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平成30年西日本豪雨時の
倉敷市真備町の実態と現在の取り組み



平成30年7月豪雨の被害

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

出典：国土地理院



・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



誰もが納得して選択できる社会に
誰もが多様な選択肢を誰かに提供できる担い手である

•浸水想定区域内の緊急避難場所を住民主体で作り出した事例
• 倉敷市真備町箭田地区

• コロナ禍でも取り組みを中断させることなく活動を継続している事
例
• 倉敷市真備町川辺地区



多様な避難を地域でつくりだしていく

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



サツキPROJECT

～西日本豪雨で被災したアパートを

地域の防災拠点住宅に再生する～

つながる つたえる

つどう ひらく

いきる

チームサツキ

水害の後は酸性土になって

サツキがきれいに咲く。

真備の町花をサツキにした

先人たちの知恵を伝えつないで

いく。

「今年はサツキの花がきれいに咲くぞ」



きっかけは大切な人を失ったこと

• 小規模多機能ホームぶどうの家の利用者が犠牲に
• 介護が必要な方のご家族は避難所への避難をためらい逃げ遅れた



きっかけは大切な人を失ったこと

• 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



サツキPROJECTとは？

• 災害に強い建物と地域のきずなを大切に、気にかけあった暮らしの両方を備えた暮らし方は、
今後の超高齢化社会のモデルに。

• 避難所機能付き住宅（ハード）と暮らし方のスタイル（ソフト）の両方が大切。

• 被災者は支援を受けるだけではなく自らもできることがあるともに地域を作る協働者である。
まずは真備に1棟。

• そこから倉敷市全体に、そして日本全国のモデルに。

• 人口の７０％が災害の危険性のある地域に暮らしている日本だからこの考え方を広めたい。

つながる つたえる

つどう ひらく

いきる

５１人（直接死）の犠牲を伴った西日本豪雨
災害からの復興。
誰もが尊厳をもった生活を取り戻すための
「住まい・生活」を再建。

「ちょっと困った」を
ちょっとづつ支えあう、得
意なことで誰かの役に立つ

災害の教訓を目に見える
形で，住まい方で伝え、
次世代へつむいでいく。

誰もが気軽に立ち寄って，いつ
も何かがはじまる。
ちょっとの楽しみもちょっと不
安も共有できる。

「水害に強いまち」のシンボルとし
て，避難機能付き共同住宅がサツキ
が花開くように全国に普及していく。

サツキPROJECT

支

共 展

伝

興



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



支え合いの暮らしに基づく地区防災計画の取組み

• 箭田地区まちづくり協議会スクラム班（防災・防犯担当），地区住民

• 避難機能付き共同住宅入居者

• まび事業者連絡会（児童、障害、介護事業所の集まり），

（一社）お互いさま・まびラボ，NPOわたぼうし

【地区防災計画で検討すること】
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 について検討予定．
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。
【倉敷市との連携】
倉敷市には，市既存制度である「届出避難所制度」により一時的な避難場所として共同
住宅を申請するとともに，共同住宅周辺地域住民と取り組む地区防災計画に市の参画を
得ながら計画提案する予定

取
組
み
主
体

箭田地区防災計画

連
携
主
体

• 倉敷市，倉敷市社協支えあいセンター，真備町地域包括支援センター

• 香川大学 磯打千雅子研究室

• 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン



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 ハード：避難機能付き共同住宅
ソフト：役割のある暮らし

⇒リスクと共存する生活様式を後押しする最低限のハード整備がもたらす効果

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



要配慮者を想うことがつながりのきっかけに



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

• 地区防災計画に取り組む目標像として，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



•浸水想定区域内の緊急避難場所を住民主体で作り出した事例
• 倉敷市真備町箭田地区

• コロナ禍でも取り組みを中断させることなく活動を継続している事
例
• 倉敷市真備町川辺地区など

誰もが納得して選択できる社会に
誰もが多様な選択肢を誰かに提供できる担い手である



真備町川辺地区のこれまで
• 川辺地区では7名が犠牲

• 同地区は，ほぼ全域が浸水し，被災住宅調査では
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

• 被災後，生活再建にかかる住民有志の活動が始動
し，その取り組みは現在地域の防災活動に発展

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．

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

実行委員会組織化



多様な主体による共助の始動

•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によ
る活動グループ

• 生活者目線での活動を実施

• 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

• 「被災後，様々な情報が流れてくるなかで，この
LINEだけは信じられると思っていました」

• この情報共有ツールとコミュニティが後々コロ
ナ禍での活動を底支えすることに



担い手の多様化へ発展
川辺みらいミーティング実行委員会

• 第1回，第2回と連続して参加した住民が担い手に加わ
り，結果，「川辺みらいミーティング実行委員会」が設置

• 川辺復興プロジェクトあるくの槙原代表や川辺地区ま
ちづくり推進協議会のメンバー，医療・福祉関係者や防
災士，消防団員，会社員，NPO，NGOなどで構成され
る開かれた集まり

• 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．



川辺みらいミーティングの取り組み 



新型コロナウイルスの感染拡大と分散避難に資
する取り組みへの展開
• ５月に第４回のみらいミーティングを予定していたが，コロ
ナ対応のため中止．

• 対面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」オンラインと郵送併用のアンケートを実施

• 避難に関する啓発資料の共有（郵送・オンライン併用）
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真備地区復興計画策定

第1回
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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．

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
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川辺みらいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

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）



•子どもや家族に怖い想いをさ
せないで！

• マイ避難先は3箇所程度
• お泊まり避難
• プチご褒美避難
• アウトドア避難
• 避難所避難
• こどもだけいるとき避難

•避難スイッチ
• 子どもが怖い！と言ったら即避難

•子どもが大切に思っているもの
を尊重させて

•必要なものだけでなく，ご自身
が大切に思っているものを尊
重して

北区のみなさんへ


