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This study reports the awareness of disaster prevention among Japanese and foreigners in order to seek the possibility 
of multicultural community development (Machizukuri) through disaster prevention. Interviews were conducted to 
clarify the difference of awareness from 3 perspectives (self-help, mutual-help and public help), which are the 
significant elements to carry out disaster prevention. As the result, we found that “self-help” had clear difference of 
awareness between Japanese students and international students due to gap of knowledge, and it is hard for 
international students to take same action as local people during disasters. However, students had no clear gap with 
regard to “mutual-help” and “public help.” Especially for mutual-help, international students are willing to help local 
community during disasters despite the language and knowledge barriers. This study points out that instead of 
treating foreigners as a vulnerable group, it is important to bring them to the scheme of mutual-help, as the local 
communities in Japan are now facing difficulties of ageing and weakening ties. 
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1. 問題定義 

本稿の目的は、外国人と日本人の防災に対する意識を明確

にし、多文化共生防災まちづくりの可能性を探ることである。本

稿においての外国人とはインバウンドを除いた、日本に定住して

いる中長期在住者、特別永住者を指す。年間約3000万人以上の

インバウンドと約250万人の在留者を抱える日本は、この先外国

人と共存していく上で今まで以上に環境、社会、経済などあらゆ

る側面で住み続けられるまちづくりを強化していく必要がある。

なかでも災害対策は日本において大きな課題の一つであり、明確

な日時、発生地、規模などが事前に想定しにくい自然災害におい

て、日頃からの備えが重要である。災害大国日本では、防災教育

が義務教育の一環として扱われているため、災害時の基礎的行動、

知識を幼少期のうちから訓練されており、学校や地域単位での防

災訓練を通じて、小規模の災害には柔軟に対応できる程度の能力

が身についている。一方、外国人は言語や文化が異なるに加え、

災害経験や防災教育も少ないため、日本で災害に遭った時に即座

に日本人のように行動するのは難しいと推測できる。そのため、

外国人は「災害弱者」として扱われ、災害時に孤立することが多々

ある。 

その対策として、行政は外国人の災害時にて直面する３つ

の課題を指摘し、「言語の壁」、「背景知識の不足」、「食生活や習

慣などのニーズの多様性」が挙げられた。中でも特に問題視され

るのが言語であり、政府は外国人の被害を軽減することを目指し、

あらゆる言語の取り組みが打ち出された。取り組み事例には、外

国人が災害発生時に日本語に困惑せず、適切な行動を取れるよう

に「やさしい日本語」政策が提案された。やさしい日本語が注目

されて以降、多くの自治体では、独自のマニュアルが作成されて

いる。その他、情報の多言語化に積極的に力を入れている、神戸

市のミニFM局「FMわぃわぃ」では阪神・淡路大震災以降、情報

弱者である外国人の生活再建の困難が顕在化した。「多文化・他

民族共生のまちづくり」というミッションで、現在では10カ国

の言語で防災を含めた様々な情報発信を行っている（稲垣, 

2012）。 

日本の防災には「自助・共助・公助」の３つで構成される

が、地域主体の防災組織は、近隣住民との助け合い、協力しあえ

ることが、被害の減災につながるため、「共助」として大きな役

割が期待されている。宮城県石巻市では、住民防災組織は過去の

経験に通じて、想定を超える災害でも、避難所運営に当たって犠

牲者を出さない成果を出し、組織としては大きな実績を果たした

と思われる。また、当組織が設立したのが、震災の前年であり、

活発な防災活動が住民たちの防災意識が根付き、震災発生から長

期間にわたり、困難な状況が続くなか、お互いが協力し合い、得

た信頼関係が、その状況を乗り越えることができたと表明してい

る（宮城県, 2015）。この他にも、各都道府県によって、多くの

地域で独自の活動をする住民防災組織が数多く実績を作ってい

る。そのなかでも、宮城県石巻市の実績は住民主体の防災組織と

して、望ましいあり方であると言える。しかしながら、住民防災

組織が抱えている組織の高齢化や組織活動の形骸化など課題が
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 山積みの状態である。住民防災組織の活動は地域によって異なる

