいます。

　大気中に拡散して環境中に蓄積した放射性セシウムやヨウ素が出すベー

タ線の他に、岩石や地質から発生する放射線があり、測定器の置き方や地

面からの距離で測定結果がかなり異なってきます。計測値はあくまでも参

考値であり、自然放射線値（0．16マイクロシーベルト／ hr）の何倍ぐら

いの値が出た、と表現するのが適当と思われます。

環境保全センターでは、上記の測
定機械を購入いたしました。希望
部局には機器の貸し出しをいたし
ますので、環境保全センター（内
線 5142）までご連絡ください。
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山形大学飯田団地保育所 放射能測定の結果 

測定日時： 平成23年8月11日午後２時 

測定者: 放射線部 江口陽一技師長 

測定補助者： 環境保全センター 大津芳 

測定機器： NaI(Tℓ)シンチレーションサーベイメー

①

② 

③ 

④ ⑤

① 滑り台周辺  0.20 Sv/h （最大値）

② 砂場   0.15 Sv/h （最大値）

③ 畑   0.15 Sv/h （最大値）

④ 建物裏軒先下の地面 0.95 Sv/h （最大値） 

⑥ 昼寝室 室内壁際  0.10 Sv/h （最大値）

（ 放射線部室内レベル 0.06 Sv/h ）

⑤ 雨樋漏水地点の地面 0.30 Sv/h （最大値）

⑥ 

平成23年8月18日
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①　滑り台周辺

②　砂場

③　畑

④　建物裏側軒先下地面
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３．平成20年に行った震災対策

平成20年10月28日　

山形大学飯田地区事業場衛生工学衛生管理者　藤　井　　　聡　　

山形大学飯田地区事業場衛生管理者　大　津　　　芳　　

　①　臨床研究棟巡視結果

　　　平成20年10月21日午前10時より臨床研究棟の職場巡視を行い、主に

　　１）毒劇物の保管状況、

　　２）高圧ガスボンベの固定状況、

　　３）ドラフトチャンバーの自主定期点検状況

　　　を中心に巡視した。

　　下表に１）と２）の項目について巡視結果をまとめる。

毒 劇 物 の 保 管 状 況 高 圧 ガ ス ボ ン ベ 固 定

１F　２外科 担当者不在のため不明 適用無し

２F　脳外科 担当者不在のため不明 要改善（一部要固定）

   　 放射線科 適用無し 適用無し

　　 １外科 適　正 適　正

３F　耳鼻科 要改善（表示無し） 適　正

   　 麻酔科 適　正 適　正

   　 産婦人科 適　正 要改善（一部要固定）

４F　泌尿器科 適　正 適　正

　　 整形外科 適　正　 要改善（要固定）

　　 ３内科 適　正 要改善（要固定）

５F　皮膚科 適　正 要改善（要固定）

　　 小児科 適　正 要改善（要固定）

　 　２内科 要改善（表示無し） 適　正

６F　精神科 適　正 適　正

　　　眼科 適　正 適　正

　　　１内科 適　正 適　正

＊要改善の項目については、速やかな対応を指導した。
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　劇毒物保管庫は、劇毒物の保管について明示したうえで施錠し、かつ、記録簿を備えて入出庫および在

庫量を適宜記載しているかが求められる。この点について、今一度、安全衛生委員会より文書による注意

を喚起する必要がある。

　ガスボンベは地震などで転倒した場合は、周囲の人間に致死的なダメージを与える。キャリアーに載せ

ていて「固定されているから良し」としている講座が散見されたが、地震などの際にはキャリアーごと転

倒するので危険である。壁などに固定するように口頭では注意したが、固定方法について文書による注意

喚起をする必要がある。

　ドラフトチャンバーの作動状況については特に問題はなかったが、法令上定められている作動状況の自

主点検について各講座担当者に説明した。

劇毒劇物保管庫（適正例、精神科） ガスボンベ（要改善例、3 内科）

　②　実験室の換気対策

　産婦人科教務職員より、最近、実験で有機溶剤やホルムアルデヒドなど揮発性有害物質を取り扱っ

た後皮膚に異常が出現した（顔面など露出部位の発疹）との訴えがあり、その原因についての質問や

対処方法についての相談があった。同実験室には換気扇が設置されておらず、換気不十分な環境での

慢性的な化学物質の暴露により発症した可能性も考えられた。産婦人科以外でも、小児科実験室に換

気装置が設置されておらず、時として有機溶媒臭のする環境で実験が行われている状況も確認され

た。とくに、揮発性有害物質を扱う実験室への換気装置設置を速やかに検討すべきであると考える。
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　　③　基礎および臨床医学研究における劇毒物管理についての作業標準の作成について

　最近、大学本部では劇毒物管理体制の見直しを行う動きがある。この一環として、全学的な薬品管

理システムの導入が計画されており、10月16日に開催された環境保全センター運営会議において、シ

ステム導入に向けた作業部会の立ち上げが承認された。来年度中には新たな体制の概要が明らかにな

る予定である。この見直しに付随し、本事業場では医学部基礎および臨床医学研究の実情に即した劇

毒物管理作業標準の策定を検討すべきであると考える。
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山形の活断層を読み取る

山形大学地域教育文化学部　八　木　浩　司　

１．はじめに

　日本及び周辺海域で発生する地震を引き起こす

根源が、太平洋の東端から西向きに年間90mm程

度の早さで移動してくる太平洋プレートやフィリ

ピン海プレートの日本列島の下への潜り込みに

よって生じていることは広く知らされている。し

かし、それらの現象と直接関連して形成された地

形が、我々の身近なところに存在しているとは、

気付かないでいることが多いのではなかろうか。

　いっぽう、地震活動は地殻内の破壊現象、すな

わち断層運動そのものである。断層運動は、プレー

ト間の衝突で発生した造構応力により地殻内に蓄

積された歪が、その限界歪量に達した時に発生す

る破壊現象であり、その際発生する衝撃を我々は

地震として体感しているわけである。

　仮に日本列島を上空15kmから鳥瞰視出来ると

すれば、東北日本には太平洋側から北上・阿武隈

山地、奥羽脊梁山脈、出羽丘陵の３列の山地帯と

それらに挟まれた盆地・低地列を認めることが出

来る。それらの山地・盆地列は、造構応力による

断層運動・褶曲運動などの地殻変動で過去百万年

間以上にわたって形作られた、いわば地表の皺模

様とさえ言うことが出来る。

２．活断層とは

　地下10数kmの位置でおおよそMg.7．0程度、あ

るいは、それ以上の地震が発生した場合、断層に

沿ったずれが地表にまで及ぶことが経験的に知ら

れている（写真１，２）。たとえば、1896年に秋

田県横手盆地東縁で起こった陸羽大地震では、

震源付近の地表が、垂直方向に最大約２mずれた 
（松田ほか、1985）。このような地表に直接変形

を与えてきた断層で、数十万年間以上の長きにわ

たり、数千年の周期で繰り返し地震を起こしてき

たものが活断層である。活断層に沿っては、地震

時の地表の変形が蓄積され、やがては山地や盆地

となっていく。山や盆地に至らずとも、わずか数

万年の時間で丘や坂が形成されていく（写真３）。

　地球科学的に活断層は、第四紀（250万年前頃

から現在至る地質時代）に活動歴があり、将来活

動の可能性がある断層と定義されている。この定

義は、第四紀を通して東北日本がのる北米プレー

トと沈み込む太平洋プレートとの収束速度がほぼ

一定であったことから、約250万年間同じセンス

で地殻変動が起こってきたはずだという考えに基

づいている。しかし、第四紀前半に活動したが、

同後半以降活動を停止したものまで活断層に含め

れば、大変な数の活断層が存在することになる。

それでは行政的な地震予知・同対策において限界

があることから、便宜的に地形的な証拠が残りや

すい最近十数万年間に活動歴あるものについての

み、注意を払うべき活断層とする考えで調査が進

められている。

　いずれにしても、断層活動による変形が地形に

明確に現れた場合、その変位が活断層によるもの

と認定される。特に最終間氷期（数万年前）以降

に発達した段丘あるいは扇状地、例えば山形の町

がのる馬見ヶ崎扇状地は、おおよそ１万年前頃に

発達した。このような年代の地形は、その保存が

良好で平坦な地形が広く分布することから、活断

層による変位を受けた場合認識しやすい。逆に最

近１万年間に形成された段丘面に変位を与えたよ

うな活断層は、将来の活動の可能性も高いと言え

る。

　活断層は、断層を挟んだ地塊のずれの方向か

ら、縦ずれ断層としての逆断層・正断層、そして
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写真１　2011年４月11日発生のいわき地震（M7．0）で生じた地表地震断層１

いわき市塩ノ平南で活断層が横切った道路面に150cm程度のずれが生じた

写真２　2011年４月11日発生のいわき地震で生じた地表地震断層２

活断層の活動によって水田に撓曲変形と地割れが生じた
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横ずれ断層に区分される。それら活断層の認定の

原理は極めて単純である。そもそも河川が作った

扇状地や段丘面には、本来上流から下流に向かっ

て必ず一定の変化率で連続的に高度を減じ、なめ

らかな縦断形を示す原則がある。ところが、河川

が山麓線を横切る場所などで、段丘面の縦断勾配

がその上流・下流側のそれよりも急になったり

（第１図）、連続する扇状地や段丘面が、下流側

で上流側よりも逆に高くなって（第２図）上述

の原則に合わない場合、地形学では段丘面が活

断層による縦ずれ変位を受けたものと演繹的に

判断する。もちろん、複数の新旧数段の段丘が

隣り合っている場合、それら全てが、ある線を

境として同じ方向に変形し（同一センス）、しか

も古い地形ほど大きな変位を受けているなどの

判断要素を満たしている必要はある。ここで重

要なことは、それらの判断を空中写真判読で行

うことで（図３）、２次元的な段丘面の縦断面図

上でのみ判断しないことである。地形（段丘）

面の連続性を空中写真上で３次元的に判読し、

そこに異常地形（図２参照）を読みとって活断

層を認定していく。横ずれの活断層は、河川や

尾根の水平面上でのずれ（図４）が認識できれ 
ば、縦ずれの活断層と同様見つけることが出来

る。山形盆地に限らず、全国的な地震予知に関す

る調査も、まずは、地震の古傷である活断層を空

中写真判読から探し出すことで始まった。

写真３　千屋断層による変位が累積して発達した橫手盆地東縁・千屋丘陵

　1886年陸羽大地震の際，破線部に沿って地表地震断層（千屋断層）が現れた．千屋丘陵の大半は，奥羽脊梁山脈 

（画面右：東）から橫手盆地（画面左：西）に流れ出る河川が，10万年前頃以降形成した扇状地性の地形面で

ある．しかし，地形面は矢印で示すように西から東に逆傾斜している．一般に，地震断層による変位は，断層

線に近い位置ほど隆起量が大きく，断層から離れるに従い隆起量が減少あるいは沈下する．千屋断層でも断層

線に沿った下流側ほど，地震が繰り返すことでもたらされる変位が累積され大きくなり，反対に上流側（山地 

側：東側）で相対的に小さくなることから，全体として地形面が上流側へ傾動する．
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図１　河床縦断面の断層活動による変形の現れかたの概念図

図２　扇状地性段丘面に現れる異常地形と活断層変位認定の概念図
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図３　空中写真判読による実体視　池田ほか（1996）より

　地表のある部分に重複部があるように連続して撮られた空中写真を実体鏡を用いて見ると、重複部が３次元的
に浮きあがってみえる。実際の地表が真下にあるような立体的イメージから、わずかな地表の段差や凹地を読み
取ることで活断層の存在を明らかにする。

図４　兵庫県姫路市安富三森付近に見られる山崎断層による左横ずれ変位地形

　国土地理院1974年発行１/2．5万地形図「安志」

矢印に挟まれた区間で，谷と尾根が系統的に左方向にずれていることに注目

（写真の重複撮影部）
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３．山形県内の活断層

　山形県内には、庄内平野東縁、新庄盆地、山形

盆地および長井・米沢盆地西縁に活断層帯がある

ことが知られている（図５）。いずれも、第四紀

後半の10数万年前以降形成された段丘地形や地層

に変位を与えていることから、その存在が明らか

にされたものである。以下、地域ごとに、それら

活断層によって形成された変位地形を空中斜め写

真とともに紹介したい。

図５　山形県における活断層分布

　国土地理院都市圏活断層図（今泉ほか，2001；2007；熊原ほか，2011；澤ほか，2001；2011；東郷ほか，

2007；八木ほか，2001，2011）を元に作成　　　　　　地図の等高線間隔は75ｍ

　赤線の位置に活断層による変位地形が認められる．黒破線は第四紀断層．



― 39 ―

３- １．山形盆地の地形概観と活断層地形

　山形盆地の活断層を理解するためには、この盆

地の地形概観と成り立ちを知っておく必要があ

る。山形盆地は、南北が50kmに対して、東西幅

が最大15km程度の細長い盆地である（図５）。今、

山形盆地の中央に降り立ち地表から盆地を見渡せ

ば、盆地底に対して東に奥羽脊梁山脈、西に白

鷹・葉山の山麓線が、直線的に並んで際だった地

形境界となっている。このような山形の地形景観

は、ここを盆地（basin）と呼ぶよりも、やや広

い谷と言わせたくなる。ヴァレー（valley）と表

現する方が適切かも知れない。アメリカでBasin
と呼ばれるところはとんでもなく広い。関東平

野の何十倍もあるようなところがBasinである。 
いっぽうカリフォルニア州の大農業地帯セントラ

ル・ヴァレーも東西50km南北300kmもある細長

い平原である。ワインで有名なナパも、ナパ・

ヴァレーと呼ばれ、細長の平原的な場所にある。

このようなヴァレーと呼びたくなるような山地に

挟まれた長細い谷の景観は、いずれも断層運動に

よって形作られてきたものである。そして、断層

運動で山地が隆起し、山地間の窪んだところに、

両側からはき出されてきた土砂が厚く溜まったこ

とで、山形盆地ができあがった。言い換えれば、

山形盆地において、日常ごくありふれた景観とし

て見てきた地形の境界（山野辺：やまのべ）が、

地震が起こるたびに大きくずれて、現在我々が目

にするヴァレー的地形景観が形成されてきた。

　ところで、山形盆地南部を流れる須川は、山形

盆地の中軸よりもかなり西側を流れている。須川

が勝手に流れているのだろうと思われるかも知れ

ないが、これにも理由がある。山形盆地を囲んで

いる山地を見ると、東側の脊梁山脈の方が高く、

西側が低い傾向がある。この地形景観の差は、そ

れらの山々から流れ出す川の水量、そして流れ出

す土砂量にも影響する。たとえば馬見ヶ崎川、立

谷川、乱川といった脊梁山脈から流れ込む河川

は、いずれも大きな扇状地を作っている。いっぽ

う、西側の山地側からも河川が流れ出し、一応扇

状地を作ってはいる。しかし流域が小さく河川の

力が弱いので、扇状地を盆地中央まで押し出せな

い。このため、掃流力の強い東からの河川が、盆

地西側にまで押し込んできている。言い換えれ

ば、現在の須川の河道は、東側から来る河川と西

側から来る河川の力が均衡する位置にある。すな

わち、奥羽山脈の隆起量が出羽丘陵・白鷹丘陵よ

りも大きく、あるいは後者が前者に較べて遅れて

隆起してきたことを意味している。

　山形盆地を形作る断層運動がいつから始まった

かは、山形盆地を埋める堆積物の分析から判って

きている。ボーリングで確かめられた盆地を埋め

る堆積物の厚さは550mにおよび、その底の高度

は海面下350mに達している（図６）。またその堆

積物の大半は第四紀（250万年前以降）のもので、

その下には白鷹山周辺にも分布する400万年前頃

の地層が堆積していることから、鮮新世末（250
万年前）以降周辺山地との地形的対立が断層運動

によって顕在化した。 
　山形盆地を発達させた断層活動は、現在でも続

いており、その西縁にかけて明瞭な活断層地形を

作っている。それらは、扇状地・段丘など、もと

もと河床であった場所が、活断層（逆断層）に 
よって持ち上げられ（写真４）、周りより小高い

丘となってしまった地形である。具体的には、村

山市西部の樽石川沿い（写真５）や。寒河江（高

瀬山：写真６）、山辺町市街（旧町役場あと）、

山形市門伝（長岡：写真７）を経て柏倉付近、

そして上山市街 （上山城や温泉街が立地する細長

い丘状の地形：写真８）などが挙げられる。それ

らは、ふだん何気なく通り過ぎてしまう、目にと

まることもない、意識に埋没してしまった緩やか

な起伏の地形景観である。特に、扇状地など地表

付近に厚い未固結の礫層が堆積していれば、地下

の堅い岩盤に生じた地震時の１～２メートル程度

のずれや段差なら、未固結で礫と礫の間に隙間の

多い礫層全体が変位を引き受けてしまう。このた

め礫層内に剪断変位は生じないことが多い。地表

に急な段差が現れる場合は稀で、撓曲崖と呼ばれ

る周囲の斜面に較べやや傾斜の大きな坂が形成さ

れるのみである（山辺町大寺：写真９）。

　このような地表のわずかな膨らみや坂を地図上

に落としていくと、山形盆地の活断層の分布像が
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図６　山形盆地の鳥瞰図と山形市街の東西地質断面　五百澤（1972）を一部改変

　山形盆地の地下構造は，藤原（1967）に基づいて正断層によって画されていると描かれている．これは，
当時の一般的な知見に基づいたものである．現在では，反射地震探査やトレンチ調査から逆断層が存在する
ものと考えられている．

写真４　山形自動車道建設時に現れた高瀬山断層

　寒河江市・高瀬山北で山形自動車道建設のための開削工事で現れた活断層の断面露頭．青灰色の新第三紀
層が褐色の砂層・段丘礫層に逆断層で乗り上げている．画面奧の森が高瀬山（写真６参照）．
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写真５　活断層の活動で下流側が隆起して形成された村山市・高森山

　葉山山麓部・樽石付近では破線部に沿って２条の活断層が走る．そのうち下流側のものは，樽石川が形成
した中期更新世の扇状地性地形面の末端をスキーのソリのように持ち上げ高森山を形成している．

写真６　寒河江市高瀬山東縁を限る山形盆地西縁活断層

　破線部を活断層が走っている．高瀬山南東縁で活断層が最上川を横切る位置に早瀬があらわれる．直近に
発生した地震時の断層変位で一時的に瀧が形成された後，浸食されて早瀬となったものと考えられる．
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写真７　山形市村木沢・長岡から門伝にかけて活断層活動で形成された地塁状小丘

　破線部に沿って山形盆地西縁断層が走る．白鷹山から山形盆地に流れ出す小河川の形成した扇状地性地形
面が，活断層の活動により下流側で高くなる変位をうけた．その結果，断層に沿って孤立した長細い小丘が
形成されている．最上氏家臣の楯が置かれた長岡（画面中央右端の丘）は，その地形的形態そのものを言い
表している．

写真８　上山市内を縦断する活断層起源の地塁状小丘

かみのやま温泉街や上山城は，活断層で隆起した長細い小丘上にのっている．
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浮かび上がってくる。すなわち、大石田南西から

出羽丘陵東山麓に沿って村山市西部、そして南西

方向に慈恩寺を経て左沢方向に連続する活断層系

と、寒河江川南部から寒河江市街東縁を経て南北

走向で山辺町、山形市門伝、そして上山に向かっ

て連続する山形盆地西縁の活断層系である（図

５）。

　ところで、山形市街付近には地表に変位が現れ

ていない。果たして、山形盆地の東縁に活断層は

ないのであろうか？否、山形盆地東縁の地下には

大きな陥没帯を形成した第四紀断層が存在する

（図６参照：藤原、1967）。変位地形の存在から

山形盆地東縁では、北は尾花沢から村山市楯岡ま

で、南では山形市山田付近に活断層が認められて

いる。たとえば山形から蔵王温泉に行く時、蔵王

口から急に坂道になり大きな鳥居のある所まで

ずっと登りが続く。その急な坂道が、活断層の活

動、すなわち地震によって作られた断層崖である

（写真10）。この断層崖で変位した地形は、おお

よそ10万年前頃まで、現在の蔵王温泉のあたりに

存在した火山が大きく崩壊し、岩屑なだれ（山津

波）として下流側の上山まで流れ下った岩屑が途

中に残されたものである。いっぽう、東根から山

形市街に至る山形盆地東縁は、最終氷期末（１万

数千年年前ごろ）から９～８千年前にかけて乱

川、立谷川および馬見ヶ崎川がつくった極めて若

い扇状地である。それらの地表に変位地形が認め

られないのは、以下のような理由が考えられる。

すなわち、一つは、東縁が西縁に較べ過去数万年

間活断層の活動度が弱いこと。さらに西麓に較べ

東縁では奥羽山地からの礫の供給が盛んで、地表

変位が常に浸食や堆積に晒され、変位が残りにく

いことが挙げられる。ボーリング・データの解析

から明らかにされている山形市街東縁の第四紀断

写真９　山辺町大寺付近に発達する撓曲崖

　白鷹丘陵から流れ出す小河川が形成した扇状地性地形面を活断層（破線部）が横切っている．しかし，地

下の礫層を主体とする未固結層内では破壊面が形成されず，地層内の上下の変位が緩やかな撓みとして現れ

た．この現象を撓曲と呼ぶ．画面右上端から中央下に至る道路の微妙な屈曲部は，その区間で扇状地の傾斜

がその周辺より急であることを示している．白矢印を結んだ位置に撓曲崖の基部が走る．
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層は、山形大学小白川キャンパスから国道13号線

にかけての地下に伏在するものと考えられる。

３- ２．最上川に沿った活断層地形

　最上川は、河北町北部まで盆地底を悠々と流れて

いる。碁点温泉を過ぎたあたりから、丘陵地帯を蛇

行して、時には早瀬を作りながら流れる（写真11）。
河道沿いには中新世～鮮新世の地層が連続してい

る。なぜ碁点温泉を境にして大きく景観が異なる

のだろうか。それは、碁点温泉から下流（北側）

で、最上川が活断層帯を横切って流れるからであ

る（図７）。山形盆地の西縁を走る活断層帯では、

樽石から富並にかけて発達する複数の褶曲が現在

でも活動を続けている。山形盆地における活断層

の活動とは、地震がおおよそ2．5千年程度の周期

でおこり、断層に沿って地盤が隆起を続けている

ことを意味している。川の流路を横切って隆起が

起こった場合、川は一時的にせき止められる。し

かし水は、いずれ低い場所からあふれるように流

れ出し、あたかも川が低いところを目指している

かのごとく蛇行して流れ下る。ところが、一旦流

路（谷）の位置が決定され谷が形作られると、

一回の地震で１～２m隆起してもすぐに浸食（穿

入）が始まり削られてしまう。やがて、流路が

その場所に固定されることで蛇行した峡谷が形成

される。このようにして隆起帯を横切る河川は、

穿入蛇行することになる。三ケ瀬、隼の瀬と呼

ばれる難所も、最上川が隆起傾向にある活断層帯

を横切っていることの影響を受けることでできあ

がった景観である。

　大石田の南西から出羽丘陵側の山麓に沿って最

終氷期末以降形成の扇状地を変位させる活断層地

形が、連続的に認められる。富並・田沢周辺の

ジュンサイ採りで有名な長細い池も、断層活動

による新規の地殻変動で、地表が波板状に変形し

たことで形成された（写真12）。

写真10　酢川泥流堆積面に現れた撓曲崖

　蔵王温泉付近にあった火山体が崩壊して流れ出た酢川岩屑流堆積面は，蔵王半郷付近で部分的に急斜面を

形成している，これは活断層の活動によって変位を受けた撓曲崖と考えられる
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写真11　村山市大淀－長島付近の最上川の穿入蛇行

　画面左下の大屈曲が大淀．大淀から下流側の三ヶ野瀬橋と長島橋とを結んだゾーンを富並褶曲・同断層が

走り，最上川と交叉する．

写真12　村山市田沢付近のジュンサイ沼

　富並背斜の活動によって１－２万年前形成の段丘が褶曲している．地表の波板状の変形で長細いナマコ状

の高まり（中央）とそれにより閉塞された長細い凹地が形成された．凹地部を堤で塞ぎ溜池としてジュンサ

イを栽培している．
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図７　山形盆地北部・富並－樽石付近の活断層分布　池田ほか（2002）に地名を追加　等高線間隔は10ｍ．

赤線：活断層　赤帯：撓曲　赤線+矢印：褶曲　太矢印：傾動
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４．日本の活断層・活褶曲研究発祥の地・舟形町

