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◆みんなで災害に備えよう

作画：ヤマモトマナブ
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防災ハンドブックとは？
防災ハンドブックを手に取っていただき、ありがとうございます。

みなさんは、普段「防災」を意識していますか？
もし自分が災害に遭ってしまったら…、と想像したことはありますか？

「災害」に関して普段はあまり意識していない人が多いのではないしょうか。
日本は災害大国です。いつあなたの身に危険が訪れるか分かりません。

このハンドブックを読むことで、ぜひ災害をより身近なものだと捉えてもらい、
自分が災害に対してどのような行動をすれば良いか考えるきっかけにしてほしいです。

Step1 知ろう

まずは、日本にどんな災害があるのか、そんな災害で全国の大学
生や留学生、生協の職員の人たちはどんな経験をしてきたのかを
知りましょう。

この本を読みながら、「もしも自分だったらどうか」と、
自分の今の生活に置き換えて考えてみましょう。

Step２ 考えてみよう

各ページにQRコードを載せたり、最後のページでは防災に関するオススメ
のwebサイトや書籍を載せています。
このハンドブックを読んで少しでも防災に対して興味を持ったら、ぜひ自
分から情報を得るように行動してみてください。

Step３ 行動しよう
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※この本に掲載している学年は、取材当時のものです。

＼このハンドブックを読みながら意識してほしいことは３つ！／

冊子をこう使ってほしい！！

✓防災・日本での災害についての学習ツール
✓もし自分が被災したら？を様々な視点・情報から考える
✓被災した際の状況を追体験できる資料



この本の内容はスマホ・PCでも
見ることができます。

Check！

全国大学生活協同組合連合会HP → 「防災の心得」

▲PC版
◀︎スマホ版

ここからCheck！
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https://www.univcoop.or.jp/disaster/index.html


地震、台風、豪雨、水害、大雪…、意外と日本は災害が多いです。
あなたの地元や、大学の周りの地域でも災害は起こりうるかもしれません。

このページでは、2013年〜2017年11月までの間で「激甚災害」に指定された災害を振り返ります。

日本を取り巻く災害

激甚災害とは？

政府で指定される災害のことです。「激甚災害に対処するための特別の
財政援助等に関する法律」に基づき、国民経済に著しい影響を及ぼす災害
に対して、地方財政の負担の緩和や被災者に対する特別の助成を行うこと
が特に必要である場合に認められます。

2014（平成26年）

期間 災害名称 指定された被災地
主な被害（人的被害・住家被

害）

7/9
〜

7/10 

暴風雨及び豪雨による災害
(梅雨前線・台風8号)

長野県・宮崎県
死者3名・負傷者67名
住家被害合計1,508件

7/30
〜

8/25

暴風雨及び豪雨による災害
(台風11号・12号・梅雨前線)

北海道・京都府・兵庫県
大阪府・奈良県・広島県
徳島県・愛媛県・高知県

死者6名・行方不明者92名
負傷者108名
住家被害合計7,844件

10/13
〜

10/14
暴風雨による災害(台風19号) 兵庫県

死者3名・負傷者96名
住家被害合計970件

11/22 長野県神城断層地震 長野県
震度６弱・マグニチュード6.7
負傷者46名・住家被害合計
1,567件
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2015（平成27年）

期間 災害名称
指定された被災

地
主な被害（人的被害・住家被害）

6/2
〜

7/26

豪雨および暴風雨による災害
(梅雨前線・台風9号・11号・12号)

熊本県
死者2名・負傷者61名
住家被害合計512件

8/24
〜

8/26 
暴風雨による災害(台風15号) 三重県

死者1名・負傷者134名
住家被害合計2,395件

9/7
〜

9/11

暴風雨及び豪雨による災害
(18号など)

宮城県・福島県
茨城県・栃木県

死者8名・負傷者80名
住家被害合計19,723件

10/15
〜

10/16
暴風雨による災害(台風26号) 東京都

死者39名・行方不明者4名
負傷者108名・住家被害合計6,496件

Step1 知ろう



2016（平成28年）

１年間に約４件も「激甚災害」に登録されていました。
「激甚災害」に指定されたもの意外にも、多くの被害をもたらした
災害も数多く存在しています。内閣府のページには災害の概要を年
ごとにまとめているページがあるので、他にどんな災害があるか
気になる人はCheck！

期間 災害名称 指定された被災地 主な被害（人的被害・住家被害）

4/14
・

4/16 
熊本地震 熊本県など

震度7・マグニチュード6.5
死者247名・負傷者2,790名
住家被害合計162,312件

6/6
〜

7/15 

豪雨による災害
(梅雨前線)

熊本県・宮崎県
死者6名・行方不明者1名
負傷者10名・住家被害合計1,325件

8/16
〜

9/1

暴風雨及び豪雨による災害
(台風7号・9号・10号・11号)

北海道・岩手県
死者24名・行方不明者5名
負傷者102名・住家被害合計9,820件

9/17
〜

9/21

暴風雨及び豪雨による災害
(台風16号)

宮崎県・鹿児島県
死者1名・負傷者48名
住家被害合計2,674件

期間 災害名称 指定された被災地 主な被害（人的被害・住家被害）

6/7
〜

7/27

豪雨及び暴風雨による災害
(梅雨前線・台風3号)

福岡県・大分県
秋田県

死者38名・行方不明者5名
負傷者28名・住家被害合計3,281件

9/15
〜

9/19

暴風雨及び豪雨による災害
(台風18号)

京都府・愛媛県
大分県

死者5名・負傷者59名
住家被害合計6,505件

10/21
〜

10/23

豪雨及び暴風雨による災害
(台風21号)

新潟県・三重県
近畿地方

死者8名
負傷者215名・住家被害合計6,532件

2017（平成29年）

(http://www.bousai.go.jp/updates/)
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期間 災害名称 指定された被災地 主な被害（人的被害・住家被害）

5/20
〜

7/10

豪雨及び暴風雨による災害
(梅雨前線・台風5・6・7・8号)

岡山県・広島県
愛媛県

死者237名、負傷者440名

8/20
〜

9/5

暴風雨及び豪雨による災害
(台風19・20・21号)

和歌山県・奈良県
大阪府・長野県
新潟県

死者14名、負傷者984名、
住家被害合計50,944件

9/6
北海道胆振東部地震 北海道

死者42名、行方不明者8名、
負傷者433名、住家被害合計50,470件

9/28
〜

10/1

豪雨及び暴風雨による災害
(台風24号)

鳥取県・宮崎県
鹿児島県

死者1名、行方不明者1名、
負傷者195名、住家被害合計1,994件

2018（平成30年）

http://www.bousai.go.jp/updates/


2016年4月14日21時26分以降に熊本県と大分県で相次いで発生した地震。
震度7を観測する地震が4月14日夜（前記時刻）および4月16日未明に発生したほか、

最大震度が6強の地震が2回、6弱の地震が3回発生した。
この災害による死者は250人を超え、避難者も最大時で18万人を超える被害を及ぼした。

Q.熊本地震でどのような苦労をしましたか？
また、それを受けてどのような準備や行動が必要と感じましたか？

＜熊本大学 学部3年生 女性(当時)＞

大きな地震を感じたのは生協学生委員会の部会の最中でした。揺れ始めは強い風かな、と思っていた
ら次第に大きな揺れとなり、ただただ恐怖しかありませんでした。それから同じ学生委員会の人たちみ
んなで大学の体育館に避難しましたが、約2日後また大きな地震に遭うことになります。電気が消え、逃
げようとしても立っていられず、座って揺れが収まるのを待つしかありませんでした。それから真夜中
でしたが運動場に避難し、その日は眠ることさえままなりませんでした。地震後には家周辺の建物が崩
れていたり、通れない道があったり、以前とは違った環境になっていることに驚きと恐怖を感じました。
余震が続き、周りの友達が地元へ帰省していく中、地元が遠く、帰省できず1人で家に居ることが出来な
かった私は大学の体育館に約1カ月間避難して過ごしていました。

