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要旨
　近年自然災害が多発する中で、被災地での様 な々支援活動、とりわけ学生によるボランティアによる災害福祉支援活動
は大きな力となっている。本報告では、埼玉県立大学の学生活動をコーディネートした経験を振り返り、今後の学生による
災害福祉支援活動に向けた課題について検討した。「東日本大震災」「平成28年熊本地震」「平成30年 7 月豪雨」において、
メールや学生サークルへの打診に様 な々学科の学生が呼応し、避難者の生活支援活動や災害ボランティアセンターの運営
支援活動を担った。これらを通じ、被災者及び被災地職員への支援に貢献したとともに、多くの学生は様 な々ことを学びとっ
ている様子がうかがえた。これらを踏まえ、学生による支援活動を今後も行うには、学内における共通基盤の確立、活動先・
滞在先・活動資金の検討や確保、活動上のリスクの予想と対応、次の災害のために経験を学びに変革することなどが必要
であることを指摘した。
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1 ．緒　言

（ 1 ）自然災害と学生の支援活動
　日本では、毎年各地で自然災害が発生しており、被災
地における様 な々支援活動を行うボランティア活動は、こ
れまでも復興に大きな力をもたらしてきた。1995（平成 7 ）
年の阪神淡路大震災ではそのような力が注目され、同年
は「ボランティア元年」とも称された。その後の2004（平
成16）年の中越地震、2007（平成19）年の中越沖地震、
そして2011（平成23）年の東日本大震災などにおいても
様 な々ボランティア活動が行われている。近年では、例え
ば2016（平成28）年 9 月に鬼怒川の堤防決壊により発生
した茨城県常総市における水害では、延べ33,766人のボ
ランティアが5,124件のニーズに対応した1 ）。
　このような災害時の支援活動に対して、学生の関心は
比較的高いと言われている。（公財）日本財団学生ボラン
ティアセンター（Gakuvo）が行った全国の学生 1 万人を

対象にしたボランティアに関するインターネット意識調査
によると、この 1 年間でボランティア活動をした学生の活
動分野は、「子ども・青少年育成」（22.3％）が最も多く、
次いで「教育・研究」（11.9％）、「保健・医療・福祉」（11.8％）
などが続くなか、「緊急災害支援」は5.1％と少数にとどま
る。しかし、この 1 年間でボランティア活動に参加したこ
とがなく、かつ今後活動に参加したいと思っている学生が
参加を希望する活動分野は、「緊急災害支援」（15.3％）
が最も多く、次いで「まちづくり・まちおこし」（14.6％）、「芸
術文化・スポーツ」（13.3％）、国際協力・交流（12.4％）
などの順となっている2 ）。
　実際、東日本大震災前後より、学生の支援活動もいっ
そう活発になっている3 ）。（社福）中央共同募金会は、各
地の災害における被災地支援活動に対して助成を行って
いるが、ごく最近の「平成30年 7 月豪雨」への支援活動
に対する第 1 回助成決定団体94件のリストを見ると、間
接的に学生ボランティアを集める団体を除いても、助成を
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受けた大学および学生団体は10…団体と1 割以上を占めて
いる4 ）。
　このようなデータからも、自然災害が多発する中で被災
地に「想い」を馳せ、「何かできることはないか」と考え
る若者はたくさんおり、そして実際に活動を行っているこ
とがうかがえる。このように「想い」を活動に繋げること
により、様々な経験を通じて学ぶことは、学生にとって、
そして学生が生きる今後の地域社会にとっても、大きな