から新庄盆地にかけて分布する活断層

　国道13号線を尾花沢からさらに北上し、猿羽根

トンネルを出て舟形町に入るとすぐに小国川を跨

ぐ橋にさしかかる。鮎釣りで有名な小国川であ

る。ここは、活断層研究者の間でもかなり有名な

存在である。なぜなら、日本での活断層研究がこ

こから始まった記念すべき場所であるからだ。そ

の研究は、第二次世界大戦前に始まり、1940年代

からその成果が発表された（大塚、1942；杉村、

1952）。そこでは、古い地質時代に発達した褶曲

構造が現在まで動き続けているのではないかとい

う仮説が立てられ、舟形町市街東側の小国川左岸

で精密な測量が繰り返された結果、その仮説の正

しいことが証明され、生きている地質構造という

意味で、活断層・活褶曲という概念が打ち立てら

れた（図８；写真13）。詳しくは杉村新著「大地

の動きを探る」（岩波科学の本）を是非読んでい

ただきたい。

図８　小国川沿いの地質構造と河岸段丘の変形からみた活褶曲

　杉村（1952）を一部改変、地名を追加．I ～ IX：小国川沿いに九つのレベルで発達する河岸段丘の河床縦

断投影図　　Ｋ１～Ｋ４：鍵層

写真13　舟形町小国川左岸の高位段丘に現れた逆傾斜・褶曲変形

　小国川が作った段丘は，本来なら画面右（東）から左（西）に高度を減ずるはずである．しかし，実際に

は部分的に東下がり（矢印方向）を呈する部分がある．このような現象を大塚（1942）は，褶曲や断層が最

近の地質時代でも活動しているためと考えた．
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５．新庄盆地の活断層

　小国川以北の新庄盆地は、東西約20km、南北

25km程度の矩形の盆地である。しかし、山形盆

地と較べてその内部の形態・起伏が異なってい

る。山形盆地は低平な広い盆地底をもつヴァレー

であったことに対し、新庄盆地は、盆地内が部分

的に段丘化あるいは丘陵化し、起伏のある盆地で

ある。その差はどこからきているのか。実は、新

庄盆地の活断層の分布がそれに答えてくれる。新

庄盆地内には、経壇原断層、舟形断層、長者原断

層、鮭川断層および小規模な沖の原断層が分布す

る（図９）。

図９　新庄盆地の活構造と地形面分布　八木原図，池田ほか（2002）を一部改変図
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　舟形断層は、新庄盆地の東縁を限る活断層であ

る。しかし、その活動時期は、20 ～ 10万年前頃

までの地層や地形面に明瞭な変位を与えている

が、１～２万年前以降形成の地形面に変位が認め

られず、やや古い。

　長者原断層は、富並背斜の西翼部に沿って、新

庄盆地中央を西に弧状に張り出すように連続し、

その上盤（東）側に海抜160 ～ 190ｍの丘陵を発

達させている。富並背斜を横断する位置では、小

国川沿いの段丘面を逆傾斜させる。いっぽう長者

原断層にそって丘陵の高度分布に西下りの不連続

を与えるとともに、２～３万年前や、10万年前頃

に形成された河岸段丘に西側下がりの変位を与え

ている（写真14）。これらの地表変位を与えた活

構造・活断層は、反射探査法による地下構造調査

によっても確認されている（図10、佐藤ほか、

2006）。

　鮭川断層は、新庄盆地のやや西より、鮭川村か

ら新庄市升川を経て本合海にかけて走る南北走行

西傾斜の活断層で、その上盤側の升川から本合海

にかけての地域に丘陵を形成している。芦沢から

本合海に向かって西（下流側）に向かって走る

と、２～３万年前に新田川が形成した段丘面が下

流側で反り返るように逆に高度を高めていく（写

真15）。この景観は活断層の活動に伴う異常地形

（下流側隆起）で、鮭川断層に沿った傾動運動に

よるものである。北側に目をやれば升形川や泉田

川沿いの段丘面も同様に東に傾動している（写真

16，17）。本合海で国道47号線が最上川を横切る

際、右手（最上川右岸）に急傾斜した地層が見え

る（写真18）。これが鮭川断層の中核部にあたる。

地層のほとんど垂直近い傾斜量は、数万年では得

られない。百万年以上の期間が費やされて徐々に

もたらされた。

写真14　長者原断層の活動に伴う地形変形

　長者原断層（破線部）は，その東側の富並背斜西側翼部に沿った変位地形から認識できる．同断層は，長

者原集落で段丘面（画面下部：３万年前頃形成）や芦沢集落東で丘陵背面（画面中央：20万年前頃形成）高

度に食い違いを生じさせている．
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図10　新庄盆地・小国川右岸沿いの反射法地震探査による地下構造断面解釈図

　佐藤ほか（2007）を一部改変

写真15　本合海付近・鮭川断層による段丘面の上流側への傾動・撓曲　－その１－

　西に流れる新田川に形成された最終氷期後半（２万年以降）の段丘面が，東側に逆傾斜している．背後の

丘陵基部を走る鮭川断層の活動によって下流側が隆起し段丘面の逆傾斜をもたらした．
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写真16　本合海付近・鮭川断層による段丘面の上流側への傾動・撓曲　－その２－

　本合海からその東（上流：画面右）側では，最終間氷期前後（12 ～ 13万年前）に発達した段丘面やそれ以

降発達した段丘面が系統的に東下がりの傾動や撓曲を示す．古い時期の段丘面ほど変位量が大きいことから，

地殻変動の累積性が認められる．画面左奥の山影は鳥海山．

写真17　新庄市升形上空から南に見た鮭川断層の活動に伴う段丘面の変位

　新庄市内から西に流れ本合海で最上川に合流する枡形川沿って発達する最終間氷期以降の段丘面が，鮭川

断層に沿って系統的に東下がりの変形を示している．



― 52 ―

　鮭川断層と長者原断層に挟まれた相対的な沈降

域・向斜部は、泉田川や戸前川がもたらした砂礫

によりその基底が現海面下に及ぶほど厚く埋積

されている。新庄市街は、この向斜部を覆う沖

積扇状地上にのる。新庄市街の地下70m（海抜約

30m：Kumaki，1983）に存在する火砕流堆積物

は市街の西側の泉田付近の丘陵では海抜130mに

分布する。この火砕流は、約25万年前に宮城県の

鬼首カルデラから流れてきた池月火砕流であるこ

とから、鮭川断層や長者原断層の活動にともなう

新庄盆地内の25万年前以降の起伏変化は、100m
以上に及ぶことが明らかとなる。すなわち、新庄

盆地は、盆地内に並行する活構造によって波状変

形した極めて特異な盆地といえる。

６．最上峡

　本合海をあとにし、最上川左岸の大規模な地す

べり対策工事で有名な黒渕（道の駅・高麗館）を

過ぎると、最上川は古口から漏斗に吸い込まれる

ようにして峡谷に入る。比高200 ～ 300mの急崖

に挟まれた流路沿いに下っていく地形景観（写真

19）は、如何にして形成されたのであろうか。川

の下刻・浸食力は地盤の隆起にも打ち勝つことを

既に述べた。出羽丘陵の隆起は鮮新末から始まっ

たと考えられている。しかし、それ以前に脊梁山

脈的な分水界は、すでに存在したようで、脊梁側

から日本海側への排水路として古最上川が流れて

いたらしい。最上川は、出羽丘陵の隆起に逆らう

ように低い場所を探して蛇行し、出羽丘陵を穿

ち、谷を刻み続け最上峡を形成した（写真20）。
地形学的にはこのような山地を横切る地形景観

を、横谷・先行性流路と呼んでいる。ヒマラヤな

どの地殻変動の激しい地域の大河川ではしばしば

見られる現象である。

写真18　本合海における上部鮮新統・鮭川層および下部更新統・折渡層の鮭川断層による変位
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写真19　最上川右岸・陸羽西線板敷トンネル対岸上空から見た最上峡

写真20　庄内町清川上空から見た最上峡と新庄盆地
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７．庄内平野東縁断層系

　７- １．庄内平野東縁断層系北部

　庄内平野は、南北40km、東西20kmの半楕円形

の沖積平野である。平野東縁で出羽丘陵とを境す

る断層が庄内平野東縁断層系であり、数列の断層

系で構成される。それらは、東側から青沢断層、

酒田衝上断層（松山断層）、観音寺・生石断層と

呼ばれている（今泉・東郷、2007：図11，12）。

図11　庄内平野東縁断層帯南部の活断層・活構造分布　池田ほか（2002）を一部改変，地名追加　等高線間隔は10ｍ．
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　青沢断層は最終氷期などの新しい地形面に変位

は与えていないが、最上川から北では出羽丘陵内

に高度差を与えると共に、最上川の南では月山を

挟んで立谷沢川と大井沢を結ぶ直線的な谷として

認識できる（図５）。月山は、80－30万年前に活

動した火山であるが、その西側２/ ３は崩れ落ち

てしまったと考えられている（写真21）。その理

由として月山の下を走る断層の活動が指摘されて

いる（伴、2005）。

　松山断層（図11）は、旧松山町市街東側、例え

ば松山城趾から松山中学にかけての緩やかな坂道

など、山ぎわの坂道で認識できる。

　観音寺・生石断層は、鳥海山麓から最上川右岸

にかけて、庄内平野東縁と丘陵との境界に比高

100m程度の直線的な急崖として認識できる（図

12，写真22，23）。その最南端では、石名坂と呼

ばれる蒲鉾状の断面を持つ長細い半島状の丘が最

上川に直交するように発達している（写真24）。

図12　庄内平野東縁断層帯北部の活断層・活構造分布

池田ほか（2002）に地名追加　等高線間隔は10ｍ．
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写真21　月山南上空から見た庄内

平野赤矢印が青沢断層および大井沢断層の位置

写真22　酒田市生石付近の庄内平野東縁断層（生石断層）に伴った撓曲

　庄内平野東縁に沿って比高100 ～ 130mの直線的な崖が連続し，その背後に中期更新統からなる定高性の丘
陵背面が発達する．この崖は，生石断層・平田背斜の西翼部として発達した地層の急傾斜帯に一致すること
から撓曲崖である．
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写真23　鳥海山南東麓上空からみた庄内平野東縁断層系

庄内平野東縁にそって，背斜の成長に伴って形成された背斜状の孤立丘列が連続する．

写真24　生石断層沿いの段丘面に見られる活褶曲変形

　最上川右岸・中牧田－石名坂で南北に半島状に発達した段丘面が緩やかに上に凸に変形している．これを

褶曲段丘とよぶ．その北方延長には庄内平野東縁に撓曲崖が連続している．また，撓曲崖の東側の丘陵も背

斜状の変形を呈している．それらの背斜は，平田背斜，観音寺背斜，天狗森背斜と呼ばれている（小松原，

1998）．
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この丘には円い礫が地表付近に認められる。つま

りこの半島状の丘も、かつての最上川の河床で

あったことを示している。そこが沖積面から10m
以上高い位置に存在することは、河床が背斜状に

持ち上がったことになる。これらの急崖や半島状

の高まりは、庄内平野東縁活断層帯に沿って発達

した背斜・撓曲崖である。この斜面は、地震探査

によって庄内平野の地下まで潜り込むことがわ

かっている（図13：山形県、1998）。
　観音寺から北に日向川右岸、大物忌神社口ノ宮

のある天狗森も断層帯に沿って形成された背斜丘

である（写真25）。道路脇のり面には円い礫が顔

を出している。円礫はそこを川が流れていたこと

を示している。すなわち元々ここは川が流れるほ

ど低い場所であったが、断層活動で持ち上がり、

山となってしまった。天狗森をこえると前方が開

けて平らな東下がりの台地を走ることになる。こ

の平らな地形を作った川は、現在の月光川のよう

にかつては鳥海山側から遊佐側へ、すなわち東か

ら西に流れたはずだ。従って、川が作った段丘も

東から西に向かって低くならないといけない。現

実は、逆に東に向かって低く下がっていく。天狗

森が、背斜として庄内平野東縁で持ち上がったこ

とで、その東翼部が引きずられるように逆傾斜し

てしまった。

　鳥海山は同時期に発達した一つの成層火山のよ

うに思い込みがちである。しかし、実際にはいく

つかの火山が重なった成層火山であることが形態

的にも読み取れる（写真26）。西側の低い部分が

西鳥海で、その東側にあらたに東鳥海が積み上

がっている。西鳥海は南西に崩壊し、大きくえぐ

れた結果、西鳥海馬蹄形カルデラが発達してい

る。この崩壊に伴う多量の土砂が、山麓部に運ば

れたことで庄内平野北東部に向かって広い火山山

麓扇状地を発達させた。この扇状地を庄内平野東

縁活断層系が横切るところでは、下流側を高くす

る南北性の背斜的な異常地形を形成している（写

真26）。 なお、894年の庄内地震は、観音寺－生

石断層が活動したことで発生したと考えられてき

た。しかし、これまでの調査では、1000年前頃の

地層が切れるなどの確実な証拠は見つかっていな

い。

図13　生石断層と平山背斜を横断する反射法地震探査による地下構造断面　山形県（1998）より
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写真25　日向川を横切る観音寺断層・天狗森背斜の活動で生じた背斜状の孤立丘列

　画面左から中央にかけて連続する沖積面・低位段丘に挟まれた丘状の地形は，観音寺断層・天狗森背斜の

活動によって形成された．

写真26　鳥海山南麓に発達する活断層地形

　鳥海山南－南西山麓に発達する火山山麓扇状地が，観音寺断層を伴う活褶曲によって下流側隆起の変形を

受けている．
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　７- ２．庄内平野東縁断層南部

　庄内平野東縁断層系は、最上川から南の地域

で、平野と丘陵の境界をなす活断層と、余目から

南に庄内平野の地下に伏在する活褶曲が認識され

ている（図６，11）。前者は狩川から三ケ沢にか

けて１万年前後の地形を変位させているが（写真

27）、より南では不明瞭になる。後者は、天然ガ

スや石油の採掘井の分布や（写真28）、庄内平野

の僅かな起伏の差から読み取ることが出来る。す

なわち、庄内平野では現在でも天然ガスが採掘さ

れ、平成初期印刷の国土地理院地形図では、油井

やガス井マークが余目駅を中心に南北方向に帯を

なすように分布している。それらは、余目背斜と

呼ばれる地質構造に沿って採掘されている。また

最上川は、清川から北西に流路を転じ、余目の町

を避けるように余目背斜を横切ったあたりから

再び西に流れていく（図11）。背斜が現在でも高

まりつつあるので、最上川はそこを避けて流路を

振って北に流れていると考えられている（東郷、

2007）。また、羽越線のルート取りをみると、余

目背斜に沿うように藤島町まで敷設されている。

鉄道敷設当時、背斜の存在そのものが認識される

ことすらなかっただろうが、軟弱な沖積地におい

て、わずかでも高いところは水はけの良さや土壌

が泥質でないこのルートが選択されたのであろ

う。 

８．左沢から荒砥にかけての最上川沿いの活断層

　内陸部に再び目を転じて、左沢以南の最上川沿

いの活断層について紹介する。

　長井盆地北端の荒砥から左沢にかけて最上川

は、白鷹丘陵と朝日山地に挟まれた海抜400 ～

550mの丘陵部を穿入蛇行して流れる（図14）。大

船木沢以南で最上川は比高200m以下の五百川渓

谷と呼ばれる峡谷区間を流れ、その以北では両岸

が段丘化した幅２km以下の谷底区間を流れる。

このうち北部の区間では、最上川沿いの段丘面の

高度の不連続から、活断層の存在が豊島（1977）
によって指摘されていた。その後、同区間で段

丘面に形成された低断層崖・撓曲崖（写真29，

写真27　酒田衝上断層・松山断層の南延長にある狩川付近の背斜段丘

　風車の設置された平坦面は，背斜軸頂部に位置し，西側の庄内平野沖積面に向かって撓曲している．
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30）、傾動（写真31）およびそれらに伴う地塁状

の高まり（写真29，30）の存在から活断層の詳細

な位置が明らかになっている（図14；池田ほか、

2002；八木ほか、2011）。それらの変形は並行す

る数列の変位地形群として認識できるが、それら

は段丘基盤層としての新第三系に発達した短波長

の褶曲構造（山形県、1986；北村、1986）を反映

して出現している。

９．長井盆地西縁の活断層

　長井盆地は、北北東－南南西方向が20kmに対

して東西幅４～６kmの細長い盆地で、20km、盆

地底の高度は230 ～ 180mである（図15）。盆地東

部が海抜500m前後の小起伏山地であることに対

し、野川以北の盆地西縁では1000m以上の朝日山

地・葉山山群が直線的な急崖（比高約1000m）で

接している（写真32）。また葉山山群の山頂部に

は、海抜1200m程度の平坦面が残されている。こ

のような平坦な地形は、かつてそこを川が流れて

いたことを示す。従って、平坦面とそれを限る急

崖の形成は以下のように考えられる。朝日山地が

隆起する前、ここを大きな川が流れ、この平坦面

と長井盆地の底は一繋がりであった。その後、断

層運動によって山地側が大きく持ち上がり、山地

と盆地という大きな段差が生じてしまった。すな

わち、長井盆地西縁の大きな急崖は断層崖であ

る。なお、盆地東縁の最上川河床沿いには基盤の

花崗岩類が露出する。一方盆地西縁では断層活動

によって西側に礫層基底・基盤深度が深くなる。

このように片側が断層運動で沈降して形成された

盆地のことを断層角盆地と呼ぶ。

　微視的に見れば、長井盆地西縁の急崖基部に

は、盆地底から比高20 ～ 30m高い位置に扇状地

性の段丘群が発達する（写真33）。この中間的レ

ベルの段丘群の形成は、10万年前からそれ以前に

までさかのぼる（宮内ほか、2004）。この段丘群

の盆地よりでは。その高度が下流側へ高くなるこ

と（反り返り）や孤立した地塁状の高まりが形成

写真28　余目背斜上にみられる天然ガス採掘施設
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図14　左沢－荒砥間の地形と活断層分布　等高線間隔は25ｍ．

されることから（写真33，34，35）、異常地形と

判断される。すなわち、中間レベルの段丘群の東

縁は撓曲崖で、活断層（長井盆地西縁活断層系）

の活動によって10数万年前の扇状地性段丘が変形

したものである。山地と盆地の地形境界にそって

走る断層、すなわち地形境界断層と最近数10万年

間活動している活断層とは必ずしも位置が一致せ

ず、後者がより盆地よりに張り出してくる場合が

多い。この現象はThrust Front Migration（逆断

層の前進運動）と呼ばれている。

　野川以南の長井盆地南部では、沖積扇状地が盆

地底をなし、その離水年代として2400年前、3000
年前の放射性炭素年代が得られている（八木、

1999；宮内ほか、2004）。野川右岸の平山付近で

は、この沖積扇状地が東落ち1．5mの断層変位（写

真36）を受けていることから、2400年前以降にも

長井盆地西縁活断層系が活動していることが明ら

かになる。

　長井盆地西縁活断層系は、飯豊町中郷付近まで

連続する。いっぽう、羽前椿付近から南東方向に

白川を越えて芦ヶ沢につながる断層分岐も指摘さ

れている（熊原ほか、2011）。
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写真29　朝日町舟渡付近で最上川が形成した段丘を変位させる活断層・根合田山断層

　黄色矢印部を結んだ線に活断層変位がみられ，地塁状の隆起を起こしている．

写真30　朝日町宮宿南方・上郷ダム周辺に見られる活断層

　上郷ダム堤下流の東側翼部で段丘面の東側落ち変位が認められる．
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写真31　大江町左沢・小泉集落東部の左沢－根合田山断層に沿う段丘面の傾動

　破線部に沿って断層が走る．矢印方向に段丘面が傾動

写真32　長井盆地西縁断層系に沿った葉山断層崖

　野川以北の長井盆地はその西縁で，比高約1000ｍの急崖をもって葉山と画されている．葉山の頂上付近に

は海抜1200ｍ程度の定高性の背面が残されており，葉山隆起前の浸食面と考えられる．かつて，長井盆地底

と葉山山頂付近は連続する一連の地形面で，長井盆地西縁活断層系の活動によって山地側が持ち上げられ大

きな断層崖が形成された．
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図15　長井盆地における活断層・活構造分布　等高線間隔は40ｍ．
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写真33　長井盆地西縁に発達する扇状地性段丘群とそれらの下流側隆起

破線にそって段丘面の下流側隆起が認められる．

写真34　長井市川原沢付近の長井盆地西縁断層系に沿った撓曲変形
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写真35　長井市草岡付近の段丘面の下流側隆起と撓曲変形

写真36　野川右岸の沖積段丘に発達した低撓曲崖

　画面左下から中央に走る農道の微妙な屈曲から，白矢印を結んだ線に沿った位置に低撓曲崖が発達するこ

とがわかる．



― 68 ―

10．米沢盆地の活断層

　米沢盆地では、西部に新第三系から下部更新統

（神保ほか、1970）と考えられている玉庭層が分

布し、海抜350 ～ 400m以下の定高性の丘陵（玉

庭丘陵）を形成している（図16）。東部に海抜220
～ 260mの盆地底（現在の米沢盆地）が発達する

（図16）。両者は、北北西－南南東走行、比高50
～ 80mの緩やかな崖線で境される。 

図16　米沢盆地における活断層・活構造分布　等高線間隔は40ｍ．
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　盆地・丘陵の境界をなす崖線と段丘面が交差す

る位置では、段丘面の撓曲や丘陵側への逆傾斜が

認められる（写真37，38）。それらは北部で高戸

屋山断層、米沢盆地西縁断層と呼ばれる（澤ほ 
か，2011）。前者は、川西町八幡原から北東南西

に走向を振り、玉丘陵内の黒川沿いに連続し、段

丘面に撓曲変形を与えている。後者は、前者とス

テップするように玉庭丘陵東縁の緩やかな崖線に

沿って連続し、撓曲や背斜的変形を生じさせて

いる（写真39）。さらに鬼面川を挟んで南に連続 
し、米沢市街西方の館山付近では比高５ｍ程度の

撓曲崖を形成させる。館山で行われたトレンチ調

査では、6600年前頃発達の土壌を変形させる断

層が確認された（写真40）。米沢盆地西縁活断層 
は、さらに米沢市外南西部の笹野山山麓に連続す

る。斜平（なでら）山とも呼ばれる笹野山の東

面には、最上川の作る扇状地性の沖積面との間

に200m以上の急崖が約５kmにわたって連続する

（写真41）。その中央部では地すべり地形が認め

られ、切り立った滑落崖が活断層起源の崖面をよ

り強調することで、米沢における象徴的地形景観

（ランドマーク）を形成している

11．山形県内の活断層の活動度

　活断層がどの様な活動性を持っているかは、活

断層で変位を受けた地形面（段丘面や扇状地）が

いつ頃出来たか、どの程度ずれがもたらされてい

るかを調べることで明らかにできる。地形面の年

代は、14C年代測定や遠方由来の火山灰の同定（テ

フロクロノロジー）によって明らかにされる。

　11- １．山形盆地西縁活断層の活動度

  山辺町・山形市西部の活断層の走向は南北で、

寒河江以北のそれとは北東・南西である。このた

め、前者、後者はそれぞれ異なる活動を続けてき

たものと考えられ、それぞれ、山形盆地西縁活断

層系南部、同北部とよばれている。

　山形盆地西縁活断層系南部では、最終氷期末 
（約１万年前頃）に形成された扇状地に、比高数

ｍの挂曲崖、逆傾斜帯、地塁状の高まりが雁行し

て発達する。山辺町北部では、おおよそ１万年

頃発達の扇状地が約10mの垂直変形量を受けてい

る。すなわち個々の活断層による扇状地の垂直変

位速度は１ｍ/千年と見積もられている。山形県

（1999）や産業技術総合研究所（2006）が行った

山形盆地西縁断層のトレンチ調査によると、完新

写真37　川西町中郡駅付近で米沢盆地と玉庭丘陵をかぎる撓曲崖

破線部にそって米沢盆地西縁活断層が走る
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写真38　川西町虚空蔵山付近の段丘面の西側への傾動

画面右（西）から左（東）に流れた川に形成された段丘面が白矢印方向（西側）に傾動している．

写真39　米沢市八幡成島付近で盆地底と丘陵をかぎる撓曲崖
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写真40　米沢市館山のトレンチ調査で発見された段丘構成層を変位させる米沢盆地西縁断層

赤矢印で示した線に沿って段丘構成層が変位している．この断層の地表延長（左上）で約6，600年前の腐植土層が変位している．

写真41　笹野山（なでら山）東山麓を走る米沢盆地西縁断層

米沢盆地西縁断層は舘山から南に連続していくが，笹野山山麓部以南では同山東斜面の地すべり堆積物によって覆われ変位地形は見えなくなる．
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世（約４～５千年前頃）に地震があったことが分

