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プロジェクトの概要 

 

１．背 景 

国連では、毎年１０月の第２水曜日（２０１１年は１０月１２（水））を国際防災の日と指

定し、災害の防止、縮小、およびこれに対する備えを含め、自然災害を減らす動きを世界共

通の文化として広める運動を行っている（国連決議５６／１９５、２００１）。 

トンガでも国際防災の日に合わせ１０月８日（土）～１５（土）を防災週間とし、国家災害

管理事務所を始め、各災害関係機関が国民の防災意識、防災に関する知識・技能を向上させ

るイベントを開催する予定である。 

ハーパイ諸島は、地勢的要因により、トンガの中でも津波、サイクロンといった自然災害に

脆弱である。また、離島が多く島嶼間の運輸・通信連絡体制が不十分、また標高も低く、災

害が起こった際には被害が甚大になる場合が多い。今回の、防災週間のイベントについても、

テレビやラジオ放送を使ったものが多く、テレビ放送のないハーパイ諸島では、大きな効果

が期待できない。今後、早期警戒システムの導入等が計画されているハーパイ諸島で、住民

に防災に関する知識を持ってもらうことは必要不可欠である。 

 

２．目 的 

このプロジェクトは、（１）学校での防災教育を通して、生徒、先生の防災に関する知識を

向上させ災害に対し強い学校をつくること（２）日本人ボランティアと現地防災専門家間で

の技術交換を通し、両者の技術を向上させること（３）世界防災の日にイベントを行うこと

で、ハーパイ住民の防災意識を向上させることを目的とする。 

 

３．実施者 

（１）Ms,MoanaKioka（現地防災専門家） 

Pacific community focused integrated disaster risk reduction project に所属し、ト

ンガ全土のコミュニティーを周り、住民と共に災害対処計画の作成に携わる。 

（２）工藤 JV（日本人ボランティア） 

ハーパイ州知事事務所に所属し、防災を担当。 

（３）寺林 JV（日本人ボランティア） 

国家災害対策事務所に所属し、防災を担当 

  対象者 

（１） 学校関係関係者（先生、学生） 

（２） 防災関係者、住民 

 

４．プロジェクト日程 

（１）実施日程：２０１１年１０月１０日（月）～１５（金） 

日 付 午 前 午 後 備考 

１０月１０日（月） 移動（タプ－ハーパイ） 学校活動  
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１１日（火） プロジェクトの説明 

州知事事務所 

教育省関係者 

  

１２日（水） 防災ワークショップ州知事事務所、防災イベント 防災の日 

   １３日（木） 学校活動 学校活動  

１４日（金） プロジェクト報告 移動（ハ－パイ－タプ）  

（２）実施場所 

 

 

５．予 算 

１１５２TOP$ 

内訳は別添５の通り。 

 

６．プロジェクト内容 

（１） 防災意識調査 

 目 標 

学校で先生、生徒を対象をしたアンケートを取ることで、ハーパイの防災の現状

を調査するとともに、今後の活動の参考とする。 

 実施要領 

別添６－１の通り。 

（２） 防災意識向上ワークショップ 

 目 標 

州知事事務所にて、ハーパイの防災実務者と防災に関する協議。 

 内 容 

自然現象と災害の違い知らせ、脆弱性は人為的に拡大するものだという防災概念

の基本を唱え、ニウアトプタプ地域の脆弱性を考え、コミュニティー防災の必要

意義を訴える。 

本プロジェクトの説明（州知事事務所） 

１１日１０：００～１１：００ 

プロジェクトの結果報告 

１４日１０：００～１１：００ 

１０日１０：００～ 

GPS Faleloa  

１０日 GPS Fotua 

１３日０９：００～ 

GPS Pangai 

１０日 GPS Koulo １３日１３：３０～ 

GPS Hihiho 
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 参考資料 

別添６－２のとおり。 

（３） 防災教育 

 目 標 

学校を巡回し、実例、映像を通して災害について知ってもらうとともに、実演を

通して対処要領を学ぶ。 

 実施要領 

（１）東日本大震災に関する被災状況を写真・映像等を交えながら講義する。ま

た、過去の阪神大震災の映像を使い日本の災害を通して災害を知る。 

（２）シーツや毛布などの身近なものを使い生徒主体とした止血法やけが人の運

搬法のワークショップ。 

（３）非常持ち出し袋に関するものや防災フラッシュカードを使用し、リズムに

合わせて、体を使って覚えてもらう防災教育を実施。 

 

（４） 防災イベント 

他機関に問い合わせ中、協同で実施予定。 

現在（９月２８日現在）、TongaTrust がハーパイで防災イベントを予定している。そ

の他はなし。 

（５） 防災ポスター・パンフレットの配布 

 目 標 

ポスター、パンフレットを配布することで長期的に防災に対する意識を啓発する。 

 実施要領 

主に１１月から始まるサイクロンシーズンに向けサイクロン、および津波に関す

る対処要領を教えるためのトンガ語の防災教材を配布する。 

 配布物 

別添６－３のとおり。 

 

７．効 果 

（１） ハーパイの学校関係者の防災能力の向上、及び学生、先生の防災に対する意識理解 

（２） 日本人ボランティア及び現地防災専門家の技術向上 

（３） ハーパイ住民の防災意識の向上 
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予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添５ 
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Disaster survey in School 

 

Objective 

The objective of this research is to assess and evaluate current situation and capacity to 

respond to natural disasters. 

For children  

Q1. Do you discuss what you have learnt in the school with your family at home? 

    Yes (  ), No (  ) 

 

Q2. What type of natural disasters are you aware of? 

