
1 はじめに

「地域の防災と安全」は、平成23年度から本学の特

色ある科目の一つとして特別課題教育科目に位置づけ

られた。本科目は、平成22年度から「地球環境論」の

一部として実施されたものであり、平成24年度より新

たに独自の科目として実施されている。本報では、

「地域の防災と安全」の取り組みについて概説したい。

本学には、防災・減災をテーマとする研究者が多数

在籍する。例えば、全学共通教育部の教員は地震のメ

カニズムについての教育・研究を、工学部都市建設工

学科、建築学科の教員は地震災害、水災害の特徴と対

策の研究・教育を、人文学部歴史地理学科の教員は

地理情報システム（GIS）と関連付けて地域特性のと

らえ方に関する教育・研究を、生命健康学部保健看護

学科の教員は災害時の看護（特に、避難所運営の在り

方）に関する教育・研究を実施している。このような

活動は、災害というテーマで一つに繋がっており、互

いに協働してこそ、網羅的かつ有益な取り組みとなる。

一方、近年の災害の甚大化には、目を覆うものがあ

る。東日本大震災では、想定外の津波が堤防を越え、

広域かつ甚大な浸水を引き起こして、２万人を超える

死者・行方不明者が生じた。さらに、平成24年８月29

日には、内閣府の中央防災会議から、東海・東南海・

南海地震による被害想定が示された１）。これによると、

最悪の場合、全国の被害者は約32万人であるが、それ

ぞれの防災・減災対策を施せば約６万人になると想定

されている。このことから、適切な防災・減災対策が

重要であることが明らかであり、その中でも避難対策

は特に重要である。例えば、水災害に対する防災対策

は、想定規模の洪水や津波、高潮は堤防などの構造的

な施設で街を守るが、想定規模以上の現象も生じる可

能性があるので、そのときには、迅速な避難を求めて

いる。しかし、地域住民の避難行動レベルは決して高

いものではない。自助（自ら身を守る）、共助（地域

の人と共同で身を守る）、公助（市役所などの公的機

関の働きにより身を守る）に関して、災害時には自助：

共助：公助は７：２：１の比率の重要度であると認識

されているにもかかわらず、平常時には１：２：７の

比率の重要度と認識されている。これは、平常時は、

「市役所の方が災害時に対応してくれるだろう」と期

待しているけれども、実際には、「災害時には個々

（住民一人ひとり）で対応しなければならない」こと

を指摘している。

「地域の防災と安全」は、防災・減災に関する知識

を教授することによって、学生の防災知識を涵養し、

専門科目へのモチベーションを高めることをねらって

いる。さらに、学生の災害時の適切な対応を促すこと

で、地域防災力の向上も期待している。ここでは、専

門家を育てることではなく、地域防災力向上の根底と

なる防災知識の涵養を目指しており、我が国の防災対

策の一助になるものと期待する。

なお、本取り組みの先駆けとして、図１に示す質の

高い大学教育推進プログラム（教育ＧＰ）に関わる準

備活動がある。残念ながら教育ＧＰとしての採択には
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図１ 地域防災力に寄与する学士力育成の連携教育
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つながらなかったが、上記の教育ＧＰの準備活動は、

現在の「地域の防災と安全」に引き継がれている。

2 授業内容

表１に授業内容を示す。本授業では、第１週～第７

週で、図２および図３に示す地震、津波、高潮、洪水

などの身の回りの災害について教授し、その知識の習

熟度を第８週の中間テストで確認している。また、第

９週～第13週では、災害対応として、ハザードマップ

の概要や被災時の個人対応、避難所運営、復興活動な

どを教育し、第14週および第15週で、３に示す避難所

運営ワークショップを実施している。これらの担当者

が異なるので、それぞれの授業の特徴を持たせつつ、

相互の関係を意識しながら授業を展開している。なお、

前半部分の座学においては、質問を多用し、Cumoc

を利用して学生からの意見をもらうなど、学生が眠く

ならないよう、また、積極的に授業に取り組めるよう

配慮している。後半部分には、グループワークを伴う

ワークショップを配置しており、学生が自主的に活動

できるよう配慮している。さらに、学生の理解度を確

認し、質問などに対応するために４に示すシャトルシー

トを利用している。

特別講師：田口仁：防災科学技術研究所に勤務、地域

防災力の向上のためにGISを使用した地域密着の活動

を行っている。

特別講師：小村隆史：富士常葉大学准教授、DIG

（DisasterImageGame）の考案者であり、災害医療

システムの開発や減災活動・教育の研究を進めている。
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表１ 授業内容