かっている。その後の地震の有無については地質

的証拠が得られていないが、過去の東北日本の内

陸地震では一回の地震時の変位量がせいぜい２m
程度であることから、２～３千年前に更にもう一

度地震があったと推定されている（地震調査研究

推進本部、2007）。また平均活動間隔は約2．5千年

と考えられ、将来30年間の地震発生確率は１%と

算出されている。

　山形盆地西縁活断層系北部では、並走する活断

層の一つに沿って約１万年前の地層が７－８mず

れていることや産業技術総合研究所（2006）、２

～３万年前の低位段丘が20m程度変位しているこ

となどから垂直変位速度が１m/年と考えられて

いる（地震調査研究推進本部、2007）。また最新

活動時期は、3．9 ～ 1．6千年前、平均活動間隔が

2．5 ～４千年と推定されることから、今後30年間

の地震の発生確率が0．002 ～８％と算出されてい

る（地震調査研究推進本部、2007）。この値は、

日本国内の活断層の発生確率のなかでは高いグ

ループに属している。

　11．２　新庄盆地における活断層の活動度

　新庄盆地では、断層の傾斜方向から二のグルー

プに区分できる。一つは東傾斜の断層である長者

原断層、舟形断層である。長者原断層は、長者原

集落西で３万年前頃形成の段丘面を３m程度変位

させることから、変位速度は0．1m/千年程度と低

く評価されるが、富並背斜に沿った６～７万年前

の段丘の傾動を考慮すればその数倍の垂直変位速

度が予想される。最終活動時期および平均活動間

隔はそれぞれ、6．2千年前、４千年程度とされ、

今後30年間の地震発生確率は６%と、やや高めに

評価されている地震調査研究推進本部（2011）。
　西傾斜の断層系として鮭川断層がある。本断層

による変位はブロードな変形帯として現れるこ

とから評価しづらいが、地震調査研究推進本部

（2011）によれば、断層帯全体で0．3m/千年程度

とされている。また最終活動時期は不明で、活断

層の長さや変位速度から算出される平均活動周期

が4．7千年前程度とされている（地震調査研究推

進本部、2011）。

　11- ３．庄内平野東縁断層系の活動度

　庄内平野東縁断層系北部に於いて、13万年前頃

の段丘が150m程度変位していることから、その

垂直変位速度は１m/千年を大きく上回る（小松

原、1998）。再来周期は1．5千年と考えられてい 
る。しかし最終活動は1894年の庄内地震である可

能性があることから、今後30年間の地震発生確率

はほぼ０％とされている（地震調査研究推進本

部、2009）。
　庄内平野東縁断層系南部では７千年前頃の地層

が４m変位していることから、0．5m/千年強の平

均変位速度が得られている（地震調査研究推進本

部、2009）。最終活動時期は約３千年前から18世
紀以前、平均活動周期は約2．5千年から4．6千年と

推定され、今後30年間の地震発生確率は、ほぼ

０％から６%と算出されている（地震調査研究推

進本部、2009）。
11- ４．長井盆地・米沢盆地の活断層の活動度

　長井盆地野川沿いの沖積段丘の変位量とその形

成年代から、平均変位速度は0．5m程度と考えら

れる。最終活動時期は2．4千年前以降であり平均

活動周期は５～６千年程度と推定されていること

から、今後30年間の地震発生確率は、0．02%程度

とされる（地震調査研究推進本部、2009）。

12．ま　と　め　

　－身近にある大災害の痕跡－

　1995年1月17日発生の阪神淡路大震災は、限ら

れた研究者の間でのみ認識されていた活断層が、

実際に再活動し地震を起こすことを社会に認知さ

せる契機となった。その結果、全国の活断層につ

いての分布や活動度、および再活動予測が統一的

な基準で判断されるようになった。また、一般の

人々にも活断層という言葉が広く知られることと

なった。

　本論を通して、筆者は山形県内にもほぼ全域に

亘って、M. ７以上の大きな地震を起こしてきた

活断層が存在していることを示した。それらは、

我々の身近な生活空間に、坂道や丘、裏山として

何気なく存在していたものである。普段ほとんど

気に留めることなしに上り下りしていた坂道、段
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差・崖、あるいは、雄大な地形景観を見下ろして

いた台地、それらは、地表に断層変位が及ぶよう

な、内陸直下型大地震が繰り返された結果出来上

がったものである。ある地域で発生する活断層の

活動、すなわち直下型地震は、数千年に一回とい

う人生サイクルとは二桁違う周期で起こるため

に、なかなか実感しにくい。このため、山形県 
民、とりわけ過去千年以上地震が無かった内陸地

方の人々は、山形が災害のない場所であるという

“安全神話”を信じているように思われてならな

い。我々が住む生活空間は、大地の動きによって

作り出されていることを、身の回りにある断層地

形を意識して読み取ることで認識してほしい。そ

して、直下型地震は必ず山形にもやってくること

も意識しなければならない。 
　－最悪のシナリオも心の片隅に置いておこう－

　山形で直下型地震が発生した場合、どのような

地変が発生するのか。それは、場所によって災害

のタイプの現れ方が異なってくることも知ってお

くべきことであろう。被害は、断層直上・直近で

の建築物の破壊・倒壊だけに留まらない。低湿な

沖積平野地域では、液状化による構造物の不等沈

下・隆起も予想される。いっぽう、活断層背後の

山間地域が広い山形では、地すべり・崩壊などの

山地斜面災害が深刻化する恐れが高い。実際、

2004年中越地震、2005年パキスタン北部地震、

2008年岩手・宮城内陸地震、2008年中国・四川地

震では、震源が山地域直下にあったため、活断層

の上盤側にあたる山地斜面が大きく変位し、様々

な災害を引き起こした（写真42）。中山間地での

斜面の崩壊は、交通路を遮断し山地内集落の孤

立をもたらす。特に、豪雨時やその直後に山地

直下で地震が発生すれば、山地斜面災害はさら

に深刻化する。しかも、留意しなければならな

いことは、活断層地形として認定されているもの

は、Ｍ. ７程度あるいは、それ以上の地震で引き

越された地表変位が累積されたものである。Ｍ.６
クラスの地震でも、降水条件次第で山地災害は深

刻化する。また、地すべりや山体崩壊は、河川を

閉塞し天然ダムを一時的に形成するが、溢流の開

写真42　2008年岩手・宮城内陸地震によって引き起こされた地すべり・崩壊・土石流

栗駒山地中腹･宮城県栗原市耕英地区上空から撮影
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始と共にそれらが一気に崩壊し、下流側に二次災

害としての土石流災害をもたらす。それらは、平

野・盆地側にも大きな災害となって押し寄せてく

る。極端に悲観する必要はない。しかし、最悪の

場合を想定しながら、自分自身の置かれた場所・

状況のなかで、予想される被害を回避する幾つか

のシナリオを考えておく必要がある。そのために

は、まず身の回りの地形環境を日頃から意識して

読み取り、それらに変化が現れていないかに気づい

ていくという生活態度を身に着けていただきたい。
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防災教育ノート
－災害論・学校防災・防災教育－

山形大学大学院教育実践研究科　村　山　良　之　

１　自然災害の一般的構造

　自然災害は、自然現象が暴力的に人間に関与す

ることによって発現する現象である。しかし、自

然災害の原因は自然現象のみではなく、人間や社

会を含めて重層的にこれを捉えようとする考え方

が、古くから地理学を含む諸科学によって提示さ

れてきた。そこで示されてきた自然災害の原因

は、論者によって違いはあるが、以下のような基

本的構造を持つことにおいてほぼ共通している。

すなわち、自然災害のきっかけとなる（異常な）

自然現象を誘因とし、それが発災前からのもとも

との条件である素因とあいまって初めて災害が発

生するというものである。

　気象学者の高橋（1977）は、災害の構造に関す

る国内の議論を整理するなかで、このような考え

方が古く中村（1934）や小出（1955）によって既

に示されてきたことを明らかにしている。彼ら

は、山崩れの原因として、豪雨や地震を誘因、地

形や地質を素因とする捉え方を提示している。高

橋もこの用語法に従い、これに佐藤他（1964）が

提示した拡大要因をとりいれ、さらにこれらの全

体に関わる環境という要素を加えている。経済学

者、気象学者、河川工学者による共著である佐藤

他（1964）は、自然災害について包括的に論じた

古典とも呼べるものであり、同様に災害の原因を

重層的に捉えることを提唱している。ただし用語

法は独自で、上記の誘因に対して素因、また素因

に対して必須要因と拡大要因をあてていることに

注意が必要である。そして佐藤らは、とくに必須

要因または拡大要因に関わる社会的条件を重視し

ている。

　これに対して、地理学者の門村（1972）は、以

上の基本的な構造を踏まえつつも、上記の素因に

相当するものに地域的要因の語をあて、その内容

として土地的条件（地形、地質、地盤、水、植生

など）および被害主体の社会経済的条件等を提示

している。同様に地理学者の松田（1977）は、

地形、地質（もしくは地盤）、土地利用などそこ

に存在する各種の自然的、人為的要素が形成して

いる複合体を指す術語として、土地条件を挙げ、

これと被害主体を合わせて素因と呼ぶこともあ

る、としている。さらに、同じく地理学者の水谷

（1987）は、素因を自然素因（地形、地盤、海水）

と２段階の社会素因（人間・資産・施設および社

会・経済システム）に分けて示した。水谷は、自

然災害の主要なものは、誘因が自然素因に働きか

けて生ずる洪水、山崩れ、津波などの二次的自然

現象が直接の加害力となって、被害が引き起こさ

れる（水谷、1987）として、防災はこれらの要因

群の連鎖を断つことであると捉えている。これら

日本の地理学者の捉え方は、被害主体を含む地域

を想定し、発災前からの素因を重視し、とくにそ

のなかで地形、地質など物理的条件を土地条件 
（または自然素因）と呼び、社会的条件とともに

取り上げているところに特徴がある。

　一方、英語圏の災害研究についてみると、古く

は1950年代末以降主として米国を対象として、米

国の地理学者G. F. Whiteを中心とする研究グルー

プが、災害への人々の認知と対応行動、たとえば

洪水の危険のある場所に人々が住み続けること

等、を説明するために行動科学的アプローチを採

用して災害研究を進め、行動地理学を先導したと

される（Gold，1980；Johnston，1991）。
　これに対して、主として途上地域をフィール

ドとする地理学者らは、脆弱性vulnerabilityを
中心とする分析枠組みを提示している（たとえ
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ば、Blaikie et al., 1994；Cannon, 1994；Hewitt，
1997）。すなわち、自然のインパクトが個人や集

団に被害をもたらすかどうか（災害となるかどう

か）は、インパクトに対する個人や集団の脆弱性

によって決まるとし、その脆弱性は、生計（収入

や財産）の強さや準備状況（個人や社会による備

え）等によって規定され、さらにその背景にある

社会・経済・政治的要因がこれに影響するという

ものである。ここでは、インパクトをもたらす

洪水や地震等は（Natural）Hazardとされ、これ

が上述の脆弱性とあいまってDisasterを発生させ

るという枠組みが提示されている。このHazard
は上記の誘因に相当し、脆弱性は素因なかでも

その社会的側面を指すといえる。日本の佐藤他

（1964）と同様に社会的条件をとくに重視した

枠組みといえよう。そして上の土地条件に関連

する部分としては、とくに人間の関与によって

Hazardのインパクトを増大また縮小させるもの

として捉えられている。

　米国のR. Palmは行動地理学の研究者であ

り、彼女が提示した自然災害の枠組み（Palm，

1990）には、人々の災害（環境）への対応（反 
応）行動の背後に脆弱性と関連する多くの要素が

盛り込まれている。この枠組みは、ミクロとマク

ロスケールの融合を目指しているともいえ、複雑

すぎて個々の要素間の関連がいささか不明瞭では

あるが、米国の古くからの行動科学的アプローチ

に背後の社会的要因群を含めて、自然災害の全容

を捉えようとしていることがわかる 。
　以上のように、自然災害の原因として、直接的

きっかけとなる（異常な）自然現象だけでなく、発

災前からの条件を含めて重層的に捉えることは、内

外の災害研究において、一般的なものといえる。

　ここでは、主として日本の地理学者による枠組

みに則って、自然災害の直接的きっかけとなる

（異常な）自然現象を誘因とし、発災前からの

素因として土地条件（物理的・自然的条件）と社

会的条件を捉えることとする（図１）。英語圏の

用語法との対応をみると、誘因はハザードと言い

換え可能で、素因のうちの社会的条件は脆弱性に

近いと考えられる。素因は、地域の条件ともいえ

るもので、誘因がもたらす被害の有無・大小に対

して強力なフィルターとして作用すると捉えられ

る。自然災害は、地域によって誘因が異なるだけ

でなく、素因によっても大きく異なる。たとえ

ば、地震災害においては地形からわかる程度の

表層の地質（地盤）が堅牢か／軟弱かによって、

水害においてはその場所の高低たとえば自然堤防

上か／後背湿地上かによって、被災程度はまった

く異なる。また、当該地域（被災地域）が、経済

的に豊かな先進国なのか／そうではない途上国な

のか、人々のネットワークが強固な農村地域なの

か／そうでない都市部なのかといった社会的条件

も、被害の大きさに強く関与することは明らかで

ある。自然災害はこのように地域的現象である

し、また予め素因に作用することによって発災時

の被害をかなりの程度軽減できることも明らかで

ある。

　図２は、上でみた自然災害の包括的枠組みをふ

まえて、建物の地震被災という具体的検討課題に

即して、その要因群を整理したものである。建物

被災の有無または軽重は、建物の堅牢度と地震動

特性や地盤破壊との兼ね合いで決まるが、その背

後に、土地条件と社会的条件が控える。すなわち

深部地盤・表層地盤、そしてごく表層の地盤を示

す地形といった土地条件は、地震動の増幅や地盤

破壊を規定し、また活断層直上かどうかはその破

断の影響の有無を決める１。一方、社会的条件と

しては、法的規制、経済力、技術水準、慣習・文

化等が想定でき、それらが土地開発や建築を規定

すると考えられる。たとえば、建築基準法は耐震

基準等を具体的に設定し技術水準とあいまって建

物の堅牢度を直接設定し、都市計画法はその運用

によって災害危険のある土地の開発をコントロー

ルできる。また、建物の施主たる人々の経済力や

慣習・文化も、土地開発や建物のあり様に強く影

響する。

 １　活断層（地表地震断層）の活動は地震発生そのもの

であり、図２ではそのことがうまく表現できていな
い。しかし、ここでは建物被災に関わる土地条件と
して、活断層直上か否かが重要であるため、このよ
うに図示した。
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誘因 （ハザード）

⼤地震
⼤⾬
強⾵
など

被害の有無・⼤⼩

建物被害
産業被害
⼈的被害
など

素因 （地域の条件）

⼟地条件
（地形、地質、地盤など）

+
社会的条件

（経済、政治、⽂化、⼈的ネットワークなど）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 自然災害の一般的構造 

 

 

 

 

 

 

  

図１　自然災害の一般的構造

図２　建物の地震被災に関与する要因

（津波、延焼火災等によるものを除く）増田・村山（2001）を一部改変
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２　日本における学校防災

　敢　学校安全のなかの学校防災

　わが国では、学校安全は、生活安全（防犯等

を含む）、交通安全、災害安全（防災）の３つの

領域からなり、安全管理、安全教育、組織活動

という３つの活動によって実現されるとされて

いる（文部科学省、2010）。学校防災は、防災管

理等（組織活動を含む）と防災教育の両者によ

ることになる。すなわち、前者は、自然災害の発

生を想定し、事故の原因となる学校環境の危険を

除去したり、災害発生時や事後に適切な措置がと

れる体制を確立すること等であり（文部科学省、

2013）、後者は、児童生徒向けの防災に関する教

育を意味する。たとえば、避難訓練は、後者の 
もっとも代表的な要素であるが、防災管理として

の側面も併せ持つなど、実質的には両者が完全に

分けられるものではない。

　柑　阪神・淡路大震災と東日本大震災の経験

　日本で学校防災への取組が本格化したのは、

1995年に発生した阪神・淡路大震災によるところ

が大きい。文部省（当時）はこの経験を基に学校

防災を推進するための文書を提示し（文部省、

1998）、被災地はもとより多くの県の教育委員会

においても学校防災への取組が進められた。たと

えば、宮城県沖地震の再来が想定される宮城県教

育委員会では学校防災の指針がつくられた（宮城

県教育委員会、2009）２。
　2005年神戸で開催された第２回国連防災世界会

議では、直前のスマトラ沖地震（インド洋大津

波）の経験もあり、2005年から10年間の行動計画

HFA（兵庫行動枠組み）が採択された。５つあ

る優先行動の１つのなかに、防災教育が組み込ま

れた。また、同じ2005年からの10年は、日本が国

連に提唱して採択された「ESD（持続可能な開発

のための教育）の10年」であった。自然災害は

ESDの素材となり、防災教育はESDの具体的実践

（藤岡・佐藤、2013）となりうるものとされてい

る。これらの動きは、いずれも日本が主導的役割

を担いつつ、世界に対して防災教育を重要課題と

して提示してきたものである。

　一方わが国では、とくに阪神・淡路大震災以 
降、その経験を直接的なきっかけとするもの以外

の駆動要因として、ハードによる防災の技術的・

財政的限界から、また急速に進歩する災害科学や

防災技術の成果が市民の適切な防災行動を誘導で

きていないことから、防災教育の必要性が喧伝

されるようになっていた（鈴木、2007；岡本、

2007；矢守、2006）。
　DIG、防災たんけん、種々の防災ゲーム等、

様々な防災教育の手法が開発されて、これらの

普及が進められ、実際に多くの実践が重ねられ

た。さらには、防災教育チャレンジプラン、ぼう

さい甲子園といった、実践を普及、支援する仕組

みも整備されてきた。また、社会心理学者が中心

となって防災教育の理念の提示と実践が進められ

てきたことも注目される（矢守他、2007等）。し

かしながら、わが国の学校では、先進的な防災教

育実践事例があるものの、それが全面的に展開し

ていたことはまったくなく、むしろこれを広く普

及させるためにどうするかが、ずっと大きな課題

であった。

　このような状況下で東日本大震災が襲い、それ

までの学校の防災教育と防災管理の成果と課題を

顕在化させた。たとえば、津波避難三原則を提示

する片田敏孝先生の支援を受けて「釜石の奇跡」

を実現させた（片田、2012等）。結果的に適切な

津波避難がなされなかった石巻市立大川小学校の

痛恨の経験とその教訓を忘れてはならないが、そ

の一方で、ハザードマップの想定を大きく超える

事態に対して教職員らによる臨機応変の判断に

よって学校管理下の多くの児童生徒の命が守られ

たことも事実である。さらにその一方で、保護者

に引き渡された後に亡くなった児童生徒も多数

あった。

　事前の準備なしに学校が避難所となって、教職

員が、自分の家族を顧みることもできずに、避難

所の運営や支援に奔走して疲労困憊した事例が多

くあった。反対に、約700人の避難者が押し寄せ

 ２　文部省（1998）、宮城県教育委員会（2009）のタイト

ルにはいずれも防災教育とあるが、その内容には防
災管理が含まれている。
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た仙台市立枡江小学校では、連合町内会が避難所

の設置、運営、撤収を、事前の訓練を基に臨機応

変の判断で行い、教職員は避難所設置を支援しつ

つも児童の安否確認にほぼ専念でき、全員がその

日のうちに帰宅できた（日本安全教育学会編、

2014）。
　東日本大震災の経験を踏まえて、文部科学省

は、2012年『学校防災マニュアル（地震・津波災

害）作成の手引き』と2013年『「生きる力」を育

む防災教育の展開』（1998年度版の改訂版）を学

校現場に向けて提示した。これらはそれぞれ、学

校の防災管理と防災教育の充実、向上を学校に求

めた文書である。

　大津波による被災や避難所での混乱を経験し

て、学校の防災管理の改善が急務である。上記の

文部科学省（2012）は、これを踏まえたいへん充

実した内容を持ち、各学校の防災マニュアル改訂

の指針となるべきものである。しかし、教員がこ

の指針からすぐにマニュアル策定、改訂作業がで

きるとは考えにくく、実際に複数の教育委員会が

マニュアルの「ひな形」に相当するものを作成、

提示している。標準的なマニュアルを基にしてこ

れを適宜複製して各校のマニュアルを作るという

のは、「諸刃の剣」である３。

　筆者は、2012年度から鶴岡市教育委員会の防災

教育アドバイザーを拝命している。その初年度

は、鶴岡に関連するハザードと土地条件、および

文部科学省（2012）等をテキストにマニュアル作

成に関する内容の教員研修会を４回開催した。こ

のいずれかに全ての小中学校から１名以上の参加

が求められた。しかし、年度末に各校の防災マ 

ニュアルや計画（相当の文書）を収集したところ、

一部の学校で充実したマニュアルの改訂・策定が

行われていたものの、多くの学校はまだまだの状

況であることが判明した。そこで、宮城県教育委

員会の了承を得て、宮城県教育委員会（2012）を

下敷きにして、鶴岡市版学校防災マニュアルの 
「ひな形」を作成し、2013年度末に各校に配信し

た（鶴岡市教育委員会、2014）４。さらに、山形

市版の作成が進行中である。これらの最初に、各

校がマニュアル作成の前提となるべき事項を確

認、整理するための頁を設定した（図３）。マニュ

アル作成の担当教員がもっとも苦労する頁になる

かもしれないが、「自校化」の鍵と思われる項目

群である。できればこの頁の作成作業を、少なく

ともその確認を、校内の全教員でされることを望

みたい。「諸刃の剣」であることを少しでも避け

るための工夫である。

　学校防災マニュアルは、それが作成されて終わ

りではあり得ない。改訂を継続することが必要で

あるし、実際場面では即興的な逸脱もあり得るこ

とを心しておくことも必要である。これらも、東

日本大震災の教訓である。

　東日本大震災を経験したいま、これを踏まえた

学校の防災管理と防災教育の充実、向上は、必須

である。以下では防災教育について整理する。

　桓　防災教育

○防災基礎教育と防災実践教育

　一般に防災教育は、実践的な防災のノウハウに

ついて行われるものを指す。これを防災実践教育

として、これとは別に防災基礎教育を位置付け、

これら全体を含む広い内容を防災教育として捉え

たい５。防災基礎教育とは、災害の発生メカニズ

ムに関するものであり、災害の誘因（ハザード）

と素因（土地条件と社会的条件）を含む。すなわ

ち、防災基礎教育は、幅広い学問分野にまたがる

内容を含み、学校においては一般の教科に関連す

る内容である。当該地域で想定すべきハザード

（誘因）や地域の条件群（素因）を理解すること

は、防災実践の意義の理解、すなわちなぜしなけ

ればならないのか納得を、ひいては防災行動を、

導くと考えられる。一方で、たとえば地震の発生

 ３　マニュアルは、書かれていないことを不可視化した

り、非参加を強制（推奨）したりするという根本的
な問題点を持っており（矢守・渥美、2011）、まさに
「諸刃の剣」であるが、ここでいう「諸刃の剣」は、
それ以前の問題である。つまり、地域の特性を踏ま
えたマニュアルが必要であることと矛盾しかねない
し、その学校の教員が考えて作成するという重要な
機会を奪っていることになる。

 ４　鶴岡市教育委員会、同防災安全課と協力し、山形大

学大学院教育実践研究科の現職院生、笠原慎一郎氏
（宮城県富谷町立日吉台小学校教諭）を中心に、同
じく秋場淳氏（山形県三川町立東郷小学校教諭）、学
部卒院生、加藤学氏とともに作成作業を行った。

 ５　鈴木（2007）の用語法では、実践型防災教育と防災

基礎教育としている。
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Ⅰ－１ 本校園と学区の現状（例） 

 

○○○○小学校防災マニュアルの前提として，学校と学区の現状を，以下のとおり確認する。

 

（１）校舎：＊＊年完成（1981年建築基準後）なので，倒壊等の危険性は低い。ただし，校舎の

つなぎ目，体育館の照明器具やバスケットゴール等は破損や落下の可能性がある。 

 

（２）校地：平地にあり，周囲に崖等もないので，土砂災害等の危険はない。しかし，液状化に

よる地割れや噴水・噴砂，校舎と地面との段差発生の可能性がある。 

 

（３）学区：東西約 3km，南北約 8km。学区の南部はスクールバスによる通学で，児童が通うもっ

とも遠い○△□集落まで，通常時でも自動車で 15分ほどかかる。 

 

（４）地形：学校と学区の大部分は低地にあって海岸からも遠い。学区の南部は山地である。 

 

（５）想定すべきハザード：鶴岡市ハザードマップ（地震動，液状化，土砂災害，洪水）等 

＜近年の経験より＞ 

・庄内平野東縁断層帯の地震時の予想震度は，震度 6強。学区の震度は市内でも大きい。 

・1964 年新潟地震の際には，学校周辺の一部の建物が被災した。 

・液状化の危険性は高い。（地震時に校舎と地面の段差，地割れ，噴水・噴砂の可能性） 

・学区の大部分は土砂災害の危険性はない。南部の山地部では土砂災害の可能性がある。 

・赤川堤防決壊の場合は，学校付近は□□mほど浸水すると予測されている。 

・通学路のうち，＊＊＊付近の道路は，強い雨が降るとよく冠水する。 

・通学路のうち，△△△付近と○○付近は，地吹雪の際に見通しが悪くなりやすい。 

 

（６）学校・学年行事等でよく行く場所においてとくに想定すべきハザード 

・（例）湯野浜付近 … 津波 

 

