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１．はじめに 

 

2011年 3月 11日の東北地方太平洋沖地震にともなう巨大津波で，岩手・宮城・福島の被災３

県を中心とした東日本太平洋沿岸諸地域では，多くの方々が亡くなり，多数の家屋が流失・全壊

する等，甚大な被害に見舞われた。この東日本大震災の発災から 4年以上が経過したものの，津

波災害に遭った被災地では，盛土による嵩上げや防潮堤の建設等，復興工事の完了までに多くの

工程が残されており（写真１），かつ被災直後からの人口流出（≒人口社会減）との関係から，「復

興」事業完了後の「まち」の誕生までにはまだ数年以上の時間が必要である。また，ハード面で

のまちが再生されても，今後数十年間で訪れる超高齢化や人口自然減との関係から，産み出した

「まち」を将来に亘って安定的に維持し続けるには膨大な課題が山積している（増田・岩船 2014）。 

東日本大震災被災地での約 4年間での発災から復旧・復興までの過程を教訓にすれば，日本の

沿岸に位置する地方の過疎地域が広域に激甚な津波災害に遭った場合，その被災した地域では社

会的なインフラや防災施設等，復旧・復興に係わるハード面での整備が全て完了するだろう十年

程度が経過しても「元の姿に戻る」ことがなく，場合によっては負のスパイラルに陥り集落およ

びそこでの人間関係の全てが消滅する可能性もあり得ることを念頭に置く必要がある。これは，

海に面する日本の沿岸諸地域の今後のあり方を論じるにあたり，行政関係者だけでなく地域住民

全てが認識しておくべき内容であり，その認識を前提に，地域防災計画等で発災・応急対応・復

旧・復興について段階的・漸移的・有機的に対策・計画を総合的に講じる必要があり，かつ学校

教育や社会教育等を通じて地域の児童・生徒から高齢者に至るまでの全ての住民に平時から防災

教育を徹底し，高い防災意識が保持されるように啓発活動を継続しなければならない。 

鹿児島大学地域防災教育研究センターが「防災力向上」に積極的に貢献するべき地域は，その

立地から基本的に鹿児島県およびその周辺までを含めた南九州から南西諸島にかけての範囲とな

ろう。そこでは，フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界である南西諸島（琉球）海

溝，火山フロント上あるいはそれに沿って分布する火山，前二者に関連する活断層があり，規模

にもよるが，これらの活動が海底の形状を秒から分単位の時間で急激に変化させた場合，多大な

被害をもたらす津波が発生する可能性が高い。従って，津波の規模や，地震発生から津波が到達

するまでの時間等は地域によって異なるものの，南九州から南西諸島の沿岸諸地域では，津波災

害への備えを様々な方面において進めるべきである（写真２）。 

 

  
写真１ 盛土予定地に残る家屋基礎と観音像  写真２ 名瀬測候所が管理する津波観測施設 

（2015 年 2 月 21 日 宮古市鍬ヶ崎）     （2014 年 7 月 15 日 奄美市名瀬小湊） 
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鹿児島県の教育・文化・交流を推進する鹿児島県教育委員会では，保健体育・スポーツの「学

