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台湾デザインセンターの防災ワークショップ視察
10月19日に台湾デザインセンターから艾 淑婷 副センター長はじめ6名の視察団が訪問され、
住之江区役所とCERDとの共同事業で進めている
「私のぼうさいアクションプランニング講座」
の第1回目の「いのちを守るタイムラインワークショップ」
を視察し、CERD関係者との意見交換を
行いました。台湾デザインセンターは、文化クリエイティブ産業の発展や促進を目指して2004年
に台湾政府が中核となって発足した財団法人です。
これまで、物品や施設などの台湾における
デザインに関する取り組みや台湾デザインの魅力を紹介する各種の展示会などの広報・普及
活動を進めてこられました。
そうした中で、組織拡大へ向けて、
ヒト・モノ・コトを包括するソーシャルデザインへも活動を広
げる検討をされていて、
その一つのターゲットとして防災における台湾でのソーシャルデザイン

台湾デザインセンター視察団（右6名）
の訪問

を今後どのように構築するかの調査で訪問されました。台湾デザインセンターでは、教科書収
集などを通じて日本の防災だけでなく社会における共通デザインの現状研究などを進め、
より
良い台湾でのソーシャルデザインの構築を進めようとされています。
視察団は19日の午前中に行われた災害時の行動タイムラインを考えるワークショップに参加
し、子どもも含めた参加者が「目黒巻」
というトレーニングツールでの演習に取り組む様子を視察
されました。
その後、視察団は、CERDの三田村・生田・佐伯の3名、安藤住之江副区長と会合
し、
日本におけるコミュニティの防災活動の状況や課題、
コミュニティ防災活動での基本的な考
え方などについてヒアリングと協議を行いました。会合の結果、
日常でのコミュニティのつながりや
子育て・防犯なども含めた日頃からの取り組みが非日常となる災害時のコミュニティの対応力に
つながることを相互に確認し、
今後、
具体的な連携が行えるよう連絡を取り合うこととなりました。

いのちを守るタイムラインワークショップ
（視察団も後ろのテーブルで説明を受ける）

地域防災力強化事業 〜未来につなぐ防災人材育成〜
住之江区役所 協働まちづくり課

2019年度から、住之江区は大阪市立大学都市防災教育研究センターと協働して、地域防災力強化事業に取り組んでいます。
地域の防災力を高めるためには、区民ひとり一人の防災意識の向上が必要です。
とりわけ、子どもを持つことで防災への関心が高まるといったデータもあることから、この子育て世代
を対象に、防災知識を身に着け、身近な地域で率先して行動する人材養成を行うことで、地域の防災力
を持続的に高められるのではと考えました。
そこで、住之江区では大学が有するICTを活用した情報収集・発信スキルやAR（拡張現実）アプリに
よる災害リスク体験など、新たなアプローチ手法を活用し、親子で楽しく防災を学ぶことができるセミ
ナー等を検討しながら、
未来につなぐ防災人材の育成をめざしています。
初年度となる2019年度は「私のぼうさいアクションプランニング」と題して、防災を学び、備えることを
考え、
自分と家族のいのちを守る行動計画づくりをサポートします。

キックオフセミナー
（9/23）
の様子

これまで、キックオフイベント「もし、子どもと離れている時に災害がおきたらどうしよう!?」を皮切りに、
「いのちを守るタイムラインワークショップ」や「AR（拡張現実）体験まちあるき編」を開催してきました。
参加者も回を追うごとに増加しており、子どもと一緒に災害時の行動を考えることで防災への意識も
高まってきている様子がうかがえます。
今後も、
「SNS活用編」、
「ICTを活用したアクションプランづくり編」、総集編としての「みんなで話そ
う！ぼうさいカフェ」を開催していきます。また、スマートフォン等で取り組めるWeb防災クイズも試験運
用する予定です。
この取り組みをきっかけとして、個人の防災に対する意識の向上だけではなく、新たなネットワークが
形成され、災害時の自助・共助につながることを期待しています。

タイムライン防災ワークショップ（10/19）
で目黒巻き
に取り組む参加者
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学校の防災と危機管理 〜
「防災」
に閉じない
「防災
（教育）
」
を〜
都市防災教育研究センター 都市防災研究ユニットサブリーダー 森 久佳（文学研究科・准教授）

