
「ゆめ風基金障害者市民防災活動助成金」 助成事業

浜松医科大学 社会貢献事業 助成事業

障がいをもつ子と家族のための

サバイバルキャンプ & 防災ワークショップ

体験のしおり

２０１３年 ９９９９月２２２２２２２２日日日日((((日日日日))))午後午後午後午後 ～～～～ ２３２３２３２３日日日日((((月・祝）午前月・祝）午前月・祝）午前月・祝）午前

浜松市立 青少年の家

浜松市中区住吉４丁目２３−１ tel 053-471-4725

主催 みらいTALK（詳細は裏表紙にあります）

後援 浜松市•浜松市教育委員会

協賛 葵町こどもクリニック•イトーグループ•磐田市役所• 江崎グリコ株式会社•エネジン株式会社•株式会社岡

根谷• 杏林堂• げんきこどもクリニック•河野こども医院• こどもクリニックわだ •三立製菓株式会社• NPO法人すだち• 

浜名梱包株式会社•浜松市•浜松市根洗学園• ヘルスアメニティクリエイション•本田技研工業株式会社•株式会社松

本義肢製作所•リンドマン（株）• わんぱくキッズクリニック (５０音順)

協力 エネジン株式会社•NPO法人すだち•NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ•聖隷浜松病院•浜松市危

機管理課•浜松市障害福祉課（５０音順）



目目目目 的的的的 避難所避難所避難所避難所おおおお泊泊泊泊りりりり体験体験体験体験をををを通通通通してしてしてして、、、、なにがなにがなにがなにが必要必要必要必要かをかをかをかを考考考考えるえるえるえる
非常食非常食非常食非常食やややや防災防災防災防災グッズなどをグッズなどをグッズなどをグッズなどを知知知知りりりり、、、、防災防災防災防災のののの基礎基礎基礎基礎をををを学学学学ぶぶぶぶ
新新新新しいしいしいしい出会出会出会出会いをいをいをいを通通通通してしてしてして、、、、仲間仲間仲間仲間をををを作作作作るるるる

参加人数参加人数参加人数参加人数 12121212家族家族家族家族 43434343名名名名 ＋＋＋＋ スタッフスタッフスタッフスタッフ人数人数人数人数 約約約約30303030名名名名 合計合計合計合計 約約約約70707070名名名名をををを予定予定予定予定

日日日日 程程程程 平成平成平成平成25252525年年年年9999月月月月22222222日日日日（（（（日日日日）～）～）～）～23232323日日日日（（（（月月月月・・・・祝祝祝祝）））） 1111泊泊泊泊2222日日日日

宿泊場所宿泊場所宿泊場所宿泊場所 浜松市立浜松市立浜松市立浜松市立 青少年青少年青少年青少年のののの家家家家
〒430-0906 浜松市中区住吉四丁目２３－１
℡：053-471-4725 Fax：053-471-4723

活動場所活動場所活動場所活動場所 聖隷浜松病院聖隷浜松病院聖隷浜松病院聖隷浜松病院 〒430-8558 浜松市中区住吉２－１２－１２

青少年青少年青少年青少年のののの家家家家 〒430-0906 浜松市中区住吉四丁目２３－１

集合日時集合日時集合日時集合日時 平成平成平成平成25252525年年年年9999月月月月22222222日日日日（（（（日日日日）））） 14141414時時時時30303030分分分分～～～～ 受付受付受付受付

集合場所集合場所集合場所集合場所 聖隷浜松病院聖隷浜松病院聖隷浜松病院聖隷浜松病院 CCCC棟棟棟棟 2F2F2F2F センターセンターセンターセンター会議室会議室会議室会議室（（（（別紙別紙別紙別紙MapMapMapMap参照参照参照参照））））
＊聖隷浜松病院駐車場をご利用ください（1家族1枚駐車場の無料券をご用意します）
＊当日は、病院正面玄関とエレベーターホール、会議室までの間にプラカードを持っ
たスタッフを配置します

＊ワークショップ終了後（17時ごろを予定）、青少年の家に移動します
＊青少年の家までは聖隷浜松病院から約900m（徒歩で約11分、車で約5分）です
＊青少年の家の駐車場は無料です

参加費用参加費用参加費用参加費用 一人一人一人一人1000100010001000円円円円（ご家族4人で参加の場合、4000円になります）

責任者責任者責任者責任者 障障障障がいをがいをがいをがいをもつもつもつもつ子子子子とととと家族家族家族家族のためのサバイバルキャンプのためのサバイバルキャンプのためのサバイバルキャンプのためのサバイバルキャンプ＆＆＆＆防災防災防災防災ワークショップワークショップワークショップワークショップ実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会

