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平成 27 年度 活動報告 
 

 

 教育部門 
 

 

 

１．はじめに 

 

 教育部門では、本学での防災力を高めるために共通教育科目において授業を実施するとともに、

鹿児島県を中心に「地域防災力の向上」に資するために、鹿児島県教育委員会等と連携して、平

成 27 年度「防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」等に取り組んでいる。 

 

２．本学における防災教育の実施 

 

 共通教育で防災に関する科目を提供するとともに，防災リーダーの育成に取り組んでいる。な

お、「防災士」養成にかかわる部分については、別稿で詳述しているので、そちらを参考にして頂

きたい（本報告書 P93～111） 

 

 (1) 共通教育科目６科目の提供 

 

A.いのちと地域を守る防災学Ⅰ Disaster mitigation to guard lives and communities I 

 前期毎週講義／2単位／a. 実践・判断・精神力／3. 地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：岩船昌起 他 14 名／メインキーワード：社会問題への理解と実践 

授業概要（目的・内容・方法） 

 授業では、自然災害やその対策について正しい知識を持つと同時に、地域自治体や防災組織が

現在行っている防災への取り組みや新しい技術を理解し、災害時にはいのちを自ら守ることがで

き、かつ支援やボランティア活動を担うことのできる態度・志向性を獲得することを目的とする。

この講義は、自然・人文に及ぶ複合的・総合的な「防災学」のかなりの範囲を網羅するものであ

り、本学のさまざまな学部・大学院・教育研究施設に所属する「防災学を専門とする教員」がそ

れぞれの得意分野をオムニバス形式で担当講義する。後期の「いのちと地域を守る防災学 II」と

対になる構成となっており、前期の本授業では、災害を知り、それに対する対処・対策を考える

ことに重きが置かれている。なお、この授業の概要・性格から本授業は、「防災士」受験資格取得

科目の１つとなっている。 

学習目標 

 1.さまざまな自然災害の発生のしくみを始めとして、防災にかかわる知識や技術などを理解し、

災害種ごとに説明できる。 2.災害種ごとに一般的な対策・対処のしかたを理解し、地域の特性

に応じておおよそ適当な対策などを選択できる。 3.万が一に災害が生じた場合、いのちを自ら

守ることができ、かつ支援やボランティア活動を担うことができる態度・志向性を獲得する。 

授業計画（回数，授業内容，分担担当者） 

1．講義の目的/防災士とは/最近の災害事例 (地域防災教育研究センター；岩船昌起） 

2．地震のしくみと被害/地震に関する知見・情報 （理工学研究科；小林励司） 

3．津波のしくみと対策 (理工学研究科；柿沼太郎） 

4．火山噴火のしくみと被害 （理工学研究科；八木原 寛） 

5．鹿児島の自然災害史 （理工学研究科；井村隆介）  

6．島嶼災害と対策 （地域防災教育研究センター；下川悦郎）  

7．風水害と対策 (理工学研究科；安達貴浩） 

8．土砂災害と対策（農学部;地頭薗 隆） 

9．地域防災と地域社会 （法文学部；菱山宏輔） 

10．避難と避難行動 （理工学研究科；浅野敏之） 
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11．耐震診断と補強 (理工学研究科；澤田樹一郎） 

12．災害と危機管理(理工学研究科；山本健太郎） 

13．福島に学ぶ －放射線災害と情報伝達－ （自然科学教育研究支援センター；福徳康雄） 

14．中山間地域における地盤災害と農地復旧対策 (農学部；平 瑞樹） 

15．学校教育における防災教育の実情と課題 （教育学部；黒光貴峰） 

  
写真 1 共通教育棟４号館４２１教室①    写真 2  共通教育棟４号館４２１教室② 

 

B.いのちと地域を守る防災学 II Disaster mitigation to guard lives and communities II 

 後期毎週講義／2単位／a. 実践・判断・精神力／3. 地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：岩船昌起 他 12 名／メインキーワード：社会問題への理解と実践 

授業概要（目的・内容・方法） 

 授業では、自然災害やその対策について正しい知識を持つと同時に、地域自治体や防災組織が

現在行っている防災への取り組みや新しい技術を理解し、災害時にはいのちを自ら守ることがで

き、かつ支援やボランティア活動を担うことのできる態度・志向性を獲得することを目的とする。

この講義は、自然・人文に及ぶ複合的・総合的な「防災学」のかなりの範囲を網羅するものであ

り、本学のさまざまな学部・大学院・教育研究施設に所属する「防災学を専門とする教員」がそ

れぞれの得意分野をオムニバス形式で担当講義する。前期の「いのちと地域を守る防災学 I」と

対になる構成となっており、後期の本授業では、災害にかかわる情報を知り、新たな減災や危機

管理の手法を身に着けることに重きが置かれている。また、鹿児島市消防局、鹿児島地方気象台、

県危機管理課、県原子力安全対策課からの授業を用意しており、行政の防災関係機関の現場対応

などを知ることができる。なお、この授業の概要・性格から本授業は、「防災士」受験資格取得科

目の１つとなっている。 

学習目標 

 1.災害にかかわる情報の種類やその発信・入手方法の概要を理解し、災害種や災害ステージ等

に応じてそれらを説明できる。 2.新たな減災や危機管理の手法を一般的なレベルで理解し、地

域の特性に応じておおよそ適当な手法を選択できる。 3.万が一に災害が生じた場合、いのちを

自ら守ることができ、かつ支援やボランティア活動を担うことができる態度・志向性を獲得する。 

授業計画（回数，授業内容，担当者） 

1．災害と流言・風評 （理工学研究科；小林励司） 

2．防災と防犯からみる地域のセキュリティ （法文学部；菱山宏輔） 

3．トラウマの理解と心理的ケア I （教育学部；関山 徹） 

4．トラウマの理解と心理的ケア II （教育学部；関山 徹） 

5．気象災害の監視と予測 （地域防災教育研究センター；眞木雅之） 

6．火災と防火対策 （鹿児島市消防局；齋藤栄次） 

7．鹿児島県の災害と危機管理 （鹿児島県危機管理防災課；小田健治） 

8．自然災害に対する行政の危険防止責任 （法文学部；森尾成之）  

9．ハザードマップ （理工学研究科；井村隆介） 

10．大規模災害と情報通信 I  （学術情報基盤センター；升屋正人） 

11．大規模災害と情報通信 II （学術情報基盤センター；升屋正人） 
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12．地域の再建と復興 （法文学部；小林善仁） 

