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都市科学・防災研究センターが始動します！
大阪市立大学で、社会的包摂をキーコンセプトに、居住支援や多文化共
生など、まちづくりに関する国際共同のアクションリサーチを行ってきた都
市研究プラザと、コミュニティ防災をキーコンセプトに、先進的な災害リス
ク分析とコミュニティにおける防災人材育成といった実践的活動を展開し
てきた都市防災教育研究センターを発展的に統合する形で、大阪公立大
学において「都市科学・防災研究センター」
（Urban Resilience Research
Center: UReC）が2022年4月から発足します。
大阪公立大学 都市科学・防災研究センターは、教育・研究・社会貢献と
いう3つの機能を総合的に担い、大都市大阪の課題解決と発展を目指す大
阪公立大学の設立趣旨に沿って、学内外の部局・機関と連携し、都市シン
クタンク機能の一部を担う学際的研究組織です。現在そして将来、都市が
直面する複合的かつ多次元的なリスク・危機に対して、学内外の知見や資
源を結集し、産官学民が共同で都市のリスク・マネジメントやガバナンスに

都市科学・防災研究センターの運営メンバー

かかわるプラットフォームとして、教育・研究・社会貢献を展開します。
このセンターは、都市科学・防災研究の拠点として、国内外の大学や研

からの先を見越した対応が求められる複合的かつ多様なリスク・危機へ

究機関等と連携して、包摂的で安全かつレジリエントで持続可能な都市お

の対応に向けた都市科学・防災研究を、第一線で担う人材を育成します。

よび人間居住の実現を目指します。これに向けて克服すべき諸課題の解

あわせて、象牙の塔に閉じこもるのではなく、都市の現場に立って、都市

決に資する科学的知見の深化や理論の発展に努め、その成果を地域社会

問題の解決に取り組む行政・民間団体や住民と協働することにより、持続

および世界に向けて広く発信し共有します。また、都市が直面し、かつこれ

可能な都市の実現に、実践を通じて貢献していきます。

研究センター開設記念シンポジウム開催報告
京都府立大学 京の防災防疫安全安心研究センター
2021年11月20日（土）10：00〜18：00に当センターの開設記念シンポ

マ：防災防疫安全安心のプラットホーム構築に向けて）では、パネラー

ジウムを開催しました。来場（本学稲盛記念会館）
：41名、オンライン：

として、森永 速男 氏、三田村 宗樹 氏、壷内 賢一 氏、𠮷冨 康成 氏、

54名のご参加をいただきました。その概要をご紹介します。塚本学長

および、田中 英樹 氏（日本防災士会京都府支部長）、松岡 京美 氏

による基調講演、屋久 哲夫 氏（学長特別補佐）による特別講演に引

（公共政策学部 准教授）が登壇されました。学外のパネラーからは、

き続き、壺内 賢一 氏（京都府 危機管理部長）による「京都府の危機

①特色を出す、目覚める前の学生を地域貢献やボランティアに連れて

管理について」、佐山 敬洋 氏（京都大学防災研究所 准教授）による

行く、研究ベースで学内をつなぎ、学内の風通しを良くする、一般市民

「水位・氾濫を一体的に予測する洪水予測の新展開」、森永 速男 氏

に伝えていく、社会連携、大学間の連携、が期待される。②専門家に

（兵庫県立大学 減災復興政策研究科 教授）による「兵庫県立大学の

なってほしい。要配慮者における災害時の避難行動や情報受伝達、避

防災教育研究」、三田村 宗樹 氏（大阪市立大学 都市防災教育研究セ

難生活等に関する取り組みを期待。元気な学生を育ててほしい。③京

ンター 所長）による「大阪市立大学都市防災教育研究センターの取り

都府の中核的な立場を期待。防災士養成講座が京都府内にないの

組み」、をご講演いただきました。そして、𠮷冨 康成 氏（副学長兼京の

で、作ってほしい。などのご意見がありました。

防災防疫安全安心研究センター長）による本センターの紹介に続き、
三好 岩生 氏（生命環境科学研究科 准教授）、岡 真優子 氏（生命環
境科学研究科 准教授）、藤本 仁文 氏（文学部 准教授）、田淵 敦士
氏（生命環境科学 研究科 教授）、服部 敬子 氏（公共政策学部 教
授）、による研究紹介が行われました。パネルディスカッション（テー

