
災害はいつ起こるかわかりません。子育て世代にとっては、災害時の状況は対応に大きな影響を与えます。そ

こで、「もし子どもと離れている時に災害がおきたらどうしよう？！」をテーマに、講座のキックオフイベントを開

催しました。

ここでは、テーマに関する3つの話題提供とその後のワークショップについて紹介します。

１） 大阪北部地震の時の子どもの困難・親の困難
ここでは、「ぼうさいアクションプラン」作成の参考となるよう、大阪北部地震の時の地域活動者としての体験

談について紹介します。

《 2018年6月18日7時58分大阪北部地震発災 》

　～ 自宅 → 一時避難場所 → 町会災害対策本部設置 → 安否確認まで ～

大阪北部地震発生直後、身の安全を確保し、家族の安全を確認した後、小学校校区の地域防災リーダーの

隊長であると同時に町会長でもある私は、様子を見るために外に出ました。当然ですがマンションのエレベー

ターは停止し、5階のすべての連結部分のエキスパンションジョイントはすべてが外れ、壁のところどころに亀

裂が入っていました。自主防災組織のメンバーが一時避難場所に何名か集まって来たので、町会の災害対策本

部を立ち上げ、安否確認を指示して、ある程度軌道に乗ったところで災害時には避難所になる新東三国小学校

に向かいました。

1
私のぼうさいアクションプランニング講座

（ 2 ）もし子どもと離れている時に災害がおきたら
どうしよう？！
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《 2018年6月18日9時30分ごろ 》

