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2020（令和２）年度 事業報告

【全体事業のまとめ】

被災後3年目を迎え、住み慣れた場所に戻ることができた人が増えて、住民の生
活の状況が落ち着きを感じられるようになった。それに伴い、私たちの取り組みの
内容も変化してきた。
被災によりコミュニティが一旦バラバラになってしまった。元の場所に住居を再

建して戻ってきたとしても、以前のようなお付き合いが戻る人ばかりではない。そ
れは、仮設住宅での暮らしで孤独感や不自由さを強いられてきたことが影響してい
るようである。
「やっと帰ってきました」「これでやっと参加できます」と初めてイベントに参

加される方もあり、本来なら、元のコミュニティに戻れば埋められるはずのつなが
りは、まだまだ希薄であることを浮き彫りにしているように思う。私たちの活動は、
埋められない時間や溝を少しでも浅くできるように、住民のつながりを結い直し、
住民の小さな声に耳を傾けることを大切にしている。活動に参加したことをきっか
けに生活に潤いが生まれ、生きがいづくりにつながっている。
しかし、コロナウイルス感染拡大によって自粛を余儀なくされ、私たちの開催す

るイベントを拠り所としていた住民が思うように集うことができない状況になって
しまった。
その中においても、近年の気候変動は、自然災害がどこで起きてもおかしくない

状況であることは変わりなく、備える活動は継続する必要がある。
よって、イベント開催に向けての活動を停めるわけにはいかないので、企画会議

についてはリモートを活用し準備を重ね、イベント開催当日もオンラインを活用し
ておこなった。

オンラインを併用したイベントにすることで、コロナ禍で明るみになった課題、
防災研修には参加しにくい若い世代や会場には参加が難しい方がいることであった。
会場での参加が難しい方が家に居ながら参加ができ、多様な環境の方や地区内外の
方も参加することができ、参加者の広がりが見えた。

これらを、来年度の活動につなげられるよう工夫しながらできることを継続して
いきたいと考えている。



2020年度事業報告

2020年（令和2年）4月1日～2021年（令和3年）3月31日

１、事業の成果

今年度当初から、コロナ感染予防対策を考慮し自粛も重なり集まってのイベントは

中止せざるを得なかったが、自粛中もオンライン会議を重ね自粛明けから、外のテン

ト下で開催する等工夫して行うことができた。

内容についても、オンラインを活用し対面で同じ会場に参加する人数を制限し、活

動の様子を住民のLINEグループに生配信して、多くの人に視聴してもらうことができ

た。

２、事業実施に関する事項

【１】住民のふれあいや繋がりが生まれ生きがいづくりとなる事業

パンの日（東日本震災機構より）

   

     

  

 

 

 

 

開催日 参加人数

4/2 来場者６１人 スタッフ５人

この活動は、西日本豪雨の被災後、東日本震災機構様より支援をいただいたものであり、被

災後３年目を迎えるにあたり３月で終了の予定であった。
しかし、コロナウイルス感染拡大により開催を延期したため３月の最終日のみとなった。
よって、参加した人数は少ないながらも、人と会うことやそこで生まれるコミュニケーション

はとても重要な場面となった。
開催にあたっては、感染対策として、並ぶ人と人の間隔をあけてもらい、手洗い、アルコール

消毒、マスク装着などの徹底して行った。



外部講師によるサロン：リラックスヨガ
(川辺分館にて)

開催日 4/6（以降、５月６月は感染拡大により中止）7/6、 7/20、 8/3、
8/17、 8/24 、9/3、 9/7 9/28、 10/8、 10/12、 10/19、
11/9、11/16、11/30、12/3、12/7、12/14 、12/21

