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都市防災教育研究センター
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兵庫耐震工学研究センターと
連携・協力に関する包括連携協定を締結
大阪市立大学都市防災教育研究センターと国立研究開発法人 防災科学技術研
究所兵庫耐震工学研究センターは、相互の連携を強化し、地域の安全と安心に資す
る地域密着型の防災・減災教育研究拠点形成に参画することを目的とした包括連携
協定を、平成28年1月22日に締結しました。本協定は、都市を基盤とした
「いのちを守る
都市づくり」
による災害知の社会実装を展開する大阪市立大学都市防災教育研究セ
ンターと、三次元震動台として世界最大である実大三次元震動破壊実験施設（E−
ディフェンス）
を有する国立研究開発法人 防災科学技術研究所兵庫耐震工学研究
センターが包括的かつ持続的に連携・協力することで、
自然災害に対する防災・減災
の教育研究を促進し、地域密着型の防災・減災連携拠点の形成、
コミュニティ防災力
の強化促進を通して地域の安全と安心に貢献します。
また、今後起こりうる巨大複合
災害に備え、
最新の災害研究、
情報技術、
都市科学を踏まえた新しいコミュニティ防災
システムの確立を目指します。
地域の住民や防災リーダー自らが、
最先端の科学技術を
活用して災害リスクを理解し、主体的に災害対応・環境改善に取り組むための基盤と

左より
【大阪市立大学】石井利和 学長補佐、宮野道雄 副学長、森一彦 都市防災教育研究センター所長、
【国立研究開発法人 防災科学技術研究所】
梶原浩一 兵庫耐震工学研究センター長、
鈴木弘二 審議役

本協定に基づく連携・協力内容は以下の通りです。
1．
共同研究、
防災・減災教育、
人材交流、
学術交流等の研究協力に関すること
2．
地域振興に関すること
3．
人材育成に関すること
4．
その他両機関が本協定の目的を達成するために必要と認め合意した事項

なる
「都市防災のシチズンサイエンス」
の構築にむけて教育研究を推進していきます。

兵庫県立大学 防災教育研究センター 森永 速男

兵庫県立大学防災教育研究センターの地域防災･減災プロジェクト
兵庫県立大学は今から5年前に
【防災教育研究センター】
を設立し、
県立大学学生
や市民向けの防災教育･学習を展開している。
さらに、
文部科学省の助成金
「COC
事業」
を用いて｢地域防災･減災系プロジェクト｣を実施している。
この事業の対象地
域で、
防災･減災の心構えの大切さ、
その方法、
そして、
減災を目指した事前の取り
組みを伝えている。
｢災害に強いまち｣は
「平時に地域住民の結束力の強いまち」
と考えており、
その繋
がりを強める以下のような活動を行っている。
その活動には、
防災･減災に関すること
を副専攻的に学ぶ
「防災教育ユニット」
や災害復興支援のボランティアの学生を参
加させて進めている。
これは、
住民が防災意識を高める上でも、
また学生が地域課
題を理解し、
それを解決していく能力を磨く上でもとても意義のあるものと考えている。

（1）防災･減災の種々の学びを提供するセミナーなどを実施。
その中で、特に｢自助｣と｢共助｣の大切さを理解してもらうようにしている。
（2）地域の歴史、文化や自然の遺産を住民が再認識するためのまち歩きを実施。住民がわがまちを見直すことが災害時の助け合いに大きな効果をもたらす。
（3）南あわじ市では、阿万海岸の防潮堤に住民と共に壁画を描くプロジェクトを実施。防潮堤が存在する意味を理解してもらいながら、
まちの魅力づくりを行っている。
（4）災害時の避難所を想定して、小学生向けの防災キャンプを実施。水、食料、
そして生活環境が十分ではない状況を経験してもらっている。
（5）災害や被害の想定を変えながらの避難訓練の実施。訓練がマンネリ化し、訓練の意義を見失わないよう、被害想定などを変えて、常に新たな発見をしてもらうようにしている。
まち
のリーダー的な存在である自治会役員の皆さんにとっても、災害時の危機意識を育むのに有効となっている。

