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はしがき

近年、さまざまな領域において「レジリエンス」という言葉が注目を集めています。日本語で「回復力」や
「復原力」あるいは「弾性」などと訳される「レジリエンス」は、もともと心理学で使われていた言葉で、困
難な状況にもうまく適応し、生き延びる力を意味するとされています。この言葉が日本で注目されるように
なったのは、昨今、国内各地が地震や台風などによる大規模な自然災害にみまわれたからであろうと思います。
災害発生時の被害を最小にとどめるとともに、そこからいち早く復興し、人々が元の生活を取り戻せるように
する力は、まさに「レジリエンス」そのものです。
しかし、「レジリエンス」の概念が重要になるのは、こうした自然災害への対応の場面だけではありません。
現代の社会は、自然災害以外にも、さまざまな困難に直面しています。経済のグローバル化によって地域を支
えてきた産業が空洞化し、地域経済そのものが衰退してしまうかもしれません。少子化や高齢化は、コミュニ
ティの活力を奪うとともに、子育てを難しいものにしてしまうかもしれません。現在の地域社会には、こうし
たさまざまな困難に対して「レジリエンス」を発揮することが求められていると言えるでしょう。
アメリカのロックフェラー財団は、2013年にその創立100周年を記念して、「100のレジリエント・シティ

（100RC）」のプログラムを始めました。このプログラムは世界から100の都市をレジリエント・シティとして
選定し、そのレジリエンス向上への取り組みについて資金や技術の面から支援しようとするものです。このレ
ジリエント・シティに、世界1,000都市以上の応募の中から選ばれた京都市では、「人が育つまち」「支え合い、
助け合うまち」「豊かに暮らせるまち」「快適で安心安全なまち」「環境に優しいまち」「災害に強いまち」の６
つを重点的取組分野として設定する「京都市レジリエンス戦略」が2019年3月に策定され、市民や地域、企業、
大学、NPO等との協働のもとに、さまざまな取り組みが進められようとしています。
こうした社会情勢のなか、京都橘大学総合研究センターは、地域住民一人ひとりの自立と、自立した住民が
支え合う共生が両立する新しいスキームを構築するために、「レジリエンス・プロジェクト（レジリエンスな
社会を創造する学際的研究拠点―京都都市圏におけるしなやかで強靭なコミュニティの構築―）」を立ち上げ
ました。「テーマ１：生涯を通じたこころとからだの健康（自立）―こころとからだのレジリエンス―」では、
①生活環境の多様性を配慮した子育て支援システム研究と②客観的指標に基づいた健康寿命延伸研究が、また
「テーマ２：個性を生かし支えあう社会（共生）―地域社会のレジリエンス―」では、③地域性を考慮したコ
モンスペース活用研究と④地域社会のレジリエンスを高める地域防災・減災研究が、それぞれ行われています。
レジリエンス・シンポジウム「京都が京都であり続ける社会の創造にむけて」では、千年以上にわたって豊
かな文化を育んできた京都が、これからも京都らしい姿であり続けるために必要になる、さまざまな自然災害
から回復する力や、地域を支えるコミュニティや経済のあり方について「レジリエンス」の観点から議論しま
した。このシンポジウム報告書を手に取られたみなさまが「レジリエンス」という概念をより身近なものと感
じ、「レジリエント・シティ」を実現するには何が必要なのかを考える機会となれば幸いです。

　　２０２０年３月
　　

京都橘大学総合研究センター　
センター長　　　　阪本　崇　
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総合研究センター　レジリエンス・シンポジウム2019

「京都が京都であり続ける社会の創造にむけて」

日　　時：2019年10月26日（土）13:00～16:30
会　　場：キャンパスプラザ京都（京都市下京区西洞院通塩小路下る）5階 第1講義室
主　　催：京都橘大学総合研究センター
後　　援：京都府、京都市、大学コンソーシアム京都

プログラム：

■開会
総合司会：平尾　毅　　京都橘大学現代ビジネス学部経営学科教授	 ※敬称略

開会挨拶：日比野英子　京都橘大学学長／健康科学部心理学科教授

■第１部：基調講演
講　演：「国土強靭化論」
　　　　　藤井　　聡　		一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会副会長

京都大学大学院工学研究科教授	

京都大学レジリエンス実践ユニット長

■第２部：報告
第１報告：「京都発！レジリエンスとSDGsの融合」　
　　　　　　藤田　裕之　レジリエント・シティ京都市統括監／京都市国際交流会館館長／元京都市副市長
第２報告：「CSRとレジリエンス　～本業を通じた社会課題の解決～」　
　　　　　　明致　親吾　京都CSR推進協議会会長／オムロン株式会社元取締役副社長
第３報告：「京都が京都であり続けるために、何が必要か─地域経済学の視点から─」　
　　　　　　岡田　知弘　京都橘大学現代ビジネス学部経営学科教授

■第３部：パネルディスカッション
パ ネ リ ス ト：藤田　裕之／明致　親吾／岡田　知弘	 	
コーディネーター：平尾　毅

■閉会挨拶・終了



第1部：基調講演　13:00～
● 基調講演講師

藤井　　聡　

一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会副会長／
京都大学大学院工学研究科教授／京都大学レジリエンス実践ユニット長

「日本のレジリエンスをめぐる取り組み」
 
第2部：報告　14:15～

第3部：パネルディスカッション　15:30～
● 報告・パネリスト

藤田　裕之　レジリエント・シティ京都市統括監／元京都市副市長

明致　親吾　京都CSR推進協議会会長 ／オムロン株式会社元副社長

岡田　知弘　京都橘大学現代ビジネス学部経営学科教授

● 司会・コーディネーター

平尾　　毅　京都橘大学現代ビジネス学部経営学科教授
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キャンパスプラザ京都
JR「京都駅」中央口より徒歩約5分 （ビックカメラJR京都駅店前）

250名（8月26日（月）より先着順） 無料
受講料定　員

自然災害や経済危機などの突発的ショック、人口減少や地域
コミュニティの活力低下などの慢性的ストレスにしなやかに
対応し、より強靭になっていく「レジリエンス」という考え方が
持続可能なまちづくりのあり方として注目されています。
本シンポジウムは、産学公のそれぞれの立場から「レジリエンス」
につながる取り組みを紹介し、理解を深める場とします。
後援： 京都府、京都市、大学コンソーシアム京都

2019.

申込方法 お問い合わせ先

本学HPの申込フォーム（右記QRコードからアクセス）・E-mail・
電話・FAXにて受付。①講座名 ②氏名（漢字・フリガナ） ③郵便
番号 ④住所 ⑤電話番号 ⑥職業を添えてお申し込みください。
複数名でお申込みの場合は、全員分のお名前をお知らせください。

京都橘大学エクステンションセンター（学術振興課）
TEL.075-574-4186（直通） ＊受付時間 9：00～17：00（土日祝を除く）
FAX.075-574-4149　E-mail aca-ext＠tachibana-u.ac.jp
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■第１部：基調講演

「国土強靭化論」

レジリエンスとの出会い

ご紹介いただきまして、ありがとうございます。京都大学の藤井聡です。きょうは京都橘大学のシンポジウ
ムでお話しする機会をいただきまして、まことにありがとうございます。きょうはレジリエンスについてお話
ができればと思います。
レジリエンスとの関係で自己紹介を申し上げますと、京都大学にはユニットという組織がありまして、これ
は学部・学科といった研究組織とは別に、特定の研究を進める研究所みたいなものです。そこで、７～８年前
から、経済学、心理学、工学等の先生方と一緒に、分野横断のレジリエンス研究ユニットをつくりました。ま
さに本日のテーマであるレジリエンスを研究する組織で、私はその代表をさせてもらっています。このユニッ
トは５年ごとに更新しますが、基礎研究を５年間やったので、それを実践しようということで、３年ほど前に
レジリエンス実践ユニットと名称を変更しました。最近では、ニューヨーク州立大学教授のステファニー・ケ
ルトンという経済学者を呼んで、われわれの実践ユニット主催で、新しい財政・貨幣の考え方に基づくレジリ
エンスの確保について考えたりしています。
さらに、政府にはナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談会というものがあって、安倍内閣は「国土
強靭化をやります」と言っています。国土強靭化というのは、先日の台風19号のような災害にへこたれない国
にしていこうというものです。レジリエンスという言葉を使うと、「国家としてのレジリエンスを確保しましょ
う」（英語では“building	national	resilience”と言います）ということで、その委員会があります。
国土強靭化基本法が2013年頃につくられ、この法律に基づいて国土強靭化担当大臣がいて、国土強靭化行政
を進めていますが、そういう法律をつくったり、その運用に関する学識者の委員会がありまして、私はこの委
員会の座長を務めています。と言いますのも、もともと私はナショナル・レジリエンス研究ユニットをやる前
からレジリエンス研究をやっていたのです。じつは2011年３月10日に、レジリエンス研究会をやっていて、京
都大学防災研究所所長の岡田憲夫先生をお招きして、レジリエンスの確保について話し合っていました。その
ときは防災のレジリエンスを考えていたのですが、その翌日に東日本大震災が起こり、奇しくもその前日に研
究会をやっていたことから、あらためてレジリエンスの重要性を実感したことを覚えています。

レジリエンス研究から国土強靭化へ

私がレジリエンス研究を始めたきっかけを申しますと、2008年にリーマン・ショックがありました。何かよ
くわからない変なローンの金融商品があって、それを、日本人はあまり買っていませんでしたが、欧米の人た
ちはどんどん買っていて、それが全部、不良債権化したためにアメリカンサイズのバブル崩壊が起こったわけ

藤井　聡　FUJII Satoshi
一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会副会長／

京都大学大学院工学研究科教授／京都大学レジリエンス実践ユニット長
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です。
そのとき、日本人はあまり買っていないので大丈夫だろうと言われていましたが、とんでもない大ケガをし
ました。なぜなら1997年に消費増税をして以後、需要のうち内需が伸びなくなったのです。需要には内需と外
需がありますが、需要は言い換えると客です。ラーメン屋の客、服屋の客、映画館の客、トヨタの客など、す
べての客は需要であり、日本の客が内需、外国人の客が外需です。日本人の客は消費税が上がったら減るとい
うのは当たり前の話で、97年の消費増税で内需が全然伸びなくなりました。
ところが、2000年代の中盤にアメリカで住宅バブルがあって、外需、つまり輸出が大きく伸びたのです。だ
から、小泉内閣のときは、内需がボロボロなのに、外国がたくさん買ってくれたおかげで、日本経済がいくぶ
ん成長しているかのように見えました。そこにリーマン・ショックが起きて、外需も消えてしまうと、もとも
と内需はボロボロなうえ、お化粧していた外需も落ちて、しわくちゃの顔が出てきたような状況になったので
す。
それで私は、なぜ日本がこれだけリーマン・ショックの被害を受けたのかを研究しました。私の研究室は工
学部ですが、経済学や政治思想の人を呼んできて、文系の研究をやっているというところです。私の師匠に西
部邁という人がいますが、あの人は東大経済学部で宇沢弘文の弟子ですから、系譜的には私は宇沢先生の孫に
あたるようです。
いずれにせよ、リーマン・ショックの研究をしていて、「外需頼みはだめだ」「内需の成長率が大事だな」な
どと考えていました。でも、日本の場合、被害を受けるのは、リーマン・ショックだけではなくて、南海トラ
フ地震や首都直下型地震も考えられるということで、京大防災研究所の元所長の岡田先生をお呼びして研究会
をやっていたというのが2011年３月10日の話です。その翌日に震災が起き、原発事故もあって、いかに社会基
盤が脆弱だったかを思い知ることになりました。
じつは、私は2011年３月15日に公述人として国会に呼ばれていました。消費増税反対をずっと言っています
から、民主党から予算委員会の公聴会で公述をするよう頼まれていたのです。震災のために公聴会は１週間延
期になり、３月22日か23日に国会で公述をしました。予算を通すときは学識者に所見を述べさせるという規定
があり、誰を呼んでもいいので、民主党は私に公述させることにしたわけです。
これはまさに天の配剤といいますか、私はレジリエンス研究をやっているし、土木工学科で、計量経済学の
学位を取った後、スウェーデンのイエテボリ大学の心理学科で心理学を勉強して、行動経済学の人たちと共同
研究をやったり、心理学をやったりしていますし、師匠は東大経済学部の西部邁というブンド派の大親分のよ
うな、わけのわからない人です。いろいろな研究をやってきましたから、とにかく知り合いが多くて、証券会
社の人、政治家、地震の研究者、工学や地学の研究者など、いろんな人を知っています。この人脈を使って、
３月22日までに東日本大震災の復旧・復興計画と、南海トラフ地震と首都直下型地震と富士山噴火をメインに
据えて、それを乗り越えるレジリエンス計画を立てようということで、10日間で完成させました。この「列島
強靭化10年計画」は、現在もうちのホームページに載っています。東日本大震災の５ヵ年計画と、東京の10年
計画です。
計画づくりの間は、「いまは日本がつぶれるかもしれない状況だから、もう寝ている場合ではない」という
ことで、連日徹夜で分析等の作業に打ち込み、３月20日頃、研究室の助手の先生に「計画の名前は何がいいと
思う？　レジリエンス計画というのは、舌を噛みそうだし、わかりにくいと思う。強靭性だから、『強靭化計画』
というのはどうだろう」と投げかけてみたら、「それ、いいと思います。『強靭な精神』とか言うし、伝わるで
しょう。『防災計画』では誰も乗ってこないと思います」との反応で、じゃぁ、強靭化ということにしよう、
と決めたわけです。いま思うと、このタイトルがハマったんだと思います。
この計画について述べた公聴会の様子はアーカイブで残っていますが、それを聴いていた自民党幹部の人た
ちに興味を持っていただいたわけです。ちなみに、その計画は、一面においては災害対策の計画になっていま
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したが、その財源論として、ケインズ経済学を下敷きとした議論を展開しています。ちなみに当方、経済学的
には普通のケインジアンなので、いまもMMT（現代貨幣理論）でランダル・レイやハイマン・ミンスキーな
どポストケインズの研究をしていますが、そのケインズ政策を合わせて内需拡大で10年で200兆かかるという
話をしました。それが経済政策的にはアベノミクスで呼ばれる政策に繋がっていったわけです。そして、安倍
さんが自民党の総裁・総理大臣になられたときに、お祝いを言いに行ったら「参与になってほしい」と言われ
て、内閣官房参与になりました。
参与になった以上は、アベノミクスを成功させなければいけないし、国土強靭化も進めさせなければいけな
いので、「頑張ってアベノミクスと国土強靭化を成功させます。その代わり、絶対に増税したらダメですよ」
とお話ししていたのですが、残念ながら、そういう進言は聞き入れられなかったわけですね（笑）。ついては、
参与を辞めさせていただきました。
消費税が10％に引き上げられた今となっては、アベノミクスは100％失敗しましたが、国土強靭化のほうは、
経済政策がケインジアンであろうがフリードマンであろうが何であろうが、絶対にやらなければなりません。
折しも先日の台風19号は、大変でしたよね。昨日の21号も大変でした。私は渋谷にいたのですが、傘は折れて
全く役に立たず、スーツは濡れネズミ状態でした。千葉県は、それどころではない大変な被害だったようです
ね。