１月、２月コロナ感染拡大により中止、3/1、3/8，3/15，3/22，

参加人数

延べ

287人

参加

人数

8，10，13，16，12，11，7，11，13，12，13，12，10，11，12，
13，13，8，16，14，13，14、11，14

スタッフ

45人

（内容）
外部講師による、リラックスヨガは、人気でリピーターも多くおり、健康づくりと、参加者同

士のコミュニケーションの場となっている。
昨年の１２月から３月まではコロナ感染拡大によって、集まってのイベントができない日々が

続き、自粛生活によるストレスもたまっていた。
７月から再開し、慣れてきた9月ころからは動きが変化し、少しずつハードになっていき、心

地よい充実した時間を過ごしている。
感染予防対策として定員を少なくする。使用前後に使用する椅子などの消毒、手指の消毒、マ

スク装着、体温計測などして開催している。
また、使用した部屋のドアノブや椅子などを参加者が自主的に手伝い消毒して解散する等この

会を楽しみに大切にしたいと思う気持ちがあらわている。しかし、12月17日から再び岡山でもコ
ロナ感染拡大が報道されはじめ、高齢者の参加が多いことなど危惧し中止、再び数即した３月は
開催の運びとなる。
（参加者の声）
久々なので笑顔がはじけ「身体もほぐれ楽になった」との感想が寄せられた。

（課題）
とても人気のイベントであるため、新規の予約を受けられない問題があり、コロナ感染予防と

して人数も制限していることもあり課題となっている。早い者勝ちにならないよう工夫が必要で
ある。



（内容）
リラックスヨガに参加されている皆さんは継続参加の方が多く、年齢層も比較的高い

状況にあった。
若い年齢層を対象とした内容を講師の先生と話し合い「調整ヨガ」として、特定の

テーマ、部分を調整する内容で月1回を目安に開催することとした。子育て世代の参加
が増えて、お子さん連れでの参加もあり雰囲気も若返り楽しく開催できている。

また、他地区の参加者もあり、地区を越えて楽しい時間を共有できる場としていきた
い。初心者の参加が可能になるなど有効であると考える。
（参加者の声）
「久しぶりのヨガでリフレッシュでき、大満足です」
「人数が少ない分それぞれの体に合わせ無理のない動きで継続して参加したい」とうれ
しい反応があった。

外部講師によるサロン：調整ヨガ （川辺分館にて）

開催日 内容 参加人数 スタッフ数
9/10 骨盤調整ヨガ 10 3
10/22 肩こり軽減ヨガの会（体の循環ヨガ） 9 2
11/12 骨盤調整ヨガ 6 2

12/10 体の循環ヨガ 2 2
3/11 体の循環ヨガ 8 2

合計 35 11



外部講師によるサロン：暮らしとお金の学び舎

参加者は、西日本豪雨災害において被災し、金銭的にも暮らし方についても見直しを迫られて
いる人も多くいたと思われる。そんな中においてお金にまつわる悩みや相談を被災直後からボラ
ンティアとして活動されていた、ファイナンシャルプランナーによる講座を始めることになった。
身近なお金にまつわる相談を受けることから始まり、参加者の課題は各家庭で違いはあるが

「良い暮らし」を目指していることは一致していたようで、お互いの話を聞きながら学び合うこ
とができているようである。
参加者の雰囲気も和気あいあいとしていて大好評となっている。
また、中高校生を持つ教育資金講座では奨学金や入学準備均等についての身近な話で悩みを聞

いてもらえる場所ともなっているようである。
キッズマネー講座では、親子での参加で先ずはお金についての勉強をして残りの時間は貯金箱

をつくって楽しくお金について学ぶ機会となったようである。
ライフプランニングを学ぶ機会としてコース講座を開催し暮らしとお金について充実した時間

となっているようである。

日時 内容 参加人数 スタッフ数

7/29 くらしとお金の学び舎 ９人 ２人

8/17 中学生、高校生のお母さんのための教育資金講座 ６人 ２人
8/19 キッズマネー講座 子ども11人、親7人、 ２人

9/15 くらしとお金の学ぶ舎 ９人 ２人

10/20 くらしとお金の学び舎 ９人 ２人

11/17 くらしとお金の学び舎 ９人 ２人

12/15 くらしとお金の学び舎 ６人 ２人

合計 子ども１１人 大人 ６０人 １４人



つながるサロン

《開催の背景》
コロナ感染対策に伴い「あるく」のイベント活動も自粛していた。少しずつ落ち着きを

取り戻した6月中旬からスタッカんでも顔を合わせてミーティングする機会を得た。その中
で出た意見「久しぶりに家族とは別の人にあって話ができたことはとても嬉しかった。
住民の皆さんも同じではないか？！」「〇〇はイベントはないけれど空いてるよ」「ふ

