直接体験を重視した防災教育の実践報告Ⅰ
教職員研修：東日本大震災の復旧・復興の視察－防災教育教材開発のために

地域防災教育研究センター 特任教授・岩船昌起
１．はじめに
「東日本大震災」は、日本の防災研究そのものの思想を「防災」から「減災」に転換させただ
けではなく、社会、経済、人間の価値観など、さまざまな方面にも大きな影響を与えてきた。し
かしながら、南九州に位置する鹿児島は日本の中では地理的に東日本から大きく離れており、鹿
児島大学の教職員が東日本大震災の「被災地」および「被災者」を身近に感じる機会はきわめて
少ない。今後、本学の教育において「防災」に関連した授業を展開する場合にも、
「東日本大震災
被災地」における「発災―復旧―復興」の過程を把握し、
「被災者」の置かれた生活環境の変化と
それに対する心身の変化をよく理解していた方が学生に説得力のある内容を伝えることができる
だろう。特に、前述の「減災」との係りで考えると、大規模災害では「被災すること」が今後前
提となることから、自然の突発的・劇的な動きとの係りでこれまでに注目されてきた「発災」だ
けではなく、長期的・漸移的に変化する「復旧・復興」により注意を傾けるべきである。
一方、短期的な経済指標に基づけば一見復興が実現されつつある「東日本大震災の被災地」で
は、総資産的な観点から評価すると、震災後の落ち込みは地域としても被災者個人としても震災
以前の段階にまで全く回復できていない「負の状態」のままである。被災地で「真の復興」を成
し遂げるためには、長期的な教育文化レベルの向上と若者の雇用環境の創出・維持が重要であり、
「地域の基礎力」を強化する上でも、復興に係る施策や事業の質を地域の自立につながる実質的・
長期的な支援に転換する必要がある。
経済的収入を得る一つの手段として、被災地では「被災したこと」を逆手にとり「震災を知る」
ツアーがさまざまに考案・実施されているが、各地の「震災遺構」を名所的に巡ったり、
「津波の
恐ろしさ」や「
『大きな地震を感じたら早く逃げましょう』などの『教訓』
」を被災者から直接聞
いたりといった「発災」に関連する内容が大半を占め、かつそれらは科学的な根拠に基づいたも
のは少なく、被災者の「思い」や「感情」に特化したものが多い。また、
「復旧・復興」の途上に
ある「現在の被災地」や「仮設住宅などに住まう被災者の生活」を知るツアーについてもいくつ
か実施されているものの、これらについても科学的根拠に基づいて実態を正確に伝えようとする
ものはほとんどない。

写真１ 宮古市役所からの「津波映像」

写真２ 津波火災で焼失した山田町

そこで、今回、地域防災教育研究センターの教職員を中心に、
「復旧・復興」期にある東日本大
震災の被災地を視察する研修（≒巡検）を企画した。被災地での現状を自ら体感し、
「被災者」と
の対話を体験できる機会を 2014 年 3 月 6～10 日に設け、現場の実態を被災者にできるだけ近い目
線で把握できることを目標に実施した。この研修では、筆者が発災直後から 2014 年 3 月現在も継
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続している研究の成果が教材的な基盤となっており、
「科学的根拠に基づいた内容」を知ってもら
えることも特色の一つとなっている。
しかしながら、本報告書の締切日が 2014 年 2 月 28 日であったために、実際に行った「教職員
研修」の詳細を正確に報告することができない。そこで、この企画の基となった「東北地理学会
2014 年度研究集会事前巡検：宮古の被災地を歩く―震災２年半を経て」での経験も交えながら、
この「教職員研修」の意義や内容などについて報告し、本センターあるいは本学における「研修
の継続性」についても考察する。