自然災害が及ぼす被害

ここで断言しておきますが、あのクラスの台風は来年から、しょっちゅう来ることになります。「史上最大
規模で、ほとんど来ない」というような言い方がされていますが、そんなことはまったくありません。われわ
れ現代人が認識している最も巨大な台風は室戸台風です。明治時代まで含めると、おそらく安政の江戸大風水
害が最大で、江戸の人が高潮で10～20万人も死んでいます。ただ、戦前なので観測機器がなく、どれぐらい大
きいか、じつは誰も知りません。寺田寅彦が関東大震災について書いた後、室戸台風が来て、大変な時代でし
た。『立正安国論』ではありませんが、地震や台風などの天変地異は伝播するのです。
ちなみに、安政時代は５～６年しかありませんが、私たちが知るなかで最も大きな江戸大風水害と安政大江
戸地震と安政南海地震が起こっています。それで日本全体がむちゃくちゃになったのですが、いま、それと似
た状況になっています。
戦後、近代的な観測技術で観測した最も大きな台風は第二室戸台風です。これが上陸したときは925ヘクト
パスカルでした。２番目が伊勢湾台風で、5,000人くらい亡くなりましたが、929ヘクトパスカルです。ヘクト
パスカルというのは、台風の大きさと強さを表しています。台風は、気圧が低いので、ものすごい風が吹くの
です。10番目が240ヘクトパスカルで、1950年から70年近くの間、940ヘクトパスカル以下の台風が10回も日本
列島に上陸しています。
では、台風19号はといえば	945	ヘクトパスカルですから、トップ10のランク外です。地球温暖化で海水温

が上がって、台風が大きくなり、被害が増えていると言いますが、昔はもっと大きな台風が来ていたのです。
なぜか昭和期の後半はあまり大きい台風が来ず、平成も中盤までは比較的平静でしたが、いまは地球温暖化で
気温が上がり、水蒸気が増え、台風も強くなっています。だから、そのうち必ずヘクトパスカルが	930	とか	
940	とか、下手したら	920	台の台風が来ます。下手したら、年に３回ぐらい来るかもしれません。３年ぐらい
前、北海道に３連発で台風が上陸したことがありましたが、いったん大きな台風が来ると、癖がついたみたい
に連続して来るのです。気圧の配置や偏西風の流れで、同じような地域に台風が行くわけです。
したがって、19号のような台風は来年も来ると思うべきです。来ない確率もありますが、５年以内に来ない
確率のほうが圧倒的に低い。10年スパンでいえば、19号クラス、もしくはそれ以上の台風がほぼ100％来るぐ
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らいの状況です。
　
関西にとって今回の台風19号は他人事のように感じる方も多いかもしれませんが、もし関西に来ていたら、
えらいことになっていた可能性があります。京都は、鴨川が決壊しても被害は少ないと思います。桂川は、よ
く洪水になりますが、あれは氾濫であって、決壊ではありません。決壊と氾濫は全然違っていて、氾濫は水が
堤防の高さを超えてあふれることです。それはそれで大変で、桂川周辺の方々もかわいそうです。桂川と鴨川
が合流する辺りも、何年か前にあふれました。
でも、氾濫は、いわゆる越水です。越水がしばらく続くと、堤防はほとんど土でできていますから、その土
が掘られてしまいます。これが洗掘という現象です。土が掘られると堤防がだんだん弱くなり、水圧に負けて、
ついには壊れるわけです。これが千曲川で70メートルにわたって起きたわけですが、決壊というのは非常に大
変なことです。
最近の決壊で有名なのは、４年前か５年前に起きた鬼怒川の決壊です。線状降水帯が鬼怒川付近の上空に発
生して、大雨が降り、堤防が決壊して、多くの家が流され、死者も出ました。ただ、鬼怒川の決壊は１カ所で
したが、今回は126カ所です。最近は越水より決壊のほうが多いので、私は、越水の統計は見ないし、報道も
あまり見ていません。越水は、おそらく300～400カ所を超えているのではないでしょうか。
東京の多摩川周辺の二子玉川や武蔵小杉には、人がたくさん住んでいます。あの辺の被害が連日のように報
道されるのは、そこに住んでいる記者が多いからです。あの辺から通っているコメンテーターもいます。カメ
ラも行きやすいから撮って流しているだけで、決壊と比べたら大した問題ではない。もちろん、多摩川の洪水
も大変な問題で、内水氾濫と越水が起きて、床上浸水などで苦しまれている方がたくさんいらっしゃいます。
しかし、多摩川よりももっと大変なところが全国各地にあるのです。ところが、そこはあまり報道されなく
て、人が多い地域の被害ばかり報道されているというのが現状です。

さて、もし台風19号が京都や大阪に来ていたら、どうなったでしょうか。経路にもよりますが、私の計算で
は、淀川決壊はあり得たし、大和川の決壊もあり得ました。大和川が奈良で決壊するか大阪で決壊するかは雨
の降り方にもよりますが、大阪で大和川と淀川がダブルで決壊することもあり得ます。それぞれの川には保水
能力があって、どれぐらい貯めることができるかが決まっています。これ以上の水を入れたらこぼれる、とい
うのが明らかに決まっているわけです。今回は大きな台風ですから、１つの地点を通過する時間が長い。つま
り、降水時間が長い。速度もそれほど速くなかったから、約2,000キロにわたって大量の雨が降りました。で
すから、大阪で同様の状況になったら、決壊していた可能性があります。
大阪で決壊していたら、被害はどれくらいだったかというと、淀川の決壊で13兆円の被害が予想されます。
大和川も同じぐらいです。台風19号は、945ヘクトパスカルで、風もすごかったですから、台風21号を上回る
高潮になっていた可能性があります。しかも、台風21号で高潮被害が出て、関空が閉鎖されたりしましたが、
今回は日が悪くて、10月12日の夕方５時頃に伊豆半島に上陸しました。この時期の同じ時刻に、淡路島辺りを
中心に、右手に大阪湾を見ながら紀伊地方に上陸していたら、ちょうど満潮でした。しかも、今回は大潮でし
た。大潮かつ満潮が10月12日の午後４時から５時頃でした。このときに高潮が、淡路島を真ん中にして、大阪
湾を右手に見ながら通っていたら、風が大阪湾にまともに当たるから、水がグッと押し上げられます。しかも、
ヘクトパスカルが	945	ではありますが、普通の台風よりはるかに大きいですから、グッと吸い上げられる。
そのうえ、もともと大潮ですから、水門が機能しなかった可能性があります。
じつは、台風21号のとき、被害は大したことがありませんでした。なぜかというと、先人が大阪湾の淀川な
ど大きな河川に水門を造っていたからです。水門を閉めると、海水が川に逆流するのを防ぐことができます。
水位は、ふだんは海より川のほうが高いけれども、台風で高潮になると海のほうが川より高くなり、海水が川
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を遡上します。堤防の高さは、それを想定していないから、川が上から流れてくることを前提に設計していま
すが、高潮になるとそれを越えるわけです。その結果、大阪平野は水浸しになります。
これは津波と同じ現象です。海側から大きな波がやって来るのと同じで、台風の高潮によって、１周期が数
十キロという巨大な波が来るようなものです。それが遡上して、下手をしたら枚方辺りまで水があふれること
が計算されているので、それを防ぐための水門を造っているのです。河川土木の技術者がそういうことをちゃ
んと計算しているのです。
この水門がなかったら、どれぐらいの被害が出るかは、簡単に計算できます。水災害は、被害額の計算が簡
単で、等高線を見れば浸水した地域がすぐにわかります。浸水地域の地図を見れば、そこにどれだけの資産が
あるかは行政がメッシュデータで把握していますから、被害額はすぐ計算できます。そこで大阪府が計算しま
した。台風21号が来たとき、水門がなかったとしたら想定被害額（資産被害）は17兆円だそうです。国民１人
あたり約15万円という、とんでもない被害ですが、それがたった数千億円の水門があったおかげで助かったの
です。
逆にいえば、水門は17兆円の経済効果をもたらしたのと同じです。「リニア新幹線で◯◯兆円の経済効果」
などと言いますが、地震・津波・台風が来ることを考えれば、あの水門だけで同じぐらいの経済効果があるこ
とが今回、技術的に明らかになったということです。
　
さらに、台風21号だから17兆円で済んでいますが、もし室戸台風級が来たら、土木学会の試算では経済被害
は65兆、資産被害は56兆です。つまり、資産被害だけでも台風21号の３倍以上の被害が出た可能性があるとい
うことです。経済被害は、GDPのことですから、経済活動ができなくなって国民の所得が減るということです。
地震のときは経済被害が圧倒的に大きくなりますが、水災害の場合、資産被害と経済被害の差は比較的少ない
です。そう考えると、21号よりも19号のほうが大きかったので、大阪湾に19号が来ていたら40兆とか50兆の
被害が出ていた可能性があります。経路次第では、大阪を中心に40～50兆円の被害が出ていたかもしれないと
いうことです。
　
もっといえば、今回、伊豆半島に上陸して、東京湾を通過したのは午後９時頃でした。このとき、大潮から
４～５時間くらい経過していました。大潮のときは海面がかなり高いけれども、干満差が大きいので、４～５

各災害の被害推計
日本の20年間の総所得の約１割程度

1
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時間経てばかなり下がります。だから、東京湾では高潮の被害がなかったのです。ところが、経路が少しずれ
ていて、伊豆半島のもう少し右側から入ってきて、東京湾にストンと当たっていたら、しかもそれが夕方の４
時だったら、最悪のケースになっていたはずです。大潮で、満潮で、945ヘクトパスカルで、まともに当たるコー
スで、強い風が吹いているのですから、高潮被害は、台風のコースや時間が少しずれただけで、麻雀の倍満の
ように甚大になります。
私は、前々日からあの台風の経路や予報円や大きさなどを見て、東京で最悪の事態が起こる可能性があると
心配していました。いま言ったようなことが実際に東京湾で起こったら、資産被害と経済被害を合わせて110
兆円です。今回は、室戸台風よりも大きくなる可能性もあったので、２日前のFacebookに「110兆円いくかも」
と書きましたし、前日の予報円でも「翌日夕方４時頃に東京湾」となっていたので、「東京はこれでつぶれる
ぐらい、かなり危ないな」と思いました。でも、それから12時間ぐらい経つと、予報円から外れて、伊豆半島
に上陸しそうになったので、「東京湾の被害は収まったな」と思いましたが、そのとき予報円に入っていたの
が駿河湾です。台風の上陸があと20～30キロずれて、駿河湾を直撃していたら、駿河湾は高波が来るので、沼
津が水没していたかもしれません。でも、今回はまことに「不幸中の幸い」で、伊豆半島の先端に当たったの
で、高潮被害はほぼゼロで済みました。それでも、高潮はケタが違います。洪水よりも高潮のほうが厄介なの
です。
　
その次に危ないと思ったのは、利根川と荒川です。荒川が決壊すると、想定被害額は52兆円です。52兆円の
被害を被る可能性が10月12日の夕方６時の時点でもありました。利根川については、計算していませんが、被
害額は荒川の半分程度ではないかと思います。しかも、利根川の水域と荒川の水域は別で、台風は大きいから、
両方に行く可能性もあります。それで心配していたら、10月13日午前３時、国土交通省は「荒川、決壊のおそ
れ」という緊急報道を出しました。実際に危険水域を越えていましたが、それ以降の報道はなかったので、荒
川は持ちこたえたのだなと胸をなでおろしました。その頃、各地で決壊していましたが、荒川が決壊すると今
回の全国127カ所の決壊の被害の合計額の10倍ぐらいの被害が出ますから、とりわけ心配したわけです。もち
ろん、被害が小さければいいというわけではありません。
もうひとつ懸念していた利根川については、国交省は「危ない」とは言いませんでした。後でデータマップ
を見ていたら、危険水域を30センチ越えたところがありましたが、持ちこたえました。
なぜ利根川が決壊を免れたかというと、八ッ場ダムが今年10月１日に試験運用を開始したのです。国交省は
３～４カ月かけて満杯にするつもりでしたが、台風19号が来て、たった１日で満杯になりました。３～４カ月
分の雨が１日で降ったわけで、75,000立方メートルの水を貯めたのです。天ヶ瀬ダムぐらいの水量です。とい
うことは、八ッ場ダムがなかったら、その水が全部、下に流れていたということです。そうしたら、今回は危
険水域を30センチしか越えなかったから持ちこたえたけれども、１メートルぐらい越えていたかもしれませ
ん。１時間連続して１メートルぐらい越えていたら、ほぼ確実に洗掘現象が起きて決壊します。だから、10月
１日以前にあの台風が来ていたら、利根川は決壊して、数十兆円の被害が出ていた可能性があります。つまり、
ハリケーンのような現象が関東平野で起こっていたのです。
　
さらに言えば、荒川には、戸田市やさいたま市の辺りに「第一調整池」とか「第二調整池」という名前の池
があります。洪水になりそうなときは、堤防を低くしておいて、その池に水が流れるようにしています。ふだ
んはそこで野球などで遊べるようにしておいて、洪水に備えて捨て地にしているわけです。この調整池の治水
能力は3,500万立方メートルで、八ッ場ダムの治水能力の約半分です。ここに水をためたから、それ以下に流
れることなく決壊を免れました。もし3,500立方メートルの水が流れていたら、荒川は決壊していた可能性が
あります。
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荒川が決壊すると、その水は丸の内や銀座など、東京都心部に流れ込みます。水は高いところから低いとこ
ろに流れるので、地図を見ていたらこれは簡単にわかります。
　
だから、私は10月９日頃から「日本は終わりかな」と思っていたんです。13日になると、各地で決壊してい
ましたが、関東平野は持ちこたえました。最悪の事態に比べると、今回は１％以下の被害で済んだのです。こ
の何百倍もの被害が起こり得るという可能性が実際にあったのです。どれぐらいの可能性かといえば、清原選
手がヒットを打つ可能性よりは低いかもしれませんが、冴えないピッチャーがヒットを打つよりは確率が高い
です。だから、２～３割の確率はあると、私は10月10日頃には思っていたのです。同じように思っていた人間
は、私以外に100人か200人ぐらいはいたんだと思います。でも、私のように現実的なデータなどを見ていない
大多数の方々は、いまお話ししたような事態を想像していないから「大丈夫かな」と思っていたのだと思いま
す。

