
地区防災計画学会誌 第 18 号                                          2020 年 8 月 

25 

縮退時代のまちづくりに防災・減災を織り込む 
―兵庫県上郡町赤松地区におけるアクションリサーチ― 

 
石塚裕子・渥美公秀 

大阪大学 

 

A Method of Weaving Disaster Preparedness  
into Town Management in a Shrinking Phase 
―Action Research Study in Akamatsu Region, Kamigori, Hyogo― 

 
ISHIZUKA Yuko, ATSUMI Tomohide  

Osaka University  

 
本研究は、縮退時代を迎えた我が国における地域の防災・減災の新たな展開として防災 3.0「まちづくりに防

災・減災を織り込む」方法を提案する。これまでの防災・減災の課題を整理し、地区防災計画が重要視する市
民主体・内発性に加えて縮退時代における持続性、多様性の観点から上郡町赤松地区においてアクションリサ
ーチを実施した。その結果、専門家による提案より対話が大切であること、市民主導の課題解消型アプローチ、
順応的ガバナンス、専門家のネガティブ・ケイパビリティが縮退時代における防災 3.0「まちづくりに防災・減
災を織り込む」ことを可能にすると考察した。 

1 はじめに 
市民からのボトムアップ型の取り組みとして発展が

期待されている地区防災計画では、従来の防災の課題
であった行政・専門家主導という流れを変えつつある。
そして防災だけでなく総合的なまちづくりへと、市民
の主体性や内発性を大切にした実践や研究が増えてい
る。しかし、いずれも防災からまちづくりへとアプロ
ーチしているケースが多く、ややもすると専門家によ
る誘導となったり、脆弱化している地域コミュニティ
にとっては活動が負担になったりすることも考えられ
る。特に人口減少や高齢化が著しい地域では縮退も視
野にいれたまちづくりが求められ、防災活動を新たに
負荷したり、強化したりすることを求めることは、市
民活動のバランスを崩すことも懸念され、持続可能な
活動には成りえないという課題が生じる。さらに多様
な市民の主体的な参加という点では、障害者をはじめ

とするマイノリティの当事者参加が欠かせないと考え
るが、現在の防災・減災の場では実現にはいたってい
ない。 

そこで本研究では、縮退時代を迎えた地域における
多様な市民による持続可能な防災を定着させる方法と
して、まちづくりから防災へのアプローチを試みる。
防災からではなく、既存のまちづくりから防災へとベ
クトルを逆転させ、まちづくりとして内包することを
提案する。そして災害時の障害はすべての人の共通課
題であることを踏まえ、高齢単身世帯や障害がある人
が多数を占める地域において、支援する-されるという
能動と受動の関係を超えた防災のあり様を創ることを
めざした。 

まずはこれまでの防災・減災の取り組みを振り返り
課題を確認することからはじめよう。なお、本研究の
キーワードである縮退については後で詳述する。 
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2 これまでの防災・減災の課題 
これまで各地で行われてきた防災・減災活動を振り

返り、その限界を提示した上で本研究の目的ならびに
方法を述べる。防災・減災には、防潮堤の整備をはじ
めとするハード整備が含まれるが、本稿では地域にお
ける防災・減災活動を主に指している。また、以下で
は防災・減災の表記について、自然が起こす災害を受
け入れたうえで、人の命を最も大切に考えて被害を最
小限とする「減災」の考え方を含めて「防災」と表記
することにする。 

 
2.1 防災 1.0「防災と言う防災」 

我が国の防災施策は、行政、専門家が中心となって
進められ、立案段階で市民が参加してこなかった長い
歴史がある。そのため地域での防災活動においても、
専門家の知見に基づいて避難訓練が行われたり、勉強
会が開催されたり、行政や専門家主導で行われてきて
おり、現在でも防災活動の中心を占めている。こうし
た防災活動を防災 1.0 と呼ぶ。防災 1.0 を代表する取り
組みに自治会や町内会を単位に設置される自主防災組
織がある。自主防災組織は、平常時から、備蓄倉庫の
整備・管理、防災意識の啓発など様々な活動に取り組
んでいる。消防庁によれば、全国の自治体の 81％で自
主防災組織が結成されている(消防庁 2017）。自主防災
組織は、消防職員や行政の防災担当といった専門家の
主導によって結成され、住民によって運営されている。
一般住民にとっては、自主防災組織のメンバーは、地
域の防災のことに通じている専門家ということになる。
防災 1.0 は、防災の専門家が、防災活動の実施を地域
に周知して行うので「防災と言う防災」という風に表
現することができる。防災 1.0 特徴は、専門家から市
民へという一方向性をもっていることである。 

ただ、自主防災組織については、活動の参加者が少
ないこと、リーダー等の人材育成が進んでいないこと、
活動費や資機材の不足などが課題として報告されてい
る（消防庁 2017）。そもそも、少子高齢化や、地域に
おける人間関係の希薄化といったコミュニティの脆弱
化が指摘される中、自主防災組織も立ちゆかなくなっ

ている場合が多い。 
そこで、こうした脆弱な地域コミュニティを補完し、

地域防災における多様な助けあいを促進するために防
災士が養成されることになり、2019 年 9 月末時点で
178,666 人の防災士が全国で活動をしている。ところが、
これだけ多くの防災士が活動しているにも関わらず、
災害が発生すれば、高齢者や障害者など災害時要配慮
者と呼ばれる人々に援助が届かず、悲劇が繰り返され
ている（石塚・東 2019）。これは専門家から市民への
一方向では、災害時要配慮者への支援などコミュニテ
ィの力が必要な課題は十分には解決できないことを表
している。 
 
2.2 防災 2.0「防災と言わない防災」 

1980 年代から市民参加のまちづくりが活発化し、防
災の分野においても阪神・淡路大震災を機に地域での
支え合い、共助の必要性が認識されるようになった。
そこで日常の活動を楽しむ中で、その結果が防災に繋
がるようにと様々な防災プログラムやツールが開発さ
れてきた。専門家主導で行われてきた防災 1.0 に対し
て、こうした活動は災害 NPO などの市民団体によるも
のが多く防災 2.0 と呼ぶことにする。防災 2.0 は、防災
活動を魅力的にすることによって、より多くの人々が
防災に関心をもって参加してくれることを期待し、多
様に展開されている。例えば、子供向けのイベントと
して、地域のマップづくりが行われることがある。災
害の種類を選び、どんな季節の何時頃の発災かを想定
し、誰の視点で防災マップを作るかを決め、災害時要
配慮者に関する情報の取り扱いなど防災上の工夫が施
され、さらに、地域の歴史的文化的施設や人気のスポ
ットなども書き加えて、魅力的な地域マップを作って
いく。こうしたプログラムやツールは、いかにも防災
をしましょうという風には地域に周知されずに、子ど
も達向けのイベントとして周知され、その準備、運営、
取りまとめに関わる親たちが結果として防災を学ぶと
いった仕掛けになっている（渡邊 2000; 渥美 2001)。
防災を声高に叫ぶわけではないので、防災 2.0 は「防
災と言わない防災」という風に表現することができる。 
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確かに、防災 2.0 は、防災に必ずしも関心が高くな
かった多くの人々に防災を学んでもらえる活動である。
参加している人々は、行事を楽しむうちに防災が身に
つく。楽しみながら防災が学べるとあって好評なプロ
グラムもある。しかし、これらは誰かが仕掛けないと
起こることのない活動であり、ワークショップが開催
されても、地域の文脈に応じて市民が使いこなしてい
かなくては、地域の活動として根付かない。さらなる
工夫が必要である。 
 