校安全」の枠組みにおいて「防災教育モデル実践事業」（文部科学省「実践的防災教育総合支援事

業」委託）を行っている（鹿児島県教育委員会 HP）。本センターでも，鹿児島地方気象台と連携

してこれに参画し（岩船 2015），平成 24・25年度に霧島市と志布志市，平成 26年度に奄美市と

東串良町に専門家を派遣してモデル校で地震・津波・火山噴火・豪雨・山地崩壊等による災害の

解説や警戒避難対応への助言を行い（表１，写真３・４），かつ一般社団法人国立大学協会との共

催による志布志市での平成 25年度防災・日本再生シンポジウム鹿児島大学出前シンポジウム「地

震・津波に対する学校と地域の防災を考える」等，地域住民向けの啓発活動を行ってきた（本報

告書 P●～●の「平成 26年度地域防災教育研究センター活動概要」）。 

本事業「鹿児島県沿岸諸地域における津波避難計画の策定支援と地域住民啓発活動」は，上記

の平成 26年度鹿児島県教育委員会「防災教育モデル実践事業」と連携して進められた。「防災教

育モデル実践事業」でのモデル校の児童・生徒への防災教育講話（≒出前授業）および教職員へ

の指導・助言を通じて培われる「防災力の向上」を当該校だけが享受するのではなく，モデル校

が立地する地区の住民にも波及させて地区全体としての防災意識の高揚を促し，かつその効果が

当該地区のみで終わることなく市町全域での防災力の向上につながるため，本事業では，市町レ

ベルでの地域防災計画と防災教育との連動・調整を図る学術的知識の提供と，その手段としての

シンポジウム等のイベントの開催を目的とした。 

 

表１ 鹿児島県「防災教育モデル実践事業」でのモデル校 

 
 

  
写真３ 緊急地震速報を活用した避難訓練  写真４ 校門を出て避難場所へ走る児童・生徒 

（2015 年 2 月 9 日 奄美市立小湊小学校）   （2014 年 11 月 6 日 奄美市立大川小中学校） 

 

２．対象地域 

 

対象地域としては，当初，南西諸島海溝に近地する奄美大島の奄美市と与論島の与論町，南海

トラフや日向灘での津波の影響を受けやすい東串良町，海底火山噴火による津波災害が危惧され

る鹿児島湾に面する霧島市の 2市 2町とした。このうち，奄美市および東串良町は，鹿児島県教

育委員会の平成 26年度「防災教育モデル実践事業」の対象としてそれぞれの教育委員会がモデル

校を中心に防災教育実践を展開しており，本事業でも主要な対象地域とした。また，霧島市につ

いては，鹿児島県教育委員会の平成 24・25年度「防災教育モデル実践事業」の対象であったこと

から，これをフォローアップする意図があった。そして，与論町については，「高い島」である奄

霧島市教育委員会 志布志市教育委員会 奄美市教育委員会 東串良町教育委員会

市立大田小学校 市立通山小学校 市立小湊小学校 ●市立柏原小学校

市立霧島中学校 市立有明中学校 市立大川小中学校 ◇市立池之原小学校

県立霧島高等学校 県立志布志高等学校 ◇市立東串良中学校

●：拠点校　◇：連携校

平成２４・２５年度 平成２６年度
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美大島の対に位置付けられる「低い島」とされる島の地形的特性から，奄美市の比較対象とする

べく選定した。 

2市 2町での当初の計画は，次の通りであった。 

・奄美市：津波防災にかかわる講話。 

  奄美市，奄美市教育委員会，鹿児島地方気象台，名瀬測候所等と共同開催で冬季に実施。 

・東串良町での津波防災にかかわる講話。 

  東串良町，東串良町教育委員会，鹿児島地方気象台等との共同開催で実施。 

・霧島市福山地区：海底噴火等による津波の災害想定や津波避難に係る防災講話。 

  霧島市安心安全課，霧島市教育委員会と連携して実施。 

・与論町：与論島近海で発生する津波からの避難に係る防災講話。 

  特に低標高で町役場等が立地する「茶花地区」を対象に，与論町総務課等と連携して実施。 

しかしながら，平成 26年度「防災教育モデル実践事業」では，奄美市が非常に積極的で防災教

育を主導する教育委員会と地域防災を主管する総務課危機管理室との連携がスムーズであり後述

のシンポジウム開催等の支出で本事業の予算上限に達したこと，平成 26年 10月 24日に霧島山え

びの高原（硫黄山）周辺に噴火警報（火口周辺）が発表されて以降筆者が緊急的にえびの高原で

の噴火警戒避難対応にかかわり当初予定していたエフォートを充てられなかったこと等のために，

奄美市での計画が拡張して，これに係わる活動が主体となった。 

なお，霧島市，与論町，東串良町での企画については，来年度以降で適宜取り組むこととする。 

 

