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Ⅰ．計画の概要
■プログラム名：地域再生人材創出拠点の形成（事後評価）
■プロジェクト名：美（うま）し国おこし・三重さきもり塾
■機関名：三重大学
■代表者名（役職）：内田 淳正（学長）
■連携自治体：三重県
■実施期間：５年間
■実施経費：総額 230.7 百万円（間接経費・環境改善費込み）
１．プロジェクト概要
１．１ 課題の概要
地域の現状と地域再生に向けた取組状況
三重県は、東海・東南海・南海地震等の巨大地震や台風等の風水害のリスクが高く、県を挙げて防災対
策の充実をはかり、自助・共助の観点から地域をサポートする取組みを続けている。このうち、ハード面での
対策には膨大な予算と時間がかかるため、並行してソフト面での取組みを推進することが極めて重要であ
る。しかし、防災に関する幅広い知識を持った人材、地域防災を主体的に進めることができる人材は、必ず
しも充実していない。課題解決には、産学官民の連携による防災教育環境の整備と地域コミュニティの形
成、継続的な人材育成が必要である。

地域再生人材創出構想
三重大学が中心となり、三重県地域の行政・企業・地域で主体的な防災・減災活動を行う「美し国・三重の
さきもり」を育成する。育成コースとして｢さきもりコース｣と「聴講コース」を併設する。育成の対象は、①企業・
行政の防災担当者、②地域住民、③各研究科修士課程在籍者で、「さきもりコース」では、履修生は全て新
設科目の受講に加え、具体的な活動を通じた実践的な教育を受け、新設科目 10 単位の取得と研究成果報
告書により、一方「聴講コース」では新設科目の一部の履修により到達レベルを判断する。「さきもりコース」
修了者は「美し国・三重のさきもり」に認定し、行政・企業・地域での防災・減災活動の企画立案・運営・教育
啓発・実務を行い、「聴講コース」修了者は運営・実務を行う。期間終了後は大学と地域自治体が協働で本
ユニットでの人材育成を継続し、修了者による交流・活動の場として NPO 法人を発展的に形成する。

自治体との連携・地域再生の観点
三重県は三重大学との連携により、行政職員・企業の防災担当者・自主防災組織のリーダー、消防団員
等に対する防災研修の実施や、地域の防災リーダーとして活躍する人材育成を行ってきた。また、防災ネット
ワークの構築やその活動に係る仕組みづくりを行ってきた。これをさらに進めるために、三重県の減災目標と
その達成のための行動計画の一環として、地域再生計画そして本課題を位置づけている。この取組により三
重県の減災目標を達成することで、回避できると予想される人的・経済的損失は大きい。また、このような取組
を行政主導ではなく、企業・住民が主導して行うことで、この取組を核とした地域コミュニティの形成を促し、地
域の実情や時間的な状況変化に対応した防災・減災活動が地域の文化として根付くことが期待される。
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ミッションステートメントの概要
養成人材は、行政・企業・地域の中の活動の場で、防災・減災活動の計画・実行・評価・改善を行い、先導
的に行動する人材となる。「さきもりコース」では３年目には資格を持った社会人および各研究科の大学院生
を３年目には 20 人程度、５年目には 40 人程度を総計で輩出し、「聴講コース」では３年目には 60 人程度、５
年目には 120 人程度を輩出する。５年目までに「美し国おこし・三重さきもり塾」を NPO 法人化し、養成人材に
よる運営を開始する。また、３年目には、三重県が推進する「美し国おこし・三重」のパートナーグループの形
成と運営を開始する。３年目と５年目には修了者を中心としたイベント（連携した訓練やシンポジウム等）を行
う。
１．２ 実施体制

図１ 実施体制
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１．３ 実施内容

図２ 実施内容

１．４ ミッションステートメント
（１）地域再生人材創出構想の概要
三重大学が中心となり、三重県地域の行政・企業・地域で主体的な防災・減災活動を行う「美し国・三重
のさきもり」を育成する。育成コースとして｢さきもりコース｣と「聴講コース」を併設する。育成の対象は、①
企業・行政の防災担当者、②地域住民、③各研究科修士課程在籍者で、「さきもりコース」では、履修生
は全て新設科目の受講に加え、具体的な活動を通じた実践的な教育を受け、新設科目10単位の取得と
研究成果報告書により、一方「聴講コース」では新設科目の一部の履修により到達レベルを判断する。
「さきもりコース」修了者は「美し国・三重のさきもり」に認定し、行政・企業・地域での防災・減災活動の企
画立案・運営・教育啓発・実務を行い、「聴講コース」修了者は運営・実務を行う。期間終了後は大学と地
域自治体が協働で本ユニットでの人材育成を継続し、修了者による交流・活動の場としてNPO法人を発
展的に形成する。
また本課題は地域再生計画における三重大学と三重県の連携の一部として位置づけている。
（２）３年目における具体的な目標
養成人材は、行政・企業・地域の中の活躍の場で、防災・減災活動の計画・実行・評価・改善を行い、先
導的に行動する人材となる。本事業の３年目には、「さきもりコース」から資格を持った社会人および各研
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究科の大学院生を２０人程度輩出し、「聴講コース」から６０人程度を輩出する。
２年目に修了した人材(社会人)が地域で「美(うま)し国おこし・三重」のパートナーグループの形成と運
営を開始し、さきもり塾がこれらパートナーグループの連携の場となって、３年目終了時には、修了者を中
心としたイベント（連携した訓練やシンポジウム等）を行う。
また、「美し国おこし・三重さきもり塾」を、将来的にNPO法人として独立させ、主体的に活動させるべく
準備を開始する。
（３）実施期間終了時における具体的な目標
本事業の最終年である５年目には、「さきもりコース」から資格を持った社会人および各研究科の大学院
生を４０人程度輩出し、「聴講コース」から１２０人程度を輩出する。この時点で「美(うま)し国おこし・三重さ
きもり塾」をNPO法人として独立させる。また５年目には、本事業の一つの区切りとしての防災イベントを開
催する。
（４）実施期間終了後の取組
科学技術振興調整費による支援終了後は、大学および三重県・市町の協同で人材育成プログラムの
維持を行う。人材育成に必要な研究活動経費の調達のため、文部科学省「科学研究費補助金」、総務省
消防庁「消防防災科学技術研究推進制度」等による資金の獲得を目指す。また同時に、県・市町・企業と
の共同研究等を積極的に行い、資金を獲得する。
なお実施期間終了後には、「美し国おこし・三重さきもり塾」はNPO法人化し、修了者が中心となった運
営・活動を行い、地域での主体的な活動を促している。
（５）期待される波及効果
三重県地域における防災・減災活動を主導し、地域づくりを行う人材育成の取組は、甚大な自然災害
が予測される他の多くの地域にとって、モデルケースとして直接的な参考になる。また、立場による利害
関係を超越した防災・減災活動を核とし、地域コミュニティーの連携を促進する手法が、地域社会のセー
フティーネットの充実につながることも期待される。
２．採択時コメント
本提案は、巨大地震や風水害等の高い自然災害リスクがある三重県において､安全･安心な生活を営
むことができる社会･地域づくりという地域の社会ニーズに対応した､防災･減災活動の専門知識等を持つ
人材を養成する意欲的な取組みであり、当該地域の課題解決に貢献すると評価される。実施に際しては、
防災研究所、消防庁や他の地域の震災復旧に深くかかわった他大学、兵庫県・新潟県等の関係者を講
師に加えること、及び「三重地震対策アクションプログラム」にある津波に関する対応を明確にすることによ
るカリキュラムの充実が望まれる。また、地域再生の趣旨を踏まえ、「聴講コース」修了者の活躍するイメー
ジを明確にし、修了要件を設けることが望まれる。修士課程学生の修了者については、どのように地域に
活動の場を求めるかを事前に設定するための検討と実施手法を構築することが望まれる。

