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多様化する建設事業者の役割

～地域全体で取り組む復旧・復興
地域継続計画ＤＣＰと地区防災計画の取り組み事例から～



お話する内容

•香川地域で取り組むエリアベースの連携戦略
• 地域継続計画（DCP：District Continuity Plan）

•平成30年7月豪雨災害からの復興ー地域コミュニティの防災活動ー
• 地区防災計画

多様化する建設事業者の役割とは？



極端な気象現象の増加 • 日本の年平均気温は、様々な変動を
繰り返しながら上昇

• 長期的には100年あたり1.26℃の
割合で上昇

• 特に1990年代以降、高温となる年
が頻出

• 気象研究所の調査結果；
• 1980年から2019年の過去40年分
の観測データや気象解析データを用い
て、日本に接近する台風の特徴の変化
を調査

• 東京など太平洋側の地域に接近する
台風の数が増加

• 東京では、期間の前半20年に比べて
後半20年の接近数は約1.5倍

• 強い強度の台風（例えば中心気圧が
980hPa未満の台風）に注目しても接
近頻度が増加

• 台風の移動速度が遅くなる傾向
出典：気象庁

出典：気象研究所



確率的地震動予測地図
•今後30年間に震度6弱以上の
揺れに見舞われる確率



対策が進めば進むほど災害から縁遠くなる

平成30年7月豪雨災害 岡山県倉敷市 平成30年7月豪雨災害 愛媛県松山市



ゼロリスク



個人の備えと会社としての備え

事業継続計画

Business Continuity Plan : BCP

地域継続計画

District Continuity Plan : DCP

地区防災計画

Community Disaster Management 

Plan : CDMP

・どの時点で
・どのような行動を
・誰が決断し
・誰が実行するのか

・そのための備えはあるのか？
・もし被害が出ていたら，別の手段はあるのか？

自社で取組み
お客様にも

自社＋ご近所
みなさんのご自宅で同業他社で機能補完



お話する内容
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•平成30年7月豪雨災害からの復興ー地域コミュニティの防災活動ー
• 地区防災計画

多様化する建設事業者の役割とは？



BCPとDCP とコミュニティ防災（地区防災計画制度）の関係性
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Ⅰ個による事業継続力向上 

地域継続力 ＝ Σ個別組織の事業継続力×連携を前提とした対策効果 

○は個人，家庭，近隣組織，企業，社会インフラ，地域資産，拠点等，地域を構成する要素全てをさす． 

①組織内の事業継続戦略に対す

る理解と必要性の認識 

②戦略を実現する BCPの策定 

③BCP を効果的に運用するため

の仕組みの構築と実践（BCM） 

④個の限界を知り，他との連携

の必要性の認識 

①組織内で担保できないリソー

ス及び機能を他組織との連携

により相互補完 

②BCPへの盛り込み 

③個の BCM 実現を目的とした

連携を前提とした BCM 

Region 

Component 

 

Ⅰ 

 

Ⅲ 
 

Ⅱ 

Ⅱ連携を前提とした BCM 

①地域継続戦略に基づくマネジ

メントシステム（DCM）の導

入と連携の実効性担保 

②DCMの要素としての BCMの

機能継続対策 

 

Ⅲ多様な主体の連携による

地域機能の継続性担保 

地
区
防
災
計
画
制
度
に
よ
る
連
携
の 

実
効
性
担
保
と
恒
久
的
な
改
善
サ
イ
ク
ル 

地区防災計画 

制度の適用 



BCP（事業継続計画）とは？
被災を前提とした対応計画であり，従業員の雇用を確保し，社会に必
要とされる企業であり続けるための概念

• 被害を受けることが大前提

• ≠ 防災計画

• 供給責任を果たす
• Continuity

• ただし，Businessをどうとらえるかは別

• 時間の概念
• いつまでに

• そぎ落とす（絞り込む）
• これだけは！

• 代替手段と復旧手段
• いつも使っているものが使えない，壊れた



BCPの現状
•大企業・中堅企業の策定率は順調に推移

• BCP策定済み：大企業64.0％（81.4％策定中含む），中堅企業
31.8％（46.5％策定中含む） ※内閣府調べ

•課題は中小企業
• 中小企業は全体で15.2％（24.7％策定中含む），10人以下は1.3％
（3.3％策定中含む）

•中小企業強靭化法：事業継続力強化認定制度

香川県内小規模事業所の
安否確認対策

６９．１％
７％

香川経済同友会



DCP（地域継続計画）とは？

・個別最適 ≠ 全体最適
・目標と限界を共有する計画

地域継続計画（DCP：District Continuity Plan）とは、地
域が有する重要な社会機能の継続を目的とした戦略的な計画．

被災時に優先して復旧するべき箇所や予めハード対策を講じ
ておくべき箇所を事前に地域で合意形成のうえ決定し、発災直
後から各組織が戦略的に行動できる指針となるよう定めておく．
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DCPの概念構築や実践の場として
香川地域継続検討協議会





香川地域継続検討協議会構成員（平成24年5月設立）

企業
香川県経済同友会，高松商工会議所
一般社団法人香川県建設業協会

行政
四国地方整備局，四国運輸局，高松地方気象台
四国厚生支局
四国総合通信局
中国四国産業保安監督部・四国支部
香川県危機管理総局・土木部
高松市危機管理課・上下水道局，坂出市危機管理室，丸亀市
市長公室危機管理課，善通寺市防災管理室，観音寺市政策部危
機管理課，さぬき市 総務部総務課危機管理室，東かがわ市総
務部総務課，直島町総務課長，宇多津町危機管理課，綾川町総
務課，琴平町総務課，多度津町総務課，まんのう町総務課，三
豊市総務部総務課，土庄町総務課総務課，小豆島町総務部総務
課，三木町総務課