２．概要
本事業では、東日本大震災津波被災地の岩手県宮古市と山田町を訪れることとした。本事業企
画実施者の筆者は、岩手県宮古市の出身であり、津波によって実家を被災している。現地で継続
的に被災者の健康や被災地の生活環境にかかわる共同調査を主導しており、かつ日本地理学会の
「東日本大震災による被災地の再建にかかわる研究グループ（被災地再建研究グループ）
」の世話
人を務めていることから、岩手県以外の「被災地」で活動を展開する研究者や被災者支援団体な
どとの情報交換も頻繁に行っている。従って、宮古市および宮古都市圏の山田町についての説明
を行いつつも、状況に応じて他の被災地の様子も伝え、東日本大震災被災地全体の中での位置づ
けも解説することができる。
参加予定者は、レンタカー１台で移動できる人数として、筆者を除いて 3 人（教員 2 人、職員
1 人）
（男 2 人、女 1 人）とした。2 月 28 日現在での「教職員研修」の時程は、以下の通りである。
３月６日（木） 移動日
鹿児島空港―＜飛行機 ANA 622 10:10～11:45＞―羽田空港 集合場所：荷物受取場所―＜モノ
レール＞－浜松町駅―＜ＪＲ＞―東京駅―＜東北新幹線 はやて 13:56～16:26 ※可能なら 1 つ前
の「はやて」乗車＞―盛岡駅―＜ＪＲ山田線 16:32～18:55＞―宮古駅 夕食〔宮古市 泊〕
３月７日（金） 視察①：宮古市田老地区視察
8:30～ 8:50 レンタカー契約
9:00～ 9:05 ホテル前に参加者集合出発
9:20～10:00 崎山経由、中の浜（被災キャンプ場、環境省潮風トレイルなど）
10:15～10:55 田老地区の通称「Ｘ堤防」など視察
11:00～11:30 たろう観光ホテル「宮古市学ぶ防災ガイド（宮古観光協会）
」
12:00～14:00 仮設商店街たろちゃんハウス（昼食）
、田老グリーンピア仮設住宅
14:10～16:30 防災集団移転事業、土地区画整理事業などの視察
18:00～
夕食：宮古橋「きむら」被災後被災地区に再建した店〔宮古市 泊〕
３月８日（土） 視察②：宮古市中心市街地
9:00～ 9:05 ホテル前に参加者集合出発
9:10～10:00 市役所周辺、道の駅なあど、鍬ヶ崎市街地
10:10～10:20 蛸ノ浜大橋（鍬ヶ崎遠望）
10:30～12:00 鍬ヶ崎小学校仮設団地 （仮設住民と交流）
12:10～13:10 道の駅なあど（昼食）
13:30～13:40 津軽石の水門
13:50～14:00 赤前のがれき置き場
14:30～15:30 山田町龍昌寺（元臨時避難所、元避難所運営者の説明）
16:00～17:00 山田町内視察（案内者：元避難所運営者）
18:00～
夕食 〔宮古市 泊〕
３月９日（日） 視察③：個人視察 ※各自で計画
内容：宮古市商店街や魚彩市場などの聞き取り、浄土ヶ浜や蛸ノ浜などでの景勝地（観光地）
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での津波による侵食地形などの観察、浄土ヶ浜ビジターセンターなどでの「復興教育」の視察、
特別支援学校への訪問、仮設住宅集会所での支援活動（ボランティア）の体験、宮古市社会福祉
協議会への訪問など。
※ 状況に応じて筆者が各人の計画をサポートする。
〔宮古市 泊〕
３月１０日（月） 移動日
宮古駅―＜ＪＲ山田線快速リアス 9:31～11:34＞―盛岡駅―＜東北新幹線はやて 11:41～
15:08＞―東京駅―＜ＪＲ＞―浜松町駅―＜モノレール＞－羽田空港―＜飛行機 ANA627 16:30～
18:30＞―鹿児島空港

