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１．目　的

　平成26年度までに実施されてきた避難所運営訓練では、フリーアンサー形式による参加者の「声」（気

づき、感想）やふりかえりなどにより、学習の成果が明らかにされてきた。平成27年度は、この避難所運

営訓練においてどのような気づきや学びが起きているのか、以下では、特に性別に視点を置きながら日常

の地域参加と避難所運営訓練での学習成果との関連を見ることで、今後の地域防災活動への示唆を得るこ

とにしたい。

　具体的には、どのような背景・立場で避難所運営訓練に参加しているか、また訓練の中で、どのような

場面においてどのような学習が見られたか、ということについて明らかにすることにしたい。

　なお、詳細は以下に述べるが、事業終了時に参加者のふりかえりも兼ねて実施しているため、質問項目

数はそれほど多くできなかった。また回答者数も限られているため、統計調査とはいいがたく傾向を把握

するにとどまることをお断りしておきたい。

２．調査の概要

（１）アンケート調査の内容

　上記の目的を達成するため、「避難所運営訓練を終えてのアンケート」を作成・配布し、回答を求めた。

アンケートは「一般」と称し、住民（運営委員）を対象としたもの、「中学生」を対象としたものの２種

類を作成した。アンケートは、基本的にすべての地域で同じ内容のものを配布した。

１）運営委員

　運営委員用アンケートの構成は以下のとおりである。

　Ⅰ　運営委員としての訓練へのかかわり方

　Ⅱ　避難所運営訓練での達成度（意識や行動面での積極性）（５件法）

　Ⅲ　避難所運営訓練の様々な場面における具体的な気づき（自由記述）

　Ⅳ　回答者の基本属性（特に、地域や家庭内においてどのような立場で参加しているか）

　回収数および有効回答数は次のとおりである。

一般（運営委員）

おいらせ町 青森市 階上町 八戸市 三沢市 計

８月２日 ８月23日 ９月７日 ９月13日 10月17日

回　収　数 25 32 21 25 35 138

有効回答数 25 32 21 25 35 138

２）中学生

　中学生用アンケートの構成は以下のとおりである。運営委員のものを基礎に作成しているが、中学生で

あるということを考慮し、設問順序の入れ替えや実態に合わせた内容に変更した。

　Ⅰ　回答者の属性（性別／学年／参加経験／参加のきっかけ）、地域意識

　Ⅱ　避難所運営訓練での役割
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　Ⅲ　避難所運営訓練での達成度（意識や行動面での積極性）（５件法）

　Ⅳ　避難所運営訓練の様々な場面における具体的な気づき（自由記述）

　なお、三沢市の訓練は中学校との合同などでの開催ではなかったため、中学生を対象としたアンケート

は実施していない。

中学生

おいらせ町 青森市 階上町 八戸市 計

８月２日 ８月23日 ９月７日 ９月13日

回　収　数 55 45 98 75 273

有効回答数 55 44 97 74 270

（２）調査の方法

　アンケートは、いずれの地域、対象においても避難所運営訓練の終盤（炊出しの試食後、「訓練で学ん

だことの共有」の時間後など）、片付けに取りかかる前の落ち着いている段階で参加者に配布をし、時間

を設けて記入していただいた。高齢などのため受取や記入をしない、または記入の時間に別の作業のため

会場から離れており記入・提出ができなかったといったケースが若干見られたが、９割以上が回収され

た。

１．運営委員の全体像

　５か所の市町村で実施された避難所運営訓練は、それぞれの場所で運営委員会が組織され、男女共同参

画の視点を持ちながら地域住民の主体的な参画のもとで進められることが企図された。

　なお八戸市および三沢市では、当日避難所運営訓練に合わせて避難訓練も実施されており、その参加者

に対しても質問項目を減らした内容のアンケートを配布し、回答していただいた。しかし、本来の本事業

の対象は事前の会議・ワークショップを含んで一連の避難所運営訓練に参加する地域住民であったこと、

また他の３市町村との整合を図るため、以下では、運営委員に焦点化して分析を行う。また、青森市およ

び八戸市では、運営委員以外に当日のみの参加者が加えられているが、これは参加者に冠された名称の問

題であり、実態としては事前の会議に出ていないという違いに過ぎない。他の市町村においても事前の会

議に出席していない運営委員もいることからここでの調査報告では青森市・八戸市の当日のみの参加者も

合わせて「運営委員」と指し、事前の会議への出席と訓練の達成度との関係は、２で分析することにす

る。

　まず、Ⅳの基本属性を見ると、運営委員の全体像は以下の通りである。全体の参加者の性別は男性が

38.1％、女性が56％であるが、市町村別では参加者の募集方法が反映されたことで比率の違いがみられ

る。三沢市の場合は、町内会を通じ特に積極的に女性の参加を求めたことから、女性の比率が非常に高く

なった。（図表１－１）

２　地域住民（運営委員）の気づきと学び
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図表１－１　市町村別運営委員の男女比

　運営委員の年代は、図表１－２のとおりである。青森市は、中学校と地区との連携が強く、運営委員に

ＰＴＡ関係者が多く参加している。それ以外の市町村は、４～５割が60代以上で構成されている。八戸市

の場合は、避難訓練の方に高齢者の参加が多く見られた。

図表１－２　市町村別運営委員の年代

　また、運営委員となった経緯について、「Ⅳオ）参加のきっかけとしてもっともよくあてはまるもの」

の回答は図表１－３のとおりである。この結果からは、運営委員として参加した半数の男性が自主防災組

織もしくは町会の役員をやっていることで参加してきている一方、女性の４割は地域団体から要請を受け

て参加してきていることがわかる。これは本事業を実施するために運営委員会を組織するにあたり、地区

ごとの自主防災組織や町会を通じて声掛けしたことと、特に女性の参加を強く働きかけたことが影響して

いると考えられる。しかし見方を変えると、自主防災組織・町会の役員に女性が少ないことから、女性に

関しては参加要請が強くされているとも見ることができるだろう。
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図表１－３　男女別運営委員への参加のきっかけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

自主防災組織／

町会の役員

地域団体から

参加要請

知人などの情報から

参加してみたい

防災や避難所訓練に

関心があった
その他

男性 51.0 23.5 3.9 9.8 11.8

女性 34.8 39.4 10.6 10.6 4.5

２．事前の運営委員会の会議への出席と避難所運営訓練での達成度の関係

　本事業での避難所運営訓練では、各市町村それぞれで事前に１～２回の運営委員会を開催した。そこで

は運営委員の班分けを行い、その班ごとに訓練の内容や流れについて議論・合意形成を行っている。

　また、訓練を通じての学びや行動を評価するものとして「Ⅲ．訓練に参加していかがでしたか」とし

て、８項目について「あてはまる」から「まったくあてはまらない」までの４件法で訊ねた。これらは訓

練の達成度としてみていくことにする。なお、８項目のうち、「健康体操をしたら心身がすっきりした」「炊

出しがおいしかった」については、回答者の訓練のふりかえりを目的として入れた項目であるため、分析

からは除く。

　事前の運営委員会への参加と当日の避難所運営訓練での学びとの関係を見ると、図表２－１～６のとお

りである。

図表２－１　避難所のやり方を学ぶことができた

図表２－２　班ごとの活動の雰囲気になじめた

図表２－３　自分の意見を言うことができた
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図表２－４　他の人の意見を聴くことができた