らっとお散歩の途中に寄ってみて？」のような緩い感じで私たちの活動も再開できない
か？から始めた取り組みであった。

《開催の成果》
結果は、たくさんの来訪者があったわけではないが、立ち寄られた方は「自粛期間中の

様子や現状を共有しお話をして帰られていました。
10月からは、小物づくりの会を月2回にして予約不要としての開催にしたことにより一旦

「つながるサロン」は休止することにした。

《課題》
コロナ禍におけるイベント開催について、今後の感染者数増加となった場合の対応や、

感染対策の徹底をして開催できることなど整理しておかなければならない。

開催日 参加人数 スタッフ数

7/1 ３人 ２人

7/22 ４人 ２人

8/5 ４人 ２人

8/26 ４人 ２人

9/9 ２人 ２人

9/23 ５人 ２人

合計 ２２人 １２人



小物づくりの会

ジーンズの古着をリメイクして小物をつくるイベントを計画。災害後、支援として集まった古着を使って、
生地選びからデザインを考えて「どんなのしようかな？」と考える時が楽しくそれぞれ工夫し楽しい時間を過
ごしそれぞれ作品をつくることができた。

第２弾として、参加したらすぐつくることができるようにしておこうと、小物づくりの会に来られているメ
ンバーがりーダーとなって身近な作品としてレッスンバックの「キットづくり」をはじめた。12月からまた、
コロナ感染拡大が危惧されて休憩したが、３月は１回だけであったが、「被災して無くなってしまったA４サ
イズのバックが欲しかったので作りたい」「ミシンが無くなったので参加したい」「レッスンバックのキッ
ト」に参加して作りたい。と作品を作る楽しみを思い出した！と嬉しい声をもらった。「いずれバザーに出す
ことができるよう作りためられるといいなぁ！」と各自で楽しむ人もいるが、感染対策ができていれば「集
まっておしゃべりしながら作りたいよなぁ！」と感想があり今後も継続していきたい。

開催日 内容 参加人数 スタッフ数

9/8 ジーンズでリメイク
ジーパンや着物をリメイクしてバックをつくろう。生地から自分で作る。

7人 2人

10/14 ジーンズでリメイク
集まって作業をする（着物を端切れにするなど）おしゃべりをすることが楽しく集
まっている。

6人 2人

10/27 ジーンズでリメイク
新規の参加があり「何をつくろうかろ思いを巡らせている」楽しい時間を過ごすこと
ができた。

2人 2人

11/11 レッスンバックをつくろう
初心者でも参加できる内容として参加者が提案して、端切れを組み合わせてつくるこ
とになり、裁断と見本品を次回までにつくることになった。