３．津波避難計画および津波防災教育にかかわる基本的な考え方の整理 

 

(1) 津波からの避難行動を段階的に示した「津波避難計画」の学術的な背景 

津波避難計画の策定を支援し津波防災教育を展開する上で，学術的な根拠に基づいて「津波か

らの避難行動」の統一方針を明示する必要がある。以下に，これを整理する。 

筆者は，岩手県宮古市の市庁舎から 2011年 3月 11日に撮影された津波映像の提供を受け，人

間の避難行動に対応した時空間スケールで市街地に流入した「津波の動態」を定量的に解析し，

この成果『地理』に 2011年 7月に報告した（岩船 2011a）。そして，宮古市中心市街地での発災

当日の代表的な避難行動の事例を時系列的に分析して，撮影された「津波の動態」とのかかわり

で「堤防を越流した津波への緊急的な対処法」の初案を整理した（岩船 2011b）。加えて，津波の

動態と津波への緊急的な対処法に基づき，津波に対しての「水に浮く発想」からの防災体制とこ

の延長としてのまちづくりについても論じた（岩船 2011c）。さらに，これらの論考に基づき，2012

年 3月 11日に防災教育用 DVD「堤防を越えた津波‐映像からわかる津波の動きと避難行動」を発

表し（岩船 2012），「岩手県宮古市中心市街地における津波避難計画（案）（平成 26（2014）年 1

月）」の考案に貢献し，その中で予想される「津波到達までの残り時間」に応じて推奨するべき避

難行動を段階的に示した「津波避難計画」を提示した（岩船 2014）。 

これらの一連の研究成果における基本的な考えは，元々，自然地理学や地形学を専門としてい

た筆者が身体科学的な研究に興味を持ち，「理学的な視点」から地形に規定された道路等の勾配の

ある空間を人間の身体活動や心理と関連付けて評価しようとしたことに端を発している（岩船・

鈴木 2001，岩船・境 2007）。そして，AEDを運搬する人間の体力とのかかわりから一次救命処置

による救命率を高く保てる空間の広狭の評価についての研究を経由して（岩船 2008，2009），東

日本大震災を契機に，突発的に発生して人間の命と財産に損害をもたらす自然の動きと身体科学

的な人間の体力とのかかわりから「避難行動」や「防災体制」を評価しようとする上記等の研究

につながっていった。 

一方，「避難」に係わる国の動向をいくつか整理したい。まず，平成 22（2010）年 4月 21日に

中央防災会議において「災害時の避難に関する専門調査会」が設置され，①避難の考え方，②避

難所，③避難情報発令のための態勢整備，④防災・災害情報など，避難をめぐる様々な課題への

対応策が検討され，東日本大震災の応急対応や復旧等で一時中断されたものの，全 8回にわたる

審議を経て「災害時の避難に関する専門調査会報告（平成 24（2012）年 3月 29日公表）」がまと

められた（中央防災会議「災害時の避難に関する専門調査会」2012）。また，消防庁国民保護・防

災部防災課（2013）による『津波避難対策推進マニュアル検討会報告書（平成 25年 3月）』等，

津波避難対策に係わる論考が国の関係省庁等でもその後もさまざまに行われた。そして，内閣府
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では，これらの成果や過去の災害の経験等を踏まえて，有識者，地方公共団体及び国の関係省庁