2.3 従来の防災活動の限界 

これまでの防災に見られる根本的な問題を 3 点指摘
しておく。まず第 1 に、防災を専門家に任せてしまっ
ている。このことは、「医療化」に対比させて考えると
わかりやすい。現代社会を鋭く批判してきた Illich

（1973=渡辺ほか訳 2015）は、まず現代社会が 2 つの
分水嶺を越えてきたと捉える。滅菌した水が下痢によ
る幼児の死亡率を下げ、キニーネがマラリアを抑える
という段階で 1 つめの分水嶺が越えられた。ここまで
は歓迎される結果をもたらした。ところが、医療が専
門化し、医療業務が大病院に集中し、薬剤の無責任な
使用が横行し、医療制度による独占が進行して、2 つ
めの分水嶺が越えられて様々な弊害がもたらされてい
るのが現代社会だと診断する。地域コミュニティにお
ける防災もある程度の資機材が整えられ、自主防災組
織や防災士といった専門家を生むところまではよかっ
たのかもしれない。しかし、地域に防災という“分野”
が成立し、その分野を防災の専門家が取り仕切るよう
になれば、一般の市民には関係の薄い領域になる。防
災は専門家に任せておけばよく、いざというときも専
門家が何とかしてくれると考えるようになるのも不自
然ではない。その結果、専門家が防災活動への参加を
呼びかけても市民が参加しないのも当然である。 

第 2 に少子高齢社会を迎えて人口が減少に転じてい
る中で、地域活動も縮小していく。そこに新たなに防
災活動を加えることは負担となり、地域活動として市
民だけで継続していくことは非常に難しいという現実
である。防災 1.0 も 2.0 のどちらも日常生活に専門家や

市民団体が防災活動を付加して実施することになる。
市民からすれば、忙しい毎日に自主防災組織から呼び
かけのあった防災活動や特定の関心をもつ市民団体が
準備した防災プログラムを追加することになる。もち
ろんこれらの取り組みは決して無駄ではなく、一定の
成果があるので取り組まないより、取り組むべきであ
ろう。しかし、地域に防災活動を定着させる持続性と
いう点においては課題が残る。 

最後に、あらゆる人々が主体的に参加できているか
という点は大いに問題である。防災においては多様な
主体の連携が重要と言われ、自治会をはじめとする住
民組織、学校、NPO などの市民団体が防災活動に参加
するようになった。しかし、いずれも自ら行動する強
い市民ばかりが参加し、マイノリティとされる障害者
や認知症の高齢者、外国人などが防災活動に十分に参
加しているとはいえない。特に活動の客体としてでは
なく、主体として企画段階から参加し、さまざまな声
をあげる機会があり、それらを聴いて防災活動に採り
入れられているだろうか。縮退時代を迎えて、高齢者
や障害者といったマイノリティが数の上ではマジョリ
ティになりつつある現在、主体のあり様も見直してく
必要があると考える。 
 

2.4 本研究の目的・方法：縮退時代を踏まえて 
 本研究は、これまでの防災の限界を踏まえ、縮退時
代における多様な市民による持続可能な防災を実現す
る手法を提案することを目的とする。 
 我が国の人口は 2008 年に 1 億 2808 万 4 千人でピー
クを迎え、それ以降、死亡数が出生数を定常的に上回
るようになり、2015年におけるもっとも多い世帯は「単
独世帯」となった（国立社会保障・人口問題研究所 
2017）。また過疎地域（過去 45 年間（1970-2015）の人
口減少率が 33％以上又は 27％以上でかつ 2015 年時の
高齢者率 36％以上）は、全市町村数（1718 自治体）の
47.6％を占め 817 市町村存在している。そして 2040 年
までに約半数の市町村は消滅するという推計も示され

（増田 2014）、コミュニティの再生と創生に再考が求め
られている（渥美 2020）。諸富（2018）は都市の戦略
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的な縮小を「縮退」といい、賢い縮退戦略では市民の
自発的意思と時間をかけることが大切であると説く。
本研究では諸富の「縮退」の考え方にならい、地域が
戦略的に縮小するプロセスを「縮退」と呼ぶ。そして
市民の自発的意思に基づき、熟議しながら、国や自治
体の政策の枠組みにはめ込むようなパターナリズムに
陥ることなく、個々のプロセスを経ることを「尊厳あ
る」と表す。これまでの過疎対策は手厚い過疎債によ
り生活基盤整備などで一定の成果をあげているが、集
落の移転や再編という計画的な手法は積極的には用い
られず、人口減少の歯止めとはなっていない。また地
域の活性化ありきの対策だけでは限界に達しつつある

（石塚 2020）。 
今後の「尊厳ある縮退」では、市民自らが集落の移

転をはじめ集落の再編を熟議する必要がある。集落の
再編のひとつの方法として、複数集落の連携を通じた
機能面での再編が必要か否かも議論されることとなる。
自治会単位で設けられた自主防災組織もその重要な機
能の一つである。持続可能な防災を検討する上で、単
に担い手の高齢化、減少の課題として捉えるのではな
く、集落の移転・再編の一環として防災のあり方を考
えていく必要がある。本研究では縮退時代のまちづく
りにおける持続可能な防災とはいかにあるべきか検討
し、次世代の防災のあり様として防災 3.0「まちづくり
に防災・減災を織り込む」手法を提示する。 
 研究方法は、当事者（市民）と非当事者（研究者）
が一緒によりよい事態をめざして取り組む研究、いわ
ゆるアクションリサーチ（渥美 2014）を行った。対象
フィールドは兵庫県上郡町赤松地区であり、2017 年 10
月から 2019 年 12 月までの約 2 年間の活動を対象とす
る。また本研究は、（公財）ひょうご震災記念 21 世紀
研究機構が設置した「地域コミュニティの防災力向上
に関する研究会（2017～2018 年）」（筆者ら、加藤謙介、
鞍本長利、小林郁雄、寺本弘伸、檜垣龍樹、福島真司、
堀池美江、宮本匠、村井雅清、室崎千重、矢守克也）
をきっかけに実施してきたものである。なお赤松地区
との協働研究は、JSPS 課題設定による先導的人文学・
社会科学研究推進事業「尊厳ある縮退によるコミュニ

ティの再生と創生」（研究代表者：渥美公秀）として、
現在も継続していることを申し添えておく（2020 年 5
月現在）。 
 以下、3 章では防災活動の新たな枠組みとして創設
された地区防災計画に関する研究、「誰もが」と言った
ときに真っ先に課題となる災害時要配慮者に関する研
究のレビューを行い本研究の位置づけを確認する。次
に本研究のフィールドである兵庫県上郡町赤松地区を
紹介し、本研究の対象地としての適性を述べる（4章）。
5章では赤松地区でのアクションリサーチを紹介する。
そして得られた知見から、まちづくりに防災を織り込
むという防災 3.0 の考え方、方法を提案する（6 章）。
最後に本稿のまとめと今後の展望を述べて結語とする

（7 章）。 
 
3 本研究の位置づけ 
3.1 地区防災計画研究のレビュー 
 阪神・淡路大震災を契機に共助による防災の強化が
指摘されるようになった。共助の促進に関する法的枠
組みは弱かったが、2013 年に災害対策基本法が改正さ
れ「地区防災計画制度」が創設された。西澤ほか（2014）
によれば地区防災計画制度の特徴は①計画提案制度を
採用した地区居住者等を主体としたボトムアップ型の
計画、②地域に詳しい地区居住者等が作成する地区の
特性に応じた計画、③計画に基づく防災計画が実践さ
れ、定期的な評価や見直しが行われ、その活動が継続
される経過であるという。特に活動主体のレベル、規
模、地域の特性に応じて比較的自由に定めることがで
きるのが重要であろう。そしてこの制度を活用して、
地域防災力の向上だけでなく、地域コミュニティの維
持・活性化、地区の事情に応じたきめ細やかなまちづ
くり、事前復興等にもつながっていくことが期待され
ており、防災からまちづくりへのアプローチが位置付
けられている。 
 斎藤ほか（2017）は、内閣府の地区防災計画モデル
地区の検証を行い、地区防災計画を策定する行為が、
その前後も含め、地域コミュティの防災力に与えうる
成果と課題を整理している。地区防災計画の策定は住
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民の災害に関する情報共有など意識の向上は図れるも
のの、地域防災活動の「継続」、「具体化」が課題とし
て指摘された。そして筆者らと同様に持続性のある市
民主体の地域防災のモデルを提示した論考に加藤

