
問 題

防災教育とは，一般的には地震・台風などの自

然災害について，日頃の備えや災害時に取るべき

行動など，身を守るために必要な知識を教えるこ

と（デジタル大辞泉「防災教育」の項目）とされ

る。この論文では前報に続き，現在広く関心が持

たれている「防災教育」と，それに深く関わる問

題として，東日本大震災の被災地で，現在どのよ

うな形で心のケアについての取り組みが実践され

ているのかを，特に子どものこころのケアを中心

に概観してみたい。

方 法

主に，インターネット上に公開されている各都

道府県の広報等を基礎資料とする。学会や精神保

健センター，心の支援センター，教育委員会など

のホームページ上の広報についても資料として，

子どものこころのケアについての取り組みの現況

を概観してみたい。

結 果

上記の観点から収集した資料は膨大なものと

なった。前報は宮城県の取り組みを中心に報告を

まとめたが，今回は秋田県を中心に現況を報告し

たい。

１ 秋田県の状況

秋田県では，2011年３月11日14時46分，東日

本大震災の三陸沖を震源とするＭ9.0の地震で，

秋田市雄和妙法，大仙市大曲花園町，大仙市高梨

の各地域で最大震度５強を記録した。そのため県

内全域で停電が発生し，12市町村の52,286戸で

断水。鉄道の在来線・第３セクター鉄道などは運

休した。停電は３月12日までには全て復旧し，断

水は13日までに全て復旧した。震災後一時通行止

めになっていた高速道路も，13日から通行可能と

なり，第３セクター鉄道も運行を開始した。その

後も４月１日19時49分には大館市早口で震度５

強，４月７日23時32分には，宮城県沖を震源と

するM 7.1の地震で秋で震度５強を記録するな

ど，最大震度５強を記録する余震が発生した。そ

の他2011年から2012年３月までの時点でも最大

震度４を観測した地震が計11回あった。

秋田県内では，これらの地震による死者，行方

不明者はなかったものの，３月11日から４月19

日までの震度５強を記録する地震のため，重傷者

４名，軽傷者８名，住宅一部損壊が８棟，非住宅

被害で全壊３棟，一部損壊が５棟，公共施設被害

が91棟におよんだ。

秋田県庁では３月11日の地震の発生直後に「災

害対策本部」を立ち上げ，３月18日には「県民生

活・被災地支援本部」を設置し，秋田県民と被災

地支援を進めた。県民生活・被災地支援本部の組

織体制は，事務局が総務部総務課，知事を本部長

とし，副本部長には副知事，本部員は全部局長，

危機管理監，警察本部長，教育長であった。その

下に設置されたチームは当初，節電・省エネ推進

チーム，燃料油供給チーム，食料確保・支援チー

ム，健康・医療対策チーム，生活物資確保・支援

チーム，福祉対策チーム，交通・物流基盤対策チー

ム，安否情報収集チーム，災害対策チームの10

チームであったが，３月28日までに治安対策チー

ム，児童・生徒受け入れチーム，職員派遣チーム
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などを加え，13チームの体制が組まれた。

