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持続可能な防災まちづくりと防災人材育成に関する研究 
 

 

佐藤 健* 
 

* 東北大学災害科学国際研究所 

 

要 旨 

防災まちづくりの活動に取り組みながら，次世代を担う将来の地域人材を育成する活動

モデルの確立が社会的なニーズとなっている。まちづくり活動の中に防災活動を位置づけ，

多様な人材の参画と次世代を担う人材の育成に取り組んでいる地域コミュニティの事例

調査と分析を行い，持続可能な防災活動のロールモデルについて探究を行った。 

 

1. はじめに 
 

防災を含む多様なまちづくりに関する具体的な活

動に取り組みながら，次世代を担う将来の地域人材

を育成する地域活動モデルの確立は，第3回国連防災

世界会議による仙台防災枠組の実現，および世界防

災フォーラム／防災ダボス会議＠仙台による実行委

員長サマリーにも調和した重要な方向性である。 
そこで，まちづくり活動の中に防災活動を位置づ

け，多様な人材の参画と次世代を担う人材の育成に

取り組んでいる地域コミュニティに着目し，持続可

能な防災活動のロールモデルについて探究すること

を研究目的とし，地域防災実践型共同研究「持続可

能な防災まちづくりと防災人材育成に関する研究」

に取り組んできた。本報告は主な研究成果を報告す

るものである。 
 

2. 研究方法と実施体制 

 

2.1 研究方法 

事例調査の方法を採用する。調査対象とする事例

地は既往の研究や最新の動向をもとにピックアップ

する。事例地の訪問や現地での活動参画を通して，

地域活動モデルを丹念に分析し，持続可能な防災活

動のロールモデルとしてのエッセンスを抽出する。 
 
2.2 実施体制 

 研究の実施にあたっては，自然災害研究協議会東

北地区部会と東北大学災害科学国際研究所防災教育

国際協働センターの研究者コミュニティが中心とな

り，自治体関係者や地域防災リーダー，学校教員，

一般市民とも連携した実施体制を構築した（表1）。 

 
表1 実施体制 

氏名 所属・職名 
佐藤 健 
（研究代表） 

東北大学災害科学国際研究所・教授 

風間基樹 東北大学大学院工学研究科・教授 

河井 正 東北大学大学院工学研究科・准教授 

柴山明寛 東北大学災害科学国際研究所・准教授 

佐藤翔輔 東北大学災害科学国際研究所・准教授 

定池祐季 東北大学災害科学国際研究所・助教 

増田 聡 東北大学大学院経済学研究科・教授 

片岡俊一 弘前大学理工学部・教授 

松冨英夫 秋田大学理工学部・教授 

水田敏彦 秋田大学地方創生センター・教授 

鎌滝孝信 秋田大学地方創生センター・准教授 

村山良之 山形大学大学院教育実践研究科・教授 

山本英和 岩手大学理工学部・准教授 

千葉則行 東北工業大学工学部・教授 

中村 晋 日本大学工学部・教授 

小田隆史 宮城教育大学・准教授 

飯藤将之 仙台高等専門学校・教授 

桜井愛子 東洋英和女学院大学・准教授 

林田由那 早稲田大学教育・総合科学学術院・助手 

藤田悦生 宮城県危機対策課地域防災班・主幹 

伊勢みゆき NPO法人まなびのたねﾈｯﾄﾜｰｸ・代表理事 

大内幸子 仙台市地域防災リーダー 

今野 均 仙台市片平地区まちづくり会・会長 

武山 浩 グリーンキャピタル長町Ⅱ・理事長 

木村慎吾 仙台市立片平丁小学校・教諭（防災主任） 

溝井貴久 仙台市片平地区まちづくり会・企画委員 

注記）表中の所属・役職は平成30年度末時点のもの 
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3. 調査結果 

 