（2015）がある。加藤は総合性、内発性、自律発展性と
いう言葉に象徴される地域のしくみに基づいた地域防
災を地域社会に定着させるための進め方を提案してい
る。防災を目的とした活動を行うのではなく、防災を
日常生活に埋め込む「防災の日常化」をめざしている。
その進め方としては、防災「だけ」のまちづくりでは
なく、防災「も」まちづくりという、防災からまちづ
くりへのアプローチを位置づける。そして具体的な方
法としては災害のイメージを具体化すること、ミッシ
ョン型の取り組みではなく、実際の活動や取り組みを
通じて適宜、目的を追加、修正しながら取り組むこと
などを提案している。加藤の提案は筆者らの考えと非
常に近似しているが、防災に関心が低い地域に「防災
から」のアプローチで適用できるのかはやや疑念が残
る。 
 矢守（2017）は計画策定という制度化による形骸化
を懸念して、地区防災計画の 4 つの誤解とポイントを
提示した。市民が計画の主体であることの確認と、計
画づくりが目的化されないよう活動の重要性を説き、
計画のオリジナリティとスパイラルアップが重要であ
ると指摘している。これは防災の計画を策定するとい
う行為が、多様性をもってまちづくりへと発展させる
ことが意外にも難しいことを示しているともいえる。 
 
3.2 災害時要配慮者研究のレビュー 
 石塚（2019）は阪神・淡路大震災以来、災害が起こ
るたびに障害者や高齢者等に被害が集中し、避難、生
活再建への配慮や支援の欠如という課題が、繰り返さ
れている要因を明らかにするために、災害時の“障害”
の定義の再確認と、災害時要配慮者に関わる先行研究
のレビュー、障害当事者から発せられた提言の変遷を
整理した。 

その結果、災害時の“障害”とは、障害の社会モデル
でいう個人的次元のインペアメントではなく、社会的

次元のディスアビリティである。ディスアビリティと
は「社会の障壁」と「それによって引き起こされる機
会の喪失や排除」であり（星加 2007）、平時からのデ
ィスアビリティが災害時の“障害”を生じさせている。
災害の直後から復旧、復興過程において災害時の“障
害”を経験する人は多様であり流動する。言い換えれば、
災害時は被災したすべての人が何らかの要援護者にな
る可能性があり、災害時の“障害”は、すべての人の共
通課題であるという認識が欠けていることが問題であ
るとした。先行研究では、平時のディスアビリティの
課題が、災害時の意識に影響を与えている他、災害対
応の課題とも共通していることが明らかにされている。
しかし、災害時のディスアビリティを平時のディスア
ビリティとしてとらえ、社会環境や社会システムの課
題として幅広く分析、研究されたものは少ない。そし
て障害の社会モデルの十分な共通理解が進んでいない
中で、災害という緊急時の対応を想定するが故に、障
害の個人（医学）モデルに回帰するような研究となら
ないよう注意が必要であると指摘している。さらに災
害が起こるたびに発信されてきた障害当事者による提
言（障害者市民防災提言集 NPO 法人ゆめ風基金 2011
等）では、避難や避難所については政策と連動して提
言は変化しているが、その他の多くの課題は阪神・淡
路大震災から四半世紀もの間に何も解決されていない
ことが確認された。その原因は当事者の存在、参画が
認められていないことであるとした。70 年代の障害者
解放運動と連動して、まちづくりにおいては多様な市
民参加が行われ、バリアフリー計画学を中心に障害当
事者の参加も進んできた（石塚 2019）。しかし、防災
の分野では、支援する客体としては扱ってきたが、活
動の主体として参画した実践や研究は少ないのが現状
である（石塚 2019）。 

本研究では、先行研究で取り組まれてきた「市民主
体、内発性」による防災活動を継承しつつ、「縮退時代
における持続性」、「多様性」の観点を加えて地域にお
ける市民による防災を考案する。 

 
4 兵庫県上郡町赤松地区 
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上郡町は兵庫県の西端に位置し、面積は 150.26 ㎢、
町の中央部を北から南に二級河川である千種川が貫流
し、町を大きく二つに分かつ。人口は 15,224 人で、世
帯数は 5,715 世帯である（総務省統計局 2015）。河川
の氾濫や土砂災害など、幾度となく災害に見舞われた
地域であり、全国的な課題である少子高齢化、人口減
少が進行する典型的な地域である。その中で赤松地区
は上郡町の北部に位置し、人口は 1,546 人（兵庫県 
2015）で町全体人口の約 1 割を占める。赤松地区は、3
園区（赤松、大枝、岩木）15 集落（自治会）で構成さ
れ（表 1）、集落は千種川とその支流である岩木川沿い
に点在している。2004 年の台風 21 号と 2009 年の台風
9 号による集中豪雨災害では浸水被害を受けている地
区である。本研究の着眼点を踏まえて上郡町赤松地区
の特徴を以下に整理する。 

 
表 1 赤松地区の構成と人口・世帯数（2015） 

自治会（集落） 人口 世帯数 
赤松 楠 65 25 

河野原 91 38 
赤松 170 74 
細野 61 26 

大枝 柏野 49 18 
苔縄 202 92 
大枝新 132 55 
大枝 177 75 

岩木 石戸 46 20 
倉尾 84 34 
岩木 156 68 
船谷 181 72 
才原 139 58 
黒石* 13 6 
市原* 2 2 

     （出典：住民基本台帳） 
＊住民登録はされているが、実際に居住していない人を含む 

 

4.1 縮退時代における防災活動の模索 
全国で人口が減少に転じている中で、上郡町は全国

平均よりも深刻に少子高齢化、人口減少が進行してい
る。そのような中で、上郡町は 1999 年に町内すべての

自治会において自主防災組織 107 団体を結成した。
2004 年の豪雨災害を経験したこともあり、防災活動計
画を策定し活発に自主防災活動に取り組む自治会もあ
った。しかし少子高齢化が加速し、自主防災活動を行
う人員の確保が厳しい組織や、災害があまり起こらな
いなかで活動が沈静化している組織もあらわれてきた。 

そこで上郡町役場は地域防災力の向上を推進してい
くために、2017 年に「自主防災組織育成施策」を打ち
出し、自主防災組織の体制強化として、107 の自主防
災組織を連合自治会単位による七つのブロック（地区
自主防災組織連合会）制にすることや、地域の現状に
合致した防災活動の実施として、自主防災組織活動の
手引きの作成や地区防災計画（モデル計画案）の策定
支援など、官民協働で自主防災組織の育成施策に取り
組もうとしていた（上郡町 2017）。しかし、地区自主
防災組織連合会の設立に積極的に動いたのは 7 地区中
2 地区で、本研究のフィールドである赤松地区でも動
きが鈍かった。なぜだろうか。 
 
