
 

 

 

 

 

都立高校生の「合同防災キャンプ２０１６」宿泊研修について 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日  時  平成２８年８月２２日（月）から平成２８年８月２４日（水）まで 

 

２ 会  場  宮城県多賀城高等学校，宮城県石巻西高等学校他  

 

３ 主  催  東京都教育委員会  

 

４ 主な内容  （１）宮城県多賀城高等学校の生徒との交流活動（８月２２日）  

（２）宮城県石巻西高等学校の生徒との交流活動（８月２２日）  

（３）南三陸町における復興支援ボランティア 

（４）防災士養成講座・演習  等 

 

５ 参加予定数 東京都立高等学校生徒８０名，教員２２名  

        宮城県多賀城高等学校生徒１０名  

宮城県石巻西高等学校生徒１０名  他  

 

６ 添付資料  東京都教育委員会記者発表資料  

 

７ その他    本事業に係る問い合わせについては，東京都教育庁指導部指導課

指導企画課（電話０３－５３２０－６８３６）となります。  

記 者 発 表 資 料 

平 成 ２ ８ 年 ８ 月 １ ５ 日 

スポーツ健康課学校安全体育班  

担当：遠藤（内線）３６６７  

東京都教育委員会では，地域防災に貢献できる人材を育成するため，都立高等学校

の生徒・教員１０２名が東日本大震災の被災地である宮城県を訪問し，宮城県の高校

生との交流活動などをプログラムとした「合同防災キャンプ２０１６」を実施します。 



 

 

都立高校生の「合同防災キャンプ 2016」宿泊研修の御案内 

 

東京都教育委員会では、地域防災へ貢献できる人材の育成を目的に、都立高等学校

等の生徒・教員１０２名が東日本大震災の被災地を訪問する「合同防災キャンプ 2016」

（全体概要は別添のとおり）を今年度新たに実施しますので、お知らせします。 

 

１ 日時 

平成 28 年８月 22 日（月）から平成 28 年８月 24 日（水）まで 

２ 場所 

宮城県沿岸地域（南三陸町、多賀城市、東松島市、石巻市） 

３ 研修内容 ※ 詳細は、別紙のとおり 

日 程 行 程 

平成 28 年 

８月22日（月） 

【Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ】東松島市周辺視察－宮城県石巻西高等学校との交流活動 

【Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ】多賀城市周辺視察－宮城県多賀城高等学校との交流活動 

【合流後】防災士養成講座の講義・演習（宿泊先） 

８月23日（火） 
復興支援ボランティア（南三陸町内） 

防災士養成講座の講義・演習（宿泊先） 

８月24日（水） 

震災経験者、消防職員の講演（宿泊先） 

語り部バス（南三陸町内） 

※ 一部、防災士養成講座を兼ねる。 

４ 宿泊先 

南三陸ホテル観洋 

〒986-07660 宮城県本吉郡南三陸町黒崎 99-17 TEL 0226-46-2442 

５ 取材対応 

⑴ 同行取材または現地での取材を希望される場合は、平成 28 年８月 18 日（木）の

午後５時までにファクシミリで御連絡ください。 

⑵ 取材に当たっては、係員の指示に従ってください。 

⑶ 取材時には、必ず自社腕章を着用してください。また、駐車場の利用を希望する

際は、事前に御連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

  

取 材 案 内 

平成２８年８月８日 

教 育 庁 

＜問合せ先＞ 
教育庁指導部指導企画課 児玉、大津 
電話（直通） 03-5320-6836 
  （内線） 53－747 
ﾌｧｸｼﾐﾘ（直通） 03-5388-1733 
  （内線） 65－733 



 

【宿泊先地図・仙台からの主なアクセス】 

○南三陸ホテル観洋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■所在地 〒986-0766 宮城県本吉郡南三陸町黒崎 99-17 

■交 通 「仙台駅前」から「南三陸ホテル観洋前」まで、宮城交通高速バス（気

仙沼・南三陸行）で 1 時間 42 分 

「仙台駅東口」から「南三陸ホテル観洋」まで、南三陸ホテル観洋シャ

トルバス（宿泊者限定）で 2 時間 

「仙台駅」から「陸前戸倉駅」まで、ＪＲ東北本線・石巻線・気仙沼線

ＢＲＴで約 2 時間 

  



別紙 

宿泊研修行程表 

 