パネルディスカッションのパネラー
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CERDの活動を振り返って
これまでの取り組みと今後へ向けて
所長

総 括

三田村 宗樹（理学研究科 教授）

大阪市立大学では、
2011年東日本大震災を発端に実施された大阪市立大学防

ゲームなどを開発・改良し、
住之江区をはじめ大阪市域での試行を進めています。

災研究プロジェクト
（ODRP）
の取り組みをふまえて、
その成果を地域還元すべく、

今後、
効果評価も行いながら、
他の公立大学とともに全国展開を進めます。
さらに、

「都市防災教育研究センター
（CERD）
」
が2015年3月に発足しました。
CERDは災
害研究を推進しながら、
住民・行政・大学で
「災害知の社会実装」
実現へ向けた取

育成されたコミュニティ防災人材のネットワークを構築し、
住民が主体となったレジ
リエントな地域づくり実現へとつなげてゆく予定です。

り組みを進める
「コミュニティ防災教室」
の実施を進めてきました。
研究開発事業

この間、震度7を2回発生させた熊本地震、線状降水帯に伴う集中豪雨、発達

として科学技術振興機構
（JST）
の支援事業にCERDの提案が採択され
「公立大

した台風の強風被害と高潮発生、海域火山噴火に伴う津波や軽石漂流、高所

学防災センター連携による地区防災教室ネットワークの構築」
（2015-2017年度）
を

盛土の災害、地震による長期広域停電、Withコロナ・Postコロナへ向けた社会

実施し、
地域住民とともに
「災害リスク」
・
「災害対応」
・
「社会実装マネジメント」
を

活動の変貌など、各種の状況変化や新たな課題が現れています。2022年度から

考えるワークショップを構成・展開しました。この事業での実践をもとに、災害を

は「大阪公立大学 都市科学・防災研究センター（UReC）」として、防災力向上へ

時系列的に捉え、
災害への備えから災害後の避難生活に至る基本事項や対処方

とつながるレジリエントな社会の構築の一助となるよう、研究・教育・社会貢献

法を示した
「コミュニティ防災の基本と実践」
を出版し、
防災力向上のためには日

の更なる歩みを続けます。新しいセンターへのご理解・ご協力を今後とも賜りま

頃の地域のつながりや防災リーダーの重要性を示すことができたほか、
公立大学

すようお願いいたします。
コミュニティ防災
人材育成システム

コミュニティ防災人材育成への取り組みを広げるため、
JSTの
「SDGsの達成に向
けた共創的研究開発プログラム
（ソリューション創出フェーズ）
」
に採択された
「コ
ミュニティ防災人材育成システムの全国展開に向けたプロジェクト」
（2020-2023年
度）
を進めつつあります。
この事業は、
ICTを活用しながら地域における多様なコ
ミュニティをつなげ、
レジリエントな地域へと導くコミュニティ防災人材の育成のた
めの教育システムの開発と、
その地域展開をめざすものです。
現在、
「MUSUBOU」
という学習管理システムを核に、
eラーニングコンテンツ、
ARアプリや避難行動学習

− むすぼう −

目的

の防災研究センター連携も構築されています。

1. 個人の防災力向上
2. コミュニティ
（組織）
の防災力向上 Bonding
3. 個人とコミュニティのネットワーキング Linking

オープンデジタル防災教育基盤
LMS
（moodle）
・ eラーニング
・ 学習記録（個人カルテ）
・ 交流・情報共有
（掲示板・お知らせ機能）
・コンテンツ掲載