4.2 災害への危機感の希薄化と担い手の不足 

近年、全国的には災害は頻繁に起こっているが地域
単位でみると、その頻度は数十年単位でしか発生しな
い。そのような中で災害に常に危機感を持ち続けるこ
とは容易ではない。上郡町では 2009 年の豪雨災害を受
けて千種川の大規模改修が 2017 年に終了し、砂防ダム、
ため池の改修など治山事業も実施され、ハード整備の
完了とともに住民の災害への危機感が希薄化してきた。
赤松地区でも災害の経験や危機意識は自治会ごとに温
度差があり、防災訓練を全く行っていない自治会もあ
る。また過去に何度も浸水被害を受けた自治会でも、
千種川の河川改修の完了により「以前のようなことは
起こらない」と言う住民の声を何度も聞いた。 

さらに上郡町の中でも赤松地区は最も高齢化率が高
く 35.9％（2015）であり、人口は戦後から一貫して減
り続け（約 32％減）、居住者のいない消滅集落も有し
ている。居住者が減る中で消防団の担い手も少なくな
り、活動できる住民が少なく自主防災組織の役割分担
ができないなど、自治会単位で防災活動を行うことが
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難しくなっているが、そこに連合会の設立は、さらな
る負荷がかかると消極的な姿勢を示していた。 

 
4.3 地域の活性化には熱心に取り組まれている 

地域では、防災だけが重要課題となっているのでは
なく、地域活性化をはじめ害獣対策、防犯、景観形成、
環境維持、高齢者の見守りなど、さまざまな課題を抱
え、日々、忙しく活動している。 

赤松地区では 2008 年度から「赤松地区むらづくり推
進委員会（以下、むらづくり委員会と示す）」を各種団
体で組織し、地域の歴史資源などを活かしたイベント
を行い、地域の活性化に取り組んできた。地区の最大
のイベントは、山城跡の国指定史跡の指定を契機に
1992 年から開催している「白旗城まつり」である。ま
た、2011 年から地域に密着した元気の源となる交流と
情報発信の拠点をという思いから、手づくり鎧かぶと
教室を開講し、白旗城まつりの武者行列でお披露目す
るほか、他地域との交流、出張授業の実施など多世代
との交流事業として発展している。さらに 2016 年から
は「落ちない城・白旗城」PR プロジェクトをはじめ、
案内看板や PR グッズを作成している。 

赤松地区では 2011 年に赤松小学校が閉校し、15 自
治会共通のシンボルを失った。しかし、唯一、全自治
会が参画して実施される「白旗城まつり」は、25 年以
上継続してきた実績を有し、地域の共同活動の要とな
っている。 
 
4.4 縮退時代における防災を問いなおす 

以上のような赤松地区の特徴は、縮退時代の防災を
考える上で、全国各地に共通する配慮すべき事項であ
ると言える。超少子高齢者社会となり、人口が減少し
地域が縮小していく中で、上郡町が提案した地区自主
防災組織連合会の新設による防災活動の強化は地域に
は負担と感じられ受け入れられなかった。しかし、高
齢化率が高く、災害時要配慮者も必然的に増えていく
と予想される。 

そこで、地域を多面的に捉え、日々の生活や地域の
意向に応じて、防災の位置づけを問いなおす必要があ

るのではないだろうか。本格的な縮退時代を迎える中
での防災を再考するにあたり、上郡町赤松地区は適し
た地区と考えた。 

 
5 赤松地区とのアクションリサーチ 
5.1 村づくりと連動させて展開する 

筆者らは、2017 年 12 月 15 日に初めて赤松地区連合
自治会の会長と副会長 2 名に会い、協議を始めた。そ
こで語られたのは、次のような村づくりへの熱い思い
であった。 
「村づくりは、自分たちの地域を、自分たちで考えて、

自分たちで活動しないといけないと思っている。祭り
は、地区の発表会であり、地区の人がどれだけ参加し
てくれるか、他地域の人が来てどのように評価してく
れるかが問われている。祭りは、村づくりとして、全
自治会が参加、協力して開催できるよう頑張っており、
近年、祭りの参加者数も増加し一定の成果があると感
じている」 

また、災害に対しては、「高齢化が進むなかで、どの
ようにコミュニティを維持したり、災害時にどのよう
に備えるかは、必要なことであるとは理解していても
具体的にどのように取り組めばよいか、わからない」
と語った。 

何か新たな取り組みを始めるとき、検討組織を設け、
ワークショップを開催し、意見を出し合い取りまとめ
るという流れが一般的である。地区防災計画の策定に
おいても同様のプロセスをとっていることが多い。本
研究でも、赤松地区連合自治会を母体に「安心・安全
村づくり会議」を設けた。しかし、筆者らは、まずは
赤松地区で熱心に取り組んでいる村づくりに参加させ
てもらうこと、各集落（自治会）の事情を把握するこ
とから始めることとした。そして、現地調査や地域行
事への参加など、さまざまな機会を通じて 60 回以上は
訪問して（2019 年 12 月現在）、地区住民との対話を重
ねてきた。 

安心・安全村づくり会議は 2018 年度に 5 回開催した
が、防災だけにかかわる特別なものではなく、すでに
取り組んでいる村づくり活動の一環として取り組める
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よう、白旗城まつりの実行委員会の打ち合わせと同時
に開催するなどの工夫を行った。2 年目となった 2019
年度は、安心・安全村づくり会議と称して会議を設け
ずとも、白旗城まつり実行委員会の場で必ず防災の議
題が設けられ、協議されるようになり、村づくりのな
かに防災が定着しつつある。では、具体的にどのよう
なことに取り組んだのか、次の 3 つの活動を紹介する。
①防災と言わない集落調査、②村づくりの夢マップ、
③誰もが〈参加できる〉白旗城まつりである。 
 
5.2 防災と言わない集落調査 

まず初めに連合自治会の会合にあわせて、自治会長
へのグループヒアリング、現地視察を行った（2018 年
2 月 14・15 日）。ヒアリングは特に質問項目など定め
ずに、各自治会を紹介してもらうかたちで行った。そ
こでの第一印象は、各自治会では年中行事や災害時へ
の備えは、集落の特性や事情に応じてさまざまな方法
をとり、地域に生きる知恵が蓄積されているというも
のだった。特に防災に関しては、熱心に取り組まれて
いる自治会ほど、町役場が進めようとしていた防災の
連合組織に抵抗感があり「連合会を作ると、その活動
のために人や労力を割かなければならない」といった
声も聴かれた。一方で、集落（自治会）間の情報交換
は、あまり行われていなかった。自治会単独ではすべ
ての地域活動が難しくなりつつあるなかで、知恵の交
換、困難な共通問題への対応、相互扶助の拡大など、
ゆるやかに連携していく場が必要ではないかと筆者ら
は考えた。そこで、各集落（自治会）を訪問し、地区
カルテを作成して情報を共有すること、連携の糸口を
見つけることを試みることとなった。 

集落調査は各自治会に専門が異なる研究会のメンバ
ーが 2、3 人で訪問し、約半日かけてヒアリングと現地
確認を行った。自治会館などで 1～2 時間話を聞いた後、
さらに 1～2 時間かけて集落内を歩いて廻り、神社や寺、
広場、営農組合の倉庫などを見学した。また土砂災害
の危険箇所やため池など防災上心配な箇所の確認も併
せて行った。ヒアリングは 6 つの指標（顔合わせ、地
域の宝、結びつき、外部ネットワーク、安全、基礎）

を用いて実施し、原則、地区のことについて何を紹介
してもらってもよいと伝えて実施した。なかには「こ
んなこと話していていいのかな」、「災害のことを聴き
にこられたのではないの？」と尋ねてくる住民もいた。
筆者らは防災だけでなく、都市計画、建築、福祉など
専門が異なる者で構成しており、研究者、実務者、NPO
など地域との関わり方も異なる。そのような者がチー
ムを組んで話を聴くことによって、興味関心をもつポ
イントが異なり、多様な視点から地区住民と意見交換
が弾んだ。時には話題が発散し、先に紹介した地区住
民の言葉どおり、何を調べに来たのかと疑問をもたれ
ることもあったが、防災に特化せずに地区を知ること、
学ぶこと、多様な情報を引き出すきっかけとなった。 