３．事前研修
年度末の多忙な時期での実施で、かつ少人数の参加者であったことから、本事業に係る打ち合
わせは、参加者全員が会する場を設けずに、メールでのやり取りや個別に行った。また、訪問前
に「被災者」および「被災地」にかかわる基礎知識を得てもらうために、筆者の共同研究に係る
以下の資料を参加予定者に提供した。
•岩船昌起, 「大震災」後の生活支援を考える―近親者を核とした人的資源の派遣（緊急特集 東
日本大震災）, 地理・古今書院, Vol.56, No.6, pp.43-48 (2011).
•岩船昌起, 津波最前線での生存環境を考える―宮古市役所からの「津波映像」の解析（連載 健
康な地理学第１７回）, 地理・古今書院, Vol.56, No.7, pp.20-29 (2011).
•岩船昌起, 津波からの避難行動を考える（連載 健康な地理学第１８回）, 地理・古今書院,
Vol.56, No.8, pp.90-100 (2011).
•岩船昌起, 浸水を前提としたまちづくり―防災体制にかかわる提言（連載 健康な地理学第１
９回）, 地理・古今書院, Vol.56, No.9, pp.94-106 (2011).
•高橋信人, 仮設住宅における温度と湿度の実態調査（連載 仮設住民のくらし：震災から２年
第１回）, 地理・古今書院, Vol.58, No.4, pp.66-72 (2013).
•岩船昌起, 仮設住宅での突然死―「健康な地理学」の視点から（連載 仮設住民のくらし：震
災から２年第２回）, 地理・古今書院, Vol.58, No.5, pp.62-71 (2013).
•岩船昌起、白井祐浩, 仮設住民の体力―イキイキとした地域生活のために（連載 仮設住民の
くらし：震災から２年第３回）, 地理・古今書院, Vol.58, No.6, pp.76-83 (2013).
•松本宏明、岩船昌起, 仮設住民の心理的健康①―コミュニティとのかかわり（連載 仮設住民
のくらし：震災から２年第４回, 地理・古今書院, Vol.58, No.7, pp.64-71 (2013).
•石井佳世、岩船昌起, 仮設住民の心理的健康②―インタビュー調査を通して（連載 仮設住民
のくらし：震災から２年第５回）, 地理・古今書院, Vol.58, No.8, pp.76-85 (2013).
•関根良平、岩船昌起, 仮設住民の移動行動―高齢者と自動車利用（連載 仮設住民のくらし：
震災から２年第６回）, 地理・古今書院, Vol.58, No.9, pp.72-80 (2013).
•岩船昌起、豊島正幸, 2013 年春季学術大会シンポジウム 東日本大震災における仮設住宅の生
活環境と住民の健康―パーソナル・スケールでの実証的研究に基づく提言, E-journal GEO,
Vol.8, No.1, pp.184-191 (2013).
•岩船昌起，仮設団地の類型―日常生活域と全住地との関係（連載 仮設住民のくらし：震災か
ら２年第７回）, 地理・古今書院, Vol.58, No.10, pp.80-89 (2013).
･豊島正幸，東日本大震災後の居住地立地過程と土地利用調整（連載 仮設住民のくらし：震災
から２年第８回），地理・古今書院，Vol.58, No.11, pp.84-91 (2013).
･岩船昌起，コラム―「手押し車」と地形環境（連載 仮設住民のくらし：震災から２年第８回）
，
地理・古今書院，Vol.58, No.11, pp.92 (2013).
･高木 亨，福島県の仮設住宅―「借上げ住宅」の実態と課題（連載 仮設住民のくらし：震災か
ら２年第９回）
，地理・古今書院，Vol.58, No.12, pp.74-80 (2013).
･岩船昌起，コラム―「全域避難」先での生活再建（連載 仮設住民のくらし：震災から２年第
９回）
，地理・古今書院，Vol.58, No.12, pp.81 (2013).
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•岩船昌起，
「被災者」と「被災地」―その定義と現状（連載 仮設住民のくらし：震災から２年
第１０回）, 地理・古今書院, Vol.59, No.1, pp.58-67 (2014).
•増田 聡、岩船昌起，住まいの再建と復興計画の再検証（連載 仮設住民のくらし：震災から２
年第１１回）, 地理・古今書院, Vol.59, No.3, pp.78-88 (2014).
•岩船昌起、高橋信人，コラム―西日本の仮設では熱中症対策（連載 仮設住民のくらし：震災
から２年第１１回）, 地理・古今書院, Vol.59, No.3, pp.89 (2014).