Web GIS
・ 災害リスク

コミュニティ防災人材
ネットワーク
ARアプリ
・ 対応訓練
・まち歩き
連携・統合

災害対応
行動アプリ
・タイムライン
・ 反復学習
マニュアル
・ 受講者用
・ 指導者用
・システム用

協議会（事業化 法人）

Webサイト
・システム紹介
・開発者紹介
・活用事例紹介

コミュニティ防災人材育成システム
「MUSUBOU」

都市防災研究のあしあと

学習管理システム
（LMS）

都市防災研究

副所長（都市防災研究担当） 重松 孝昌
（工学研究科 教授）
東日本大震災の大きな教訓は、想定を越える自然現象が起こりえることと、日

を開催してきました。本学の教員をはじめ、他の大学や研究機関、消防局、民間

常生活で利用されていない
「災害への備え」
はほとんど役に立たない、
ということ

企業の方にも話題をご提供いただき、熊本地震・九州北部集中豪雨・2018年台

でした。
新たな想定は専門家によって提供されましたが、
同時に、
このような巨大

風21号などの被害速報や災害時の企業対応についてもご報告いただきました。

な自然現象には、従来の「防災」という概念だけでは対応することができないこ

防災・減災へのアプローチの多様性を認識し、災害に至る過程を改めて知るこ

とが明確にされました。
そのため、
さまざまな観点から熟慮された
「いのちを守る

とができ、取り組むべき課題が未だに多く残されていることが実感されたことと

行動」
すなわち
「減災」
について熟慮する必要性が突きつけられました。

思います。

「減災行動」を実践するためには、多岐にわたる分野の専門知を統合して活か

これらの活動を通じて、
専門知の周知・共有と社会への還元にわずかばかりで

し、人々が知恵を出し合って、能動的かつ継続的に備えることが必要です。大阪

も貢献できていればと願います。被災から時間が経つとともに危機感が薄れて

市立大学は9学部・11研究科をはじめ、多数の教育研究組織からなる総合大学

きていることも実感されます。
いつか襲い来る想定外の災害に対する備えを持ち

ですので、それぞれの部局で取り組まれている防災・減災研究の情報共有を図

続けることができるよう、今後も都市科学・防災研究センターとしてこれらの活

るとともに、更なる防災研究のシーズを産み出すために防災・減災の実践内容を

動を続けていく所存ですので、
ご協力・ご参加をいただきたく思います。

知ることが必要であるとの考えに至りました。
そこで、
都市防災教育研究センターでは、
専門知を共有・統合するひとつの手段
として2014年より都市研究シンポジウムを開催し、
さまざまな分野で取り組まれて
いる研究知を共有する機会を設けました。
シンポジウムには大学の教員・学生・職
員のみならず、
行政関係者や住民の方々にも参加いただきました。
その内容は、
76
編の研究・報告論文として8巻の都市防災研究論文集に取り纏めて発刊してきま
した。
第4巻以降は、
大阪市立大学機関リポジトリーでも閲覧可能です。
また、防災教育・研究のシーズやプロジェクトの情報共有や連携を促進するこ
とを目的として、2015年から30回にわたる防災研究座談会（サイエンスカフェ）