    Floods (  ), Cyclone (  ), Earthquakes (  ), Tsunami (  ), Volcanic eruption (  ), Others (  ) 

 

Q3. What type of natural disaster do you feel most threatened? 

    Floods (  ), Cyclone (  ), Earthquakes (  ), Tsunami (  ), Volcanic eruption (  ), Others (  ) 

 

Q4. Have you ever studied natural disasters such as floods, earthquakes and tsunamis before? 

    Yes (  ), No (  ) 

 

Q5. Would you like to study about natural disasters in the future? 

    Yes (  ), No (  ) 

 

Q6. Do you know the cause of Tsunami? 

    Anger of God (  ), Earthquake (  ), Strong wind (  ), No idea (  ) 

 

Q7. What should be done when tsunami occurs? 

    Stay at home (  ), Escape to a higher place or inland (  ), Go to the see to check (  ),  

No idea (  ) 

 

Q8. What do you do in an event of a sudden big sea recede? 

    Go for catching fishes (  ), Escape to a higher place (  ), Play there (  ) 

 

Q9. Have you studied how to escape from a natural disaster either at school or home? 

    School (  ), Home (  ), Never (  ) 

 

Q10. Which of following items are available at you home? 

    Television (  ), Radio (  ), Telephone (  ), Mobile phone (  ), Internet (  ), Nothing (  ) 

 

 

別添６－１ 
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Savea ‘o e Fakatamaki΄ ki he Ngaahi Ako΄ 

Taumu’a: 

Ko e taumu’a ‘o e savea ni ke fekumi mo fakama’opo’opo ‘a e tu’unga lolotonga ‘oku ‘i ai ‘a e ‘ilo 

mo e anga ko ia ‘a e tali ‘o ka ‘i ai pe hoko ha fakatamaki fakanatula΄. 

Ke tali ‘e he Fānau Ako΄: Write your grade (    ) 

F1. ‘Oku ke vahevahe ‘a e me’a na’a΄ ke ako ‘i ‘api ako΄ mo ho famili΄ ‘I ‘api? 

‘Io (  ), ‘Ikai (  ) 

 

F2. Ko e ha hā fa’ahinga fakatamaki fakaenatula ‘oku ke ‘ilo? 

Tāfea (  ), Afā (  ), Mofuike (  ), Peaukula (  ), Puna e Mo’unga afi (  ), Fakatamaki 

fakaenatula kehe (  ) 

 

F3. Ko fē ‘a e fakatamaki fakaenatula ‘oku ke ilifia taha ai? 

Tāfea (  ), Afā (  ), Mofuike (  ), Peaukula (  ), Puna e Mo’unga afi (  ), Fakatamaki 

fakaenatula kehe (  ) 

 

F4. Na’a΄ ke ‘osi ako kimu’a fekau’aki mo e ngaahi fakatamaki fakaenatula ko eni΄ hangē, ko e 

tāfea, mofuike mo e peaukula? 

‘Io (  ), ‘Ikai (  ) 

 

F5. ‘Oku ke sai’ia ke ke ako fekau’aki mo e fakatamaki fakaenatula ‘i he kaha’u? 

‘Io (  ), ‘Ikai (  ) 

 

F6. ‘Oku ke ‘ilo e me’a ‘oku ne hanga ‘o fakatupu ‘a e Peaukula?  

 Tautea mei he ‘Otua (  ), Mofuike (  ), Matangi Mālohi (  ), ‘Ikai ke u ‘ilo (  ) 

 

F7. Ko e ha e me’a ‘oku totonu ke fakahoko he taimi ‘oku hoko ai e Peaukula? 

Nofo pe ‘i ‘api (  ), Hola ki ha feitu’u ma’olunga pe ‘alu ki loto fonua (  ), ‘Alu ‘o vakai ‘a tahi 

(  ),  

‘Ikai ke u ‘ilo  (  ) 

 

F8. Ko e ha ha’o me’a ‘e fai he taimi ‘oku maha fakafokifā ai ‘a e tahi? 

Alu ‘o fangota (  ), Hola ki ha feitu’u ma’olunga (  ), ‘Alu ki ai ‘o va’inga (  ) 

 

F9. Kuo ke ‘osi ako fekau’aki mo e hola pe fetukutuku mei ‘api ako pe ‘api ‘i he hoko ha fakatamaki 

fakanatula? 

‘Api ako (  ), ‘Api (  ), Te’eki ke ako fekau’aki mo e me’a ni (  ) 
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F10. Ko fē he ngaahi me’a ni ‘oku ma’u ‘i ‘api? 

Televisone (  ), Letiō (  ), Telefoni (  ), Telefoni To’oto’o (  ), ‘Initaneti (  ), ‘Ikai ke ma’u ha 

taha ‘o e ngaahi me’a ni ‘i ‘api (  ) 

 

For Teachers: 

Q1. Do you have subjects for learning about natural disasters in the curriculum? 

    Yes (  ), No (  ) 

Q2. If no in Q1, do you feel the necessity for those lessons?. 

    Yes (  ), No (  ) 

Q3. Do you think which education material is most effective for disaster education? 

    Reading book (  ), Picture books (  ), Brochures (  ), Posters (  ), Video (  ) 

Q4. Do you think you can properly lead and protect students in times of disaster? 

    Yes (  ), No (  ) 

Q4. Do you think Emergency Management Plan for school is necessary when natural disaster 

happens?  

    Yes (  ), No (  ) 

Q5. What do you think you need to response to a tsunami event? , choose as many as you want. 

   Siren (   ), Radio (   ), Tsunami Board (   ), Tsunami education (   ), Response Plan (   ) 

Contact: tonganemo@gmail.com 
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A part of presentation 

 

 

 

 

別添６－２ 
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別添６－３ 
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