一般社団法人
ピースボート災害ボランティアセンター（PBV）

2018年 西日本豪雨(平成30年7月豪雨) 災害支援
中間活動報告書

人こそが人を支援できるということ
すべての人々がお互いに助け合える社会をめざして

西日本豪雨(平成30年7月豪雨)
平成最悪の水害

被害の概要

2018年6月28日から7月8日にかけて、西日本を中心に全国的に広範囲で記録的な集中豪雨が発生。7月
6日以降、広島、岡山、愛媛など11府県で大雨特別警報が発令されました。気象庁によると、3日間で四国
地方で1,800mm、中部地方で1,200mmの大雨をもたらしました。この豪雨により、西日本を中心に多く
の地域で河川の氾濫や浸水被害、土砂災害など甚大な被害がありました。亡くなられた方は224名にのぼ
り、6,695棟が全壊、10,719棟が半壊(内閣府発表10月9日現在)など、「平成最悪の水害」となりました。
岡山県
死者
全壊

61名 ／ 行方不明者 3名
4,822棟 ／ 半壊 3,081棟

床上浸水

2,921棟

／ 床下浸水 6,035棟

広島県
死者 109名 ／ 行方不明者 5名
全壊 1,085棟 ／ 半壊 3,258棟
床上浸水 3,234棟 ／ 床下浸水 5,603棟

愛媛県
死者 29名
全壊 632軒 ／ 半壊 3,212棟
床上浸水 360棟 ／ 床下浸水 2,692棟

内閣府発表：2018年10月9日現在

岡山県倉敷市の概要
岡山県では、河川の氾濫や堤防の決壊による浸水被害が相次ぎました。岡山県での被害の8割以上が、
倉敷市に集中しました。なかでも、倉敷市真備町では小田川とその支流の堤防が決壊し、広範囲にわたり
家屋の2階以上まで浸水する被害がでました。浸水被害は、真備町の４分の１にあたる1,200ヘクタール
に及び、全壊・半壊を合わせると約5,000棟の家屋に被害をもたらしました。7月6日に倉敷市に大雨特別
警報が発令され、深夜にかけて避難指示が発表されましたが、残念ながら逃げ遅れた方も多くいました。
倉敷市

人口：482,909人
世帯：209,510

死者

52名
(うち真備町51名)

全壊

4,274棟

半壊

1,064棟

一部損壊
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516棟

岡山県発表：2018年8月29日現在

初動対応

7月

06 西日本豪雨(平成30年7月豪雨)発生
関係機関や支援団体と連携し情報収集を開始
07 緊急支援募金を開始
09 福岡・佐賀・岡山へ、先遣調査スタッフを派遣
全国で街頭募金開始
10 久留米(福岡)にて、災害ボランティアセンター設置支援
愛媛・広島へ、先遣調査スタッフを派遣
11 倉敷市(岡山)での支援活動を決定
倉敷市災害ボランティアセンターが開設
災害ボランティアセンターの運営サポート開始
13 避難所の運営サポート開始
14 PBVの災害ボランティア募集開始
18 東京にて「現地状況を伝える先遣スタッフ報告会」開催
24 在宅避難者向け食事支援を開始

プロジェクト概要
PBVでは、西日本豪雨(平成30年7月豪雨)の発生をうけ
て、7月9日から福岡・佐賀・岡山・愛媛・広島に先遣ス
タッフを派遣し、広範囲にわたる被害状況の調査活動を
実施しました。他の支援団体との支援調整を図り、支援
場所に偏りが出ないように努めました。倉敷市と倉敷市
社会福祉協議会からの支援要請をうけ、特に被害の範囲
が広く甚大であった倉敷への支援を決定し、活動を開始。
支援活動は、現地災害ボランティアセンター運営サポー
ト、被災家屋の清掃活動、避難所運営サポート、食事支
援、コミュニティ形成サポート、シーズ・ニーズ調整な
どを実施。関係機関と連携し被災者ニーズに合わせた支
援活動を展開しています。

災害ボランティアセンター

① 運営サポート / 清掃活動

活動期間

活動場所

2018年

7月9日 － 継続中
岡山県

倉敷市(真備町)