４．内容
「東北地理学会 2013 年度第 2 回研究集会事前巡検：宮古の被災地を歩く―震災２年半を経て」
の経験を生かして報告する。この巡検は、鹿児島大学地域防災教育研究センターの後援によって
行われており、かつ筆者が全体のオーガナイザーを務めていることから、本教職員研修の縮小版
的な活動に該当する。学会関係者 19 人が参加して、マイクロバスを貸し切って移動し、通常の「震
災ツアー」などでは実現が難しい「仮設住宅集会所での交流会」などを実施した。
(1) 鍬ヶ崎小学校仮設住宅
筆者が仮設住宅住民生活調査でもお世話になっている鍬ヶ崎小学校仮設住宅に訪問し、同仮設
住宅自治会長・舘洞雅昭氏から「発災―復旧―復興」の過程における鍬ヶ崎地区の被災住民の行
動や生活について説明を受けた。また、仮設住民との「交流会」も実施し、一般的な被災地訪問
ではほとんど得られない「直接の会話によって『被災者』を知る機会」をつくった。参加してく
れた仮設住民は、この依頼を知った上で「交流」することを希望して集会所に集まってくれた方々
である。本学からの参加予定者の 3 名と仮設住民が混ざり合って自由に会話してもらうことを予
定している。舘洞会長や彼らとの交流を深く重ねている筆者も懇談を見守り、時々会話に参加す
ることよって、仮設住民の気持ちの動きにも配慮しつつ、参加者が聞きたい内容を話してもらえ
るような雰囲気づくりを行うこととする。
この「交流」によって、事前に提供した「資料」などから知った「体力・心理・行動などに係
る被災者の生活」の知識について、仮設住民個人から話を直接聞くことによって自分自身で断片
的ながら検証できる。また、被災者個人の人間性や魅力に触れることができ、南国・鹿児島との
文化的な違いなどについても考えることができる。

写真３ プレハブ系の愛宕仮設住宅

写真４ 鍬ヶ崎小仮設住宅での「交流会」

(2) たろう観光ホテル
宮古市では、
「復興」に係る観光施策の一環として、宮古市観光協会による「学ぶ防災ガイド」
が行われている。これは、宮古市田老地区で実施されており、
「万里の長城」と称された「海抜
10m 高クラスの堤防」でのガイドによる解説と「たろう観光ホテル」での「津波映像」の上映か
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らなる 2 時間のプログラムである。ガイドは、
「震災体験をみなに伝えたい」という希望を持って
臨む「地元の被災者」が務めており、しっかりとした内容をメッセージとしてそれぞれが発信で
きる。しかしながら、その内容は、
「発災」時に偏っており、かつ「科学的根拠に裏付けられた教
育プログラム」の段階まで残念ながら熟成されていない。今後、
「たろう観光ホテル」が「震災遺
構」として宮古市で管理・保存されていくことが決定したことから、他の被災地での震災ツアー
（≒防災教育プログラム）との差別化を図る必要があり、例えば、東日本大震災に係る研究成果
が随時反映される仕組みを構築する必要があるだろう。
なお、
「津波映像」の視聴については、宮古市役所から撮影された「津波映像」の解析に基づき、
筆者が著作・制作した「堤防を越えた津波―映像からわかる津波の動きと避難行動」についても
参加者に視聴してもらい。その違いを比較してもらうこととしている。

写真５ 宮古市田老地区の防潮堤

写真６ 震災遺構となる「たろう観光ホテル」

(3) 仮設商店街「たろちゃんハウス」―グリーンピア田老仮設団地
発災から３年目を迎えて、被災地に訪れる人々の数は１年目に比べてかなり激減した。岩手県
で最大の世帯数を有するグリーンピア田老仮設団地の敷地内に建設された仮設商店街「たろちゃ
んハウス」でも訪れる客の数が大幅に減少した。特に、急傾斜な階段を上がって辿り着く２階の
店舗では、高齢者の利用が極端に限られるために客数が少なく、店主は「営業が大変厳しい」と
いう。本研修参加者は、いくつかの店舗を訪問して買い物を行い、店主・店員から現在の状況な
どについて「世間話」の延長として聴く予定である。

