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伊豆大島における災害復興を通じての循環型社会の形成
Establishment of a Recycling-based Society through Disaster
Recovery at the Izu Oshima Island
The current situation of isolated islands struggling with an aging population and a depopulation
implies the Japanese situation after 30 years and also the situation of islands throughout Japan is
too far to establish the Recycling-based Society, and in fact they depend on the mainland for most
energy and commodities.
We implemented action programs aiming at the Recycling-based Society at the Izu Oshima
Island, called for participation of young people including students, and evaluated effects including
ripple effects to all inhabitants of the island by the action research while researching activities in
the island that establish a sustainable society.
As a result, we found that the awareness of volunteer, mutual assistance, and public assistance
has been increased since junior high school and high school students who conduct volunteer
activities have been increased for a sediment disaster however the awareness of environment is
not so high therefore it is insufficient to improve the awareness of the sustainable society only by
promoting volunteer activities.
We planned, implemented each program of environmental education, and confirmed the
effectiveness by the action research method so as to enhance the awareness more.

1 はじめに ― 研究の必要性 ―
高齢化や過疎化が進む離島の現在は、30 年後の日本の姿であるが、日本全国の離島の状況は循
環型社会の構築には程遠く、エネルギーや物資のほとんどを内地に依存している現実がある。これに対
して国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ NEDO ）などでは、離島の再生可能
エネルギー利用について数多くの事業を展開している ①。
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しかしながら NEDO などの事業の多くはいわゆる補助事業であったり実証実験であったりするので、
離島の側から見ると島に落ちる補助金事業の一環となるので、補助金が続く限りは事業が継続するも
のの補助金が切れればプロジェクトは終了し島での実用には至らない場合も少なくない。
離島において真の循環型社会実現には、外部からの補助金事業だけでは困難であり、島民が自ら
循環型社会の必要性を認識し、その実現に向けて努力しなければならない。このことの実現には教育
に拠るところが大きいと考えられるので、本研究において離島においてアクションリサーチの手法をもちい
て、意識と行動の変容を研究する意義は大きいと考えられる。

2 研究の目的
伊豆大島は東京の南 120km に位置する都下最大の火山で、島全体で大島町を構成している。島
民は約 8500 人が在住しているが、そのうち約1000 名は公務員や仕事で一時的に居住している赴任者
といわれている。昭和 40 年代の第一次離島ブーム時をピークとして、現在まで一貫して島民の減少は
続いており、人口減少と高齢化が大きな課題である。
離島の特徴として、一部の再生可能エネルギーによる発電を除けば、ほとんどのエネルギーを島外
に依存しており、内地からの輸送費がかかる分割高でもあるので、島民のエネルギーについての経済
的負担は内地よりも大きい ②。島内での省エネなどのエコ活動は持続可能社会への寄与に直結して
おり、今後の日本のあり方のモデルともいえ、持続可能社会をつくる島内の取り組みを研究する意味は
大きい。
また、伊豆大島での循環型社会を目指すアクションプログラムを実行し、児童生徒をはじめとする若
者の参加を募り、島民全体への波及効果もふくめアクションリオサーチにより影響を評価する。
さらに 2013 年 10 月の大規模土砂崩れによる災害復興過程において、島内の土木工事の増大と観
光復興のなかで、島内の経済的な動向と児童生徒や若者の島の将来のあり方について学習させて、
結論を導く過程についても研究をおこなう。

