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   This paper aims to measure effectiveness of an educational board game as an exercise tool for disaster recovery at 
local level. The consecutive surveys were administrated for the participants of the Workshops three times: before 
playing the game, after the game, and two months later from the playing. The results show that：1) participants were 
highly motivated to share the game to others, 2) the game helped participants to understand individual and local 
recovery, and 3) the options for housing recovery were diversified after playing the game while some participants could 
not decide the best option of housing recovery due to the financial capability and uncertainty of disasters. 
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１．はじめに 
 
(1) 研究背景と目的 

 近年，国土交通省1）や都府県からの事前復興計画策定

を推進するためのガイドライン（1）の公表が相次いでい

る．しかし，まだ行政主導による計画策定が多く，住民

参加によるボトムアップ型の計画策定は極限られた地域

でしか確認できないのが現状である（2）．また，事前復

興が進まない理由としては，不確実性，事前復興の定義

と制度の問題，計画技術論が指摘されている2）． 
このような背景から本研究は災害前から住民自らが人

口減少やハザードについて正しく理解し，対策案を構築

するワークショップ（以下「WS」と略す）を実施するこ

とで，ボトムアップ型の復興まちづくりが進み，地域レ

ジリエンス（3）の強化に資することを目標とする． 

 そこで，筆者らは和歌山県由良町小引区の人口と資源

を利用して地域の将来が想像できる啓発ツール「ゲーム

でわかる小引の将来：南海トラフ地震に備えて事前復興」

（以下「ゲーム」と略す）を開発した．本ツールはボー

ドゲーム形式となっており，個人（世帯）の生活再建の

プロセスだけでなく，地域の再建の状況も復興指標を通

して疑似体験できるのが特徴である． 
本研究は新規開発したゲームの啓発ツールとしての有

用性や課題を検討することをその目的とする．具体的に

は，住民 WS を開催し，ゲーム直前，ゲーム直後，時間

経過後における参加者の地域の現実（人口・災害等）に

関する理解や啓発ツールとしての効果を計測・分析する．  
 
(2) 研究方法 

 本研究は図１のようにⅰ）復興ビジョンの設定，ⅱ）

地域安全学会論文集 No.37, 2020.11

309



 

2 
 

 

図 1 研究のフロー 
  
地域への影響評価（南海トラフ地震の被害・人口減少），

ⅲ）対策案の構築，ⅳ）効果の測定のプロセスで行った．

ⅰ）～ⅲ）はWSを通して行い，ⅳ）は質問紙調査で実施

した．ⅲ）は前回のWSの成果を反映したゲームを開発し，

そのゲームをWSのツールとして用いた． 
前記した効果の測定（ⅳ）のための質問紙調査は図2の

ような仕組みで計画を立て，調査時期はゲーム実施前

（質問紙調査Ⅰ）及び直後（質問紙調査Ⅱ）とし，ゲー

ムを通した理解が想像力に繋がり，参加者の考えに何ら

かの変化が生じるかを追うことにした．そして，その理

解力が中長期的な記憶として残るのか，実践・行動力の

変化が表れるかを把握するため，2ヶ月後・1年という時

間軸を設定した．本稿は，2ヶ月後までの3回の質問紙調

査について分析考察するものである．質問紙調査は選択

回答形式とし，一部自由記述式を取り入れている． 
 

 

 

図 2 追跡調査の仕組み 

 

(3) 本研究の位置づけ 

住民を対象にしたWSに関する先行研究は多数ある．そ

のうちWSの効果について検討しているものは，小笠原ら
3）や牛山ら4）等の研究で，WS後の実際の防災行動も含め

て検討している．また，田村ら5）はWS前後に質問紙調査

を行い，WSを行ったことで参加者の考えにどのような変

化が起こったか検討している．その他，災害の間接的経

験が地震に対する事前対策行動に及ぼす影響について分

析した松田ら6）の研究や，WSと実際の防災行動との関係

性について論じた長曽我部ら7）の研究等もある． 
なお，ゲームというツールを開発し，その有効性を測

るための研究もある．上園ら8）は大規模災害時の復旧活

動のきっかけづくりを目指した道路啓開疑似体験ツール

を開発し，ツールの難易度や関心度，設計ポイントとの

齟齬等を報告しているが，ツールが行動に及ぼす効果に 
 

 

図 3 ツール設計時の狙い 
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ついては検討できていない．濱中ら9）は防災カードゲー

