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基礎自治体における住民密着型の災害対応に関する考察 
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   In this study, we aim to calrify the characteristics of disaster response by Soja Municipality Government, Okayama 

Prefecture after the Heavy Rainfall Disaster in July, 2018. The government called its response “Soja Style”, through 

which its staff had stationed in affected areas for several months. And other staff provided affected victims with direct 

service for their recovery, not by using business operators. Thanks for such attitude, the staff was able to understand 

the real situation and pick up victim’s needs, which has led to good relationship between the government staff and 

citizens. This style becomes good reference for municipality government to respond to future disaster . 
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１． はじめに 

大規模な災害が発生すると，住民は行政が避難所の運

営や住宅再建への補助金等において，何とかしてくれる

と期待しがちである。一方，行政は，避難所運営はでき

るだけ被災者主導で行ってほしい，住宅再建についても

一部損壊に限らず被災者の自助努力によるところが大き

いといった具合に，両者の認識には大きな隔たりがある。

そのため，行政が様々な被災者支援策を講じる際，住民

からクレームがおこる場合が多い。 

しかし，平成 30 年７月豪雨災害において，岡山県総社

市では職員自ら避難所に住民を搬送し避難誘導する，被

災地に職員を常駐させ相談を行う，あるいは，浸水家屋

の清浄にあたる等，通常の基礎自治体であれば，職員が

直接行うのが難しい対応を行うことで，被災者との信頼

関係を築いた。 

本研究では，こうした総社市の対応に着目し，発災期

から復旧期の対応について，常駐した職員へのヒアリン

グ調査及び入手した資料等を元に，その特色を明らかに

する。他の自治体が災害対応を行う際の参考になると考

えられる。 

 

２．被害概要 

平成 30 年度 7 月豪雨災害では，7 月 5 日から 8 日にか

け，西日本から東海地方を中心に全国的に広い範囲で記

録的な大雨になった。 

総社市では高梁川の越水により下倉（草田）地区で堤

防が決壊した（2 箇所 被害延長：60ｍ・70ｍ）。また，

作原地区では河川が氾濫，下原地区では決壊した小田川

からの水が流入し浸水被害が発生した。その他にも，清

音地区や富原地区など市内の広い範囲で浸水被害が発生

した。加えて，浸水に伴い工場爆発が起きたことから，

下原地区など近隣に爆風被害が生じた。 

図1に市内の浸水状況を示す。人的被害，建物被害の状

況は表1の通り。 

 
図 1 総社市の浸水状況（濃い部分を示す） 

 

表 1 総社市における人的被害及び建物被害 

死者 9 人(直接死 4 人,関連死 5 人) 

負傷者 38 人(重傷 2 人,軽傷 36 人) 

建物被害 全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 合計 

住家 84 171 373 523 1151 

非住家 100 158 203 198 659 

 

３．総社市の対応 

平成 30 年 7 月豪雨災害対応記憶誌(総社市)1）によれば，

同市ではその対応を総社流と称し「災害対策本部」「現

地出張所の開設」「個別課題への対応」「市民による被

災市民への支援の場の提供」等独自の取り組みを行った。 

同記憶誌の中で，総社市長は次の3つの掟を自らに課し



 

