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大学として防災に特化した取り組みがあ
るわけではないが、東日本大震災の被災県
として、災害時に必要な対応を振返りながら
いくつかの取組みを行っている。今回は、

「災害派遣福祉チーム」を紹介する。熊本
地震でもＤＭＡＴなど専門家集団が現地入
りして対応をしている。「災害派遣福祉チー
ム」は発災後避難所生活がほぼ定着し始
めた頃（発災後１週間程度）に避難所中心
に被災者の福祉的ニーズを把握し対応す
るチームである。熊本地震でも岩手県の
チームは大型連休の１次派遣から毎週交
代で５次派遣まで行い、その後京都のチー
ムに引継いでいる。自宅とは異なり条件の悪
い避難所での生活で生じる福祉的ニーズ

（介護、身の回りの支援、生活線に対する相
談など）を把握し、その対応を行政や後方
支援につなげるためのチームである。まだ組
織されている自治体はほとんどないが、岩手
県では岩手県立大学が中心になって研修
内容の検討など人材育成を続け、現在、
チーム登録員が２３４名、最終のスキルアッ
プ研修２終了者が３６名いる。平常時は研
修をおこなうなど災害編準備をして（図1）、災
害時は４～６名からなるチームが被災地に
入る（図2）。熊本地震で全国でも初めて「災
害派遣福祉チーム」が被災地活動をしたこ
とになり、今後は評価等しながら役に立つ
チームにして行く予定である。
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岩手県立大学の取組み

熊本地震は、4月14日夜・16日未明の二度にわたって熊本地方に震度７の揺れを発生させ、益
城町、西原村、南阿蘇市を中心に大きな被害をもたらしました。大阪市立大学の都市防災教育
研究センター（CERD）のメンバーはそれぞれの専門領域で、発災後から現地に赴き、救援・援
助・被害調査などを行っています。医学部医学科では災害派遣医療チーム（DMAT）の一員と
して、看護学科では避難所での健康面のサポート、理学部・工学部・生活科学部では地盤・斜
面・土木構造物・建築物・活断層など各領域の観点から被害実態調査にあたりました。

CERDでは5月19日の第6回サイエンスカフェ（防災座談会）で「速報！熊本地震」として緊急報
告会を開催し、4名の教員から、地震発生後に現地入りして調査・収集した情報を交えながら解
説を行いました。本学学生や教職員をはじめ、これまでコミュニティ防災教室を通じて防災に関心
をもっておられる地域住民など約70名の参加を得ました。参加者一同、 熱心に発表内容に耳を
傾け、大変有意義な時間となりました。CERDでは、大学内外の防災関係者と今後も、熊本地震
に関する意見交換を行う機会を持ち、コミュニティの防災力向上に向けた取り組みの中にこれら
の経験を生かし、市民とともに、この取り組みをより良いものにしていきたいと考えています。

Topic！ 都市防災教育研究センター（CERD）  副所長　三田村 宗樹

熊本地震の発生とその対応

詳しくはCERDホームページへ

市大 CERD2016年度後期コミュニティ防災教室
CERDでは、地域で活躍できる防災リーダー・防災サポーターの育成を目指してコミュニティ防災教室を開催しています。2016年度は前期と後期の2回開催となり、後期は10月
から始まります（4ページ活動予定・告知参照）。前期途中からの受講も可能ですので、CERD事務局までお問い合わせください。

益城町での災害調査のようす

第6回サイエンスカフェ「速報！熊本地震」

文化交流センター 防災講座【都市災害への備え～日頃からの対処法】を開催します。    
・ 9/2（金）　災害から学び、実行する （森　一彦）
・ 9/9（金）　「つながり」による地域防災力の強化 （野村 恭代）

・ 9/16（金）　自然災害にかかわる情報の取得とその活用 （三田村 宗樹）
・ 9/30（金）　災害時を想定した食料備蓄を考える （由田 克士）

受講生募集中

告　知

※詳しくはCERD事務局までお問い合わせください。



「シチズンサイエンスで水防災に備える」
都市防災のシチズンサイエンス　vol.02

表：近年の自然災害（「防災士教本」より作成）

ここでは、防災士教本（特定非営利活動法人 日本防災士機構）に掲載
されている「近年の自然災害」についてご紹介しましょう。この教本には、
1995年に発生した阪神・淡路大震災以降の災害が記されています。右表
に示しますように、多くの災害が記されています。このような自然災害によって
被災した公共施設を迅速かつ確実に復旧するためには、多額の費用を要
します。たとえば、内閣府は、東日本大震災の被害額（原発事故を除く）を
16.9兆円と推計しています。2016年度の一般会計予算が96.7兆円ですか
ら、東日本大震災によって国家予算の17.5%に相当するインフラを一瞬にし
て喪失したことになります。震災に関連する経済的損失を考慮すると、被害
額はもっと深刻であることが容易に想像できますね。

