
第３回 社会教育委員会議 次第 

日 時： 令和２年１月31日（ 金） 10時から 

場 所： 札幌市教育委員会４階 教育委員会会議室 

１  サッポロサタデースクール令和元年度実施状況及び令和２年度実施方針案について 

（ 協議事項）  

２  今期の協議テーマ「 地域課題に対応する社会教育～災害に向き合う地域づく りを例

に」 について（ 協議事項）  

【 配布資料】  

 ・ 令和元年度サッポロサタデースクール事業実施報告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料１ 

  ・ サタデースクール通信・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料１別紙１ 

 ・ 令和２年度サッポロサタデースクール事業実施方針（ 案）・ ・ ・ ・ ・  資料２ 

  ・ 令和２年度サッポロサタデースクール事業実施に係る意向調査・ ・ 資料２別紙１ 

  ・ 中学校区エリアにおける地域と連携した取組・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料２別紙２ 

 ・ 札幌市における防災教育と地域活動について・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料３ 

 ・ 活動事例まとめ一覧（ 東日本版）  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料４－１ 

 ・ 活動事例まとめ一覧（ 宮城県版）  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料４－２ 

― ―   ・ 災害時における外国人対応について 札幌市と仙台市の例 ・ ・ ・ 資料５－１ 

 ・ 外国人を対象とした防災対策（ 国内他都市事例）  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料５－２ 

（ 参考資料）  

・ 札幌市小中学校向け防災教材（ 私たちにできる地震の備え、私たちにできる自然災

害の備え、自然災害から身を守るために）  

 ・ りぷるさっぽろ（ 特集： 札幌×女性×震災）  
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令和２年（ 2020年） １月31日 

