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《 特別企画 》 災害が多発する国の「平成30年7月豪雨」

広域同時多発豪雨 常態化か
大雨特別警報、3日で11府県に
国土強靭化がうたう“いかなる災害にも”応じる防災とは。地域防災の地力を育む防災士に期待

【 「災害は忘れる間もなく起こる」――問い：直近4年に起こった風水害を答えよ 】
●気象庁、3日間で11府県に「大雨特別警報」を連発
　2018年6月28日以降の台風第7号の接近や梅雨前線の影響による大雨で、7月2日から3日に
かけては北海道日本海側北部・旭川市で石狩川が氾濫して床上浸水などの被害が発生。さらに
西日本を中心に全国的に広い範囲で大雨となり、総降水量が四国地方で1800mm、東海地方で
1200mm、九州北部地方で900mm、近畿地方で600mm、中国地方で500mmを超えるところが
あるなど、7月の月降水量平年値の2～4倍となる大雨となったところがあった。九州北部、四国、
中国、近畿、東海地方の多くで24、48、72時間降水量の値が観測史上第1位となるなど、これま
での観測記録を更新する大雨となり、この間、約10日間にわたって各地で浸水被害、河川決壊、
土砂災害、がけ崩れなどの災害が発生したことから、気象庁は7月9日、この一連の豪雨災害につ
いて、「平成30年7月豪雨」と命名した。
　いっぽう気象庁は、7月6日から矢継ぎ早に11府県に及ぶ「大雨特別警報」を発表。まず6日に
福岡県、長崎県、佐賀県、広島県、岡山県、鳥取県、京都府、兵庫県、7日には岐阜県、8日には高
知県、愛媛県と続いた。福岡県は九州北部豪雨以来1年ぶり、京都府は2013年台風18号以来2
回目、ほかは県初の特別警報だった。
　これにともない、被害は広域に同時多発的に拡大、7月12日14時現在の内閣府（防災担当）
のとりまとめによれば、死者183人・行方不明者38人（注：連絡がとれない者及び広島県で確認
中の情報あり）、住家被害・全壊138棟、半壊122棟、床上浸水8283棟。避難所への避難者数は
7085人（岡山県3600人、広島県2530人ほか）などとなっている。直近の報道によれば死者数は
200人に達した（7月12日警察庁まとめ）。
　河川の氾濫・堤防決壊による浸水被害のほか、土砂災害、がけ崩れも同時多発し、13日にも愛

上図は気象庁資料「72時間降水量の日最大値日」（2018年7月8日）」より。6月28日以降、九州北部、四国、中国、近畿、
東海地方の多くで24、48、72時間降水量の値が観測史上第1位となるなど、これまでの観測記録を更新する大雨とな
り、この間、各地で浸水被害、河川決壊、土砂災害、がけ崩れなどの災害が同時多発的に発生したことから、気象庁は7月
9日、この一連の豪雨災害について、「平成30年7月豪雨」と命名した（画像クリックで拡大表示）

http://www016.upp.so-net.ne.jp/bosai-plus/bosai_calendar.html
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https://1drv.ms/f/s!AvlLE07uJNG-lxFdjBHjsOU5IPv9
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〈P.3へ続く〉

国土地理院資料より、被災した岡山県倉敷市
真備町付近の空中写真（上・左、7月9日撮影）
と被災前（上・右、2007年10月撮影）の比較。
決壊・氾濫した小田川が下部を左右・半円状
に流れる

（画像クリックで拡大表示）

ウェザーニューズは7月7日18時から現地の
ウェザーリポーターに緊急アンケート調査を
実施してその結果を上図のようにまとめた。
上図：「浸水被害状況（9日時点）」、中：「土砂
崩れの状況（9日時点）」、下：「災害要因別の
人的被害数（10日2時時点）」。

（画像クリックで同ウェザーニューズ・情報源
記事へリンク）

媛県で新たな避難指示が出るなど、国・自治体は対応に追われることになった。

●「平成30年7月豪雨」、または「西日本豪雨」、そして「広域同時多発豪雨災害」
　気象庁命名の「平成30年7月豪雨」は、被災地域が北海道から鹿児島県も含む広域にわたるこ
とから、あえて具体的な地名・地域名を入れなかったようだ。しかし報道メディアはこの災害名で
は“インパクトに欠ける”わけで、とくに人的被害や浸水・土砂災害の事例が多かった「西日本」に
焦点を当てて「西日本豪雨」を通称としている（一部メディアに「列島縦断豪雨災害」の表現も見
られた）。
　災害の命名は後世代への教訓伝承という意義から言えば「西日本豪雨」とすべきと思われる
が、小紙はあえて今回の豪雨災害にもうひとつの特徴づけを行いたい。それは「広域同時多発豪
雨災害」である。「広域同時多発」が含む意味合いは、南海トラフ巨大地震や首都直下地震への
“連想、警鐘”であり、応急対応・復旧・復興対策の“拡散”であり、さらには今後の防災対策の抜本
的な見直しを迫る本質的な課題をも示唆することになる。
　「西日本豪雨」被害の全容はまだ不明だが、時間の経過とともに被害が明らかになるにつれ、