～ 町会災害対策本部 → 災害時避難所 → 地域災害対策本部設置まで ～

小学校につくと、数名の地域役員（避難所直参メンバー）と数

名の避難者と区役所の直近参集者が来ていました。その区役所

職員さんと校長先生と地域役員で避難所を開設し、施設を立ち

入り禁止とし、避難者の受け入れを開始しました。

その傍らで、小学校は引き渡しによる下校を決断していまし

た。学校には数名の保護者の方が来ていました。連絡をもらった

からではなく、自主的に我が子を引き取りに来ているということ

で、その様子が拡散されて、続 と々保護者が集まってきていまし

た。地震発生から小学校は通学途中で被災した児童を体育館へ

誘導し、保護することと、安全が確認されていない状況での小学

校校内への立ち入りの禁止、避難者やけが人の対応でテレビの

報道も、市長のTwitter（大阪市内の小中学校は本日は休校とす

るという情報）も、見ることはできていませんでした。

保護者の方々は学校からのメールを待っている人、待たずに学

校に来ている人、さまざまでした。保護者の方々は口コミやママ

友のSNSで小学校に行くと子どもを連れて帰れるという情報が

伝わっていき続 と々小学校に集まっていました。

《 2018年6月18日11時30分ごろ 》

　～ 帰宅困難という保護者の困難 於災害時避難所 ～

数名の児童は保護者が迎えに来ることができず、取り残されていました。小学校には電車の中で閉じ込めら

れて身動きができないという連絡が多数入っていました。その児童達は体育館の壁際に膝を抱えてじっと座っ

ていました。気がまぎれるように、本などを先生が持ってきてくれましたが、読む余裕はないようでした。

12時30分、給食を食べさせるために児童は校長先生と一緒に安全が確認された校長室へ行くことになりま

した。若い先生方は保護者でもあります。お子さんは同じように小学校で待機状態でいるということでした。た

くさんの親子が離れ離れの状態で不安な時を過ごしているのだと思いました。

《 2018年6月18日12時30分ごろ 》

　～ 再び、まちなか、町会では ～

再び、町会の様子を見に行きました。幸いにも全員の無事が確認できていました。民生委員さんとも連絡を取

り合うことができ、大きな事件事故は起きていないことが確認できました。それでも、地域の人たちは親子だけ

で家にいるのは不安だということで、公共スペースや、マンションの集会室で集団で過ごしていました。あるマン

ション町会では、集会室を避難所として開放していることを知り、私のマンションでも、不安な人には集会室を

開放してくださいと管理組合に依頼しました。建物が何でもなくても、一人でいるのは不安だから大勢で居られ

るスペースが必要なのだということをこの時知りました。

《 2018年6月18日13時30分ごろ 》

　～ 再び、災害時避難所である小学校では ～

午前中に避難してきた人は一旦帰り、午後から家の中がぐちゃぐちゃだから避難所に居たいという家族が数

組避難してきました。保護者の方が電車の中に閉じ込められている児童はまだ校長室で待機していました。保

護者でもある教職員の先生方も同じく待機していました。

私たち地域役員は、学校の中の安全点検を行いました。4階部分は傷みがひどく、図書館、6年生の教室など

はしばらく使用できない状況でした。その他、壁にひびが入ったり、ガラスが割れたりしている箇所がいくつか

ありました。

また、地域の中では、他町会のマンションでは家庭内給湯器が破損したことによる床上浸水住戸が多数でて

いました。今後、避難所で避難生活をするのか否か、情報がなかなか入ってきませんでした。

《 2018年6月18日17時00分ごろ 》

　～ 再び、災害時避難所、閉所作業へ ～

17時00分、ようやく児童全員の引き渡しが終了しました。

18時00分床上浸水のマンションの方からも避難所に泊まるのではなく、親戚の家や、自宅の中で寝るという

連絡が入り、避難所を閉鎖するよう区役所から連絡が入りました。そして、傷んだ小学校、被災した児童も明日

からは平常通りの学校生活を開始することになりました。

その頃まだ、北区と淀川区を結ぶ橋、淀川区と豊中市を結ぶ橋を歩いて渡る帰宅困難者の長い列が続いて

いました。きっと、その先に大事な家族が待っているのだと思います。

《 2018年6月18日大阪北部地震発災後2週間ほどの間 》

　～ 通常生活に戻る世の中と戻れない不安を抱えた児童たちの困難 ～

発災時、エレベーターに閉じ込められた児童もたくさんいました。そのためか、地震の後、一人でエレベーター

に乗れない、学校に一人で行けないという児童がたくさんいました。また、放課後は一人でお留守番ができなく

なる児童もいました。保護者の方々もできる限り寄り添おうとされていましたが、できないケースも出てきはじめ

ました。
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《 2018年6月18日9時30分ごろ 》

～ 町会災害対策本部 → 災害時避難所 → 地域災害対策本部設置まで ～

小学校につくと、数名の地域役員（避難所直参メンバー）と数

名の避難者と区役所の直近参集者が来ていました。その区役所

職員さんと校長先生と地域役員で避難所を開設し、施設を立ち

入り禁止とし、避難者の受け入れを開始しました。

その傍らで、小学校は引き渡しによる下校を決断していまし

た。学校には数名の保護者の方が来ていました。連絡をもらった

からではなく、自主的に我が子を引き取りに来ているということ

で、その様子が拡散されて、続 と々保護者が集まってきていまし

た。地震発生から小学校は通学途中で被災した児童を体育館へ

誘導し、保護することと、安全が確認されていない状況での小学

校校内への立ち入りの禁止、避難者やけが人の対応でテレビの

報道も、市長のTwitter（大阪市内の小中学校は本日は休校とす

るという情報）も、見ることはできていませんでした。

保護者の方々は学校からのメールを待っている人、待たずに学

校に来ている人、さまざまでした。保護者の方々は口コミやママ

友のSNSで小学校に行くと子どもを連れて帰れるという情報が

伝わっていき続 と々小学校に集まっていました。

