
Ｈ２６年度

『地域地震防災コース』実施結果について

（受講生へのアンケートに基づく）

豊橋技術科学大学 安全安心地域共創リサーチセンター
研究員 穂苅 耕介
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防災人材養成コースの概要

企画・運営体制
実施目標とイメージ

コースプログラム・工夫とこだわり
前年度からの変更点
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企画・運営体制

三河港湾
防災・減災連絡会

（事務局：豊橋技術科学大学）

蒲郡地区委員会防災部会
御津臨海企業懇話会
神野地区防災自治会
明海地区防災連絡協議会
田原企業臨海懇話会

●企業連絡協議会等

蒲郡市企画部企画広報課
豊川市産業部企業立地推進課
豊橋市産業部産業政策課

産業部港湾活性課
田原市政策推進部企業立地推進室

●自治体

世話役
ニーズとシーズのマッチング

コースの実施
幅広い学び直しテーマの
産学官コンソーシアムで
取組内容を改善

Ｈ２６年度の実施体制
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実施目標とイメージ

カリキュラム完成による中核的人材養成のモデル形成（イメージ）

・大規模災害への日頃からの万全の備え
・地域の企業等の対応格差の解消
・災害前後の実践的高度対応方策の学習、習得

実施目標
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１ 基礎から学ぶ地震と防災 講師：斉藤大樹
２ 基礎から学ぶ建物の地震対策 講師：中澤祥二
３ 基礎から学ぶ津波・高潮 講師：加藤 茂
４ 基礎から学ぶ避難方法と避難所運営 講師：垣野義典

Basic  コース

１ 地盤の液状化-メカニズム・被害・対策- 講師：三浦均也
２ 建物の耐震診断と耐震補強 講師：松井智哉
３ 防災まちづくりと地域防災力 講師：大貝 彰
４ 事業継続計画の策定とマネジメント 講師：増田幸宏

Advance  コース

１ 基礎から学ぶ地震と防災 講師：斉藤大樹
２ 基礎から学ぶ建物の地震対策 講師：中澤祥二
３ 基礎から学ぶ津波・高潮 講師：加藤 茂
４ 基礎から学ぶ地震への備えと行動 講師：増田幸宏

26年度（10.7～11.14）25年度（2.5～2.26）

開講初年度は、基礎から地震防災を学ぶBasicコース４回を実施

２期目となる今年度は、テーマを絞ったAdvanceコース４回と

県内の防災関連施設の見学会を追加

Basic  コース

コースプログラム

（Basic コースを受講された方のみ対象）

県内３市の防災関連施設見学会（希望者のみ）

＋
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（１）仕事帰りに立ち寄りやすい
企業団地近くの会場 を確保

（時間に余裕のない実務者でも参加してもらえるよう配慮）

（２）技科大各教員が講義ごとに
オリジナルテキスト を作成
（図＋解説を１セットにし、視覚的わかりやすさを重視、
東三河地域の事情に即した内容を盛り込む)

カモメリア

ライフポートとよはし

配付したオリジナルの
テキストとファイル

テキストを手元に聴講する受講生

（４）一定条件を満たした受講生に
修了証書 を授与
（個人を対象として３／４回以上出席者に授与）

第１期は５９名中５８名に修了証書を授与

（３）授業カルテやＱ＆Ａシートを用い、
講義のフォローアップを徹底
（講義の要点がわかるカルテを配付するとともに、

不明・疑問点等に応えるＱ＆Ａシートでフォロー）

講義毎に理解度を確認
するシートを配付

（５）面識のない受講生同士が知り合い、
情報交換できる場をセッティング
（横のネットワークづくりの場も企画）

工夫とこだわり
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前年度からの変更点

１）連絡会の発足

防災人材養成に関わるニーズとシーズと調整するプラットフォーム組織

２）開催時間帯の変更

夕方以降開催から日中開催へ（＊会場については大きな変更なし）

３）コースプログラムの変更

入門編のBasicコースに対してテーマを絞ったAdvanceコースを開設

４）施設見学会の企画

名古屋大学減災連携研究センター等の協力を得、バスツアーを企画
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参加者数と参加の立場

