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３－１　地域総合研究センターにおける災害復興に向けたこれまでの活動

▶３-１-１　平成30年度の主な活動
　平成30年６月28日以降北日本に停滞していた前線が、７月４日にかけ北海道付近に北上した後、７月
５日には西日本まで南下してその後停滞した。また６月29日に発生した台風第７号は、東シナ海を北上
し、対馬海峡付近で進路を北東に変えた後、７月４日15時に日本海で温帯低気圧に変わった。この前線
や台風第７号の影響により、日本付近に暖かく非常に湿った空気が供給され続け、西日本を中心に広い
範囲で記録的な大雨となった。６月28日から７月８日にかけての総雨量は、四国地方で1800ミリ、東海
地方で1200ミリを超えるなど、７月の月降水量平年値の２から４倍となったところもあった。48時間雨
量、72時間雨量などが、中国地方、近畿地方などの多くの地点で観測史上１位となった。平成30年の台
風第７号及び前線による大雨について、「平成30年７月豪雨」と名称を定めた（７/９ 14：00）。
　岡山県の人的、物的被害状況は、平成30年７月豪雨災害では、岡山県において、人的被害は、死者61
名、行方不明者３名、重傷者９名、軽症者152名、合計225名（うち倉敷市が、死者52名、重傷者３名、
軽症者103名、合計158名）、家屋等の被害は、全壊4,841棟　半壊3,129棟　一部損壊1,063棟　床上浸水2,902
棟　床下浸水5,990棟　合計17,925棟（うち倉敷市が、全壊4,645棟　半壊844棟　一部損壊355棟　床上
浸水109棟　床下浸水１棟　合計5,954棟）という激甚災害となった。
　岡山大学でも大学所有の半田山が２か所崩落し、近隣の住宅に被害をもたらす結果となった。
　岡山大学では、この豪雨災害を受け、岡山大学災害対策本部が設置され本部長を槇野博史学長が担当、
地域との関係では、当センターが窓口となり、岡山県総合政策局、岡山市政策局、倉敷市企画財政局な
ど、被災自治体とも連絡を取り合いながら、復旧・復興の見通しについて情報収集を実施した。そこで
の議論を受け、槇野学長のリーダーシップにより、学生の被災地でのボランティア活動を安全に実施す
るために「岡山大学災害支援学生ボランティアセンター」を設置、加賀勝副学長（社会連携担当）、青
尾謙副理事、当センター前田芳男副センター長らが指導にあたり『学生災害ボランティア活動』説明会
を開催、説明会には約250名の学生たちが参加した。当センターの活動では、学生サークル２団体が連
携して、平成30年７月16日、８名の学生が岡山市東区「平島団地」のボランティア活動に参加した。さ
らに同日、有志学生が奉還町にて、災害支援募金の街頭活動を実施した。募金協力人数は、延べ164人、
募金総額は23,014円。
　また、この様子は、岡山市の広報誌「市民のひろばおかやま９月号」の表紙に岡山市東区での災害ボ
ランティアの写真として掲載された。
　続いて、岡山大学応援団総部吹奏楽団の学生たちが、被災の影響が最も大きかった倉敷市真備地区の
避難所「くらしき健康福祉プラザ」を拠点として、９月１か月間、連日一日も欠かさずボランティア活
動に参加、仮設ベッドの組み立て、力仕事、避難所の皆さんのお世話や話し相手などを交代で続けなが
ら、被災された皆さんに寄り添う活動をやり抜いた。なお、この活動は、全学教育・学生支援機構との
学内連携により、坂入信也教授と中山芳一准教授が学生をコーディネートした。
　また、７月19日、岡山市東ロータリークラブ宛に、静岡から救援物資（新品タオル三箱）が届けられ、
同クラブ会長の大学院環境生命科学研究科舟橋研究科長から岡山市社会福祉協議会へ届けられた。
　さらに、７月25日、岡山大学菅誠治理事・副学長（危機管理対策担当）と三村聡センター長が、倉敷
市を訪問、倉敷市生水哲男 副市長、河田育康 副市長と約40分間面談いたし真備地区の復旧・復興の現
状をヒアリング、岡山大学の具体的な支援のあり方について意見交換を行った。倉敷市から、短期的に

