
 

 

  

北塩原村防災講演会 

 

１２月８日（日）、北塩原村自然環境活用センター（裏磐梯）において、防災講演・

ワークショップを開催し、住民、消防団、社協・赤十字関係者など６０名を超える皆

さんが参加しました。 

講師に陸上自衛隊福島地方協力本部会津若松出張所の我妻所長さま、磐梯

山噴火記念館の佐藤館長さまをお招きし、日頃の情報収集や発生時の対応、想

定した備えの重要性、磐梯山の特性、防災ポイントについて、実例などを交えて分

かりやすく講話をいただきました。 

ワークショップでは、「台風・豪雨」「火山」の各グループに分かれて、日頃から不

安に感じていること、地域の防災力を高めるために何ができるかなどについて、意

見交換がなされました。 

１２月８日（日） 防災講演会・ワークショップを開催しました！ 

プログラム 

第１部 基調講演 

 「火山・地震・水害等の自然災害発生前の準備 

や発生後の対応策」について 

（１） 災害に対する日頃の備え 

 （２）災害時に大切なこと  

（３） 災害における自衛隊の活動 

第２部 ワークショップ 

「自らの命を、他者の命を守るには。」 

「地域で出来ることは何か。」 

第３部 特別講演 

「磐梯山の火山防災」について 

   ワークショップ レポート 

防災講演・ワークショップアンケート 

避難所の認知 

家族や友人に話したい  

防災への取り組み  

今後の勉強会への参加 

＜「家族や友人に話したい」主なもの＞ 

・災害に対する日頃の備えの大切さ。 

・地域の方との日頃からのコミュニケーションの大切さ 

・非常食、防災グッズについて 

・非常用持出袋の中身について 

・噴石から頭を守ること（ゴーグル・マスクの着用） 

・今回のワークショップについて 

・村民の防災意識が高い、 

・村民全員の情報共有の大切さ。 

＜今後、取り上げてほしいテーマ等＞ 

・湖水の氾濫、洪水、土砂くずれ、山火事をテーマに

した勉強会を開催してもらいたい。 

・防災と観光のあり方について 

・防災マップの確認（冬の避難経路） 

・地域防災訓練の内容 

・地域別の災害への心構えについて 

・１年に１回は、行政区で防災訓練の実施。 
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アンケート結果について 
〇内容については主なものを掲載し

ました。 
 

＜アンケート内容＞ 

・住民、職業 

・性別 ・年齢 ・地域 

・基調講演について 

・ワークショプについて 

・特別講演について  

・避難所の認知 

・家族や友人に話したい  

・防災への取り組み 

・今後の勉強会への参加  

項目 回答数

よく分かる 19

すこし分かる 5

まあまあ 2

あまり分からない 2

ほとんど分からない 3

無回答 4

項目 回答数

あった 25

すこしあった 4

まあまあ 1

あまりなかった 0

無回答 6

項目 回答数

ぜひ参加したい 30

どちらともいえない 0

あまり参加したくない 0

無回答 5

項目 人数

20歳未満 0

20歳代 1

30歳代 3

40歳代 7

50歳代 3

60歳代 8

70歳代 11

80歳以上 2

回答者 

 

＜「防災への取り組み」意見等＞ 

・避難所の場所・経路の確認を行う。 

・防災グッズを準備したい。 

・家族を含め、自分の身は自分で守る。 

・近隣の方との避難声掛けの大切さ。 

・地域での防災体制のあり方。 

・災害時の対応について家族で話し合いを行う。 

・職場でも防災について話し合いを行う。 

・地域での過去の災害について調べる。 

・行政、福祉、消防、警察間での情報共有。 

項目 回答数

思った 19

すこし思った 4

どちらともいえない 1

ない 0

無回答 7

◎第２部「ワークショップ」では、関心の高いテーマのグループに参加してもらいました。 

Ａ：台風・豪雨（土砂災害） から家族を守る 。  Ｂ：台風・豪雨（土砂災害） から地域を守る。    

Ｃ：火山（磐梯山） から家族を守る。         Ｄ：火山（磐梯山） から地域を守る。 

 災害・防災に対しての「不安を感じていること」、「よくわからないこと」、「誰が」、「誰と」などを、ふせん紙に各自書き出してい

き、みんなで考えた意見をグループでまとめて発表しました。（内容は次のページ） 

 

 

 

令和２年２月１４日 

北塩原村 住民課生活班 

電話 0241-23-3113 
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基調講演  

火山・地震・水害等の自然災害前の準備や発生後の対応策について 

ワークショップ（参加型研修会）  

自らの命を守るには。地域で出来ることは何か。 

 

 