13．鹿児島県の原子力防災対策（鹿児島県原子力安全対策課；池亀昭紀） 

14．火山の監視と防災情報 （鹿児島地方気象台；原田智史） 

15．避難所運営と仮設住宅の暮らし（地域防災教育研究センター；岩船昌起） 

  
写真 3  県危機管理防災課の小田健治氏        写真 4  県原子力安全対策課の池亀昭紀氏 

 

  
  写真 5  鹿児島地方気象台の原田智史氏       写真 6 鹿児島市消防局の齋藤栄次氏 

 

C.地域防災学実践 I Regional Disaster Prevention: Practice and Activity I 

 前期集中講義／2単位／a. 実践・判断・精神力／3. 地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：岩船昌起／メインキーワード：社会問題への理解と実践 

授業概要（目的・内容・方法） 

 この講義では、地域防災に係わる諸機関が開発してきた、防災・減災に係わる自然現象や社会

問題等を素材にした授業を持ち寄り、鹿児島県を中心とした南九州から南西諸島までを対象地域

として、３日間の夏季集中授業で講義とグループ学習を行う。学生間でよく話し合い、切磋琢磨

しながら学習し、グループテーマについて取りまとめと発表を行う。なお、「グローカルな視点か

ら見たかごしま再発見」というテーマに基づくリベラルアーツ教育にも大いに係り、本学で取得

可能な「防災士」資格科目の１つでもある。 

学習目標 

 1.講義で提示される南九州から南西諸島の防災・減災に係わるさまざまなテーマについて内容

をよく理解し、自分の考えに従って問題点を正しく整理できる。 2.グループ学習により、テー

マに関連する問題を独自の視点で討論を行い、グループとしての考えと方策などを具体的にまと

め上げ、それを適切に発表できる。 3.テーマに関してグループで検討し得られた結論等につい

て、受講生全員がそれぞれレポートにまとめて提出する。 

授業計画（回数，授業内容） 

 ８月の夏季休暇中の８月１７日～１９日の３日間で実施する。 

初日：午前９時に集合し、オリエンテーションの後、班に分れて、課題検索を行う。 

午後に講義 Iを受け、夕刻までグループ活動を行う。 

 １回：オリエンテーション等 
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 ２回：グループ学習 I （課題検索等） 

 ３回：グループ学習 II  

 ４回：グループ学習 III 

 ５回：講義 I：徳田 純（霧島市危機管理監）「危機管理・防災について」 

２日目：午前に講義 II、午後に講義 III を受け、その後グループに分れて討論と発表の準備を行

う。 

 ６回：講義 II：岩船昌起「自然の動きと体力との関係を考え、災害からいのちを守る」 

 ７回：講義 III：桐野秀吾（南日本新聞社）「命を守る災害情報～現状と課題」 

 ８回：グループ学習 IV 

 ９回：グループ学習 V 

 １０回：グループ学習 VI 

３日目：午前中に、班別に発表の準備を進め、午後に発表を行う。 

 １１回：グループ学習 VII 

 １２回：グループ学習 VIII 

 １３回：成果発表会 I 

 １４回：成果発表会 II 

 １５回：まとめおよびレポート執筆の指示等 

約１週間後に最終レポートを提出して、終了とする。 

 １６回：期末試験は行わない（指定期日までにレポートを提出） 

 なお、講師としては、霧島市安心安全課など、地域防災に係わる関係機関の実務者等を予定し

ているが、台風の襲来や大規模災害等の発生やその懸念がある場合には、突然変更される。 

 

  
 写真 7  霧島市危機管理監の徳田 純 氏       写真 8 南日本新聞社の桐野秀吾氏  

 

※ なお、「地域防災学実践 I」では、次の「かごしま教養プログラム」の「クラス１」の受講生

も受け入れ、同時に授業を実施した。 

 

D.かごしま教養プログラム 

Kagoshima Liberal Arts Program: Developing Critical Skills for Thinking about the Future 

of Kagoshima 

前期集中講義／2単位／a.実践・判断・精神力／3.地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：飯干 明 他 5名／社会問題への理解と実践・自己の確立 

授業概要（目的・内容・方法） 

 この講義では，鹿児島県内のすべての大学等が伝統を活かして開発してきた、鹿児島を素材に

した授業を持ち寄り、「グローカルな視点から見たかごしま再発見」というテーマに基づき、リベ

ラルアーツ教育を行います。3つのクラスに分かれての 3日間の夏季集中授業で、講義とグルー

プ学習を行います。学生間でよく話し合い、切磋琢磨しながら学習し、グループテーマについて

取りまとめと発表を行います。地域防災教育研究センターでは、クラス１を担当した。 

学習目標 

(1)講義で提示される鹿児島独自の文化，自然，社会，産業などのテーマについて，内容をよく理

解し，自分の考えに従って問題点を正しく整理できる。 

(2)グループ学習により，テーマに関連する問題を独自の視点で討論を行い，グループとしての考
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えと方策などを具体的にまとめ上げ，それを適切に発表できる。 

