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５．おわりに 
しらす自然斜面においては、地形学的に崩壊間隔

が短く、樹木の成長も早いため、樹木の追跡調査が

可能である。斜面崩壊は森林を伴っている場合がほ

とんどなため、従来からの地盤工学的な検討に森林

生態学的観点から森林を見ることにより、斜面の安

定性を判断できる多様度指数や常緑広葉樹の出現率

のような指標を定量的に提案していきたいと考えて

いるところである。 
また、簡易的な現地（植生）調査と原位置試験（検

土杖や土検棒など）を実施することにより、表層崩

壊の素因を調べることは崩壊予測の観点からも意義

があると考えている。今後は、植生が斜面安定に与

える効果（根系効果）についての現地調査も実施し

ていく予定である。 
最後に、図-21 には表層崩壊後の経過年数に伴う崩

壊地面積の関係を示す。これを見ると、表層崩壊後の経過年数が 20 年を超えると、単調に崩壊地

の面積が増加していることがわかる。実際、表層崩壊後の経過年数が最も大きい No.4 は谷部に位

置しており、近隣においても表層崩壊が観察された。これらのことや現地調査結果も踏まえると、

表層崩壊の繰り返しによって崩壊地面積が成長している斜面なども地形的な条件からはあるもの

と推測される。誘因である降雨が豪雨だと、これまで表層崩壊がなかった斜面においても崩壊地

面積は確かに大きくなるが、表層崩壊の繰り返しの状況などに関しても今後、現地調査などを実

施していきたい。 
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図-19 表層崩壊後の経過年数に 
伴う pH の変化 
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図-20 表層崩壊後の経過年数に 
伴う電気伝導率の変化 
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図-21 表層崩壊後の経過年数に伴う 
崩壊地面積との関係 

 

地域防災における大学・指定避難所・地域社会の役割と関係性について

の災害社会学的研究 

 

法文学部 菱山宏輔  

 

 

１．はじめに 

  