《 2018年6月18日11時30分ごろ 》

　～ 帰宅困難という保護者の困難 於災害時避難所 ～

数名の児童は保護者が迎えに来ることができず、取り残されていました。小学校には電車の中で閉じ込めら

れて身動きができないという連絡が多数入っていました。その児童達は体育館の壁際に膝を抱えてじっと座っ

ていました。気がまぎれるように、本などを先生が持ってきてくれましたが、読む余裕はないようでした。

12時30分、給食を食べさせるために児童は校長先生と一緒に安全が確認された校長室へ行くことになりま

した。若い先生方は保護者でもあります。お子さんは同じように小学校で待機状態でいるということでした。た

くさんの親子が離れ離れの状態で不安な時を過ごしているのだと思いました。

《 2018年6月18日12時30分ごろ 》

　～ 再び、まちなか、町会では ～

再び、町会の様子を見に行きました。幸いにも全員の無事が確認できていました。民生委員さんとも連絡を取

り合うことができ、大きな事件事故は起きていないことが確認できました。それでも、地域の人たちは親子だけ

で家にいるのは不安だということで、公共スペースや、マンションの集会室で集団で過ごしていました。あるマン

ション町会では、集会室を避難所として開放していることを知り、私のマンションでも、不安な人には集会室を

開放してくださいと管理組合に依頼しました。建物が何でもなくても、一人でいるのは不安だから大勢で居られ

るスペースが必要なのだということをこの時知りました。

《 2018年6月18日13時30分ごろ 》

　～ 再び、災害時避難所である小学校では ～

午前中に避難してきた人は一旦帰り、午後から家の中がぐちゃぐちゃだから避難所に居たいという家族が数

組避難してきました。保護者の方が電車の中に閉じ込められている児童はまだ校長室で待機していました。保

護者でもある教職員の先生方も同じく待機していました。

私たち地域役員は、学校の中の安全点検を行いました。4階部分は傷みがひどく、図書館、6年生の教室など

はしばらく使用できない状況でした。その他、壁にひびが入ったり、ガラスが割れたりしている箇所がいくつか

ありました。

また、地域の中では、他町会のマンションでは家庭内給湯器が破損したことによる床上浸水住戸が多数でて

いました。今後、避難所で避難生活をするのか否か、情報がなかなか入ってきませんでした。

《 2018年6月18日17時00分ごろ 》

　～ 再び、災害時避難所、閉所作業へ ～

17時00分、ようやく児童全員の引き渡しが終了しました。

18時00分床上浸水のマンションの方からも避難所に泊まるのではなく、親戚の家や、自宅の中で寝るという

連絡が入り、避難所を閉鎖するよう区役所から連絡が入りました。そして、傷んだ小学校、被災した児童も明日

からは平常通りの学校生活を開始することになりました。

その頃まだ、北区と淀川区を結ぶ橋、淀川区と豊中市を結ぶ橋を歩いて渡る帰宅困難者の長い列が続いて

いました。きっと、その先に大事な家族が待っているのだと思います。

《 2018年6月18日大阪北部地震発災後2週間ほどの間 》

　～ 通常生活に戻る世の中と戻れない不安を抱えた児童たちの困難 ～

発災時、エレベーターに閉じ込められた児童もたくさんいました。そのためか、地震の後、一人でエレベーター

に乗れない、学校に一人で行けないという児童がたくさんいました。また、放課後は一人でお留守番ができなく

なる児童もいました。保護者の方々もできる限り寄り添おうとされていましたが、できないケースも出てきはじめ

ました。
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《 2018年6月18日大阪北部地震発災後3ヶ月が経過した頃 》

　～ 大阪北部地震での経験を活かした訓練を企画しよう ～

私たち地域と小学校は1ヶ月後に防災訓練を控えていました。大阪北部地震以降、私たちは発災時できな

かったことをできるようにするための訓練計画を立てていました。私たち地域は安否確認訓練、小学校は引き

渡し訓練の精度を高めることを目指すことになりました。

小学校の引き渡し訓練では、保護者が帰宅困難に陥り、戻れなくなった時には『地域保護者』を数名選んで

おいて、名簿を提出してもらうなどの案がでて、地域も協力することになりました。

《 大阪北部地震の時の子どもの困難・親の困難の教訓を活かして 》

　～ 地域保護者は見つかるのか ～

地域保護者はなかなか良いアイデアではありましたが、そう簡単にマッチングが進むわけではありません。地

域保護者を最も必要としているのは、親戚が近くにいなかったり、ひとり親家庭だったり、フルタイム勤務の保

護者の方々です。その方々はなかなか地域活動に参加する機会も少なく、PTA活動にも消極的であるがため

に周りに気やすく助けてを言えないケースが多いのです。どんなに周囲の支援者が助けてを言っていいよ、と

言っても言えるものではありません。では、どうするか？

こどもが地域の大人たちに助けてを発信できるような地域づくりをしていくことが必要なのだということが

私たちの出した結論でした。

　～ 児童から助けてと言ってもらえる大人をめざして ～

私たちの防災訓練では、まず町会の大人と子どもが「よろしくお願いします」と挨拶をして、顔を覚えることを

目的とした対面式からスタートします。いざという時、助けてが言い合えるような関係性を持ち続けていきたい

という思いがあるからです。

《 まとめとして 》

　～ あなたがお子さんと離れた場所で災害がおきたら、どうしますか？ ～

家族と離れていても、いなくても、まずは自分のいのちを守ってください。それは、大事な家族（子ども）を守

ることにつながります。そして、離れていても、必ず大事な家族（子ども）も必ず生きていると信じられるよう、で

きることのすべてをしておくために『私のぼうさいアクションプラン』を今、考えていただく意義を伝えました。
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当日資料
https://drive.google.com/file/d/1SiSetwjQDUnY9I36xlR9DFCEgWeu