ム「アレがない！どうする？」を開発し，WSの直前・直

後・2ヶ月後に質問紙調査を行い，参加者の防災意識の変

化や防災行動意図を計測している． 

本研究は，追跡調査という観点からは濱中らの研究手

法に倣っているが，従来にはない個人・地域の復興まち

づくりが疑似体験できるツールを新規開発し，ツール設

計時の3つの狙い（図3）が達成できるかについて追跡調

査・分析を行ったという点では新たな試みである． 

 

 

２．啓発ツールの概要 
 
(1) 小引区のためのツール開発の経緯 

a) 小引区について 

和歌山県由良町小引は，由良町の北西に位置する県道

24 号沿いの漁業集落である．住民台帳（平成 31 年 4 月 1
日作成）によると世帯数 45 世帯・人口 121 人で，高齢化

率 36.4%である．産業は半農半漁で，農業としてはミカ

ン・八朔などの栽培が行われており，漁業としては小型

定置網が行われている（4）． 
小引の最大津波高は南海トラフ地震の時は 8m で，3 連

動地震では 4mと想定されている（5）10）．小引の漁港と背

後集落の間には県道 24 号線（8m 高さ）が通っており，

津波浸水深2m以上で発生する建物全壊の被害はほぼない

と推察されるが，集落の孤立が発生する恐れがある． 
b) ツール開発の経緯 

筆者らは2015年度から和歌山県由良町で事前復興計画

策定に向けて取り組んでおり，2019年度には小引区の復

興計画案を作成することに至った．そのため，2019年5月
に第1回住民WSを実施し，小引に対する住民の思いにつ

いて話し合い，まちづくりのための6つの方針（ⅰ. 高齢

者に優しいまち，ⅱ. 交通が便利なまち，ⅲ. 災害に強い

まち，ⅳ. しょく（職／食）に困らないまち，ⅴ. 若者が

暮らしやすいまち，ⅵ. 交流が楽しいまち）を導き出すこ

とができた．しかし，過去20年間に人口は半分に減った

という住民からの証言と，将来人口予測でも今後20～30
年間で人口はさらに半分減ることがわかり，地場産業の

衰退を考慮すると，事前復興計画案（土地利用計画案）

の作成よりも地域の持続に関するアイデア出しとアクシ

ョンを優先したいという意見が出た． 
そこで，第2回住民WSでは地域の課題を踏まえ，地域

資源を生かしたまちづくりについて考えることにした．

ところが，小引住民は防災訓練には積極的であるものの
（6），住民自らアイデアを出すことは困難で，他所から

の支援待ち状況であった．  
こうした背景の下，通常のまちづくりWSのように付箋

を使ったアイデア出しではなく，現実をゲームという仮

想空間で体験しながらアイデア出しをするWSを開催する

ことを企画した． 
 
(2) 啓発ツールの説明 

a) ボードゲームの概要とゲームセット 

本研究のために開発したゲームは，基本的な構造はタ

カラトミーの「人生ゲーム」と復興を支える次世代の人

災育成のための「人生デザインゲーム」11）12）を模した

もので，高校卒業後から約 10 年ごとに人生の分岐点をお

いている．前記したゲームと差別化した箇所は，現在の

小引人口と想定される人口減少を考慮し，人生の分岐点

ごとに定住者数を減らすとともに，資源カード等を利用

して観光客数やコインを確保することで，地域の人口と

経済状況を可視化できるようにしたところである．また，

40 代に入ってからマイホームの購入か実家を受け継ぐこ

とができるが，その後に地震が発生するため，個人とし

ての生活再建や地域の再建のためのアイデア出しを経た

上でゲーム終了地点である確認地点に辿りづく．確認地

点では個人所有のコイン・住宅，地域の定住者数，観光

客数，地域経済（コイン数）による復興指標を点検しな

がら振り返りを行うことができるようにしている． 
 

 

図 4 ゲームの準備物 
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ゲームには図 4 のようにゲームボードと附属物が必要