災害への備え

東京の人たちは政府にとても大切にされているので、荒川も利根川も江戸川も多摩川も、膨大なお金をかけ
て整備されています。だから、決壊は一つもなかったのです。決壊箇所を×印で表した地図を見ると、関東平
野の×印はゼロですが、北関東の辺りからだんだん増えて、東北は×印だらけです。
治水の観点から言えば、東北は見捨てられています。でも、見捨てられているのは東北だけではなくて、関
西も見捨てられています。治水被害は、投資をしたら防ぐことができ、投資しなければ決壊します。きわめて
簡単な話です。それで、神様のストレスチェックが始まって、神様は「東京は大丈夫だったけれども東北はダ
メだった」という地図を見せてくれたのが、今回の水害でした。これを見て、政治家の方々は「東北も治水を
やらなければいけない。関西も、淀川や大和川や桂川の治水をしなければいけない」と思うべきですが、残念
ながら、私が参与を務めた経験からいえば、その可能性はかなり低いと思います。
　
ということで、台風19号の話だけで持ち時間のほとんどが終わりそうな気がしますが、しかし、こういうこ
とを考えるのがレジリエンスなのです。そうしなければ治水事業は進まず、洪水、ブロック塀の倒壊、高潮等々
による被害を防ぐことができません。逆に、投資をしたら、洪水を防ぐことができ、経済活動を維持でき、復

強靱化投資で、
巨大地震について３～４割減災（巨大水災害について3～10割減）
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興費用は要らない。たとえば最初に１千億円を投資したら、後は維持管理の出費だけで済みます。
ところが、「投資なんて、もったいない。プライマリーバランスがあるから、１千億円なんて無理だ」とな
ると、決壊を防ぐことはできず、復興費用は持ち出しになり、経済活動が崩壊するから消費税・所得税・法人
税等の税収は減ります。投資しないことによって、無駄な出費がたくさん発生するのです。このような巨大台
風が１度だけなら「１千億円出さないほうが得だ」ということもありますが、先ほども申しましたように、今
回のクラスの台風は今後、毎年来ます。堤防を一度造っておけば、その後は100回でも200回でも全部、防ぐこ
とができますから、初期投資の１千億円以外は不要になりますが、それを出し渋ったら、何千億円、何兆円も
の復興費用がかかります。
経営的判断で考えれば、発生確率と発生時における被害を事前に可能な限り計算をして、「この程度の投資
をするのが最も合理的だ」という投資水準を決めて、それを実行すればいいのです。それをやっているのが日
本のトヨタです。大企業は、つぶれるのを避けるために、ちゃんとリスク計算をして、どれだけ投資するかを
考えています。投資したとしても、それを超えるような想定外被害があっても生き残るために、レジリエント
なリダンダンシー（冗長性、余剰）の確保、たとえば工場を複数造ったり、重要なデータをポートフォリオに
まとめたり、政府と協定を結んで緊急事態に支援を仰げるようにしたり、地震保険に入ったりしています。
トヨタは、まずはハード対策で工場を守る手立てを打ち、それでも守りきれなかった場合のために、ソフト
対策として保険やポートフォリオ等々の準備をしています。そのほうが、トータルの出費は最小化できるし、
トータルの収入は最大化できるのです。トヨタがやっているような当たり前のリスク計算を、政府もすべきだ
というのが私の主張です。
われわれ土木学会は、工学的なデータを使ってリスク計算を行ない、どれだけの投資をしたら被害がどれぐ
らい軽減できるかをシミュレーションしています。そうしたシミュレーション計算を繰り返し、モデルの検証
を何度も行ない、最も合理的な投資水準を決めて、投資をしていくことが国家としての日本の生き残り策です。
それがレジリエンスだと、私は思うのです。日本国政府に政治力におけるレジリエンスがあるならば、このよ
うなシミュレーションをするべきです。私たちは土木学会のモデルの計算結果だけがすべてとは思っていない
ので、これに疑いがあるならば、政府自身でシミュレーションモデルを精緻化すればいいのです。いずれにし
ても、可能な限りきちんとした事前の計算を行なって、投資水準を決め、投資すべきだと思います。

レジリエンスの一つとしてのハードの重要性

レジリエンスとは何かということを説明するとき、縦軸にパフォーマンスのインデックス（当該地域や組織
に関する尺度。たとえばGDP、生産性、生産力、収益、税収など）、横軸に時間を示したグラフがよく使われ
ます。災害が起きた場合、災害がなかったであろう未来を想像し、その未来に早くキャッチアップする力をレ
ジリエンス（強靭性）と言います。
このレジリエンスは、２つの側面の合成だと言われます。ひとつはショック耐性、もうひとつは回復力です。
ショック耐性は、防災力とほぼ同じ意味で、地震が起きたとき、建物が頑丈なら被害はないし、そうでなけれ
ば大きな被害が出る、というようなイメージです。だから、やはり防災力の高さは大事です。
ただし、防災力が高くても、被害は出ます。そのとき、回復力がゼロだったら、状況は下がったまま横ばい
になりますから、ショック耐性と回復力の両方が高まること、つまり、この２つの力の掛け算でレジリエンス
は高まると考えられます。旧来の防災はショック耐性（防災力）ばかりを強調して、回復力についてはあまり
配慮していなかったけれども、回復力のことも考えないといけないというのが、「レジリエンス」という言葉
にある重要な考え方です。
この議論が行き過ぎると、「回復したらいいのだから、ショック耐性はどうでもいいじゃないか。千年に一
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度の地震や水害が起きるかもしれないから、どれだけ防災対策をしても、どれだけ堤防を造っても仕方がない。
堤防を造るのなんかやめて、あとはソフト対策で回復力だけ強化したらいいじゃないか」などという意見が出
てきます。現に、ある新聞の社説にもそういう意見が載りました。
レジリエンス研究の観点からいえば、たしかに回復力は大事ですが、ショック耐性が高ければ回復力さえ要
らないのだから、どちらが重要かといえばショック耐性のほうなのです。ソフト対策だけでなく、ソフトとハー
ドの適切な組み合わせが大事ですが、ハードの重要性はソフトの重要性を圧倒的に上回るということを忘れて
はいけません。
テレビの討論番組などに呼ばれて出ることがありますが、私以外の出演者は全員、だいたいソフトのことば
かり話します。スタジオに入った瞬間、私の敗北は決められているんです（笑）。私は心理学をやっています
から、行動心理学やリスクコミュニケーションの立場でソフト対策もかなり考えてきましたが、大局的な視座
から考えれば、当然ながらハード対策が重要ですから、60分番組の中で３分の１ぐらいはハード対策の議論に
割きます。あと３分の２はソフト対策の議論をしますが、本来はハードとソフトで半々ぐらいの議論をしなけ
ればならないと思っています。
もちろん、避難所の運営を考えることも、避難情報の出し方を考えることも、土砂災害警戒情報に関するハ
ザードマップの公表も、すべて大事です。それについて異議を申し述べるつもりはまったくありません。しか
し、昨年の台風で岡山県真備町の小田川が決壊しましたが、予算さえ付いていたら、堤堰改修工事は10年前に
終わっていたはずです。その工事さえ終わっていたら、小田川は決壊せず、被害は何も起こっていないから、
避難所の運営に関する議論も、避難情報の出し方に関する議論も要らなかった。それらの議論は、「プライマ
リーバランスを撤回しておけばよかった」というだけの、財政の観点のみの話だったのです。
物事には軽重があって、大局的な視座から見たとき、何が主で、何が従か、という観点を持てない人間には
レジリエンスなんて確保できません。レジリエンスを確保するということは、大局的に物事を見て、どこがポ
イントなのかを正確につかむことであり、例えれば桶狭間の戦いで勝つか負けるかという話です。今川義元と
織田信長を比べたら、義元のほうが強かったけれども、信長は「あの桶狭間の地形を利用して叩けば、勝てる
かもしれない」と考えたわけです。そういう大局的判断、戦略性があれば、戦さにも勝てるし、巨大台風や巨
大高潮との戦さにも勝てるという話です。
寺田寅彦は、室戸台風が来た直後に、「わが日本には陸軍・海軍という軍隊があるけれども、その軍隊だけ
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では日本国家をも守るためには不十分である。日本国家には、昨今の室戸台風しかり、関東大震災しかり、と
てつもない災害がやってくるのだから、これに対する防衛軍としての防災軍も必要なのである」というような
ことを書いています。軍というのは、戦車や空母を持つ軍とは違いますが、それぐらいの覚悟で災害と対峙す
る感覚がなければ、みんな死ぬし、首都が水没してしまったら日本経済も立ち行かなくなります。
レジリエンスは、ソフトもハードもすべて総合的にやっていきますが、総合的な判断から可及的速やかにや
るべき課題は何かを考えることもレジリエンスのひとつであるということを申し上げておきたいと思います。
用意したスライドをほとんど使わないで話が終わってしまいましたが（笑）、機会がありましたらまたお話
しさせていただきたいと思います。ご清聴、どうもありがとうございました。	 （拍手）
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■第2部：報告　　　

第１報告： 
「京都発！レジリエンスとSDGsの融合」

レジリエンスとは

藤井聡先生の鮮やかな世論斬り・役所斬りの熱い講演を受けて、元副市長という立場もある私としましては
少しつらいところがあります。反論や言い訳に聞こえてしまうところがあるかもしれませんが、ご容赦いただ
いて、レジリエンスとSDGs（Sustainable	Development	Goals）の融合という観点でお話しさせていただきます。
限られた時間ですが、後のパネル・ディスカッションでも補足させていただきます。
　
さて、京都市は令和元年度の予算編成方針において、「SDGs」の達成と「レジリエンス」をあらゆる分野を
横断する理念に位置付け、京都ならではの「文化」を基軸にした市政の推進を掲げています。全国815の自治
体のなかで、SDGsはいま世界共通の目標になっているので掲げているところもあるかもしれませんが、レジ
リエンスという言葉が出てきて、しかも「文化を基軸に」というような論点を予算編成方針の最初に出すよう
な都市は、おそらく京都をおいて他にないだろうと思います。
　
藤井先生は時間の関係もあってレジリエンスそのものについてはあまり詳しく触れられなかったのですが、
私なりに少し解説をしたいと思います。学長の日比野先生のお話がとてもわかりやすかったと思いますが、レ
ジリエンスを説明する表現としては、物体がグッと押し込められて、離すとまた元にポンと戻るというような
イメージが最も近いと言われていますが、「雨降って、地固まる」というように、押し込まれたバネが、離し
たときには元のところに戻るのではなくて、それよりもっと跳ねるという感覚が、レジリエンスにとても近い
のではないかと思います。
もう一つのレジリエンスの特徴は、いまラグビーW杯でにぎわっていますが、ラグビーのボールはポンと
下に落とすと横に跳ねることがあります。ラグビーボールの、いろいろ変化したかたちで反発する跳ね返りも、
レジリエンスの大きな要素のひとつではないかと思っています。これを諺で表現すると「災い転じて、福とな
す」でしょうか。先の「雨降って、地固まる」と合わせてこれら２つの要素が合わさったものがレジリエンス
ではないかと思います。
　
じつは私自身、副市長を退任した後、レジリエンスに関わる仕事をさせていただくようになったときに、い
まは京大で心理学の教授をしている大学時代の同級生から、「藤田くん、今度は心理学を始めるの？レジリエ
ンスは心理学用語やで」と教えられて、あらためて調べたらそういう意味があったことを知ったという次第で
す。
いずれにしても、レジリエンスについては、藤井先生は「国土強靭化」という観点で主にハード面を中心に

藤田　裕之　FUJITA Hiroyuki
レジリエント・シティ京都市統括監／

京都市国際交流会館館長／元京都市副市長
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お話しされたと思いますが、私はあえて、それ以外の部分も含めてお話しさせていただきます。
　
レジリエンスを考えるとき、巷でよくいわれる「持続可能性」という言葉と「レジリエンス」の相関関係に
ついて、まずお話ししたいと思います。
持続可能性というのは、ずっと現状維持をしながら安定したかたちで直線的に成長していくというイメージ
があると思いますが、みなさん自身の会場へ来られるまでのことだけを考えてみても、朝、机の角で足をぶつ
けたとか、予定していたバスに乗り遅れたとか、思わぬことが起きて「ああ、しまった！」と落ち込みながら
も、「もう一度やり直そう。頑張ろう」と思いながら、いま、ここにおられるのではないかと思います。
さらに、ここまで歩んでこられた人生を振り返ると、若い方も含めて、もうやめようと思ったけど「頑張っ
たらなんとか芽が出てきた」とか「新しい方法を考えついた」というふうに、落ち込みとそこからの復活を繰
り返してこられたと思います。それが持続可能性ではないでしょうか。
その意味では、藤井先生が「落ち込んだままではだめだ」とおっしゃっていましたが、落ち込むことは必ず
あります。落ち込み方を最小に止める踏ん張りは大事ですが、そこから復活していく力が求められています。
先行き不透明な現代社会において、何事もなく順風満帆に一生を送ることはもうあり得ない。それを前提にし
たとき、まさに現代用語として「レジリエンス」が非常に重要になっていると私は考えています。

想定外をどう克服するか

そこで、藤井先生とは違う表現になりますが、先生がおっしゃったように、最小限の頑強性を維持すること
は絶対に大事なことですが、いまの日本においては、不十分さはありつつも相当な部分で頑強性はあるのでは
ないかと思います。また、そこで安心してしまわずに、あらゆる手立てでより頑強な国土をめざす必要はある
と思いますが、特に自然災害を考えると、そもそも私たち自身が「自然を支配している」とか「自然も含めて
世の中のすべてを人間が思うままにできる」と考えるところから、間違いが始まっているのではないでしょう
か。
私たちは自然を支配する立場ではないということを考えてみれば、あらゆる想定外を覚悟することができま