図表２－５　避難所をイメージしながら活動ができた

図表２－６　地域の防災体制を見直すきっかけとなった

　これを見ると、多くの運営委員が「あてはまる」「まああてはまる」のいずれかに回答しているが、す

べての設問において事前の運営委員会に出席している方が「あてはまる」に回答していることが顕著にみ

られる。特に「避難所運営のやり方を学ぶことができた」「避難所をイメージしながら活動ができた」と

いった訓練の内容に関わることとともに、「自分の意見を言うことができた」「ほかの人の意見を聞くこと

ができた」という議論・合意形成に関する力量の点で15％ほどの差が出ていることは注目できる。

　ここから避難所運営訓練は、事前に開催された運営委員会における運営委員同士の議論が参加者の訓練

での学びを高めていることが分かる。それは図表２－７において、訓練の参加経験が多いほど事前の会議

への参加を促していることを示していることからも見ることができる。すなわち「訓練当日に出たことが

あるから（様子が分かるから）事前の会議には行かなくていい」ではなく、事前の会議への出席が避難所

運営訓練における学びに有効であることを参加者自身が自覚して出席していると捉えられよう。

図表２－７　訓練への参加経験別事前の会議への出席

３．訓練での役割

　本事業での避難所運営訓練は、運営委員の班を決定する際に男女のバランスを考慮した。アンケートの
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回答者から見る班別の男女の構成は図表３－１のとおりである。

図表３－１　地域別班別の男女の人数（実数）

総務・情報 炊出し 施設・管理 要配慮者・衛生
無回答 計

男性　女性 男性　女性 男性　女性 男性　女性

おいらせ町 ２　　３ ２　　０ ６　　４ ４　　４ ０ 25

青　森　市 ５　　１ ３　　２ ６　　１ ５　　７ ２ 32

階　上　町 ３　　８ １　　２ ２　　０ ３　　３ ４ 25

八　戸　市 ３　　０ ０　　０ ４　　２ ２　　５ ５ 21

三　沢　市 ２　　７ １　　７ １　　9 １　　６ ０ 34

＊八戸市の炊出し班はアンケート記入の際片付けをしていたためアンケートに回答していない

　まず、訓練中に運営委員自身がどのような役割を果たしたと捉えているかについて問うた「Ⅰウ）班

の中で、今日、あなたはどのような役割を果たしたと思いますか」の質問については図表３－２のとおり

で、男女比で差異は見られない。特に「リーダー役だった」「自分から見つけて動いた」といった回答に差

異が見られなかったことは、男女共同参画の視点を持って実施した本事業としては一つの成果と言えよう。

図表３－２　性別と当日の役割　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

リーダー役 自分から見つけて動いた 言われたことを実施した 無回答

男性 21.7 68.8 5.0 5.0

女性 19.5 64.9 6.5 9.1

　当日の班分けと訓練中の達成度については、図表３－３～８のとおりいずれの班においても総じて達成

度が高い。この結果から、どの班を担当しても訓練の達成度はそれほど変わらないことが言えよう。

図表３－３　避難所のやり方を学ぶことができた

図表３－４　班ごとの活動の雰囲気になじめた
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図表３－５　自分の意見を言うことができた

図表３－６　他の人の意見を聴くことができた

図表３－７　避難所をイメージしながら活動ができた

 

図表３－８　地域の防災体制を見直すきっかけとなった

図表３－９　班別　訓練の達成度数の平均値

班 総務・情報 炊出し 施設・管理 要配慮者・衛生

平均値 15.50 15.58 15.59 14.86

＊Ⅱア）～カ）について「とてもあてはまる」を３点、「まああてはまる」を２点、「あまりあてはまらない」を１点、「全
くあてはまらない」を０点とし、合計の平均をとった。

４．訓練中の様々な場面での気づき

　アンケートでは、性別によるニーズの違い、要配慮者への支援、中学生との活動の意義、新しい気づ

き、の４点について「気づかされたり考えたりすることはあったか」を自由記述方式で問うている。何か

の気づきがあった場合は記入がされているはずであるため、まず性別、班別、市町村別で記入率を見るこ
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とにする。その上で特徴的な数値が見られた対象のコメントの内容に注目し、便宜的にカテゴライズしな

がら傾向を捉えることにしたい。なお、三沢市は中学生と一緒に実施する形態をとらなかったため、「中

学生と活動することに意義がある」の母数は４市町として算出している。

（１）男女別

図表４－１　男女別気づきや考えの記入率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

男性 女性

災害時や避難所で、性別によってニーズが違う 51.7 37.7

お年寄りや障害者、妊産婦、乳幼児を抱えた人への配慮が必要である 60.0 51.9

中学生と一緒に活動することに意義がある 74.5 75.0

普段では気づかないことに気づいた 31.7 37.7

　図表４－１からは、「性別によるニーズの違い」、「要配慮者への支援」について、女性に比べて男性の

記入率が非常に高いことが分かる。この２項目の男女別の回答を見ると主として次のような記入が見られ

た。

図表４－２　「性別によるニーズの違い」についての男性の主たるコメント

内容別カテゴリー 具体的なコメントの概要

性別（特に女性）への配慮 女性の目線で考える必要性の高さを感じた

女性中心に考えて運営する必要がある

女性への気遣いが必要な場所の確保

男女は身体的精神的に違うので、必要なものも違う

男女別の更衣室、物干し場、授乳室

男性も必要

心地よく過ごす視点・環境が男女で違うと思った

対応者も別であるべき

施設・環境 トイレ作りはしっかりやるべき

食べた後の処理、トイレの処理が重要

体育館の施設・備品の紹介、活用、促進

組織・運営 運営委員のコミュニケーションが大事

中学校が避難所になった場合、指揮系統はどうなるのか

多様性への気づき ペットの対応がなかった

食事の時のスプーンが必要

同性婚者への視点も必要か

図表４－３　「性別によるニーズの違い」についての女性の主たるコメント

内容別カテゴリー 具体的なコメントの概要

性別（特に女性）への配慮 女性スペースの大切さがわかった

言えない人もいるので、よく見たり聞いたりする心が必要

生理用品、化粧品の使用、飲酒喫煙などの配慮

施設・環境 トイレ、物干し場所、授乳室、着替え場所

多目的トイレが低くて小さい。手すりになるようなものもあればよい
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組織・運営 ルールづくりにおいて意見が分かれた

若い人がもう少しいてもいいと思った

性差別せず同等で話し合い運営していくことが大切

一つの班に女性が１人はよくない

各自でやれることを見つけてやる

男女気づくことが違うので、一緒に話し合うことが大事

多様性への気づき いろいろな人が生活することの大変さ（課題）

　まず、「性別によるニーズの違い」の内容を見ると、男性のコメントには、女性に配慮した空間の必要

性といったハード面に関する気づきを記入しているものが多い。また組織体制や運営の仕方について、男

性が「女性の目線で考える必要性」と漠然と記入していることに対し、女性は「ルールづくり・話し合

い」や「班の中の男女・年齢のバランス」といった内容・方法、または組織内の関係性にふみ込んでコメ

ントしていることが分かる。

　同様に「要配慮者への支援」の主要なコメントを男女別に見たのが、図表４－４、５である。男女で共

通する部分もあるが、「性別によるニーズの違い」と同様に、男性の方が、空間づくりや施設設備、備品

に関するコメントが多く見られた。また女性では、「要配慮者への気づき」「支援の姿勢」について、具体

的なコメントが多く見られた。特に、妊産婦や高齢者、また身体的な障害といった外見で配慮ができうる

もの以外の、精神的な障害や病気などへの配慮の気づき、声掛けの仕方や寄り添い、食事に関することな

ど細かい点に対する配慮の必要性といった気づきが見られた。

図表４－４　「要配慮者への支援」についての男性の主たるコメント

内容別カテゴリー 具体的なコメントの概要

要配慮者への気づき 健常者よりも配慮点が多いことが分かった

足腰が弱かったり多種な疾病を抱えていたり見えない配慮が必要

それぞれのものに対する配慮があった

施設空間・備品など ストレスなく生活できるようにするための生活空間の確保

バリアフリー、エレベータの必要性

粉ミルク、哺乳瓶が置かれた授乳スペース。車いすの準備など

プライバシーを考慮した設置が必要

足腰の弱いお年寄り専用のいすやベッドの必要

支援の姿勢 どのような課題があるのかを知ることが必要

寄り添う気持ちで避難所づくりが必要

案内、受付はゆっくり、はきはきと

弱者が支援を求めたり訴えたりしやすい環境づくりが必要

状況により異なるので事情を聴くべき

配慮しようと思うが気づかないこともあると思うので複数で相談する

こと

組織体制 各世代の男女の参加が必要

少ない障害者への対応が必要。福祉避難所との連携など

民生委員に今日の収穫を伝えたい

班内の事前の打ち合わせが不足していた
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図表４－５　「要配慮者への支援」についての女性の主たるコメント