第8回都市防災研究シンポジウム
（2021年11月）

第24回サイエンスカフェ
（2019年12月））

CERDの活動を振り返って

CERDでの防災教育とのかかわり

コミュニティ防災教育

副所長（コミュニティ防災教育担当） 佐伯 大輔（文学研究科 准教授）
私は、CERDの前身であるODRPに加入するまで、防災に関する知識を学ん

最後に、
「一度学んだ内容を維持する必要がある」ことも防災教育の特徴で

だことが無かったので、防災に関して素人の状態で、防災教育に携わることに

す。防災講座で学ぶ内容は、災害時という「非日常時」に役立つ知識ですの

なりました。CERDでは、
「防災教育の効果測定」という役割を与えられたので

で、その後の日常生活の中で忘れられる恐れがあります。したがって、防災教

すが、そのためにはまず私自身が防災について学ぶ必要がありました。CERD

育プログラムには、学習を維持するしくみが必要です。もちろん一度経験する

の先生方の授業や地域での実践の様子を見学しながら、
防災について多くのこ

だけで維持される行動もあります。写真２は、CERDが地域住民を対象に行っ

とを学ばせていただきましたが、
その中で感じたことをいくつか述べたいと思い

たジャッキ操作の所要時間の測定結果です。２回目は１回目の約50日後に実

ます。
まず、
防災には様々な研究分野の知識が関係するということです。
CERD

施しました。個人差はありますが、１回の経験であっても数十日後に維持（促

に所属する研究者の研究分野を見てもわかるように、
理系・文系を問わず、
広範

進）されている様子がわかります。

囲な知識が防災に結びついています。興味深い例としては、演劇を通して地域

以上が私のCERDでの活動を通して感じたことですが、この間、多くの先生

の防災力を向上させる試みがあります
（写真１）
。
防災に関わる研究分野が多い

方、地域の方々、区役所・社協の方々、大学職員の方々に大変お世話になりまし

ことは、
防災教育には多くの専門家の協力が必要なことを表しています。

た。ありがとうございました。

次に、防災教育では、
「ここまで学習すれば合格点」という基準を設定する
のが難しいことです。私の専門の学習心理学では、課題の達成基準を設定す
ることが多いのですが、防災に関してはそれが通用しません。過去の自然災害
の事例からわかるように、これまでに起こったことのないレベルの災害が起こ
りうるからです。この特徴は、防災を学ぶ意欲を低める一因だと思います。
また、防災に関する知識・技能には、一人で学べる内容もありますが、災害時
には、行政や地域の人々と協力しないと実現できないことが多く、そのための
学習も必要になります。この課題については、CERDで進行中のプロジェクト
で取り組んでいます。

写真1

演劇

総合大学における防災研究組織のメリット

写真2 ジャッキ操作

地域貢献

副所長（地域貢献担当） 生田 英輔（生活科学研究科 准教授）
2011年3月の東日本大震災を契機に結成された都市防災研究プロジェクト

した。筆者は人を扱う研究も多い分野の出身でもあり、渡辺一志先生には学

（ODRP）を基に、東日本大震災から4年を経た2015年3月に、都市防災教育研

生時代よりお世話になっていました。その渡辺先生とはCERDではユニットⅡ

究センター（CERD）は設立されました。CERD設立後に発生した大規模災害と

で一緒に活動できました。特に避難行動を運動生理学の視点から研究すると

しては、2016年4月の熊本地震が真っ先にあげられます。学生時代より1995年

いう視点は新鮮で、何度も被験者に協力いただいて、障がい者の方も含めて

の阪神・淡路大震災の研究をしてきた筆者は、熊本で多数の木造住宅が倒壊

避難実験を実施したことを思い出します。どれだけ防災の知識があっても「体

している映像を見て、
神戸の街を思い出しました。
発災から約1週間後には宮野

力がないと避難できない」、
「 普段の運動習慣も防災に役立つ」という新たな

学長補佐と被災地に入り、
現地で三田村CERD所長と院生の梅田さんと合流し

視点を教えていただきました。

ました。特に被害の大きかった益城町を中心に合同で調査を実施しましたが、

いずれもCERDが設立されたからこそのメリットと感じています。ここで紹

三田村先生による地質や地盤に関する解説を聞きながらの調査となり、今まで

介できなかった他のCERDメンバーにも大いに助けられました。今後もより組

建物被害や避難行動をメインに調査研究してきた筆者にとっては、
この合同調

織を拡大した大阪公立大学という総合大学の強みを生かし、防災研究を深化

査は地震被害の複合的な要因の理解に役立ちました。

させていければと思います。

CERDの事業あるいは筆者自身の活動でも防災教育や防災人材育成に関
わることが増えています。また、我が国では個人が主体的に防災活動を推進す
ることが求められています。このような取り組みにおいては佐伯CERD副所長
に実験心理学、学習心理学の視点から多大なるアドバイスをもらいました。佐
伯先生には行動変容というキーワードを教えてもらい、アンケート調査のよう
な意識調査だけではなく、行動を評価することの大切さを知りました。防災の
専門家というだけで、防災教育に携わる機会もありますが、最大限効果が発
揮できるような教育方法や内容を今後も模索していきたいと思います。
CERDには都市健康・スポーツ研究センターの先生方が多数参画してくれま