 平成 24年度には、「鹿児島市における地域防災の展開と課題についての社会学的研究：東北地

方との比較から」という事業実施計画名称のもと、鹿児島市の状況との比較研究の基礎として、

宮城県仙台市中心部の近隣住民組織における自主防災に関わる活動について、インタビュー調査

を行い報告書を作成した（菱山 2013「地域防災の展開と課題についての社会学的研究：仙台市中

心部の事例に着目して」）。その背景は、鹿児島市中心部では地震や津波による直接的な被害と同

時に、それら災害による公共交通機関の停止・電力供給の停止、社会的混乱等の都市型災害の波

及的効果を想定すべきではないかというものであった。そのため筆者は、東日本大震災との比較

研究において、沿岸部の津波被害よりも都市中心部の状況に着目してきた。 

 そこでは、都心に特徴的な問題と社会状況が生じていた。例えば仙台駅周辺では、多くの帰宅

困難者が近傍の避難所に滞在し、ボランティアを含め緊急社会システムが短期間形成され、災害

ユートピアの様相さえみせた。他方で、避難場所の周囲では、地域社会が一般社会システムの延

長に被災者への対応を行った。高等教育機関である大学は、震災への対応を機に、新たな災害・

防災教育機関を立ち上げた。このように、仙台市中心部における防災の取り組みを三つに分節化

することができる。それら相互の関係としては、緊急社会システムと一般社会システム、外来者

（通勤・通学者）と地元住民との間に活動や意識の齟齬が生じ、震災以前の社会問題を通してそ

れが増大され、現在の社会システムを規定している状況にあると考えられる。このような社会的

背景のなか、大学の役割と防災教育の可能性を明らかにすることが求められているといえよう。 

 以上から、本事業の目的は、地域防災における大学・指定避難所・地域社会の役割とそれらの

関係性を、東日本大震災への対応とその後の防災の観点から明らかにすることである。本年度の

事業の意義は、第一に昨年度からの事業の継続性の観点から、鹿児島県の都市中心部における地

域防災教育研究において、東日本大震災に関する研究の延長に本事業を比較参照可能であること、

第二に、特に本年度の事業の中心的な課題として、災害時対応・平時防災における都心に立地す

る大学の役割について、既存の指定避難場所と地域社会との関係性という観点から明らかにし得

ることである。第二の点への着目のきっかけのひとつは、申請者が今年度、鹿児島大学の防災マ

ニュアル作成委員として業務に携わってきた経験にある。そこでは、地域社会や行政における大

学への役割期待と、大学の役割についての自己認識の間に十分な擦り合わせがない状況を看取す

ることができた。そのため、本事業は、今後の鹿児島大学地域防災教育研究センターの役割を方

向付けるうえでも一定の貢献をなし得る可能性をもつ。 

 本事業においては、昨年度から引き続き、仙台市中心部におけるインタビュー調査を基軸とし

てフィールドワークを行った。指定避難所と地域社会については、昨年度の事業の延長に仙台駅

に近い避難所において、震災時の動きとその後の防災対策についてヒアリングを行った。大学の

動きに関しては、東北大学におけるグローバル安全学トップリーダー育成プログラムに着目し、

担当者へのヒアリングを行った。 

 

 

２．仙台駅東側の事例 

 昨年度の報告書（菱山 2013）においても取り上げたように、仙台駅東側には比較的古い街並み

が残り、近隣住民組織も活発である。しかしながら、近年急激な再開発が進行し、マンション建

設も加速している。小学校によっては毎年約 50人ずつ児童数が増加するというような急激な人口

増の一方で、近隣住民組織に非加入の世帯も増加しており、新住民と旧住民のディバイドが進ん

でいるといえる。以下、当該地区をＡ地区と略記するとともに、調査対象とした二つの小学校を

それぞれＡ１小学校、Ａ２小学校と仮称し、Ａ１小学校では教頭と町内会長へのインタビュー、
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Ａ２小学校では校長へのインタビューを中心に論を進める。 

 

(1) Ａ１小学校 

 発災当時は全学年がおり、その後、親への引き渡しを行った。そのなかで、続々と人が押し寄

せていた。校庭は、近隣の会社、イベント会場からの人びと、JRからの人びとなど、お互いに顔

を知らない人びとで埋め尽くされた。それとは対照的に、震災以前に避難者として想定されてい

た地域の人びとは、自宅や近隣の安全確認の後、小学校にやや遅れて到着しており、校庭が埋め

尽くされている状況をみて帰宅せざるをえないと判断した人びとが多かった。 

 備蓄として想定していた非常食数は 1,000食であったが、避難者数はその数を大幅に上回った。

発災当日の夜、職員と近隣住民組織からのボランティアとの協議により、食料の提供は翌日の午

前中からとすることが決定された。見知らぬ人どうしのなかで、わずかな食料を分け合うことは

不可能ではないかとの判断からであった。近隣から食料をどうにかかき集め、翌日には 3,080食

を提供した。しかしそれでも足りなかった。14日には避難者カードを利用して名簿の作成を行っ

たが、避難者人口は流動的であり把握しきれなかったため、出した食数での把握となった。 

 ３月 16日に災害対策本部が発足、その後、避難所の運営は学校職員と近隣住民組織の人びとに

より行われた。その際、特に、同地区の地域６団体、社協・民生・連合町内会、日赤、防犯協会、

社会を明るくする運動実施委員会が分業体制をとった。３月 18日にはようやく市の指示により他

県からのボランティアが２名派遣されてきた。避難者からの自主的な動きはなく、むしろ苦情を

言われることが多かった。避難所は３月 24日に閉鎖し、25日に卒業式を行った。 

 震災以前、近隣住民組織では、実践的な防災訓練をしていなかった。あくまで消防への届け出

のためのものであった。 

 

