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1．「七夕のあの日」
　倉敷市真備町に私の実家がある。2018 年 7 月西
日本豪雨で、すっかり被災地として全国に知れ渡っ
た高

たかはし

梁川沿いの小さな町だ。2018 年流行語大賞は
「災」であった。
　七夕の土曜朝 5 時過ぎ、私と家族はまび記念病
院に避難し、300 人とともに一夜を過ごした。陸
の孤島になった翌日、自衛隊によって救出された。
後に平成最悪の豪雨災害と呼ばれる西日本豪雨の
3 日間を振り返りたい。
　7 月 6 日夜、用水路があふれ始めた異変に気付
いた私は、実家の両親と小型犬（トイプードル）
を私の居宅に呼び寄せた。NHK 地域災害情報で
TV 画面に避難所の小学校名が表示されたが、避
難所では犬が迷惑になるに違いない。雨も降って
いる。友達から LINE で避難所も駐車場もいっぱ

いで入れない、と連絡が来ていた。深夜 2 時にいっ
たん就寝することにした。早朝 4 時、スマホの緊
急災害速報の大きな音が鳴り響き、「避難指示」表
示を確認、渋る両親を説得し、別の指定避難所の
真備総合運動公園へ向かった。しかし、途中で警
察車両が道を封鎖、「この先は冠水しており通行止
めだから引き返すように」と言われた。避難所の
小学校はいっぱいだというし、途方に暮れつつ運
転していると 4 階建ての病院が目に留まった。
とっさにここなら安全かと思い、入らせていただ
いた。
　高齢の両親を 1 階待合室に座らせ、犬と私は中
に入らず警備員室の前に立っていた。しかし、6
時を回って、駐車場に水が上がってきたため、2
階会議室に上がらせていただいた。すでに近隣住
民が 30 人ほど避難していた。その 30 分後には水

災害時 いのちが助かるまちづくりへ
—被災地から見える日本の実家問題—

株式会社 EnPal 代表取締役
金藤 純子（かねとう じゅんこ）
株式会社 EnPal 代表取締役、防災士、SC 経営士。神戸大学法学部卒。1986 年（株）JTB
入社。営業本部情報企画室、マーケティング室主任研究員を経て、1999 年（株）リゾーム
にパート入社。2007 年より専務取締役。流通小売業、商業施設の顧客データ分析（CRM）、
商業施設の出退店動向の分析を担当。2018 年 7 月豪雨被災経験をきっかけに一念発起、
2020 年 6 月（株）EnPal 起業。
mailto : info@en-pal.co.jp, HP : http://www.en-pal.co.jp（2020 年 12 月開設）

Point
❶ 毎年、多発する水災害。平成最悪の豪雨災害と呼ばれ、甚大な被害をもたらした西日本豪雨のあの
日を振り返る。

❷ コロナ下56歳の起業は、「無知」への自省の念がきっかけであった。地震とは異なる水害への備
えを知っておきたい。

❸ 高度成長期の人口一斉移動と高齢化問題。浸水想定区域の世帯数が増加中。地縁、血縁プラス「ゆ
るやかな縁」がいのちを守る。
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位が上昇し、外を歩くことはできなくなっていた。
　1 時間おきくらいに会議室窓から西側の風景の
写真を撮り続けた（図表 1）。周辺の団地に取り残
された住民が救助を求めてハンカチを振ってい
た。2 階の内廊下窓から見える広い待合室の椅子
やテーブルがゆっくりと渦を巻いて回旋してい
た。病院は医療機械をエレベーターで 2 階に上げ
るなどしていたが、ついに停電、2 階にも水が上
がってきたため、避難者も 3 階 4 階の患者入院フ
ロアに移動することになった。
　犬の散歩をしてもよいと屋上を開放していただ
けたので上ってみた。さながら周囲一面が海のよ
うで、いろいろなものが漂流している（図表 2）。
それなのに 1km ほど先の土手を普通に車が走って
いる。まるでわれわれだけが大きなお椀の中に浮
いている。アニメ映画の「君の名は。」を見ている
ような、奇妙な感覚だった。
　奇妙といえば、町は全部漬かっている現実が見
えているのに、自分の家も当然浸水しているとい
う想像ができなかった。冷静なようでいて、大き
な災害に遭うと何か脳の反応がずれている。犬も
緊張すると、おしっこが止まる。30 時間滞在中、
まったく排泄もせず、餌も食べなかった。
　停電した病院内は、200 人ほどの避難者であふ
れていたものの混乱はなかった。医師や看護師が
懐中電灯で巡回。水は流れないが、トイレも毎回