3.1 横浜市立北綱島小学校の事例 

（1）コミュニティ・スクール 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

は，学校と保護者や地域の関係者がともに知恵を出

し合い，学校運営に意見を反映させることで，一緒

に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地

域とともにある学校づくり」を進める法律（地教行

法第47条の6）に基づいた仕組みである。 
コミュニティ・スクールの主な役割は，次の通り。 

 校⻑の作成する学校運営の基本⽅針を承認

する。 
 学校運営に関する意⾒を教育委員会または

校⻑に述べる。 

 教職員の任用に関して教育委員会に意⾒が

述べられる。 
横浜市は，平成17年5月に東山田中学校に学校運営

協議会（以降，コミュニティ・スクールと呼ぶ）を

設置してから，順次設置を推進し，平成31年4月1日
現在で設置校数は210校（172協議会）となっている

（横浜市教育委員会，2019）。その中で，調査対象

である北綱島小学校には平成21年4月1日にコミュニ

ティ・スクールが設置された。 
（2）学校・家庭・地域連携に基づく防災教育 

コミュニティ・スクールの仕組みを活用した安全

教育の取り組みが注目されはじめている（中迫ら，

2018）。そのような中で北綱島小学校は，平成23年
度に「地域の自然と社会への理解を育て，地域・学

校・家庭が連携して推進する防災教育」を研究主題

とした実践研究を先駆けて行っている。平成23年第3
回学校運営協議会において，「北綱島小学校区地域・

学校・家庭連携防災教育推進委員会」も立ち上げ実

践研究を推進した（横浜市立北綱島小学校，2012）。 
また，平成24年度には，内閣府の防災教育チャレ

ンジプランの実践校として，「学校，地域，保護者

が地域の災害想定を共有して取組む防災教育の推

進」に取り組むなど，防災教育の先進校である（内

閣府防災教育チャレンジプラン，2013）。コミュニ

ティ・スクールの全てが防災教育の推進に取り組ん

でいるわけではない中で，北綱島小学校の地域防災

拠点訓練を含む多様な防災教育の取り組みは多くの

示唆を与える（佐藤，2013）。 
 さらに，北綱島小学校の中期学校経営方針におい

て，「学校，家庭，地域の連携のもとに，災害を中

心とした様々な危険から身を守る防災教育の充実を

図ります。」といった学校経営中期取組目標が掲げ

られ，同時に8つある重点取組分野のうちの2つが表2
に示すような学校，地域，保護者の連携に基づいた

防災教育の推進に関する取り組みとして位置付けら

れている（横浜市立北綱島小学校，2018）。 
 

表2 重点取組分野（一部抜粋） 

重点取組分野 取組目標 

地域連携 

 学校運営協議会を通して，地域，家

庭との連携を強化し，共に防災教育

や地域の教育力を活用した学習活動

を充実させ，地域に開かれた学校づ

くりを推進する。 

安全防災教育 

 在校時間帯の災害に適切な対応がで

きる体制作りと，訓練の質の向上を

図る。 
 学校，家庭，地域の連携のもと，「き

たつな防災プラン」をPDCAサイク

ルで見直し，様々な危険から身を守

る防災教育の充実を図る。 
 
（3）地域防災拠点訓練 

平成30年度に開催された北綱島小学校の地域防災

