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特 集

日本のように自然災害が多い国では、防災教育の必要
性については論を待たない。ここでは、日本列島の置か
れた特徴的な自然条件を概観し、日本列島に住む上で防
災を考えることが必須であることを述べる。その上で、
防災教育のための取り組みとして、一般財団法人防災教
育推進協会が実施しているジュニア防災検定の取り組み
について紹介したい。

１．防災教育の必要性

どこでもだれにでも必要な防災
いうまでもなく、日本列島は常に自然災害の脅威にさ

らされている。日本列島のどこにいてもいつ何時地震に
見舞われるかわからない。梅雨時など前線の活動や台風
で大雨が降り、土砂災害に見舞われる。プレートの沈み
込みによって形成された日本列島は、その形成の過程で
地震や火山噴火が発生するだけでなく、隆起した山脈に
あたった湿った風が上昇して大雨が降るのだ。隆起した
山々や噴火でできた火山が風光明媚な景色を形作る一
方、大雨によってもたらされた水が土砂とともに斜面が
流れ下る。しかし、その土砂が堆積してできた平地を利
用して私たちが住んでいる。火山噴火で形成された斜面
も、農業や住居に利用されている。地震を引き起こす断
層運動の繰り返しも平地を作る一因となっており、近畿
地方にある大阪平野や東海地方の濃尾平野など、大都市
として高度に利用されている場所も多い。このように日
本列島に住む以上は、これらの自然現象とは無縁でいら
れない。

日本列島のようにプレートの影響を強く受け、地震や
地殻変動が活発な地域は「変動帯」と呼ばれる。ニュー

ジーランド、フィリピン、台湾、メキシコ、チリなど環
太平洋エリアや、インドネシア、ミャンマー、ネパー
ル、トルコ、イタリアなど、東南アジアからヒマラヤを
経て地中海地域にかけたエリアである。それに対し、ロ
シアやヨーロッパの大部分、またアメリカ合衆国やカナ
ダも西海岸を除くと安定した大陸の上にある。変動帯に
ある国はつねに自然災害の脅威のもとにあり、その面で
安定大陸の国に対してハンディを持つ。変動帯に住む人
々は自然災害を克服して生活をしていく宿命にある。

しかし、変動帯である日本列島であっても、そこに住
む個人にとっては、大災害は一生に一度経験するかどう
かという低頻度である。土砂災害の後のＴＶインタビュ
ーなどでは「ここに住んで３０年だが、こんな災害は初め
て」というコメントが普通に聞かれる。このように、あ
る場所が大きな自然災害に見舞われる間隔は人間の時間
感覚に比べて長いのが普通である。そのため、過去に災
害に見舞われた場所にも、自覚なしに家を建ててしまう
ことが多いし、盛り土など相対的に不安定な場所にも家
を建ててしまう。

防災はローカルから考える
近年日本列島で多発している風水害は地球温暖化の影

響であると言われ、また、２０２１年７月にドイツ西部を襲
った水害も、地球温暖化の影響という見解をメルケル首
相が述べた。確かにそのような側面はあるかもしれない
が、実際に発生する災害の様相は場所ごとに大きく異な
るのが普通である。地震による揺れも、地盤の硬い・柔
らかいによって大きく異なる。火山からの距離や方向に
よって火山災害の種類も異なる。低地に住むか台地に住
むかで浸水の危険度は大きく異なり、山のそばでも谷の
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出口に建つ家のほうが土石流の危険度が大きい。このよ
うに地球全体の変動よりも個々人の生活圏による自然災
害の違いのほうが断然大きい。つまり、防災はまずはロ
ーカルに考えることが重要なのである。

