
概要
タイではほぼ毎年、雨期に洪水が発生する。2011年の洪水ではタイのいくつかの工業団地に浸

水。工業団地には日系企業の工場もあり、洪水により工場での生産がストップ。タイだけでなく
日本をはじめとする海外の企業も経済的打撃を受けた。今回は洪水の被害の緩和を目的として研
究をした。

タイの洪水対策
洪水を減らす方法と迅速な対応

Ⅰ タイの洪水対策の現状（チャオプラヤ川流域治水事業計画）

Ⅱ アクションプランの検討
①主要施設の全体を取り囲む堤防の建設

⇒洪水防止堤防建設にあたって必要なこと。

◎病院などへ同様の堤防を建設
すべての医療機関に建設するのは費用への面から非現実的。
⇒河川流域から半径3ｋｍ圏内の大規模病院に限定。

②タイ政府の排水ポンプ車の保有
A：タイ政府が購入（６０００万円台）することで保有
B：タイ政府が日本からレンタル

③流域周辺への遊水地の設置
浚渫・河川堤防の建設→高コスト・技術必要
遊水地の整備→低コスト・技術不要

また、平常時はレジャー施設等に活用可能。

以上の防水施設の建設を公共事業とすることで
新たに雇用も生まれる。

環境団体の反対運動によ
り未着手（2014）

⇩

タイ政府はプロジェクト着手
前に環境・健康衛星アセス
メント及び公聴会を実施す
るとし進行中

1氾濫抑制を目的とした流域内の森林や植生の保護
2流域周辺にダム遊水地の整備。
3河川の浚渫。堤防の整備。
4洪水危険管理のための情報伝達・管理システム開発

1最低限、過去の洪水位より高い堤防

2洪水に対して構造的に安全

3洪水防止対象の全周囲に一様に設置
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概要
津波に対する防災意識の高い地域で実際に避難経路を歩くというフィールドワークを行った。そこで，

そのような地域であっても、未だたくさんの問題を残していることを感じた。今回は自分たちが提案で
きる有効な解決策として、自分たちで観光客へ向けたオリジナルマップを作成したことを報告する。

津波から逃げるぞ：

～観光客が安心できる街づくり～

・ ・
・

現状の問題点

海岸に面した観光地での避難シミュレーション実験 （高知県中土佐町・三重県鳥羽市）

z

z

アクションプラン

・ 英文表記
・ 所要時間
・ スロープの有無

・ランドマークの位置
・ 避難経路

例）鳥羽市街地

高知県中土佐町 三重県鳥羽市

日時 2016/9/4（日） 2016/10/3（月）

内容
① 大正市場 ② 久礼八幡宮
をスタート地点とし 10 分間で避難を試みる。

①鳥羽水族館 ②近鉄鳥羽駅
をスタート地点とし10分間で避難を試みる。

結果

① 「大正市場」発
10分以内に避難所にたどり着けない
② 「久礼八幡宮」発

4〜5分で町の避難タワー 1 号に到達。

①「鳥羽水族館」発
9〜11分で旧鳥羽小学校グラウンド到着
②「近鉄鳥羽駅」発

9〜11分で城山公園到着

検証

標識が少ない
分岐点で標識の指示が不明瞭
・ 県と町と国の連携が取れていない
避難場所の数は多い

標識の数が多い
避難場所の数は多い
斜面での階段の割合が非常に高い

身障者，高齢者への配慮不足 避難経路の複雑さ 標識のデザインの限界

避難経路を横切る線路 読み取りにくい標識階段しかない坂道

① オリジナルハザード
マップの作成

② 全方向から見ること
のできる標識



概要
タイでは約４カ月に１度洪水が起こっているが、すぐに避難する人は少ない。原因として①

人々の多くが悪い意味で洪水に慣れてしまっている。②貧困層の小中学校への就学率が低く、知
識が行き届いていないので洪水の危険性がわからない。ということが挙げられる。そこで、私た
ちは貧困層にも行き渡るように防災教育を広め、死者数を減らすことを目標とする。

