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C-02 歴史文化コミュニティのジオデザインによる防災政策

C-02 構成メンバー

1. 歴史資産の継承・保全政策に関する研究
• (1-1)歴史都市の文化遺産活用とコロナ禍の影響に関する法整備と政策課題
• (1-2) 環太平洋地域学会世界大会2022の開催
• (1-3)地域の環境防災課題解決のための訪問調査受け入れによる国際共同研究
• (1-4) ユネスコデザイン創造都市旭川におけるシンポジウム
• (1-5) レジリエントで持続可能な成長を目指したインドネシア政府組織力向上国際研修
• (1-6) Invisible Reconstruction 出版記念シンポジウムの開催
• 2. 住民生活との相克の克服へ向けた政策方針に関する研究
• (2-1) 時空間要因を考慮したNPO法人における文化遺産防災事業の動向に関する研究
• (2-2) 熊本地震(2016)における中間支援組織ネットワークに対する支援ニーズの時系列分析
• (2-3) 地域住民の主体性の形成を目的とした避難所運営協議会訓練の開発と試行
• (2-4) 避難所運営の安定化を目的とした災害リスク・マネジメントモデルに関する研究
• (2-5) ゲーミフィケーションを利用した地域防災知の収集手法の開発
• (2-6) ゲーム・ベースド・ラーニングによる防災知の収集と地域防災知の学習
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歴史文化都市の防災デザイン研究部会
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C-01 歴史文化都市の伝統に学ぶジオデザインによる都市防災計画

他の研究部会の成果を実際に生きた歴史文化都市に実装するために必要な、
受け継がれた地域環境とコミュニティ社会の特性とニーズに合った、
「環境的・文化的に重要な空間を保全しつつ開発する」ための
防災デザイン・コミュニティデザインの視点に立脚した計画と政策の研究を推進した。

（代表）鐘ヶ江秀彦（副代表）青柳憲昌・豊田祐輔
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惣堀の整備と寺院の移築・新築 (近世絵図20枚を資料として分析)

図2 丹波国山亀山城絵図(1644) 図3 丹波国山城図(1702)

■丹波亀山城外側絵図(図1) :
明暦元年(1655)に「亀山御堀さらへ」として堀
の浚渫と竹垣の結い直しを行った際に作成され
た図面

図1 丹波亀山城外側絵図(1655)

図4 亀山城図(1716-1736)

■この惣堀の再整備（1655頃）以降、1702年
頃まで総堀は空堀（または水がほとんどない状
態）であったと推測される（図2〜4）

■惣堀の再整備に伴って、18世紀に寺院の移
築・新築が多く行われた。それにより城下町の
防御性（および防災性）を高めたと考えられる。

水深2尺の記載

図2：確認できた絵図の中で最も古い絵図。内堀・外堀や川は黒色で表記されるが、惣堀は薄い青色で竹藪も確認できる。
図3：内堀・外堀や川は青色で表記されているが、惣掘にはその表記がみられない。
図4：図2・3で水の表記を確認できなかった部分に「水深2尺」という記載がある。

水と藪地の境

研究担当者：青柳＋立命館大学建築史研究室（担当：村岡、村瀬）

■亀岡市旧城下町の近世絵図をもとに各宗派の寺院配置と惣堀との関係を考察した。
※ 絵図資料は『亀岡市史』などに掲載されたものを使用

図1 亀岡市旧城下町と寺院
・寺院は外堀と惣堀の間の地域に配置。18世紀の創建・移転が目立つ。
・宗派は過半数（12/22件）が浄土宗、曹洞宗（5/22件）が多い。
・亀山城側に浄土宗系（浄土宗、日蓮宗）が分布し、惣堀沿いに禅宗
系が分布。
・主要門（穴太口・三宅口・矢田町口、宗堅寺前）付近に寺院が配置。

(C01-1) 防災的視点からみた建築史・都市史研究

亀亀岡岡市市旧旧城城下下町町のの惣惣堀堀とと寺寺院院配配置置

亀岡旧城下町の寺院と建立・移築年代

出典：『第26回特別展 光秀 亀山城 城下町』
（亀岡市文化資料館、2010）

外堀

惣堀

亀山城

18世紀

創建移
転

※図1出典：永光尚氏蔵
※図2出典：国立公文書館蔵
※図3出典：岡山大学付属図書館蔵
※図4出典：国立公文書館蔵



旧旧京京藤藤甚甚五五郎郎家家住住宅宅（（板板葺葺屋屋根根＋＋塗塗籠籠造造））のの防防火火形形式式
立命館大学衣笠総合研究機構
研究担当者：大場 修

（C01-2）防災的視点から見た建築史・都市史研究

中村鉚也家住宅（板葺・真壁造・明治29年,1896） 土田平家住宅（瓦葺・塗籠造・明治37年,1904）

●寛政11年,1799 「凡テ町方家作致直候節者何卒板板葺葺土土掛掛ニ致候様可相心掛事」
『大野市史(第５巻) 』1984年より）

・当時の越前大野城下の板葺が屋根面を土で塗籠め、その上に板屋根を載せる「板葺土掛」
・板葺土掛の屋根は当時「板屋」と呼ばれ、文政5年（1822）の大火以降、「葛屋」（茅葺）から
「板屋」への建替が急速に進展した（吉田純一他 『越前大野の城下町と町家』p.109、1999年）

●今回の調査で旧京藤甚五郎家住宅の屋根の上に５センチ程の葺き土層が確認
→旧京藤家住宅の当初の板葺大屋根が土掛であった可能性が高まった
→旧京藤家住宅（越前最古）：「板葺土掛＋屋根卯建＋塗籠造」という防火仕様を備えた町家

●越前地域の卯建町家
（福井県勝山市）

旧旧京京藤藤甚甚五五郎郎家家住住宅宅（（板板葺葺屋屋根根＋＋塗塗籠籠造造））のの防防火火形形式式
立命館大学衣笠総合研究機構
研究担当者：大場 修

（C01-2）防災的視点から見た建築史・都市史研究

●目的：旧京藤家住宅（福井県南越前町今庄地区）の当初形式の解明
防火建築としての特徴を把握する

「「外外転転びび」」：：2.2度度

●旧京藤甚五郎家住宅（享和年間、1801〜1804 ）
・ 越前地域最古の町家・北陸３県下でも最古級
・登梁の梁尻を軒裏に突出：北陸３県の町家に共通する防雪形式
・塗籠造＋当初板板葺葺きき屋屋根根＋屋根卯卯建建
・正面の外壁は外転び（前転び）

（重要伝統的建造物群保存地区）＝＝

2022年度南越前町（福井県）委託調査の成果報告（一部）



その２．亀岡城下町の修理修景基準と町並み様態に応じた防災メニュー
①防災計画を策定した全国４６地域の町並み様態タイプと対策メニューの対応関係に関する分析
②早期発見･通報→初期消火→避難→消防活動

図 左+右上:伝建防災計画のメニュー分析（一部） 右下:亀岡に適応を企画しているメニュー

復興にむけたデザイン・サーヴェイ 平尾+立命館大学建築意匠研+大場修

③消防機関との協議に基づ
いた脆弱性の確認
④亀岡城下町では３様態が
ある
⑤それぞれについて、対策
導入後の防災効果につい
て、シミュレータを用いて減
災率を検証する