が、ほとんどの地域の共通課題が高齢化である。組織の会長含め

て構成員の年齢は平均的に50から60代が多く、和田（2007）が

行った板橋区の住民防災組織の実態調査によると本部長の年齢

が70歳以上で62.4%占めており、構成員も50代～70代が中心で

あった。他の地域でも高い年齢層の人たちにより構成され、若い

世代の会員が不足していることが課題となっている今、災害時に

は自主防災組織はいわゆる「老々救助」・「老々支援」の事態とな

っているのが現状である。若者を積極的に自主防災組織に受け入

れや、住民がより積極的に自主防災組織の活動に参加することを

組織は切実に願っていることかもしれないが、少子高齢化や世帯

構成の変化など要因から地域コミュニティが希薄化し、住民同士

の交流が少ないことから人から人へ組織の活動情報を伝え、アプ

ローチしていくのが難しいとされる。 

地域コミュニティの希薄化は組織全体にも影響を及ぼすこ

とが挙げられる。全国の自主防災組織の組織率は82.7%と高い組

織率ではあるが、都道府県によってその差は極めて大きい。消防

庁（2018）が発行した『消防白書』によると現在組織率が も高

いのが兵庫県の97.5%であり、 も低いのが沖縄県の29.9%であ

った。また、庄司（2017）は一部の地域は組織化されたものの、

多くの自主防災組織では地域住民を巻き込んだ積極的な活動が

行われていないのが実態であるという。秋田県仙北市の自主防災

組織は活動をせず幽霊状態になっている団体がいくつかあるの

が現状だ。この主な要因が住民同士の関わりの少なさで、近隣の

ことを知らず、住民間の災害意識の違いが影響を及ぼし、地域の

団結力が低下していくことが考えられる。住民の災害に対する意

識改革と近隣同士の仲間意識が自主防災組織活性化の鍵となる

と考える。 

上記の組織の高齢化から地域住民の希薄化などの様々な課

題があるなか、さらに外国人を災害弱者として位置づけ、彼らに

サービスを提供することは住民組織のみでは対応しきれないと

思われる。 

その中、外国人を新たな貴重な人材として、地域の防災活

動に積極的参加を求める地域も存在する。例えば、東日本大震災

で多大な被害に見舞われた仙台市の事例では、留学生たちとの避

難所生活を送るにあたって、実際に起きたトラブルや問題点を今

後の避難所運営に改善させていくため、外国人との合同避難訓練

や、避難所運営委員会の参加など、地域住民と留学生が結束して、

避難所運営にあたる協同型防災対策を実施している（伊藤他, 

2015）。同じく地震で、深刻な被害を被った熊本では、留学生は

学生ボランティアが自国の料理を避難所で振る舞い、日本人は留

学生にラジオ体操の参加を呼びかけ、普段では経験できないよう

な文化体験をお互いで共有し合うことで、災害で落ち込んだ心を

少しでもケアすることができた事例もある（安部, 2017）。この

2 つの事例から外国人は支援される立場であると同時に支援す

る立場に回ることもできることが考察できる。外国人は災害弱者

であるという固定観念を変え、同じ地域の一員として共に助け合

うことが地域防災力の強化につながると考えられる。同じ考察で

池上（2004）は外国人を自治会活動の阻害要因として捉えるので

はなく、新しいコミュニティづくりのリソースとして捉えるよう

な発想転換が求められると考え、如何に地域コミュニティのなか