からの意見等を聞きながら，『避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（平成 17年

3月策定）』の全面的な見直しを行い，「避難」についての改めての定義等，各市町村が避難勧告

等の発令基準や伝達方法を検討するに当たり考えておくべき事項を示した『避難勧告等の判断・

伝達マニュアル作成ガイドライン（平成 26年 9月）』を取りまとめた（内閣府（防災担当）2014）． 

東日本大震災以前まで「身体活動から地形空間を評価する研究」を理学的発想から進めていた

筆者は，2011年の発災直後には中央防災会議等の「避難」にかかわる見識が十分ではなく，上記

の「災害時の避難に関する専門委員会」（2012）等の動きを把握していなかった。しかしながら，

用語の違いはあれ，避難行動の実態と津波の動態との関係に基づき取りまとめた「堤防を越えた

津波（岩船 2012）」等の研究は，中央防災会議「災害時の避難に関する専門調査会」の考えと基

本的にほぼ同様であった。そこで，『避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン』が「案」

として公表された平成 26年 4月の段階で，内閣府（防災担当）（2014）が提示する用語等に統一

を図りつつ，津波からの避難行動を段階的に示した「津波避難計画」をまとめることとした。 

 

(2) 津波からの避難行動を段階的に示した「津波避難計画」の概要 

 

 A. 前提 

水害や土砂災害等も含めた災害全般での「避難」を対象とした論考である「災害時の避難に関

する専門委員会」（2012）の報告では，安全確保行動は「待避」「垂直移動」「水平移動（一時的）」

「水平移動（長期的）」の 4つの行動パターンに整理でき，ハザードの種類，その規模，個人の置

かれた状況，個々人の属性等に応じて使い分けていくべきであるとの考えが提示されている。「津

波避難対策推進マニュアル検討会」（2013）の報告では，津波避難計画作成の指針と地域ごとのワ

ークショップに基づき策定する手順が示されているものの，「津波到達までの残り時間」に応じて

推奨される避難行動については時系列で整理されていない。 

そこで，「ハザード」を市街地での津波氾濫（浸水）として避難行動を簡便に整理すると，以下

の通りとなる。まず発表された津波警報等に応じて，「待避」，「垂直移動」，高台の避難所等への

「水平移動」のいずれかを自宅等で最初に選択することとなる。もちろん，津波の規模が想定外

となる可能性や津波火災の発生を考えると，「水平移動」による高台の避難所への避難を完了する

ことが，さらに逃げ続けられる空間が高標高地に広がっていることや避難後に食料や物資の配給

を期待できること等から最も安全であろう。しかしながら，氾濫時にいち早く最も危険になる場

所は相対的に低標高の「路上」であることから，避難時には「路上」で津波に遭わないことを重

要視する必要がある。これは，相対的に大規模の津波は低頻度であるが小規模の津波は高頻度で

あるという「津波の規模と発生頻度」との関係を考慮しても，津波災害の発生ごとに「路上」が

浸水する確率が高いこととも関係している。 

「水平移動」で避難する場合には，予想される「津波到達までの残り時間」が短くなればなる

ほど津波に追いつかれるリスクが高まる。しかし，そのリスクは避難者の体力に応じて異なり，

走力（体力）が高いレベルの若者等は水平移動時にも迫りくる津波から走って逃れられて津波に

追いつかれる可能性が相対的に低いものの，走力が低いレベルの高齢者等は津波に追いつかれる

可能性が高い。従って，特に「津波到達までの残り時間」が短い場合には，「個々人」が自分自身

および自分自身が置かれた周囲の状況を判断して選択する必要性が増してくる。 

 

 B. 津波到達までの残り時間が「40 分」の場合 

この前提の上で，まずは津波到達までの残り時間を「40分」とした場合を模式的に示した（図

１）。これは，東北地方太平洋沖地震での巨大津波等，波源（≒震源）が近地であるものの，地震

発生から津波到達までの時間が比較的がある場合を想定した避難計画となる。 

「避難困難区域」では最初から津波避難ビル等への「垂直移動」が推奨されるように，地区ご

とに住民でワークショップを行って予め避難所・避難場所を定めておくべきである。しかしなが

ら，津波からの避難では「高台避難」が一般的に推奨されていることも考慮すると，大半の人び

とは「水平移動」を最初に選択し高台の避難所等を目指す可能性が高い。そこで，地震発生直後

からの避難行動の段階を「所定の段階」とした。しかし，避難経路の状況（昼夜の別，停電も含

めての街灯の有無，風雪雨，地震等での建物の倒壊による移動の障害物の有無･・）や避難者自身
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では，これらの成果や過去の災害の経験等を踏まえて，有識者，地方公共団体及び国の関係省庁