「力」を蓄積する機会となるだろう。

（ 2 ）災害時の「支援活動の組織化」と大学
　ところで筆者は、岩手県和賀郡の（社福）湯田町社会
福祉協議会（現在は旧沢内村と合併し西和賀町社会福
祉協議会）に在職中、岩手県九戸郡軽米町を中心に発生
した「平成11年10月洪水」（1999年）の復興支援のため、
ボランティアバスによる支援活動を担当し町民とともに現
地に赴いた。また湯田町は豪雪地帯であったことから、雪
かきボランティア活動である「スノーバスターズ」や、町
外から雪かき参加者を募集する「雪かき助っ人ボランティ
ア事業」を担当していた。
　このような経験を踏まえ、特に災害時は、職場や団体
において支援活動を組織化して現地に向かうことが有効
であると意識するようになった。もちろんこの究極は災害
支援活動専門のNPOなどの組織化である。しかしそこに
至らずとも、各職場や団体において活動者を組織化して
いれば、活動受け入れ側の災害ボランティアセンター（以
下「災害VC」と表記）などは活動量や時間をある程度
想定することができ、一定の統率も取れることから様 な々
調整コストの軽減も図ることができる。活動を行う側も、
短期間であっても知識やノウハウの交換や蓄積が可能と
なり、効率的・効果的な活動を行っている実感も得やすい。
これらのことから、埼玉県立大学入職後、「平成16年 7 月
新潟・福島豪雨」（2004年）では、参加を希望した本学
を含む埼玉県内大学生 5 人を連れて新潟県三条市に出
向き、災害VCの運営支援活動を行ったこと5 ）を皮切りに、
学生の被災地での活動を支援してきた。
　また、埼玉県立大学は、2004年10月に発生した新潟中
越地震の際にバスをチャーターし、教職員と学生が新潟
県の南魚沼市立ゆきぐに大和病院に出向いて支援活動を
行った経験がある。被害の大きかった地域からの入院患
者・福祉施設利用者の受け入れ支援活動を行っており、
その活動にも参加する中で、大学としても災害福祉支援
活動に備える必要性を痛感した6 ）。
　今後も自然災害が多発することが予想される中で、学
生の活動参加とそこからの学びを促すための一つのオプ

ションとして、支援活動を組織化して災害時に活動を行う
ことを方法論として発展させ、今後各大学等で備えてお
くことが必要であると考える。

（ 3 ）本稿の目的
　以上の社会的及び実践的な背景を踏まえ、本稿ではこ
れまで筆者が行ってきた災害時の学生による支援活動の
コーディネート経験から、「きっかけ」をいかに作り、どの
ように学生は活動に至ったのかについて報告する。そのこ
とを通じ、学生による災害福祉支援活動を継続するため
にはどのような課題があるのか、また活動の経験を学び
や力に変革してもらうにはどのような取り組みが必要なの
か、今後の展望を述べていきたい。
　なお、災害時の支援は、無償のボランティアに限定さ
れず様 な々活動が行われており、学生活動も瓦礫の撤去
や泥出しなどの活動のみならず、自治体や社会福祉協議
会（以下「社協」と表記）などによるフォーマルな生活支
援活動の一端を担うことも多い。このことから、本稿では
一般的に用いられている「災害ボランティア（活動）」と
いう言葉は用いず、災害時の福祉的な支援活動を総称し
て「災害福祉支援活動」とする。
　本稿執筆時点では、学生個人からデータを取得してお
らず、取り組みのプロセスを記述していることから倫理審
査を受けていない。また写真の掲載については、本人に
説明の上同意を得た。