(3)テーマに関してグループで検討し得られた結論等について，受講生全員がそれぞれレポートに

まとめて提出する。 

担当大学・学生数等 

クラス 1（鹿児島大学担当）：25 名  ※地域防災教育研究センターで運営 

クラス 2（鹿児島国際大学担当）：27 名 

クラス 3（志學館大学担当）：26 名 

クラス１の概要 

テーマ：地域－自然環境の地域性を踏まえて，防災にかかわる人間関係やまちづくりを考える 

実施日：2014 年 8 月 17 日（月）～19 日（水） 

担当教員：岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授）・飯干 明 （鹿児島大学教

育学部教授） 

対象学生：1年生を中心とした学生 25 名（および「地域防災学実践 I」受講生 15 名） 

参加校：鹿児島大学 4名・鹿児島工業高等専門学校 17 名・鹿児島県立大学 2名・志學館大学 2 名 

日程：「地域防災学実践 I」に準じる。 

 

  
 写真 9  学術情報基盤センターで実施     写真 10 デザイン・ソフトで描画する学生 

 

E.地域防災学実践 II Regional Disaster Prevention: Practice and Activity II 

 前期集中講義／2単位／a. 実践・判断・精神力／3. 地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：岩船昌起、小林善仁、南 直子／メインキーワード：社会問題への理解と実践 

授業概要（目的・内容・方法） 

 霧島市消防局の全面的な協力を得て、霧島山麓での防災や救急救命に係わる諸施設や各地区を

学習の場とし、そこに内在する特徴や課題について実践的に学び、諸課題の解決につながり「地

域の防災力・救急救命力」を向上させるための方策について考察する。このような活動を通じて、

地域社会における防災や救急救命に係わる本質と問題点をよく理解し、かつ鹿児島や日本や世界

の諸地域と霧島山麓との違いを比較考察できる「グローカルな素養」と自己開発の能力を身につ

ける。具体的には、実践的な学びの場において体験的な学習能力を向上し、考察・討論・発表を

通した理解力と問題解決能力の修得を促進するとともに、発表後の意見交換を加味して本授業全

体を通した総合的な成果を文書化することにより、日本語コミュニケーション能力の向上を図る。

なお、３千５百円程度の宿泊経費等が必要となる。 

学習目標 

 1.霧島山麓の調査地区の実地視察や関係者との交流を通して、同地区の自然環境、住民生活、

商業活動等の特徴を把握し、防災・減災および救急救命の観点から独自の問題を調査する。 2.

同地区等の防災力・救急救命力のさらなる向上のために、今後どのような展望が望ましいか、ど

のような可能性があるか等の視点でテーマを考え、グループでの実地調査に基づき改善策等を具

体的に討論しその成果を発表する。 3.実地調査、討論、発表を通して得られた成果を総合的に

とりまとめたレポートを作成する。テーマ別に編成されたグループにおいて、これら三つの学習

目標を達成する。 

授業計画（回数，授業内容） 

 8 月の夏季休暇中の３日間（8月 26 日～28 日）で，次の通り実施した。 

◎第 1日目（8月 26 日）： 
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 (1)早朝に鹿児島大学からバスで出発し、霧島市消防局に到着後、現地で開講式を行う。 

  １回：オリエンテーション等 

 (2)消防職員等による救急救命に関する総合的な説明を受け、グループ分けを行う。 

  ２回：消防職員等による解説 

 (3)昼食の後に、北消防署に移動して救急救命に係わる説明や講習（普通救命講習?）を受ける。 

  ３回：救急救命に係わる説明や講習 I 

  ４回：救急救命に係わる説明や講習 II ５回：グループ学習 III 

２日目：午前中に講義 II、午後に講義 III を受け、その後グループに分れて討論と発表の準備を

行う。 

  ５回：救急救命に係わる説明や講習 III 

 (4)霧島自然ふれあいセンターに移動し、国立公園での防災に係わる講話を環境省の自然保護官

から受ける。 

 (5)グループ毎に説明や講話の内容について討論し、防災または救急救命に係わる調査のテーマ

を決定する。 

  ６回：講義 I ：松本 晃 氏（環境省えびの自然保護官） 

     およびディスカッション 

◎第 2日目（8月 27 日）： 

 (6)早朝に、自然保護財団えびの支部所長からの講義を受け、その後夕刻まで実地調査を行う。 

  ７回：講義 II：坂本謙太郎氏（自然公園財団えびの支部長） 

  ８回：フィールドワーク I 

  ９回：フィールドワーク II 

  １０回：フィールドワーク III 

 (7)夕刻から、調査結果についてグループ毎に取りまとめ、発表準備を行う。 

  １１回：グループ学習 I 

◎第 3日目（8月 28 日）： 

 (8)早朝から発表の最終準備を行う。 

  １２回：グループ学習 II 

  １３回：グループ学習 III 

 (9)13 時頃から北消防署関係者の前で成果発表を行い、意見交換を行う。 

  １４回：成果発表会 I 

  １５回：成果発表会 II およびまとめ等 

 (10)終了後、修了式を行い（普通救命講習?「救命技能認定証」を合格者は受け）、バスで鹿児

島市へ戻る。 

１週間以内に、調査ノートに最終報告レポートを記入して、共通教育係へ提出する。 

１６回：期末試験は行わない（指定期日までにレポートを提出） 

 

  
写真 11  霧島市消防局が全面的に協力      写真 12 頸椎固定の器具を装着される学生 

 