上記のような調査は、農山村の活性化事業などで用
いられる手法であり（総務省 2002）、同様の効果を得
ることができたといえる。同じ連合自治会であっても、
谷が違えば空間的な共通性は感じず、同じ園区内では
過去に行っていた運動会の地区別対抗リレーなどさま
ざまな場面で競い合ったライバル関係にあり、自治会
間の情報共有は意外にも少ないことが明らかになった。
このため、第三者が各集落を回ることが、媒介となり
集落間の情報交換の機会として機能するという発見が
あった。 
 
5.3 村づくりの夢マップ 

（1）夢を書き出し、分類整理 
安心・安全むらづくり会議において、自治会ごとに

「村づくりの夢カード」を配布し、防災にかかわらず将
来の村の夢を自由に書き込んでもらい、類似や関連性
のある内容をまとめていった。夢カードは 3 園区（赤
松、大枝、岩木）ごとに縁を色分けし、自治会を越え
て共通している課題や取り組みたいプロジェクト、反
対に園区ごとに異なる課題などが視覚的に確認できる
よう工夫した（図 1）。その結果、農産物のブランド化
や観光ルートの設定など、自治会を越えて連携できそ
うな取り組みが確認できたほか、空き家の解消と集ま
れる場所・居心地のよい場所づくりなど、課題間相互
での解決の糸口が見つかるなど、村づくりとして今後
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取り組むべきことが見える化された。 
 
 
 
 

図 1 村づくり夢カード 
 

 

図１ 村づくり夢カード（縁を園区ごとに色分けし、 

自治会名を記入する欄を設けている） 

 
（2）防災につなげる 
 この結果を防災に活かせる可能性について検討した。
例えば、「観光ルートづくり」ではあれば、避難ルート
と連携した整備を考えてみるということであったり、

「空き家を集会施設として活用する」であれば集落内の
緊急避難場所や福祉避難所としての活用が検討できる
のではないかといった具合である。 

その中で「少子高齢化に抗えないことは理解してい
るが、一人でも若者を増やすことは、防災につながる
のではないか」と発言する人がいた。筆者らが「もち
ろんです」と答えると、おのおのに「〇〇に取り組む
ことも防災やんな（だよね）！」と一気に勢いづいた。 
 
5.4 みんなが<参加できる>白旗城まつり 

筆者らは、初めて連合自治会長たちに出会ったとき
から、赤松地区の村づくりを考えるうえで、「白旗城ま
つり」は最も大切にしていくべきことと認識していた。
また集落調査において 15 集落それぞれに事情が異な
り、独立し、個性を発揮していることが理解されたが、

「白旗城まつり」は全自治会が参加、協力している唯一
の行事であることもわかった。「祭りへの協力を呼びか
けるのは大変である」、「連合としておつきあいで協力
しているだけである」といった声も聴かれたが、25 年
も続けてきた実績によって、赤松地区だけでなく上郡
町の看板事業となり、地域の誇りとして醸成する可能
性を感じた。その証拠として、どの集落でも我々との
対話の中で白旗城まつりが話題になり、すべての集落

において白旗城まつりが地域行事として定着している
ことが伺えた。 

筆者らは、赤松地区とのアクションリサーチが始ま
る前の 2017 年 11 月 23 日（祝）に、この白旗城まつり
を視察していた。そのなかで「大変にぎわっているが、
車いす利用者など障害者の参加が見えない」ことに気
づいていた。そして何度も重ねる対話の中で我々は次
のような質問をした（2018 年 4 月 19 日）。 
「まつりにはどれくらい地区住民が参加しています

か？外出が難しい人とか、高齢者施設に入所されてい
る住民の人は参加されているのですか」 

この質問に対し、連合自治会長は「祭りの参加者は
年々増えているが地区外からの参加である。スタッフ
として大勢の住民に協力してもらっているが、一般参
加について住民に声かけをしたことはない」と回答し
た。そして何かを思いついたかのように「今年は 25 年
の節目だ。歴代の実行委員長をはじめ地区住民に参加
の声かけをしてもいいかもしれない」と語った。 

その後の 2018 年 5 月 8 日に開かれた連合自治会の場
で、連合自治会長は次のように呼びかけた。 
「まつりは赤松地区の発表会である。年々外部からの

参加者が増えて盛り上がっているが、25 年の節目を機
に、地区住民に参加を呼びかけ、白旗城まつりを楽し
んでもらいたい」 

このような経緯で取り組むことになった「みんなが
〈参加できる〉白旗城まつり」は、赤松地区の住民が夢
マップづくりの中で気づいた「○○○も防災やんな」
という発想による最初の活動となった。ただし、高齢
者や障害者など一人でも多くの住民をまつりに参加さ
せることをめざすのでなく、みんなが〈参加できる〉
まつりをめざすこととした。そして、みんなが〈参加
できる〉ように高齢者や障害者など支援が必要な人へ
の配慮することは、「避難行動要支援者の早めの避難訓
練」にもなるのではないかという仮説をもって取り組
むこととなった。 

 
(1)１年目 
a.事前準備 
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 まずは自治会長が中心となって、各自治会の 65 歳以
上の高齢者の名簿を作成することから始めた。しかし、
自治会長だけでは、マンパワーが不足するため、2018
年 9 月 21 日に開かれた社会福祉協議会主催の研修の場
で民生委員、協力委員、福祉委員に協力を求めた。次
の課題は移動手段など環境整備である。まつりの会場
から遠い集落では 5、6km も離れており、車でしかア
クセスできない。ここでは行政に協力を求め上郡町役
場は消防庁の委託事業を活用して、送迎バスを 3 台用
意したほか、車いす利用可能な仮設トイレなどを準備
した。 

連合自治会長が集計した参加者名簿に基づき、連合
自治会役員がバスの運行ルートを作成し、民生委員が
サポート体制の計画を作成した。さらに、参加してく
れる人に何かおもてなしが必要ではないかという話に
なり、急遽、炊き出し訓練ならぬカレーライスのおふ
るまいを、地区の婦人サークルに協力を依頼し、準備
することになった。そして、当日を迎えた。 
b.当日の様子 
 当日は、明け方まで小雨が降っていたが、開始時間
には秋晴れのさわやかな天気で迎えることができた。
約 200 人分のカレーライスは前日に仕込み、当日は朝
の 5 時から準備が始まった。会場設営は 7 時半から開
始され、消防団が駐車場の誘導係に、各自治会でテン
トや模擬店の準備、鎧かぶとの会は武者行列の着付け
と、25 回目ということで、慣れた様子で会場の準備は
整っていった。 
 自治会長や民生委員による声かけで参加することに
なった 65 歳以上の高齢者は 161 人、その内、バス利用
者は 54 人だった。それ以外に自治会役員や出店者とし
て参加した 65 歳以上の住民 146 人を加えると、全高齢
者 579 人中 307 人が参加したことになり、高齢者の参
加率は 53％となった。 
 バスは 3 コースに分かれて巡回し、事前に当人と相
談してきめた場所（公民館前や橋の袂、集まりやすい
居宅前など）を停留所代わりに停車し、1 か所あたり 2、
3 人ずつ乗車していき、祭り会場へ向かった。バスに
は民生委員、福祉委員が 2、3 人同乗し、バスが停留所