2 ． これまでの学生による災害福祉支援
　　活動の取り組み

　では、これまで支援してきた近年の学生による災害福
祉支援活動の例を紹介したい。

（ 1 ）「東日本大震災」（2011年）における学生活動
　2011年 3 月11日に発生した東日本大震災と、それに伴
う福島第一原子力発電所の事故に伴い、数千人の双葉町
を中心とした被災住民が「さいたまスーパーアリーナ」（埼
玉県さいたま市）に避難するとの報道があった。長期化
が予想されることから、筆者は被災者の生活支援活動が
必要であると考え、3 月17日に現地に赴き、埼玉県職員
や（社福）埼玉県社会福祉協議会職員と協議した。翌日
学内の幹部教職員と会合を持ち、学生の組織的活動支援
を行うことを確認し、メールによる募集を行った。 3 月19
日から徐 に々避難住民が移動してきており、この間、埼玉
県社会福祉士会役員、さいたま市保育課職員、子育て支
援NPO役員、そして学内の教職員等と協議しながら、学
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生活動の調整を行った。登録学生は77名で、3 月20日か
ら3 月31日まで延べ約200人が活動に参加し、本学学生
のほか日本大学、桜美林大学、青山学院大学、横浜国立
大学の学生も加わった。
　主な活動は、子どもに対する支援（屋内外での保育、
散歩や遊び支援、図書館の運営、迷子の確認）、相談支
援（社会福祉士会等と共に健康・生活相談の聞き取り補
助）、ゴミの回収、救援物資や避難者の荷物の仕分けな
どである。当時の社会福祉学科の学生らがリーダーとなっ
て学生のシフトを組み、朝晩のミーティングなどを運営し
て活動にあたった。
　この活動に参加した学生の数名はこれを契機に他の被
災地支援活動を行っている。また、同様に参加者の一人
である健康開発学科口腔保健科学専攻の学生は、これを
契機に「がんばっぺ★SPU」というサークルを結成し、
ボランティアバスのチャーターによる被災地支援活動、埼
玉県内における広域避難者のサロン活動の支援、学園祭
における福島の特産物の販売による復興支援活動などを
行った。現在、同サークルは発展的に解消し、「埼玉県立
大学学生ボランティア支援サークルSolations」に引き継
がれている。

（ 2 ）「平成28年熊本地震」（2016年）における学生活動
　2016年に発生した熊本地震の際、筆者は旧知の「災
害ボランティア活動支援プロジェクト会議」（以下「支援P」
と表記）のメンバーとともに、5 月1 〜 4日の日程で被災
地に出向いた。支援Pとは、（社福）中央共同募金会が設
置主体となり、企業やNPO、社協関係者が協働して被災
地支援を行う全国組織である。（社福）熊本県社会福祉
協議会、（社福）熊本市社会福祉協議会、阿蘇郡西原町
などを訪問してVC運営に関わるニーズを確認したのちに、

（社福）大津町社会福祉協議会災害VCにて運営支援活
動を行った。その縁もあり、支援Pおよび（社福）西原村
社会福祉協議会とともに、夏休み期間中のVCの運営に関
して、学生の支援を得る活動スキームを企画した。学内メー
ルにて呼びかけたところ、約…20…名の学生から問い合わせ
があった。多額の交通費もかかることから、最終的には本
学の 7 名の学生が登録。内訳は男性 1 名、女性 6 名で
あり、社会福祉子ども学科社会福祉学専攻学生から4 名、
看護学科から3 名が参加した。
　2016年 9 月13日、筆者と社会福祉子ども学科の学生
が現地に出向いて活動して以降、9 月30日まで 1 〜 3 名
の学生が交代でボランティアセンターに赴いた。主な活動
は、ボランティアセンター運営業務（ニーズ受付・ニーズ
票記入・ボランティア受け入れ周辺業務・データ入力・

集計・マッピングなど）、被災家屋における家財の搬出・
廃棄物のトラック積み下ろしなどである（図 1 ）。現地で
の宿泊先は、西原村社会福祉協議会の一室の畳の部屋
をお借りし、寝具は寝袋を持参した。

図 1 　熊本県西原村災害VCにおける学生活動の様子
　（上段左）看板設置　（上段右）資材の洗浄
　（下段左）データ入力　（下段右）受付・オリエンテーション準備

　活動終了後、振り返りの機会を設け、学内における報
告会を開催。学生と共に教職員も参加し、支援活動の実
際と今後の課題について共有した。なお、現地までの交
通費が多額になるため、活動助成制度の創設を構想し学
生支援委員会等で審議してもらったが、時間的余裕がな
く叶わなかった。一部の教員からカンパをいただき、最終
的には学生 1 人当たり20,000円の助成を行った。