第１日目【平成 28 年８月 22 日（月）】 

時間 行程概要 

8:45 東京駅集合【東京駅団体集合場所（東京駅地下１階 丸の内地下南口改札外）】 

9:24 ＪＲ東京駅 出発 

 ↓（新幹線 やまびこ 131 号） 

11:14 ＪＲ仙台駅 到着 

11:40 仙台駅東口 出発（バス） 

Ａグループ ５１名 Ｂグループ ５１名 

12:20  【多賀城市周辺視察】 

12:20 多賀城公園野球場仮設住宅 

(多賀城市鶴ケ谷一丁目 6) 

＜市職員による仮設住宅の案内＞ 

 

12:50 鶴ケ谷地区災害公営住宅 

(多賀城市鶴ケ谷三丁目 92-1) 

＜災害公営住宅自治会長による 

仮設住宅における生活等の説明＞ 

＜市職員による減災の取組みの説明＞ 

 

13:30 多賀城市内 

＜多賀城高等学校教員によるまち歩き＞ 

12:30 【東松島市周辺視察】 

12:30 旧東松島市立野蒜小学校等視察 

＜地元ボランティアの語り部ガイド＞ 

旧野蒜小学校 

旧野蒜駅舎 

長音寺 

野蒜海岸（通過） 

 

 

 

13:50 旧石巻市立門脇小学校 

(石巻市門脇町 4丁目 2-11) 

＜元校長による学校から鹿島御児 

神社までの避難ルート等の説明＞ 

14:30 【宮城県高等学校との交流活動】 

宮城県多賀城高等学校 

(宮城県多賀城市笠神二丁目 17-1) 

＜多賀城高等学校生徒との 

グループワーク等を実施＞ 

15:00 【宮城県高等学校との交流活動】 

宮城県石巻西高等学校 

(東松島市赤井七反谷地 27) 

＜石巻西高等学校生徒との 

グループワーク等を実施＞ 

16:00 学校出発 

16:30 学校出発 

16:50 【東松島市周辺視察】 

旧石巻市立大川小学校 

(石巻市釜谷山根１) 

＜献花を実施＞ 

17:45 宿舎到着 

18:00 宿舎到着  

19:00 【防災士養成講座の講義・演習】 

避難所の開設と運営・地域の自主防災活動 

21:00 講義終了 

 



第２日目【平成 28 年８月 23 日（火）】 

時間 行程概要 

8:00 宿舎出発（４グループに分かれて、8:00～8:30 の間に車両で出発） 

ＡＭ 【南三陸町における復興支援ボランティア①】 

次のうちから午前に１業種、午後に１業種のボランティア活動を実施 

農業ボランティア（小野花匠園） 

漁業ボランティア（金比羅丸） 

物品販売ボランティア（たみこの海パック） 

林業ボランティア（南三陸森林組合・ＹＥＳ工房） 
 

ＰＭ 【南三陸町における復興支援ボランティア②】 

※ 午前と異なる復興支援ボランティアを実施 

 

 

16:30 宿舎到着（16:30～17:00 の間） 

19:00 【防災士養成講座の講義・演習】 

津波の仕組みと被害・被害想定とハザードマップ 

21:00 講義終了 

 

第３日目【平成 28 年８月 24 日（水）】 

時間 行程概要 

8:25 
【被災地における交流活動】 

＜東京消防庁職員による講演 ～緊急消防援助隊の活動等～＞ 

9:00 
【被災地における交流活動】 

＜南三陸消防署職員による講演 ～東日本大震災における消防活動及び教訓＞ 

9:50 
【被災地における交流活動】 

＜南三陸ホテル観洋女将による講演 ～地域の復旧と復興～＞ 

10:45 

【被災地における交流活動】 

＜語り部バスによる南三陸町の被災地状況視察＞ 

旧戸倉中学校・戸倉小学校跡地・旧高野会館・旧防災対策庁舎 
 

11:40 
さんさん商店街視察 

(南三陸町志津川字御前下 59-1) 

12:45 さんさん商店街 出発 

15:15 ＪＲ仙台駅 到着 

15:44 ＪＲ仙台駅 出発 

           ↓（新幹線 やまびこ 146 号） 

17:48 ＪＲ東京駅 到着・解散 

※ 被災地における交流活動の一部は、防災士養成講座のカリキュラムの一部とする。 



合同防災キャンプ2016 の実施概要 

   