手袋を使い、消毒液もあり、衛生管理が施されて
いた。後に、さまざまな体験を見聞きすると、自
宅 2 階で救助を待った方、泳いでずぶ濡れのまま
小学校にたどり着いた方、下着 1 枚で赤ちゃんを
抱えたお母さん、泣いている老人や子どもたちで
避難所が地獄絵のようだったという方もいる。

2．		きっかけは「ハザードマップを見ていなかっ
たのですか？」

　今年 6 月 5 日、私は（株）EnPal を設立した。
コロナ下の 56 歳での起業を不思議に思われるこ
とだろう。きっかけは、被災 3 日目の自宅で日経
アーキテクチャーの取材を受け、記者から「ハザー
ドマップを見ていなかったのですか？」という質
問を受けたことに始まる。倉敷市から配布された
ハザードマップは食器棚の抽

ひきだし

斗に入れっぱなし
だった。自宅が浸水想定区域に含まれ、その予想
浸水深は 5m に達するということは発災後に知っ
た。
　実は、阪神淡路大震災当時は西宮北口に住まい
があったし、東日本大震災の日も東京有楽町で打
ち合わせをしていた。情けないことだが、自分自
身が水害について全く無知であり、危険性につい
て「想定外」の認識だった。
　私の住む川辺地区は 99％浸水した。しかし、両
親含め皆がみな「真備がこねーなことになると思

図表 1　7 月 7 日まび記念病院 2 階会議室より

出所：金藤純子

図表 2　翌朝まび記念病院 5 階屋上より

出所：金藤純子
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わんかった」という。私は地元のご年配に話を聞き、
水害に対する防災活動をしていた方を紹介しても
らい、7 月のある日お宅を訪問した。その方は川
辺のまちづくり推進協議会の広報の女性で、すで
に 2011 年から地域の防災訓練や啓発活動を進め
ていたという。自治会の役割、地区の自主防災組
織という言葉も初めて知った。最初は「社協（社
会福祉協議会）」とか「ボラセン（ボランティアセ
ンター）」「DMAT（災害派遣医療チーム）」とか発
災現場で使われる言葉の意味も分からなかったが、

「無知」への自省の念こそ地域への関心や自覚が芽
生るきっかけだった。
　被災後、学識者や NPO 法人、ボランティアと
関わりを持ち、やれることはすぐ走ってやってみ
ようと取り組んだ。同じ町出身の教授が考案する
生活健康手帳「いまから手帳」の Web 版を自費開
発した。地元にいつもいないため、できることは
限定される。自主的な復興プロジェクト組織「あ
るく」の裏方として、住民ニーズをヒアリングす
る Web アンケートを 6 回実施、レポート、発行
ニュースのロゴやひな型をパワーポイントで作る
といった後方作業を担った。
　そうした活動から学ぶことは多かった。例えば、
被災地の「忘れないで」という声を聴いても今ま

では理由が分かっていなかった。ニュースは「新
しい」ことを取り上げる。発災から時間経過とと
もに地域ニーズも悩みも変わり、長期にわたって
問題が続くことも実感した。問題が生まれ動いて
いくのだ。
　また、昨今の水害多発で避難所不足が取り上げ
られるようになったが、真備町でも洪水に対応で
きる大規模避難所は三つの小学校のみであり、収
容可能人数は 520 人程度。発災時は数千人の住民
が避難、行き場を失った避難者数は推定 2,750 人。
亡くなった方は 51 名、そのうち、82％にあたる
42 名が自ら避難できない要支援者だった。コロナ
禍で避難所に行くことを躊躇する新たな課題も生
まれている。
　逃げ遅れゼロを目指す真備町川辺地区の「川辺
みらいミーティング」実行委員会は、2020 年 5 月
に「考えよう！マイ避難先アンケート」を実施し
た。1,604 世帯中 565 世帯の回答が得られた。調
査結果によると、発災時にいた場所として、199
名（35％）が自宅に留まった。次に避難するとし
たらどこに行くかという設問に対し、71 名が自宅
と回答した（図表 3）。その 8 割が 60 歳代以上で
ある。
　2 階は大丈夫、避難所の環境が悪い、障害がある、