（ 3 ）「平成30年 7 月豪雨」（2018年）における学生活動
　2018年 7 月、西日本を中心に記録的豪雨災害が発生し
た。被害は甚大であり長期的支援が必要であると考えら
れたため、筆者は夏休みの学生ボランティアとして活動
支援をすることを構想した。 7 月9日に学内メールで活動
者を募集したが、登録者は 3 名であったため、7 月27日
に本学のボランティア活動支援サークルSolationsの幹部
学生とミーティングし、サークルとして活動することを提
案し了承を得た。もともとこのサークルは、東日本大震災
時の学生支援活動を契機に設立され、現在では教職員や
学内外からボランティア活動の情報を受け付け、サークル
構成メンバーや学内に情報提供を行い参加者の調整を
行っている。「教員による参加の強制」と受け取られない
よう、勉学や夏休みの予定を優先させ、それでもなお参
加希望がある者のみによる自由参加であることを伝え、学
生自身によって同サークルに所属する学生に情報共有が
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なされた。その結果、最終的にサークル内外の13名の学
生が登録するに至った。内訳は男性 3 名、女性10名であ
り、社会福祉子ども学科社会福祉学専攻から11名（ 1 年
生 2 名、2 年生 7 名、3 年生 1 名、4 年生 1 名）、看護
学科から2 名（ 2 年生 2 名）が参加することとなった。
　並行して活動先の検討・調整を行った。「平成28年熊
本地震」の際と同じく支援Pの取り計らいがあり、彼が活
動先として派遣されていた広島県の（社福）三原市社会
福祉協議会において、学生活動受け入れの可能性を打
診してもらった。筆者も8 月7 〜…11日にかけて現地に赴
き、自ら災害VCの運営支援活動を行うとともに、同社協
事務局長や災害VCのセンター長などと協議し、最終的な
学生活動スケジュールの提示と活動内容の確認、宿泊先
や入浴場所の確認と調整を行った。
　こうして 8 月13日に最初の学生が現地入りし、数名の
学生が約 1 週間交代で引き継ぎながら10月1日まで活動
を行う予定を立てることができた。途中、穴が開いてしま
う日程があったが、タイミングよく岩手県立大学を中心と
する学生ボランティアグループから参加意向があり、50日
間途切れることのない学生による災害VC運営支援活動
が実現した。その後、長野大学や県立広島大学の学生も
加わり、延べ約250人の学生が活動を行っている。宿泊
先は、災害VCが設置されたコミュニティセンターとともに、
ご厚意で空き家を貸してくださる方が現れ、社協が契約
者となって賃貸契約を結び、学生の宿泊場所として提供
していただいた。また、寝具は災害支援NGOから寝袋を
寄贈してもらった。
　学生の主な活動は、熊本地震と同様にVC運営業務、

被災家屋・公共施設での泥出しや清掃などである（図 2 ）。
VC運営業務では、多い時には100名を超えるボランティ
アが訪れる中、看板作成やテント・資材・水の配置など
の受け入れ態勢の整備や、オリエンテーションの説明・ボ
ランティアの誘導などを行い、また活動情報のデータ入力
やマッピング作業なども担った。さらに、被災しているが
ニーズがあがってこない地域・世帯をくまなく訪問調査す
る活動（通称「ローラー」）なども担い、学生はそこから様々
なことを感じた様子である。平穏な暮らしが災害により一
変したことにショックを受けつつも、被災者の生活ニーズ
について深く考え、また被災者に寄り添う職員の接し方か
ら多くのことを学び取った。
　訪問を受けた被災住民においても、遠隔地から支援に
訪れた若者に驚き、重い口が開いたり、涙ぐみながら「元
気づけられた」と感謝の言葉を発する方もいたという。そ
して地元社協職員や応援社協職員も、学生に支援のあり
方について様々なことを伝え、交流する中で、支援活動
の意義・意味を見つめなおしながら活動を行っていた様
子がうかがえた。長期間の活動を終えて帰途につく学生
に対し、「若い力をもらうことによって業務を続けることが
できた」という言葉を発し、別れ際に学生と何度もカメラ
に納まる地元職員の姿もあった。
　このように、学生による災害福祉支援活動は、学生自
身の大きな学びの機会になったのはもちろんのこと、被災
地にも大きな力をもたらしたと言ってよいだろう。