内容別カテゴリー 具体的なコメントの概要

要配慮者への気づき 年配の人はご飯が柔らかいほうがいい

外見でわかる障害だけではないということ

配慮が必要な人に「知的障害者」「自閉症」「精神障害者」などの枠がない

多様なニーズに合った配慮が必要

一人ひとりニーズや支援方法が違うので、配慮といってもとても難しい

障害者でもみんなでよく仲間に入れてくれて本当にいい

施設空間・備品など スリッパで歩くのが大変そう

乳幼児は必要な物資がさまざま

トイレが低い。手すりがほしい

妊産婦用や授乳室、落ち着ける場所が必要

支援の姿勢 それぞれに寄り添った対応・人が必要

気を使いすぎて、プライドを傷つけてはいないか

言葉がけをして、できるお手伝いをすること

身体的な援助だけでなく、メンタル面での支援の必要な人への配慮

ペースメーカー、人工透析などへの見分け方をどうしたらいいか

熱いスープの渡し方に気を付ける

組織体制 周りに気を使って車で過ごす人への伝達ステーションも必要

（２）班別

　班別に見た図表４－６からは、班での活動内容が、設問に対する記入率に影響を与えていることが読み

取れる。総務・情報班において、特に「中学生との活動の意義」への記入率が非常に高いことが注目され

る。

　また、ここでは「要配慮者への支援」について、施設・管理班、要配慮者・衛生班の記入率が高い。炊

出し班は、性別や要配慮者について考えるというよりも、炊出しを手際よく時間内に作ることに注力され

ることが多く、全体的に他の係よりも記入率の平均値から全体的に他の班よりも記入率が低いが、性別に

よるニーズの違いへの記入率が高いことは注目される。

図表４－６　班別気づきや考えの記入率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

総務・情報 炊出し 施設・管理
要配慮者・

衛生

災害時や避難所で、性別によってニーズが違う 44.1 42.1 45.7 37.5

お年寄りや障害者、妊産婦、乳幼児を抱えた人へ

の配慮が必要である
52.9 31.6 57.1 66.0

中学生と一緒に活動することに意義がある 88.0 60.0 72.0 72.7

普段では気づかないことに気づいた 38.2  5.3 42.9 30.0

記入率の平均値 55.8 34.8 54.4 51.6

 

　以下では、各班で特徴的と思われる記入率が示された点についてのコメントを見ていくことにしたい。

特に班活動の内容に関わっていると思われるコメントを上げるが、他の班活動においても共通する内容も

あることを付記しておきたい。
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図表４－７　班別の主たるコメント

班 記入率から注目される項目 内容に関わったコメント

総務・情報 中学生と一緒の活動の意義 指示すれば飲み込みが早い。パワーがある

中学生の気持ちが少しわかった

将来的な地域のリーダーの育成になる

避難支援や緊急連絡および物資運搬・整理に期待でき

る

炊出し 性別によるニーズの違い 性差別せず同等で話し合い運営していくことが大切

男性も多くする

施設・管理 要配慮者への支援 要配慮者用トイレが低い。手すりがほしい。

ストレスなく生活できるようにするための生活空間の

確保

足腰の弱いお年寄り専用のいすやベッドの必要性

特別室を作る必要が絶対あると思った

要配慮者・衛生 要配慮者への支援 外見だけでわかる障害だけではないということ

スリッパで歩くのが大変そう

プライバシーを考慮した設置が必要

寄り添う人が必要

福祉避難所や他の避難所との連携や情報交換が必要

妊産婦・授乳用のスペースの確保

（３）市町村別

　市町村別に記入率を示したのが図表４－８である。中学生との活動の意義についてはいずれの自治体も

非常に高い。特に階上町が高い記入率になっているのは、中学校の学校行事として実施しているところに

それほど大人数ではない地域住民が入っている形になっているため、中学生の参画の度合いが高かったこ

とが予想される。

　また、市町村ごとに記入率の平均値を算出したところ、平均値はそれほど大きな差はないものの、おい

らせ町・青森市、八戸市、階上町、三沢市の順で低くなっている。これは避難所運営訓練を重ねてきた回

数とほぼ比例している。おいらせ町では平成24年から実施され４回目となり、訓練に複数回参加している

住民が多い。青森市はこのアンケートを取った原別地区では２回目であるが、中核的なメンバーはそれ以

前に青森県で実施した防災訓練に参加した経験を持つ。階上町は２年目の実施となったが、前年度と参加

者が重複しておらず、ほとんどが初めて訓練に参加した住民であった。同様に初めての経験となる三沢市

の記入率が非常に低いのは、参加者の９割が女性であり、図表４－１に見たように女性の記入率が低いこ

とと連動していると考えられる。

　避難所運営訓練を重ねてきた回数と記入率に関連があるということは、訓練を重ねることが気づきや考

えを増やす、もしくは、訓練が実践的学習として認識され「書く」という行動に結びついている、と考え

られる。試みに訓練への参加経験別に記入率を算出したのが図表４－９であるが、この結果からもそうし

た傾向を捉えることができる。

図表４－８　市町村別気づきや考えの記入率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

おいらせ町 青森市 階上町 八戸市 三沢市

災害時や避難所で、性別によってニーズが違う 52.0 59.4 28.0 47.6 31.2

お年寄りや障害者、妊産婦、乳幼児を抱えた人

への配慮が必要である
66.0 71.9 56.0 57.1 28.6



－ 93 －

中学生と一緒に活動することに意義がある 76.0 71.9 80.0 71.4

普段では気づかないことに気づいた 44.0 34.4 36.0 47.6 20.0

記入率の平均値 59.5 59.4 50.0 55.9 26.6

図表４－９　訓練への参加経験別気づきや考えの記入率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

１回目 ２回目 ３回目以上

災害時や避難所で、性別によってニーズが違う 41.3 46.4 55.6

お年寄りや障害者、妊産婦、乳幼児を抱えた人への配慮が必要

である
52.0 67.9 66.7

中学生と一緒に活動することに意義がある 68.6 73.1 95.5

普段では気づかないことに気づいた 38.7 36.7 33.3

１．中学生の参加者の全体像

　単純集計から見られる回答者の構成は、男女比が４：６、学年別にみると３年生が65％、訓練への参加

経験は９割以上が初めてとなっている。市町村別での男女比、学年の構成は図表５－１、２のとおりであ

る。また、参加のきっかけについて、中学生自身が選択したものを市町村ごとに見た結果が図表５－３で

ある。まずこれをもとに、回答者の構成を見ていくことにしたい。

図表５－１　市町村別の男女比

図表５－２　市町村別の学年構成

３　中学生の気づきと学び

おいらせ町

青森市

八戸市

階上町

29.129.1

36.436.4

38.438.4

49.549.5 50.5

60.3

63.6

69.1

男性

女性

その他

0 20 40 60 80 100（％）

100.0

29.529.5 27.3

8.18.1 2.7

34.034.0 28.9 37.1

89.2

43.2

おいらせ町

青森市

八戸市

階上町

１年生

２年生

３年生

0 20 40 60 80 100（％）
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図表５－３　市町村別の参加のきっかけ