参加者数の推移
参加者の立場
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参加者数の推移

４回中３回以上の参加者
⇒53名中51名（96.2%）

４回中３回以上の参加者
⇒41名中36名（87.8%）

H26年度申込者数82名（うち参加者数 Basic 53名、Advance 41名）
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蒲郡臨海
５社５人中（個人として０／業務として５）

御津臨海
３社３人中（個人として０／業務として３）

神野臨海
４社６人中（個人として２／業務として４）

明海臨海
９社12人中（個人として１／業務として９／不明２）

田原臨海
７社10人中（個人として１／業務として９）

豊川（内地）
１社１人中
（個人として０／業務として１）

豊橋（内地）
15社23人中
（個人として３／業務として17／不明３）

（時間帯を日中に変更したことで防災業務の一環で参加する受講生が増加）
参加者の立場 臨海企業２８社から参加した３６名中３０名が「業務として」参加
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参加動機と防災業務上の課題意識

参加動機・防災業務上の課題意識
関心のあるテーマ
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蒲郡臨海

御津臨海

神野臨海

明海臨海

田原臨海

グループ会社がBCP活動を開始し、地震防災の知識が必要になった

防災に対する意識が低いから

会社で地震に対してどう取り組んだらよいのかを知りたくて参加した

業務上、地震防災の知識が必要になったため

蒲郡地区の「防災部会」の活動に活かすため

BCPの策定を考えたい

会社で地震発生時の対応を取り決めているが、
さらに情報を集め、よりよいマニュアルをつくりたい

ＢＣＰ作成に活かしたいため

ふ頭に会社があるので地震・津波の知識を得たい

地震・津波発生時の的確な対処方法を、
理論的に理解し、実践に役立てていきたい

海の仕事をしている会社のため今後の社員保護や
経営、建物と拠点の考え方を本気で考えなければ
ならないと思った

会社にていかに従業員を守るかを検討するため

津波対策、BCPに関する知識不足を改善するため

社内の防災対策とBCPに反映するため

工場の防災訓練の計画・実施に役立てたい

地震防災の知識を向上させ、
防災マニュアル・ＢＣＰを実際に使えるものにするため

当社のBCP構築の情報として活用したい

地震や津波を理解し、発信する力が必要と考えたため

最近、毎年の防災訓練がマンネリ化している

大規模地震・津波対応を進める中で
推進したい企画の説得力をつけることと企画そのものの質を上げるために参加した

地震に関する基礎知識の習得

工場が海に面したところにあり、津波などに備える必要があると考えた

地震防災に対する意識の維持と向上のため

全従業員の防災意識を高める方策を知りたいため

防災・減災に関する知識を習得して
業務に活用したい

多くの知識を得ておくことが、
地震防災に役立つと考えた

ＢＣＰのため

参加動機（臨海企業）

業務上の防災知識の必要性
防災への取組み意識や手法の習得

ＢＣＰの策定・マニュアルの改訂

ＢＣＰの策定
災害時対応の正確な理解

ＢＣＰ・マニュアルへの反映
防災知識の向上と実践

防災知識の習得と実践
防災意識の維持・向上
地震・津波への備え
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蒲郡臨海