② 避難所運営サポート

➂ コミュニティ形成サポート ④ シーズ・ニーズ調整
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総社市

①

災害ボランティアセンター運営サポート
被災家屋の清掃・保全活動

サテライト運営
倉敷市社会福祉協議会では、7月11日に倉敷市災害ボランティ
アセンターを設置し、浸水被害にあった住民に向けて支援活動を
開始しました。被災地域が広範囲に及んだため、支援拠点となる
サテライトが地域ごとに複数設置されました。PBVでは、服部地
区、箭田地区、呉妹地区などの複数のサテライトの立ち上げ・運
営を担いました。サテライトでは、住民ニーズの受付、現場確認、
ボランティアへのオリエンテーションやマッチング、資材管理、
被災家屋の清掃活動など他団体と協力しながら実施しています。

被災家屋の清掃・保全
今年の夏は、各地で35℃を超えるような例年にはない猛暑を観
測しました。2階まで浸水した家屋の清掃活動では、家財の運び
出し、土砂の撤去など過酷な状況での作業が続きました。家財の
運び出しを終えた後も、カビなどの被害から家屋を保全するため
に、床下の清掃や土壁、天井、断熱材の撤去・清掃など地道な作
業が続いています。一般のボランティアをはじめ、大工などの技
術系ボランティア、企業の社員ボランティアなど多くの方たちが
活動を支えています。
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②

避難所運営サポート
避難生活の環境改善

二万小学校 避難所

(10月8日 閉所)

倉敷市では24カ所の避難所が開設され、2,000名を超える方たちが、避難生活を余儀なくされていまし
た。指定避難所は学校など、もともと大勢が長期間避難生活を送ることを前提にした設備になっていませ
ん。そのため、寝床や食事、トイレ、洗濯、物資配布など生活環境を整える必要があります。倉敷市職員
や応援職員、地元団体、外部支援団体と協働して運営のサポートを実施してきました。厳しい避難生活で
も、丁寧に避難者のお話に耳を傾けながら少しでも日常の暮らしを意識できるように日々工夫し、取り組
んできました。毎日、自宅に戻り片づけや清掃をする住民が自身の生活再建に集中できるよう、避難生活
のストレスや負担を少しでも軽減するためにサポートしてきました。

岡田小学校 避難所

(11月1日 閉所)

岡田小学校は、一時370名以上の方が避難し、市内で最も避難者数
の多い避難所でした。体育館と教室のほとんどが、避難場所として
使用されており過密状態が続いていました。避難者数が多いため配
食では炎天下の中、長時間並ぶ状況もありました。配食をスムーズ
に受け取れる工夫や憩いのスペースの設置、楽しめるイベントづく
りなど、その都度必要な環境改善を行ってきました。また、なかな
か情報が得られないという声から「岡田小避難所通信」を発行し、
支援や制度情報、生活に関わる情報を発信し続けました。
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③

コミュニティ形成サポート
自主避難・在宅避難者支援(食事支援)

自主避難・在宅避難者支援(食事支援)
指定避難所以外に、神社やお寺、公民館など自主的に
避難されている方も多くいらっしゃいました。また、浸
水の被害を受けた場合でも、自宅の2階で避難生活を送る
方もいます。しかし、指定避難所とくらべ自主避難所や
在宅避難者への支援は届きづらいのが現状です。そこで、
食事の支援を通じて避難者の困りごとの把握や必要に応
じた支援を実施してきました。行政から提供される食事
はおにぎりやパン、弁当が多く、栄養が偏ったり野菜や
ビタミンが不足しがちになります。食事の支援では、野
菜をたっぷり使った副菜やフルーツの冷菓が好評でした。

コミュニティ形成サポート
避難生活を送られた方たちは、避難所などから徐々に
みなし仮設住宅(民間借上住宅)や応急仮設住宅など、次の
生活の場に移り住んでいきます。被災された地域では、
もともとの地域住民たちが集う場が少なくなります。そ
こで、地域で皆さんが再会し、情報交換やコミュニケー
ションをとれる場づくりを大切にしています。例えば、
地域で定期的に食事や物資を受け取れる場を提供したり、
お茶会やイベントなどを住民と共に開催しています。久
しぶりの再会は、生活再建の具体的な情報交換から、近
況報告など大切なつながりを確かめる時間にもなります。