(C01-3) 復興にむけたデザイン・サーヴェイ
研究担当者：平尾+立命館大学建築意匠研

【研究目的】地震火災等の大規模災害後の速やかな復興を実現するための、①防災計
画を立てるべき路地空間の選定･評価、②伝建予定地区の町並み様態（タイプ別）延焼
防止メニューの実効性の検討

〇2022年度の研究活動：京都市内の路地空間の評価と防災力向上提案＋亀
岡城下町の修理修景基準案と町並み様態タイプ別の延焼シミュレーション
①京都市中心部のパブリック路地の景観評価に「意味情報」を取り入れ、常
に安定した評価を得る路地から危険度の高いサンプルを選び、防災力向上提
案を行う試み
②伝統的建築物群保存地区指定を目指す旧城下町に対して、修理修景基準の
提示と延焼防止のためのメニューを既存伝建の防災計画メニューを参考に実
効性を検証する研究

その１．京都市内の路地空間の選定と防災対策
①京都市中心部のパブリックな（観光客など部外者も立
ち入ることのできる）路地８１サンプル
②従来の空間情報による評価と、意味情報による評価の
比較を行い
③常に高評
価かつ危険
度の高い路
地に対する
防災対策の
提案を行う



（3）復興にむけたデザイン・サーヴェイに関する研究 平尾+立命館大学建築意匠研、山本＋奈良女子大学生活空間計画研
（3）復興にむけたデザイン・サーヴェイに関する研究 平尾+立命館大学建築意匠研、山本＋奈良女子大学生活空間
計画研

(C01-4)歴史都市における空き家の防災・減災対策と風景史 木村智＋立命館大学景観環境デザイン研究室（米田、前川、清水）

(B)京都府亀岡市内の空き家の分布調査と
倒壊、火災危険度の評価（継続中）

(内容)城下町範囲の空き家に関する悉皆調査
➡城下町範囲の空き家分布は以下の通り
➡各町毎の空き家率を明らかにした

【今後の研究計画・展開】
(A)シェアオフィス以外の未利用部分の機能(ギャラリー・住居)に関する提案
(B)空き家の倒壊危険度と火災危険度の評価、(C)空き店舗を自習室として利用するための提案

図7：亀岡市城下町エリア空き家分布図と空き家率の表 図8(上):鳴門市商店街調査範囲
図9(下):建物用途分布(2021)

図10(上):建物用途分布(1975)
図11(中):建物用途分布(1980)
図12(下):建物用途分布(1990)

(C)徳島県鳴門市の大道銀天街における
空き店舗の分布調査と利活用提案(継続中）

(内容)GISで店舗の変遷過程を可視化
➡生徒や学生、子育て世帯の居場所が不足
➡高齢者の独居により空き店舗が継続
➡買い物以外で自由に使える駐車場が不足

(C01-4)歴史都市における空き家の防災・減災対策と風景史
に関する研究 研究担当者：木村智+立命館大学景観環境デザイン研究室

(A)大分県別府市の

元空き家a side
の耐震診断にお
けるwallstatの
有効性の評価と
耐震補強の提

(内容)振動実験シュミ
レーションソフト
wallstatでの検証

➡玄関側、廊下、北
側階段周りの補強
の中で、廊下を補
強する際に被害が
一番最小であった

〇2022年度の研究活動：空き家の分布調査・耐震診断と空き店舗の変遷を調査
本年度は空き家関連の研究を大分県別府市鉄輪と京都府亀岡市城下町地区で実施した。

また、風景史研究として徳島県鳴門市の大道銀天街を対象としている。
その中で(A)別府市鉄輪地区内の空き家の耐震診断をwallstatで実施、(B)亀岡市城下町の

エリアの空き家の悉皆調査、(C)空き店舗を含めた商店街内店舗の変遷の確認を行った。

図1(上):玄関側補強結果(Y軸)
図4(下):玄関側補強結果(東側)

図2(上):廊下部補強結果(Y軸)
図5(下):廊下部補強結果(東側)

図3(上):北側階段部補強結果(Y軸)
図6(下):北側階段部補強結果(東側）

1階東
側の柱
が倒壊

２階床
の崩落
が発生

*木村智・坂本昇陽・平尾和洋、別府市鉄輪の空き家活用におけるwallstatの有効性に関する研究、歴史都市防災
論文集vol.16，pp.25-32，2022年7月 ※京都大学生存圏研究所のwallstat ver.4.3.10を用いて解析を行った

【研究目的】①歴史都市を構成する空き家の分布調査を調べ、街並みや景観の保存状態を評価すること
②歴史都市における商店街の活性化と、持続可能で無理なく使い続ける方法を提案すること



文文化化財財保保全全ののたためめのの教教材材開開発発及及びび支支援援シシスステテムムのの開開発発にに関関すするる研研究究

大窪 健之、金度 源、林 倫子、国島 岳大

文化財の防災拠点化に関する研究
(C01-5) 歴史都市の防災計画・デザインに関する空間解析と計画手法

文化財がなぜ大切かを体験的に学ぶ‐斗供を例にした木割法・木組‐

研究担当者：山田悟史+立命館大学建築情報研究室

 文化財がなぜ大切か：一例として「お手本になる」からと設定
 流れ：全体説明→宮大工による現地説明→計測→木割り法紹介→（休憩） →木組み紹介説明→ （休憩）→ミニチュア組み立て→振り返り
 教材1 実寸段ボール斗供：ほぼ実寸ながら低いので間近で見て触って測れる。軽いので安全に解体できる。

（2次元の切り出し線のレーザーカッター入稿までをプロシージャル化してあるので大きさの変化も含めて半自動で教材作成できる）
 教材2ミニチュア斗供：ほぼ実寸ながら低いので間近で見て触って測れる。軽いので安全に解体できる。
 （3Dプリント・レーザーカッター入稿までをプロシージャル化してあるので大きさの変化に半自動で対応して教材作成できる）

開催地：能登川町弘誓寺
参加児童数：23人(4回に分けて)+10人(研究室開催，2回に分けて)

意意義義：：児児童童をを対対象象ととししてて体体験験型型学学習習とと授授業業教教材材作作成成支支援援シシスステテムムのの開開発発
今今後後：：題題材材のの多多様様化化。。支支援援シシスステテムムのの充充実実化化とと公公開開

Deep Learningをを用用いいたた感感性性推推定定AI

大窪 健之、金度 源、林 倫子、国島 岳大

文化財の防災拠点化に関する研究
(C01-5) 歴史都市の防災計画・デザインに関する空間解析と計画手法

研究担当者：山田悟史+立命館大学建築情報研究室

人の注視特性によるマルチモーダル深層学習（以前の訪問意欲推定AIの発展）

被験者：100名（一人当たり10枚），有効回答914枚
画像：反転水増しを含む4200枚

特定人物の
心理

複数人物の
心理

複数人物の
行動

特定人物の
生理

意意義義：：人人のの生生理理的的特特性性ののAAIIへへのの伝伝達達にによよるる精精度度向向上上とといいうう「「人人ととAAIIのの共共創創」」のの示示唆唆
今今後後：：題題材材・・学学習習構構造造のの多多様様化化，，人人ととAAIIのの比比較較・・共共創創のの多多様様化化