第２部 

発表内容 
 

〇主なもの 

「防災への準備（発生前）」：防災マップの確認、過去の災害や考えられるリ

スクの把握について話し合う。 

「災害発生時」：情報収集、連絡確認、避難のタイミングが重要。 

「災害発生後」：防災への行動 

（自分の目で安全・危険箇所の把握をする） 

＊「災害への知識を持つ」（気象情報の理解・夜間の避難を避ける） 

⇒「家族間で話し合う」（家族の意識統一） 

＊避難所の確認、災害備品の確保 

特別講演  

磐梯山の火山防災について 
第１部 第３部 

Ａグループ 【台風・豪雨】家族を守る Ｂグループ 【台風・豪雨】地域を守る 

Ｃグループ 【火山】家族を守る     Ｄグループ 【火山】地域を守る 

～非常食・非常用持ち出しバック～ 

グループ発表 

グループ 

Ａ 

 

【台風・豪雨】家族を守る  

「災害に対する日頃の備え」については、家具の置き方、食料・飲料の備蓄、非常用バック、安否確認方法、避難場所・避難

経路の確認が重要であるとのお話しがありました。 

 「災害時に大切なこと」として、自己防衛「自らの命を守る（自己意識を高める）」が重要であり、また、近隣の方が互いに助け

合って地域を守ること・備えることの大切さを学びました。 

 講話の随所に防災グッズの紹介や使い方の実演と非常食の作り方や試食を行いました。 

＊食料や飲料などは、３日分を備えていれば、救援物資が届けられます。  

発表内容 
 

○主なもの 

「不安、よく分からないこと」 

・どれほどの降水量で危険なのか。 

・災害の種類、場所で避難経路や場所が変わってくる。 

・災害時各地区で誰に連絡すればいいのか。 

＊「地域の高齢者、子供（高齢者への連絡ルール作り）」、「ケースごとの

ハザードマップの作成」 

・各地区で誰が誰を見守るか決めておく。（１人暮らしの高齢者） 

・自主防災組織の立ち上げが必要。 

 

【火山】家族を守る  
【火山】地域を守る  

発表内容 
 

〇主なもの 

「不安分からない」 

・災害の内容不明 ・冬の場合、状態 ・夜中の行動は。 

・情報がほしい。 家族の所在。 

「一次避難はどうする。」 

・避難場所は何処。 ・状況の把握。 

・ご近所（隣同志）で。 ・避難のシュミレーション 

＊「年１回の避難訓練。」 

 行政区単位で実施。規模を想定してシュミレーションを毎年変える。 

発表内容 

 

〇主なもの 

「不安な事→１年後まで何が出来る？ 私たちにできる事」 

・逃げるタイミング（火山情報） 

・高齢者や身体の不自由な方をどう避難させるか。（地域で係を決める） 

・日頃より地区住民の情報を共有する。 

・災害用備蓄庫の整備。 

・観光客の方（外国の方を含む）の対応（連絡を誘導体制） 

＊ご近所での日頃より声かけ、気にかける関係 

年１回噴火を想定して訓練を行う。 

一時的に丈夫な建物（ホテル等）を避難所として開放してもらう。 

 ご参加ありがとうございました！ 

講師：磐梯山噴火記念館 佐藤館長 

講師：自衛隊福島地方協力本部 

    会津若松出張所 我妻所長 

 内容（例） 

・飲料水、食料品（缶詰・ビスケット・チョコ・カップ麺など） 

・貴重品（保険証・通帳・印鑑・現金など） 

・救急用品（絆創膏、包帯、消毒液、常備薬など） 

・懐中電灯、携帯ラジオ 

・衣類、下着、毛布、タオル、携帯トイレ 

・洗面用具、使い捨てカイロ、ティッシュ 

・防災ずきん・マスク・軍手・ヘルメット、携帯トイレ 

＊どのような物が必要となるか、家族等で話し合ってみましょう。 

第３部では、「磐梯山の火山防災について」の講演を開催しました。 

磐梯山を「知る。見る。学ぶ」ことの大切さと、火山のしくみなど火山

全般について説明がありました。 

①火山の仕組み、②磐梯山という火山、③噴火現象による災害、④

火山災害を軽減するために、⑤火山と人との共存についてのお話をい

ただきました。 

参加者からは、「積雪の多いときの影響は」、「裏磐梯の湖沼群の

津波は発生するのか」などの質問がありました。 

磐梯山の噴火に伴う防災意識や災害対応も重要な課題ですが、

再度、身近な活火山の磐梯山についての知識を高めることが大切と

思われます。 

＊噴石から頭を守ること。火山灰対策には、マスク・ゴーグルが有効

です。 

【台風・豪雨】地域を守る  

グループ 

Ｄ 

 

 

Ｂ 

Ｃ 

グループ 

グループ 

宝の山「磐梯山」とともに暮らしています。 

磐梯山の偉大さを知ることができました。 

近所の付き合いの大切さ 

過去の災害を学ぶ大切さ 

家族のコミュニケーション 

日頃から火山災害を話し合う 


