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1 はじめに 

近年ソフト防災に対する関心が高まっているが，

ソフト防災技術の一つとして防災ワークショップが

ある．防災ワークショップは，地域住民の防災意識

を高めたり，災害に対する備えを検討したりする上

で効果があることが漠然と期待されているが，その

具体的な効果はほとんど明らかになっておらず，そ

の検証方法も確立されていない．ゲリラ豪雨等の異

常気象の増加の影響を受け，豪雨による洪水や土砂

災害に備えたワークショップが積極的に行われてい

るが，帰宅困難に備えたワークショップは多くない． 

そこで，本研究では，企画計画的手法を用いなが

ら，ワークショップを企画し，様々な実運営につい

てのヒントを得た．そして新たな形態で実験的な豪

雨時帰宅困難対策ワークショップを実施し，アンケ

ート調査を実施し，ワークショップへの参加が，参

加者に対してどのような効果をもたらすかを定量的

に分析する． 

 

2 ワークショップ企画の経緯 

有効性の高いワークショップを企画するため，日

本企画計画学会中部支部の協力を得て，『BTT（ブレ

イクスルー思考）で防災ワークショップ企画を考え

る会』を開催した． 

BTTは「目的の目的を問い，全体に至る」という

思考のことで，ある事象の目的を問い詰めていき，

本来の目的に至る考え方である． 

2000年東海豪雨や2011年15号台風の帰宅困難状況

やそれに関する研究の概要を紹介した後，4～5人の

グループを4班作り，ワークショップ企画案について

BTTを実践した．とりあえずの「防災・帰宅困難対

策ワークショップ企画」システムを提示し，そのシ

ステムについて目的展開した．それらの中から各グ

ループで１つ目的を決め，そこから解決策を考えた．

各自で新たな案を書き出した後，各グループで話し

合った．最後に，各班で目的展開の概要や着眼目的， 

 

 

未来解など話しあったことを発表した． 

会の中では，解決策として「帰宅優先者認定ガイ

ドラインを作る」「渋滞した車内の不快をダンボール

に入って体験する」などが提案された．その中の一

つである『様々な条件のカードの中から一番早く帰

宅できるカードを当てるゲーム』を参考に簡単なゲ

ームを企画し，試験的に少人数で行った． 

しかし，「自分の使わない沿線だと興味がわかない，

盛り上がりに欠けるのではないか」等の意見があっ

たため，改善の必要があると考えた． 

次に，前回のゲームを工夫した「アタック25」形

式のゲームを考えた．条件の書いている5枚のカード

を5地域分予想所要時間の長い順に並べ，各班ひとつ

ずつ発表し，正解であればそのパネルを取ることが

でき，パネルの多い班が優勝というものである．（図

1参照）しかし，5地域を同時に考えるため難易度が

高く，ゲーム性も強いため，再び改善することが必

要であると考えた． 

さらに改善し，「豪雨時の帰宅行動選択ワークショ

ップ」を企画した．このワークショップでは，対象

地域を絞り，より行動選択に重心を置くことにより，

本来の目的である『いざという時にどのような行動

が適切であるか』を考えることができるものとなっ

た．また，時系列として意識することにより，現実

感が増し，危機意識を持つことができるのではない

かと考えた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1：アタック25のパネル 
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図2：年代ごとの豪雨経験者 

 