からの意見等を聞きながら，『避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（平成 17年

3月策定）』の全面的な見直しを行い，「避難」についての改めての定義等，各市町村が避難勧告

等の発令基準や伝達方法を検討するに当たり考えておくべき事項を示した『避難勧告等の判断・

伝達マニュアル作成ガイドライン（平成 26年 9月）』を取りまとめた（内閣府（防災担当）2014）． 

東日本大震災以前まで「身体活動から地形空間を評価する研究」を理学的発想から進めていた

筆者は，2011年の発災直後には中央防災会議等の「避難」にかかわる見識が十分ではなく，上記

の「災害時の避難に関する専門委員会」（2012）等の動きを把握していなかった。しかしながら，

用語の違いはあれ，避難行動の実態と津波の動態との関係に基づき取りまとめた「堤防を越えた

津波（岩船 2012）」等の研究は，中央防災会議「災害時の避難に関する専門調査会」の考えと基

本的にほぼ同様であった。そこで，『避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン』が「案」

として公表された平成 26年 4月の段階で，内閣府（防災担当）（2014）が提示する用語等に統一

を図りつつ，津波からの避難行動を段階的に示した「津波避難計画」をまとめることとした。 

 

(2) 津波からの避難行動を段階的に示した「津波避難計画」の概要 

 

 A. 前提 

水害や土砂災害等も含めた災害全般での「避難」を対象とした論考である「災害時の避難に関

する専門委員会」（2012）の報告では，安全確保行動は「待避」「垂直移動」「水平移動（一時的）」

「水平移動（長期的）」の 4つの行動パターンに整理でき，ハザードの種類，その規模，個人の置

かれた状況，個々人の属性等に応じて使い分けていくべきであるとの考えが提示されている。「津

波避難対策推進マニュアル検討会」（2013）の報告では，津波避難計画作成の指針と地域ごとのワ

ークショップに基づき策定する手順が示されているものの，「津波到達までの残り時間」に応じて

推奨される避難行動については時系列で整理されていない。 

そこで，「ハザード」を市街地での津波氾濫（浸水）として避難行動を簡便に整理すると，以下

の通りとなる。まず発表された津波警報等に応じて，「待避」，「垂直移動」，高台の避難所等への

「水平移動」のいずれかを自宅等で最初に選択することとなる。もちろん，津波の規模が想定外

となる可能性や津波火災の発生を考えると，「水平移動」による高台の避難所への避難を完了する

ことが，さらに逃げ続けられる空間が高標高地に広がっていることや避難後に食料や物資の配給

を期待できること等から最も安全であろう。しかしながら，氾濫時にいち早く最も危険になる場

所は相対的に低標高の「路上」であることから，避難時には「路上」で津波に遭わないことを重

要視する必要がある。これは，相対的に大規模の津波は低頻度であるが小規模の津波は高頻度で

あるという「津波の規模と発生頻度」との関係を考慮しても，津波災害の発生ごとに「路上」が

浸水する確率が高いこととも関係している。 

「水平移動」で避難する場合には，予想される「津波到達までの残り時間」が短くなればなる

ほど津波に追いつかれるリスクが高まる。しかし，そのリスクは避難者の体力に応じて異なり，

走力（体力）が高いレベルの若者等は水平移動時にも迫りくる津波から走って逃れられて津波に

追いつかれる可能性が相対的に低いものの，走力が低いレベルの高齢者等は津波に追いつかれる

可能性が高い。従って，特に「津波到達までの残り時間」が短い場合には，「個々人」が自分自身

および自分自身が置かれた周囲の状況を判断して選択する必要性が増してくる。 

 