拠点訓練（図1，写真1）を通して，活動モデルの特

徴を整理する。 
 北綱島小学校の学校行事にも位置付けられた地域

防災拠点訓練の参加者は，北綱島小学校の全校児童

とその保護者，学校・地域（自治会・町内会）・区

役所で構成された「地域防災拠点運営委員会」委員，

北綱島小学校の全教職員，学校区の地域住民等であ

る。その中でも地域防災拠点訓練を主導し，訓練指

導者となっているのは，消防職員や区職員ではなく

写真1に見られるように地域防災拠点運営委員会の

地域住民（写真1でウィンドブレーカを着用している

者）である。一般の地域住民であるため，訓練指導

者となるためには，事前に知識と技能を身に付ける

必要があることは言うまでもない。 
 写真1(d)は，北綱島小地域防災拠点運営委員会副会

長のK氏が訓練参加者に対して，「どうしても避難が

必要な時だけ避難所に来て頂き，できるだけ在宅避

難できるように各世帯で備えて下さい」とレクチャ

ーしている様子である。写真1(f)は，地下式消火栓の

操作訓練の様子である。消火栓の蓋を開け，吐水口

にスタンドパイプを結合し，スタンドパイプにホー

スを結合し，放水弁にスピンドルドライバーを結合

して開栓し，実際に放水を開始する一連の操作の全

てを消防職員や消防団員ではなく，地域防災拠点運

営委員会の地域住民の女性が行っている。写真1(m)
は，バケツリレーによる初期消火訓練の様子である。

地域住民と協力して防災活動に取り組む上学年児童

の姿を低学年児童が将来の自分の姿と重ね合わせな

がら見学している。写真1(n)は，教室での振り返り活

動の場面である。北綱島小学校の卒業生の中学生1
名と高校生1名が来校し，自分の後輩となる児童に防

災の取り組みの重要性についての講話を行った。 
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（4）活動モデルの考察 
コミュニティ・スクールである北綱島小学校の調

査結果に基づき，持続可能な防災まちづくりと防災

人材育成のロールモデルとなり得る要因を整理する。 
 コミュニティ・スクールのような仕組みがな

い一般の学校の場合，管理職の異動に伴う学

校経営方針の大きな変更により，防災の取り

組みに限らず，学校・家庭・地域の連携推進

が継続される保証はない。 
 一方で，北綱島小学校のように学校の経営方

針や重点取組目標に地域連携や防災教育の

推進が掲げられると，学校ぐるみの取り組み

として活動しやすい環境が整う。 
 学校の経営方針や重点取組目標に学校・家

庭・地域が連携した防災活動を掲げ，コミュ

ニティ・スクールの仕組みを活用して実践・

展開する北綱島小学校の活動モデルは，持続

可能な防災まちづくりと防災人材育成の両

立を図ることができるロールモデルである。 
 コミュニティ・スクールが先行して学校・家庭・

地域が連携した防災教育の実践を蓄積し，高度化し

ていくことは，一般の学校への普及と展開にとって

も有益であると考えられた。なお，北綱島小学校は，

コミュニティ・スクールを通したこれまでの安全防

災教育や地域の教育力を活用した学習活動の実践が

評価され，平成30年度「地域学校協働活動」推進に

係る文部科学大臣表彰を受賞したことを付記する。 

 
図1 北綱島小学校地域防災拠点訓練の開催案内 

 