4人 2人

11/25 参加者からの提案で、ジーンズのリメイクを誰でも楽しめるように端切れも使って
レッスンバックをつくろうの準備を始める

２人 ２人
12/9 レッスンバックのキットづくり ３人 １人

3/9 レッスンバックを作ろう！ ３人 ２人

合計 ２７人 13人

レッスン
バックの

キットづくり



外部講師によるサロン：アロマ体験教室

開催日 内容 参加人数 スタッフ

8/20 一部 虫よけアロマスプレーをつくろう ７人
二部 アロマ石鹸をつくろう ８人

２人

9/17 マスク用アロマスプレーをつくろう 11人 ２人

10/15 アロマハンドジェルをつくろう 15人 ２人

1028 耳つぼマッサージ＆耳つぼジュエリー ８人
薬膳教室 ５人

２人

11/19 アロマハンドジェルをつくろう ８人 ２人

11/27 耳つぼマッサージ＆ジュエリー ６人 ２人

１２月、１月、２月、３月中止

合計 ６８人 １２人

この事業は、被災によって今まで経験したことのない出来事に翻弄された日常に、災害
後支援として、ホッと一息できる空間であり癒される場となっている。支援者はボラン
ティアとして癒し効果のあるハンドマッサージやアロマオイルを使った癒しグッズをつく
るコーナーなどを継続して開催。
コロナ感染拡大が危惧された年度初めは自粛していたが、夏から再開し集いの場となり、

夏休みには親子で参加ができるように、アロマ石鹸づくりや虫よけスプレーづくりを計画
して子どもも楽しい時間となった。
冬に向かう前に「手洗いの励行によって手荒れが気になる」の声に対して、アロマハン

ドジェルをつくるコーナーとなり季節に合わせた内容となっている。
耳つぼマッサージの施術の後、その人の気になるツボにジュエリーシールを貼ると効果

が持続されること、ちょっとしたアクセサリーとなるなどリピーターも多くあり楽しみに
参加されている。１２月からは再度コロナ感染が拡大したこともあり中止。再開は検討中。



外部講師によるサロン：お抹茶の会

・昨年度から外部支援で開催している本格的な季節を感じられる和菓

子と美味しいお抹茶を提供してもらっている。

会場は、久しぶりのカフェのような雰囲気で楽しむことができてい

る。

• コロナ対策で密にならないよう調整し、検温・手指の消毒をして対策

をしながらの開催となっている。

• 開催する部屋が満席になると自主的に外で並んで待ち、それを見た中

の人は自主的に密にならないよう早めに退席されるなど、お互いに配

慮しながらも一時ほっとできる楽しい時間を過ごすことができている。

開催日 8/29 、9/26 、10/17、12/12 スタッフ人数

参加人数 20人 23人 23人 23人
8人



外部講師によるサロン：多肉植物の寄せ植え

• 外でできるサロンなので、密にならないようにスペースを取って再開した。自
粛期間の5月は開催をしなかったので6月の再開は楽しみにされていていたようで
ある。

• 予約制にしているがふらっと立ち寄って参加される方も多くいて、お部屋の中
でも観賞できる植物なので癒しのアイテムになっている。

• リピーターも多くいて植物を育てることが生きがいの一つになっているようで
ある。

開催日 参加人数 スタッフ
数

4/11 １０人 ２人

6/6 １０人 ２人

7/5 ７人 ２人

8/8 １０人 ２人

9/12 １２人 ２人

10/18 ９人 ２人

11/29 ９人 ２人

12/20 １０人 ３人

3/28 １０人 ２人

合計 ８７人 １８人

【 参加者の声】
「やっと帰ってこられて、家に
飾るものが作れて楽しい」



栄養改善協議会共催 料理教室

開催日 内容 参加人数

10/22 鶏の煮込みチリソース

もやしの中華和え

サツマイモのスープ

参加者 8人

栄養改善 3人

あるくスタッフ １人

コロナ禍によって自粛期間中必然的に家で食事を作ることを強いられている。

そんな中、この会は目的としてマンネリ化した食生活の改善と、楽しく集まって料理をつく
ることで心身ともにリフレッシュできることであった。

参加した人たちは、栄養改善協議会の皆さんの活動の一つ「生涯骨太クッキングの冊子」の
説明があり食生活を見直す機会となった。



大人のための木工教室

自粛期間中はお休みして、昨年度から継続で未完成の方のみ、外での開催ということで再開
した。参加者は「久しぶりに息抜きできた！完成してよかった！」と人と会えたことを喜び、
自分の作った表札を掲げることができる喜びを感じておられるようであった。