3 研究の内容
① . 2013 年 10月に発生した大規模土砂災害の概要 ③
2013 年 10 月 16 日午前 2 時ごろ、台風 26 号による豪雨に
よって大島町の降水量は 1 時間で 100ミリを超え、24 時間では
800ミリを超えた。
この豪雨で大島町に大規模な土砂災害が発生し、死者は
36 人、行方不明 3 人、重軽傷者 22 人（2014 年 2月3日時点）。
家屋の全壊が 50 棟、半壊が 26 棟、一部破損が 77 棟という大
きな被害を受け、同日、政府は東京都大島町に災害救助法を
適用した。
大島社会福祉協議会は、被災直後の 10 月 18 日に災害
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ボランティアセンターを立ち上げ平成 26 年 1月31日までに7,000 名を超えるボランティアが活動した。10月
28日には、
「災害ボランティア活動支援に関する協定」に基づき、東京都と東京ボランティア・市民活動
センターが協働で、東京都災害ボランティアセンターを開設。大島社協や都内外のさまざまな市民活動
団体とともに、大島町の被災された方々の支援を行ってきた。この間、島民の中学生や高校生もボラン
ティア活動に加わり復興支援活動をおこなった。
② . 教育内容の分析
島内の各教育機関（小学校 3 校、中学校 3 校、高等学校 2 校）がそれぞれ実施している郷土教育、
環境教育の内容を把握して、教育効果と接続性について検討をおこなうとともに、児童生徒に対してア
ンケート調査をおこない教育効果についても測定した。
③ . 各校の取り組み内容
小学校（ 3 校共通）
大島の小学校は中学校に比べて、教育課程の自由度が小さいこと
もあって共通性が高いので 3 校を1 つのカテゴリーとして比較する。小
学校では、積極的にエコや 3R について教育と実践をおこなっている。
具体的には、節電や節水について日頃から指導するとともに、ポスター
や標語つくるなどして取り組んでいる。
また、遠足や移動教室の場面でもごみの持ち帰りを徹底したりして
いるが、マナーとしての指導の側面も含むので、循環型社会の大切さ
や離島特有の問題としての認識をどのようにして身につけさせるかが課題である。
郷土教育については、郷土の自然を守るという環境教育としての取り組みよりも、地域の郷土芸能を
伝承するという文化保全の活動や島の観光サービス業・農林水産業などの学習が主体となっている。
環境保全については、自然は十分豊富であるという認識が強く、自然環境の劣化といった問題につい
ての認識は必ずしも高くないのが現状で、各種の環境教育の面についてより一層の取り組める可能性
が大きい。
中学校
中学校 3 校は、それぞれに特徴がある。A 中学は部活動に熱心で、男子は野球、女子はバレーボー
ルや音楽関係の合唱や演奏に積極的に取り組んでいる。B 校は地域におけるボランティア体験活動が
盛んであり、そのなかで花壇づくりや植樹・緑化のボランティア活動を地域で継続的に取り組んでいる。
また、東日本大震災以降は除染に役立つひまわりの種子をつくって送る活動をおこなっており、そのこと
を起点にエネルギー問題を学ぶ機会としている。C 校は研究発表という生徒のグループ研究に熱心に取
り組んでおり、毎年、環境教育や循環型社会についてテーマとする研究がおこなわれている。これらの
研究は教員が顧問となり数名の生徒のグループで進められ1年の成果を発表会で発表するとともに冊子
にまとめられるものの研究成果をもとに具体的な活動をおこなうという取り組みはあまりなされてはいない。
3 校の教育内容はそれぞれ学校の特徴として伝統的にすすめられており、C 校がおこなう研究発表
会はこれまで 30 年間おこなわれている。B 校では学校外で地域に出ておこなう活動が多いなど独自色
が出ているとともに、A 校も含め自分の中学のスタイルはこれだという考えが強くみられる。
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高