3 ワークショップの内容 

豪雨時帰宅困難対策ワークショップは名古屋工業

大学を会場とし，2015年12月9,10,16,18日の4日間

に合わせて5回開催し，同大学学生や卒業生，その

他一般人など合わせて83名が参加して行われた．

『豪雨時帰宅困難対策ワークショップ』の主な内容

は以下の通りであり，全体で約90～120分かかった． 

[1]ワークショップの目的と流れについて 

[2]自己紹介・役割決め 

[3]ルール説明 

[4]グループワーク 

[5]名古屋における帰宅困難研究について 

[6]グループワーク結果発表 

グループワークで行った，豪雨時の帰宅行動選択

シミュレーションは参加者に台風による豪雨時の帰

宅行動について考えていただくというものである． 

参加者は自分の選んだ条件のもと，更新されてい

く情報を取得しながら，帰宅時間等を選択していく．

参加者は帰宅行動を選択したら回答票を記入し，選

択した帰宅時刻までに提出する．その回答によって

各自の得点がつくというものである．詳細項目を以

下に示す．  

[1]設定条件 

シミュレーションの設定として，参加者はＢ地点

に各自の自宅があり、勤める会社はA 地点にあると

なっている．それぞれのグループはある会社の一部

署内のメンバーで構成されているとする． 

会社のある A 地点には 3 本の鉄道が通ってお

り、自宅のある B 地点までは鉄道①，B 地点より

手前の C 地点，D 地点までには鉄道②，鉄道③が

通っている．  

スタートした時点，屋外では雨が強くなってきて

いる．朝，参加者は出社しているが，台風が接近し

ており，雨がますます激しくなりそうな状況である． 

[2]情報の取得 

グループワークが開始すると，単位時間ごとに，1 

時間ごとの情報がスライドに表示される．表示され

る情報は，時間降雨量と鉄道会社の公式ホームペー

ジで公表された情報である．また，必要があれば，

Twitterでの鉄道運行に関する情報と，ホテルの空室

状況を紙面で確認できる．時間が進むとともに，更

新されていくこれらの情報を参考にしながら，参加

者は帰宅行動を選択していく． 

[3]得点の付け方 

得点には，宿泊地・出発時刻・所要時間による3

つのポイントがある． 

まず，基礎ポイントとして宿泊地によるポイント

がある．快適性の高い順にポイントが高くなってい

る．また、子どもや老人のいる家庭は自宅に帰る必

要性が高いため、単身者よりもポイントが高く設定

されている．そこに，出発時刻によるポイントが足

される．最後に、宿泊地ポイントと出発時刻ポイン

トの二つの合計から所要時間によるポイントが引か

れる．帰宅するのにかかる所要時間が長くなるほど，

帰宅を苦痛に感じるため，帰宅所要時間はマイナス

ポイントとなる．帰宅所要時間が選択した交通手段，

出発時刻により大きく左右する． 

 

4 アンケート結果 

参加者に対しては，まずワークショップを開始す

る前と終了時に調査票を配布し，その場で記入・回

収した（以下，事前アンケート・事後アンケート）．          

また，無記名でワークショップに対する意見・感

想を問うアンケートにも回答し，回収した． 

参加者合計83名のうち，男性は52名，女性は31

名と，男性がやや多く，全体の6割以上を占めた． 

年代としては，20代が43名と最も多く，全体の5

割を占めた．参加者83名中78名，帰宅出発地（会社

や学校）は名古屋市内であった． 

また，鉄道の運休等を伴う豪雨の経験のある参加 

者は26名であり，年齢があがるほど，経験者の割合

は高くなった． 

ワークショップの前後の意識の変化について調査

するため，事前アンケートと事後アンケートでは，
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豪雨や豪雨時の帰宅に関する考え方について，参加

者に同じ質問をした．参加者には各項目で「全く当

てはまらない，あまり当てはまらない，どちらでも

ない，少し当てはまる，よくあてはまる」の5段階

の選択肢の中からあてはまるものを選んでもらった． 

はじめに，「豪雨は自分にとって身近な出来事だ」

という項目に対するワークショップ参加者の回答を

集計した結果を図3，図4に示す．事前アンケートで

は，あまり当てはまらない，あてはまらないと回答

している人が，20代では6割，30代40代で5割程度と，

年齢が若ければ若いほど，身近に感じていないこと

がわかる．これは年齢が若いほど豪雨経験の少ない

ため，身近に感じないのではないかと考えられる． 

次に，「大雨の降っている時には雨が弱まるのを待

って帰宅するべきだ」という項目に対する回答を集

計した結果を図5，図6に示す． 

どちらともいえないと答えた人が全体の4割と最

も多かった．事後アンケートでは，なるべく早く駅

に向かうべきでないと考えている人は約7割に増え

た．ワークショップの中で，駅での混雑の様子や見

合わせなどによる大幅な遅延の可能性があることを

知り，無闇に駅に向かうことはリスクがあるという

事を知ったためであると考えられる． 

次に，「鉄道の運行情報は、鉄道会社公式ホームペ 

図3：豪雨は自分にとって身近な出来事だ（事前） 

 