ライフライ
ン事業者

四国電力，四国ガス，西日本電信電話(株)四国事業本部，
(株)NTTドコモ四国支社，ＮＥＸＣＯ西日本

大学 香川大学

事務局 香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構
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建設業BCP懇談会

各県部会で策定中のBCP情報を共有し、普及啓
発に関する意見交換する場

（構成機関）

徳島大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、高知工科大学
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
（社）各県建設業協会、（社）建設コンサルタント協会四
国支部
四国地方整備局

香川県部会

香川大学
(社）香川県建設業協会
（社）建設コンサルタント協会
四国地方整備局（管内各事務所）
BCP策定参加企業

香川大学の指導のもと、BCP策定企業を
支援

（構成機関）

1. 地域における建設業の役割
として，地域全体の継続計
画（DCP）策定を念頭に，
平常時から四国地方整備局，
香川県，市町との連携，災
害発生後の復旧活動の円滑
化を図ること．

2. 建設業のBCP策定の取り組
みを推進するために，「建
設業BCP懇談会香川県部
会」のワーキング組織とし
て，BCPの普及啓発活動を
行うこと．

3. 参加企業におけるBCP策定
支援や香川県内でのBCPの
普及，及び四国地方整備局
のBCP認定制度の円滑な運
用を支援すること．

取り組みの背景 ： 建設業BCP懇談会の取り組み
-２００９年度から勉強会を開始-
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• 講義→グループワーク

• グループ討議形式
– 前回勉強会の宿題の結果について苦労した点・工夫した点を共有

– 参加者は意見を言う際は付箋紙へ記入

– 記入した意見を次回勉強会で参加者へフィードバック

• グループ分け
– 高松市内、中讃、西讃、東讃を基本

– 企業間の顔の見える関係構築

– 地域特性に応じたディスカッション

建設業BCP懇談会の取り組み
-２００９年度から勉強会を開始-
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• 勉強会への要望等 アンケート結果
• 自社の考えだけで策定しても実際動くとなると様々なところから意見が
でてくると思うので、策定段階からできる限りの意見交換をし、それを
盛り込んだ上で策定することが必要。

• 当社単独でのＢＣＰで地域をカバーできると思わない。同業他社や地域
での連携及びネットワークづくりが必要と考える。ＢＣＰ対策を起点と
した地域連携が生まれれば良いと考えます。

• 同業者、行政、地域それ以外にも異業種との連携も必要と思う。

• 地場にある中小の企業において、自社の事業継続のみならず、災害復旧
等にまで踏み込むのであれば、実効性のある計画策定のためには、地域
内の他企業、また県外業者との一体的で高度な連携が必要不可欠である
と思う。

取り組みの背景 ： 建設業BCP懇談会の取り組み
-２００９年度から勉強会を開始-

各企業がばらばらに、BCPにおける重要業務として災害復旧活動を計画するよりも、行
政等統括的な上部組織が復旧の優先順位を定め、トップダウンで県外業者も含めて担
当を割り振るべき。今回のBCP勉強会も有益ではあったけれども、それに加えて企業単
独では構築不可能な、大きな枠組みの構築や行政への働きかけをお願いしたい。
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【平成16年台風16号・香川県】

既往災害時の課題

【平成20年岩手・宮城内陸地震】

取り組みの背景 ： 建設業BCP懇談会の取り組み
-既往災害の教訓-

行政や建設業協会からの連絡が錯綜し，情報伝
達が混乱．復旧対応は，会社事務所近隣の被災
箇所ではなく，遠方の被災箇所へ指示される，行
政の管轄境界で道路復旧が途切れる，被災地住
民の生活道路の復旧が後回しにされる

建設業者が地元企業であるために地域の状況を
しっかり把握できていた，建設業が地域から信頼
され，行政と協会相互の関係が緊密であった，建
設企業間の協力体制が構築されていたことにより
臨機応変でかつ迅速な対応が地域の復旧・復興
に大きく貢献



海路

空路

陸路

・「東南海・南海地震応急対策活動要領（当時）」により四国の緊急災害現地対策本部が設置
・四国地方の行政や企業の中枢拠点が集中した重要拠点
・企業や行政機関の事業継続対策の推進が必要

四国地震防災基本戦略

取り組みの背景 ： 地理的条件
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取り組みの背景：

機能支障に対する社会的許容限界と地域継続戦略

✓DCPに関する事例，既存研究は少な
く，DCPそのものに対する法制度等の
拠り所がない．

✓ＤＣＰの許容限界⇒「社会的」許容限
界

• 社会通念上，当該時の支障原因，
被害程度と事前対策実施状況を
鑑みて許容せざるを得ないと判
断される限界

✓ＤＣＰの意義⇒社会的許容限界を地
域の総意として事前に合意を得ておく
プロセスが幹を成す

 

災害発生

地
域
住
民
の
生
活
・
組
織
活
動
の
継
続

時間の流れ

地域インフラ
の復旧

生活再建・個別
組織の事業継続

↑許容限界①？

←許容限界②？

経済活動の復旧
組織間連携の回復

業
務
稼
働
率

復旧
平常時の状態

主に組織の事前対策，
保有財産に依存
↓許容限界①

←許容限界②
主に顧客に依存

地域継続計画 DCP 

事業継続計画 BCP 

図-1 BCPと DCPにおける許容限界 

BCPとDCPの策定プロセスの比較からDCP策定の意義を整理し，DCプランニングに着手



取り組み ：
香川地域継続検討協議会 目的

香川地域継続検討協議会は、DCPの策定はもちろんその実効性を担
保するために、各機関が既に策定している事業継続計画（Business 
Continuity Plan：BCP）についてもDCPの視点からの見直し・改善
を図るとともに、BCPの策定が遅れている機関・組織のBCPの策定支
援を行い、四国地震防災基本戦略の推進並びに大規模風水害等への
対応を図ることを目的とする。