校
高校は D 校、E 校の2 校が設置されており、D 校は海洋水産系の専門高校であり、寄宿舎が設置さ

れているので内地出身の生徒が多く、E 校には普通科と家政科の併合科が設置されており、島内出身
の生徒が多いという特徴がある。
D 校は農林科を中心に従来より環境教育に熱心に取り組んでおり、地域の緑化や大島の代表的な
植生であるヤブツバキの保全活動などを行っている。また、校内には東京都のベンチャー企業の製品
である小型風力発電機を 4 基設置（ 16kw ）して、校内の電力の一部をまかなうとともに、環境教育用
教材として利用している。さらに農林科を中心に今年度、高校生のエコワングランプリでは審査員特別
賞を受賞する循環型社会に関する研究発表も積極的におこなっている。
一方、E 高校は海洋実習をおこなっており、環境教育については島内よりも海洋に視点を置いた海
洋環境についての教育に重点がある。海洋環境保全は国際的に定めた条約にも定められ、船舶から
の排水や廃棄物の厳格な基準があり、それらについて学習するが、それらが与える海洋環境などへの
影響などについて、環境科学的な学習よりは規則を遵守する必要を強調している傾向はみられる。
E 校は校内ではボランティア活動が盛んで、アルミ缶の回収活動に積極的に取り組んでいる。これは
船舶を所有していることで、回収アルミ缶の移送費がかからないということで、経費をかけずに回収アル
ミ缶を売却できるという他校にはない特徴がるからで、その結果、これまでに 20 台近くの車いすを購入
して島内の福祉施設に寄贈している。
各学校の取り組み状況を調査した結果を相対的に評価すると表 1のようになり、中学校の B 校と高校
の D 校が循環型社会への教育的な対応について、他校に比べてより積極的なことがあきらかになった。
表1 島内における取組の状況

④ . 児童生徒の意識について
中学生高校生を対象に循環型社会についての意識について調査をおこなった結果は以下のように
なった。
表2

問1

循環型社会というものを知っていますか？

中学校では、循環型社会については、過半数の生徒が知らないと答えているのに対して、高校では
知らない生徒の割合は1～2割なので、高校段階での環境教育の効果が高いことがわかった。
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表3

問2

東京都や国が再生可能エネルギーの推進を行っているのを知ってますか

東京都や国が政策として再生可能エネルギーの推進をおこなっていることについては、中 1 から高 3
までを通じて、知らない者が知っている者の2倍近くに達していている。
大島では再生可能エネルギーの導入が一部に限られていることもあり、学校教育による周知の必要
性があると思われる。
表4

問3

再生可能エネルギーについてもっと知りたいと思いますか

問3においても、生徒が自ら再生可能エネルギーについて知りたい学習したいという意欲は高くはない
ことがあきらかになったので、計画的に指導していくのが重要であることがわかった。
⑤ . 土砂災害復興支援ボランティアの影響
土砂災害直後から島外のボランティア団体や個人が延べ 7000 名以上来島し、島内のボランティア活
動は著しく活性化し島内の中高生の多くも参加した。⑤ また、小学生においても間近で中高生たちがボ
ランティアを行う様子をみたり、近所の手伝いを行ったりする経験は増加した。
このような未曾有な土砂災害の経験とその後の復興過程において、どのような意識の変化があらわ
れるかについてアンケート調査をおこなった。
表 5 土砂災害前後での意識の変化