「持続可能性」と「レジリエンス」
（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ） （Ｒｅｓｉｌｉｅｎｃｅ）

• あらゆる事象を「想定外」とせず，いかなるダメージに

対しても，粘り強さをバネに，現状以上の改善を可能
とする仕組みが「レジリエンス」 ⇒

• 「持続可能性」と「創造性」の融合

持続可能性

レジリエンス

ショック・ストレス 時間推移

社
会
状
況 創造性

雨降って，地固まる
災い転じて，福となす
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す。「想定外を覚悟する」とか「想定外を克服する」というのは、「どんなことが起きるかわからないから、あ
らゆることに物理的対応をしていく」と捉えがちですが、むしろ「必ず想定外のことは起こるのだ」と覚悟し
ておくことではないかと思うのです。
耐震基準の震度は６強ですが、震度７でも震度８でも絶対につぶれない建物を造ることが想定外を克服する
ことになるのかといえば、決してそうではありません。また、大雨の中で地震が起きて、なおかつ強風が吹い
て、ミサイルも飛んできた…というふうに、あらゆる事態が起こることを考えたら、やはり私たちの想定には
限界があるのではないか。いささか哲学的に聴こえるかもしれませんが、「その想定の限界を超えたことが必
ず起こるのだ」という覚悟が、レジリエンスの前提になるのではないかと思います。
したがって、「防災」という言葉、つまり災害そのものの発生を食い止めることよりも、災害が起きたとき
にいかに被害を少なくするかという「減災」の観点が、レジリエンスではないかと思っています。

しかも、レジリエンスの対象は、自然災害ばかりではありません。テロや集団感染も起こり得ますし、いわ
ゆる「ゆでガエルの論理」のように、私たちはあまり気づいていないけれども、環境汚染、地域コミュニティ
の希薄化、人口減少などもじわじわと忍び寄っているのではないかと思います。
藤井先生は「ソフト面は大事だけれども、ハード面はもっと大事だ」とおっしゃっていましたが、両方とも
大事で、そのバランスをいかに取るかという点では、突然襲いくる外的ショックも、じわじわ忍び寄る内的ス
トレスも、どちらも対象として取り組むことになりますし、それがSDGsにもつながることだと思っています。

京都市レジリエンス戦略

京都のまちは、一千年を超える都として、また世界が憧れる歴史都市・文化都市・観光都市として繁栄して
いますが、この京都においてもさまざまな災害やダメージがありました。第二次世界大戦で大規模な空襲を免
れたことが現在の京都のまちの特徴の一つになっているかもしれませんが、大きな地震や大火事を何度も経験
していますし、応仁の乱もありました。何よりも明治維新で突然にして一地方都市に転じる経験をしています。
そのときに京都の人は、京都の歴史に誇りを持ち、地域の絆を力にして、いまに続く時代祭を始めました。ま
さに本日、その時代祭が行なわれています。また、番組小学校という64の学校を、国に先んじてつくり、琵琶
湖疏水を引いて、その発電により殖産興業の発祥の地にしました。
そのときの京都人には、地域に対する誇りやコミュニティ、祭礼や伝統文化を大事にしようという気概が
あったのではないかと思います。いまの私たちに、そうした明治維新直後の京都人の誇りやアイデンティティ
が本当に残っているでしょうか。この点も、京都のレジリエンスをしっかり考えていくうえでは大事だと思い
ます。
もちろん、それぞれの地域には京都ならではのいろいろな取り組みがあります。秋になると区民運動会があ
ちこちで開かれますが、京都以外の方が京都に引っ越してこられると、学校の運動会以外に大人が学区ごとに
運動会をやっていることにすごく驚かれます。区民運動会を全市域で行っているのは、指定都市レベルの大都
市では、おそらく京都だけです。これも明治以降、学校を拠点にして地域住民が常に結束してきた名残だと思
いますし、この区民運動会がスポーツの祭典だとすれば、同様に、町内単位で協力し合って取り組む防災訓練
も必ず行なわれています。
また、消防団の活動もあります。お隣の大阪市には消防団そのものが存在していません。そんな状況のなか
で私たちは、いざという時に役立つような地域コミュニティを形成したり、使用済み天ぷら油の回収や子ども
の見守りなどを、当たり前のようにやっています。
さらに地蔵盆も、大都市でこれほどの規模で行なわれている例はありませんし、まちの辻々にあるお地蔵さ
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んが常にきれいに飾られ、お供えがされている大都市は国内に例がないと言ってもいいと思います。
　
そんなことが京都で続いている背景には、すでに40年以上も前の1978年に表明された「世界文化自由都市宣
言」というものがあります。40年前ですから、まだ東西冷戦が続いている時代です。その時代に、「全世界の
人びとが、人種・宗教・社会体制の相違を超えて、平和のうちに、ここに自由に集い、自由な文化交流を行う」
という都市のアイデンティティを世界に発信したことが、京都の歴史においても脈々と培われてきたし、文化・
芸術を基軸にしながら、さまざまな伝統行事や観光のみならず、生物多様性、山紫水明の自然景観、町並み、
多様な宗教性を大切にすることが、防災や地域コミュニティなどすべての課題につながっているのではないか
と思います。
　
これらを視野に入れながら、2040年までの都市のあり方を考えた「京都市レジリエンス戦略」を策定しまし
た。本日の資料にも入れておりますので、ぜひご覧ください。「レジリエンス」という言葉については、よく「難
しい」と言われますが、私どもは、藤井先生のご意見とは少し違いまして、「強靭性」だけでは表現し得ない
のではないかと考えています。
「しなやかに強い」ということは大事ですが、持続可能であって、かつ魅力があることなど、すべてを融合
した都市の理念をつくろうということで、副題として「しなやかに強く、持続可能な魅力あふれる京都のため
に」を掲げ、「20年後も、50年後も、京都が魅力ある京都であり続けるために、いま何をしなければいけない
のか」という大きな考え方を提示しました。
もちろん、京都のまちに忍び寄る危機は数多くあります。たとえば、本来は京都の強みであるはずの地域コ
ミュニティ、文化芸術、景観や町並みなどは、放っておいても20年後、50年後に残っているでしょうか。みな
さんの地域を思い浮かべてください。いまはすごく結束している地域だし、文化活動も盛んだけれども、20年
後は誰が担っているのだろう？ 50年後はどうなっているだろう？そんなことを考えたときに、いま何をやっ
ておくべきか、同時に、気候変動が起き、自然災害が襲い、さらには人口減少が進行するなかで、何をすべき
か、そういうことが重要ではないかと考えています。

“あらゆる危機を乗り越え，２０年後，５０年後も，京都が京都であり続ける”

しなやかに強く

レジリエンス
持続可能な

SDGs
魅力あふれる

創生総合戦略
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SDGｓとレジリエンス

たとえば、何十年に一回の自然災害が毎年のように来ることの根底を考えると、やはり自然環境そのものが
危険信号を発しているのではないでしょうか。そこで考えるべきことは、国連で2015年に採択されたSDGsで
す。
SDGs（持続可能な開発目標）は、2030年までの世界共通の目標です。貧困をなくそう、飢餓に苦しむ人を
ゼロにしよう、豊かな教育など、発展途上国をターゲットにした目標も含まれていますが、同時に、海や陸の
豊かさを守ること、平和や公正さを大事にしながらパートナーシップを維持することなどがすべて掲げられて
います。アメリカも、シリアも、北朝鮮も、ロシアも、中国も、国連に加盟する193の国がすべて賛成したと
いうことは、ある意味では、その程度のレベルの低い目標なのかもしれませんが、どの国も反対できませんで
した。このことは、「このままでは地球が壊れてしまう。生命の惑星としての地球が維持できない」という危
険なシグナルが発せられていることを示しているとも思います。
　
SDGsは17本の柱で１つの樽をつくるような作業です。その17本の目標にすきまが空いていたり、あるいは
長さが違っていたりしたら、その樽には水が貯まりません。
つまり、新たな縦割りをつくるようなことが起こってしまうと、SDGsは機能せず、空文句になってしまう。
それをどのように融合させるかが、じつはレジリエンスであり、「うまくいかなければ工夫してみよう。前よ
りもよくしていこう」というふうに、人びとがサポートし合っていくという観点ではないかと考えています。
その意味では、SDGsとレジリエンスは、まさに車の両輪であって、表裏一体のものと言えますし、京都はロッ
クフェラー財団の「世界100のレジリエント・シティ」に選定された、日本でも数少ない都市のひとつです。
SDGsは全世界・全都市の共通の目標ですが、レジリエンスという概念とSDGsという言葉を両輪として使っ
ていけること、また、それを歴史都市・文化都市として世界に発信していけることは、京都の大きな強みでは
ないかなと思います。
　

持続可能な開発（発展）目標【ＳＤＧｓ】

日経新聞社による
全国８１５自治体を
対象とした調査で，

京都市が

ＳＤＧｓ第一位を
獲得

２０１５年
国連で採択

１７の目標
１６９の達成基準

ＭＤＧｓ
（Millennium Development Goals）

２０００年に国連で採択
８つの目標と２１のターゲット
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その京都がもう一つ発信していくべきことは、やはり教育・子育て・次世代育成ではないかと思っています。
「訪れて良し！」は大事ですが、「住んで良し！」「育って良し！」も大事ですので、そうした取り組みが評価
されるような存在になることが大切です。
人口が減少したり、経済的な成長がさほど期待できないときにこそ、レジリエンスという新しい発想を持ち、
落ち込んでも毎日を良くするように考えていくことが大事だと思います。
つまり、「人口が減らないようにしよう」と言うだけでなく、「人口が減っても、みんなが豊かで安全に暮ら
せるような新しい仕組みをつくっていこう」というふうに、挑戦をしていくことが大事だろうと思っています。
ひとつの例で言えば、いま私たちはあるエスカレーターに乗っているのです。かつての高度成長時代のエス
カレーターは、上りのエスカレーターで、じっとしていても勝手に上がっていった。しかし、いま私たちが乗っ
ているエスカレーターは、残念ながら下りのエスカレーターです。じっとしていたら、どんどん下がっていき
ます。その下りのエスカレーターの上で上り続けて、相対的に現状維持を果たし、持続可能な社会をつくって
いくことが、いまの私たちに求められていることではないか。そのために、一人ひとりが当事者意識を持って、
「自分さえ良かったら」とか「いまさえ良かったら」という発想から脱却していくことが、レジリエンスを実
践していくうえで、そしてまた、レジリエンスをSDGsと融合させていくうえで、きわめて重要な柱であろうし、
京都はそれをやることができる最も近い場所にいる都市ではないか。そんなことを私どもは考えております
し、本日、みなさんとご一緒に考えていければと思っています。
以上で私のご報告を終わらせていただきます。ご清聴、ありがとうございました。	 （拍手）
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第２報告： 
「CSRとレジリエンス　 
　～本業を通じた社会課題の解決～」

地域企業とCSR

みなさんこんにちは。ただいま紹介いただきました、明致でございます。このような機会をいただきまして、
本当にありがとうございます。
私は「CSRとレジリエンス　～本業を通じた社会課題の解決～」ということでお話しさせていただきます。
京都市が作成された「京都市レジリエンス戦略」のなかに、レジリエンスの枠組みが示されていまして、個人・
家庭のレジリエンス、地域・企業等のレジリエンス、都市のレジリエンス、そして先ほど藤井先生からお話が
ありました国家レベルのレジリエンス、そしてSDGsに象徴される世界・地球規模のレジリエンスといった枠
組みです。私からはその中の、地域・企業等のレジリエンスを中心にお話をいたします。
　
まずはCSRについて、少し説明をさせてください。CSRは、ご存じのとおり、“Corporate	Social	
Responsibility”のそれぞれの頭文字を取った略号です。日本では「企業の社会的責任」と呼ばれていまして、
取り組みは大企業が中心で、1,000社以上がCSR報告書を年次で発行しています。
中小企業では、まだ十分に取り組めているとは言えない状況ですが、すでに何らかのCSR的な活動を実践
しておられる中小企業も少なくありません。
「責任」という言葉に違和感を持たれる企業が一部にあります。特に京都に多い老舗企業の経営者の方々に
お聞きしますと、「外部から社会的責任を問われることに抵抗感がある。創業以来、老舗企業として『家訓』
を守って経営してきたので、責任は十分に果たしているつもりだ。」というような声があります。
一時期、大企業を中心に取り組みの実践報告のようなセミナーが多く開催されましたが、それらをお聞きに
なった中小企業の経営者の方々は、「大企業は、つぎ込むお金も、人も、組織もある。われわれはそういうわ
けにはいかないので、残念ながら大企業の取り組みは参考にならない。」「取り組みたいけれども、どうすれば
いいのか、なかなかその方法がわからない。」とおっしゃっていました。
じつは中小企業は圧倒的なパワーを持っています。企業数では、全企業数の99.7％を占めており、大企業は
0.3％にすぎません。そして、そこで働いておられる従業員の方々は全従業員数の70.1％ということで、たいへ
んなパワーがあります。最近、京都市は「中小企業」から、「地域企業」と呼ぶようにされていますが、中小
企業は本当に地域に密着した存在です。　
その意味で、地域に密着した中小企業がCSRに取り組んでいただければ、地域社会の課題解決に大きなパ
ワーになる、ということが言えると思います。
　
CSRに関しては、ISO26000	組織の社会的責任ガイドラインがあります。

明致　親吾　AKECHI Shingo
京都CSR推進協議会会長／オムロン株式会社元取締役副社長
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これは企業に限らず政府自治体や大学、NGOなど全組織を対象としたガイドラインですが、中小規模の組
織への言及はISO26000のボックス３に書かれています。英文訳がこなれないので、おおよその内容を申しま
すと、「中小組織は柔軟性や革新性が高い」「地域のコミュニティと密接なつながりがある」「経営トップが組
織活動に及ぼす影響が大きい」といったことが書かれています。
CSRは７つの中核主題にまんべんなく総花的に取り組まないといけないのですが、中小規模の場合は「形
式にこだわらず、優先順位をつけて取り組めばよい」ということも言及されています。
そこで、CSR京都（京都CSR推進協議会）が提唱していますCSRについてですが、“Responsibility”は、英
和辞書を引くと「責任」という意味が一番に出ますが、「信頼」という意味も出てきます。私どもではCSRを「企
業の社会的信頼」と訳して、「企業が社会に信頼を築く経営」を提唱しています。
　
京都CSR推進協議会の概要を少し申し上げますと、2011年４月に発足しました。目的としては、小さな企
業のCSRの促進・支援と、そうした企業の取り組みを通じて地域力を再生することをめざしています。構成
組織としては、経済団体、中間支援組織、行政等が協議会のテーブルに着いてくださっています。会員は、メ
ンバー会員としての中小企業や業者等がメインですが、大手企業や大学などが賛助会員として参加いただいて
います。