※ なお、「地域防災学実践 II」では、次の「かごしまフィールドスクール」の「フィールド１」

の受講生も受け入れ、同時に授業を実施した。 
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F.かごしまフィールドスクール Kagoshima Field School: Volunteer Activities in Kagoshima 

前期集中講義／2単位／a.実践・判断・精神力／3.地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：飯干 明 他 6名／社会問題への理解と実践／自己の確立 

授業概要（目的・内容・方法） 

地場産業，農業，商業，文化，観光，環境，暮らし，防災などに関する地域や施設などを学習の

場とし，そこに内在する特徴や課題について実践的に学習して，課題を解決する方策について考

察し，若者のグローバルな視点でそれらを発展させる方策などについて考えます。このような活

動を通して，鹿児島の本質と問題点を理解し，国際社会の中での鹿児島の個性化・活性化を考え

る「グローカルな素養」を身につけるとともに，自己開発の能力を身につけます。具体的には，

実践的な学びの場において体験的な学習能力を向上し，考察・討論・発表を通した理解力と問題

解決能力の修得を促進するとともに，発表後の意見交換を加味して本授業全体を通した総合的な

成果を文書化することにより，日本語コミュニケーション能力の向上を図ります。なお，地域防

災教育研究センターでは，フィールド１を運営した。 

学習目標 

(1)指定地域内の調査地区の実地視察や関係者との交流を通して，同地区の住民生活，商業活動，

文化活動等の特徴を把握し，選択したテーマに関する独自の問題を調査。 

(2)同地区等のさらなる活性化のために，今後どのような展望が望ましいか，どのような可能性が

あるか等の視点でテーマを考え，グループ討論により改善策等を具体的に討論しその成果を発表。 

(3)実地調査，討論，発表を通して得られた成果を総合的にとりまとめたレポートを作成。 

テーマ別に編成されたグループにおいて，これら三つの学習目標を達成する。 

担当大学・学生数等 

フィールド 1（鹿児島大学担当）：16 名 ※地域防災教育研究センターで運営 

フィールド 2（鹿児島国際大学担当）：27 名 

フィールド 3（志學館大学・鹿児島大学担当）：10 名 

フィールド１の概要 

テーマ：霧島山麓の救急救命と防災を考える 

目標：フィールドワークを通じて霧島山麓の自然環境と地域社会を知り，これに応じた救急救命

と防災のあり方を消防職員も交えて議論する。 

実施日：2014 年 8 月 26 日（水）～28 日（金） 

担当教員：岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授）・ 

小林善仁（鹿児島大学法文学部准教授）・南 直子（法文学部助手） 

対象学生：1年生を中心とした学生 16 名（および「地域防災学実践 II」受講生 15 名） 

参加校：鹿児島大学 4名・鹿児島工業高等専門学校 8名・鹿児島県立大学 2名・志學館大学 2名 

協力機関：霧島市消防局・環境省えびの自然保護官事務所・自然公園財団えびのエコミュージア

ムセンター・ 

移動手段：鹿児島大学スクールバス（鹿児島市‐霧島市牧園往復，巡検） 

宿泊施設：霧島自然ふれあいセンター 

活動内容 

第１日目（8月 25 日） 

9:00            鹿児島大学 出発（8:55 鹿児島大学 集合） 

9:00 ～ 10:30   バスで移動（車内でオリエンテーション） 

10:40 ～ 12:00  霧島市消防局（情報司令室および消防車両等見学など） 

12:00 ～ 12:50  昼食（手配を霧島市消防局に依頼） 

12:50 ～ 13:40   バスで移動 → 霧島自然ふれあいセンター  

13:40 ～ 14:10  霧島自然ふれあいセンター着，入所式と荷物入れ 

14:10 ～ 14:30  バスで移動 → 北消防署 

14:30 ～ 17:40  BLS 講習会（心肺蘇生・AED・三角巾法など） 

17:40 ～ 18:00  徒歩で移動 → ふれあいセンター 

18:30 ～ 20:00  夕食・入浴 

20:00 ～ 22:00   講義：松本 晃 氏（環境省えびの自然保護官） 

22:30 ～      解散・就寝 
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写真 13  環境省えびの自然保護官の松本晃氏   写真 14 自然保護財団の坂本謙太郎氏  

 

第２日目（8月 26 日） 

6:30 ～  8:30   起床・身支度・掃除・朝の集い・朝食 

8:30 ～ 10:00   牧園巡検（丸尾温泉街・森林セラピーロードなど） 

10:10 ～ 11:40    講義：坂本謙太郎氏（自然公園財団えびの支部長） 

11:50 ～ 12:50   昼食（お弁当）および調査計画立案（班ごと） 

12:50 ～ 17:30  救急救命・防災の現地調査（班ごと）【牧園地区】 

17:30 ～ 19:30  入浴・夕食 

19:30 ～ 21:30  調査のまとめ（班ごと） 

22:30 ～      解散・就寝 

第３日目（8月 27 日） 

6:00 ～  8:30   起床・身支度・清掃・朝の集い・退所式・朝食 

8:30 ～  8:50   徒歩で移動 → 北消防署 

9:00 ～ 12:10   まとめ（班ごと）or 予備調査 

12:10 ～ 13:10  昼食（お弁当） 

13:10 ～ 13:40  発表会と総括（※北消防署員も参加） 

15:30 ～ 17:30   バスで移動 → 鹿児島に到着後 解散 

※ 「かごしま教養プログラム」および「かごしまフィールドスクール」については，大学地域コ

ンソーシアム鹿児島 HP に掲載される報告書を参照してください。 

＜参考文献・HP＞ 

・岩船昌起 2016．教養プログラムクラス１｢自然環境の地域性を踏まえて防災にかかわる人間関

係やまちづくりを考える｣『大学地域コンソーシアム鹿児島 HP（公開予定）』 

・岩船昌起 2016．フィールドスクール１「霧島山麓の救急救命と防災を考える」『大学地域コン

ソーシアム鹿児島 HP（公開予定）』 

・大学地域コンソーシアム鹿児島 HP https://www.kagoshima-u.ac.jp/renkei/index.html 

 