「平成最悪の水害」とされている。ちなみに近年では、水害で死者が100人以上となった災害
は、36年前の1982年7月10日から20日までの長雨と記録的な短時間強雨によって河川の氾濫
や山崩れ、がけ崩れなどが発生して死者・行方不明者299人を出した「1982年（昭和57年）長崎
大水害」と、1983年7月20日から21日にかけての梅雨前線に伴う大雨で島根県西部の浜田で発
生した土砂崩れや洪水で112名が亡くなった「1983年（昭和58年）7月豪雨」がある。いずれもわ
が国の現代水害史に銘記される大水害だ。
　“現代水害史”と表したが、もちろん、死者数の多寡のみが重要なわけではない。直近数年だけ
を見ても、4年前に「2014年8月豪雨」（広島土砂災害）があり、3年前に「2015年9月関東・東北豪
雨」（鬼怒川水害）、2年前の2016年台風第7号・第11号・第9号・第10号の連続来襲も記憶に新
しい。とくに第10号は観測史上初めて東北太平洋側（岩手県）に直接し、岩手県岩泉町で小本川
が氾濫してグループホームに水が流れ込むなど、東北・北海道の各地で死者・行方不明者27人
を出した。そして昨年の「2017年九州北部豪雨」からちょうど1年――まさに記憶に銘記されるべ
き大水害が毎年起こっているという“リアリティ”を、私たちはどう受け止めればいいのだろうか。

●「大阪府北部の地震」と「西日本豪雨」の連続痛打の衝撃――政治家の腰を浮かす？
　本紙は前前号で国の「国土強靭化アクションプラン2018」を、前号で「大阪府北部の地震」を
取り上げた。「国土強靭化アクションプラン」のおさらいをしておくと、「国土強靱化」とは、現政権

（安倍晋三首相）が第2次安倍内閣（2012年12月～14年9月）で“アベノミクス3本の矢”を掲げ
た際に、「機動的な財政政策」の目玉的な公共事業投資の位置づけで打ち出したもので、その基
本目標は、“いかなる災害等が発生しようとも”――①人命の保護が最大限図られる、②国家及び
社会の重要な機能を致命的な障害を受けず維持、③国民の財産及び公共施設の被害最小化、
④迅速な復旧・復興――である。
　これに基づいて2013年12月に国土強靱化基本法ができ、「国土強靱化基本計画」を策定（概
ね5年ごとに見直し・変更を行う。2018年内見直しの目標）、「アクションプラン」を各年ごとに決
定してきた。また自治体においてもほぼすべての都道府県で同プラン「地域計画」が策定され、国
土強靱化の取組みは本格的な実行段階に入っている。
　そこで――ここ数年毎年続く甚大な被害をもたらす自然災害を目の前に、「国土強靱化」は災
害対策として果たして有効性・実効性をともなっているのかが改めて問われる。直近の報道（下
記にリンク）によれば、こうした自然災害の頻発を受けて、与党・自民党内で改めて「国土強靱化」
が政府の予算編成の焦点に浮上してきたという。
>>日本経済新聞（7月11日付け）：国土強靱化、予算の焦点に　老朽インフラ更新急務 
　本紙前前号はまた、土木学会の南海トラフ巨大地震による「最貧国化の可能性～20年間の経
済被害推計は、最大1410兆円」を取り上げ、この推計への為政者、財界の反応やいかにと問い
かけたが、まさに大阪府北部の地震と西日本豪雨災害の連続痛打を受けて、政治家の抜本的な
災害対策への重い腰がやっと浮くかと思わせる動きではある。

●「避難は、背を押されないとむずかしい」　お隣の防災士に期待
　豪雨災害の被害拡大の現実を目の前にして、前段の政治家へのやや毒のある表現は不謹慎
かもしれない。ただ、毎年起こる災害の状況を見るにつけ、果たしてわが国の災害対策は本当に
進んでいるのだろうかという疑問は残る。
　かの寺田寅彦は「文明が進めば進むほど災害はその劇烈の度を増す」としたが、世界でまれ
に見る災害多発国（同時に経済大国）で、かつ「国土強靭化」で“いかなる災害等が発生しようと

https://1drv.ms/f/s!AvlLE07uJNG-lxFdjBHjsOU5IPv9
https://jp.weathernews.com/news/23885/?preview=true
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32822470Q8A710C1PP8000/
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ウェザーニューズ資料より「7月3日0時から8
日0時の積算雨量（単位mm、ウェザーニュー
ズ解析雨量）」

（画像クリックで同情報源記事へリンク）

も”人命の保護を最大限図ると華々しくうたいながらも、災害（被害）はあいも変わらず繰り返され
る。対策は災害が起こってからの後追い、“成長戦略下の公共事業”に矮小化されてはいないか。
　寺田寅彦はまた、「防災は国防に匹敵する」との箴言も残した。まさに巨大災害で「最貧国化」
の懸念が示されたいま、“成長戦略”とは位相を変えて、国民の命・財産・生活を守るという防災・
減災の理念・原則を改めて見つめ直し、災害対策の根本的・本質的な変革を断行すべき“時”のよ
うに思える。
　本紙はかねてより「防災省（庁）」の創設を訴えているが、当面、政治的・財政構造的にその動き
がむずかしいのであれば、地域の防災力（防災ソフト力）を向上させるほか、頻発する災害への
対抗手段はなさそうだ。
　今回の豪雨災害で、浸水ハザードマップの予測図が整備されていた地域でも人的被害が大き
かったこと、そして再び、高齢者など災害時要援護者の被災も衝撃的な課題としてあげられてい
る。地域防災にかかわる私たちの力の足らざるを反省しなければならない。
　いっぽうテレビ報道で、避難して助かった人たちの話として、「近所の人が避難しようと言って
くれたから避難ができた」という声をいくつか聞いた。リスクコミュニケーションの本質を突いた
声のように聞こえる。自ら避難することは実はむずかしい、さらに言えば、自らは避難できないの
が人の性（さが）であり、「背を押してくれる人」がいることが重要なのだ。
　それは文字通りの「共助」となる。そしてその人とは「お隣の防災士」であってほしいというのが
本紙の願いである。防災士の防災士たるソフト力とは、災害リスクへの嗅覚を研ぎ澄まして、地域
に、学校に、職場に、そして家庭に控えているという底力だ。「お隣の防災士」こそ、地域防災の地
力になってほしい。