に取り組んでいくか議論することが重要であると申した。 

これらの経験を踏まえ、地域住民は外国人に対し、より積

極的な地域防災活動の参加に心がけるよう、日頃からのアプロー

チが必要になると考えられる。市町村が地域の防災訓練などの参

加を望む一方で、外国人は地域単位の防災活動、あるいは防災組

織を認識すらしていないことも見られる。この現状を踏まえて、

本稿は防災における「自助・共助・公助」の３つの観点から、外

国人の防災意識を把握し、多文化共生防災まちづくりに資する。 

2. 対象地域および調査の概要 

研究対象地域の大分県別府市は人口117,355人の地方都市であ

り、うち4,386人が外国人居住者である（2019年現在）。別府市

に立地する立命館アジア太平洋大学（APU）が設立以降、外国

人留学生の積極的な受け入れにより、今では総学生数のうち、約

半分が留学生というグローバル大学まで成長し、別府の国際化に

も多大な影響を与えている。また、別府は温泉で有名な観光都市

であり、 新の平成 29 年の外国人観光客数は 597,446 人で、そ

の約95％がアジアからのインバウンドである（別府市, 2018）。 

調査は、2019年10月初旬、APUの国内学生10名・国際学生

10 名をランダムに抽出し、インタビューにて質問紙調査を実施

した。質問紙は無記名とし、全項目を面接によって調査する。調

査者は、質問と聴き書きをする際に、聴き逃しのないようにあら

かじめ回答者の合意を得た上で録音をした。質問紙調査を面接に

よって実施する理由は、調査者との対話により、特に自由回答の

設問に対して語られる学生の意識や知識が、より具体的で豊富な

内容で表現されると考えたためである。なお、分析は単純集計で

きるものについては回答内容の構成割合を算出する。記述問題に

ついては記述による回答をもとに質的に分析を行う。内容の一つ

を記録単位とし、その単位に関する意味的特性を推論した後、文

脈上同義的とみなすことができるものを集め、それらを吟味し、

共通する説明概念をカテゴリとして抽出する。 

調査は防災意識で重視される「自助・共助・公助」の観点か

ら内容を設計する。自助の側面から災害に対し、個人がどれほど

危機的意識を持っているのか。その防災意識が災害に向けて日頃

から備える行動に移行しているのか。共助の観点からは災害時に

必要とされる地域コミュニティーとの連携や防災組織の認識で、

日頃からどれくらい関わりを持っているか。そして公助の観点で

は、外国人が行政に求めるものとは何かを把握する必要がある。

これら構成の重要性を認知させることが発生時においての多文

化共生に向けて行う取り組みの主要な要因であると考える。 

質問は次のとおりである。⑴属性：性別、年齢、職業、国籍・

地域、滞在年数、家族形態、同居人数、⑵自助の観点から：避難

時に困ることや不安なこと、災害時の支援方法、自身や家族を守

るために準備しておくこと、⑶共助の観点から：近所との交流、

自主防災組織を知っているか、どのような助け合いがいいか、⑷

公助の観点から：市から提供される災害に関する情報を知ってい

るか、どのような情報提供を市に望むか。なお、本研究において
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 「災害」とは、地震、津波、洪水など全般を想定している。