地盤の変状を解説する三田村先生

車いすを使った避難実験

CERDの原点とこれから
大阪市立大学都市防災教育研究センター（CERD）誕生の経緯
学長補佐

宮野 道雄（生活科学研究科 特任教授）

2011年3月11日
（金）
14時46分すぎ、
当時、
研究・地域貢献担当の理事兼副学長を務め
ていた私は学術情報総合センター6階の役員室にいました。突然、建物が大きく揺れだ
し、しかもゆっくりとした長周期だったので直感的についに南海トラフを震源とする海
溝型地震が発生したかと思いました。
しかし、
それにしては少し揺れが小さいかなとも考
えている中でもゆっくりとした揺れは収まらず長く続きました。
しばらくして部屋のテレビを見ていると東北地方の巨大な津波の様子を映し出して
いました。
その時になって、
大変な災害が発生していることを認識しました。
このようなこ
とから、大学は直ちに災害対策本部設置を決め、翌日の後期入試への対応および帰省
や旅行中の学生・教職員等の安否確認など緊急対応へ進んでいきました。すなわち、学
内に東北地方太平洋沖地震連絡会議（3月14日（月））、災害支援対策会議（3月22日

（図２）震災を考える日

（火）
）
を立ち上げ、
具体的な対策を行う体制を整えました。
一方、
私は住宅内の安全や自然災害への防災を研究テーマにしてきたことから、
現場
へ行って何が起こっているか直接確かめたい衝動に駆られていました。そこで、学長と

（図１）大阪市立大学都市防災研究の枠組

も相談の上、同じ公立大学への支援の必要性を確認する目的も持って被災地に出かけ
ることになりました。
日程は3月18日
（金）
に車に食料などを積み込んで大阪を出発し、
新
潟、郡山経由で翌19日（土）に仙台に入り、県立宮城大学訪問のほか名取市や仙台市の

考える日を設けたり
（図２）
、
報告会やシンポジウムにおい

被災地の状況把握、20日（日）には岩手県立大学、宮古市役所、宮古市内および田老地

て研究結果が次々と発表されていきました
（図３）
。

区の被害状況視察を行い、
21日
（月）
に帰阪というスケジュールでした。
帰阪後、災害支援対策会議などで学生ボランティア・教職員の被災地への派遣など

このような成果を踏まえて、大阪市立大学都市防災教
育研究センター（CERD）は2015年3月に開設されました。

の他、
総合大学としての強みを活かして全学的な規模での都市防災研究プロジェクトの

地震発生直後から都市防災研究プロジェクトに参画され

取り組み開始などを決定しました。この研究の特徴は、いのちを守ることを第一義とし、

た教員各位、同プロジェクトを主導し、CERD開設に尽力

災害事象の最中・直後から事後そして事前へと螺旋的につながる対応全般を多様な分

され、初代センター所長を務められた森一彦生活科学研

野の研究者が協働して実施するところにあり（図１）、地域の行政および市民と震災を

究科教授に心より感謝いたします。

（図３）都市防災シンポジウム

公立大学とコミュニティ防災
初代所長

森 一彦（生活科学研究科 教授）

2011年から2019年までの約9年間、
大阪市立大学都市防災教育センターの初代所長と
して関わりました。
正確にはセンターは2015年3月に発足しましたので、
それまでは研究グ