（７）本校が指定されている避難所（実際は想定外の避難者もあり得る） 

・一次避難場所（災害時に市民が自発的に避難する場所） 本校グラウンド 収容 3,000人

・二次避難場所（住居を失った者等を収容する避難施設） 本校校舎 収容 350人 

・津波一次，二次避難場所 本校の指定なし 

・洪水避難場所（洪水時に避難，収容する施設） ○○，△△，□□町内会の指定避難場所

 

（８）自主防災組織，消防団，町内会等： 

   本校を避難場所として利用想定されているのは，○△自主防災組織（会長＊＊＊＊氏），

○○町内会（会長○○○○氏），△△町内会（会長△△△△氏） 

 

〔補足〕 

・地形とハザードは，ハンドブックやウェブサイト等を参照する。 

・海岸部では，校地の標高，津波の想定浸水深，想定到達時間（これより深く，早くなる場

合もあり得る）等も記入する。 

・遠足や修学旅行先については，別項に示す。旅行代理店を利用する場合は，契約時と出発

前に防災関連情報を確認し，保護者にも伝達しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 鶴岡市の学校防災マニュアル「ひな形」に設定した頁 

  るよに）4102（会員委育教市岡鶴

図３　鶴岡市の学校防災マニュアル「ひな形」に設定した頁

鶴岡市教育委員会（2014）による，一部改変
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メカニズムの理解のみでは、防災に直接役立たな

いことも明らかである。つまり、防災基礎教育と

防災実践教育を繋げることが重要である。

　一般の教科には、防災基礎教育の内容を含むも

のがあり、その学習の際に少しだけ防災実践教育

にまで展開することも、無理なく実行可能であろ

う。さらに、クラス担任制の小学校であれば、関

連する複数教科の単元や道徳、学級活動等を同じ

時期に並べることで、防災基礎教育と防災実践教

育を効果的に繋ぐこともできよう。

　ここで防災実践教育についてみると、本来その

内容は広範で、防災実践の担い手（自助・共助・

公助）６と災害の時間的位相（事前対策・緊急対

応・復興）とのクロスで把握されるべきである 
（図４）。学校で行われるもっとも一般的な防災

教育である避難訓練は、９つあるマス目の１つ

（自助・緊急対応）にほぼ限られることがわか

る。子どもの発達段階によって共助への拡大と、

事前対策を重視した発災前後への展開を考えるべ

きである。片田敏孝氏が提唱してきた「津波避難

三原則」も、同じマス目に中心を置くが、「率先

避難者たれ」は共助への拡大を意味し、「ハザー

ドマップを信じるな」と「最善を尽くせ」は、こ

の図にはない防災基礎教育を基にしていることが

わかる。

○防災教育と「地域」

　児童生徒に身近な地域の具体例を示したりこれ

を導入に用いたりすることは、学校教育において

ごく日常的に行われていることである。自然災害

は地域的現象であるので、学校の防災教育におい

ては学区内やその周辺で想定すべきハザードや当

該地域の土地条件と社会的条件を踏まえることが

必要であるし、これによって、災害というまれな

ことを現実感を持って理解できるという教育的効

果も期待できる。たとえば山形県で火山災害を学

ぶには、桜島ではなく吾妻山、蔵王山、鳥海山の

うちもっとも近い火山を事例とすべきであるし、

地震災害ならば1964年新潟地震や山形盆地西縁断

層帯等を取り上げるべきである７。最近自然災害

が少ないとされる山形県であっても、過去の災害
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図 4 防災実践の射程 

学校防災を想定したとき，上の「住民」は「児童生徒」となる 

 

 

 

 

  

図４　防災実践の射程

学校防災を想定したとき，上の「住民」は「児童生徒」となる

 ６　自助・共助・公助の分類は絶対的なものではない。

矢守（2013）は「津波てんでんこ」が単なる自助で
はなく、４つの意味があり共助の側面を強く持つこ
とを指摘している。

 ７　同じ地域ではなくとも、児童生徒と同じ年代の子ど

もが被災した事例を取り上げること等によっても、
児童生徒に現実感をもたらすことができよう。これ
らに関して、笠原（2015）の研究がある。
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事例や将来懸念される災害リスクは事欠かない。

ハザードマップが活用できる場面も多いと考えら

れる。

　このように防災教育は、多分に地域教育でもあ

る。ここで１つ注意すべきことがある。防災教育

を身近な地域を対象に行うと、子どもが当該地域

を危険に満ちた空間として（のみ）学ぶことにな

りかねない。少なくとも、防災資源もあわせて提

示されるべきであろう。たとえば小学校でふつう

に行われている「まちあるき」では、危険ポイン

トとともに、たとえば堤防の役割（と限界）の指

摘、避難所や防災倉庫の見学、消防団や自主防災

組織へのインタビュー等、防災資源に触れること

も、特別な手間なしで可能であろう。

　当該地域に関わる誘因と素因の理解は、学校の

防災管理や防災教育における「自校化」の土台と

しても必須であり、さらに、東日本大震災の教訓

の１つである児童生徒自らによる「臨機応変の判

断」の土台でもある。

　ところが、学校防災を担う学校教員にとって、

当該地域のハザードや素因（とくに土地条件）を

理解することが難しいことが指摘されている。自

然災害に対する土地条件をもっともよく示すのは

「地形」である。地形は地表面の形状であるか

ら、わかりやすいはずであるが、そうは思われ

ていないようである。国土地理院のウェブサイト

から、簡単に複数の地形分類図（土地条件図、治

水地形分類図、都市圏活断層図等）にアクセスで

きるようになった。これと国や自治体が公表して

いる各種ハザードマップを組み合わせることで、

様々な情報を入手できるし、解釈が可能となる。

現場の教員や教員を目指す学生に、これを可能に

するための、地球科学に関する基礎的な内容を含

む研修または大学での授業が必要である。

○防災教育が目指すもの

　子どもの発達段階に応じて、災害から自分の命

を守ることに加えて、周囲を支援することが求め

られる。図５は、文部科学省（2013）が示す発達

の段階に応じた防災教育の目標である。防災基礎

教育に関するものもこれに含まれていることがわ

かる。

　諏訪（2007）は、防災教育の内容と目的を、災

害の時間軸と空間軸を踏まえて３枚の図として

明快に整理した。学校の防災教育を、より広範

な人間教育、社会変革の文脈に位置付けること

が必要だとして、Survivorとなる防災教育から、

Supporterとなる防災教育へ、そして市民性を育

む防災教育を主張している。また、災害はめった

になくまた社会は変化するので、子どもは、災害

文化の更新と継承の担い手になるべきであると

し、そのために、子どもの主体的学習、参加型・

体験型学習方法によって防災教育がなされるべき

だ、とも主張している。さらに、子どもを教わる

側から早く教える側にすることも、これに寄与

し、さらに学習効果も上がるとしている。これら

は、学校現場でふだんから工夫を重ねている教員

にとって、納得しやすいものと思われる。

　学校で防災教育がなされないのは、防災教育に

かける時間がないから、利用可能な教育プログラ

ムがない（と認識されている）からであると、複

数の実態調査で明らかにされてきた（村山、2009
等）。しかし実際には、インターネット上には数

多くの実践事例が掲載され、上述のとおりこれを

支援する仕組みも複数ある。また一般の教科を工

夫することで、無理なく防災教育が可能である。

むしろ、一般の教科教育のなかに埋め込まれるこ

とで、防災教育がごくふつうに定着することが期

待できる。毎年の教育計画をたてる際に、教科内

の防災要素を確認するだけで、防災教育の充実、

改善を導くことができるだろう。学校全体で系統

性を踏まえた検討がなされれば、さらによいもの

になるだろう。

　そして、防災教育が意識されなくなるほどに学

校教育に定着することが目標となる８。自然災害

が多い日本で教育を受ける子どもたちは、自然災

害に対する知識や防災のスキルを、学校教育の中

で特段意識することなく身につける、これを目指

したい。

 ８　矢守・渥美（2011）にある「生活防災」「防災と言わ

ない防災」や、片田（2013）の「その土地で住まう
お作法」に通じるものである。
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図 5 発達の段階に応じた防災教育の目標 

文部科学省（2013）による 

 

図５　発達の段階に応じた防災教育の目標

文部科学省（2013）による
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仙台市立北六番丁小学校における
2007年防災ワークショップ

－その実践および東日本大震災時の効果と課題－

山形大学大学院教育実践研究科　村　山　良　之　

１　はじめに

　2011年東日本大震災の津波被災地である釜石市

では、市内の小中学生のうち99．8％が生存して

「釜石の奇跡」と呼ばれた。その要因として、群

馬大学の片田敏孝先生の指導と学校現場の教員ら

との共同による防災教育実践が実際の津波避難を

適切に導いたとして、高い評価を得ている（片

田、2012等）。

　東日本大震災の発生以前に行われてきた学校に

おける防災教育が、震災に際してどのような効果

があったのか、検証が必要である。この点につい

ては、これまで防災教育の教育効果の評価はあま

りなされてこなかったことが指摘されている（牛

山他、2004）。すなわち、とくに阪神・淡路大震

災以降、様々な防災教育の実践報告はあるが、防

災教育による防災意識および防災（準備）行動の

変容についての検証は、決して十分ではなかっ

た。さらに、東日本大震災を経験した現段階にお

いては、防災教育による意識や行動の変容のみな

らず、それが大震災発生時や発生後に実際に有効

だったか否かが問われている。

　文部科学省は、大震災の約10 ヶ月後の2012年
１月、被災３県（岩手、宮城、福島）の全ての幼

稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

等（合計3，127）に対する大規模な調査を行った

（文部科学省、2012）。その報告書によれば、避

難訓練や防災教育について多くの改善すべき点が

顕在化した一方で、大震災時の児童生徒等の行動

に防災教育が活かされたとの結果も示された。た

だしこの調査結果は、被災３県の学校教員の回答

に基づくものであり、学校の防災教育を受けた児

童生徒から直接得られた情報に基づくものではな

い。またこの調査は広域の大規模調査であり、そ

もそも個別の防災教育実践の具体的内容と結果と

の関連をふまえて検討したものではない。

　東日本大震災における防災教育の効果に関する

具体的検証作業は、津波被災地以外では未だほと

んどなされていないと考えられる。津波による生

命危機回避といった明瞭な成果ではないとして

も、東日本大震災以前に行われてきた防災教育が

何らかの効果をもたらしたのかどうか、できるだ

け多くの事例について明らかにし、これを土台と

して防災教育の改善に資する必要がある。

　本研究は、非津波被災地における学校防災教育

実践が及ぼした効果検証の試みである１。2007年
度の仙台市立北六番丁小学校５年生を対象に行っ

た防災教育が2011年東日本大震災時に効果があっ

たのか、防災教育を受けた北六番丁小学校卒業生

および他校卒の生徒を含む2011年度の仙台市立五

城中学校３年生へのアンケート調査結果を基に効

果検証を試みるものである。

　対象校は非津波被災地にあって、津波からの適

切な避難の有無といった明白な被害回避効果を直

接把握することは難しい。そこで、東日本大震災

以前に防災（準備）行動がとられていたのか、東

日本大震災に際して防災教育が有効だったと生徒

が感じたかどうか、およびその理由等の記載から

検討することとする。

 １　本論は、筆者が指導教員を務めた川村宇史氏による

東北大学大学院理学研究科地理学教室の修士論文
（川村、2008）、およびそれを基にした論文（村山、
2011）、さらに2011年アンケート調査結果を基にまと
めた論文（村山、2013）等による。
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　以下では、まず2007年の実践について、企画・

準備段階での検討事項から、実施段階における

様々な工夫等、さらにワークショップ後に実施し

た事後調査による評価までを示す。その後、2011
年のアンケート調査結果を基に検討することとす

る。

２　2007年仙台市立北六番丁小学校における実践

　2007年８～９月、北六番丁小学校の５年生全２

クラス、45名を対象に、担任をはじめ同小の先生

方と協力して、以下のような防災ワークショップ

を行った。このワークショップで対象としたの

は、かねて懸念されてきた宮城県沖地震である。

東日本大震災発生前の宮城県では、県内に大きな

被害をもたらした1978年宮城県沖地震（村山、

1980など）の次の宮城県沖地震の発生が切迫して

いるとされて、自治体の防災計画や学校防災で

は、これが想定対象とされていた。しかし、宮城

県内では一部の学校できわめて充実した防災教育

の取組がなされていたものの、県内の多くの学校

で熱心に取組まれていたわけではない。ここで紹

介する実践事例は、そのような状況下で行われた

ものであり、北六番丁小学校の先生方ご協力によ

り単発のイベントとして実践が可能となったもの

である。

２－１　防災ワークショップの企画

敢　既存の防災ワークショップの問題点と改良

の試み

　一般にワークショップとは、一方向的な講義形

式ではなく、参加者が主体的に議論あるいは体を

動かして作業をし、相互に刺激しあうことを通し

た学びと創造の場（中野、2001）とされ、参加者

同士の関係構築や合意形成の有効な手段とされて

きた。そのなかで防災ワークショップでは、災害

の理解や防災に役立つ知識の普及という機能が強

く求められると考える。災害現象の科学的説明か

ら住民が担い得る防災手法とその効果といった直

接役立つ情報に対する住民の理解や納得が、住民

による防災行動実施を誘導すると考えるからであ

る。

　ところが、従来の防災ワークショップは、たと

えば手段であるはずの防災マップが目的化された

り、専門家不在のために誤ったリスクメッセージ

が伝えられたりする懸念がある２。また、避難や

救援といった緊急対応行動に主眼がおかれて、家

具の固定、非常用食料・飲料水備蓄といった災害

発生前の事前対策行動を誘導する取組が不足して

いる。さらに、これらの活動の有効性評価は、ほ

とんどなされてこなかった（牛山他、2004）。専

門的知識をふまえ、当該地域の特性に基づく具体

的検討課題に即した防災ワークショップのモデル

の提示とその有効性評価およびそれに基づく改善

が求められている。

　筆者らは、2004 ～ 2006年度文部科学省防災研

究成果普及事業「迫り来る宮城県沖地震に備えた

地域防災情報の共有化と防災力高度化戦略」（以

下、普及事業とする）の一環として構成されたイ

ンセンティブ防災マップづくりワーキンググルー

プ（以下、WGとする）として、子ども向けや大

人向けの複数の防災ワークショップを企画、実施

してきた３。とくに、2006年度に実施した宮城県

内３つの町内会役員向け防災ワークショップで

は、上の問題意識をふまえて、地図を使った作業

（DIG）に、地区の地盤と宮城県沖地震の想定被

害の説明や市の防災担当者による耐震診断・改修

やブロック塀撤去についての費用補助制度の説明

を組み合わせた防災ワークショップを企画、実施

し、さらにワークショップ約１ヶ月後参加者への

アンケート調査に基づく有効性評価を試みた（回

答総数42名、回収率52%）。その結果、じつに参

 ２　成果物の防災マップ自体に意義あることを否定する
ものではないが、人命や財産の被害を小さくするた
めに、避難等の円滑な緊急対応行動や家具の固定や
耐震改修等の事前準備行動を誘発、誘導することが、
本来の目的のはずである。町内会防災マップに関す
る研究では、地図づくりに強く関与するほど個人の
対策行動変化に結びついたという調査結果もあり（里
村、2006）、地図そのものよりも作業への参加の方が
重要と考えられる。また牛山（2008）も、「素人だけ
で行う防災マップ作りというイベント」では「誤っ
た知識の刷り込み」がなされるかもしれないと懸念
を表明している。

 ３　WGの実働メンバーと専門は、増田聡（都市計画）、
佐藤健（建築）、村山良之（地理）、長田正樹（地盤）、
中尾邦彦（地盤）、柴山明寛（建築）、大田俊一郎（建
築）、里村亮（地理）、川村宇史（地理）である。子
供会ワークショップを各地区２回、合計６回実施し、
町内会役員対象のワークショップを合計４回（１地
区のみ２回）実施した。



― 91 ―

加者の過半数が、なんらかの事前対策行動を新た

にまたは拡充して行ったことが判明し、なかには

この間にブロック塀・石塀を除去したものも３

名含まれていた（里村、2007；村山他、2007）。
このワークショップの効果は、普及事業WGメン

バーの予想を超えて大きかったといえる。

　柑　ワークショップの基本方針

　本ワークショップの中心となるのは、児童によ

るまち歩き（まちたんけん）と地図づくりの作業

である。ここで主として参照するのは、上記の普

及事業において実施された子ども会防災ワーク

ショップのマニュアルである。これは、寺本弘伸

らによるマニュアル（日本災害救援ボランティア

ネットワーク、2003）を参考に、普及事業WGメ
ンバーの佐藤健が中心になってまとめたものであ

る４。本ワークショップでは、このマニュアルを

地域と対象者の実態にあわせて変更して用いるこ

ととした 。
　そして上記をふまえて、地震災害や防災に関す

る知識を児童が獲得し、それを納得した上で作業

を行うことを目指す。そのため、まち歩き等の前

に、講義形式の地震災害と防災に関する授業を行

うこととした。学習指導要領によると地震等に関

する学習は６年次にあるため、５年生対象の本講

義では、提示内容と方法の工夫がとくに求められ

る。簡単な実験を盛り込んで、児童にとって難し

くならないようまた飽きないよう配慮しながら、

地震動のメカニズムの理解と対策行動の必要性を

関連づけて提示することを試みた。

　まち歩きでは、地域における災害危険要因を探

るだけでなく、災害時に自分たちを守ってくれる

もの、役に立つものに気づくように設計した。児

童が身近な地域を、危険にあふれた空間としてで

はなく、自分や地域の人々の安全を守る要素を持

つ空間として捉えられることを目指した５。

　さらに児童の学習成果を家庭に波及させるため

に、「宿題」を設定して、児童の自宅内外のチェッ

ク作業を課すこととした。このアイデアは、沼

尻・里嘉（2003）の実践事例を参考にしたもので

ある。加えて、準備作業のなかで、仙台市消防局

の地震体験車「ぐらら」による地震動体験と定例

の全校避難訓練の実施が小学校側から提案され、

これらをワークショップ開催時期に連動して実施

して、学習効果を高めることを目指した。

　桓　学習目標と学校教育における位置づけ

　学習指導要領および児童の発達段階を考慮し

て、目標を「自分の命を守る」とした。そのた

めに、児童は地域の実態に即したコンテンツの提

示を受けまた作業を通じて、当地域における想定

宮城県沖地震による具体的な被害イメージを獲得

し、また地域と自宅の地震防災に関する課題と資

源を自ら確認して、具体的な対策の必要性を認識

し、可能な対策を実際に講じるまたはそれを家族

に促すことを目指すこととした。

　防災ワークショップのカリキュラム上の位置づ

けとしては、北六番丁小学校の検討結果により、

総合的な学習の時間と学年行事をあてることに

なった。

　棺　実践にいたるスケジュール

　2006年度末に、仙台市内の小中高校に対して、

防災教育の実態を把握するためのアンケート調査

を実施した（村山・川村、2008）。そのアンケー

ト調査のなかで、2007年度に筆者らと共同による

防災教育実践が可能な学校を募った。複数の肯定

的回答が得られたなかから、アンケート回答内容

やその後の電話等での相談を基に、仙台市立北六

番丁小学校との共同を目指すこととした。

　2007年度に入り、仙台市立北六番丁小学校との

間で具体的な打合せを開始した。筆者らから、先

行事例や前年度（2006年度）までの子ども向けの

実践経験をふまえたワークショップ形式の授業実

践を提案した。同校で防災関係を担当する先生が

５年生担任なので、５年生対象で行うこととし、

同担任の２人、校長、教頭の各先生らとともに具

体的内容の検討を、数多くのメールと計４回の打

合せで行った。そのなかで、筆者らから防災教育

 ４　後述の日本損害保険協会「ぼうさい探検隊」は子ど
も対象の防災ワークショップを広めるために、同会
が展開している事業であるが、これは寺本らの実践
が基になっている。

 ５　同様に、大西（2009）は子どもの地域安全マップづ
くりにおいて、危険だと思われる場所の発見だけで
なく魅力ある場所の発見にも努めるよう指導して、
身近な地域を肯定的に捉えられるようにすべきと主
張している。
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実践と学習指導要領との関連について検討した結

果を提示し、小学校側にはカリキュラム上の位置

づけ（授業時間の割当て）について検討していた

だくことになった。そして、実施時期は夏休み明

けに決定した。

　打合せのなかで、内容のレベルが児童の理解で

きるレベルを越えてしまうのではないか、地震へ

の恐怖心がいたずらにかき立てられることはない

か等の懸念が、小学校側から示された。これらの

点については、ワークショップの具体的計画の説

明をもって理解が得られたと考える。そして上記

のとおり、小学校側から避難訓練の実施時期変更

（ワークショップと同時期開催）などの提案を受

けることとなった。

　さらに相談の結果、ワークショップの取組に対

する児童の動機づけになることも期待して、成果

物を日本損害保険協会「ぼうさい探検隊」地図作

品として応募することとした。またそれによっ

て、同会から、フェルトペン、シール等の支給や

まち歩き用ベストの借用を無償で受けることがで

きた。

２－２　防災ワークショップでふまえるべき地域

の特性

　新旧の地形図や住宅地図、土地条件図、国勢調

査、文献および川村氏による現地調査から、当地

域（学区）の特性を、以下のとおり把握した（図

１） 。
　土地条件（地盤条件）および想定被害について

は、仙台市地域防災計画のための被害想定結果が

利用可能である（仙台市、2002）。宮城県沖地震

は、地震断層のタイプが大小２種類想定されてい

るが、大きい方の「連動型」においても、当地域

は台地上にあって地盤が概ね良好であるために、

震度は５強ないし６弱と、仙台市街地内では相対

的に小さいと予測され、木造家屋の半壊以上の被

害率も１～５%とされている。この想定は250m
メッシュ単位なので、より詳細にみると、東照宮

図１　仙台市立北六番丁小学校周辺の地図

村山（2011）太線：学区　四角：国勢調査4次メッシュ
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等が載る高位の台地（台原面）とそれ以外の大部

分が位置する低位の台地（上町面）の間には段丘

崖（斜面）があるが、少なくとも大規模な崩壊等

は考えにくい。また梅田川沿いに軟弱層の存在の

可能性があるため情報開示請求により中江市民セ

ンターのボーリングデータをみたが、とくに問題

無いことが確認できた。

　ごく簡単に歴史をふりかえると、江戸時代に当

地域は仙台城下の北東端にあたり、東照宮が城下

の鬼門におかれた。宮町はその門前町で町屋がお

かれ、その西（北六番丁から南）は侍屋敷とされ

た。東照宮周辺と宮町の東側は、森林および水田

等が広がっていたと考えられる。明治時代に侍屋

敷の一部は一旦農地等になり、その後あらためて

都市化された。戦中から終戦直後にかけて梅田川

左岸の中江地区に住宅地が開発され、1960年代前

半までには残りの部分（北六番丁の北側と東照宮

の周辺、中江以外の宮町の東側）もほぼ全域にわ

たって都市化された。2007年現在、戸建て住宅だ

けでなく、公営、民営の集合住宅や社宅等も認め

られる。当地域のほとんどは戦災を免れたことも

あり、老朽化した木造建物も認められるが、一方

で1970年代以降マンションが立地し、とくに1990
年代以降その数が増加している。担任によると、

マンション居住の児童も多いとのことである。ま

た、当地域には、最近商店数が大きく減少したと

はいえ、歴史の古い商店街がある。

　仙台都市圏が拡大するなかで、当地域は自営業

者や単身世帯、集合住宅世帯が多い都心的居住地

区としての性格を呈し（稲村、2006）、かつては

人口密度も高かったがその後人口減少に転じて久

しい。しかし近年になって人口増加ないし減少の

鈍化が認められるようになった。また当地域では

高齢化の進行も著しい。高齢者率は仙台市平均よ

りもやや高く、その上昇は仙台市全体よりも５～

10年早い傾向が認められる 。
　以上の地域の特色は、本ワークショップに盛り

込まれた。まず、当地域の地盤、想定震度、想定

被害について、仙台市の想定結果をふまえて児童

に伝えることとした。後述のとおり震度と被害と

の関係を示すグラフを用いて、被害の具体的イ

メージとその理由が納得できるよう工夫した。ま

た、マンション上階で想定される状況の説明を、

講義とパンフレット最終頁（保護者向け説明）に

も加えた。

　当地域では、古くからの住民の存在が想定され

る一方で、ごく最近になってマンション等に居住

を開始した住民も多く存在すると思われる。そこ

でワークショップでは、一部のまち歩き班におい

て、古くからの住民へのインタビューを盛り込ん

だ。

　当地域に商店があることは、日中に大人が存在

すること、食料等のストックがあること、商店に 
よっては様々な器具類を所有し、さらに病院や薬

局も存在することから、当地域は重要な防災資源

を持つことを意味する。ワークショップではそれ

らをチェックするよう指導するとともに、一部の

班で商店等へのインタビューを設定した。

　高齢者やとくに単身高齢者のデータは、要援助

者の存在を示唆するものとして、本来は防災上重

要な情報であるが、本ワークショップは小学生を

対象とするため、ここではこの情報はとくに重要

ではない。付言するならば、同じく学校の防災 
ワークショップであっても対象が中学生以上であ

るならば、彼ら自身が地域の防災資源として期待

されるため、これらの情報は大きな意味を持つと

考えられる。

　その他に、当地域内にはブロック塀や石塀が数

多くあり、なかには傾斜したもの等明らかに危険

と判断されるものもある。後述のとおりこれらの

情報は、ワークショップのまち歩きの際に利用可

能となるよう、補助者用の資料として地図化され

た。

　最後に北六番丁小学校の基本情報をみると、同

校は1938年開校で、戦後は都市化の進行に伴う生

徒増によって新たな小学校を分離したこともある

が、近年児童数は減少して、2007年の全校クラス

数は12であった。ワークショップ対象の５年生は

２クラス、合計45名である。ワークショップは、

講義を含めて２クラス横断で実施した。

２－３　防災ワークショップの実践

　以上の検討をふまえて、防災ワークショップを
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実施した（表１）。

