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防災設備計画「防災ベンチ製作」 

長野県飯田 OIDE長姫高等学校 

社会基盤工学科 新井優斗 桐生拓実 林 蓮太         宮澤雅矢 村澤春樹 矢澤秀虎 

指導教諭 堀内優 先生 

 

１．目的   昨今の自然災害の頻発や災害に対する
防災意識の高まりと、専門高校で学んだ

知識を活かすため、災害が発生した際の

避難生活によるストレスの軽減を図るた

めに計画しました。 

２．内容   災害が発生した際の避難指定場所に防
災倉庫などは設置されている。防災設備

について調査したところ防災ベンチを利

用していることが多かった。今回の計画

ではその防災ベンチを製作します。 

３．防災ベンチの概要   防災ベンチとは、平常時においては休
憩用のベンチとして利用する事ができ、

災害発生時にはベンチ部分を取り外し、

炊き出し用かまどとして利用する事がで

きるものである。今回の計画も同様に腰

掛部分を取り外しができ、炊き出し用と

して緊急時に利用する事ができるものと

しました。 

４．活動  ①説明会の実施   災害時に防災ベンチとして利用する自
主防災会、飯田市、地区の自治振興セン

ターの方々に説明会を実施した。当初は

公園などに設置を考えていたが、説明会

において、避難場所としては学校が多い

ため近隣の学校に設置するのが良いとご

意見を頂き、後日鼎小学校に設置するこ

とが決まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明会の様子 

②かまどベンチの設計   構造を調べかまどとして機能するよう
に設計を考えました。また、かまどに使

用する鍋や道具を収納するスペースがな

いと考え、同時に収納ベンチも製作する

ことにしました。材料は熱に耐えられる

ように耐火れんがを積み上げる設計にし

ました。 

③安全基準の考慮   ベンチとして利用するために、腰掛け
る人数が安全かどうか試作し腰かけまし

た。また児童がケガなどをしないよう劣

化しない材料を使用しベンチ部分が外れ

ないよう鍵を付けるなど配慮しました。 

５．製作開始  ①縄張りと床掘り   設置する部分を正確に決めるために、
縄張りという作業を行いました。メジャ

ーで正確に測り縄を張ります。次にベン

チを安定させるためにコンクリートを流

し込むために掘りました。 
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縄張り       床掘り 

②コンクリート打設  掘ったところにコンクリートを流し込み
ます。強度を上げるために鉄筋を入れそ

の後コンクリートを流し込みました。 

   鉄筋設置        打設 

③レンガ積み  コンクリートの上に耐火れんがをひとつ
ずつ積み上げていきます。積み上げるた

めにコンクリートに隅だしして積んでい

きます。接着に関しては熱と耐久性を考

え、モルタルを使用しました。 

 

 

 

 

 

 

       レンガ積みの様子  ④座面製作   ベンチの腰掛部分の制作を行いまし
た。通常の木材よりも硬いため電動工

具で切り、座面を等間隔で固定してい

きます。 

 

 

 

 

  ⑤完成   れんがを積んだ上にベンチを設置しま
し、完成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．実演会   自主防災会ほか関係者の皆様の前で実
演会を行いました。あいにく風が強く着

火する事ができませんでしたが、お褒め

の言葉を頂くことができました。 

 

 

 

 

 

７．最後に   製作を通して多くの方にご協力いただ
いて完成する事が出来ました。最初はで

きるかどうか不安でしたが、完成した後

は達成感を得ることができました。   本研究を進めるにあたり、助言をいた
だきました鼎地区自主防災会の皆様、飯

田市関係者の皆様、設置するにあたり場

所を提供して頂きました鼎小学校の皆

様、研究費の助成を採択して頂きました

ムトス飯田学生助成モデル事業の関係者

の皆様にも厚く御礼を申し上げます。 
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防災設備計画
ＯＩＤＥ社会基盤防災グループ