写真７ 仮設商店街「たろちゃんハウス」

写真８ ２階の「伊之助屋」精肉店
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５．今後の可能性
本「教職員研修」は、日本のさまざまな面を大きく変えた「東日本大震災」の現実を知り、直
接体験によって特に「復旧・復興」期の「被災地」と「被災者」の認識を深めることができる。
今回、地域防災教育研究センターに係る教職員限定で実施されたものの、今後鹿児島で生じる恐
れがある「大災害」への対応を考えた場合、本学の全ての教職員および学生に体験して欲しい「実
践的な防災教育プログラム」である。従って、来年度についても、夏季などに現地を訪れる同様
のプログラムを継続的に実施したい意向である。
また、講義形式での授業の実施も可能である。筆者は既に 2013 年 10 月に筑波大学で 1 単位の
集中講義「学際研究 A」を行っており、下記の内容を充実・発展させた講義を実施可能である。
【授業テーマ】
「仮設住宅と地域社会―東日本大震災の被災地の現在」
【授業概要】
東日本大震災の津波被災地に注目し、現在までの地域社会の変容を概説する。特に仮設住宅内
での温湿度や居住空間等の生活環境や住民の健康・体力・心理・行動・生活等を取り上げ、今後
の「まちづくり」との係りを考察する。
【授業内容】
① 東日本大震災の概要
② 津波の動きと避難行動
③ 津波災害直後の行動―発災時の被災者の行動
④ 避難所の運営と生活支援・ボランティア
⑤ 仮設住宅の生活環境―温湿度環境等
⑥ 仮設住宅での突然死
⑦ 仮設住民の体力
⑧ 仮設住民の心理
⑨ 仮設住民の行動
⑩ 仮設住民の日常生活圏―復興公営住宅や高台移転地での生活環境

６. おわりに
本事業実施後に「おわりに」のみを大幅に書き換えた。
「教職員研修」は、概ね上記の内容で無
事に完了した。本事業にご理解を頂き、ご協力・ご説明頂いた地元の関係者のみなさまにお礼を
申し上げるとともに、特に、田老地区での土地区画整備事業や防災集団移転促進事業について丁
寧な説明を頂いた宮古市都市整備部都市計画課および「たろうまちづくり JV 工事事務所」には心
より感謝したい。なお、以下に実際に行われた「教職員研修（巡検）
」の写真を示す。