21年度の紹介：人とAIの注視領域は異なる，人の注視領域はある程度予測できる

RGBのみで学習した場合の精度 予測した注視画像も使用して学習した場合の精度(次元追加)

22年度の問い：

1. 実験で得た注視点画像も用いた学習すると精度が向上するか？

2. どのように用いれば良いかマスキングか4次元か？

3. 予測画像でも精度は向上するか？



大大窪窪 健健之之、、金金度度 源源、、林林 倫倫子子、、国国島島 岳岳大大

文化財の防災拠点化に関する研究
(C01-6) ②マーケティング手法を用いた伝建地区の既存避難施設
への住民ニーズの評価

2022年度研究担当者：大窪健之・金度源・福永靖史
*大窪健之・福永靖史・金度源、歴史地区における豪雨災害に備えた避難所機能のニーズ評価－マーケ
ティング手法を用いた整備項目の評価と提案－、歴史都市防災論文集vol.16，pp.113-120，2022年7月

熊川公民館

評価基準
1：建物の
二次災害の
可能性

2：飲料水・食料 3：トイレ
4：情報収
集器具

5：発電
装置

6：スペース
7：医療
対策

地区が共同で整備した際の
点数 2 1 1 1 3 2 1

個人が整備した際の点数 1 1 3 3 2 2 1 合計

重要度 20.9 12.7 14.2 14.5 18.3 9.6 9.8 100

①①地地区区がが共共同同でで整整備備すするる
方方針針のの評評価価

41.8 12.7 14.2 14.5 54.9 19.2 9.8 167.1
②②個個人人にによよるる整整備備方方針針

のの評評価価
20.9 12.7 42.6 43.5 36.6 19.2 9.8 185.3

熊川小学校

評価基準
1：建物の
二次災害の
可能性

2：飲料水・食料 3：トイレ
4：情報収
集器具

5：発電
装置

6：スペース
7：医療
対策

地区が共同で整備した際の
点数 2 1 1 1 3 3 1

個人が整備した際の点数 1 1 3 3 2 3 1 合計

重要度 20.9 12.7 14.2 14.5 18.3 9.6 9.8 100

①①地地区区がが共共同同でで整整備備すするる
方方針針のの評評価価

41.8 12.7 14.2 14.5 54.9 28.8 9.8 176.7
②②個個人人にによよるる整整備備方方針針

のの評評価価
20.9 12.7 42.6 43.5 36.6 28.8 9.8 194.9

整備提案（地区／個人）を実施した場合の避難所の総合評価点
現状の避難所の評価
（300点満点中）
小学校：137.5点
公民館：127.9点

地区レベルで＋１ポイ
ント，個人レベルで最
大3まで改善した場合
①地区：39.2点上昇
②個人：57.4点上昇

 個人による整備は、地区で共同で行う整備と同等以上の効果が明らかに。

個人で可能な整備も避難
所の総合点を大きく向上
できる結果となった。

大大窪窪 健健之之、、金金度度 源源、、林林 倫倫子子、、国国島島 岳岳大大

文化財の防災拠点化に関する研究
(C01-6) ①世界遺産カトマンズ盆地・パタン地区を対象とする文化遺産
の防災拠点化

2022年度研究担当者：大窪健之・金度源・サキャラタ・里中涼華

●2015年4月25日 ネパール・ゴルカ地震（M7.8）
5月12日 余震（M7.3）

死者：8,856人
負傷者：22,309人
全壊建物：604,930棟©CNN

そんな中…
世界遺産の中庭
空間が避難場所
として活用された

*里中涼華・大窪健之・サキャラタ，金度源、ネパールにおける伝統的施設および教育施設の防災拠点
としての活用可能性－ゴルカ地震を経験したパタン地区での実例を対象として－、歴史都市防災論文
集（報告）、vol.16，pp.219-226，2022年7月24日

ゴルカ地震のメモリーブッ
クを出版*して地域還元

2022年度は学校や寺院の
拠点化の可能性を提案*



京都歴史災害データベースの構築
立命館大学文学部 研究担当者：山崎 有恒

（C01-7）災害史研究

（馬町空襲を語り継ぐ会所蔵写真）

昭和1100年代の京都日出新聞から見えてきたこ
と

①空襲の危険性から防空対応が練られたこと
戦局の悪化に伴い、空襲に備えて、不燃構造の
家屋を増やすことや、火災発生時の対応に関し
て様々なルール形成が進められたこと

↓↓
これにより行政の主導の下で、都市計画に修正
が図られ、延焼の危険が高い住宅密集地域の改
善が旗下られたこと、またこれにより近代に
なって低下していた住民の防災意識が、当事者
性を取り戻していったこと

②この間も、火災・水害などいくつもの歴史災
害が発生していたこと

京都歴史災害データベースの構築

●目的︓近代京都の歴史災害データベースを構築することにより、現代の防災思想の成立過程を明
らかにし、その問題点を浮かび上がらせる

●方法︓京都歴史災害史料研究会を組織し、若手研究者・大学院生・学部生参画の上で『京都日出
新聞』を用いた歴史災害データベースを構築する（22002222年度は昭和1100年～2200年の1100年間を完
成）、そしてその過程で発見された人々の災害への意識・対応が読み取れる記事については、全文
翻刻・活字化の上、京都歴史災害意識史料集として刊行する。こうした成果を踏まえ、近代京都の
歴史災害について、特に人々が自然災害との共生を試みていた近世から、西欧科学技術による災害
封じ込めを主眼とする近代へと大きくその災害思想・防災政策が転換したことを明らかにし、それ
が現代の防災対策の問題点（地域住民の防災意識の希薄化、現在の知恵の不継承など）となってい
ることを指摘する。

立命館大学文学部 研究担当者：山崎有恒

（C01-7）災害史研究



研究担当者：金、山根（大窪研：修士卒）、大窪

（C01-8） 歴史地区の防災まちづくり研究(京都や滋賀県の災害履歴調査など)
重重要要伝伝統統的的建建造造物物群群保保存存地地区区防防災災計計画画のの策策定定効効果果とと課課題題

研究担当者：金、山根（大窪研：修士卒）、大窪

■重要伝統的建造物群保存地区防災計画の策定効果と課題について基礎的な調査を行うことを目的
とし、全国自治体への現況調査を行った。

（C01-8） 歴史地区の防災まちづくり研究(京都や滋賀県の災害履歴調査など)
重重要要伝伝統統的的建建造造物物群群保保存存地地区区防防災災計計画画のの策策定定効効果果とと課課題題

重伝建地区における防災計画の現状に関するアンケート調査

調査方法 メールで配布・回収 調査期間 2021.11初旬~12初旬

配布数 126件 回収数 110件 回収率 87.3%
Ⅰ地区防災計画策定済みの地区に対して
1-1 地区防災計画の策定年数
1-2 地区防災計画を提案した主体
1-3 地区防災計画を策定に至った理由
1-4 計画策定時に参考にした地区
1-5 見直し事業の有無
1-6 見直し事業の必要性と予定
1-7 地区防災計画策定後に生じた課題