MkWm/view?usp=sharing
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2 ） ITを活用して地域の人たちをつなぐ
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Code for IKOMAの立ち上げ

ITを活用して地域課題の解決や、

地域の魅力発信に取り組む市民団体。

楽しく日常から繋がることを大事に

している。

テーマ

・ 「あなたがお子さんと離れた場所にいる時に災害が起きたらどうしますか？」

・ ITを活用すると何ができるでしょう？

重要

・ ITは有用ですが、大事なのは「人のつながり」です。

・ ITはあくまでツールなので、つながりの中で地域や家族に合ったものを選びましょう。

ITでも災害時にはコミュニティが重要

地域の情報の活用・普段からの繋がりはいざという時にも役立つはず。

ご近所さん、市民活動をしている人たちと繋がっていってください。



CODE for IKOMAで現在進行中のプロジェクト

5374.jp 生駒市版 （2014.1～）

生駒市のゴミ出しの日がすぐわかる

Code for Kanazawaで生まれた5374アプリの生駒市版で

す。あなたの地域で、いつ、どのゴミが回収されるのか、簡単

に知る事ができます。

いこま保育園マップ （2015.3～）

生駒市の保育園・幼稚園の場所がすぐわかる

こどもを「どこに」預ければいいんだろう？

特に引っ越してきたばかりで土地勘のない方は苦労して探

さなければなりません。

お父さんやお母さんの負担を少しでも軽くしたい。

そんな想いからCode for で生まれた「さっぽろ保育園

マップ」の生駒市版です。あなたの地域の保育園・幼稚園・

小学校・中学校の場所を簡単に知ることができます。

IKOMA Civic Tech Award 2016

地域の課題解決・魅力発信アプリやアイデアのコンテスト

主催：生駒市　企画・運営：Code for IKOMA

4919 for Ikoma （2017.9～）

給食メニューとアレルゲン情報がすぐに分かる

推奨データセットとして、給食の献立メニューも整備中！
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designed by Code for Kanazawa
customized by CODE for IKOMA
http://ikoma.5374.jp/

designed by Code for Sapporo
customized by CODE for IKOMA
http://papamama.code4ikoma.org/
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地域で活用できるアプリは何だろう
情報を受け取るために何を使うか、自分に使いやすいものを選んでみましょう。

大阪市公式LINEアカウント

①大阪市では、LINE株式会社等と

の連携により、LINEによる情報発

信を強化。友達追加画面から

「@osakacity」を検索！

②緊急時に、市災害対策本部より情

報が届く。平常時向けに、市政情

報やイベント情報等を発信。

大阪市公式防災アプリ

防災情報のpush通知を受け取ることが可能。App StoreまたはGoogle Playにて「大阪市防災アプリ」を検索。

Yahoo！防災速報

設定した地域について、スマートフォンへ

のpush通知だけではなく、PCやガラケーへ

のメールでのお知らせにも対応。

Yahoo！防災速報　https://emg.yahoo.co.jp/
※大阪市からの緊急通報は未対応
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避難計画の作成を支援
・画面に沿って入力すれば「避難計画」の
作成ができます。

・災害時に現在地や避難先をメールで連
絡できます。

防災情報の受信
・現在位置と設定した地域に応じて、
防災情報をpush通知で受け取るこ
とが可能。

・受信する情報の種類も選択可能。

情報収集を支援
・災害、防災に関する情報が収集でき
ます。

・避難方法や避難時の注意点等、災害
時に役立つ情報を掲載しています。

災害時の避難を支援
・現在地付近の避難施設の位置と
ルート検索。。

・「浸水想定図」を重ねて表示し、安全
な避難施設を確認できます。

・事前に地図を端末にダウンロード可
能。オフライン時にも使えます。

声が出せない緊急時に利用
・マナーモードにしていても端末の最
大音量で「ふえ」を鳴らすことができ
ます。

・防犯ブザーとしても利用できます。

① ②



特務機関NERV 防災アプリ

様々な防災情報を一つのアプリで受信可能。

天気や台風の予報、雨雲レーダー、地震・津波・噴火速報、特別警報、土砂災害、河川、大雨危険度通知、Jア

ラートやダム放流通知。
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NERV防災アプリWEBサイト https://nerv.app/