●「平成30年7月豪雨」被災地・被災者支援情報（速報）
　ボランティア活動、義援金・支援金 受付など
●災害ボランティア活動についての情報
☆全国社会福祉協議会：災害ボランティア活動を希望されるみなさんへ
　全国社会福祉協議会のボランティア活動まとめサイト。「ボランティア活動保険」への加入、
自己完結のボランティア活動の要請、服装や準備、熱中症予防対策などのアドバイスが満載。
被災地の災害ボランティアセンター等の最新状況の情報提供も
☆TEAM防災ジャパン：被災地でのボランティア活動を希望されている方々へ
　内閣府、災害ボランティア活動支援プロジェクト会議、NPO法人全国災害ボランティア支援
団体ネットワークが提携した支援のためのマニュアルなど
☆日本防災士会：2018年西日本豪雨災害　第4報
　各地の動き（防災士会関係で情報の入っているもの）などの情報提供

●被災地・被災者支援、支援活動支援のための主な募金窓口
☆社会福祉法人中央共同募金会（赤い羽根共同募金）
　「義援金」（被災者を支援）、「支援金」（被災地で活動するボランティア・NPO団体の活動資
金の支援）など。いずれも受付期間：2018年7月10日～9月28日
☆日本赤十字社：平成30年7月豪雨災害義援金
　受付期間：2018年7月10日～12月31日
☆ふるさとチョイス災害支援
　ふるさと納税サイトを運営する株式会社トラストバンクの緊急寄附サイト
☆さとふる
　ふるさと納税を活用した支援。ソフトバンクグループの株式会社さとふるが運営
☆Yahoo!基金
　被災都道府県、被災市町村、被災者の生活再建支援活動への義援金など
☆楽天クラッチ募金
　日本赤十字社を通じて被災自治体への義援金として寄付
☆LINE
　LINE PayとLINEポイントを通じて寄付（期間限定：2018年7月7日～7月31日）
☆Makuake
　クラウドファンディングの寄付プロジェクト。自治体などを通じて被災地に寄附
☆CAMPFIRE
　クラウドファンディングの寄付プロジェクト。自治体義援金や支援団体支援金を扱う

Bosai+
Topics

「ふるさとチョイス災害支援」のホームペー
ジより
（画像クリックで全体拡大表示）

https://jp.weathernews.com/news/23885/?preview=true
https://1drv.ms/f/s!AvlLE07uJNG-lxFdjBHjsOU5IPv9
https://www.saigaivc.com/
https://bosaijapan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/07/e26cf72c632c9968e92bb7d822acbe65.pdf
http://hqnews.blog.fc2.com/blog-entry-242.html
https://www.akaihane.or.jp/saigai/2018_july_gouu/
http://www.jrc.or.jp/contribution/180710_005337.html
https://www.furusato-tax.jp/saigai/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=H01-saigaishien&ipao9700=YSS&ipao9702=%2B%E8%B1%AA%E9%9B%A8%20%2B%E5%8B%9F%E9%87%91
https://www.satofull.jp/static/oenkifu/oenkifu_201807.php
https://donation.yahoo.co.jp/detail/1630036/
https://corp.rakuten.co.jp/donation/nishinihon201807_ja/nishinihon201807_ja.html
http://official-blog.line.me/ja/archives/76266400.html
https://www.makuake.com/project/donation-west-flood/
https://camp-fire.jp/projects/view/86991#return__section
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●話題を追って[1]：ケーススタディ～片倉台自治会の防災アンケート

各地で起こる災害を“わがこと”として意識するには
毎年自動で一般住民を選任する八王子市片倉台自治会「防災隊」――新任隊員の意識調査を実施してみた

《Bosai Plus》 特約リポーター・関町佳寛/防災士

　東京都八王子市は、東京都心から西へ約40km、新宿から電車で約40分の距離に位置し、地
形はおおむね丘陵地帯に囲まれた盆地状となっている。豊かな自然と歴史・伝統に育まれたま
ちで、市内には21の大学等が立地する全国有数の学園都市でもある。2015年4月に東京都初の
中核市となり、17年には市制施行から100年を迎えるなど、人口56万人の多摩地区の主要都市
として発展を続けている。
　同市の片倉台自治会は市の東南部・由井地区に位置し、1970年代に開発が始まった戸建住
宅団地で構成され、1600世帯4500人を擁する自治会である。本紙ではこれまで幾度か、地域防
災の『ケーススタディ』として同自治会の自主防災活動を取り上げて、その活動や課題を定点的
に“観測”してきた。片倉台自治会は「自主防災隊」を組織していて、毎年住民から交代で自主防災
隊員が選任され、自動的に防災隊員経験者が増える仕組みをとるなど、防災意識啓発に積極的
で、防災訓練への参加者も年々増えているという。
　参考として、本紙が直近で取り上げた片倉台自治会「自主防災隊」活動リポート例を下記（リン
ク）にあげておく。
>>《Bosai Plus》2016年11月15日号（No. 150）：片倉台の防災まち歩き
　片倉台自治会自主防災隊は1999年に組織され、来年は結成20年を迎える。地域内に9カ所
の活動拠点を設定し、拠点の責任者が住民の安否を確認して本部へ情報を集約する仕組みを
構築、また学校・消防・警察・赤十字奉仕団など、多様な団体と連携した防災訓練を毎年実施して
留学生も訓練に参加、手上げ方式で要支援者・要配慮者の情報を収集、名簿を作成しているほ
か、安否確認用のカードを作成して配付するなど、継続的で積極的な活動を行ってきた。
　ちなみに同自主防災隊は、東京都防災隣組（地域で意欲的な防災活動を行う団体・活動を広
く紹介する都の取組み）のモデル団体・活動に認定されている。
>>東京都：東京防災隣組第四回認定団体「片倉台自治会自主防災隊（八王子市）」
　八王子市の過去（直近のおよそ50年間）での主な災害は、台風、大雨・集中豪雨、大雪などで、
近年、これまで大きな人的被害を出した災害はない。片倉台はその名が示すように丘陵地で地
盤が比較的固く、東京都の「地震に関する地域危険度測定調査」での危険度ランクはすべて低く