4

Ⅱ．成果の概要
１． 目標に対する達成度
養成目標人数は、準備期間の平成 21 年度を除き、特別課程で年間 10 人、入門コースで年間 30 人、
実施期間終了時点では、特別課程で 40 人、入門コースで 120 人の養成を目標とした。これは、三重県お
よび県内の各市町において少なくとも 1 人以上の人材を養成することを意図して設定した。平成 22 年度
から平成 25 年度の４年間での実績は、特別課程を修了した「美し国三重のさきもり」として 55 人（目標人
数に対して 138%）、入門コースを修了した「美し国三重のさきもり補」として 182 人（同 152%）を認定した。
なお、定員以上の受講生を受け入れ人材養成を実施したが、養成修了者へのアンケート結果（図４）
から、90％以上の修了者が教育の内容に満足していると回答していることや、80％以上の修了者が教育
を有効と認識していたことから、教育の質は担保できたと考えられる。
２．人材養成手法の妥当性
２．１ 地域のニーズ
三重県は、東海・東南海・南海地震等の巨大地震や台風等の風水害のリスクが高く、県を挙げて地震
および防災対策等の充実をはかり、自助・共助の観点から地域をサポートする取り組みを進めている。そ
のため、この取り組みを主体的に進める人材の育成が求められている。また、平成 22 年度から毎年行っ
た県内の防災団体、企業、自治体に対するニーズ調査から、防災関連の取り組みの計画立案と実施を
指導できる人材や、講習・研修の講師を務める人材が求められていることが、明らかとなっている。
２．２ 人材養成の手法・方法と実施結果
本事業では、地域の防災・減災活動のリーダーとして活躍する人材の養成を目的とした「特別課程」と、
地域の防災・減災活動のリーダーの補佐役として活躍する人材の養成を目的とした「入門コース」の２つ
のコースを設置し、各コース所定の授業科目を受講することで人材養成を行った。
具体的な養成手法は、２コースともに、養成対象は社会人（三重県地域の住民、企業に勤務する人、地
方公務員）および、本学の大学院生とし、大学院工学研究科に「特別課程」（7 科目）を設置して受け入れ
た。「入門コース」はこの内の２科目（地域防災学総論Ⅰ・Ⅱ）を受講させた。修了年限はそれぞれ原則 1
年とした。また、「入門コース」からのステップアップとして「特別課程」へ進学可能な制度を設置した。授業
料等については、支援終了後の事業継続を念頭に置き、無償とすることなく、受益者負担を原則とし、
「特別課程」は 65,800 円の授業料を、「入門コース」は 18,800 円の受講料とした。なお、養成人材の経済
的負担を軽減するために、授業料の若干の低減化を図った。
実施結果としては、「特別課程」、「入門コース」ともに計画通り人材養成を実施し、募集に際しては、養
成対象者の所属や地域に配慮して、表２および図３に示すとおり、一定のバランスを保って養成対象者
を募集することが出来た。また、授業の内容としては、図４示す授業アンケート結果から、約 80％の受講
生が理解しおおむね役立つとの回答が得られたことや、図５に示す修了者アンケートの結果から、約
80％以上の修了者が授業の方法として有効であったとの回答を得られたことから、人材養成手法としての
妥当性があったと考えられる。
２．３ 被養成者の到達度認定の仕組みと実施結果
被養成者の到達度認定の仕組と実施結果については、「特別課程」で７科目、「入門コース」で２科目の
履修を修了の要件とし、各授業科目で定めたレポートの評価等による到達度の測定と、70％以上の出席
率かつ 100 点満点中 60 点を合格とする等の判断基準に基づき、到達度を認定した。
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２．４ 人材養成システムの改善状況（被養成者の評価等の反映）
人材養成システムの改善状況としては、平成 21 年度に実施に向けたの仕組みとして出願資格審査の
制度化や、授業料の額の変更、e-learning システムの導入等を行った。その後は毎年継続してカリキュラ
ムや運営について見直しを行う PDCA サイクルを回す仕組みを構築し、被養成者へのアンケート結果を
踏まえた講義内容の改善と充実、養成修了者の活動状況を把握するための追跡調査等を行った。
３．実施体制・自治体等との連携
３．１ 実施体制
実施は教育カリキュラムの企画立案および全般的な事業の執行を担う「美し国おこし・三重さきもり塾」
運営委員会（以下、運営委員会という。）が行い、ここで決定した教育内容を工学研究科に付託し、工学
研究科が教育・教務を執行、結果を運営委員会に報告する枠組みとした。運営委員会の委員は、教育を
担当する本学教員に加えて、連携自治体である三重県の防災関係部局の幹部職員、三重県企業の防
災ネットワーク組織の役員、著名な防災団体の代表等を外部委員として招き、構成した。
また、本学では第２期中期目標・中期計画（平成 22 年度〜平成 27 年度）に、社会との連携や社会貢献
に関する目標を達成するための措置の一つとして本事業を位置付け、平成 23 年度より、工学研究科の
組織であった運営委員会を大学全体で取り組む全学組織へと発展させた。
３．２ 自治体との連携状況
主な連携自治体である三重県とは養成対象人材の募集活動、関係機関や市町・地域との橋渡し、被養
成者の派遣とその授業料の負担、イベントの共催等において、特に緊密に連携した。修了者の大学院生
１名が平成 26 年度より、三重県職員として採用されている等の事例も生まれている。さらに、三重県を通
じて県内の市町とも連携を図り、住民の防災教育に熱心に取り組んでいる市町との直接的な連携事例
（市町の防災講座におけるさきもり塾公開シンポジウムの組み込み等）や、市町が行う事業の担い手とし
て養成修了者が参画する事例が生まれた。また、企業、地域との連携も、様々な形で広がっている。
４．人材養成ユニットの有効性
４．１ 養成修了人材が地域で活躍する仕組み
養成対象人材を防災・減災活動に関わる実務者に特定することで修了後の地域への定着を図ったこと
から、養成修了者の地域への定着率は表７に示すとおり、特別課程で 95％、入門コースで 93％と高い。
活動としては所属組織における本来業務・活動において、防災訓練の計画と実践や、勉強会の開催によ
る意識啓発機会の創出、従業員アンケートの実施による防災対策の企画立案等、具体的な活動事例が
多数報告されている。これに加えて、養成修了者による組織「美し国おこし・三重さきもり倶楽部」の設立
を支援し、修了者間のネットワークを活かして防災に関わる様々な場で活躍するための仕組みを構築し
た。本人材養成ユニットは、三重県と協議を重ねた結果、予算支援終了後もその枠組みを発展的に変え
て継続し、養成修了者の支援を行うこととした。具体的には、本学と三重県が共同で平成 26 年 4 月から
設立した「三重県・三重大学 みえ防災・減災センター」のミッションとして「人材の育成と活用」を掲げて
支援することとした。養成修了者による組織「美し国おこし・三重さきもり倶楽部」を対象に、人材の活用の
観点から、支援を継続すると同時に、発展的に活躍の場を広げる支援を充実させる。
４．２ 波及効果
東海地方の６つの国立大学法人（三重大学、名古屋大学、岐阜大学、静岡大学、名古屋工業大学、豊
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橋技術科学大学）の防災・減災関連のセンターが共同して、「東海圏減災研究コンソーシアム」を平成 25
年 4 月より発足させた。本学は、本事業の成果が評価され、この枠組みの中で防災に関連する人材養成
と養成した人材の活用に関して連携を行う「人材育成・活用専門部会」の幹事大学を任されている。
５．継続性・発展性の見通し
５．１ 実施機関の取組としての継続性
本人材養成ユニットは、予算支援終了後もその枠組みを発展的に変更して継続している。具体的には、
まず本学が実施機関として本事業を「みえ防災塾」と名称変更し、三重県が主体的に行ってきた「みえ防
災コーディネーター育成講座」と「美し国おこし・三重さきもり塾」を一体的に実施する枠組みに発展させ
ている。また、この「みえ防災塾」の運営委員会を、「美し国おこし・三重さきもり塾」運営委員会の名称を
変更する形で引き続き全学委員会として継続させるべく、学内規程を整備している。
また、これらの事業を実施するための予算的な裏付けとして、本学の運営費交付金を措置すると同時に、
三重県と本学が共同で平成 26 年 4 月より設置した「三重県・三重大学 みえ防災・減災センター」の人材
育成・活用事業として位置づけ、三重県と共同で事業を運営する体制としている。
５．２ 自治体や地元からの支援による発展性
前述した通り、本事業の連携自治体である三重県との間で事業の発展的継続の枠組みは動き始めて
いるが、一層の将来的な発展を見据えて、以下のような検討を行っている。
・ 三重県に加え、県内の市町や企業からの負担金を募り、人材育成・活用を共同して行う枠組みの構築
・ 市町の職員研修や、企業の社員研修の手法や機会の創出の検討
・ 東海圏減災研究コンソーシアムで連携する東海圏の６国立大学（三重大学、名古屋大学、名古屋工
業大学、豊橋技術科学大学、岐阜大学、静岡大学）の間における、人材の育成・活用に関する連携の
可能性の検討、広域の人材養成ユニットや人材バンクの整備、支援の枠組みの構築、教育プログラム・
カリキュラム等の統一化や講師人材の相互流通等の推進
６．採択時コメントへの対応
採択時コメントでの指摘を以下の 4 点に大別し、各点への対応を示すと以下の通りである。
指摘 1：実施に際しては、防災研究所、消防庁や他の地域の震災復旧に深くかかわった他大学、兵庫
県・新潟県等の関係者を講師に加えることが望まれる。
対応１：地域防災学総論Ⅰ・Ⅱにおいて、京都大学防災研究所、兵庫県、消防庁等の専門家を外部講
師として招いた。
指摘２：「三重地震対策アクションプログラム」にある津波に関する対応を明確にすることによるカリキュラ
ムの充実が望まれる。
対応２：地域防災学総論Ⅰの中に、津波をテーマにした講義日を設け、授業を３コマ分（1 コマ 90 分）
開催した。内容は、津波の発生メカニズム、災害メカニズム、減災対策、避難対策であり、東北
大学災害制御研究センター津波工学研究室、独立行政法人海洋研究開発機構から津波対策、
津波観測の専門家を外部講師として招いた。
指摘３：地域再生の趣旨を踏まえ、「聴講コース」修了者の活躍するイメージを明確にし、修了要件を設
けることが望まれる。
対応３：「聴講コース」の位置付けを明確にするために、「入門コース」と名称を変更し、修了者を「美し国
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三重のさきもり補」に認定した。「入門コース」修了者の活躍するイメージとしては、地域防災学
総論Ⅰ・Ⅱをベースにした啓発活動、防災・減災分野のコーディネート活動、「特別課程」修了
者との連携（補佐）とした。また、「特別課程」への進学を推奨した。「入門コースの」の修了要件
は、地域防災学総論Ⅰ・Ⅱの履修とし、毎回の講義修了時にレポート提出を義務付け、このレ
ポートの評価と授業への出席により、履修の判定を行った。
指摘４：修士課程学生の修了者については、どのように地域に活動の場を求めるかを事前に設定するた
めの検討と実施手法を構築することが望まれる。
対応４：「特別課程」を修了した大学院生（修士課程学生）は、県内の行政や企業、地域で活躍すること
を想定した。平成 22 年度および平成 24 年度に「入門コース」を修了した大学院生は、行政の
防災計画を担う建設コンサルタントに技師として採用された。平成 25 年に「特別課程」を修了し
た大学院生は、三重県職員に採用され、将来的に三重県の防災・減災を担う人材として活躍
することが期待されている。また、大学院生も養成中および修了後に「美し国おこし・三重さきも
り倶楽部」に登録することで、社会人の養成修了者と情報交換を行い、地域の活動に関わる機
会が持てるようにした。
７．中間評価への対応
中間評価での改善を要する事項の指摘と対応を項目ごとに示すと、以下の通りである。
指摘１： 東日本大震災以降、本プログラムの社会的意義は益々高まっているので、今後はその震災
からの教訓・課題をカリキュラムに取り込み、より効果的なプログラムに充実・改善していくこと
を期待する。
対応１： 震災発生以降、カリキュラムを適宜充実・改善した。外部講師中心の地域防災学総論、学内
講師中心の特論・演習、受講生が自ら行う研究、公開講座として位置づけているシンポジウム
それぞれにおいて、東日本大震災からの知見を反映した。
指摘２： 今後は、県南など遠隔地からの受講生の受け入れを増やす工夫を期待する。
対応２： 県南地域（東紀州地域）での公開シンポジウムの開催や、広報活動の充実等により受講生の
新規発掘に努め、さらに、修了者や受講生がいない市町を中心に直接訪問を行い、受講生
の確保に努めた。最終的に東紀州地域の５つの市町のうち、４つの市町からの受講生を受け
入れることが出来た。
指摘３： また、修了者ネットワークが構築されて活発な情報交換等が行われているので、今後も引き続
き、大学の活動支援を継続していくことを期待する。
対応３： 修了者へのフォローアップ事業（フォローアップ研修、意見交換等）を引き続き実施した。「美
し国おこし・三重さきもり倶楽部」の活動支援として、集会の開催、支部の立ち上げ、集会や交
流会の開催、広報誌の発行等の支援を継続して実施した。
指摘４： 東海・東南海・南海地震を想定した広域エリアの防災のために広域的な連携を進め、本養成
システムが波及・発展していくことを期待する。
対応４： 東海４県の国立大学間の連携の枠組み「東海圏減災研究コンソーシアム」を発足させ、三重
大学が幹事大学を担当している人材育成専門部会の活動を通じて、本人材養成システムの
水平展開および連携大学の共同による人材養成の実施に向けた検討を行った。
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Ⅲ．所要経費

（単位：百万円）

補助対象経費

21 年度

22 年度

23 年度

24 年度

25 年度

備考

１．人件費

7.0

19.9

21.3

21.5

21.2

＊１水平一

（１）特任助教

4.3(１名）

6.6(１名)

6.9(１名)

7.0（１名）

7.1（１名）

軸振動台

（２）産学連携 CD

1.1(１名）

9.4(２名)

9.2(２名)

9.3（２名）

8.4（２名）

は、講義・

（３）事務補佐員

1.5(１名）

2.7(１名)

4.9(２名)

4.9（２名）

5.2（２名）

演習時に行

（４）補助員

0.1(２名)

1.2(24 名)

0.3(７名)

0.3(５名)

0.5(23 名)

う、実験の

（５）非常勤講師

-

-

-

-

-

実演に用い
る他、教材

２．設備備品費

20.4

2.9

1.8

-

-

の開発のた

(１）水平一軸振動台

16.0

-

-

-

-

めの実験に

(２）水平一軸振動台実験用

4.4

-

-

-

-

使用した。

＊１

機器
(３）サーバー・ストレージ類

＊２
＊２

サー

-

2.9

-

-

-

バー・ストレ

(４）耐震補強システム試作

-

-

-

-

-

ージ類は、

(５）耐震性啓発ツール試作

-

-

0.6

-

-

受講生の補

(６）災害時医療情報システム

-

-

-

-

-

講に用い

試作
(７)災害時情報システム試作

た、

-

-

1.2

-

-

e-learning
システムお

３．消耗品等

2.8

4.7

5.7

6.5

6.5

よび、防災
情報・地理

４．旅費

0.3

1.4

1.6

1.6.