その中で私はたくさんの事を学び、感じることになりました。
初めに困ったことは携帯の充電です。連絡手段や情報源は携帯しかありませんでした。NEWSを見て心

配してくれた遠隔の友達や家族から連絡が来ましたが、限られた充電の中では全員に連絡を返すことは
難しい状態にありました。
災害に遭うことを考えたことが無かった私は、このような状態の時に誰にどのような連絡をするのか

分からなかったことや、情報を得たいがために携帯の充電を浪費してしまいました。情報をどこから得
るのか事前に考えておくことや、誰にどのような連絡をすべきなのかを考えておくべきだと感じました。

そして、体育館ではたくさんの人の助け合いがありました。
飲食物の配給や夜間警備、小さな子と遊ぶことなどで学生が手伝いを行っている様子を見たり、自分

も実際に行ったりすることで自分にしか余裕がなかった気持ちにも変化がありました。

このような災害に遭わないことが一番良い事ではあると思いますが、またいつこのような被害に遭う
かは分かりません。災害に遭うことをイメージできないという気持ちも私自身そうだったのでよく分か
ります。しかし、何かあった際に必要最小限のものリュックに入れておくだけでも違います。
私は常にポータブルの充電器は必ず入れるようにしています。また、コンタクトなど普段の生活で必

要なものは必ず入れています。
自分の周りに知っている人が居たから大丈夫だったものの、何かあった時にどこに避難すればいいの

かや何が必要なのか考えたことがなかったため、あの時１人だったらと考えるととても恐ろしいです。
防災バックなどの準備も必要ではあると思いますが、今自分が災害に遭ったらどのような行動をする

のか考えてみることも、防災に繋がる1歩ではないかなと思っています。

実際に災害に遭った人がどのような経験をし、苦労をしたのか。
そこから得た教訓とはいったい何なのか。

このページと次のページでは、熊本地震を経験した熊本大学の学生と留学生への
インタビューを掲載しています。

03-1 みんなの体験談 その１〜熊本地震の経験から〜

熊本地震
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Step1 知ろう



＜大分大学に当時在学の留学生10名＞

学内に留学生が生活している大学も少なくないはずです。留学生も同じように地震に
不安に思っているので、周りの留学生と地震がきっかけでも良いので話してみましょう。

Q.地震に対する知識はどの程度持っていましたか？

・中国の大学の時、地震について勉強しました。大学の専攻が日本語であった関係で、
日本は地震多発国であることを学んでいました。

・ネットやテレビを通じて地震の知識を得ました。また、日本の友達から地震について教えてもらいました。
・大分大学国際交流科が行ったオリエンテーションと防災訓練を通じて、地震の知識を学びました。
・中国の大学で地震の知識を勉強したことがあります。
・机の下に身を守ることや、揺れが止まったら建物から出て避難所に行くことを知っていました。
・大分大学国際交流課が行った防災訓練で、Ｍ７の地震を体験しました。少し役立ちました。
その前、地震の時いつも外に飛び出していましたが、防災訓練を通じて、すぐに部屋のどこかに身を守るように
なりました。

・中国にいたとき、地震の体験がなかったため、地震の知識はあまりありません。
・中国四川省大地震のとき、中国の学校で地震の知識を学びました。

・地震発生時会館の部屋で友達と話し合っていました。携帯の警報が耳に入ってびっくりしました。
最初、怖くて何もしませんでした。その後、速やかに友達と一緒にテーブルの下に身を隠しました。
とても怖かったです。警報が鳴ったらテーブルの下に隠れることが何回も続きました。
その後、余震が続いていたので、怖くて友達と一緒に広場に逃げました。
翌日の朝４時まで下にいました。地震が少し落ち着いてから、部屋に戻りました。

・地震発生時は寄宿舎で寝ていました。揺れが強いと感じて、すごく怖かったです。
大切なものを持ってすぐ友達の部屋に行って、一緒に外に逃げ出しました。
その後、眠かったので、友達と一緒に部屋に戻りました。
しかし、余震が続いていたので、なかなか眠れなかったです。一晩中怖かったです。

・地震発生時はに会館で寝ていました。揺れが始まったとき、机の下に隠すべきだと知っていましたが、
眠かったので、何の行動もしていませんでした。しかし、その後、揺れが激しくなりました。
会館が古く、あまり安全な建物ではないと思ったので机の下に隠れました。

・地震警報に驚きましたが、地震が初体験なので、ちょっとワクワクしていました。
・地震発生時は寄宿舎の部屋でゲームをしていました。揺れている時、外に逃げましたが、
余震がまだ続いているうちに、部屋に戻りました。携帯の警報が何回も鳴ったので、うるさかったです。
地震はあまり怖くありませんでしたが、警報の方が怖かったです。

・会館の部屋で一人ベッドに寝て携帯を弄っていました。揺れているときすごく怖くなりました。
どのような行動もしていいのかわからなかったので、泣き出しました。その後、外に逃げ出しました。
地震がちょっと落ち着いてから、部屋に戻りました。しかし、携帯の警報が鳴るたびに緊張しました。
一晩中心配して朝６時頃まで起きていました。

・寄宿舎の部屋にいてパソコンでドラマを見ていました。揺れが始まったとき、怖くてどうすればいいの
かわからなかったです。その後、すぐ友達の部屋に行き、友達と一緒に外に逃げました。
初めて地震を体験しました。怖かったです。揺れが止まった後、友達と一緒に地域活動室にいました。
その後、部屋に戻って高いところにあるケースを下に運びました。
寝ようと思いましたが、地震は怖いと思って友達と一緒に寝ました。

Q.地震発生時に何をしていましたか？

・取材した10人中10人が「携帯電話」と回答。
地震速報や友達と連絡が取れること、ニュースを見られることから。

・その他には、防災訓練、丈夫な部屋、友達の回答が多かった。

Q.地震のときに役に立ったものは何ですか？

・ただメールで被害の状況を確認するしかなかったので、学校から具体的な避難指示を出して欲しかったです。
・災害の前で自分の弱さを初めて意識しました。これから、地震について勉強して、自分の命を大事にします。
・地震後、防災訓練に参加しましたが内容が簡単すぎで、正式にやっていない感じがしました。

地震発生時の対応方法などを扱っていなかったです。
・地震のとき、怖すぎてあまり眠れませんでした。友達のおかげで、ちょっと安心しました。
・被害の状況を確認するメールが来て、自分たちのことを考えてくれているのだと思い感動しました。

Q.その他、地震について思うことがあれば教えてください。
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Step1 知ろう