図２ 身の回りの災害の概要（地域の防災と安全、授業資料）（その1）

授 業 内 容 担 当

第１週 本授業の概要および導入説明 杉 井

第２週 中部地方の地域的特色、自然災害と過去の災害の歴史 山 田

第３週 地震のメカニズム、予知 山 田

第４週 地震災害の事例および対策 杉 井

第５週 津波、高潮による災害のメカニズムと事例と対策 武 田

第６週 洪水、豪雨による災害のメカニズムと事例と対策 武 田

第７週 建築物の地震被害とハザードマップ 勅使川原

第８週 中間のまとめとハザードマップの例 杉 井

第９週 ハザードマップについて 渡 部

第10週 災害情報の受信と発信、個人の対応 田 口

第11週 災害時の看護 牧 野

第12週 避難所における看護および心のケア 牧 野

第13週 地域復興の活動について 小 村

第14週 避難所ワークショップ（グループワーク） 杉 井

第15週 グループ発表会 牧 野
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3 避難所運営ワークショップ

授業では、避難所運営ワークショップを取り入れて

いる。東日本大震災や近年の多くの洪水災害の事例で

も明らかなように、災害時には避難所が開設され、一

時的あるいは長期的な避難が求められる。そのなかで

発生する様々な問題に対して、事前に検討することは

非常に重要である。また、避難所生活にはリーダー的

存在が不可欠であり、その素養を多くの学生に持たせ

ることも大事であろう。さらに、本ワークショップは、

６名程度の仲間と協働して問題解決を行うグループワー

クであるので、コミュニケーション能力、発言力、ま

とめる能力などが養われる。

� 避難所運営ワークショップの概要

第14週は、グループディスカッションを行う。まず、

指定されたグループ内で議論しやすい雰囲気をつくる

ために、図４�のように、自己紹介の時間（アイスブ

レイク）を設けている。すべての学生の自己紹介が終

わった場合には隣の学生の紹介を行うなど、この時間

を長くとることを意識している。その後、グループ内

での役割（司会、記録係、発表時のプレゼンター）を

決めた後で、図４�などの課題に対してグループ内で

議論し、意見をイーゼルパット（大きな用紙）にまと

めている。課題は下の４つを用意しているが、これま

での授業では、時間の都合により③までを実施してい

る場合が多い。

①どのような避難所の役割分担が必要ですか？また，

混乱した中から，どのように役割分担を決めますか？

②身体の不自由なお年寄りが遅れて入場してきました．

どのように対処しますか？

③近所の方が家の下敷きになっている可能性がある

という情報が入りました．どのように対処しますか？

④避難者の食事に関して，どのように対処しますか？

第15週は、第14週の活動内容の振り返りを行った後

で、各課題に対するグループの意見の発表を行ってい

る。その後、自分のグループ以外で、良かった点を赤

色、修正点を青色のタグシートに記入し、貼り付けて

もらう。それを受けて、グループ内で他者からの評価

を認識し、授業の振り返り（まとめ）を行う。

� 学生の反応と教員の評価

学生は本ワークショップを楽しそうに実施しており、
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図３ 身の回りの災害の概要（地域の防災と安全、授業資料）（その２）