2.4

情報データ

（１）国内旅費

0.3

1.1

1.6

1.6

1.8

ベースシス

（２）国外旅費

-

0.3

-

-

0.6

テムを運用
するために

５．その他

6.4

11.0

6.2

9.9

8.9

（１）諸謝金

0.4

1.0

1.0

1.7

1.7

（２）会議開催費（公開シンポ）

0.9

0.4

0.3

0

0.3

（３）通信運搬費

-

0.1

0.1

0.1

0.2

（４）印刷製本費

1.8

2.7

2.0

2.6

3.2

（５）借損料

-

0.4

0

0.5

0.5

（６）雑役務費

3.3

6.4

2.8

5.0

3.0

（７）消費税相当額

-

-

-

-

-

６．間接経費

11.1

11.9

-

-

-

７．環境改善費

-

-

7.5

5.0

3.3

計

48.0

５1.8

44.1

44.5

42.3

230.7

（内、自己資金）

（ 0 ）

（ 2.6 ）

（ 1.3 ）

（ 1.6 ）

（ 1.2 ）

（ 6.7 ）

補助対象外経費

2.4

1.2

1.7

1.0

1.7
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用いた。

総計 7.2

Ⅳ．成果の詳細
１．目標に対する達成度
（１）養成人数の目標と実績
表１ 養成修了者数の実績と目標
人材養成のカテゴリー

養成修了者数

（コース等）

実績

目標

・ 特別課程（「さきもりコース」より

55 人

40 人

182 人

120 人

237 人

160 人

名称変更）
・ 入門コース（「聴講コース」より
名称変更）
合 計

※「実績」は、実施期間終了時点で既に修了している養成修了者数（予定は含まない）
養成目標人数は、準備期間の平成 21 年度を除き、特別課程で年間 10 人、入門コースで年間 30 人、
実施期間終了時点では、特別課程で 40 人、入門コースで 120 人の養成を目標とした。これは、三重県お
よび県内の市町において少なくとも 1 人以上の人材を養成することを意図して設定した。
平成 22 年度から平成 25 年度の４年間での実績は、平成 22 年度（第一期生）は、特別課程を修了した
「美し国三重のさきもり」として 17 人（目標人数に対して 170%）、入門コースを修了した「美し国三重のさき
もり補」として 46 人（同 153%）、平成 23 年度（第二期生）は、「美し国三重のさきもり」として 12 人（同 120%）、
「美し国三重のさきもり補」として 48 人（同 160%）、平成 24 年度（第三期生）は、「美し国三重のさきもり」と
して 14 人（同 140％）、「美し国三重のさきもり補」として 48 人（同 160％）、平成 25 年度（第四期生）は「美
し国三重のさきもり」として 12 人（同 120％）、「美し国三重のさきもり補」として 40 人（同 133％）を認定した。
合計で、「美し国三重のさきもり」として 55 人（目標人数に対して 138%）、「美し国三重のさきもり補」として
182 人（同 152%）を認定した。
なお、定員以上の受講生を受け入れ人材養成を実施したが、養成修了者へのアンケート結果（図４）
から、90％以上の修了者が教育の内容に満足していると回答していることや、80％以上の修了者が教育
を有効と認識していたことから、教育の質は担保できたと考えられる。
（２）養成人数以外（拠点形成）の目標と実績
養成人数以外の実施期間終了時の目標を以下の２点に大別し、各点ごとの計画と実績を示すと以下の
通りである。
計画１：「美し国おこし・三重さきもり塾」を NPO 法人として独立させる。
実績１：実施計画上、「美し国おこし・三重さきもり塾」を NPO 法人として独立させる目的は大きく２つに
整理出来る。１つ目の目的は、修了者を組織化し、継続的な活動を支援する枠組みを構築す
ること、２つ目の目的は、人材養成プログラムの継続的な実施である。１つ目の目的については、
修了者により「美し国おこし・三重さきもり倶楽部」が設立され、同倶楽部を核として NPO 法人化
に向けた検討を進めてきており、現在も継続して検討を進めている。２つ目の目的については、
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連携主体である三重県との間で「三重県・三重大学 みえ防災・減災センター」を平成 26 年 4
月より設置し、このセンターの事業として本事業での人材養成プログラムを発展的に継続するこ
ととして対応している。
計画２：区切りとしての防災イベントを開催する。
実績２：「美し国おこし・三重さきもり塾」が主催する「美し国おこし・三重さきもり塾公開シンポジウム」を連
携主体である三重県と、修了生の組織「美し国おこし・三重さきもり倶楽部」との共催で平成23
年度、平成24年度、平成25年度と毎年実施した。このうち、区切りとしての平成25年度には「美
し国おこし・三重さきもり塾公開シンポジウム」において、三重県と三重大学の共同体制（「三重
県・三重大学 みえ防災・減災センター」）のもとで実施期間終了後の人材養成プログラムを継
続する方針を、本事業を統括する三重大学長内田淳正と三重県知事鈴木英敬氏の鼎談にお
いて公表した。
（３）客観的な情勢の変化等（社会ニーズの変化等）への対応
平成 23 年３月 11 日の東日本大震災発生以降、被害の状況や、復旧・復興に関する最新の状況等を授
業内容に反映するべく、カリキュラムを適宜充実・改善した。
充実・改善の内容は以下の通り。
・ 津波災害の専門家や、被災地での災害対応にあたった方、復旧復興を担っている方等を外部講師
として招き、講義（地域防災学総論 I、地域防災学総論 II）の内容を充実させた。また、授業の一環とし
て行ってきた「美し国おこし・三重さきもり塾公開シンポジウム」等のシンポジウムにおいて、同様に基
調講演者として講師を招き、情報提供を行った。
・ 教育を担当する三重大学教員・職員が被災地の現地調査や、教材の収集等を行い、講義および演
習（さきもり防災計画特論・演習、さきもり防災マネジメント特論・演習等）や、特別研究での指導の内
容を充実・改善した。
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２． 人材養成手法の妥当性
（１）地域のニーズ
提案書では本事業における地域のニーズとして「三重県は、東海・東南海・南海地震等の巨大地震や
台風等の風水害のリスクが高く、県を挙げて地震防災対策等の充実をはかり、自助・共助の観点から地
域をサポートする取組を続けている。このような取組を進める上で、防災に関する幅広い知識を持った企
業・行政の防災担当者の不足、地域防災を地域で主体的に進める人材の不足等が問題となっている。こ
のような課題を地域住民・自治体・企業が単独で解決することは不可能であり、産学官民の連携による防
災教育環境の整備と地域コミュニティの形成、継続的な人材育成が必要である。」とまとめている。
このようなニーズに対し、具体的に求められている人材像と実際の活動環境を把握するため、平成 22
年度から平成 25 年度に、三重県内の防災団体（自治会、自主防災組織、NPO）、企業、自治体を対象に
「防災・減災教育に対する地域ニーズ調査」および「市町の防災・減災の取組みおよび地域での活躍の
場、ネットワークに係る現状調査」という２つの調査を実施し、基本的に現在のカリキュラムによる人材養成
がニーズに適合していることを確認した上で、これらのニーズへの対応を行った。以下に調査対象毎に、
そのニーズと具体的な対応を示す。
・自治会、自主防災組織、NPO について
ニーズ：活動範囲に合わせた防災・減災関連の取組み（訓練含む）の計画立案と実施において指導でき
る人材、および住民向け講習、研修等において講師を務める人材が求められている。
対応 ：地域における防災関連の取組の計画立案を行う演習や、住民向けの講習時に利用できる啓発
手法について解説する講義を行った。
・企業について
ニーズ：社内防災関連の取組み（訓練含む）の計画立案と実施における指導、社員向け講習、研修等に
おいて講師を務める人材が求められている。
対応 ：企業における防災関連の取組の計画立案を行う演習や、社員向けの講習に利用できる啓発手
法について解説する講義を行った。
・行政について
ニーズ：住民参画型の実践的な防災関連の取組み（訓練含む）の計画立案と実施において指導できる人
材、および実践的な住民向け講習、研修等において講師を務める人材が求められている。
対応 ：行政における住民参画型の防災活動の計画立案を行う演習や、住民向けの講習時に利用できる
啓発手法について解説する講義を行った。
（２）人材養成の手法・方法と実施結果
実施状況（取組毎）
実施期間（実施日）

取組名

平成 21 年９月 16 日

平成 21 年度第１回運営委員会開催

平成 21 年 10 月 13 日

平成 21 年度第２回運営委員会開催

平成 21 年 11 月 17 日

平成 21 年度第３回運営委員会開催

平成 21 年 12 月 11 日

平成 21 年度第４回運営委員会開催
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平成 22 年１月 18 日～

平成 22 年度特別課程・入門コース募集

平成 22 年１月 26 日
平成 22 年１月 13 日

平成 21 年度第５回運営委員会開催

平成 22 年１月 29 日

平成 22 年度特別課程・入門コース出願資格審査会開催

平成 22 年２月 21 日

平成 22 年度特別課程・入門コース入塾選考会開催

平成 22 年３月 23 日

平成 21 年度第６回運営委員会開催

平成 22 年３月 31 日～

平成 22 年度入門コース二次募集

平成 22 年４月２日
平成 22 年４月５日

平成 22 年度入門コース二次募集出願資格審査会、入塾選考会開催

平成 22 年４月 17 日

平成 22 年度特別課程・入門コース開講、入塾式開催

平成 22 年４月 20 日

平成 22 年度第１回運営委員会

平成 22 年４月 17 日～

平成 22 年度地域防災学総論 I 開講

平成 22 年７月 10 日
平成 22 年５月８日～

平成 22 年度さきもり防災計画特論・演習開講

平成 23 年１月８日
平成 22 年５月 22 日～

平成 22 年度さきもり特別研究開講

平成 23 年１月 29 日
平成 22 年６月５日～

平成 22 年度さきもり防災マネジメント特論・演習開講

平成 23 年１月８日
平成 22 年９月 21 日

平成 22 年度第２回運営委員会開催

平成 22 年 10 月２日

平成 22 年度さきもり特別研究中間報告会開催

平成 22 年 10 月２日～

平成 22 年度地域防災学総論 II 開講

平成 23 年１月 22 日
平成 22 年 11 月７日

平成 22 年度さきもり塾公開シンポジウム開催

平成 22 年 11 月 26 日

平成 22 年度第３回運営委員会開催

平成 23 年１月 12 日

平成 22 年度第４回運営委員会開催

平成 23 年１月 17 日～

平成 23 年度特別課程・入門コース募集

平成 23 年１月 25 日
平成 23 年１月 29 日

平成 23 年度特別課程・入門コース出願資格審査会開催

平成 23 年１月 29 日

平成 22 年度さきもり特別研究研究成果報告会開催

平成 23 年１月 29 日

平成 22 年度第５回運営委員会開催

平成 23 年１月 29 日

OB/OG 会（美し国おこし・三重さきもり倶楽部）世話人会開催

平成 23 年２月 12 日

平成 22 年度卒塾式開催

平成 23 年２月 12 日

美し国おこし・三重さきもり倶楽部設立総会開催

平成 23 年２月 20 日

平成 23 年度特別課程・入門コース入塾選考会開催

平成 23 年３月 22 日

平成 22 年度第６回運営委員会開催
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平成 23 年３月 30 日～

平成 23 年度入門コース二次募集

平成 23 年４月１日
平成 23 年４月４日
平成 23 年４月 16 日
平成 23 年４月 16 日～

平成 23 年度入門コース二次募集出願資格審査会、入塾選考会開催
平成 23 年度特別課程・入門コース開講・入塾式開催
平成 23 年度地域防災学総論 I 開講

平成 23 年７月９日
平成 23 年４月 23 日～

平成 23 年度さきもり防災計画特論・演習開講

平成２４年１月７日
平成 23 年４月 27 日
平成 23 年５月７日～

平成 23 年度第１回運営委員会開催
平成 23 年度さきもり防災マネジメント特論・演習開講

平成 24 年１月７日
平成 23 年５月 14 日～

平成 23 年度さきもり特別研究開講

平成 24 年１月 28 日
平成 23 年６月４日

平成 23 年度さきもり塾研究成果公開シンポジウム開催

平成 23 年９月 20 日

平成 23 年度第２回運営委員会開催

平成 23 年 10 月１日

平成 23 年度さきもり特別研究中間報告会開催

平成 23 年 10 月１日～

平成 23 年度地域防災学総論 II 開講

平成 24 年１月 21 日
平成 23 年 11 月 23 日

平成 23 年度さきもり塾公開シンポジウム開催

平成 23 年１２月２日

平成 23 年度第３回運営委員会開催

平成 24 年１月 28 日

平成 23 年度さきもり特別研究研究成果報告会開催

平成 24 年１月 28 日

平成 23 年度第４回運営委員会開催

平成 24 年２月 11 日

平成 24 年度特別課程・入門コース入塾選考会開催

平成 24 年３月 17 日

平成 23 年度卒塾式開催

平成 24 年３月 17 日

美し国おこし・三重さきもり倶楽部総会開催

平成 24 年３月 29 日

平成 23 年度第５回運営委員会開催

平成 24 年３月 28 日～

平成 24 年度入門コース二次募集

平成 24 年３月 30 日
平成 24 年４月３日
平成 24 年４月 14 日
平成 24 年４月 14 日～

平成 24 年度入門コース二次募集出願資格審査会、入塾選考会開催
平成 24 年度特別課程・入門コース開講・入塾式開催
平成 24 年度地域防災学総論 I 開講

平成 24 年７月 14 日
平成 24 年４月 21 日～

平成 24 年度さきもり防災計画特論・演習開講

平成 25 年１月 26 日
平成 24 年４月 25 日
平成 24 年５月 12 日～

平成 24 年度第１回運営委員会開催
平成 24 年度さきもり防災マネジメント特論・演習開講

平成 25 年１月 26 日
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平成 24 年５月 12 日～

平成 24 年度さきもり特別研究開講

平成 25 年２月２日
平成 24 年６月３日

平成 24 年度さきもり塾研究成果公開シンポジウム開催

平成 24 年７月 26 日

平成 24 年度第２回運営委員会開催

平成 24 年７月 28 日

平成 24 年度さきもり塾公開シンポジウム in 東紀州開催

平成 24 年９月 29 日

平成 24 年度さきもり特別研究中間報告会開催

平成 24 年９月 29 日～

平成 24 年度地域防災学総論 II 開講

平成 25 年１月 12 日
平成 24 年 10 月２日
平成 24 年 11 月 23 日
平成 24 年 12 月４日

平成 24 年度第３回運営委員会開催
平成 24 年度さきもり塾公開シンポジウム開催
平成 24 年度第４回運営委員会開催

平成 25 年２月２日

平成 24 年度さきもり特別研究研究成果報告会開催

平成 25 年２月２日

平成 24 年度第５回運営委員会開催

平成 25 年２月 17 日

平成 25 年度特別課程・入門コース入塾選考会開催

平成 25 年３月 16 日

平成 24 年度卒塾式開催

平成 25 年３月 16 日

美し国おこし・三重さきもり倶楽部総会開催

平成 25 年３月 26 日

平成 24 年度第６回運営委員会開催

平成 25 年３月 27 日～

平成 25 年度入門コース二次募集

平成 25 年３月 29 日
平成 25 年４月３日
平成 25 年４月 13 日
平成 25 年４月 13 日～

平成 25 年度入門コース二次募集出願資格審査会、入塾選考会開催
平成 25 年度特別課程・入門コース開講・入塾式開催
平成 25 年度地域防災学総論 I 開講

平成 25 年７月 13 日
平成 25 年４月 20 日～

平成 25 年度さきもり防災計画特論・演習開講

平成 26 年１月 25 日
平成 25 年４月 23 日
平成 25 年５月 18 日～

平成 25 年度第１回運営委員会開催
平成 25 年度さきもり防災マネジメント特論・演習開講

平成 26 年１月 25 日
平成 25 年５月 18 日～

平成 25 年度さきもり特別研究開講

平成 26 年２月１日
平成 25 年６月２日

平成 25 年度さきもり塾研究成果公開シンポジウム開催

平成 25 年７月 24 日

平成 25 年度第２回運営委員会開催

平成 25 年７月 27 日

平成 25 年度さきもり塾公開シンポジウム in 東紀州開催

平成 25 年９月 28 日

平成 25 年度さきもり特別研究中間報告会開催

平成 24 年９月 28 日～

平成 25 年度地域防災学総論 II 開講

平成 25 年１月 11 日
平成 25 年 10 月２日

平成 25 年度第３回運営委員会開催
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平成 25 年 11 月 24 日