このページでは、全国の大学生の「災害の時に困った」「災害のときにヒヤッとした」経験から、
全国の大学生に向けて「備えたいコト」を紹介しています。この内容だけで備えは完全というわけでは

ありませんので、ぜひこのページを読むことをきっかけに、自分でも情報を探してみましょう。

みんなの体験談 その2〜今から備えたいコト〜

津田塾大学
学部4年生(女性)

下宿生

新潟中越地震の際に実家にて、立てかけていた縦の机が倒れてきて、家
族が怪我をしました。さらに病院に行ける状態ではなかったため、処置
が遅くなりました。

その後は机を立てかけず、床に置くようにしています。

今から備えたいコトーまずは家の中の防災対策から。

阪神・淡路大震災の負傷の原因について、その約半数
(46％)が家具の転倒によるものだったということ、ガラス
の飛散が原因によるものは29％というデータが残っていま
す。つまり、合わせると約75%が家具やガラスで負傷した
ことになります。

特に地震の揺れが激しい場合、身の回りにある家具や家
電が危険になると考えられます。
実家や下宿先・寮などで地震の想定をした対策をしておく
ことで、ほとんどの人はけがをせずに済むということにな
ります。万が一に備え、防災対策をしていきましょう。

NHKそなえる防災

＼CHECK／ 阪神・淡路大震災における負傷の原因

46％
家具の転倒・落下

29％
ガラスの飛散

その他

家屋の倒壊
不明

△家具の転倒を防ぐための固定方法や、対策が必要な家具の種類などがイラスト付きで載っています。

03-2
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工学院大学
学部2年生(女性)

下宿生

台風で川の水位が上昇し、ヒヤッとしました。
一人暮らしで知らない土地だと分からないことがあるので、
近所の避難所を把握しておくべきだと感じました。

岡山大学
学部2年生(女性)

寮生

内水氾濫により交通規制が敷かれ、帰り道がわからなくなりました。
いつも使う道が通れず、別の道を通ったら迷子になってしまいました。
さまよっているうちに、氾濫の被害が大きい箇所に行ってしまい、身動き
が取れなくなりました。大きな被害はありませんでしたが、街灯の少ない
暗闇かつ暴風雨の中、ひざ下まで水に浸っており、怖い思いをしました。
ハザードマップを読む際は、その意味を正しく理解した方が良いと思いま
した。ハザードマップにも様々な種類がありますが、当時は「洪水」と
「内水」の違いを知りませんでした。
また、ハザードマップは「自身が住んでいるところ」を確認するだけでは
なく、「普段よく行く所」や、そこから自宅・避難所へのルートを確認し
ておいた方が良いと思いました。

大学や買い物先・旅行先など災害の影響が生じるのは、必ずしもの家の中にいるときだ
けとは限りません。自分の知らない土地で災害が生じたときに、どこに避難すればよい
のか、どんなルートで避難をすれば良いのかを確認しておくことが大切です。また、家
や下宿先の、普段過ごしている場所の近くの避難所やハザードマップも日頃から確認し
ておきましょう。

国土交通省ハザードマップ
ポータルサイト

＼CHECK／

今から備えたいコトーどこでも災害は起こりうる。

Point -地図記号の見方-

避難所 避難場所 広域避難場所

・避難所 …災害によって自宅で生活できなくなった人を受け入れる場所。
・避難場所…災害の危険から一時的に逃れるための公園や広場。

◁地図と重ね合わせて
危険な場所を調べるこ
とができたり、自分の
住んでいる場所のハ
ザードマップを参照で
きます。
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白梅学園大学
学部4年生(女性)

下宿生

熊本地震の際に、実家の水道が止まったことに困りました。給水車の情報があ
りましたが、そこに容器を持って歩いて取りに行くのが大変でした。また、電
気は通っていましたが余震が長引いた結果、ガスも止められて大変な思いをし
ました。水のストックは必要だと思います。若い年代の人たちは情報収集がす
ぐできましたが、お年寄りは情報を手に入れるのが大変だったそうです。

愛知教育大学
学部4年生(女性)

下宿生

台風の際にスマホが通信制限にかかっていて、台風の情報や休講情報が
入ってきませんでした。家にWi-Fi環境があればよかったなと思っています

三重大学
学部4年生(女性)

自宅生

台風で電車が止まっていて家に帰れなくなりました。今いる場所は天気は
良くても、家の近くの天気は悪いかもしれません…。離れたところにいて
も、家の近くの天気をちゃんと調べるべきでした。

山口大学
学部4年生(男性)

下宿生

九州豪雨や熊本地震の際に、大分県にある実家が山と川の間にあるため、
流されてないかや崩落してないか心配でした。そのときは家も無事で、連
絡が取れたものの、ニュースでも大きく取り上げられていた分かなり肝を
冷やしました。地震の範囲や洪水の被害に遭っているのはどの地域か知る
ことができるため、ニュースを見ておくことは大事だと思いました。

宇都宮大学
学部4年生(女性)

下宿生

東日本大震災のときに、5日くらいお風呂に入れませんでした。また、ガ
スが1ヵ月通りませんでした。その経験から、ボディシートを家に置いた
り、カセットコンロを下宿先に持ってきたりしています。

最新の情報を得ることであらかじめ被害を防ぐことに
繋がるかもしれません。「通信制限にかかって情報が
すぐ手に入らなかった…」とならないためにも、災害
に関する情報は常に得られる状態にしておきましょう。

気象庁
防災情報

＼CHECK／

Yahoo！
天気・災害

電気・水道・ガスなどのライフラインが止まることで生じ
る生活の困難さは容易に想像できますね。地震や台風等の
みならず、災害以外の原因でライフラインが止まる可能性
も万が一に考え、日頃から対策をしておきましょう。

防災グッズ
専用ページ

＼CHECK／

今から備えたいコトー災害情報は常に把握しておくこと。

今から備えたいコトー日頃からライフライン対策を。
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Step1 知ろう

＜宮城大学生協専務理事 井上養明さん＞

店舗内はほぼ全ての商品が棚から落下し、転倒予防していなかった棚がいくつか倒れかかっていました。
余震が続く中、職員と一緒に緊急避難場所である中庭に移動しました。15時半頃、被害の全容が分からなかったので、職員全員

を退勤させ、翌日は出勤可能な職員のみ店舗の復旧作業を行うこととしました。16時頃、避難場所が中庭から大学体育館に移るこ
とになったので、何かお手伝いできることはないかと思い、体育館に向かいました。体育館に事務局長と前大学事務部長がいらっ
しゃったので、状況を確認すると、大学で準備していた非常食の食数よりも学内に残っている学生の人数が多かったらしく、生協
から食料や飲料を運んで欲しいと言われました。

当日は、調理用の熱源がないようだったので、ペットボトル飲料、カロリーメイトなどの栄養補助食品、パン、おにぎり、サン
ドイッチや使い捨てカイロ、電池、割り箸などを台車に載せ運びました。

また、中高生は別な場所に避難していたので、そちらにも食料を運びました。
その後、トイレ用の水汲みの手伝いなどを行った後、帰宅しました。
翌日午後、事務局長から全ての食品・飲料を拠出するよう依頼されたので、店長と２人で運び出しを行いました。
閑散期のため、在庫量は十分ではなかったので心苦しかったのですが、出せるものは全て拠出しました。