御津臨海

神野臨海

明海臨海
田原臨海

避難が難しい（夜間避難の方法）

安否確認のよい方法

避難場所の選定と経路

津波、液状化を含めた地震防災（とくに避難）

工場の耐震工事かかるコスト

防災訓練
（訓練のための訓練になっていないか苦慮）

津波対策・避難方法
地域の実情にあわせた対策
（本社が別地域にある）
防災訓練（災害時に即した）

危機感のない社員への教育

液状化への事前対策と事後対応
液状化対策
液状化を想定した２次避難場所の確保

社員の防災意識の向上
（意識が高いのは一部だけ）

会社として何もできていないこと

企業間の情報共有

従業員の防災意識（関心）が低い
（マニュアルに書かれた役割を各担当者が認識していない）

避難方法、業務再開方法

社員の防災意識の向上

社員の安否確認
（公共の通信が使用不能時）

防災に対するマンネリ化

社員に危機感がない

液状化、避難、津波対策
事業所建屋の耐震化

津波対策

工業団地にとじこめられた際の救護体制
災害時の連絡・指示・安否確認

防災業務上の課題意識（臨海企業）
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作成しているＢＣＰが実情にあったものなのかを知るため

会社内の防火担当の役職に就いた

会社の防災計画の参考

耐震補強 会社の防災機能を向上させるため 社内の防災体制の見直しを検討するため

防災対応マニュアルを見直すため

会社でＢＣＰを検討中のためBCP対策に対応するため会社のBCPや防災対策を考える立場になった

よりよいBCPを作成するため

BCPの改訂に役立てたい

会社においてBCP策定を起案する一助としたい

参加動機

参加動機（内地企業）

防災体制の見直し

ＢＣＰ・マニュアルの策定・改訂

会社の防災機能向上（建築物） 防災担当になった

業務における課題

災害時の復旧が長期化した際の企業の存続、利益の確保

避難訓練時の点呼（従業員が多いために時間がかかる）

何から取組んでよいかがわからない

地震発生時のステークホルダー（取引先）の状況確認

防災訓練（地震発生時に即した）
多人数への避難指示

課題自体がよくわからない

地震発生時の建物の安全性確認

耐震補強、ＢＣＰ

地域連携による震災対応 まだ何もできていない

ＢＣＰの策定 具体的な事業継続計画

地域防災

ＢＣＰの確立

負傷者対応（トリアージ、搬送先の確保）

安全確認・避難指示・点呼・負傷者対応

地域連携 取組み方法や課題自体が把握できていない

ＢＣＰ
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住宅の耐震化率の向上 老朽家屋の取壊しや住宅の耐震化が進まない
防災（津波）対策の検討工業団地の災害対策 臨海企業団地の津波対策