写真９ 仮設商店街の商店を視察する

写真１０ 高所移転地盛土地の説明を受ける
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直接体験を重視した防災教育の実践報告Ⅱ
「いのちと地域を守る防災学Ⅰ」における「フィールド実践」
地域防災教育研究センター 特任教授・岩船昌起
１．はじめに
本稿では、地域防災教育研究センターによる「直接体験を重視した防災教育」の実践報告とし
て「いのちと地域を守る防災学Ⅰ」に関連して実施した「フィールド実践」を紹介したい。
「平成
２５年度特別経費プロジェクト」ではないが、本センターの「特色ある防災教育」の一つである。
(1) 「いのちと地域を守る防災学Ⅰ」
「いのちと地域を守る防災学Ⅰ（以下、
「防災学Ⅰ」
）
」は、
「いのちと地域を守る防災学Ⅱ（以
下、
「防災学Ⅱ」
）
」とともに、地域防災教育研究センター教育部門長（現センター長）の浅野敏之
教授が世話人としてコーディネートしたオムニバス形式での講義科目であり、本センターの兼務
教員以外にも鹿児島県危機管理防災課や鹿児島地方気象台などの「防災担当者」が講義を分担す
ることから、南九州の地域防災に関連する最新の情報を広く詳しく得られる。かつ、日本防災士
機構による「防災士」養成カリキュラムの大半を網羅できる構成ともなっているために、2014 年
度から本学で本格化する「防災士」養成との係りでもその根幹となる授業である。
2013 年度から教育部門に係る特任教員として配属された筆者は、これら「防災学Ⅰ」および「防
災学Ⅱ」に関連して、本センターの防災教育での「直接体験」や「野外活動」に係る実践教育の
充実を図る活動を展開した。これは、
「防災士」資格取得者をただ単に養成するだけでなく、将来
的に「防災士」となった学生の防災に係る知識と経験のさらなる向上に寄与する仕組みづくりを
準備するためでもある。そして、資格取得を希望しない学生に対しても「災害」に対応できる能
力を高めつつ、将来的に生じる恐れがある「大正噴火レベル」での桜島大噴火による火山災害、
南海トラフ地震による津波災害、豪雨による土砂災害などに対する地域防災において「共助」の
中心となる人材の育成を積極的に行うためでもある。
(2) フィールドワーク実践の目的と連携組織
「フィールドワーク実践」は、
「いのちと地域を守る防災学Ⅰ」の中で演習的な要素を盛り込む
こととの兼ね合いから、今年度試験的に実施された集中講義形式での野外活動である。参加学生
が特定の地域での「現地調査」を通じて、防災と救急救命にかかわる地域の諸問題を発見し、そ
の解決策を求め、自らの考えを提示するプロセスを体験してもらう目的で実施した。フィールド
ワークを展開する地域は、
「霧島市牧園地区」とした。霧島山麓に位置する牧園地区は、標高が高
くて避暑地的な気候環境下にあるために、酷暑が続く南九州の夏季においても身体活動に適した
場所である。ここで「フィールドワークを通じて霧島山麓の自然環境と地域社会を知り、これに
応じた防災と救急救命のあり方を地域住民や消防職員も交えて議論する活動」を展開した。単位
取得に直接的に結びつかない活動であったが、モニター的に「3 名」の学生が参加し、今後の授
業化を目指す上でさまざまな知見が得られた。
なお、この活動の実施には、霧島市消防局、環境省えびの自然保護官事務所、一般財団法人自
然公園財団えびの支部えびのエコミュージアムセンターが協力してくれた。塚田修二局長および
木佐貫 誠 次長を始めとする霧島市消防局のみなさまには、多大なご協力を頂いた。特に、北消
防署には、施設の利用、講習の実施、学生調査でのサポートなど、3 日間さまざまにご協力・ご
配慮を頂き、全面的なご支援を賜った。また、環境省えびの自然保護官事務所の森川政人自然保
護官には、霧島エリアでの活動についてご助力を頂いた。また、一般財団法人自然公園財団えび
の支部えびのエコミュージアムセンターの柳田蓉子解説員には、2011 年新燃岳噴火後の避難体制
への取り組みなどについてのご説明を頂いた。以上の方々のご協力がなければ，学生の直接体験
を重視した実践的な活動は実現できなかった。深く感謝致し，お礼を申し上げたい。
－ 53 －

２．活動の概要
実 施 日：2013 年 9 月 3 日（火）～5 日（木）※2 泊 3 日
担当教員：岩船昌起（地域防災教育研究センター）
※ 小林善仁（法学部）・南 直子（法学部）が来年度担当追加予定。
対象学生：3 名（法文学など）※ 自家用車で活動できる人数とした。
協力機関：霧島市消防局・環境省えびの自然保護官事務所・一般財団法人自然公園財団えびの支
部えびのエコミュージアムセンター
移動手段：自家用車（鹿児島市‐霧島市牧園 往復、巡検での移動など）
霧島市消防局北消防署指揮車（九州電力大霧地熱発電所視察での誘導など）
宿泊施設：霧島自然ふれあいセンター