3 ．これまでの活動を踏まえた今後の課題

　以上の経験を踏まえ、学生による災害福祉支援活動を
今後も継続し、また活動の経験を学生の学びや力に変え
るにあたって取り組むべき課題を述べておきたい。

（ 1 ） 学生による災害福祉支援活動を進めるための共
通基盤の確立

　この種の活動を行うにあたって、様々な関係者から発
せられるのは、「事故があったときにはだれが責任を持つ
のだ」という声である。これはおそらく全国の多くの大学で、
災害福祉支援活動を行う際には議論となる課題である。
この間、関係各所から災害福祉支援活動に対する学生の
取組支援を行うよう要請されている中で、大学として活動
をどのように位置づけ支えるのかについて、共通基盤を
確立する必要があるだろう。
　筆者の場合、近年の災害で学生と活動を共にする際に
は、状況は幹部教職員に報告するものの、とくに承認・
承諾を求めることなく実施してきた。学生各自に居住地の

図 2 　広島県三原市災害VCにおける学生活動の様子
（上段左）看板作成作業　　（上段中）オリエンテーション
（上段右）訪問活動
（中段左）手書き案内文の準備　（中段中）データ入力
（中段左）訪問後の情報共有
（下段左）マッピング　　　　（下段中）床板剥がし作業
（下段右）災害VCの清掃
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社協において手続きすることのできる「ボランティア保険」
に加入させ、事故があった際にはその補償があること、
大学加入の保険の対応はないことなどを伝えた。また緊
急連絡先などをあらかじめ聴取し、必要に応じて保護者
等に連絡できる体制を整えた。
　「平成30年 7 月豪雨」における活動では、学生サーク
ルに打診してその活動として実施すること、教員はそのサ
ポートを行うという位置づけで実施した。学生サークルの
課外活動としての形式であれば、ボランティア保険ととも
に大学で加入する保険も適用されることから、学生と相
談してこのような方式をとることとなった。当面はこの方式
で学生活動支援を行うことになるだろう。
　近年の災害では、例えば2018年 7 月17日の文部科学
省高等教育局長・生涯学習政策局長名で発出された「平
成30年 7 月豪雨」に関する通知6 ）では、「ボランティア活
動のための修学上の配慮」「ボランティア活動に関する安
全確保及び情報提供」を各大学に求めている。また、同
年 7 月25日には、社会福祉士等を養成する高等教育機関
が加盟する（一社）ソーシャルワーク教育学校連盟（以
下「ソ教連」）が通知を出し、各校に学生による災害VC
運営支援を行う「災害VC運営支援活動プロジェクト」が
提起され、参加協力の要請を行っている（図 3 ）。

　このように、教育サイドにおいて学生の活動を勧奨し、
また学生活動に対する支援が要請されているのは、災害
福祉支援活動の担い手として学生の力に期待が向けられ
ているとともに、副次的には、災害福祉支援活動が教育・
学習活動としての側面も併せ持つと認識されるようになっ
た証左である。今後も自然災害は多発することが予想さ
れている中で、災害福祉支援活動を単に学生の自主的・
主体的な活動としてのみ位置づけるのか、教育・学習活
動としても位置づけるのかは議論されてよい。後者も組み
込むならば、大学としてのリスク管理も含めた共通基盤の
確立を目指す必要があるだろう。
　もちろん、ボランティア活動はあくまで主体性を旨とす
べきであり、国や全国組織からの大義名分の調達は、一
方で注意し吟味すべきである。学生による災害福祉支援
活動を企画するにあたっては、被災地・被災者と学生を
中心に据えて取り組むべきであることは言うまでもない。