■ コミュニティ防災の公立大学防災センター連携
では、公立大学の防災センターとはどうあるべきか。これが私に課せられた課題とな

ループ代表となります。
本稿では、
東日本震災から今日までを振り返りたいと思います。

りました。すでにある総合大学の大きなリサーチセンターと同じではなく、地域に密着

■ 東日本大震災

した公立大学ならではの役割とは何か。それを大学の教員、職員のメンバーで議論して

東北沖の巨大地震が発生した2011年3月11日（金）14時46分に、私は東京の丸の内

いくこととなりました。その一つの答えがJST国立研究開発法人科学技術振興機構の

線・後楽園駅にちょうど停車中の電車内におりました。電車内でも地震の揺れは感じま

事業に採択された「公立大学防災センター連携による地区防災教室ネットワークの構

した。その後、すぐ近くのホテルにチェックインして部屋のテレビをつけたら、津波の映

築」です。全国86の公立大学が連携して、地域のコミュニティの防災力を向上させるコ

像がリアルタイムで流れていました。とても驚きました。その後、部屋の窓から歩いて帰

アとなることです。それは単に防災教育活動を展開するのではなく、
「最新防災技術の

宅する人がつながっている風景を見ていました。その夜は友人との夕食会の予定でし

社会実装」と「エビデンスに基づく防災教育訓練の体系化」にあります。この2つのテー

たが、全く通信手段がなくそのままキャンセルになりました。この大都市の中の非常時

マは今日のICT、AIの技術革新の中で、その意義はさらに重要になっています。

の記憶は、いつまでも消えることはありません。

■ 都市のエントロピーと人の協調

■ 防災の主流化（メインストリーミング）

高度な技 術で 作られた 都 市は 、エントロ

この東日本大震災は、私たちの社会や生活に大きな変化を及ぼしました。大阪市立

ピーの低い状態にあります。実は、その高度な

大学に都市防災教育研究センターが設立されたのも、その現象のひとつと言えると思

秩序状態であることは、壊れやすく不安定で

います。日本政府が2015年3月の第3回国連防災世界会議で「防災の主流化」のコメント

あること（エントロピー増大の法則）を意味し

を出したことからも社会的変化の大きさがわかります。防災の主流化とは、
「男女平等」

ていています。それが災害の根本的な要因で

と同じように社会活動の底流となることを意味しています。つまり、次に示すように、ど

あり、常に大きなリスクを抱えています。これか

んな活動や組織においても防災を前提とすることを命じています。

らの未来に向けて、人が都市の災害とどのよう

＊防災士

222,730 名（2022年1月末日）

に協調していくのか。SDGsの項目にもある「誰

＊企業BCP（エネルギー、情報、自動車、住宅、建設、医療福祉・・）

一人取り残さない（leave no one behind)」都

＊地域：防災訓練の定着、普及

市のあり方に向けて、高齢者や障害者、子ども

＊教育：小中学校、高校の総合学習

など弱者に配慮したコミュニティ防災が大切

＊大学：防災関連学部や副専攻、大学院の新設（関大、兵庫県大など）

な鍵の一つであると言えます。

＊センター：防災に関する学術研究機関 81機関

災害対応ユニットこれまでの取り組み
災害対応ユニットリーダー

渡辺 一志（都市健康・スポーツ研究センター 教授）

2011年3月11日（金）に発生した東日本大震災は、人類に自然の脅威を改めて認識

木雄太：都市健康・スポーツ研究センター、
生田英輔・宮野道雄：生活科学研究科）

させるとともに、災害に対する対処法について再考する課題を我々につきつけまし

７）国内で災害時用に開発されているロボット（高田洋吾：工学研究科）

た。本学においては、
「いのちを守る」ことを第一義におき、全学的・分野横断的な研

８）
「いのちを守るドリル」開発（志垣智子：特別研究員）

究プロジェクト（都市防災研究プロジェックト）を直ちに立ち上げ、東日本大震災への
支援と調査を通して「いのちを守る都市づくり」の検討に着手しました。このプロジェ

９）ドローンによる災害援助（畑直成:特別研究員、吉田大介：災害リスクユニット）
10）防災におけるビッグデータ活用とその取り組み（辻岡哲夫：工学研究科）

クトの活動をさらに充実・展開させるべく、2 015年3月に「都市防災教育研究セン
ター」が開設されました。私も2011年のプロジェクト構築から参画させて頂きました。
本センターの研究部門は3つのユニット（災害リスク、災害対応、社会実装マネジメン
ト）から構成されています。私は、災害対応ユニット（災害時の医療推進部門、災害時
急性期看護部門、体力・避難支援部門、災害と福祉的支援部門、災害工学部門等）の
リーダーとして地域の防災リーダー育成や学生の防災教育に取り組んできました。
これまで兼任研究員および特別研究員の多彩な専門研究領域から、
「防災」に関連
した研究に取り組みその成果を様々な防災教育（全学共通教育「コミュニティ防災」、
防災士養成講座、出前講座等）およびコミュニティ防災教室において多くのアクティブ
ラーニング教材としてフィードバックしてきました。これまでの防災教育の主な内容を

災害時の応急処置（下肢骨折）

段ボールベッドの作成

避難（共助）
に必要な体力

リヤカーによる要支援者の避難

紹介します。
１）災害時の医療（山本啓雅：医学研究科）
２）災害時のセルフケアキット作成・避難所の健康問題（横山美江・作田裕美・村川
由加理：看護学研究科）
３）災害時に備えた食料備蓄（由田克士：生活科学研究科）
４）福祉的配慮のある避難所（岩間伸之・野村恭代：生活科学研究科）
５）障がい者の知識と避難支援技術（小島久典・岡本昌大：特別研究員）
６）災害時に必要な避難体力
（渡辺一志・今井大喜・荻田亮・岡崎和伸・横山久代・鈴