過去の災害について知る

「科学」の第一歩は、言葉の意味を知るということです。科学者や専門家
と呼ばれる人たちは、自らが思い描いている状況が相手に間違いなく伝わる
ように、両者の間で使われる言葉の意味を確認するという作業をします。これ
を、言葉（用語）の定義と言います。一言で「災害」と言ってもいろいろなもの
が考えられます。誰が定義するかで、言葉の意味が多少異なってきますが、
ここでは、「災害対策基本法」で定義されている「災害」を紹介しておきます。
同法では、災害を「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、
地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若し
くは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定
める原因により生ずる被害」と定義しています。また、「これらに類する政令で
定める原因により生ずる被害」として、「放射性物質の大量の放出、多数の
者の遭難を伴う船舶の沈没、その他の大規模な事故」が定められています。
すなわち、自然が原因となって生じる災害（自然災害）もあれば、それ以外の
人間の過失などが原因で生じる災害（人為的災害）もあるということです。

「災害」とはなにか？

四方を海に面し、プレート境界上に位置し、台風の経路にも晒されている
我が国日本は、様々な災害を経験してきました。災害への対応は、これまで
の数多くの経験に基づいています。すなわち、防災工学は経験工学です。
たとえば、阪神・淡路大震災（1995年）では、新幹線が運転を再開するのに
81日を要しました。新潟中越地震（2004年）では66日、東日本大震災（2011
年）では49日、熊本地震（2016年）では13日しか要していません。震度7の激
しい揺れに短期間で2度も襲われたにもかかわらず、復旧作業は大幅に短
縮されています。このように、復旧に要する期間が大幅に短縮できているの
は、阪神・淡路大震災で経験した深刻な被害を抑えるための耐震対策が進
められたこと（①どのような被害があったのかを明らかにし、そのような被害
が起こらないように備える行動をとっていた）と、復旧工事の技術とノウハウ
の蓄積ができた（②どのような被害が起こり得るかを知っていたため、対応
の準備ができていた）成果です。このように、災害時に何が起こったのか、何
が私達の生活に不具合をもたらしたのか、不具合を少しでも軽減するため
に今後できることは何か、を考えておくことは非常に大切なことです。

シチズンサイエンスとは、一般的には、「一般の人々によって行われる科
学」と定義され、職業的な科学者や研究機関と協調して行われることが多
いとされます。このような定義によれば、一般の人々が積極的に科学に関与
することが求められるように思いますし、「科学」と言われると、少しハードルが
高いように思われるかもしれません。「科学ことはじめ」として第一にすべきこ
とは、「わかっていることと、わかっていないことを明確にすること」です。防災
あるいは減災に関して言えば、災害時に、市民ひとりひとりが、自らの、そし
て、身近な人々のいのちを守るためには、
（1） 過去にどのような災害が起こったのか、その原因と結果について十分

な知識を得る
（2） それぞれの災害に対して、どのような対策がとられて現在に至っている

のかについて知る
（3） 一市民として、どのようなことができるかについて考える
ことなどが必要であろうと思います。
本稿では、水災害を対象として、少しだけ、科学してみましょう。

災害リスクユニットリーダー　工学研究科・教授　重松 孝昌

1995年1月17日 阪神・淡路大震災 内陸型地震

2000年3月～4月 有珠山噴火 噴火

2000年6月～ 三宅島噴火 噴火

2004年7月 新潟・福島、福井の集中豪雨災害 豪雨

2004年10月23日 新潟県中越地震 内陸型地震

2007年7月16日 新潟県中越沖地震 地震

2009年7月 中国・九州北部豪雨 豪雨

2009年8月 台風9号に伴う豪雨災害 豪雨・台風

2011年3月11日 東日本大震災 海溝型地震

2011年9月 台風12号による災害 豪雨・台風

2012年5月6日 つくば市大規模竜巻災害 竜巻

2013年9月 台風18号による災害 豪雨・台風

2013年10月 伊豆大島土石流災害 台風・土石流

2014年2月 大雪・暴風雪 低気圧・豪雪

2014年8月 広島土砂災害 豪雨・台風・土石流

2014年9月 御嶽山噴火 噴火

2014年11月22日 長野県北部地震 地震

2015年5月30日 小笠原西方沖地震 海溝型地震

2015年9月 関東・東北豪雨 豪雨・台風

要因災害発生年
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想定されている災害について知る

人類は記録に留めるという手段を持っています。今や、古文書のような文章だけではな
く、災害に関する静止画や動画を始め、多岐にわたる詳細な数値データを、誰でも容易
に見ることができるような時代になっています。このような環境が、シチズンサイエンスを後
押ししています。大阪市が提供している地図情報サイト「マップナビおおさか」にアクセス
すれば、例えば、大和川が氾濫した場合の浸水分布図として右図のような情報を得るこ
とができます。ここで大切なことは、右図のような浸水分布は、大和川が氾濫したとき、お
およそ、このような浸水分布になるであろうということであって、必ず、このようになるという
ことを示しているわけではないということです。予測する際に想定したような氾濫場所で、
想定したような水量があふれ出すとは限らないのです。
また、右図には、浸水がどのような時間スケールで拡がっていくかということも示されて