　ここで使用した児童用パンフレットは、全体ス

ケジュール、講義用の資料とノート、まち歩き用

のワークシート・地図・ノート、地図づくりのマ

ニュアル、家庭の防災ワークシート（宿題）等を

含み、この防災ワークショップ全体がコンパクト

にわかるよう１冊にまとめた（図２）。パンフ

レットは全体で14頁、巻末頁には、保護者向けの

補足説明と家庭での防災チェックへの協力依頼、

研究に使用することのお願い、さらなる情報源と

問い合わせ先等を示した。本ワークショップ全体

の説明と、研究資料とすることへの協力依頼、ま

ち歩きへの参加協力依頼を含む保護者宛の文書

は、夏休み直後に予め配布してある。

　７つの班に分かれてまち歩きと地図づくり作業

をするため、班ごとに異なる地図、ワークシート

が挟み込んである。班分けは、児童の住所に基づ

き、児童数のバランスを考慮しつつ、予め担任の

先生が行った。

　以下では、ワークショップの実施経過に沿っ

て、その内容と実践に向けた工夫について説明す

る。

敢　講義と実験　2007年８月29日（水）３～

４校時

　視聴覚室において、スライドと簡単な実験を見

せながら、またパンフレットの参照や書き込みを

促しながら講義を行った。

　授業の最初に、班ごとにまとまって座るよう指

示して、班ごとに地図等の内容が異なるパンフ

レットが配布され、記名の後、具体的な講義が始

まった。

　まず、実際に仙台が被災した1978年宮城県沖地

震の様子を写真で示して、どのような被害が発生

したのか、とくにブロック塀等による死亡数が大

きいこと等を示した。そして地震調査研究推進本

部のデータを基に次の宮城県沖地震が切迫してお

り、その際にはどの程度の揺れが予測されている

かを、仙台市の被害想定結果を基に説明した。プ

リンとようかんを１つの机に載せて揺らして、同

じ地震でも地盤によって揺れの強さが大きく異な

りひいては被害が異なることを示し、当地域の地

盤が全体として良好であること（プリンではなく

表 1　ワークショップの概要

タイトル 北六防災まちたんけん

対象 仙台市立北六番丁小学校第5学年

参加人数 45名

実施日時 8月29日，30日，31日，9月3日

実施スタッフ
小学校教職員2名，大学教職員1名，

学生・院生12名

立案期間 2007年4月-8月

準備期間 2007年6月-8月

2007年
8月29日（水）
3-4校時

特別授業
・宮城県沖地震と北六学区
・まちたんけんチェックポイントについて

8月30日（木）
1-4校時

防災まちたんけん
・地震体験車ぐららに乗ろう
・まちのようすをチェックしよう

8月31日（金）
5-6校時

防災マップづくり，宿題（自宅のチェック）

9月3日（月）
1-6校時

防災マップづくり，避難訓練，
防災マップ発表会

10－11月 保護者アンケート，児童アンケート

プラン概要

プラン内容

 
 
 
 

表 1 ワークショップの概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村山（2011） 
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図 2 児童用パンフレットの抜粋 （現物はカラー） 
村山（2011） 

  

特別授業 「宮城県沖地震」てどんな地震？ 

 

○ 宮城県沖地震 1978 年 6 月 12 日発生 マグニチュード 7.4 
 

・被害のようす             ・死亡の原因（宮城県内） 
 

 

 

 

 

 （ ）内は現在の仙台市域の分 

 

・宮城県沖地震の歴史 発生のかんかくとマグニチュードに注目！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  だいたい 37 年かんかくで発生している 

  マグニチュード（地震のきぼ）が大きい場合もある 

 

→ 宮城県沖地震は必ずまた発生する。1978 年よりも大きい可能性もある。 
 

この前の宮城県沖地震から 29 年たったので，そろそろ次の宮城県沖地震が発生すると言

われている。だけど，残念ながら現在の科学では，それがいつ発生するか正確には予測で

きない。ただし，だいたいの発生場所とマグニチュードはわかっているので，それをもと

に，宮城県や仙台市では，どこが，どれくらいの強さでゆれるかを科学的に予測して，防

災計画をたてている。 

 

このことを，ちゃんと理解して，ばっちりそなえよう！ 
 

死者 28 (16)

負傷者 11,028 (10,119)

全壊 1,383

半壊 6,190
(4,385)

ブロックべい

屋外 門柱 3

その他 7

屋内 3

計 27

発生年 マグニチュード
次の地震との

かんかく

1793 8.2 42年

1835 7.3 26年

1861 7.4 36年

1897 7.4 39年

1936 7.5 42年

1978 7.4 ？

？ ？

図２　児童用パンフレットの抜粋　（現物はカラー）村山（2011）
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図 2 児童用パンフレットの抜粋 （つづき） 
  

ワークシート D(個人用) 
 

 
ふりかえりシート 
防災まちたんけんに参加してみてどうでしたか？一人ひとり，活動をふりかえってみよう。

 
防災まちたんけんに参加してみて，わたしがよかったと思ったことは・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
防災まちたんけんに参加してみて，わたしがはじめて知ったことは・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
防災まちたんけんに参加してみて，わたしが残念に思ったことは・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
地震の時の地域の安全・安心のために，自治会や PTA といった地域の大人にどんなことを

してほしいですか？ 
 
 
 
 
 
 
そのほかに全体的に思ったことや感想は・・・ 
 
 
 
 
 
 
 

☆８月３１日から９月２日の間に書いてね。 

ワークシート E（家庭用） 
 

■自分の家の中をおうちの人と確認してみよう！ 

 １． ｢ぐらら｣で体験したような揺れが起きたらどうなるだろうか！？家の中の様子を

チェックしてみよう。特に、｢背の高いもの｣｢重いもの｣｢われるもの｣をチェックし

てみよう。それから，家の建物と外についても，おうちの人と相談してみよう。 

 

■家の中 

チェックしたもの 見つけた場所 対策は？ 

例：タンス 例：寝る部屋 例：留め具で固定してある

例：テレビ 例：居間 例：何もしてない 

例：つり下げ電球 例：台所 
例：ひもを二重三重にしてあ

る 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

■家の建物と外 

チェックしたもの あるかな？ 対策は？ 

ブロックべい ある ・ ない した ・ まだ 

屋根のかわら ある ・ ない した ・ まだ 

図２　児童用パンフレットの抜粋　（つづき）
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ようかんであること）を説明した。

　グラフを用いて震度と被害（木造家屋、家具、

ブロック塀）との関係を示した上で、当地域で

は、家屋被害よりも屋内の家具や屋外のブロック

塀等によるケガ等の可能性が高いと予想されるこ

とを説明した６。その際、マンションの上階の場

合は地表の予測震度よりも大きくなって家具等が

より倒れやすくなることもあわせて説明した。

　さらに、ワークショップの１ヶ月半前に発生し

た新潟県中越沖地震や少なくとも名前だけは児童

も知っていると思われる阪神・淡路大震災等の写

真を見せて、家具、ブロック塀、自動販売機、延

焼火災、断水等の可能性について説明した。

　以上を基に、パンフレットのワークシートＢを

用いて、翌日のまち歩きでチェックすべきポイン

トとして、防災に役立つもの（消火、避難、連

絡、食料や水、公共施設、病院等）、危ない場所 

（ブロック塀等）を、児童と一緒に考えた。そし

て講義の最後に、ワークシートＡを用いて、班ご

との役割分担等の作業を行った。

　柑　地震体験車「ぐらら」による震動体験

　　８月30日（木）１～２校時

　まち歩きの前に、仙台市消防局の地震体験車 
「ぐらら」に乗車して、地震動を経験してもらっ

た。同体験車は、1978年宮城県沖地震や1995年阪

神・淡路大震災等の実際の地震動記録を基に、９

種類の地震動を３次元で再現できる。ここでは、

地盤の状況が当学区とほぼ同じと判断される仙台

駅周辺の地表とビル上階の２種類の震動を再現し

てもらい、まち歩きの付き添いを兼ねて参加いた

だいた保護者とともに、全児童に体験してもらっ

た。

　再現された揺れは震度５強～６弱であり（ただ

しビル上階は地表より強く、大きく、長く揺れ

る）、とくに地表の揺れは、多くの児童や保護者

にとってさほど怖くはない様子だった。途中、体

験者があまり驚かない様子だったため、オペレー

タが神戸の地震動（震度７）に設定したことが 
あったが、ワークショップの意図とずれるためも

との設定に戻していただいた。児童と保護者は、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 児童用パンフレットの抜粋 （つづき） 
 
 
 
  

２． つぎは｢あると安心なもの｣を確認してみよう。もしものときに役に立つはずだよ。

それから、｢おうちでの決め事｣を考えてみよう。｢おうちでの決め事｣は｢非常時の連絡方

法｣と｢避難場所と避難経路の確認｣をしてみよう。 

 

あると安心なもの ある・ない 

かいちゅう電灯・ろうそく ある  ・  ない 

けいたいラジオ ある  ・  ない 

非常食・飲料水 ある  ・  ない 

救急医薬品 ある  ・  ない 

かんたんな救助の道具（はしご、ロープと

か） 
ある  ・  ない 

簡易ガスコンロ ある  ・  ない 

 ある  ・  ない 

 

※非常時の連絡をどうするか決めておこう 

 

※指定避難所はどこかな？ そこまで行く道を確認しよう 

保護者の方に －このパンフレットに関する補足説明とお願い－ 

 

１．このパンフをご参考に，お子さんを含むご家族でお話をしていただけると幸いです。できれば，

ご自身の経験や，下記のウェブサイト等も参考にしてください。 

２．次の宮城県沖地震は、「1978 年よりもひとまわり大きい可能性」があります。このパンフで紹介

する仙台市の想定は，その「ひとまわり大きいもの（連動型）」です。 

３．想定は、科学的・工学的手法に基づいていますが、誤差があり得ます。「科学的根拠のある目安」

とお考えください。詳しくお知りになりたい方は，下記の仙台市消防局のウェブサイトをご覧く

ださい。 

４．北六学区の地盤は，概ね良好ですので，仙台市の想定では，木造家屋の半壊以上の被災棟数は数％

程度とされています。 

５．マンション等も建物自体の大きな被害は考えにくいのですが，その上階は，一般に地面よりも大

きく揺れます。震度でいうと 1～2 段階強くなることもあります。（免震構造の場合は，逆に地面

よりも建物内の方が揺れが小さくなり得ます。） 

６．つまり北六学区では，家屋そのものの被害以上に，屋内の家具や，屋外のブロック塀等による危

険性が高いと考えられます。 

７．ワークシート D と E を，東北大と山形大の研究資料とさせていただきたいと存じます。また，１

ヶ月ほど後に，アンケートを計画しています。この防災ワークショップの効果の評価や，今後の

防災教育の改善のため，ご協力をお願いします。 

 

参考ウェブサイト 
仙台市の防災計画，ご家庭で役立つ防災情報，子供向け情報など盛りだくさんです。 

仙台市消防局 防災緊急情報：  

   http://www.city.sendai.jp/soumu/kouhou/bousai/index.html 

地震調査研究推進本部： http://www.jishin.go.jp/main/index.html 

消防庁 防災危機管理 e カレッジ： http://www.e-college.fdma.go.jp/op.html 

 

ご質問，ご意見は，担任の先生か，下記の村山研究室までご連絡ください。 
村山良之研究室（山形大学地域教育文化学部） 

電話 023-628-4392 e-mail murayama@e.yamagata-u.ac.jp 

図２　児童用パンフレットの抜粋　（つづき）

 ６　このグラフは、上記WGメンバーで仙台市の被害想
定作業にも関わった佐藤健氏に作成を依頼したもの
で、前年度の町内会ワークショップでも使用したも
のである。小学５年生にとってグラフの読みとりは
少々難しいと考えられるため、スライドで丁寧に説
明するとともに、パンフレットにも掲載した。ワー
クショップに盛り込んだ宿題とともに、保護者への
伝播も期待してのことである。
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仙台市の想定による当地域の地表とマンション上

階の揺れとほぼ同じ揺れを体験したことになる。

ただし、一部の児童と保護者は時間不足のためビ

ル上階のみとなった。多くの児童の反応とは異な

り、恐怖で泣いてしまった児童が１名あり、担任

の先生やクラスメートが対応した。

　桓　まち歩き（まちたんけん）

　　８月30日（木）３～４校時

　各班には、１～２名の学部学生・大学院生（東

北大学および東北学院大学）を作業補助者として

配置してあり、川村氏を含む12名が補助者として

まち歩きに参加した。彼らには前日までにワーク

ショップにおける作業内容とその誘導方法等につ

いて説明がなされており、補助者用の地図が班ご

とに準備してある。この地図には、学区内の全

街路において川村氏が確認した、防災の観点か

らチェックされる可能性のあるものが数多く書

き込まれている（図３）。児童用地図にある指定 
チェックポイント以外の、児童の「発見」にも臨

機応変に対応でき、また児童による「発見」を促

すための材料でもある。

　児童が保護者とともに図工室に集合し、大学関

係者の自己紹介から作業が始まった。前日の準備

作業（ワークシートＡ、Ｂ）を継続し、まち歩き 
ルートを決定した。各班には、必ずチェックすべ

きポイントとインタビュー先が指定してあり、パ

ンフレットのワークシートＣに書き込むことに

なっている。

　気づいたことを何でもメモし、写真を撮影し

て、後の地図づくりの材料とするよう、補助者か

ら促した。児童は対象物のみクローズアップで撮

影することが多いので、周囲を含めて撮影するよ

う指導しておく必要がある。まち歩き後に各班の

デジタルカメラを回収し、翌日の地図づくりまで

の間に、写真業者に委託してプリントした。

　児童用地図の指定チェックポイントは、各班に

数箇所あり、川村氏が予め確認したなかでとくに

重要または目立つものを設定したものである。そ

のなかに各班に１～２箇所、インタビュー先が設

定してある。インタビュー先は、交番、市民セン

ター（防災倉庫）、ガソリンスタンド、商店（コ

ンビニエンスストア、ペットショップ）、町内会

長、同窓会長、神社社務所で、予め担任の先生と

筆者らが直接訪問する等して依頼し、小学校名の

依頼状をもって了解を得ていたものである。イン

タビュー先に応じて、1978年の宮城県沖地震のと

きの様子、地震対策の状況等、インタビュー内容

が予め設定してあり、この他に児童の自発的質問

も行われた。

　まち歩きは学年行事として設定され、参加可能

な保護者に依頼してとくに児童の交通安全に配慮

して一緒に歩いていただいた。全ての班に、数名

の保護者の参加が得られた。また日本損害保険協

会から借用したまち歩き用の黄色いベストも、交

通安全等に寄与したと考えられる（図４）。

　棺　地図づくり　８月31日（金）５～６校時、

　　９月３日（月）１～４校時

　まち歩きで撮影した写真、模造紙、住宅地図を

プリントアウトしたものの他に、日本損害保険協

会から支給されたフェルトペン、シール等を利用

した。各班の補助者の多くは地図づくりにも参加

して、作業を補助またはリードした。

　地図に歩いたルートを記入し、発見したものや

インタビューの内容を写真とともに示し、班の名

前、メンバーの氏名や感想等も書き込んだ。さら

にクイズ等を作った班もある。

　ある程度懸念していたことだが、地図づくりは

２校時分では終わらず、担任の判断で予定外の時

間も地図づくりにあてることになった。結局、地

図発表の日の午前も含めて、地図づくりには５校

時分ほどをあてたことになる。

　８月31日の作業終了時に、児童のふりかえり

（ワークシートＤ）と、児童の家の内外について

チェックする宿題（ワークシートＥ）について、

週末にやっておくように指示した。

　款　避難訓練　９月３日（月）３校時

　当初の予定では地震体験車とあわせて避難訓練

を行うことになっていたが、時間的に厳しいとの

判断で、避難訓練は実際には９月３日の午前に行

われた。地図づくり作業を追加したこともあり、

５年生は地図づくり作業途中での避難訓練参加と

なった。
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図 3 補助者用パンフレットにある地図 村山（2011） 
チェックポイントは川村氏の現地調査による 

 
  

図３　補助者用パンフレットにある地図　村山（2011）

チェックポイントは川村氏の現地調査による

図 4　まち歩きと地図づくりの様子　村山（2011）
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　歓　地図の発表　９月３日（月）５～６校時

　班ごとに発表の打合せと練習を行い、それぞれ

が作成した地図について発表した。質問もたくさ

ん出される等、活発な発表会となった。最後に、

あらためてワークシートＤとＥについて記入する

よう指示した。

　２－４　ワークショップ後の評価

　ワークショップの評価のために、担任の先生に

よって回収されたパンフレットのワークシートＤ

（ふりかえり）が複写された。さらに、ワーク

ショップ実施の約１ヶ月半後に保護者対象に、約

３ヶ月後に児童に対して、それぞれアンケート調

査を実施した。

　敢　ワークシートＤ（ふりかえり）

　ワークシートＤは、防災マップづくり終了後と

防災マップ発表会終了後に再度、記入を促した。

回収数は39である。設問は、ワークショップの感

想（良かったこと、初めて知ったこと等）であ

る。自由回答方式のため、質問項目ごとに内容

を分類した。

　良かったことについては、「危険箇所の確認・

理解」を挙げる児童が13（33%）と多い。次いで

「地震対策について」が10（26%）で、「安全な

箇所の確認」４と「避難場所の確認」３と併せる

と17（44%）となり、「危険箇所の確認・理解」

を上回る。また「地区のことについて」と回答す

る児童が３あり、防災以外の効果も確認できる。

　はじめて知ったことについては、「地震対策に

ついて」が18（46%）、「ブロック塀」についてが

10（26%）、「地震についての知識」を挙げる児童

が９（23%）ある。家庭での地震対策方法や商店

街や市民センターでの地震対策についての指摘も

多く、普段生活している地区に多くの地震対策が

なされていることへの関心と学習が認められる。

とくにガソリンスタンドの安全対策や防災設備に

対する関心がうかがえる。

　残念に思ったことについては、防災と直接関係

するところでは、「ブロック塀について」「危険箇

所について」と回答する児童が多くみられる。地

域の大人にして欲しいことについては、「ブロッ

ク塀の改善」10（26%）、次いで「避難所の整備」

が６（15%）である。

　全体的な感想については、今回のワークショッ

プで「地震について学べたことがよかった」とい

うものがもっとも多く11（28%）あり、次いで「楽

しかった」が６（15%）である。地域の特性や取

組についての感想も多く、防災という観点からだ

けでなく自分の住んでいるまちを見直して学ぶ

きっかけにもなったようだ。防災マップ発表会に

ついて言及している児童もみられ、自分の担当地

域以外への関心がうかがえ、ある程度情報の共有

がなされたと考えられる。

　以上から、児童らの身近な空間における地震被

害リスクとそれに対する対処、さらに地域におけ

る様々な防災資源に関して、知識や理解を深める

ことにある程度成功したといえよう。危険が存在

する空間としてだけでなく、むしろ自分たちを

守ってくれる要素が多く存在する空間として地域

を見直す一助となれたと考えられる。ある児童の

ワークシートＤを以下に示す。『良かったこと：

地震が起きても福沢市民センターには食べ物や、

発電機があるのでよかったと思った。初めて知っ

たこと：ブロック塀が多かったこと。ブロック塀

を減らせば危険な場所が少なくなると思った。　

全体の感想：地震が起きても防災たんけんで学ん

だことを思い出して、行動ができるのでほっとし

た。』少々できすぎといえる感想が得られたこと

になる。

　柑　児童アンケート

　ワークショップに参加した児童を対象に、約

３ヵ月後の2007年11月20日に実施した。回収数は

42である。

　評価対象項目は、「村山先生の授業」、「起震車」、

「まちたんけん」、「マップづくり」、「マップ発

表」、「自宅チェック」の６項目で、それぞれにつ

いて、楽しかったか、わかりやすかったか、防災

に役立つと思うかを尋ねた。評価方法は５段階で

良い方から５，４，３，２，１，とした（図５）。

　１問目の「楽しかったかどうか」については、

最高の５の評価が多いのが「起震車ぐらら」、「ま

ちたんけん」、「マップづくり」で、いずれも全
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体の約２／３に上る。これらは、「村山先生の授

業」、「マップ発表会」、「自宅チェック」に比べて

相対的に評価が高い。これらはいずれも能動的、

活動的作業であり、このような結果になったと考

えられる。

　２問目の「わかりやすかったかどうか」につい

ては（図省略）、楽しかったかどうかに比べて５

の評価は少ないものの、「まちたんけん」「マップ

づくり」については５の評価が半数を超えてい

る。「村山先生の授業」は楽しかったかどうかに

比べ４の評価が少なく、５が多い。自宅のチェッ

クは３の評価がもっとも多いが、ワークショップ

全体としての内容はわかりやすいという評価を得

たといえよう。

　３問目の「防災を考えたり行動する際に役に

立つと思うかどうか」については、「起震車ぐら

ら」、「まちたんけん」に関して５の評価が70%を

超え、「村山先生の授業」も５が１／２を超える。

「自宅チェック」も５と４の評価が多く、2つの

回答を合わせると70%を超える。一方「マップづ

くり」は１の評価が他よりも多い。

　以上３つの質問への回答をみると、「村山先生

の授業」、「自宅チェック」は１、２問目よりも３

問目で５が多い。つまり楽しかった、わかりやす

かったという認識以上に、役に立つと認識された

ことがわかる。

　さらに別の質問：ワークショップ後「自分が変

わったなと思うこと」については（図６）、「地震

とか防災とかを、気にするようになった」が一番

多く32（76%）で、次いで「ブロック塀等に気を

付けるようになった」が27（64%）である。ま

た、家の家具を止めた、家具の位置を変えた等

の対策行動の回答も多い。「その他」には「家で

プリンとようかんの実験をやってみた」という回

図5　防災ワークショップの感想　その1

2007年北六小児童アンケートによる（n=42）　村山（2011）
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答もある。

　以上から、ワークショップからかなり時間が

たっても、全体として児童にとって楽しく、わか

りやすい、そして役に立つと認識され、このワー

クショップによって、かなりの程度の意識変化

と、ある程度の対策行動実施効果があったと判断

できよう。

桓　ワークショップ参加児童の保護者に対する

アンケート

　学校での防災教育が家庭での「地震への備え」

行動や意思にどれほど波及したか、および本防災

教育プログラムに対する評価を目的として、ワー

クショップ参加児童の保護者を対象に、実施約

１ヶ月半後の2007年10月18日～ 24日にアンケー

ト調査を行った。配布数は44で、34の回答を得

た。

　ワークショップ以降の対策行動実施状況を尋ね

た結果を図７に示す。これは、里村（2007）に

倣い、各対策行動について、「新規に実施」、「従

来から実施しさらに拡充」、「近々行う予定」、「従

来から実施しそのまま」、「実施予定なし」の５つ

から１つ選択というもので、「新規に実施」と「従

来から実施しさらに拡充」を選択した場合に「対

策行動が変化」、これに「近々行う予定」を加え

た場合に「対策意向が変化」したと解釈するもの

である。

　全回答34のうち、対策行動変化をいずれかの項

目で選択した回答者が15（44%）あり、さらに対

策意向変化は26（76%）に上る。項目別にみる

と、「家具類の固定・転倒防止・配置の考慮」、

図６　防災ワークショップの感想　その2

2007年北六小児童アンケートによる（n=42）　村山（2011）

図７　児童の家庭における防災行動の変化
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「落下物の防止」、「ガラス飛散防止フィルムの貼