 B. 津波到達までの残り時間が「40 分」の場合 

この前提の上で，まずは津波到達までの残り時間を「40分」とした場合を模式的に示した（図

１）。これは，東北地方太平洋沖地震での巨大津波等，波源（≒震源）が近地であるものの，地震

発生から津波到達までの時間が比較的がある場合を想定した避難計画となる。 

「避難困難区域」では最初から津波避難ビル等への「垂直移動」が推奨されるように，地区ご

とに住民でワークショップを行って予め避難所・避難場所を定めておくべきである。しかしなが

ら，津波からの避難では「高台避難」が一般的に推奨されていることも考慮すると，大半の人び

とは「水平移動」を最初に選択し高台の避難所等を目指す可能性が高い。そこで，地震発生直後

からの避難行動の段階を「所定の段階」とした。しかし，避難経路の状況（昼夜の別，停電も含

めての街灯の有無，風雪雨，地震等での建物の倒壊による移動の障害物の有無･・）や避難者自身

の疲れやケガ等に応じて，高台避難完了までに当初想定した時間よりも多くの時間が費やされて

路上で津波に追いつかれる可能性も生じてくる。そこで，ある一定の時間が経過した時点で「津

波到達までの残り時間」と「避難者自身の体力や周囲の状況」との関係を考えて，「できる」場合

にはそのままの「水平移動」を継続し，「できない」場合には避難ビル等への「垂直移動」に切り

替えるかの選択が必要になる。そこで，この「ある一定の時間」以降を「選択の段階」とした。 

「所定の段階」から「選択の段階」に移り変わる目安となる「ある一定の時間」は，前述の通

り，避難者自身の体力や避難経路の状況に応じて個々人で早まるか遅れるかで，かつ「高台まで

の避難経路の道のり・比高」の避難環境等にも応じて場所ごとに時間的に前後する。図１では，

「津波到達までの残り時間が 20分」を目安としている。これは，「宮古市中心市街地での避難計

画案」に準じて設定されたものである。宮古市では 3月 11日の津波で消防団員 16名が殉職した

こと，また「退避ルール」（消防庁国民保護・災部課 2012）を受けて，津波到達予想時刻の 10分

前までに消防団員が高台避難を完了させる「10分ルール」が設定され，そのための知らせを津波

到達予想時刻の 20分前に防災無線で放送し「活動可能時間」を終えることとしている。この放送

に応じて消防団員だけでなく消防職員や警察職員等も高台避難を基本的に開始することから，「20

分前」に「公助」が終了することともなる。従って，「20分前」以降の「選択の段階」では，「自

助」を基本として短時間での単発的な「共助」が可能な時間帯とも考えることができる。 

そして，津波到達予想時刻の直前では津波が直ぐにでも押し寄せてくる可能性があり，「垂直避

難」を強く推奨する観点から「緊急の段階」を設けた。ここで設定された「5分前」は，「選択の

段階」での「20分前」と同様に一つの目安である。また，この段階では，ほぼ「自助」だけの時

間帯となる。なお，津波到達以降，その流れに巻き込まれた場合では，他人を助けることはまず

不可能で，「自助」で自らの命を極めて守り難い状況となる。それは，津波のエネルギーが相対的

に弱かった宮古市中心市街地に流入した津波の流れでも速さが毎秒約 1～5mであること（岩船

2012），トップスイマーでも短水路で泳ぐ速度は毎秒約 3mであること，市街地に流入した津波で

はさまざまな漂流物があり泳力をほとんど発揮できる水環境ではないこと等からも言及できる。  

 

 
図１ 地震発生から津波到達までの時間が「40分」の場合 

 