（ 2 ）活動先・滞在先・活動資金の検討や確保
　活動先をどのように見つけるかについては、筆者の場
合には、人的ネットワークを活用させていただくとともに、
実際現地に赴いて依頼や調整を行うことを大切にしてい
る。今回、ソ教連は先述の文書において活動先のマッチ

図 3 　ソ教連が示した「平成30年 7 月豪雨“災害ボランティアセンター運営支援”活動プロジェクト」の概念図
（出典：ソ教連依頼メール文書）
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ングを支援する枠組みを示した。今後もこの枠組みの発
展に期待したいが、学校や教職員としては、このマッチン
グに過度に依存するのは避けるべきだろう。自立した学生
団体が活動するのならば別であるが、学校の教職員自身
が一度は現地に出向いて依頼や調整を行うことにより、学
生が気持ちよく活動を行うことのできる条件を整備する必
要があるのではないだろうか。社会的な要請を踏まえて
組織的な学生活動支援を行うことから、現地での依頼や
調整は学校を代表して行うほうがより適切であるだろう。
すでに公式に「ボランティアセンター」が設立され、この
ような調整業務を担う専任教職員が配置されている大学
も少なからずある。今後もこのような機能をより多くの高
等教育機関に配置することが肝要であろう。
　活動先が居住地と離れている場合、学生にとって無料・
低額で寝泊まりできる滞在先や入浴施設の確保は必須で
ある。熊本県西原村や広島県三原市では、社協や地元に
ゆかりのある一般の方のご厚意により確保できたが、好条
件がそろうとは限らない。その都度情報を収集し、打診
するとともに、全国どこでも災害が起こりうることを念頭に、
各学校にて災害時に受け入れる学生ボランティアの滞在
先を想定しておいてもよいだろう。
　同じく活動先が遠隔地の場合、学生が旅費をすべて負
担することが困難な場合もある。「平成30年 7 月豪雨災害」
での活動にあたっては、（社福）中央共同募金会による「ボ
ラサポ」の助成を得ることができ、他の寄付金と相まって
学生の交通費を確保することができた。今後は学内にお
ける活動助成の仕組みの確立や、企業のCSR活動との連
携も見据えて、各校独自の活動資金調達の仕組みも準備
されてよいだろう。

（ 3 ）活動上のリスクの予想と対応
　災害福祉支援活動には様 な々リスクがあるが、事前の
オリエンテーションはもちろんのこと、活動中や活動後も
様 な々フォローアップをしていく必要がある。これまで筆
者が想定してきたリスクは、活動中のケガや病気はもちろ
んのこと、悪天候時の移動の判断、そして被災地の状況
や活動内容にショックを受けて心身の負担からなるメンタ
ル・ヘルスへの対応である。
　活動中のケガや病気を予防し、また快適に生活をする
ためには、適切な装備を事前にそろえること、現地での活
動内容と学生の身体状況などを考慮して調整を行うこと
などが考えられる。「平成30年 7 月豪雨」における活動で
は、各自が用意すべきもの、現地で調達しうるものをリス
トアップして学生に示し、また高額で共有して使用できそ
うなもの（防塵ゴーグルやゴム手袋など）は活動資金より