に到着し住民が乗車するたびに「久しぶり、元気にし
てた？」と声をかけあい、参加者たちの会話が弾んだ

（図 2）。会場では、総合受付と高齢者優先観覧席へ誘
導する係、車いす利用者の補助、その他見守りで役割
分担し、民生委員、福祉委員 32 名が従事し、大きな事
故もなく無事に終えることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 バスで到着して会場に向かう参加者 

 
c. 参加者、協力者の感想 
 参加者には当日、会場での聞き取りを行い、協力者
にはアンケート調査を実施し、2018 年 12 月 5 日にふ
りかえり会を開催し、結果の共有を図った。 

それらの結果をもとに、今回の試行について効果と
課題を考察する。参加者の約半数は、数年ぶりに白旗
城まつりに参加することになった（図 3）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 まつりの参加状況（回答者数 42 人） 

 

 参加者の感想には「昨年、免許を返納したのでバス
の送迎はありがたい」といったバス送迎の直接的な効
果を確認できたほかに「旧知の方と会えて楽しいひと
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ときを過ごせました」といった、まつりに出かけるこ
とで地区内外の人との再会を喜ぶ声が多数聴かれた。
さらに「自分がこんなに（会場内を）歩けるとは思わ
なかった」という感想もあり、外出することの少ない
高齢者がまつりへの参加を通じて、外出への自己効力
感を高めている様子もうかがえた。 
 ある参加者が、持ちきれないほどの買い物をして、
送迎バスを降りてからも立ち話をする様子に、今回の
取り組みの効果が語られているといえる（図 4）。 
 

 

図 4 バス降車後も歓談する住民 

 

 協力者の感想としては「一人ひとりの状況を確認す
るよい機会になった」、「声かけがしやすかった」と高
齢者等とかかわる機会として評価している。また、取
り組みを通じて「自治会と民生委員など各団体と話す
ことにより理解が深まった」という感想もあり、地域
団体の連携にも寄与したことが伺える。一方で「本当
に動きづらい人には、玄関先まで送迎できる体制が必
要」、「今回の取り組みでも参加できなかった人が災害
時の避難では課題である」という意見があった。まつ
りへの参加の声かけを通じて、地域のなかで本当に外
出が困難な人、つまり一人では避難できない人への気
づきがあったといえる。 
 今回の取り組みは、赤松地区の発表会である白旗城
まつりにみんなが〈参加できる〉ように取り組んだも
のである。そしてまつりの参加を通じて、高齢者等の
避難訓練になるだろうと想定した。高齢者等がまつり
に〈参加できる〉ようにするためには、誰が何をどの
ように取り組むべきか考えた結果、名簿づくり→移動

手段の検討→会場での配慮の検討→参加の声かけ→参
加者へのおもてなしの検討→実施という一連の取り組
みが展開された。この一連の取り組みは、現在、国が
喫緊の課題として推進しようとしている災害時避難行
動要配慮者の名簿の作成、個別計画の策定、それに基
づく避難訓練と類似しているといえる（図 5）。まつり
への参加支援は、災害時避難行動要支援者への取り組
みに代用できるといえるのではないだろうか。 
 

図 5 まつりの参加支援と防災の関係 

 

 そして、今回の取り組みを通じて最も大切なことは、
決められた制度に基づいて取り組んだのではなく、い
ずれも地域の住民に白旗城まつりに参加してもらいた
いという思いから自然発生的に生まれた行動であるこ
とだ。地域の人が地域の人ために自ら考えて工夫して
行動したことにある。自治会だけでは対応できないこ
とは民生委員や福祉委員に協力をもとめ、バスの準備
などは行政に協力を要請し、カレーライスのおふるま
いは、料理が得意なグループに依頼するなど、みんな
がまつりに〈参加できる〉ようにするために地域団体
が協力し、それぞれが知恵をだして、できることを担
うことで多くの住民が〈参加できる〉ようになったの
である。 
 
(2)２年目 
 2018 年度に引き続き 2019 年度もみんなが〈参加で

参加を呼びかける人を把握する

（65歳以上の地区住民リストを作成）
避難行動要支援者リストの確認

まつりの会場までの移動手段の検討

（自家用車の同乗・巡回バスの準備）
災害時の避難方法の検討

まつり会場での配慮事項の検討

（休憩場所やトイレ、車いすの準備）
避難所の環境整備

参加への呼びかけ

（一人ひとり個別訪問）
避難（訓練）の声かけ

参加者へのおもてなしの検討

（カレーライスの配布）
避難（訓練）所での炊き出し

まつりの送迎支援の実施 避難訓練の実施

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar
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きる〉白旗城まつりに取り組むことになった。前年度
の反省点を踏まえて、さらに誰もが〈参加できる〉よ
うにするにはどうしたらよいかを考え、工夫をこらし
た。以下の 5 点について取り組みに変化があった。 
a.コア会議の開催 
 昨年は配慮の必要な高齢者への参加にあたって自治
会だけでは対応が難しく、急遽、民生委員、福祉委員
への協力を求めた。しかし、充分な打ち合わせができ
ず、考え方に齟齬が生じたことから今年度は連合自治
会三役、民生委員、福祉委員の代表で構成されるコア
会議を設け、一緒に考える時間を持った。 
b.自治会長会、実行委員会での議題として定着 
 昨年までは、安全・安心の村づくり会議として、当
該取り組みを検討してきたが、今年は祭りの準備の一
環として位置付けられ、自治会長会、祭りの実行委員
会での議題の一つとして必ず位置付けられるようにな
り、別途会議を設ける必要はなくなった。 
c.一人一役台帳：高齢者名簿に協力欄を設ける 
 65歳以上の地域の高齢者に祭りの参加を呼びかける
ために名簿を作成している。しかし高齢化率が 40％近
い当該地区では、高齢者の参加を支える人も高齢者で
ある。そこで名簿には要配慮事項だけでなく、看護師
であったとか教師であったというような職歴や趣味な
ど得意とすることを記述できるように変更され、一人
一役台帳としても活用可能となった。 
d.本人への声かけ：チラシの配布 
 家族の判断で参加しない高齢者がいたこと、本人同
士の誘いあいが大切であることがわかったため、今年
度はできるだけ本人に声かけすること、取り組みの趣
旨を正確に伝えることを目指してチラシを作成し、全
世帯へ配布した。その結果、今年も数年ぶりに参加し
た高齢者が 22 人増えたほか、参加のきっかけは自治会
からの声かけと回答した人が約 6 割を占めた。一人ひ
とりに直接、声をかけることの大切さが再確認された。  
e.グループホーム入居者への声かけ 
 2 年目の新たな取り組みとして、高齢者以外に岩木
自治会に立地する知的障害者のグループホーム愛心園
の居住者にも参加を呼びかけた。愛心園は毎年、祭り

に模擬店を出店し、知的障害のある人も祭りに参加し
ていた。しかし、グループホームに住む知的障害の人
たちに地区住民として祭りに参加しませんかと声かけ
すると、居住して 10 数年経つが一度も祭りには参加し
たことがないことが明らかとなった。なぜなら模擬店
の手伝いをしていたのは軽度の障害の人で、グループ
ホームに入居する重度の障害がある人たちは祭りの参
加をあきらめていた。施設長からは「これまで地域の
行事に参加させてほしいとお願いに行ったことは何度
もあるが、地域から参加してほしいと声をかけられる
ことはほとんどなかった」と語った。 

当日はグループホーム入居者 12 人のうち 9 人が、2
人の施設職員と一緒にまつりに参加した。地域からは
日頃からグループホームの手伝いをしている住民 2 人
と福祉委員代表が担当となり、買い物やトイレのサポ
ートを行った。常に見守りが必要な重度の障害がある
人たちであったが、おのおのの楽しみ方で武者行列や
模擬店の食事を満喫している様子が筆者らにも伝わっ
てきた（図 6）。 
 