第３回社会教育委員会議 資料１

令和元年度サッポロサタデースクール事業実施報告

１ 実施状況

 (1)  実施数 

  47校41運営協議会（ 小学校36校・ 中学校10校・ 特別支援学校1校）  

(2)  活動プログラム数（ 年度当初計画）  

   合計291回（ 小学校221回・ 中学校61回・ 特別支援学校9回）、平均7. 1回 

２  コーディネーター等運営者への活動支援

(1) 研修会の実施【 継続】  

ア 第１回 

日時等： ６月11日（ 火） 9： 30～11： 30 ＳＴ Ｖ北２条ビル６階ＡＢ会議室 

参加者： 20校26人（ コーディネーター等15人、教職員11人）  

内 容：【 第１部】 講義 

講 師 全国体験活動ボランティア活動推進センターコーディネーター興梠氏

 テーマ「 地域学校協働活動の意義とコーディネーターの役割について」 

【 第２部】 グループトーク 

テーマ「 壁を克服するためにできることについて」 意見や情報を交換  

し、グループ発表で全体情報共有 

  イ 第２回 

① 12日時等： 月26日（ 木） 10： 00～12： 00 新琴似北小学校（ 教室）  

     ②  1月15日（ 水） 13： 00～15： 00 元町小学校（ 会議室）  
参加者： 計13校18人（ コーディネーター等９人、教職員９人）  

内 容：【 第１部】 プログラム視察 

     ① 新琴似北小学校「 算数道場」  
     ② 元町小学校  「 ダンス教室・ 英会話教室」  

【 第２部】 グループトーク 

      ① ②、 ともに、テーマ「 おすすめのプログラムについて」 意見・ 情報   

を交換 

 (2)  市教委職員の派遣【 継続】  

ア 運営協議会への参加（ １校）  

運営協議会の場において、本事業の意義やコーディネーターの必要性等につい

て説明し、本事業への理解を深める場を設けることでコーディネーターの意欲喚

※起を図った（ 新規１校 他新規３校日程合わず）。  

イ 実施プログラムの視察（ 12校）  

新規実施校を中心に、市教委職員が視察し、運営状況を聞き取り、コーディネ

ーターなど運営者の活動の支援となる助言を行った。  

(3)  統括コーディネーターの派遣【 継続】  

コーディネーターの確保・ 人材育成や教職員の負担軽減を図るために、市民活動

団体「 地球が教室北海道」 で活動している人材を統括コーディネーターとして２校

（ 新琴似北小・ みなみの杜高等支援学校） へ派遣し、コーディネーター業務に係る



指導・ 助言、人材確保・ 育成を行った。  

また、４校（ 伏古小、ひばりが丘小、琴似中央小、定山渓中） の運営状況の聞取

りにあたり、統括コーディネーターも同席し、提案や助言を行った。  

３  情報発信の充実

(1) 「 サタデースクール通信」 の発行【 継続】  

実施校での企画や運営の参考のほか、未実施校への普及啓発として、各校の実施

プログラムなどを掲載した広報物を全小中学校へ配布した（ 年２～３回発行予定）。 

(2)  令和元年度実施プログラム一覧【 継続】  

  通年で実施したプログラムについては、すべてのプログラムを実施後、札幌市公

式ホームページに掲載予定。  

４  アンケートの実施

  事業の充実を図るため、運営状況や課題等について、実施校へアンケートを実施予

定。 

(1)  事業の成果について 

(2)  運営上の課題について 



■ 令和元年度第1 回研修会を開催しました！（ ６月１１日）
この研修会は、コーディネーターや運営協議会メンバーの方々 を対象に、実践事例の紹介や実施校間

の情報交換の機会を設け、情報共有を図ることを目的として実施しています。  

201９年 ８月29 日 発行 

サッポロサタデースクール事業は、文部科学省が全国的に推進し

ている地域学校協働活動の一環として、実施しています。 

事業のプログラム実施を通して、地域と学校との連携・協働の仕

組みを整え、地域全体で子どもを育む環境づく りを進める一手法と

してご活用ください。

教育委員会 生涯学習推進課 

令和元年度 第 １  号 

《  教育委員会から 》  

第2 回研修会は、冬の長期休業中に開催を予定しておりますので、準備ができ次第、お知らせします。 

また、9 月に次年度に向けた意向調査を予定しておりますので、ご協力の程お願いいたします。  

《 研修概要》

・ 講師 
全国体験活動ボランティア活動推進センター 

こうろき  ひろし

コーディネーター 興梠 寛 氏 
  （ 昭和女子大学総合教育センター特任教授）  

・ 講義 
「 子どもを育む『 縁』 を結ぶ」  
 ～地域における学校との連携・ 協働活動の意義
とコーディネーターの役割について～ 

・ グループトーク 
“ ”「 コーディネートの 壁 を克服するためにで

きること」  

・ 参加者数 
  20 校 26 名 

講師からは、コーディネーターが地域と学校を

つなぐ役割を担い、社会全体で子どもを育むこと

の大切さや、これからの社会を創り出していく子

どもたちには、社会的自我の形成や多彩な経験の

機会を提供する必要があるなどの講話がありまし

た。 

グループトークでは、運営面で困っていること

① ②を「 壁」 に例え、 ボランティアの壁、 プログ

③ ④ラムの壁、 コーディネートの壁、 マネジメン

トの壁という４テーマについて、意見交換を行い

ました。話し合われた中で、大学生やおやじの会

などから手伝いを募集する、コーディネーターを

複数体制にする、運営面への参加拡大を図るなど

運営の参考となる提案がされていました。  



■ 「 算数道場」（ 12 月27 日、新琴似北小学校サタデースクール事業運営協議会）
○大学院生が講師を、保護者が

付けを担当し、子ども自身のレベ

ルに合わせた算数の学習支援を

実施。 

学習後は頭の体操クイズやし

っぽとりゲームが用意され、飽き

のない、楽しい企画となっていま

した。  

■ 「 アダプテッドスポーツ」（ 1 月10 日、西園小学校サタデースクール実行委員会）
 障がいを持つ方でも、子どもで

も高齢の方でも、誰もがスポーツ

を楽しめるように、ルールや道具

を工夫して行う「 アダプテッドス

ポーツ」。ボッチャ、車イスバス

ケ、ブラインドサッカーなどの6

種目を体験しました。  

■ 「 初歩のスキー講習会」（ 1 月18 日、福住小学校地域連携協議会）
 3 学期から始まるスキー学習

に備えて、基礎的な内容を学ぶ

スキー教室を実施。 

子どもの能力に応じてグルー

プを分け、装着したままの起き

上がり、スキーでの歩行、斜面で

の登り方・曲がり方・止まり方な

どを練習しました。  

■ 「 いのちの授業」（ 1 月26 日、新琴似北小学校サタデースクール事業運営協議会）
自分のいのちがどこから繋がっ

てきたのかを考える「 いのちの授

業」 を実施。絵本や映像を使った

わかりやすい講話で、多くの先祖