生きがい作りの第2弾として大工さんによる木工教室で、自分で作る楽しさと自分で作った
ものを生活に取り入れることができる内容で、親子連れから色々な世代が参加して、一枚の板
から角材からサイズを測りのこぎりで切り釘を打ち形にしていく。大変だけど楽しい時間を過
ごし作品を仕上げていった半日で仕上げるにはハードであるが家に持ち帰っても道具が無いこ
ともあり最後まで仕上げて持ち帰っていった。

第２弾も希望者がいたため同じ棚をつくった。やはり予定の時間をオーバーしての完成とな
り時間配分は考慮する必要があると思われる。が、ものづくりは集中することができるので何
らかの形でできるといいなと思う。

開催日 内容 参加人数 スタッフ
6/14 表札づくり ７人 ３人
7/12 表札づくり ４人 ３人
9/20 大工さんの木工教室 棚づくり 17人 ２人
10/25 大工さんの木工教室 棚づくり２ 13人 ２人

参加者数合計 表札づくり１１人 木工教室３０人 １０人

《参加者の声》

・外でできるイベント
いいなぁ。
・ものをつくることで
集中できて楽しい。
・子どもと一緒に参加
できて楽しかった。



お正月花を飾ろう

12/13
「お正月花を活けよう」
の準備
竹を取りに行き、節を残
し器となるように竹を切
り表面をバーナーで焼き、
たわしできれいに汚れを
落とす作業で完成。

コロナ禍で開催を慎重に考慮した結果。外で、トラステント下で行った。
参加者７人、スタッフ３人
「昨年は、本を見ながら悪戦苦闘したが、今回は指導してくれる人がいて楽し

く活けることができて良かった」「同じ花材でもみんな違う活け方で変わる面白
さも味わうことができた」「こんなアレンジがまたできたらいいのになぁ！」と
か、被災後やっと元の場所に帰ることができた喜びを感じられた様子であった。

スタッフで
手分けして
竹を切り出し、
器の長さに切

り分け
水で汚れを洗
いバーナーで
焼く作業をし
て器の完成



【２】 防災・減災をすすめる事業

〇 防災ブック（防災おやこ手帳の作成）

被災後行った「パパママアンケート」の内容や防災カフェで出た意見
などをまとめたものを制作した。

防災を身近に感じ、楽しく会話をしたり、お茶を飲んだりしながら防災を我が事として考える場とし
て「防災カフェ」を毎月開催した。参加者同士がともに防災に関する知識を身に付け、楽しく集うこと
で互いに顔の見える関係づくりの一端を担っている。
テーマは小規模な勉強会として、内容はできるだけ簡単にし、参加者にとって身近なことを取り入れ

た。
10月頃からはコロナ感染対策のため、3密を回避して開催したが、1月、2月は倉敷市内の感染者増加

に伴い、開催を中止した。

① 防災カフェ（毎月１回）

開催日 内容 参加人数 スタッフ
参加人数

5/31 オンLINEでさんぽ （生配信 約200回視聴）

(香川大学 磯打千雅子)LINEで生配信

会場 8人 3人

6/23 簡易トイレをつくろう (生配信 約100回視聴）

(香川大学 磯打千雅子)

会場 8人 3人

7/15 車中泊の極意 （生配信 約200回視聴）

(香川大学 磯打千雅子)

会場 8人 5人

8/7 避難所について聞いてみよう！

（倉敷市防災危機管理室 渡邉直樹）

6人 4人

9/24 要配慮者の避難について

（ぶどうの家 津田由起子）

８人 3人

10/13 安否確認グッズの使い方について

(香川大学 磯打千雅子)