(2) Ａ２小学校 

 発災後、児童の引き渡しを行うなか、キャリーバッグや大きなバッグを持っている人たちがど

っと来て校庭がいっぱいになった。保護者、子ども達、地域住民もまざり、大きなカバンの人た

ちを誘導するなか、ふとみると植え込みの縁石に地域住民が座っており、「私たちは入れないです

か」と、遠慮していた。それをみた校長は「あぁ、なんてことだ」と思ったという。一時期、体

育館のなかは 700〜800人、校舎のなかは 1,000人近くに達した。体育館は古く、通常の半分の規

模のものであったため、人がひしめいている状況であった。 

 コミュニティセンターに地域の人たちをできるだけ移すために暗いなか大きな声でよびかけた。

翌日、コミュニティセンターは最大で 360人ほどになった。運営は連合町内会を中心に行われた。

学校にいるほうが良いということで残る人もいた。その後もなお旅行者、会社、帰宅途中、学生

などで学校内には 1,600人、外にも 200人がいた。夜、校長はハンドマイクで全ての部屋をまわ

り「ボランティをやってほしい」と呼びかけた。ボランティアの最初の仕事は避難者の数を数え

ることだった。その結果、1,600まで数えることができた。避難者の状況についての詳細な調査

は３月 18日くらいからはじめた。19日、20日に関東圏のバスがとれたということで帰宅困難者

がどっと帰っていった。12日 6時 55分に 1,500人、9時 47分通電、15時に 600人、13日の 8時

10分で 271人であった。 

 13日か 14日に、今後の教育活動にむけて合同校長会が 15日に開かれる旨の指示があった。卒

業式や修了式のことを考えると避難所運営を続けるにも限界があった。そこで、午後に役員会を

行い、連合町内会長と話し合い、町内会の助けを得て担任以外は避難所を離れ、業務の復帰へと

動き始めた。同時に、ここには何もないけれど真心はある、東北に来て、仙台の旅行でここは冷

たいと感じさせてしまったらいけない、安心できること、心だけはおもてなしをしたいという校

長の考えが共有された。 

 備蓄は 650食であった。まずは三日間もたせる必要があることが予想された。α米をプラケー

ス（屋台で容器に使っているようなもの）で配るとたりないので、小さなおにぎりをつくろうと

いうことになった。11日の 22時すぎに準備ができた。乳幼児、お母さん、お年寄りを優先して

もらった。毎朝校長がハンドマイクで避難者に話しかけた。拍手をくれる人もいた。通電してか

らは校長室のテレビを持ち込んで、職員も避難者も一緒にラジオ体操をした。パンが届けば「ご

めんなさい、ここの避難者の人からわたします、地域の人も並んでください」と語りかけ、「あま

ったぶんはおこさんへ、またあまったらみなさんへ」と丁寧に、心から接し、時には感謝の言葉
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Ａ２小学校では校長へのインタビューを中心に論を進める。 

 

(1) Ａ１小学校 

 発災当時は全学年がおり、その後、親への引き渡しを行った。そのなかで、続々と人が押し寄

せていた。校庭は、近隣の会社、イベント会場からの人びと、JRからの人びとなど、お互いに顔

を知らない人びとで埋め尽くされた。それとは対照的に、震災以前に避難者として想定されてい

た地域の人びとは、自宅や近隣の安全確認の後、小学校にやや遅れて到着しており、校庭が埋め

尽くされている状況をみて帰宅せざるをえないと判断した人びとが多かった。 

 備蓄として想定していた非常食数は 1,000食であったが、避難者数はその数を大幅に上回った。

発災当日の夜、職員と近隣住民組織からのボランティアとの協議により、食料の提供は翌日の午

前中からとすることが決定された。見知らぬ人どうしのなかで、わずかな食料を分け合うことは

不可能ではないかとの判断からであった。近隣から食料をどうにかかき集め、翌日には 3,080食

を提供した。しかしそれでも足りなかった。14日には避難者カードを利用して名簿の作成を行っ

たが、避難者人口は流動的であり把握しきれなかったため、出した食数での把握となった。 

 ３月 16日に災害対策本部が発足、その後、避難所の運営は学校職員と近隣住民組織の人びとに

より行われた。その際、特に、同地区の地域６団体、社協・民生・連合町内会、日赤、防犯協会、

社会を明るくする運動実施委員会が分業体制をとった。３月 18日にはようやく市の指示により他

県からのボランティアが２名派遣されてきた。避難者からの自主的な動きはなく、むしろ苦情を

言われることが多かった。避難所は３月 24日に閉鎖し、25日に卒業式を行った。 

 震災以前、近隣住民組織では、実践的な防災訓練をしていなかった。あくまで消防への届け出

のためのものであった。 

 