り付け」、「非常食糧・飲料水の備蓄」、「非常用道

具（懐中電灯等）」、「避難所・避難経路の確認」、 
「非常時の連絡方法・集合場所を家族で決めてい

る」の項目で、対策行動・意向の変化が比較的多

くみられる。これら比較的大きな変化がみられた

項目は、「ブロック塀・石塀の撤去」等に比べて

あきらかに実行しやすい対策である。これらの項

目について家庭の対策行動または意向にワーク

ショップの波及効果があったといえる。さらに、

「ブロック塀・石塀の撤去」、「屋根瓦の撤去・軽

量化」について、対策意向変化を示したものが各

１（同一回答者）ある。費用負担からすぐの実現

は難しいかも知れないが、保護者の意思表示とし

て意味ある変化と考えられる。

　対策行動や対策意向において「変化あり」を１

つでも回答した者（総数26）に、その対策行動・

意向変化の決め手となった事柄について尋ねたと

ころ、「子どもから防災学習の話を聞いて必要性

を認識して」の項目を挙げた回答が15（58%）で

もっとも多く、次いで「子どもとともに住宅の危

険箇所・非常時対策のチェックを行い、必要性を

認識して」が９（35%）である。「宿題」等を通

じた防災学習の効果が家庭の対策行動・意向に影

響したことが示された。

　この防災学習を契機に地震防災について家族で

話し合ったかどうか、またその話し合いの内容に

ついて尋ねた設問では、話し合いを行ったと答え

た回答者は29（85%）に達し、その内容は「非常

時の避難場所・避難経路について」が20（59%）、 
「非常時の連絡方法について」が17（50%）、「自

宅の危険箇所（タンス・ブロック塀等）とその対

策について」が14（41%）である。これらの内容

は「宿題」として設定したワークシートＥに盛り

込まれていることから、児童の宿題をきっかけと

して話し合いがなされたと考えられる。一方、

宿題には直接含まれない「当地区の地盤（プリ

ンとようかん）について」話し合った家族が11
（32%）あり、宿題以外のパンフレットや学校で

の授業内容についてもある程度話題に上ったこと

がうかがえる。

　回答総数34のちょうど半数にあたる17が、回答

者またはその家族が防災ワークショップに参加し

たと回答している。この参加／非参加と対策行

動・意向変化とのクロス集計をとると、たとえ

ば、「家具類の固定等」では、参加者（総数17）
の行動変化１、意向変化２に対して、非参加者 
（総数17）の行動変化５、意向変化10に上る。参

加者の変化が小さいのは既に実施済みが多いこと

も一因である。それ以外の項目ではとくに明瞭な

差は認められない。すなわち参加者の方が対策行

動・対策意向変化が大きいとはいえず、項目に 
よってはむしろ非参加者の方が変化が大きい。宿

題を契機とした家族の話し合いがこれまで実施さ

れなかったまたはこれまで以上の対策行動や意向

の変化に寄与したことが、この結果から見て取れ

る。他に、災害経験の有無も行動・意向に関与す

ると考えられるが、1978年宮城県沖地震の経験

と対策行動・意向変化とのクロス集計によると、 
「落下物防止」のみ非経験者の対策行動変化が経

験者より多い（上と同様に、経験者は既に実施が

多い）傾向が認められたが、それ以外については

明瞭な差が認められない。

　ワークショップの良かった点と不満な点を尋ね

たところ、良かった点として「地震防災につい

て改めて考えるきっかけができた」が22（65%）、 
「家庭で地震防災について話し合う機会が持て

た」が17（50%）と多い。不満な点は「特にない」

が20（59%）でもっとも多く、「保護者向けにも

地震災害の講演等をして欲しかった」が７（21%）

で次ぐ。前向きな不満が多いと判断される。しか

し、パンフレットの内容や学習内容の今後への活

かし方について、わからない、理解できないとい

う意見も少数ながら（２名）みられた。

　ワークショップに対する自由回答欄では、「子

どもと一緒に学べてよかった」や「家族全体の意

識が高くなった」といった肯定的な意見が多く、

「実際に大きな地震を体験した地域で、どのよう

なものが役に立ったのかという情報等も知ること

ができたらいいと思う」や「実際に防災対策をしっ

かりやっているお宅を訪問し、実際に見たい」と

いう意見も得られた。
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　保護者向け防災ワークショップもしくは講習会

が開かれた場合、どのようなテーマを望むかにつ

いては、「地域の地盤条件・想定被害をより詳し

く学ぶ」の回答がもっとも多く14（41%）であ

る。次いで、「避難所の運営（避難生活、炊き出

し訓練等）を学ぶ」が13（38%）である。「想定

される被害をもとに対策を考えられると、さらに

一層の備えになる」という回答もあることから、

当地域の地盤条件・想定被害を理解した上で地域

にあった備えの方法を学びたいと希望しているこ

とがわかる。

　以上から、宿題等をとりこむことによって、児

童の家庭へも防災意識や行動にある程度の効果を

もたらすことができたと考えられる。防災ワーク

ショップに参加していない保護者や1978宮城県沖

地震を経験していない家庭への浸透効果も認めら

れたことは重要と考えられる。

　２－５　2007年実践のまとめ

　本ワークショップの中心は、これまでも数多く

なされてきた児童によるまち歩きと防災地図の作

成であるが、以下のような特徴を有する。①発災

時の緊急対応行動だけでなく、むしろ事前の防災

（準備）行動の誘導を目指したこと、②まち歩き

の前に地震災害と防災に関する授業を行ったこと

と、それによって以後の作業の意義と防災の必要

性の理解に努めたこと、③「宿題」として「自宅

の地震対策」のチェックを求め家庭への展開を目

指したこと、④実践直後の児童によるふりかえ

り、および実践後の児童と保護者へのアンケート

によって、ワークショップの評価を試みたこと、

⑤ワークショップ開催時期に合わせて、地震体験

車による震動体験、避難訓練を実施したこと、そ

して、⑥ワークショップ全体を通じて地域の特性

をふまえた設計を行い、身近で具体的な課題とし

ての地震防災の認識と対策行動の誘導を目指した

こと、そのなかで単に地域の災害リスクを捉える

だけでなく様々な防災資源等にも気づくようにし

て、自らが住む地域を危険のみで満ちた空間では

なく誇りを持てる場所として捉えられるよう工夫

したことである。このうち、上記の②は、５年生

という発達段階を考慮して、災害のメカニズムの

理解（防災基礎教育）と対策（防災実践教育）を

結びつけようとしたものである。

　児童によるふりかえりの記述およびワークショッ

プ後の児童と保護者へのアンケート調査結果から、

児童の地震防災に関する意識の向上、直接関わる

ことのなかった者を含む児童の家族の防災意識と

防災行動に、ある程度の影響を及ぼすことができ

た。すなわち上記の①～③および⑥に関して、あ

る程度肯定的な成果を得たものと理解できる。

　学校における防災教育実践の課題の１つは時

間が取れないことであると、複数の実態調査が

繰り返し指摘してきた（村山、2009等）。した 
がって、できるだけ短時間で有効な実践が求めら

れる。表１では避難訓練等を含む時間が示されて

いるが、ワークショップ全体の実質的な使用時間

は12校時程度（１校時は45分）である。地図づく

りの時間数節約ができれば、８～ 10時限の授業

でも実践可能な内容である。

３　2011年仙台市立五城中学校におけるアン

ケート調査

　３－１　アンケートの概要

　仙台市立北六番丁小学校は五城中学校の学区内

にあり、卒業生の多くが同中学校に進学する。

2007年防災ワークショップの授業を受けた当時の

５年生の多くは、同中の２学年末に東日本大震災

を経験し、2011年度は３年生になっている。五城

中学校区内には他にもう１つの小学校がある。そ

こで、北六番丁小学校の卒業生（以下、北六小卒

とする）と他校卒との比較を含めて検討するため

に、同中学校の全面的な協力を得て、大震災の約

半年後にあたる2011年９月に、３年生全員を対象

とするアンケート調査を実施した。

　アンケートは、３学年の授業時に授業担当の教

員が配付して同日に回収した。同学年は全部で３

クラスあり、欠席者等を除いて、北六小卒32名、

他校卒63名、合計95名から回答を得た。他校卒63
名の中には、震災後に転入したと回答内容から判

断できる３名が含まれていた。そこでこの３名に

ついては、以下の結果のうち、被害等に関する部

分について除外した。
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　３－２．　アンケートの結果と考察

　敢　住居と被害および当日とその後の避難行動

　まず、回答者の住居と被害および当日とその後

の避難行動について確認し、以後の検討の前提と

したい。アンケートでは回答者のプライバシーを

考慮して住居、被害、避難行動等に関して自由記

載としたため、以下では回答内容を基に適宜分類

した。

　住居については以下のように分類した。「不明」

が全体の１／３近くを占めるが、残りを「一戸 
建」とマンション等の「集合住宅」、後者をさら

に「３階まで（低層階）」と「４階以上（上層階）」

に分けた。北六小卒と他校卒を比べると、「集合

住宅」、その中でも特に「低層階」を住居とする

北六小卒の割合が高い傾向にある（表２）。

　集合住宅と一戸建の被害を比べると、それぞれ

のなかにばらつきはあるものの、前者の特に「上

層階」でより被害が大きい傾向が明瞭である（表

３）。ただし、回答に１人だけ免震の集合住宅と

記載したものがあり、そこでは「上層階」でも室

内の振動被害が小さかったことが示されている。

　アンケートに記載の被害状況は、仙台の台地上

で得られた計測震度がおおむね震度６弱であるこ

と（大野・源栄、2011）と整合的と考えられる。

また、住居の違いを勘案して北六小卒と他校卒と

の被害について比較すると、それらに明瞭な差異

は認められない。五城中学校の学区は台地上にあ

るため、地盤条件からも小学校区ごとの被害の差

を考慮する必要はないと考える。

　次に、アンケートの記載を基に、避難先を、「個

人または公的避難所」、「自宅」、「不明」に分類し

た。「個人または公的避難所」は車や親戚の家等

住居＼出⾝ 北六⼩卒 他校卒 計
⼀⼾建 6 24 30

集合住宅 1〜3階 7 9 16
集合住宅 4階〜 4 12 16

不明 15 15 30
計 32 60 92
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住居 被害の様⼦
特になし
あまり被害はなかったが、⾷器が何個か割れた。
机の上の⼩物などが落ちてきた。
⾷器棚が倒れて散乱した。本や教科書も。
かべに⼩さなヒビが⼊ったり、物が落ちたりした。
屋根⽡が落ちた
壁にひび、机の上にのっていたものが落ちた
壁にひび割れ。ドア閉まんない。
テレビ、本、冷蔵庫の中の物が落ちて散乱した
お⾵呂が動いた。⾷器棚の中でたくさんのコップが割れていた。
壁にヒビが⼊り、ドアが壊れた。たんすがたおれた。
壁に⽳が開いた。家にあるありとあらゆるものが倒れた。

集合住宅（免震） ほとんどなし。軽いものが少し倒れた程度。

⼀⼾建

集合住宅 1〜3階

集合住宅 4階〜

 

表 3 住居の被害の様子（回答例） 
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表 2　回答者の住居

2011 年五城中生徒アンケート調査による
記載内容から筆者が分類した村山（2013）を一部改変

表 3　住居の被害の様子（回答例）

2011 年五城中生徒アンケート調査による
村山（2013）
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または五城中学校、北六番丁小学校等の公的施設

に１泊以上した場合、それらに１泊もしなかった

者が「自宅」である。

　「個人または公的避難所」への避難を経験した

ものが、不明を除く全体の49%に上る。これを住

居ごとにみると、一戸建では「自宅」にとどまっ

たものが72%であるのに対して、集合住宅では

59%が「個人または公的避難所」を経験してい

る。集合住宅における被害がより大きいことを反

映すると考えられる。大震災発生後に「自宅」に

とどまったものが多い一戸建では、さらに親戚等

が泊まりに来たものも複数ある。当地域の被災度

が他よりも低いことを示すものと考えられる。

　以上より、五城中学校区は、堅牢な地盤条件を

反映して全体として建物自体の被災が大きいとは

いえない。しかし屋内の被災はかなりあって、被

災程度は一戸建よりも集合住宅とくに「上層階」

で大きい。震災直後は、一戸建では自宅にとど 

まったものが多く、むしろ他の被災者を泊めた家

もある。また、以上の点で、北六小卒と他校卒の

違いは明瞭ではない。

柑　北六番丁小の防災教育に対する同卒業生に

よる評価（表４，５）

　表４と５の設問は、北六番丁小学校の卒業生の

みに尋ねたものである。

　およそ４年前の５年生時に受けた防災教育につ

いて、69%の生徒が「覚えている」と回答し、「大

震災後に思い出した」生徒を含めると84％に達す

る（表４Ａ）。

　その授業が「おもしろかった」とする生徒も

63%あり、２／３に近い（表４Ｂ）。おもしろかっ

たかどうか「忘れた」とする生徒が25%に上るこ

とから記憶の中身の問題はあろうが、本ワーク

ショップ（アンケートでは特別授業とした）の記

憶定着はかなりあったといえる。

　そして、東日本大震災を経験して、その授業が

表 4　生徒による防災ワークショップの評価

2011 年五城中生徒アンケート調査による
村山（2013）を一部改変

 

表 4 生徒による防災ワークショップの評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 年五城中生徒アンケート調査による 
村山（2013）を一部改変 

 

 

  

A 2007年（5年⽣）の防災特別授業
  （講義，まちあるき，地図作り等）を覚えていますか？

n=32 %
a 覚えている 22 68.8
b 忘れていたが⼤震災後に思い出した 5 15.6
c 忘れた 5 15.6

B 2007年の防災特別授業（まちあるき等）は
  おもしろかったですか？

n=32 %
a おもしろかった 20 62.5
b つまらなかった 4 12.5
c 忘れた 8 25.0

C 2007年の特別授業は，⼤震災であなたや
  ご家族に役に⽴ちましたか？

n=32 %
a 全然役に⽴たなかった 5 15.6
b ほとんど役に⽴たなかった 5 15.6
c 少しは役に⽴った 18 56.3
d とても役に⽴った 4 12.5

北六⼩卒

北六⼩卒

北六⼩卒
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「とても役に立った」と感じている生徒は13%と

決して多くはないが、「少しは役に立った」と合

わせると69%あり、２／３を超える（表４Ｃ）。

　上記３質問について２つずつのクロス集計をと

ると（表省略）、「記憶に残っている」と回答した

生徒や「おもしろかった」と回答した生徒に防災

ワークショップが「役に立った」と回答する傾向

が明瞭であった。また、「おもしろかった」と回

答した生徒に「記憶に残っている」と回答した生

徒が多い傾向も認められた。一方で、「つまらな

かった」と回答した生徒や「忘れた」と回答した

生徒のうち半数以上が「ほとんどまたは全然役に

立たなかった」と回答していた。

　震災前に実施した防災教育が「役に立った」と

する回答の理由および「役に立たなかった」とす

る回答の理由について検討すると（表５）、防災

教育内容の記憶の有無が「役に立った」のかどう

かの認識に強く影響していることが明瞭であり、

上のクロス集計の結果と整合的である。

　表４Ｃでａまたはｂすなわち「全然役に立たな

かった」または「ほとんど役に立たなかった」と

した生徒10人のうち、表５の設問に何らかの記載

をした生徒が８人あり、そのうち６人が『（具体

的内容を）忘れていた』からとしている。他の２

人は、『講義で習ったものと違う地震だった』と、

『調査したところを通らなかった』であり、いず

れも防災教育の内容をしっかりふまえての評価で

あることも注目される。

　一方、「少しは役に立った」および「とても役

に立った」とした生徒22人のうち、何らかの記載

をした生徒が20人認められ、その理由として防災

教育の具体的内容が15人によって指摘された。し

かも、ブロック塀の倒壊等の地域の危険について

理解してこれを避けたといった記載が多い中で、

市民センター等の地域の防災資源の利用について

２人が指摘した。『何をすべきかわかった』、『落

ち着いて行動できた』との記載もそれぞれ２人

あった。防災教育の内容と明らかに異なる記憶違

いの回答は１人のみであり、逆に『（防災教育で

取り上げた）宮城県沖地震ではなかったが有効で

あった』との回答も得られた。防災教育の内容が、

実際の経験に照らしても有効だったと評価されて

いると解釈できる。

　桓　北六小卒と他校卒との防災行動の違い（表６）

　表６の設問Ａ～Ｅは、五城中学校３年生全員に

尋ねたものである。北六小卒と他校卒とのクロス

集計結果に基づいて、2007年の防災教育の効果に

ついて探る。

　「Ａ　避難場所や避難経路などのチェック」と

「Ｂ　登下校の経路のチェック」については、北

表 5　表 4Cの回答とその理由や説明

2011 年五城中生徒アンケート調査による
村山（2013）

a その時は忘れていた。

b
4年前のことで、地図に⾚いシールを貼ったことしか覚えていなかったの
で継続してやればとても役に⽴ったと思う。

b やったことは覚えているが、具体的な内容は覚えていない。

c
宮城県沖地震ではなかったが、地震が起きた後に何をすればいいか分
かった。

c
福沢市⺠センターが災害時に⼤切な場所であることを学んでいたので、
⽔とかをもらいに⾏けました！（⼀部割愛）

ｄ
外を散歩するときも防災の地図で危ないとしたところはなるべく避けて
通るようにした。

ｄ
ブロック塀の所は、近寄らない。どこに、ブロック塀があるかとか学ん
でたから、そこの近くには⾏かないなど、⼩5で学んだことがすごくに役
に⽴ったし、命を守れたってか・・・。とにかく、学んでて良かった。

 

 

表 5 表 4C の回答とその理由や説明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 年五城中生徒アンケート調査による 
村山（2013） 
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六小卒が「大震災の前」に実施した割合が他校卒

に比べて明瞭に高い。「Ｃ　非常用グッズ（水や

食料、懐中電灯ほか）などのチェックや準備」も

上ほど明瞭ではないが、北六小卒に実施率が高い

傾向が認められる。

　結果が比較的明瞭な以上の３設問について、

住居とのクロス集計をとってみると（表省略）、

「Ａ避難場所や避難経路などのチェック」と「Ｂ 
登下校の経路のチェック」については、住居によ

る差異は明瞭でなく、「Ｃ　非常用グッズなどの

チェックや準備」のみ、一戸建の方が「大震災

前」が多い傾向が認められた。住居形態につい

ては、北六小卒の一戸建の割合は他校卒よりも低

いため（表２）、３設問のいずれについても、住

居形態の違いを勘案しても、北六小卒の方が「大

震災前」の実施率が高いことが示されている。

　一方、「Ｄ　自分の寝室の家具の「固定や位置

移動」」と「Ｅ　自分の寝室以外の部屋の家具な

どの「固定や位置移動」」では、北六小卒と他校

卒との差は上ほど明瞭ではない。しかし、差は小

さいものの、いずれの設問においても北六小卒が

他校卒に比べて、「大震災の前」に実施した割合

が高く、逆に「大震災の後」実施の割合は他校卒

の方が高い。

表 6　北六小卒と他校卒との防災行動の違い

設問 D，Eの破線内は d以外についての集計値
2011 年五城中生徒アンケート調査による

村山（2013）を一部改変

北六⼩卒 他校卒
n=32 % n=63 %

a ⼤震災の前 18 56.3 >> 23 36.5
b ⼤震災の後 12 37.5 27 42.9
c まだしていない 8 25.0 21 33.3

北六⼩卒 他校卒
n=32 % n=63 %

a ⼤震災の前 15 46.9 >> 18 28.6
b ⼤震災の後 4 12.5 13 20.6
c まだしていない 16 50.0 37 58.7

K⼩卒 他校卒
n=32 % n=63 %

a ⼤震災の前 16 50.0 >> 24 38.1
b ⼤震災の後 21 65.6 41 65.1
c まだしていない 3 9.4 9 14.3

北六⼩卒 他校卒
n=32 % n=63 %
n=25 % n=41 %

a ⼤震災の前 10 40.0 > 13 31.7
b ⼤震災の後 12 48.0 < 22 53.7
c 対策する必要があるがまだしていない 7 28.0 10 24.4
d 対策する必要がない 7 21.9 < 22 34.9

北六⼩卒 他校卒
n=32 % n=63 %
n=27 % n=44 %

a ⼤震災の前 12 44.4 > 16 36.4
b ⼤震災の後 13 48.1 < 23 52.3
c 対策する必要があるがまだしていない 6 22.2 11 25.0
d 対策する必要がない 5 15.6 < 19 30.2

A 避難場所や避難経路などのチェック
    （複数選択）

B 登下校の経路についてのチェック
    （複数選択）

C ⾮常⽤グッズ（⽔や⾷料，懐中電灯ほか）などの
  チェックや準備  （複数選択）

D ⾃分の寝室の家具の「固定や位置移動」
  （複数選択）

E ⾃分の寝室以外の部屋の家具などの
  「固定や位置移動」  （複数選択）

 

表 6 北六小卒と他校卒との防災行動の違い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設問 D，E の破線内は d 以外についての集計値 
2011 年五城中生徒アンケート調査による 
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　すなわち、防災行動については、その差のばら

つきはあるが、Ａ～Ｅのいずれにおいても、北六

小卒の方が他校卒に比べて「大震災前」の実施率

が高い。このような防災行動のあり方から、その

背景として北六小卒（およびその家庭）の防災意

識が他校卒よりも全体的に高かったことが、うか

がえる７。設問Ｄ、Ｅともに「対策する必要がな

い」とする割合が北六小卒の方が明瞭に低いこと

も、これと整合的と解釈できよう。

　以上から、防災ワークショップで実施した項目

のうち、その中心であった「まちあるき」の効果

がとくに明瞭であること、これに比べると、宿題

として実施した児童の家庭に関することは、その

効果はより小さいがある程度の効果があることが

わかった。そして、全体を通してみて、防災ワー

クショップの成果があったと解釈できよう。

４．おわりに－成果と明らかになった課題－

　以上より、東日本大震災において建物や人命に

重大な被害が及ぶような地域ではなかったとして

も、2007年に北六番丁小学校で実施した防災ワー

クショップは、ある程度の成果があったと、肯定

的に捉えることができよう。防災ワークショップ

を受けた生徒において、おもしろいと感じたほど

記憶に残り、記憶に残るほど役に立ったという感

想を記す傾向が示された。そして実際の行動につ

いても、防災教育を受けなかった生徒と比較し

て、その効果があったといえる。

　ワークショップの実施において掲げた、事前の

防災（準備）行動、地震災害の知識と理解、自宅

の地震対策、防災資源の把握（すなわち上記の特

徴のうち①～③および⑥）のいずれについても、

それが東日本大震災に際して、ある程度有効で

あったと考えられる。

　しかし、課題もまた明瞭である。防災ワーク

ショップを「忘れた」とする生徒が、決して多く

はないが存在したことである。ワークショップが

大震災に際して「ほとんど役に立たなかった」と

感じている生徒自らが、「継続してやればとても

役に立ったと思う」と記載した（表５）。授業に

は12時限の時間数をかけたとはいえ、５年生の時

だけの単発イベント型の授業では、限界が明らか

である。

　また、防災教育のコンテンツについても課題が

明らかになった。ワークショップでは宿題として

児童の家の屋内空間の安全性向上を意図しある程

度の効果を認めたが、表３でみたとおりまだまだ

不十分といわざるを得ない。津波被災（危険）地

域における避難のように明瞭ではないが、家具の

固定等による屋内空間の安全確保は、建物の耐震

性が向上している現在の日本において、人的被害

軽減のための重要な課題である。たとえば東京消

防庁家具類（オフィス家具・家電製品）の転倒・

落下防止対策に関する調査研究委員会（2006）
は、近年発生した地震による負傷者の負傷原因の

うち３～５割が家具類の転倒・落下によることを

明らかにしている。建物内部の家具の転倒等によ

る被害の軽減が求められている。これに関して、た

とえば中学校の技術家庭科において授業に直接取

り入れること等が考えられる（村山他、2011）。
さらにそこでは、建物上層階の激しい振動でも安

全な屋内空間をどのように作るか（改善するか）

といった内容まで踏み込むことが必要となろう。

　学校において、児童生徒の発達段階をふまえた

年次進行計画にもとづき、系統的かつ継続的な防

災教育が必要である。その際、一般の教科に含ま

れる広義の災害メカニズムに関する内容を防災基

礎教育として捉え直し、これと防災実践教育（実

践型防災教育）を適切に関連させることが求めら

れる。そのために、本稿で示したような実践と効

果の検証とくに可能ならば実際の地震被災の経験

に基づく検証作業を積み重ねて、これを基に防災

教育の改善を図る必要がある。

 ７　表６における北六小卒と他校卒との違いについてカ
イ二乗検定（独立性の検定）を行ったところ、もっ
とも差異が明瞭な設問Ａのａ「避難場所や避難経路
などのチェック（大震災前）」および設問Ｂのａ「登
下校の経路についてのチェック（大震災前）」につい
ても、それぞれの有意確率は6．6%と7．7%であり、
５%水準でも有意とはいえない。回答総数が少ない
ためにこのような結果になったと考えられる。しか
し、このデータがそもそもサンプリングによるもの
ではないこと、北六小卒と他校卒の差異がここで確
認したとおり系統的であることから、本文中の解釈
は十分に合理的であると考える。
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山形大学の教員養成における学校防災教育

