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昭和57年 7月 長崎県南部地方は強烈な豪雨に

見舞われ,甚大な被害を受けたが,長崎県をふ

くむ九州西部はこれまでにもたびたび豪雨災害

を体験している。その原因は極めて激しい降雨

によるものであるが,被害の実態は非常に複合

的な様相を帯び,自 然科学のみならず社会科学

的にも多くの問題を抱えている。豪雨災害をで

きるだけ少なくするためには,防災施設の増強

などの土木工学的な施策と,危険な状態を迅速

に把握し,住民に伝達する組織的な警報システ

ムが最も重要である。しかしながら,一般市民

が全 く関心と注意を払わない形で豪雨災害を防

止できるほど容易なものではない。すなわち,

住民の十分身についた防災意識が不可欠な条件

である。

現在の学校教育において,豪雨防災教育を実

践することには多くの問題があるにしても,児

童 0生徒に豪雨災害の実態を正しく認識させ,

身を守るための基本的な対処の仕方を身につけ

*日 本理科教育学会九州支部大会

(昭和59年 5月 20日 ,妙宮崎大学)

長崎県地学会昭和59年度研究発表会

(昭和59年 6月 24日 ,於長崎大学)

Kimio ARAO and Yoko OoGI

させることは是非 とも必要である。 このような

観点から,義務教育段階において豪雨防災教育

を指導する際の問題点を整理 し,実践上の展望

を考察したい。

2。 防災教育の意義

次の2つ の観点から防災教育に十分な意義を

認めたい。

(1)自 然災害を最小限に食い止めるためには,

災害時の対処の仕方を子供の頃から教え,身

についたものにさせる必要がある。

(2)自然災害の性質や実態を知っていれば,子

供でも災害発生前の「異常」を発見できるか

ら,そ れを大人に伝えることにより防災に貢

献できる。

3。 豪雨防災教育の必要性

集中豪雨の活動は空間的には局地的で時間的

には突発的であるから,台風に比べて対応に多

くの困難がある。豪雨の多発する地方では災害

の特徴を教える意義と必要性は決して少なくな

い。地震災害を想定した東海地方の防災教育に
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照 らしても,九州地方の取 り組みはかな り遅れ