となる．附属で要るものは駒，サイコロ，カード類（職

業カード・資源カード・人脈カード・ライフイベントカ

ード（結婚・子供・ハプニング・保険・借金）・復興資

源カード・ふるさと納税品カード），復興指標（人口・

経済・住まい）を表すものである． 
 
b) ゲームの構成と進め方 

本ゲームでは，より現実に近づけるため防災すごろく

ゲーム「GURAGURA TOWN」などを参考としてハプニ

ングを起こすように開発した．  
ゲームボードは，高校卒業後に小引に残った人と関西

や東京に出た人に分かれてスタートする．そして，ほぼ

10年ごとの周期で人生の分岐点（30代時点・40代・災害

発生（南海トラフ地震）・60 代）を設定し，それぞれの

ライフコースで人生の様々なイベントを経験するように

している． 参加者は途中で U ターンや J ターンのように

ライフコースを変えることができるとともに，ハプニン

グ（表 1）によって強制的に地域移動をすることもある． 
 

表 1 ハプニングカードの内容一覧 

区分 ハプニングの内容 

① 小引に帰らなければいけない 

② 東京に行かなくてはいけない 

③ 台風の被害で他の地域に移住 

④ 家が火事にコインを失う 

⑤ 親が体調不良で小引に帰る 

 
本ゲームでは小引に残った人はコインや資源カードな

どを利用し地元を盛り上げ，関西や東京に出た人も人脈

カードを利用して小引を盛り上げる．地域の豊かさを図

るのは経済（コイン）と人口（定住者数・観光客数）（7）

である． 
そして，人生の大きな選択として 40 代に入りマイホー

ムを用意することができるが，その後の地震発生で生活

再建ゾーンに移動し，小引に残った人は個人としての住

宅再建に臨み，関西や東京にいる人は小引出身として地

元への支援を行うこととなる．生活再建ゾーンでは自宅

の被害程度によって避難所や仮設住宅などでの生活を経

験し，自力再建や公営住宅入居などを間接経験できる．

また個人としての再建が一段落すると，各自持っている

コインやカードを利用して地域の復興に臨み，ゲームが

終わる「確認時点」で個人としての人生と地域の再建状

況を振り返ることとなる． 
本ゲームでは地域の復興をより想像しやすいように，

スタート時点での小引人口（定住者数）は現在人口とほ

ぼ同様の 120 人と設定し，資源カードには小引住民から

挙げられた地域資源も反映した．ゲームは 4～5 人が一つ 
 

 

図 5 ガードを利用した地域復興アイデア出し 

のボードで進めるようにし，終盤には参加者が引いたカ

ードを組み合わせて地域復興のためのアイデアを練るよ

うにした（図5）． 
 
 
３. ワークショップと追跡調査の概要 
 
(1) WSの概要 
 本ゲームは第 2回住民 WS（2019年 11月 16日（土））

の際に実施した．ゲームの所要時間は約 1 時間半であっ

たが，ゲームの前後に質問紙調査を行ったため，計 2 時

間半かかった． 
WS 参加者が 12 人であったため，ゲームに適した人数

として 4人ずつに分かれて 3つの班でWSを実施した（図

6）．各班には WS 補助スタッフが 1 人ずつ付いて，ゲー

ムのルール説明や進行を行った． また，各班にはチェッ

クシートを配布し，WS 補助スタッフがゲームの結果を

記録することで，ゲーム終了後に全員で復興の結果を共

有し，他の班の結果と比べることができるようにした．

チェックシートの記録内容は，参加者個々人がゲームプ

レイヤーとして体験した人生（表 2），地域の復興指標

（人口，経済）の結果（表 3），地域の復興のために出

したアイデア一覧である． 
 

 

図 6 WS での 3つの班の様子 
 

表 2 各班のゲームの結果（体験した人生） 

 
 

表 3 各班のゲーム後の復興指標の結果 

区分 
人口 

地域のコイン 
定住者 観光客 

1班 45人 115人 7枚

2班 35人 105人 23枚

3班 55人 110人 20枚

平均 45人 110人 17枚

 
(2) 追跡調査の概要 

a) 調査対象者の属性 

表 4 と表 5 に追跡調査にご協力頂いた参加者の年齢層

と性別を示す．第 2 回 WS には参加したが，途中参加・

途中退場した人が 1 人いるため，質問紙調査Ⅰ・Ⅱの回

答者数は 11 人である．質問紙調査Ⅰ・Ⅱと質問紙調査Ⅲ

には 8 人の同じ回答者が参加した．また，質問紙調査Ⅲ

の回答者のうち 1 人は第 2 回 WS には参加しなかった人

保

険

相

続
車 家 コイン

1 男性
東京→小引

[再建ハプニング]
学校の先生 〇 2人

親が体調不良で小引

に帰る
〇 × × 分譲 15枚

2 男性
関西→小引

[ハプニング]

公務員

→漁師
〇 0人

小引に帰らなくては

ならない，震災で全
壊→自力再建

〇 × ×

分譲→実家相続

→（全壊）→自
力再建

9枚

3 男性 小引 観光協会 〇 0人 震災で半壊 〇 〇 〇
実家相続→（半
壊）→自力再建

3枚

4 女性 小引 観光協会 × 0人
震災で半壊，再建時
借金

〇 〇 ×
実家相続→（半
壊）→自力再建

2枚

5 男性 東京 公務員 × 0人 〇 × × 分譲 15枚

6 男性 小引 旅館経営 〇 1人 〇 〇 × 実家 18枚

7 男性
関西→小引
[震災後小引へ]