(2) Ａ２小学校 

 発災後、児童の引き渡しを行うなか、キャリーバッグや大きなバッグを持っている人たちがど

っと来て校庭がいっぱいになった。保護者、子ども達、地域住民もまざり、大きなカバンの人た

ちを誘導するなか、ふとみると植え込みの縁石に地域住民が座っており、「私たちは入れないです

か」と、遠慮していた。それをみた校長は「あぁ、なんてことだ」と思ったという。一時期、体

育館のなかは 700〜800人、校舎のなかは 1,000人近くに達した。体育館は古く、通常の半分の規

模のものであったため、人がひしめいている状況であった。 

 コミュニティセンターに地域の人たちをできるだけ移すために暗いなか大きな声でよびかけた。

翌日、コミュニティセンターは最大で 360人ほどになった。運営は連合町内会を中心に行われた。

学校にいるほうが良いということで残る人もいた。その後もなお旅行者、会社、帰宅途中、学生

などで学校内には 1,600人、外にも 200人がいた。夜、校長はハンドマイクで全ての部屋をまわ

り「ボランティをやってほしい」と呼びかけた。ボランティアの最初の仕事は避難者の数を数え

ることだった。その結果、1,600まで数えることができた。避難者の状況についての詳細な調査

は３月 18日くらいからはじめた。19日、20日に関東圏のバスがとれたということで帰宅困難者

がどっと帰っていった。12日 6時 55分に 1,500人、9時 47分通電、15時に 600人、13日の 8時

10分で 271人であった。 

 13日か 14日に、今後の教育活動にむけて合同校長会が 15日に開かれる旨の指示があった。卒

業式や修了式のことを考えると避難所運営を続けるにも限界があった。そこで、午後に役員会を

行い、連合町内会長と話し合い、町内会の助けを得て担任以外は避難所を離れ、業務の復帰へと

動き始めた。同時に、ここには何もないけれど真心はある、東北に来て、仙台の旅行でここは冷

たいと感じさせてしまったらいけない、安心できること、心だけはおもてなしをしたいという校

長の考えが共有された。 

 備蓄は 650食であった。まずは三日間もたせる必要があることが予想された。α米をプラケー

ス（屋台で容器に使っているようなもの）で配るとたりないので、小さなおにぎりをつくろうと

いうことになった。11日の 22時すぎに準備ができた。乳幼児、お母さん、お年寄りを優先して

もらった。毎朝校長がハンドマイクで避難者に話しかけた。拍手をくれる人もいた。通電してか

らは校長室のテレビを持ち込んで、職員も避難者も一緒にラジオ体操をした。パンが届けば「ご

めんなさい、ここの避難者の人からわたします、地域の人も並んでください」と語りかけ、「あま

ったぶんはおこさんへ、またあまったらみなさんへ」と丁寧に、心から接し、時には感謝の言葉

をもらうことができた。ある時、カバンを残して居なくなってしまった人がいた。認知症だった。

いない間も、周りの人たちはみかんだのパンだの残しておいてくれた。お互いに気遣いができて

いたように見えた。 

 以上のような光景の一方で、いくつかの問題も生じ始めた。保健室は具合が悪い人優先として

いたが、滞在し続ける人もいた。避難所では、焼き鳥をする人、こたつを持ち込む人も現れるよ

うになった。校長はそれをみて、避難所もそろそろ潮時、早く撤収できるようにしないといけな

いと考え、徐々に規模を縮小した。最終的に、３月 31日まであけており、このあたりでは最長と

なった。避難者に移ってもらうときは、一緒に掃き掃除を手伝ってくれる人もいた。全体として

は、みんなで運営していくんだと説明して、わかってもらっていたのではないかという印象であ

った。 

 学校は子どもの成長を共有でき、親も地域の人も共有できる。それは同時に、子どもが地域の

人、文化から学ぶということでもある。Ａ２小学校では、震災以前からそのような考えのもとに、

地域と共同の教育を行ってきた。その延長に、震災後１年目、震災のとき何をしてもらったかを

地域の人に教えてもらうために学校に多くの人を呼び、話をしてもらった。地域の人は、自分か

ら子ども達が学んでいるということで自尊心をもつことができる。２年目、３年目は、助けてく

れた人びとが普段どうやって生活しているのかという点から、地域の文化、つながりがについて

児童の関心を広げた。このようにして、Ａ２小学校では地域との継続的な関わりを保ち続けてい

る。 

 

 

３．仙台駅西側の事例 

 仙台駅西側は大規模な商業施設やオフィスビルが立ち並び、地域社会は比較的目につきにくい

地区である。以下、Ｂ地区と略記し、調査対象をそれぞれＢ１小学校、Ｂ２中学校と仮称する。

Ｂ１小学校、Ｂ２中学校両校ともに、実働した教務委員へのインタビューを中心に論を進める。 

 