平成 25 年度さきもり塾公開シンポジウム開催

平成 25 年 12 月 10 日

平成 25 年度第４回運営委員会開催

平成 26 年２月１日

平成 25 年度さきもり特別研究研究成果報告会開催

平成 26 年２月１日

平成 25 年度第５回運営委員会開催

平成 26 年３月 15 日

平成 25 年度卒塾式開催

平成 26 年３月 15 日

美し国おこし・三重さきもり倶楽部総会開催

平成 26 年３月 26 日

平成 25 年度第６回運営委員会開催

①コースの設計と実施結果
人材養成については、特別課程と入門コースの２つのコースを設置し、出願資格の要件を満たした人
材について選考を行い、各コース所定の授業科目を受講した後に、修了判定を実施し、養成を行った。
コース共通および各コースの取組内容と実施結果は以下の通りである。
○コース共通
・ 取組内容
養成対象： 社会人（三重県地域の住民、企業に勤務する人、地方公務員）、および三重大学大
学院の大学院生。
・ 募集／選考方法
募集方法： 募集要項、出願書類綴、募集パンフレットおよびポスターの作成と配布、美し国おこ
し・三重さきもり塾ホームページ上での周知、さきもり塾公開シンポジウムでの広報を
行った。連携自治体である三重県を通じて、募集パンフレットは県庁各部・県民セン
ター・消防本部・自主防災組織・みえ防災コーディネーター等の約 500 カ所に配布し、
募集ポスターは約 60 カ所に配布した。また、さきもり塾から直接に市町・企業・防災団
体等の約 180 カ所に募集パンフレットを、約 130 カ所に募集ポスターを配布した。さら
に、運営委員会に参画している外部委員、本学教員、産学連携コーディネーターら
による直接の勧誘等の募集活動を行った。募集は、特に養成対象者の所属（地域、
企業、行政）のバランスと、地域（県内 29 市町）のバランスに配慮して行った。
【成果】養成修了者の所属は表２に示す通りであり、２つのコースを併せて行政関係
72 人、企業関係 39 人、地域関係 116 人、大学院生 20 人と、一定のバランスを保ち、
全ての所属に輩出することが出来た。養成修了者の地域については図３（P.23）に
示す通りであり、県内２９市町の内２２市町に１名以上の養成人材を輩出することがで
き、特に三重県南部の東紀州地域の 5 市町の内の 4 市町に１名以上に養成修了者を
輩出することが出来た。
出願資格： 出願時に養成対象人材の学力レベルを確保することを目的に、出願資格を設定し、
これを満たすことを出願の条件とした。出願資格は学校教育法第 83 条第１項に定め
る大学を卒業した方もしくは出願資格審査により、大学を卒業した方と同等以上の学
力があると認めた方とした。
出願資格審査では、防災・減災活動を行う基盤を持った人材を対象に人材養成を
行うことから、防災・減災活動の実績を基準に審査を実施した。
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表２ 養成者の所属
特別課程修了者
年度

入門コース修了者

行政

企業

地域

大学

行政

企業

地域

大学

関係

関係

関係

院生

関係

関係

関係

院生

平成 22 年度

６人

２人

８人

１人

17 人

11 人

16 人

２人

平成 23 年度

３人

１人

７人

１人

21 人

９人

13 人

５人

平成 24 年度

３人

２人

９人

０人

８人

６人

28 人

６人

平成 25 年度

１人

０人

10 人

１人

13 人

８人

15 人

４人

計

13 人

５人

34 人

３人

59 人

34 人

72 人

17 人

注：行政関係、企業関係、地域関係の分類は、被養成者に対する授業料等に関する勤務先からの援助の有無で整理して
いる。勤務先からの援助が有る行政職員は行政関係、企業社員は企業関係、それ以外は地域関係とする。

○特別課程
・ 取組内容
養成手段： 特別課程を三重大学大学院工学研究科に設置し社会人の受け入れを行った。また、
この特別課程を構成する科目（７科目）を、三重大学大学院の大学院生が履修できる
科目として設置し、該当科目について履修申請した大学院生を、特別課程に受け入
れた。
修了年限： 原則１年。（但し、業務と授業との両立に配慮し、２ヶ年での履修も可能とする制度を
整備した。また、入門コースから進学した場合は、すでに履修した２科目についての
再履修は不要とし、業務と授業との両立に配慮した。）
修了要件：

地域防災学総論 I、地域防災学総論 II、さきもり防災計画特論、さきもり防災計画演
習、さきもり防災マネジメント特論、さきもり防災マネジメント演習、さきもり特別研究の
７科目の修了を修了要件として設定した。

授 業 料：

65,800 円。

・ 募集／選考方法
募集方法： 入門コースから特別課程へ進学可能な制度を整備し、養成中に進学を推奨した。
【成果】特別課程受講生は、平成 23 年度は 1３名中８名（大学院生１名含む）、平成
24 年度は 16 名中 10 名、平成 25 年度は 12 名中 10 名（大学院生１名含む）が入門
コースからの進学者であり、制度の設置が特別課程へ進む動機付けとなった。
選考方法： 出願資格を満たした出願者に対して小論文および面接試験により行った。詳細は募
集要項および出願書類綴（http://www.sakimori.eng.mie-u.ac.jp/）を参照。なお、大
学院生については、特別課程の７科目の履修手続き（指導教員の許可が必要）を取
ることで、受講することができ、選考は実施しなかった。
・ 選考結果
特別課程において、選考を行った人数を出願者数、選考により合格した人数を合格者数として、
表３に示す。
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表３ 特別課程選考結果
平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

平成 25 年度

出願者数

合格者数

出願者数

合格者数

出願者数

合格者数

出願者数

合格者数

18 人

16 人

12 人

12 人

16 人

16 人

11 人

11 人

注：大学院生は除く。

○入門コース
・ 取組内容
養成対象： 社会人（三重県地域の住民、企業に勤務する人、地方公務員）および、三重大学大
学院の大学院生。
養成手段： 入門コースを三重大学大学院工学研究科に設置し社会人の受け入れを行った。また、
入門コースを構成する科目（２科目）を、三重大学大学院の大学院生が履修できる科
目として設置し、該当科目を履修した大学院生を、入門コースに受け入れた。
修了年限： 原則１年。（なお、修了後に特別課程への進学を可能とする制度を整備した。）
修了要件： 地域防災学総論 I、地域防災学総論 II の２科目の修了を修了要件として設定した。
（提案書では特に設けないとしたが、採択時コメントを踏まえて変更した。）
授 業 料： 18,800 円。（但し、学籍を与えないため、受講料として徴収した。）
・ 募集／選考方法
選考方法： 出願資格を満たした出願者に対して書類選考を行った。詳細は募集要項および出
願書類綴（http://www.sakimori.eng.mie-u.ac.jp/）を参照。なお、大学院生について
は、入門コースの２科目の履修手続き（指導教員の許可が必要）を取ることで、受講
することができ、選考は実施しなかった。
・ 選考結果
入門コースにおいて、選考を行った人数を出願者数、選考により合格した人数を合格者数として、
表４に示す。
表４ 入門コース選考結果
平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

出願者数

合格者数

出願者数

合格者数

45 人

44 人

43 人

43 人

出願者数
42 人

平成 25 年度

合格者数

出願者数

合格者数

42 人

36 人

36 人

注：大学院生は除く

②授業の計画と実施結果
授業は、主に座学と討論を中心にした「地域防災学総論I」および「地域防災学総論II」、主に座学
と演習を中心とした「さきもり防災計画特論」・「同演習」および「さきもり防災マネジメント特論」・
「同演習」、主に受講生の主体的な研究活動を中心とした「さきもり特別研究」の７科目で構成した。

授業科目の概要を表５に、各授業科目の授業アンケート結果を図４に、修了者アンケート結果を図５
に、各授業科目の写真等を写真１〜写真６に示す。以下に各科目の特徴や工夫、成果を整理する。
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○ 地域防災学総論Iおよび地域防災学総論II
本授業科目の特徴は、本学の教員がコーディネーターとして外部講師の人選や講義内容の調整を行
い、２名の外部講師による講義と、本学教員が司会を務めて外部講師と受講生が行う討論で構成したこ
とにある。外部講師は講義テーマに関する近年の研究成果や技術開発の状況、特徴的な実例を解説
し、これを踏まえた受講生との討論を通じて、外部講師の講義の重要なポイントを再確認したり、三重県
における課題解決の方向性等についての示唆を得る有意義な場とすることができた。
また本授業科目においては、講義の題材に関する本学教員による調査研究を実施し、講義テーマに
関する講師の人選や講義内容の検討のための基礎資料を整備した。特に東日本大震災以降の状況
やニーズに対応して、地震・津波に関しては震災前と震災後の変化や防災対策の変遷について調査し、
積極的に講義に反映したり、東日本の現場で本学教員が調査した事例を基に関係者等を講師に迎え
た。
【成果】図４に示す授業アンケートの結果から、回によってばらつきはあるものの、約80％の受講生が
理解し、おおむね役立つとの回答が得られたことや、図５に示す修了者アンケートの結果から、約80％
以上の修了者が授業の方法として有効であったとの回答を得られたことから、授業の内容として適切で
あったと考えられる。
○ さきもり防災計画特論・演習およびさきもり防災マネジメント特論・演習
本授業科目の特徴は、本学の教員を中心に、専門基礎知識と三重県内の特徴的な事例を中心とし
た講義を行う特論と、演習課題をもとに計画の策定手法やマネジメント手法を身につける演習で構成
したことにある。演習として、①防災関連情報を基にした机上討論型の演習と②現地調査を伴うフィ
ールドワーク型の演習の２種類を設定し、それぞれに三重県内の特徴的な事例を取り扱うことで、地
域特性に合わせた具体的な検討が行える様に設定した。演習のうち、①机上討論型演習の教材の
一例としては、県内の企業（小売業、旅館、食品製造業）から具体的な建物図面や授業員配置、生
産設備の詳細等の情報提供を受け、演習において、当該企業の防災対策や事業継続に関して検討
を行った。なお、検討の成果を当該企業にフィードバックしたところ、実現可能な対策が採用されるこ
とになり、演習の結果を地域に還元することが出来た。企業内部の検討では得られない新たな視点
が得られたとの謝辞も頂くことが出来た。また、②フィールドワーク型演習のフィールドの一例としては、
県内市町の住民が津波避難計画を検討するワークショップに支援者として参加して演習を行ったり、
県内市町の防災公園を題材に整備に関する検討を行う演習を実施し、そこに当該市町の担当職員
を招いて、実際の整備時の検討内容の解説を受けた。
本授業科目における教材等の開発としては、特論・演習を担当する本学教員による調査研究や演
習に用いる機材・設備の導入、教材の開発を実施した。以下に実施した内容の一例を示す。
・ 地震による建築物や地盤の被害を具体的に検討する為に、水平一軸振動台を導入するとともに、
振動台上で振動実験を行う建築物の模型や液状化を再現する水槽を教材として開発し、演習時に
実験を実施して被害の発生要因と対策について検討した。また、これらをシミュレートするソフトウェア
についても導入を行い、実験だけでは再現できない事象についてもシミュレーション結果から解説を
行った。
・ 被災地の公園の利用状況、仮設住宅の状況を調査し、防災まちづくりの演習課題の内容を改訂し
た。
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・ 津波および高潮による被害を具体的に検討する為に、津波および高潮の被害をシミュレートするソ
フトウェアを導入し、シミュレーション結果から解説を行った。
・ 避難所での医療ニーズに関する調査研究を行い、この結果を基に災害医療の演習カリキュラムの
内容を検討した。
【成果】図４に示す授業アンケートの結果から、回によってばらつきはあるものの、約90％の受講生が
課題の発見と解決に参考になり、おおむね役立つとの回答が得られたことや、図５に示す修了者アン
ケートの結果から、約90％以上の修了者が授業の方法として有効であったとの回答が得られたことから、
授業の内容として適切であったと考えられる。
○ さきもり特別研究
本授業科目の特徴は、少人数のゼミ形式により受講生自らが持つ課題を研究テーマとして設定した研
究を実施することにある。具体的な課題解決のプロセスを学び、修了後の主体的な取り組みを進める基
礎を作ることともに、取り組みの成果を発表することによりプレゼンテーション能力やコミュニケーション能
力の向上を狙っている。また、本授業科目の成果を取りまとめた研究成果報告書を広く公開し、シンポ
ジウム等でも積極的に発表の機会を設けることで、受講生が公の場で主体的にプレゼンテーションを行
う経験を持つ場をつくることを意図した。
本授業科目における教材等の開発としては、主体的に研究を実施する受講生を支援する為に、文献
調査のための図書の収集・整備を行った。
【成果】図５に示す修了者アンケートの結果から、約90％以上の修了者が少人数によるゼミ形式の授
業は有効であったと回答していることから、授業の内容として適切であったと考えられる。ただし、主体
的にテーマを設定して研究を実施することについては、８％の修了者は有効であったと回答していない
ことから、一部の受講生においては、主体的なテーマ設定の難しさがあったことが伺える。
○ 各授業科目共通の工夫と実施結果
・ e-learningシステムによる補講
全ての授業科目において、ビデオ撮影を行い、これをe-learningシステムにより閲覧可能とすることで、
授業教材やレポートをまとめた講義ノートと合わせて補講が可能なシステムを構築した。
成果としては、特に緊急的に災害対応に携わる行政の受講生や、本来業務や出張を優先せざるを得
ない企業の受講生が、やむを得ず授業を欠席した場合に補講を実施することが可能となり、出席不足
で修了できない例は一例もなく運用することが出来た。図５に示す修了者アンケートの結果から、約
80％以上の修了者が有効であったと回答していることから、適切な運用が出来たと考えられる。
・ 「さきもりGIS」による情報提供と共有プラットフォームの整備
研究活動や実践活動に取り組む受講生を支援する為に、「さきもりGIS」と名付けた時空間地理情報デ
ータベースシステムを整備し、県内の詳細な地図や行政が持っている各種ハザードマップや、受講生
間の活動状況を共有するプラットフォームを提供した。また、本システムはe-learningシステムと共通のプ
ラットフォーム上で運用し、受講生の利用機会を増やす様に工夫を行った。
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図３ 養成修了者の分布
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表５ 授業科目の概要（平成25年度履修要綱より）
科目名
地域防災学総論I