あらかじめ購入して学生活動の前に筆者が出向いて現地
に配置した。
　また、「平成28年熊本地震」における活動では、日常
生活には支障がないが足の機能に不安がある学生の参加
意向があったが、現地スタッフにそのことを伝え、デスク
ワーク中心の支援活動を行ってもらった。このことも踏ま
え、「平成30年 7 月豪雨」における活動前には、学生には
自ら出来ること、出来ないことを現地スタッフにしっかりと
伝え、危険のないよう出来る範囲での活動を行ってもらう
ことをあらかじめ伝えている。
　2018年は台風が頻回に日本列島を襲ったため、「平成
30年 7 月豪雨」における活動の際には、学生の現地まで
の移動の可否について判断も困難を極めた。移動中に災
害に見舞われて事故などにあわないよう、天気予報や災
害情報を絶えずチェックし、学生と連絡を取り合いながら
判断を行った。実際、往路・復路ともに、台風直撃のた
め移動の延期を決定したことがそれぞれあった。
　メンタル・ヘルスについては、活動前のオリエンテーショ
ンを綿密に行い、活動中に何か心身の異変があったらす
ぐに相談し休むようにすること、活動中や活動後にもSNS
を通じて頻繁にコミュニケーションをとることを心がけた。
　以上がこれまで想定したリスクとその対応であるが、未
だ十分であるとはいいがたい。とくにメンタルヘルスにつ
いては、今後は専門のカウンセラー等の協力をあらかじめ
得るなどの準備が必要であると認識している。また、今ま
でのところ学生そのものが活動中に大きな失敗や失礼な
対応によるトラブルを引き起こしたことはないが、今後は
そのようなリスクも視野に入れて、事前準備と現地スタッ
フとの連絡体制・信頼関係の構築をしっかりと行う必要が
ある。

（ 5 ）学びをいかに蓄積し次の災害に備えるか
　「平成28年熊本地震」における学生活動では、活動終
了後に振り返りの機会を持ち、学内において学生・教職
員を対象とした報告会を開催した。「平成30年 7 月豪雨」
での活動では、すでに学生はサークル活動として清透祭

（学園祭）においてポスターの掲示と来場者への説明コー
ナーを設けたほか、平成30年11月28日には学生・教職員
の参加を得て活動報告会を実施した。これらのことを通
じて、体験を振り返り、意味づけることにより、普段の学
習へのモチベーションや今後の目標設定・キャリア形成に
生かしてもらいたいと考えている。
　またさらに、次のような取り組みを通じて、個人の学び
や力として高めてもらうとともに、「学生全体の力」や「大
学全体の力」に変革していくことも求められる。
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　まず、次に発生するかもしれない他所での災害時にお
ける、学生による災害福祉支援活動のスムーズな実践の
ための取り組みが必要である。学生は数年たてば卒業し
てしまうことから、なかなか活動経験の蓄積は困難である。
そのことも念頭に置きつつ、学生には活動成果の蓄積をし
てもらい、教職員が報告書などに加工したうえで、来るべ
き災害時の教材になるようにし、定期的にノウハウを伝達
する場も作ることが大切になるだろう。
　第 2 に、自らの学校周辺において災害が発生した際に、
学生による減災活動や災害福祉支援活動への応用ができ
るよう、準備ができればと考えている。埼玉県であれば、
首都直下型地震や豪雨災害による被害を想定し、特に大
学周辺に住む学生の被害を最小限にする取り組みや、大
学や近隣の公共施設が避難所などになった場合に何らか
の支援者として関わることを想定する必要があるだろう。
東日本大震災時にボランティア活動を行った学生は、そ
の後2013年 9 月2日に越谷市で発生した竜巻被害に際し
ても支援活動を行っている。他所の支援をする経験だけ
ではなく、その経験を生かして自らがすむ地域社会を見
つめなおし、様 な々備えを行うことは、学生本人にとっても、
教育機関にとっても、そして教育機関が立地する地域社
会にとっても大切なことであろう。
　例えば岩手県立大学では、2006年に災害時を想定した
学生ボランティアサークル「風土熱土R」が結成され、様々
な被災地での活動を行っているほか、平時からの防災・
減災活動を行っている。高知県立大学では、「東日本大
震災」の支援活動を経験した学生を中心に、地元の防災
活動にも取り組むサークル「イケあい地域災害学生ボラ
ンティアセンター」が設立され、様 な々活動を行っている3 ）。
　本学においてはこの間、越谷市消防本部所属の「学生
機能別消防団」の加入促進に取り組み、数名の学生が今
年度より入団した9 ）。被災地での経験から得た「学び」を、
このような平時からの取り組みと接続し、学生自身や学校、
そして地域社会の「力」に変える支援も、今後は行って
いく必要があるだろう。
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