  
(a) 北綱島小学校への避難 (b) 地域防災拠点の受付 

  
(c) 防災訓練の開会    (d) 地域防災拠点運営委員 

  
(e) 救出訓練       (f) 消火栓操作訓練 

  
(g) 給水栓操作訓練    (h) インタビュー活動 

  
(i) 搬送訓練（保護者）  (j) 搬送訓練（児童） 

  
(k) 車椅子体験      (l) 身体障がいの模擬体験 

  
(m) バケツリレー訓練   (n) 教室での振り返り活動 

写真1 北綱島小学校地域防災拠点訓練の様子 

―47―



3.2 仙台市片平地区まちづくり会の事例 

（1）片平地区まちづくり会 
仙台市内の片平地区連合町内会が中心となったコ

ミュニティ（片平地区まちづくり会）は，まちづく

り活動の中に防災活動を位置づけ，多様な人材の参

画と若い世代の人材育成に取り組んでいる。片平地

区まちづくり会による人材育成に関する代表的な取

り組みは，「片平子どもまちづくり隊」の結成とそ

の活動を片平地区の大人たちが全面的に支援してい

ることである。具体的な活動の一つとして，2016年
度から継続開催している「防災×宝探しゲーム」で

ある（今野，2017；桜井ら，2017）。2018年度に開

催された第3回宝探しゲーム（図2）を通して，活動

モデルの特徴を整理する。 
 

 
図2 第3回宝探しゲームの開催案内 

 
（2）防災×宝探しゲーム 
 この活動は，片平まちづくり会の大人がガイド役

となり，片平地区にある豊かな自然や歴史・文化，

防災資源等を，宝探しゲーム風のまち歩きをしなが

ら片平地区の子どもたちに教える地域活動である。

この活動に参加し，防災に関する確認テストに合格

した子どもたちは，片平地区まちづくり会によって

「三日月団」として認定証が授与される。片平地区

まちづくり会は，三日月団の子どもたちに「仙台市

地域防災リーダー（SBL）」をサポートする次世代

の地域防災人材となることを期待している。 

 この活動の原型は，「リアル宝探し」の体験型ゲ

ーム（タカラッシュ，2016）であるが，防災の要素

を融合させたプログラムとして，平成28年度内閣府

地区防災計画モデル事業で始めて取り組んだ。モデ

ル事業が終了した後も片平地区まちづくり会が独自

の工夫を重ね，3年連続で継続開催している。 
発見した宝箱（写真2(e)）の中には，次の宝箱の場

所を暗示するクイズ問題（写真2(f)）が入っており，

解くことで前に進むことができる。宝箱の場所は片

平地区の歴史資源や防災資源等がある場所として片

平地区まちづくり会によって選ばれる。宝探しの活

動には，片平地区在住の仙台市地域防災リーダー

（SBL）等の大人が同行し，宝箱設置場所において，

片平地区の歴史や防災に関することが子どもたちに

解説される。ゴールポイントでは，子どもたちに対

して防災問題が出題され（写真2(g)），合格すること

で「三日月団」として認定証が授与される（写真2(h)）。 
なお，三日月団の認定証には，片平地区まちづく

り会の大人たちから子どもたちに伝えたい心得が記

載されている（表3）。第四条と第五条はまちづくり

活動の中に防災活動を位置づけている片平地区まち

づくり会ならではの重要な心得となっている。 

  
(a) 運営スタッフ打合せ  (b) 参加児童の集合 

  
(c) 気勢をあげる会長   (d) 宝探しスタート 

  
(e) 宝箱発見       (f) 宝探しクイズ 

  
(g) 防災問題にチャレンジ (h) 三日月団心得の伝授 

写真2 防災×宝探しゲームの様子 
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表3 三日月団の心得 

第一条 自分の身は自分で守るべし 

第二条 みんなが安心して暮らせるよう備えるべし 

第三条 仲間との協力を惜しまぬ心を育むべし 

第四条 地域の自然・文化・歴史を尊ぶべし 

第五条 後世に誇れるまちづくりを心がけるべし 

 

（3）片平子どもまちづくり隊 
2015年，片平地区の子どもたちが通学する片平丁

小学校6年生の総合的な学習の時間において，片平地

区の魅力や大人たちの地域活動に接する機会があっ

た。この学習に取り組んだ子どもたちの中の有志が，

「もっと地域のことが知りたい」，「自分たちでも

できることをしたい」と，学校以外でも地域の大人

と一緒に自発的な地域活動に参画するようになった。

この子どもたちが中心となり，「片平子どもまちづ

くり隊」を結成し，片平地区まちづくり会はそれを

正式な部会として位置付けた。子どもまちづくり隊

は毎月1回，定例会を開催し，自主運営企画等につい

て議論や活動を重ねている。自分の存在が周りの人

に役立っている自己有用感を持ちながら仲間と協力

した魅力的な活動が展開されている。 
2017年の世界防災フォーラム／防災ダボス会議＠

仙台において，中学2年生に成長した子どもまちづく

り隊の子どもたちが，それまで取り組んできた防災

を含むまちづくり活動について発表した（Sato et al. 
(2018) ）。その子どもたちは現在は高校生になり，

次世代の防災人材に少しずつ近づいてきている。 
（4）活動モデルの考察 

片平地区まちづくり会が取り組んでいる防災人材

育成のポイントを表4に示す（Sato et al. (2018) ）。

この中に，家庭，地域，関係機関等との連携・協働

による防災教育の推進にとっても有効かつ持続可能

なロールモデルとして多くの示唆を含んでいる（佐

藤，2019）。 
 地域の大人が学校や地域のために積極的に

活動すること。このような地域の大人たちの

姿を見ている子どもたちの中から将来の良

き町衆が育まれる好循環が生まれる。 
 地域のために役立ちたいとする子どもたち

による地域貢献の意欲を地域の大人が活か

すことで，子どもたちの自己有用感と郷土愛

を育むことにつながる。 
片平子どもまちづくり隊が持つ地域に対する貢献

意欲と，その意欲を片平まちづくり会の大人が積極

的に活かしている片平地区の防災まちづくり活動の

中に，コミュニティベースの防災活動の持続可能性

を見いだすことができる。 
 

表4 防災人材育成のポイント 

◎ 防災をまちづくりの全体計画に取り込むこと 

◎ 地域を好きになるために楽しんで取り組むこと 

◎ 大人たちが地域を支えている姿を見せること 

◎ 学校など教育機関と協働して継続できる仕組み

をつくること 

◎ 子どもたちに「努力すればできる」という達成感

を持たせること 

 