教師 × 0人
震災後，親が体調を
崩し小引へ帰る

× × × 分譲 13枚

8 男性
小引→東京→小引
[40代引越、震災後

小引へ]

公務員

→教師
〇 0人

震災後，親が体調を

崩し小引へ帰る
〇 × × 分譲 8枚

9 男性 小引 漁師 × 0人 震災時全壊 ○ ○ ○
実家相続→（全

壊）→公営住宅
2枚

10 男性 関西 教師 ○ 0人 火事，火事 ○ 戸建 1枚

11 女性 東京→小引 教師 × 0人 小引に引越 ○ 分譲 7枚

12 男性 小引 漁師 × 0人 震災時に軽微な被害 × ○ ○

実家相続→

（軽微な被害）
→自宅

14枚

財産

No 性別 出発～到着 職業
結

婚

子

供
途中で起きた
ハプニング

1

班

2

班

3
班

班
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であるため，質問紙調査Ⅲの回答者 10 人のうち 9 人がゲ

ーム被験者である． 
参加者は自治会役員や消防団員などを中心に集まった

ため，70 代が最も多い（質問紙調査Ⅰ・Ⅱでは 54.4%を

占め，質問紙調査Ⅲでは 60.6%を占める）．また，男性

の割合が高い（80.0%以上参加）． 
 

表 4 調査対象者の年齢層 

区分 質問紙調査Ⅰ・Ⅱ 質問紙調査Ⅲ 

30 代 - - 1 人 10.0%

40 代 - - 1 人 10.0%

50 代 2 人 18.2% 1 人 10.0%

60 代 1 人 9.1% - -

70 代 6 人 54.5% 6 人 60.6%

無回答 2 人 18.2% 1 人 10.0%

計 11 人 100.0% 10 人 100.0%

 
表 5 調査対象者の性別 

区分 質問紙調査Ⅰ・Ⅱ 質問紙調査Ⅲ 

男性 10 人 90.9% 8 人 80.0%

女性 1 人 9.1% 2 人 20.0%

計 11 人 100.0% 10 人 100.0%

 
b) 追跡調査の内容 

調査内容は下記のように大きく 3 つの軸を設定し，質

問を設けた． 
① ツールへの興味（質問紙調査Ⅰ） 
② 地域への影響評価（人口・災害）に関する理解度

（質問紙調査Ⅰ・質問紙調査Ⅱ）：当事者意識は

持っているのか，変化はあるのかについて把握す

るための質問 
③ 啓発ツールとしての効果（質問紙調査Ⅰ・質問紙調

査Ⅱ・質問紙調査Ⅲ）：ゲーム前後，そして 2ヶ月

後にどのような変化が起きるのかを測るための質

問（個人（世帯）・地域レベル） 
 
 
４. 啓発ツールとしての効果 

 
(1) ツールへの興味について 

本研究で開発したゲームの実施直前の調査によると，

ボードゲームを含むゲーム全般を「あまりしない」と回

答した人が 72.7%を占めており，年に数回ゲームをやる

人が 18.2%（クロスワードパズル），ほぼ毎日ゲームを

やる人が 9.1%（モンスト，パズドラ）で，ゲーム類には

あまり馴染みがない参加者らであった．レクリエーショ

ンに関しても「あまりしない」という回答が 54.5%，

「年に数回」が 36.4%，「月 1～2回」が 9.1%であった．

従って，本ゲーム実施前の被験者はゲームやレクリエー

ションに関する興味が薄かったことがわかる． 
日頃ゲームにあまり馴染みがなく，高齢者も多いこと

から WS を続けることに対する不安は残ったが，本ゲー

ム終了後の調査でゲームのデザインと難易度，再体験に

対する意向を調べた． 
デザインについては「簡単になっている」と「難しく

なっている」という意見がそれぞれ 27.3%で分かれ，

「どちらとも言えない」が 45.5%である．難易度につい

ては「簡単でわかりやすい」と「どちらとも言えない」

がそれぞれ 45.5%を占め，「難しくなっている」は 9.1%
に留まった．この結果は改善箇所として「ゲームの仕方

が指導者が必要なのが一寸大変」という意見に見られる

ように，ゲームを現実に近く再現するためにルールを複

雑化したためと考えられる． 

次に，再体験可否（図 7）については「またやりたい」

という回答が 63.6%，「どちらとも言えない」という回

答が 36.4%を占め，「やりたくない」と回答した人はい

なかった．デザインや難易度より「またやりたい」とポ

ジティブな方向に捉えられた理由は，やりたいと回答し

た全員が「色々な情報に触れて刺激が増えたので」を選

択したので，啓発ツールとしては効果があったと思われ

る．他の理由として選ばれたのは「自分の考えを表現す

る機会が増えそうなので」，「家族との会話などが増え

そうなので」，「新しい仕事に結びつきそうなので」の

順である．  
 

 