から今の自分に繋がっていること

を気付かされ、いのちの繋がりと

大切さを学ぶ機会となりました。  

《 事例紹介 》

昨年度冬以降に視察させていただいたプログラムをご紹介します。参加した子どもたちの楽

しそうな表情や真剣な表情などからも、充実した時間となっている様子がうかがえました。  



■ 「 スキー教室」（ 2 月2 日、新陵東小学校サタデースクール運営協議会）
初めてスキーに親しむ低学年

向けに、スキー教室を実施。 

スキー靴の正しい履き方やス

トックの持ち方など丁寧な指導

を受け、スキー靴に慣れるための

歩行、スキーでの歩行やプルーク

ボーゲン等を練習しました。

■ 「 冬のつどい（ 雪中運動会）」（ 2 月9 日、幌北小学校サタデースクール運営協議会）

 町内会とネオロス（ 学生と地域

で考えるまちづく り会）の協力の

もと、パン食い競争や雪中リレー

など雪上の運動競技を実施。 

 競技後は、キャンドルホルダー

作りを行い、夕暮れの校舎前にて

キャンドルを灯し、鑑賞しまし

た。 

■ 「 チャレンジ書道」（ 3 月10 日、定山渓中学校サッポロサタデースクール運営協議会）

 墨を用いた造形芸術「 墨象」体

験を実施。 

 普通の筆と異なる、大きな筆の

重量、持ち方、運び方などを体感

し、個性あふれる書表現で、書芸

術への知識を深めました。  

■ 「 交通安全教室」（ ６月16 日、北都小学校地域連携協議会）

北都なかよし子ども会及び同

会ジュニアリーダーが中心とな

って、自転車による交通事故を起

こさないための交通安全教室を

実施。 

仮設交差点での実技体験、自転

車の乗り間違い探し、交通標識確

○認、交通安全 ×クイズを通し

て、体感的に交通ルールを身につけ、安全に対しての意識を高めました。  



■ 「 プログラミング体験」（ ６月30 日、五天山サタデースクール運営協議会）
（ 株） シェアデザインを講師に

招き、ピンポン玉のような形のロ

ボット 「 オゾボット」 を用いて、

プログラミング的思考を学ぶ教室

を実施。 

動く指令は色（ カラーコード）

で行う仕組みとなっており、パソ

コンやタブレットは用いず、紙と

色ペンを使って、どう動かしたいか、思い描いたとおり動くかなど、思考力を培いました。  

■ 「 工作教室」（ 7 月20 日、発寒南小学校地域連携協議会）
使わなくなった木片から、えん

ぴつホルダーを作成する工作教

室を開催。 

一般的に廃棄される木片を活

用し、ヤスリがけ、ペインティン

グをし、子どもの個性豊かなホル

ダーができあがりました。作成を

通して、物を大事にする心も培

い、夏休み自由研究のアドバイスも兼ねられていました。  

《  もし、ケガしたら？ 》  

怪我をしないことが第一ですが、プログラム実施に伴い、万一、怪我や事故などに遭ってしまっ

た場合、どうなるのか。お問合せを多くいただく 「 保険」 について、ご説明いたします。  

 プログラム参加者、講師、コーディネーター、運営スタッフの方を対象として、傷害保険と生産

物賠償責任保険に加入しています。  

傷 害 保 険 生産物賠償責任保険

補償内容 
プログラム実施中及び自宅と活動場所の往

復中の事故 

事業における料理教室等で提供・ 販売する

食品（ 生産物） に起因して生じた対人事故 

保険金額 

（ 支払限度額）

・ 入院日額  3 ,000 円（ 180 日限度）  

・ 通院日額  2 ,000 円（ 90 日限度）  

・ 死亡、後遺障害 2 ,000 千円 

※ 1 名あたりの額 

・ 保険期間  100 ,000 千円 

・ １事故   100 ,000 千円 

・ １名    100 ,000 千円 

備 考 
寄り道した場合は対象外 

宿泊を伴う場合は担当課へ要連絡 

教育委員会で加入している保険のほかに、札幌市ＰＴ Ａ共済会の保険対象となる場合がありますの

で、ご確認ください。  



令和２年度サッポロサタデースクール事業実施方針（ 案）

１ 実施校の拡大 

  地域と学校の連携の仕組みを整えること等を目的とした本事業の取組を広げるため、

今後も実施校を拡大していく 。  

(1)  令和２年度実施予定校 

   43校39運営協議会（ 小学校33校、中学校９校、特別支援１校）  

  目標57校（ 札幌市まちづく り戦略ビジョン・ アクションプラン2019）  

※ AP2019における事業目標は、多様な学びや経験の場に参加する子どもの数を増
やすこととしている。（ AP最終年度2022目標値29, 820人）  

＜参考： 目標校及び実施校の推移＞ 

年度 目標校数 実施校数
（  内  訳 ）

運営協議会数 子どもの参加者数
小学校 中学校 特別支援

H26（ 2014） - 3 3 - - 3 2, 874 

H27（ 2015） 10 14 11 3 - 14 6, 917 

H28（ 2016） 20 24 19 5 - 24 10, 239 

H29（ 2017） 25 30 23 7 - 27 12, 763 

H30（ 2018） 35 43 33 10 - 39 16, 380 

R 1（ 2019） 45 47 36 10 1 41 17, 220 

R 2（ 2020） 57 43 33 9 1 39 21, 420 

    ※ H29年度から中学校区内の小、中学校が連携して運営協議会を設置する事例がある
ことから学校数と運営協議会数に差が生じている。現在、連携校は３運営協議会。 

  ※ R1年度以降の子どもの参加者数は、当該年度の目標値を表す 
 (2)  課題と今後の方向性 

  ・ 地域全体で子どもを育むという事業成果は出てきているが、運営の中心になるコ

ーディネーターの成り手不足や事業に関わる教職員の負担が依然として課題。  

  ・ 札幌市まちづく り戦略ビジョン「 アクションプラン2019」 において、2022年度ま

でに現在の47校から、毎年10校ずつの拡大を目標としている。  

  ・ この取組を全市的に拡大するにあたり、まずは中学校区（ 97） を視点におき、校

区内で少なく とも１校（ 小学校or 中学校） の実施を目指していく 。  

２  実施校拡大に向けた取組 

(1) 市教委による個別訪問の実施【 新規】  

     令和元年度９月実施の意向調査に併せて実施した「 地域と連携している取組に関

する調査」 の回答内容に基づき、令和２年度意向調査前に、個別訪問を行い、実施

に向けた働きかけを行っていく 。  

 (2)  年度途中からの実施【 新規】  

    サタデースクール実施に向けた運営体制が整った場合、これまでは翌年度からの

実施としていたが、当該年度途中から事業実施できるよう対応していく 。  

令和２年（ 2020年） 1月31日
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(3)  各校ＰＴ Ａに対するＰＲ【 新規】  