Ⅱ地区防災計画未策定の地区に対して
2-1 地区防災計画策定の見通し
2-2 地区防災計画の必要性
2-3 策定しない/策定できない理由
2-4 策定予定の地区における予定年
2-5 地区防災計画を提案した主体
2-6 地区防災計画を策定に至った理由
2-7 策定時実施事項
2-8 計画策定中に生じた課題

Ⅲ 住民の防災組織に関する質問
3-1 自主防災組織の有無
3-2 消防団の有無
3-3 自主防災組織が結成された背景
3-4 自主防災組織の加入状況
3-5 自主防災組織が抱える課題
3-6 課題について自治体として支援/補助状況



大大窪窪 健健之之、、金金度度 源源、、林林 倫倫子子、、国国島島 岳岳大大

文化財の防災拠点化に関する研究②滋賀県水害履歴調査 ※滋賀県流域治水政策室と協働（2014年度～）
野洲市比留田（2022/10/12 )・小南（2022/11/16、12/20）にて、
聞き取り調査実施

・明治29年琵琶湖大水害
・昭和28年9月（台風13号）
→比留田での浸水状況を聞き取り

・昭和34年9月（伊勢湾台風）
→小南・比留田含む、
日野川上流から下流までの
破堤メカニズムを広域的に把握
（文献資料にない証言を
多数収集）

現在研究室にてマップを作成中
完成次第、滋賀県HPにて公開、
地元報告会実施を予定

小南での聞き取り調査

比留田での聞き取り調査

大大窪窪 健健之之、、金金度度 源源、、林林 倫倫子子、、国国島島 岳岳大大

文化財の防災拠点化に関する研究②滋賀県水害履歴調査 ※滋賀県流域治水政策室と協働（2014年度～）
甲賀市信楽町江田にて、追加調査（2022/9/30）+地元報告会（2022/11/19）
実施（新型コロナウィルス感染拡大を受け、2021年度より継続で取り組み）

昭和28年8月多羅尾豪雨、平成25年台風18号の被害把握

江田地区での地元報告会

• 2枚のマップを作成。

• 報告会時に受けた指摘を修正後、
次年度滋賀県HPにて公開、地区内各戸配布予定

追加調査



(C01-10) ネパールの歴史都市における伝統的空間の防災拠点化に関する研究 研究担当者：SHAKYA Lata （サキャ ラタ）

イラナニ
(source: 筆者撮影)

• 震災時：学校、トル・チェどちらにも避難者は地域住民であるが、管理は学校においては、主にに避難者自身が行い、内部空間の管理
は学校側、トル・チェでは全体的にトル・コミティで管理を行っている。

• コロナ禍：隔離所かワクチン会場として利用。学校の場合は運営・管理を業者が行い、トル・チェの場合はトルコミティで行っている

震災時に避難所として
利用された場所

震災時に避難所として
利用された場所

コロナ禍の際に隔離所として
利用された場所（２F）

コロナ禍の際に隔離所
として利用された場所

表2 平常時の利用と非常時（震災・コロナ禍）における各施設の空間利用

図４ Ikhachhen Tol Chhen町家における非常時の空間利用 図５ Shree Chandi Schoolにおける非常時の空間利用

教室 トイレ
オープン
スペース

その他
地域住民〇

生徒▲
教師●

教室
オープン
スペース

トイレ その他

1 ○ ○ ○
コミュニティ

ホール
500ー600 ○▲ × ○ ○ 食堂

避難者とトル・
コミティ

水、家具 ワクチン会場 2～3日 ×
グラウンド

教室2
区・行政

2 ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ○ ○ ー
避難者とトル・

コミティ
ワクチン会場

隔離施設
6ヶ月

施設につ
き2人

グラウンド
教室2

区・行政

3 ○ ○ ○ ー 22 ○▲● ○ ○ ○ ー 学校 隔離施設 3ヶ月 20 人 空き教室 区・行政
4 × × ○ ー 900 ○ × ○ ○ ー 避難者  飲料水 × × × × ×
5 × ○ ○ セミナー室 ー ー ー ー ー ー ー ー × × × × ×

16 6 ○ ○ ○ ー 40-50 ○ ○ × ○ ー 学校・避難者
水、家具、

テント
× × × × ×

11 7 ○ ○ ○ ー ー ー × ー ○ 倉庫 トル・コミティ 物販の倉庫 隔離施設 １か月 10～12人
2階ホール
ベッド5つ

トル

16 8 ○ ○ ○ ー 3 世帯 ○ ○ ○ ○ ー トル・コミティ
ワクチン会場

隔離施設
2020 4月～

継続

５人
（宿泊な

し）

オープンス
ペース
1部屋

トル

16 9 ○ ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー 隔離施設 2か月 × 1部屋 トル

No.
避難所の運
営・管理

コロナ渦での利用

避難人数

利用した部屋
地震時の支

援

震災時の利用

利用目的

平常時の外部者による利用

地域活動に利用する空間
避難所の運営・

管理

11

公立
学校

私立
学校

ト
ル・
チェ

利用期間
隔離施設
の利用人

数
利用空間ワード

施設
種類

(C01-10) ネパールの歴史都市における伝統的空間の防災拠点化に関する研究
研究担当者：SHAKYA Lata （サキャ ラタ）

【研究目的】
歴史都市の密集市街地における災害対応マネジメントの在り方
に関する知見を得ることを最終目的として、ネパール国におい
て自主的避難所として使われた教育施設および地域コミュニ
ティの伝統的“トル・チェ”（町家）の災害時の利用実態を明ら
かにし、防災拠点の可能性について考察をする。

【研究方法】
対象地：ラリトプル郡、ラリトプル市の北部に位置する
ワード11とワード16を対象とした。両ワードで震災時に利
用された教育機関９件と地域コミュニティのトル・チェ３
件を対象とした。
調査方法：関連文献調査と各施設管理者を対象としたイン
タビュー調査、フィールドワーク（空間利用の記録）

地地域域ココミミュュニニテティィのの伝伝統統的的““トトルル・・チチェェ””（（町町家家））公公立立・・私私立立学学校校一一覧覧

ワワーードド 所所有有形形態態 No. 施施設設名名

11

公立
1 Patan High School

2 Sree Chandi School 

私立

3 Universal Eng. College

4 Lalitpur Eng. Collage

5 Little Flower School

16 6 Horizen School

11
地域コ

ミュニティ
共有

7 Ikhachen Tol Chhe

16
8 Nagabahal Tol Chhe

9 Ilanani Tol Chhe

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

図１ラリトプル市の調査対象ワード（区）の位置
（source: ラリトプル市)

表１ 調査対象施設一覧

図2 ワード１６のトル（町）境界線と調査対象地
（source: 区が提供して資料を基に筆者作成)

図3ワード１１のトル（町）境界線と調査対象地
（source: 区が提供して資料を基に筆者作成)

インタビュー調査

Nag bahal tol chhe

Ilanani tol chhe

Horizen Eng. School

150m0 75N

Tol Boundary
Ward Boundary

Lalitpur Eng. Collage

Univ ersal Eng. Collage

Little Flowers School

Shree Chandi School

Ikhachhen Tol Chhe
Patan High School

Old Residential Area 
Boundary
Tol Boundary
Ward Boundary

100m0 50N



重伝建地区における水害とその対策の現状

広島県竹原市における水害のリスクと水害の歴史
立命館大学理工学部 研究担当者：岡井 有佳＋都市計画研究室（水野、三野、坂本）

（C01-11）防災的視点からの歴史的地区の整備に関する研究

●本川流域全体で行われている対策
平成3300年77月豪雨の被害から、本川の上流の河道拡
幅や、橋梁架替による桁上げを行い、本川からの越
水・溢水による家屋浸水被害を防止する事業を令和
88年完成に向けて実施。