� アイスブレイク

� 避難所運営の課題の一例

図４ 避難所運営ワークショップの授業資料



４で示すシャトルシートでも「積極的に発言し、意見

を言うことができた」「とてもいいワークショップが

できた」など好意的な感想を述べている学生が多く、

また、「実際にはいろいろな場面で考えて行動するこ

とがある」「状況にあわせた対応を考えるのは難しかっ

た」などの意見もあったことから、避難所運営の良い

シミュレーションができたと考える。

4 オムニバス授業の弊害への対応

� シャトルシートの導入

本授業は、表１に示したように、専門分野の異なる

複数教員によるオムニバス形式の授業である。このよ

うな授業では、多分野に渡った広い知識を一連として

修得できる利点があるが、毎時間の担当教員が異なる

るため、学生と教員のコミュニケーションをはかる時

間が短く、教員からの一方通行の授業になる傾向が強

いことや、つぎの担当教員に授業の様子を引き継ぐこ

とが難しいという問題がある。本授業では、その解決

策としてシャトルシートを導入している。

図６のように、シャトルシートは、15回分の授業の

感想、意見、質問などが自由に記述できるようになっ

ている。授業終了時に、学生が記入したシャトルシー

トを回収し、担当教員は学生の感想や質問を読み、コ

メント等を記入して、つぎの担当教員に学内便で送付

する。受け取ったつぎの担当教員は、授業開始前に机

上に学科別で並べ、学生がシートを持ち帰る。この手

順により、学生は翌週の授業で教員のコメントを読む

ことができる。学生の感想や質問などの記述量が教員

の予想以上に多かったので、2012年度から記入スペー

スを倍にして裏面も活用している。シャトルシートに

より、担当教員は学生の参加状況や理解度がわかると

同時に、つぎの担当教員も学生の様子を把握すること

ができ、オムニバス授業の課題解決につながっている。

また、2012年度から、シャトルシートの記述から見ら

れる理解度、授業の姿勢などを成績評価に加えている。

また、第１回目のみは「自分の専門からみた災害へ

の対応として、どのような貢献ができるか？」という

問に対する意見を求めた。以下に、学生の記述の一部

を紹介する。

○地震大国の日本が、他国で地震があった際の支援と、

防災のアイデアや経験を世界中に広める（国際関係）

○災害の歴史や地理の特性から、将来起こるとされる

災害規模を予測し、対策を講じる（歴史地理）

○自分が子供たちを避難させる立場になったとき、考

えて行動できるようにしたい（児童教育）

○災害時にも情報伝達が可能な通信技術を作りたい

（電子情報）

○被災地でできる限り過ごしやすい仮設住宅を考えて

いきたい（建築）

授業の始めに、本授業を受ける動機や専門性と防災

との関連性を各自で考え、文章として示すことで、学

生の本授業に参加する意識（積極性）を促す効果があ

る。また、シャトルシートに毎時間の感想や意見を書

くことで、学生にとって、終えた授業内容のまとめ・

再確認の効果もある。

教員間では、学生の意見に対するコメントの記述を
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� グループワークの状況

� 発表の様子

図５ 避難所運営ワークショップの授業風景

図６ シャトルシートの一例



強制しておらず、読んだことの証としてのサインのみ

でも問題ないが、概ね、学生に対するコメントを記述

しており、学生は毎回、教員のコメントを楽しみにし

ているようでもある。このように、シャトルシートは、

授業の理解度、学生と教員とのコミュニケーションの

ツールとして役立っている。

� Cumocの利用による災害に対する意識調査

携帯電話を利用したアンケートシステムである

Cumoc（ChubuUniversityMobileCliker）システ

ムを利用して、図７および図８のように災害に対する

意識調査も行っている。本システムは、授業中に結果

を見ることができ、他の学生の意識や状況が共有でき

るので、グループワークを行う上でも有効な手段となっ

ている。また、これまでの経験から、近年、災害に対

する学生の意識が高まっている傾向も得られている。

図７ 受講生の自然災害の経験

図８ 受講生の自然災害に対する思い

5 おわりに

2011年３月11日の東日本大震災を受けて、地震災害

および津波災害の怖さを実感し、防災・減災に貢献し

たいと強く願う学生も多いと思われる。また、東海地

方は、古くは伊勢湾台風による、近年では東海豪雨に

よる水害に見舞われており、東海・東南海・南海地震

およびそれによって生じる津波の災害の発生も懸念さ

れている。そのような中で、防災・減災を軸とする教

養を学ぶことは、災害国に住む日本人として極めて重

要であり、また、これを踏まえて自らの専門への興味

が高まれば、専門教育の導入という面からも有益であ

ろう。さらに、この活動が地域防災力の向上の一助と

なることを期待したい。

本グループでは、平成24年８月と９月に、GISセン

ターの協力を得て防災力向上に直接的に寄与すること

を目的とした、地域のハザードマップ作り、避難所運

営ワークショップを実施した。これらの詳細は別の機

会に報告したい。なお、今年度は初めての試みであり、

住民のサポートを目的とする数名の学生参加のみであっ

た。今後はこの活動に多くの学生参加を促して、地域

のためにもなり、学生のためにもなるような教育的要

素を取り込んだ活動に高めたいと考えている。

最後に、本報告を通じて、皆様に「地域の防災と安

全」の活動に関心を持っていただければ嬉しく思いま

す。さらに、多くの教職員とタッグを組んで、継続的

に活動できることを期待しています。
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