大地震発生時に避難をするか、勤務地に留まるかの判断
周辺企業の避難者受け入れ、効果的な訓練方法

臨海企業の防災意識を高める

自助、共助、公助のバランス 自助、共助の範囲とその方法

地域連携避難行動、避難者対応

災害対策（海側→津波対応、山側→耐震化）

防災業務における課題意識（自治体関係）

色々な知識や情報を得て今後の職務に活かしたいと思った

今担当している業務が耐震関係なので参加した
臨海部の工業団地の防災・減災対策が課題となっているため 企業団地の防災力を高める方法を習得したい

港湾ＢＣＰや地区防災部会の活動の参考にするため

色々地震防災に関する話がある中で基礎から学べる機会だった
より深い知識を得たいと思った

防災対策を考える役職に就いたが、防災の知識が全くないため
防災業務を担当することになり、地震防災の知識を身に付けたいと思った

ネットワークをできる限り構築したいと思った

参加動機
防災知識の獲得

業務上の課題に対する参考として

自治体職員としての知識を習得したいと考えた

防災業務の担当になった ネットワークの構築

業務における課題
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会社が埋立地に立っているため

液状化に対する被害対策とそれを地域連携で取り組む方法を知りたい

地域防災の方法を理解し、会社のＢＣＰとリンクさせたい

工場が埋立地のため、高圧ガス設備の耐震診断が必要になった

液状化対策をどうしたらよいか決めかねている

今回の参加の目的が企業のBCPをどうすればよいかということだった

発災後の対応をより深く学びたい

ＢＣＰ策定のため

いま担当している業務が耐震関係のため

臨海企業BCP(BCM）の策定予定があるため

組織が生き残るために重要だと考えるから

防災の知識を得るためにすべて必要だと思うため
広い様々な課題に対して理解を深めたいので

全て関心がある

液状化の被害が想定しにくく対策立案ができていない

液状化

液状化＋耐震化
液状化＋地域防災力
地域防災力＋ＢＣＰ

臨
海
企
業

内
地
企
業

自
治
体
・
そ
の
他

地域防災力＋ＢＣＰ

ＢＣＰ

全て

ＢＣＰ

耐震化

防災担当者として必要な知識 多角的な視点を持ちたかった全て

関心のあるテーマと理由（Advanceコース受講生へのアンケート）
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コース教材の業務等への活用

前年度の教材の活用方法（前年度受講生へのアンケート）
今年度の教材の活用方法（Basic・Advance共通）
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全体の集計結果

臨海企業 内地企業 自治体・その他

前年度の教材の活用方法（前年度受講生へのアンケート）
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今年度の教材の活用意向（Basicコース・Advanceコース共通）

避難所の使い方を予め決めておく必要があると感じた

耐震のしくみ、方法

液状化の資料を従業員教育で活用した

社内では一部の人しか防災意識が高くないため、
BCPを作成し、それをもとに教育するつもりである、その前に
管理者側の教育指導を行いたい

会社が臨海地域のため、津波・高潮の話が参考になった

得た知識を活用し社内の防災訓練に役立てたい

BCPを作成する上で基礎的知識を得ることができた

高潮と避難所運営に関する内容は、会社内に伝達したい

有事の際に様々な判断をすることになると思うが、そのための
知識が増えたことが今後の役に立つと思う

会社と自宅が沿岸地域にあるため津波・高潮による浸水や液状化
について、切実な問題として受け止めながら、知識や新しい情報
を得ることができた

高潮と津波の話と避難所運営の話は具体的な危機感を
持つことができてよかった

地盤の液状化は知識向上に役立った、また、BCPも課題が見えた
という点で役に立った

臨海企業からの
参加者の教材活用意向

知識向上の上で役立ったテーマ

教材の活用

社内での災害対策

[ 教材に関する意見 ]
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今年度の教材の活用意向（Basicコース・Advanceコース共通）

内地企業からの
参加者の教材活用意向

現在つくっているBCPを深めていくなかで、今回得られた
情報はかなり大きかった

避難所運営の話はとても実践的だったため、会社の中で講演していただきたいと思った

なかなか個人として知りえないことも多く参考になった

避難方法の講義は役に立った

来月に事務所でBCP訓練をはじめて実施する予定だが、
他社の訓練実績なども知りたいと思った

地域連携の話とBCPの話は会社で役に立てたい

耐震補強については正直知識不足だったが、今回のことで少しは理解できた（もう少し行政の取り組み内容が知りたいと思った）

知識向上の上で役立ったテーマ

[ 教材に関する意見 ]

事業継続計画の策定とマネジメントが最も役に立った、
他のテーマも防災知識の向上につながって有意義だった

講師を招き広く情報共有したいテーマ

社内での災害対策
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今年度の教材の活用意向（Basicコース・Advanceコース共通）

自治体・その他から
の参加者の教材活用意向

[ 教材に関する意見 ]

多方面の話があり、個人的な知識向上には役に立った避難所運営については、
自分が市職員として行動する可能性があるので参考になったBCPの策定とマネジメントについて

今回いただいた資料を職場内で共有し、興味のある人に対して情報を提供していきたい

避難所運営のテーマは行政の立場上役立つと思った
地震対策について、地元の自主防災会の訓練に幾つか取り入れたい地区の自主防災部会で活かしたいと考えている

避難所運営について

知識向上の上で役立ったテーマ

社内での災害対策

教材の活用

様々な情報と視点を学べてたいへん有意義だった
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コース運営や提供内容へのリクエスト