平成3300年豪雨時に浸水
の被害にあった建物。
地面から、およそ7700ccmm
の高さまで浸水した。

地区内に整備された
用水路。
平成3300年豪雨時には、
多量の水が流れ込み、
内水氾濫の要因と
なった。

県史跡の頼惟清旧宅に
おいても平成3300年豪雨
で浸水の被害にあい、
被災直後から、当面の
間休館していた。

出典︓安芸の小京都 竹原アルバム

本本川川

広島県竹原市における水害のリスクと水害の歴史

●目的︓重要伝統的建造物群保存地区における水害の歴史と水害リスクの実態を把握する
●方法︓竹原市へのヒアリング調査、既往論文調査、現地調査
●地域特性︓重伝建地区は賀茂川河口に位置しており、周辺は土地が低かったことから江戸時代に
は塩田として発展した。重伝建地区以南は近世の埋め立てによって形成されている。

立命館大学理工学部 研究担当者：岡井 有佳＋都市計画研究室（水野、三野、坂本）

（C01-11）防災的視点からの歴史的地区の整備に関する研究

●現状の浸水リスク
重伝建地区内及びその周辺の浸水リ
スクが高い。北部では床上浸水基準
である5500ccmmを超えるリスクの場所も
ある。竹原市竹原地区の区域

●竹原地区の過去の大規模水害
特に枕崎台風と昭和4422年豪雨の
被害は大きく、多大な被害を受
けている。

浸水想定区域（計画規模）

昭和20年9月17日 枕崎台風

昭和35年7月8日 豪雨

昭和42年７月8日～7 月9日 豪雨

平成30年７月5日～7 月７日 豪雨

被害状況：広島県全体の被害状況のため、竹
原地区の詳細は不明

被害状況：床上浸水80戸、床下浸水400戸、
家屋全壊8戸、家屋半壊6戸

被害状況：床上浸水410戸、床下浸水2,852
戸、家屋全壊31戸、家屋半壊34戸

被害状況：床上浸水35戸、床下浸水232戸、
家屋全壊35戸、大規模半壊44戸、家屋半壊
332戸

本
川

本本川川



歴史都市の夜間景観に関する研究

研究担当者：本間+立命館大学建築光環境デザイン・設備技術研究室

・キャリアケースに水平に照度計と色温度計を設置
し、歩行しながら5秒間隔で計測した結果、京都と
東京における明確な差を見出した。

・360°カメラの11枚のマルチブラケット撮影画像を
解析し、得られた画素情報をCIE 1976 L*a*b*均等
色空間に配した。結果、京都は彩度も色相の分布
も控えめなことが示せた。

京都らしさの定量化の検討

360°カメラによる画像の、画素の色分布

【研究目的】
景観条例などの明文化や運用が機能しているためか、京都は、特に、夜間景観においては他の都
市とは一線を画す景観を成している。この特徴の維持を目的として、現状の定量化を探った。

【結論】
東京の繁華街との比較において、照度、色温度はいずれも低いことが明確に見て取れる。また、
彩度や色相の分布も散らばりが少なく、いわゆる「しっとりとまとまっている」ことが示せた。

歩行しながら計測した水平面における照度と色温度

歩行計測の平均比較

新宿歌舞伎町 京都花見小路
BLUE BLUE

YELLOWYELLOW

RED REDGREENGREEN

歴史都市のBCPに関する研究

研究担当者：本間+立命館大学建築光環境デザイン・設備技術研究室

・昨年度は常用発電機を有する特定電気事業
により給電することで非常電源対応の検討
を行った。その結果、出資に対しての利益
と対象エリアの狭さが課題となった。
・対象エリアを京都市の田の字地区に再設定
し、エリアの拡大を図ると共に、PVによっ
て得られた電力をEVバスや電動自転車への
有効活用を検討する。
・停電時にはこれらモビリティの電力を非常
用電源として活用を図る。
・PVの発電量の推定では、表の数値に加えて、
日射量などによる発電量の変化を考慮した
うえで、京都市のPV発電のポテンシャルを
検討して研究を進めていく。

電力供給面から考察する京都市田の字地区のアーバンデザインに関する取組

【研究目的】
昨年度は多数の観光客が訪れる京都市において、災害などによる都市のブラックアウト回避策と
して、特定電気事業を活用した非常時の電力供給の検討を行った。今年度は、日常時における有
効性の向上を狙い、京都市内の「田の字地区」を舞台としたスマートグリッド化の検討を進めた。

【結論】
PVと蓄電池を用いたモビリティへの有効活用を考え、対象地域である京都市内の「田の字地区」
の電力需要の推定を行った。建築物の高さ制限のある京都市内は、高層ビルが林立する都市と比
較してPV（太陽光発電パネル）の設置効率の高い地域であると推定できる。「田の字地区」の北
東エリアにおける検証では年間約400万kWhの需要電力量に対して、PVにより6,500万kWhの電力を
得ることが可能と見込めるので、これを活かした電力ネットワーク計画を立案している。

一日の電力需要の推定

PVの設置可能と見込める面積 65万㎡に対して
400万kWhの年間需要電力を賄うのであれば、約６％程度
の設置率と計算できる。
景観に配慮したPVを開発すれば、最適スマートグリッド
構築の可能性は高い。

電
力
（
kW
）



(1-2) 環太平洋地域学会世界大会2022の開催
国際地域学会環太平洋地域学機構国際大会2022の主催

図1：オンライン大会画面 図2：歴防大会開催管理

当初の2021年の京都対面開催が新型コ
ロナウィルスの世界的な感染拡大により
2022年に一年延期されて対面開催を模
索したものの日本への入国制限が緩和さ
れる見通しが2022年頭所に至っても見
通せないため、オンラインのみにより歴
史都市防災研究所を拠点に世界中を結び、
環太平洋地区の時差を考慮して午前６時
から午後４時までの間で開催する運びと
なった。
本PRSCO2022大会では、歴史都市京都
が大学連携の街としての地産学連携を出
発点として、また伝統産業と先端産業が
集積する街として、今後の知識社会への
移行について基調講演やシンポジウムを
行うとともに、地域科学の観点から環太
平洋地域の地域科学者が集って研究発表
を行った。延べ参加人数は562名となり
盛会となった。

大会テーマ：「Toward knowledge society in historical city with Regional Science (地域科
学と共に歴史都市における知識社会を目指して)」 と題した27th PRSCO online conference 
2022 Kyoto（第27回環太平洋地域学会機構オンライン国際大会）が、2022年8月1日～4日
（４日間）に龍谷大学・立命館大学の連合による主催、日本地域学会が共催として開催された。