3. 研究結果の考察 

(1) 自助の考察 

避難所の認知について、国内学生（7/10）国際学生（5/10）の

学生は避難所を認知しており、災害が起きたら、どこに避難する

べきかが分かっていることが見受けられる。しかし、聞き取り調

査を行ったところ「知っている」と答えた学生の共通点は、知っ

てはいるものの、避難所の名称、あるいは具体的な場所は非常に

抽象的であった。情報を得た方法は標識を見て避難所が家の付近

にあると認知し、防災マニュアルやネットなど自分から調べたこ

とはないと回答した。 

「知っている」学生に避難所において困ることで も多く挙

げられたのが、国内学生は「避難の必要性とタイミングが分から

ない」（具体例：水害などある程度の避難するべき基準を分かり

やすく事前に教えて欲しい、災害レベルのどこまでが家で待機し

た方がいいか、避難所に行くべきか明確な基準が知りたい等）で

あった。ほとんどの国内学生は地震、台風豪雨などあらゆる自然

災害を経験し、「災害慣れ」した日本人は、災害に対する気持ち

は整っているものの、高頻度に発生する小規模なものから大規模

な災害までの日常的に経験した結果、避難感覚が麻痺しているこ

とが全体的な聞き取り調査で考察できる。また、日本は従来、災

害にも対応できるまちとして、住宅などの耐震化が義務付けられ

ている。新耐震基準では大規模災害（震度６強〜７程度）で倒壊

しないほどに日本の建物の耐震技術は進んでいる。そのため、回

答者には台風や中規模の地震の場合、「家にいるのが一番安全な

のではないか」と考えるのが多く、大規模災害が発生した時の避

難を阻害する大きな要因なのではないかと考える。一方、国際学

生は「避難手段や避難ルート」（具体例：場所が分からない、避

難する際に必要なものがあるのか不安等）が避難所において一番

も多く挙げられた困ること・心配事であった。聞き取りをした

ところ場所がわからない要因の一つは経路が抽象的すぎる、また、

今まで、経験したことがない避難所生活に不安を感じ、災害時に

日本人同等の行動が取れるかと心配する声が挙げられた。災害経

験が少なく、複雑な防災対策を実施している日本では、外国人に

とってストレスを感じることもあり、その多くは言語的問題が分

析のなか挙げられる。日常会話レベルの日本語を話せる国際学生

でも、いざ巨大地震が来た際に地域住民とまともに会話すること

ができるか不安を感じるようである。また、一部の学生は周りに

頼れる人がおらず、避難勧告が出た際も、一人で避難するのでは

ないかと不安と孤独を感じると答えた。国際学生は言葉も違う環

境で常に不安が多い気持ちで生活しているため、災害発生時は心

理的負担が国内学生以上に大きくなると考えられる。まだ日本に

来て日が浅い彼らには自助に対する意識が日本人ほど強くない

ことを前提に考察し、外国人のための防災対策のより実践的な取

り組みと地域住民や国内学生の日頃の支えが彼らの防災意識、心

のケアを維持するのに必要であると思われる。 

全体のインタビュー調査では、国内学生はより具体的な防災

時の取り組みを挙げた一方で、国際学生は抽象的な回答が多く見

受けられた。災害経験や従来の防災教育から幅広い側面から意見

を出せる日本人と比較して、外国人にはその習慣が養っていない

ことから行動の判断が柔軟に対応できないことが調査を通じて

明らかになった。 

(2) 共助の考察 

災害時に地域コミュニティ同士で助け合う共助において、

近隣住民との日頃からの交流が防災に強い力を発揮することが

期待できる。しかし、結果から国内・国際学生とも半分以上が近

隣住民と話したことがないと回答した。入学した時から明確な滞

在期間が本人のなかで示されている大学生にとって、自ら意欲的

に近隣住民と関わろうとするものは少ないのではないかと推測

される。学生の本分である勉学に勤んでいるうえ、課外活動やバ

イトなど、様々な活動で時間に制約されるなか、家にいることが

あまりなく、近隣住民との交流は必然と希薄化するであろう。尚、

住民との関わりがほとんどないのが現状である以上、防災組織の

認知が低いのも必然的であると言えよう。日本人学生のうち半分

が全く知らないと回答し、留学生に至っては回答者全員が言葉と

もに全く認知していないという結果になった。確かに、大学には

地域交流のイベントは定期的に行われているが、参加者は遠方に

出向いて交流するケースや、学校や地域団体が主催したものが多

い。学生たちがより活発に身近の地域住民と交流するようになる

には、自治会・町内会などが率先して、定期的な町内単位でのイ

ベントや交流会の実施といったアットホームな環境をつくるこ

とが重要である。学校や地域コミュニティの地縁的関係を維持し、

ソーシャルキャピタルを構築させることで、大学生を巻き込んだ

地方活性化により、効果的な対策を打ち出せるのではないかと考

える。実際、今回の調査によると、学生と住民同士の交流は少な

いものの、災害時の助け合いに対する意思は強いとみられる意見

が多数得られ、防災をきっかけに日頃からの話し合い、住民と学

生の間の相互理解の重要性を改めて感じさせる内容となった。 

また、質問から、災害時に取る行動について、自由回答を

行ったところ、共助の視点から考えた内容でありながら、国内・

国際学生の回答内容には「自分の身を 重視」、「自宅の安全対策」

など自助に近い視点からの回答も一部挙げられた。回答の背景か

ら、災害時にまず、自分の身を第一に守ることが、住民の足を引

っ張らずに済む。また別の学生は、自分がしっかりすることで、

第２、３被害といった災害に伴い発生する事故を防げるかもしれ

ないと回答した。この回答内容から共助を意識することが、自助

の意識に直結する効果を与え、相互で影響し合う可能性があるこ

とが考察される。 

(3) 公助の考察 

公的な援助から考える防災意識では市から提供される情報

がどこまで学生たちに届いているかで防災時に取る行動が異な

る可能性がある。設問では「市から提供されている防災に関する

情報で知っているもの」について、 も多かったのが、学校、不

動産から提供される防災マニュアル（6 名：21%）であった。学

生が別府で家を借りる際には、不動産から防災マニュアルを提供
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 される他にも、学校からも入学時に防災マニュアルが提供される。