「○○教育」としての「防災教育」からの脱却
今話題のVUCA（Volatility：不安定・変動性／Uncertainty：不確実・不確定性
／Complexity：複雑性／Ambiguity：曖昧性）という言葉は、とりわけ災害大国で
ある日本にとって一層実感のこもったものです。そうしたわが国において、学校（園）
という施設が避難所としての機能を併せ持っていることは、特に地域の身近な存在
である公立の諸学校園にとって非常に重要な意味を帯びています。そのため、避難
訓練を始めとする学校での防災教育は、今後ますます大切な活動となります。
ただ、一方で、
「防災教育」を「防災」のための「教育」という枠組みだけで語って
（とらえて）しまうと、やっかいな事態になりかねません。これは、さまざまな活動に
「教育」という言葉をつけて活動化する「○○教育」の観点に通じます。実際に国
際理解教育、性教育、英語教育、･･･といった言葉を耳にした人も多いでしょうが、こ
れこそまさに、活動の数だけ教育がある（＝教育活動にすることができる）という状

況であり、その数だけ教育活動が増加（増殖？）しているわけです。そして実際に活
動として実施されると、セグメント化された（場合によっては孤立した）教育活動が
乱立し、結果として、ただでさえ多忙化の様相が甚だしい学校教育現場の労働環境
をさらに悪化させかねません。
このように考えると、学校と防災というテーマについて考察する際には、学校での
防災教育や災害時における学校の役割についてだけでなく、学校教育全体を視野に
入れた包括的な視点から学校と防災（教育）の関係自体を問い直すアプローチが肝
要になると思われます。そこで、本稿では、
「防災」に閉じない学校と防災（教育）の
関係を検討する視点について論じたいと思います。

東日本大震災の被災前後の学校対応・防災体制に関する調査結果より
【 大規模災害に対する一定の対策 】
■防災マップの作成、避難用具の確保・点検は多くの学校で実施
【 学校が避難所となることに対する準備 】
■避難所運営に関する取り決めの作成、
（町内会や消防団等の）地域
の防災組織と連携を図っていた学校は少ない
■避難所運営の中でハンディのある方（障がい者・高齢者・妊婦等）
に対する配慮を事前に想定している学校も少ない
【 避難所運営の実際のシミュレーション 】
■実施していた学校は非常に少ない

従来からある地縁 学 校 を 拠 点
的な組織や行政諸 と し た 組 織
機関との連携
の設置状況

ここから浮かび上がってくることは、避難場所といった防災のインフラとしての学
校・教職員の重要性は言うに及ばず、保護者（PTA）や自治会・町内会、教育委員会
といった地域組織・機関と学校との連携、さらには、組織に止まらない人と人との関
係のありようが、災害前後における学校での対応の成否に影響を与えていることで
す。学校の教職員が保護者や地域の人々、また地域の諸団体と日常的に交流してい
た度合いによって、震災といった災害に見舞われた際に避難所の設営や運営等が円
滑に実施できたか否かに対して影響を与えていたわけです。

東日本大震災の被災前後の学校対応・防災体制に関する調査結果の概要

被災後の学校の諸対応にお
いて中心的な役割を担った
人物
︵小・中学校︶

◆あらかじめ避難所運営の役割分担やマニュアル等を整備していた学校では、被災
後の生命確保期や生活確保期において避難者の受入れや避難所の運営がスムー
ズに行われた。また、地域の防災組織との連携や避難所運営に関するシミュレー
ションを行っていた学校は少なく、その結果、円滑な避難所運営の差をもたらすこ
ととなった。
◆震災発災直後における救命避難期では、管理職を中心に教職員が児童生徒の避
難誘導や安否確認実施され、避難直後から数日間の生命確保期やその後の生活
確保期においては、徐々に避難所運営の管理責任者である市町村の災害対策担
当職員が避難者の受け入れや支援物資の受け入れなどの対応を担っていた。ま
た、自治会や町内会は、生命確保期やその後の生活確保期の時期から当座の水
や食料等の確保の対応や、避難所運営において重要な役割を果たしていた。そし
て、学校再開期までのいずれの時期においても学校施設が避難所となっているこ
とから、その施設管理者としての管理職を中心に学校の教職員が中心的な役割
を担い続けた。
◆避難者の多くが属していた自治会や町内会といった従来からある地縁的な組織
との連携は、避難所自治組織の確立や避難者の移動・退出などに貢献した点で
特に有効に機能した。