児童生徒受け入れチームの所掌事務は，①被災

地から秋田県内の学校への転入等の相談窓口に関

すること，②学校，保健所，幼稚園などに関する

情報の提供に関すること，③受け入れ学校等との

連絡調整に関すること，④県内に受け入れた児

童・生徒の支援に関すること，などであった。

支援本部のチーム編成はその後の状況変化によ

り逐次改編されて行き，児童・生徒受け入れ支援

チームも2011年６月９日には廃止され，教育支援

に関する問題は2012年３月の段階では，被災者受

け入れ支援チームの仕事とされている。

県外から秋田県へと避難してきた避難者数は，

2011年３月17日の時点で190名，同４月１日に

は1,946名，同８月19日には2,531名にのぼった

が，2012年４月の時点では，秋田県内の避難者数

は1,473名であり，そのうち1,423名が宮城県と

福島県からの避難者であった。これは，震災後発

生した原子力発電所の事故の影響も関与している

と考えられる。

2015年４月の時点では，県民生活・被災者支援

本部には，被災地復旧・復興支援チーム，被災者

受け入れ支援チーム，企業活性化・雇用緊急対策

本部，電力需要調整特別チーム，防災対策チーム，

放射能対策チームの，６つのチーム体制になって

いる。

秋田県の地震による被害は，岩手，宮城，福島

の各県よりは少なかったため，秋田県は岩手県と

の防災上の連携・協力に関する協定に基づき，直

ちに岩手県への援助活動に取り組んだ。秋田県自

動車道，東北自動車道などを経由し，陸路３月12

日消防庁長官より秋田県から航空救助隊員２名が

花巻空港へ入ったのを皮切りに，４月16日まで，

延べ33名が岩手県航空防災センターを援助した。

派遣当初はライフラインが確保できず，派遣隊員

は自隊で用意した食料でしのいだという。

保健医療分野では，３月11日，厚生労働省から

の出動要請がありDMAT（災害医療派遣チーム）

が３月21日までの派遣期間で派遣され，３月15

日には岩手県からの要請により秋田県医師会の医

療救護班２チームが岩手県釜石市に派遣された。

この医療救護班の派遣は５月31日までの派遣期

間で，54チーム延べ179人の医師・看護師・薬剤

師・医療技師・事務員などのメンバーが避難所な

どにおける医療救護活動を行った。また，日赤救

護班も岩手県からの要請に基づき，３月11日から

５月11日までの派遣期間で常時2班，延べ255人

の医師・看護師・薬剤師・事務員などのメンバー

が，陸前高田市の避難所などの救護活動にあたっ

た。

心のケアの面では，３月18日に岩手県から秋田

県へ派遣要請があり，３月23日から６月15日ま

での派遣期間で，岩手県盛岡市，宮古市，山田町

などの地域へ15チーム，延べ72名の精神科医，

精神保健福祉士，臨床心理士，看護師などが派遣

され，避難所巡回，戸別訪問による被災者の心の

ケアを行った。

以上のような被災地援助の体験は，「秋田県東日

本大震災１年のあゆみ」の中でそれぞれの活動の

問題点や課題などが総括されている。

２ 秋田県での心のケアの取り組み

１）秋田県と精神保健センターなどの取り組み

秋田県は，陸路岩手県に入るルートも確保され

ていたことなどから，上記の被災地に入るための

主要な前進基地の役割を果たした。厚生労働省な

どからの要請により，前述のように人員の派遣な

どが行われた。

秋田県精神保健センターでは，東日本大震災関

連の心のケアの窓口は特別に設けず，通常の相談

窓口で対応している。秋田県精神保健福祉セン

ターでは，保健師や心理職員による面接の，一般

来所相談を月曜～金曜まで，精神科医による医学

的相談は電話予約の上，相談という形をとってい

る。

他県からの避難者は，ピーク時には2,500名を

上回る人数に及んだが，2012年４月には1,473名

に減少。現在はその大半が福島県からの避難者で

あり，このような県外からの避難者に対して秋田

県では，秋田県の公式ホームページ「美の国あき

たネット」の防災・安全の項に「東日本大震災関

連情報」を設けている。その項目をクリックして

開くと「震災等に伴う県外からの避難者」につい

ての情報ページが開く。被災地からの情報ページ

には，岩手県，宮城県，福島県のページへのリン

クが貼られ，各県の避難者が，それぞれの出身県

の発信する情報を得やすいように工夫されてい

る。

また，「県内に避難されている方々へ（秋田での

避難生活の支援情報）」の項目では，秋田県避難者
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交流センターの案内が掲載されている。秋田県避