1.地域全体の防災力向上を目指した地域継続計画（DCP）の検討に関す
ること

2.事業継続計画（BCP）及び地域継続計画（DCP）の普及に関すること

3.その他，協議会の目的を達成するために必要な活動に関すること



  

 

 

 

 

 

四国の防災対策，復旧・復興推

進拠点として 

香川地域継続計画の要素 

物流機能 

重要拠点機能 

応援・受援機能 

ライフライン機能 

復旧・復興に関するヘッドクオーター機能 

陸路（瀬戸中央自動車道，神戸淡路鳴門自動車道），

海路（高松港，坂出港），空路（高松空港）からの

物資一時集積 

防災対策，復旧・復興の司令塔となる重要拠点の

集積地 

全国及び世界各地からの応援部隊の受け入れ，太

平洋岸への応援部隊の派遣オペレーション 

緊急災害現地対策本部，情報集約・発信，復旧の

優先順位検討 

電力供給施設をはじめとするライフライン施設の

機能継続・早期復旧 

取り組み ：
香川DCP骨子 継続すべき重要地域機能の設定



災害対策基本法に基づく地域防災計画における位置づけ
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高松市地域防災計画（第２章災害予防計画）

第29節 自主防災組織育成計画

第25節 業務継続計画（BCP）計画

香川県地域防災計画（第２章災害予防計画）

第22節 業務継続計画（BCP）策定計画

他，坂出市，東かがわ市，さぬき市



協議会運営から派生した取り組み
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洪水規模：1/100計画降雨（土器川流域の６時間降雨量254mm ）
祓川橋流量 ：約１,７00m3/s

＜計算条件＞
・外力条件：S50.8洪水型 1/100計画降雨
・河道条件：現況河道（H17年度）
・破堤条件：全地点破堤（量的評価：スライドダウン堤防高－計画余裕高）

流下型はん濫

はん濫形態

貯留型はん濫

拡散型はん濫

・河川の流下方向に沿っ
てはん濫流が流下す
る。

・堤防や山付け等で囲ま
れた閉鎖域に、はん
濫流が貯留する。

・扇状地や低平地等の地
形で、はん濫流が広
範囲に拡散する。祓川橋

右岸中流ブロック
（流下型はん濫）

右岸上流ブロック
（流下型はん濫）

右岸下流ブロック
（拡散型はん濫）

左岸下流ブロック
（拡散型はん濫）

左岸中流ブロック
（流下型はん濫）

左岸上流ブロック
（流下型はん濫）

宇多津町

坂出市

善通寺市

丸亀市

琴平町

まんのう町

大規模豪雨災害を対象としたＤＣＰ(H25～)



流域DCP 取り組みのプラットフォーム
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市町
市町

地域
ｺﾐｭﾆﾃｨ

地域
ｺﾐｭﾆﾃｨ

地域
ｺﾐｭﾆﾃｨ

地域
ｺﾐｭﾆﾃｨ

地域
ｺﾐｭﾆﾃｨ

地域共通情報共有ツール

香川地域継続検討協議会（事務局：香川大学）

施設管理者

施設管理者

←ＤＣＰ検討のプラット
ホームとしての役割

地域個別
情報共有ツール

地域個別
情報共有ツール

防災の専門家
（香川大学、
防災士会等）

↑地域コミュニティと
市町をつなぐ役割

※既存組織
四国全体の復旧・復興機能
継続を目的・BCP,DCPの推
進
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流域ＤＣＰ 検討の流れ
流域重要業務の設定
①避難支援機能
②住民・企業組織の事業継続性確保機能
③公共サービスの継続性確保機能
④治水機能
⑤水害支障軽減機能

地域機能支障抽出

対策とアクションプラン



アクションプランとタイムラインの作
成
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【市町BCP作成状況】

■ 香川版市町BCP作成（運用）指
針
市町におけるノウハウや人材不足を補い、着実

なＢＣＰの作成及び見直しを促進するために策定。

・「香川版市町BCP作成指針Ver1.0」 H28.3

・「香川版市町BCP作成指針Ver2.0」 H29.4

・「香川版市町ＢＣＰ運用指針」 H30.3

「市町BCP作成支援事業」の概要 ②

東部地域

西部地域

〈ブロック割り〉

・地域継続（ＤＣＰ）の観点から県内を東部と西
部の
２ブロックとし、東西ブロック会議を開催

・各ブロックからモデル市町を選定する
・ブロック内の全市町の参加

■ 香川県市町ＢＣＰ東西ブロック
会議（ＷＧ）
実効性のある市町ＢＣＰの作成や見直しを促進

し、各市町の相互応援体制の構築と、災害対応能
力を強化することを目的として設立。

・東部ブロック会議 H27.9.30、H28.7.28、
H29.7.21

・西部ブロック会議 H27.10.2、H28.7.27、
H29.7.31

・東部ブロックＷＧ H28.2.22、H29.2.14、
H29.11.2、H30.1.29

・西部ブロックＷＧ H28.2.18、H29.2.23、
H29.10.27、H30.1.26
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※地図中の年度は当該年度のモデル市町を示す。



今後も、ＢＣＰに関する情報共有や、継続的なＢＣＰの見直しの促進、県と市町の連携
などに関する検討を継続し、市町ＢＣＰのより一層の実効性確保に向けた取組みを進める。

市町BCP作成状況

作成年度 市町名 作成率

平成２９年度
小豆島町、直島町、宇多津町、綾川町、まんの
う町

１００％

平成２８年度 丸亀市、土庄町、三木町 ７０．６％

平成２７年度 善通寺市、さぬき市、多度津町 ５２．９％

平成２６年度 坂出市、琴平町 ３５．３％

平成２５年度 東かがわ市、三豊市 ２３．５％

平成２４年度 高松市、観音寺市 １１．８％
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香川県中小企業BCP
優良取組事業所認定制度