しかし、学生全員がこの防災マニュアルを受け取っているはずが、

これについて知っているのは全体の21%というのは、高い割合と

は言い難い。この設問では全体的に抽出された回答が低い水準で

あり、学生によって、防災情報を得る方法は異なることが考えら

れる。 

次の設問では「特別警報を知る手段」を調査したところ、

学生のほとんどが携帯、スマートフォンを利用したインターネッ

ト情報（17名：57%）からであった。特別警報の合図は携帯・ス

マートフォンから、国からアラートが発令される際に、情報を知

ることができる。この数年は別府市で災害はないものの、自治体

によっては1年一回のペースで、テスト配信しているため、学生

全員経験、あるいはこれから経験するであろう。スマホは現代の

学生にとっては必要不可欠品となった今、防災情報もこれからは

電子機器を中心に促進していくべきと考える。 

今後、市に望む災害情報の提供方法について、日本人学生

で も多いのが 新の情報提供であり、今まで以上の早急な連絡

を求める回答が多数あがった。留学生は多言語化での情報量を増

やす他、緊急速報の早急な言語切り替え設定できるようなシステ

ムの改善を求める回答が多くあがった。それ以外にも日本人学生、

留学生ともに、情報提供の経路をFacebook、Instagramなど学生

に身近なSNSからの発信を希望する声もあった。 

公的な支援は、自身や、住民にとっても災害の具体性を認

知する、一番重要な要素であるため、公助が成り立たない場合、

被害規模は拡大し、 悪の状況を生み出す可能性もある。学生が

考える公的支援をより質の高いものにするため、情報提供の現状

から改善すべき点を回答してもらい、今後の課題を可視化するこ

とができたと思われる。 

4. 結論 

本論では 3 つの観点から両学生の意識、考え方を調査した

結果、差異を感じされるものから、目立った相違がない意識など

が考察できた。意識の差異が も大きく捉えられたのは自助の観

点で、日本人学生は防災知識も豊富であり、より具体的な回答内

容が得られたが、留学生の多くが基本的な対策のみ挙げられず、

この項目では全体の回答は漠然とした内容となった。行政から市

民まで幅広く巻き込んだ日本独自の防災対策から国民一人一人

の防災意識が強まる一方で、知識など防災について考える基盤と

なるものが養われていない多くの外国人が自ら防災対策を取り

組むことが困難なのは、必然的状況であることが伺える。 

しかし、共助の観点からは日本人学生、留学生ともに差異

はほとんど見受けられなかった。その理由として地域コミュニテ

ィ同士で助け合いたいという気持ちは日本人学生、留学生も同じ

で、地域交流を盛んに実施するAPUの文化が、地域に対しても強

い共助意識がめばえていることが考えられる。また、公助も同じ

く、日本人学生と留学生の間に目立つ差異は見受けられず、全体

的に全ての学生が公的な援助に対しての認識があまり高くない

ことが見受けられた。その中でも、唯一半数以上の学生が情報を

得る手段が携帯からのインターネット情報であり、特別警報など

は携帯から知ると回答した。災害時には、ライフラインが途絶え

る可能性が十分にあるなか、今後は大規模災害にも対応できる程

度の通信インフラの強化が必要である。 

今回、意識調査から見えた考察として、共助の役割は特に

大きいと考え、知識の少ない留学生が共助の助け合いについて考

えることで、自助の観点からも取るべき行動の具体案を出せたよ

うに、共助を軸に防災を考えることが、さらに幅広い視点からの

防災意識を高める可能性がある。今後の多文化共生防災まちづく

り実現においても市は共助を中心とした対策を踏まえていくこ

とが重要ではないかと考える。 

本研究を実施するにあたって、学生たちの実際の声を聞き、

不安に思っていること、自分がすべきこと、そして近隣住民との

関わり方など、聞き取り調査を通じて、学生たちは改めて、自分

が今いる場所は災害と隣り合わせであり、防災について考え直す

いい機会となったと思われる。また、国際学生は災害経験こそ少

ないものの、支援したいという気持ちは日本人学生とさほど差異

はなく、今後の災害支援においての役割を果たすために大きな期

待ができると考え、そのためにも地域は、責任感強い学生たちを

育てるのはお互いにとって有益であると考える。無論、地域も高

齢化や住民同士の交流の希薄化など現状の問題は山積みである。

今回、この論文では、日本人学生と国際学生の数少ない調査対象

から考察を行ったが、今後の多文化共生防災まちづくりの研究と

実践に一石を投じたい。 
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