    地域と学校をつなぐ役割を担っているＰＴ Ａに対して、事業に対する認知度を向

上させるため、区Ｐ連総会などにおいてＰＲチラシを配布するなど周知を図る。  

３  コーディネーター等運営者への活動支援 

  本事業の要であるコーディネーター及び運営者の資質向上、運営の負担軽減を図る

ため、以下の取組を行う。  

(1)  研修の実施【 継続】  

ア  対象 運営者（ コーディネーター、協議会メンバー、教職員等）  

イ 内容（ 予定）  

○ １回目（ R２年11月）  
実施校における実践事例発表、グループ協議・ 情報交換 

   ○ ２回目（ R３年１月）  
    新規校向けの事業概要説明会（ 事例紹介、委託料の取扱いなど）  

 (2)  市教委職員の派遣【 継続】  

新規実施校を中心に、市教委職員が視察し、運営状況を聞き取り、コーディネー

ターなど運営者の活動の支援となる助言をする。  

(3)  統括コーディネーター派遣【 継続】  

コーディネーターの人材確保・ 育成や教職員の負担軽減を目的とし、ＮＰＯ等市

民活動団体で活動している人材の派遣を継続実施する。また、現在派遣している市

民活動団体（ 地球が教室北海道）に加え、新たな団体を発掘し、協力を得ることで、

派遣人材を増加させる。  

ア 支援内容 

   コーディネーター業務に係る指導・ 助言等 

イ 派遣先の運営協議会数 

 ４～５団体 

※参考： 派遣先状況 
平成30年度： 新琴似北小、西園小（ スポット ）【 試行】  

 令和元年度 ： 新琴似北小、みなみの杜高等支援学校 

 令和２年度 ： 新琴似北小、みなみの杜高等支援学校 

       （ 新規） 伏古小、琴似中央小、ひばりが丘小 

４  普及啓発のための情報発信

(1) 「 サタデースクール通信」 の発行【 継続】  

  各実施校に対してプログラム企画や運営の参考情報の提供や、未実施校に対して

事業の普及啓発を図るため、取組内容や様子などを掲載した広報物「 サタデースク

ール通信」 等を引き続き発行し、情報提供を図る。  

(2)  実施プログラム一覧【 継続】  

  通年で実施したプログラムについて、企画の参考となるよう、すべてのプログラ

ムを実施後、札幌市公式ホームページに引き続き掲載する。  



令和２年度サッポロサタデースクール事業実施に係る意向調査まとめ 

（ 令和元年９月調査）  

調査対象校  ２９６（ 全小学校199、全中学校96、みなみの杜高等支援学校1）  

調査票回収数 ２９０（ 複数校で実施する場合、代表校のみの回答のため対象数と一致しない）  

※福移小中学校は小学校として集計 
※分校（ 小２校、中２校）、開成中等教育学校は調査対象外 

○次年度実施について 
△ 1希望する   ４６校（ 40協議会）（ R1と比較して ）  

希望しない ２５０校 

○希望しない学校（ 250校） の実施できない理由（ ※複数理由可のため、計は250とならない）  

「 その他」 の主な記載事項 

元々 地域の活動が活発 教育課程見直し優先 バス通学児童が多い 

地域行事に参加している 部活動で、場所確保困難  
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中学校区エリアにおける地域と連携した取組 

○中学校区（ 97） エリアにおける地域と連携した取組状況 
⑴  事業実施校区48： 校区内でサッポロサタデースクール事業の実施があるエリア 

 ⑵  取組ある校区44： 校区内でサッポロサタデースクール事業は実施していないが、既に地域と
の取組があるエリア 

 ⑶  ⑴ ⑵取組ない校区5： 、 に該当せず、地域との取組がないエリア 

○地域と連携している取組例 
〈 小学校〉  

運動会（ 秋冬）  地域祭り（ 夏秋冬）・ 文化祭 雪まつり・ アイスキャンドル 

音楽演奏会 スポーツ大会 昔遊び交流会 

もちつき 防災・ 避難所体験 書初め教室 

学習支援 自転車安全教室 フロアカーリング体験 

星空観察会 職業体験 地域文化遺産見学 

〈 中学校〉  

運動会（ 秋冬）  地域祭り（ 夏秋冬）・ 文化祭 音楽演奏会 

地域祭りボランティア参加 清掃・ 雪かきボランティア参加 社会福祉施設ボランティア参加

スポーツ大会 職業体験 茶道教室 

・ 活動主体 

町内会・ 連合町内会 青少年育成委員 青少年健全育成推進会 

PTA・ おやじの会 まちづく り協議会 社会福祉協議会 

商店街 民生委員児童委員協議会 大学 

老人クラブ 子ども会 区役所・ 消防署・ まちづく りセンター
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○ 札幌市における防災教育と地域活動について