図表 1

被災前の防災体制

少し古いデータですが、まず、東日本大震災に関連した調査結果の一部を紹介し
ます。ベネッセコーポレーション（2012）では、東日本大震災の被災前後の学校対応
や防災体制に関する調査結果が示されています。そのおおよその結果の概要をまと
めたものが、図表1になります。この調査から見える知見については、次のようにまと
められています（ベネッセコーポレーション2012）。

■あらゆる対応において、学校管理職の担った役割が大きかった
■震災発生直後は管理職を中心とする学校関係者の比重が大きかっ
たのに対し、時間の経過とともに避難所運営に関する事項では一般
行政職員の比重が高まっていった
■特に避難所運営に関しては自治会・町内会の人々も中心的な役割を
担う場面があった（避難所運営：従来から地域の中に存在し継続さ
れてきた組織が役割）
■時間の経過とともに、学校関係者の関与は相対的に減り、その一方
で、
「行政関係者」や「地域組織」の関与が増加
【「よく連携していた」
又は
「ある程度連携していいた」
とする回答の割合 】
■9割以上：「教育委員会」、
「PTA」、
「近隣の小中学校」
■7割以上：「警察」、
「消防」、
「公民館」、
「自治会・町内会」
■5割以上：「福祉に関する部局」、
「青少年育成関連組織」、
「防災
に関する部局」、
「消防団」
■3割未満：「まちづくりに関する部局」
【「設置している」とする回答の割合 】
■9割以上：
「学校評議員＊1」
■3割以上：
「放課後子ども教室」
■１割程度：
「学校運営協議会＊2」
、
「おやじの会」
「
、学校支援地域本部」

ベネッセコーポレーション
（2012）
より筆者作成
※1 学校評議員：学校運営について、保護者や地域住民等が校長の求めに応じて意見やアドバイスを述べ
学校運営に役立てる目的で設けられた組織
※2 学校運営協議会：保護者や地域住民が一定の権限と責任をもって学校運営に直接参加するために設
けられた協議組織

社会関係資本を軸にした日常的な交流・連携の重要性
このようなことは当然といえば当然なのかもしれませんが、もう少し掘り下げて見
てみたいと思います。というのも、こうした学校・教職員と保護者や地域の人々との交
流や関係は、
「防災」のためだけに、
「防災」だけを目的にして展開されていたわけで
はないからです。日頃から学校と保護者・地域が交流ないし連携してきた実績が、あ

る意味では資本（元手）となって災害発生時に有効に活用された、ということであり、
これは、まさしく「社会関係資本（Social Capital）」の考え方に通じるものです。
社会関係資本にはさまざまな定義がありますが、ひとまずは稲葉（2011）の定義で
ある「人々が他人に対して抱く『信頼』、それに『情けは人の為ならず』
『お互い様』

『持ちつ持たれつ』といった言葉に象徴される『互酬性の規範』、人や
組織の間の『ネットワーク（絆）』」のこととして捉えておきます。これ
は、いわばご近所の底力に代表される集団としての協調性に着目した
概念です。こうした学校・教職員と保護者・地域の人々ないし諸団体と
の交流・関係から生じる社会関係資本の有無が、結果的には有効な防
災や災害時対応につながると言えます。
そうしますと、結局はこれまで言われてきたように、学校・教職員は
学校という境界に閉じる（閉じこもる）ことなく、もっと外部の団体や
機関（保護者や地域の人々、諸団体）と連携すべきだということになる
のでは、と思われるでしょう。確かにその通りです。特に近年では、学
校が保護者や地域の方々と一緒に学校の教育活動を支え運営していく
「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度を導入する学校）」設
置の動きも活発化しているところですので、こうした学校と保護者・地
域住民との交流・連携は、今後ますます発展していくことが期待され
ています（図表2参照）。