学生
受講
募集

「防災士養成講座」が始まります

詳しくはCERDホームページへ

市大 CERD

災害時の地域コミュニティの重要性が高まる中、
コミュニティ防災において大きな役割を果たす「防災士」
が各地域で必要とされています。
大阪市立大学では都市防災教育研究センターが中心となり、平成28年度より京阪神地区の大学としては初めて防災士養成講座をはじめます。
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都市防災におけるシチズンサイエンス

ICT×防災・減災

兼任研究員 吉田大介

東日本大震災以降、
大規模災害時には行政による
「公助の限界」
が明らか

言っても、
大学教員などが行っている研究活動だけでなく、
広義では事象の写

になり、
個人や地域主体の
「自助・共助力」
を高めることが、
防災・減災を行う上

真、
動画、
データ収集や、
都市防災教育研究センター
（CERD）
が行っているコ

で重要と考えられるようになりました。特に、人口密集地で起こる都市災害は、

ミュニティ防災教室のような研究者と住民の交流イベントもシチズンサイエンスに

多様な要因によって複合型災害に発展するリスクがあり、
公助と自助・共助の

含まれます。

適切な連携が重要な役割を果たすと期待されています。
この自助・共助力の

本稿では、
防災・減災活動を支援するICTを活用した事例について取り上

向上のための重要なキーワードとして、
近年、
シチズンサイエンス
（市民科学や

げ、
なぜシチズンサイエンスが自助・共助力向上に重要と考えられているかにつ

住民協働による科学活動などと訳されます）
が注目されています。
科学活動と

いて解説していきたいと思います。

シチズンサイエンスによる社会課題解決
きました。東日本大震災の際には、
クラウドソーシングによる様々な支援・復興
活動が、国内外で広く行われました。注目された事例として、Twitterなどの
ソーシャルメディアによる情報共有・収集・伝達
（例えば、
安否確認、
放射能知
識の解説、
ボランティア情報の共有など）
があげられます。個人が震災支援に
大きく活躍した背景には、
スマートフォンやソーシャルメディアの普及が関係し
ています。阪神大震災の時（インターネットがようやく一般家庭に普及し始め
てきた時代）
と比較すると、
スマートフォンとその上で動作するソーシャルメディ
アなどにより、
人々の情報収集・発信能力は近年飛躍的に高まっています。
個人の情報発信力を活用した住民協働型シチズンサイエンスの事例とし
て、
「ちばレポ
（ちば市民協働レポート）」
や
「マイレポはんだ」
があげられます。
ちばレポは、
みんなでまちを良くするために、住民に地域の様々な問題（道路
の穴、
ゴミの不法投棄、動物のフン等）
やまちのオススメ情報などを、
スマート
図１ 「ちばレポ」
のしくみ

※画像：千葉市より

ICTの分野では、
ブログやソーシャルネットワーキングサービス
（SNS）
など、

フォンのアプリを通じて報告してもらい、行政・住民間で情報を共有し、効率
的に解決する取り組みです（図1）。
このような日常から使用している情報ツール

個人やコミュニティを主体とする情報発信サービスの普及が2000年代初期

は、災害時には、強力な情報共有・収集・伝達ツールになると期待され、平常

頃から始まり、
ウィキペディアのようにインターネットの一般利用者が協働し、作

時・災害時に活用される
（デュアルユース仕様）
ツールや仕組みについての

品制作や課題解決を行うような活動
（クラウドソーシング）
が一般的になってい

研究開発が進められています。

共創型のオープンイノベーション
ラムコードのことを示します。
そして
「Code for〜」
という名称には、
アプリ開発
などを通じ、
その地域の課題解決を行うという意味が込められています。
Code forコミュニティの成果物として、保育園マップ、5374（ゴミナシ）.jp、
AEDマップ、消火栓マップなどがあります。
このような、地域の課題をその地
域住民で考え、ICTを活用しみんなで解決しようというシビックテック
（シチズン
サイエンスの技術活用・開発バージョン）
の活動が注目されています。
この背
景には、国のICT政策における変化が関係しています。東日本大震災で、情
報の「横の連携」の重要性が顕在化したため、防災と同様に、ICT政策は
「縦軸」
から
「横軸」への取り組みを強化する方向に政策転換されました。
「横
軸」の連携を促進するための一つの方法として、行政が持っている有用な
データを、
自由な活用が可能なオープンデータとして公開する取り組みがあげ
図2