１ 自社の取組み ＋ 自社と取引先の取組み
２ 自社の取組み ＋ 地域と連携した取組み
３ 自社の取組み ＋ 自社と取引先の取組み ＋ 地域と連携した取組み



実務担当者会議

・行政機関 27機関

・ﾗｲﾌﾗｲﾝ関連 5社

・産業､経済界 3組織

・国土交通省四国地方整備局長

・香川県知事

・17市町長

香川地域継続首長会議
（H26年3月創設）

各機関の
施策に展開

首長･各組織の長会議

【事務局】
香川大学四国危機管理

教育・研究・地域連携推進機構

検討結果
の上程

香川地域継続検討協議会
（H24年5月創設）

防災・減災に関する
勉強会（一般参加）

香川地域継続検討協議会と香川地域継続首長会議との関係
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BCP・DCPの効果と地区防災計画制度との関係性

• 平成25年の災害対策基本法改正：地区防災計画制度の創設

• BCP，DCPのこれまで→自主性に応じて自由に策定・運用．一方で策定後
の維持管理やPDCAに対する公的なサポートが行われにくい環境に

• 地区防災計画制度を介して地域や企業と行政の連携コミュニケーションの
きっかけが恒久的に得られる．

地域継続計画DCP

地域住
民

地区防災計画

企業

BCP
行政

BCP

BCP 地域住
民

企業

地区防災計画
BCP

行政

BCP

自助・共助・公助の三分論を溶かし，有機的な連携が可能に



お話する内容

•香川地域で取り組むエリアベースの連携戦略
• 地域継続計画（DCP：District Continuity Plan）

•平成30年7月豪雨災害からの復興ー地域コミュニティの防災活動ー
• 地区防災計画

多様化する建設事業者の役割とは？



これまでのハード対策とソフト対策

倉敷市防災センター

災害対策基本法

津波対策の推進に関する法律
津波防災地域づくりに関する法律

建築物の耐震改修の促進に関する法律

ハード整備

ハード整備

補う
ソフト

平成11年6月広島災害
平成12年9月東海豪雨

愛知県西枇杷島町（現清須市）

国土交通省関東地方整備局河川部
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水防法の改正経緯
改正時期 施策の方向性 ①現地での水防活動 ②洪水予報等の発信 ③はん濫情報の発信 ④避難確保・浸水防止

1949年
（水防法制定）

（昭和24年）

◆ 地先の水防 ➢ 水防の責任の明確化（市町
村に第一義的責任）

➢ 水防団の設置

➢ 巡視等現地の水防活動を規定

1955年
（昭和30年）

◆ 地先から河川全
体へ

◆ 河川情報の発信
へ

➢ 洪水予報を新設

（国管理河川）

➢ 水防警報を新設

（国及び都道府県管理河川）

2001年
（平成13年）

◆ 河川情報発信の
拡大

◆ 河川から流域へ
➢ 洪水予報河川を都道府県管
理河川に拡大

➢ 浸水想定区域の指定を新設
（洪水予報河川）

➢ 洪水予報等の伝達方法、避
難場所等を記載するよう規定

➢ 地下街等への洪水予報等の
伝達方法を記載するよう規定

2005年
（平成17年）

◆ 河川情報発信の
さらなる中小河川
へ拡大

◆ はん濫情報発信
の強化

◆ 避難対策の強化

➢ 水防協力団体制度を新設 ➢ 中小河川について避難に資
するための水位情報の通知
を新設（水位周知河川）

➢ 浸水想定区域の指定対象を
水位周知河川に拡大

➢ 大河川におけるはん濫水の
予報を新設

➢ 要配慮者利用施設への洪水
予報等の伝達方法を記載す
るよう規定

➢ 浸水想定区域内の地下街等
における洪水時の避難確保
計画作成を規定

➢ ハザードマップの作成・配
布を規定

2011年
(平成23年）

◆ 津波に関する記
述を明確化

◆ 水防団員の安全
の確保

➢ 特定緊急水防活動

2013年
(平成25年）

◆ 多様な主体の参
画による地域の
水防力の強化

➢ 水防計画に基づく河川
管理者の水防への協力

➢ 水防協力団体の指定対象
の拡大

➢ 浸水想定区域内の事業所等
における洪水時の避難確保
計画又は浸水防止計画の作
成、訓練の実施、自衛水防組
織の設置を規定

2015年
(平成27年）

➢ 水防計画に基づく下水道管
理者の水防への協力

➢ 下水道と海岸について避難
に資するための水位情報の
通知を新設（水位周知下水
道、水位周知海岸）

➢ 洪水に係る浸水想定区域に
ついて想定最大規模の洪水
に係る区域に拡充

➢ 想定最大規模の内水及び高
潮に係る浸水想定区域を新
設

➢ 市町村地域防災計画に位置
づける地下街等に建設予定
の施設又は建設中の施設を
含むことを規定

➢ 地下街等との接続ビルへの
意見聴取を規定（努力義務）



これからのハード対策とソフト対策

倉敷市防災センター
災害対策基本法

津波対策の推進に関する法律
津波防災地域づくりに関する法律

建築物の耐震改修の促進に関する法律

ハード整備

ハード整備

補う
ソフト

ハード整備
十分な
ソフト

ハード

平成11年6月広島災害
平成12年9月東海豪雨

愛知県西枇杷島町（現清須市）

国土交通省関東地方整備局河川部

ぶどうの家職員撮影

平成30年6月大阪北部地震 平成30年7月豪雨
平成30年9月北海道胆振東部地震
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計画づくりの
サポーター