１ 学校教育における防災教育

 ・ 理科や社会科などの授業で地震や水害などの防災と関連した内容について学習して

いる。  

 ・ 危機管理対策室作成のリーフレットを毎年すべての児童生徒に配布しており、学校

の状況に応じて学級活動の時間や避難訓練の指導などで活用している。  

 ・ 今年度より、防災教育研究推進事業を行っている（ 研究推進校５校にて防災教育に

かかる公開授業と授業後の意見交換会を実施。）。  

２ 社会教育における防災教育

 ・ちえりあで実施している「 さっぽろ市民カレッジ」の講座内で、「 減災発見シリーズ」

として多様な講座を提供している。  

 ・ 札幌市で実施している「 出前講座」の中で、危機管理対策室が実施している講座（「 危

機・ 災害に備えて～地震・ 風水害・ 土砂災害など～」） があり、要望に応じて地域や

団体へ札幌市における防災の取り組みや防災に関する知識についての普及啓発を図

っている。（ H30年度実績； 66回）  

 ・ サタデースクール事業において、防災講話や避難所見学などの防災に関する学習を

取り入れ、子どもだけではなく地域全体で防災に関する意識向上を図っている例も

ある。（ 栄南小・ 中学校サタデースクール）  

 ・ 野外教育の視点から、札幌市青少年山の家（ 南区滝野247） においてキャンプを通じ

た防災体験ができる事業を実施している。  

 ・ 防災に関して体験し、学べる社会教育施設として消防局が所管する「 市民防災セン

ター」（ 南郷６丁目） がある。  

３ 防災と地域づく りの事例

 ・  琴似中央小学校「 まちづく り探検隊」  

  八軒中央まちづく りセンターと八軒中央連町の共催事業。今年で12年目。琴似中央

小学校５年生の総合的な学習の時間を活用して、子どもたちに地域への愛着を深めま

ちづく りの担い手としての意識を持ってもらおうと実施している事業。  

  毎年、防災をテーマとして地域の施設見学や、町内会の方や専門家を招いた講習、

DIGなどを行い、その成果を地域に発表している。  



No. 自主防災組織名 世帯数 平常時の活動 東日本大震災のときの活動

1青森県八戸市 5,000・防災計画の策定 ・安否確認と避難所への誘導

・防災知識の普及啓発 ・必要物資は地域の事業者が提供したものもあった

・防災訓練の実施 （例;葬儀屋が蝋燭を提供）

・防災用品の備蓄 ・自主的な避難所運営

2岩手県大船渡市 110・要配慮者マップの作製 ・避難誘導を実施したものの、避難を拒否した住民もいた

・防災訓練の実施 ・避難所の運営と夜間パトロールの実施

・防災用品の備蓄

3岩手県遠野市 140・防災訓練の実施 ・安否確認と避難所への誘導

・避難所の運営

・地域の事業者が発電機を提供と電気工事を実施

・食事は住民が持ち寄り、炊き出しを行った

・普段から地域での交流会で炊き出しの経験があった

4宮城県仙台市 650・住民リストの作成 ・安否確認と避難所への誘導

・要配慮者マップの作製 ・協定先の関係者からの物資提供を受けた

・防災訓練の実施 ・提供された支援物資の一部をさらに他の避難所に提供

・事業者や行政も訓練に参加

・災害時相互協定の締結

5宮城県仙台市 129 ・「黄色い旗」を活用した安否確認の実施

・避難所の運営

・防災訓練の実施 ・住民による自主的な避難所への食糧の持ち込み

6宮城県白石市 436・避難所の設定と組織の作成・町内の道路状況の調査

・防災訓練の実施 ・安否確認と避難誘導の実施

・避難所の運営

・住民による食料の持ち込みと炊き出しの実施

7宮城県登米
と     め

市 320・住民マップの作製 ・災害対策本部を設置、テントを設営

・避難経路マップの作製 ・安否確認の実施

・防災用品の備蓄、点検 ・炊き出しの物資を予め決めていた住民から借用

・防災訓練の実施 ・避難所の運営

・防災に係る研修会 ・炊き出しの実施

・集会での防災講話

・応急処置の実技講習会

8福島県郡山市 2,143 ・給水活動の支援

・地区の復旧支援、がれき撤去の支援

・防災マップの作製 ・避難者への炊き出し

・防災訓練の実施 ・災害対策本部の設置

・応急処置等の講習会の実施・除染活動の実施

・各世帯への備蓄品の呼びかけ

9福島県 146・防災用品の配備 ・避難誘導の実施

・防災訓練の実施 ・防災用品であった無線機の活用（住民、消防署）

・津波による避難所の移動による人員確認

・行方不明者の捜索

10福島県 57・防災訓練の実施 ・被害状況の確認と避難誘導の実施

・炊き出し、食料品の調達

11茨城県常陸太田 72 ・安否確認の実施

・道路や家屋の被害状況の確認

・防災訓練の実施 ・避難誘導の実施

・防災用品の備蓄 ・住民による食料の持ち寄りと炊き出しの実施

・道路のがれき撤去（地域企業から機材借用）

・ブルーシートによる崩落個所の緊急修繕
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活動事例まとめ一覧（東日本版）【出典；消防庁国民保護・防災部防災課『東日本大震災における自主防災組織の活動事例集』】
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No. 自主防災組織名 世帯数 平常時の活動 東日本大震災のときの活動

12茨城県常陸太田 510 ・団地内の被害状況の確認

・避難場所の解放と避難誘導

・防災訓練の実施 ・飲料水の提供、自家発電による電気供給

・防災用品の備蓄と維持管理・夜間警備の実施

・危険個所の確認と応急修繕

13埼玉県川口市 389・防災訓練の実施 ・共有設備の復旧と自家発電の運用

・テント、発電機の準備 ・オートロックが解除されたため、住人確認を実施

14千葉県浦安市 900・震災ガイドの配布 ・災害対策本部の設置と住民の安否確認

・自治会HPからの情報提供 ・簡易トイレ、飲料水の配布

・防災訓練の実施 ・住民による泥かき

・安否確認カードの配布 ・住民への協力要請

・災害対策準備金の用意 （住民の人脈やノウハウの提供を求める）

・住民が提供する情報をまとめたコーナーを設置

15千葉県浦安市 1,100・防災計画の策定 ・被害状況の確認と地域の見回り

・防災組織体制の構築 ・帰宅困難者への支援（道案内や集会所の解放）

・防災訓練の実施 ・被災地区自治会への協力（洗濯機の設置）

・防災用品の備蓄

16東京都江東区 152・防災計画書の作成 ・防災本部の設置と避難の呼びかけ

・年間防災活動報告書の配布・在宅住民の安否確認

・要配慮者名簿の作成 ・高層階住民への移動補助の実施

・防災用品の備蓄

真弓
まゆみがおか

ヶ丘団地自主防災会
・防災マップ、防災規約の作成

と各戸配布

自治体

活動事例まとめ一覧（東日本版）【出典；消防庁国民保護・防災部防災課『東日本大震災における自主防災組織の活動事例集』】
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No. 自治体 自主防災組織名 設立経緯 平常時の活動 東日本大震災のときの活動 今後の課題

