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「平成 30年 7 月豪雨」災害ボラ活動レポート総集編 

 

西日本各地を襲った「平成 30年 7月豪雨」は 2カ月半が経過した。被災者のための仮設住宅が作

られるなど生活再建への動きが進んでいる。また、9月定例議会の機会に、県や各自治体は災害関連

事業を予算化するなど復旧・復興の動きを本格化させている――。 

災害ボラ活動を初回（7月 21 日から７月 28日）に続いて 8月下旬一週間の日程で岡山県総社市、

隣接する倉敷市真備町地区、さらに広島県呉市安浦地区で行った。『災害のない国・岡山県』にあっ

て迅速な災害対応が光る総社市のその後の様子を見て、復旧作業の最後に自分自身も少しでも関わ

れて良かった。 

 

■ 復興へ向けた総社の動きが活発 

出発は、台風 20号の西日本上陸の懸念があり

日程を 2 日遅らせて 8 月 25 日から同 31 日まで

に変更した。再び愛車のホンダアクティ軽トラ

を運転して単身出掛けた。 

 8月 25日（土）の昼過ぎに総社市災害ボラン

ティアセンターに到着し、7 月の活動でお世話

になった地元の軽トラ仲間Ｈさんに再会してさ

っそく情報収集した。やはり、災害が少ない土

地柄だろうか、台風 20号被害の心配はまったく

無かった。総社市内のボラ活動もほぼ完了に近

い様子でこの日も午前中だけで作業を終えたと

のことだった。 

 そこで、ボラセンに明日の活動見込みを聞い

たあと、総社市下原地区の被災者が入居される

仮設住宅の建設現場に向かい、ついでに下原の

すぐ隣にある倉敷市真備町のボラセン（現地サ

テライト）のテントにも行ってみた。 

余談になるが、総社市に滞在していて真備町

へ軽トラ持ち込みで倉敷市の活動に参加しよう

とする者が、直接真備町へ向かえば 6 ㎞のとこ

ろを何故に 20㎞以上も離れた倉敷（集合場所：

JR 新倉敷駅前）まで足を運ぶ必要があるのか。

こんな合理的ではない事情をボラセンに説明し

て理解してもらうのに結構時間が要った。 

『いま私は、真備町のすぐ隣に居る。時間が

もったいないので、明日活動できる地区のサテ

ライトへ行って担当者と打ち合わせたい』。 

サテライトに着いたときはボラ活動の終了近

くで慌ただしかったものの、担当者が丁寧に活

動内容を説明してくれた。ところが、その晩ボ

ラセンから『活動場所を別のサテライトに変え 

軽トラ車載テントが気ままで快適だった 

真備町の集積場マービーふれあいセンターの前

広場。軽トラ搬入は一回だけで終わった 
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てほしい』との電話が着た。もちろん快諾した 