地域コミュニティ

企業

地区防災計画策定の集い

行政

計画策定への
参画

避難のルール
づくり

災害とともに
生きる街づくり

避難所運営のルール
づくり

大学，専門家

防災士等

担い手であり、応援団でありつづける 個々の多様性が活き、継続し続ける

学校，園

防災は誰もが関わることができる共通テーマ



地区防災計画“制度”とは
ボトムアップ型の公的な仕組み
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平成25年災害対策基本法改正と地区防災計画制度

• 地区居住者等は、市町村防災
会議に対して地区防災計画を
定めることを提案することが
できる．

• 市町村防災会議には、提案に
対する応諾義務が課せられて
いる．

出典：地区防災計画ガイドラインに加筆

防災基本計画・・・・

地域防災計画・・・・

地域防災計画・・・・

地区防災計画・・・・



地区防災計画制度の概要
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平成25年災害対策基本法改正と地区防災計画制度
（災対法４２条３項，４２条の２）

平成25年の「災害対策基本法」の改正では、地区におけ
る自発的な防災活動に関する地区防災計画制度が創設され
た．
地区防災計画制度の特徴は、以下の通り．

① 計画提案制度が採用される等ボトムアップ型の計
画

② 地域に詳しい地区居住者等が作成する「地区の特
性に応じた計画」

③ 計画に基づく活動の実践、定期的な評価や見直し、
活動の継続等を重視した「継続的に地域防災力を
向上させる計画」



復興事業に時間がかかると，地域の活力が失われる恐れがある



平成30年7月豪雨の被害

高馬川

小田川

5日18:30 大雨警報

5日23時00分 倉敷市災害対策本
部設置

6日11時30分倉敷市内の山沿いに

「避難準備・高齢者等避難
開始」発令

真備地区避難所開設（岡田小学校、
薗小学校、二万小学校）

6日19時30分 倉敷市内の山沿い

に「避難勧告」発令

6日22時00分 真備地区全域に
「避難勧告」を発令

小田川の水位が急激に上昇

6日22時40分 大雨特別警報
が発表

6日23時45分 真備地区に「避難
指示」を発令

小田川の水位が急激に上昇

7日1時30分 真備地区・小田川の
北側に「避難指示」を発令

高馬川の堤防が越水し、小田川

の水が北方向に流れ込んでいる

7日1時34分 国交省が高馬川で堤
防決壊を確認

7日6時52分ごろ 国交省が小田川
で堤防決壊を確認

小田川の破堤による外水氾濫の影響により，町全体面積の約3割
が浸水 全壊をはじめとした住家被害は5,970棟



・避難勧告・指示発令の段階で，
全回答数（347）の内，225回答
（64.8%）が避難開始している．

・課題は避難できない方

出典：第3回真備地区復興計画策定委員会資料

避難行動はなされていた



被害は高齢者に集中

出典：岡山県検証委員会資料

•真備町の死者51名の内，88.2%にあたる45人が65才以上

• その内，自宅でお亡くなりになった方は44人（86.3%）



倉敷市災害に強い地域をつくる検討会
災害時の住民避難について，住民への情報提供や周知のあり方や住民によ
る自主的な避難を促進するための検討を行い，地域における防災力の強化
を図るため，「倉敷市災害に強い地域をつくる検討会」を設置

【住民による自主的な避難を促進するための検討】

○地区防災計画の策定支援
• 住民が自主的に取り組む防災体制への支援

• 防災活動を契機とする地域づくり

○防災教育の推進
• 小学生などを対象とした防災教育の環境づくり

• 「自らの命は自らが守る」意識の徹底と災害リスクや災害時にとるべき避難行動の理解促
進

〇避難行動要支援者の避難対策の推進
• 要支援者のあり方，防災と福祉が連携した避難行動に対する理解促進



倉敷市真備町は水害と共に歩んで来たまち

1945-1950空中写真

1965-1970地形図に平成30年7月豪雨災害の浸水区域を重ね合わせ 明治23年大洪水と平成30年7月豪雨
慰霊碑

かぐら土手跡

上：川辺分館駐車場
下：源福寺

出典：地理院地図



• 過去から繰り返し水害に遭い，水害とともに暮らしてきたはずだったが，治水安

全度の向上により，水害と共にある暮らしが忘れ去られていた．

• 気候変動によりゼロリスクはありえない．リスクと共存していく暮らしの実現．

• 地域を共にする住民や事業者が避難の多様化を増大させる「選択肢」を創り出

している．

非日常を経験したその後の暮らしの変化リスクと共存する多様な選択

平成30年7月豪雨災害

で被災した倉敷市真備

町に，リスクと共存する

暮らしについてアクショ

ンリサーチを実施．

要配慮者の住まい、地域の交流拠
点、災害時の一時避難場所 等の
ハード機能に併せ、要配慮者と地
域住民が日常的に助け合えるソフ

ト機能も。

明治23年の大水害までは
輪中が地域を守っていた

1965-1970地形図に平成30年7月豪雨災害の浸水区域を重ね合わせ

避難のあり方は人それぞれ
各家庭で多様な避難を考
える「マイ避難先」をおスス
メ！

取組み事例：
リスクと共存する暮らし 多様な選択肢とグラデーション



論点

① 地区防災計画制度が復興にどのように寄与するのか

② 新型コロナウイルスの感染拡大により，コミュニティ防災活動が停滞
した地域もあれば拡大した地域もある この違いは？

プランニング 多様性



平成30年7月豪雨における川辺地区

• 川辺地区では6名が犠牲に

• 同地区は，ほぼ全域が浸水し，ほとんどの住居が全壊（床上1.8m以上の浸水）

• 大半の住民が川辺地区以外の仮設住宅へ転居し，地域の繋がりを継続することが困難に

 