仮設住宅集会所支援
豪雨災害から4か月後には、応急仮設住宅が倉敷市に6
団地、総社市に2団地建設されました。仮設団地では、合
わせて約300世帯の生活が始まっています。新たなコミュ
ニティでの生活が始まり、個々の生活のプライバシーが
確保できる一方で「孤立・孤独」も懸念されます。その
ため、各仮設団地では規模に応じて集会所や談話室が併
設されています。集会所や談話室で住民同士が団らんで
き、コミュニケーションを深める場となるように、テー
ブルやいす、冷蔵庫やテレビなどの電化製品、コップや
ポットなどのお茶会用品を提供しました。
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④

シーズ・ニーズ調整
支援の申出と困りごとのマッチング

被災地では、様々なモノやサービスが失われます。し
かし、困難な状況に置かれる被災者のために「何か力に
なれることはないだろか？」と思ってくださる方も大勢
いらっしゃいます。それは「物資」や「炊き出し」の提
供にとどまらず、「子どもたちへおもちゃを届けたい」、
「ペットの一時預かりができる」など、様々な声をいた
だきます。倉敷市災害ボランティアセンターでは、PBV
を含め多く支援団体が協力し、支援の申出(シーズ)と住民
の困りごと(ニーズ)を適切にマッチングする調整業務も
「被災者生活支援班」として実施しています。

これからの取り組みについて
西日本豪雨から5ヶ月が経とうとしています。この間、「被害を受けた皆さんの力になりたい」とい
う想いが、人的・物的・金銭的・情報的なさまざまな支援のカタチとして届けられてきました。被災地
域に住む皆さんの生活は、避難から仮の住まいへと移り変わり始めましたが、復旧・復興にはまだまだ
多くの時間を必要としています。ピースボート災害ボランティアセンタ(PBV)は、引き続き住民一人ひ
とりに寄り添い、暮らしの再建と住民がお互いに支え合える場づくりのサポートを行っていきます。

ご寄付、ご協力いただいた企業・団体の皆さま

(順不同・略称表記)

Animo／ap bank／BISTROT OCHIAI／Book Cafe & Barカゼノイチ／Cafe蓮／Coffee & Beer
Stand ラ ヴ ィ エ ベ ル ／ CONTADINO ／ Hunter Japan ／ ISHINOMAKI2.0 ／ Japan Kingdom
Builders ／ KUROFUNE 清 掃 隊 ／ MAKE A DIFFERENCE ／ SOY DINER ／ STYZ ／ TOMODACHI
Initiative／U.S.-Japan Council／WORD COFFEE／アキモト酒店／あす街／あつみ屋／アトラス
コーポレーション／アトリエ壱／イタミ朝マルシエ実行委員会／イレーネ／カーネーションオフィ
ス／カタリナ／かど屋精肉店／ゲットユニバーサル／コモンビート／サンディーズ・フラスタジオ
／ジャパン・プラットフォーム／シャプラニール＝市民による海外協力の会／ステートレス／ス
ナックりか／ソウルフラワー震災基金／ソフトバンク／テサテープ株式会社／にじいろ保育園 松
が丘／パタゴニアインターナショナルインク／バル クラーベ／パルシステム生活協同組合連合会／
フェアトレードカンパニー／フェイスブック／ボランティアインフォ／マザーズタッチ／マルバヤ
シ電器／モアザンヘブン／ヤフー／ユイツナグ／ラッシュジャパン／ランド／リスタートスマイル
／レディゴー／街づくりまんぼう／割烹スタンド松ばる／亀田屋本店／旧観慶丸商店／串揚げつく
よみ／玄米ごはんとお酒 ごしま／旬香亭あーち／助けあいジャパン／玉島ひょうたん会／小鳥の
森ゴルフパーク／焼き鳥おのでら／浄圓寺／新宿区社会福祉協議会／新鮮組／真如苑／生活協同組
合あいコープみやぎ／石巻ZENKAI商店街／大阪ボランティア協会／中村公務店／東京海上日動火災
保険株式会社「Share Happiness倶楽部」／東峰村仮設一同／日本アイ・ビー・エム／八幡家／復
興応援イベント「紫苑」／味の素ファンデーション／名古屋国際大学国際交流室／鳴く虫と郷町 修
武館コンサートvol.10 ／木の屋石巻水産／旅祭／麗澤大学学生有志