4. 探究の深化と情報の共有・発信 

 

2018年10月8日，日本自然災害学会，京都大学防災

研究所，東北大学災害科学国際研究所，自然災害研

究協議会東北地区部会の共同主催，防災研究協会ほ

かの後援により，仙台市中小企業活性化センター5
階多目的ホールにおいて，平成30年度日本自然災害

学会オープン・フォーラム「震災の伝承と防災の未

来～被災地で向き合う「災害と教育」～」が開催さ

れた。本フォーラムは，本研究課題である「持続可

能な防災まちづくりと防災人材育成に関する研究」

を深化するとともに，情報共有と発信の機会として

研究代表者が中心となって企画した（図3）。フォー

ラムには，日本自然災害学会第37回学術講演会の参

加者をはじめ，学校防災や地域防災に関わる実践者

や研究者等，約180名が参加した。 
オープン・フォーラムの前半は，中学生と高校生

による防災学習・研究成果のポスター発表（7校・10
発表）があった。後半は，フォーラム全体のテーマ

のもとパネルディスカッションが行われ，東日本大

震災から7年半が経過した岩手，宮城，福島における

復興教育，防災教育，放射線教育の現状と課題を共

有し，防災の未来，災害に強い未来の地域づくりに

向けた教育の役割が議論された。パネリストを表5
に示す。オープン・フォーラムの議論の詳細は，柴

山（2019）にまとめられているが，パネリストによ

る発言のポイントを抜粋して表6に示す。 
 コーディネータ（研究代表者）は，今後の震災伝

承や防災教育を考えた場合，学校と地域との関係性

という意味での距離を縮めることや，一方的な支援

ではなく協働すること，地域のために役立ちたいと

する学ぶ意欲を持つ子どもたちに対して模範を示す

べき大人の活動が重要かつ責任が重いことを述べた。 
最後に，中学生・高校生のポスター発表に対する

オープン・フォーラム参加者の投票結果に基づいた

優秀発表賞の授与が行われた。受賞校は，気仙沼市

立階上中学校，石巻市立桃生中学校，宮城県石巻西

高等学校，宮城県仙台二華高等学校Aとなった。東日

本大震災の被災地において地域に根ざして展開され
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ている復興教育・防災教育（小野寺ら，2017；桜井