 
図 6 武者行列を楽しむ参加者 

 

施設職員は「これまで施設側で十分なサポート体制
を確保できない限り、このような地域の場に参加する
ことはなかった。地域の方に迎えられ、サポートして
いただき、大いに楽しむことができたことは新たな経
験です。地域の仲間に入れてもらったように感じる」
とふりかえりの会（2019 年 12 月 13 日）で語った。 
 
6 防災 3.0「まちづくりに防災を織り込む」 

我が国は人口が減少に転じ、地域で活動する人が減
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り、自治会、婦人会、老人会など地域組織の見直しや、
農地の管理といった生活空間の維持が難しくなる縮退
時代を迎えている。その中で、防災活動を熱心に行っ
ている地域や興味・関心が高まった被災地などにおい
ては、防災からまちづくりへと総合的に展開していく
ことは効果的であろう。しかし一方で、災害経験がな
い、防災 1.0 で取り組んだ自主防災組織が形骸化して
いるような地域では、どうであろうか。もちろん行政
や専門家が働きかけて防災からまちづくりを引き起こ
すことも可能であろうが、防災 1.0、2.0 が抱える課題
に陥らないように注意が必要である。 

また、防災活動に多様な人々の関心を喚起して参加
してもらうには工夫が必要であり、防災 2.0 において
様々な手法やキットも開発されてきた。しかし、高齢
者や障害者、外国人といったマイノリティの参加を促
進するには至っていない。このことは、バリアフリー
分野で実績を重ねているが（石塚ほか 2019）、まちづ
くり全般でも試行錯誤の段階にある。防災は平時の取
り組みが大切であることを踏まえれば、テーマはなん
であれ、まずは参加の場、機会をつくることが求めら
れていると本研究では捉えて取り組んできた。 

そこで本研究では、もう一つアプローチとして、ま
ちづくりに防災を織り込むことをめざす。織り込むと
は、防災活動を既存の活動に加えるのではなく、既存
の活動に内包させることをめざす。市民主導のまちづ
くりは複雑系であり（久保 2005）、複数の要因が相互
に作用し合って地域が成立している。このため、例え
ば災害時要配慮者の課題として本研究の取り組みを考
察するのではなく、市民主導のアプローチ方法、持続
可能な地域ガバナンスのあり方、専門家の役割などを
総合的に考察して防災 3.0「まちづくり防災を織り込
む」とはどういうことかという像を示すことに意義が
あると考えている。 

 
6.1「提案」より「対話」から 

今回の取り組みは、集落調査（5.2）というツールを
使って、赤松地区の潜在力（capability）を知ることか
ら始めた。その結果、村づくりとして熱心に取り組ん

でいる「白旗城まつり」に着目し、防災の要素（今回
は避難行動要支援者の移動支援）を織り込む結果とな
った。 

まつりが終わった後で連合自治会長は「実は研究会
から防災の協働研究の依頼があったとき、白旗城まつ
りの知名度があがるといいなと思って協力することに
した」と話した。つまり、連合自治会長をはじめ赤松
地区住民との何度にもわたる対話が、まつりに防災を
織り込むことを導いたと言えるだろう。専門家からの
一方的な提案であったら、まちづくりに織り込むこと
はできなかっただろうし、仮に一度は実施できても継
続的な取り組みへとは発展しないと言える。 
 
6.2 課題解消型アプローチ 

現在、行政・専門家主導で進められている避難行動
要支援者への対応策と比較する形で、当該取り組みを
振り返る。災害が起こると高齢者等に被害が集中する
ことが繰り返される中で、行政が避難行動要支援者名
簿を作成し、自治会や自主防災組織等に情報共有され、
ケアマネジャーなど福祉関係者と地域との協働の場を
設けて、個別支援計画を策定することが喫緊の課題と
されている。これら一連の取り組みは課題に対して解
決策が明示され計画的に取り組む「課題解決型アプロ
ーチ」と呼ぼう。 

一方、「みんなが<参加できる>白旗城まつりプロジ
ェクト」は、祭りに住民みんなが〈参加できる〉こと
をめざして取り組んだものである。以前は参加してい
たけれど、車が運転できなくなったりして「参加でき
なくなった」人、今まで参加したことがなく、地域と
の関わりが少なかった「参加していなかった」人、そ
して祭りのような大勢の人がいる場では迷惑をかけて
しまうなど「参加をあきらめていた」人に、「参加でき
ますよ」と伝える活動である。同じ地区に住む一人ひ
とりに、地区の発表会に「参加しませんか」と声をか
けるために、名簿をつくり、送迎方法を考え、会場で
の心配りを考えた。 

本活動は、祭りから誰が排除されてきたのかを確認
して、一人でも多くの住民の参加させることを目的と
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はしていない。同じ地区に住む一人ひとりに「参加し
ませんか」と声をかけただけである。そのただの声か
けで「久しぶりに参加して楽しかった」、「地域の仲間
に入れてもらった」と感じる人がいて、「ゆっくり一歩
一歩会場に向かうお年寄りの姿を見てうれしくなっ
た」、「愛心園の人たちが参加してくれて本当によかっ
た」と思う人たちがいた。住民が、住民のために考え、
実践を積み重ねた結果、自治会と民生委員等とのコミ
ュニケーションが円滑になったり、災害時に避難行動
が本当に困難な人や引きこもりの人の存在が認知され
たり、ひとり一役を担う素地ができたりと副産物が連
鎖的に生まれ、課題が自然に解消されている。そして、
多くの自治体で避難行動要支援者名簿から外れている
施設入居者の避難の課題が明らかになるなど、新たな
課題が発見され、また実践を繰り返す。このように、
地域における地域住民の自発的な創意工夫、活動が偶
発的なことを含めて積み重なっていくことで防災が進
む様を「課題解消型アプローチ」と呼びたい。 

どちらに持続性、発展性があるかといえば、自明で
あろう。課題解決型は一見、合理的で効率がよさそう
であるが、手段が目的化しやすく形骸化するリスクが
高い。一方課題解消型アプローチでは、効率が悪く、
まわり道のようであるが、地域事情に応じて地域が編
み出したオリジナルの方法で、常に改善を重ねながら
持続的に発展する可能性を持っている。このような活
動の積み重ねが、まちづくりに防災を織り込むという
ことである。 
 
6.3 順応的ガバナンス 

赤松地区で課題解消型アプローチにより、村づくり
に防災を織り込むことができたのは、どのようなガバ
ナンスであろうか。「順応的ガバナンス」（宮内 2013）
の考え方を用いて防災とまちづくりの場面において説
明しよう。 

本来、自然環境も人間社会も不確実性を伴っている。
想定外の災害は起こり得るし、防災は計画どおりには
進まない。また、科学の「答え」と、社会の「答え」
はずれることが多い。例えば、東日本大震災の被災地

では、大津波を経験し水深 2m 以上のエリアでは家屋
の全壊率が急激にあがるという科学的根拠に基づき建
築制限を設定したり、数十年から百数十年に一度の津
波には防潮堤で防御するという科学の「答え」に基づ
き復興計画が策定されたが、生業や景観など暮らしの
ある社会を再構築する上では「答え」がずれていたケ
ースもあった。 