授業の目的・概要

対象

自然科学分野（地震、津波、気象災害、地質・地理、防災テクノロジ
ー）における防災・減災活動に関する近年の研究成果や技術開発の

特別課程
入門コース

状況、特徴的な実例を題材として取り上げ、現状の到達点、成果と課
題を解説する。講義内容を踏まえて、受講生、外部講師、三重大学
教員の間で議論し、取り上げたテーマに関する理解を深める。
地域防災学総論II

人文社会科学分野（災害医療、リスクマネジメント、防災教育、災害
心理、復興まちづくり）における防災・減災活動に関する近年の研究

特別課程
入門コース

成果や技術開発の状況、特徴的な実例を題材として取り上げ、現状
の到達点、成果と課題を解説する。講義内容を踏まえて、受講生、外
部講師、三重大学教員の間で議論し、取り上げたテーマに関する理
解を深める。
さきもり防災計画特
論

防災・減災のための各種計画（地震対策、風水害対策、災害対応行

特別課程

動、企業防災、地域防災、防災まちづくり、災害医療体制）を策定す
る上で必要な専門基礎知識や特徴的な実例などを解説する。

さきもり防災計画演
習

さきもり防災計画特論の講義内容を踏まえて、防災・減災のための

特別課程

各種計画（地震対策、風水害対策、災害対応行動、企業防災、地域
防災、防災まちづくり、災害医療体制）について、演習課題を通じて、
計画策定の基本的な考え方や策定手法（体制づくり、手順、計画内
容の構成、調査分析、立案など）の基礎を修得する。

さきもり防災マネジメ
ント特論

防災・減災のための各種計画（地震対策、風水害対策、災害対応行

特別課程

動、企業防災、地域防災、防災まちづくり、災害医療体制）をマネジメ
ント（PDCAサイクルの実践など）する上で必要な専門基礎知識や特
徴的な実例などを解説する。

さきもり防災マネジメ
ント演習

さきもり防災マネジメント特論の講義内容を踏まえて、防災・減災の

特別課程

ための各種計画（地震対策、風水害対策、災害対応行動、企業防
災、地域防災、防災まちづくり、災害医療体制）のマネジメントについ
て、演習課題を通じて、マネジメント（PDCAサイクルの実践など）の基
本的な考え方やマネジメント手法の基礎を修得する。

さきもり特別研究

防災計画あるいは防災マネジメントに関する研究テーマを受講生自ら
設定し、指導教員の指導のもとで、調査研究の方法、研究成果報告
書の編集方法や発表方法などを学習しながら研究成果報告書の作
成に取り組み、防災・減災分野の課題発見と課題解決のための基礎
的能力を修得する。
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特別課程

さきもり防災計画特 論・演習
新たな課題の発見と解決 の参考になる内容でしたか。

地域防災学総論Ⅰ
講義の内容はどの程度理解できましたか。
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さきもり防災計画特論・演習
今後のご自身の活躍に役立つ内容でしたか。
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地域防災学総論Ⅱ
今後の活動に役立つ内容でしたか。

第5回
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32%

20%
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21%
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さきもり防災マネジメント特論・演習
新たな課題の発見と解決 の参考になる内容でしたか。

地域防災学総論Ⅱ
講義の内容はどの程度理 解できましたか。

第5回

25%

50%

第1回

100%
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32%
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50%
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さきもり防災計画特 論・演習
今後のご自身の活躍に役立つ内容でしたか。

地域防災学総論Ⅰ
今後の活動に役立つ内容でしたか。

第5回

20%

37%
50%

39%
40%

60%

80%

3%
2%
3%

100%

回答凡例
よく理解できた、非常に役立つ内容だった、非常に参考になった

あまり理 解できなかった、あまり役立たない内容だった、あまり参
考にならなかった

ある程度理解できた、ある程度役立つ内容だった、ある程度参考
になった

全く理 解できなかった、全く役立たない内容だった、全く参考にな
らなかった

理 解できた、普通の内容だった、普通だった

無回答

（平成22年度〜平成25年度の授業アンケートの平均値）

図４ 被養成者に対する授業アンケート結果（抜粋）
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図５ 修了者アンケート結果（抜粋）

24

写真１ 入塾式

写真２ 地域防災学総論 I

写真３ さきもり防災計画演習

写真４ さきもり公開シンポジウム

写真５ 研究成果報告会

写真６ 卒塾式（集合写真）
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（３）被養成者の到達度認定の仕組みと実施結果
○特別課程
特別課程では、地域防災学総論Ⅰ・Ⅱ、さきもり防災計画特論、さきもり防災計画演習、さきもり
防災マネジメント特論、さきもり防災マネジメント演習、さきもり特別研究の７科目を履修することで、
知識・スキルの習得を図った。習得の程度の測定方法および判定基準は科目ごとに設定しており、
７科目全ての履修と合格により、特別課程の修了判定を行った。
＜各科目の測定方法、判断基準＞
・地域防災学総論Ⅰ・Ⅱ
測定方法

：毎回の授業終了後にレポート提出を義務付け、この内容を基に習得の程度
を測定した。

判断基準

：全 10 回の講義および全５回の討論の計 15 回中 11 回以上（70%以上）の出
席者を成績評価の対象とし、レポート（100 点満点）の結果にもとづき、60 点以
上の者を合格とした。

・さきもり防災計画特論、さきもり防災計画演習、さきもり防災マネジメント特論、さきもり防災マネ
ジメント演習（以降、特論・演習とまとめて標記）
測定方法

：特論・演習を連続で行い、毎回の演習終了後に演習課題の提出・発表を義務
付け、この内容を基に習得の程度を測定した。

判断基準

：特論の全８回中６回以上（70%以上）の出席者を成績評価の対象とし、レポート
（100 点満点）の結果にもとづき、60 点以上の者を合格とした。
演習の全 15 回中 11 回以上（70%以上）の出席者を成績評価の対象とし、レポー
ト（100 点満点）の結果にもとづき、60 点以上の者を合格とした。

・さきもり特別研究
測定方法

：中間報告会、研究成果報告会における研究発表と口頭試問を実施し、この内
容を基に習得の程度を測定した。

判定基準

：研究に対する取り組み姿勢や制作過程、研究成果報告会における発表と討論
を 100 点満点で評価し、60 点以上の者を合格とした。

○入門コース
入門コースでは、地域防災学総論Ⅰ・Ⅱの２科目を履修することで、知識・スキルの習得を図った。
習得の程度の測定方法および判定基準は科目ごとに設定し、２科目全ての履修と合格により、入
門コースの修了判定を行った。なお、各科目の測定方法、判断基準については、上記地域防災学
総論Ⅰ・Ⅱの内容と同等のものとした。
（４）人材養成システムの改善状況（被養成者の評価等の反映）
養成プログラムを改善するために、現行の教育カリキュラム（P）、教育カリキュラムの実施（D）、被養成
者・養成従事者・外部有識者・養成修了者への調査（C）、運営委員会でのアンケート結果の検討・カリキ
ュラム改善のための研究の実施（A）、運営委員会での改善した教育カリキュラムの決定（P）という PDCA
サイクルを構築して運用した。
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①提案書からの改善
・ 出願資格審査の実施
出願時に養成対象人材の学力レベルを確保することを目的に、特別課程、入門コースともに、出
願資格を設定した。出願資格は学校教育法第83 条第１項に定める大学を卒業した方もしくは出
願資格審査により大学を卒業した方と同等以上の学力があると認めた方とした。
・ 修了年限の変更
集中的に受講することで各授業科目に対する理解を促進し、また、修了後の受講生間の繋がり
や共同体意識を醸成することを目的に、「特別課程は１〜４年、入門コースは６ヶ月〜１年」の修了
年限を１年に統一した。
・ 授業料の変更
養成人材の経済的負担に配慮し、授業料を以下の通り変更した。
特 別 課 程（一人あたり） 148,000円（提案書） → 65,800円（初年度からの金額）
入門コース（一人あたり）