  
写真 15  フィールドワークの成果を発表   写真 16 北消防署員から救急救命を学ぶ  
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３．地域との連携による事業の実施 

 

(1) 文部科学省「防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」の支援 

 

 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，「学校安全」の充実を図る取

組として「防災教育モデル実践事業」（文部科学省「防災教育を中心とした実践的安全教育総合支

援事業」委託）を実施している（鹿児島県教育委員会 HP）。本センターでは，県・市町教育委員

会からの要請を受けて、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った（表１）。平成 27 年度には文部科学省の事業名が「防災教育を中心

とした実践的安全教育総合支援事業」に変更となり、総合的に学校等の「安全」力を高めること

が主目的となったが、引き続き「防災教育」を中心とすることから、平成 26 年度と同様に奄美市

と東串良町に専門家を派遣してモデル校で地震・津波・山地崩壊等による災害の解説や警戒避難

対応および災害応急対応への助言を行った。 

 

表１ 鹿児島県「防災教育モデル実践事業」でのモデル校 

 
 

●奄美市 「防災教育を中心とした奄美市実践的安全教育総合支援事業」 

 

・第１回推進委員会および出前授業等 

  日時：平成 27 年 7 月 14・15 日（火・水）  

  場所：奄美振興会館第１会議室および小湊小学校，大川小中学校等 

【7月 14 日】 

 第１回推進委員会 10:00～12:30 奄美振興会館第１会議室 

  内容：(1) 「防災教育を中心とした奄美市実践的安全教育総合支援事業」の概要について 

     (2) モデル校からの説明等 

     (3) 鹿児島大学地域防災教育研究センター・鹿児島地方気象台からの助言等 

     (4) 意見交換等 

  モデル地区内小中学校での出前授業 14:10 ～14:55 

    地頭薗 隆「大雨や土砂災害時の避難について」 

  大川小中学校で職員への講義 15:30～16:45 

    岩船昌起「避難所での生活について」 

【7月 15 日】 

 防災教室 10:00～12:30 ※ 両校それぞれで実施 

  小湊小学校 9:05～9:50 視聴覚室 ※全児童対象 

    岩船昌起「避難所での生活について」 

  大川小中学校 10:35～11:20 体育館 ※全児童生徒対象 

    岩船昌起「避難所での生活について」 

  笠利町手花部小学校および赤木名中学校訪問 13:30～14:50 

    避難場所の確認および助言・指導 岩船昌起 

 

・避難訓練指導 

  日時：平成 27 年 11 月 5 日（木）  

  場所：大川小中学校、小湊小学校  

【11 月 5 日】 

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 町立柏原小学校

市立霧島中学校 市立有明中学校 市立大川小中学校 町立池之原小学校

県立霧島高等学校 県立志布志高等学校 町立東串良中学校

平成２４・２５年度 平成２６・２７年度
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 小湊小学校「緊急地震速報を利用した避難訓練」9:30～10:30  

  ・小湊小学校全児童および全教職員参加 

  ・小湊地区住民および奄美看護福祉専門学校生徒および教職員も参加 

  ・避難訓練視察後に助言・指導 岩船昌起 

 大川小中学校「緊急地震速報を利用した避難訓練」10:50～11:45 

  ・大川小中学校全児童・生徒および全教職員参加 

  ・避難訓練視察後に助言・指導 岩船昌起 

 

・第２回推進委員会および授業参観と指導・助言等 

  日時：平成 26 年 11 月 30 日（月）  

  場所：奄美市役所別館 3階会議室および小湊小学校，大川小中学校 

【11 月 30 日】 

 小湊小学校「防災教育授業参観および講話」9:05～10:10  

  ・体育館にて全児童対象の授業の実施。 

       指導・助言：地頭薗 隆・岩船昌起 

 大川小中学校「防災教育授業参観および講話」10:45～12:35 

  ・学年ごとに分かれて、5つの授業の実施。  

       指導・助言：地頭薗 隆・岩船昌起 

 第２回推進委員会 14:00～15:00 奄美市役所別館 3階会議室 

  内容：(1) 奄美市実践的防災教育総合支援事業の経過について 

     (2) モデル校からの説明，取り組みの総括等 

     (3) 鹿児島大学地域防災教育研究センター・名瀬測候所からの助言等 

     (4) 意見交換等 

 

  
  写真 17  第 2 回推進会議の様子      写真 18 岩手県山田町婦人会長の講話 

（奄美市教育委員会提供 2015 年 11 月 30 日）  （奄美市教育委員会提供 2015 年 11 月 30 日） 

 

・第３回推進委員会および避難訓練指導等 

  日時：平成 27 年 2 月 8・9日（月・火）  

  場所：奄美市役所 4階大会議室および小湊小学校 

【2月 8日】 

 小湊小学校「緊急地震速報を活用して、車両を使用した避難訓練」14：20～16：40  

  ・小湊小学校および同校区にて全児童および全教職員が参加して実施。 

       指導・助言：岩船昌起 

【2月 9日】 

 第３回推進委員会 10:00～11:30 奄美市役所 4階大会議室 

  内容：(1) 平成 27 年度事業について 

     (2) 平成 28 年度の取り組みについて 

     (3) 今後の連携について 等 



－ 21 －

  
写真 19  緊急地震速報活用した避難訓練   写真 20 連携する専門学校（避難場所）へ向かう 

（2015 年 11 月 5 日 奄美市立大川小中学校）  （2015 年 11 月 5 日 奄美市立小湊小学校） 

  
写真 21  専門学校の屋上への外付け階段へ   写真 22 地域と連携して高齢者の方々も参加 

（2015 年 11 月 5 日 奄美市立小湊小学校）  （2015 年 11 月 5 日 奄美市立大川小中学校） 

 