図 7 ゲームの再体験可否に関する意向 

 
(2) 参加者が考えるツールの有用性 

被験者が本ゲームを紹介したいと思ったかについては

回答者全員から「紹介したい」という回答が得られた

（図 8）．紹介したい人としては家族が半数を占め，近

所の人々（28.6%），親戚（14.3%），その他（7.1%）の

順である．なお，一緒にゲームをやりたい相手としては，

家族は 36.4%に減り，親戚が 27.3%に増えた．家族とゲー

ムをしたい理由は，災害や復興・再建について家族間で 
 

 

図 8 ゲームの紹介に関する意向（ゲーム直後） 
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あまり話したことがないので，家族の意向を確認したい

という思いがあるようである．親戚とゲームをしたい理

由は，ゲームを通した苦しみや楽しさ等を共有し，他所

にいる人との状況共有を図りたいという思いが読み取れ

る．近所の人々とゲームしたい理由は，地域のことを一

緒に考えたいそうである. 
さらに，2 ヶ月後に行った調査で実際ゲームを紹介し

たかについて聞くと，「紹介した」と回答した人が

44.4%（4 人）である（図 9）．紹介相手としては，家族，

近所の人々，職場の順である．紹介した理由は，「参考

になると思ったから」，「ふるさと意識を高めるため」

という回答が得られた．また，活動報告として職場や婦

人会への報告があったようである． 
 

 

図 9 ゲームの紹介有無（2ヶ月後の調査） 

 
 
５．啓発ツールが参加者の考えや行動に及ぼす効

果 

 
(1) ご自身や地域の現状について 

a) 個人・地域レベルでの被害や対策に関する認識 

図 10-①は南海トラフ地震が発生した場合に自宅や地域

における被害についてどのように認識しているかを示す

ものである．自宅・地域とも「深刻な被害が出る」と回

答した人が 27.3%で，「何らかの被害が出る」と回答し

た人が 72.7%を占め，どちらも同じ程度の被害が発生す

ると考えていることがわかる． 
 

 

図 10 ゲーム前後の被害に関する認識 

次いで，ゲーム後に個人レベルや地域レベルにおける

被害にイメージが変わったかについては両方とも同様の

結果である．「あまり変わらない」と回答した人が

72.7%もいたが，「想像より大変そうなので，もっと具体

的に勉強したい」と回答した人も 27.3%いる（図 10-②）． 
 

 

図 11 予想される被害内容 

 

 

図 12 ゲーム前後の個人レベルの防災対策 
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図 13 ゲーム前後の地域レベルの防災対策 

 

 

図 14 ゲーム前後の被害の程度による対応の変化 

 