年齢にあわせた防災教育

大阪教育大学附属高等学校平野校舎

タイで広めよう!！

１．タイの洪水被害について

①洪水の災害数は自然災害のうち58.5％
②洪水の頻度は年々増加している
③自然災害の中で地震に継いで２番目に死者数

が多い（2010年10月に起こった洪水の死者数
は過去最大の258人）

2.アクションプランの検討

小学校 ・避難訓練や着衣水泳を通して、自ら安全
な行動をとる大切さを学ぶ

・体験談や実際に起きた映像を見て、真摯
中学校 に受け止める

・小学校までに学習した内容をさらに深め、
洪水が起きたときに、どう対処すれば良
いか考える。

高校 ・洪水被害の課題解決を目指して、考えを
学校内で共有する。

大学 ・自分たちが学んだことを、積極的に発信
していく。

○危機意識向上のために「防災教育」を実施

幼稚園 ・アニメや絵本を通して、洪水の危険性を
学ぶ

※貧困層には教育が届かない

〈就学率が低い原因〉
①親の仕事を手伝わなければならない
②その日生きる収入が最優先
③親が学校に通わせる意味を感じていない

〈改善策〉
①登校時間の改善
②学校を農業技術を向上させられる場所に

する。（例）学校農園、養豚、養鶏
＊タイの貧困層は農村部に集中

・学校に大農園を形成することで作業を
効率化

・技術を向上させ、所得向上を目指す

③学校卒業後の子供たちのキャリアサポート
（例）卒業後、卒業した学校の職員に

奨学金制度の樹立

３．結論

貧困の改善 → 就学率の向上
防災教育の実施 → 危機意識の向上 → 洪水被害の減少

４．参考文献

・洪水時の住民避難特性に関する国際比較分析（及川泰）（論文）
・地球市民ACTかながわ（NGO）
・Save the Children Japan（NGO)
・タイにおける洪水の概要と被害状況（NKS-RMレポート）

〈今後の課題〉
・学校農園建設に向けて

土地確保の検討

・防災教育を行う指導者の育成
について

(引用元：WordPress-Theme STINGER3 Copyright)

http://海外移住情報.com/wp-content/uploads/2015/09/2015-09-17-23.33.11-640x426-2.jpg


概要
災害が起こった時、道が寸断され、きちんと物資が届かないことがある。このことを解決

するために、エアランダー10という飛行船を活用することを提案する。今回はその利用方法

などを考察した。

災害後の物資供給を考えよう!
～エアランダー10は日本を救う～

◎助けられる命が助けられていない

最悪の場合、死に至ってしまう。

◎エアランダー10の性能

今回は空路の運送手段のライバルとなりうるヘリコプターとの性能比較を行う。

価格 最高速度 航続距離 積載量 長所、短所

エアランダー１０ 11億円 150 km/h 2500 km 50 t 遅いが沢山運べる

ヘリコプター 2億円 250 km/h 860 km 1.5 t 速いが少量しか運べない

◎どう活用するのか

右の９つの国際空港にエアランダーの基地を作り、
災害時には最寄りの基地から物資を送る。
（近すぎず、遠すぎないこの配置がベスト）

〇普段時には・・・
・観光、企業広告を貼り、飛行船として運用する。

また通常の物資運搬も行う。
・低高度の航空撮影を行い環境調査を行う。

新千歳

仙台

富山

成田
中部

関西

広島
福岡

那
覇

出典 復興庁 日本工営 Hybrid Air Vehicles

実際の事例
…東日本大震災の災害

関連死者数が3076人

災害が起こった時、医療機器や発電機など、
いわゆる運びにくいものが不足する。

エアランダー10

国際空港なので海外からの
物資運搬もスムーズ！

岩手 宮城 福島 他 計

人数 441人 889人 1691人 55人 3076人

（災害関連死者数内訳）

災害関連死とは
…災害後の避難生活の中
での肉体的、精神的疲労
による死、物資供給の遅
れによる死、その他の災
害の影響による死のこと

使
用
用
途

使い分け
が必要!