発災

2018年 2019年 2020年

7月 3月 6月 1月 5月 7月

真備地区復興計画策定

第1回
川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

COVID19感染脅威拡大

第4回
延期

川辺復興プロ
ジェクトあるく
等，住民有志に
よる取り組みの
立ち上がり

参加者約80名：住民有
志が集まり現在の困り
ごとや取り組みたいこ
となどを共有．

参加者約60名：災害時
に１人１人が取るべき
行動を時系列でまとめ
る「マイ・タイムライ
ン」を検討．

参加者約80名：当時の行
動記録の作成と自助・共
助の対応策をグループ
ワークで意見出し．

参加者対面30名・オン
ライン30名：アンケー
ト結果報告会を少人数
の対面とオンライン配
信併用で実施．

会議やイベントの代替として家庭での備えを啓発するチラ
シ配布とアンケートの実施

第2回
川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

第3回
川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

第4回
川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

2020年

11月

第5回
川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

COVID19第2波拡大

参加者50名：川辺地区
を４分割して防災まち
あるきを計画．各家庭
での避難の促進と町内
会単位での活動への展
開を模索．

10月

防災おやこ手帳の作
成．被災の教訓を共
有し，広く伝える取
り組みの実施．

2021年

第6回
川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

参加者対面10名（発表
者・スタッフ）・オン
ライン30名：川辺小学
校と合同で防災マップ
発表会．児童は発表動
画で参加．

川辺小学校5年生
防災まちあるき
授業

1月

第7回
川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

安否確認訓練（黄色い
タスキ大作戦）．
川辺地区全住民の内，
約7割が参加！

COVID19第3波拡大

声・想い
行動

テーマ型
コミュニティ

コミュニティ
ハブ

つながりの
結いなおし



• 川辺に暮らすすべての人に寄り添い，生活者目線での活動を実施

• 様々な支援者と連携し，時々刻々と変わるニーズに応じた活動を
展開

• 被災後から続いている「LINE」を活用した情報共有では，発信者
の顔が見え，信頼できる情報を同代表の槙原氏が絶え間なく共有
を続け，現在では600人を超えるユーザーが「川辺地区みんなの
会」に登録

• 復興の推進母体・象徴 コミュニティをつなぐブリッジ

声・想い
行動

防災カフェ（月１開催）

川辺復興プロジェクトあるく
子育て世代の母親を中心とした住民有志
西日本豪雨災害の経験を未来に活かす活動を展開



発災

2018年 2019年 2020年

7月 3月 6月 1月 5月 7月

真備地区復興計画策定

第1回
川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

COVID19感染脅威拡大

第4回
延期

川辺復興プロ
ジェクトあるく
等，住民有志に
よる取り組みの
立ち上がり

参加者約80名：住民有
志が集まり現在の困り
ごとや取り組みたいこ
となどを共有．

参加者約60名：災害時
に１人１人が取るべき
行動を時系列でまとめ
る「マイ・タイムライ
ン」を検討．

参加者約80名：当時の行
動記録の作成と自助・共
助の対応策をグループ
ワークで意見出し．

参加者対面30名・オン
ライン30名：アンケー
ト結果報告会を少人数
の対面とオンライン配
信併用で実施．

会議やイベントの代替として家庭での備えを啓発するチラ
シ配布とアンケートの実施

第2回
川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

第3回
川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

第4回
川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

2020年

11月

第5回
川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

COVID19第2波拡大

参加者50名：川辺地区
を４分割して防災まち
あるきを計画．各家庭
での避難の促進と町内
会単位での活動への展
開を模索．

10月

防災おやこ手帳の作
成．被災の教訓を共
有し，広く伝える取
り組みの実施．

2021年

第6回
川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

参加者対面10名（発表
者・スタッフ）・オン
ライン30名：川辺小学
校と合同で防災マップ
発表会．児童は発表動
画で参加．

川辺小学校5年生
防災まちあるき
授業

1月

第7回
川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

安否確認訓練（黄色い
タスキ大作戦）．
川辺地区全住民の内，
約7割が参加！

COVID19第3波拡大

テーマ型
コミュニティ



川辺みらいミーティング実行委員会
住民自身が地区の将来を考え，行動する場

• 既存組織や慣例・枠組みにとらわれず，フラットな関係でそれぞれの強みを活かそうとみ
なが努力

• コンダクターとブリッジの担い手の相乗効果で効果的なチーミング

• メンバーはある程度固定化されているものの，新規の参加を歓迎する一方で，義務化は
されない．会議記録情報はグループラインや復興だよりで都度共有され，会議に出席で
きなかったとしてもすべての関係者が同じ情報を常に所有する状態が維持されている．

 

テーマ型
コミュニティ
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新型コロナウイルスの感染拡大と
川辺ならではの地域課題が分散避難に資する取り組みに発展

• 対面によるコミュニケーションが難しいこの期間は，「自助の啓
発期間」

• 郵送・オンライン・最小限/最低限の対面を駆使して活動を継続

• じっくり，丁寧に議論を積み重ねたことにより，川辺ならではの地
域課題を普遍化

お願いしたアンケート内容(1/2)（どこへ逃げる？どうやって逃げる？）

１．ご回答いただく方ご本人について

１）あなたの年代は？
○10代 ○20代 ○30代 ○40代 ○50代 ○60代 ○70代以上

２）あなたを含めて同居家族は何人ですか？
○1人 ○2人 ○3-4人 ○5人以上

３）同居家族（あなたを含め）の中に介護・解除が必要な方はいますか。
（複数選択可）
□いいえ □乳幼児あり □介護・介助必要な家族がいる

４）ペットの有無は？（複数選択可能）

□ﾍﾟｯﾄ無し □ﾍﾟｯﾄ有(中小型犬含めた小動物)  □ﾍﾟｯﾄ有(大型犬など）

２．西日本豪雨災害当時のことについてお聞きします。

１）平成30年7月7日朝8時の時点であなたはどこにいましたか？
○自宅内 ○指定避難所（岡田小学校）
○指定避難所（薗小学校） ○指定避難所（その他）
○親戚・知人宅 ○浸水域外の高台（例：吉備路ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰなど）
○その他［ ］