はいませんが、浸水が拡がっていく過程を知ることができれば、より安全な避難行動を取
ることができるようになるのではないでしょうか?災害の発生の危険性を感じたら、強固な
堤防や防潮堤などが私達のいのちや財産を必ず守ってくれる保証はないということを念
頭に置いて、自ら行動を起こすことができるように知識を増やすことに努めてください。

図1：大和川が氾濫した場合の浸水分布 （「マップナビおおさか」）

図2：大和川が氾濫した場合の 地下鉄軌道内の浸水分布

都市防災のシチズンサイエンス 
都市の防災について市民自らが科学する 
都市の防災について市民自らが科学的に考えることが、今、強く求められていま
す。それが「災害死ゼロ」の実現につながります。現代の災害科学技術を市民に
とって身近なものにすることは、大学の重要な使命の一つです。「A to P から A 
to C」大阪市立大学都市防災教育研究センターCERDは、国・自治体や企業と
の防災研究にとどまらず、市民に向けた防災教育研究を進めています。 

自ら災害を想定する

さて、大阪市はショッピング街や交通手段として地下空間を利用しています。その規模
は、世界でも指折りの規模です。大阪市交通局の路線別駅別乗降人員の調査によれば、
大阪市営地下鉄の一日利用者数はおよそ247万人です。勿論、時間帯ごとに利用者数は
異なりますが、多くの方が利用している時間帯に浸水が発生したときには、地下空間を利
用している人々の安全な避難を考えなければならないということは容易に想像できることで
しょう。右図は、大和川が氾濫したとき（図1で示されている左側だけの浸水域を想定して
います）に、地下鉄の軌道空間内をどのように浸水が拡がっていくかということを計算した
結果を示しています。図中の色は、氾濫が始まってから地下鉄軌道内の浸水深が1.5m

（ホームにいる人が避難困難となる状態を想定）となるまでの時間を示しています。この図
には、ショッピングセンターへの浸水は考慮することなく、地下鉄軌道内のみを水が拡がっ
ていくことを想定した計算結果が示されていますので、実際よりも遠方まで拡がっていくよう
な計算結果となっていると思いますが、図中の左下から浸水し始めた水は相当に遠方ま
で拡がっていく可能性があることは理解いただけると思います。

このような計算を自ら行うことは容易ではありせんが、災害の条件を考えることは可能だ
と思います。例えば、高潮と河川氾濫が同時に発生することはないのだろうか、淀川と大和
川が同時に、あるいは数時間の差はあるものの両者が氾濫することはないのだろうか、な
どと想像してみてください。公表されいている被害想定から、どのような事態になるかを想
像してみてください。さらに、どのような行動を取れば、自らのいのちを守ることができるか想
像してみてください。これが机上訓練になると思います。街に出かける機会があるときには、
想定した行動を取ることができそうか、現場を眺めてみてください。そのような視点で街を
眺めてみれば、あなたの、そして、あなたの街の防災力は、きっと高まっていくと思います。
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市大 CERD

CERDの活動・お問合せは下記よりアクセスください

大阪市立大学
都市防災教育研究センター

日程は変更になる可能性があります。詳しくはCERDホームページでご確認ください。

小学生を対象とした防災授業を行いました 
2016年5月14日に、大阪市立大空小学校で「いのちを守る学習スペ

シャル」が行われました。CERDから、重松孝昌教授（大学院工学研究
科）と福島祥行教授（大学院文学研究科）が講師として参加しました。
重松教授からは、地震の仕組み、震度、地震が起こった時の対処法に
ついての講義がなされました。福島教授からは、災害が起こった時に
助け合えるにはどのようなことが必要かについての講義がなされまし
た。講義には、１年生から６年生269名と近隣地域からの参加者約40

名が出席し、講義後に小グループに分かれて、講義から学んだことに
ついてのディスカッションとまとめが行われました。この他、2016年5月15
日、16日、17日に開催された「東住吉区防災リーダー研修」に、森一彦教
授（大学院生活科学研究科）、生田英輔講師（大学院生活科学研究
科）、三田村宗樹教授（大学院理学研究科）が講師として参加しまし
た。