図4：豪雨は自分にとって身近な出来事だ（事後） 

ージが一番正確である」という項目に対するワーク

ショップ参加者の回答を集計した結果を図7，図8に

示す．事前アンケートでは，鉄道会社公式ホームペ

ージが一番正確であると考える人が多く，全体の約 

図5：大雨時はなるべく早く駅に向かうべきだ（事前） 

図6：大雨時はなるべく早く駅に向かうべきだ(事後) 

 

図7：鉄道の運行情報は、鉄道会社公式ホームページ

が一番正確である（事前） 

 

図8：鉄道の運行情報は、鉄道会社公式ホームページ

が一番正確である（事後） 
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図9：鉄道が運休すると考えられる時間雨量（事前） 

 

6割を占めた．しかし，事後アンケートでは鉄道会

社公式ホームページが一番正確であると考える人が

1割に減り，そうではないと答えた人が6割になった． 

これは，鉄道公式ホームページの運行情報が不正

確というよりは，グループワークを行い，解説を聞

いた中で，鉄道公式ホームページの運行情報には会

社で知った情報と駅に行った後の情報との間にタイ

ムラグがあることを知ったためであると考えられる． 

次に，鉄道が運休すると考える時間雨量について

集計した結果を図9，図 10に示す． 

実際に鉄道が運休となる時間雨量の基準は，路線

や区間により異なるものの，概ね 40～50mm であ

ることが多い．しかし，集計結果を見ると，正しく

認識している人は全体の2割程度であった．事後ア

ンケートで正しく回答した人は全体の8割になった． 

次に，「また，将来帰宅時に豪雨に遭遇した場合、

どのような行動をとると思いますか（複数選択可）」

という問いに対するワークショップ参加者の回答を

集計した結果を図11，図12に示す． 

事前アンケートでは，普段と同じと回答した人が豪

雨経験のある人では2割，ない人で4割であったが，

事後アンケートでは 1 割程度であり，「宿泊地を変

える」と回答した人は豪雨経験のある人では 5 割，

ない人で4割であった． 

 

5 まとめ 

本研究では，企画計画的手法を用いながら，ワー

クショップを企画・実施し，アンケート調査により

ワークショップ参加による参加者への影響を定量的

に分析した． 

防災意識や意識変化が20代と30代以降で大きく

異なることがわかった．特に，20代や学生のほうが

ワークショップ前後における意識変化が大きく，ワ 

 

図10：鉄道が運休すると考えられる時間雨量（事後） 

 

図11：将来帰宅時に豪雨に遭遇したらとる行動(事前） 

 

図12：将来帰宅時に豪雨に遭遇したらとる行動(事後） 

 

ークショップの効果が大きいと考えられる． 

鉄道が運休する時間雨量などを正しく認識してい

る人がワークショップ後には約8割になった．この

ことから，ワークショップ参加により多くの人が正

しい知識を身につけることができたことがわかった． 

将来豪雨に遭遇した場合，自宅に帰宅すると考え

ていた人がほとんどであったが，ワークショップ後

には自宅に帰宅せず宿泊地は変更するという人が約

半数となった．豪雨経験のある人とない人とでは，

選択行動に大きな違いがなくなったことから，豪雨

経験のない人も豪雨時の帰宅困難さについて理解で

きたのではないかと考えられる． 

 

6 今後の課題 

本研究では，ワークショップ前後のアンケートの

集計結果により，考察を行ったが，参加者の意識に

影響を与える要因について十分な分析が行われてい

ない．更なる分析を行い，ワークショップの有効性

について研究する必要がある． 