「黄色いタスキ」どこでも結べるので薄く「無事です」と入れよう

３人 4人

11/24 地震・安否グッズを使った避難訓練について
（香川大学 磯打千雅子）

５人 ２人

12/11 クロスロードゲームで災害時の動きを考えよう
（ピースウィンズ ジャパン富樫、中村）

６人 ２人

１月

２月

コロナ感染拡大により中止

3/23 LINEを使ってみよう

災害後スマートフォンに移行した人が多く、情報収集や災害時の連
絡方法として活用できるように予定

5人 ４人

参加合計 ４８人 ３０人





５/31 オンLINEさんぽ

磯打先生のメスティン調理のすすめ「無洗米と缶詰、
乾燥野菜など入れて、固形燃料で簡単調理」アウトド
ア避難にバッチリ。

初めての試みで、NHKの取材も受けながらですが、楽し
みながら開催できた。
「ごはんまだかな・・」

防災カフェとして、防災さんぽを予定していたが、コロナ感染拡大により開催内容をオンラ

インで「川辺地区みんなの会」のLINEに生配信することに変更する。
雨の中、実際にまち歩きをして、水害の場合の危険が日常の生活にあることを確認した。

初めての試みである為音声がうまく伝わらず残念な面もあったが、コロナ禍でも活動をやめる
ことなく開催できたことが今後の計画にも参考になった。

増水した道路をあるく場合、道端の電柱を目印にす
ると「このように傾斜があり溝がわからなくなり段
差があると危険」「災害時子どもと一緒の場合道路
の中ほどにして」と、危険個所を説明してもらって
歩いた。



防災カフェの様子

6/23
簡易トイレをつくろう

7/15
車中泊の極意

11/24
地震・安否グッズを使った避難訓練につい
て

10/13
安否グッズ検討して避難を考える

数点市販の安否グッズを取り寄せ、手に
取りやすい、目的にあうものを話し合っ
て「黄色いタスキ」に決定した。地区の
主要な団体とも協力で年度内に配布予定。

12/11
クロスロードゲーム（二者択一）で防災を考える



3/23 防災カフェ「LINEを使ってみよう！」

（開催内容） 1，友達追加をしてみよう
２，メッセージや写真を送ってみる
３，メッセージや写真を「送信取り消し」してみよう
４，絵文字やスタンプを使ってみよう

（参加動機）
「来年度町内会の会長をするので、LINEを使えるようにしたい」
「スマホ教室に行ってもLINEの事は教えてもらえないし、なかなかわからないことを

聞ける雰囲気でもないから・・・」
「遠くにいる孫とLINEでメッセージや写真を交換したい」
「家族に使い方を質問すると、操作してくれて自分でやらないからできるようになら

ない」

（開催の経緯と展望）
西日本豪雨災害による被災後、固定電話を使えない状態になり、町内会の繋がりや連

絡網も携帯電話に変更し、その上、多くの人がガラケーの携帯電話をスマートフォンに
移行している。しかし、便利な情報ツールも使いこなすことができないという状況にあ
る。
よって、参加者が、できるだけ顔の見える関係の中で「失敗しても大丈夫」「とにか

く触って慣れよう」と思えるように継続していきたい。
そして、いざというときの情報をLINEで発信して、早めの非難行動に移れるような仕

組みづくりにつなげられるようにしたい。

（感想）
「知りたいことが何個か理解できて、収穫！と思えた。特にメッセージを取り消しす

る方法が理解でき安心して使ってみよう！と思っている」
「やはり、失敗を恐れず触ってみないと慣れないね」
「また、よろしくお願いします！」

と、ほぼマンツーマンになるくらいの人数でできたので
和気あいあいに楽しく活動できた。

参加人数４人（６５歳以上）
スタッフ５人



防災おやこ手帳の作成と配布の準備作業

「防災おやこ手帳を手に取っていただい
た皆様に思いを伝えられるようにあいさ
つ文を挟み込み郵送に備える作業を定期
的に行っている。
岡山県内の公民館や、学校の先生など