良き企業市民としての取り組み

CSR京都は「信頼を築く経営」を提唱していますが、信頼を築く先はどこかと申しますと、企業の経営に
関係するさまざまなステークホルダー（関係先）がすべて対象です。そのなかでも、お客さま、社員・従業員、
地域社会、株主が重要な関係先と言われますが、今回は地域企業のレジリエンスに視点をあてて、主として地
域社会との信頼の醸成をメインにお話をさせていただきます。

地域社会の方々と信頼を築く原点は〈良き企業市民〉です。企業市民は、米国では“Corporate	Citizenship”
と呼ばれていて、企業があたかも市民のように社会で義務と責任を果たすことです。ご承知のように、法人は

＜良き企業市民＞身近なCSR

 京都の伝統的な風習・習慣

両隣のみならず 街中を清掃

かどはき

 環境整備とともに

犯罪抑止につながる

（図１）
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擬人化された社会の構成員です。
ただし、市民の中にもいい市民と悪い市民がいるので、企業も〈良き企業市民〉でなければなりません。こ
れを“Good	Corporate	Citizenship”と言います。法令遵守はもちろんのこと、高い倫理観をもって経営にあた
り、業務を遂行することが〈良き企業市民〉です。そして、地域社会をはじめとするステークホルダー（関係
先）に信頼されるように誠実を貫き、地域社会の一員として活動します。
　
こうした〈良き企業市民〉の例を少々ご紹介いたします。ご承知のように、京都には「かどはき」という伝
統的な風習・習慣があります。古くはルールがあって、「両隣を掃いてはいけない」とか「一尺ぐらいなら隣
を掃いてもいい」といった伝統しきたりがあるようですが、今日では両隣はもちろん、街中を清掃する活動を
している企業があります。たとえば一例として協同組合日新電機協力会は天神川の土手の清掃を、また株式会
社マツシマホールディングスは店舗周辺を清掃しています（図１）。
きれいにすることによって環境整備や犯罪抑止にもつながります。
お聞きになったことがあるかもしれませんが、「割れ窓理論」というのがありまして、学校などの建物の窓
ガラスが割れているのを放置すると、「誰も当該地域に対して関心をはらっていない」というサインになり、
犯罪が起こりやすい環境をつくりだすと言われています。一時のニューヨークがその代表例でした。そうする
と、ごみのポイ捨てなどをはじめ軽犯罪が増え、住民のモラルも低下して、地域の安全確保に協力しなくなり、
さらに環境が悪化していきます。そのような結果として、場合によれば凶悪犯罪を含む犯罪が多発するように
なります。街中をきれいにするというのは、美観の観点のみならず、防犯にも役立つということです。
　
身近なCSRには、自販機を通じた寄付の例もあります。みなさんの会社や地域にもあると思いますが、自
販機のなかには寄付つきのものがあります。
たとえば公益社団法人京都犯罪被害者支援センターが設置している自販機は、その売上の一部が犯罪被害者
支援活動に寄付される仕組みです。同様に、亀岡市にある公益財団法人関西盲導犬協会の自販機は、飲料を買
うと盲導犬育成に対して寄付が行なわれます。
これらの自販機は企業でも設置することができます。

本業と社会課題を 直接・間接に結びつける

本業 山積する社会課題
環境

少子化・高齢化
人権
災害
・
・
・

レジリエンスを意識したCSRの具体的な取り組み

（図２）
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レジリエンスを意識したCSRの具体的な取り組みは、企業の本業と社会課題を直接・間接に結びつけるこ
とが肝になります。環境、少子化・高齢化、人権、災害など、社会課題は山積していますが、社会課題に本業
を直接的、間接的に結びつけて取り組むことがCSRの肝です（図２）。
たとえば防犯への貢献ということで、社用車を活用した青色防犯パトロールという取り組みがあります。こ
れは京都府警に届けて許可を得る必要がありますが、社用車に青い標識灯を着けて防犯パトロールをします。
CSR京都のメンバー会員のFレンタカーみやこ株式会社は、法人向けのレンタカー会社ですが、車に関係があ
るということで青色防犯パトロールの認可を取って活動されています。また、株式会社マツシマホールディン
グスはカーディーラーですが、同社も車に関係するということで青色防犯パトロール車を運行されています。
環境への貢献としましては、先ほどの株式会社マツシマホールディングスは京都モデルフォレスト協会に登
録して、社を挙げて森林保全活動をされています。最初は参加者が少なかったようですが、間伐など森林の整
備をした後、栽培している椎茸や持ち込みの食材でのバーベキューが好評で、いまでは参加したくても順番待
ちという状況のようです。
また、エースジャパン株式会社は、間伐材を使用したフォークリフト用パレットの開発・製造をしておられ
ます。これも、本業と直接的・間接的に関係する、環境への貢献です。

障がいのある人々の就労支援としては、有限会社時代工房の取り組みがあります。同社はウエブサイトや印
刷デザインを行なっている会社ですが、障がいのある当事者がウエブサイトへのアクセスビリティをチェック
されています。また、株式会社アグティは、清掃・クリーニング業ですが、総合メンテナンス業において障が
いのある方々を雇用しておられます。
名神京都南インターチェンジの南方にあるオムロン京都太陽株式会社は、私がおりましたオムロン株式会社
と、社会福祉法人太陽の家との共同出資会社で、障がいのありようにフィットした生産ラインを編成して、生
産活動に従事していただいています。下肢に障がいのある人々が参加する、大分国際車いすマラソン大会や京
都府で開催される全国車いす駅伝競走大会では、開催支援をさせていただいています。もちろん、社員もボラ
ンティアでアシスタントを務めます。
　
中小企業ではありませんが、みなさんよくご存じの株式会社ワコールホールディングスは、ピンクリボン活
動を中心にブレストケア活動に取り組まれています。ピンクリボン活動は、乳がんの早期発見・早期診断・早
期治療支援をするもので、アメリカ発ですが、日本ではあたかもワコールが始められたかのような認知度を得
られています。もちろん、花王など他の企業も取り組んでいますが、ランジェリーに関係したピンクリボン活
動ということで、本業を通じた活動の一環と言えます。
ワコールは、美しいボディラインの再生支援ということで、まずは「リマンマ事業」を始めました。乳がん
で乳房を切除する方がたくさんおられて、そうした方向けのブラジャーは、店頭では売っていませんが需要が
多いのです。「リマンマ」というのは、たしかラテン語で「おっぱいよ、再び」という意味のようですが、そ
の需要の多さから「これではいけない。早期発見をすべきだ」ということで、いまではピンクリボン活動を熱
心にやっておられます。乳がん検診サポート事業として、検診車を保有して、それを企業に貸し出すことや、
ピンクリボンイベントもずいぶんやっておられます。
　
ピースオブヘアーは、伏見の駅前にある理髪店で、もちろん店舗もお持ちなのですが、バイクで老人ホーム
や、なかなか理髪店に来ない障がいのある子どもたちや引きこもりの子どもたちの家庭を訪問して、美理容活
動をされています。手にするのはハサミで、発達障がいの子どもを散髪するのはとても危険ですから、まずは



─　　─21

子どもたちと信頼関係を築いてから髪の毛を切るのだそうです。
大阪市にある日本ポリグル株式会社は、納豆のネバネバ成分から水質浄化剤を開発しました。これを濁った
水に入れると、濁りの成分が沈殿して、上澄みは飲用できますので、東南アジアやアフリカの発展途上国に持
ち込んで、浄水の普及に努めておられます。もちろん、有償で提供しますが、現地の女性による水の販売ネッ
トワークを構築して、収入によって貧困の解決に貢献するという、経済的な支援をしておられます。

CSRによる持続可能な企業と地域の発展

このようにいろいろな例をご紹介しましたが、本業を通じた取り組みの効果についてお話しします。
CSRは、ややもすると担当部門や担当者など一部の従事になりがちです。本業を通じた取り組みによって
全社一丸となったCSRの推進ができるということです。
またISO26000でも言及がありますが、経営トップの強い関与のもとで、経営戦略や事業との連動、CIとの
連動、ブランディングができます。
２つめに、ミッションを社会に開示しますので、それを関係先や特に社員の方々と共有できます。そして、
社員自身にとっても、社会への関与・貢献が仕事のやりがいやおもしろさにつながり、社員のモチベーション
が上がります。
なによりも、事業の成長・発展の可能性にもつながりますので、本業を通じたCSRの取り組みで地域社会
の課題の解決策を実行していくことが肝要かと思います。

オムロンの創業者であります立石一真が残しました「適者生存」、社会に必要とされ信頼される企業が生き
残る。これが企業存続の道理です。
「適者生存」は地域社会に必要とされる経営を示唆しているということを申し上げて、私の報告を終わりま
す。ありがとうございました。（拍手）
　

注）	図１の写真は、京都CSR推進協議会のウエブサイト内のメンバー会員の取り組みレポートから引用した。
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第3報告： 
「京都が京都であり続けるために、何が
必要か─地域経済学の視点から─」　

地域経済の転換期

みなさん、こんにちは。ただいま紹介を受けました、岡田と申します。藤井さんの話に出ました京大防災研
の岡田さんとは別人です（笑）。京大経済学部から、この4月に京都橘大学に移ってまいりました。地域経済学
という分野を専門にしております。

きょうのシンポジウムのメインタイトルは「京都が京都であり続ける社会の創造にむけて」ですが、では「京
都らしさ」とは何か、それはどういうものがつくってきたのか、誰がそれを支えていくのか、ということが最
も大事ではないかと考えています。藤井さんのお話は日本全体について述べる一国経済論で、リーマン・
ショックは世界経済にどういう影響を与えたかというレベルの話でしたが、その前に、そもそも経済というの
は人間が生きるために始めた活動です。700万年の歴史の中でずっと続けていまして、日本でお金が発明され
たのは紀元８世紀です。資本主義的企業が発明されたのは、日本の場合、150年前の明治維新からです。
そういう流れのなかで、人間は生きるために自然に働きかけを行なって、衣食住という生活手段を得ました。
与えられた自然条件のもとで、それぞれの地域の私たちの祖先が生活をしていましたが、その動いていた範囲
は自分の足で歩ける範囲がほとんどでした。これが「人間の生活領域としての地域」です。その後、お金が発
明され、企業が発明されて、その活動領域がグッと広がります。それが日本全体であったり、世界全体であっ
たりして、いまはグローバル社会と言われ、企業も、人も、モノも、自由に国境を越えて移動しています。
このグローバル社会というのは、そんなに古い話ではなくて、日本の場合、30年余り前の1980年代半ばから
です。そういう歴史過程のなかで、企業活動の領域が人間の生活領域から離れてどんどん拡大して、グローバ
ル企業が生まれてきました。
そこで、地域も企業もともに発展すればいいのですが、その地域で生まれ育った企業が、そのうち工場閉鎖
をして外に移動してしまう。すると、そこと取引していた中小企業の仕事が奪われ、そこで働いている人たち
が家族で生活するために使っていた商店街が廃れてしまう。これを産業空洞化と言います。日本では80年代
半ば以降、この問題が深刻化しています。これまで私たちの祖先が経験したことがないような事態で、私は「社
会的な持続性の危機」と呼んでいます。

災害と地域経済の関係

もう一つの大きな変化は、先ほどから話されているように、災害の時代に入ったということです。自然その
ものが大きく変動して、私たちが生活するために最も大切な住宅や事業所を壊してしまう。それによって生活

岡田　知弘　OKADA Tomohiro
京都橘大学現代ビジネス学部経営学科教授
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が打撃を受けるだけでなく、命が奪われてしまう。こうした事態が、大災害の時代というかたちで90年代半
ばから目立つようになり、阪神・淡路大震災以来、ほぼ毎年、日本列島のどこかで地震・津波・火山災害、さ
らに豪雨災害が連続して起こっています。これも私たちの祖先が経験したことのない事態です。
　
私は、フィールドワークの手法を重視して、被災地に入り、そこでの実態を調査しながら、どのような再生
のあり方が必要なのか、誰がその再生、今回のテーマで言えばレジリエンスの主体・主人公になるのか、とい
うことをずっと追究してきました。
「地域」と一言で言いますが、みなさんがイメージする「地域」には、いろいろな広がりがあると思います。
わかりやすくするために、ひとまず京都盆地を想定してください。京都盆地という自然条件のもとで、たとえ
ば活断層が盆地を囲んでいます。花折断層がありますし、西山にも断層があり、北に行けば若狭の断層とつな
がってしまいます。そういう自然条件のなかでできている盆地だ、ということです。
また、京都盆地のなかを鴨川が流れています。しかも、この盆地は傾斜していて、京都駅・京都タワーと北
大路には約80メートルも落差があります。このような扇状地形の盆地に、平安京以前から人間がやって来て、
街をつくり、平安京を形成する。そして、幾度かの火災や戦災に遭いながら、人びとの生活がずっと続いて現
在に至っているわけです。
　
高齢化もずいぶん進みました。そうしたなかで、人間の生活領域は広がったのかと言えば、私は少し狭まっ
ていると思っています。75歳以上の方を行政的・学術的に「後期高齢者」と呼んでいますが、平均的な行動範
囲を測定した研究によりますと、平均すると半径500メートル圏といいます。その範囲で生活する人が、今後
ますます増えていきます。
　
このような社会構造になっているところにグローバル化と災害の危機があるわけですが、人間は生活するた
めに、土地にくっついたかたちで建物や道路を造り、土地と一体になった生産手段や、住宅・商店など生活手
段をつくってきました。これを建造環境といいます。そして、それを運営するために、企業、町内会・自治会
などの社会組織、京都市や行政区などの政治組織、文化組織や宗教組織をつくり、これらが一体となって地域
ごとの個性をつくりあげています。たとえば京都は、多くの寺院と神社が集まる宗教都市でもあり、食文化も
とても特徴的です。