13日に停電が復旧し、教職員が自宅にまだ帰れない学生達に炊き出しを開始しました。食堂の熱源は残念ながら都市ガスだっ
たので、まず米やレトルトカレーなどを提供しました。この他、歯ブラシや保湿パックなども拠出しました。

14日からは、自家用車のガソリンがなくなりそうだったので、片道約1時間半かけて徒歩で出勤することにしました。15日に、
事務局長から運び入れた飲料などがあまりそうなので返却したいと言われたので、体育館から店舗へ戻す作業を開始しました。16
日には、インターネット回線が復旧したので、講座受講生に安否確認と講座の延期連絡と兼ねて、メールを送付しました。19日に
は、食堂にあった冷凍食材を炊き出し用に提供しました。商流が徐々に回復し始めていたので、28日から売店のみ営業再開するこ
とにしました。28日に被災学生をアルバイトとして雇って欲しいと依頼があり、計４名雇用しました。

4月27日に理事会を開催し、拠出した食料等について請求しないこと、生協独自の学生支援策（5月中一部商品を除き５%引き、
パソコン・電子辞書無償貸与、パソコン購入半額補助など）を実施することにしました。

震災翌日の土曜日から停電による暗闇の中、購買中央店の営業を行いました。私は、正直、朝まで購買店を営業すべきか
どうか悩んでいました。「今後の食料難が予想される中、パニックがおこらないだろうか」「自分たちの今後の生活の見通
しも立たない中、職員が仕事に従事できる状況なのか」。当時の購買店店長から「停電でも、価格の統一と点数制限を行え
ば営業できそうです。ぜひ営業しましょう。」という申し出がありました。この申し出があったとき、私に迷いがなくなり
ました。こんな時だからこそ、購買店と食堂の事業継続を行い組合員に貢献することが使命だと決意できた瞬間でした。
食堂は震災3日後の月曜日から、ガス取引先によるガス設備の安全を確認した上で営業を再開しました。「ガス点検をし

てから食堂は営業する」これは阪神大震災時に火災による二次災害の映像が、頭から離れなかったからです。他地域からの
物流が途絶え、食材・燃料確保が極めて困難な中、食堂の店長とは毎日食材燃料確保の打ち合わせを行いました。幸いにも、
お米は地元の取引先だったため、無洗米でなければ納品できることになり、岩手大・岩手県立大・盛岡大の3つの大学生協
のお米を確保することができました。以後、食材・燃料も食堂店長が確保の段取りをすすめ、地元の取引先様の多大なご配
慮もあり、営業を継続することができました。
多くの大学教職員から「大学に来れば、必ず食事が出来るのは大変ありがたかった」という感謝の言葉をいただきました。

4月余震による停電時には、ろうそくの灯りの中、営業を続けました。学生たちから「停電の中、食堂のおばちゃんたちが
ヘッドライトを頭につけて出食していたのを見て、元気づけられた」と感謝されました。

＜岩手大学生協専務理事（当時） 峰田優一さん＞

大学は翌日実施予定の「一般後期試験」及び一週間後に迫った「卒業式」の中止を決定しました。私は情報収集と物資供
給対応のために店舗に残っていましたが、卒業式中止の決定を聞き「すぐ現金を用意しよう」と考えました。卒業式の当日
に晴れ着を着ていただくはずだった百名以上の女子学生の代金を速やかに返金しなければと思ったからです。
大学へ卒業証書を受け取りに来る4年生に生協店舗にも寄っていただくよう案内文書を作成し、事務部対応窓口に置かせ

ていただきました。来店されてどの学生もまさか卒業式衣裳の返金なんて考えていなかったでしょうが、あの非常事態にお
金が入ることで喜んでいただいたようでした。

＜宮城学院大学生協専務理事（当時） 佐藤洋志さん＞

このページでは、2011年の東日本大震災のときに、東北地区の大学生協がどのような対応をしたの
かを載せています。震災のときに限ったことではなく、日頃から大学生協は組合員のために様々な
サービスを展開しています。何か困ったことがあったらぜひ大学生協に頼ってみてください。

みんなの体験談 その３〜あのとき、大学生協は〜

引用：東北地区大学生協職員の手記 東日本大震災ーそのとき、その後、これからー

03-3
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いまから備えようのコーナー

これまで「こんなことを備えておいた方が良い」というページを掲載してきましたが、
具体的に何をまず備えればよいのか、「モノ」「室内」「室外」の視点から紹介していきます！

▶︎これまでの災害用備蓄は、乾パンやヘッドライトなど普段使わないものを用意する
特別な準備と考えられてきました。しかし、日常利用している食料品や生活必需品
を少し多めに購入し、備えておく「日常備蓄」なら簡単に備蓄ができます。

「日常備蓄」を意識してみよう

「モノ」の備え

▲分量としては、ライフラインの被害や物資供給の停滞といった事態を踏まえ、まずは
３日分を目標に 備蓄を意識してみましょう。また、必要なものがすぐに入手できる
ようになるとは限らないので、 ３日分を備蓄できるようになったら、１週間やその
先も見据えて準備をしていましょう。

少し多めの状態をキープ

日常生活の中で消費

食べ物や日用品を多めに買う
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なくなる前に買い足しする



最低限備えておきたいモノ

食品

□ 水（飲料水・調理用など）
□ 主食（レトルトご飯、麺など）
□ 主菜（缶詰、レトルト食品、冷凍食品）
□ 缶詰（果物、小豆など）
□ 野菜ジュース
□ 加熱せず食べられるもの（かまぼこ、チーズなど）
□ 菓子類（チョコレートなど）
□ 栄養補助食品・調味料

缶詰などは加熱しなくても食べられます。また、野菜ジュースはミネラルやビタミン不足を補えます。

▶︎実家住まい／一人暮らしなどの状況に合わせて備えるモノを揃えましょう。

被災地を経験して重要だったもの

被災地の避難生活を経験した人が重宝したものです。病気やアレルギー体質の人など、生活する上で
必要不可欠なものがある人は、日頃から多めに備えておくことを心がけましょう。

□ 水
□ カセットコンロ・ガスボンベ
□ 常備薬
□ 簡易トイレ
□ 懐中電灯

□ 乾電池
□ 充電式などのラジオ
□ ビニール袋
□ 食品包装用ラップ

大きな災害が起こり、インフラが寸断された場合、行政も機敏に動くことが
難しい状況になります。
支援が届くまでの少なくとも１週間の、誰にも頼らず暮らせるように備える

ことが「備蓄」です。
備蓄とは自分の頭を使って、自分が生きていくために必要なモノを買い置き

しておくことなのです。

少し多めの買い置きが「日常備蓄」に
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□ 生活用水
□ 持病の薬・常備薬
□ 救急箱
□ ティッシュペーパー
□ トイレットペーパー
□ ウェットティッシュ

□ カセットコンロ・ガスボンベ
□ ポリ袋
□ 食品包装用ラップ
□ 簡易トイレ
□ 使い捨てカイロ
□ ライター

生活用品

大型ポリ袋は、給水袋やトイレの袋としても利用可能です。

□ 生理用品
□ 使い捨てカイロ
□ ライター
□ ゴミ袋・大型ポリ袋
□ 懐中電灯
□ 乾電池



非常用持ち出し袋に入れておきたいモノ

▶︎避難した際、必要となる最低限のモノを納めた袋が非常用持ち出し袋です。
以下では入れておきたいモノを紹介しますが、自分にとって必要なものを考え、
準備することが大切です。
玄関の近くや寝室など、すぐに取り出せる場所、家やアパートが倒壊しても
持ち出せる場所に配置しましょう。