「1」である。それでも片倉台は東日本大震災で震度5弱の揺れを経験、数軒で瓦の落下が見ら
れ、小学校の体育館の基礎コンクリートにヒビが入る被害があった。その後、フィリピン海プレー
トの上面深度が従来より10km程度浅いという知見により、東京都防災会議の首都直下地震被
害想定（2014年4月発表）は、多摩直下地震（プレート境界多摩地震M7.3）の震度は最悪7（市
の一部）、市の広範囲が6弱～6強となった。
　八王子市では多摩直下地震M7.3を市の想定地震としている。その想定では片倉台地域でも
震度6弱、また隣地区の立川断層帯地震や首都圏地震では震度5強～6弱が想定されている。
　こうした片倉台の災害環境を背景として、同「自主防災隊」班長（自治会班長約90名を毎年自
動的に選任）を対象に実施した「片倉台自治会の防災アンケート」の結果を紹介する。

【 “まさか”の災害を、次に起こる“わがこと”としてとらえるには 】
　政府の地震調査委員会が去る6月26日、今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確
率を示した「全国地震動予測図2018年版」を公表した。その直前の6月18日、大阪府北部地震

（M6.1）が起こっている。その最大震度6弱は「予測図」の想定内であったのか――
　この地震では4人の命が失われ（以下、人的・物的被害の状況は消防庁情報：7月5日18:00 現
在。*死者数は同時点で地震によるものか確認中）、重軽傷419人、住家の被害は全半壊96棟、一
部損壊2万7096棟となっている。
　大阪市（北区）・高槻市・枚方市・茨木市・箕面市の6弱の揺れは気象庁観測以来初めて、95年
ぶりの地震とのことだから、この地域の住民にとっては自分の“経験したことのある、知っている範
囲”を超えた「まさか」の地震だっただろう。
　しかし、23年前に近隣で起こった1995年兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）の経験・教訓を
知る住民も少なくないはずだ。そしてそのわずか16年後、7年前の2011年に東日本大震災が起
こっている。いつでもどこでも起こるとされる地震防災への備えはどの程度活かされたのか。

上から、質問1：身近に災害の危険を感じた事
がありますか？、質問3：現住居は昭和56年以
前の建築ですか？、質問6：自分と家族の命を
守りケガをしないためになにかしています
か？

（画像クリックで拡大表示）

上：質問11：家族と安否確認方法を決めてい
ますか？、下：質問19：地震や風水害時の行動
について家族と話したことがありますか？

（画像クリックで拡大表示）

https://1drv.ms/f/s!AvlLE07uJNG-lxFdjBHjsOU5IPv9
https://1drv.ms/f/s!AvlLE07uJNG-lxFdjBHjsOU5IPv9
https://1drv.ms/b/s!AvlLE07uJNG-lxBcHsdlDbjfK5hR
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/257/12.pdf


P.52018. 7. 15. issue

岩手県資料より「水害時の衛生対策と消毒
方法」（2016年10月1日公開当時の情報）

（画像クリックで拡大表示）

ボランティア団体のネットワーク組織「震災
がつなぐ全国ネットワーク」が制作した水害
にあった際にすることの一般的な手順をまと
めたチラシ「水害にあったときに」より

（画像クリックで拡大表示）

　本項では「平成30年7月豪雨」災害を受けて、“長引く水害”――「水が引いても災害は続く」と
いう水害の特性＝復旧・復興のもうひとつの大きな課題を［再掲］する。この課題を本紙は2016
年10月1日号（No. 147）で、同年夏に連続して日本に接近・上陸した台風と秋雨前線による大雨
“通常災害”に際して提起した。「水は引いても被害は続く」――その課題はいまも変わらないこと
から、再発掘（一部引用・再編集）しておく。
>>《Bosai Plus》 2016年10月1日号： 水害　もうひとつの後片づけ、家のメインテナンス
　これまで意外に見逃されてきた水害後（床上・床下浸水）の「後片づけ」――マスメディアの報
道では被災直後の災害ボランティアの活動・動向を取り上げて一件落着となりがちだが、実は、
被災者レベルでは「水が引いても、災害は続く」状況が厳然としてある……