実行委員長実行委員長実行委員長実行委員長 遠藤雄策遠藤雄策遠藤雄策遠藤雄策

当日当日当日当日のののの連絡先連絡先連絡先連絡先

服服服服 装装装装 動動動動きやすいきやすいきやすいきやすい服装服装服装服装（（（（普段着普段着普段着普段着））））
＊各自で 1泊2日分の衣類をご用意ください
＊洗濯機の使用ができませんのでご留意ください（手もみ洗いは可能）

持持持持ちちちち物物物物 避難所避難所避難所避難所にあるものをごにあるものをごにあるものをごにあるものをご想像想像想像想像いただきいただきいただきいただき、、、、避難所生活避難所生活避難所生活避難所生活をををを送送送送るにるにるにるに当当当当たりたりたりたり、、、、必必必必
要要要要とととと思思思思われるものをわれるものをわれるものをわれるものを各自各自各自各自おおおお持持持持ちくださいちくださいちくださいちください。。。。
そのそのそのその他他他他、、、、保険証保険証保険証保険証のののの写写写写しししし 薬薬薬薬 筆記用具筆記用具筆記用具筆記用具 参加費参加費参加費参加費などもごなどもごなどもごなどもご用意用意用意用意くださいくださいくださいください

保保保保 険険険険 損保損保損保損保ジャパンジャパンジャパンジャパン 国内旅行保険国内旅行保険国内旅行保険国内旅行保険（（（（傷害保険傷害保険傷害保険傷害保険）））） にににに加入加入加入加入しますしますしますします

緊急対応緊急対応緊急対応緊急対応 怪我怪我怪我怪我やややや病気等病気等病気等病気等のののの1111次対応次対応次対応次対応はははは、、、、スタッフスタッフスタッフスタッフ医師医師医師医師・・・・看護師看護師看護師看護師にてにてにてにて行行行行いますいますいますいます
救急受診救急受診救急受診救急受診がががが必要必要必要必要とととと判断判断判断判断したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、聖隷浜松病院聖隷浜松病院聖隷浜松病院聖隷浜松病院（（（（053053053053----474474474474----2222222222222222））））まままま
たはたはたはたは浜松医療浜松医療浜松医療浜松医療センターセンターセンターセンター（（（（053053053053----453453453453----7111711171117111））））にににに依頼依頼依頼依頼しますしますしますします



スケジュール

9月22日（日）
14:30-15:00 集合・受付（聖隷浜松病院 C棟２階 センター会議室）

15:00-16:00 ワークショップ① 防災グッズを作ろう
16:00-16:15 休憩
16:15-17:00 ワークショップ② 防災グッズを知ろう
17:00-18:15 ⻘少年の家へ移動 入所式
18:15-19:00 夕食
19:00-20:00 ワークショップ③ 災害へ備えよう
20:00-21:00 レクリエーション
21：00 就寝

9月23日（月・祝）
6:00 起床
6：30 体操
7：00-8：00 朝食
8：00-9：00 振り返り
9：00-10：00 片付け
10：00 解散

メモメモメモメモ



スケジュール表

時間時間時間時間
1日目日目日目日目 2日目日目日目日目

9999月月月月22222222日日日日（（（（日日日日）））） 9999月月月月23232323日日日日（（（（月月月月・・・・祝祝祝祝））））
内容内容内容内容 場所場所場所場所 内容内容内容内容 場所場所場所場所

6:006:006:006:00 起床起床起床起床 居室

6:156:156:156:15 洗面洗面洗面洗面・・・・着替着替着替着替ええええ

6:306:306:306:30 体操体操体操体操 ホール

7:007:007:007:00 朝朝朝朝ごはんごはんごはんごはん 食堂

7:457:457:457:45 歯磨歯磨歯磨歯磨きききき

8:008:008:008:00

振振振振りりりり返返返返りりりり

保護者保護者保護者保護者 食堂

子子子子どもどもどもども（（（（託児託児託児託児）））） ホール

9:009:009:009:00 片片片片づけづけづけづけ

10:0010:0010:0010:00 閉会式閉会式閉会式閉会式・・・・解散解散解散解散 ホール

14:3014:3014:3014:30 集合集合集合集合・・・・受付受付受付受付
聖隷浜松病院聖隷浜松病院聖隷浜松病院聖隷浜松病院

C棟2階
センター会議室

15:0015:0015:0015:00 開会式開会式開会式開会式・・・・自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介

15:1515:1515:1515:15 ワークショップワークショップワークショップワークショップ①①①①
防災防災防災防災グッズをグッズをグッズをグッズを作作作作ろうろうろうろう