図表５－４　男女別の参加のきっかけ

　階上町において男女比・学年比が比較的均等になっているのは、学校行事として全校で実施したためで

あり、中学生自身が「参加のきっかけ」として選択した回答の多くが「訓練に参加する学年・組に所属し

ていた」「仕方なく」であることにも反映されていると言えよう。しかしその中でも３割の中学生が「防

災や避難所運営訓練に関心があった」と主体的な姿勢を見せていることは注目できる。また青森市では学

校行事とまではいかないまでも、中学校教員も運営委員となるなど中学校の全面的な協力のもとに実施さ

れていた。

　おいらせ町は全員が３年生であるが、「先生や友人から誘われて面白そうだと思った」が53.7％、「防災

や避難所訓練に関心があった」が29.6％と非常に高く、積極的な動機で参加していることがうかがえる。

今回、全体としてほとんどの中学生が初めての参加であることを考えると、中学生同士の経験を聞いて参

加したとは考え難い。おいらせ町でのこれまでの総合防災訓練や避難所運営訓練、また地域防災活動や町

としての防災施策など地域や教員からの防災に対する意識・行動が中学生の主体性を引き出していると捉

えられるのではないだろうか。

　八戸市は、実施母体となっている地区としては、中学校に依頼はしたが、当初は中学生の参加はほとん

ど想定できなかった。しかし、中学校側で部活動などを通じて参加を呼びかけ、多くの生徒が集まった。

　図表５－４からは、「訓練に参加する学年などに所属していた」以外では、女性の方が男性に比べて「誘

われて面白そうだと思った」「防災や避難所運営訓練に関心があった」といった積極的な動機で参加して

いることを見ることができる。

２．地域意識

　このアンケートでは、避難所運営訓練に参加した中学生の地域意識の傾向を捉えながら、避難所運営訓

練での達成度（気づきや行動）および訓練中の様々な場面での学びの成果について検討しようとした。そ

のため、地域意識の傾向を知る設問として「Ⅰオ）自分が住んでいる地域についてどのように感じている

か」という設問を立て、６項目について５件法での回答を求めた。

　この６項目は「コミュニティ意識尺度（短縮版）」における「連帯・積極性」「愛着」の下位尺度の項目

を使用した1 。詳細は以下のとおりである。
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図表６－１　コミュニティ意識尺度の質問項目

下位尺度 質問項目

連帯・積極性 B．地域の人と何かを一緒にすることで、自分の生活をよくしたい

D．地域でのボランティアなどの積極的活動に参加したい

F．住みよい地域づくりのために自分から積極的に活動したい

愛着 A．いま住んでいる地域に誇りとか愛着のようなものを感じている

C．この地域にたまたま生活しているが、関心や愛着はそれほど無い

E．人からこの地域の悪口を言われたら、自分の悪口を言われたような気になる

　これについて、「非常にあてはまる」を４点、「まああてはまる」を３点、「どちらとも言えない」を２点、

「あまりあてはまらない」を１点、「まったくあてはまらない」を０点と得点化した。

１　石森真徳・岡本卓也・加藤順三「コミュニティ意識尺度（短縮版）の開発」『実験社会心理学研究』第53巻第１号、
pp.22－29。

　なお、「C．この地域にたまたま生活しているが、関心や愛着はそれほど無い」は逆転項目のため、得

点化の際も「非常にあてはまる」から「全くあてはまらない」を０～４点と逆転させている。「連帯度」「愛

着度」それぞれの平均値を算出したものが図表６－２～４である。

　図表６－４に示されているように、地域への愛着度や連帯度が高いことが、こうした訓練に関心を持ち

参加しているという表明につながっていることが考えられる。したがって、中学生参加者全体の女性の割

合が男性よりも高かったこと、図表５－４に見られたように参加のきっかけとして女性の方が積極的な動

機が見られたことが、図表６－２の男女別の愛着度・連帯度にも影響していると考えられよう。

　そうした見方をすれば、学校ごとの参加の働きかけ方や回答者自身が選択した「参加のきっかけ」にも

数値の高低に反映されそうである。殊に階上町は学校行事として、また青森市も中学校が全面的に協力し

て実施したということで、生徒側から見ると半強制的に参加が促されていた。しかし図表６－３、４では

青森市や階上町の平均値は高く、また「訓練に参加する学年などに所属していた」を選択した回答者の平

均値も高いことからも、回答者は学校行事だからということで消極的なわけではなく、地域活動の一環と

して関心を持って参加していたことがうかがえる。

図表６－２　男女別の愛着度・連帯度の平均値

男性 女性

愛着度 7.62 8.55

連帯度 8.39 8.91

図表６－３　市町村別の愛着度・連帯度の平均値

おいらせ町 青森市 八戸市 階上町

愛着度 7.65 9.07 7.93 8.26

連帯度 8.85 9.61 8.38 8.36
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図表６－ 4　参加のきっかけ別愛着度・連帯度の平均値

訓練に参加する学年

などに所属していた

誘われて面白そう

だと思った

防災や避難所訓練

に関心があった
仕方なく その他

愛着度 8.44 8.00 8.65 6.57 6.96

連帯度 8.80 8.88 9.68 6.57 7.15

３．訓練での役割

　訓練で担当する班は、当日に、生徒の意向をふまえながらも人数や性別のバランスを全体で見ながら決

定する。単純集計からも、総務・情報班が全体の27.7%、炊出し班が21.4％、施設管理班が22.0％、要配

慮者・衛生班が22.5％と、比較的バランスよく分配されていることが分かる。

　男女別に見た担当班は図表７－１である。また、班の中でどのような役割を果たしたと思うか、といっ

た男女別の自己評価が図表７－２である。回答者の構成では女性の比率が高く、また訓練参加のきっかけ

として「誘われて面白そうだと思った」「防災や避難所運営訓練に関心があった」といった積極的な動機

を見せている、さらには地域への愛着度・連帯度も女性の方が高いが、リーダー役であったことを自覚す

る比率は女性全体の4.5％と低く、７割以上が「自分からやれそうなことを見つけて動いた」に回答して

いる。男性は全体のうちの１割がリーダー役であったことを自覚しており、これと比較しても低いことが

分かる。これは、訓練時以外での学校や家庭・地域社会生活などでの環境的要因や自己肯定感などが影響

していることが予想される。

図表７－１　班別の男女構成

男性 女性

総務・情報 56.7 43.3

炊出し 21.6 78.4

施設・管理 41.5 56.9

要配慮者・衛生 34.1 64.8

図表７－２　男女別の役割についての自己評価　　　　　　　　　　　　　　（％）

男性 女性

中学生のなかではリーダー役だった   9.9   4.5

自分からやれそうなことを見つけて動いた 65.3 74.7

他の人に言われたことを実施した 23.8 20.8

他の人から言われても思うように動けなかった   1.0   0.0

100 100

　役割についての自己評価と、地域意識との関連を見たのが図表７－３である。「思うように動けなかっ

た」はサンプル数が非常に少ないため、参考値に過ぎないことを断っておきたい。これを見ると、活動の

中での役割で、積極性の高いもの（「リーダー役だった」「自分からやれそうなことを見つけて動いた」）

を選択した回答者ほど、愛着度・連帯度が高いことが分かる。この避難所運営訓練の中での中学生の関与

の積極性は、地域意識の高さと関連があることが推察される。
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図表５－５　役割についての自己評価と地域意識（平均値）

中学生の中ではリー

ダー役だった

自分からやれそうなこ

とを見つけて動いた

他の人に言われたこ

とを実施した

思 う よ う に 動 け な

かった

愛着度   8.67 8.48 7.22 8.00

連帯度 10.00 9.15 7.11 6.00

４．訓練を通じての気づきや行動

　運営委員同様、「Ⅲ．訓練に参加していかがでしたか」として、８項目について「あてはまる」から

「まったくあてはまらない」までの４件法で訊ねた。これらは訓練を通じての学びや行動を評価するもの

であり、訓練の達成度としてみていくことにする。なお、８項目のうち、「健康体操をしたら心身がすっ

きりした」「炊出しがおいしかった」については、回答者の訓練のふりかえりを目的として入れた項目で

あるため、分析からは除く。

　各項目について男女別に比較をしたものが図表６－１～６である。

図表６－１　避難所の様子や運営のやり方を学ぶことができた

図表６－２　地域の人との活動の雰囲気になじめた

図表６－３　中学生プログラムでは、本当の災害時をイメージして考えることができた

図表６－４　中学生プログラムで、自分の考えを言うことができた
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40.240.2

37.337.3 29.7 25.3 7.7

29.9 22.4 7.5
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図表６－５　中学生プログラムで、他の人の考えを聞くことができた