●外からでは分からない水害の“余波”
　「水が引いても災害は続く。外からでは分からない水害の“余波”」という問題提起が長岡技術
科学大学大学院・木村悟隆准教授によって2016年初頭（2015年9月関東・東北豪雨災害を受け
て）、危機管理専門誌・リスク対策.com誌上（2016年1月23日付け）でなされた。
>>リスク対策.com： 特別寄稿 木村悟隆「水害の見えない被害　消毒したはずなのに…」
　以下、カギカッコ内は同寄稿からの一部引用である。
　「水が引いた直後は臭いや砂ボコリがあったものの、今、（茨城県）常総市を訪れても一見正常
にみえる。地震と違い、傾いた家も見当たらない。破堤や越流の直撃を受けた極狭いエリアを除
けば、新築間も無いハウスメーカーの家は何も無かったかのようにたたずんでいる。しかしまだ、
災害は続いている……」
　その災害とは――被災した家の掃除・消毒だ。水に浸った畳や家財を捨てて室内の泥を除け
ばそのまま住み続けられるというわけではない。常総市は、被災後10日ほどして流れ込んだ汚
泥による大腸菌やサルモネア菌などの感染症防止のための消毒液（逆性石鹸）を配布、さらに被
災2カ月後の11月にカビ・悪臭発生防止を兼ねた消毒液を追加配布した。
　「しかし、」と木村氏は言う。「消毒の対象が、細菌なのかウイルスなのか、カビかも分かりにくい
……消毒用マニュアルは一見完備されているように見えて、いざ現場で消毒しようとすると『何の
ため』『どのタイプの基礎には何が適しているか？』が欠落していて困る。また、『なぜ効くのか？』
の記載はない」としている。行政からは浸水した家のメンテナンスの手順・マニュアル、そのワー
クフロー（手順）が、被災者にほとんど示されていないのが現実だという（木村氏の同特別寄稿
は2016年1月時点のものであることに留意）。
　さらに詳細は上記リンクから本紙記事を参照していただきたい。ここでは参考までに2016年
時点での水害当事者・自治体の“後片づけ”対策を紹介しておく。
>>茨城県常総市：消毒薬の配布について（2015年11月11日午前9時更新）
>>岩手県：水害時の衛生対策と消毒方法について（本紙掲載時点からURLが変更）
　本紙記事では、木村氏が参考事例として紹介した米国環境保護庁（U.S. Environmental 
Protection Agency：U.S.EPA）の水害後片づけの絵本型マニュアル「Flood Cleanup and the Air 
in Your Home」も紹介した。
　なお、ボランティア団体のネットワーク「震災がつなぐ全国ネットワーク」（略称：「震つな」）が
水害被災後にしておくことの一般的な手順をまとめたチラシを作成している。
>>震つな：水害にあったときに ～浸水被害からの生活再建の手引き～
　本紙も、「平成30年7月豪雨」被災自治体の「後片づけ」対策にも注目していきたい。

　国や自治体は災害が起こるたびに住民に備えの重要性を訴えるが、それはどの程度国民・住
民に浸透しているのか。片倉台自治会では大阪府北部の地震のほぼひと月前に、一般住民（持
ち回りの自治会防災隊新任班長約90人）に防災意識調査「防災アンケート」を行っている。“まさ
か”の災害を、次に起こる“わがこと”としてとらえるために、その結果から見えてくるものはなにか
を汲み取り、今後の活動の基礎情報としたい。
　「防災アンケート」は19の質問項目で行われ、それぞれの回答内容と数値グラフ、評価・講評を
とりまとめた。その詳細は同自治会ホームページで閲覧できるので（下記リンク参照）、各地の自
主防災、自治会防災活動の参考に供したい。
>>東京都八王子市 片倉台自治会：防災アンケート結果

●話題を追って［2］：「平成30年7月豪雨」の“後片づけ”という課題

「水が引いても被害は続く」――水害後の家のメンテナンスも難題
被災直後の後片づけボランティアはありがたい……でも、被災家屋のメンテナンスも支援が必要な難題だ

https://1drv.ms/f/s!AvlLE07uJNG-lxFdjBHjsOU5IPv9
https://1drv.ms/f/s!AvlLE07uJNG-lxFdjBHjsOU5IPv9
http://www.katakuradai.jp/jitikai/jishubousai/images13event/images%20ketudanshiki/saigaiishikichousakekka30521.pdf
https://1drv.ms/b/s!AvlLE07uJNG-jh8Zw46HaYVSXsJU
http://www.risktaisaku.com/articles/-/1116
http://www.city.joso.lg.jp/jumin/anzen/kinkyuusaigaijouhou/minasamahe/1454387741828.html
http://www.pref.iwate.jp/chiiki/62895/048398.html
http://blog.canpan.info/shintsuna/img/E6B0B4E5AEB3E381ABE38182E381A3E3819FE381A8E3818DE381AB_E38381E383A9E382B7E78988.pdf
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《Bosai Plus》 特約リポーター・髙橋英彦/防災士

　近年記録的な大雨による河川の増水や決壊、土砂災害等の気象災害が全国的に頻発してい
る。2015年9月関東・東北豪雨や2016年8月台風10号による岩手県岩泉町土砂災害、2017年7
月九州北部豪雨等の気象災害が発生したことは記憶に新しい。
　西日本を中心に7月6日から8日にかけて降り続いた記録的な豪雨で各地で被害が拡大し、広
島県や岡山県、愛媛県など6府県で死者197人、行方不明49人（総務省消防庁災害対策本部 7
月14日6時45分発表）となっている。被災地では暑さの中、救助や捜索が続いているほか、12府
県で一時1万人余が自治体の指定避難所に避難した。気象庁は9日、今回の大雨を「平成30年7
月豪雨」と決め発表した。