「備蓄」のポイント

断水になると、最も困るのは生活用水が使えなくなることです。いざというときに
備えて、常にお風呂に水を張っておきましょう。

・生活用水の重要性

・ひとり暮らしの備蓄

コンビニ利用が多いひとり暮らしの人は、冷蔵庫に１週間分の食料品はないと思い
ます。そんなときには、コンビニでカップ麺やレトルト食品、スナック菓子など、
自分の好みの物をいつもより少し多めに買い置きしておきましょう。オール電化住
宅に住んでいる場合はカセットコンロ・ガスが必需品となります。

□懐中電灯
□携帯ラジオ
□防災頭巾

推奨されるモノ

□缶切
□ナイフ
□衣類

□水
□食品
□救急箱

□電池
□印鑑
□現金
□預金通帳

□携帯ラジオ
□携帯電話用充電器
□ホイッスル

□ライト
□歯ブラシ
□小銭

□乾電池
□携帯トイレ
□エマージェンシーセット

持ち歩き用に

災害が生じるのは自宅にいるときだけではなく、外出時や、バイト先で災害に遭う可能性もあります。
そんなときのために、常に持ち歩くカバンに必要最低限なモノを入れておきましょう。

□地図
□ブランケット
□水筒

食品の賞味期限と同じように、電池、薬、使い捨てカイロなどにも使用期限があり
ます。いざというときに慌てないよう、定期的に点検しましょう。

・使用期限をCheck

家庭内避難…日常備蓄していたものを利用し、自宅で避難生活をすること。
家庭外避難…自宅外(避難所など)で避難生活をすること。

家庭外避難の場合、備蓄しているものを利用することが難しいので、避難所まで持ち歩
ける必要最低限のモノを入れた「非常用持ち出し袋」ということになります。「必要最低
限」は個人によって異なるので、自分の頭を使って生きのびるために必要なモノを用意す
ることが必要になります。

家庭内避難と家庭外避難の違い
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□軍手
□毛布
□インスタントラーメン

□哺乳瓶
□ライター
□ロウソク

あらかじめまとめておきたい大切なモノ

□家族の写真
□貯金通帳

□免許証
□お薬手帳

□健康保険証
□印鑑

□年金手帳
□学生証



「室内」の備え

▶︎近年の地震による負傷者の３割〜５割は、家具類の転倒・落下・移動が原因です。

阪神・淡路大地震の際は、46%の人の負傷の原因が家具の転倒です(9ページ)。
部屋にモノを置かないこと、次に下敷きにならないように家具類を配置すること、その上で器具による
家具類の転倒・落下・移動防止対策を行えば、ケガのリスクを低くすることができます。

クローゼット、据付収納家具に収納するなど、できるだけ生活空間に家具類を多く置かないように
することが大切です。

・なるべく部屋にモノを置かない

ドアや避難経路をふさがないように、家具配置のレイアウトを工夫しましょう、部屋の出入り口や
廊下には家具類を置かないように、据え付きの戸棚に収納。さらに引き出しの飛び出しに注意し、
置く方向を考えておきましょう。

・避難経路確保のレイアウト

家具類がストーブに転倒・落下・移動すると、火災などの二次災害を引き起こす危険があります。
また、発火のおそれがある家具・家電も転倒・落下・移動防止対策が必要です。

・火災などの二次災害を防ぐ

転倒等防止対策

家具類のレイアウトを工夫したら、器具による家具類の転倒・落下・移動防止対策を行いましょう。最も確
実な方法は、壁にL型金具でネジ止めすることです。ネジ止めが難しい場合は、突っ張り棒とストッパー一
式、突っ張り棒と粘着マットを組み合わせると効果が高くなります。

・転倒、落下、移動防止対策はねじ止めが基本

壁面に接して置いていない背の低い家具類の中でも、特にテーブルやイスは移動防止対策が必須です。粘着
マット、カーペットの場合は滑り防止マットを設置しましょう。

・テーブル、イスの滑り止め

・対策しておきたいモノ

□つり下げ式照明器具
□テレビ
□電子レンジ
□テーブル・イス
□食器棚

□引き出し
□つり戸棚
□冷蔵庫

・チェーンで揺れ防止対策を行いましょう
・・・・・・テレビ台に着脱式移動防止マットなどで固定しましょう。脚にも粘着マットを

・・・・粘着マットやストラップ式の器具で台に固定し、台も壁に固定しましょう
・・脚に粘着マットなどの滑り止めを付けましょう

・・・・・・転倒しても避難経路を塞がない置き方をし、壁に固定しましょう
ガラスには飛散防止フィルムを貼りましょう

・・・・・飛び出し防止のためにラッチ錠付きを使いましょう
・・・・・収納物が飛び出さないように、扉に開放防止器具をつけましょう

・・・・・・避難の障害にならに場所に移動させましょう。落下しやすいものは置かないように

リビング・キッチン

□ベッド

□窓ガラス
□キャスター付き家具
□積み重ね式収納BOX
□クローゼット・タンス

・・・・・・・・・脚に粘着マットなどの滑り止めを付けましょう。額縁や壁掛け時計などは
ベッドの近くの壁や天井に取り付けないように

・・・・・・・・飛散防止フィルムを貼りましょう
・・・動かさないときはキャスターをロックしましょう
・・・上下を連結金具でつなぎましょう。L型金具で壁に固定しましょう
・・転倒してもドアを塞がない置き方をしましょう。金具での固定も忘れずに

寝室
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▶︎災害時には、電気・ガス・水道などのライフラインが止まることがあります。例えば東京都では、
電力は7日、上下水道が30日、都市ガスは60日程度での復旧を目標にしています。避難するときは、
電気ブレーカーを落とし、ガスはガス栓、水道も水道メーターの元栓を閉めておきましょう。
あらかじめ設置場所を確認し、さらに止め方、復旧の方法を覚えておきましょう。

出火・延焼を防ぐ防火対策の重要性

▶︎出火を阻止し、延焼を食い止めることが重要です。そのために、住宅用消化器や住宅用火災報知器、
漏電遮断機、感震ブレーカーなどの設置をあわせて行うことが効果的とされています。
また避難する際にはガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを落としましょう。

・対策しておきたいモノ

□電気コードはカーペットや家具の下敷きになっていない。
□不用な電気器具のプラグは抜いている。
□電化製品のそばに水槽や花瓶などを置いていない。
□分電盤の位置を把握している。

電気

□プロパンガスのボンベは転倒しないよう、チェーンなどで固定している。
□プロパンガスの場合、マイコンメーターが有効期限内である。
□コンロのまわりは整理整頓され、燃えやすい物を置いていない。
□ガスホースが劣化していない。

