防災教育の今は…？
～その 3～

平成28年5月

東日本大震災から5年が経過しました。防災教育は、今、どこ
まで深化しているのでしょうか。
本レポートでは、最初に、今後の防災教育のあり方を考える上で
参考になると思われる2つの課題をご紹介し、その後、前回のご報
告（平成27年5月「防災教育の今は…？～その2～」：日本河川協会
のホームページでご覧いただけます）以降に当協会で把握した
各種情報やアンケートの結果についてご報告いたします。

一つ目は、次々に出される新情報をどのように
防災教育に組み込んでいくのか、という課題です

二つ目は、行政の取り組みとどのように
連携していくか、という課題です

防災の対象である自然の驚異について、最近は、日進月
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以上、二つの課題を述べさせていただきました。いずれ
も困難ではあるが重要な課題であるように思います。

文部科学省 中央教育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会 総則・評価特別部会等の
審議においても、従来のような「学校、先生、子供たち」という世界ではなくなっていること
が指摘されています
現在、次期学習指導要領改訂に向けた検討が進められ
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ということをみんなで捉えていくという仕組みづくり
も大事。
といった意見が載せられていました。
ワーキンググループからの報告を踏まえて今年の1月18

といった意見がありました。
防災教育というテーマは、どうしても外部の様々な専門
家や機関、あるいは地域などと連携を取りながら進めて
いかなくてはならないということだと思います。

日に開催された標記の部会の主な意見には、

日本河川協会が昨年の8月から9月にかけて実施した「防災教育の系統的、体系的な取り
組みに関するアンケート」結果についてご報告します
このアンケート調査は、防災教育には系統的、体系的な
取り組みが必要なのではないか、という問題意識から継
続して実施しているものです。当協会では「日本水大賞」
の事務局を務めております。その応募をお誘いする資料を
全国の中学校に送付させていただいていますが、その際
に本調査のアンケート用紙を同封して行っています。

1％の回答率ですので統計的に意味のある分析ができませ
んが、傾向のようなものを引き出してみたいと思います。

【集計結果】
1．防災教育カリキュラムの現状
あ)策定予定は無い… ……………………………… 18校

今回は、防災教育に関するカリキュラムの策定改定など

い)策定中… ………………………………………… 20校

の状況とそれを実行するための体制がどのようになってい

う)策定済… ………………………………………… 43校

るか、という点についてお聞きしました。全国の約1万の中

え)改訂中… ……………………………………………12校

学校のうち96校の先生方からご回答をいただきました。

お)改訂済又は再改訂中など… ……………………… 3校

2．校内体制（上記 い、う、え、おの計78校中）
①防災教育担当の先生が1人で担当……………… 45校
内訳：い)13校、う)21校、え)9校、お)2校
②複数の先生方で作業チームを構成して担当… …31校
内訳：い)7校、う)20校、え)3校、お)1校

3．外部の防災専門家を交えた委員会等の設置（同上）
①委員会等は無い… ……………………………… 56校
内訳：い)15校、う)33校、え)7校、お)1校
②適切な防災専門家が見当たらない… …………… 1校
内訳：い)1校
③委員会等を設けている… ………………………… 9校
内訳：い)1校、う)4校、え)2校、お)2校

【読み取れる傾向等】
（1）校内体制について
策定中、策定済等にかかわらず、約半数強の中学校で
防災教育ご担当の先生が1人で防災カリキュラムの策定や
改訂又は運用に携わっておられます。大変お忙しい状況
が読み取れます。

（2）外部専門家を含む委員会等の体制について
外部専門家を含む委員会等の体制をとっておられるの
は全体で約1割強の中学校です。防災教育カリキュラムの

改訂や再改訂の段階に入っている中学校ほど委員会等の
設置割合が高くなる傾向が読み取れます。
アンケート用紙には自由記述欄がございます。そこに記
載していただいたご意見等の中からいくつかご紹介した
いと思います。
（策定予定は無いとされた先生方のコメント）
〇必要性は大いに感じますが、なかなか動いていかな
いのも現状です。
“起こってからでは遅い”のはすご
くわかるのですが、
・・・。
〇防災マニュアル の改 訂や 他の業務に忙殺されてお
り、防災教育カリキュラムの作成まで手が回らない
現状である。
（すでに策定済又は改訂中とされた先生方のコメント）
〇策 定 済ですが、先 生 方への周知はなされていませ
ん。多くのことがマニュアルとしてありますが、実際
に活用されていないのが実態です。
〇3.11以降、校内の防災の意識は高まっていると思う。
小学校との共通理解も進み、引き取り訓練も同日時
に行っている。
〇防災教育の策定と実践には地域性が大きく関わって
いると思います。どの学校でも同じような危機意識
をもった取組をしていくことが大切だと思います。