ら，2019）の実践校が高い評価を得た。 
 

表5 パネリスト 

氏名 所属・職名 

森本晋也 岩手大学大学院教育学研究科・准教授 

佐藤公治 宮城県南三陸町立歌津中学校・主幹教諭 

吉川武彦 福島県相馬郡飯舘村立草野・飯樋・臼石

小学校長／福島県相馬郡飯舘村立までい

の里のこども園長 
大内幸子※ 仙台市地域防災リーダー 

伊勢みゆき※ NPO法人まなびのたねﾈｯﾄﾜｰｸ・代表理事 

桜井愛子※ 東洋英和女学院大学・准教授 

佐藤 健※※ 東北大学災害科学国際研究所・教授 
注記）※印は本研究課題の研究分担者を示す。※※印は本

研究課題の研究代表者およびパネルディスカッションのコ

ーディネータを示す。 
 

表6 パネリストによる発言ポイント（抜粋） 

【森本晋也】 震災前の釜石市立釜石東中学校で防災教

育を受け，災害にあった当時の生徒に対するインタビュ

ー調査から，「事実や現実を実感，体感できる学びを通

し，知識と融合していくこと，そして，自ら主体的に学

習し，それを家庭や地域で学んでいくことが大切なポイ

ントである」とわかってきた。地域が学校をつくり，学

校が地域をつくっていくような相互関係がある。 
【佐藤公治】 生徒が主体的に取り組む避難所運営訓練

を実践している。中学生が中学生としての訓練をするの

ではなく，生徒は避難所運営を行う大人の設定とし，一

部の教職員や訓練に参加する大人は，全て仮想の避難者

役となる。生徒は，避難所で発生する様々な問題に対し

て解決方法を考えるロールプレイング形式の体験型学習

に取り組むことになる。 
【吉川武彦】 飯館村は東日本大震災の発生で全村避難

を余儀なくされた。平成30年4月1日，村内の新しい校舎

でこども園の開園，小・中学校の開校式を迎えることが

できた。教育目標は，園・小・中合わせて「より良い未

来を自分たちの力でつくることができる子ども」として

いる。避難指示の7年間，村に住むことができなかったた

め，子どもたちが未来をつくっていくことを掲げている。 
【大内幸子】 福住町は水害の経験があるため，地域の

災害の歴史を学校の新しい管理職が着任する度に根気強

く伝えるようにしている。学校と地域との合同防災訓練

の際，地元の中学生に対して，「次の災害の時はあなた

たちがまちを守るのよ」と話している。未来のまちづく

りのために，地域の大人たちが防災活動に真剣に取り組

んでいる姿を子どもたちに見せていく必要がある。 
【伊勢みゆき】 学校教育支援と社会教育支援を通した

青少年育成，市民が育つ地域社会づくりに寄与すること

を活動目的としている。どんな切り口であっても，大事

なのは「主体的な人を育てる」ということだと感じてい

る。学校や教育委員会などから支援要請を受けても，依

頼者とアイディアを出し合いながら一緒に学び合いの場

をつくるということを大事にしている。 
【桜井愛子】 震災発生から間もない頃から石巻市内の

学校において復興教育に関わっている。復旧・復興の段

階から始まった教育プログラムは，自分たちの地域がど

のような災害を受けやすい地域なのか，過去の災害履歴

を学び，地域の理解を深めていく防災教育プログラムに

発展してきている。ポスター発表した石巻市立桃生中学

校の学習の取り組みは，展開事例の一つである。 

 
図3 オープン・フォーラムの開催案内 

 

  
(a) パネル討論      (b) ポスター発表会場 

  
(c) ポスター発表表彰式  (d) エクスカーション 

写真3 オープン・フォーラムの様子 

 
5. おわりに 

 

まちづくり活動の中に防災活動を位置づけ，多様

な人材の参画と次世代を担う人材の育成に取り組ん

でいる地域コミュニティに着目し，持続可能な防災

活動のモデルについて事例調査を実施した。 
その結果，学校の経営方針や重点取組目標に学

校・家庭・地域が連携した防災活動を掲げ，コミュ

ニティ・スクールの仕組みを活用した北綱島小学校

の活動モデルは，持続可能な防災まちづくりと防災

人材育成のロールモデルであると考えられた。また，

片平子どもまちづくり隊が持つ地域貢献意欲と，そ
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の意欲を片平まちづくり会の大人が積極的に活かし

ている片平地区のまちづくり活動の中に，防災活動

の持続可能性を見いだすことができた。 
最後に，表7に示すような日本安全教育学会第20

回山形大会と本研究課題との連携シンポジウム「防

災教育は学校と地域が恊働してこそ多様な価値が創

造される」を企画し，引き続いて探究を深化させる

予定である（佐藤，2019）。 
 

表7 パネリスト 

氏名 所属・職名 

大内幸子※ 仙台市地域防災リーダー 

鷲山龍太郎 横浜市立北綱島小学校・元校長 

二藤部由美 山形県中山町立中山中学校・教諭 

藤田大輔 大阪教育大学教育学部・教授 

森本晋也 文部科学省総合教育政策局・安全教育調

査官 
佐藤 健※※ 東北大学災害科学国際研究所・教授 

注記）※印は本研究課題の研究分担者を示す。※※印は本

研究課題の研究代表者およびパネルディスカッションのコ

ーディネータを示す。 
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