59,200円（提案書） → 12,800円（初年度からの金額）

授業料の低減化は、科学技術振興調整費による支援終了後の事業継続を念頭に置いたもので
ある。「さきもりコース」は、大学院工学研究科に設置した全７科目の授業を履修することが修了要
件であるが、具体的な修了要件の定義としては、（科目ごとに単位をつけて）取得した単位の合計
数とする案と（単位の合計数ではなく）取得した科目の合計数とする案の２つが考えられた。前者の
場合は、三重大学大学院学則第四十九条で定められている「科目等履修生」として、後者の場合
は学校教育法第百五条で定められている「特別の課程」の「特別課程生」として履修することとなり、
両者を比較検討した結果、どちらの場合も全７科目の授業の履修が修了要件となることに変わりは
ないが、授業内容を一切変更することなく授業料の大幅な低減化が図れることから、取得した科目
の合計数を修了要件とすることとして「特別課程」に変更した。
・ 選考方法の変更
出願資格の設定や出願資格審査により出願時の学力レベルを担保したことや、より多くの人数を
受け入れるために、入門コースについては面接試験をなくし、活動実績と修了後の活動について
計画性を問う書類選考に変更した。
・ 講師陣の変更
採択時コメントによる指摘を受け、学内講師中心で計画していた地域防災学総論Ⅰ・Ⅱの講義は、
京都大学防災研究所、消防庁、震災復旧に深くかかわった他大学、自治体等の関係者を外部講
師として招き、地域防災学総論Ⅰ・Ⅱにおいて講義を担う予定であった学内講師は、外部講師と
受講生の議論のコーディネートを担当した。
・ 入門コースの修了要件
修了要件は、IV.2.(3)に示した通り、修了要件を設けることとした。
・ 授業開講時間の変更
選択科目がなくなったことや地域防災学総論Ⅰ・Ⅱが外部講師中心になったこと、集中的な受講
の効果等を勘案した結果、平日夜間の授業開講を土曜日の集中開講に変更した。
・ e-learningシステムの導入
授業に出席できない場合（仕事や病気等）の補講および受講生の復習に用いるために、
e-learningシステム（授業の模様を撮影したビデオを受講生に限定して閲覧）を導入した。
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②年度毎の改善
・被養成者
各講義・演習終了後、被養成者にアンケートを実施し、この結果を次年度以降の教育カリキュラ
ムに反映した。
このような各年度に実施したアンケート結果を踏まえて、地域防災学総論Ⅰ・Ⅱの授業テーマや
外部講師の一部組み替え、内容の変更（復旧・復興をテーマとした講義の追加、三重県の防災行
政に関する講義日程の変更、東日本大震災に関する授業内容の充実）、特論・演習における演習
課題への要望の反映（液状化実験の実施、フィールドワークの充実、図上演習の充実等）、主体的
な学習をサポートする防災・減災分野の専門書の整備等を行った。
・養成従事者
運営委員会において養成に従事した本学教員、外部委員、連携自治体の委員から、人材養成
プログラム全体の運営方法とその妥当性、個別のカリキュラムおよび全体カリキュラムの内容の見
直しについての意見を集約し、議論を行うことで、システム全体の改善を行った。
・外部有識者
常設した運営委員会に、外部有識者 2 名を招いて常に意見を聞きながら事業を実施した。
また、平成 22 年度、平成 23 年度は、外部有識者による外部評価委員会を実施した。評価結果と
しては、事業の内容については枠組みを維持していくことが妥当であること、また、将来的にはリス
クマネジメント等の分野に枠組みを発展させていくこと、基本的に実施内容が妥当であること、特に
地域との連携については今後の実績づくりを期待するとの意見が多かった。平成２４年度以降は、
「美し国おこし・三重さきもり塾公開シンポジウム」でのパネルディスカッションにおいて、修了者の
活動の発表に対して基調講演をお願いした有識者からコメントを頂く形で外部有識者からの意見
を聞いた。今後の修了者の実績づくりを期待するといった意見が多かった。
・養成修了者の追跡調査の仕組み
養成修了者に対してアンケート調査（授業科目内容の妥当性や教育の効果等）を実施するととも
に年度開始時には活動予定計画書の提出と、年度終了時には活動実施報告書の提出を求め、
継続的な活動をフォローした。
・ 地域ニーズの把握方法と反映
産学連携コーディネーターによる地域ニーズ調査を平成 22 年度から毎年度に実施した。地域ニ
ーズ調査の結果は、IV.２.（１）に示した通りである。このような調査結果を基に、講義内容の見直し
を行うとともに、東日本大震災以降に津波対策に関するニーズが高まった東紀州地域において、
受講生募集の PR を兼ねたシンポジウムを実施し、東日本大震災で津波の被害を受けた地域の首
長経験者や復興担当者を基調講演に招いて、東日本の被害と復興の状況についての情報提供と、
三重県での取り組みへの示唆に関する議論を行い、ニーズに対応した。
３．実施体制・自治体等との連携
（１）実施体制
実施体制の準備を平成 21 年度に行い、平成 22 年度より人材養成ユニットの運営を開始した。平成 21
年度は本学工学研究科に設置した「美し国おこし・三重さきもり塾運営委員会」（以下、運営委員会とい
う。）を中心に、教育プログラム実施の体制づくり（図６）を行い、平成 23 年度には運営委員会を全
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図６ 実施体制（平成 23 年以降）
学組織に位置づける等、一部の体制を発展的に変更した。さらに、図６中の「自然災害対策室」を平成
25 年度より、「地域圏防災・減災研究センター」に改組し、実施期間終了後に人材養成プログラムの実施
を行う受け皿の整備を行った。
実施にあたり、運営委員会と事務局を設置し、運営委員会が本事業における教育カリキュラム等の企画
立案および全般的な事業の執行を担い、事務局は、塾長・副塾長と専任の教員、産学連携コーディネー
ターを充て、講師や養成人材、修了者、運営委員、連携自治体との連絡・調整、広報、募集等の業務を
担当し、運営委員会の企画立案・事業の執行を補佐した。教育・教務については、運営委員会から付託
を受けた工学研究科が執行・報告を行う体制を取った。また、三重大学では本事業の取組みを重視して、
大学の第２期中期目標・中期計画（平成 22 年度〜平成 27 年度）において、社会との連携や社会貢献に
関する目標を達成するための措置の一つとして本事業の取組みを位置付け、前述の通り、平成 23 年度
より工学研究科組織であった運営委員会を全学組織にし、大学全体で取り組む体制へと発展させた。
運営委員は、講義に関わる三重大学の教員を中心に、連携自治体である三重県の防災対策部幹部職
員、三重県内において中小企業の企業防災活動を推進している産学連携企業防災研究プロジェクト「き
ぼう会」の副会長、地域で防災活動・意識啓発活動を積極的に行っている NPO「災害ボランティアネットワ
ーク鈴鹿」の代表により構成した。運営委員は運営委員会のみならず、研究成果報告会や公開シンポジ
ウム等に出席し、本事業の取組みに積極的に参画した。
教育プログラムについては、運営委員会から付託を受けた工学研究科が表６に示す講師陣により実施
し、地域防災学総論Ⅰ・Ⅱにおいては、講義のテーマに対応した外部講師を他の大学、防災関係機関、
被災経験のある自治体等から講師を招聘し、さきもり防災計画特論・演習、さきもり防災マネジメント特論・
演習、さきもり特別研究においては、講師・指導教員は運営委員会のメンバーを中心に構成した。
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表６ 講師陣（各年度履修要綱より抜粋）

平

科目名

講師名

地域防災学総論 I

阿部勝征（東京大学）、島崎邦彦（震災予防協会）、畑中重光（工学研究科）、今村文彦（東北
大学）、金田義行（海洋研究開発機構）、川口淳（工学研究科）、二宮洸三（海洋研究開発機

成

構）、立花義裕（生物資源学研究科）、鈴木康弘（名古屋大学）、谷口真人（総合地球環境研
22

究所）、宮岡邦任（教育学部）、角本繁（東京工業大学）、古戸孝（防災科学技術研究所）、

年
度

福山薫（生物資源学研究科）
地域防災学総論 II

武田多一（附属病院）、堀内義仁（国立病院機構災害医療センター）、櫻井しのぶ（医学系研
究科）、重川希志依（富士常葉大学）、中川一郎（ホリスティック心理教育研究所）、児玉克哉
（人文学部）、福和伸夫（名古屋大学）、南部美智代（災害ボランティアネットワーク鈴鹿）、
川口淳（工学研究科）、多々納裕一（京都大学防災研究所）、堀智晴（京都大学防災研究
所）、葛葉泰久（生物資源学研究科）、東地隆司（三重県防災危機管理部）、飯島義雄（消防
庁国民保護防災部）

平

さきもり防災計画特論、

葛葉泰久（生物資源学研究科）、酒井俊典（生物資源学研究科）、花里利一（工学研究科）、

さきもり防災計画演習、

福本智一（三重県防災危機管理部）、中嶋宏行（三重県防災危機管理部）、川合一明（地域

さきもり防災マネジメント

地震情報株式会社）、川口淳（工学研究科）、浅野聡（工学研究科）、高田裕市（株式会社都

特論、さきもり防災マネ

市環境研究所）、丸山一男（医学系研究科）、溝口明（医学系研究科）、竹井謙之（医学系研

ジメント演習

究科）、須藤啓広（医学系研究科）、山田典一（医学系研究科）、田口修（医学系研究科）

さきもり特別研究

各指導教員（三重大学教員）

地域防災学総論 I

島崎邦彦（震災予防協会）、鈴木康弘（名古屋大学）、東地隆司（三重県防災危機管理部）、
畑中重光（工学研究科）、今村文彦（東北大学）、金田義行（海洋研究開発機構）、川口淳（工

成

学研究科）、二宮洸三（海洋研究開発機構）、高田斉（気象キャスター）、立花義裕（生物資源
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学研究科）、海津正倫（奈良大学）、谷口真人（総合地球環境研究所）、宮岡邦任（教育学

年
度

部）、角本繁（東京工業大学）、古戸孝（防災科学技術研究所）、福山薫（生物資源学研究科）
地域防災学総論 II

武田多一（附属病院）、堀内義仁（国立病院機構災害医療センター）、櫻井しのぶ（医学系研
究科）、重川希志依（富士常葉大学）、中川一郎（ホリスティック心理教育研究所）、児玉克哉
（人文学部）、福和伸夫（名古屋大学）、南部美智代（災害ボランティアネットワーク鈴鹿）、
川口淳（工学研究科）、多々納裕一（京都大学防災研究所）、小林俊介（東京海上日動リスク
コンサルティング株式会社）、葛葉泰久（生物資源学研究科）、中林一樹（首都大学東京）、
兵庫県職員（予定）、浅野聡（工学研究科）

さきもり防災計画特論、

葛葉泰久（生物資源学研究科）、堀智晴（京都大学防災研究所）、酒井俊典（生物資源学研

さきもり防災計画演習、

究科）、三島直生（工学研究科）、花里利一（工学研究科）、平林典久（工学研究科）、林克己

さきもり防災マネジメント

（自然災害対策室）、福本智一（三重県防災危機管理部）、中嶋宏行（三重県防災危機管理

特論、さきもり防災マネ

部）、川合一明（地域地震情報株式会社）、川口淳（工学研究科）、浅野聡（工学研究科）、

ジメント演習

高田裕市（株式会社都市環境研究所）、溝口明（医学系研究科）、竹井謙之（医学系研究
科）、須藤啓広（医学系研究科）、丸山一男（医学系研究科）、山田典一（医学系研究科）、
田口修（医学系研究科）

平

さきもり特別研究

各指導教員（三重大学教員）

地域防災学総論 I

島崎邦彦（東京大学名誉教授）、鈴木康弘（名古屋大学）、大林清（三重県防災対策部）、
畑中重光（工学研究科）、今村文彦（東北大学）、金田義行（海洋研究開発機構）、川口淳（工

成

学研究科）、二宮洸三（元気象庁長官）、高田斉（気象キャスター）、立花義裕（生物資源学研
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究科）、廣内大助（信州大学）、谷口真人（総合地球環境研究所）、宮岡邦任（教育学部）、角

年
度

本繁（東京工業大学）、浅野耕一（秋田県立大学）、福山薫（生物資源学研究科）
地域防災学総論 II

堀内義仁（国立病院機構災害医療センター）、武田多一（附属病院）、中西唯公（医学部）、
重川希志依（富士常葉大学）、中川一郎（ホリスティック心理教育研究所）、児玉克哉（人文学
部）、福和伸夫（名古屋大学）、南部美智代（災害ボランティアネットワーク鈴鹿）、川口淳（工
学研究科）、奈良由美子（放送大学）、多々納裕一（京都大学防災研究所）、葛葉泰久（生物
資源学研究科）、中林一樹（明治大学）、東日本大震災復興まちづくり担当行政職員（未定）、
浅野聡（工学研究科）

30

さきもり防災計画特論、

酒井俊典（生物資源学研究科）、三島直生（工学研究科）、花里利一（工学研究科）、

さきもり防災計画演習、

平林典久（工学研究科）、葛葉泰久（生物資源学研究科）、堀智晴（京都大学防災研究所）、

さきもり防災マネジメント

林克己（防災室）、福本智一（三重県防災危機管理部）、川合一明（地域地震情報株式会

特論、さきもり防災マネ

社）、川口淳（工学研究科）、浅野聡（工学研究科）、高田裕市（株式会社都市環境研究所）、

ジメント演習

溝口明（医学系研究科）、岩佐元雄（附属病院）、淺沼邦洋（医学系研究科）、丸山一男（医学
系研究科）、山田典一（医学系研究科）、田口修（医学系研究科）

平

さきもり特別研究

各指導教員（三重大学教員）

地域防災学総論 I

平原和朗（京都大学）、鈴木康弘（名古屋大学）、稲垣司（三重県防災対策部）、畑中重光（工
学研究科）、今村文彦（東北大学）、金田義行（海洋研究開発機構）、川口淳（工学研究科）、

成

二宮洸三（元気象庁長官）、高田斉（気象キャスター）、立花義裕（生物資源学研究科）、
25

廣内大助（信州大学）、谷口真人（総合地球環境研究所）、宮岡邦任（教育学部）、角本繁（東

年
度

京工業大学）、浅野耕一（秋田県立大学）、平林典久（工学研究科）
地域防災学総論 II

石木幹人（岩手県立高田病院）、武田多一（附属病院）、中西唯公（医学部）、奈良由美子（放
送大学）、多々納裕一（京都大学防災研究所）、葛葉泰久（生物資源学研究科）、福和伸夫
（名古屋大学）、南部美智代（災害ボランティアネットワーク鈴鹿）、川口淳（工学研究科）、
永田素彦（京都大学）、中川一郎（鈴鹿医療科学大学）、児玉克哉（人文学部）、中林一樹（明
治大学）、東日本大震災復興まちづくり担当行政職員（未定）、浅野聡（工学研究科）