図表６－６　中学生プログラムでの問題では、自分の考えを簡単に出せた

　また、この６項目について、「あてはまる」を３点、「まああてはまる」を２点、「あまりあてはまらない」

を１点、「まったくあてはまらない」を０点として「達成度」として算出した。

図表６－７　男女別の達成度の平均値

男性 女性

達成度の平均値 13.93 14.20

　「あてはまる」「まああてはまる」を合わせて見ると、男女で回答の傾向にそれほど違いは見られない。

それは、図表６－７の平均値をとっても、それほど大きな違いではないことからも言えよう。以下では

「あてはまる」を積極的に選択した、という意味で「あてはまる」の回答のみで男女の傾向を見ることに

したい。

　まず、図表６－２「地域の人との活動の雰囲気になじめた」との設問については、男女の差異はほとん

ど見られず、５割近くの回答者が「あてはまる」を選択している。地域意識は女性の方が高かったが、訓

練の現場では男女ともに地域の人と良好な関係ができたことがうかがえる。

　図表６－１「避難所の様子や運営のやり方を学ぶことができた」および図表６－３「中学生プログラム

では本当の災害時をイメージして考えることができた」の項目では、女性の方が男性に比べて「あてはま

る」に回答している率が高い。本事業での避難所運営訓練は、特に運営委員との共同作業の場面で「女性

への配慮」や「男女共同参画の視点」といったことが組み込まれていることから、中学生の場合女性の方

がリアルに気づきや学びを得やすかったことが推察される。

　図表６－４～６は、中学生のみで（または中学生が中心となりながら）グループに分かれ、災害時や避

難所で想定される課題を検討する「中学生プログラム」での、議論の場面での姿勢をどのように自己評価

しているかを問うたものである。ここから見えることは、男性に比べて女性の方が自分の意見を簡単には

出せていないが、「自分の考えを言うことができた」が微細な差にとどまっていることから、それでも性

別に関わらず議論ができたのではないかと捉えられる。この微細な差は、図表６－６「他の人の意見を聞

くことができた」において、女性の方が「聞き役」になっていることにも影響していることも想定され

る。

　達成度に関し、市町村別に平均値を見たものが図表６－８である。また、市町村別でみる場合、運営委

員との関係が影響してくると思われるため「地域の人との活動の雰囲気になじめた」の項目について、市

町村別に出したものが図表６－９である。
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図表６－８　市町村別の達成度の平均値

おいらせ町 青森市 八戸市 階上町

達成度の平均値 14.94 15.73 13.88 13.06

図表６－９　市町村別「地域の人との活動の雰囲気になじめた」

　図表６―３では市町村別の愛着度・連帯度の平均値を出しているが、そこで見られた中学生の地域意識

の傾向と、図表６－８、９で示した訓練の達成度との関連はあまり見られない。図表６－８では、おいら

せ町・青森市の達成度が高く、階上町の達成度が低いことが分かる。中学生プログラムの内容や形態が市

町村によって多少異なるため、それが影響していることも考えられるが、そうした傾向は「地域の人との

活動の雰囲気になじめた」にも同様に見られる。これらの結果からは、中学生から見ると「地域の人」と

して受け止められている運営委員の訓練の経験が影響していると捉えられる。

５．訓練中の様々な場面での気づき

　運営委員のアンケートと同様に、中学生に対しても訓練の様々な場面での気づきや考えについて自由記

述で記入してもらった。ただし運営委員のアンケート用紙に比べて欄が小さかったことは付記しておきた

い。視点として４項目、すなわち「性別によるニーズの違い」「要配慮者への支援」「地域の大人と一緒に

活動することでの発見」「中学生でも地域のために役立てる」を設定し、「具体的にどのようなことに気づ

いたか」と問うた。またそれ以外の気づきについては「その他」への記入を促した。以下では、それぞれ

についての主要なコメントを挙げる。

（１）災害時や避難所で、性別（男性もしくは女性）によってニーズが違う。

内容のカテゴリー コメントの内容

施設空間 囲いが必要なこと

男子トイレがない

更衣室が必要なことに気づいた

下着を干すところの目隠し布が薄く中が見えてしまう

ペット用のトイレなどを設置してほしい

準備が大変

女性専用などの部屋があった

洗濯物干し場が必要

それぞれの年代に合わせての環境でなければならない

男性／女性の気づき・配慮 女の人って大変

女の人には気を遣う

女性はリクエストが多くてちょっと大変だった

性別が違うこと

生活の行動の中での趣味などで差異があったこと

炊出しでも男性が活躍していた
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それぞれに長所がある

男女が協力することが大切

男性より女性の方が細かいところまでの気配りが必要だ

男女の区別をしないと犯罪になる

性別関係なしで動けば仕事がはかどる

性別等によるニーズの違い 当たり前のことだと思う

このような気遣いがあることでより良い避難所が作れることが分かった

きちんと配慮した避難所を作ることが大切

女性や子供を中心に考えて準備をしていた

生活を分けてやらないとダメ

それぞれ要望・必要なものが違うこと

男女特有の違いがあった

物資 下着や乳幼児に必要なものが大切ということが分かった

生活用品の優先順位

少しのご飯でもとっても嬉しいことに気づいた

プライバシー 意外とプライバシーがない

お互いに知られたくないことや見られたくないことを気遣って行動する

こと

女のプライバシーは大事

個人情報を他人に教えない

混乱するので大変だと思う

男女でのプライバシーのこと

その他 地域の人が協力的

力仕事ができる人とできない人がいる

　「女性への配慮」ということがストレートに受け止められ、多少極端な意見もあったが、主要なコメン

トの傾向としては、施設空間づくりの工夫、男性と女性の意識や行動、ニーズが異なることへの気づき、

プライバシーを守ることの必要性・重要性に触れているものが多く見られた。

 

（２）お年寄りや障害者、妊産婦、乳幼児を抱えた人などへの配慮が必要である。

内容のカテゴリー コメントの内容

要配慮者の気づき 熱いものを持たせてはいけない

安心できるように

お年寄りなどの歩けない人たちには炊出しを直接渡しに行くということ

お年寄りや妊産婦への配慮

いろんな人がいる

要配慮者は大変、その人が安心できる空間・配慮

毛布は高齢者に譲る

一人の人もいるし、手足の不自由な人が快適に過ごせるといい

栄養の偏りで子供に影響が出る

特別扱いしないで同じ人間として接する

支援の姿勢 いろんな人がいるのでいろんな視点でアイディアを出せればいいと思った

お年寄りや不自由な人には優しくする

一般の人と別にする

お年寄りや子供を優先してご飯をあげていた

重いものを持ってあげたりする
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お年寄りにはトイレが遠いので近くしたらしい