　こうした豪雨被害の拡大を受け、各地から支援物資や人員派遣等の被災地支援が行われてい
る。東日本大震災の被災経験を持つ宮城県や仙台市では、被災自治体に職員を派遣、飲料水等
の支援物資を提供した。
　仙台市では、連携協定を結ぶ岡山県総社市、愛媛県宇和島市へ支援物資を提供したほか、市
職員を派遣した。地元紙によれば、仙台市の郡 和子市長は「東日本大震災で多くの都市から支
援をいただいた。知見を生かして支援したい」述べ応援本部を設置した。
　宮城県は岡山県に職員を派遣、被災状況の調査等にあたり、今後の支援体制の参考とするこ
とにしているほか、厚生労働省から被災地の保健所や避難所等で支援を行う保健師等の派遣
要請があったことから、公衆衛生活動・保健活動等を行う保健師2人、事務担当職員1人による公
衆衛生活動チームを編成し、広島県が指定する保健所や避難所等へ派遣した。これは東日本大
震災及び2016年熊本地震における経験を踏まえ、被災地における公衆衛生活動や保健活動等
の体制整備、避難所における健康支援等を行うことで被災者の健康の維持や避難所の衛生環
境の保持等を図ることを目的としている。県では「7月豪雨」被災者支援のため7月11日から9月
28日まで、募金箱を県庁本庁舎ほか大崎市、登米市、石巻市、宮城県美術館など5箇所に設置し
義援金を募集している。

　岩手県では、「7月豪雨」により甚大な被害を受けた被災道府県を支援するため、7月10日午前
「平成30年7月豪雨に係る岩手県応援本部」を設置し情報収集等を行っている。同本部による
と、厚生労働省から県に対しDMAT（災害派遣医療チーム）の派遣要請があり、岩手医大に対し1
隊を派遣要請し岡山県に派遣した。また、岡山県社会福祉協議会から岩手県社会福祉協議会に
対し、「岡山県災害派遣福祉チーム」の活動を支援するため職員派遣調整の要請があり、岡山県
社会福祉協議会に対し職員2名を派遣するなどの対応をとっている。

　福島県の内堀雅雄知事は、9日の定例記者会見で豪雨災害について「記録的な大雨によって、
西日本を中心に大きな被害が発生している。福島県は2011年の東日本大震災以降、全国の皆
さんからたくさんのご支援をいただいた。このため、今回の災害に関わる職員派遣や物資支援に
ついては、全国知事会の広域応援スキームに則って、しっかりと対応したい。また、消防庁からの
緊急消防援助隊の出動要請があった場合には、福島県消防防災ヘリや県内各消防本部の派遣
について速やかに対応したい」と述べている。　
　なお、福島県南相馬市では、岡山県倉敷市や総社市に毛布やブルーシート、飲料水などの支
援物資を提供した。
　このように東日本大震災で被災した東北各県では、「7月豪雨」被災地の1日も早い復旧、被災
者生活再建を願っての支援の動きが急だ。

>>宮城県　　>>仙台市　　>>岩手県　　>>福島県

●仙台支局発： 各地から西日本豪雨被災地支援の動き ～平成30年7月豪雨

東日本大震災 被災自治体から豪雨被災地へ　支援の動き、急
支援物資や応援職員派遣、DMAT、公衆衛生活動チーム、福祉チームなど多彩に展開

宮城県庁本庁舎
Photos by H. Takahashi

（画像クリックで拡大表示）

仙台市役所本庁舎
（画像クリックで拡大表示）

わが国最大級の
防災イベントと
災害史カレンダー

>>随時更新……ここをクリック！

Bosai Plus 防災カレンダー

http://www016.upp.so-net.ne.jp/bosai-plus/bosai_calendar.html
https://1drv.ms/f/s!AvlLE07uJNG-lxFdjBHjsOU5IPv9
https://1drv.ms/f/s!AvlLE07uJNG-lxFdjBHjsOU5IPv9
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kikitaisaku/h3007heavyrain.html
https://www.city.sendai.jp/
http://www.pref.iwate.jp/
http://www.pref.fukushima.lg.jp/
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《新着情報》

【官庁情報】

▼首相官邸：西日本豪雨、激甚災害指定へ…生活支援チームも
（読売新聞：2018.07.09.）
　政府は、西日本を中心とした記録的な豪雨による災害を激甚災害に指定
する方針を固めた。安倍首相は9日午前、首相官邸で開かれた政府の非常
災害対策本部会議で、「自治体が財政上安心し、全力で応急対応や復旧に
当たれるように……

▼内閣府（防災担当）：2018年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害
にかかる災害救助法の適用について【第9報】

（2018.07.09.）
　2018年台風第7 号及び前線等に伴う大雨による災害により、多数の者が
生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じていること、及び
住家に多数の被害が生じたこと から、全国で8府県58市36町4村に災害救
助法の適用を決定……

▼国土交通省：広島市周辺「通れるマップ」作成　救助救援活動に役立て
て

（共同通信：2018.07.10.）
　国土交通省は10日、西日本豪雨の被災地への救助救援活動に役立てて
もらおうと、被害が大きかった広島市周辺などの通行可能な道路を示した

「通れるマップ」を作成し、ホームページで公開……（国土交通省：平成30
年7月豪雨について）

▼気象庁：「平成30年7月豪雨」の大雨の特徴とその要因について（速報）
（2018.07.13.）
　「平成30年7月豪雨」は、西日本から東海地方を中心に広範囲の多くの観
測点で観測史上1位の雨量の記録を更新し、またこの期間（7月上旬）の降
水量は過去の豪雨災害と比べて、極めて大きなものであった。その要因は
……

▼気象庁：今般の豪雨の名称を「平成30年7月豪雨」に定めた
（2018.07.09.）
　2018年6月28日以降の台風第7号や梅雨前線の影響によって、西日本を
中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨となり、全国各地で甚大な被害が
発生したことを踏まえ、気象庁は今般の豪雨について、その名称を「平成30
年7月豪雨」と定めた……