３ 西日本豪雨災害（平成30年７月豪雨災害）関係

16

２ SDGs実践活動

▲連合岡山金澤稔会長（左）

　メインテーマは、「はたらく仲間とともに70年」～70年の歩みと
みんなで創る“ろうきん運動”～ 。講師には、元岡山労働金庫理事長・
元中国労働金庫副理事長の春石竹一氏と三村聡センター長の２名が
招聘された。三村センター長は、国連が提唱するSDGsの視点から、
とりわけILOが掲げる、働く人たちの平等と助け合いの精神を大切
にする「SDGs：誰一人も取り残さない金融包摂」運動の理論と実
践について持論を展開した（写真左は連合岡山の金澤稔会長）。
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は、学生による復旧支援ボランティアへの参加、また、大学に対しては、息の長い「安心安全で、夢の
持てる真備地区の復興」を念頭に置いた、都市計画、防災計画、交通計画、商業計画、医療ケア、文化・
教育、まちづくりなど、幅広い専門的な知見での協力を頂きたいとの申し出を受けた。
　８月29日、倉敷市にて災害復興に向けた勉強会が開催された。会では、倉敷市から要請を受けた「他
都市における大水害に関する影響分析」について、環境理工学部の氏原岳人准教授が調査分析した結果
を報告した。さらに、９月12日、岡山県議会議員を対象とした『岡山県議会地域公共政策セミナー』に
て、「７月豪雨災害の復旧・復興に向けた安心安全のまちづくり」をテーマに、環境理工学部氏原准教
授と三村センター長が講師をつとめた。
　このような活動を続ける中、甚大な被害が生じた倉敷市真備地区において、生活の再建に向けて住民
が一日も早く安心して落ち着いた生活を取り戻し、再び真備町に戻っていただけるよう、復興に関する
基本的な考え方及び主要な施策等を定める倉敷市真備地区復興計画を策定するため、倉敷市真備地区復
興計画策定委員会が設置され、11月21日、第１回同委員会が開催され、真備地区７つのまちづくり協議
会の代表者をはじめ、商工会関係者、学識経験者など20人で組織された。学識経験者からは、東京大学
の加藤孝明准教授、本学から環境理工学部の橋本成仁准教授、三村センター長（委員長）の３名が参加、
三村センター長が議事を進行した。その後、同委員会は継続開催され、12月20日、復興計画の基本理念、
基本方針、主要施策（ビジョン案）の検討案を議論、目標は、被災前より、さらに住みたくなるまちを
創造することであり、スピード感が重要ながら、一歩、一歩、地域の声を復興に織り込み、反映しなが
ら着実に歩んでゆくことが大切であるとの意見で一致した。この日の意見を反映して、平成31年１月30
日、復興計画の30基本計画が検討され最終案を確定、平成31年３月、倉敷市真備地区復興計画が決定、
公表された。