リーダー：宮澤 雅矢

副リーダー：新井 優斗

メンバー：桐生 拓実、林 蓮太、村澤 春樹、矢澤 秀虎

◆目的

現在も、台風や大雨、地震など自然災害が多く発生し

ている中、防災意識の高まりや専門高校で学んだ知識

を活かしたいと考えていた。

その中で、災害が発生した際に多くの方が避難生活を

する現実があった。

その避難生活でストレスを感じることがあると考え、そ

の軽減を図るために計画した。
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◆計画の内容

防災設備について、調べていたところ、多くの自治体で

防災設備などを利用していることがわかった。

中でも防災ベンチが自治体、民間でも広く使われてい

ることから、今回計画では、防災ベンチを製作する。

防災ベンチは、平時は休憩用のベンチとして利用する

ことができ、災害時は炊き出し用のかまどとして利用す

ることができる。

◆活動

①説明会の実施

防災ベンチを利用する地域の

自主防災会、飯田市などの方

に説明会を実施。

当初は公園に設置を考えてい

たが、避難指定場所として、学

校が多いため、鼎小学校に設

置が決定。
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②防災ベンチの設計

ベンチとかまど、両方の機能

をより使いやすいよう設計。

当初かまどのみを計画してい

たが、かまどで使用する道具

の収納スペースとして、収納

ベンチも同時に制作すること

とした。

③安全基準の考慮

ベンチとして利用するため、

一度試作して人数がどのく

らい座れるか検討。

小学校では児童が使用する

ことも 考え、ベンチ部分が

外れないよう鍵をつけるなど

配慮した。
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◆製作

①縄張りと床掘り

設置するための位置を出す

「縄張り」をおこない、縄に合

わせて地面を掘る床掘りを

行った。

掘った場所にコンクリートを

流し込むことでベンチの安定

性をはかる。

②コンクリート打設

床掘りで掘ったところに

コンクリートを流し込む

作業。

コンクリートの強度を上

げ るために鉄筋を入れ

手で練り上げたコンクリ

ートを 流し込んだ。
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③レンガ積み

固まったコンクリートの上に

れんがを積んでいく。

最初に積み上げるために、

コンクリートに墨み出しを行

い積んでいく。

接着に関しては耐久性等を

考えてモルタルを使用した。
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④座面製作

ベンチの腰掛部分を製作。

通常よりも劣化しない人工

木材を使用した。

◆竣工

製作した座面を積んだれんがの上に設置し完成。
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◆実演会について

１月１５日に鼎地区自主防災会ほか関係者の方々をお招き

し、実演会の実施を行った。
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◆これからの利用について

平常時はベンチとして利用していただき、災害時は

かまどにも利用してもらいたい。

また、防災訓練等でも実際に火を入れるなどして、災害

が発生した時を想定した使い方も考えていきたい。

鼎地区の防災だけでなく、飯田市全体にこのような設備

を整え、災害が発生した時は積極的に利用していっても

らいたい。

10



ドローンを使った地域とのつながり 

 

下伊那農業高等学校 農業機械班 

３年 山田 修渡  濱島 知将 

２年 根本 武竜  他 計６名 

 

１．はじめに 

  下伊那農業高校は令和２年度に創立 100周年を迎えた。この節目の年に新しいことを始めたいと

思い、最近のトレンドの一つであるドローンを使って何かできないかと考えた。昨年度の公民館大

会では、よこね田んぼの方々との地域連携や生育調査などを行う活動案を発表し、ムトス飯田学生

助成金を頂いて活動できることになった。しかし、新型コロナウイルスの影響を受け、校外活動が

大きく制限されてしまい、当初予定していたことができず、活動内容が大きく変わってしまった。 

 

２．目的 

 ・ドローンを農業に用いることによりスマート農業の一端に触れる。 

・よこね田んぼの撮影を行い、PR動画を作成して魅力を発信する。 

・ドローンを用いて地域貢献活動を行う。 

 

３．活動に利用した機材 

ドローンは図１に示す DJI社製の Mavic2 Proを選定し、ムトス助成金を利用して購入した。生育 

調査は図２に示すようにドローンに近赤外線カメラを搭載して行った。 

        

 

  図 1 ドローン（ Mavic2 Pro ）        図 2 ドローンに近赤外線カメラを搭載 

 