難者交流センターは，秋田市山王中島町1－1の秋

田生涯学習センターの3階にある。生涯学習セン

ターの会館日・時間と同じ，午前10時～午後17時

までオープンしている。ここでは避難者支援相談

員が常駐しており，各種相談に応じる他，15人ほ

どが囲めるミーティング・テーブルや避難元の各

紙新聞，連絡・情報提供掲示板，就労・定住支援

情報などが提供され避難者同士が気軽な交流や，

相談員への相談のできる場として利用されてい

る。

この他，秋田県企画振興部総合政策課，被災者

受入支援室の発行する「スマイル通信」という避

難者向けの情報誌が発行されている。この情報誌

には，保健師，臨床心理士による定期相談会のお

知らせや，住まい・仕事などの情報，各地域での

避難者向けのイベントなどの情報が掲載され，平

成28年１月号で，第50号となっている。

２）秋田県教育委員会の取り組み

学校の災害安全体制は，学校保健安全法により，

「学校安全計画」および「危険発生時対策要領」

の作成が義務づけられている。文部科学省は平成

７年の阪神・淡路大震災の後，平成10年に防災教

育のための参考資料として，『「生きる力」を育む

防災教育の展開』を作成した。しかし，平成23年

３月の東日本大震災では，地震のみならず津波に

より多数の学校，児童生徒の被害が発生した。こ

の事から文部科学省は平成24年３月，『学校防災

マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き』を

作成し，各学校に津波災害を含めた，学校のある

地域の状況に応じた，新たな避難や対策，心のケ

アや，原子力災害などを含む学校防災マニュアル

の作成を促した。さらに平成25年に，新たな学校

防災のための参考資料，『「生きる力」を育む防災

教育の展開』改訂版を作成している。

秋田県教育委員会はこれを受けて，平成25年

11月，学校における防災教育推進事業の一環とし

て『学校における防災教育の手びき』を作成して

いる。東日本大震災では，広範囲にわたる規模の

被害や，原子力発電所の事故など複合的な被害か

ら，現実に，通信網・ライフラインの遮断，児童

生徒の保護者への引渡しの困難，さらに，学校な

どの施設が避難所になり，教職員も避難者への対

応をせまられるなどの避難所対応の問題が生じ

た。このような課題をふまえ，県内の各学校への

防災教育の参考として，この手引きが作成された

のである。手引きはA4判，５つの章と資料編を

含む122ページの体裁である。

その内容は，第１章では，「学校における防災教

育のねらい」というタイトルで，防災教育のねら

い，各発達段階で目指す幼児児童の姿，防災教育

の重点，地域の特色の理解と地域に連動した学校

防災の取り組み，などが，文部科学省の「東日本

大震災における学校等の対応に関する調査報告

書」を示しながらまとめられている。第２章は，

「自然災害の概要について」というタイトルで，

一般的な自然災害の概要について秋田県の自然環

境や気象特性をふまえ，風水害，地震，津波，火

山などの解説と，日常の非常持ち出し品，家族防

災会議の意義などが説かれている。第３章では，

「秋田県における自然災害について」というタイ

トルで，陸羽地震，秋田仙北地震，男鹿地震，日

本海中部地震と津波など，地震災害の他，秋田県

における過去の自然災害についてまとめられてい

る。第４章は「学校における防災教育の展開例に

ついて」というタイトルで，幼稚園・保育所，小

学校，中学校，高等学校，特別支援学校などの各

学校での防災教育の年間指導計画例や展開例など

が示されている。

第５章は「児童生徒の心のケアについて」の章

である。一般教職員向けの心のケアに関する情報

として，発達段階に応じた災害時等におけるスト

レス症状の特徴，急性ストレス障害(ASD:Acute
 

Stress Disorder)，外傷後ストレス障害（PTSD:

Posttraumatic Stress Disorder）の各症状の特

徴，東日本大震災時の児童生徒の心と体や行動の

変化事例などがわかりやすく解説されている。そ

の上で，ストレス症状のある子どもへの対応方法

として，安心感をあたえ，自責の念や罪悪感をな

くし，安全感・日常感を取り戻すための具体的な

関わり方が示されている。また，学級（HR）活動

でも心のケアに関する保健指導の実施，強いスト

レスを受けた時の心身の変化，ストレス対処法な

どについて発達段階に応じた指導を行い，生活に

活かせるようにすること，教員は，保護者にもス

トレス症状についての知識を提供するとともに，

家庭での児童生徒の様子の把握など，緊密に連携

することなどが求められている。さらに，アニバー

サリー（Anniversary）反応への対応，子どもの健

29



康観察のポイントや留意点などの情報も加えられ

ている他に，被災・転校した子どもの心のケア，

保護者・教職員の心のケアなどについての情報と，

心のケアの体制づくりのポイント，その中での教

職員の役割などについても触れられている。

手引きの資料編では，秋田県内に平成26年にリ

ニューアル・オープンした防災学習館，(旧：消防

学校・防災センター)の施設紹介，秋田県が導入し

た，様々な地震動をリアルに再現できる装置を備

えた地震体験車，少年の家などを活用した防災

キャンプ，などの体験学習の手段の紹介している。

また，原子力発電所などの事故に対応して，放射

線の透過力，放射線・放射能の単位，放射能の半

減期などの基礎知識等の情報も掲載されている。

３）秋田県総合教育センターでの取り組み

秋田県総合教育センターは，秋田県内の教育に

関する教育関係者職員研修の中枢機関としての機

能を果たす機関である。ここで行われている秋田

県教育研究発表会でも，防災教育に関する研究と

取り組みを見ることができる。公開され閲覧でき

る範囲では，平成24年大館市立第二中学校，嘉藤

伸教諭の「あんぜんでやさしさめぐる「アヤメの

里」の防災教育」，平成25年２月の大仙市立神岡

小学校，進藤孝宏教諭の「東日本大震災－その後

の対応と教職員にできること」，同26年の分野別

口頭発表で大仙市立平和中学校，鈴木茂樹教諭の，

「たくましく生きぬく力を育む防災教育 －避難

所開設宿泊訓練を通して－」，同26年，県立仁賀

保高等学校，五十嵐恒憲教諭の「判断力・行動力

を育てる生徒主体の防災教育」，平成27年２月の

分野別研究発表会では，にかほ市立平沢小学校，

佐々木康教諭の「地震・津波から命を守る力を育

てる防災教育 －総合的な学習の時間と教科・領

域の関連を通して－」，平成28年２月，能代市立

渟城西小学校，日沼統生教諭の「子ども，教育，

地域住民が連携した防災教育 －防災教育を軸に

つながろう」の発表など，現場での実践的な取り

組みが継続されていることがうかがえる。

４）その他の活動と取り組み

東日本大震災をきっかけに一般の防災・減災の

知識に対するニーズの高まりが見られた。その

ニーズの高まりを受けて，秋田県では，子どもに

限らず大人も含めた防災知識の普及と防災教育の

拡充を目指し，既存の消防学校・防災センターを

改修して，平成26年３月１日災害の疑似体験がで

きる施設，「防災学習館」をリニューアル・オープ

ンさせた。この施設は秋田県由利本荘市岩城内道

川字築館1-1にあり，開館日時は12月29日～１

月３日を除く年中無休，９時～16時まで開館して

いる入場無料の施設である。

施設内には，Ｑ＆Ａコーナー，映像・地震体験

コーナー，消火体験コーナー，防災シアター，防

災学習・ライブラリーコーナー，煙中体験コー

ナー，通報体験コーナーなどがある。Ｑ＆Ａコー

ナーではタッチ式パソコンでクイズを解きながら

防災の基礎を学ぶことが出来る。映像・地震体験

コーナーでは，スクリーンの大型映像を見ながら

東日本大震災や，過去の大地震，震度１～７まで

の揺れの体験ができる。通報体験コーナーでは，

モニターに映された火災や事故などの救急場面を

見ながら，適切な119番への通報の訓練ができる

など，体験を通した学習が実際の災害への対処に

生かされるような工夫がこらされている。

ま と め

防災教育については，被災地での実践などに注

目が集まりがちではあるが，秋田県のように被災

地の主な援助の役割を果たした隣接の県で，どの

ような取り組みや実践が行われているかという事

も注目される。

ここでは，秋田県の県単位の取り組みの部分を

主にまとめたが，秋田県では各市町村単位での被

災地の援助や支援，ボランティアの派遣とその後

援など様々なレベルでの支援が行われていた。こ

れら市町村単位の取り組みについては，また別の

機会に取り上げて行きたい。
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