(1) Ｂ１小学校 

 発災後 15時、連絡はできなかったが、保護者が集まってきた。同時に、近くの商業施設、オフ

ィスからも避難者がきて校庭がいっぱいになった。それらの人びとはある程度、どこの会社の人

ですね、というようなゆるいつながりがあり、会社やオフィスの安全確認ができ次第、戻ってい

った。その後、仙台駅からの帰宅困難者が押し寄せてきた。その人達は地域とは全く無縁だった。

JRからそのように人が回ってくるという取り決めがあったことも、当時は知らなかった。原則と

しては地域の人のための避難所のはずだったが、もともとのコンセプトの対象ではない人たちが

どんどん入ってきた。 

 そこで、指定はされていなかったが、併設されている市民センターと幼稚園も解放された。小

学校の体育館は３階にあり、上るのが大変ということと、落下物があったので解放しなかった。

避難者は 1,200人ほど、校舎の１階には立っているのがやっとというほどにびっしりと人が入っ

た。駅から来た人たちからは苦言を呈されることが度々であった。例えば、「宮城沖のような地震

が来るといわれており準備していたはず、何をやっているんだ」というような言葉であり、最終

的には校長が一身にうけとめるかたちとなった。 

 校舎は体育館をのぞき３階まで解放したが、上にいくほど滞在する人は少なかった。余震がく

るたびに避難者はさっと外に出たりしていたので、一階のほうが安心できたのかもしれない。備

蓄の毛布を配布したがすぐ無くなった。幸い、教室のつくりはオープンスペースになっており、

廊下も教室も絨毯敷きだった。しかし夜の寒さはきつかった。 

 12 日、配給をしていたところ、通りから次々人が入ってきて終わらないという状況になった。

朝だけ避難所に来て配給をもらいそのまま仕事へという人もいた。そのため、ある程度時間が立

ってからはそのような人の動きを断るようにした。 

 15日、後の授業復帰も考慮し、避難者には子ども達が使わないホールへと移ってもらった。全

体の人の動きとしては、とにかく入れ替わりが激しかった。いろいろな避難所をまわって居心地

が良い場所を探すという人もいたらしい。そのため、名簿をつくることができたのは 16日以降だ

った。24日には、避難者にいったん３階のホールにまとまってもらい、子ども達と導線がかぶら

ないようにして卒業式を行った。 
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 ボランティアは、青森から大学受験のために来たものの帰宅困難になってしまった高校３年生た

ちが熱心にやってくれた。商店街の人、消防団もボランティアだった。加えて、神戸から派遣さ

れてきた人も含むことができるだろう。配給のお手伝いなどをしてもらったが、もっと多くのボ

ランティアがいたら良かったかもしれない。 

 このあたりだと地域社会はほとんどみえない。消防団と商店街（商興会）がその役割にあたる

だろう。商店街からの差し入れがあった。商店街の人たちは保護者でもあり、卒業生のつながり

もある。ベースとして、空洞化が生じているため町内会が機能していない。マンションが増えて

きており管理組合はあるが、町内会にはならないし既存のものにも入らないという状況である。 

 

(2) Ｂ２中学校 

 仙台市の区政敷設以降、この中学校は二つの行政区にまたがる学区をもつこととなった。加え

て、より遠方から学区をこえて通学している生徒も多く、通常の中学校と比べ特殊な状況にあっ

た。学校と近隣住民組織との関わりはほとんどなく、周辺の近隣住民組織は隣接する区の小学校

において防災訓練を行っていた。現在避難所とされているものの、震災以前は指定避難所ではな

かったことも留意すべき点である。 

 発災後、学区をこえて通学している何人かの生徒が帰宅困難となった。それら生徒と教職員が

避難所の運営に貢献した。近隣住民組織から協力が必要かどうかの打診があったものの、校内だ

けで対応可能との判断から、連携には至らなかった。しかしながら、他の指定避難所と同様、多

くの帰宅困難者が駅方面から訪れ、さらに近隣の病院や市民センターからの受け入れの要請があ

るなど対応に追われた。指定避難所ではなかったこと、近隣住民組織との関わりがなかったこと

などにより困難なこともあったが、職員と避難所に滞在していた生徒の連携により多くのことは

迅速に対応可能となった。 

 その後、Ｂ２中学校は指定避難所とされた。しかしそのことは、近隣住民組織との連携が行政

のてこ入れにより進められるということを意味する。近隣住民組織にとっては、これまで隣接区

にある小学校にて防災訓練を行っていたことに加え、Ｂ２中学校における新たな活動が求められ

ることになる。中学校においても、近隣住民組織との連携の可能性を模索する必要に迫られてい

る。 

  

 

４．考察 

 