・平成 27 年度 奄美市の防災教育を考えるシンポジウム 

    「学校での実践的防災教育を地域に広げる取組」 

主催 奄美市教育委員会 

共催 鹿児島大学地域防災教育研究センター 

日時：平成 27 年 11 月 29 日（日）13:00～16:50 

場所：名瀬中央公民館 ホール 

参加者：180 名 

趣旨 奄美市では，26・27 年度，県の委託事業を受け，大川小中学校と小湊小学校をモデル校と

して実践的な防災教育の推進に努めている。2校は，昨年度から緊急地震速報受信端末装置を利

用し，年間を通して地震・津波の実践的なショート避難訓練を実施し，学校や地域の実態に応じ

た避難の在り方について検証している。また，地域と連携した避難についても検証しており，地

域の防災力を高める拠点としての取組も行っている。更に公開避難訓練を実施し，先進的な取組

を公開し，本市の防災教育の推進校としての役割を担っている。今年度は，被災してからの避難

所生活について学習しており，地震・津波だけでなく，台風，大雨，土砂災害などの奄美に特徴

的な災害について効果的な取組となっている。 

 奄美市は，昨年度末，全ての小中学校に緊急地震速報装置が設置され，学校が地域防災の情報

を発信する拠点としての役割が高まりつつある。しかしながら，緊急地震速報装置を利用した避

難訓練の実施や市民への周知は進んでいない。 

 奄美市としては，夏休み期間中に市内の児童・生徒の希望を募り，防災キャンプを実施した。

自分の住む地域のハザードマップの作成や災害後の応急手当，避難所生活などについて，名瀬測

候所や奄美市消防組合，奄美市総務課などの協力で実践的な体験活動を通して，防災教育の推進

に努めることができた。今後も継続していくことで，防災に対する意識を高めることと，防災リ

ーダーを育成することにつながっていくと予想される。 

 本市の子どもたちは，将来島を離れて生活することが多い。これから住む地域で発生する可能
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性のある災害から命を守るために，自分の命は自分で守る資質や態度が必要である。しかしなが

ら，防災に対する意識や家庭，地域で防災に取り組む態勢は不十分である。8月 30 日（日）の奄

美市防災訓練では，参加人数や参加者の年齢を考察した場合，地域住民の防災に対する意識の低

さが窺える。参加人数も少なく，参加者の年齢も高く，小中学生の参加率も低いものであった。 

 そこで，このシンポジウムを通して，学校を中心とした防災教育を発表することで，地域を巻

き込んだ防災力の向上を図ることができ，学校での防災教育への協力態勢が構築できるのではな

いかと考える。 

 今年度のシンポジウムでは，防災に係る生徒の発表の場を積極的に設けることを目標とし，発

表を通して学校で取り組んでいる防災教育の周知や協力態勢を構築してくのを目的としたい。ま

ずは，福島民報社から募集を受け，南日本新聞社のオセモコ特派員として福島で学んできた渡邊

望未さんに命の大切さと災害に備える大切さについて発表を依頼する予定である。また，防災キ

ャンプに参加した中学生 2人に防災キャンプの発表を依頼する予定である。そして，緊急地震速

報についての説明を実施し，学校周辺に住む住民の方への周知や各自治体への協力態勢を構築し

たい。その後，パネルディスカッションを通して，学校の課題や地域の課題を共有し，市全体と

して取り組める方向性を見つけていきたい。 

プログラム 

総合司会 森 希生（名瀬中学校防災キャンプ参加生徒） 

開会挨拶 地頭薗 隆（鹿児島大学農水産獣医学域農学系教授） 

事例発表 

○「奄美市防災キャンプ実践例発表」中尾 亮太，松野 伊吹（名瀬中学校 2年・金久中学校 2年） 

○「緊急地震速報装置を利用した避難訓練について」石井 良一 （㈱センチュリー 常務取締役） 

○「福島リポート－南日本新聞社オセモコ特派員」渡邊 望未（小宿中学校 1年）：  

講話 

○「東日本大震災の避灘所での生活について」 野田和子（岩手県山田町婦人団体連絡協議会会長） 

パネルディスカッション 

司   会 ：岩船 昌起（地域防災教育研究センター 特任教授） 

パネラー：地頭園 隆（鹿児島大学理工学研究科 教授） 

     森実 英夫（名瀬測候所） 

     八木 章久（大島支庁建設課長） 

     外戸口 浩春（小湊小学校 校長） 

     前野 俊浩（大川小中学校 校長） 

     奥田 敏文（奄美市総務課長） 

     中尾 亮太（名瀬中学校） 

     松野 伊吹（金久中学校） 

     渡邊 望未（小宿中学校） 

閉会挨拶 森山 直樹（奄美市教育委員会事務局長） 

 

  
    写真 23 シンポジウム開始直前      写真 24 パネルディスカッション時の様子 

  （名瀬測候所提供 2015 年 11 月 29 日）     （名瀬測候所提供 2015 年 11 月 29 日） 
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平成27年度奄美市の防災教育を考えるシンポジウム
―学校での実践的安全教育を地域に広げる取組―
開会挨拶 地頭薗 隆（鹿児島大学農水産獣医学域農学系教授）