2機を使用用途に応じて駆使することで効果
的な運搬を行い、日本を救う！

ヘリコプター エアランダー１０

すぐに届ける必要があるもの
（水、食料、簡易トイレなど）

追々大量に必要になってくるもの
（風呂、衣服、仮設トイレなど）



概要
イタリアは日本同様の地震大国であり、地震時の建物倒壊が多い。それは地震に弱

い石造りの建築が多いからではないかと考えられる。そこで補強工事を促進普及さ
せることを目的とする。

地震耐震工事の促進
～イタリア編～

Ⅰイタリアの建築、地震に対する現状調査

Ⅱアクションプラン
工事の質を上げる＋値段を下げる→普及が進む

年 地震名 規模 死者 備考

2016 イタリア中部地震 M6.1 280人以上 日本での
Ｍ6クラスの地震は
茨城地震（2016）
負傷者2人
死者0人

2012 エミリアロマーニャ地震 M6.0 25人

2009 ラクイラ地震 M6.3 300人以上

1980 イタリア南部地震 M6.5 2740人以上

●イタリア地震分布図

●最近のイタリアの地震災害

●工事の質を改善
→依頼人と工事会社の間に第三者である専門家を置き手抜き工事をしないように点検

耐震構造の家を建てる、補強工事をするときのシステム
として建築専門家を介入させる制度を義務付ける。

点検をする第三者(工事監理者)を企業化する。

工事監理者
（第三者機関）

依頼人の負担 → 補強工事代のみ

依頼人の負担は補助金によって軽減

安い費用で質の良い工事ができるからお得

●イタリアの工事の質・・・手抜き工事が問題となっている。

工事会社

報告点検義務

依頼

報酬

補助金

耐震工事から間もない
アマトリーチェの小学校壁にセメントではなく砂が多用されていた。

壁に用いられている石の
サイズがバラバラ

出典afpbb.ismcdn.jp

参考：http://buono-italia.com/20160830-2/

政府

依頼人



概要
どんな対策を施してもすべての自然災害から身を守ることはできない。そこで海底都市をつく

りそこに住むことを提案したい。これにより死者の数を減らすことができる。今回はその実現可
能性や費用対効果が合うのかを考察した。

全ての自然災害から身を守る
～ 海 底 都 市 ～

【自然災害の被害を受けない人々の住居】

海底都市は浮いているので地震力を受けない
沖合では津波の波高が低い
海底都市を水面下に沈めて風の被害を防ぐ

【海中という環境下での生活で必要になる資源の確保】

電気：海水温度差を利用して発電
食糧：深層水を利用して養殖，海底都市だけで補いきれないものは輸入
淡水：水圧を利用して淡水化
交通：深海探査艇を利用
情報：深海モニタリング拠点

【二酸化炭素の再利用と海底資源の開発・育成】

CO₂：海底下微生物によってCO₂からメタンを製造し、それを燃やすことでエ
ネルギーをつくる

海底資源：人工熱水鉱床を利用する
※人工熱水鉱床とは…人工的に海底下で資源を育てる技術

問題点
・どこにつくるのか
・どの国の領土として見なすのか
・費用(初期費用＋ランニングコスト)

解決策
・水深3000m～4000mの場所なら可能
・公海に関する新しい条約をつくる

費用に対する有効な提案がまだない！！

海底都市のコストの削減を考える！！

〈海底都市を観光地として利用する〉
観光スポットにして入場料をとる。

〈海底都市本体の大きさを小さくする〉
規模を縮小することで全体的なコストダウンができる。

〈海底都市の機能を制限する〉
海底都市内でのランニングコストの削減につながる。

〈国際会議の会場にする〉
各国からの視線が集まり、海底都市の宣伝となって
注目を集めることができる。

〈企業やボランティア団体に投資してもらう〉
企業やボランティア団体に投資してもらい、その費
用を建設費用に利用する。

出典 OCEANSPIRL/シミズドリーム www.shimz.co.jp/theme/dream/oceanspiral.html

〈3Dプリンターを利用する〉
3Dプリンターを使用することで、大幅なコストダウンに
つながる。実際に使用している例がある。

海底都市に関する現状 ※海底都市の技術は清水建設が唯一(2017年現在)