図3：大会Webサイト 図4：大会プログラム例

歴史都市防災研究所を拠点に大会運営管理

(1-1) 歴史都市の文化遺産活用とコロナ禍の影響に関する法整備と政策課題
COVID-19は、人々の日常生活に影響を与えただけでなく、都市部における歴史遺産の活用に
も影響を与えた。特に遺跡はオープンな空間を有しているため、マーケットや予防接種の場と
して利用されたケースもあった。このような新しい遺跡の利用法は遺跡の管理に関する柔軟な
法整備がいかに重要であるかを示している。本研究の2022年度では、コロナ禍における自治体
が直面する遺産活用の課題についてデータ収集を行った。

調査対象事例

・インタビュー調査
・SNSのデータ収集

分析手法

対象：ペルー共和国・リマ市県 ラ・モリナ区
特徴：ラ・モリナ区の自治体

ペルー文化省の遺跡管理局（公務員）

研究成果
今回の調査では、コロナ禍の間に遺跡で行った自治体「ローカル・マーケット」のデータを収
集した。遺跡は文化省が管理しており、通常、教育や観光以外の利用は認められていないため、
このような利用は新たな提案であった。

図2：2022年ワカ・メルガレホ広
場公園としての活用を取り戻した

図1：2021年ラ・モリナ区役所のSNSでワカ・
メルガレホ遺跡の広場での「地区市場」の広報

2021年、この企画は食品を購入する際に「密」を避けるために
非常に有効であった。また、野菜の生産者にとっては、毎週安定
した収入を得ることができた。しかし、文化省の職員が少ないや
明確な利用ルールがないため、遺跡が駐車場として使用されたり、
業者や客が不本意ながら破損もあった。
今後は、収集されたデータによる、リマ市の遺跡周辺の
「オープンスペース」の活用方法について提言予定である。



(1-4) ユネスコデザイン創造都市旭川におけるシンポジウム

国連ハビタットのニューアーバンアジェンダの公表をうけてユネスコでは都市文化の顕彰を始
めた。2004年に国連ハビタットとユネスコは共同で「文化のためのアジェンダ21」を作成し、
都市が持つ文化的意義について、『世界文化遺産では「20世紀の建築物と都市計画（近代都
市）」の登録を推奨しており、美術的な都市景観の評価やアーバンデザインにおけるグローバ
リズムによる都市外観の均一化を危惧している。』と提起した。
これまで保護の対象としてきた歴史的都市の対極にある現代都市を将来的に遺産となりうる歴
時遺産と位置づけ、都市遺産の制度化を目指すことを第40回世界遺産委員会において決定した。
ユネスコの創造都市に関する一連の世界的なまちづくりは、この歴時遺産に相当し、将来の世
界文化遺産となり得る。

2022年11月5日に旭川市商工会議所のホールにて開催されたシンポジウム「ユネスコデザイン
創造都市旭川におけるシミュレーション＆ゲーミングの貢献」（日本シミュレーション＆ゲー
ミング学会秋季全国大会）において、鐘ヶ江は「Society5.0の時代における人間と都市の新し
い関係づくり」と題した基調講演を行うとともに、パネリストとして議論を行った。

未来の世界文化遺産都市づくりとしての歴時遺産︓ユネスコ創造都市

図1：講演スライドの一部 図2：シンポジウムの様子 図3：旭川駅案内看板

ユネスコデザイン創造都市（旭川市）の持続可能性

(1-3) 地域の環境防災課題解決のための訪問調査受け入れによる国際共同研究

環太平洋の島嶼国である日本とインドネシアやフィリピンは火山・地震・津波、気候変動にと
もなう気象災害（台風や集中豪雨とそれに伴う土砂災害や洪水、高潮や竜巻、熱波とそれに伴
う干ばつ森林火災やなど）といった共通する自然災害災害リスクが増加している。
2022年度に3年ぶりにインドネシア政府の要請により、インドネシアの地方政府より派遣され
た4名の公務員が、立命館大学歴史都市防災研究所に訪問（客員）研究員として集中的に1ヶ月
（2022年10月16日～2022年11月12日）に及ぶ持続可能な地域防災と減災に関する訪問調査
研究を行い、主に関西地区をベースとした日本のケーススタディを踏まえた調査研究結果をも
とに、それぞれの派遣元のインドネシアの地方政府の公助（地域防災計画及び地域防災政策立
案）に寄与する成果を得られた。最終発表会にはインドネシア政府国家開発計画省事務次官Dr. 
Ir. Taufik Hanafi, MUPが来日し、本調査研究参加者によるインドネシアの持続可能な地域防災
と減災に関する喫緊課題に対する政策立案の成果に多くの質問がなされ高い評価と感謝が政府
を代表して述べられ、歴史資産の継承・保全政策センター・オブ・エクセレンスとしての立命
館大学歴史都市防災研究所の調査研究実績に基づく国際貢献を担った。

持続可能な地域防災と減災に関するインドネシア政府派遣訪問調査研究員の受け入れと共同研究

図：最終報告会の様子

名前 地方政府 部局 調査研究テーマ

Mr. Aulia 
Bahar 
Pernama

East Jawa 
Province 
Governemnt

Office of 
Communication and 
Information

Disaster prevention for Big Data 
platform in business continuity 
management (BCM) 

Mr. Arnold 
Mateus

West Jawa 
Province 
Governemnt

Energy and Mineral 
Resources Agency

Disaster Risk Assessment in Urban 
Area into the Regional Energy 
Planning Document (RUED) 2018-
2050 Policy & Strategies

Mr. Eka Jatnika 
Sundana

West Jawa 
Province 
Governemnt

Economy and 
Natural Resources 
Division

Disaster risk mapping for cultural 
heritage sites in west java province, 
Indonesia

Mr. Oki 
Sumbogo

Bengkulu 
Province 
Governemnt

Regional 
development 
planning board

Earthquake and tsunami disaster 
management and mitigation in Japan

表：訪問研究員と調査研究テーマ



(1-6) Invisible Reconstruction 出版記念シンポジウム
研究協定先との国際共同研究及び成果公開

図1：ハイブリッドシンポジウムの様子 図２：IRシンポジウムと書籍の案内

2021年9月1日（ 1923年9月1日の関東大震災の百
周年カウントダウン）に主催: UCL[立命館大学協
定先]およびラクイラ大学[歴史都市防災研究所協定
先]、歴史都市防災研究所）が開催した「Invisible 
Reconstruction 国際研究学術大会」のプロシー
ディングスがUCL出版より発刊されたた。歴史都市
防災研究所の協定先との研究集会を2022年12月15
日に歴史都市防災研究所にて開催した。
Imvisible Reconstructionとは

Imvisible Reconstructionとは、次の自然災害がす
でに始まっている状況であり、災害マネジメント・
サイクルでは減災準備期間にあたる。

文化遺産や公共空間から
教育や参加まで対象領域
は広く、著者は人間、文
化、環境の相互関連性と、
レジリエンスを高め、脆
弱性を軽減するための無
形の結びつきを強化する
建設的なアプローチにつ
いて考察した特集となっ
ている。