事例発表
○ 奄美市防災キャンプ実践例発表

中尾亮太，松野伊吹（名瀬中学校２年，金久中学校２年）
○ 緊急地震速報装置を利用した避難訓練について

石井良一 （株式会社センチュリー 常務取締役）
○ 福島リポート（南日本新聞社オセモコ特派員）

渡邉望未（小宿中学校１年）
講話
○ 東日本大震災の避難所での生活について

野田 和子（岩手県山田町婦人団体連絡協議会会長）

パネルディスカッション
司会 ：岩船昌起（地域防災教育研究センター特任教授）
パネリスト
地頭薗 隆（鹿児島大学農水産獣医学域農学系教授）
森実 英夫（名瀬測候所長）
鍋田 慶一郎（大島支庁建設課技術主幹）
圓 和之（奄美市総務課参事兼防災対策監）
前野 俊浩（大川小中学校校長）
外戸口浩春（小湊小学校校長）
中尾 亮太（名瀬中学校２年生）
松野 伊吹（金久中学校２年生）
渡邉 望未（小宿中学校１年生）

閉会挨拶 森山 直樹（奄美市教育委員会事務局長）

日時 平成27年11月29日（日）13:00～16:50
会場 名瀬中央公民館（奄美市役所横） 駐車場名瀬小学校

お申込み Ｅ-mailあるいはFAXで，参加者の氏名，所属，連絡先を御連絡ください。
FAX.0997-53-9501 Email:kyoigk@city.amami.lg.jp
※ 当日の参加も可能ですが，資料等の事前準備のためにできるだけ御連絡ください。

お問い合わせ TEL.0997-52-1128（内線1729 担当 当田）

主催 奄美市教育委員会
共催 国立大学法人鹿児島大学地域防災教育研究センター

防災キャンププログラム

南日本新聞社の子ども記者の交流会で語る渡邉さん東日本大震災後の津波で大きな被害を受けた岩手県山田町

26年度開催されたシンポジウムのパネルディスカッション

 
図１ 平成 27 年度 奄美市の防災教育を考えるシンポジウムポスター 

 

● 東串良町「防災教育を中心とした東串良町実践的安全教育総合支援事業」 

 

・第１回推進委員会および避難訓練 

  日時：平成 27 年 7 月 13 日（月）  

  場所：東串良町役場 3階会議室 

 第１回推進会議 10:00 ～ 11:30 

  内容：(1) 防災教育を中心とした東串良町実践的安全教育総合支援事業の概要について 

     (2) 今後のスケジュールについて 

 3 校合同避難訓練（災害時引き渡し訓練）等 

  池之原小学校 14:20 ～ 15:00 

  柏原小学校  14:15 ～ 15:00 

  東串良中学校 15:20 ～ 16:10 

       指導・助言：浅野敏之、井村隆介 
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・第２回推進委員会および東串良町防災訓練等 

  日時：平成 27 年 10 月 22 日（木） 

  場所：東串良町役場 3階委員会室 

 第２回推進委員会 14:30 ～ 16:30 

  内容：(1) 各学校等における取組状況について 

     (2) 今後のスケジュールについて 

     (3) その他(東串良町防災訓練等) 

 

・平成 27 年度東串良町津波災害避難訓練 

  主催 東串良町，東串良町教育委員会 

  日時：平成 27 年 11 月 14 日（土）9:00 ～ 11:00 

  場所：東串良町総合センター大ホール（東串良町） 

  参加者 1100 名 

趣旨 南海トラフ大地震による大規模災害を想定した東串良町地域防災計画に基づく避難対策等

を検討するもので，避難経路や避難場所の確認並びに要援護者の避難対策等の検証を行うととも

に，関係機関の連携を図ることを目的として実施する。なお，実施に当たっては，学校の土曜授

業実施日に行うことで，町内の防災拠点としての機能が期待される学校と町防災部局等との連携

強化を図るとともに，学校と地域等が一体となった避難の在り方や災害ボランティアの心構えを

体験を通して学ぶ機会として設定した。 

【池之原小学校（防災連携校）での訓練実施後の取組】 

・ 講 演 「地震・津波に対する備えについて」 

  井村 隆介（鹿児島大学理工学研究科准教授） 

・ 池之原小児童による災害ボランティア体験（応急給水訓練，簡易ベッド設置訓練） 

   
  写真 25 応急給水訓練（柏原小）     写真 26 井村准教授による講演（池之原小） 

(東串良町教育委員会提供 2015 年 11 月 14 日）(東串良町教育委員会提供 2015 年 11 月 14 日） 

 
写真 災害ボランティア講話（東串良中） 

(東串良町教育委員会提供 2015 年 11 月 14 日） 
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・第３回推進委員会および東串良町防災訓練等 

  日時：平成 28 年 2 月 4日（木） 

  場所：東串良町役場 3階委員会室 

 第３回推進委員会 15:00 ～ 16:40 

  内容：(1) 各学校等における取組状況について 

     (2) 本年度の取組の検証及び今後の取組について 

     (3) その他 

 