 仙台駅の東側（A地区）には比較的古い地区が残り、近隣住民組織が活発である。仙台駅西側

（B地区）には商業施設や企業ビル群が立ち並び、近隣住民組織もそれほど活発ではない。この

類型をもとに、以下、避難所と地域の特徴について考察したい。 

 A地区では、帰宅困難者と地元住民の区分、関わりの違いから、避難所としての運営の仕方に

差異が生じたといえる。A1小学校では内部と外部の区分が明確であり、そのことは発災当日の夜、

見知らぬ人ばかりということに不安を覚え、食事を提供することを見合わせた点に現れている。

帰宅困難者と地元住民とは、避難の段階で分離していた。近隣住民組織が避難所運営に組織的に

関わったのは３月 16日の災害対策本部設置の後であり、比較的系統だった運営であったといえる。 

 他方で A2小学校では地元住民も同時に避難していること、連合町内会も当初から避難所運営に

関わっていること、震災発生の夜から食事を配給していることに特徴がみられる。しかも、食事

や校長による語りかけなどをとおして、避難者との状況の共有、避難所運営への主体的な関わり

を可能としている。そうした地域社会とのかかわり、学校の外への気遣いは、地域社会とともに

育つという震災以前からの教育方針の延長に位置づくものである。 

 B1 小学校は、指定避難所ではあったものの、体育館が校舎の三階に造られていたという点で、

他の避難所とは異なる運営が求められることとなった。商店街からの関わりは、東側地区でいう

ところの近隣住民組織の役割を果たしたといえる。B2中学校もまた、そもそも指定避難所ではな

かったという点で、他の避難所と異なる運営が求められた。地域との関わりは皆無であった点、

他の学区から通学する中学生が活動の一端を担った点でも特徴がある。その後、新たに指定避難

所となったことによって、地域社会との関わりが問題として浮上するとともに、地域社会の側に

おいてもこれまでとは異なる新たな活動が急激に求められて行くことになり、双方の負担増が懸
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 ボランティアは、青森から大学受験のために来たものの帰宅困難になってしまった高校３年生た

ちが熱心にやってくれた。商店街の人、消防団もボランティアだった。加えて、神戸から派遣さ

れてきた人も含むことができるだろう。配給のお手伝いなどをしてもらったが、もっと多くのボ

ランティアがいたら良かったかもしれない。 

 このあたりだと地域社会はほとんどみえない。消防団と商店街（商興会）がその役割にあたる

だろう。商店街からの差し入れがあった。商店街の人たちは保護者でもあり、卒業生のつながり

もある。ベースとして、空洞化が生じているため町内会が機能していない。マンションが増えて

きており管理組合はあるが、町内会にはならないし既存のものにも入らないという状況である。 

 

(2) Ｂ２中学校 

 仙台市の区政敷設以降、この中学校は二つの行政区にまたがる学区をもつこととなった。加え

て、より遠方から学区をこえて通学している生徒も多く、通常の中学校と比べ特殊な状況にあっ

た。学校と近隣住民組織との関わりはほとんどなく、周辺の近隣住民組織は隣接する区の小学校

において防災訓練を行っていた。現在避難所とされているものの、震災以前は指定避難所ではな

かったことも留意すべき点である。 

 発災後、学区をこえて通学している何人かの生徒が帰宅困難となった。それら生徒と教職員が

避難所の運営に貢献した。近隣住民組織から協力が必要かどうかの打診があったものの、校内だ

けで対応可能との判断から、連携には至らなかった。しかしながら、他の指定避難所と同様、多

くの帰宅困難者が駅方面から訪れ、さらに近隣の病院や市民センターからの受け入れの要請があ

るなど対応に追われた。指定避難所ではなかったこと、近隣住民組織との関わりがなかったこと

などにより困難なこともあったが、職員と避難所に滞在していた生徒の連携により多くのことは

迅速に対応可能となった。 

 その後、Ｂ２中学校は指定避難所とされた。しかしそのことは、近隣住民組織との連携が行政

のてこ入れにより進められるということを意味する。近隣住民組織にとっては、これまで隣接区

にある小学校にて防災訓練を行っていたことに加え、Ｂ２中学校における新たな活動が求められ

ることになる。中学校においても、近隣住民組織との連携の可能性を模索する必要に迫られてい

る。 

  

 

４．考察 

 