▼気象庁：高知県と愛媛県に特別警報発表
（2018.07.08. 06:50）
・岐阜県に加えて、高知県と愛媛県に大雨特別警報を発表

▼気象庁：岐阜県に特別警報発表
（2018.07.07. 13:50）
　中国地方、近畿地方に加えて、岐阜県に大雨特別警報を発表……

▼気象庁：2018年7月7日20時23分頃の千葉県東方沖の地震について
（2018.07.07.）
　地震の概要：発生日時：7月7日20時23分、マグニチュード6.0（暫定値）、
場所および深さ：千葉県東方沖、深さ66km（暫定値）、震度：【最大震度5弱】
千葉県長南町（ちょうなんまち）……

▼気象庁：京都府、兵庫県に特別警報発表
（2018.07.06. 23:50）
　九州北部地方、中国地方に加えて、京都府、兵庫県に大雨特別警報を発
表……

▼気象庁：広島県、岡山県、鳥取県に特別警報発表
（2018.07.06. 20:40）

　九州北部地方に加えて、広島県、岡山県、鳥取県に大雨特別警報を発表
……

▼気象庁：福岡県と佐賀県、長崎県に特別警報発表
（2018.07.06. 18:10）
　福岡県と佐賀県、長崎県に大雨特別警報を発表……

▼気象庁：草津白根山（本白根山）の噴火を踏まえた今後の調査研究及び
監視のあり方について ～火山噴火予知連絡会　火山活動評価検討会報告
～

（2018.07.03.）
　草津白根山（本白根山）の噴火を踏まえ、火山噴火予知連絡会　火山活
動評価検討会において、長期間噴火活動を休止している火口／山体におけ
る今後の調査研究及び監視のあり方についての検討を行い、検討結果を取
りまとめ……

▼気象庁：新たに「人的被害」追加　災害名称基準を設定へ
（毎日新聞：2018.07.02.）
　大規模な自然災害について、気象庁は新たに人的被害を基準に加えて名
称を定める方針を決め、2日開催の交通政策審議会気象分科会に報告……
　
【自治体情報】

▼宮城県多賀城市：＜防災マップ＞1000年に一度の降雨も想定　多賀城
市が刷新

（河北新報：2018.06.29.）
　宮城県多賀城市は豪雨などによる浸水想定区域や避難場所といった防
災情報をまとめた防災マップを4年ぶりに更新した。折り畳み式から冊子型
に変え、イラストを多用するなど見やすく工夫……（宮城県多賀城市：多賀
城市防災マップ）

▼新潟県燕市：燕市で全国初の総力型サイバーフィジカル防災訓練や聴覚
障害者訓練
(ケンオー・ドットコム：2018.07.05.)
　燕市で1日、全国初の研究機関との協働による総力型サイバーフィジカル
防災訓練や新たに聴覚障害者訓練も盛り込んだ全市一斉の総合防災訓練
が行われた……

▼愛媛県：＜福祉避難所支援＞介助経験者　紹介制導入
（読売新聞：2018.07.05.）
　愛媛県は、災害時に高齢者や障害者らが避難する「福祉避難所」で支援
に携わる介助職の経験者を登録し、各市町に紹介する制度を始めた。専門
的な知識を持つ人材が不足すると懸念されており、事前に協力者を募る
……

▼宮崎県：災害対応強化へICT活用　防災科学技術研究所と県協定
（読売新聞：2018.07.04.）
　情報通信技術（ICT）を活用して災害対応業務の質を高めようと、県は2
日、国立研究開発法人「防災科学技術研究所」（茨城県つくば市）と連携協
力協定を締結した。防災科研との協定締結は九州7県で初めて……

【報道クリップ】

▼朝日新聞：家屋被害、3万棟超す　西日本豪雨1週間、死者203人
（2018.07.14.）
　西日本を中心とする豪雨災害で13日、総務省消防庁は家屋被害が2万6
千棟を超えたことを明らかにした。大規模に浸水した岡山県倉敷市では別
に4千棟余りが被災したとみられ、少なくとも3万棟を超える見通し……

▼朝日新聞：犠牲者7割が60代以上　西日本豪雨、死者200人に　きょう1
週間

（2018.07.13.）
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　西日本を中心とする豪雨災害で、警察庁は12日、死者が全国14府県で
200人に上っていると発表した。大雨特別警報が最初に出された6日から13
日で1週間を迎えるが、被災地ではなお7千人が避難生活を強いられ、行方
不明者の捜索が……

▼毎日新聞：避難指示　基準見直しへ　年内に新指針「災害発生前に」
（2018.07.12.）
　政府は、西日本豪雨で河川の氾濫後に避難指示が発令されたり、発令後
も住民が逃げ遅れて被害が拡大したりしたことを踏まえ、避難指示や避難
勧告に関するガイドラインを見直す方針を固めた……

▼読売新聞：西日本豪雨、「百年に1度の災害規模」…愛媛大
（2018.07.12.）
　愛媛大（松山市）は西日本豪雨の災害調査団を設置し、11日、先遣隊によ
る速報会を学内で開いた。愛媛県宇和島市吉田町などを訪れた森伸一郎
准教授（災害学）は「100年に1回の確率で起きる大規模災害……

▼山陽新聞：夜間の浸水で「垂直避難」困難　倉敷・真備の犠牲者9割が高
齢者

（2018.07.11.）
　西日本豪雨による甚大な浸水被害が出た倉敷市真備町地区で見つかっ
た遺体のうち、身元の一部が確認できたとして岡山県が公表した年齢による
と、9割が65歳以上の高齢者だった……

▼朝日新聞：山崩れ、広島また悲劇　造成地、4年前も犠牲多数　西日本豪
雨

（2018.07.10.）
　西日本を襲った豪雨は、大切な人たちの命を次々と奪った。4年前の夏に
77人が土砂災害の犠牲になった広島県内では、今回も土砂崩れが多発。9
日までに12市町で46人が亡くなり、53人が行方不明……