同上

16:0016:0016:0016:00 休憩休憩休憩休憩

16:1516:1516:1516:15 ワークショップワークショップワークショップワークショップ②②②②
防災防災防災防災グッズグッズグッズグッズのののの知知知知ろうろうろうろう

同上

17:0017:0017:0017:00 移動移動移動移動

18:0018:0018:0018:00 入室入室入室入室・・・・説明説明説明説明・・・・設営設営設営設営
青少年青少年青少年青少年のののの家家家家
第3研修室

18:1518:1518:1518:15 夕夕夕夕ごはんごはんごはんごはん 食堂

19:0019:0019:0019:00

ワークショップワークショップワークショップワークショップ③③③③
災害災害災害災害へへへへ備備備備えようえようえようえよう

保護者保護者保護者保護者 食堂

子子子子どもどもどもども（（（（レクリレクリレクリレクリエーションエーションエーションエーション）））） ホール

20:0020:0020:0020:00 レクリエーションレクリエーションレクリエーションレクリエーション ホール

21:0021:0021:0021:00 着替着替着替着替ええええ・・・・歯磨歯磨歯磨歯磨きききき・・・・就寝就寝就寝就寝 居室



サバイバルキャンプのルール

• 今回のキャンプでは今現在、用意してある非常用持ち出し袋を試してみる、と
いうことを考えています。各自、避難所生活に必要と思われるものを持参して
ください。

• ⼀般的な避難所に用意されているものは実⾏委員会で用意しています。

• 会場の2階は電気、ガス、水道を止めて、ライフラインの止った状態を再現し
ています。1階は利用可能としますが、できるだけ初期の避難所生活を「体
験」してみてください。

• 水の割当はひとり4リットルとします。この中で食事や⻭磨き、洗⾯などの保
清をして頂きますので不⾜にならないよう考えて使用してみてください。

• 水や物資など、参加者同士で融通しあうことは可能です。

• 1日目の晩ご飯は備蓄用アルファ米と非常食(カレー)を配給します。カレーは
調理せず頂くことができます。

• 2日目の朝ご飯には缶詰のパンを配給します。

• アレルギー食や特殊食などの用意はありませんので、各自でご準備ください。

• ⻘少年の家の2階はインフラ（電気・ガス・水道）は使用できない設定として
います（そのため、エアコンや照明の使用、トイレの排水などを2階では制限
しています）。

• ただし、エアコンなどについては状況により使用可能とします。

• トイレは2階は非常時トイレ、1階は通常の水洗トイレの設定です。

• 入浴、洗濯機の使用はできません。

• 寝具は⽑布・布団の利用は可能です。

• エレベーター、自動販売機、テレビ等は使用できない設定としています。

• 宿泊は2階で⾏います（第3研修室、和室⑤〜⑧を利用予定です）。

• 1日目のワークショップ③と2日目の振り返りは、予定では保護者の方と子ど
もさんは別⾏動となりますが、ご相談の上で判断いたします。

• ただしプログラムや避難所の設定などは状況により変更する場合があります。



部屋割り

通常利用可能トイレ

非常時体験トイレ 宿泊部屋

ワークショップ・食事・振り返りレクリエーション・託児

メモメモメモメモ



１５：００−１６：００

NPO法人はままつ子育てネットワー

ク ぴっぴ 原田博子様

• ビニール袋でカッパづくり

• バリバリ新聞紙スリッパ 他

ワークショップ①

「ぼうさいぴっぴ」

〜子どもを守る防災ワークショップ〜

メモ



ワークショップ②

「役に立つ！ 防災グッズを知ろう」

１６：１５ 「低圧ＬＰガス発電機」

協賛：エネジン株式会社

１６：３０ 「簡易トイレたすけくん」

協賛：ＮＰＯ法人すだち

１６：４５ 「防災グッズいろいろ」

メモ



みんなで簡易ベットを作りましょう♪

避難所設営避難所設営避難所設営避難所設営

雑魚寝スタイル ダンボールベッドスタイル

図参照：「段ボールベッドが命を守る」 http://ameblo.jp/mizutanijpacks/

災害時は交通網が断たれ、救援物資が届かないことが予測されます。し

たがって、すべての人にダンボールベッド（簡易ベッド）を用意することは

難しいです。状況に合わせて、対応することが良いと考えられます。今回今回今回今回

のキャンプでは、お子さまにはダンボールベッドを用意しています。保護のキャンプでは、お子さまにはダンボールベッドを用意しています。保護のキャンプでは、お子さまにはダンボールベッドを用意しています。保護のキャンプでは、お子さまにはダンボールベッドを用意しています。保護