地域経済の主体

では、そういう生活や経済活動を支えているのはいったい誰かというと、先ほど明致さんがおっしゃったよ
うに、中小企業が圧倒的に多いのです。企業の99％が中小企業であり、これに農業をやっている農家が加わり
ます。こういうかたちで京都市内に多くの経済主体が存在して、それが時代を超えて経済活動を続けてきまし
た。地域の中で投資を繰り返す活動を、私は「地域内再投資」と呼んでいます。この再投資力が続けば、必ず
地域経済や生活がしっかりと根づいていきますが、それができなければ空洞化が進みます。「シャッター通り」
から「空き地通り」になってしまうようなことも起こりますし、農家がなくなってしまうと農地が荒れてしま
う。林家が空き家になると、山が荒れ、たとえば北部山間地域から一気に水が出ます。昨年の水害は、山の木
が管理されていないため、倒木が川に落ちて、それが橋にかかって洪水をおこし、場合によっては電柱を壊し
て停電が長引くということが起きました。
したがって、現代になればなるほど、農山村の再投資をする力と市街地の再投資をする力とをいかに結合し
ていくかがとても大きな課題として出てくるのではないかと思います。
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以上のように、「京都らしさ」を生み出す要因は、自然条件と社会的条件だと言えるかと思います。京都最
大の地震とされる慶長地震（伏見地震）で、豊臣秀吉が築いた伏見城が壊れましたが、このような地震が再び
起こりかねないと言われています。しかし、今年の台風19号で思い出してほしいのは、1935（昭和10）年の鴨
川大水害です。鴨川だけでなく、桂川が洪水を起こして、ものすごい面積が浸水しました。この後、防災対策
がずいぶん進みましたが、それでも桂川と淀川の結合部分がどうしても弱く、この地域一帯は今でもたびたび
水害が起きています。
ちなみに、鴨川水害の時の日雨量は270ミリでしたが、今回、宮城県丸森町で記録したのは、なんと587ミリ
です。かなり違います。しかも、阿武隈川上流部分でかなり降っています。こういうことが起こるおそれが、
現実性をもって存在しているのではないかと思います。
　
さて、「京都らしさ」をつくりだしている歴史的要因について申しますと、ひとつはさまざまな産業が集積
したまちということです。京都は、かつて天皇家が住み、公家が集積したため、多くの贅沢品を生産しており、
明治維新に入る前の全国比較では最大の工業都市でした。技術力がたっぷりあり、それがモノづくり都市につ
ながっていったわけで、近代に入って、その支援をしたのが京都市や京都府の産業支援機関です。これに加え
て、戦後になりますと、地域金融機関と大学がそれぞれ地域経済のなかでネットワークを張り、京都らしい産
業や経済をつくってきたのです。

もう一つ注目したいのが老舗企業です。明治維新前に創業した企業は、帝国データバンクの調査によります
と、国内に3,343社ありますが、そのうち京都府内は312社で、全国トップです。こうした老舗企業は、いわゆ
る「ぼちぼち経営」をしながら、無理をせず、持続的に経営体を維持して、おそらく社会貢献もしながら経営
してこられたでしょう。このような老舗企業が京都には集積している。わずかな数ではだめなのです。こうい
うところにポイントがあるのではないかと思います。
　

1935（昭和10）年6月
鴨川大洪水
日雨量約270ｍｍ（⇔2019
年台風19号での丸森町の
日雨量は587ｍｍ）
出所：京都府『千年の都と
鴨川治水』2005年。

1
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人間の復興としてのレジリエンス

いま、持続不可能性の危機が広がるなかで注目されているのが「復元力」ですが、災害が来ることを前提に
して事前の対策を公共・民間を問わず行なう「事前復興」が必要ではないかと思います。災害復興の最大のカ
ギは、地域社会における復元力です。災害が起きたとき、これまでの日本の政策としては、道路や堤防も含む
インフラの復興を最優先してきました。そうすれば自動的に被災地の経済が復興するかというと、じつはそう
なっていないという事実があります。
たとえば気仙沼市の復興工事はまだ続いていますが、この工事を受注しているのは県外企業がほとんどで
す。国は復興税を徴収しましたが、その35兆円の復興予算の多くは東京系企業が受注しており、中小企業を中
心とした地元の経済主体の復興の力が弱いために人口流出問題が起きています。人口流出が多いと、小売店や
個人サービス業はやっていけません。この悪循環が現在も続いています。
その典型のひとつが石巻市の雄勝地区です。高い防潮堤を造るということで、14メートルの堤防ができてい
ますが、その決定と建設が遅れたことと、県が高台移転工事にこだわったため、地区に残留する住宅が元の
620世帯から28世帯に減ってしまいました。もうお店もできない地域で、高齢化した人たちはどうやって生活
していくのか。こういう問題が現場では起こっています。
一方の東京には、ゼネコンをはじめとして、復興事業の受注を得た企業の本社が集中しています。図のよう
に法人所得の東京集中率が、震災を挟んで５ポイントも上がり、現在、52％になっています。
　
では、どのような復興のあり方がいいのか。阪神・淡路大震災の後、ケインズ経済学の研究者だった大阪大
学教授の林敏彦さんが、兵庫県の検証委員会で「14兆円の復興事業があったけれども、その１割しか地元に落
ちなかった。もっと地元に発注をしていたら復興は早まったであろう」ということと、事前復興に関わって「平
時から地域産業を育成しておくことが重要」というような指摘をされました。地域産業というのは、建設業だ
けでなく、食料品店や大型店も含まれます。大型店が被害を受けると、被害が大きいため、少なくとも半年近
くは買い物ができません。むしろ、小型小売店のほうが、供給力があるのです。

法人所得は本社のある東京に集中

 

2

図　都道府県別にみた地域経済の不均等発展（2015年）
（出所）内閣府「県民経済計算年報」2015年版、国税庁「法人税統計」2015年版
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この指摘よりも前に、「人間の復興のほうが大事だ」と言った人がいます。東京商科大学（現一橋大学）教
授だった福田徳三さんです。福田さんは、「人間の復興とは、生存の機会の復興を意味する。建物や道路は、
そのための手段にすぎないのではないか。それだけを追求してはいけないのではないか」ということを言われ
ました。

地域内循環型の復興

この「人間の復興」論を活かしていこうという動きは、震災被災地で広がってきています。地域内に復興需
要を拡大していこうということで、2004年の中越大震災の時、山古志村では、地元産材を使って地元の大工さ
んが建物を造りました。そうすることによって、地域が復興する過程で、地元の事業者も復興できます。
このような地域内循環型の復興が、東日本大震災被災地の福島県に広がり、熊本でも、2016年の震災後、地
元の森林組合から木材を調達して地元業者が仮設住宅や復興住宅をつくる取組みが広がりました。

このような「コンクリートより人を」という「人間の復興」が大事だということは当然のことですが、実は
それだけでは足りません。被災者自身が復興する力を回復しなければだめなのです。気仙沼市の商工会議所の
副会頭をされている清水敏也さんは、６つの水産加工場を失いました。自宅とかつてのお店の一部が残された
ので、地元の女性たちを雇用して気仙沼帆布を使った袋物製造会社「ガンバーレ」をつくりました。そこでは
多くのの雇用を創出してきています。
清水さんは、避難先で、毎日配られる弁当を食べながら、「自分たちは本当に生きているのか」ということ
をみんなで話し合ったそうです。「生きがいのある仕事をしていくこと、さらに地域全体が元気になることこ
そが本当の復興のあり方ではないか」と考えるようになり、自分たちで会社をつくったわけです。これが、被
災地以外のところと交流しながら、また雇用が増えていくという動きにつながり、みんなが元気になっていき
ました。私は、「人間性の復興」と呼んでいるのですが、これは先ほど話に出てきた心理学や教育の役割の重
要性を意味しており、こういう分野の研究もとても大事であるとと思います。
　
なお、復興政策のあり方や中小企業の取り組みに関しては、『災害の時代に立ち向かう　中小企業家と自治
体の役割』（岡田知弘・	秋山いつき著、自治体研究社、2016年）という本を出していますので、興味のある方
は是非手に取っていただければと思います。
以上で私の報告を終わります。ありがとうございました。	 （拍手）
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■第３部：パネルディスカッション

� パネリスト：藤田　裕之／明致　親吾／岡田　知弘　
� 司会・コーディネーター：平尾　毅　

【平尾】
これより、第３部のパネルディスカッションを始めさせていただきます。パネリストは、第２部でご報告い
ただきましたお三方です。
まず初めに、「京都が京都であり続ける社会の創造にむけて」という本シンポジウムのテーマに沿いまして、
報告内容の補足がありましたらお願いいたします。
【藤田】
「レジリエンスとSDGsの関連がもうひとつわかりにくい」というご質問をいただきました。端的に言えば、
SDGsはその名のとおり「目標」「ゴール」ということですが、その目標を具体的に実現していくための手段
や考え方や理念がレジリエンスではないかと思います。
もっと言えば、SDGsで言うところの「持続可能な」という部分は、順風満帆に物事が起きたり想定内でし
か事態が推移しないということは考えられない先行き不透明な現代社会において、私たちが常に心構えとして
持つべき「落ち込むことがあっても復活したり、落ち込んだときのダメージを最小限にくい止めるために、普
段から何をしておくべきか」ということであり、それがレジリエンスであろうと思います。
【明致】
SDGsとレジリエンスのつながりについては、京都市の「レジリエンス戦略」の中に枠組みがありまして、
個人・家庭レベルのレジリエンス、地域・企業レベルのレジリエンス、都市のレジリエンス、国家のレジリエ
ンス、世界・地球規模のレジリエンスがあります。SDGsには17のゴールが設定されていますが、それは地球
規模のレジリエンスを対象とした課題というふうに理解されてはいかがでしょうか。
【岡田】
話しきれなかったことがかなりありますので、レジュメに基づきながら補足的なお話をさせてください。
持続可能性の危機に関連して、京都盆地を囲む地域の衰退と都心部を含む持続可能性を産業政策で考える場
合、やはり原発が京都のかなり近くに立地している問題を考えざるを得ません。京都市役所は原発から約70キ
ロ圏内です。大原は約50キロ圏内ですから、福島の原発事故で全村避難を強いられた飯舘村とほぼ同じ距離で
すし、さらに30キロ圏内に京都の水の供給源である琵琶湖があります。
それを考えますと、農山村が持っているバイオマス・エネルギーや小水力発電などを分散的なかたちでつ
くっていくことも事前復興のひとつのあり方であり、それは行政と民間企業が一緒になってできることではな
いかと思います。
それから、経済のグローバル化で起こる産業の空洞化を、先ほどの私の報告では工場閉鎖だけで表現しまし
たが、近年、インバウンド観光客が集中してやって来て、ホテル事業が増え、特に東山区では空き地がずいぶ
ん目立つようになりました。それらの元の土地について調べてみますと、清水焼の工場や問屋さんが多いので
す。清水焼は、西陣と同様に、京都らしさを表す要素のひとつですが、そういう地場の産業が衰退すると外国
資本のホテルなどが入ってきます。そうなると、そこで上がった利益は、地元を通過して、外国や東京の本社
に行ってしまうということも起こります。これは政策的にある程度コントロールできる問題ではないかと思う
のです。



─　　─28

「なぜ災害復興事業の地元発注率は低いのか」というご質問をいただきました。阪神・淡路大震災でも、東
日本大震災でも、大きな事業をまとめてやることを東京で最初から考えてしまいますと、大きな産業団体や大
企業に発注するのが一番早いのです。ところが、地元には重機を持った建設業者がいて、すぐにきめ細かな対応
ができます。そういう業者に優先発注する仕組みを学界などが提案しています。災害の規模にもよりますが、
まずは地元の基礎自治体の業者に発注することを最優先してもらい、その次にはより広域的な京都府や滋賀県
の業者に発注し、その範囲に業者がなければ関西圏や全国に発注していくという仕組みです。災害復興におい
ても、過去の状況を考えますと、そういう発注の仕方の工夫が必要ではないかと思うのです。
これは事前復興のあり方とも関係してきます。中越大震災の教訓は、先ほど山古志村の地元発注の話をご紹
介しましたが、京都でも「京都市地域企業の持続的発展の推進に関する条例」が制定されました。3.11以降、
防災と災害復興を進めるために地元中小企業の再建を優先しようという条例が増えていて、福島市条例はその
一例です。これは災害対応型の事前復興を考えた、産業振興・地域経済振興基本条例のひとつではないかと思
います。
さらに、公共事業を中心として官公需適格組合制度があります。この組合参加企業では、災害対応や地域社
会の維持というかたちでCSR（社会貢献活動）に取り組む例が多いので、自治体と協定を結んでいるところ
が少なくありません。3.11のとき、ガソリンの供給をめぐって、宮城県では官公需適格組合がありませんでし
たが、福島県はありました。その結果、福島県ではガソリンの優先供給順位をスムーズに決めることができま
した。それを見て、愛媛県の石油商協同組合が、まだ被災していませんが、みずから官公需適格組合制度に加
わるかたちで動き始めています。
また、公契約条例による地域経済振興の例もあります。これは、自治体が契約をする際、地元企業を優先し、
その最低賃金は自治体が決めるというものです。東京都世田谷区は、人口100万規模の都市ですが、いまおも
しろいことをやっています。首都直下型地震は必ず来るということで、それに備えて産業分析をしたら、重機
を保有する建設業が極端に少ないことがわかったので、そこを維持するために地元の重機を持った建設業者に
優先して発注しているのです。防災対応と発注政策を結合した政策を打つことができるという例です。
神奈川県では、2015年度から「いのち貢献度指名競争入札制度」が始まっています。公共事業の入札では、放っ
ておくと価格競争力のあるゼネコンが勝ってしまい、地元の重機を持った建設業者が消えていくので、CSR
宣言をした企業を認証します。そうすると、工事発注に伴ってポイントが付くのです。価格競争だけでなく、
総合評価を勘案して、３回に１回は地元の建設業者が入札できる。そういうかたちで地元の建設業者を残すこ
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とを、調達政策を工夫しながらやっているわけで、これも事前復興の手段のひとつではないかと思います。
【藤田】
台風19号の被害を考えたとき、50年に１回、100年に１回の大きな水害が毎年のように起き、そのためのレ
ジリエンスをどうするかというお話が藤井先生からありましたが、考えようによっては、50年に１回とか100
年に１回の自然災害が毎年のように起きるようになったのは、産業革命以降の250年間にわたる人類の歩みが
地球環境に変化をもたらし、そのしっぺ返しがいま来ているとも捉えられるのではないでしょうか。そうなる
と、地球環境全体におけるレジリエンスを考えることは、地球の生命維持装置をどのように維持していくのか
という問題であって、そのためにはSDGs達成という作業を全世界でやっていかなければ人類の未来はない、
という関係にもなっているのではないかと思います。
　
その意味で、先ほど岡田先生がお話になったエネルギー問題に関連して私個人の意見として申し上げたいの
ですが、京都市は関西電力の株主でして、わずかな株数ではありますが株主総会で発言する権利があります。
ほぼ毎年、市長が株主総会に出席し、原子力発電依存からの脱却とエネルギー政策の転換を市長みずから表明
していますが、毎回、残念ながら否決されています。
原子力発電は、地球温暖化を考えると、火力発電に比べて二酸化炭素の排出量が少ないと言われていますが、
万が一、事故が起きたときの影響や被害の大きさを考えると、東日本大震災での福島原発の事故やチェルノブ
イリ事故はほぼ何一つ解決していないし、経済的に見ても、被害総額の積算さえできていないような状態です。
そういう電力をいま私たちが使っているということを、もう少し真剣に考える必要があるだろうと思います。
ただ、二酸化炭素の排出抑制のためには、風力や水力発電等による再生エネルギーに転換していく必要があ
るし、その大前提として私たち自身のライフスタイルの転換が必須となりますので、その辺りのことも総合的
に考えていく必要があるのではないかと思っています。
　