ものの、翌朝（8月 26日）そのサテへ行ってみ

ると本部からの伝達が現場には伝えられていな

い。混乱があることはやむを得ない。こちらは

じっと待つしかなかった。しかし、申し訳ない

けれど真備町での活動は一日で終わりにした。 

話しを総社市に戻すが、市内西部地区に建設

中の素晴らしい木造住宅には驚かされた。この

建設現場は、下原地区から出るがれきの集積場

だった場所、毎日軽トラで通った所なので思い

出深い。台風 20号はコースが反れて過ぎ去り凄

まじい猛暑がぶり返していた。大勢の職人さん

がギラギラの太陽の下、頑張っていた。 

 洒落た木造住宅は、福島県いわき市から無償

提供された再生仮設住宅。全部で 22棟。市では

「通常のプレハブより 3 畳ほど広く、ロフト付

きで木のぬくもりが感じられます。戸建てであ

るため、隣の生活音が聞こえにくい点からプラ

イバシーがより守られます。いわき市から資材

を無償で譲り受け、コスト削減もできました」

という。凝った作りだから建築に手間取り天候

にも影響されて完成は少し遅くなるようだが、

きっと入居者に喜ばれるはず。生活再建の弾み

がつくことを期待したい。 

 住宅見学を終えて総社市に戻ったところで、

総社市の元郵便局建物を借りて災害ボラ参加者

に宿泊提供を 8月 10日から始めた「ap bank 総

社ボランティアベース」を見に行った。 

音楽プロデューサー小林武史さん、人気バン

ド・ミスターチルドレンの桜井和寿さん、作曲

家坂本龍一さんらが設立した非営利団体「ap 

bank」が運営するもので、真備町へボラを送り

込むことを目的としている。一泊 2 食付き、仮

設の温水シャワーも完備。食事がおいしいと評

判で一泊 1,000円で利用できる。 

 すでに施設を利用していたボラ仲間のＯさん

に誘われたけれど、当方はキャンプ生活覚悟で

やって来た訳で、気ままにやらせてもらいま

す！ 

 

■ 総社ボラ活動にピリオド、次は呉市だ！ 

8月 27日（月）、総社市での私のボラ活動最後

は高梁（はし）川に沿って約 13㎞北上した昭和

地区だった。民地を借用して瓦礫の一時仮置き

場にしていた場所を市職員 2 名、ボラ 6 名で清

掃するもの。ガラスの破片などが混ざった表面

を小砂利ごとかき集めて土嚢袋に詰めた。相当

な重量感がある。４㎞ほど行った山の上の処分

場までは途中から急坂があって、軽トラで 3 回

に分けて土嚢袋 70袋ほどを運搬した。正午過ぎ

にはこの活動は終わった。 

 行き返りとも軽トラの助手席に岡山県警ＯＢ

が同乗してくれて会話が弾んだ。以前総社市警

真備町の被災住家で作業が一緒だった女性陣 

建物基礎部分を見なければ、洒落た木造住宅 
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に赴任したのでお世話になったお礼でボラ活動

に参加されたそうだ。詳しくは聞きそびれたが

なんとデカ長さんらしい。最近各地で起きてい

る警察失態を嘆いていた。 

 呉市の災害ボランティアセンターに軽トラ持

込み作業のニーズを問い合わせた。ご存知の通

り広島各地の災害は豪雨・土砂崩れのダブルパ

ンチを酷く受けて復旧に時間が掛かっている。

安浦地区サテライトを紹介された。山陽自動車

道で総社から約２時間ならば今日中に現地へ行

けるだろう。お世話になった総社市社協事務局

にお礼を言い、滞在先の砂川公園でキャンプ道

具を撤収して広島を目指した。 

 総社市水害のまとめ。明治 26年 10月 14日の

「高梁川大洪水」以来の災難だった。その高梁

川で今回、上流ダムの緊急放流があって水害と

の関係性や、ふだんからの河川管理（堆積した

川砂、伸びきった樹木）の在り方について議論

が始まった。また、下原地区では浸水と同時に

近くのアルミ工場爆発事故が生じて、その爆風

で屋根や窓などが吹き飛ばされる被害を被った

ものの、現状では浸水家屋の罹（り）災基準にそ

れが加味されない。片岡聡一市長は内閣府特命

担当大臣（防災）小此木八郎氏に談判し、国に粘

り強く折衝する構えだ（詳しくは総社市ＨＰから

「ようこそ市長室へ」→「記者会見」→「9 月定例市

議会前記者会見」を参照してほしい）。 

 高梁川に合流する小田川などの氾濫で真備町

と下原地区などに浸水被害があったが、仮に小

田川の方で切れていなかったら、この豪雨被害

はどうなっていたのだろうか。下流、大都市・倉

敷の市街地もそれほど遠い場所ではない。 

 