1石巻市 ・高齢者への訪問と避難の呼びかけ ・地域に即した災害対応の在り方について

・避難所の運絵 ・自主防災会としての責任について

・防災訓練の実施 ・防災倉庫の備蓄品の活用（一部は津波による浸水で使用不能） （どこまで自分以外の地域住民への援助を優先するか）

・在宅避難者への食糧の配布 ・自主防災会役員不在時の被災対応について

2塩竈市 ・避難行動要配慮者の把握 ・災害対策本部を設置し、要配慮者の安否確認を実施 ・災害発生時の情報伝達

・防災マップの作製 ・「緑の旗」を活用した安否確認 （伝達の仕組みが整備されていなかった。）

・防災資機材、備蓄品の整備 ・住民による発電機の提供

・防災訓練の実施 ・炊き出しの実施

・「緑の旗」の配布

3気仙沼市 ・防災マップの作製 ・安否確認の実施 ・避難所設備の充実（寒さ対策）

・防災訓練の実施 ・行方不明者情報の取りまとめと行政への情報提供 ・避難所における情報収集

・安否確認カードの作成 ・支援物資の配布

・防災用機材の整備 ・炊き出しの実施

・防災マニュアルの作成 ・隣組の単位で迅速に非難を実施

・避難行動要配慮者の把握

・防災に関する講習の開催

4名取市 ・マニュアルを作成中に被災 ・安否確認の実施 ・避難者対応の心構え不足

・防災訓練の実施 ・避難所の運営 ・町内会や自主防災組織としての責任について

・意識啓発のための文書回覧

・防災マップの作製

5多賀城市 ・町内のパトロールによる被害状況の把握 ・後継者の確保と育成

・高齢者宅への家庭訪問と物資の配分 ・他の自主防災組織との連携

・防災マップの作製 ・人工透析が必要な住民に対する援助（代替通院先の調査） ・実際の災害対応の検証

・避難行動要配慮者の把握 ・酸素吸入が必要な住民に対する援助（発電機の確保） ・住民同士のコミュニケーション不足

・防災訓練の実施 ・避難所内のパトロールの実施

6岩沼市 ・避難行動要配慮者の把握 ・避難誘導と、要配慮者の移動の補助 ・住民情報の共有

・防災訓練の実施

・農家が多く食料は各家庭に備蓄

7亘理町 ・防災訓練計画の作成 ・災害対策本部の設置 ・避難してきた自動車への対応

・備蓄品の用意 ・防災マニュアルを活用した隊員参集（参集の合図を決めていた） ・ガソリン等の確保

・避難行動要配慮者の把握 ・安否確認の実施 ・避難行動要支援者への対応

・防災訓練の実施 ・給水活動の補助 ・他の行政区との連携

・小学校と合同での避難訓練 ・指定避難所への支援（発電機の貸与、炊き出し、避難所の清掃など）

活動事例まとめ一覧（宮城県版）【出典；『東日本大震災時における宮城県内自主防災組織の活動事例集』】

平成22年設立。

町内会の下部団体として組織。宮城県

沖地震の発生可能性が高まっていた中

で、市議会議員である現会長の立案で

設立。設立に際して市との協議あり。

平成18年設立。

市が市内の自治会に対して、自主防災

組織の結成呼びかけたことがきっか

け。一定期間、助成金が受けられるこ

ともあり、町内会長が市の呼びかけに

応じ、町内に結成を働きかけた。

平成17年設立。

自然災害に対する危機感の高まりか

ら、自治会の自主防災組織として結

成。

平成18年設立。

近隣自治体（仙台市宮城野区福住町）

の自主防災組織の影響。行政の後押し

や宮城県沖地震の想定もあり、地域の

役員が中心となって設立（当時は形式

的な意味合いが先行していた。）。

新
しん

清水
しみず

沢
さわ

町内会自主防災会

・防災機材の用意（ヘルメット、

懐中電灯等）

・防災資材の整備（発電機、ス

トーブなど）

・意識啓発のためのリーフレット

の作成と配布

平成17年設立。

市が開催した「地域防災リーダー育成

講座」を町内会役員が受講したことが

きっかけ。町内会独自の防災意識啓発

リーフレットの発行といった取り組み

を経て、自主防災会が発足。

平成17年設立。

市が宮城県沖地震に対する対策の一環

として自主防災組織の組織率を高める

ために各所へ働きかけを行っており、

それをきっかけに結成。

平成13年設立。

阪神淡路大震災をきっかけに、地域住

民の中で防災意識が高まり、自主的に

集まった約30人の住民がリーダーとな

る形で防災対を設立(当時、町内には自

主防災組織がなく、防災隊がその先駆

けとなった。)。

新橋
しんばし

町内会自主防災会

・防災資材の整備（懐中電灯、救

助用器具等）

1

旭台
あさひだい

自衛防災隊

寺島
てらしま

自主防災組織

旭丘
あさひがおか

地区自主防災会

本町
もとまち

町内会自主防災会

小鯖
こさば

自治会自主防災部
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No. 自治体 自主防災組織名 設立の経緯 平常時の活動 東日本大震災のときの活動 今後の課題

8山元町 ・防災訓練の実施 ・避難所の運営、炊き出し、パトロールの実施 ・防災マップの見直し

・暖房、燃料、土嚢などの用意・津波被災者への対応（他自治会住民の受け入れ） ・近隣同士の避難行動要支援者の安否確認体制の構築

・避難行動要配慮者の把握 ・要配慮者の避難支援 ・NPO団体との連絡

・消防団との連携 ・住民の安否確認と被災箇所の把握 ・避難所における親類やご近所のグループ化

9七ヶ浜町 ・避難行動要配慮者の把握 ・津波被災者への支援（物資提供、避難所への受け入れ） ・防災訓練への参加者増加

・他自治会との合同訓練の実施・住民への支援物資の配布 ・災害発生時の安否確認

・AEDの設置 ・住民の防災意識の醸成

・停電対策と電源確保 ・新たな担い手の確保と育成

・防災資材の整備

・防災訓練の実施

10南三陸町 ・防災訓練の実施 ・マニュアルに沿ってすぐに役員が参集できた。 ・災害発生時の物資の確保（ろうそく、マッチ、ガソリン等）

・安否確認の実施（近隣が顔見知りであるのと、民生委員が活躍） ・津波対策の具体案の検討

・在宅避難している高齢者への炊き出し

・津波被災者への炊き出し

11白石市 ・自主防災計画の策定 ・役員、民生委員による安否確認の実施 ・災害発生時の物資の確保（飲料水、ガソリン、発電設備、仮設トイレ等）

・飲料水、備蓄米の用意 ・町内危険個所の把握 ・自主防災会の意識改革(現状、自助の意識を重視しがち)