OCEANSPIRL/シミズドリーム
www.shimz.co.jp/theme/dream/oceanspiral.html



農業問題と水不足を同時に救えないか

１.プールに雨水・汚水・井戸水を貯水
２.処理施設で浄化、堆肥と水を分離
３.処理水は農地・川に放水
４.堆肥は農家に分配⇨農業活性化

概要
タイでは、慢性的に洪水や干ばつといった問題に悩まされている。現状のダム設備といった既

存の対策は、その大規模さや使用目的から「洪水を防ぐ、貯水する」ことに限られている。局地
的で少数の村々の干ばつ問題には効果が出ていない。そこで干ばつ減災・農業活性化が同時にで
きる『ラグーンプール』を提案する

タイの干ばつと対決する
ラグーンプールの建設

１.現状

北部 チェンマイの雨温図干ばつにあった稲

干ばつ 減産 貧困 減災・対策×

◎ 負のスパイラル

２.アクションプラン

乾季（１1月～4月）の慢性的な干ばつ
→水不足になり凶作

現在、北部の干ばつが南部に進行中。

今：ダム政策
効果×

これを
緩和

すれば…

貯水水・汚水を浄化、堆肥を取り出し
・干ばつを減災 ・減産を救う 水・堆肥の分配
A.貯水・効果的な水の利用 A. 堆肥で生産を増やす

☆アクションプラン

ラグーンプールを建設する

・比較的安価…簡単に低予算で全国展開可能
・農村単位での減災が普及…政府の防災予算の緩和→他の社会問題の対策に予算
・農家への水・堆肥の分配…生産効率の向上→経済的ゆとりができる
・日本の技術の輸出…日本政府または企業の進出により日本とタイの友好関係強化

https://ja.climate-data.org/country/202/#example4〈CLIMATE-DATA.ORG〉
http://anngle.org/culture/trivia/royal-rain.html〈ANNGLE 角度を変えてタイからアジアを覗く〉
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171801/nousyu-oshirase.html〈農業集落排水 高知県庁HP〉

メリット・将来性

仕組み

出典

原因
・雨不足
・ダムによる

せき止め

ラグーン（排水浄化施設）と
プール（ため池）の合体

目的：貯水・浄化水・浄化堆肥の分離
土地：既存のため池周辺を改修
費用：5000万～１億円（農地により変動）
維持費：コンピュータ管理のため安価

プール

ラグーン

ラグーンプール

村民の対干ばつの減災資金増加

⇨村民自らの力でより強い減災へ

改善？ 救える？

https://ja.climate-data.org/country/202/
http://anngle.org/culture/trivia/royal-rain.html〈ANNGLE
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171801/nousyu-oshirase.html〈農業集落排水


マグニチュード7,8クラスの
地震

２００８年１回
２００９年３回
２０１０年３回
２０１２年４回
２０１４年２回
２０１６年１回
２０１７年１回

９年間で
合計１５回

概要
インドネシアでの地震による被害を減らすために、地震に強いとされるドームハウスの利用
と街の復興、住民のスムーズな避難システムを提案したい。それにより地震時も地震後も２
つの面から強い街づくりの実現を目指す。今回はその必要性と実現可能性を考察した。

地震対策に特化した街づくり

大阪教育大学附属高等学校平野校舎

インドネシア

2015～2035年の20年間で
約5000万人増加
⇒ニュータウンの需要高い

＜ドームハウスを用いる＞

地震対策の問題点

「免震」
・初期費用で約400万円
・地震の度に揺れを吸収する

能力が低下
「耐震」
・地震の度に損傷が進む

⇒費用がかかるため貧困層の
多いインドネシアに不適

２.アクションプランの内容と検討

素材 発砲ポリスチレン
＜７７００型＞
直径：7.7ｍ
高さ：外形4.05ｍ
面積：44.2㎡
価格：2,378,600円

＜ロングドーム３号＞
幅：7.7ｍ

長さ：13.7ｍ
高さ：外形4.05ｍ
面積：89.2㎡
価格：約380万円

(オプションによる)