前回レポート以降の防災・減災に関する国の取り組み内容について整理してみました
（1）水防法の改正（5月）
前回レポートでも簡単にご紹介しましたが、昨年の
5月には水防法が改正され、条文に「想定しうる最大規
模」の降雨や高潮という考え方が明記されました。

ほとんどの国でこうした計画が策定され、これに基づい
て対策を講じつつあります。
この計 画の第 4章 自然 災害・沿岸 域 では、水害、
高潮・高波、土砂災害などの自然災害に対して防災施設

従来から洪水や高潮による被害を防ぐために堤防な

の整備を進めるとともに、施設の能力を上回る外力に

どの防災施設の整備が進められていますが、地球温暖

対しては、各主体が連携して、一人でも多くの命を守り、

化の影響などにより防災施設の能力を超える事態が生

社会経 済の壊滅的な被害を回避することを目指すと

じることも想定内に入れておかなくてはならないとい

されています。

うことです。つまり洪水や高潮による濁流が堤防を越
える、あるいは堤防が決壊して氾濫することに対して
ハザードマップの整備等の対策を講じようということ
です。
防災教育とも関係してまいります。

（2）気候変動の影響への適応計画（11月）

（3）大規模氾濫に対する減災のための治水対策の
あり方について～社会意識の変革による「水防
災意識社会」の再構築に向けて～（12月）
昨年9月の関東・東北豪雨災害を踏まえ、国土交通
大臣からの諮問に応えて社会資本整備審議会が12月に
答申したものです。

昨年12月にパリで開催されたCOP21を睨んで11月に

「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない

「気候変動の影響 への適 応計画」が閣議決 定されま

大洪水は必ず発生するもの」という意識が重要であり、

した。地球温暖化による多方面にわたる影響に対する

社会全体がこうした意識を持って洪水氾濫に備える必

対策を「適応策」と読んでいます。先進諸国ではすでに

要があるとされています。

その上で、河川管理者、地方公共団体、住民、企業等

住民等に対し、降雨から洪水が発生するまでのメカニ

が連携・協力し、必要に応じて一体的な対策を実施する

ズムや防災 情 報の意 味 等について、これまで以 上に

こと等により、より一層効率的・効果的な減災に関する

積極的に説明していく必要があるともしています。

対策を実施していくとしています。また、河川管理に従
事している国土交通省や都道府県の職員が、市町村や

防災教育の現場でも国土交通省や都道府県の職員を
一層活用していくことが考えられます。

以上ご紹介したように、昨年1年間の間に国の防災・減災対策に関する基本的な考え方は大きな転換を遂げま
した。今後、この新たな考え方に基づいた活動が全国各地で進められていくものと思われます。

国土交通省の各地方整備局では防災教育の支援に関する取り組みが進められています
今年の4月12日付時事通信Web版記事でも報道されま

この考え方に沿って、東京で今年の2月に開催された文

したが、国土交通省は防災教育の支援に本腰を入れると

部科学省主催の実践的安全教育総合支援事業の全国成

しています。

果発表会の場で、ご出席の都道府県教育委員会の方々に

今までは、いわば受け身の姿勢で、出前講座等の取り組

国土交通省担当者から支援内容の説明が行われました。

みを地域ごとに行っていたようです。しかし、本年度には

また、各地域でも文部科学省等が主催する研修等の場で

各地方整備局で1校以上の授業を支援するリーディング・

支援内容の説明が行われています。

プロジェクトを実 施し、来年 度 からは全 国 展 開に入る
予定とのことです。

支援内容が使えそうなものなのかどうか、確認してみる
のも良いかもしれません。

今年のレポートには昨年のような教育委員会等のWebのリストは添付していません。学習指導要領の改訂が
行われた後で変化が出てくるのではないかと考えるからです。来年のレポートではどうするか、先生方のご意見を
いただきながら検討してまいります。
この他、ご要望などがございましたら日本河川協会事務局までご連絡ください。先生方のお役に立てるよう努め
てまいりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