PBVサポート会員の皆さまや多くの個人の皆さまからのご寄付・ご支援いただきました。
お一人おひとりの皆さまに心より感謝申し上げます。

メディアでのご紹介
[テレビ] 日本テレビ「NEWS ZERO」／NHK「あさイチ」／NHK首都圏ネットワーク／NHK総合／KSB瀬戸内放送
[新 聞] 朝日新聞×3回／毎日新聞×3回／読売新聞／山陽新聞×5回
[雑誌・書籍] AERA／日刊スポーツ ／雑誌「明日の友・236号」
[ラジオ] NHKラジオ第１「ごごラジ！」／TBSラジオ 「荻上チキ・Session-22」／J-WAVE「HEART TO HEART」
[ネットメディア] J-CASTニュース／J-CASTトレンド／マイナビニュース／生協パルシステム「KOKOCARA」
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寄付で応援してください！
災害発生時に、いち早く被災者支援活動を開始する為の｢支援金｣を募集しています。
PBVでは、国内外の自然災害における緊急支援を行なう為、緊急支援体制の構築や、災害ボランテ
ィアの人材育成プグラムを実施しています。これらの活動は、ご寄付や助成金等によって運営され
ています。厳しい状況に置かれてしまう被災者への支援や、今後想定される大規模災害への取組み
を実現させるためには、皆さまからのご支援が必要不可欠です。
どうか、ご協力をお願いいたします。

●会員特典

●サポート会員（小口寄付制度）
[個人] 1口
5,000円/年
[法人] 1口
100,000円/年
※2口以上のご協力も可能です

・ニュースレター「START」と年次報告書をお送りします
・各種講演会・イベントを優先してご案内いたします
・会員同士の集いの場にご参加いただけます
・各セミナー、トレーニングが会員価格で受講できます

ご寄付はこのように役立てられます
炊き出し

避難所サポート

栄養不良
の改善･予防

最低限の
避難生活の維持

家屋清掃

生活再建
への一歩

※実施される支援活動は、被災地状況や被災者のニーズに合わせて展開されます

●お申し込み方法
｢PBVサポート会員 申込書｣をご提出、またはお電話にてご連絡をいただいた上で、下記まで年会費をご入金ください
郵便振替

クレジットカード

郵便振替口座：00120-9-488841(※下6桁は右ツメ)
口座名：社)ピースボート災害ボランティアセンター

VISA,MasterCardを通じた送金は、下記ホームページから
http://pbv.or.jp/support-member

ゆうちょ銀行

その他

ゼロイチキュウ店(019店)当座 0488841
社)ピースボート災害ボランティアセンター

取引先銀行

三菱UFJ銀行、みずほ銀行

その他の募金方法に関しては、下記ホームページをご覧ください。

https://pbv.or.jp/donate

「ピースボート災害ボランティアセンター（PBV）」

2018年 西日本豪雨

緊急支援 中間活動報告書

PBVは、東日本大震災への継続的かつ大規模な支援活
動を展開するため、2011年4月に、国際NGO「ピース
ボート」が設立した一般社団法人です。ピースボート
が、1983年より行ってきた国際交流の船旅、そして
1995年の阪神淡路大震災以降の国内外の災害支援のノ
ウハウとネットワークを活かし活動しています。
現在は、緊急時の災害対応を軸に、災害ボランティア
の育成や普及活動を実施しています。また、宮城県石
巻市では復興支援に留まらない、地域課題にも積極的
に取り組んでいます。

発行：一般社団法人
ピースボート災害ボランティアセンター
編集：小林深吾、辛嶋友香里、上島安裕、関根正孝
写真：鈴木省一、中村充利
発行日：2018年 11月 28日
※この刊行物に関するお問い合わせは下記までお願いします。

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 3-13-1-2F-A
TEL：03-3363-7967 FAX：03-3362-6073
E-MAIL：kyuen@pbv.or.jp
URL：http://pbv.or.jp/