▶３-１-２　平成31年～令和元年度の主な活動
　年度が改まり、令和元年６月１日、公益社団法人土木学会中国支部と国土交通省中国地方整備局共催
により、第71回土木学会中国支部研究発表会特別講演会「平成30年７月豪雨による被災から考える」が、
岡山大学津島キャンパス創立50周年記念館金光ホールで開催された。会では、国土交通省中国地方整備
局中川哲志統括防災官、岡山大学大学院環境生命科学研究科（高梁川水系小田川堤防調査委員会委員長）
前野詩朗教授、三村聡センター長（真備地区復興計画策定委員会委員長）の３名が登壇した。
　６月16日、2023年の完成を目標として、西日本豪雨災害で甚大な被害を受けた小田川と高梁川の合流
点を付替える治水対策事業の着工式が、倉敷市船穂柳井原小学校体育館で開催された。式では、国土交
通省副大臣及び倉敷市長の挨拶に続き、来賓として加藤勝信衆議院議員、岡山県知事の挨拶を受け、岡
山大学からは大学院環境生命科学研究科前野教授、三村センター長などが列席した。
　６月25日、倉敷市真備町の「災害公営住宅等整備事業者選定委員会」が倉敷市本庁舎で開催され委員
長に三村センター長が選ばれた。９月30日、倉敷市にて同委員会が開催され、被害が甚大であった「川
辺地区」での建設について公募型プロポーザル審査会として必要な要求水準や応募要領、審査要領に基
づき４グループから提出された設計・施工を一体としたデザインビルド方式による提案の審査を実施し
た。続いて、12月24日、同委員会が開催され、「川辺地区」に続き、真備町「箭田地区」と「有井地区」
の災害公営住宅建設計画と業者が決定した。現在、合計３カ所に災害公営住宅が令和２年度末を完成目
標に合計で約120戸を建設中（入居者決定済み）。
　また、７月６日、西日本豪雨災害から１年を迎え、倉敷市真備支所にて「倉敷市追悼式」が開催され
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伊原木隆太岡山県知事、伊東香織倉敷市長、加藤勝信厚生労働大臣はじめ関係者が参列して開催された。
岡山大学からは三村センター長が列席した。
　11月11日、倉敷市真備支所１階会議室を会場に、第１回「倉敷市真備地区復興計画推進委員会」が開
催された。本委員会は、平成30年７月豪雨災害からの復興に向けて、倉敷市真備地区復興計画に基づく
事業を着実に推進するため、倉敷市真備地区復興計画推進委員会として設置されたもので、初会合には、
住民代表と、有識者として「倉敷市真備地区復興計画策定委員会」に続き、岡山大学から環境理工学部
の橋本成仁准教授と三村センター長など22人の委員が参加した。会では平成31年３月末に策定された「倉
敷市真備地区復興計画」に基づき、真備の復旧・復興に向けたこれまでの取り組みや同計画の進捗状況
などが報告され、さらに復興計画進捗の実態を把握するために住民向けに開催された「真備地区復興懇
談会」での意見を踏えた今後の見直しが倉敷市から説明がなされた。
　本推進委員会では、同計画策定委員会に続き三村センター長が委員長を務めた。
　さらに、倉敷市は、「平成30年７月豪雨災害対応検証報告書」を平成31年４月に取りまとめ、この結
果を踏まえ、倉敷市全体の住民への情報提供や周知の在り方、自主的な避難を促進するための検討を行
う「倉敷市災害に強い地域をつくる検討会」を設置、９月17日、11月29日に検討会を開催した。第２回
目となる検討会では、豪雨で亡くなられた方51人の避難行動調査の結果が公表され、この結果を踏まえ
た対策や方策が議論された。
　本検討会は、防災教育や避難対策の有識者、住民代表など８人で構成され、伊東香織市長を囲みなが
ら、今後は地区防災計画策定などに向けた行動計画を取りまとめてゆく予定。委員長には東京大学大学
院の片田敏孝特任教授、さらに有識者としては、東京大学生産技術研究所の加藤孝明教授、香川大学
IECMS地域強靱化研究センターの磯打千雅子特命准教授、京都大学巨大災害研究センターの矢守克也
教授、岡山大学から三村センター長が担当している。
　また、同じく、平成30年７月豪雨災害で大きな被害を受けた高梁市では、災害の経験を活かし、２年
間をかけて、命と暮らしを守る仕組みを高梁市全域で作り上げるために、令和元年11月26日、広く防災
に関係する組織や団体、そして国や県を加えたメンバーで組織された「高梁市地域防災力向上委員会」
をスタートさせた。開会にあたり、近藤隆則市長が「全国的に大きな被害をもたらす災害が全国で発生
している中、災害に強いまちづくりを進めるためには、市民、地域、行政がお互いを補完しつつ、連携
により地域の支え合いの中、地域防災力の向上を進める必要がある。このため、高梁市は「自助」、「共
助」、「公助」の相互連携による防災体制の強化を図るため、「高梁市地域防災力向上委員会」を設置した」
と宣言した。岡山大学から大学院環境生命科学研究科氏原岳人准教授が副委員長、三村センター長が委
員長に選ばれ、地域の防災力向上に向けた議論が本格的にスタートした。
　さらに、民間レベルでの連携では、岡山市に本社を置く両備グループのシンクタンクである（一財）
地域公共交通総合研究所が主催する「災害対策を念頭に置いた未来の公共交通のあり方やモビリティ政
策を考える」シンポジウムが、８月９日、10日、熊本市、熊本大学、国土交通省の協力を得て、熊本国
際交流会館大ホールで開催され、「激甚災害」、「公共交通の本質」をキーワードとして、国が進めるソ
サエティ5.0（超スマート社会）に深くかかわるMaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス ）の実現に
向けた様々な課題や実現可能性について公共交通を視座に議論が展開された。基調講演は、熊本大学溝
上章志教授、広島大学藤原章正教授、国土交通省から総合政策局交通政策課の杉田茂樹同課長補佐（予
定の蔵持京治課長が公務のため欠席）が登壇した。パネルディスカッションでは、「災害復興から明る
い未来への道筋を示す〜公共交通の役割と希望」をテーマに熊本都市バス株式会社の高田晋社長、（一財）
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は、学生による復旧支援ボランティアへの参加、また、大学に対しては、息の長い「安心安全で、夢の
持てる真備地区の復興」を念頭に置いた、都市計画、防災計画、交通計画、商業計画、医療ケア、文化・
教育、まちづくりなど、幅広い専門的な知見での協力を頂きたいとの申し出を受けた。
　８月29日、倉敷市にて災害復興に向けた勉強会が開催された。会では、倉敷市から要請を受けた「他
都市における大水害に関する影響分析」について、環境理工学部の氏原岳人准教授が調査分析した結果
を報告した。さらに、９月12日、岡山県議会議員を対象とした『岡山県議会地域公共政策セミナー』に
て、「７月豪雨災害の復旧・復興に向けた安心安全のまちづくり」をテーマに、環境理工学部氏原准教
授と三村センター長が講師をつとめた。
　このような活動を続ける中、甚大な被害が生じた倉敷市真備地区において、生活の再建に向けて住民
が一日も早く安心して落ち着いた生活を取り戻し、再び真備町に戻っていただけるよう、復興に関する
基本的な考え方及び主要な施策等を定める倉敷市真備地区復興計画を策定するため、倉敷市真備地区復
興計画策定委員会が設置され、11月21日、第１回同委員会が開催され、真備地区７つのまちづくり協議
会の代表者をはじめ、商工会関係者、学識経験者など20人で組織された。学識経験者からは、東京大学
の加藤孝明准教授、本学から環境理工学部の橋本成仁准教授、三村センター長（委員長）の３名が参加、
三村センター長が議事を進行した。その後、同委員会は継続開催され、12月20日、復興計画の基本理念、
基本方針、主要施策（ビジョン案）の検討案を議論、目標は、被災前より、さらに住みたくなるまちを
創造することであり、スピード感が重要ながら、一歩、一歩、地域の声を復興に織り込み、反映しなが
ら着実に歩んでゆくことが大切であるとの意見で一致した。この日の意見を反映して、平成31年１月30
日、復興計画の30基本計画が検討され最終案を確定、平成31年３月、倉敷市真備地区復興計画が決定、
公表された。