図表 2 コミュニティ・スクールの仕組みの在り方（イメージ）

文部科学省（2018）
より

学校・教職員が抱えるジレンマ
しかしながら、そう簡単に事が運ばない状況も厳然と存在します。というのも、何よ
り学校教育の現場は多忙化の波に晒されているからです。例えば、2018年に実施さ
れたOECD（経済協力開発機構）による教員環境の国際比較調査（国際教員指導環
境調査：TALIS）によると、わが国の中学校教員が1週間当たりに仕事にかける時間
は56時間（参加国平均は38.3時間）、小学校教員は54.4時間で、いずれも調査対象
国の中で最長でした。しかもそのうち、学校内外で個人で行う授業の計画や準備に
かける時間は、中学校で8.5時間（参加国平均が6.8時間）、小学校で8.6時間であり、
この点は他の参加国と大きな違いはありませんでした。つまり、わが国の教員は、授
業やその準備以外に費やす業務が多く、そのために総労働時間が長時間化していた
のです（国立教育政策研究所2019）。こうしたわが国の教員の労働時間が調査参加
国の中で最長という状況は、2013年に示された結果（このときは中学校のみ）と同様
であり、少なくとも労働時間という点からみたわが国の教員の労働環境は、残念なが
らこの5年間でほとんど改善されていないと評価されても仕方のない状況です。
このような多忙な労働環境の下で勤務する学校や教員にとって、保護者や地域住
民／団体・諸機関と連携するということは、実に至難の業でもあります。学校や教員と
しては、やはり学校内での業務を遂行することが優先されるわけですが、その業務自
体が増大・増加しているため、学校外の人たちや団体等とじっくりと関わる時間的・精
神的余裕がなくなるからです。しかも、そうした交流や連携の密度が薄くなってしまう

と、今度は実際に災害等が発生した場合に有効な対策や対応を講じることができない
といった不都合な事態を招きかねないというある種のジレンマを抱えることにもなりま
す。
「防災」という観点から学校をのぞいてみても、学校・教職員の多忙化は無視でき
ない（そして喫緊に対処すべき）問題・課題として浮かび上がってくるのです。
また、仮に保護者や地域の団体等と交流や連携が可能であっても、そうした交
流・連携を維持すること自体も実に達成が困難な課題でもあります。例えば高木
（2016）の指摘によりますと、社会関係資本を支えるないし拠点となる人や集団が実
質化するためには、管理職が不在または負傷等の際に指揮を執る担当順位や、リー
ダー代行の可能性のある教職員間での共通理解や打ち合わせ、責任の共有等をカ
バーできる体制を築き上げておくことや、調整役を担う人材の存在が教員と地域に
おいて必要であること、さらには、社会関係資本の原動力の確保には事前の人材開
発（意識や訓練、知識の高さ等）だけでなく、教育行政の人事の対応もあわせて考
える必要があるといいます。また高木は、児童生徒の避難を支える教職員の中に地
元住民がいなければ、社会関係資本の原動力となる人物が居なくなり、被害に遭うリ
スクが高くなる可能性が生じることや、社会関係資本醸成の拠点となる人材がいな
ければ、互恵性と連帯感のモデルだけでなく学校を基盤とした社会関係資本という
ネットワーク自体が消滅しかねないとも述べています。

より良く生きる社会づくりを展望した学校と防災のあり方を目指して
このように諸々の課題は山積している状態ではありますが、普段から社会関係資
本の創出とそれを基盤とするネットワークの構築が「防災」にもつながる、というこ
とは、幅広い視点で捉えれば「レジリエンス」を軸に据えた「レジリエントな社会を
創る」ということでもあります。「レジリエンス（resilience）」とは、
「外的な衝撃に
も、ぽきっと折れてしまわず、しなやかに立ち直る強さ」
（枝廣2015）や、
「状況変化
を重視し、短・中・長期的な視点から社会に散在する点を線で結び、木を見て森を見
ながら、予測しないことが起きても、逆境にあっても折れない環境を生みだすこと」
（清水2015）と定義されています。いわば、VUCAに代表されるような状況に対して
「しなやかに対応すること」と捉えて良いでしょう。清水（2015）は、いかなるケース
でも、日常的な人と人との関係とそのプロセスそのものが非日常的な逆境や不意の
できごとが起きたときの対応に反映されるのであり、まさに「顔と顔が見える」日常
的な信頼関係の醸成が非日常時の対応の鍵を握ると述べています。また清水は、組
織が大きければ大きいほど、そうした信頼関係づくりを意識的に行うことが重要であ
り、日常にできていることがいざというときの対応がすべて反映される「レジリエン
トな社会」づくりにつながるとも論じています（清水2015）。
引用・参考文献
稲葉陽二（2011）
『ソーシャル・キャピタル入門：孤立から絆へ』中公新書.
枝廣淳子2015『レジリエンスとは何か』東洋経済新報社.
国立教育政策研究所（2019）
『教員環境の国際比較：OECD国際教員指導環境調査（TALIS）2018報告
書：学びつづける教員と校長』
ぎょうせい．
清水美香（2015）
『協働知創造のレジリエンス：隙間をデザイン』京都大学学術出版会．
高木亮（2016）
「学校防災体制の構築」露口健司編著『ソーシャル・キャピタルと教育：
「つながり」
づくりにお
ける学校の役割』
ミネルヴァ書房．