耐久性
・国土交通大臣の認定有り

・発砲ポリスチレンは
紫外線・薬品・熱などの
影響を受けない

・腐らず錆びない

・シロアリに侵されない

・難燃加工により燃えない

特徴
◎復興が早い
・ピースの組み立てでつくる
・作業も簡単で３～４人で
・約7日間で建てられる

(クレーンを使わず)

◎災害、自然に対する強さ
・ドーム型のためうまく力を

逃がし、地震や強風など
に強い

◎横揺れにも縦揺れにも強い

＜ドームハウス実現のプロセス＞
◎インドネシアにドームハウスの

工場建設

◎インドネシアでパーツ生産

◎インドネシアの物価に適した価格
提供が可能
街の住居が全てドームハウスなので
企業にとって収入が約束され価格を
さらに安くできる

＜ニュータウン＞
◎避難を迅速にするために

・入り組んだ複雑な道を
造らず単純に

（京都のような碁盤の目状）
（パリのような放射線状）

◎復興を迅速にするために

・街の中心部にドームハウス
の部品を保管する倉庫設置

＜地震に強い街のつくりかた＞

◎政府が街づくりを企業に託す

◎政府は土地にかかる固定資産
税や企業の法人税を下げる

◎企業は魅力的な街にするため
に産業・娯楽施設をつくる

3.結論 ドームハウスの利用と復興・避難システムの工夫した街づくりによって
地震の被害を減少させることが可能

１.インドネシアの現状と現在の地震対策の問題点

人口増加の推移



概要

「人為的な災害」の中でテロを研究。
平和的な解決方法を提案したい。

血を流さずにテロをなくす
Eliminate terrorism without shedding blood
～PGEを組み込んだ学校づくり～
～Founding  schools that include Pesantren Global Education～

まとめ

教育的アプローチからテロを解決
する。（教育改革）

1 .タイ深南部のテロ発生のメカニズムと課題解決に向けたアプローチ
●マレー系ムスリムの人々に対する差別待遇や武力行使
●イスラム過激派による治安関係者を狙ったテロの常態化
●2004年1月～2014年末までで死者約6000人、負傷者約1000人

●2004年1月～2014年末までで死者約6000
人、負傷者約1000人

2.タイ政府の過去の事例を踏まえたアクションプランの提案

大人 雇用の減少 政府に反感を持っている

子供を学校に行かせることが不可能

識字率の低下 雇用が減って生活苦

以上のことから日本のSGHを参考にした教育プログラムを導入したモデル校一つを建設
このプログラムを深南部でまず普及させる

参考文献 安倍川元伸「国際テロリズムハンドブック」立花書房 （発行年2015年）

タイ王国

政府への不満
宗教の対立

テロ・暴動

鎮圧

不満の残存
子供の教育

子供達の多様な
視野の拡張による
負の連鎖の遮断が
テロ解決への鍵

ムスリムの子の教育の場として
受け入れやすい
イスラム教の学校である
プサントレンを提案

過去のタイ政府の失敗
・過去にタイにあったプサントレンを強制的に
タイ文化を教える私学へと改組
・家庭などで教わるイスラムの価値観と改組された
学校で教えられるタイの価値観の相違による
社会的摩擦の発生

過去にタイにはプサントレンはあった
そこではイスラム系の文化と言語を教えていた

改善点

・イスラム系の学校体系を維持した、タイの公立学校と同等
の教育

・追加の教育としてタイやイスラム、そのほかの国の文化や
価値観を学ぶ
・SGHを参考にした教育プログラムの実施による子供の
自助努力の促進

・プサントレン
→ムスリムの個人経営の学校をベースとし
現地の子供たちに受け入れやすい
価値観の保持と異文化理解を深める場

・SGH(Super Global High school)
→多様な価値観の理解を深め多角的な視点を
手に入れる
そのような視点を持つ子供の育成によって
長期的であるがテロの防止が可能

PGE(Pesantren Global Education)プログラム

・・・・・・・・・・・子供たちが自分たちの力で打破できる力を養う！！！

負の
連鎖