▶３-１-２　平成31年～令和元年度の主な活動
　年度が改まり、令和元年６月１日、公益社団法人土木学会中国支部と国土交通省中国地方整備局共催
により、第71回土木学会中国支部研究発表会特別講演会「平成30年７月豪雨による被災から考える」が、
岡山大学津島キャンパス創立50周年記念館金光ホールで開催された。会では、国土交通省中国地方整備
局中川哲志統括防災官、岡山大学大学院環境生命科学研究科（高梁川水系小田川堤防調査委員会委員長）
前野詩朗教授、三村聡センター長（真備地区復興計画策定委員会委員長）の３名が登壇した。
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辺地区」での建設について公募型プロポーザル審査会として必要な要求水準や応募要領、審査要領に基
づき４グループから提出された設計・施工を一体としたデザインビルド方式による提案の審査を実施し
た。続いて、12月24日、同委員会が開催され、「川辺地区」に続き、真備町「箭田地区」と「有井地区」
の災害公営住宅建設計画と業者が決定した。現在、合計３カ所に災害公営住宅が令和２年度末を完成目
標に合計で約120戸を建設中（入居者決定済み）。
　また、７月６日、西日本豪雨災害から１年を迎え、倉敷市真備支所にて「倉敷市追悼式」が開催され
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▲検討会の様子

地域公共交通総合研究所小嶋光信理事長、株式会社玉の湯の桑野和泉社長、国土交通省九州地方整備局
の前佛和秀部長、東京大学生産技術研究所の伊藤昌毅特任講師、政策研究大学院大学家田仁教授が登壇、
コーディネーターを三村センター長が務めた。
　
※岡山大学では危機対策本部から『平成30年７月豪雨災害対応記録集』が発行されている。本部長は槇
野博史学長、５章構成で、当センターは、第３章「復旧・復興支援活動」の章を担当、主に学生たちの
岡山市、倉敷市、矢掛町での活動の様子と岡山県議会への報告、真備地区での復興計画策定委員会での
お手伝い等の記録の収録を担当した。