２）次に避難するとしたら、同じ行動をとりますか？
○同じ場所に避難する ○別の場所に避難する ○自宅に留まる
○その他［ ］

２）－１ その理由について教えてください。
［ ］

３．ここからは、あたまの体操としてお答えください。

もし、いま水害発生の恐れがあり警戒レベル３（避難準備・高齢者避難開
始情報）が発表されたとします。どこに避難しますか？例を参考にお答え
ください。（コロナの影響もお考えください。）

設問１：車(車中泊含め)で真備町内に避難するとしたらどこに
避難しますか？１か所以上の場所を具体的に記載してください。
（例：川辺小、岡田小、吉備路ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ、真備総合公園 等）

設問２：車(車中泊含め)で真備町外に避難するとしたらどこに
避難しますか？１か所以上の場所を具体的に記載してください。
（例：総社方面の〇〇、玉島方面の△△ 等）

設問３：徒歩で避難するしかない場合，どこに避難しますか？
１か所以上の場所を具体的に記載してください。
（例：とんぼ公園、土手 等）

設問４：仮に自分だけでは避難できないもしくは将来自分で避難できない
状況に置かれたとしたら誰とどこに避難しますか？１か所以上の
場所を具体的に記載してください。
（例：ご近所ととんぼ公園、知人と真備町外 等）

避難のあり方は人それぞれ
各家庭で多様な避難を考え
る「マイ避難先」をおススメ！ 多様な避難の選択肢を導く

論理的思考を創出



土木遺産（かぐら土手）が世代をつなぐ
防災まちあるきとマップづくり

川辺地区まちづくり推進協議会主催防災まち歩きとマップ作り

川辺小学校5年生の授業で防災まちあるきとマップ作り

コミュニティ
ハブ



コミュニティ
ハブ

つながりの
結いなおし

• 地域を共にするす
べての人にタスキを

• 川辺地区全体で同
じ目標を共有するこ
とで，つながりの結
いなおしに

• 町内会の再編が難
しい場合はオール
川辺でフォロー

• たかがタスキ，され
どタスキ！！



論点①地区防災計画活動と復興

• 河川の治水安全度向上を目的とした施設整備

• 災害復興公営住宅の整備など様々なハード対策が進展

• 川辺復興プロジェクトあるく：復興の推進母体であり小さな声の代弁者．共
感が様々なコミュニティや支援者をつなぐブリッジ

• 川辺みらいミーティング：活動の過程で様々なつながりを獲得し，コミュニ
ティハブとして機能．
• 「逃げ遅れゼロの川辺地区」をテーマに様々な取り組みを実践
• 悲しみや不安を分かち合い，寄り添い合い，そしてこれからの暮らしを安心して過ごせる
よう，次世代へつなぐための方策を共に考える場に

• 前に進むこと，立ち止まること，振り返ることを共に

• 住み慣れたまちに戻るのか，新しい場所で新しい生活を始めるのか，絶対解
はない。地域の防災活動は，つながりを結いなおし，悩みながら獲得した自ら
の選択を，より確信へとお互いに導き合う。

• 地区防災計画制度が要求している文書化のプロセスは，想いの重なりを紡
ぐ作業。このプロセスそのものが復興を前へ進める効果がある。

声
想い
行動

コミュニ
ティハブ

つながりの
結いなおし

ブリッジ



論点② 新型コロナウイルスの感染拡大により，コミュ
ニティ防災活動が停滞した地域もあれば拡大した地域
もある この違いは？
•多様 ⇔ 画一

• 担い手：担い手が新型コロナウイルスに感染した場合重症化リスクの高い高齢者
が主であった地域は活動停止に

• 活動拠点：活動拠点が公民館等の公的施設を中心としており施設の利用停止措置
に伴い活動が制限された地域は活動停止に

• コミュニケーション：被災後からコミュニケーションツールとして利用されていたス
マートフォンアプリ「LINE」は，対面でのコミュニケーションが困難な状態において
も地域内に情報を発信し続ける重要な手段となった．

• プランニング 最大想定 ⇔ ○○想定
• 川辺地区は活動の被害想定が地域全体の浸水といった被災の最大値で最悪の状
況が想定

• 他のどのような社会環境の変化にも適応しやすい
• 事業継続計画（BCP:Business Continuity Plan）や地域継続計画（DCP：

District Continuity Plan）のプランニングに資する取り組み



取組み事例：
リスクと共存する暮らし 多様な選択肢とグラデーション

取組み事例：介護事業者による避難機能付き共同住宅（真備町箭田）

国土交通省：人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業（令和元年度）に採択

介護事業等を展開する事業者が中心となり、被災した賃貸住宅を避難機能付き共同
住宅として再整備．
要配慮者の住まい、地域の交流拠点、災害時の一時避難場所 等のハード機能に併

せ、要配慮者と地域住民が日常的に助け合えるソフト機能も導入する。モデル整備・
運用・広報することで、真備町内や全国の水害リスクが高い地域への普及展開を目指
している 。