Imvisible Reconstruction (UCL出版）

(1-5) レジリエントで持続可能な成長を目指したインドネシア政府組織力向上国際研修

インドネシアは日本と同様に災害多発国家の島嶼国であり共通点が多い上に、これからの人口
増加と経済発展により将来先進国入りが見込まれるASEANの盟主である。そこで、インドネシ
ア共和国政府は 2045 年までのレジリエントで持続可能な成長を目指した長期開発目標におい
て、「競争力のある人材資源開発」・「経済生 産性改革」 ・ 「グリーン・工コノミー」 ・
「デジタル改革」 ・ 「国内産業集積のための改革」 ・ 「新首都開発」と いう政策重点項目
を６点掲げている。

2045 年までのレジリエントで持続可能な成長を目指したDX・GX変革のための次期国家長期開
発計画立案組織であるインドネシア政府の組織力向上のための国際研修の主催

2022年度、以上の重点項目に対して、数多くの自然災害や公
害や境紛争、地球環境変動下にあっても先進国入りした日本
政府の長年の経験と蓄積を学ぶとともに、2045年までのイン
ドネシアの長期間の目標を達成するために、利害関係者や政
策立案者が関連する多面的な政策を長期開発計画に統合する
ことを企図して、立命館大学歴史都市防災研究所に直々の国
際研修の依頼が新型コロナウィルスのパンデミック発生で中
断していたが3年ぶりに来所する運びとなった。立命館大学歴
史都市防災研究所が2019年にインドネシア政府防災管理国際
研修を実施して以来である。なお、2017年、2016年、2014
年、2013年、2012年にも防災計画や減災政策の立案のため
のインドネシア政府国際研修を実施してきた経緯があったか
らである。最終発表会にはインドネシア政府国家開発計画省
局長2名と課員2名が来日し、研修成果に対する政策立案の成
果に多くの質問がなされ高い評価と感謝が政府を代表して述
べられ、立命館大学歴史都市防災研究所の調査研究実績に基
づく国際研修の成功裏の実施により国際貢献を担った。

日程 研修内容 場所

11月30日 移動、ホテルチェックイン後自己検疫 大阪市内ホテル

12月1日 開講式、講義
立命館大学大阪いばらきキャンパ
ス

12月2日 講義
立命館大学大阪いばらきキャンパ
ス

12月3日 歴史都市の保全と防災と京都の世界
遺産ツーリズム観光開発視察

立命館大学歴史都市防災研究所

12月4日 四日市の公害克服と産業コンビナート
開発視察

フィールド調査（四日市市）

12月5日 国連地域開発センター講義、愛知用
水・豊川用水の総合地域開発視察

国連地域開発センター（名古屋
市）、フィールド調査（名古屋市・豊
川市）

12月6日 ヤマハで学ぶ浜松の世界的な産業ク
ラスター形成（二輪とマリン事業）

フィールド調査（磐田市・浜松市）

12月7日
インドネシア大使館表敬訪問会議、
科学技術館（インフラ建設）、計画理論
講義

インドネシア共和国大使館、
立命館大学東京キャンパス

12月8日 経産省講義、JICA表敬訪問、次期研修
案構築チーム作業

立命館大学東京キャンパス、
JICA本部

12月9日 ２大学表敬訪問協議 政策研究大学院大学、拓殖大学

12月10日 東京都のインフラ開発整備状況視察 フィールド調査（東京都）

12月11日 次期研修プログラム作成（次期研修案
構築チーム作業）

立命館大学東京キャンパス

12月12日 次期研修プログラム修正（5名の政府
評価団への事前発表とコメント）

立命館大学東京キャンパス

12月13日 最終発表会と終了式 立命館大学東京キャンパス

表：国際研修プログラム



(2-2) 熊本地震(2016)における中間支援組織ネットワークに対する支援ニーズの時系列分析

これまでの被災者支援に関する研究では、支援分野別の被災者・支援者ニーズ（以後、支援ニー
ズ）の出現頻度に基づく時系列的な変化に関する結果に留まっていた。熊本地震(2016)を事例
に、中間支援組織を中心としたの組織体に対する支援ニーズ間の関連性に基づく時系列的な変化
を示した。今後は他事例との比較分析等を行い、ニーズの時系列的な傾向の一般化を目指した。

図：4月19日~5月19日で発生した分野別支援ニーズの
共起ネットワーク

図：5月20日~6月19日で発生した分野別支援ニーズの
共起ネットワーク

分分野野 2016年年4月月19日日~5月月19日日 2016年年5月月20日日~6月月19日日

早期復旧 被災家屋対応、危険度判定・被害判
定

被災家屋対応、罹災証明・生活再建、地域・復興イベン
ト

教育 教育支援

保健 保健医療福祉サービス 保健医療福祉サービス

緊急通信
支援連携・調整と情報共有、災害VC
運営、ボランティア派遣、生活相談

支援連携・調整と情報共有、災害VC運営、ボランティア
派遣、生活相談

ロジスティクス 物資支援 物資支援、引越し支援

食料安全保障と栄養 食事支援、炊き出し支援 食事支援、炊き出し支援

水と衛生 トイレ設置、風呂設置・移送 風呂設置・移送

緊急シェルター 避難所生活環境整備 避難所生活環境整備、避難所内イベント

キャンプ調整・管理 避難所運営、避難所の実態調査 避難所運営、避難所集約・閉鎖、仮設住宅入居説明

表 議事録分析によって抽出された分野別被災経過別の主な支援ニーズ

調査及び分析手法の概要
熊本県域での支援連携・調整を目的に被災地で活動するNPO等
が参加した、「火の国会議」をはじめと4会議から、2016年4
月19日～2016年11月22日間に開催された100会議の議事録を
対象に分析を行った。
時系列的に変化する支援ニーズの関連構造
分野別ニーズ間の関連性は時系列的に変化するなかで、「緊急
シェルター」等といった避難所に関わる支援分野では時間経過
に伴わず「保健」と「食糧安全保障」といった生命維持に関わ
る分野等と関連性があることを示した。 既往研究とは異なり
「教育」、「水・衛生」とは関連性がないことが示されたが、
情報連絡会議に参加した支援者がそれらの支援分野に関わって
いない可能性があるため、他事例との比較が今後の課題である。

(2-1) 時空間要因を考慮したNPO法人における文化遺産防災事業の動向に関する研究
都市の縮小段階に入っている京都市を事例に、文化遺産防災のステークホルダーとして期待され
るNPO法人において、防災と文化遺産保全との間に空間的に分断されていることを調査分析結
果から示した。今後の文化遺産防災を空間的に繋げる方策の具体的な提案が課題である。

図：京都市の行政区と文化財分布・水害危険地域

図：NPO法人が立地する行政区と事業目的の
共起ネットワーク

調査及び分析手法の概要
京都市自治会・町内会＆NPOおうえんポータルサイトから、
2020年3月末時点で掲載されていたNPO法人の立地情報や設
立時期、事業目的・内容に関する文章データを収集し、テキ
スト分析を行った。

「防災」のNPO法人は水害リスクの高い南部の行政区と都心
部の下部との繋がりが強く、「文化歴史継承」では文化財が
多く立地する都心部や北部の行政区との繋がりが強いことが
明らかとなった。つまり「防災」と「文化歴史継承」の NPO
法人の立地は、市内で分断されている傾向が強く、NPO法人
事業による文化遺産防災の貢献は空間的に分断し、時間的に
衰退する恐れがある。NPO法人の事業目的の出現には、社会
的な重要性の認識によっても変化すると考えられるため、文
化遺産防災の重要性の周知や異主体間での効率的かつ効果的
に資源再配分のあり方を検討することが課題である。