自宅に留まる方は？

自宅に留まる人の
約8割は60歳代以上

自宅は大丈夫・大切と思う方多いが
川辺では自宅選択にリスクあり
でもどうすれば？

565名の回答のうち、71名が次の避難を自宅と回答

自宅に留まる（年代）
自宅に留まる理由

70代以上, 
38
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40代,4
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5

図表 3　年代別、家庭環境による避難先の意識の違いについて

出所：川辺みらいミーティング「考えよう！マイ避難先アンケート」

災害時いのちが助かるまちづくりへ
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ペットがいる、などの理由が挙がる。さらに「コ
ロナ感染」を懸念する声もあった。2 年前の水害
が基準となり、2 階に上がっていれば助かるとい
う思い込みも起きている。2 年前、実家は 2m40cm

（1 階天井）まで浸水した。だから、次に来ても大
丈夫だと前回経験を基準に判断が走る。だが、ハ
ザードマップによると川辺地区のほとんどが 5m
以上の浸水深であり、自宅垂直避難では危険が及
ぶ可能性が高い。さまざまな理由から自宅外への
避難を躊躇してしまう現状がある。川辺みらいミー
ティングでは、個々人が抱える背景を尊重しなが
ら、住民が難を避ける行動をとれるようにアイデ
アを出し合っている。

3．真備は「日本の実家問題」
　もともと本家は岡山の県北だ。被災後、両親に
尋ねた。なぜ水害が起きる町に引っ越してきたの
か、と。2 人とも「水害の歴史は聞いてない」と
言う。1963 年、父が水島コンビナートの製鉄会社

に転職し、県南の社宅に引っ越し、さらにマイホー
ムを求めた先が真備町だった。1973 年のことであ
る。
　私は前職で商業施設のマーケティングを担当し
ていた。ショッピングセンター（SC）の出退店デー
タベースを基に SC 専門の研究所を立ち上げ、
2010 年くらいからは社会、住、商業の発展過程に
ついて、総務省の人口移動データを絡めて言及し
ていた。高度成長期に就業機会を求めて若者の一
斉移動があり、夫婦と子からなる核家族という標
準世帯が形成された。核家族はマイホームを求め、
新たに開発された造成地、郊外に移動した。図 
表 4 の通り 1962 年高度成長期のピークに、地方
圏からの転出と東京圏流入のピークも起きた。私
が生まれる前年、倉敷市でも田んぼが次々に団地
となった時期だ。灯台下暗し。団塊世代（1947 〜
49 年生まれ）の三大都市圏への移動は意識してい
たが、1935 年（昭和 10 年生まれ）の父親世代も、
工業化社会の波に乗って移動していたのだ。
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東京圏

地方圏

名古屋圏

大阪圏

（万人）
第1人口移動期
（1960～1973）

第2人口移動期
（1980～1990年代）

1961年 地方圏からの転出超過数ピーク

1962年 東京圏の転入超過数ピーク 

第3人口移動期
（2000～）

<東京圏転入超過数の推移>
1962年 387,874人（高度経済成長期のピーク）
1976年 44,443人（高度経済成長のボトム）
1987年 163,644人（バブル期のピーク）
1994年 ‒16,914人（バブル崩壊後のボトム）
2007年 155,150人（リーマンショック前のピーク）
2011年 62,809人（東日本大震災）