ガス

□石油ストーブのまわりに燃えやすい物は置いていない。
□石油ストーブの転倒防止を行っている。

石油ストーブ

□廊下や階段など、避難経路になる場所に燃えやすい物を置いていない。
□隣の家と接している箇所に金属製の雨戸や網の入った窓ガラスを設置している。

そのほか

電気・ガス・水道の点検、止め方と復旧方法の確認を

「室外」の備え

▶︎家のまわりの地形や地質、崖地など危険な場所、過去の災害とその対策を知ることは、災害対策に
不可欠です。また、避難場所や避難経路、広い公園などのオープンスペース、公民館、コンビニなどの
施設を確認しておきましょう。避難所、避難場所なども確認しましょう(10ページ)。

▶︎ハザードマップも確認しておきましょう。ハザードマップは、災害被害の軽減や防災対策のため、
被害想定区域や避難場所などの情報を表示した地図のことです。自分が住んでいる場所の浸水や
土砂災害、液状化の危険性などを確認しましょう。

今回載せたもの以外にも、まだまだ事前に備えることができます！
詳しく知りたい人は巻末のページも参考に、自分で調べてみましょう。
参考：『東京防災』
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Step３ 行動しよう

2017年9月29日(金)、全国大学生協連平和と社会的課題委員会のメンバー10名
(学生6名、生協職員3名、教員1名)で東京都内にある防災体験施設に足を運びました。

今回は「東京都北区防災センター」と「東京臨海広域防災公園」の2箇所の見学を行いました。
様々な防災に関する様々な情報が手に入ったり、体験をすることができました。
この紹介ページをきっかけに、身近な防災体験施設にぜひ行ってみてください。

東京都北区防災センター（地震の科学館）

東京都北区西ヶ原2-1-6 / 03-3940-1811 / 入館料無料

http://www.city.kita.tokyo.jp/bosai/bosai-bohan/bosai/shobosho/kagaku/

①地震体験（起震装置）

阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震など、過去
に起こった地震が再現され、実際にその揺れを体験す
ることができました。東日本大震災は揺れが長く、巨
大であることが印象的でした。

▷部屋のタイプを3種類から選び体験することができます。

②煙体験

火災が発生し、室内で煙が充満した時、どのよう
な状況になるのか体験ができます。また、体験の
前に煙がどのような影響を人体に与えるのか、そ
の危険性についてレクチャーを受けました。

◁煙体験ゾーンの様子。
安全な人工の煙を使っていましたが、前が全然見えませんでした。

③防災展示ブース

△家を模した展示では、危ないポイント
が表示していました。

（この写真では「皿が飛び出す！」とあります）

△防災対策をしていない家は
こんなに大変なことになります。

△クイズ形式で防災について
楽しく学ぶこともできました。

Let’s 防災体験！
防災体験施設に行ってみよう

04-1
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①東京直下72h TOUR

この「東京直下72hTOUR」では、マグニチュード7.3、最大震度7の首都直下地震の発生から
避難までがリアルに体験できました。
また、タブレット端末を使用しクイズに答えながら
生き抜く知恵を学ぶことができました。

△このようなタブレットを用いて体験を行います。
AR(拡張現実)効果を用いてより実感を持てるようになっています。

◁△体験会場は、震度７の首都直下地震が東京に
襲った姿が作り出されていました。

かなりリアルで、本当にその場は災害が
生じた場所であるかの錯覚に陥りそうでした。

△一人一人異なったチェックポイントにまわり、
その場所に応じた問題を解いて生き抜く知恵をつけていきます。

②防災展示ブース

△避難所の段ボールハウスを再現した展示です。
実際に入ることもできました。

△既存のものを工夫して防災グッズにする方法や
防災に関する情報がたくさん展示してありました。

東京臨海広域防災公園

東京都江東区有明３丁目８番３５号 / 03-3529-2188 / 入館料無料

http://www.tokyorinkai-koen.jp/
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参加した人から

起震体験が特に印象に残りました。今まで起震車の体験をしたことはあったけれど、
地震の種類によって揺れの違いを体験したことはなかったため、地震といってもひとく
くりにはできなくて、どの地震にどんな特徴があるのかがよくわかりました。また、災
害時の様子を写した写真が大変印象に残りました。
津波の前の町の様子とその後の町の様子、地震直後の人々の表情などなんとも言えな

い気持ちになりました。亡くなった人の前で手を合わせる人や火葬場が使えなくて土葬
をしている様子など、当時の人の気持ちは計り知れないなと思いました。
これからは、もし震災が起こった時、自分の身を守る術をきちんと身に付けておくこ

とと、自分自身に余裕があった時にどう周りの人を助けるかを考え方法も身に付けてお
く必要があると感じました。また、周りに「防災」「減災」の考えを広めていきたいと
思います。備えあれば憂いなし。だと信じたい。

白梅学園大学
学部4年生

実際の地震を体験することに意味があるのか？と思っていましたが、東日本大震
災・熊本大震災の揺れを再現する揺れ体験は、災害時の備えの必要性を感じる良い
きっかけになりました。体験後に災害の備えを色々見たときに、「ここでこう使うん
だな」などをイメージしやすかったです。
また、避難所のコンセント周りを再現したブースが、細かい部分ではありますが、

一番避難所のリアルを実感することができました。災害時に情報が入ってこない理由
は、ソフト面だけでなく、ハード面にもあるということを改めて考えさせられまし
た。
このような施設に行き、知識や体験を身につけるだけでなく、自分の生活している場
所で災害が起こったらどうするのか、ということも一緒に考えることができれば、な
おいっそう災害への備えができると思います。

同志社大学
学部4年生

地震体験について
熊本地震や東日本大震災の揺れがプログラムとして入っていて本物の揺れに近いも

のを感じることができた。自分は東北に住んでいるが震災当時は関東に住んでいた。
東北で一人暮らしをしているのに東北の地震のイメージがあまりできていなかった。
今回の体験をとおして近いものが体験できた。震度6くらいから恐怖を覚えた。地震
の感覚にゾッとした。体験してみることは大学生になっても大事なことだと思った。
周りの友達とでも地域の防災センターに実際に足を運ぶ機会などがあればいいなと感
じた。

煙体験について
部屋に煙を充満させ、そこに実際に入り避難口を探したが暗くて煙も多いと、非常

灯が見えにくかった。身を低くするなど忘れていたことが蘇った。小学生の時以来の
煙体験だった。いざというときに忘れているようじゃだめだと思った。自分の身は自
分で守らなければならないと改めて感じた。煙の恐ろしさを身をもって体感できるい
い機会になり、自分も火災には気を付けようと感じた。

盛岡大学
学部4年生
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Step３ 行動しよう

実際に大規模災害に遭ってしまったとき、食糧難になってしまう可能性があります。
このページでは、手軽に身近にあるもので作れる「防災料理」について紹介します。

気になった人はインターネットや書籍でさらに調べてみましょう。

Let’s 防災体験！
防災料理を作ってみよう

◆材料(１人分) ◇分量

無洗米 100cc

水(ペットボトル) 120cc

ポリ袋 3枚

※ポリ袋でご飯を炊く場合のレシピです。非常時は鍋の水は捨てない
で使い回しましょう。

※一緒にコーン缶や角切のさつまいもと塩少々を加えて炊き込みご飯
にしても美味しいです。

その１ ポリ袋調理 ご飯

つくりかた

① ポリ袋を三重にし、無洗米を入れ、水を加えて30分以
上浸す。

② 鍋に水を入れ、火にかけ沸騰したところへ、皿を沈め
（ポリ袋が直接鍋に当ら ない様にする為）口を結び、
さい箸を通した１を湯の中に入れ、１５分煮る。

③ 火を止め、蓋をして１５分予熱で加熱する。

④ 鍋からポリ袋を出して５分蒸らす。

⑤ ポリ袋の口を開け、スプーンなどでご飯をすくって、
ラップフィルムを張り付けた器によそう。
（器を洗わなくて済むように）

炊飯器でなくても米が炊ける…。非常時に水と
お湯で白飯が食べられるのは、とても嬉しいで
す。少しかたくなっていますが、それでも充分
に美味しく感じます。(横浜国立大学 男子学生)