から研修や学習の場面で使いたいと問い
合わせがあり送っている。
また、メディアにも取り上げられたこ

とで、県外からも問い合わせや申し込み
がある。

被災後、真備町内の子どもを持つ親世代を対象にLINEを使ったアンケートを行い、「水害に遭っていない人に被災

経験を基にて伝えたいこと」を尋ねたところ「子どもたちをきちんと守って欲しい」「早めに避難して欲しい」と
いった強い想いが浮かび上がった。
被災経験やその時の想いや反省などを形にして，未災地の人たちに伝えたい一心で「マイ避難先」を考えよう！、

「避難スイッチ」を決めておこう！といった避難のヒントなどを盛り込んだ〝防災おやこ手帳“を作成した。
被災した自分たちの経験に基づいて実践してきたイベントや防災の仕組みづくりを伝えることは、災害を自分のこ

ととして考えるきっかけとなり、それぞれの防災意識の向上につながることが期待されている。
そして、この「防災おやこ手帳」を通して、講演の依頼があり意欲的に取り組んでおり、「おやこ手帳」と題して

いるがわかりやすく好評であり年代に関係なく地域での防災の取り組みや講演会にも依頼が増えているので、今後も
内容を検討していきたいと考えている。
「防災おやこ手帳」については、未災地に経験を伝え、家族で「避難先の確認」「避難スイッチのタイミング」「難
準備品」などについて話し合うきっかけにしてもらいたいと考えて作成した。必要とされる方に郵送し、県内外の
様々な地域の防災研修や子どもたちへの防災教育などで教材として活用していただいている。ポイントを押さえ、
ページ数が少ないため手に取りやすいようで、問い合わせや申し込みも多くあった。今後の防災減災に役立つことを
期待している。



➁川辺みらいミーティング

川辺みらいミーティングは、「目指そう！逃げ遅れ〝ゼロ”の川辺地区」をスローガン

に掲げ、被災後のまちづくりを住民同士が自分のできることを語り合い、助け合いながら地
域の再生にどうつなげていくかを活動にする場として開催している。
令和２年度は４回実施し、避難のタイミングについて参加者で考えたり、分散避難に関す

るアンケートを行ったっ結果の報告会をコロナ禍であることを考慮して会場とリモートを組
み合わせて開催することができた。。
「防災まち歩き」では、香川大学 磯打千雅子先生と香川大学の学生さんがファシリテー

ターとなって、大人や子どもがまち歩きとマップ作りを行うことができた。
そして、第６回では「小学生＆大人合同 防災まち歩き報告会」コロナ感染拡大禍によっ

て子どもたちは事前に録画してもらい、当日はDVD映像での報告披露とした。大人も会場は
発表者とスタッフの少人数で開催し、YouTubeで生配信としての開催とした。また、子ども
たちの映像を配信することから、事前に予約された限られたが視聴できるようにするなど対
策を考慮して行った。

開催日 内容 参加人数

7/19 第４回「考えよう！マイ避難先
アンケート結果報告会｝

会場参加人数
42人
YouTube
視聴数
約300回以上

11/21 第４回「目指せ！逃げ遅れゼロの川辺地区」
防災まち歩き

講師、ファシリテーター：香川大学 磯打千雅子
香川大学学生

11/2 川辺小学校５年生 大人に先立ち開催

４５人

1/16 第６回「防災まち歩き。マップ作り
小学校５年生（DVD参加）
と 大人合同発表会」

講師、ファシリテーター：香川大学 磯打千雅子
香川大学学生

会場参加人数
１0人
ZOOM参加
９人
YouTube
視聴数
約200回以上



（成果）「まち歩き」を、日々の生活の中での散歩や健康づくりのウォーキングなどに

活かすことができる。
（参加者の声）「自分の住まいの周辺を知ることで、いざというときの身の安全を確保

するヒントになる」など、参加者の声もあった。
（展望）

今後もこのような活動を、継続していきたい。

危険箇所の確認、マップづくり



（成果）
コロナ禍においても、活動が制限される中、子どもたちは事前に発表をDVDに収録しての

参加でオンラインでの報告会というように感染対策を取りながら工夫して開催することがで
きた。
子どもたちの発表には、新鮮な気づきをわかりやすく、そしてマスク装着でも発表者が手