ゲーム前の調査で取った自宅の建物で予想される被害

については，家具の転倒が最も多く，その次に塀や建物

の倒壊が多い（図 11-①）．一方，地域で予想される被

害としては塀や建物の倒壊より津波による浸水を危惧す

る傾向がある（図 11-②）． 

日ごろの家庭内の防災対策としては「避難場所・避難

所・避難路などの確認」が 90.9%として最も多く，次が

落下物の点検（45.5%）であった（図 12-①）．しかし，

ゲーム後には今後取り組みたい対策として 36.4%しか進

んでない「家具の固定」が 72.7%に伸びた（図 12-②）． 

また，非常時の安否確認や避難場所への備えについて

はゲーム前後とも 1 位が「自治会方針に従う」で，その

次は「家族と相談して決める」であった（図 13）．ゲー

ム前に「何も決めていない」という人もいたが，ゲーム

後に「何もするつもりはない」という人はいなかったの

で，少しは考えが変わったことがわかる． 

b) 南海トラフ地震発生時の対応 

図 14 は南海トラフ地震発生時の自宅や地域における被

害程度によってどのような対応をするかについてゲーム

前後の考えの変化を比較したものである． 

ゲーム前後で最も大きな変化が表れたのは，自宅の建

物に床下・床上浸水が発生した場合である．ゲーム前に

は 45.5%の人が「自宅でしのぐ」を選択したが，ゲーム

後には 18.2%に減り，「避難所に行く」が 72.7%に増えて

いる．これは，今回の調査前に令和元年房総半島台風(台

風 15 号，9 月 8日～9月 9日)と令和元年東日本台風 (台

風 19 号，10 月 10 日～10 月 13 日）が立て続けに日本列

島に上陸していたことの影響もあるかもしれない．小引

住民もメディアを通じて河川氾濫による被災地の床下・

床上浸水の状況を目の当たりにしていたと思われ，ゲー

ム中にそれを思い浮かべた可能性もある．また，自宅の 

 

表 6 ゲーム前後における対応の選択理由 

区

分
被害程度 自宅でしのぐ 避難所に行く 

ゲ

丨

ム

前

全壊・半壊 - 
・浸水の恐れがあるため 

・区民と共に防災訓練内容に従う

軽微な被害

・避難所も安全でない 

・なんとかなる 

・インフラが使用できて寝泊まり 

が可能ならば自宅でしのぐ 

・犬が 3 匹いるため 

- 

床下・床上

浸水 

・片づけを優先したい ・床上浸水であれば自宅で住むの

は難しい 

・安全確保のため 

停電・断水

・停電の場合，発電機を購入して 

いるので対応できる 

・普通の生活ができる 

・ 3日間ぐらいであれば可能，そ 

れ以上では別途考える 

・通常の生活が難しい 

集落孤立 

・プライバシーが保たれる ・1週間であればそうなる 

・避難に対して区の方針がそれな

りに決まっているので，それに

従う 

ゲ

丨

ム

後

全壊・半壊 - 

・避難所からガレキの撤去等の作

 業をする 

・安全面を考慮する 

・実情ではこの方法しかない 

軽微な被害

・軽微なため 

・個人のプライバシーを考慮する 

・やはり落ち着ける 

・犬が避難所に行けないため 

- 

床下・床上

浸水 

・自宅が高台にあるため ・避難所から片付けに行く 

・床上の場合は別のところへ行く

・日常生活が難しい 

・床下浸水の場合は自宅でしのげ

るが，床上浸水となるとこの方

法しかない 

停電・断水

・手持ちの発電機の活用 

・近くの井戸水を利用できると思 

 う 

・期間にもよるが，1 週間程度を 

想定 

・家での日常生活ができない 

集落孤立 

・他人の迷惑を考慮する 

・地域の防災対策で 1 週間程度は 

しのげると考える 

・停電はつらい 
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建物に軽微な被害が発生する場合に自宅でしのぐ傾向が

強く，停電や断水，集落孤立の際にも在宅避難を選ぶ人

が多かった． 

ゲーム前後で「自宅でしのぐ」と「避難所に行く」を

選択した理由を表 6に示す． 

 

c) 小引での暮らしに関する悩み 

ゲーム前に地域の存続を脅かす問題について聞いた結

果，全員が人口を選択し，その次に仕事，災害，資源の

順で選ばれた（図 15）． 

 

 

図 15 将来の地域の存続を脅かす問題（ゲーム前） 

 

また，小引の暮らしにおける悩みについて表 7のよう

な回答が得られた．人口減少に関する悩みは解消できな

かったようであるが，「ゲームのような対策がうてると

若干希望がもてる」という回答や「地域コミュニティを

もっと向上しなければ」という意見も出ており，少しは

前向きになったと考えられる． 

 

表 7 小引暮らしの悩みの変化 

区分 ゲーム前 ゲーム後 

人口 

・人口が少ない 

・少子高齢化の進行が非常に早い，仕

事がなく若者が住みづらい 

・人口減少 

・少子高齢化の進行 

・人口は減少していくので，ゲームの

ような対策がうてると若干希望がも

てる 

インフラ ・高齢になった時の交通手段の確保 - 

災害 

・道路が通行止めになりやすい 

・安全に避難できる建物がほしい 

・漁港から道路まですぐ波が来るの 

で，車が錆びやすい 

- 

その他 - 

・地域の現状がゲームを通して良く理

解できたので，地域コミュニティの

活性化を図りたい 

 