村山　良之１）　八木　浩司２）　川邉　孝幸２）　齋藤　英敏３）　

１　はじめに

　わが国では、とくに1995年阪神・淡路大震災以

降、防災教育の必要性が主張され、また実践例も

重ねられてきたが、2011年東日本大震災によりそ

の成果と課題が明らかになってきた。そのなか

で、大学の教員養成課程における学校防災に関す

る教育の取組が強く求められている。『大川小学

校事故検証報告書』は、提言１として「子どもた

ちの命を守る任務に関わる環境や防災に関する教

育を、教職課程の基礎教育又は教養教育の必修科

目と位置付け、教員が確実にこれを学ぶことので

きる環境を整備すること」を求めている。

　本稿は、山形大学の大学院教育実践研究科（教

職大学院）でのこれまでの取組とその成果と課

題、そして地域教育文化学部での科目新設の取組

について報告するものである。

　ここで、防災教育に関して以下を確認しておき

たい。一般に防災教育は、実践的な防災のスキル

や知識について行われるものを指す。これを防災

実践教育として、これとは別に防災基礎教育を位

置付け、これら全体を含む広い内容を指すものと

して防災教育を捉えたい。防災基礎教育は、広く

災害発生メカニズムに関するものであり、防災実

践の意義の理解と防災実践を導くと考えられる。

つまり、防災基礎教育と防災実践教育を繋げるこ

とが重要であると考える。

　また、当該地域に関わる災害発生メカニズムす

なわち誘因（ハザード）と素因の理解は、学校の

防災管理や防災教育における「自校化」の土台と

して必須であり、さらに、東日本大震災の教訓の

１つである児童生徒自らの「臨機応変の判断」の

土台でもある。ところが、実際には当該地域の理

解が学校現場において達成されていないことが、

筆者らが防災教育支援に携わってきた経験からも

明らかであり、社会科・地理教育関連学会でも 
度々指摘されている。とくに文系出身者を主体と

する学校教員にとって、当該地域の自然的基礎 
（ハザードと素因のうちの土地条件）の理解が難

しいと考えられ、そのことが、学校防災推進の 
ネックの１つになっていると考えられる。

２　教職大学院での取組：必修科目「学校の安全

と防災教育」

　山形大学教職大学院では、2009年設立当初から

「学校の安全と防災教育」を必修科目として設定

し、これを村山が担当して、学校の防災管理と防

災教育に関する教育を行ってきた。災害安全（防

災）が、生活安全と交通安全とともに学校安全を

構成すること、およびそれを実現するために防災

教育と防災管理（組織活動を含む）があることを

踏まえて、日本を中心とする自然災害の実例、誘

因と素因を含む自然災害の構造、日本の防災法

制、そして防災教育等について、院生の発表を交

えて行ってきた。そのなかで大学院生の実態を踏

まえて（表１）、自然的基礎を重視してきた。

　そして、東日本大震災後の2011年度からは、同

被災地の学校の実態に関する日本安全教育学会編

『東日本大震災における学校の被害と対応に関す

るヒアリング調査記録集』（以下、「記録集」）の

発表会や、実務家教員の渡部泰山先生（元高等学

校長）も担当に加わっていただき、学校の防災管

理に関する内容をより充実させる等、大幅な改良

を重ねている（表２）。

 １）山形大学大学院教育実践研究科
 ２）山形大学地域教育文化学部
 ３）山形市立滝山小学校
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表 1　高校と大学での地学系科目選択の実態

2010－2014年度「学校の安全と防災教育」受講学生対象の調査による
「高校地理」「高校地学」：それぞれ選択した　「大学地学系」：１科目でも選択した
「高校不」：高校で地理も地学も選択しなかった
「大学不」：大学で地学系科目を１科目も選択しなかった
「両方不」：高校、大学いずれにおいても選択しなかった

表 2　「学校の安全と防災教育」の主な内容（2013 年度）

受講者数 高校地学 高校地理 大学地学系 高校不 大学不 両方不

学部卒 52 6 22 19 27 33 19

現職 53 16 33 20 15 33 10

合計 105 22 55 39 42 66 29

学部卒 100.0 11.5 42.3 36.5 51.9 63.5 36.5

現職 100.0 30.2 62.3 37.7 28.3 62.3 18.9

合計 100.0 21.0 52.4 37.1 40.0 62.9 27.6
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表 2 「学校の安全と防災教育」の主な内容（2013 年度） 

 

 

 1 災害事例から学ぶ 

 1-1 2011 年東日本大震災 

  ・自然的基礎：地震，津波，地震動，地盤 （沖積低地，丘陵地の地形改変地） 

  ・『東日本大震災における学校の被害と対応に関するヒアリング調査記録集』等 

   に基づく，学生による発表 

 1-2 その他の災害 

  ・1923 年関東大震災，1995 年阪神・淡路大震災，1959 年伊勢湾台風等 

2 自然災害の構造と防災 

  ・自然災害の一般的構造：素因と誘因（ハザード），災害の時間的位相 

  ・日本における防災法体系と課題 

3 防災教育 

  ・防災教育：防災教育の必要性，防災実践教育と防災基礎教育， 

   発達段階に応じた目標，系統的・継続的防災教育計画 

  ・体験型・参加型防災教育手法例：DIG，クロスロード 

4 学校の防災管理，危機管理 

  ・学校安全：学校保健安全法，生活安全・交通安全・災害安全 

  ・東日本大震災等からの教訓 

5 発表会 

  ・学生による，既存実践事例紹介，授業提案，防災マニュアル提案等 
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　「記録集」には、東日本大震災被災地の学校で

実際に起こったことが生々しく語られている。こ

の震災で大きな被害を免れた山形県の現職院生や

学校現場を知らない学部卒院生に、このことを現

実的に捉えてもらいたいとの意図から、この発表

会を設定した。院生ごとに担当校を決め、学校の

場所を示す地図情報とともに、「記録集」の記載

内容、インターネット等による関連情報を基に、

発表することが求められる。この取組は2011年度

から行っているが、現地を訪れて観察やインタ

ビューを行う院生が毎年複数存在する。2013年度

の「記録集」発表会後の受講生の感想によれば、

学部卒院生からは防災に関する自らの学習の必要

性、現職院生からは被災を免れた山形県における

教員の意識改革や組織的取組の必要性、両方から

地域と学校との連携の必要性などが指摘された

（表３）。

　授業のまとめとして行っている発表会では、

表3　2013年度「記録集」発表会後の感想　（抜粋、一部簡略化）

 

 

表 3 2013 年度「記録集」発表会後の感想 （抜粋，一部簡略化） 

 

学部卒院生 

・被害が様々，教職員の対応，地域との連携の違いがわかった。（簡略化） 

・防災は，学校単独で行うのではなく，地域との連携がひじょうに大事であるということを様々な発

表から強く感じた。教師であるということは子どもの命を預かるということでもある。もし私が教員

になって震災が起きたら，，，と考えると怖ろしい気持ちもするが，備えることが大事だということ

も感じた。（簡略化） 

・私は宮城県民で，震災を経験し，宮城県の教員をめざしていながら（知識や関心が足りず）情け

なく感じた。正しく言うのであれば，知るのも怖いし，考えるのも怖い面が大きい。（中略）「じゃあ

どうするか」「何ができるか」「どう備えて生きていけばいいか」を本当に学びたい，考えたいと思

った。（中略）自分が教員になったとき，目の前の子どもたちを守る術を身につけるための，考え

る引き出しを多く学びたいと思った。（簡略化） 

現職院生 

・多くの発表を比較することで（中略）うまくいった事例や，今後に参考となる取組，課題が明らか

になった。津波，地震に対する学校の意識が（中略）県ごとにこれほど違うのかと思った。（中略）

地域の協力があるのとないのでは大きな差があった。（一部簡略化） 

・実際に行ったり，インタビューしたりして調べて，実感できた。（中略）在籍校での防災は十分では

ないが，現状でできることをやってみようと思った。悲しいでいごとで終わらせるのではなく，分析

的にとらえ，安全の質を高めていきたい。（一部簡略化） 

・自分の学校は，（中略）子どもの意識，教師の意識，地域との関わり，どれもまだまだ不十分。

（中略）臨機応変に対応するというのは原則を共通理解した上でできることなのだ。 

・決定事項をみんなが守れば全員の命が助かるという単純なものではない。常に状況を把握し，

変化させ，最善をつくさなければならない。重要なのは，情報の共有化，職員の同僚性，管理職

の危機管理能力だと思う。（一部簡略化） 
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2013年度は、小学校１年生活科、同１年総合的な

学習、同全学年特別活動（登校班指導）、中学校

２年英語、高校２年古典など、様々な教育活動に

おける防災教育の指導計画等が得られた。とくに

現職教員院生からはすぐに実践可能なものも多く

示された。そして、2014年度修士２年で現場に戻

り、その発表内容を基にした実践を行った現職院

生が複数ある。その取組のいくつかは、同年度の

東北地域自然災害研究集会で発表された。

　2013年度受講生による本科目への授業評価アン

ケートで得られた感想から、防災教育について新

たな視点が得られたなどの肯定的評価が得られた

一方で、授業内容をさらに精選する必要も指摘さ

れた。これらを踏まえてさらに改良を重ねていき

たい。

　　　　　　　　　　　

３　地域教育文化学部での取組：2015年度科目

新設に向けて

　地域教育文化学部児童教育コース（小学校教員

養成）の学生は、その多くがいわゆる文系の学生

であり、高校時代の地歴科における地理および理

科における地学を選択しないで大学に入学してき

た学生が多い（表４）。さらに、大学でも地理学

や地学系科目を選択することなく、すなわち中学

校時代に教わった社会科（地理分野）と理科（地

学分野）の知識のみを持って学校現場に入る学生

も多いと、表１から推測できる。少なくとも山形

大学はそのような卒業生を送り出してきた。ま

た、東日本大震災前に受けたことを考慮するとし

ても、学生らが高校までに受けてきた（と自認す

る）防災教育が、充実した内容とは考えにくい現

状も把握できる（表５）。自然災害リスクが極め

て高いこの日本において、このような現状があ

る。

　山形大学地域教育文化学部では、「教員になる

ための学校防災の基礎」の2015年度新設開講に向

けた準備作業を行っている。ここでは、教職大学

院での実績と学生の実態を踏まえて、授業時数の

表４　児童教育コース学生の高校でのコース、科目選択

2014年７月　児童教育コースの必修科目の授業時調査による

表５　児童教育コース学生が高校までに受けた防災教育

2014年７月　児童教育コースの必修科目の授業時調査による

入学年 回答者数 文系 理系 他

2012 75 59 15 1 10 /70 22 /71

2013 61 56 5 0 15 /55 12 /55

2014 76 64 12 0 8 /74 11 /74

合計 212 179 32 1 33 /199 45 /200

% 100.0 84.4 15.1 0.5 16.6 22.5

地学選択 地理選択

入学年度 回答者数 避難訓練
起震車体

験
防災まち
あるき

消防等見
学

授業で その他

2012 75 75 24 4 43 12 2

2013 61 61 18 3 28 10 2

2014 76 76 17 2 29 13 0

合計 212 212 59 9 100 35 4

% 100.0 100.0 27.8 4.2 47.2 16.5 1.9
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表 5 児童教育コース学生が高校までに受けた防災教育 
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約半分を地球科学的内容とし、これに防災教育と

防災管理を組み合わせることを計画している。こ

れは、発表者らからの提案によるもので、授業担

当者として、現職教員を含む発表者らに加えて、

山形地方気象台からも支援していただくことに

なっている。検討の過程で、山形地方気象台から

は、担当コマ数の増加を提案され、当初案の３コ

マから４コマになった。

　その授業科目の特徴は、以下のとおりである 
（表６）。

・防災教育（11コマ）と学校の防災管理（３コ 
マ）の両面について学ぶ。

・防災教育のうちの防災基礎教育、さらにそのう

ちの自然的基礎を重視する（８コマ）。その

際、多くの受講生が高校レベルの基本的な知

識を持たないことが前提とされる。

・実際の災害事例とくに受講生の多い山形県や宮

城県の事例をなるべく多く踏まえて学ぶ。

・防災実践教育について、既存の実践事例を踏ま

えて学ぶ（３コマ）。

・講義形式を基本としつつも、可能な限り作業過

程を含み、学生が教える／学生から教わる（教

え合う）場面を通して学ぶ。とくに大規模な自

然災害はそもそも低頻度であり、防災の知識や

スキルを自ら使う場面を想定するだけでなく、

それを次世代に伝えることが求められる。すな

わち学校の児童・生徒も、教わる立場から教え

る立場に立たせることが求められる。このこと

は学習内容の定着においても効果的と考えられ

る。本授業科目でも、それを実践することをめ

ざす。

表６　「教員になるための学校防災の基礎」の授業計画案

 

 

表 6 「教員になるための学校防災の基礎」の授業計画案 

 

1 オリエンテーション 授業の目的・進め方・教員紹介 担当：村山他 

2 地形学の基礎：地形の成り立ちと災害の痕跡 担当：八木 

3 土砂災害 担当：八木 

4 地質学の基礎：低地（沖積低地） 担当：川辺 

5 水害：地形と土地利用 担当：川辺 

6 地震・津波の基礎 担当：山形地方気象台 

7 火山のしくみと火山災害 担当：山形地方気象台 

8 気象の基礎 担当：山形地方気象台 

9 気象災害 担当：山形地方気象台 

10 防災教育の実践例① まちあるき，DIG 等 担当：村山 

11 防災教育の実践例② 防災ゲーム 担当：村山 

12 防災教育の実践例③ 教科に埋め込まれた防災教育，防災教育の効果 担当：村山 

13 学校の防災管理① 学校保健安全法等 担当：村山・齋藤 

14 学校の防災管理② 初期対応と二次対応の実際 担当：村山・齋藤 

15 学校の防災管理③ 学校と地域の連携 担当：村山・齋藤 
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表７　防災教育関連科目の内容に期待すること

４　おわりに

　新科目受講予定学生へのアンケート調査によれ

ば、同科目への期待の大きさがうかがえる（表

７）。東日本大震災の貴重な経験からまだ日が浅

いいま、これが風化することがないよう、学校防

災に取り組まなければならない。そのために、大

学の教員養成系における責任は重いと考える。今

後も大学院を含めた取組の改善を継続していきた

い。

謝　辞

　学部生へのアンケート調査において、坂本明美

先生、野口徹先生、森田智幸先生にお手伝いいた

だいた。また中廣航太氏にその集計作業をしてい

ただいた。以上の方々に感謝申し上げる。

 

表 7 防災教育関連科目の内容に期待すること 

 

・東日本大震災の教訓を踏まえた内容 

・阪神淡路大震災や東日本大震災などの被災地を発信地とした防災と記憶の引継ぎをするべき 

・これまでの災害等の概要もあわせて説明してくれると良いと思う。なぜ災害での被害が多 or 少

なかったか等 

・震災があったので，地震･津波のメカニズムやハザードマップについても理解させる必要がある

と思う。 

・震災がいつおきてもおかしくないものであることを教育してほしい 

・防災教育といっても、何をどうしたらよいか分からないので、具体的な実践方法について 

・避難訓練でどんなことに気をつけさせればいいか 

・地域住民と合同で行う避難訓練。内陸に住む人（学校）にも津波に対する訓練･授業。 

・避難所における教師の対応 

・実用的な技能を教えてほしい。 

・講義型でなく演習型でお願いします。 

・起震車体験をしてみたいです 

・あまり防災教育を受けてこなかったので、新設されることを期待しています。 
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ヒマラヤ山麓の斜面・土石流災害と避難に関する防災教育
－ネパールの学校における実践－

八　木　浩　司１）・村　山　良　之２）　

１　はじめに

　ネパールは、大ヒマラヤをはじめ山地、丘陵地

が国土の大部分を占め、低地や盆地だけでなく山

腹や山麓部の傾斜地にも広く集落が展開してい

る。また、その地質も土砂災害に対して脆弱な地

域が広く、さらにモンスーンによる季節的な強い

降水と地震が加わるため、ネパールには土砂災害

のリスクの高い地域が広く分布する。

　そのためネパールでは、工学的・構造的な土砂

災害対策に加えて、防災教育を含む非工学的な防

災の取組もなされてきた。経済的に豊かではない

ネパール１においては、とくに後者が土砂災害に

限らず自然災害対策として現実的であり、実践も

重ねられつつある。このうち、近年日本等が関与

したものを挙げると以下のような事例が認められ

る。

　日本の国際NGOシャプラニールは、ネパール

南部の平原部で住民による避難訓練等の洪水災害

対策を支援している２。またUNDP（国連開発計

画）駐日代表事務所の2007－2010年「ネパール地

震防災対策計画」の中に、防災教育活動が含ま 
れ、一般の人々の地震への備えを強化するために

防災の講習会を実施し、また中学・高校で避難訓

練を含む防災教育を実施した３。

　これらについて実践の内容と手法の詳細は明ら

かではないが、下記についてはその概要を把握

できる。兵庫県立舞子高校OBらによる国際防災

教育支援団体SIDEは、「防災教育チャレンジプラ

ン」の2007年度実践団体として支援を受け、ネ 
パールの小中学生対象の授業等を行った４。SIDE
による実践は、地震と地すべりのメカニズムから

具体的な備えまでを含む絵本を用いたり、実験を

含めたり、多くの工夫が凝らされたものである。

　防災教育の手法については、リスク・コミュニ

ケーションの考え方（吉川、1999）すなわちリス

ク・メッセージの主たる送り手と主たる受け手の

双方向的・相互作用的やりとりが必要であること

が、防災教育の関係者によって広く認められてい

る。Shiwaku et al.（2007）は、カトマンドゥの

６つの学校の調査結果をもとに、能動的学習法の

導入等を訴えている。さらに、塩飽・フェルナン

デス（2013）は、ネパールを含む途上国や日本の

事例から、防災教育の効果を上げる手法として、

タウンウォッチングを含む学校と地域の連携、防

災教育を推進する取組等をまとめている。

　一方、自然災害は、誘因（ハザード、大雨や大

地震等の自然現象）も素因（地域の物理的条件 
（土地条件）および社会的条件）も、地域によっ

て大きく異なる。よって防災教育はそれぞれの

地域に即したものでなければならない（村山、

2011；竹内ほか2013）。また、防災教育は、防災

のノウハウに関する「防災実践教育」と誘因・素

因を含む災害メカニズムに関する「防災基礎教

 １　ネパールの2012年１人あたり名目GDPは、185カ国中

164位　http：//ecodb.net/country/NP/economy/
 ２　2011年９月八木による同カトマンドゥ事務所での聞

き取り、および同ウェブサイトによる。
　　http：//www.shaplaneer.org/support/preparedness.php
 ３　UNDP（国連開発計画）駐日代表事務所のウェブサ

イト「UNDPの活動事例：ネパール地震防災対策計
画」による。http：//www.undp.or.jp/newsletter/
index.php?id=51

 ４　国際防災教育支援団体 SIDE（2008）2007年度防災

教育チャレンジプラン最終報告書による。http：//
www.bosai-study.net/2007houkoku/plan07/houkoku.
pdf

 ５　鈴木（2007）に基づく。ただし、鈴木は、「防災基礎

教育」と「実践型防災教育」という用語法である。

　１）山形大学地域教育文化学部
　２）山形大学大学院教育実践研究科
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育」からなり５、それらをつなげることすなわち

行動の必要性の根拠を納得することで適切な防災

行動を誘導できると考えられる（村山2011）。さ

らに、防災教育の目的は、対象者の発達段階に応

じて、自分の身を守ることから周囲を支援するこ

とに展開することが求められる６。

　以上を踏まえて、ヒマラヤ山麓の学校における

小学校低学年相当児童を対象とする防災教育を、

以下のように企画した。

　①ヒマラヤ山麓部に位置する当該地域でリスク

の高い土砂災害を対象とする。②小学校低学年相

当の児童という発達段階を踏まえて、土砂災害に

対する緊急対応の回避行動ができること、そのた

めの最小限の発生メカニズムについての知識を獲

得することをめざす。後述のとおり、当該地域に

おける緊急対応行動は生命を守るためにきわめて

重要であり、その前兆現象をいかにつかむかが鍵

となる。③同じく発達段階を踏まえて、自らの命

を守ることを目的とする。さらに児童の家庭への

浸透をめざして、この授業について家庭で話すよ

う指導し、そのきっかけとなることを期待して 
「お土産」を児童に進呈する。④授業のやり方と

してはワークショップが理想的だが、ネパール語

による授業展開が困難であることが明らかなの

で、通常の講義形式の授業とし、ただしわかりや

すく楽しい授業になるようマンガ絵の「紙芝居」

を用いることとした。これは、当該地域では電気

は利用可能だが停電しやすいことと、本実践の後

も先生方に使っていただくことも見据えてのこと

である。「紙芝居」の内容と実践段階での工夫に

ついては、後で改めて示す。

　後述のとおり、同じく土砂災害・地盤災害の防

災教育に取り組んでいるNPO法人ネパール治水

砂防技術協交流会と共同で本実践を行うことにな

り、同法人は高学年向け、筆者らの山形大学グ 
ループは低学年向けの実践を担当することとし

た。本稿は後者について報告するものである。

　以下では、まず本実践のきっかけとなった2012

年土石流災害について確認した上で、実践までの

具体的準備作業、教材の内容、２校で行われた実

践について示す。図１に、土砂災害に関わる地名

と実践校の位置を示した。

２　2012年セティ川土石流（アンナプルナ崩壊）

災害の特徴

　2012年５月５日、カスキ郡のセティ川Seti 
Khola沿いで大規模な土石流災害が発生し、72名
が死亡または行方不明となった。八木は、同年６

月初旬に（財）砂防フロンティア整備推進機構が

派遣した同災害調査団に参加し、同地変の発生プ

ロセスとその災害について明らかにした（大井ほ

か、2012）。また八木らは、現地調査と住民への

聞き取り調査をもとに、以下のような結果をまと

めた。

　2012年５月５日午前９時頃、ネパール・ヒマラ

ヤ中部のアンナプルナⅣ峰（海抜7，525m）の西

壁が、幅約500m、比高1，200m以上の規模で岩盤

崩落した（写真１）。崩落した34百万逢に及ぶ岩

盤は、アンナプルナⅣ峰西壁基部で粉砕され、氷

河上に飛散するとともに、そのうちの19百万逢が

岩屑雪崩として氷河の下位にある旧氷河湖堆積物

分布域を流れ下った（写真２）。岩屑なだれは、 
ロック・フラワー（岩屑由来の土煙）を1，500m
以上の高さにまで巻き上げながら氷河末端から下

方に流下した。アンナプルナⅣ峰と西側のマチャ

プチャレに囲まれた小盆地状の凹地には、旧氷河

湖性堆積物としての石灰質泥層marlが分布し、

鋭利な尖った針状を示す土柱・屏風状地形をな

している（写真３）。岩屑なだれの通過した位置 
で、石灰質泥層がなす土柱・屏風状地形は、比高

50－60mで丸みを帯びていることから、岩屑なだ

れの通過にともなって表層浸食が強く働いたもの

と考えられる。

　土柱・屏風状地形の間を流下した岩屑なだれ

は、一部が基盤のテーチスと呼ばれる石灰岩層を

切り込んだゴルジュに流れ落ちながらも、多くは

石灰岩層の表層を流れ下っている。そして小盆地

状地形の開口部（セティ・ゴルジュの開始点：ア

ンナプルナⅣ峰西面から流下する河川とマチャプ

 ６　諏訪（2007）は、survivorとなる防災教育から

supporterとなる防災教育へ、そして市民性を育むこ
とまで視野に入れるべきだと主張している。
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図１　実践校および地域概観
Ⅰ～Ⅳ：アンナプルナⅠ峰～アンナプルナⅣ峰

MP：マチャプチャレ
白線は緯・経線間隔10分　等高線間隔500m

写真１　アンナプルナⅣ峰西壁の岩盤崩壊域
岩盤の色調が明るい部分が崩落した。
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写真２　氷河上で粉砕され岩屑なだれとなった物質の移動方向

黄色矢印方向に岩屑なだれが移動した。

写真３　アンアプルナ山塊セティ川最上流部に見られる石灰質氷河湖堆積物marlが形成する

土柱・屏風状地形

土柱・屏風状地形の表面が丸みを帯びた部分と尖ったひだが残された部分が見られる。前者は，岩屑な

だれの通過によって浸食されたと考えられる。
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チャレ東面およびアンナプルナⅡ峰南東面から流