・役員以外は自主防災活動にはほとんど参加していない。 ・行政機関・他自主防災組織との連絡・連携

・防災マニュアルの見直し

・防災リーダーの育成

12角田市
かくだ

・防災マップの作製 ・マニュアルに沿ってすぐに役員が参集できた。 ・災害発生時の情報収集・伝達

・防災訓練の実施 ・地域内を巡回してから参集したことで、情報把握を行えた。 ・他自主防災会との連携

・安否確認の実施 ・担い手の確保

・避難所の運営と炊き出しの実施 ・避難行動要支援者の把握

・要配慮者の避難補助

・集会所が避難場所として手狭なため、小学校と協議して体育館を避

13大崎市 ・防災マップの作製 ・避難所における炊き出しの実施 ・防災マニュアルの見直し

・防災訓練の実施 ・住民有志による飲料用水の確保 ・災害発生時の物資の確保（飲料水）

・担い手の確保

・住民への意識づけ

14富谷町 ・防災訓練の実施 ・安否確認の実施 ・防災リーダーの育成

・発電機、プロパンガスの用意・集会所を避難所として開放、炊き出しなどを実施 ・平常時の活動等の情報発信

・役員による無線機訓練 ・住民による積極的な互助と避難所運営

・非常階段の歩行訓練

・避難状況確認ステッカー配布

・避難行動要配慮者の把握

15美里町 ・平時の取り組みは特になし ・自治会の会長と副会長で安否確認を実施した。 ・他地域の先進事例の研究

・ビニールハウスを臨時の避難場所として活用し、炊き出しを行った。・定期的な訓練への参加者の呼び込み（子ども、高齢者含む）

・住民間で自主防災組織を立ち上げようとした矢先に発災した。 ・他地区との連携（連絡協議会の設立）

・啓発活動の活性化

・学校防災と地域防災の摺合わせ

・民間企業との連携

・地区住民であることを証明するカードを配布していたことで、物資

の配給や安否確認がうまくいった。

・防災用資材の整備(ストーブ、

ガスコンロ等）

活動事例まとめ一覧（宮城県版）【出典；『東日本大震災時における宮城県内自主防災組織の活動事例集』】

平成16年設立。

町からの自主防災組織設立指示によ

り、町内会とは別の独立した組織とし

て結成。現在は町内会組織に組み込ま

入谷
いりや

九区
きゅうく

自主防災会

汐見台３丁目自主防災会

八手庭
はでにわ

区自主防災会

2

梅
うめ

ノ木
き

行政地区自治会自

主防災組織

向陽台
こうようだい

サニーハイツ災害

救助隊

・マンション敷地を整備し、救急

車や消防車が進入しやすくした。

平成16年設立。

町からの働きかけに応じる形で結成。

町内会長が自主防災会の会長を兼務し

ている。

平成20年設立。

消防署から各地区に対し自主防災組織

の立ち上げ要請があったことをきっか

けに結成。

平成22年設立。

市から自主防災組織の立ち上げ要請が

あったことをきっかけに結成。当時よ

り、住民の中で、自然災害や自助力低

下への危機感が高かった。

平成21年設立。

地区で発生した森林火災を受けて自主

的に結成。

平成26年設立。

平成18年から組織自体は存在していた

が、東日本大震災以降、自主防災組織

整備の機運が高まり、平成26年より、

本格的な活動を開始した。

平成12年設立。

マンションの町内会、管理組合の協働

体制における防災組織として結成。現

管理組合理事長（旧建設省にて勤務し

ており、仕事の中で得た知見を地域に

還元したいという気持ちがあった）の

就任と同時に創設された。

平成23年設立。

東日本大震災後の自治会臨時総会にて

議案として上がり結成。自治会員の防

災意識が高まっていた時期のため、設

立に際して会員の説得はあまり必要な

かった。

金ヶ崎
かねがさき

地区自主防災組織

枝野
えだの

地区防災組織

旭町
あさひちょう

自主防災会



○ 災害時における外国人対応について―札幌市と仙台市の例―
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１ 北海道胆振東部地震における札幌市の事例

⑴  札幌における外国人に関する概要 
※ ア 在留外国人について（ 構成率は2018. 10. 1現在）  

  ・ 在留外国人数14, 905人（ 2019. 11. 1現在）  

  ・ 国籍別では中国籍が最多で約34％を占める 

  ・ 在留資格別では留学が最多で約23％を占める 

 イ 外国人旅行客について（ 2018年度）  

  ・ 2018年度に札幌を訪れた観光客の総数は約1, 584万6千人 

・ 2018年度の外国人宿泊者数は約271万9千人で、前年度の約257万2千人と比較すると

約14万７千人（ 前年度比5. 7％） の増加。  

   ・ 国・ 地域別の外国人宿泊者数は以下のとおり(上位５国・ 地域で全体の87. 7％) 