３－２　令和２年度の倉敷市での活動

▶３-２-１　倉敷市災害に強い地域をつくる検討会
①　第４回検討会
　倉敷市は、倉敷市における災害に対する住民避難について、より効率的な行政から住民への情報提供
や周知のあり方、あるいは住民による自主的な避難を促進するために必要な検討を行い、地域の防災力
の向上を図るため、「倉敷市　災害に強い地域をつくる検討会」を設置、検討会委員は学識経験者や住
民代表者で構成され、岡山大学からは三村聡センター長が委員をつとめてきた。オブザーバーとして国
土交通省や岡山県も参加している。
　７月13日（月）、第４回となる同検討会が開催された。午前中、倉敷市本庁舎で、伊東香織市長を交え、
事前打ち合わせ会が開催され、午後から会場を倉敷市消防局大ホールに移して本会議が開催され、委員
長の東京大学大学院の片田敏孝特任教授はじめ、真備地区の復興計画推進委員会委員の東京大学生産技
術研究所の加藤孝明教授、そして京都大学巨大災害研究センターの矢守克也教授の３名は、コロナ禍の
影響に鑑みオンラインでの参加となった。
　会の要諦は、災害時に自力で逃げることが困難な要配慮者とされる高齢者や障がい者支援を如何に進
めるかが肝となる行動計画案などについて意見交換がなされ、これまでの議論を踏まえ、激甚災害に対
応できる強い地域を如何に作り上げてゆくべきか、その基本理念や姿勢についての考え方が明示され、
さらに委員の意見を加えて、「災害からの復興と将来を見据えた地域づくり」をベースに住民が命を守
る意識を持ち、災害時に自ら判断して避難行動を取れる「地区防災計画」を作成して、防災教育の環境
づくりを支援する流れが決議された。
　正式な行動計画案を取りまとめる段階に入ったこと
で、併せて議論が進むSDGsを基本とした倉敷市第７
次総合計画でも災害に強いまちづくりが重点目標であ
ることを踏まえて、三村センター長が「SDGsの視点
から地区防災計画の策定や防災教育に取り組むことが
重要である」との考えを意見具申した。

②　第５回検討会
　倉敷市における災害に対する住民避難について、より効率的な行政から住民への情報提供や周知のあ
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▲委員名簿

▲まきび公園

▲委員会の様子

り方、あるいは住民による自主的な避難を促進するために必要な
検討を行い、地域の防災力の向上を図るため、倉敷市は「災害に
強い地域をつくる検討会」を設置して検討を続けている。11月９
日（月）は、今回で最後となる「第５回倉敷市災害に強い地域を
つくる検討会」が開催された。午前中、市本庁舎で事前打合せを
行い、午後から本会議が消防署で開催された。会議は、委員長を
務めた、東京大学の片田先生の進行により、市民主導の活動が重
要であるとの指摘がなされた。

▶３-２-２　倉敷市真備地区復興計画推進委員会
　令和２年度倉敷市真備地区復興計画推進委員会が、11月10日
（火）、真備保健福祉会館で開催され三村聡センター長が委員長と
して進行を担当した。
　倉敷市では、平成30年７月豪雨災害からの復興に向けて、倉敷
市真備地区復興計画に基づく事業を着実に推進するため、真備地
区復興計画推進委員会を設置して活動を展開している。
　この日の委員会では、復興に向けた各種施策の進捗状況が事務
局から報告され、参加した多くの委員から、積極的な質疑がなさ
れ、確認事項や更なる要望が出され、市、国、県が説明、対応し
た。未だ道半ばではあるが、ハード施策、ソフト施策共に、ほぼ
予定通りに計画が推進されていることが確認された。