その２ 鯖豆腐煮

◆材料(１人分) ◇分量

サバ水煮缶 1缶

豆腐 1丁

そばつゆ4倍濃縮 10ml

つくりかた

① 鍋に豆腐を崩しながら入れる。

② 鯖缶を汁ごと入れる。

③ そばつゆを加え、中火で加熱。

豆腐は包丁を使うより手で一口サイズにちぎった方が味も馴染みやすいし、楽だと思いました。
味付けも簡単で素早くできるので、お役立ちメニューの一つになりました。(信州大学 女子学生)

04-2
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◆材料(２人分) ◇分量

たまねぎ 1/4個

パプリカ(赤) 1/4個

ミックスビーンズ(缶) 1缶(110g)

粉チーズ 小さじ2

かんたん酢(合わせ酢) 大さじ2

ブラックペッパー 少々

ドライパセリ 適量

※かんたん酢の代わりにお好みのドレッシングにかえても美味しいです。
※ミックスビーンズで非常時に摂りにくい食物繊維が摂れます。

その３ ミックスビーンズと野菜のサラダ

つくりかた

① たまねぎは薄切りにしてから大きめのみじん切り
にして、水にさらしておく。

② パプリカは種をとって、8mm程度の角切りにする。

③ ①の水を切り、ペーパータオルで水分を絞りとる。

④ ボウルに②と③を入れ、缶を開け、ミックスビー
ンズを加え、酢とブラックペッパー、粉チーズで
調味し、混ぜ合わせる。

⑤ ラップフィルムを貼り付けた器に④を半量入れ、
ドライパセリを上から振る。

その４ トルティーヤ

◆材料(１人分) ◇分量

小麦粉 100g

水 50cc

オリーブオイル 大さじ1/2

塩 少々

つくりかた

① 小麦粉に、塩とオリーブオイルを加えて軽く混ぜ、
水を入れた後均一になるように混ぜる。

② 30分ほど生地を休ませる。

③ 生地を4等分にして軽く伸ばす。

④ フライパンに入れ、中火で両面を軽く焼く。

たまねぎとパプリカを切って、あとはビーンズと調味料を混ぜるだけなので、とても簡単に
作ることができました。豆の栄養価も高いので嬉しい一品ですね。(横浜国立大学 男子学生)

小麦粉と水を混ぜて焼くだけで、レトルトカレーと組み合わせると、相性抜群！のトルティーヤ
ができました。これなら災害時も美味しく、手軽に食べられます！ (慶応義塾大学 女子学生)
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Step1 知ろう

現地に向かうときの心得とは？
災害情報のニュースなどを見て「ボランティアに行きたい」と思う人も多いでしょう。

正しい知識を身につけていないと、かえって被災者の人たちに迷惑をかけてしまうこともあります。
ここは、そんなボランティアに参加する際の注意点をまとめたページになります。

参考：『災害支援手帖』(木楽舎) http://books.kirakusha.com/saigaishien/

災害の「支援」の面からアプローチして書かれている本です。
気になる人は右のQRコードから。

心得その１：「支援呼びかけデマ」に気をつけよ

TwitterやFacebookなどのSNSで目にする「〇〇村で人手が足りません」「すぐに〇〇を送ってください」といっ
た情報には気をつけましょう。情報の真偽を確認しないまま現地に向かったり、情報を「拡散」したりしてしま
うとそれが誤った情報だったときに被災地に迷惑をかけてしまうことになります。
ボランティア団体が発している情報を一覧できるポータルサイトなどを活用し、正しい情報を選択できるように
取捨選択を心がけましょう。

心得その３：ボランティアは「自己完結」ということを肝に銘じよ

右の図は、全国社会福祉協議会がホームページに掲載しているイラストです。
例えばゴム手袋に注目してみましょう。水害の被災での作業なので、水の中
に腕まで入れて作業するので、軍手などはすぐに水を吸ってしまい不向きで
す。
しかし、水が引いたあとのがれき撤去などの場合は、ゴムやビニールの手袋
ではすぐにボロボロになってしまうかもしれません。
装備は季節や気候でも変わります。つまり、ボランティアに必要な装備は毎
回同じものとは限りません。被災地の状況を加味して必要なものを持ってい
くようにしましょう。ボランティアは「自己完結」で、自分の安全や健康は、
自分自身で守らなければならないことを覚えておきましょう。家族や友人に
ボランティアのスケジュールをあらかじめ伝えておくことも大切です。

心得その２：支援のニーズは続くことを覚えておくべし

このグラフは東日本大震災におけるボランティア活動者の数です。全国社会福祉協議会を経由せずにボランティア
を行っている数は含まれていないので実際はもっと多い数になります。2011年の5月の大型連休は、宮城県だけでも
10万人を超えるボランティアが現地入りしました。また、3月以降の２〜3ヶ月はボランティア数が増える傾向も見
えてきます。
しかし、月日を経るごとに参加者数が減少していることは目に見えて明らかです。これは復興が進んだことによる
「ニーズの減少」とは言い切れません。まだ震災の影響で苦しんでいる被災者は少なくありません。自分自身の体
力やお金のことも考慮して、継続的に被災地とのつながりを持ち支援していくことを意識していくことが大切です。
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Step２ 考えてみよう