地域のCode forコミュニティ ※画像：Code for Japanより

られます。
それにより、先に述べたCode for コミュニティのような住民参加や
官民協働を推進しています。
また、
オープンデータを活用し、様々なテーマに

東日本大震災での支援、復興フェーズ以降、特にICT関係のエンジニアに
多く見られたプロボノ
（専門技能ボランティア）
を中心に、
自分達の技術を社会
貢献に結びつける活動を行っているコミュニティ
（例えば、
各地のCode for コ
ミュニティ。関西ではCode for Ikoma、Nara、Kobe、Sakaiなどが存在）
が、
全国各地で見られるようになりました（図2）「
。 Code」
とは、
コンピュータのプログ

ついて
（例えば、
まちづくり、観光、教育など）
のアイディアソンやハッカソン
（ハッ
クとマラソンから作られた造語。多様なメンバーから構成される参加者で、与
えられたテーマについての課題の解決方法を考え、解決のためのアプリなど
を開発するイベント）
のような共創の場を提供し、
オープンイノベーションを創り
だす取り組みも全国で活発になっています。

協働・共創型の防災・減災シチズンサイエンス
CERDでは、地域の自助・共助力の向上を目
的としてコミュニティ防災教室を実施し、地域の
防災力を高める様々な活動を行っています。
その
活 動 の中で、今 年 度は科 学 技 術 振 興 機 構
（JST）
と平野区・住吉区地域のご支援を受け、
アクティブラーニング型の災害対応訓練「すごい
災 害 訓 練 D E C O（ D i s a s t e r E v a c u a t i o n
Coaching）
」
を両区にて実施しました。
（訓練の詳
細につきましては、
CERDのWebサイトなどをご覧
頂けたらと思います。
）
すごい災害訓練DECO（図3）は、平日昼間（大
人達が仕事で外出している時間帯）
における地
域の重要な共助力として注目されている中学生
（将来の地区防災リーダー）
を育てることを目標の
一つとしています。訓練では、地域の災害リスク
特性を組み込んだシナリオ
（例えば、上町断層地
震による火災や大和川の外水氾濫など）
を用意

図3 「すごい災害訓練DECO」
の概要

し、実際の被災状況に近い環境を作り出します。
中学生チームは、
タブレット端末を通じ災害本部
とやり取りしつつ実際に地域をまわり、
ゲーム感覚
で様々な体験型のミッション
（傷病人へのファース
トエイド、土嚢作り、
マンホールトイレ設置など）
に
対応しながら、災害対応に関する知識を実際の
現場で学ぶことができます（図4）。協働型や体験
型訓練の類似事例として、埼玉県杉戸町、福島
県富岡町、
川内村地域間共助推進協議会が主
催した協 働型 災害訓練や、位置情報ゲーム
（Ingress）
と避難訓練を組み合わせた次世代版
避難訓練LUDUSOSがあげられます。
今後の計画として、防災・減災教育の継続や
他地域への横展開を目指し、
コミュニティ防災教
室の活動（すごい災害訓練DECOも含む）
のた
めに開発したシステム
（WebGISなど）
やタブレット
端末用アプリ、
そして防災教育の教材について
も、
自由な活用が行えるオープンなライセンスで公
開していく予定です。
これにより、
地域のCode for
コミュニティの活動や、防災・減災に関するハッカ