ている。

4.防 災教育の実践上の問題点

防災教育の内容は複合教科的であるため単一

の教科で実践することが困難である。さらに,

現在の教育課程では明瞭な形では示されていな

いために,教師の災害に関する研修が不足しが

ちである。このような障害を少しずつ取り払っ

て,防災教育を発展させることは教師一人一人

の努力にかかっている。教育の究極の目的が

人々の福祉と繁栄にあるならば,人命を守るた

めの防災教育はその地域の特性を十分に考慮さ

れて行われるべきである。

5.実践のための指針 と展望

(1)実践の場……理科,社会,道徳および国語

などの関連する教科の中で防災にかかわる内

容を挿話的に盛 り込む。さらに,梅雨期に「学

級会」や「ゆとりの時間」を活用し,豪雨防

災について総合的にまとめる機会を設ける。

(2)複合教科的内容への配慮……専門教科以外

の分野の取り扱いは誰もが躊躇するところで

あるが,防災教育はそれを乗 り越えなければ

達成できない。完全を求めて思い止まるより

も,不完全でも実践する勇気と情熱こそ貴重

である。その際,教師の特性 と個性が十分生

きるような授業展開が最も大切である。

(3)研修と修養……教師が災害一般について十

分な知識を持つとともに,地域の特性につい

ても修養を深める。子供たちにはその地域の

災害が身近かなものとして受け止めやすいか

ら,地域の災害の歴史や被害の様態を把握し

ておく。転勤にともない,こ のような側面か

らも勤務地域に対する知識が要請される。

(4)教材の開発……災害の資料や写真などを集

め,教師の個性にあった教材構成が望まれる。

理科教師の立場からは,雨量認識および河川

の働きなどを通じて災害発生の因果関係を指

導できるし,観察の習慣が備わっている年代

の子供たちの場合には,資料を提示して自然

科学的な解釈や解析を試みさせることも可能

であろう。このような観点から,教師用の資

料集「豪雨防災教育のしおり」 (32ページ)を

試作し,そ の中で取 り上げるべき内容を「豪

雨防災教育のねらい」としてまとめた。これ

を次のページに掲げる。ご批判をいただけれ

ば幸いである。

あ とが き

防災教育を行うことの難しさだけが浮き彫 り

になったようでもある。しかし,そ れだけにか

なりの自由度を含み,教師の力量が十分発揮で

きる領域でもある。災害対策基本法に次のよう

な条項がある。
｀
災害が発生するおそれのある異

常な現象を発見した者は,遅滞なくその旨を市

町村長または警察官もしくは海上保安官に通報

しなければならない(54条第 1項 )。 何人も,前

項の通報が最も迅速に到達するように協力しな

ければならない (同条第 2項 )。
″

異常性を判断

できる能力と通報行動のできる市民性が最も基

本的な防災意識の形成であり, このような市民

を育てることの大半は学校教育の役割であると

自覚しておきたいものである。
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豪雨に対する認識

・豪雨災害は6-7月の梅雨期に多く発生し,

特に7月 の梅雨末期に多い。

・九州地方は梅雨期の豪雨災害が多い地域で

ある。

・豪雨とは大雨警報の基準を超える降雨をい

う。

・大雨警報は 1時間に50ミ リ, 3時間に100ミ

リ,1日 に150ミ リ以上の降雨が予想される

時に気象台から発表され,こ れにより直ち

に地方自治体 (県,市,町,村)に 災害警

戒本部が設置される。

0大雨注意報は 1時間に30ミ リ, 3時間に60

ミリ, 1日 に90ミ リ以上の降雨が予想され

る日寺に発表される。

・豪雨は梅雨前線 (ま たは温暖前線)上で発

生することが多いが,前線から離れたとこ

ろで起こることもある。

・豪雨は直径10-20キ ロの小低気圧によって

引き起こされるが,ス ケールが小さいため

に普通の天気図上には現われない。台風と

比較して発生や移動経路の予想が困難であ

る。

0集中豪雨の降雨強度は一様ではなく,強弱

の度合が時間的に変化するから一度小降り

になっても油断できない。また強雨域はか

なり局地的である。

e強雨時には雷を伴うことが多い。

.豪雨の継続時間は3-4時間が一般的であ

るが,極端な場合は10時間以上にも及ぶ。

01時間30ミ リの雨は災害発生の危険性をも

て)。

豪雨災害の実態

0強度の降雨により,山の近 くでは土石流 0

豪雨防災教育のねらい

山崩れ 0崖崩れ,平地では浸水被害が起こ

る。

0先行降雨で地面が水を多く含んでいると,

短時間の雨で土石流が起こる。

・土石流は谷地形で多く発生し,家屋は壊滅

的な被害を受ける。

・土石流災害は平地での浸水より時間的に遅

れて発生することが多いが,小規模の崖崩

れは浸水がない場合にも起こる。

・河川にはゴミ,流木,土砂などが多量に流

入し,橋にそれらのものがからまって,橋

を破壊したり浸水を拡大させる。

0平地の道路は冠水により,傾斜地の道路は

大量の水が流下して,通行不能となる。

・流域の狭い中小河川では,強い雨のあと 1

時間前後に水位が最も上昇する。

・満潮のときは干潮の時に比べ,著 しく浸水

が早まる。

・落雷および河川の氾濫による電柱の倒壊 ,

また,変電所の被災などにより停電になる。

・電話がこみあって通じにくくなる。

0浄水場が浸水すると浄水不能となり,水道

が止まるg

・最近では洪水 (浸水)に よる死亡者よりも

土砂災害による死亡者の方が非常に多い。

0電話の不通,道路の決壊など悪条件が重な

り消防署,警察署などの防災機関の救助活

動は遅れることが多い。

・災害復旧や行方不明者捜索のため,自 衛隊9

消防署,警察署,自治体が活動する。

0道路の寸断,鉄道の不通のため交通がマヒ

し,一般車の交通規制が行われる。

C被災地域では汚物が散乱し,水道の停止 と

あいまって極めて衛生状態が悪化する。

・床上浸水の家屋では清掃と修復に多大の労
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力と経費がかかる。              事項をよく聞くとともに自治体の指示に従

つ。

(3)豪雨災害に対する普段の心構え        ・山の近 くでは土石流,崖の近 くでは崖崩れ

・豪雨の予報は困難であるから一人一人が雨    の恐れがないかをよく監視する。

の降り方や周囲の様子に注意を払うこと,    0河川の近 くでは,川の水位をよく監視する。

また当日ばかりでなく前日までの降水量に   0危 険を感じたら家族や近所の人達と一緒に

も留意すること。               避難し,一人だけで行動しない。

0懐中電灯,ろ うそく,携帯ラジオなどの非   0自 動車は水に弱 く,水害時に車で逃げるこ

常用具を用意しておく。            とは危険である。

0自 分が住んでいる区域の地形・地質などの   ・救助を求める必要が生じたら消防署に要請

ふだんの状況をよく把握し,起 こりやすい    する。

災害を予測し,対処の仕方を考えておく。    0外 出中に危険を感じたら,近 くの人家や公

・避難場所や避難場所への安全な道順を家族    共施設に助けを求める。

で話し合うなどして確認しておく。       0避 難する際は崖下,川べりなどを避け,水

・家族が別行動している場合の合流場所や連    深がひざより深い所へは入らない。

絡方法を決めておく。             0情 報がとだえることのないように,携帯ラ

・大雨警報が発表されたら,雨の降り方に特    ジオを持つておく。

に注意を払い,警戒を厳重にする。

(5)災害後の心得

(4)災害時の対処の仕方             ・決壊場所の周辺には近づかない。

0異常な状況を発見した時には,直ちに市役   ・飲料水や住居の衛生に気をつける。

所 (町役場)ま たは警察署 (交番)に通報   ・不急の外出は避け,近所の被災者を援助す

する。また通報しようとする人にはできる    る。

限り協力する。                0救 援活動や復旧作業に出来る限り協力する。

・ テレビ,ラ ジオの気象情報,防災上の注意
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