(2) 災害復興について 

本節では個人としての生活再建と地域としての再建に

関する考えの変化について考察する． 
a) 個人と地域の再建 

質問紙調査Ⅰ・Ⅱの回答者のうち，災害による被害の

経験がある人は 72.7%で，災害の種別をみると台風（7

人）・強風（4 人）・洪水（1 人）・その他（停電，1 人）

である（8）． 

ゲーム前に個人（家族）レベルで生活再建を「理解し

ていない」という回答者が 90.9%も占めていたが，ゲー

ム後に「少し理解できた」という回答者が 54.5%になっ

た（図 16）．また，地域の再建については「考えたこと

がない」という回答者が 90.9%であったが，「少し理解

できた」という回答が 54.5%，「理解が深まった」が

9.1%であった（図 16）．すなわち，ゲームを通して個

人・地域の再建について理解できた人々が現れているこ

とがわかる． 

 

図 16 ゲーム前後の生活再建と地域再建への理解 

 

b) 個人の住宅再建について 

図 17 はゲーム前・ゲーム直後・2 ヶ月後の住宅再建に

関する回答を分析した結果である．ゲーム直後には「わ

からない」という回答が 54.5%から 45.4%に減り，「自力

再建」が少し増え，「公営住宅」と「その他」という選

択も出てきた．2 ヶ月後には自力再建はもっと減り 20.0%

となり，公営住宅・その他という選択が増え，半分の人

が「わからない」と回答した．わからない理由としては，

「経済的理由」，「災害が来てから考えようと思ってい

る」，「家族の意向がわからない」が挙げられた． 

再建地域（図 18）については，ゲーム前は 54.5%が小

引を選んでいたが，2 ヶ月後には 40.0%に減り，由良町外

はゲーム前 9.1%からゲーム直後 27.2%，2 ヶ月後 30.0%に

まで増えている．この結果は啓発ツールで住宅再建や地 

 

 

図 17 住宅再建に関する考えの変化 
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域の再建に関する理解が進むにつれ人口流出を促す方向

に参加者の意向が変わったことを意味する．住民ヒアリ

ングから本調査期間中の災害ニュースなどによる影響は

殆どないと考えられるが，質問紙調査前から同町内で町

全域と地区ごとの事前復興計画案（土地利用計画案）の

策定のための WS が順次進められていたため，その影響は

排除できない． 

 

 

図 18 再建地域に関する考えの変化 

 

c) 地域の再建について 

ゲーム直後に「地域の再建に必要なことは何だと思い

ますか？」という設問に対して「若人」，「みんなの意

見を集約して行動に移すこと」，「連帯感の強化，地域 

 

 

図 19 地域の課題解決に関する意向（ゲーム直後） 

 

 

図 20 地域の課題解決のための実践有無（2ヶ月後） 

＝家族」，「人口増」というポジティブな回答が得られ

た．一方，「再建自体を諦めている自分がいる」，「ゲ

ームからは理解できなかった」のようにネガティブな意

見も散見された． 

図 19 と図 20 は地域の課題解決や再建についてのゲー

ム直後の考えを実践したかに関する分析結果である．家

族や地域の人々と地域再建について話し合ったのは

22.2%に留まっていたが，ゲーム直後に「自分にできるこ

と」と「今からしたいこと」として最も回答数が多かっ

た「災害への備えをする」は2ヶ月間66.7%の人が実際取

り組んだようである． 

行動に移した理由は「命を守りたい」と「防災グッズ

の見直ししやな！と思ったから」が挙げられ，行動に移

せなかった理由としては「問題点はわかっていても解決

策が具体的に思いつかない」，「現実が厳しすぎる」，

「今後，行動に移す」という回答が得られた．従って，

記憶して何らかの行動に移すという意味では 2 ヶ月間は

短かったが，すぐ実践できるところからの動きは出てお

り，ゲームが参加者の行動に少しは影響を及ぼしたと言

える． 
 

 