このように、
「レジリエントな社会をつくる」という幅広い観点から、今一度学校と
防災の関係を捉えてみるとどうなるでしょうか。「○○教育」という枠組み（フレー
ム）だけでとらえると、結局のところ、学校や教職員そして保護者・地域住民は深刻
なジレンマを抱えることになります。となると、
「防災」を「レジリエントな社会」、さ
らにいえば、その地域で生活する人々がより良く生きる（＝Well being）社会をつくる
ために学校と保護者・地域住民らが取り組む活動の一側面としてとらえることが肝
要になるのではないでしょうか。
もちろん、防災のために学校が防災計画やガイドライン、行動計画の作成等は、当
然のことながら重要な活動です。ただ、防災を実質化するためにはそうした活動だ
けでは不十分であり、学校・教職員・児童生徒、そしてそうした学校や教職員とかか
わる保護者や地域住民・団体等が社会関係資本を形成し、それをまさに資産としな
がら信頼関係を形成し育むことが、結果的に有効な防災及び災害時対応に結実す
ると言えます。さらにそうした活動が働き方改革や福祉、多文化、といったさまざまな
側面とも有機的に連関するような幅広い展望を描いて活動に結びつけていくこと
が、今まさに求められているのではないでしょうか。

ベネッセコーポレーション
（2012）
『平成23年度 文部科学省委託調査研究報告書 学校運営の改善の在
り方に関する調査研究：震災時における 学校対応の在り方に関する調査研究』.
文部科学省
（2018）
「コミュニティ・スクール2018：地域とともにある学校づくりをめざして」
（http://www.mext.
go.jp/component/a̲menu/education/micro̲detail/̲ ̲icsFiles/aﬁeldﬁle/2018/09/03/1408715
̲04.pdf 2019年11月11日確認）
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大阪大空襲被災地域と密集住宅市街地
第二次世界大戦末期の1945年3月13
日〜14日のB29爆撃機による第一次大空
襲は大阪市内の中心部の面積約21㎢に
わたりました。その爆撃による被害は、13
万戸以上の家屋焼失、死者約4千人、被
災者約50万人にも及んでいます。
その後
も大空襲は繰り返され、大阪環状線の内
側地域の大半が被災し、約21万戸の家
屋が焼失しました。戦後の復興にあたっ
て、大阪市中心部はオフィスビルや工場
の再建が行われるなど市街地の再開発
がなされ、
その後の建物更新も進み、新し
い街並みとなりました。
その一方で、大空
襲を免れた大阪環状線の南側や東側に
大阪大空襲被災地と密集住宅市街地の分布
は、戦前からの木造家屋や長屋が残存
（大阪市史，国土数値情報をもとに作成）
し、狭い道路と老朽化した木造家屋が立
ち並ぶ密集住宅市街地とみなされています。
その面積は大阪市域で13㎢（全国では
57.45 ㎢）
にもおよびます。一見、古びた歴史を感じる街なみは、懐かしさを呼び起こさ
せますが、防災面からみると、地震による家屋倒壊での道路閉塞、火災発生での急速
な延焼をもたらす脆弱性を持ち、高齢化率も高い地域でもあります。大阪は、
このよう
に、大空襲による戦後の街の更新の一方で、空襲から免れた老朽住宅からなる密集
住宅市街地という対照的な街の構造があります。