【平尾】
岡田先生のお話のキーワードは「地域内再投資」ではないかと思いました。地域内再投資に対して、行政や
企業の対応以外に、私たち住民ができることはあるでしょうか。
【岡田】
どの地域も、地域が存続していくためには必ず経済活動をしなければなりません。その経済活動の主体は、
生産者側で言えば企業ですし、公的団体の地方自治体も毎年、予算を投下していますから、利潤は追求してい
ませんが投資活動のひとつです。農家や協同組合、NPO法人もそうです。
そこで大事なのは、購入先が地元の企業なのか、市場が地元の消費者なのかどうか、ということです。先ほ
どお話ししたように、消費者があまり考えずに東京本社の大型店で買っていくと、東京の法人所得の山がどん
どん高くなっていきます。消費購買の力は、地域経済に占める割合が大きいので、そのお金がどのように流れ
ていくかが大事で、たとえば地域の企業に優先発注すると、地域内に経済循環が生まれます。
ところが、地域外の企業に発注してしまうと、結局、お金は外へ流れ出ます。大型店で商品やサービスの代
金を支払った場合、購買した商品やサービスに地元産品が少なければ、そこで発生した所得の多くが地域外に
流出します。外国産のものが嵐山や清水界隈でよく売られていますが、それはお金が地域内をあまり循環して
いないということです。アプリ決済で簡易宿泊所や闇タクシーを使う外国人観光客が増えていますが、そうい
う人たちは日本に入国する前にお金を使ってしまって、円はコンビニエンスストアかコインランドリーでしか
使わないのです。地域内での円による循環は、ほとんどありません。
そういうことを考えますと、地元京都のいいものを買ってもらうことが大事です。コンビニでカップヌード
ルを買うのではなくて、たとえば京料理を買ってもらうように誘導するなど、観光の仕方としても工夫の余地
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がかなりあると思います。そうすれば、生産者や販売者は翌年に再投資をする力ができるし、おそらく、そう
いう力を持った企業は技術力や商品力や販売力があるので、地域内で信頼されています。そういう企業が集団
として形成されていけば、地域内でのつながりがものすごく強くなります。
たとえば神戸の真野地区にあるゴム会社は、常に地域と関わりながら防災訓練をしていて、阪神・淡路大震
災のときは体育館を地域住民に開放しました。それによって真野地区の災害被害は少なくて済み、復興への力
になっています。そういうかたちで、地域に存在する企業と住民の自治組織が協力・共同することもできるの
ではないかと思います。
その意味では、日常的なCSRや、企業と住民のつながり、あるいは住民と行政のつながりが重要ですし、
大学もかなり大きな施設をたくさん持っています。熊本学園大学は、熊本地震のとき、障がい者のみなさんを
大学の施設内に受け入れました。専門的な知識を持った教職員や学生がいて、福祉の専門家もいましたから、
優先的に受け入れたのです。

そういうかたちで大学も地域内で災害対応ができたわけですが、「京都は学生が多いまちであるということ
と災害対応とのつながりは？」というご質問をいただきました。昼間人口の１割は学生さんです。おそらく、
どこで、どのような時間帯に被災するかで対応の仕方は違ってきます。居住地での対応で私が注目しているの
は、住民の高齢化が進んだ団地や住宅地に学生たちが住み、地域社会をサポートする取り組みです。それによっ
て日常的な生活をサポートすることもできるし、いざという時の緊急対応にも力を発揮してくれる。そういう
かたちで若い力を生かすこともできるのではないかと思います。
大学で地域内再投資の量的側面（金額）と質的側面を考える場合は、地域が持続するための独自の個性的な
経営をいかにしていくかという観点でのつながりを大事にすべきではないかと思っています。
　

【平尾】
私は京都で暮らし始めて日が浅いのですが、京都では「日本酒で乾杯」と言われていると聞きました。それ
はなぜでしょうか。
【藤田】
2013年に「京都市清酒の普及の促進に関する条例」が施行されまして、現在では全国で120近い自治体が同
様の条例をつくっておられます。「せめて乾杯は日本酒でやりましょう」ということで、京都が一番に条例を
つくって、非常に注目を浴びました。
ただ、単に「乾杯を日本酒でやりましょう」ということではなくて、その日本酒がどのような文化的背景の
なかで育まれてきたのか、あるいは、どのような酒器や料理や設えで飲み、どのような人びととつながるのか、
ということをすべて大切にして日本酒で乾杯しようというのが本来の趣旨でした。つまり、乾杯さえ日本酒で
やればよい、というものではないということです。
そういう趣旨で、「牛乳で乾杯を」とか「焼酎で乾杯を」という条例も全国で生まれているのは、うれしい
話ですし、地域を大切にするうえでは大事だと思います。
　
都市の経済のあり方について少し補足させていただきますと、都市という非常に便利で豊かな空間が、じつ
は食料供給においても、エネルギー供給においても、まったく自給自足していないわけで、私たちは砂上の楼
閣のようなところに住んでいるということを認識する必要があると思います。東京一極集中でやっている限
り、それは絶対に改善されません。京都の場合は周囲の三山からの恵みによって近郊農業もあり、近隣の産地
の食料を得て京都のまちを維持していますが、そうでないところは、周辺の良いところはすべて食い尽くして、
消費するだけの都市になってしまっています。
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こういう日本の文化のあり方についても、東京一極集中から是正して、取り戻していかないと、「災害に強
いまち」とか「持続可能なまち」の実現も難しいのではないかと思います。

【平尾】
地域で頑張る中小企業を「地域企業」と呼ぶのも、東京一極集中から脱却して、地域の個性を生かしながら
持続する社会の実現をめざす活動なのだと、あらためて理解できました。最近では、環境やサプライチェーン
に配慮したエシカル消費などが言われますが、「とりあえずビール！」と言うのも考え直してみたいと思いま
す（笑）。
【藤田】
この条例には罰則規定はありませんが、市長は「ビールで乾杯しても構わないから、その後で日本酒を同じ
ぐらい飲んでほしい」と言っています（笑）。
　

【明致】
「町家の衰退について京都市はどう考えるのか」というご質問をいただきました。これについて私の個人的
な意見を言わせていただきますと、たしかに町家はひとつの文化としてたいへん重要なものかと思います。
一方、町家が持つリスクについて考えますと、防災の面で耐震強度の弱さということもありますし、地域ご
とにさまざまな都市開発が行なわれますので、十

じっ

把
ぱ

一
ひと

絡
から

げに「町家をどうする」という政策はなかなか難しい
のではないかと考えます。
重ねて個人的な意見として申し上げますと、個別の一軒ごとの町家について、耐震強度の点も含めてどうな
のか、その地域に与える影響はどうなのか、近隣に迷惑をかけていないか（古い空き家をも再生の対象にする
のか？）というふうに是々非々で議論して決める仕組みができれば、「町家Aをどうしていこうか」「町家Bは
こうしていこう」ということで、いちばんいい答えが出るのではないかと思います。
【藤田】
京都の古い町家が姿を消していくことは深刻な課題でして、この７～８年は毎年、約800軒の町家が減少し、
いま、48,000軒から40,000軒ぐらいに減少しています。京都市も、改築の補助制度をつくったり、「京の匠」と
いうことで、木造建築でも耐震性能の高い工法にしたり、路地の奥の家を経て直す場合には特別に建築条件を
緩和するなど、京都独自の方式をつくっています。
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しかし、これは言い訳のようなことになってしまいますが、最後に行き着くのは個人の所有だということで
す。それを買い取るところまでは、率直なところ、できない。ですから、いま明致先生がおっしゃったように、
住んでいる方が「もう私は住みにくいし、子どもの世代に渡すためにマンションにしたい」と言われたら、も
ちろん接触はしますし、いろいろなアドバイスや働きかけはしますが、最後は行政的な対応ができない。そこ
が忸

じくじ

怩たる思いとして残っていることは事実です。
ただ、いまのままで行くと町家が残るのは厳しくなるので、せめてその町家を改修して、いろいろなかたち
で活用する。住むのは難しいけれども、集会所やレストランにすれば使いやすいということも含めて、いろい
ろな可能性を探していけるような支援・援助を京都市としても進めているところです。
【岡田】
そこに家があるというのは、そこで営みが行なわれているということですね。商売ができて、家を改修した
り建て替えたりする力があって初めて、社会は順調に持続できるわけです。産業全体が崩れて、それが成り立
たなくなり、まち全体が空洞化して、空き地が広がってしまう。そういうなかでの対応は、公共の側がある程
度コントロールしていく必要があります。
ただし、それは一方的にはできませんので、まち単位（自治連なのか自治会なのかは、その地域の空洞化の
広がりによって違ってきます）で、ワークショップ、まちづくり協議会など、いろいろなかたちで行政が支援
しながらプランを考え、そこに入る事業者を持ってきたり、その地域で起業してもらうことが必要ではないか
と思います。
産業空洞化都市で、最も早く問題に突き当たったのはデトロイトです。自動車産業都市で、1970年代に一気
に空洞化が始まりましたが、いま都心部が再生し始めています。デトロイトのいいところを大事にしたいとい
う若手の不動産業者が中心になり、地価が下がりましたから、不動産を再活用しながら新しい時代に合った事
業の場としていくという動きがあるのです。
じつは、同じような動きが京都市内の中央卸売市場の近くにあって、ひとつのホテルがオープンしました。
京都産業大学の卒業生で、学生起業家の扇沢さんという方が、投資ファンドで資金を集めて、まずはクリエイ
ターたちにホテルに入ってもらい、アトリエを置く。そして、上階のホテルには彼らを支援するような人が宿
泊する。そういうホテルが、もうそろそろオープンしますが、その周辺はほとんどが問屋さんで、空きビルで
す。
おそらく、鉄筋コンクリートと木造建築で、耐震補強をしながら住みやすく、かつ寒さを防げて、夏の暑さ
もしのげるような新しい技術を導入しながら、いまの町家を現代風に造ることがポイントだと思います。
私は京都左官協同組合と共同調査をしたことがありまして、とても勉強になったのですが、京都の左官は偉
くて、寺院や公家屋敷の建築の仕切り人、棟梁でした。いまは建築関係ではいちばん下職で、賃金も安いので
すが、じつは京都の漆喰塗り壁というのは、防災効果がありますし、さらに滅菌作用があるのでシックハウス
症候群に強いです。
このように、在来工法ですが、とても現代的な意味を持った工法があるので、その市場を拡大するために、
公共が病院や学校の保健室の壁の整備をまず地元業者に発注する。その効用が高まれば、認知度が高まります
から、民需に拡大していくでしょう。そういう視点からも、町家を軸にした多様な技術や職業の結合を捉えて、
それを分析して政策にしていくことができるのではないかと思います。
　
最後にお話ししたかったのは大学の役割です。大学は、理系から文系まで含めて、私が京都らしさを感じて
いる一例です。これは京都のなかに一体としてあって、それから変化していくわけで、何らかの因果関係や連
関性があります。これを全体として地域学、京都学、あるいは山科学というかたちで学問体系をつくっていく
ことは、災害時も含めて、引き出しがたくさんできます。
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そして、データに基づきながら、政策提起などをしていくと、住民のみなさんも、行政のみなさんも、その
知見に必要なデータを得ることができます。これをアーカイブと言います。資料を蓄積していくわけです。こ
ういうことを蓄積して、社会に還元していくこともとても大事なことではないかと思いますが、そのなかで学
生たちも学んでいきます。
いちばん難しい質問のひとつに、「私は人間の復興を別の意味で捉えています。それは個々人の災害への意
識の低さです。電車に乗っても席を譲らないとか、そういうことに対してどうすればいいのか」という問いが
ありました。これに対して私がどうしたらいいのかを言っても、本人は変わりようがありません。でも、災害
現場に行ったら、生きていくために変わらざるを得ない。どのように行動すべきかというときに、災害の現場
では、あらかじめ知識を持っているかどうかで全然違ってきます。そういう機会をできるだけ提供する役割が、
公共や大学にはあるのではないかと思います。
また、すべての人がレジリエンスの主体になるはずがありません。１割とか２割の人がそういう考え方に共
鳴して動いていけば、事態はかなり改善していきます。そういうかたちで息長く回復力を培っていくことも、
レジリエンスの考え方のひとつではないかと思います。
【藤田】
オーバーツーリズムに関するご質問をいただきまして、たいへん難しいご質問ですが、私の意見を述べさせ
ていただきます。明致先生と岡田先生のお話に、共通して「老舗の商い」という言葉があったと思います。観
光においても、京都が京都であり続けることにおいても、顧客を大事にして、一見さんだけを相手にした商売
をせず、質の良い品を信頼と誇りを持って提供していくという、京都の老舗の商売が京都の文化を支えてきた
のではないかと思っています。
それとの関連で言うと、外国人や日本各地の方々が京都に来てくださっているのはとてもありがたいと思い
ますし、京都がそれに値するまちであることには誇りを持つべきだと思いますが、私が最近、オーバーツーリ
ズム以上に気になるのは、京都のまちで提供している品の質です。たとえば着物姿で歩く人が増えていますが、
京都の人ならあまり着ないのではないかと思う着物を着ておられる。あるいは、いろいろな経営方針があるの
でしょうが、錦市場で立ち食い用の串カツなどを販売していますね。しかし、立ち食いは京都の文化ではない
ような気がするので、私はむしろ、そうしたことがまかり通ってしまうという部分に危機感を持っている次第
です。
その意味では、何を京都の魅力として打ち出していくのかということを、私たち自身がもう少し大事にして
いく必要があるのではないでしょうか。ご質問のなかには交通渋滞や外国人へのボランティアのこともありま
したが、外国の方についても、京都の正しい文化のあり方や魅力を説明できるような対応が私たち自身に必要
ではないかなと思いました。
また、レジリエンスに対する受け身の態度という点では、若い学生さんも私たち自身も気をつけないといけ
ないと思いますが、レジリエンスの対極にある日常的な行為は「歩きスマホ」だと思います。レジリエンスに
おいては、いつ、どんなことが起こるかわからないという危機意識が大事だと思いますが、歩きスマホはそう
したリスクをまったく無視し忘れた行為であり、豊かで便利な都市の落とし穴にみずからはまるような行為だ
と思うので、まず、このような行為をやめることがレジリエンスのある人間に一歩近づくことではないかなと
思います。
【明致】
少し話題が変わりますが、きょう、藤田先生からSDGsのお話がありました。SDGsについては、みなさん、
本当に関心がおありなのです。私どもCSR京都では、どのようにCSRを創発するかを考えるために会員向け
にCSR創発塾を開催していますが、そこでSDGsを取り上げるかどうか、いまだに逡巡しています。
と言いますのは、SDGsの17のゴールがありますが、やはりグローバル度が大きすぎるのです。たとえば貧