▶３-２-３　中核市サミット2020 in倉敷
　人口20万人以上の全国60の「中核市」（政令市を除く）の市長が、10月29日（木）、倉敷アイビースク
エアへ一堂に会し、新型コロナ災禍を踏まえた「防災に強いまちづくり」、「地域の文化観光資源を活か
したまちづくり」をテーマとして地方創生を議論した。
　倉敷市の紹介によれば「中核市は、平成８年に12市が移行して以来、社会情勢に対応しながら、地域
の中核都市として地方分権の推進と地域の発展に大きな役割を果たしてきました。本制度発足から20年
余りを経た現在、中核市は全国で60市まで拡大し、全市の人口は約2,233万人となるなど、我が国にお
ける存在と責任は高まっています。
　本格的な人口減少と高齢化を迎える我が国では、自治体が行政上の諸課題に的確に対応し、住民の暮
らしと地域経済を守るための取組を進めていく必要があり、中核市は、各々の地域の中核都市として将
来にわたって活力ある社会を維持していく役割が求められています。
　一方で、近年、頻発・激甚化する自然災害によって、住民の尊い命や財産を失う等、各地で甚大な被
害が生じています。加えて、新型コロナウイルスといった新たな感染症の脅威を受ける中、地方創生の
中枢となる中核市は、持続可能なまちづくりの基盤となる防災・減災に向けた取組、地域活性化のため
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の力強いまちづくりを早急に進めていかなければなりません。
　中核市サミット2020 in倉敷では、災害から「生き抜く」ためのまちづくり、そして、コロナに「打
ち勝つ」観光文化のまちづくりについて、中核市の市長が一堂に会して議論を深め、その方策を全国に
発信し、真の地方創生につなげてまいります。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国各地で様々なコンベンションの中止や延期を余
儀なくされるなど、国内外における交流は停滞し、地域経済は大きな打撃を受けています。本サミット
開催においては、コロナ禍を「生き抜き、打ち勝つ」一つのモデルケースとして、「新しい生活様式」
を踏まえた感染拡大防止と交流促進との両立を図る新たなコンベンションの形を示してまいります。」
と今回のサミット開催について紹介している。
　こうして10月29日のサミット当日は、まず『頻発・激甚化する災害から「生き抜く」ために』と題し
て、東京大学大学院情報学環の特任教授で日本災害情報学会会長の片田敏孝先生が、基調講演した。こ
の講演を受けて、『災害から「生き抜く」ためのまちづくり』と題して、片田先生がコメンテーター、
パネリストとして、福島市、いわき市、長野市、呉市、倉敷市の５市長が登壇、パネルディスカッショ
ンを実施、三村聡センター長がコーディネーターを担当した。
　そこでは、近年、全国各地で頻発・激甚化する自然災害により、住民の尊い命や財産を失う等、多く
の中核市においても甚大な被害が生じており、被災地では、現在、一日も早い復旧・復興に向けて邁進
している姿を首長自らがリレーで紹介、また、今後も地球温暖化による気候変動に伴う台風や集中豪雨
の増加、さらには南海トラフ地震や直下型地震などの発生が危惧されているなか、全国各地で、地域の
実情に応じて、将来にわたって活力ある社会を維持していく上での基盤となる防災・減災、国土強靭化
に向けた取組について言及、加えて、新型コロナウイルス感染症の感染防止を踏まえた防災対策など新
たな課題への対応についても議論がなされた。会場からは中核市会会長の豊田市太田稔彦市長から、平
成の合併と広域防災対応の必要性について、持論を披露頂いた。
　こうしてパネルディスカッションでは、各中核市でのこうした取組を紹介するとともに、災害から「生
き抜く」ための方策等について熟議がなされ、復興に向けた各自治体の取組と首長としての覚悟とリー
ダーシップが披露され、広い会場は熱気に包まれた。
　また、第２会場では、『コロナに「打ち勝つ」観光文化のまちづくり』をテーマとして、コーディネー
ターに東洋大学大学院国際観光学部の丁野朗客員教授をお迎えいたし、コメンテーターを公益財団法人
大原美術館の大原あかね理事長がつとめ、パネリストを中核市市長４名が登壇、これまで、全国の各地
域では、地方創生の実現に向けて、郷土への愛着と誇りの醸成につながる町並み保存、文化財の総合的
な活用、地場産品の振興などといった地域資源のブランド化や観光客の拡大につながる様々な取組を進
めるなか、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、国内外における交流は停滞し、地域経済は
大きな打撃を受けており、本パネルディスカッションでは、各中核市での地域の個性と魅力の創出に向
けた取組を紹介するとともに、「新しい生活様式」を踏まえたまちの魅力発信や交流拡大など地域経済
の回復につなげるコロナに「打ち勝つ」ための方策等について議論がなされた。
　この新型コロナ禍が懸念される中での全国規模での催事に、参加された中核市の首長からは、開催ホ
スト役を務めた倉敷市に心からの謝辞が伝えられた。
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▲太田稔彦中核市会
会長（豊田市長）（左）

▲案内

▲氏原岳人副委員長

▲中核市サミットの様子 ▲第一会議の様子

３－３　高梁市での活動

▶３-３-１　高梁市防災力向上委員会
　全国的に激甚災害が多発する中、災害に強いまちづくりを進め
るためには、市民、地域、行政がお互いを補完しつつ、連携によ
り地域の支え合いの中、地域防災力の向上を進める必要があり、
このため、高梁市では「自助」、「共助」、「公助」の相互連携によ
る防災体制の強化を図るため、「高梁市地域防災力向上委員会」
を設置している。
　７月31日（金）、備中松山城遠望する高梁市図書館を会場に、第３回高梁市防災力向上委員会が開催
された。第３回となる委員会へは、岡山大学からは、三村聡センター長（委員長）と環境理工学部の氏
原岳人准教授（副委員長）の二名が参加した。
　地域の安全・安心を市民ひとり一人が自分事として守り、それを地域社会や行政が支えるプラン策定
に向けて合意形成が進んだ。