者の方はぜひ雑魚寝に挑戦して下さい。者の方はぜひ雑魚寝に挑戦して下さい。者の方はぜひ雑魚寝に挑戦して下さい。者の方はぜひ雑魚寝に挑戦して下さい。

東日本大震災の避難所では、たくさんの被災者が、低体温症やエコ

ノミークラス症候群、廃用症候群などの震災関連死で亡くなっています

。復興庁は「東日本大震災における震災関連死に関する報告」の中で

、震災関連死の約30％が“避難所における生活の肉体的精神的疲労”

が原因だったと報告しています。

◎避難所のことを考えよう◎避難所のことを考えよう◎避難所のことを考えよう◎避難所のことを考えよう

日本の避難所は、体育館や公民館のなかでダンボールを敷いて過ご

しているイメージがあります。しかし、世界の避難所では簡易ベッドを

設置することが多いようです。簡易ベッドとしてはダンボールを利用し

たベッドがあります。簡易ベッドの良い点は次のようなことが挙げられ

ています。

●人が歩くたびに巻き上がる泥や粉じんを避けることができる。

●寒い時期など床から伝わってくる冷気を避けることができる。

●床から起き上がる際に負担を軽減できる。

など

◎避難所を作ろう◎避難所を作ろう◎避難所を作ろう◎避難所を作ろう!!!!!!!! ――――雑魚寝とダンボールベッド（簡易ベッド）雑魚寝とダンボールベッド（簡易ベッド）雑魚寝とダンボールベッド（簡易ベッド）雑魚寝とダンボールベッド（簡易ベッド）――――



ワークショップ③

「災害へ備えよう」

～家族で考えよう～

１９：００～２０：００ １Ｆ食堂

（保護者）

浜松市危機管理監 危機管理課

危機管理監代理兼危機管理課長

松永 直志 様

メモ



防災献立防災献立防災献立防災献立

メニューメニューメニューメニュー

９月２２日（日）

☆おやつ

一口パイと飲み物

☆夕食

温めいらずカレー

（江崎グリコ）

アルファ米

汁物（フリーズドライ）

９月２３日（月）

☆朝食

おにぎり（ひじきのア

ルファ米）

たまごワッフルもしく

は缶パン

試食でき

るよ～♪

※各種非常食・見本市

焼き鳥、ピラフ、五目ご飯、

チャーハン、白飯

ドライカレー、ナポリタン、

カルボナーラ など



レクリエーション



振り返り

• 今回のキャンプに参加して・・。

• 足りないと思ったもの

• あって良かったと思ったもの

• 避難所にあって欲しかったもの

• 必要ないと思えたもの

• 体験を通して感じたこと

• 次回のキャンプに希望すること



家族の各自が携帯すると

便利な情報

• 氏名（ふりがな）
• 性別
• 生年月日
• 本人連絡先

– 住所
– 電話番号

• 身体状況（病気、アレルギー、常備薬など）
• 緊急時連絡先

– 氏名（ふりがな）
– 本人との続柄
– 電話番号
– 住所

• かかりつけ医療機関
– 名称
– 電話
– 住所

• 家族の集合場所
• 家族の避難場所



協賛団体一覧(５０音順)

葵町こどもクリニック

イトーグループ

磐田市役所

江崎グリコ株式会社

エネジン株式会社

株式会社岡根谷

きとう小児科皮膚科

杏林堂

げんきこどもクリニック

河野こども医院

こどもクリニックわだ

三立製菓株式会社

NPO法人すだち

浜名梱包株式会社

浜松市

浜松市根洗学園

ヘルスアメニティクリエイション

本田技研工業株式会社

株式会社松本義肢製作所

リンドマン（株）

わんぱくキッズクリニック



体験した

みらいみらいみらいみらいTALKTALKTALKTALK についてについてについてについて

当会は、障がいの有無や家庭環境に関わらず、浜松市及び近隣の地域に住む全てのこど

もにとってより良い未来、地域社会を築くことを目的とし、こどもに関わる多職種（医師、

保健師、臨床心理士、保育士など）が集まり、2009年5月より“こどものより良い未来を

創る会”として活動し、2013年4月より“みらいTALK”に改称しました。

こどもと家族、そしてそこに関わる人々を“つなげる”“ささえる”“しらべる”“ひ

ろげる”事業を展開していきたい、と考えており、活動の幅を広げるために一般社団法人

化を目指し、準備中です。

会の主旨に賛同いただき、一緒に会の運営に携わっていただける正会員も募集しており

ますので、ご希望の方は下記までメールにてお知らせください。

代表 平野 浩一（小児科医）

みらいTALK メールアドレス miraitalkhamamatsu@gmail.com

みらいTALK ブログURL http://miraitalkhamamatsu.hamazo.tv