◀ 空欄を埋めると各地で使えます！
https://www.code4ikoma.org/?p=389

防災Twitter活用 （2018.9～）

・ 災害時、Twitterで地域の情報を共有しよう、と啓発活動。

・ 「#生駒市災害」を広める活動。

・ 生駒駅前の防災マルシェに参加。

・ 啓発チラシをオープンデータ化。

地域で情報を共有する仕組みの紹介
コストを下げて情報を得るために、市民参加型の

取り組みが大切になってきています。

地域内での助け合いに、ITがどのように使えるか

考えてみてください。

私のぼうさいアクションプランニング講座



地域で子どもを見守るサービス「otta」

３ ） 災害訓練ARアプリ「CERD-AR」の活用を通じた地域防災
リアルな体験を可能にする災害訓練ARアプリ「CERD-AR」

【仮想災害】 防災訓練・まち歩きに臨場感を与える機能。

【拡張現実】 専門家でない人に、専門的な地理情報を分かりやすく可視化。

【応用性】 データを入れ替えることで、様々な地域へ

の展開が可能。

オープンライセンスのため、アプリを様々

な用途にカスタマイズ可能。

16

災害を身近に感じられない子ども達向け。

リアルな体験、ゲーム感覚で楽しく学ぶ。

検知ポイントまたは、見守り隊として登録している人と
すれ違った時に位置を記録

親御さんは、スマホかPCから位置を確認
※スマホ通知・メール通知も可能

otta WEBサイト https://www.otta.me/
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アプリの実験的活用事例 その1

　堺市立御池台小学校の児童を対象とした体験学習

平成28年12月6日（火）に、堺市御池台地域を対象とした災害訓練において、御池台小学校の5年生（約90

名）向け体験学習支援ツールとしてARアプリを活用した。

みんなで作った地域のデータを活用

①アプリの中で活用するデータとして地域で作成された

「防災マップ」の情報を活用。

②そのほか、地域の方 と々の対話で得られた情報（例え

ば、地域で過去に起こった災害や、不安に感じている

箇所など）をもとに、体験学習向けのシナリオやアプリ

で使用するデータを準備。

行政が公開しているものより詳しい情報が集められてい

る地域の防災マップ。

ARアプリを用いて解説している様子 AR表示した土砂くずれ

平成29年1月14日放送 J:COMチャンネル（堺シティレポ）

地域と考えた訓練マップ

私のぼうさいアクションプランニング講座



18

オープンなライセンスで公開する利点

外部団体との協働・共創（地図データ作成での協力）。

アプリの実験的活用事例 その2

　大阪市東住吉区での防災まち歩き （平成30年6月3日）

大阪市東住吉区を対象とした防災まち歩きにおいてARアプリを活用した。まち歩きの中では、地域で起こり

得る災害（火災、浸水、土砂崩れ、家屋倒壊）を仮想的に発災させ、現場にて災害リスクを確認した。

また、まち歩き後のワークショップ（住民を含む参加者との議論の場）にて、議論の話題として活用した。

オープンストリートマップでの堺市御池台地域

マッピング作業前 マッピング作業後
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アプリの実験的活用事例 その3

　関西国際空港での地震津波防災訓練 （平成29年11月8日）

南海トラフ巨大地震により大阪府に大津波警報が発表された場合を想定して、約180名の空港スタッフを対

象に（3班に分け）実施した地震津波防災訓練の中で、ARアプリを活用した。

それぞれの班は、関西エアポート株式会社の職員が引率し、空港内の防災関連施設や災害時の対応など

を、解説しながら避難をおこなった。

私のぼうさいアクションプランニング講座
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地域の防災減災力向上のきっかけに。

アプリやデータ作成・活用を通じて

すべての問題を解決するアプリ・システムは存在しない

　→ 地域に適した仕組みを地域で考えることが重要

・ 地域の問題・生活情報（見守り、交通、危険箇所など）を共有する。

・ 日常生活（町おこし、教育、子育て、ゲームなど）に役立てる。

・ ICTに強い若い世代と、まちに詳しい高齢者をつなぐ。

・ 地域に楽しく関わる。

４ ） みんなで共有！不安なこと、知りたいこと、やってみたいこと
3つの話題提供については、スタジオポコの吉田友子さんによるグラフィックレコーディングが行われていまし

た。それを確認しながら、参加者が「不安なこと」、「知りたいこと」、「やってみたいこと」をそれぞれ出し合い、

意見交換をするワークショップを開催しました。

ワークショップについてもグラフィックレコーディングがあり、最後には吉田友子さんによる振り返りで、全体

の内容を共有することができました。
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私のぼうさいアクションプランニング講座