第1人口

移動均衡期
（1973～1980）

第2人口

移動均衡期
（1993～1995） 

第一次
石油ショック
（1973）

第二次
石油ショック
（1979） 

バブル崩壊
（1991）

阪神淡路
大震災
（1995）

アジア通貨危機
（1997）

リーマンショック
（2008） 東日本

大震災
（2011）

図表 4　三大都市圏への人口移動（転入超過数）の推移

（注）東京圏は東京、埼玉、千葉、神奈川、名古屋圏は愛知、岐阜、三重、大阪圏は大阪、京都、兵庫、奈良である。
出所：総務省「住民基本台帳」人口移動報告
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　一斉に移動した分、一斉に老いていく町がある。
高齢者の増加は地方より三大都市圏の方が深刻
だ。食料品アクセス困難者（いわゆる買い物弱者）
の伸び率（2015 年 /2005 年）は地方圏の 7.4％に
対し、東京圏は 59.3％、大阪圏は 37.5％である（図
表 5）。 同 居 家 族 が 介 護 す る 比 率 は 2001 年 の
71.1％から 2019 年 54.4％に減少するも、大都市圏
の介護職員数の不足は今後も続く。高度成長期か
らの開発のひずみが今の日本の課題を形成してい
る。
　山梨大学秦康範准教授の研究によると、全国で
災害リスクの高い浸水想定区域内世帯数が増加し
ている。1995 年を基準とすると、2015 年におい
て浸水想定区域内世帯数が山口県を除き、46 都道
府県で増加している結果となった。これは、浸水
リスクの高い地域の宅地化が進んでいるためと考
えられる（日本災害情報学会第 20 回研究発表大
会）。
　自然災害は、もともと存在していた「まちの弱み」
をあらわにし、人口減少社会のさまざまな社会的
課題の進行を速めてしまう。弱者を直撃する。い
のちを落としたのはシニアや障害者だった。汚泥
の町を離れ、慣れない場所に長く住んだ。固定電
話でつながっている高齢者はご近所さんがどこに
引っ越したか分からなかった。持病が悪化したり
認知症を発症したりした。町から灯りが消え、戻

らない小売店やガソリンスタンドも多かった。
　老親と離れて働く私は、時代の渦の真っただ中
に立っている。
　真備は日本の実家問題なのだ。
　地域コミュニティを失うと社会的孤立が深まる。
　地縁、血縁だけでは助からない。この縮む日本
社会で「まちの弱み」を知っているのは地元の事
業者だ。広く「ゆるやかな縁（En）」がいくつも
重なって共助の輪ができる。
　（株）EnPal は En（縁）＋ Pal（なかま）とい
う造語である。社会課題と向き合い地域社会と調
和し持続的な発展を目指す法人、個人とつながり
たい。
　SDGs を推進する経営コンサルティングや環境
負荷、エネルギー消費を軽減するサポート、企業
のお客様向けの防災や環境問題の減災啓発活動、
イベントや子どもたちの知育活動、データ、GIS
を活用した学びの機会を提供する予定だ。
　地域伝承碑や寺社仏閣に残る災害の記録なども
重要だ。歴史はつながっている。水を制する者が
歴史を変えてきた。現代に生きるわれわれは自然
に敬意を払い、水とともに暮らすとはどういうこ
となのか、考えなければならない。EnPal は、被
災地から見えるまちづくりの根本的な課題に警鐘
を鳴らし、よりよい社会デザインを追い求めてい
きたい。

食料品アクセス困難人口の推移 （単位：千人、%）

2005 年［a］ 2010 年［b］ 2015 年［c］ 変化率

65 歳以上
人口割合

65 歳以上
人口割合

65 歳以上
人口割合 （b/a） （c/b） （c/a）

全国計 6,784 26.4% 7,327 25.1% 8,246 24.6% 8.0 12.5 21.6

三大都市圏 2,621 22.5% 3,067 22.1% 3,776 23.3% 17.0 23.1 44.1

　東京圏 1,244 20.8% 1,548 21.4% 1,982 23.2% 24.5 28.0 59.3

　名古屋圏 514 24.6% 563 23.1% 609 21.5% 9.5 8.2 18.5

　大阪圏 862 24.2% 956 22.8% 1,185 24.4% 10.8 24.0 37.5

地方圏 4,163 29.7% 4,260 27.7% 4,470 25.9% 2.3 4.9 7.4

図表 5　65 歳以上買い物弱者比率

（注1）アクセス困難人口とは、店舗まで500m以上かつ自動車利用困難な65歳以上高齢者を指す。
（注2）「平成27年国勢調査」および「平成26年商業統計」のメッシュ統計を用いて推計したものである。
（注3）店舗は食肉、鮮魚、果実・野菜小売業、百貨店、総合スーパー、食料品スーパー、コンビニエンスストアである。
（注4）東京圏は東京、埼玉、千葉、神奈川、名古屋圏は愛知、岐阜、三重、大阪圏は大阪、京都、兵庫、奈良である。
（注5）ラウンドのため合計が一致しない場合がある。

出所：農林水産政策研究所

災害時いのちが助かるまちづくりへ