さきもり防災計画特論、

酒井俊典（生物資源学研究科）、三島直生（工学研究科）、花里利一（工学研究科）、

さきもり防災計画演習、

平林典久（工学研究科）、葛葉泰久（生物資源学研究科）、堀智晴（京都大学防災研究所）、

さきもり防災マネジメント

林克己（防災室）、田中貞朗（三重県防災対策部）、川合一明（地域地震情報株式会社）、

特論、さきもり防災マネ

川口淳（工学研究科）、浅野聡（工学研究科）、高田裕市（株式会社都市環境研究所）、

ジメント演習

溝口明（医学系研究科）、藤田尚己（附属病院）、淺沼邦洋（医学系研究科）、丸山一男（医学
系研究科）、山田典一（医学系研究科）、田口修（医学系研究科）

さきもり特別研究

各指導教員（三重大学教員）

（２）自治体等との連携状況
①三重県との連携状況
連携自治体である三重県とは、県の地域再生計画の実現に向けて特に緊密な連携のもと、事業を実施
した。具体的な例としては、三重県の防災行政を担っている防災対策部の幹部職員（防災対策部長、防
災企画・地域支援課長）が運営委員会に参画し、本事業における教育カリキュラム等の企画立案および
全般的な事業の執行を担う運営委員会に参画したことや、被養成者として県職員のみならず、三重県に
出向している市町の防災担当部局職員を派遣し、いずれも授業料等を県の予算で負担したこと等があっ
た。また、修了者の大学院生１名が平成 26 年度より、三重県職員として採用されている。
その他の連携の具体的な内容は、以下の通りである。
・三重県職員による三重県内の市町、防災関係機関、企業、自治会等との連携の橋渡し
・三重県職員による受講生の募集活動
・三重県防災対策部長を始めとする職員をさきもり塾関連のシンポジウム・講義等へ講師として派遣
・さきもり塾公開シンポジウム等の共同開催
②市町との連携状況
三重県内市町との連携については、三重県を通じて緊密に連携するとともに、直接的な連携も進めた。
連携の具体的な内容は、以下の通りである。
・市町職員を被養成者として派遣、授業料等を負担
・地域住民の防災学習費用助成制度の設置とさきもり塾受講への適用（四日市市）
・市町職員をさきもり塾公開シンポジウム、さきもり防災計画特論・演習、さきもり防災マネジメント演習
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等に講師として派遣（津市、桑名市、伊勢市）
・市町の防災講座（津市民防災大学）の講座内容への組み込み（さきもり塾公開シンポジウムへの参
加）
・市町が主催する講演会・シンポジウムにさきもり塾から講師を派遣
・さきもり塾の演習・実習に対して、調査およびフィールドワークの場所を提供（津市、南伊勢町、大紀
町）
・市町の教育委員会による「学校防災アドバイザー事業」に修了者をアドバイザーとして受けれ、小中
学校へ派遣して学校の防災対策に関する検討会で活用（桑名市）
③企業との連携状況
企業との連携については、三重県の中小企業の防災力向上を目的とする産学連携企業防災研究プロ
ジェクト「きぼう会」（85 の企業が参加）、および三重県が組織化して大企業等が多く参画する「企業防災
力向上ネットワーク」等を中心に連携を行った。
連携の具体的な内容は、以下の通りである。
・「きぼう会」副会長の運営委員会への参画（外部委員）
・被養成者として、「きぼう会」および「企業防災力向上ネットワーク」参加企業から社員を派遣、授業料
等を負担
・「きぼう会」副会長をさきもり防災計画特論・演習、さきもり防災マネジメント特論・演習等に講師として
派遣
・企業（小売業、旅館、食品製造業）からの演習課題の教材提供（演習課題として防災対策や事業継
続に関して検討した成果をフィードバックしたところ、当該企業においてすぐに実現可能な対策が採
用されることになり、企業内部の検討では得られない新たな視点が得られたとの謝辞もいただいてい
る。教材を提供してもらった企業に大きなメリットが生まれているとともに、直接的な防災・減災効果に
つながっている。）
④地域との連携
地域との連携については、平成 22 年度に防災功労者防災担当大臣表彰を受けた「災害ボランティアネ
ットワーク鈴鹿」や三重県と三重県社会福祉協議会をはじめとする５つのボランティア関連機関・組織が協
定を結び、官民協働で設置・運営する「みえ災害ボランティア支援センター」等を中心に連携を行った。
連携の具体的な内容は、以下の通りである。
・ NPO 法人「災害ボランティアネットワーク鈴鹿」代表の運営委員会への外部委員としての参画
・ NPO 法人「災害ボランティアネットワーク鈴鹿」代表を地域防災学総論Ⅱ等に講師として招聘、教
材等の提供
・ 東日本大震災被災地支援調査のためのみえ災害ボランティア支援センター第１次先遣隊にさきも
り塾産学連携コーディネーターを派遣
・ 「私たちにできることを考える緊急集会・三重－東日本大震災－」（主催：みえ災害ボランティア支
援センター）の開催協力および参加
・ みえ災害ボランティア支援センターが行う被災地支援活動への養成修了人材および養成人材の
参加
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４．人材養成ユニットの有効性
（１）養成修了人材が地域で活躍する仕組み
① 予算支援終了後の自治体等と連携した養成修了者支援の継続の検討結果
本人材養成ユニットは、三重県と協議を重ねた結果、予算支援終了後もその枠組みを発展的に変えて
継続し、養成修了者の支援を行うこととなった。新たな枠組みとして、本学と三重県が共同で「三重県・三
重大学 みえ防災・減災センター」を平成 26 年 4 月に設立し、このセンターのミッションとして「人材の育成
と活用」を掲げている。「人材の育成と活用」のミッションの中で、後述する「②養成修了者が当該地域で
活躍するための仕組み」を発展的に継続させることとした。
② 養成修了者が当該地域で活躍するための仕組み
三重県は、地域再生計画『安全・安心な防災まちづくり「美し国おこし・三重」～大学と連携した自立・持
続可能な災害に強いまちづくり～』において、「災害に強いまちづくりに向けて、三重県が大学と協動し、
地域の防災リーダーを育成し、これらの人的資源が防災に関わる様々な場を舞台に活躍できる環境を整
備する。」としており、これを踏まえて県と協働して仕組みづくりを進めた。
養成修了者の活躍については、所属組織における本来業務・活動を通じた活躍、および養成修了者に
よる「美し国おこし・三重さきもり倶楽部」の設立と同倶楽部による地域での活躍という２本柱による仕組み
づくりを行った。具体的な内容は、以下の通りである。
○所属組織における本来業務・活動
三重県内において、防災・減災の業務・活動に携わっている養成対象人材を、行政・企業・地域の
組織から募集して養成し、養成修了後には所属に戻り、本来業務・活動において活躍することを基本
とした。支援の内容は以下の通りである。
・ アンケート調査により養成修了者ニーズを把握し、それに対応した技術支援体制の構築
・ さらなる能力の向上を目指し、知識（最新の研究成果や社会制度の動向を学習）の更新や知識・技
術の活用機会を提供するフォローアップ事業の実施
・ 養成修了者の活動予定・実践状況の把握と情報共有への技術支援（活動予定計画書、活動実施
報告書の取りまとめ）
○養成修了者による「美し国おこし・三重さきもり倶楽部」の設立と同倶楽部による地域で活躍する仕組
みづくり
養成修了者による組織「美し国おこし・三重さきもり倶楽部」の設立および運営を支援し、同倶楽部を
中心とした地域で活躍するための仕組みづくりを行った。支援の内容は以下の通りである。
・ 「美し国おこし・三重さきもり倶楽部」本部の設立を支援
・ 地域に根ざした組織的な活躍を期待し、地域支部（北勢地域、中勢地域、南勢地域、伊賀地域、
東紀州地域）設立を支援
・ 具体的事業を推進するための仕組みづくりの支援（本部内の専門委員会の設置等）
・ 防災・減災活動に関する行政・企業・地域からの要望に対応するための同倶楽部の人材や活動内
容とのマッチングを支援（要望を倶楽部に仲介する仕組みを構築するとともに、養成修了者の行動
規範を整備して質やモラルを担保）
・ 養成修了者の活動予定・実践状況の把握と情報共有への技術支援（活動予定計画書、活動実施
報告書の修了者間における共有、広報誌の発行等）
・ 能力の一層の向上を目指し、専門知識（最新の研究成果や社会制度の動向を学習）の更新や専
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門知識・技術の活用機会を提供するフォローアップ事業の実施
③ 養成修了者の当該地域での活躍状況と地域再生に対する有用性
養成修了者の地域への定着率を表７に示す。年月の経過とともに転居や転職により定着率は若干下
がる傾向にあるが、基本的には高い定着率となっている。また、図２で示した県内の 29 市町の内 22 市町
に１名以上の修了者がおり、多くの市町で活躍している。
表７ 養成修了者の地域への定着率（平成 26 年 1 月現在）
特別課程修了者
年度

県内在住・

修了者数

入門コース修了者
定着率

在勤者数

県内在住・

修了者数

定着率

在勤者数

平成 22 年度

16 人

17 人

94％

39 人

46 人

85％

平成 23 年度

10 人

12 人

83％

44 人

48 人

92％

平成 24 年度

14 人

14 人

100％

46 人

48 人

96％

平成 25 年度

12 人

12 人

100％

40 人

40 人

100％

計

52 人

55 人

95％

169 人

182 人

93％

活躍の内容としては、主に所属組織での業務・活動や「美し国おこし・三重さきもり倶楽部」における活
動が挙げられる。具体的な事例は、以下の通りである。
・ 行政職員
防災担当部署に勤務する養成修了者は、本来の業務として住民の意識啓発や地域防災計画の
見直し、行動計画の立案、自治会・自主防災組織の防災活動支援、災害対策本部の事務局活動
等を行い、学習の成果を活かして取り組んだ。また、防災担当部署以外に勤務する養成修了者は、
災害時の参集要員としての業務を担っていることに加え、所属部署の災害発生時の業務計画の見
直しやマニュアルづくり等を行った。
代表的な例としては、県職員による災害対策本部の運用における改善案の提案事例や、市職員
による住民への自主防災組織の活性化案の提案事例等が挙げられる。
・ 企業社員
企業の防災担当として勤務する養成修了者は、本来の業務として消防計画の策定、事業継続計
画策定等を行い、学習の成果を活かして取り組んだ。また、防災担当部署以外に勤務する養成修
了者は、防災・減災に関する専門知識が認められ、企業内での防災会議等に出席して当該企業
の防災施策に関する進言や提案等を行った。
代表的な例としては、社内の部長級の幹部職員に対してのレクチャーを通じた幹部職員の意識
の向上をきっかけとした現場事務所の移転事例や、所属企業へ事業継続計画と訓練計画を提案
し実践を行っている事例等が挙げられる。
・ 地域住民
自治会・自主防災組織のリーダーや消防団員、NPO の職員・会員である養成修了者は、本来の
活動として、自治会・自主防災組織で行う避難訓練計画の立案・実施、消防団で行う地域住民や
子どもを対象とした防災教育や、NPO で行うイベントや啓発講座等の実施を行い、学習の成果を
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活かして取り組んだ。
代表的な例としては、地域のお祭りの場を活かした小学校と地域の防災訓練等での連携事例や、
自治会住民へのアンケート結果を基にした意識啓発と自治会活動の提案を行った事例等が挙げ
られる。
・ 大学院生
大学院生はそれぞれの就職先に応じて活動するケースが多い傾向にあるが、１名の特別課程を
修了した大学院生が三重県庁に就職し、今後県の防災対策を担うことが期待されている。
・ 美し国おこし・三重さきもり倶楽部
東日本大震災被災地における調査や支援活動とともに、修了者および受講生間の情報交換を
促進するためのメーリングリストの運営、さきもり塾関連のシンポジウムの共同企画や共催（開催）、
独自企画による東日本大震災に関連した集会の開催、三重県総合防災訓練への参画、市教育委
員会の事業へのアドバイザーとしての参画等を行った。
以上のような活動から、養成修了者が県内の市町や教育委員会等から認知され始めたことから、外部
からの要望を受けて活躍した事例が出始めている。
（２）波及効果
本事業においては所定の目標通り、養成修了人材が三重県で活躍する仕組みづくりを進めたが、これ
らの取り組みに加えて、他の地域（県や大学）に本事業の成果を波及させる為の取り組みを実施してきた。
以下に時系列で取り組みとその成果を示す。
平成 19 年度より、東南海・南海地震による被害が想定される地域に立地している高知大学、徳島大学、
和歌山大学、三重大学の 4 大学間で広域連携の取り組みを行った。各大学が持ち回りで「黒潮文化圏 4
大学連携防災セミナー」を開催し、今後はこの取り組みに養成修了者を交えて推進するという方向性で
進みつつある。
また、東日本大震災後に、自治体間の広域連携の必要性から、平成 23 年５月 14 日に東海地域の４県
１市（三重県、愛知県、岐阜県、静岡県、名古屋市）が災害対策の体制づくりを目指して、取組のキックオ
フイベント「４県１市連携シンポジウム」を開催し、自治体間の連携に加え、これらの地域に立地する国立
大学法人（三重大学、名古屋大学、岐阜大学、静岡大学）間の連携についても協議が行われた。ここで
は、本事業の成果を踏まえて、他大学の科学技術振興調整費等による防災に関連する人材養成の取り
組みと連携し、今後のより緊密な広域連携の核となることが期待されることとなった。
その後、東海地方の６つの国立大学法人（三重大学、名古屋大学、岐阜大学、静岡大学、名古屋工業
大学、豊橋技術科学大学）の防災・減災関連のセンターが共同して、「東海圏減災研究コンソーシアム」
を平成 25 年 4 月より発足させた。本学は、本事業の成果が評価され、この枠組みの中で防災に関連する
人材養成と養成した人材の活用に関して連携を行う「人材育成・活用専門部会」の幹事大学を任されて
いる。
なお、他の大学（徳島大学、山口大学）から、本事業を参考に、防災・減災をテーマとした人材養成をし
たいとの問い合わせを受けており、当該大学の関係者と意見交換等を通じて今後の連携が期待される。
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（３）情報発信の状況
事務局による広報活動は、主にホームページ、プレスリリース、産学連携コーディネーターによる訪問、
連携する三重県を通じた広報、パンフレットの配布、イベントへの出展等により行った。
・ 美し国おこし・三重さきもり塾ホームページ http://www.sakimori.eng.mie-u.ac.jp/
・ 新聞報道（16 件）
・ 三重県広報誌（県政だよりみえ）による募集告知（平成 22 年１月、平成 23 年１月、平成 24 年１月、
平成 25 年１月発行）
・ 産学連携コーディネーターによる訪問