順位 国・ 地域 宿泊者数 対年前度比 前年度順位 

１位 中国 670, 175人 ＋8. 2% １位 

２位 韓国 634, 537人 +11. 0% ２位 

３位 台湾 501, 653人 -6. 7% ３位 

４位 香港 211, 076人 -14. 3% ４位 

５位 タイ 202, 772人 +49. 0% ５位 

⑵  北海道胆振東部地震における外国人の避難の状況 
 ・ 外国人避難者を受け入れた避難所は全市で31か所。中央区が８か所と最多（ 観光客を誘導

した都心部の基幹避難所や集約施設があるため。）  

 ・ 外国人のほとんどは観光客か留学生だった。  

 ・ 外国人生活者が多く暮らす地域の避難所では、コミュニティが外国人観光客の受け入れにも

機能した。（ コミュニケーション上の支援など）  

 ・ 外国人生活者には、夜間になると余震への不安から避難所に来た人も多かった 

 ・ 避難者からは被災状況やライフラインの復旧見込み、避難所に関する情報が求められた。  

 ・ 宗教上の制約から、提供される飲食物についての問い合わせもあった。  

 ・ 避難所において、外国語を話せる市民ボランティアの存在が有意であった。  

２ 東日本大震災における仙台市の事例

 ⑴  仙台市における外国人に関する概要 
※  ア 在留外国人について( 構成率は2018. 4. 30現在) 

   ・ 在留外国人数14, 180人（ 2019. 11. 1現在）  

   ・ 国籍別では中国籍が最多で約31％を占める 

   ・ 在留資格別では留学が最多で約35％を占める 

  イ 外国人旅行客について 

   ・ 2018年度に仙台を訪れた観光客の総数は約21, 817万5千人で、前年度の約22, 001万

7千人と比較すると 0. 8％の減少。  

・ 外国人宿泊者数は約20万4千人で、前年度の約16万9千人と比較すると 21. 2％の増

加。     

順位 国・ 地域 宿泊者数 対年前度比 前年度順位 

１位 台湾 88, 150人 +37. 8% １位 

２位 中国 29, 116人 -3. 3％ ２位 

３位 タイ 11, 554人 +18. 2% ４位 

４位 アメリカ 11, 062人 -33. 6% ３位 

５位 ヨーロッパ 10, 867人 +10. 7% ５位 

⑵  東日本大震災における外国人の避難実態 
※  ・ 外国人が多く集まっていたのは、比較的外国人住民が集住している地域（ 大学が存在す

る地域や東北大の外国人研究者や留学生寄宿舎の近く ） の避難所だった。  

  ・ 一部の避難所では、避難所に避難した日本人が、外国人が多く非難している様子を見て困

惑し、自宅へ引き返すという状況もあった。  

  ・ 原発事故により被災地を離れなた外国人が見られた一方、市内にとどまり支援活動に従事

した外国人もいた。  

  ・ 避難所において、日本のルールやマナーに反するような行動も一部見られた。  

  ・ 避難所の運営側が外国人避難者の存在に気づいておらず、外国人避難者に十分な支援が行

きとどなかったケースもあった。  

  ・ 避難している外国人の中には支援物資の積み下ろしなど、避難所運営に協力した人もいた

が、全体的には外国人が避難所運営の担い手として組織的に活動することは少なかった。 
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〇外国人を対象とした防災対策（ 国内他都市事例）

１ 平常時の取り組み
⑴ 外国人のための防災教室（ 八戸市： 八戸国際交流協会）
  ア 契機： 東日本大震災 
イ 開催： 平成25年度から年に１回開催。  

  ウ 特色： ・ 八戸市の防災担当課の職員や消防隊員が講師となり、「 防災
講座」 と「 防災訓練」 の二部構成で実施（ 英語と中国語の
通訳あり）。  

       ・ 主な参加者は、 留学生、 企業実習生、 ALTとして来日してい
る方々。  

⑵ 多文化防災フェスタしんじゅく （ 新宿区多文化共生推進課）
  ア 契機：「 新宿区多文化共生まちづく り会議」 での提言 
イ 開催： 平成27年度から年に１回開催。  

  ウ 特色： ・ 起震車体験、消火器体験、 防災講座、 多言語での防災情報
の配布等の企画を実施。  

       ・ 外国人コミ ュニティ や地域団体等、 幅広い団体の共同によ
る運営。  

⑶ 三鷹国際交流協会との防災パート ナーシップ協定（ 三鷹市防災課）
  ア 契機： 外国人観光客の増加 
  イ 時期： 平成16年協定締結 
  ウ 特色： ・ 災害発生時のみではなく 、 日頃からの参加・ 協働型の防災

コミ ュニティ の創設を目指す。  
       ・「 災害時に役立つ外国語表示シート （ ９ 言語）」 を作成。  

⑷ く にたち地域外国人のための防災連絡会（ 国立市公民館利用者）
（ 愛称： KUNI BO）

  ア 契機： 国立市の防災計画書の中で、 公民館が外国人のための防災情
報拠点として位置づけられたこと。  

  イ 時期： 2009年発足、 以後２か月に１回の頻度で防災に関する企画を
実施 

  ウ 特色： ・ 外国人への学習機会の提供にとどまらず、 広く 市民にも講
座参加を呼びかけ、 日常生活で外国人の置かれた状況を学
び、 身近に外国人が暮らしていることを実感してもらうこ
とも。  

       ・ もともと防災を軸に活動を始めたが、 最近では防災を含め
た多文化共生の活動も実施している（ 生け花講習や参加者
の出身国の料理講座など）。  

２ 災害発生時の取り組み
⑴ 観光アプリによる情報提供（ 松江市防災安全課）
  ・ 県や市の防災・ 災害メールを民間の無料観光アプリにて多言語配信。  

⑵ やさしい日本語での防災行政無線放送（ 佐世保市防災危機管理局）
⑶ 災害時通訳ボランティ ア（ 岡崎市防災課）
  ・ 震度５以上の地震発生時、 災害多言語支援センターから被災者対応。  
・ ボランティ ア養成講座の実施。  

３ 過去の災害時からみる課題
 ・ 外国人自身の知識不足 
 ・ 災害情報の多言語化が不十分 
 ・ 外国人と日本人住民間の近所関係の希薄さ 
 ・ 宗教や異文化への配慮 など 