たと記している。 

① 「有事の際は、法律・条例を破れ」 

② 「決断は 10 秒以内で、責任は市長がとる」 

③ 「公平・平等の原則では誰ひとり助けられない」 

これらは「①平常時の規則に縛られないこと」「②

トップが自らの責任で即決すること」「③優先順位を

明確にすること」というふうに解釈できる。 

 その代表的な対応として、以下の4点をとりあげる。 

（1）災害対策本部 

 災害対策本部にて行われた取り組みについて纏める。 

① 住民に対する避難の呼びかけ 

6日午後 9時，高梁川の水位が避難判断水位を超えたた

め，30 分後に避難指示を発令した。午後 10 時 30 分には

各地区の地域づくり協議会長を災害対策本部に招集し，

それぞれの地区の住民に対し避難を呼びかけるよう依頼

した。市長自身のツイッターでも「逃げてくれ。」と発

信し続け，避難を促した。 

 全国各地で避難率の低さが課題となっているなか，地

域の代表者を集め，トップ自らが避難を呼びかけたのは、

一定の効果があったと考えられる。 

② 工場爆発に対する避難誘導 

下原地区にあるアルミ工場にて水蒸気爆発が発生し，

爆風により 115 世帯が全壊した。バス会社にバスの手配

をしている間に二次災害が発生する恐れがあった。一刻

も早く住民を避難させるため，市役所の公用車両を数台

用意し，職員が自ら運転し被災地に向かった。順次避難

者を「きびじアリーナ」に搬送することができた。 

 危険と隣り合わせの行為ではあるが，職員自ら救援に

駆けつけたことは，職員の実行力を示す上で，大いに信

頼性を高めたと考えられる。 

③ 高校生ボランティアの出動 

市長によるツイッターの呼びかけで，市内の中高校生

ら約 1,000 人が自分たちも役に立ちたいとの声が上がっ

た。市長もそうした熱意に報いようと，浸水地域での泥

かきボランティアが始まった。生徒達は腰の高さまでつ

かりながらも，必死で泥を運んだ。途方に暮れた被災者

が励まされるとともに，自ら生徒と一緒になって家具や

畳を運び出した。 

こうした対策には非常時にトップが自ら課した上記３

つの掟が具現化されている。ここに総社流ならではの柔

軟性，迅速性，優先順位付けという特色が見受けられる。 

（2）被災現場への職員の常駐派遣 
現地出張所における職員の活動について述べる。最も

被害の大きかった昭和・下原の両地区に現地出張所を開

設し，現場対応に当たった。現地ニーズを把握するとと

もに，各種支援制度の説明等を行った。さらに，昭和地

区では，ゴミの運搬撤去，河川の浚渫，伐木を実施した。

下原地区では，浸水家屋の床剥がし，爆風地域の屋根の

ブルーシート張りを行った。 

開設期間は 7 月 13 日～11 月 30 日。昭和地区には課長

級，係長級，主査級職員を 3 名，下原地区には部長級，

課長級，係長級の 3 名（途中で建物の解体受付を担当す

る係長級を 1 名追加)を常駐させた。意思決定のできる管

理職と，被災地支援経験のある中堅職員で構成したこと

から，現場での即断即決，即行動が容易になった。現場

で対応できない場合でも，本庁との意思疎通が円滑に行

われることにより，現場の意向を踏まえ決定される体制

が敷かれたと考えられる。 

さらに，現地に出張所を長期間開設することにより，

市役所職員と地元住民との顔の見える関係が構築され，

駐在職員交代の際には住民主催のお別れ会が開かれるな

ど，良好な関係を築くことができた。 

これにより，市役所の方針を被災者に解り易く説明する，

現場のニーズを的確に本部に伝える等，丁寧に災害対応

業務を進めることができた。 

（3）個別課題への対応 

個別課題に対応する特設チームを設け，職員を重点的

に配置し，応急復旧業務を集中的に管理・実行し，迅速

な課題の解決に繋げた。その一例として，消毒作業チー

ムを取り上げる。 

 17地区の1,431件が浸水被害により消毒作業が必要に

なった。そこで，7月14～27日にかけ，うち1,181件に対

し，他自治体からの支援職員40名を含む計190名により，

２人１組の5組を編成し消毒作業を実施した。職員自ら対

応することで，作業はもとより，被災状況を直接把握す

ることが可能となり，被災者とのコミュニケーションを

図ることができた。 

（4）市民による被災市民への支援の場の提供 
 被災者の多くが浸水等により家財道具や生活必需品を

失ったため，7月11日～10月1日の間，自治体や企業はも

とより市民に対し支援物資の募集を行った。物資の受け

入れや引き渡しを容易にするため，市役所南側の車庫を

フリーマーケットの場として開放した。市長自らSNSで不

足している物資を呼びかけるなどして，市民が持ち寄っ

た様々な生活支援物資を被災者が自由に持ち帰る方式を

取った。ボランティアが仕分けをするなどして，市外か

らも含む71,564人もの被災者が助けられた。被災しなか

った市民も災害を我が事として理解するのにも役立った

と考えられる。 
 

４．考察 
 本研究では，平成 30年 7月豪雨災害の岡山県総社市に

おける住民密着型の災害対応を分析した。その結果，職

員が直接被災地に赴くことで，状況やニーズを詳しく把

握すると共に，被災者と密接な関係を築くことがわかっ

た。通常，行政では定期的に職員を交代させるが，一旦

顔見知りになった職員が接することで，住民は安心感を

抱き，これにより行政は良好な関係の下で，取組みを進

めることができる。特に住民に身近な基礎自治体の場合，

こうした方策が災害時には効果的であると考えられる。 
 なお，同市は平成 25 年に全国で初めて「大規模災害被

災地支援」条例を制定し，東日本大震災や熊本地震等の

被災地に職員を派遣してきた。これにより災害後の職員

の主体性，迅速性，柔軟性が培われたことも，総社流の

対応に繋がったのではないかと考えられる。災害復興計

画の理念となっている市民に寄り添う絆の町「そうじゃ」

にも反映されていると考えられる。 
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