 C. 津波到達までの残り時間が「10 分」の場合 

次には津波到達までの残り時間を「10分」とした場合を模式的に示した（図２）。これは，鹿

児島湾での海底噴火による津波等，波源（≒震源）が直下あるいは近接しており，地震発生から

津波到達までにほとんど時間がない場合での避難計画の事例である。 

この場合，「40分」での場合と異なり，「所定の段階」が存在せずに「選択の段階」から始まる。

消防団員等が現場に赴いても津波に遭う可能性が高く，「退避ルール」との関係もあり，基本的に

「公助」も行われない。また，「水平移動」を選択しても「路上」で津波に遭う危険性が高いので，

地震発生直後から「垂直移動」を選択する人びとの割合がかなり高くなる。これは，襲来する津

気象庁防災情報等 経過時間 避難行動

《地震発生》  00:00 40分 【所定の段階】 【所定業務】
地震速報  00:01 39分
津波警報・注意報  00:03 37分
津波情報第一報

津波情報の更新  00:15 25分

 00:20 20分 【選択の段階】 【公助終了】

 00:30 10分

 00:35   5分 【緊急の段階】
《津波到達》  00:40   0分 「垂直避難」

津波到達まで
の残り時間

消防団員等
の活動

「退避10分
ルール」

自分の体力に
応じ「垂直避難」
に切り替え

路上経由での
「水平避難」で
高台等の所定
の避難場所へ
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波の規模がより大きくなれば大きいほど，命を失う人の数がより多くなることを意味する。一方，

「津波火災」が発生すれば，「垂直移動」で津波から逃れた避難者もその後他の場所に移動できな

ければ火災に巻き込まれる可能性が高い。 

 

 
図２ 地震発生から津波到達までの時間が「10分」の場合 

 

D. 津波避難計画を作成し，防災教育を展開する上での留意点 

以上，地震発生から津波到達までの時間が「40分」と「10分」の場合を想定して，それぞれ避

難計画を図で表して具体的に提示したが，津波からの避難行動は，予想される「津波到達までの

残り時間」に応じて変化することが大きな特徴である。従って，実際には，気象庁の津波警報等

でどのような津波到達時間が告げられてもそれに対応してすぐに動ける必要がある。それには，

まず「逃げる方法」を体得する必要があり，避難訓練に参加して避難に掛かる所要時間を把握す

るとともに，「水平移動」または「垂直移動」のどちらかを選択する「津波到達時間」の閾値を自

ら設定しておくべきであろう。また，若者であれば日頃から身体を鍛えて体力の向上を図り，高

齢者等であれば「避難できる健康」を維持することが不可欠であろう。さらに，地震や津波にか

かわる様々な知識を得る必要があり，「街中での津波の動き」等を学び，「逃げる発想」を養う防

災教育を学校教育だけでなく，社会教育等でもしっかりと展開する必要がある。 

 

４．地域住民啓発活動 

 

(1) 奄美市での津波防災教育シンポジウムの開催 

本事業では，前章で整理した「津波からの避難行動」が学校教育・社会教育等における防災教

育の現場で生かされ，かつ「津波避難計画」が地域防災計画等を通じて地域住民に浸透すること

の支援のために，鹿児島県教育委員会「防災教育モデル実践事業」と連動して平成 26年度鹿児島

大学・奄美市教育委員会連携シンポジウム「奄美での津波避難を考える～最先端の防災科学と学

校での防災教育」等を行った（写真７）。本学教員 3名と気象台職員 1名による講話，モデル校の 

 

  
写真５ パネルディスカッションの様子    写真６ 知根小学校に本センター教員等が助言 

（2015 年 2 月 8 日 奄美市名瀬長浜町）     （2014 年 11 月 6 日 奄美市名瀬知根） 
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波の規模がより大きくなれば大きいほど，命を失う人の数がより多くなることを意味する。一方，

「津波火災」が発生すれば，「垂直移動」で津波から逃れた避難者もその後他の場所に移動できな

ければ火災に巻き込まれる可能性が高い。 

 