地域防災劇団スミヨシ・アクト・カンパニーの9年、そしてそのさきへ
社会実装マネジメントユニットリーダー

福島 祥行（文学研究科 教授）

文の同僚である中川眞先生経由で、森一彦先生から、ぜひ地域防災劇団が必要な

どがSACのグループLINEに投げられ、そのつどみんなからの反応がある。別のメン

のだと招集がかかったのは2012年12月頭のことであった。
聞けば、
本番は翌3月の半ば

バーからは、
「つながることでチカラを生もう」というSACの趣旨を実行できないなか

であるという。準備期間の短さに驚愕しつつ、突貫工事での地域防災劇公演プロジェ

で、SACが如何に立ち上がりなおすかを芝居にしては、という意見も出された。

クトがはじまった。
まずは地元への説明会というわけで、
生田英輔先生のパイプを使っ

現在、SACは、福島の拠点が森之宮キャンパスに移動となる2025年の3月を最終の

て、地元町会へ協力依頼、地域へのチラシまきからはじめ、年明け早々に説明会を開

場とみすえつつ、それまでにできることを模索し、再起動しようとしている。SACがめ

催。演劇に関心のあるひと、こどもをステージに立たせたいひと、防災に惹かれたひ

ざした災害後のレジリエンスは、まさに培われていたのだ。そして、SACによる防災研

と、
思いの異なるひとびとが集った。
これを皮切りに、
地域防災劇団スミヨシ・アクト・カ

究のテーマは、社会的レジリエンス創発から、レジリエンスの実践過程、さらに自律し

ンパニー（SAC）が結成される。代表は福島、副代表には地域住民のKさんが就いた。

た市民による新たな価値の創造へとむかうのである。

そこからは、地域のこどもたちと毎年3月に公演をおこない、2019年3月まで、7回の公
演をかさねている。旗揚げ公演には森先生が出演しているが、第7回公演には荒川学
長にも市民団員と共演してもらって――そして袖から出るタイミングを、市民団員に助
けられたりして――いる。中川、生田両先生と福島はできるかぎり舞台にのぼり、この
プロジェクトが大学と市民との協調になるものであることを、
身をもって示してきた。
「防災劇」といえば、警察の「防犯劇」のような、啓蒙的でTips満載なものが想起さ
れるが、すでに船場アートカフェという企画において「アートの持つ接合力」の実践を
経験ずみのわれわれは、演劇をつくりあげるなかでの、
「地域住民間の人間関係と互
助態度の構築による地域防災力の向上・維持」、ついで「社会的レジリエンスの創発」
をめざすことになる。2020年1月には、大阪市役所における防災写真展のオープニン
グにおいて第8回公演の冒頭を上演するなど、福島（2018）に記したとおり、いくつもの
問題をかかえつつも、SACの活動は順調であった。しかし、そこに新型コロナウイルス
が立ち塞がる。2020年3月に予定されていた第8回公演はキャンセルとなり、夜間20時
すぎに開始していた稽古は行なえず、くわえて、福島の公私にわたる多忙化もあって、
活動は完全に停止してしまった。しかし、そのなかでも、SACを機に芝居にはまったメ
ンバーSさんの山之内小学校での子ども劇団やまのうちの活動や、別劇団への出演な
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防災ミュージアム