凡凡例例

世界文化遺産
京都府指定文化財
洪水浸水想定区域

行行政政区区 右右
京京
区区

下下
京京
区区

左左
京京
区区

山山
科科
区区

上上
京京
区区

西西
京京
区区

中中
京京
区区

東東
山山
区区

南南
区区

伏伏
見見
区区

北北
区区

合合
計計

NPO法人数 81 100 98 49 77 45 132 29 60 94 83 848

表：調査・分析対象サイト掲載の行政区別NPO法人数（2020年3月末時点）

NPO法人事業における防災と文化遺産の都市空間的な隔たり



(2-4) 避難所運営の安定化を目的とした災害リスク・マネジメントモデルに関する研究
京都市伏見区深草学区の住民を対象に避難所運営協議会訓練（図上訓練）を活用したワーク
ショップ(WS)を実施し、それを通じて自主防災会による主体的な地域防災活動が行われたこ
とを示した。当該学区では今後もWSを通じた活動が行われると予測されるため、継続的な観
察調査等を行った。

図 避難所運営協議会訓練の様子

図：深草学区における避難所運営協議会訓練等を取り入れた
避難所運営に関する災害リスク・マネジメント

調査及び分析手法の概要
京都市伏見区深草学区の住民を対象に図上訓練を活

用したWSを2022年7月23日を実施した。
訓練後に参加者へのアンケート調査と自主防災会へ

のヒアリング調査を行い、WSによる地域防災及び避
難所運営の安定化への影響を明らかにした。
WSを通じた住民の主体的な態度を有したリ
スク緩和策の実施
WSを通じて、避難所運営マニュアルの改訂意図が

高まる等の地域防災活動意図の醸成が見られただけで
なく、現在は自主防災会ではマニュアルの周知や改訂
にむけた協議が行われている。
現時点では他団体によるWSを通じた活動はみられ

ていないが、自主防災会が他団体と連携した活動に着
手する意思を示していることから、継続的な経過観察
と災害リスクマネジメントモデルの改善を今後行う予
定。

(2-3) 地域住民の主体性の形成を目的とした避難所運営協議会訓練の開発と試行
住民が主体的な避難所運営を行うためには避難所運営を我がこととして主体的な態度を有する必
要がある。 災害時の避難所運営をゲーミングに落とし込み、リスク緩和策の立案が可能となる
避難所運営協議会訓練の開発と学生対象の試行を行い、リスク緩和策の立案する上で必要な動態
等の獲得が可能であることを示した。ただし、訓練のデザイン設計による抽象的なリスク緩和策
の立案等の課題があり、訓練の再設計が求められた。
実験調査の概要：
立命館大学政策科学部の講義の一環として15名が対

象にを実施した。実施効果の検証のために自由記述及
び選択式のアンケートを訓練実施後に行なった。
ゲーミング訓練を通じた抽象的なリスク緩和策に対
する主体的な態度の形成
5段階評価で設定した「動態・イメージの獲得」等に

ついての選択式設問は学生自身の評価が高かった。
「自身が実施すべきリスク緩和策」についての自由記
述設問では、ほとんどが抽象的・不明瞭な提案となっ
ており、具体的な防災行動に繋がらない恐れがあり、
訓練の限界となった。
◆ファシリテーションによる知識昇華の課題
訓練のデザイン設計上の課題として、合意形成や単

純作業に費やす時間が多かった等が示された。振り返
りでは、学生が主体的に実施したためファシリテー
ターが参加者が得た知識をリスク緩和策の提案を促す
必要があった。

図：ゲーミング実施講義の様子

図：動態等獲得達成度に関する設問の回答結果(n=15)



(2-6) ゲーム・ベースド・ラーニングによる防災知の収集と地域防災知の学習

気候変動による気象災害リスクの高まりにより、防災教育がますます重要となっている。本研
究は、主にこれまで防災教育の対象として手薄であった高等教育機関の学生（大学生・大学院
生）を対象として、彼らの洪水に対する防災知を把握するとともに、災害常襲地において収集
された地域防災知を学習する手法としてのゲームを開発し、その効果を示した。
調査対象事例

・第1ラウンド：市長（地方政府）、コミュニティ・リーダー、コミュニティ・ボランティア
（役員）、コミュニティ住民の役割になり、それぞれの立場から洪水前・中・後にどのよ
うな対策を取るかを最大10項目、カードに記入する（カード1枚につき1項目で1点）

・その後、別の洪水常習地で対策が進んでいるコミュニティの地域防災知に基づいた考慮事
項を提示し、考慮できていない場合はマイナス点を付与することで、最終的な点数を出す。

・第2ラウンド：上記と同じ役割に基づき、再度同じゲーム（ゲーム上では次の年の雨季を想
定）を実施し、第1ラウンドの結果と比較（状況は同じであるが参加者には伝えていない）

本ゲームの構造

対象：タイ北部・ナーン県 バンパハード・コミュニティ（洪水常習地）
タイ人大学生・大学院生（チュラロンコン大学所属）

知見

*本研究はタイ・チュラロンコン大学環境研究所上級研究員の
Puntita TANWATTANA氏との共同研究である。 図：開発した防災ゲーム実施の様子

・第1ラウンドではより多くの考慮事項に対応したため洪水
常習地で大学生より高い点数を獲得

・洪水対策について授業で学んだ大学生はカード枚数が多
かったが、考慮事項によるマイナスも大きい

・第2ラウンドでは大学生も洪水常習地と遜色のない点数と
なり、防災学習効果を確認

(2-5) ゲーミフィケーションを利用した地域防災知の収集手法の開発
気候変動にともない気象災害のリスクがますます増大している。そのための対応策の一つが災
害常習地域における防災に関わる地域知を収集し、専門知と統合することでより効果的な防災
方策を生み出すことや、災害被害に悩む他の地域の参考とすることである。
地域防災知については様々な収集手法が開発されてきたが、他分野では実施されているゲーミ
フィケーションを利用した研究はない。そこで本研究では特別な技術などが必要ない、ゲーミ
フィケーションを利用した収集手法を開発し、2011年の大洪水時の対応について、フォーカ
ス・グループ・ディスカッションとの比較を通じて、その優位性を明らかにした。
調査対象事例

・カードゲーム方式
・マルバツクイズ形式のフィードバック
（参加住民の地域防災知を専門家が理解したかどうか）

・各参加者が提示したカード枚数（地域防災知の数）の提示
・浸水域カバーをマップに重ねることによる洪水時イメージの醸成

本研究におけるゲーミフィケーションの特徴

対象：タイ北部・ナーン県 プミンタレー・コミュニティ
特徴：洪水常習地（2011年大洪水時に大きな浸水被害）

WHOのセーフコミュニティに認定

知見
ゲーミフィケーションの方が
・より多くの地域防災知を収集
・より多くの地域独自の地域防災知を収集
・よりソーシャル・ラーニング成功要因を促進

*本研究はタイ・チュラロンコン大学環境研究所上級研究員の
Puntita TANWATTANA氏との共同研究である。

図：ゲーミフィケーションを
取り入れた地域防災知収集の様子