 仙台駅の東側（A地区）には比較的古い地区が残り、近隣住民組織が活発である。仙台駅西側

（B地区）には商業施設や企業ビル群が立ち並び、近隣住民組織もそれほど活発ではない。この

類型をもとに、以下、避難所と地域の特徴について考察したい。 

 A地区では、帰宅困難者と地元住民の区分、関わりの違いから、避難所としての運営の仕方に

差異が生じたといえる。A1小学校では内部と外部の区分が明確であり、そのことは発災当日の夜、

見知らぬ人ばかりということに不安を覚え、食事を提供することを見合わせた点に現れている。

帰宅困難者と地元住民とは、避難の段階で分離していた。近隣住民組織が避難所運営に組織的に

関わったのは３月 16日の災害対策本部設置の後であり、比較的系統だった運営であったといえる。 

 他方で A2小学校では地元住民も同時に避難していること、連合町内会も当初から避難所運営に

関わっていること、震災発生の夜から食事を配給していることに特徴がみられる。しかも、食事

や校長による語りかけなどをとおして、避難者との状況の共有、避難所運営への主体的な関わり

を可能としている。そうした地域社会とのかかわり、学校の外への気遣いは、地域社会とともに

育つという震災以前からの教育方針の延長に位置づくものである。 

 B1 小学校は、指定避難所ではあったものの、体育館が校舎の三階に造られていたという点で、

他の避難所とは異なる運営が求められることとなった。商店街からの関わりは、東側地区でいう

ところの近隣住民組織の役割を果たしたといえる。B2中学校もまた、そもそも指定避難所ではな

かったという点で、他の避難所と異なる運営が求められた。地域との関わりは皆無であった点、

他の学区から通学する中学生が活動の一端を担った点でも特徴がある。その後、新たに指定避難

所となったことによって、地域社会との関わりが問題として浮上するとともに、地域社会の側に

おいてもこれまでとは異なる新たな活動が急激に求められて行くことになり、双方の負担増が懸

念される。加えて、B1、B2両者ともに、避難者の入れ替わりの激しさ、一時的な滞在などによっ

て流動的な様相を呈していたことがわかる。しかし同時に、B1小学校では顔の見えない関係であ

るはずの他県からの帰宅困難者が、ボランティアとしての役割をしている点に注目できる。 

 近隣住民組織との関係が通常社会システムにおいても比較的深い場合、外部からの帰宅困難者

との共同の関係をいかに形成できるのかが重要となる。その一方で、そのような関係を日常的に

もたない場合、流動的な滞在人口のなかで動くことができる人的資源と、即席のボランティア形

成の可能性を担保することも必要となるといえよう。 

 

 

５．高等教育機関における防災教育の可能性 

 