お年寄りは壁の近くに座らせたらいいと思った

気づかいをする

困っている人がいれば声をかけたい

ストレスにならないようサポートが必要

プライバシーが守られていること

施設空間・設備 一番住みやすい環境はそれぞれ

いすなどを配備する

押入れも活用しているのがすごい

お年寄りのことをちゃんと考えている

階段がつらい

階段の手すりは開けておかないといけないと思った

使用中などの看板がほしい

地面に座るより椅子のほうが楽なこと

ストレスのない空間が必要

専用のベッドや更衣室をつくる

それぞれに必要なものが異なるから専用スペースをもっと作ったほうがいい

小さい子供は走り回るので安全な場所を作る

障害者専用のトイレなどがあること

個室がほしい

カーテンが透けていた

カーテンをつける

自分自身の意識 生きる必要がある

自分たちだけいい思いをするのではなくほかの人の配慮も必要なことが分

かった

何があるかわからないので健康に配慮しながら生活しなくてはいけない

今誰が一番困っているかを考えて、行動することの大切さを学んだ

　実際に参加者の中に高齢者が多かったため、高齢者への配慮が考えやすかったようである。また、自分

自身の健康や意識に関するコメントが出てきたことは注目すべき点である。

（３）地域の大人の人と一緒に活動することで発見がある。

内容のカテゴリー コメントの内容

概括的な感想 新しいことがたくさん分かった

大人の人のすごさが分かった

いい経験ができた

いろいろためになる話をしてくれた

一緒にやって楽しかった

大人たちの大変さ

今までにない体験ができてとても楽しかった、よかった

大人の働きのすごさ

大人の求める理想が高すぎる

興味がわいた

効率の良いやり方を知っている

年上は絶対

あまり感じなかった

協力することの意義 お互いに協力し合うことが大切



－ 102 －

大人でも判断できないところがあるから子供の意見を聞けばいいと思う

お年寄りや小さなこどもが楽に生活できるようにすること

大人と子供では見るところが違う

大人とやることによってなるほどがたくさんあった

大人の考え方が分かる

大人の気持ちになれた

大人の視点からは違うものが見える

大人の人からの意見をもとに自分たちも考えた

大人の人と活動すると仕事がどんどんはかどる

大人の人との活動を通して自分には何ができるのかを考えて行動できた

大人の人の意見が聞ける

関わり・共同作業が大事

その地域ならではの情報を共有することができる

地域の人たちと協力・交流ができた

あまり関心がないが、いざというときは協力が必要だと思った

大人のやっている仕事を子どもが見て覚える

実際に活動しているのを見て、こういう時にどうすればいいかが分かる

地域の人たちと一緒に話を聞いて、いろいろ提案することができた

てきぱきと動いていたので中学生もそれ以上に行動する、考えようとする

子どもだけでは考えつかない発想がたくさんある

子どもにできないところを大人がカバーしてくれた

たくさんの意見を共有できた

その他の気づき 敬語を使うこと

今日来た大人の人が結構多く、防災を意識している人が多いということ

指示が次々と出てきて暇な時間がなく良かった

災害時だと大人の人でも運営が大変そう

真剣に手伝う

積極的に働くのがいい

生活する中での協力の上にあるリーダー的存在がいたこと

もしわからないことがあったときに積極的に自分から聞いて役に立ちたいと

思った

避難するときに地域で集まったら知っている人と会うことができるのを知っ

てそうなればいいと思った

　大人が持つ知識や技術、能力といったこともさることながら、一緒に活動することでの効率化、自分た

ち（中学生）との意見の違い、相互の理解といったことが図られている。また、敬語の使用や防災意識を

持つ大人への気づき、地域リーダーの存在の認知といった日常の社会生活につながる行動や意識について

のコメントも見られた。

（４）中学生でも地域のために役立てることがある

内容のカテゴリー コメントの内容

具体的な場面 炊出しをやったとき、協力できた

受付や誘導

男だったら力を使って、女子だったら清掃とかお年寄りとの会話ができる

お年寄りの手伝い、話しかけたり用具を準備したりすること

要配慮者に気遣いながら生活する

おにぎりを作る、炊出しの手伝い
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重い荷物を持ったり炊出しも私にできることに気づいた