３．活動の詳細
詳細については、バスの使用を念頭において作成した行程表を示す。2013 年度の行動について
は、これに準じたものである。
時 間

月 日

内

容

授業時間

備

考

8:50 点呼
9:00 鹿児島大学出発

9月3日
（火）

9:00

～

10:20 バス移動，オリエンテーション

1:20

10:20

～

12:00 霧島市消防局情報司令室等 見学

1:40 霧島市国分

12:00

～

12:50 昼食

12:50

～

13:40 バス移動 → 霧島市自然ふれあいセンター

13:40

～

14:10 霧島市自然ふれあいセンター 入所式と荷物搬入

14:10

～

14:30 バス移動 → 霧島市北消防署

14:30

～

16:00 BLS 講習会①（心肺蘇生法・AED）※普通救命講習-救命技能認定書取得可

1:30

16:10

～

17:40 BLS 講習会②（心肺蘇生法・AED および 三角巾方・搬送法等）

1:30

17:40

～

18:00 徒歩移動 → 霧島自然ふれあいセンター

18:30

～

20:00 夕食・入浴

20:00

～

22:00 講義・演習（エコミュージアムセンター・柳田蓉子氏等）【ふれあい棟】

22:30

※ここでバスは帰る

授業時間小計
6:30

9月4日
（水）

8:00

起床・身支度・掃除

7:00

～

7:45

～

8:30

～

10:00 牧園巡検①（丸尾温泉街・霧島国際ホテル〈防災担当者説明〉）

1:30 ※バスホテル到着 10:10

10:10

～

11:40 牧園巡検②（森林セラピーロード・噴気孔など〈環境省レンジャー説明〉）

1:30

11:50

～

12:50 昼食（弁当）

12:50

～

14:20 救急救命・防災調査 GW①

1:30 ※ここでバスは帰る

14:30

～

16:00 救急救命・防災調査 GW②

1:30

16:00

～

17:30 救急救命・防災調査 GW③

1:30 終了後、徒歩で移動

17:30

～

19:00 夕食・入浴

19:30

～

22:00 救急救命・防災調査のまとめ（グループワーク）

22:30

朝の集い
朝食

2:30

就寝
授業時間小計

6:00

9月5日
（木）

2:00 えびの高原自主防災組織

就寝 解散など

10:00

起床・身支度・掃除

7:00

～

7:45

～

朝の集い
8:30 朝食・荷物の整理

8:30

～

10:00 救急救命・防災調査（予備），グループワークのまとめ

10:00

～

10:30 退所式。バス到着後、移動 → 霧島市北消防署

1:30

10:30

～

12:10 北署到着後に挨拶。グループワークのまとめ

12:10

～

13:10

～

14:40 発表会 ※牧園地区の人びとも参加

1:30

14:50

～

15:10 終了式および認定証の交付

0:30

15:10

～

17:00 バス移動・到着後解散 ※学生の体力に応じて途中で見学する可能性あり

※バスふれセン到着 10:10

1:30

昼食
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授業時間小計

5:00

授業時間総計

23:00

４．活動の成果
フィールドワーク実践では、合宿形式での「演習」的活動を展開できた。ここでは、その中で
も「BLS 講習会」と「現地調査（フィールドワーク）
」に特化して報告する。
(1) BLS 講習会
BLS（一次救命処置）とは、市民が救急隊などに引き継ぐまでに重篤な傷病者に施す救命処置で
ある。市民による AED の使用が可能になった 2004 年 7 月以降、心肺蘇生法と AED の使用からなる
「世界標準での蘇生法」が日本でも広まり、消防関係機関や日本赤十字社などの講習を通じて社
会に定着しつつある。
北消防署での BLS 講習会では、2010 年に改訂された世界標準での BLS の「ガイドライン 2010」
に対応した最新 BLS を教える「普通救命講習」を中心に、骨折や損傷に対応できる三角巾法や傷
病者の搬送方法なども教授された。牧園地区などで実際に救急救命活動にあたる北消防署員（消
防署員）が「講師」を務めた。学生 3 人に 2 人が付き、実技の繰り返しに重点を置いて手技や知
識の直接的な教示と丁寧な指導が行われ、学生は BLS の基本と有事に救命行為に協力する姿勢を
しっかりと体得できた。また、筆者が整備した「霧島市 AED マップ（科学研究費助成事業「基盤
研究(C)」
「ＢＬＳ環境の定量的把握とＢＬＳマップの作成（研究課題番号：23500831、岩船昌起）
」
の成果の一部）
」の説明も受け、予め AED 設置場所を複数把握しておく必要性を認識した。