コミュニティ防災教育

活動報告 −災害知の共有を目指して−
第23回サイエンスカフェ 10月31日
（木）
「長期の避難生活が想定されるときの
生活環境、
ボランティアについて」
宇佐美 誠史
（岩手県立大学総合政策学部・准教授）

第6回都市防災研究シンポジウム
11月1日
（金）
論文発表
「なぜ益城中心市街地は震度7となっ
第23回サイエンスカフェ
たのか」
「視覚障がい者の健康と首尾一貫感
覚（SOC）
の実態調査」
「遅延割引と防災行動の関係に関する
予備的研究」
「適切な災害予測情報利用のための
高解像度降水ナウキャストの予測精度
評価についての基礎的検討」
「2018年大阪府北部地震による高槻
丘陵造成地における屋根瓦被害と地 第6回都市防災研究シンポジウム
盤特性」
「2018年7月豪雨における愛媛県肱川における被災形態と復旧状況の現地調査」
「2018年台風21号による高潮・高波被害の現地調査 〜大阪湾奥部〜」
▶ 都市防災研究論文集第6巻発行しました。
ご希望の方は事務局まで。

地域貢献

住之江区「私のぼうさいアクションプランニング講座」開催
2019年9月23日に、住之江区
民ホールで、
「 私のぼうさいアク
ションプランニング講座」
のキック
オフイベントが開催されました。
この防災イベントは、住之江区
の受託事業の一環として行わ
れたもので、主に子育て世代の
方々を対象とした防災イベントで
す。今回は、
「 子どもと離れた場
パネルディスカッションの様子
所にいる時に災害が起きたらど
うするか」
をテーマとしたパネルディスカッションや、子どもを対象としたパラコードブレス
レットのワークショップ等が行われました。話題提供者として、増田裕子氏（CERD特別
研究員）、佐藤拓也氏（Code for Ikoma）、吉田大介准教授（工学研究科／CERD
兼任研究員）、
モデレータとして生田英輔准教授（生活科学研究科／CERD兼任研
究員）
が参加しました。
ディスカッションの内容がSNSを通してリアルタイムで共有された
り、
グラフィックレコーディングによって表示されるなど、
メンバー間の情報共有を促す工
夫がなされました。大人と子ども、合わせて31名が参加し、災害時に生じる問題につい
て話し合いました。
今後も、
地域の防災力向上に役立つイベントを開催していきます。

大阪市湾岸5区における南海トラフ巨大地震
を想定した避難図上訓練を実施
CERDは、2017年から大阪市の
津波対策WGと連携して南海トラフ
巨大地震と津波を想定した避難計
画等を検討しています。南海トラフ
巨大地震における津波被害によっ
て、湾岸5区（此花区、港区、大正
区、西淀川区、住之江区）
のほぼ全
域が浸水すると想定されているた
め、行政区を越えて津波浸水区域
訓練の様子
外への避難が必要であり、避難計
画策定の取り組みを進めています。
平成30年度にCERD研究員が推計した被害シミュ
レーション
（津波浸水域および2次避難者数）
に基づき、各区で策定した暫定版避難計
画を踏まえ、
避難図上訓練を本学で行いました。
8月21日には先行して湾岸5区のうち港
区の訓練を行った後、
9月9日には湾岸5区が一斉に試行訓練を行いました。
訓練では避
難経路での滞留、
混雑、
夜間の避難等、
実災害時に起こりうる様々な課題が明らかにな
り、CERD研究員と市職員との間でディスカッションが行われました。今後も、
シミュレー
ションと訓練を進め、
より実効的な避難計画の策定を目指していきます。

お知らせ

詳しくはCERDホームページでご確認ください。

「コミュニティ防災フォーラム2020」
日時：2020年2月15日（土）14:00〜17:00（時間は予定）
会場：大阪市立大学杉本キャンパス 学術情報総合センター1F 文化交流室
参加無料・申し込み不要 地域防災に関心のある方は、ぜひご参加ください！
※プログラムなど詳細は決まり次第、HPに掲載します

CERDの活動・お問合せは下記よりアクセスください

https://www.cerd.osaka-cu.ac.jp
office@cerd.osaka-cu.ac.jp
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都市防災教育研究センター