▶３-３-２　地区防災を考える現地調査
　高梁市では、地域単位で防災力を向上させようとする活動が、コロナ禍の影響を受けつつも、西日本
豪雨災害被害対応を踏まえて前向きに進められている。
　９月10日（木）、地区防災計画立案に向けて取り組もうとしている地区３か所を、高梁市の案内により、
三村聡センター長と氏原岳人准教授が視察した。９時40分、高梁市役所出発、まず旧成羽町の羽山地区
避難所「成美コミュニティセンター」を訪問、成美コミュニティ推進協議会役員の方と意見交換、地域
内の危険箇所や特性の説明や地域内の被災箇所（浸水）を視察、被災状況の説明を受けた。また、この
地域の防災拠点となる高台に位置する成羽体育館も見学した。
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の力強いまちづくりを早急に進めていかなければなりません。
　中核市サミット2020 in倉敷では、災害から「生き抜く」ためのまちづくり、そして、コロナに「打
ち勝つ」観光文化のまちづくりについて、中核市の市長が一堂に会して議論を深め、その方策を全国に
発信し、真の地方創生につなげてまいります。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国各地で様々なコンベンションの中止や延期を余
儀なくされるなど、国内外における交流は停滞し、地域経済は大きな打撃を受けています。本サミット
開催においては、コロナ禍を「生き抜き、打ち勝つ」一つのモデルケースとして、「新しい生活様式」
を踏まえた感染拡大防止と交流促進との両立を図る新たなコンベンションの形を示してまいります。」
と今回のサミット開催について紹介している。
　こうして10月29日のサミット当日は、まず『頻発・激甚化する災害から「生き抜く」ために』と題し
て、東京大学大学院情報学環の特任教授で日本災害情報学会会長の片田敏孝先生が、基調講演した。こ
の講演を受けて、『災害から「生き抜く」ためのまちづくり』と題して、片田先生がコメンテーター、
パネリストとして、福島市、いわき市、長野市、呉市、倉敷市の５市長が登壇、パネルディスカッショ
ンを実施、三村聡センター長がコーディネーターを担当した。
　そこでは、近年、全国各地で頻発・激甚化する自然災害により、住民の尊い命や財産を失う等、多く
の中核市においても甚大な被害が生じており、被災地では、現在、一日も早い復旧・復興に向けて邁進
している姿を首長自らがリレーで紹介、また、今後も地球温暖化による気候変動に伴う台風や集中豪雨
の増加、さらには南海トラフ地震や直下型地震などの発生が危惧されているなか、全国各地で、地域の
実情に応じて、将来にわたって活力ある社会を維持していく上での基盤となる防災・減災、国土強靭化
に向けた取組について言及、加えて、新型コロナウイルス感染症の感染防止を踏まえた防災対策など新
たな課題への対応についても議論がなされた。会場からは中核市会会長の豊田市太田稔彦市長から、平
成の合併と広域防災対応の必要性について、持論を披露頂いた。
　こうしてパネルディスカッションでは、各中核市でのこうした取組を紹介するとともに、災害から「生
き抜く」ための方策等について熟議がなされ、復興に向けた各自治体の取組と首長としての覚悟とリー
ダーシップが披露され、広い会場は熱気に包まれた。
　また、第２会場では、『コロナに「打ち勝つ」観光文化のまちづくり』をテーマとして、コーディネー
ターに東洋大学大学院国際観光学部の丁野朗客員教授をお迎えいたし、コメンテーターを公益財団法人
大原美術館の大原あかね理事長がつとめ、パネリストを中核市市長４名が登壇、これまで、全国の各地
域では、地方創生の実現に向けて、郷土への愛着と誇りの醸成につながる町並み保存、文化財の総合的
な活用、地場産品の振興などといった地域資源のブランド化や観光客の拡大につながる様々な取組を進
めるなか、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、国内外における交流は停滞し、地域経済は
大きな打撃を受けており、本パネルディスカッションでは、各中核市での地域の個性と魅力の創出に向
けた取組を紹介するとともに、「新しい生活様式」を踏まえたまちの魅力発信や交流拡大など地域経済
の回復につなげるコロナに「打ち勝つ」ための方策等について議論がなされた。
　この新型コロナ禍が懸念される中での全国規模での催事に、参加された中核市の首長からは、開催ホ
スト役を務めた倉敷市に心からの謝辞が伝えられた。
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▲仁賀コミュニティハウス