ローカルとはなんだろうか。地震について言えば、住
む家の耐震性や地盤の良し悪しが代表的だ。活断層から
の距離を気になるかもしれないが、地表に活断層が現れ
ていない場所が震源となることもあるし、地盤の良し悪
しによる揺れへの影響は非常に大きい。津波について
は、海岸への距離や標高によって被害は大きく異なり、
避難場所への距離も、生き延びる可能性に深く関わって
いる。土砂災害や水害については、標高や川からの距
離、傾斜や地盤の安定性などにより災害発生の可能性が
変わる。このようなローカルな災害危険度について、近
年はハザードマップが整備されるようになり、自治体の
ホームページで調べることが可能となった。また海岸の
潮位、河川やダムの水位などもインターネットで逐次情
報を得ることができるようになっている。

自分で考える防災
このように、自然災害のリスクに関する情報につい

て、調べようと思えば自分で調べることができる環境が
近年急速に整ってきた。地震が起きたら机の下にもぐり
こむ、非常持ち出し袋を用意するというような標準的な
対策に加え、それぞれの場所に特有な対策を検討するこ
とができる世の中になっているのである。

しかし、調べることはまだまだ面倒である。インター
ネットで検索するにしても、自治体のホームページはわ
かりにくいことが多い。検索するためのキーワードを思
いつくのにも、それなりの基礎知識が必要になる。ハザ
ードマップも理解するのが難しい。国土交通省が平成３０
年７月豪雨の被災地でアンケートを取った結果でも、ハ
ザードマップを持っていて内容を理解していたのは、全
体の３割程度であった。ハザードマップ一つとっても腰
を落ち着けてみないと理解に辿りつかない。しかし、日
本列島に住む私たちにとって防災は必須のものであり、
ローカルな特徴を持つことが自然災害の特徴であるとす
るならば、防災は人任せにできない種類のものである。
子供の頃に自分で防災について考えた経験は、生涯にわ
たってその子の財産となり、住む場所を変えても、また
職場が変わってもその場所の防災について考える習慣が
つくに違いない。ジュニア防災検定にはこのような願い
が込められている。

２．ジュニア防災検定について

概要
平成２５年度（２０１３年度）に一般財団法人防災検定協会

（以下、協会）が設立され、主に小・中学生を対象とし

たジュニア防災検定が始まった。東日本大震災の２年後
のことで、震災で多くの子供たちも犠牲になったことが
直接の動機となった。また、阪神淡路大震災を契機とし
て、すでに設立されていた防災士制度は子供達を対象に
設計されたものではないことから、子供達を対象とした
ジュニア防災検定事業が推進されることとなった。筆者
は２０１６年から代表理事として本協会に関与することとな
り、現在に至っている。

ジュニア防災検定は、初級・中級・上級と３段階から
構成されている。初級は小学校４－５年生、中級は小学
校６年から中学校１年生、上級は中学校２─３年生を想
定している。これはあくまで目安であり、受験する学年
を限定しているわけではない。小学校高学年の生徒が上
級を受験して合格した例もある。また、それぞれの級に
対応したテキスト「私たちの防災」が用意され、協会の
ホームページからダウンロードできるようになっている。

いずれの級も筆記試験、家族防災会議レポートおよび
防災自由研究から構成される。筆記試験は、知識を問う
試験ではあるが、比較的長い文章を読んで、考えて答え
る試験となっている。学校で普通に勉強していれば合格
点をもらえる程度の難易度である。家族防災会議レポー
トは、災害や防災をテーマに、家族で話し合った内容や
実際の取り組みの成果をまとめて提出するものである。
防災自由研究は「防災」がテーマであれば、内容は自由
である。個人で出しても良いしグループで出しても良
い。標準的には、家族防災会議レポートを提出後、筆記
試験を受け、防災自由研究を行なって、級の認定を受け
る。実際には、受験者や実施する学校などの事情によっ
て順番を変えて実施されている例もある。検定の受験者
は初級・中級・上級をあわせて現在年間５０００人弱程度で
ある。コロナ禍による休校などで学校での授業時間が逼
迫するなかで２０２０年度は若干減少した。受験は個人での
申し込みの他、学校単位でも実施されている〈写真─
１〉。