 地域防災において多くの場合、小学校が中心的な舞台となる理由として、（１）子ども会などを

通じて地域社会に参加可能であること、（２）近隣住民組織の防災訓練の場所となること、（３）

学校区がそれほど大きくないことなどをあげることができる。それに次いで、（３）においてやや

広域とはなるものの、（１）と（２）の条件をみたし、かつ（４）避難所において実働できるとい

う点で、中学校もまた射程に入る。これらに比べ、高校、さらに大学となると、小中学校とは異

なる役割期待があるといえよう。しかしながら大学生の場合、地域社会との関わりの弱さ、必ず

しも家族と生活しているわけではないことを踏まえると、学生自身が被災し災害弱者となる可能

性をもつ。そのため、発災直後の動きというよりも、復興期とその後の防災に備え大学がいかな

る役割・教育が可能であるのかという点で、議論の発展が見込まれる。このような背景から、こ

こでは、東北大学グローバル安全学トップリーダー育成プログラムの特徴を明らかにしたい。 

 東北大学グローバル安全学トップリーダー育成プログラムは、文部科学省博士課程教育リーデ

ィングプログラムとして、2012年 12月に設置され、分野横断型の大学院教育改革を主眼とした

プログラムである（以下、「東北大学防災リーディング」と略記）。そこでは、「東北の復興」と「日

本再生の先導」とう二つを目標とし、その具体化として「国際的企業リーダー」「国際的リスク管

理リーダー」「アカデミックリーダー」「国・地域防災リーダー」の養成が掲げられている。規模

や役割の点で鹿児島大学と異にするところがあるものの、応用可能な特徴を看取することができ

た。 

 第一に、東北大学防災リーディングは、「知る」「創る」「生きる」教育という観点から、理学、

工学、社会科学が分業体制を敷くことにより分野横断を可能としている点である。ここから、鹿

児島大学地域防災教育研究センターが共通教育において行っているオムニバス講義について、そ

れぞれの専門分野の担当者が鹿児島大学地域防災教育研究センター内での所属分野をより意識し

た講義とし、ゆるやかなテーマを共有することが必要とされよう。さらに今後、鹿児島大学の共

通教育改革案のなかで、初年度からの少人数教育等にも防災教育の応用可能生がある。 

 第二に、英語により授業を提供している点に着目できる。特に人文・社会科学の観点から興味

深い授業は、日本史学専攻の講師による「History of Disaster」である。留学生だけでなく日本

人の参加学生も多数おり、各々の研究科のカリキュラムの一環としても受講が可能である。その

際、学生の英語能力に差異があることが織り込まれた講義になっており、学生からの質問等にお

いて日本語の使用が排除されるわけではない。むしろ、英語使用において流暢な話者に対して一

種の引け目を感じ萎縮してしまう学生に対して、個別の能力の向上に主眼を置かせるためのコミ

ュニケーションが計られている。さらに授業内では、個々人の被災経験だけでなく、国、地域ご

との災害の発生状況、防災の特徴、それらの歴史をトピックとして議論が深まる傾向にある。こ

れは、鹿児島大学において、グローバル化の一環として英語教育の重要性が高まり、学部・大学

院両者において新たなプログラムが動き出そうとするなかにおいても参考となり得る事例である。

鹿児島大学地域防災教育研究センター、共通教育、英語教育（グローバル化）の三点を結びつけ

るプログラムも射程に入るといえよう。 

 

 

６．おわりに 

 

本事業の目的は、地域防災における大学・指定避難所・地域社会の役割とそれらの関係、今後
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の可能性を、東日本大震災への対応とその後の地域防災に着目して明らかにすることであった。

その際に参照される仮説的な社会状況としては、昨年度から引き続き、緊急社会システムと一般

社会システム、外来者（通勤・通学者）と地元住民との間に活動や意識の齟齬が生じ、震災以前

の社会問題を通してそれが増大され、現在の社会システムを規定しているというものであった。 

昨年度の事業においては、仙台駅東側地区の小学校において上記のことについて一定程度実証

を行うことができた。本事業においてさらに、通常社会システムにおける小学校と近隣住民組織

の関係（教育面と防災面）、発災直後の帰宅困難者との関わりにおいて、避難所運営の類型が分化

するという新たな示唆を得ることができた。さらに、仙台駅東側地区においては、建造物の構造

が及ぼす影響、通常社会システムにおける行政区、学校区、近隣住民組織の来歴が交錯し、震災

後のシステムにおいて防災へと制度的に振り向けられることにより懸念される問題についても提

示することができた。 

改めて本事業の課題に立ち返ると、そのひとつは、災害時対応・平時防災における都心に立地

する大学の役割を、既存の指定避難場所と地域社会との関係性という観点から明らかにすること

であった。この点については、十分に明らかにすることができず、今後の課題として残るもので

ある。しかしながら、指定避難所とされる小中学校との分業体制を考慮すれば、東北大学防災リ

ーディングの取り組みは、防災教育のみならずグローバル化・分野横断的活動という点で、今後

の大学教育の方向性として参照すべきものでるといえる。 

最後に、昨年度に提起した問題として、被災者と救援者というカテゴリーが自明ではないこと、

その自明性が求められることが当事者への負担となり得ること、語ることの難しさ、主体の自己

同定の難しさの問題があった（その一部については、菱山,2012,「防災と地域セキュリティの論

理」において論じている）。震災から３年を経た現在、語りの場を提供する取り組みは、市民社会

の新たな位置づけをもとめようとする仙台市行政においても提供されるようになり、ようやく語

ることができるようになったという声も聞こえてくる。しかしながらその一方で、この３年間を

とおして関心や経験の温度差が生じるとともに、より定型化された語りが構造化されてきたとも

いえよう。本事業においてこれらの点に関する詳細なデータを得ることはできなかったが、定型

化された言説のなかで、ようやく生じた語りを急速に構造化しないこと、むしろそうした構造の

相対化の営みが求められる。グローバル化との関わりから防災教育を行う試みは、地方自治体を

含むナショナルな構造に必ずしも依存しないという点でそのような営みの可能性を担保し、さら

に新たな社会システムに関わる創造性を内包した、多様な経験を紡ぐ土壌にもなり得るであろう。

また、東日本大震災ではナショナルなシステム自体が機能不全となったことを忘れてはならない。 

 