図４ 「すごい災害訓練DECO住吉区・平野区」
での様子

ソンなどのイベントを通じて、地域住民による
フィードバックや新たな地域課題についての共

り、地域のソーシャルキャピタル
（社会的な結びつ

なかった課題やその解決方法を、地域コミュニ

有、
プロボノによるソフトウェアの改良や機能の追

きや信頼関係を表す概念）
は高まり、
自助・共助

ティと協働し、持続可能な形で解決するために、

加、
といったシチズンサイエンスの共創が見込め

力が強化されるという研究結果も発表されていま

防災・減災においてシチズンサイエンスが求めら

す。都市という地域コミュニティの存在が薄れて

れる時代になってきました。大学には様々な専門

すごい災害訓練DECOで扱う内容は多岐に

いる地域でこそ、
すごい災害訓練DECOやコミュ

性（例えば、理学、工学、医学、看護学、生活科

わたるため、訓練実施には、様々な地域コミュニ

ニティ防災教室のような住民協働型の防災・減

学など）があり、
それぞれの領域に、
それぞれの

ティ
（行政、
自治会、消防、医療、学校など）
の多

災活動によって、様々な地域コミュニティ同士の

有用な研究成果やデータベース等のシステムが

ます。

大な協力が必須であり、行政や大学だけでは実

連携力を強化し、地域に根づく防災・減災活動

存在します。防災・減災のためのシチズンサイエ

施できません。
各協力機関との調整、
繊密な準備

が広がることを期待したいと思います。

ンスを通じ、
多数・多様な人材との協働・共創とい

作業や、訓練後に行っている市民対話（ふりかえ

「ICT」
と
「防災・減災」
というキーワードで、
これ

う形で、従来、連携されなかった領域同士がつな

り）
など、
それぞれの地域コミュニティとの協働によ

まで述べてきたように様々なコミュニティが結びつ

がることにより、新たな防災・減災におけるイノ

り、つながりは確実に強化されます。
そのことによ

きます。
従来、
研究者だけでは見つけることができ

ベーションが期待されます。
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防災ミュージアム

ミュージアム展示プランの作成
防災ミュージアムの展示素案について、
コミュニティ防災教室の中でも

両側壁際に具体的な展示を進めてゆく予定です。基本的に木枠と板

検討を行いました。防災教室「ワークショップI―地区防災教室の開設

を用いた展示棚で、各種のイベントへの持ち出しも行えるようにしてお

―」
の中で、本学学生・近隣区の地域防災リーダーの皆さんが３チーム

り、今後の地区防災教室などでの活用を図ってゆきます。
また、
わかりや

に分かれて、生活科学部学生の用意した合板木材や各種の防災グッ

すくまとめたコミュニティ防災教室の紹介ビデオ
（8分）
も作製しました。

ズや説明をどのようにしたら見やすくわかりやすく展示できるか試作が

すでにCERDのホームページにも公開していますので、
ご覧ください。

行われました。
その原案を踏まえ、生活科学部学生が基本設計したも

防災ミュージアム展示の基本設計案

のが右の図です。
この基本設計をもとに、理系研究棟B201室で部屋の

コミュニティ防災教育

理論と実践を組み合わせたアクティブラーニング型防災教育
コミュニティ防災教室では、平成27年12月5日と平成28年1月9日に
「災

所などを学びました。
いずれも講師役の教員から阪神・淡路大震災や

害対応ワークショップ
（WS）」
を開催しました。
このWSはCERDの教員

東日本大震災における災害対応状況および災害対応における課題を

がオムニバス形式で担当し、災害発生直後の対応から避難所での生

説明した後、受講者が体を動かして学ぶプログラムとなっていることが

活まで多様な講義と演習から構成されています。12月のWSでは、防災

特徴です。災害対応は非常に幅広い分野となりますが、知識だけでは

力自己診断、避難に必要な体力、災害時要援護者の避難支援、家屋

不十分で、
いざという時に体が動くかも重要です。受講者は大学生か