空間づくりをする

ゴミ拾い、ごみは捨てる

避難の呼びかけ

避難所への誘導

中学生として 「考動」ができるので役に立てる

役に立つことがあると思った

動きは中学生の方が早いので積極的に動くこと

お年寄りだと大変なことでも中学生ならできる

大人だけに頼っていないで自分たちにもできることなら進んで頑張ろうと思った

コミュニケーションをとる

中学生でも日ごろから考えておくことが大切

中学生の意見が取り入れられたこと

どうすれば地域のために役立てるかを考えることですでに役立っていると思う

人手が足りないとき若い人が必要だ

一人一人がやるべきことをやることが大事

防災ボランティアに参加する

防災マップの作成や老人に声をかける

ボランティアなどを積極的にやりたいと思った

目標を持つこと

周りの人たちに親切にすること

ただ逃げるだけでなく、周りに知らせながら逃げる

大人が気づいていないところを中学生がやっていたのがいいと思う

今日のような授業を受けていれば地域の人を少しでも助けられると思った

積極的に動く

力仕事、荷物持ち

小さいことでもやれば役に立てる

中学校を使う 学校のこと（どこに何が置かれているかなど）は詳しいから自分から動く

逆に中学生だから知っていることもあると思うから役立てたい

この学校が避難所になるなら役立てる

案内ができる

　班ごとの活動で中学生が実践していた役割、例えば配膳や誘導、ゴミ拾いなど細かな仕事があることへ

の気づきが大きかったようである。また、中学生として災害時に力になれることが多いことを理解したと

ともに、コミュニケーション、積極性・自主性、生活意識といった日常的に心がけていくことができるこ

とへの気づきも見られた。また、自分たちが普段使用している校舎や体育館が訓練に使われていることか

ら、備品の所在や建物の案内といった点で役立てると書いているコメントも多く見られた。

（５）その他

内容のカテゴリー コメントの内容

地域への視点 こんな人も地域にいたんだという驚き

運営委員会が結成されている

女性の人が大活躍していた

たくさんの地域の協力が必要

避難所運営について 男女力を合わせて頑張ること

たくさんの人がいるので他の人に気を遣う



－ 104 －

避難所に来る人は全員元気ではないこと

避難所にはルールがあることを知った

みんなの考えを生かしながらより快適に避難生活を送ることの重要さを知っ

た

冷静な判断が必要

シミュレーションすることで実際の避難時に慣れて行動できると思った

年代、性別関係なく協力することが大切

備品・炊出しなどの方法 アルファ化米の作り方等

意外にも段ボールが快適、かなりの発見

すぐ建てられた部屋、意外と簡単だった

トイレや女性用の物干しの大切さ

道具の素材などに気づいた

電気に困る

布団を増量する

プラスチックのなかはあったかい

スプーンだけで食べるのは難しく、箸の便利さを知った

実践の感想 多くの人のご飯を作るのは大変

この学校の体育館は使い勝手がいい

小学校の時とは違う視点で出来た

体育館以外にも使えるところは使った方がいい

人と人が協力し合っていくことで一人でいるより安心できる

今の日常（あたりまえの）生活がすごくしあわせだということ

日常で普通なことができなくなるという体験をして、一日一日を大切にしよ

うと思った

もっと一人一人のことを考えたことを行うこと

避難所がどうなっているのかを見たことがなかったのでいろいろ見れて楽し

かった

年齢や性別、考え方は違っても、「防災」という意識の中では団結して生き

ようとすることは難しくない

　「その他」では様々な視点が出されているが、特に地域や避難所運営における協力や組織性に気づいた

ものが多く見られた。また、シミュレーションとはいえ実際の施設空間や、避難所で使用される備品や物

資に触れたりしたことへの率直な感想も見られた。また、避難所だけでなく災害時・避難生活といった視

点から日常の生活や普段の行動を見つめなおしたい、といったコメントも複数見られた。

　このアンケート調査は、本事業での避難所運営訓練に参画してきた運営委員と中学生が、どのような場

面において、どのような気づきや学びを得ているかを明らかにしようとしたものである。分析にあたって

は、主として性別や市町村別に視点を持つことにした。性別については、本事業が男女共同参画の視点を

持つ、または女性の視点や主体性（リーダー）を引き出すことも掲げているためであり、また市町村別に

みることは訓練の経験や運営委員会の組織化、中学校との関わりといった体制の違いが学習とどのように

関連しているかを検証するためである。

４　考察
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１．運営委員を対象としたアンケート結果から

　運営委員を対象としたアンケートの結果からは、まず運営委員の年代で50代以上が非常に高い割合を占

めていた。参加のきっかけの多くが「町会や自主防災組織の役員」や「地域団体から参加要請を受けた」

であることを見れば、町内会や日常の地域活動もまた、こうした年代に支えられていると捉えられる。一

般的に「地域に若い人が関わらない／若い人の参加が少ない」といった地域課題が出されるが、地域活動

の持続的発展を考えるならば、20代から40代の若い世代を巻き込む工夫が必要であろう。この点につい

て、このアンケート結果に見られる女性の参画や青森市の運営委員の組織化は注目できる。男性の半数が

「町会や自主防災組織の役員」であることで参加しているのに対し、女性は「地域団体からの参加要請」

に高い割合が見られた。しかし、女性の事前の会議への出席状況や当日の役割の自己評価（「リーダー役

だった」「自分からやることを見つけて動いた」）は低くなく、積極性が見られる。青森市においては中学

校のＰＴＡやおやじの会といった若い世代が中心となり組織化が図られている。つまり女性や若い世代も

参画しやすいよう就労形態や家族形態に配慮しながら役員などへの任命をする、またそれが実現しうる地

域活動のあり方や役員構成を検討することで積極的な参加を促す一助になるのではないだろうか。

　訓練では班分け、または班の中でのリーダーやその他の作業分担がされ、運営委員が主体的に活動して

いた姿が浮かび上がっている。なかでも女性の２割がリーダー役となっていたことを自覚していること

は、防災活動における女性のリーダーが求められる中にあって有効な訓練になっていたと捉えられる。ま

た、班に分かれたとはいえ、どの班においても同様の達成度が見られたこと、事業の組立ての工夫の成果

と言えるであろう。

　訓練の様々な場面での気づきに関しては、男性の方が施設空間や女性目線で考えることの必要性といっ

た、主催者側による事前の講義内容や企図がダイレクトに反映されている一方、女性はそれを実践する中

で見られたルールづくり、話し合い、要配慮者の多様性などといった内容の深まりや組織内の関係性への

視点が見られた。

　さらに、市町村別、また事前の会議への出席状況を見ることで、地域におけるこれまでの避難所運営訓

練の経験の学習成果への影響を見ることができた。ここからは、避難所運営訓練を重ねてきているほど、

事前の運営委員会での会議（議論やワークショップ）への参加率が高く、当日の達成度も高く気づきも多

いことが明らかになった。つまり、この事業は、当日の訓練のみならず、その訓練を作り上げてくるまで

のプロセス（事前の運営委員会）から学習活動として認識されていること、それが当日の訓練における学

習の達成度・深まりにつながっている、ということが説明できるであろう。

２．中学生を対象としたアンケートから

　本事業における避難所運営訓練の大きな特徴は、中学校と地域住民（主として運営委員）が協力して活

動することで、お互いの役割やできることを認識し地域の防災活動・意識を高めていこうとすることであ

る。中学生の参加は三沢市を除く４か所で実施された。中学生は96.7％の生徒が、訓練への参加が初めて

であると回答している。

　中学校ごとに訓練への関わり方が異なったため、市町村別の分析は積極的には行わなかったが、中学生

の地域意識や訓練での地域住民（運営委員）との関係については検討することにした。この結果、中学生

の訓練の達成度の高さや地域住民との活動の雰囲気になじめたことへの意識は、中学生自身の地域意識

（愛着度・連帯度）よりも、地域住民側の訓練の経験や学習の深まりが関係していると捉えられた。それ

は自由記述において「大人の人と一緒に活動することでの発見」の内容に、一緒に活動をする運営委員の

配慮の姿勢や行動、イニシアティブ、声掛けを中学生が敏感にとらえていることからも理解することがで

きる。

　中学生の場合、生活上の経験や当日の参加者の構成をふまえると、「要配慮者への支援」などについて
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は障害者や妊産婦よりも高齢者への配慮が具体的に考えやすかったようである。これが多様性への配慮の

視点を持つきっかけになることが期待される。

　また中学生にとっては「要配慮者への視点」よりも「男女共同参画の視点」「性別によるニーズの違い」

がリアルにとらえられたようであったため、特に男女別の分析を多く行った。回答者の地域意識を見ると

女性の方が高く、それが参加のきっかけにつながり、全体として参加者の男女の比率が４：６になってい

たことに反映されていると捉えられる。しかし、「班活動の中でリーダー役だった」との自己評価の比率、

および微細な差ではあるが、「自分の考えを言うことができた」への回答は男性よりも低い。他の結果を

見ると訓練自体には積極性が見られるが、こうした項目への回答を高くしていくことが女性リーダーの育

成につながると考えられる。

　最後に、複数の自由記述を通読する、通常の生活の見つめなおし、自身の健康への意識、他者への配

慮、他者との協力やコミュニケーションの重要性、地域社会の把握、大人との相互理解といった、日常生

活に対する意識や社会生活における自己のあり方への気づきについてのコメントが見られた。これは運営

委員側のコメントにはほとんど見られなかったものである。地域住民とともに学ぶという今回の訓練の形

態は、中学生にとって社会性・市民性といった力量を形成する場にもなっていたと捉えられる。
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　避難所運営訓練、お疲れ様でした。このアンケートは、参加された皆さまが本事業を通じてどのような

ことを気づき、考えたかについて把握することを目的としています。この結果は、今後の実践や研究以外

で用いることはありません。また個人が特定される形で公表したりすることもありません。

　本日の訓練をふり返りながら、率直にお答えくださいますようお願いいたします。

（平成27年度あおもり被災地の地域コミュニティ再生支援事業実行委員会）

Ⅰ．今日の避難所運営訓練での役割について、あてはまる番号に○をつけてください。（N=138）

ア）事前の運営委員会の会議に出席しましたか。 １．はい（65.9）　２．いいえ（32.6）　無回答（1.4）

イ）担当した班は

　 １．総務・情報（24.6）２．炊出し（13.8）３．施設管理（25.4）４．要配慮者・衛生（29.0）

ウ）班の中で、今日、あなたはどのような役割を果たしましたと思いますか。

　　最もよくあてはまるものを1つ選んで番号に○をしてください。

　　１．リーダー役だった。　　　　　　　　　　　　　（20.3）

　　２．自分からやれそうなことを見つけて動いた。　　（66.7）

　　３．他の人に言われたことを実施した。　　　　　　（5.8）

　　４．他の人から言われても思うように動けなかった。（０）　　　　　　　　無回答（7.2）

Ⅱ．訓練に参加していかがでしたか。あてはまる番号に○をつけてください。

あ
て
は
ま
る

ま
あ
あ
て
は
ま
る

あ
ま
り
あ
て
は
ま

ら
な
い

ま
っ
た
く
あ
て
は

ま
ら
な
い

無
回
答

ア）避難所運営のやり方を学ぶことができた。 69.6 24.6 3.6 0 2.2

イ）班ごとの活動の雰囲気に馴染めた。 63.0 28.3 2.2 0.7 5.8

ウ）班活動で自分の意見を言うことができた。 54.3 33.3 5.8 0.7 5.8

エ）班活動で他の人の意見を聞くことができた。 64.5 31.2 2.2 0 2.2

オ）本当の避難所をイメージしながら活動ができた。 43.5 39.1 12.3 0.7 4.3

カ）地区や町会での防災体制を見直すきっかけとなった。 54.3 34.8 4.3 1.4 5.1

キ）健康体操をしたら、心身がすっきりした。 24.3 17.2 4.2 0.4 54.0

「八戸市」を除く（N=118） 49.2 34.7 8.5 0.8 6.8

ク）炊出しがおいしかった。 65.2 20.3 3.6 0.7 10.1

単純集計　（Ｎ＝138）　（暫定版）

避難所運営訓練を終えてのアンケート

一般（運営委員）
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Ⅲ．訓練の中で、次の項目について気づかされたり考えたりすることはありましたか。