地域貢献（公開講座、イベント）

重松教授による大空小学校での講義の様子

都市防災研究：知の探求と技術の模索
■第5回サイエンスカフェ　4/21（木）
・「自然な立体感を持った空中浮遊３次元映像表示 」
宮崎大介（大阪市立大学工学研究科）
■第6回サイエンスカフェ「速報！ 熊本地震」　5/19（木）
・「益城町での調査内容を中心に報告」
宮野 道雄（大阪市立大学学長補佐）

・「本学の災害医療チーム等の現地での活動報告」
山本 啓雅（大阪市立大学医学研究科）

・「阿蘇地域の調査及び日本学術会議主催の「熊本地震・緊急報告会」について報告」
三田村 宗樹（大阪市立大学理学研究科）

・「被害状況等のデータについて」
重松 孝昌（大阪市立大学工学研究科）
■第7回サイエンスカフェ　6/16（木）
・「避難に必要な体力と避難所での健康対策を考える」
渡辺 一志（大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センター）
今井 大喜（大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センター）

【開催予告】サイエンスカフェ　9/1（木）
・「映像の力を防災・減災に役立てる(仮)」
梶原浩一（防災科学研究所兵庫耐震工学研究センター長）

都市防災研究 （ユニット1、ユニット2、ユニット3）

第6回サイエンスカフェ「速報！熊本地震」
三田村教授による阿蘇地域の調査報告の様子

コミュニティ防災教育 

アクティブラーニング型防災教育のためのワークブックを発刊
2016年3月に2015年度のコミュニティ防災教室の内容を踏まえた地

区防災教室ワークブック「生活現場で学ぶアクティブラーニング型防災
教育」を発刊しました。

子どもから大人まで、日々 の生活の現場で防災を学ぶことを重視し、
普段暮らしているまちで、どのように災害のリスクを把握し、災害への対
応力を身につけていくのかを実践的に学べるワークブックを目指しまし
た。このワークブックは、今後増加してくるであろう学校や地域での実践

的な防災訓練やワークショップの一助となるような内容が多く掲載され
ています。多くの学校の先生や自主防災組織の方に手にとっていだけ
ればと思います。

2015年度版は大阪市住吉区と平野区での地区防災教室での教育
内容が主となりますが、今後、様々な地域でも活用出来るよう汎用性の
高い内容として版を重ね、充実させていく予定です。 地区防災教室ワークブック

「生活現場で学ぶアクティブラーニング型防災教育」

大阪平野の水害資料の収集
大阪平野は、淀川や大和川の氾濫や大きな台風に伴う高潮など水

害に見舞われてきた歴史があります。淀川の氾濫として大規模なもの
は明治18年6月豪雨によるもので、枚方市の堤防決壊を皮切りにして
下流域の各所で堤防が壊れ、大阪市域にまで達する大規模なものと
なりました。溢れた水を網島付近の堤防をわざと切って、川に排水する
といった緊急対策（「わざと切れ」）がなされたほか、新淀川開削に向け
た河川改修事業がなされるきっかけともなりました。このほか、大阪沿岸

域ではジェーン台風や第二室戸台風での高潮被害を広域に被り、高
潮対策事業も継続的に行われて、大阪経済も大きな影響を受けまし
た。南海地震の津波被害についても無縁ではありません。このような水
害の歴史を知ることは、防災意識の向上にとって重要なことです。
CERDでは、これらの水害の範囲や大阪市域に残る水害の記念碑の
位置を関連資料からGISを用いて収集し、コミュニティの防災力向上や
学部の防災関連の教育に活用させています。

防災ミュージアム

GIS（Geographic Information System：地理情報
システム）を用いた大阪市域の水害のデータ。

【前期】
7/9（土） ワークショップⅢ　災害対応①
7/16（土） ワークショップⅣ　災害対応②
7/23（土） ワークショップⅤ　災害対応③
10/29（土） アクティブラーニング型災害対応訓練：住之江区
11月 災害対応訓練ふりかえり（環境改善）：住之江区
【後期】
10/15（土） 公開講座：堺市
10/15（土） ワークショップⅠ　地区防災教室の開設
11/12（土） ワークショップⅡ　防災まち歩き：堺市

11/19（土） ワークショップⅢ　災害対応①
11/26（土） ワークショップⅣ　災害対応②
12/10（土） ワークショップⅤ　災害対応③
12月 アクティブラーニング型災害対応訓練：住之江区
1月 災害対応訓練ふりかえり（環境改善）：住之江区

【通年】
毎月第3木曜（原則） サイエンスカフェ（防災研究座談会）
11/4（金） 都市防災研究シンポジウム
2/18（土） コミュニティ防災フォーラム2017

活動予定・告知