  
 
 

高校生 
 80人 

教員 
22人 

被災地での宿泊研修 

 

○産業復興支援 
○漁業復興支援 
○林業復興支援 

等を実施 
        

 
 
 

事前研修 

 
○講義 
※被災地小学校の 
 元校長を招聘 

開講式 
オリエンテーション  

○現地の高校との交流 
○震災経験者からの講話 
○被災地の消防職員等からの講話 

 
 
 

事後研修 

合同防災キャンプ 
研修まとめ 

 
 
 

報告会 

防災士認証状・ 
防災士証の交付 

都立高校防災 
サミット同時開催 

・研修成果発表 
・関係機関講話 等 

◆7月17日（日）  
◆都教職員研修ｾﾝﾀｰ 

平成28年8月22日（月） 平成28年8月23日（火） 平成28年8月24日（水） 

午前 

東京駅集合・出発 
仙台駅到着 
【Aグループ】被災地状況視察（東松島市周辺）  
【Bグループ】被災地状況視察（多賀城市周辺）  

 

 農業支援 
 漁業支援 
 林業支援 等 
※グループに分かれて活動 

 

震災経験者、現地消防署職員等の講演 
語り部バス 
南三陸町視察・交流 等 

午後 

 

【Aグループ】宮城県石巻西高等学校との交流 
【Bグループ】宮城県多賀城高等学校との交流  

 

 ※グループに分かれて活動 
 ※午前中とは異なるボランティアを実施 

南三陸町出発 
仙台駅出発 
東京駅到着・ 解散 

夜間 
 

講義・演習（防災士講座） 

 

講義・演習（防災士講座） 

復興支援 
ボランティア 

交流活動 

防災士講座 

交流活動 

２ 宿泊研修の行程 （案） 

◆8月22日（月）～24日（水） 2泊3日  
◆宮城県南三陸町、多賀城市、東松島市、石巻市等 

◆9月22日（木・祝）  
◆都庁大会議場 
 （都庁第一本庁舎） 

◆翌1月 22日（日） 
◆都内会場 

１ 合同防災キャンプ全体概要 

防災士講座 

復興支援ボランティア 

復興支援ボランティア 

防災士講座 

交流活動 

地域の防災リーダーとして活躍を期待 

防災士講座 

３ 防災士とは 

 自助・共助・協働を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活
動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得した
ことを、特定非営利活動法人日本防災士機構が認証した者をいう。 
 防災士の資格取得の流れは、右の図のとおりです。 

※ 特定非営利活動法人日本防災士機構のパンフレットより抜粋 

 
○講義・試験 

防災士講座 

     ○講義・演習 防災士講座 

別添 



　　東京都教育庁指導部指導企画課　安全教育班 行

※22日の日中は2グループ（A-東松島・石巻、B－多賀城）に分かれて、視察及び交流活動を実施

台 人 台 人 人

復興支援ボランティア先（南三陸町4か所）

交流活動（消防職員等の講演）

10時45分～11時40分 語り部バス

防災士養成講座

19時00分～21時00分

19時00分～21時00分

13時30分～14時15分

午前

8月24日
（水）

8時25分～10時30分

8月23日
（火）

午後

8月22日
（月）

8時45分

16時50分～17時00分

12時20分～13時20分

14時30分～16時00分

15時00分～16時30分

(B) 多賀城公園野球場仮設住宅
     鶴ケ谷地区災害公営住宅  視察

(B) 宮城県多賀城高等学校　交流活動

防災士養成講座

(B) 多賀城市内 まち歩き

(A) 旧東松島市立野蒜小学校等　視察

(A) 旧石巻市立門脇小学校　視察

12時30分～13時20分

ムービー

御社名

所属部署名

メディア（番組・媒体）名

御芳名

御連絡先　ＴＥＬ ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ ：

スチール

締め切り ：平成２８年８月１８日（木）午後５時まで

ＦＡＸ ： ０３－５３８８－１７３３（内　６５－７３３）

取材
ペン

取材希望日程

東京駅集合場所

(A) 旧石巻市立大川小学校　視察

日時 取材希望場所
希望する箇所に

丸を付けてください

13時50分～14時30分

(A) 宮城県石巻西高等学校　交流活動

取材申込書 