・平成 27 年度東串良町防災教育シンポジウム「東串良町での地震・津波避難を考える～最先端の

防災科学と学校や家庭，地域における防災教育の在り方」 

主催 東串良町教育委員会 

共催 鹿児島大学地域防災教育研究センター 

後援 鹿児島地方気象台、鹿児島県教育委員会 

日時：平成 27 年 8 月 5日（水）19:00 ～ 21:00 

会場：東串良町総合センター大ホール 

参加者：110 名 

趣旨 

 平成 27 年度文部科学省委託「防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」の一環とし

て，保護者や教職員，町民を対象にした防災教育についてのシンポジウムを計画し，南海トラフ

巨大地震津波被害想定地域を含む本町の状況や防災教育の在り方について，最新の知識や情報を

学ぶ機会とする。 

東串良町では，平成 26 年度において，町内 1小 2中の児童生徒や教職員を対象に防災アドバイ

ザーによる出前授業や教職員研修を実施し，防災教育に対する理解と意識の喚起に努めてきた。 

そこで，平成 27 年度においては，学校と家庭，町防災部局，地域等とが連携し，一体となった

防災教育の推進や合同訓練等を通じた対応行動の検証に努めることにした。 

そのための手だてとして，8月に町民を対象とした防災教育シンポジウムを計画し，町民の災

害に対する意識を高めるとともに，想定外の事態が生じる災害時に備えた実践的な訓練の必要性

を感じ取らせる機会とした。 

 

   
 写真 27 基調講演で登壇した井村准教授   写真 28 パネルディスカッションの様子 
(東串良町教育委員会提供 2015 年 8 月 5 日）（東串良町教育委員会提供 2015 年 8 月 5 日） 

 

プログラム開会挨拶 別府 俊昭（東串良町教育委員会教育長） 

開会挨拶 別府 俊昭（東串良町教育委員会教育長） 

講  演  

井村 隆介（鹿児島大学理工学研究科准教授）「東串良での地震・津波避難を考える」  

パネルディスカッション 

「学校や家庭，地域における防災教育の在り方」 

司  会：浅野 敏之（鹿児島大学理工学研究科教授） 
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パネリスト：井村 隆介（鹿児島大学理工学研究科准教授） 

      緒方  誠（鹿児島地方気象台地震津波防災官） 

      満枝 賢治（鹿児島県教育庁保健体育課指導主事） 

      中島 孝一（東串良町総務課長） 

      岩下 徳男（東串良町立柏原小学校長） 

      淵上  修（柏原校区コミュニティ協議会長） 

 

 
図２ 平成２７年度東串良町防災教育シンポジウムポスター 
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４．その他 

  

● 鹿児島大学地域防災教育研究センター・日本地形学連合 

 一般公開シンポジウム「霧島山の火山ハザード-2011 年を事例として」 

 

日時：2015 年 10 月 11 日（日）13:00 ～ 17:00 

会場：鹿児島大学（〒890-0065 鹿児島市郡元１丁目 21‐40） 

       稲盛会館（キャンパスマップの「郡元キャンパス」参照） 

       メモリアルホール：一般研究発表（口頭）・一般公開シンポジウム 

主催：鹿児島大学地域防災教育研究センター・日本地形学連合 

 

内容 

  司会：下川悦郎・岩船昌起（鹿児島大） 

13:00-13:05 開会挨拶 浅野敏之（鹿児島大） 

13:05-13:40  小林哲夫（鹿児島大）：霧島火山の防災マップと新燃岳 2011 年噴火 

13:40-14:10 磯 望（西南学院大）： 霧島火山 2011 年噴火後の降下テフラと河床地形の変化 

14:10-14:45 地頭薗 隆（鹿児島大）：霧島火山地域における土砂災害 

14:45-15:15 原田智史（鹿児島地方気象台）：霧島火山 2011 年噴火における気象庁の防災対応 

15:25-16:55 総合討論 

16:55-17:00 閉会挨拶 倉茂好匡 （日本地形学連合会長） 

 

趣旨 

 2014 年 9 月 27 日の御嶽山噴火災害を機に、わが国の活火山の監視・観測体制および噴火に対

する警戒避難体制の見直しが行われ、火山噴火予知連絡会が選定した 47 火山を中心に早急な改

善・強化が図られることとなった。その 47 火山の一つである霧島山では、20 を超える火山体が

識別でき、2014 年 10 月 24 日に硫黄山で火口周辺警報が発表されるなど、特に、御鉢、新燃岳、

硫黄山、大幡山などで近い未来の噴火が懸念されている。このように潜在的に噴火の危険性高い

火山体の集合である霧島山では、2015 年 7 月 8日の「活動火山対策特別措置法の一部を改正する

法律」の公布とも関連して、火山防災対策、火山監視・観測体制、火山防災情報の伝達、火山噴

火からの適切な避難方策、火山防災教育や火山に関する知識の普及、火山研究体制の強化などを

総合的に強化する必要がある。 

 新燃岳では、2011 年 1 月 26 日に噴煙が 3000m 上空まで上がる噴火が確認されて以来、2013 年

10 月 22 日まで噴火警戒レベル 3が継続され、新燃岳周辺約 3km の範囲が立ち入り規制された。

この間、1月 26～29 日に風下の東南側山麓を中心に降灰が及び、道路や観光施設の閉鎖や学校の

休校や農作物の被害などが生じた。また、2月1日の爆発的な噴火では火山弾が新燃岳から約3.2km

まで飛来して直径 6m 深さ 2.5m のクレーターを形成して、立ち入り規制が約 4km まで一時拡大さ

れた。そして、梅雨期には降灰が及んだ山地斜面で土石流の発生が懸念され、砂防施設による緊

急減災対策等もなされた。 

 この 2011 年新燃岳噴火に係わる一連の自然の動きおよび災害、そして災害対応については、約

4年を経た現在までにさまざまな分野で研究がなされ、調査研究データに基づきその実態が解明

されてきた。本シンポジウムでは、火山地質学、地形学、砂防学、火山物理学の視点から多角的

に考察し、特に火山災害およびそれに起因して生じる土砂災害に係わる自然特性に注目して、今

後、霧島山で想定される火山噴火に係わる多様な災害の可能性について市民とともに議論する。 
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図３ シンポジウム「霧島山の火山ハザード-2011 年を事例として」ポスター 

 

 

文責：教育部門長 岩船昌起 
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