写真１ 霧島市消防局職員による熱心な指導

写真２ 119 番通報を受ける仕組みを知る

(2) 現地調査（フィールドワーク）
学生は、2 人（1 年生と 3 年生）と 1 人（4 年生）の 2 班ごとにテーマに取り組んだ。それぞれ
のテーマは，
「丸尾温泉街における AED の分布と施設連携による有効活用の可能性」および「新燃
岳噴火後の高千穂峰登山道の現状と遭難防止対策について」である。2 日目（9 月 4 日）の午後を
中心とした１日弱の限られた調査時間の中で、聞き取りや現地観察を行い、それぞれのテーマに
則した必要な一次データを自分たちの判断で直接取得した。前者については、宿泊施設への聞き
取り調査も伴ったために筆者も同行して、失礼のないように必要な時には調査をサポートした。
また後者については、山岳遭難での救助経験が豊富な落水田副署長が同行して、登山活動時の安
全管理に努めてくれた。
どちらの班も、現地調査から得られた「一次データ」を基に 2 日目の夜と 3 日目（9 月 5 日）
の午前に図表やスライドを作成しつつ「調査結果」を整理し、議論を行いながら科学的な思考過
程で「考察」を重ねて、パワーポイント資料を作成した。そして、3 日目午後に堀ノ内署長を始
めとする北消防署職員 11 名の前で約 20 分程度のプレゼンテーションと、約 10 分程度の質疑応答
を行い、フィールドワークを通じて「実証研究としての思考訓練」も実践できた。発表に比較的
慣れた 4 年生でも「消防隊員の前では、すごく緊張した」ようで、
「普段の授業よりも何倍も集中
した」という。普段の教室と異なる“場”での授業は、
「転地効果」も期待できるかもしれない。
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写真３ 九州電力大霧地熱発電所を視察

写真４ えびのエコミュージアムセンター

５．おわりに
「フィールドワーク実践」では、合宿形式での演習的活動を展開するとともに、防災と救急救
命の第一線で活躍する消防署員による「BLS 講習会」
、実証的研究としての思考訓練を可能にする
「現地調査」を行った。これによって、学生の「防災や救急救命」に係る知識と技術を格段に高
めただけでなく、
「学士力（コミュニケーション・スキル、論理的思考力、チームワーク、リーダ
ーシップなど）
」や「人間力（実践力、判断力、精神力）
」の育成にも大きく貢献できたものと確
信する。そして，社会人との係わりの中で短期間に人間的に成長しただけでなく，霧島山麓の動
的な自然環境を理解し，かつこの「動的な自然」と共生しつつ安全に暮らせる「市民」としての
素養が培われたものと期待している。
ところで、本活動は、来年度については、コンソーシアム鹿児島で実施する「かごしまフィー
ルドスクール」の一部として正課の授業に位置づけられる。地域防災教育研究センターの理念に
基づき、かつ「防災士」資格取得者レベルの学生がより実践的・主体的に学び各自の防災力の向
上に資する演習科目として整備する予定であったが、再来年度（2015 年度）での整備を目指すこ
ととした。2-(3)「活動の詳細」の表においても明示されているように、本「フィールドワーク実
践」での「授業時間総計」は 23 時間であり、1 科目 2 単位で必要な時間を十分に確保している。
動的な日本列島の中でも豪雨災害や火山災害などの自然災害の発生頻度が高く、総合的に地域
の防災力を高めることが求められている「南九州から南西諸島」では、全国的な中山間地域での
高齢化とも関連して、
「地域の防災リーダー」となり得る若者の養成・育成が急務であろう。本学
では、本センター事業と関連して来年度に「防災士」に係る授業などが整い、
「防災士」資格取得
者を毎年確実に養成する予定であるが、有事の際に「地域の防災リーダー」を務められる真の人
間を育成するには、本「フィールドワーク実践」のような「地域の防災関係機関等との連携に支
えられた実践的な授業」を複数揃えたカリキュラムを構築する必要があるだろう。

写真５ はしご車のバスケットで地上 30m 高へ

写真６ 北署職員の前でプレゼンテーション
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