〈写真─１〉ジュニア防災検定団体受験の様子
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毎年３月に東京で表彰式が開催される〈写真─２〉。
表彰式には、成績優秀で合格した子供や保護者たちが全
国から集まり、熱気に包まれる。表彰式では理事長から
直接表彰状を受け取るとともに、優秀な防災自由研究の
発表が行われる〈写真─３〉。２０２０年および２０２１年３月
の表彰式は、新型コロナウィルス感染症拡大のため残念
ながら中止された。２０２１年には理事長のビデオメッセー
ジを配信した。

協会では、ジュニア防災検定受験者のフォローアップ
として、防災検定も用意している。ジュニア防災検定の
上級に合格して、さらに上を目指したい子供たちが受験
をしている。防災検定には５級から１級まであり、受験
者の希望する日時・場所での受験を可能にしている。３
級から５級は、それぞれジュニア防災検定の上級から初
級までの筆記試験と同じ問題で実施している。また協会
では、ジュニア防災検定の初級・中級・上級は、それぞ
れ防災検定の５級・４級・３級に読み替えることを認
め、履歴書（内申書）に防災検定合格として記載できる。

家族防災会議と防災自由研究
ジュニア防災検定で課される試験や課題は、自ら考え

ることを想定した構成となっていることが大きな特徴で

ある。その中でも、家族防災会議レポートと防災自由研
究を課していることが注目できる。いずれも優秀な作品
は、協会から優秀賞を授与している。

家族防災会議レポートは、各家庭で防災について話し
合い、その内容をレポートとして提出するものである。
レポートの内容は、震災体験をまとめてもよいし、通学
路の安全を調べてレポートを書いても良い。過去の例
としては、「父の震災体験」として親が体験した阪神淡
路大震災のことを書いた例、「いま、寝ている部屋は安
全？」と題して寝室について話し合った例、また「通学
途中で災害にあった場合の対応」と題して、親子で避難
場所を確認し合った例などがある。いずれも、身の回り
のリスクを身近な問題としてまとめている。このように
家庭内で話し合ったことを書くことは、受験をする子供
にとっての安全だけでなく家族を巻き込んで防災につい
て考えるきっかけとなる。親にとっても子供と一緒に考
えることで、普段はつい面倒だからといって後回しにし
ていた防災対策についても、真剣に考える良い機会にな
る。こどもの検定をきっかけにして、ふだん防災に対し
て無関心な大人まで巻き込んでしまうことが期待できる
課題であり、災害をローカルから考えることが自然に実
践される効果がある。

防災自由研究は、ひとりあるいはグループが、自分の
力で作りあげる作品である。テーマは「防災」。あとは
自由、という設定のもと様々な作品がよせられている。
家の周りの危険を調べた地図もあれば、新聞にまとめた
作品もある。工夫を凝らしたポスターを寄せてくれた子
供もいる〈写真─４〉〈写真─５〉。課題名は「研究」で
あるが、実質は「オリジナル作品」を提出することにな
っている。ポスターは毎年メッセージ性に優れたポスタ
ーが提出される。そのうちいくつかはジュニア防災検定
のホームページで見ることができる。学校など団体受験
の場合には、グループで防災自由研究を行うことで、チ
ームワークを培うこともできる。

受験生・親・教師からの声
協会では受賞者やその保護者からの感想もお願いして

いる。受賞の喜びや驚きの声をいただいているほか、身
近な防災についてさまざまな感想を寄せてもらってい
る。例えば、ペットの避難である。最近はペットと一緒
に暮らしている人も多いが、家族防災会議で調べたとこ
ろ、災害時の避難は「同行避難」が原則であることを初
めて知ったという感想をもらった。家族で話し合うこと
で今まで想定していなかった課題に気づいた例である。
防災家族会議をおこなって初めて防災用具の使い方を確
認したという感想もある。防災用具は、購入しただけだ
といざというときに困ることを認識したということであ
る。自治体から配付されたハザードマップを調べた子供
もいた。自分の家や学校における災害リスクを読み取