※ それぞれの意識が向上したと答えた割合
※ 島内の小学生 96 名、中学生 104 名、高校生 98 名より回答

土砂災害により、ボランティア活動をおこなう中学生、高校生が増えたことから、ボランティアや共助・
公助についての意識は向上しているが、環境についての意識向上はそれほど高くなく、ボランティア活
動の推進だけでは、持続可能社会についての意識向上には不十分であることがわかった。
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4 循環型社会を目指すアクションプログラムの実施と評価
島内でこれまでもいくつか実施されている3R プログラムをイベント形式のプログラムとして、児童生徒
や若者を運営主体として実施させて、その成果を評価する。また、プログラムを持続する方法や行動の
内面化への方法についても、アクションリサーチをもとに検討をおこなった。
実施プログラム
・ ゴミの分別と空き缶リサイクル活動
伊豆大島では長年、島内のごみ焼却場で分別をしないまま焼却処分をしてきた歴史がありなかなか
ごみの分別が徹底されなかったために町では小学生の教育からごみ分別を取り入れ子どもから家庭の
ごみ分別をおこなってきた。そのため現在でも島内の小学校 3 校では、ごみの分別には積極的に取り組
んでいる。
E 校での積極的なアルミ缶回収のボランティア活動については、約 10 名のボランティア部の部員は島
の子どもで（ E 校には寄宿舎があり8 割の生徒は内地出身者）
、地域と密着した活動を展開している。
具体的なアルミ缶回収の活動は校内では、洗浄して回収ボックスに入れてほしいという呼びかけ、地域
へ学校の校門横の回収ボックスに入れて欲しいという呼びかけをおこない、毎週、回収したアルミ缶を
つぶす作業をおこない、実習船で運べるように袋詰めするという作業までおこなった。その結果、これま
でにアルミ缶の売り上げで車椅子を購入し島内の福祉施設に寄付しており、地域からも高く評価され、
地域からのアルミ缶回収量も増加している。
・ ポニー飼育体験
大島では昭和 40 年代までは、馬やラクダに乗って
展望台から火口部までを観光するのが有名で、数多
くの馬やラクダを飼育していた。その後、観光客の減
少とともに頭数を減らし現在は、頂上付近の牧場には
10 頭ほどのトカラ馬が放牧されているのに過ぎない。
このような状況の中で、2013 年に大島町観光協会
が国土交通省の補助金を得て観光馬車事業をおこ
なうためにポニーを 2 頭購入し飼育を始めた。このポ
ニー2頭は飼育を委託されたボランティアグループによ
りおこなわれたが、そのなかで町の給食センターから
野菜くずの提供を受け給餌している。
また、子どもたちにポニーと親しむ会を開催し、エサをあげたり馬車に乗ったりして馬と触れ合う中で、
馬がいわゆる雑草を食べてくれたり、馬糞が肥料になることを学ぶことで、循環型社会というものを体感
することができた。
・ 風力発電見学と風力発電模型づくり及び日本発風力発電の地見学
昭和 25 年の朝日新聞掲載の記事 ⑥ では、伊豆大島の北の山地区に日本ではじめて商業利用の風
力発電がおこなわれたと掲載されており、実際に子供時代にその風力発電機をみたという人にも面会し、
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現在は雑木林となってしまっているが、設置されてという現地にも案内
いただき確認をおこなった。このことは当時、内地からの移住者による
開拓村での出来事であったので、広く島民にも共有されておらず現在
ではほとんどの島民が知らなかった。
そこで、本研究ではアクションリサーチとして、昭和 25 年の風力発電
機設置場所跡見学、D 高校に設置された小型風力発電機見学、風
力発電模型製作の各プログラムを実施し検証した。
それぞれのプログラムに小学生から高校生まで延べ 50 名ほどが参加し、実施後の懇談や聞き取りか
ら、大島で先人たちが半世紀以上前にすでに再生可能エネルギー利用について先鞭をつけていたこ
とに驚くとともに、これからの大島での再生可能エネルギー利用について考えていく必要を感じていた。
また、風力発電模型製作には小学校低学年の子どもたちが参加し、組み立てた模型で実際に発電で
きることに感動し再生可能エネルギーへの理解を深めた。

5 災害復興過程の影響
大島町復興計画素案 ⑦ によれば元町地区の大規模土砂災害発生の被災現場には、観光資源とな
るような大規模な公園と中心とした復興計画が提案されており、大島全体についても災害に強い島づく
りが提唱されている。しかしながら、災害後の災害復興事業や観光復興の計画の中では再生可能エ
ネルギーの利用や循環型社会の構築についてはほとんど触れられていない。
また、本研究により島内の小中高校生の調査でも、地域のために貢献したいという復興やボランティ
アに対する関心に比べて、自然環境保全や循環型社会構築といった認識や必要性の認識はそれほど
高くないことがわかった。
今後、必要なことは災害復興を単なる復興に終わらせることなく、日本の 30 年後を見据えた循環型
社会となる島づくりを実践することだと考えられる。そのために重要なことは、小中高校においてのより一
層の循環型社会実現に向けての教育の推進だと考えられる。
具体的には、教育課程のなかに環境教育や循環型社会についての学習を位置づけていくとともに、
具体的に地域でのボランティア活動や社会貢献活動を推進していくことが有効であると考えられる。
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