順応的ガバナンスには 3 つのポイントがある。 
1 点めの「試行錯誤とダイナミズムを保証する」と

は、単一の仕組みに任せないで、複層的な仕組みをも
ち、曖昧な領域を確保しておくことである。今回は、
地区防災計画の策定といった明確な目標はあえて設け
ずに、筆者らが赤松地区の村づくりを知る過程から白
旗城まつりにおける避難訓練を試行するに至り、その
結果をまとめるという、ある意味、計画づくりの逆の
アプローチをとった。このことは、単一の仕組み（計
画の策定）には任せず、複層的な仕組み（何から取り
組んでもよい状況）をつくり、住民が取り組んでみて
もよいと思い始めるまで具体的なアクションは起こさ
ないという曖昧さを確保したといえる。 

2 点めの「多元的な価値を大事にして複数のゴール
を考えること」は、思い切って問題をずらして多元的
な営みをしていくことである。従来の防災への取り組
みでは、災害時のことだけを想定し、災害に関わる情
報だけを分析し、災害時のためだけの計画や活動を行
うことが多かった。しかし、今回の取り組みでは専門
や地域とのかかわり方が異なる者がチームとして赤松
地区にかかわることにより、地域の多元的な情報を引
き出し、多様な視点から住民と協働してきたといえる
だろう。そして村づくりの夢に防災の活動を関連づけ
るという考えに至り、赤松地区の住民が「〇〇するこ
とも防災やんな」と自ら言い始めるようになった。そ
して、白旗城まつりにおける避難訓練をはじめ、さま
ざまな村づくりのなかで防災活動が展開されるといっ
た多元的な営みになりつつある。 

3 点めの「多様な市民による調査活動や学びを軸と
しつつ、『大きな物語』を飼いならして、地域のなかで
再文脈化を図ること」とは、生物多様性の保全や地球
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温暖化の防止といった「大きな物語」のグローバルな
価値を、自分たちの地域の文脈に埋め戻すことである
という（宮内 2013）。防災に置き換えて考えるなら、
いつ起きるかわからない巨大地震に備えること、災害
時に誰一人取り残さないよう助け合える社会をつくる
ことは、誰もが望む共通の価値といえ、取り組むこと
に反対する人は誰もいない。しかし、日々の生活に置
き換えたときに「何からどのように取り組んだらよい
かわからない」、年に一回型通りの避難訓練を実施して
はいるが、防災に役立つといった実感がわかず、活動
が沈静化していくといった現象は全国各地でみられる。
これは防災の取り組みを自分たちの地域の文脈に埋め
戻すことができていないことが原因といえる。本プロ
ジェクトでは、地域が一番熱心に村づくりとして取り
組んでいる白旗城まつりに、みんなが〈参加できる〉
よう工夫したことが、災害時に避難に配慮が必要な人
を支援することにつながり、防災の取り組みとして再
文脈化したといえる。 
 
6.4 ネガティブ・ケイパビリティ 

縮退時代を迎えた地域では、まちづくり活動もそれ
なりに脆弱化しており、そもそも織り込む先の活動が
ないのではないかという意見もあるだろう。そこで要
請されるのは、地域の潜在力に気づき、共に育む外部
者である。外部者は、経験や専門知を有した専門家か
もしれない。しかし、まちづくりに織り込まれた防災
活動に携わる専門家の姿は、これまでの防災活動に見
る専門家とも、特定分野で活動を展開する市民団体と
も異なる。ここで登場する外部者は、市民に寄り添い、
丁寧に声を聴き、市民のペースに合わせてじっくりと
かかわる中で伴走者としての外部者である。本研究の
実践中で我々が発したのは、極端に言えば「参加した
い高齢者（障害者・・・）は、もっといらっしゃるの
では？」という問いだけである。専門に特化した関心
を前面に出したりはしないし、市民の活動を主導した
りは決してしない。 

伴走する専門家に求められることは、早急に成果や
効果を求めず、地域の潜在力に気づき、答えが出ない

事態に耐える力「ネガティブ・ケイパビリティ」（帚木 
2017）である。ネガティブ・ケイパビリティとは、「ど
うにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態
に耐える能力」をさす。人間は「分かろう」とする性
質をもつ生き物であり、その「分かる」ための究極の
形がマニュアル化である。このため、専門家は明快な
回答を求められることが多いため、地域との協働の場
においても市民よりも先に提案してしまうことが多い。
外部者である専門家が主導しては、防災 1.0 に逆戻り
してしまう。まちづくりに織り込む防災では、専門家
は市民に寄り添い、丁寧に声を聴き、市民のペースに
合わせてじっくりとかかわる中で伴走者としての外部
者でなければならない。そして伴走者は、問題を性急
に措定したりせず、専門知識のみで解決策を見つけよ
うとしてはならない。取り組みが前進するか否か不確
かな情況に耐える能力が、市民の潜在能力を引き出す
手立てである。まちづくりに織り込まれた防災の中核
をなす考え方である。 
 
7.おわりに 

防災 3.0 は 6 章で述べたとおり、対話を通じて市民
主体で課題解消型アプローチをとり、順応的ガバナン
スに、ネガティブ・ケイパビリティを持って外部者が
伴走するといった要素により成立する縮退時代の防
災・減災活動である。 

本研究のアクションリサーチでは、白旗城まつりと
いう素晴らしい活動があったから実現できたのではな
いかという見方もできるだろう。しかし、それぞれの
地域は無為に日々を過ごしているわけではないし、地
域の出来事から完全に乖離しているわけでもない。例
えば、観光、景観、自然環境の保全、高齢者の見守り、
交通安全など様々なまちづくり活動が行われている地
域がある。あるいは、何もまちづくりと銘打ったもの
ではないかもしれないが、登下校時の児童に声をかけ
る挨拶運動や、公園で行われるラジオ体操の会といっ
た集まりもある。このような何気ない地域の活動を広
義のまちづくり活動と考えて、そこに防災活動を織り
込んでみようというのが防災 3.0 という本研究の提案
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である。 
既に市民が主体的に取り組んでいる地域活動に防災

の要素を織り込むのだから、新たに防災活動を地域に
付加していく従来の防災活動とは本質的に異なる。あ
くまで市民が主体的に（既に）取り組んでいる活動に
注目する。 

また、まちづくりに織り込まれた活動は、多様な人々
の参画へと接続しやすい。既存の活動をある意味発展
させるのであるから、これまで見落としてきた人、こ
とに気づきやすい。あの人はどうか、この施設におら
れるこの人達はどうかという具合に詳細に考えること
ができるだろう。その結果、高齢者や障害者といった
属性・カテゴリーを予め持ち込んで、トップダウンで
包摂するのではなく、多様な人々がまちづくりについ
て様々な意見を言えるような場を作ることが段階的に
実現できることを期待する。赤松地区では１年目は外
出が困難になった高齢者、2 年目はグループホームに
住んでいる障害者と、参加する仲間を増やしている。
もちろん、まちづくりに参加したくない人々の存在、
逆に、参加表明を出しづらい人々の存在など議論は尽
きないだろう。理論的には、一人一人の存在そのもの
を承認し合うということをもって包摂とする（宮本  
2018）が、実践的には、一人一人の住民が声を発する
ことのできる場をいかに準備して、いかにその声をじ
っくりと聴くことができるかということに尽きる。 
 本研究では、日々の暮らしの中の様々な地域活動を
経糸とし、防災を緯糸として織り込まれていく過程が、
支援する-されるという関係を超えて誰もが助かる社
会を創っていくと考えた。地域のまちづくりとして織
り込まれた防災は、表からも裏からもしっかりと認識
され、実践していく活動が趣のある柄となる。もちろ
ん被災地など防災・減災に目覚めた地域では、防災・
減災が経糸となっている場合もあろう。 

いずれにしても布を織る作業は、とても地味で手間
暇がかかり、時間を要する。防災 3.0「まちづくりに防
災・減災を織り込む」とは、地道な地域活動の積み重
ねであり、ゴールはなく、尊厳あるまちづくり運動な
のである。 
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