大規模宅地開発で埋もれた集落
堺市立庭代台中学校南側の幹線道路を挟んだ住宅地の片隅に
「庭代集落記念碑」
が建っています。
泉北ニュータウン建設によって地中深く埋没した戸数19戸の集落を偲んで建てられたものです。
1960年
ごろから、
都市の拡大とともに郊外の丘陵部は、
ベッドタウンとして開発が進みます。
平坦地のない丘陵
地では、
尾根を切って発生した土砂を谷に埋めて土地を平坦化する切盛造成が行われました。
大阪周
辺の丘陵地は未固結の堆積層から構成されるので、
この造成工事は比較的たやすく進められます。
も
との谷部は厚い盛土で覆われ埋没します。
地下水処理が十分でない谷埋盛土の場合、
地震時に強い揺
れに見舞われると、
盛土が脆弱化し、
宅地の沈下や変形によって家屋被害が生じます。
1995年兵庫県南
部地震、
2011年東北地方太平洋沖地震の際にも、
開発時期の古い宅地の谷埋盛土での被害が発生して
います。
都道府県や国土交通省では、
このような大規模造成地の範囲を公開しています。
谷埋盛土地区
は、
直ちに危険性があるわけではありませんが、
安全性の確認が必要な地区とされています。

庭代集落記念碑

旧庭代集落の周辺の谷埋盛土の分布
（国土交通省重ねるハザードマップをもとに作成）

地域貢献

CR副専攻 地域実践演習 神戸フィールドワーク
2021年11月23日（火）に阪神・淡路大震災の復興を学ぶフィールドワークを実施しました。JR鷹取駅
をスタートし、午前中は、神戸防災技術者の会（K-TEC）の方の案内で鷹取地区〜新長田周辺地区の
区画整理事業や再開発事業について学び、その後K-TECの方から阪神・淡路大震災の被災状況に
関するレクチャーを受けました。区画整理事業による住宅建替時のセットバックや震災時と現在の
街並みの違いを現場で学びました。午後からは、人と防災未来センターを見学した後、六甲道地区の
再開発で建てられた集合住宅や防災公園を見学しました。また、復興の当事者として当時を知る住
民の方から被災時の状況や復興事業への地元住民の考えをお聞きしました。震災発生から27年とな
り、当時を知る人も少なくなりつつあります。次の災害に備えて、阪神・淡路大震災から学ぶことはま
だまだ多いと感じました。

JR六甲道駅前でK-TECの方から復興事業の説明を受ける

コミュニティ防災教育

コミュニティ防災人材育成プログラムを実施しました
（2）
JST事業
「コミュニティ防災人材育成システムの全国展開に向けた実証プロジェクト」
の一環として、
人
材育成プログラムの第２段階および第3段階が行われました。
第2段階プログラムは、
「まち歩きとARアプ
リ活用によるハザードマップ作製」
「
、防災訓練・イベントの考案」
等からなり、
10月24日
（日）
に淀川区の様々
なコミュニティの方13名を対象に、
12月11日
（土）
に大阪市立水都国際中学校の生徒８名を対象に行われま
した。
第３段階プログラムは、
「防災イベントの発案から啓発チラシ作成までの実習」
「
、災害協力シミュ
レーションゲームの体験」
「
、ロールプレイ災害対応演習」
を通して、
防災に関する
「インフォメーション」
、
「ファシリテーション」
「
、コミュニティマネジメント」
の知識・技能の習得を目的としたもので、
12月5日
（日）
と
19日
（日）
に、
住吉区・東住吉区・西成区の地域防災リーダーの方６名を対象に行われました。
第3段階プロ
グラムは、
第２段階を受講した淀川区の方々を対象に、
3月20日
（日）
と27日
（日）
に実施する予定です。

ARアプリによる危険個所の確認の様子

災害協力シミュレーションゲームの様子

都市防災研究

活動報告 −災害知の共有を目指して−
第28回サイエンスカフェ 2021年12月24日
（金）
「防災・減災に資する数値解析・システム構築・可視化技術」
話題提供：川崎 浩司 氏（ハイドロ総合技術研究所 取締役・大阪市立大学 客員教授）
第29回サイエンスカフェ 2022年2月24日
（木）
「阪神・淡路大震災の体験、福祉」
話題提供：片岡 幸壱 氏（防災士）
第30回サイエンスカフェ 2022年3月18日
（金）
「持続的なコミュニティ活動へのヒント」
話題提供：松井 信一 氏（NPO法人 南市岡地域活動協議会 理事長）、塩山 諒 氏（ NPO法人 HELLO life 代表理事）

第28回サイエンスカフェ
←浸水AR（拡張現実）
アプリ
↓浸水VR（仮想現実）体験

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

市大 CERD

大阪市立大学
都市防災教育研究センター