下する河川の合流点）手前で大きくジャンプしセ

ティ・ゴルジュ開始点付近の亜高山帯針葉樹林を

直撃し、それらをそぎ落とした（写真４）。ま

た、ゴルジュ対岸の針葉樹が、その幹の北面に

のみ泥を付着させたり、南側になぎ倒されたりし

ていることから（写真４）、岩屑なだれの通過に

ともなって爆風が発生したと判断される。

　岩屑なだれは、セティ・ゴルジュからセティ川

に流入したことで土石流となって、さらに30km
下流側のポカラまで時速50km前後で流下した。

途中土石流は、数カ所ある蛇行狭窄部で一時的に

堰き止められたりしたため（写真５）、段波的に

流下した。犠牲者は、晴天下の川原で作業をして

いた地元民や、川原にある温泉に入浴中の外国人

旅行者など70名以上に達した。かれらのほとんど

は、突然襲ってきた土石流に飲み込まれたもので

ある。また土石流の高密度流としての特徴である

直進性の高さから、比高５ｍ程度の低位段丘を乗

り越え（写真６）、段丘上の民家を巻き込んだた

め犠牲者を増やす結果となった。

　高台にいて被害を免れた住民は、土石流が来る

30分前頃（崩壊発生時刻頃）から、山の方からの

振動や爆音、煙状の雲の発生、冷たい風の吹き抜

けなど様々な異変に気づいていた。しかしそれら

が何からもたらされたのかを想定できないまま、

直下に迫った土石流を見て、やっとその正体を認

識するに至った。大ヒマラヤの山麓部でも最近で

は携帯電話が通じる場所があり、土石流通過を確

認したその位置から、下流側に住む友人に携帯電

話で連絡を入れ、緊急事態を伝えた。しかし、連

絡を受けた友人がその意味を理解できず、河床に

いる人々に避難を呼び掛けられなかったことが証

言された。

　大崩落発生から１時間後に土石流が到達したポ

カラ市では、地変を目撃した観光遊覧飛行パイ

ロットが空港管制官に通報し、管制官は地元の

FMラジオ局に連絡した。そのFMラジオ局が避

難勧告を出したことで、避難が間に合って犠牲者

をかなり食い止めることができたようだ。すなわ

写真４　岩屑なだれの直撃によってそぎ剥がされたり爆風でなぎ倒された針葉樹林

岩屑なだれがセティ・ゴルジュに突入する途中，森林限界付近の針葉樹をそぎ落としたり，爆風でなぎ
倒した。赤中抜き矢印：岩屑なだれの流入経路　黄色矢印：岩屑なだれの直撃でそぎ落とされた針葉樹
黄中抜き矢印：岩屑なだれに伴う爆風でなぎ倒された針葉樹
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写真５　土石流のセティ川屈曲部での一時的河道閉塞箇所

セティ川の穿入蛇行･狭窄部で，土石流が滞留し一時的に閉塞が発生したことで土石流が段波化した。

写真６　低位段丘を乗り越えた土石流

カラパニ集落は低位段丘上に食堂や商店など６軒存在したが，乗り越えてきた土石流に洗い流されてし

まった。この写真のすぐ左に，アンナプルナ小中学校がある。



― 123 ―

ち、時間的余裕と事態を想定した広域的な避難勧

告とそれに応じた適切な行動は、犠牲を低減でき

ることが確認された。

　ひるがえって、地変発生から時間的余裕の少な

い大ヒマラヤ山麓部では、住民自らが予兆として

の異変に気づき、迅速かつ適切な判断と避難行動

を導く知識の普及が必要であることが判明した。

防災教育が、とくに同地域でこのような災害から

命を守るための鍵であることが明らかになった。

３　実践　－その準備と工夫－

　敢　本地域で想定すべきハザードと防災の要点

　本地域には最終氷期晩期に大ヒマラヤ内に発達

していた氷河湖の突然の決壊によってカタストロ

フィックな地変が数回発生しことが知られてい

る（Yamanaka et al.，1982；Koirala，1998）。ま

た、空中写真判読や空中斜め写真撮影結果の判読

から、山腹斜面に多くの崩壊、土石流発生跡が見

いだせる。今回よりもはるかに大規模なものを含

む同様な地変が、過去から繰り返されてきたこと

が明らかで、今後も発生することが容易に予想で

きる。

　災害に対して脆弱な子どもは、防災教育の対象

として重要であることは論を待たない。さらに、

大雨や地震にともなって高頻度で発生する土石流

等の土砂災害だけでなく、静穏時における低頻度

だが大規模な災害を見据えたとき、次世代への継

承も視野に入れて、子どもを対象とする防災教育

がとくに必要であること、そのために学校におけ

る防災教育を支援すべきことが、明らかである。

　柑　実践校の選定から日程調整まで

　2012年10月、筆者らは、土石流災害のあった

セティ川沿いのカラパニKarapaniにある学校

（Shree Annapurna Lower Secondary School、
以後アンナプルナ小中学校とする）と、同じく

アンナプルナ山塊から流れ出すモディ川Modi 
Khola沿いのセラベシSerabeshi村（ナヤプール

Nayapulの対岸）の学校（Shree Navajyoti Tham 
Secondary School、以後ナヴァジョティ中学校と

する）を訪問し、児童への土石流災害からの回避

に関する防災教育を実施したい旨を伝えてこれを

依頼した。2012年土石流被災地のセティ川だけで

なくその西隣のモディ川そばの学校を選定したの

は、同様の災害リスク存在が明らかな地域への防

災教育の展開をめざしたからである。

　アンナプルナ小中学校には、全学年１～８年生

まで児童数98名が在籍する。同校は、2012年５月

の土石流災害被災地のカラパニで、セティ川の右

岸で現河床との比高約20mの段丘上にある。カラ

パニとは黒い水の温泉の意味で、温泉入浴中のウ

クライナ人、ロシア人が被災し、また学校対岸の

低い段丘面上の住宅６軒が流出した場所である。

　ナヴァジョティ中学校は、10年生まで250名近

くの児童・生徒が在籍する公立の中学校である。

名称は中学校であるが、実態としては幼稚園レベ

ルからの児童生徒が通う小中学校である。同校

は、モディ川右岸の扇状地上に位置し、対岸のナ

ヤプールは観光トレッキングで有名なアンナプル

ナ・ベース・キャンプへの登り口にあたる。セ 
ティ川とモディ川の流域は、尾根を隔てて東西に

隣接した水系に位置している。

　アンナプルナ小中学校には、既に2012年６月の

土石流緊急調査時に八木が訪問しており、教員側

との調整もスムーズに進んだ。同校は、サルディ

川Sardhi Khola以北にある唯一の８年生までの学

校である。被災後、土石流で家族や家を流された

被災児童のポカラ方面への転校により15名児童生

徒数が減少した。上流のヤモYamoで家を流され

た被災児童が、避難先のサノコバンSano Koban
から３時間かけて通っている。本校は被災地にあ

る学校でその記憶を地域として留めていく意味

で、土石流災害に対する防災教育実施が効果的で

あり、かつその実施が象徴的意義を有すると判断

された。同校では、災害後しばらく親がセティ川

沿いの通学路を不安がってその児童生徒を通学さ

せなかった。災害後には山から大きな音がした場

合、みんなで逃げるようになった。事実土石流災

害の３週間後に山で大きな音がしてみんな不安

がった。このように土石流災害に対する保護者の

関心も高まった地域である。 
　同校において、八木らによる災害調査写真を見

ていただきながら、５月の災害の際、最上流部で
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何が起こったかを教員に説明し、土石流災害の本

質と危険性について理解していただいた。その

後、防災教育を子どもたちに進めたい旨を説明

し、来年度ダサイン（毎年10月頃の新月の日から

始まる祝祭期間）明けを目処に防災教育実践につ

いて賛同していただいた。この時期に設定した理

由は、準備期間を考えるとモンスーン開始の７月

までの開催は無理なこと、モンスーン時期は様々

な災害が発生しやすく移動が困難になる場合があ

ること、さらには、モンスーン明けにはダサイン

があり学校は長期休暇に入ること、そして先方の

希望が最も強い時期であったからである。

　一方のナヴァジョティ中学校は、校長が不在で

あったが、職員室にいた教員に同年５月のセティ

川土石流災害の状況を八木がパソコン画面で説明

した。モディ川沿いにおいても、セティ川での災

害について知っており、対応していただいた教員

から、土石流災害に大きな関心を示された。そし

て村民も少なからず土石流災害に関心を持ってい

るとうかがった。当地でも、巨大なものではない

が小規模な土石流はひんぱんに発生しており、通

学路の確保等で苦心しているとのことであった。

筆者らからの申し入れに対して好意的に対応して

いただき、翌年のダサイン明けの開催を承諾いた

だいた。

　両校に在籍する児童・生徒の年齢構成は５才か

ら16才までと幅が広いことから、発達段階に応じ

た複数の防災教育プログラムが必要であると判断

された。そこで、従来から土砂災害・地盤災害

に関する防災普及活動を行ってきたNPO法人ネ

パール治水砂防技術協交流会と共同で、両校での

防災教育の開催を検討することとした。同協会

は、日本に本部を置く団体で、毎年中学校の上級

生（８～ 10年生）を対象に、テキストを用いた

授業とそれを受けた感想文コンテストを実施して

きた。そこで、筆者らは１～４年生までを対象に

した防災教育を担当することになった。

　両校では電気が利用可能でプロジェクターを用

いた講演も可能であるが、ひんぱんに発生する停

電を想定した準備が必要であり、下級生用には紙

芝居によるマンガ等の画像表示を用いることにし

た。

　2013年９月、八木がネパールを訪問して、アン

ナプルナ小中学校とナヴァジョティ中学校を再度

訪問し、それぞれ10月21日と22日実施すること、

また実施対象を下級生と上級生とに分けて実施す

ることを、両校の校長および教員と確認した。

　さらに同月、八木は、トリブヴァン大学地質学

教室のゴパール・ダンゴル教授とラルー・ポーデ

ル教授と面談し、ネパール政府土壌保全省治水災

害保全局（DWIDP）による防災教育テキストの

英語訳作成と防災教育実施時の授業者として、同

教室の学生を紹介していただくことにした。

　桓　教材の準備

　2012年土石流災害の実態を踏まえて、土石流災

害のビデオ資料、ネパール側に依頼し英訳された

地盤災害用教材テキスト等を参考にしつつ、教材

について検討した。そして、崖崩れや土石流と 
いった土砂災害とそれからどのように逃れるかを

示す「紙芝居」と、土石流災害と地すべりの様子

を示す「パラパラマンガ」を作成することとし

た。

　それらのシナリオを筆者らが作成した後、山形

大学マンガ研究会に作図を依頼した。試作段階に

おいて複数回の協議を経て、作画を完成させた。

紙芝居については、山形大学大学院教育実践研究

科の院生諸氏（2013年度修士１年）から助言を得

て改善を重ね、またパラパラマンガについては、

本実践に参加する山形大学地域教育文化学部の八

木と村山の研究室所属の学部３年生とともに印刷

と装丁を行い、ともに10月初旬までに完成させた。

　紙芝居は、斜面災害と土石流に関する21枚のマ

ンガ絵から構成される（図２）。これを２組、オ

モテ（絵）のみマット紙に印字して、日本からネ

パールに持ち込んだ。

　紙芝居では、いくつかの災害タイプとそれらか

らの回避について子ども達に説明することとし

た。すなわち、大雨や地震の際には、崖崩れ、落

石、地すべり、土石流といった土砂災害が発生す

るかもしれないので、崖のそばや川のそばから離

れること、そして、大雨でも地震でもなくても 
（高い山で崩壊が起こって）土石流がこの地を襲
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図 2 紙芝居の内容 （1～6） 

 

図２　紙芝居の内容　（１～６）
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図 2 紙芝居の内容 （7～12） 

 

図２　紙芝居の内容　（７～ 12）
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図 2 紙芝居の内容 （13～18） 

 
図２　紙芝居の内容　（13 ～ 18）
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うことがあるので、山側からの異様な音や振動が

聞こえたら、川から離れてより高いところに待避

すること等を示した。

　災害のリスクと対処について伝えることが主眼

ではあるが、子どもたちにとって自分が住む地域

が危険（のみ）に満ちた空間であるという否定的

な認識に陥らないよう、導入部において、村の名

前や村のすばらしいところ等を尋ねてこれを子

どもと確認した上で、上記の内容を示すことと

した。紙芝居のタイトルをA Beautiful Village in 
Nepalとしたのも同じ理由である。また、紙芝居

の作画を依頼する際には、頂部が白い急峻な山、

麓の家とバナナを描き、また紙芝居に出てくる子

どもの服装も当地の小学校の制服を模したものと

して、子どもたちにとって身近な話題と感じても

らうよう工夫した。

　改めて、ここで目的としたのは、以下のとおり

児童が現象を正しく理解し適切な防災行動ができ

るようになることである。①地すべり、崖崩れ、

土石流などの誘因として、集中豪雨、地震がある

ことを理解し、普段より強い雨や地震の際には急

な崖や川筋から離れる。②大雨や地震でなくとも

山岳域で崩壊が発生すると土石流となって下流を

襲うことを理解し、異様な振動、音などを察知し

て高台などに避難する。

　棺　最終調整

　2013年10月19日、ポカラへの移動日前日、カト

マンドゥでトリブヴァン大学地質学教室院生２名

（タラ・ゴータムTara Gautum氏、ジャラナ・

カナルJharana Khanal氏）とともにセミナーを開

いて、日本語から英語そしてネパール語への翻訳

作業を進めた。その際、専門語を使わず、できる

かぎり易しい言葉使いにするよう申し合わせして

作業を進めた。また、紙芝居はマット紙に印刷さ

れたものであったが剛性が足りないため、紙芝居

提示用の「枠」をダンボール紙で作成した。その

作業は山形大学の学生４名（菅井奈美氏、菅井美

香子氏、長野翔璃氏、中廣航太氏）があたった。

　10月20日に日本側メンバーとネパール側メン

バーはポカラに移動し、紙芝居教材のウラ（解 
説、読み上げテキスト）の書き込み作業と、紙芝

居のリハーサルを行った。授業者のネパール人学

生には、くれぐれも難しい言葉遣いにならないこ

と、補助の学生も含めて、授業時は笑顔を絶やさ

ないこと等も確認した。

　款　実践　その１　アンナプルナ小中学校

　　2013年10月21日（写真７）

　授業は、１～４年生（下級生グループ）と５～

８年生（上級生グループ）に分けて実施した。前

者は山形大学グループで実施し、後者はNPO法

人ネパール治水砂防技術協交流会グループによる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 紙芝居の内容 （19～20） 

 

  

図２　紙芝居の内容　（19 ～ 20）
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写真７- １　アンナプルナ小中学校と同校での実践風景
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もので、ネパール政府DWIDPのケンドラ・シュ

レスタ氏が担当した。

　当地の１年生には５才程度の児童（幼稚園児相

当）も含まれることから、１～４年生（下級生グ

ループ）は１・２年生と３・４年生に分けて実施

した。

　午前10時50分頃から最下級の１・２年生グルー

プ約30名に対する紙芝居を用いた斜面・土石流災

害からの回避に関する授業を実施した。その際、

ジャラナ氏と中廣氏がペアで、紙芝居の読み上げ

は、ジャラナ氏が行い、紙芝居の交換を中廣氏が

行った。タラ氏はサポート用員として子ども達に

付き添う形で重要な用語について復唱させる任に

当たった。また、菅井奈美氏が紙芝居の実施状況

をビデオ撮影、子ども達の様子を長野氏がビデオ

撮影、菅井美香子氏はクラス全体について写真撮

影を行った。

　１回の紙芝居に要する時間は約20分であった。

終了後、子ども達に用紙を配付し斜面災害、土石

流に関する用語を黒板に板書しそれを書き写すこ

とでまとめの作業とした。最後に、お土産として

土石流のパラパラマンガを贈呈し、パラパラマン

ガとまとめの紙を持ち帰って、この授業のことを

家で話すように伝えた。

　午前11時30分頃から３・４年生に対する授業を

実施した。児童数は12名、８～ 11歳の幅広い年

齢層を含む。実施方法は１回目と同様で、ただし

メンバーが交替し、タラ氏が読み上げを行い長野

氏が紙芝居の交換作業を担当した。子ども達に対

するサポートはジャラナ氏が担当し、菅井奈美氏

写真７- ２　アンナプルナ小中学校と同校での実践風景
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が紙芝居実施状況のビデオ撮影を担当した。菅井

美香子氏と中廣氏はそれぞれ写真撮影を行いつつ

授業を観察した。授業時間は約20分であった。講

演終了後、土砂災害、地盤災害に関する用語を板

書して確認するとともに、子ども達に配付した用

紙にそのキーワードを記入してもらい、回収した

（写真８）。上と同様に、パラパラマンガをお土

産として贈呈し、これを家族に見せて授業の内容

を家で話すように指導した。

　上級生５～８年生に対する授業は、ケンドラ・

シュレスタ氏によってテキストを用いた授業が１

時間余にわたって行われた。その後、日本および

ネパールにおける地すべり・土石流災害映像ビデ

オを映写して用語の確認やその破壊力のすさまじ

さを確認した。

　その後、八木が、教員を対象に2012年５月発生

のセティ川土石流災害の実態に関する調査結果、

すなわち何がそこで起こったか、振動や音などの

異常現象を察知しながらも、その意味を理解でき

ず回避行動に移らないまま土石流に飲み込まれて

しまったことを紹介し、高速で流れ来る土石流災

害の危険性とそれを察知したときの危険回避法に

ついて確認した。

　全プログラム終了後、授業で用いた紙芝居教材

を相手先校に贈呈するとともに、教員との間で懇

談し、災害国である日本とネパール間で地盤災害

からの回避に関する知識の交換について話し合っ

た。

　歓　実践　その２　ナヴァジョティ中学校

　　2013年10月22日

　21日同様の方式（実施者と教材）で実施した。

ただし、ケンドラ・シュレスタ氏による上級生向

けの授業は、生徒数が多いため５～７年生と８～

10年に分けて２回実施した。

　山形大学グループによる下級生向けの授業は、

前日と同様１・２年生（５～ 10歳、20人）および 
３・４年生（８～ 11歳、23人）の２グループに

対して、実施した（写真９）。授業終了後、授業

で習ったことを絵に描いてもらい回収した（写真

10）。さらに３・４年生にのみ土石流についての

パラパラマンガを贈呈し、前日と同様に、この授

業の内容を家で話すように指導した。

　最後に、八木が教員に対して、2012年セティ川

での土石流災害についてスライドを用いた解説を

前日と同様の内容で行った。また学校側からの要

請で、2011年東日本大震災による津波災害に関し

てもその実態を紹介した。

　全プログラム終了後、用いた紙芝居教材を相手

先校に贈呈するとともに、今後とも交流を続けて

いくことを話し合った。

写真８　アンナプルナ小中学校　３・４年生によるキーワードの書き取り
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写真９　ナヴァジョティ中学校と同校での実践風景
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４　おわりに　－本実践の成果と課題－

　敢　子ども、学校からの評価

　地盤災害・土砂災害という子どもにとって難解

と思われる現象およびそれへの対処法について、

マンガ絵の紙芝居という親しみやすい教材を用い

て、さらにネパール人女子学生によるやさしい言

葉での問いかけによる授業によって、子ども達は

授業に集中できた。このことは、子どもたちの行

動や表情すなわち授業時に子どもたちが身を乗り

出すようにして聞き入ったことや楽しげな視線か

ら、明らかである。

　ネパール人学生は、地質学専攻の学生で、我々

と直接会合を持つ以前から、地盤災害に関するテ

キストの英語訳作成を依頼していた。このことで

現象に対する理解が深まり、結果としてこれが地

ならしとなって、よく咀嚼された知識の伝達が可

能となっていたことも考えられる。

　また、準備段階において、授業者のネパール人

学生達に、難しい言葉を使わないことや笑顔で授

業すること等を伝えた。実践場面において、彼女

らは、紙芝居に描かれた山やバナナ等の一つ一つ

について子ども達に確認することから始めて、授

業全体で問いかけの場面を多く設けて、子どもた

ちの反応を受け止めながら解説を加えるという授

業方法をとった。このことで、子どもたちの集中

力が途切れることなく授業を進めることができ

た。

　授業後に子どもたちに短い感想文を書いてもら

う計画であったが、対象児童らの能力ではそれが

困難であることが判明した。そこで、アンナプル

写真10　ナヴァジョティ中学校　授業の感想の絵

左：１・２年生　右：３・４年生
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ナ小中学校では、授業で使ったキーワードの書き

取りを、ナヴァジョティ中学校では、絵を描くこ

ととした。これは、ナヴァジョティ中学校では子

どもから絵の感想なら描けるという申し出があ

り、これに授業者のネパール人学生達が臨機応変

に対応した結果である。

　子ども達の絵には、紙芝居の絵やそこで説明さ

れたことを踏まえたと判断できるものが多く描か

れ、子ども達が自分の絵として再構成できるほど

に理解できたと言えよう。そしてそもそも子ども

達からそのような提案があったことも含めて、こ

の紙芝居を使った授業が、ある程度の成果があっ

たと評することができよう。

　アンナプルナ小中学校校長から授業に関する感

想をいただいた。そこでは、これまで土石流から

の回避に関する教育ついて、その必要性を感じて

いながらも、子ども達にそれをどのように伝える

か考えが及んでいなかった。しかし、我々の実践

を通じて非常に参考になったこと、提供した教材

を使って今後の教育に反映させて聞きたい旨、お

話しになった。ナヴァジョティ中学校校長から

も、自ら地学を専攻したが子どもたちの防災につ

いてどのように教えるべきか困難を感じていたこ

と、我々の実践を参考にしたいこと等をうかがう

ことができた。

　柑　反省点と課題

　当初の計画では、授業の最後に感想文を書いて

もらうことで子ども達によるまとめやふりかえり

とする予定であった。しかし当地の１年生には５

才の児童（幼稚園児）まで含まれるだけでなく 
３・４年生までの能力でもそれが厳しいことを把

握していなかった。上述のとおり、２日目に絵を

描いてもらう方法が有効であろうとわかったが、

初日にはそのような対処ができなかった。

　子ども達にまとめやふりかえりとして書いても

らったキーワード集（アンナプルナ小中学校）と

絵（ナヴァジョティ中学校）は、本実践の評価を

行うために回収して（前者の１、２年生を除く）、

日本に持ち帰った。その分析方法については、今

後の課題である。さらにそれ以上に問題なことが

ある。本来は、それらのキーワード集や絵は、パ

ラパラマンガとともに家に持ち帰って、授業に関

する話をするきっかけとなるべき大事なツール

だったはずである。つまり子どもから家族への知

識の展開を期待できたはずである。本実践の目的

から考えれば、分析のために日本に持ち帰るので

はなく子ども達に返却すべきだったことは明らか

である。その場で写真を撮って返却する等の工夫

でこれを回避できたはずだが、現地でそのことに

思い至らなかった。

　紙芝居を使う子ども向け土砂災害防災教育は、

現段階である程度の成果があったと言えよう。し

かし単発的イベントではなく、これを両校におい

てどのように継続していくのか、またこれをどの

ように広めていくのかも、今後の課題である。
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を継続し、その中で紙芝居を巻物に作り替えると

いう変更を加えつつ、上記のプログラムを低学年

の児童向けに実践した。児童生徒の感想文や感想

の絵を含む報告書が公開されている（NFAD，

2014）。
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編　集　後　記

　山形大学環境保全センターは、山形大学全学における環境安全衛生および医学部キャンパスにおける労

働安全衛生を担保するための中心組織として位置づけられています。業務報告の項で述べましたが、今年

度は職場および環境安全衛生において深刻な事案がいくつか発生しました。全ての原因を明らかにできた

わけではありませんが、これらの事案の収束にむけ少なからず貢献できたのではないかと考えています。

　さて、今年度の広報誌は、地域教育文化学部の八木浩司先生と教育実践研究科の村山良之先生にお願い

しそれぞれの専門分野からご寄稿をいただきました。八木先生は、活断層の研究者として日本の第一人者

であり、山形大学附属博物館の館長としてもご活躍されています。現在の日本列島は、東日本大震災をは

じめ地震が多発していることから「地震活動期」に入っているのではないかと考えられていますが、直下

型地震への備えの一助となるべく、山形県内の活断層について詳しく解説していただきました。先生とお

話しして初めて判ったのですが、中山町にある私の実家の敷地すぐ東側の段差が実は山形盆地西縁活断層

でした。子供の頃、約１ｍほどの段差を飛び降りてよく遊んだものですが、当時をなつかしく思い出すと

ともに、身近な場所に活断層が存在する事実に驚いています。村山先生は、防災教育の専門家として日本

のみならずネパールなどの国外でも活動しているほか、鶴岡市教育委員会防災教育アドバイザー等とし

て活躍されています。当環境保全センター業務として「環境保全の教育、研究及び広報活動に関するこ 
と。」とあります。先生の研究分野が広報誌にふさわしいものと考えご寄稿をお願いしたところ、快くお

引き受け下さり、これまでの数多い活動・実践の中から代表的なものを選んでまとめていただきました。

お忙しい中、すばらしい原稿をお寄せ下さったお二人に、心より感謝申し上げます。

　当センターは、山形大学全学を対象とし環境および安全衛生管理に係る数多くの業務を行っています。

実験廃液処理、化学物質管理、作業環境測定など、疑問や要望がございましたらお気軽にご相談くださ

い。
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