を挙げるなど工夫されていた。
大人は災害を経験したことを踏まえて、自分事とした防災の観点を伝える内容となった。
（展望）

このような「まち歩き、マップ作り、発表会」を毎年開催できる取り組みを継続すること
で地域を知り防災の意識向上を目指していきたい。



「目指そう！逃げ遅れゼロの川辺地区」を目指した事業。
（取組内容）
今年度は辺地区全戸に配布することを目標に、色々な団体と協力して活動している。まずは、

川辺地区まちづくり推進協議会を通じて町内会の代表に配布してもらうための準備として、事業
に賛同する各種団体と、あるくスタッフで、黄色いタスキとチラシを袋に詰める作業を行った。

（課題）
町内会がない所や、アパートなどにどう届けるか。取り組みを広げられるかが課題である。

（展望）
来年度、この「黄色いタスキ」を使って防災訓練をする予定である。
いざというときに、「黄色いタスキ」が掲げていないところに声掛けをするきっかけにしてほ

しい。

③ 安否確認のルールづくり



黄色いタスキ大作戦配布チラシ



④キッズ防災事業

開催日

10/31

内容 参加人数 ２９人

ハロウィンだよ！楽しく防災やってみよう！

「今回のテーマは地震だよ！」

講師：特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン

スタッフ

参加人数

６人

（開催理由）
豪雨災害の中で子どもたちが「早く逃げよう」と親や家族の避難スイッチを押したことで、早
めの非難行動につながったケースが多くみられた。このように、子どもたちの学びが家族・地
域の防災意識の向上につながると考えられることから、年に２回程度、子どもたちに対して
「楽しさ」を盛り込んだイベントを実施している。

開催日
11/2

内容
川辺小学校５年生 防災まち歩きとマップづくり

講師：香川大学 磯打千雅子

香川大学 学生（ファシリテーター）

約３５人

川辺小学生が授業の一環で自分の住む地域の歴史や、危険箇所を見て

歩き、防災マップを作る活動を行った。
子どもたちにとっては自分の町を知る良い機会となった。

「問題です」
「ここは震度〇
が起こるといわ
れているでしょ
う？」

それぞれのグ
ループに分かれ
て話し合ってい
る様子。



⑤「防災おやこ手帳」の作成

西日本豪雨の被災当時の、実際の被災体験や子育て世代のお父さん・お母さんを対象に行っ
たアンケートに寄せられた意見や経験内容を載せた冊子にした。
内容には、被災当時のエピソードに加え、マイ避難先、避難のタイミング、避難準備品は

何？とページ数を少なくして家族で話し合うきっかけになるように身近に手に取りやすいもの
を制作した。（約１万部発行）

１０月下旬
順次

「防災おやこ手帳」の配布
真備地区の、保育園、幼稚園、小学校を通じて子どものいる全世帯に配

布し避難スイッチなどについて家族で話し合う機会となった。

12/9
約２０人

「防災おやこ手帳」の中学生での活用
真備東中学校の総合学習の時間で「防災おやこ手帳」を活用した防災学

習をした。
学習の一環として、中学生が地域のスーパーの前で手帳の内容を説明し

ながら来店者に手渡すという防災啓発活動を実施した。



防災おやこ手帳
の配布をしている様子。

防災士の会の「笑顔プロジェ
クト」をはじめ「国土交通省
小田川河川事務所」「ピース
ウィンズ・ジャパン」の皆さ
んとブースを分けて展示。

⑥ 防災減災に向けての啓発活動



資料１）第４回川辺みらいミーティング「考えよう！マイ避難先 アンケート



資料２）出水期を前にコロナ禍 啓発チラシ配布



資料３） 防災啓発チラシ

令和２年度の開始時には、コロナ感染拡大を懸念して活動ができない状態で

あった。
しかし、出水期を前に伝えなければならないことをまとめて、啓発チラシと

して配布した。
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