コミュニティルーム兼地区の防災拠点

2階のベランダまでスロープにリフォーム．近所の逃げ遅れた方へ
安全のおすそ分け



危険な場所には住んでいけないのか？

• 住まいの再建に不安を抱える被災者
と勉強会を重ねるなかで，真備への
愛，家族への想いがあふれた

• 「真備に帰りたい。でもまた災害が起
こるのではないか」

• 「歳をとって一人で暮らしていけるの
か」

最悪でも垂直避難ができ，日頃から安心して
避難できる場所が身近にあれば命は助かる

サツキPROJECT
つながる つたえる

つどう ひらく

いきる



避難機能付き共同住宅（ハード）
住まいの勉強会参加者の意見でできた

避難機能付き共同住宅プラン
屋上まで直接スロープ

電気設備は3階で2階
（浸水高）以上に住まい

1階はコミュニティルームとし、日頃から地域住民が
交流できる

屋上に炊き出し設備、数
十人が最低3日は建物の
中で過ごせるだけの備蓄

この計画を知った住民から、「2階は無事だったが
1階は沈んだアパートを利用してほしい」

被災したアパートの改修プラン

2階のベランダまでスロープにリフォーム．近所の逃げ遅れた方へ安全
のおすそ分け

コミュニティルーム
兼地区の防災拠点

コミュニティルームの利活用（平時・災害時）は近所の住民と共に作
り上げる（備蓄内容なども）

• 入居者は支えあう生活や災害時には自宅が避難所になる可能性が
あることを理解して入居できる人が条件。

• ２階には子育て世代の家族の入居を目指す※高齢者障害に限定し
ていない。

• 家賃は倉敷市の生活保護住宅扶助基準相当を予定。

近所と話し合ってプランを
検討．リフォームは、真備
で活動中の建設系ボラン
ティアや地域の大工見習の
方と協力して実施．



家族による
支え合い

ささえあいの仕組み・暮らし方（ソフト）

役割のある暮らしは人を元気にする
アパートだけでなく地域も含めた支えあう暮らし方
（地域包括、地域生活支援センター、社協との連携）

互いに支えあう有償ボランティアの会

「助け隊ありが隊」

きっかけは，「ふ
れ愛助け合い事業
の勉強会」（6月27
日）倉敷市地域包
括、社協、まびラ
ボ 移動ネット岡
山、箭田町づくり
協議会が参加

有償ボランティアの会「助け隊ありが
隊」が8月から活動開始

助けたいありが隊
（NPOぶどうの家わた
ぼうしとの連携）

介護保険、障害者
福祉生活サービス
（まびラボ、連絡会と

の連携）

近所の方との
支え合い

入居者

平常時／災害時 地区防災計画の取組みへ



届出避難所制度（倉敷市）
自主防災組織が市に申請．
市から備蓄物資の提供．

要配慮者マイタイムライン
（個別避難計画）

ご本人，家族，近所，組織（会社・
施設・ケアマネ等）でタイムライン
を共有．
作成する関係性をつなぐこと，可視
化できにくいご近所とのつながりを
文書化することにより，関係者で共
有しておく

避難機能付き共同住宅

地区防災計画

箭田地区まちづくり協議会，まび事業者連絡会（児童、
障害、介護事業所の集まり）等による支えあい活動に
より，地区防災計画に着手．
①共同住宅周辺地域における避難ルール
（高台避難・共同住宅避難）
②共同住宅避難の場合の助け合いルール
③ルールに基づく定期的な訓練計画
④平時の利活用・助け合いの関係性構築 等

について検討．
要支援者を含め小さな単位での行動計画が具体的に

なるようにする．

コミュニティルームを活用した勉強会
７月14日の大雨時（土砂災害警戒）には，居
住者５名，近隣住民２名が避難

有償ボランティアの会
「助け隊ありが隊」

リスクと共存する生活様式 とは？
・安全と危険のグラデーション＝日常と非日常をつなぐ
・グラデーションをより安全に近づける多様な選択肢

周辺地域住民への避難意向とコ
ミュニティルームを聞き取り



要配慮者を思うことがつながりのきっかけに



マイタイムライン作成のきっかけ
• 地域（となり近所）が声かけ

• 例：車いすのあきおさんの近くに住んでいる友だちが、あきおさんの避難を心配し、あきお
さん家族や近所に声をかけて作成。

• 地域のリーダーが声かけ
• 例：地域のリーダー（まちづくり推進協議会会長）が、「1人で避難がむずかしい人のマ
イ・タイムラインを作成してほしい！」と町内会長にお願い。町内会長が、近所に声をかけて
作成。

• 例：民生委員が、自分が担当している避難に支援が必要な人（要配慮者）の家族、近所に
声をかけて作成。

• 福祉事業所が声かけ
• 例：福祉事業所が、地域のリーダーに相談。地域のリーダーが、近所に声をかけて作成。
• 例：福祉事業所が行政機関に相談。行政機関が町内会役員に相談し、町内会役員が要
配慮者の近所に声をかけて作成。



マイタイムライン作成のながれ

•作成の呼びかけ

•隣近所に声かけ
• ご近所さんへ，福祉事業者へ

•集合
• 顔合わせ

•避難について話をしよう

•連絡先を交換



避難について話合いのポイント

• はじめに聞くこと
• 支援する側の考えをおしつけない

• （過去に経験があれば）実際にどこに避難したか

• どこに避難しようとしているのか

• ご本人のこと
• 普段の生活

• 親戚や地域とのつながり

• 普段行動する範囲



避難について話合いのポイント

• 「どこに」 「いつ」 「誰と」 「どうやって」 避難するか？
• “マイ避難先”を2つ以上

• 避難のきっかけは？ 誰が誰に連絡？ どんなきっかけで声掛け？

• 誰と一緒に避難

• 避難先で必要なこと

• 薬の確保

•連絡先の交換



要配慮者マイタイムライン 動画と漫画



誰かに “やさしくない”

やさしくするひとやさしくされるひと

？



すべてのひとが どんなときでも「地域」の 構成員

避難するとき

避難所を運営するとき
まちをとりもどすとき

役割があると ひとは活き活きと 生き続けられる

多様な選択肢が
どんなときでも社会に溶け込んでいること

• 地域で取り組む防災活動の目標として，要配慮者の位置づけの考え方
• “助ける側” と “助けられる側” からの脱却