 安浦サテライト午後４時到着。担当職員にあ

いさつすると、「（家財搬出などのニーズがある

ものの）運搬が思うように出来ず困っていた、

このテントを離れて職員たちで運搬作業を行う

べきかを話し合っていたところだった」と言っ

て安どの表情を見せた。明日からのニーズを聞

き、家財運び出しが多いようなのでこちらの希

望は三人編成をお願いした。滞在場所について

は「女子畑（おなごばた）自治会館」の利用を勧

められた。施設利用の協力費が一日 200 円。こ

の先天気が崩れそうな予報もあったのでボラベ

ースのお世話になることにした。 

■ 呉市安浦の活動３日間に気合を込めた 

8月 28日（火）、あさ 8時過ぎ、サテライトの

準備はもう少し時間が掛かりそうだったが、傍

らで軽トラチームの人選を始めた。一人は同宿

の北九州から来られた大学 1 年のＮさん、それ

とテント付近に立っていたＯさん（名古屋）と

目が合って即座にチーム結成。安浦の３日間を

この三人でやり遂げることに決めた。 

「どうぞ、いつでも出発してください！」。 

ボラ要請を書き留めたファイルを受け取りす

ぐに出発できた。短期決戦、こちらの気持ちも

よく感じ取ってくれたようだ。 

小河川の橋のたもとを曲がってその先に依頼

があった家を見つけた。住人の気配が感じられ

ないのでお隣さんに確認してから作業に取り掛

かった。先代が事業をしていた大きな建物、泥

水に浸かった家財道具、処分する襖、ガラス戸

などもたっぷり。 

集積場の受入れ状況が分からないため最初の

活動を共にした二人とは息もぴったりで仕事が

はかどった 



p. 4 

 

搬送は三人で一緒に行ったが、その後は作業を

効率よく進めるため、Ｏさんが家に残って運び

出しの段取りを行った結果 7 回も運搬できたが

それでも一日では片付かなかった。 

途中でこの家の息子さんが来てくれた。家業

を別の場所で継いでいて、家に居た 86歳のお母

さんはあの時、二階に避難してその後救助ボー

トで助けられたそうだ。 

 

8月 29日（水）、もう一軒の要望があったお宅

へ先に向かい手早く任務完了。そして最初の家

では昨日の続きで 4 回搬出して最後は土間に溜

まっていた土砂もきれいに片づけて、こちらも

一区切り付けることができた。3 件目のニーズ

は中山間部の仮置き場に溜められた漂流物の処

分、1 回の運搬で決着して今日も極めて順調だ

った。 

活動最終日の 8 月 30 日（木）、家財運搬は１

軒にとどめてくれて、後は時間いっぱい午後３

時まで泥の土嚢袋回収に回った。今日は岡山県

井原市のＡさんも合流した。一つでも多くの土

嚢袋を片付けてあげたいけれど、泥かき出しは

際限がない様子だ。 

泥だらけの軽トラを安浦支所前で流し落とさ

せてもらった。建物内に行ってみると、ロビー

のモップ掛け清掃を行っていた「静岡県」ベス

トの数人が居たのでそのうちの一人に背中から

声をかけると、なんとその彼は伊東市役所の子

育て支援課のＴさんだった。 

今回の災害では、全国知事会協議で決まった

被災地の対口（こう）支援策で静岡県は呉市の

パートナーになっていた。Ｔさんも間もなく支

援任務が終わるそうでそのままボラ活動をやっ

ていきたいと話していた。彼は昨年まで内閣府

に派遣されるなど若手のホープとの評判を後か

ら聞いた。なんとも頼もしい限り！ 

安浦地区の被害状況を整理しておく。人的被

害は土砂に流されて３人死亡、土砂崩れによっ

て１人が搬送先の病院で亡くなった。建物被害

は、全壊 62、大規模半壊 40、半壊 351、一部損

壊 318、床下浸水 149、その他 1（8/25現在）。 

中心市街地は２級河川野呂川を真ん中にして

三方向からの河川が収束。合流点から海までの

距離はわずか 1.4 ㎞しかない。西部の野呂川ダ

ム上流部を中心に降雨量が多く、ダムの緊急放

流も行われたそうだ。上流域と下流域の降雨量

の差が常に 100 ㎜もあったという。その結果山

間地域で土砂災害、下流域では越水によって多

くの建物が浸水した。中心市街地の平地面積が

狭く、山裾の近くまで住宅などが増えている特

徴は広島県内被災地に共通しているようだ。安

浦地区でもその裏山の多くが土石流や急傾斜地

の特別警戒区域に指定されていた。市街地付近

に山間と同程度の降雨量が無かったことが今回

の救いだった。 

 女子畑ボラベースで三泊目を過ごし翌朝、い

ったん総社に立ち寄り伊豆へ戻った。 

 