 
図２ 地震発生から津波到達までの時間が「10分」の場合 

 

D. 津波避難計画を作成し，防災教育を展開する上での留意点 

以上，地震発生から津波到達までの時間が「40分」と「10分」の場合を想定して，それぞれ避

難計画を図で表して具体的に提示したが，津波からの避難行動は，予想される「津波到達までの

残り時間」に応じて変化することが大きな特徴である。従って，実際には，気象庁の津波警報等

でどのような津波到達時間が告げられてもそれに対応してすぐに動ける必要がある。それには，

まず「逃げる方法」を体得する必要があり，避難訓練に参加して避難に掛かる所要時間を把握す

るとともに，「水平移動」または「垂直移動」のどちらかを選択する「津波到達時間」の閾値を自

ら設定しておくべきであろう。また，若者であれば日頃から身体を鍛えて体力の向上を図り，高

齢者等であれば「避難できる健康」を維持することが不可欠であろう。さらに，地震や津波にか

かわる様々な知識を得る必要があり，「街中での津波の動き」等を学び，「逃げる発想」を養う防

災教育を学校教育だけでなく，社会教育等でもしっかりと展開する必要がある。 

 

４．地域住民啓発活動 

 

(1) 奄美市での津波防災教育シンポジウムの開催 

本事業では，前章で整理した「津波からの避難行動」が学校教育・社会教育等における防災教

育の現場で生かされ，かつ「津波避難計画」が地域防災計画等を通じて地域住民に浸透すること

の支援のために，鹿児島県教育委員会「防災教育モデル実践事業」と連動して平成 26年度鹿児島

大学・奄美市教育委員会連携シンポジウム「奄美での津波避難を考える～最先端の防災科学と学

校での防災教育」等を行った（写真７）。本学教員 3名と気象台職員 1名による講話，モデル校の 
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校長 2名による報告，奄美市総務課長と県教委指導主事も交えたパネルディスカッションが行わ

れ（写真５），100名強の教職員や地域住民が参加した。そして，奄美大島周辺での地震・津波お

よび津波災害についての最先端の研究に触れ，想定以上の大きな規模あるいは早い到達時間の津

波の襲来に対しても本稿で紹介した「避難行動」等で柔軟に対応できる「津波避難計画」等の必

要性が指摘された。また，地域の宝である児童・生徒を中心に市民・島民の全てが津波に対して

「自ら考えて避難できるチカラ」を獲得できるように，奄美市教育委員会や本防災センターで「防

災ノート」等を作成して，今後の防災教育の現場に生かすこと等が確認された（黒光・岩船 2015）。 

 

 
写真７ 「平成 26 年度鹿児島大学・奄美市教育委員会連携シンポジウム」のポスター 
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５．おわりに 

鹿児島県教育委員会「防災教育モデル実践事業」を通じて，モデル校の児童・生徒や教職員の

防災意識が高まり，保護者や地域住民も避難訓練に積極的に参加する等，学区全体での“災害へ

の備え”が強化されている。鹿大防災センターでの本事業は，上記事業を補う目的で津波に係わ

る最先端の地球科学や本稿に示した避難行動のあり方等の情報をモデル校以外の教職員や地域住

民に提供する目的で行われた。今回は「発災」に重きを置いたものでもあったが，東日本大震災

後の被災地の現状を考えると，今後は応急対応や復旧復興も含めて「災害は長期的な現象」であ

ることを学べる防災教育を展開したい個人的な意向もある。「防災教育モデル実践事業」は来年度

も継続されることから，鹿児島県教育委員会，奄美市教育委員会，東串良町教育委員会，鹿児島

地方気象台を始めとする諸機関と連携できる本防災センター事業を次年度も考案し，鹿児島県全

学校の防災力の向上を目指しつつ，学校を中心に地区・地域全体での底上げを支援したい。 
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