６．結論 

 
本研究では新規開発したゲームの啓発ツールとしての

効果を把握するためにゲーム直前・ゲーム直後・2 ヶ月

後の 3 段階に分けて質問紙調査を行い，時間経過に伴う

WS 参加者の考えの変化を追うとともに，行動の変化が伴

ったかどうかについて明らかにしたものである． 

分析は「①啓発ツールとしての効果」と「②啓発ツー

ルが参加者の考えや行動に及ぼす効果」に分けて行った． 

まず，①についてはゲーム前の質問紙調査で日ごろの

ゲーム頻度などについて聞いておき，ゲーム直後と 2 ヶ

月後の質問紙調査でその変化を測った．その結果，ツー

ルに対する参加者の関心は高く，「またやりたい」とい

う回答が 63.6%もあった．また，回答者全員から「紹介

したい」という回答が得られ，2 ヶ月後に「紹介した」

と回答した人は 44.4%もいた．やりたい理由で最も多か

ったのは「色々な情報に触れて刺激が増えたので」であ

り，紹介の理由として「参考になると思ったから」や

「ふるさと意識を高めるため」が挙げられた． 
次に，②についてはゲーム前後における参加者ご自身

や地域の現状に対する考えの変化，ゲーム直前・ゲーム

直後・2ヶ月後の 3段階における個人（世帯）レベルと地

域レベルでの災害復興に関する考えの変化を分析すると

ともに，地域の課題解決に向けての行動を取ったかにつ

いて調査を行った．ゲーム前には個人や地域の復興に関

して 90%以上の参加者が理解していなかったが，ゲーム

後には理解の方向に進んだ．また，個人の住宅再建につ

いては，ゲーム前に比べて住宅再建の選択肢に広がりが

見られた一方，経済的理由や災害の不確実性で判断でき

ない参加者も見られた． 
以上のことより，人口減少や災害による地域への影響，

または生活再建や地域の再建に関するイメージが掴めに

くい方々がいる場合，今回開発したゲームを導入するこ

とで興味や理解などの意識の変化が起きうることが示唆

された．今回の調査データは母数が少なかったため，今

後の継続的な活動を通して啓発ツールとしての効果を測

っていきたい． 
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一方，いくつかの課題も残っている．ツール設計時の

狙いであった「体験したことを記憶して行動する」とい

う部分については，そのアクションとして家族会議や相

続・保険の見直し等を想定していたが，命を守るための

「災害への備えをした」という回答が多かった．そのた

め，WS の時に重要なポイントをもっと強調する必要があ

る．また，行動に移せなかった理由として「問題点はわ

かっていても解決策が具体的に思いつかない」，「現実

が厳しすぎる」というネガティブな意見もまだ残ってお

り，疑似体験から行動に移るまではもう少しステップア

ップのプロセスを経る必要がある．なお，再建地域に関

しては外部的要因も排除できないが，時間経過とともに

町外を選択した人が増えていたため，住宅再建や地域の

再建に関する理解を深めるための啓発ツールが人口流出

を促す恐れがあることに注意し，今後改善してゆく必要

がある． 

 
 
補 注 
 

(1) 東京都（2001）の「震災復興グランドデザイン」，静岡県

（2013）の「静岡県地震・津波対策アクションプログラム

2013」，和歌山県（2018）の「復興計画事前策定の手引き」

等がある．また，市町村レベルでも事前復興計画策定が進

んでいるが，計画策定自体に懐疑的な自治体もある． 

(2) 徳島県美波町・和歌山県由良町等で住民参加型の事前復興

計画案策定が行われており，前者は住民主導の初の事例と

して注目されている． 

(3) 地域レジリエンスとは，地域としての総合的な防災力向上

を目的に，地域自身のハザード特性を認識するとともに，

中長期的な社会環境の変化を踏まえ，地域の構成員それぞ

れが自助努力を講じるとともに，関連するステークホルダ

ーが各々の活動を積極的に後押しする総合的な能力のこと

（地域の災害レジリエンスの評価指標開発と政策シミュレ

ーション研究委員会『地域の災害レジリエンス評価に関す

る研究（最終報告書）』，日本地震工学会，p.9，2018.3）． 

(4) 由良町の「港勢調査概要（平成 30 年実績）」によると，小

引漁港は町内 5 漁港のうち組合員数・漁獲量・陸揚げ金額

が最も少なく，漁業の衰退が甚だしい．主な水揚げ漁種は

ぶり・まいわし・たちうお・まあじである． 

(5) ハザードマップによると，由良町では地震発生から 24 分後

に海岸付近で1mの水位上昇が生じ，最大津波高10mとなる. 

(6) 小引住民は災害時には孤立集落となることを想定し，3日間

は備蓄物資などで耐えられるよう地域を挙げての防災訓練

をすでに実施しており，避難のための防災公園整備などに

も積極的に取り組んでいた． 

(7) 人口は地域との関わりによって大きく 3 つ（定住人口・関

係人口・交流人口）に分けることができる．本ゲームでは

定住人口（定住者数）と交流人口（観光客数）を地域復興

の指標として捉え，関係人口は人脈カードに反映させた

（総務省 HP 参照，www.soumu.go.jp/kankeijinkou/，最終

閲覧日：2019.11.15）. 

(8) 住民ヒアリング調査の結果，小引集落内では 2018 年 9 月

に発生した台風 21 号による被害（停電，一部家屋での瓦葺

き屋根の剥落）を除いては近年の災害の影響は受けたこと

がない． 
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