■ 支出９万円、多くはガソリン代よく走った 

「平成 30年７月豪雨災害」関連で７月、８月

二度のボラ活動での里山クラブ災害支援事業の

支出は約 90,000 円だった。そのうち 64,000 円

がガソリン代。 

新東名など高速代は災害派遣等従事車両証明

書で無料になるが、総社市までで 540㎞×4、８

呉市の山間部は土砂崩れが凄まじかった 
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月の活動最後は呉市まで足を延ばしたので 135

㎞×２を追加して計 2,430 ㎞。活動中の移動も

かなりあった。費用はほかにも、寄付した品代

が 13,000円、消耗品 5,000円、総社～呉の高速

代（予定外で免除申請せず）4,580円。それとボ

ランティア保険 510 円はいわば強制的に徴収さ

れる。 

災害ボラ活動の助成制度（長崎県の公益財団

法人県民ボランティア振興基金）の情報提供を

いただいた。それは、レンタカー、ガソリン代な

どをボラ参加 4 人の場合上限 20 万円を助成し

てくれるものだ。 

他にも調べてみた。神奈川県川崎市の公益財

団法人かわさき市民活動センターの災害ボラン

ティア活動助成金（助成対象経費の 50％以内で、

同一災害につき一団体 10 万円を上限）、社会福

祉法人群馬県社会福祉協議会１団体につき 20

万円を上限に助成。 

静岡県内では藤枝市（活動 1名につき 1万円）

があった。 

赤い羽根募金の社会福祉法人中央共同募金会

では、「ボラサポ・豪雨災害（平成 30 年 7 月

豪雨災害 ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募

金）を実施しており、活動団体の応募額は 50万

円までとしている。また、日本財団などでも支

援制度を持っている。ところで、特定非営利活

動法人静岡県ボランティア協会は、静岡県と連

携して広島県呉市に入ることを決め、タオル 1

万枚をはじめ支援品を呉市に届けた。避難所等

での足湯活動とサロン活動を今も行っている。

二泊三日の催行（1回につき 5人募集）で参加者

の個人負担一人 20,000円としている。 

   

 《今日は神戸市長田区で講演

します。災害のこと語ります。有事

の時にはルールは破れ❗平等均等

の理論で人は最速で助けられな

い。避難勧告を出した時間よりも

出したあとに市役所がどう動いた

かが大切。ツイッターで市民に情

報を提供するのは市長の役

割。義援金は最速で配る。ペ

ット避難所は絶対必要。 30 
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片岡聡一市長の Twitter を

読んで、神戸でどのように災

害について語ったのかをネット

上で追ってみたら福祉関係のサ

イトが表れ、中身は総社市の「障

がい者 1,000 人雇用！」をテー

マに登壇していた（？）。再度総

市ＨＰ「障がい者就労者数」を

ポチっと。平成 23 年度から平成

27 年度までの５年間で、障がい

者 1,000 人の雇用を目指すとい

う一大プロジェクト（当時の就

労者数はわずか 180 人だった）

を立ち上げて、それは 29 年 5 月

に到達し

た。そこで

その年の 9 月から「障が

い者 1,500 人雇用！」と目標が

高くなった。手を付けにくい政

策にあえて挑戦する姿勢が見え

る。ＨＰの《チャレンジするま

ち、これが総社流だ‼》を紹介

する好材料だった。 

「9 月定例市議会前記者会見」

もＨＰで動画付きで市長コメン

ト全文が載っている。災害復旧・

復興の予算にかかわる大事な

場面だ。数字を羅列すること

なく片岡市長の言葉で復興

の道筋を説いている。実に

分かりやすく、市民に寄り

添う気持ちがしっかり伝

わるものだった。総社市

の HP を見るだけでも楽しい。

（写真は片岡市長 Twitter より使わ

せていただいた） 

 

本稿を書き終えた 9 月 14 日午後

５時すぎ、秘書課に仮設住宅のこと

で問い合わせたところ、なんと『あす、

入居者にカギをお渡します！』と弾

む声。おめでとうございます 

髙野政英  

特定非営利活動法人伊東里山クラブ代表理事 

防災士 