〈写真─２〉表彰式に集まった親子（２０１９年3月）

〈写真─３〉表彰式における自由研究発表（２０１７年3月）
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り、いざというときに取るべき行動を考えることができ
たという感想をもらった。学校の防災訓練では地震や火
災対応しかしないが、改めてハザードマップを見ると水
害のリスクもあることがわかり、家族で対応を話し合う
きっかけになったとの声もある。いずれも、親子で話し
合ったことが子供だけで無く親も含めた防災意識の向上
につながっていることを示している。

ジュニア防災検定は、学校単位で実施することが多
く、その場合には学校の先生に試験の運営をお願いして
いる。そのため協会では担当してくださった教員にもア
ンケートを行なっている。担当していただいた先生は、
運営に戸惑いながらも概ね好意的な感想を持っているよ
うだ。「災害からどのように身を守ればよいか ．．（略）．．
などわからないことが多く、教員や保護者にも今回の検
定を機に意識を向けるようになりました」という感想の
ように、受験をした子供たちだけでなく、教師の防災意
識向上にも貢献していることがわかる。また防災自由研
究は生徒に対してテーマごとに個別の指導が必要とな
る。その点でグループでの取り組みが認められているこ
とも、指導する先生にとっては対応のハードルが下がる
ようである。

各地での活動における検定の活用
ジュニア防災検定は、団体受験ができることから、学

校単位で採用しているところが多いが、地域の防災活動
の一環としての活用も可能である。

全国各地域では、防災における自助・共助のため、地
域防災力を向上させる取り組みが行われている。少し古
いが、平成２０年度の防災白書では、「地域防災力の強化
に向けて」として、地域における共助の役割の重要性に
ついて述べている。１９９５年の阪神淡路大震災において倒

壊家屋からの救出が主に近所の人たちによるものであっ
たことから、発災時の共助のための地域防災力が必要と
されてきた。また災害時における避難所の運営も、主に
地元の人たちが担っている。水害など建物被害の後片付
けも最近はボランティアの貢献が大きいものの、それで
も地域の人たちの協力が不可欠であろう。このように地
域防災力という文脈では、災害時に協力して助け合うこ
とを目指していることが多い。また地域のリスクを住民
の目線で調べる取り組みも、まずは大人たちが自分たち
で考えるところから始められている。

このような各地域におけるシニアを中心とした取り組
みを、子供たちにまで広げることで将来にわたる防災力
確保に貢献しうる。最初に述べたように我が国で生活す
る限り、自然災害とは無縁ではいられない。日本列島に
住む我々の宿命のようなものである。そのため、子供の
うちに防災が当たり前であるという意識を涵養すること
が大事である。そのためのコンテンツとしてジュニア防
災検定は効果的である。

一般に地域で防災に取り組む人たちの人数はそれほど
多くない。中心となる少人数の人たちが企画をして、周
囲の人たちを巻き込んで引っ張っていくケースが多い。
そのような場合には、強い行動力が求められる。しかし
防災力は多岐にわたる取り組みが必要であるため、その
行動力をサポートするために多くの「ツール」が必要と
なる。ジュニア防災検定もそのツールの一つとなりう
る。将来の日本を担う子供たちに防災を常識として意識
させるために、ジュニア防災検定を是非使って欲しい。
ジュニア防災検定は、子供たちが防災を学ぶ継続的な励
みとなるため、３段階の級と、優秀な作品・成績に対す
る表彰を用意している。ジュニア防災検定が、広く活用
されることを願っている。

〈写真─４〉 〈写真─５〉

防災自由研究で提出されたポスター作品の代表例。ポス
ターとしてのデザイン性に優れているだけでなく、調べ
た内容がポスターに的確に反映されている。