平成 22 年度 自治体 29 件、企業５件



平成 23 年度 自治体３件、企業３件、地域組織３件



平成 24 年度 自治体３件、企業３件、地域組織３件



平成 24 年度 自治体３件、企業２件、地域組織３件

・ パンフレットの配布（郵送、持参）


平成 21 年度 1200 部



平成 22 年度 1700 部



平成 23 年度 2000 部



平成 24 年度 2500 部



平成 25 年度 2000 部

・ イベントへの出展


三重県総合防災訓練展示ブース（主催：三重県他、出展：平成 23 年度、平成 24 年度、平成
25 年度）



みえ 21 世紀リーディング産業展（主催：みえ 21 世紀リーディング産業展実行委員会、出展：
平成 21 年度、平成 22 年度、平成 25 年度）



復興住まい・まちづくり展（主催：日本建築学会、出展：平成 25 年度）

本学の広報室と連携して、以下のチャンネルを通じて情報発信を行った。
・ 大学広報誌（三重大 X（エックス）、三重大学産学官民連携マガジン結、フラッシュニュース）
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５．成果の発表状況
（１）養成された人材による成果
【成果発表等】（44 件）
・ さきもり塾研究成果公開シンポジウム：19 件（平成 23 年：６件、平成 24 年度：７件、平成 25 年度：
６件）
・ さきもり塾公開シンポジウム：12 件（平成 23 年：３件、平成 24 年度：２件、平成 25 年度：７件）
・ さきもり塾公開シンポジウム in 東紀州：10 件（平成 24 年度：５件、平成 25 年度：５件）
・ 日本地球惑星科学連合大会：１件（平成 24 年度）
・ 日本災害自然学会学術講演会：１件（平成 24 年度）
・ 自然災害科学中部地区研究集会：１件（平成 25 年度）
【地域再生に貢献しうる成果】（２件）
・ 特別課程修了者の A 氏の所属企業において、社内の部長級の幹部職員に対して A 氏が「地震に
備えて、会社で、家庭で、地域で、今やるべきこと」というテーマで 1 時間半のレクチャーを実施し、
幹部職員の意識の向上に貢献した。これをきっかけに、防災上問題のある老朽化した現場事務所
が平成２３年度前期に同じ敷地内にあるより耐震性の高い施設に移された。その後、同企業と地元
の消防署との間で、災害対応のための合同訓練が実施され、災害時のマニュアルの見直し等が進
められている。
・ 演習課題として防災対策や事業継続に関して検討した成果をフィードバックしたところ、当該企業
においてすぐに実現可能な対策が採用されることになり、企業内部の検討では得られない新たな
視点が得られたとの謝辞もいただいている。教材を提供してもらった企業に大きなメリットが生まれ
ているとともに、直接的な防災・減災効果につながっている。
【特許等出願】（０件）
特になし
（２）人材養成ユニットに関する成果
【成果発表等】（３件）
学会等より依頼を受け、以下の論文を寄稿した。
・ 浅野聡・平林典久・畑中重光、「大規模自然災害に備える東海地方における防災・減災活動推進
のための人材育成—三重大学「美（うま）し国おこし・三重さきもり塾」の取り組み—、日本建築学会大
会（北陸）農村計画部門パネルディスカッション資料、pp.41-44、2010.9、査読無し
・ 浅野聡・平林典久・畑中重光、大規模自然災害に備える防災・減災活動推進のための人材育成
プロジェクトの実践—三重大学「美（うま）し国おこし・三重さきもり塾」—、都市住宅学 72 号、pp.18-23、
2011.1、査読無し
・ 浅野聡・平林典久・畑中重光、地域防災力向上のための防災人材育成プロジェクトの実践と展開
−美し国おこし・三重さきもり塾、季刊まちづくり第 34 号、pp.110-112、2012.4、査読無し
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６．中間評価への対応
注：「中間評価結果」の「評点」欄には、評価項目に係る評価結果（「ｓ」～「ｃ」のいずれか）を記入する。
(１) 総合評価
評点

A

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
巨大地震や風水害等の高い自然災害リスクがある地域の社会ニーズを解決する取組であ
り、自治体と密接に連携して、常に PDCA サイクルによる人材養成ユニットの改善やフィードバ
ックを重ねながら実施してきたことは評価できる。養成人数も所期の目標を超えて達成し、県
内各地域で活躍している人材を多く輩出している。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
東日本大震災以降、本プログラムの社会的意義は益々高まっているので、今後はその震災
からの教訓・課題をカリキュラムに取り込み、より効果的なプログラムに充実・改善していくこと
を期待する。

中間評価コメントに対応するために実施した施策
機関が実施した取組において評価できる事項
中間評価以降も、三重県および県内市町との密接な連携、人材養成ユニットの改善とフィードバックを
継続した。養成人数についても、所期の目標を超えて達成しており、三重県内の２９市町の内の２２市
町に 1 名以上の修了者を輩出した。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
震災発生以降、カリキュラムを適宜充実・改善した。外部講師中心の地域防災学総論、学内講師中心
の特論・演習、受講生が自ら行う研究、公開講座として位置づけているシンポジウムそれぞれにおい
て、東日本大震災からの知見を反映した。
１)

(２) 個別評価①進捗状況
評点

a

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
三重県内各地域から数多くの受講者を確保し、特別課程と入門コースとも修了者数は目標
人数を大きく超えて達成したことは評価できる。また、津波への対応をカリキュラムに反映する
など、採択時のコメントにも適切に対応している。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
今後は、県南など遠隔地からの受講生の受け入れを増やす工夫を期待する。

中間評価コメントに対応するために実施した施策
機関が実施した取組において評価できる事項
三重県内各地からの受講生の確保に継続して努めた。特に津波被害の危険性が高い東紀州地域で
の公開シンポジウムの開催等により地域のニーズや課題、人材の掘り起こしに努めた。修了者数につ
いても、教育の質を担保しながら目標を大きく上回る人数を養成した。また地域のニーズに対応して、
津波や地震災害に関するカリキュラムをより充実した。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
県南地域（東紀州地域）での公開シンポジウムの開催や、広報活動の充実等により受講生の新規発
掘に努め、さらに、修了者や受講生がいない市町を中心に直接訪問を行って、受講生の確保に努め
た。最終的に東紀州地域の５つの市町のうち、４つの市町からの受講生を受け入れることが出来た。
１)
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(２) 個別評価②人材養成手法の妥当性
評点

a

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
地震・台風等の防災・減災の地域ニーズを反映してカリキュラムを構成し、修了要件を明確
に設定していること、また今回の東日本大震災や台風による情報を講義・演習内容へ反映す
るなど、人材養成手法として妥当である。ｅ-ラーニングによる受講生への補講支援システムの
構築も評価できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
地域ニーズを反映したカリキュラムづくりを継続して実施した。とくに東日本大震災や台風による情報
を講義・演習内容に積極的に反映した。e-ラーニングシステムにおいては常に最新の講義の情報の更
新とメンテナンスを継続し、受講生がシステムを利用して補講を受けることで、養成を支援することが出
来た。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
とくに改善点は指摘されていないが、評価された取り組みを継続して実施し、成果につなげた。
(２) 個別評価③実施体制・自治体等との連携
評点

a

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
本人材養成ユニットの運営委員会が大学全体の取組に位置付けられるなど大学の支援は
積極的に行われているとともに、県及び県内市町から運営委員や講師が派遣されているなど
自治体等との連携も適切に行われていると評価できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
人材養成ユニットの運営委員会を全学委員会として定期的に実施し、学内の関係部局にも多くの積
極的支援を受けて運営することが出来た。特に学際的分野である防災に関する人材養成であることか
ら、総合大学としての本学の各学部・研究科から運営委員および講師としての教員の参加によって、全
学的な取り組みとして進めることが出来た。連携自治体の三重県からは、運営委員としての積極的な協
力はもとより、講師の派遣、受講生の派遣、受講生募集、修了者の活動支援等の多岐にわたる支援を
得た。県内の市町には講師の派遣、受講生の派遣、フィールドの提供等支援を得た。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
とくに改善点は指摘されていないが、評価された取り組みを継続して実施し、成果につなげた。
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(２) 個別評価④人材養成ユニットの有効性
評点

a

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
修了者は、行政・企業・地域において防災計画策定や防災啓蒙活動などに活躍するととも
に、研修・講演会へ講師派遣の要請もあるなど、本ユニットは地域から評価されている。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
また、修了者ネットワークが構築されて活発な情報交換等が行われているので、今後も引き
続き、大学の活動支援を継続していくことを期待する。

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
修了者は所属組織において引き続き活発な活動を継続している。個別の修了者への講師依頼はもと
より、修了者のネットワーク組織である「美し国おこし・三重さきもり倶楽部」が、地域や企業、行政での研
修の企画を担う形等で活動が行われている。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
修了者へのフォローアップ事業（フォローアップ研修、意見交換等）を引き続き実施した。「美し国おこ
し・三重さきもり倶楽部」の活動支援として、集会の開催、支部の立ち上げ、集会や交流会の開催、広
報誌の発行等の支援を継続して実施した。
(２) 個別評価⑤継続性・発展性の見通し
評点

a

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
受講生から授業料徴収する仕組みを既に運用し、また、三重県とは事業の継続や県の防
災教育を担う枠組化、および資金計画なども検討中であり、継続性・発展性は期待できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
東海・東南海・南海地震を想定した広域エリアの防災のために広域的な連携を進め、本養
成システムが波及・発展していくことを期待する。

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
受講生からの授業料徴収の仕組みを継続して運用してきた。連携自治体である三重県との間で、事
業の継続とより進んだ取り組みを共同で行う組織「三重県・三重大学 みえ防災・減災センター」を平成
２６年 4 月より発足させ、本人材養成ユニットの取り組みを継続・発展させている。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
東海４県の国立大学間の連携の枠組み「東海圏減災研究コンソーシアム」を発足させ、三重大学が
幹事大学を担当している人材育成専門部会の活動を通じて、本人材養成システムの水平展開および
連携大学の共同による人材養成の実施に向けた検討を行った。
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Ⅴ．継続性・発展性の見通し
１．実施機関の取組としての継続性
本人材養成ユニットは、予算支援終了後もその枠組みを発展的に変更して継続している。具体的には、
まず本学が実施機関として本事業を「みえ防災塾」と名称変更し、三重県が主体的に行ってきた「みえ防
災コーディネーター育成講座」と「美し国おこし・三重さきもり塾」を一体的に実施する枠組みに発展させ
ている。また、この「みえ防災塾」の運営委員会を全学委員会として運営してきた「美し国おこし・三重さき
もり塾」運営委員会の名称を変更する形で引き続き全学委員会として継続し、選考や成績評価に関わる
業務を引き継ぐ体制として、学内規程を整備している。
また、これらの事業を実施するための予算的な裏付けとして、本学の運営費交付金を措置すると同時に、
三重県と本学が共同で平成 26 年 4 月より設置した「三重県・三重大学 みえ防災・減災センター」の人材
育成・活用事業として位置づけ、三重県と共同で事業を運営する体制としている。
なお、具体的な事業の実施については、センターに「人材育成・活用分野」を設け、専任の教員 2 名とコ
ーディネーター、三重県からの駐在職員が共同して運営にあたる体制としている。予算については、基本
的に単年度の措置によるものであるため、今後も引き続き継続的な実施の枠組みについて、三重県と共
同して検討を行う。
２．自治体や地元からの支援による発展性
前述した通り、本事業の連携自治体である三重県との間で事業の発展的継続の枠組みは動き始めて
いるが、一層の将来的な発展を見据えて、以下のような検討を行っている。
・ 三重県だけでなく、県内の市町や企業からの負担金を募り、人材育成・活用を共同して行う枠組
みの構築
・ 市町の職員研修や、企業の社員研修の手法や機会の創出の検討
・ 東海圏減災研究コンソーシアムで連携する東海圏の６国立大学（三重大学、名古屋大学、名古
屋工業大学、豊橋技術科学大学、岐阜大学、静岡大学）の間における、人材の育成・活用に関す
る連携の可能性の検討、広域の人材養成ユニットや人材バンクの整備、支援の枠組みの構築、教
育プログラム・カリキュラム等の統一化や講師人材の相互流通等の推進
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