倒壊と家具転倒から身を守る、防災設備などを学びました。1月のWS

ら年配の方まで様々ですが、楽しみながら災害対応の実践力を身に付

では、災害医療、避難所環境、
セルフケア、備蓄食、炊き出し、福祉避難

けることが出来るワークショップになりました。

人体ダミーを使って地震時の家屋倒壊による死傷メ
カニズムを学び、防御姿勢を学ぶ受講者

都市防災研究（ユニット1、
ユニット2、
ユニット3）

都市防災研究知の共有とシーズの発掘
・第2回都市防災シンポジウム
（平成27年10月31日）
都市防災研究論文集第2巻発行
・第1回サイエンスカフェ
（平成27年8月27日）
「災害時被災状況のリアルタイム情報発信のための事例研究」
原口 強（理学研究科）
・根本 達也（理学研究科）
・第2回サイエンスカフェ
（平成27年10月22日）
「より良い救急搬送に向けてー救急搬送データを用いた地理分析」
木村 義成（文学研究科）
・山本 啓雅（医学研究科）

・第3回サイエンスカフェ
（平成27年12月3日）
「デジタル教材の開発と災害教育への適用について」
笹嶋 宗彦（株式会社ワイエムピー・ムンダス）
・第4回サイエンスカフェ
（平成27年12月17日）
「コミュニティ防災における脆弱性とレジリエンス」
生田 英輔（生活科学研究科）
・佐伯 大輔（文学研究科）
災害死ゼロを目標とする都市防災・減災知の公開・
共有の場としての都市防災シンポジウム

地域貢献
（公開講座、
イベント）

子どもと大人の協働：コミュニティ劇団SACの活動
平成28年2月21日に、
スミヨシ・アクト・カンパニー
（SAC）
による公演

合って一つのものを作り上げること、特に、小学生と大人という異なる世

「時のしずく〜リバース〜―いのちを守るまち４―」
を田中記念館にて開

代間での交流が深まることは、地域の防災力向上にとって大いにプラ

催しました。SACは、地域の方々と本学教職員をメンバーとする劇団

スとなることでしょう。当日の来場者数は約170名と大盛況でした。
この

で、今年で結成から4年目をむかえます。今回の公演は、子どもたちが

他、CERDの地域貢献として、小中学校への出張講義があります。今

様々な時代や場所を旅する中で命の大切さを学ぶというストーリーでし

年度は、小学校6校、
中学校3校に本学教員を派遣し、防災授業を行い

たが、小学生から大人まで25名が出演し、公演時間は1時間半に及ぶ

ました。

スミヨシ・アクト・カンパニー第４回公演「時のしずく〜
リバース〜―いのちを守るまち４―」
の様子

大作でした。普段あまり関わることのない地域の人々どうしが協力し

活動予定・告知
①５月：公開講座・市民対話 「住之江区はどのような災害に注視すべきか」
・地区防災計画
（災害対応訓練シナリオづくり）
②６月：ワークショップⅠ
いのちを守る力ドリル．
地区防災教室の開設
③６月：ワークショップⅡ
災害リスク
「防災まち歩き」住之江区
④７月：ワークショップⅢ
災害対応①
「避難能力診断」
「避難行動支援訓練」
⑤７月：ワークショップⅣ
災害対応②
「医療対応訓練」
「避難所開設訓練」
⑥アクティブラーニング型災害対応訓練 住之江区
⑦ 市民対話
「地区防災計画
（環境改善）
」

詳しい日程や実施会場などはCERDのサイトなどを通じてお知らせします。
⑧10月：公開講座・市民対話 「堺市はどのような災害に注視すべきか」
・地区防災計画
（災害対応訓練シナリオづくり）
⑨10月：ワークショップⅠ
いのちを守る力ドリル．
地区防災教室の開設
⑩11月：ワークショップⅡ
災害リスク
「防災まち歩き」堺市
⑪11月：ワークショップⅢ
災害対応①
「避難能力診断」
「避難行動支援訓練」
⑫ワークショップⅣ
災害対応②
「医療対応訓練」
「避難所開設訓練」
⑬アクティブラーニング型災害対応訓練 堺市
⑭１月：市民対話
「地区防災計画
（環境改善）
」
⑮３月：大阪市立大学コミュニティ防災フォーラム

CERDの活動・お問合せは右記よりアクセスください

http://www.cerd.osaka-cu.ac.jp
office@cerd.osaka-cu.ac.jp

市大 CERD

大阪市立大学
都市防災教育研究センター