▲ワークショップの様子（仁賀） ▲ワークショップの様子（成美）

▲成美地区

　次に、あたご地域自主防災会の自主避難所である成羽福祉センターへ移動、成羽地域局の職員の案内
に従い、あたご地域（成羽町下原）の危険箇所や特性の説明、地域内の被災（浸水）状況の説明を受け
た。
　午後は、山深い集落である仁賀地区の避難所である仁賀コミュニティハウスを訪問した。ここは河川
の氾濫による水害では無く、山崩れ、土石流、土砂による家屋、道路、水道管の崩落・破損といった災
害への備えがテーマとなる。ここでは、仁賀地域自主防災会会長と懇談、意見聴取をさせて頂き、地域
作成の「見守り防災マップ」の確認や地域内の被災箇所（土砂災害）を視察、被災状況の説明を受けた。
　地区災計画策定に向けて、現地での調査やヒアリングを実施した。

▶３-３-３　地区防災組織組成に向けたワークショップ
　12月６日（日）、午前９時に高梁市役所集合、高梁市の防災担当の方々と市のクルマで出発、高梁市
の地区防災モデル地区に選ばれた、仁賀地域防災会（仁賀コミュニティハウス）、成美コミュニティ推
進協議会（伊藤記念ホール）で、地域の防災上の留意点について話し合うワークショップが開催された。
　新型コロナ災禍に気を使いながらも、「自らの地域は自らの手で守る」を合言葉に、寒さを吹き飛ば
す熱い議論がなされた。環境理工学部氏原岳人准教授が進行サポートを担当した。
　今回議論された結果を集約・整理して、次回以降、具体的な地区防災計画の策定に着手することが決
まった。

３－４　マスコミ対応

▶３-４-１　ＮＨＫ
　令和２年７月６日（日）、平成30年７月豪雨災害から２年が経つ心に刻まれる日を迎えた。
　「NHKニュースおはよう日本」では、７月６日、全国放送で激甚災害から２年が経過した倉敷市真備
の様子が伝えられた。そのなかで、三村聡センター長が、真備地区復興計画推進委員長の立場からコメ
ントを担当した。また、西日本豪雨災害から２年間が経つことを契機として、NHKは「西日本豪雨２
年アンケート（被災者3500人の方々を対象）」を、被災した岡山県、広島県、山口県、愛媛県に実施、
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▲NHKニュース

▲岡山放送

▲岡山県知事選挙ポスター

その質問と回答結果を６月29日（月）から７月３日（金）まで毎日日替わりでテーマとして取り上げ、
特集「豪雨あの日から」を放送、三村センター長が、コメンテーターを担当した。
　新型コロナ禍への感染症対策を織り込んだ復興計画の再構築はじめ、新たな防災体制や感染症対策を
考える段階であり、リスクマネジメント対応やそれを支える人材育成は、いよいよこれからが正念場で
あると論評した。

▶３-４-２　岡山放送
　岡山放送では、６月24日（水）、西日本豪雨災害２年特集番組「ぼち
ぼちと　西日本豪雨災害と３世代家族の１年10か月」が放送された。こ
の番組は、西日本豪雨災害から復興を目指す３世代で暮らす一家の姿を
発災した７月６日の夜から長期的に取材を続けた力作であり、苦しくて
も焦らず、一歩、一歩、復興に歩みを進める３世代家族の、リアルな生
活ぶりが伝えられた。
　FNNドキュメンタリー大賞にエントリーされている番組であり、三村聡センター長が番組審査委員
として番組審議を担当した。
　どの審議委員からも高い称賛の評価がなされた（審査委員長は、大原謙一郎大原美術館名誉館長）。

▶３-４-３　読売新聞
　岡山県知事選挙が10月25日（日）実施され、選挙に先立ち読売新聞から取
材を受けた。
　要諦をヘッドラインから紹介する。
　読売新聞「岡山の針路　2020知事選」（10/16読売27地域）
　連載１　西日本豪雨からの復興　取り残しゼロ　道半ば
『県は西日本豪雨を受け、昨年度から県内４か所を「地区防災計画」を制定
するモデル地区に選定した。同計画は災害対策基本法に基づき、地域の実情
に即した避難方法を住民が立案する。県は１年間、計画策定を支援する。だ
が、地域の危険な場所の予測や、避難時に配慮が必要な高齢者らの把握など、
計画づくりは簡単ではない。岡山大地域総合研究センター長の三村聡教授がコメント。』
　「自助、共助、公助」それぞれの役割と連携の重要性についてコメント、同時に、災害復興における、国、
県、基礎自治体の相互連携の重要性について言及した。
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