聞いてみた！災害への備え

今回この本を作るにあたり、現在吉本新喜劇で活躍している福本愛菜さんに
「災害への備え」「防災に対してどんなことを思っているか」をインタビューしました！

私は東北に行ってから、家で防災のセットを置くようにしました。

仮設住宅に住んではる人と実際にお話をさせてもらって、

「(津波を)本当になめてたわ」とおっしゃっていたので、きっと被害は多かったやろうなと感じています。

「東日本大震災が起こったから、しばらくは大きな地震は無いだろう、大丈夫だろう」という安心感をどこかで勝手に意識

して持っている人も多いと思います。そんな意識を無くして欲しいと思います。大丈夫なことなんて絶対ないから。小さい

災害や、小さいなにかがあった時にすぐに動けるようにしてほしいなと思っています。

○須田

僕は福島出身なのですが、当時震度6強で、信じられないくらい揺れて家がぐちゃぐちゃになりました。そんな地震来る

わけないだろうとなんとなく思っていたので、かなりショックを受けました。

◉福本さん

それまでそんな経験をしていないのなら、実際に大規模な地震が起こったときにどうしたらいいか分からないですよね。

地震に遭ったらドアを開けておくとか、水を貯めておくとか「こう対策しておいた方が良さそう」ということを普段はなん

となく分かっていると思うのですが、パニックになったらそれが出来ない。実際に現地に行ってそれを凄く実感したので、

それを大学生にちゃんと知っていてほしいです。小学生の頃とかに防災訓練とかやっていたと思うのですが、なんも意識し

ていないままでやっていたと思います。自分がまさかそんな被害に遭うことはないと思って訓練を受けていると思いますが、

災害が起こったときのことを想定して、もう一回考え直してほしいなと思います。

◯須田

福本さんは災害への対策について何か考えを持っていますか？

◉福本さん

今年の夏に東北へ行く機会があったのですが、その際に凄い衝撃を受けまし

た。自分が思った以上に復興が進んでいなかったんです。実際みんな自分に

被害に遭ったことがないと、余裕に思っちゃうというか、絶対そんな大げさ

なことならへんでしょ、と思うんです。でも、そういう人が実際に被害に遭

うのは事実なわけで。何事も早い段階から逃げたりすることとか、災害が生

じる前に対策しておくことが絶対大事だと思います。

東北に行った経験から
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○須田

先週と今週は台風が来ていましたが、それは大丈夫でしたか。

◉福本さん

地元が奈良なのですが、電車も止まりました。それと、私の地域は大丈夫だったのですが、避難勧告が出ているところも

ありました。大和川がすごい氾濫していて、普段見る光景ではなく実際にそれを見て怖いなと思いました。もしも自分の

身近なところまで氾濫してきていたらどうしていたやろう、というのは考えました。実際に自分に被害が無くても、１回は

それを頭で整理した方がいいかもしれない。急に来た時に多分パニックになると思うので。

○須田

災害を自分ごととして一度捉えてみる、ということですか。

◉福本さん

そう。たとえ自分の住んでいる地域から遠く離れたところの災害でも、ニュースを見て「自分の身の回りでその災害が生じ

たときに、 どう対処できるか」ということを一度考えてみてほしいなと思います。

災害を“自分ごと”として

2017.10.30

interviewer：須田浩之(すだ ひろゆき)
全国大学生活協同組合連合会
平和と社会的課題委員

Special
Interview
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もっと防災について知りたい、そんなあなたへ

ここまでこのハンドブックを読んだ人の中には、もしかしたら
「もうちょっと防災について知りたいな」と思った人もいるかもしれません。

このページでは、そんな人たちのために、防災についてより深く知れる
オススメのwebページや書籍を紹介します。

「備える.jp」

(http://sonaeru.jp/)

備えと防災、災害と危機管理のノウハウや最新情報を
防災の専門家が提供する、総合防災情報サイト。
防災グッズについては、動画で作り方を分かりやすく
知ることができる。

「トクする！防災」

(https://tokusuru-bosai.jp/index.html)

日本気象学会が運営しているwebサイト。
「ちょっと楽しくちょとおトクに防災アクションをとることで
自分や家族の命を守ることを目指す」プロジェクト。
備蓄について、避難についてなどの情報について扱っている。
公式アプリもあり、防災情報について発信をしている。

「J-anpi」

(https://anpi.jp/info/about.html)

電話番号または氏名で、災害用伝言板、報道機関、企業団体が
提供する安否情報を一括検索できるサイト。

「NTT災害用伝言サービス」

(https://www.web171.jp)

NTTが提供する災害用伝言版。被災者が安否メッセージを登録し、
それ以外の人がそれを聞いたり見たりする「声の伝言版」。
大規模地震発生後、30分を目安に設置され、稼働する。
方法は２種類あり、左記のウェブサイトにアクセスするか、
電話で「171」に発信し伝言を伝える。伝言は１件30秒以内、20
件まで。
「無事であること、今いる場所」を簡潔に吹き込む。

首相官邸(災害・危機管理情報)
内閣府防災
国土交通省
総務省消防庁
気象庁

@Kantei_Saigai
@CAO_BOUSAI
@MILT_JAPAN
@FDMA_JAPAN
@JMA_JAPAN

警視庁警備部災害対策課
NHKニュース
日本赤十字社
東京電力

@MPD_bousai
@nhk_news
@JRCS_PR
@OfficialTEPCO
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『大地震発生！公的支援がくるまでの200時間を生き延びる知識と知恵』
山村武彦 小学館 ＜2006年8月発売 1008円(税込)＞

これだけは揃えておきたい防災用品などの事前の準備から、震災直後の行動のしかた
など、震災後、公的支援が来るまでの生き残りに重点を置いたハンドブック。

『イザのとき役立つ災害ハンドブック』
国崎信江 中経の文庫 ＜2011年6月発売 545円(税込)＞

2011年3月11日に発生した、東北地方を中心とする東日本各地に甚大な被害を
与えた「東日本大震災」。この本は、この一大事から得た経験を中心にまとめ、
今後起こりうる大地震から身を守るための心得となるよう解説したものです。

『マンション・地震に備えた暮らし方』
国崎信江 つなぐネットコミュニケーションズ ＜2013年3月発売 1296円(税込)＞

戸建には戸建の、マンションにはマンションの防災のカタチがある。インテリア
テイストを損なわず部屋の安全性を高めるテクニックから限られた収納スペース
でもできる備蓄のコツ、そしてマンション全体の防災力を高めるヒントも。

『21世紀サバイバル・バイブル』
拓植久慶 集英社文庫 ＜2004年11月発売 669円(税込)＞

台風、地震、噴火などの天災。熊、猿などの動物被害。全てを焼き尽くす火災。
マラリア、エボラ出血熱などの伝染病と風土病。航空機事故、鉄道事故、海難事故。
カード詐欺、ネット詐欺など、この一冊があなたの生命と財産を守る。

『これからの防災・減災がわかる本』
沼田惠昭 岩波ジュニア新書 ＜2008年8月発売 907円(税込)＞

家で、学校で、外出先で、もし災害に遭ったら？年々、大災害が増加し、被害も拡大
しています。いつどこで災害に遭っても命と財産を守れる「減災」社会に変えていく
にはどうしたらよいか。自分で考えて行動できるようになるための一冊。

『天災から日本史を読みなおす 先人に学ぶ防災』
磯田道史 中公新書 ＜2014年11月発売 821円(税込)＞

史料に残された「災い」の記録をひもとくと、「もう一つの日本史」が見えてくる。
富士山の火山灰はどれほど降るのか、土砂崩れを知らせる「臭い」、津波から
助かるための鉄則。災害から命を守る先人の知恵が詰まった一冊。

『東京防災』
東京都総務局総合防災部防災管理課 ＜140円(税込)・web版は無料＞
(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1002147/index.html)

大災害シュミレーション、今やろう防災アクション、もしもマニュアルなどの
セクションごとに、東京で生活をする上で起こりうる災害を細かく解説。
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自分の大学の周りに目を向けてみよう

このページでは、この本を読んでいるあなたの大学の付近の避難所や、
あなたの住む場所に関する防災に関する情報を書き込むことができます。

身近な防災について、このページをきっかけに考えてみませんか？

07

大学付近の避難所などについて

・もしも大学で災害に遭ったら、どこに避難するか
・もしも自宅／下宿先やアルバイト先で災害に遭ったら、どこに避難するか
・自分の大学はどのような種類の災害に遭う可能性があるか
・自分の大学は「災害時協定」をどの団体・組織と結んでいるか
など、気になることを調べてみましょう！
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発行：全国大学生活協同組合連合会
平和と社会的課題委員会