４．活動内容 

① 稲の生育調査 

  ８月 23日（日）に、よこね田んぼで始めてドローンを飛行させることができた。当初の計画で 

は５月の田植えからよこね田んぼに数回行き、ドローンを飛行させる計画であったが、コロナの

影響でできなかった。近赤外線カメラを利用しての飛行は一回だけであったが、図３、図４に示

すデータを取得できた。図４は NDVI（正規化植生指数）画像といい、植物の葉が赤色の可視光を

吸収し、近赤外光を強く反射する性質を利用した指標である。活動の様子は南信州新聞（2020年

８月 25日）に『ドローンで稲の状態判別』という見出しで掲載して頂いた。 
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図４の画像の見方は、作物が育っていない場所は 赤色 で表示され、作物が順調に生育している場所は 緑色 で表示される。 

 

② よこね田んぼの PR動画の制作 

    よこね田んぼに行き、ドローンを飛行させた日は８月 23日（日）の他に、稲刈りをした９月 20

日（日）、９月 26日（土）だけである。また、９月は天候が悪く雨が降り止むのを待って飛行さ

せることが多かった。撮影できた動画を利用して１分 30秒程度の PR動画を作成した。よこね田

んぼの方々にはまだ見て頂いていないが、２月 21日（日）の公民館大会の中で発表することを目

標に制作した。 

 

③ 下伊那農業高校 100周年記念の人文字撮影 

私たちの下伊那農業高校が昨年 100周年を迎  

えた。これに伴い開催された記念行事でドロー 

ンを使い人文字を撮影した。このときは、全校 

生徒、先生方、新聞記者やケーブルテレビの方 

などの多くの人たちの前で、ドローンを飛行さ 

せ、無事に人文字の撮影に成功した。南信州新 

聞（2020年 11月１日、11月 3日）にそのとき 

の様子を掲載して頂いた。 

 

５．活動を通して学んだこと 

   新型コロナウイルスによる全国一斉の臨時休校が開けた６月から、学校の圃場でドローンを操

縦する練習を行った。操縦をする前には国土交通省航空局がネットで公開している無人航空機飛

行マニュアルを確認し、ドローンでやってはいけないことや、操縦技量の習得に必要な練習を知

ることができた。ドローンのカメラは操縦している手元のスマートフォンで見られるため、普段

では見られない上空からの様子が見られてすごいと思った。 

   ドローンを用いることにより空撮が可能になり、農業では肥料の足りない部分がどこかなど、

分かりやすくなることがわかった。PR動画を制作するために、動画編集ソフトを使い動画編集の

技術を学んだ。ドローンを利用することで、いろんなことができるようになり、地域や農業のた

めに貢献ができると思った。 

図 4  NDVI画像（よこね田んぼ） 図 3 近赤外線カメラの画像（よこねたんぼ）

図 5  SHMN 100thの人文字  

下農（SHIMONO）と読めるように 100の人文字の配置を工夫
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下伊那農業高等学校 農業機械班

新型コロナウイルスの影響を受け、学校の方針
により校外活動が大きく制限されてしまった時
期があり、当初予定していたものよりも活動内
容が大きく変わってしまいました。

しかし、学校の先生方や「よこね田んぼ」の
方々のご協力によりドローンを用いての活動を
行うことができました。
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ドローンを農業に用いることによりス
マート農業の一端に触れる

よこね田んぼの撮影を行い、PR動画を
作成して魅力を発信する

ドローンを用いて地域貢献活動を行う

当初予定していた「赤外線カメラを用いた田ん
ぼの育成調査」はドローンの本体に赤外線カメ
ラを搭載し、稲の成長状況を調査しました。
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私たちの下伊那農業高等学校は昨年百
周年を迎えました。それに伴い開催さ
れた記念行事でドローンを使い人文字
を撮影しました。
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4月～5月 新型コロナウイルスにより活動休止
（休校）

6月～7月 ドローン飛行練習

8月～9月 よこね田んぼ撮影

10月 文化祭の撮影準備

11月 文化祭での人文字撮影

12月～1月 公民館大会準備

ドローンを用いることにより、空撮が可能
になり肥料の足りない部分がどこかなど、
分かりやすくなる

動画編集の技術、等々
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ご清聴ありがとうございました
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