▼朝日新聞：ハザードマップと重なった浸水域、それでも犠牲者防げず
（2018.07.10.）
　住宅地が大規模に冠水した岡山県倉敷市真備（まび）町は、過去にも同じ
河川が繰り返し氾濫していた。危険を知らせる洪水ハザードマップは、今回
とほぼ同じ浸水域を想定しており、河川改修も計画……

▼毎日新聞：西日本豪雨　「バックビルディング現象」積乱雲次々　同じ場
所で長時間の雨　防災科研

（2018.07.10.）
　西日本を中心に甚大な被害が出ている豪雨で、防災科学技術研究所（茨
城県つくば市）は、6～7日にかけて中国・四国地方周辺に大雨をもたらした
雨雲を解析した三次元動画を公表……

▼読売新聞：指定避難所4割が「危険な区域」…105自治体
（2018.07.04.）
　災害で住民が身を寄せる「指定避難所」について、読売新聞が東京23区
と道府県庁所在市、政令市と中核市の全国105自治体にアンケート調査し
たところ、約4割の施設が、「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」などに立
地……

▼朝日新聞：水害死・不明7割、浸水想定域の外　静岡大、116人分析
（2018.07.02.）
　昨年の九州北部豪雨など、この14年間の水害による死者・行方不明者の
約7割が、自治体のハザードマップなどで示す「洪水浸水想定区域」の外で
被災していたことが静岡大学の分析で……

▼産経新聞：【大阪北部地震】地震後6割が職場へ　無理な出勤が「混乱招
く」　関大教授調査

（2018.07.02.）
　大阪北部地震の発生時、電車で通勤中だった人の約6割が自宅へ戻らず
勤務先に向かっていたことが2日、関西大社会安全学部の元吉忠寛教授（災
害心理学）による調査で分かった……

▼京都新聞：指定避難所で天井被害相次ぐ　大阪北部地震で京都・山城
（2018.07.01.）
　6月18日の大阪府北部地震で、災害時の指定避難所となっている京都府

山城地域の公共施設に、天井の一部落下など「非構造部材」の被害が多数
出た……

【海外情報】

▼朝日新聞：タイ洞窟、全員救出　少年ら13人、遭難18日目
（2018.07.11.）
　タイ北部チェンライ郊外のタムルアン洞窟に閉じ込められた少年らにつ
いて、チェンライ県当局者は10日夜、同日朝に再開した救出活動の結果、洞
窟に残っていた5人全員を救出したと発表……

【周年災害】

▼HBCニュース：北海道南西沖地震から25年　死者・行方不明者230人　
津波押し寄せた奥尻島で慰霊のサイレン

（2018.07.12.）
　死者・行方不明者230人を出した北海道南西沖地震から12日で25年。奥
尻島では犠牲者の霊を慰めるサイレンが鳴り響いた。奥尻島では、地震が
発生した午後10時17分の12時間前にあたる午前10時17分にサイレンが
鳴り響き……

▼朝日新聞：九州北部豪雨、5日で1年　仮住まい、なお1千人超
（2018.07.05.）
　福岡、大分両県を襲った九州北部豪雨の発生から5日で1年を迎える。災
害関連死1人を含む40人が犠牲となり、いまなお2人が行方不明だ。1千人
超が仮設住宅などでの仮住まい……

【企業・団体広報関連】

▼地圏環境テクノロジー：地下水「見える化」、洪水など災害を予測 
（日経産業新聞：2018.07.12.）
　東京大学発スタートアップの地圏環境テクノロジー（東京・千代田）は河
川だけでなく地下水も含めた水の動きを可視化する地図データを無償公開
……（地圏環境テクノロジー：国土情報プラットフォーム）

▼日本循環器学会：高齢者の災害関連死、防ぐために　学会提唱の九つの
心得

（朝日新聞：2018.07.11.）
　西日本豪雨で避難所生活が長引くにつれ、懸念されるのが、高齢者ら災
害に弱いとされる人たちの「災害関連死」だ。復興庁によると、東日本大震
災の関連死は約3700人にのぼり、9割近くが66歳以上……（日本循環器学
会：西日本豪雨（平成30年7月豪雨）関連情報）

▼尾西食品株式会社：非常食を240万食分備蓄可能な物流センターが本格
稼働！～尾西食品の物流センター「宮城工場」、南海トラフ、首都直下型地震
などに備え～

（2018.07.06.）
　アルファ米の非常食、宇宙食でおなじみの尾西食品株式会社では、2018
年5月に竣工した宮城県の物流センターが本格稼働……

▼バリアフリーネットワーク会議：災害避難のマニュアル改訂　高齢者や
障がい者対象に

（琉球新報：2018.06.29.）
　NPO法人バリアフリーネットワーク会議（沖縄市、親川修理事長）はこのほ
ど、「逃げるバリアフリーマニュアル」改訂版を発刊した。高齢者や障がい者
の観光客に着目し、災害時の避難や誘導方法、障がい者によって異なる対
応などを写真付きで紹介……

【新刊／書評】
 
▼神戸新聞：被災者支援の実践本　「ひまわりおじさん」が改訂版

（2018.07.04.）
　地震や水害の被災地でヒマワリの種や食器を配る活動を続け、「ひまわり
おじさん」とも呼ばれる荒井勣（いさお）さん（72）＝神戸市垂水区＝が、阪
神・淡路大震災から現在に至るまでの活動経験を記した「あなたも出来る被
災者支援　『知恵を絞るとこんなアイディアが…』」を自費出版……
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