　　ありましたら、囲みのなかに具体的にお書きください。

ア）災害時や避難所で、性別（男性もしくは女性）によってニーズが違う。

具体的にどのようなことに気づきましたか。（記入あり　39.3）

イ）お年寄りや障害者、妊産婦、乳幼児を抱えた人などへの配慮が必要である。

具体的にどのようなことに気づきましたか。（記入あり　48.1）

ウ）中学生と一緒に活動することに意義がある。

具体的にどのようなことを感じましたか。

（「八戸市・当日参加者」「三沢市」を除くN=103　記入あり　74.8）

エ）その他、普段では気づかないことに気づいたことはありますか。もしあれば自由にお書きください。

（記入あり　29.7）

Ⅳ．ご自身のことについてお尋ねします。あてはまる番号に○をつけてください。

ア）性別　　　　　　 １．男（43.5）　　２．女（55.8）　　３．その他（０）　無回答（0.7）

イ）年齢　　　　　　 １．20代（3.3）　２．30代（3.3）　３．40代（11.8）　４．50代（27.9）

５．60代（34.6）　６．70代（15.4）　７．80代以上（3.7）　無回答（０）

ウ）訓練への参加は　 １．初めて（47.3）　２．２回目（27.2）　３．３回目以上（14.6）　無回答（10.9）

エ）現在、一緒に暮らしている人すべてに○をつけ、（　　）には人数をご記入ください。

１．配偶者（68.6）

２．子ども（46.4）（１人：46.8（52）、２人：39.6（44）、３人：8.1（９）、５人：1.8（２）、無回答：3.6

（４））

３．孫（10.5）（１人：32.0（８）、２人：40.0（10）、３人：20.0（５）、４人：4.0（１）、無回答：4.0（１））

４．自分の父親（5.0）　　５．自分の母親（9.2）　　６．配偶者の父親（2.9）

７．配偶者の母親（7.9）

８．その他（ペットは除く）（7.5）（１人：72.2（13）、２人：11.1（２）、４人：5.6（１）、５人：5.6（１）、

無回答：5.6（１））　　すべて無回答（11.7）

オ）参加のきっかけとして、最もよくあてはまるものを１つ選んで○をしてください。

　　１．自主防災組織もしくは町会の役員である。（25.5）

　　２．地域団体に所属していて参加を要請された。（17.2）【団体名：　　　　　　　　　　　　　】

　　３．回覧板や知人などからの情報から、参加してみたいと思った。（18.0）

　　４．防災や避難所運営訓練に関心があった。（12.1）

　　５．その他（4.6）【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 】　無回答（22.6）
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カ）普段、地区や町会での活動にどのように関わっていますか。

　　最もよくあてはまるものを１つ選んで○をしてください。

　　１．積極的に関わっている。（23.8）

　　２．できるだけ関わるようにしている。（43.9）

　　３．声をかけられれば参加する。（13.4）

　　４．ほとんど関わっていない。（6.3）

　　無回答（12.5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ご協力ありがとうございました。お疲れ様でした。】

＊同居者の構成について、「子供の配偶者（嫁・婿）」の項目が欠落したため、該当する場合は「子ども」

もしくは「その他」の数値に入っていることが予測される。また、「すべて無回答」は、「一人暮らし」

もしくは回答拒否のいずれかを含む。
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　避難所運営訓練、お疲れ様でした。このアンケートは、参加された皆さんが本事業を通じてどのような

ことを気づき、考えたかについて把握することを目的としています。この結果は、今後の実践や研究以外

で用いることはありません。また個人が特定される形で公表することもありません。

　本日の訓練をふり返りながら、率直にお答えくださいますようお願いいたします。

（平成27年度あおもり被災地の地域コミュニティ再生支援事業実行委員会）

　

Ⅰ．はじめに、あなた自身のことについてうかがいます。あてはまる番号に○をつけてください。

ア）性別　　　　　　 １．男（40.0）　２．女（58.9）　３．その他（0.7）　無回答（0.4）

イ）学年　　　　　　 １．１年生（19.3）　２．２年生（15.6）　３．３年生（65.2）　無回答（０）

ウ）訓練への参加は　 １．初めて（96.7）　２．２回目（3.0）　３．３回目以上（０）　無回答（0.4）

エ）参加のきっかけとして、最もよくあてはまるものを１つ選んで○をしてください。

　　１．防災訓練に参加することになった学年・組・係などに所属していた。（45.7）

　　２．先生や友人から誘われて面白そうだと思った。（29.5）

　　３．防災や避難所運営訓練に関心があった。（15.0）

　　４．じゃんけんに負けたなど、仕方なく。（4.0）

　　５．その他　【調査書に書かれるため、など　】（2.9）　　　　　　　無回答（2.9）

オ）あなたは自分が住んでいる地域についてどのように感じていますか。

　　あなたの考えに最も近い番号に○をつけてください。

非
常
に
あ
て
は

ま
る

ま
あ
あ
て
は
ま

る ど
ち
ら
と
も
言

え
な
い

あ
ま
り
あ
て
は

ま
ら
な
い

ま
っ
た
く
あ
て

は
ま
ら
な
い

無
回
答

Ａ．いま住んでいる地域に誇りとか愛着のようなものを感
じている。

30.6 41.0 21.4 5.2 1.7 ０

Ｂ．地域の人と何かを一緒にすることで、自分の生活をよ
くしたい。

34.7 40.5 19.7 1.7 3.5 ０

Ｃ．この地域にたまたま生活しているが、関心や愛着はそ
れほど無い。

7.5 10.4 27.2 28.3 24.9 1.7

Ｄ．地域でのボランティアなどの社会的活動に参加した
い。

30.6 30.6 28.3 4.6 4.0 1.7

Ｅ．人からこの地域の悪口を言われたら、自分の悪口を言
われたような気になる。

27.2 32.9 24.3 6.4 8.7 0.6

Ｆ．住みよい地域づくりのために自分から積極的に活動し
たい。

35.8 37.0 20.8 0.6 5.2 0.6

単純集計　N=270　（暫定版）

避難所運営訓練を終えてのアンケート

中学生
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Ⅱ．今日の避難所運営訓練での役割を教えてください。

ア）担当した班は　

１．総務・情報（27.7）　２．炊出し（21.4）　３．施設管理（22.0）

４．要配慮者・衛生（22.5）　無回答（6.4）

イ）班の中で、今日、あなたはどのような役割を果たしたと思いますか。

　　最もよくあてはまるものを1つ選んで○をしてください。

　　１．中学生のなかではリーダー役だった。（8.1）

　　２．自分からやれそうなことを見つけて動いた。（66.5）

　　３．他の人に言われたことを実施した。（18.5）

　　４．他の人から言われても思うように動けなかった。（0.6）

Ⅲ．訓練に参加していかがでしたか。あてはまる番号に○をつけてください。

あ
て
は
ま
る

ま
あ
あ
て
は
ま

る あ
ま
り
あ
て
は

ま
ら
な
い

ま
っ
た
く
あ
て

は
ま
ら
な
い

無
回
答

ア）避難所の様子や運営のやり方を学ぶことができた。 73.4 23.1 1.7 1.2 0.6

イ）地域の人との活動の雰囲気になじめた。 52.6 40.5 4.0 1.2 0.6

オ）中学生プログラムでは、本当の災害時をイメージして考える
ことができた。

54.3 37.6 5.8 1.2 1.2

ウ）中学生プログラムで、自分の考えを言うことができた。 46.2 30.6 17.9 4.0 1.2

エ）中学生プログラムで、他の人の考えを聞くことができた。 66.5 27.7 3.5 1.2 1.2

カ）中学生プログラムでの問題では、自分の考えを簡単に出せた。 43.9 37.0 16.2 1.7 1.2

キ）健康体操をしたら、心身がすっきりした。（八戸市を除く。
N=193）

27.6 34.2 28.6 8.2 1.5

ク）炊出しがおいしかった。（階上町を除く。N=172） 69.9 19.1 8.1 2.3 0.6

Ⅳ．訓練の中で、次の項目について気づかされたり考えたりすることはありましたか。

　　ありましたら、囲みのなかに具体的にお書きください。

ア）災害時や避難所で、性別（男性もしくは女性）によってニーズが違う。

具体的にどのようなことに気づきましたか。

（記入あり61.1）

イ）お年寄りや障害者、妊産婦、乳幼児を抱えた人などへの配慮が必要である。

具体的にどのようなことに気づきましたか。

（記入あり62.2）

ウ）地域の大人の人と一緒に活動することで発見がある。

具体的にどのようなことを感じましたか。

（記入あり53.7）
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エ）中学生でも地域のために役に立てることがある。

具体的にどのようなことに気づきましたか。

（記入あり63.3）

オ）その他、普段では気づかないことに気づいたことはありますか。もしあれば自由にお書きください。

（記入あり23.0）

【ご協力ありがとうございました。お疲れ様でした。】