コースへのリクエスト
見学会の様子と見学会に対する意見・感想
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コースへのリクエスト

参加者間でコミュニケーションをとれる機会があったら良い

少人数で意見交換できるような状況もあるとよい

様々な立場の人が集まっていたが、話す機会がなかった

各社のBCPの取り組み状況など情報共有できる機会があるとよい

グループワークや現地見学・研修について

バスツアーはまたやって欲しい

自社のBCPをつくる実務講習はどうか？
参加者それぞれがある程度の情報を持ち寄ってつくりあげる講習

関係する自治体と意見交換ができる場があってもよいかと思う

アドバンスコースのさらに上のコースを期待したい

専門的分野からの内容の濃いものがあるとよい

講義の回数、時間、時間帯ともに現状のままがよいと思う

ひとつひとつの項目に対する講義時間がもっとあったほうがよい

時間帯が昨年度から変更になったため参加しやすくなった

現場ですぐに使える実践的な内容をもっと増やしてほしい

講義時間数・講義時間帯について

安否確認方法や夜間での災害時の避難方法、ＢＣＰの作成手順など

被災しにくい事業所の工夫や取組み、備えの講義があると良かった

企業と地域との関わり方・連携

テーマの多様性・内容の専門性・地域性について

過去の地震・津波を振り返る内容があるとよい

企業の体験事例や具体的なＢＣＰマニュアルの策定事例

その他

コースの開催場所は交通の便が悪く、公共交通機関で通うこと
が大変だった、次回以降の開催場所は検討してほしい

ぜひ継続してほしい、費用の面は、会費制にして会場費用や資料、
事務用品代も参加者負担にすればよいと思う 23



○来年については，豊橋市と同じく海に面していて干拓地がある
地域（西三河や知多など）を訪問したらどうでしょうか

○臨海企業関係者が意外と少なく，少し残念だった
皆さん既に見学済ということなら良いが， 興味が無いという
事だと心配である
（たぶんお忙しくて都合がつかないだけとは思いますが）

○災害の怖さの再認識、新しい設備・対応策や過去の災害の教訓
が学ぶ事が出来て良かった
バスの最初の自己紹介やクイズは緊張感が取れ良かった
ツアー参加者の名簿があればもっと懇親が深められたと思う

○１日で防災全般の知識や意識，危機感がずいぶん向上したと感
じています
｢企業防災｣という狭い観点では直接参考に出来る部分は少なか
ったので，どこかで｢企業｣に対することに触れてもらえると，
さらによかったと思います

○東海地震では表浜に高い津波が想定されています
実際に赤羽の港などの現地にて，どの程度の津波が想定されて
おり，どのような非難経路で何処に避難するのかを見てみたい
と思いました

（参加者へのアンケート抜粋）

見学会への意見・感想

24



アンケート結果に対する所感
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コース運営について

時間帯変更によって参加者は「業務として」参加しやすくなったとの声が多かった

会場は公共交通機関でもアクセスしやすい会場を検討する必要がある

連絡会が発足したが、位置づけや役割について意見交換が必要

コース内容について

Advanceコースを開設し、前年度受講生を中心に多くに参加してもらえた

（ただし、次年度はAdvance受講生の行く場がない）

見学会は概ね好評だったが、企業の取組み事例を見学したいという声もきかれた

参加者同士の情報交流機会はその必要性を感じていたものの機会を設けることができなかった

アンケート結果について

同一企業団地からの参加者の参加動機、課題意識に共通する傾向がみられた

（先進的に取組みを進めている団地ではタイトなコミュニティがつくられつつある）

メカニズムを講義するコースに対し、防災を先進的に実践する企業の取組み事例の紹介や

実用化できる知識を求める受講生の声が多かった

（⇒大学がニーズ全てを満足させられないのである部分までの線引きとその先の連携が必要）
26