─　　─34

困は、たしかに国内地域にもホームレスの方々や子ども食堂など、さまざまな課題がありますが、SDGsで言
う貧困はレベルが違います。１日１ドルとか２ドルの世界で、本当に餓死するようなレベル観があります。グ
ローバルとローカルの差が大きすぎるのです。
それほど地域性にこだわるわけではありませんが、京都の企業や市民のみなさんのなかには、「なぜそんな
遠いところの課題をやらないといけないのか。もっと身近にいろんな課題があるじゃないか」という反応があ
りはしないかと思いますし、まさしく私自身もそう思います。それで、いまだにCSR創発塾でSDGsを取り上
げていないのです。
しかし、そろそろ取り上げないといけないということで、京都版SDGsについて考えています。個人・家庭
のレジリエンスから地域・企業のレジリエンス、そして京都府・京都市のレジリエンスという段階があります
から、世界・地球規模は差し置いて、少なくとも京都府や京都市のレジリエンスにSDGsの17のゴール（その
後ろには169のテーマがあります）を当てはめて、京都版SDGsに焼き直すのです。中には「これはテーマと
して取り上げづらい」というものもあるでしょうし、「ピッタリくる」のもあるでしょう。そういう風に一度
見直して、京都版SDGsを作り上げるのはいかがでしょう。
できれば、その解決法として、中小企業一社がやるのではなくて、行政とNPO法人と企業でいわゆるプラッ
トフォームを構成して、テーマごとにプラットフォームを設けます。もちろん、それは行政がリードしても
NPOがリードしてもいいと思いますが、そんなかたちで取り組んでいければいいと考えます。
それから、SDGsの良い点はゴールがあるということです。テーマによって2025年や2030年がゴールとなっ
ています。じつは、CSRにはゴールという考えがありません。したがって、京都版SDGsにゴールを設けて、
そのゴールが2030年としたら、2025年にはどういう状況にするのかを決めておきます。これをバックキャスト
と言いますが、中間にマイルストーンを置いて取り組んでいけば、実現性も高くなるし、京都の府市民の方々
の関心も高まって、地域社会の課題も解決されていくのではないかと思いますが、いかがでしょうか。「そし
たら、自分がやれよ」という声が聞こえてきそうですが（笑）。
【藤田】
私などは、先にCSRの情報をいただいて関心を持っていたので、地に足の着いた、とても身近なところに
あるCSRが、全世界の最大公約数的な目標として提示されたときにはSDGsになる…というぐらいの、表裏一
体の大きな目標ではないかなと思っています。ですから、それほどこだわっていただかなくても、SDGsを
CSRの目標の一部として視野に入れていかれたら、十分な説得力があるのではないかと思います。
【岡田】
最初に地域経済の話をしたときに、世界経済・日本経済・地域経済というふうに階層的なかたちだと申しま
したが、SDGsは国連が採択したもので、途上国の問題を主に取り上げています。そのなかで、京都と直結す
る問題とそうではない問題がありますので、そこは京都版として具体化する必要があると思いますし、たとえ
ば森林保全に取り組めば地球環境問題に直結した貢献ができます。自分たちがどういうことをやれば世界や日
本を変えていくことにつながるのかということを考えていけば、おそらく、それほど難しく考える必要はない
のかなと思います。
きょう、お話しできなかったのは高齢化と少子化の問題です。京都府は、合計特殊出生率が東京都、北海道
に次ぐ低さ（2016年）です。それから、学生を除いても、非正規雇用の率が高い。事業所の起業率と廃業率を
比べると、廃業率が高い。社会と人間の再生産が経済ですが、それがだんだん下降・衰退しています。そうい
う状況のもとで、いかに新陳代謝を各地域でつくっていくかは、それ自体独自に研究しなければならないよう
な持続可能性の問題ではないでしょうか。これは今後に残された課題だと思います。
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【平尾】
ありがとうございました。そろそろ時間になりましたので、最後に大学への期待、もしくは若者へのメッセー
ジをお願いいたします。
【明致】
京都は学生のまちということで、大学の数も多く、たくさんの学生さんがおられますが、求人側の企業とし
ては、その学生さんが京都に定着するかどうかが問題です。
たとえば地域社会に対して、NPOなどが音頭を取って、学生さんが北部や南部の地域の活性化に知力・人
力を提供する活動をしますが、地元の方からは「学生さんは２年ほど担当したら、すぐ京都を離れはる」とい
うようなことをよく聞きます。もちろん、NPOが介在していますから、後輩にバトンタッチをしていただけ
れば、そんな声は出てこなくなると思います。ぜひ地域社会の課題解決に、知力も体力も提供して、学生さん
みずから汗をかいて取り組んでいただきたいと思います。
【藤田】
レジリエンスのある社会というのは、与えられるものではありません。逆に言えば、与えられるレジリエン
スというのは、持続可能ではなく、その瞬間に消えてしまうと思います。その意味では、レジリエンスを実践
できる人になってほしい。あるいは、そういう担い手を育てる役割を担っていただきたいなと思っています。
京都橘大学がレジリエンスプロジェクトを立ち上げられて、私自身もたいへん心強く思いました。「レジリ
エント・シティ」という京都の取り組みが、まだほとんど理解されていない時点で、京都橘大学がいち早くプ
ロジェクトをつくられたこと自体、本当に瞠目に値すると思いますが、そこで学ばれる学生さんや大学側が、
単に知識を獲得するのではなくてレジリエンスを実践し、できればSDGsの観点も加えて担い手を育てていく
ことをお願いしたいと思います。
最後に二つ宣伝を少しさせてください。12月10日に、今日と全く同じ場所で、「SDGs・レジリエンス京都市
民フォーラム」を開催しますので、もっと聞きたいという方はどんどんご参加いただきたいと思います。
それから、いま私たちも身につけていますが、木製のバッジがあります。これは、みやこ杣木で作ったもの
で、間伐材として処分してしまう北山の木と京都の伝統工芸を活用しながら、障がい者の方が磨いて販売して
いる、京都オリジナルのSDGsバッジです。まずはバッジを着けていただくことによって、何か自分のできる
ことを探そうかなという行動の一歩になればと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はありがとう
ございました。
【岡田】
大学の中にいる者として、あえて言えば、あまり周りに合わせてほしくないと思います。「世間の見方はこ
うだ」ということで、「自分もそうだ」と言うことが最もよいポジションの取り方だ…というような行動が少
し目立つような感じがします。また、「いまだけ、お金だけ、自分だけ」という考え方もあります。そうでは
なくて、社会の一人として自分がいる。あるいは、自然史の中の一人として自分がいる。そういう大きな視点
から学ぶ場は、大学しかないのです。
４年間、どういう時間の過ごし方をするか、自分の頭で考えて行動するというスタイルを採ってほしいと思
います。たとえば先ほど藤田さんから、インバウンド観光客の多くが夏も冬も関係なく化繊の着物を着て歩い
ているというお話がありました。これをおかしいのではないかと思った佛教大学の卒業生の入柿さんは、宮津
出身の方で、ミスきものにもなった人ですが、京都のおいしい食事と着物を提供しようということで、東山一
帯でお店を展開して、成功しています。本物の着物を着たいということで選んでくれる消費者が、国内の観光
客も含めて、多いのです。
そういう若者がいる一方で、京都市役所の近くでは、「革靴をはいた猫」という会社を龍谷大学の学生起業
家の魚見さんたちが立ち上げて、障がい者の方に靴磨きの仕事を見つけてきました。これがいま、障がい者の
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施設の給与をはるかに超えて、京都府の最低賃金も超えるような所得を得ています。そして彼の仲間は、言葉
が話せるようになったり、自分で自販機で切符を買えるようになるなど、成長していき、それを見た魚見さん
も見方が変わったと話しています。
このように、いままでのやり方ではやっていけないと気づいたときに、そういう新しい事業を起こし、さら
に学び、輪を広げていく動きが、若い人たちの間で着実に広がっています。
私は中小企業論やベンチャー起業論を大学で教えていますが、そこで学生に話していると、頭の中では「中
小企業は製造業の下請け企業がほとんどで、ブラック企業だ」という思いがすごくあります。そこでこれらの
若手起業家やベテランの中小企業経営者をゲストスピーカーに招いて話をしてもらっています。思っていたの
とまったく違うイメージの社長さんの実物を見て、話を聞くと、学生の見る目が変わっていきます。そういう
かたちで授業をしていますが、受講生はせいぜい80人ぐらいしかいません。全国規模で、いろいろな大学と連
携をしながら、そういう情報を発信し、若い起業希望者をサポートしていくことにさらに力を入れて支援して
ほしいと思っています。
　

【平尾】
ありがとうございました。少し時間をオーバーしてしまいましたが、最後にまとめと閉会の言葉を述べさせ
ていただきます。
レジリエンスという言葉をおわかりいただけたという方は、どれくらいいらっしゃるでしょうか。藤井先生
がおっしゃったように、レジリエンスは「ショック耐性×回復力」です。ショック耐性は、ハード対策を中心
とする防災です。防災は被災しないように、あらかじめシミュレーションによってリスク計算を行ない、被害
を出さないことが前提になっているわけです。しかし、いくらショック耐性が高くても、回復力がゼロでは、
掛け算ですからレジリエンスはゼロになってしまいます。
では、回復力とは何かといえばソフト対策を中心とする減災です。減災と防災の違いは、被災が前提になっ
ているかどうかです。想定外の事態に直面したとき、自分は何ができるか想像力を働かせて考える。そうした
当事者意識を持つことからスタートすることが、レジリエンスには大事だということが示されました。それが
個々人の長所や強みを見つめ直すきっかけになり、さらに多様な価値観や知識をもつ人々の相互作用によっ
て、しなやかに強く回復し発展していくレジリエンスの基礎につながるのではないかと考えました。
適者生存という言葉があるように、計画に安住するのではなく、日々進化していく人々の営みのもとにコ
ミュニティが形成されることが大事であると、あらためて勉強させていただきました。本日はまことにありが
とうございました。	 （拍手）（了）
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京都橘大学　総合研究センター　レジリエンス・シンポジウム

京都が京都でありつづける社会の創造にむけて
アンケート結果

日程：2019年10月26日（土）13:00～16:30
会場：キャンパスプラザ京都　5階　第1講義室

①性別

③住所

②年齢

参加者数 アンケート回収数（回収率）

161／250名 112名（69.6％）

回答者構成

人数 ％
女性 30 26.8%
男性 78 69.6%
未回答 4 3.6%
計 112 100.0%

◆回答者の61.6％が、50～70代であった。なかでも60代が全体の約30％ともっとも多かった。
◆�テーマが「京都が京都であり続ける社会の創造にむけて」であったからか、回答者のうち、京都市
在住者が全体の53.6％と過半数を占めた。

京都府：京都市［60］（上京区［1］、北区［1］、右京区［1］、
左京区［2］、西京区［1］、伏見区［1］、山科区［10］）、
宇治市［2］、木津川市［3］、京田辺市［4］、長岡京市［3］、
向日市［1］、八幡市［2］
滋賀県：草津市［1］、大津市［3］
大阪府：高槻市［1］、寝屋川市［1］、吹田市［1］、大阪市
［1］、東大阪市［1］、枚方市［6］
その他：奈良県［1］、豊岡市［1］、神戸市［1］　
� ※［　］内は人数

人数 ％
京都府 80 71.4%
滋賀県 7 6.3%
大阪府 16 14.3%
その他 4 3.6%
未回答 5 4.5%

人数 ％
10代 13 11.6%
20代 11 9.8%
30代 1 0.9%
40代 8 7.1%
50代 16 14.3%
60代 33 29.5%
70代 20 17.9%
80代以上 7 6.3%
未回答 3 2.7%
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④職業等

問１．本日のシンポジウムは、どちらでお知りになりましたか？（複数回答可）　

問２．本日のシンポジウムに参加しようと思われた動機は？（複数回答可）

◆「本学ＤＭを見て」参加した顧客層が最も多かった。
　�一方、「本学HP」「ちらし」「紹介」で参加した者をあわせると5割ほどとなり、新規顧客を開拓できた。

◆�「テーマに興味があった」が最も
多く、次いで、「講師にひかれて」
であった。

　�　自由回答では「レジリエンス
という言葉を初めて聞いた」と
いう回答が多かったので、講演
タイトル、開催趣旨を見て興味
をもち、参加したのではないか
と思われる。

公務員：京都市［3］（うち一人臨時職員）、京都府［1］
自営業/自由業：観光物産［1］、元高校教員［1］
その他：家事手伝い［1］、団体職員［1］、団体役員［1］
大学教員：京都橘大学［1］、兵庫県内私学［1］
小学校教員：朱雀第一小学校［1］
大学生：京都橘大学［17］、放送大学［1］、
　滋賀県立大学［1］
大学院生：京都橘大学［1］
� ※［　］内は人数

チラシ：キャンパスプラザ［14］、京都橘大学［2］、
　京都文教大学［1］、東山図書館［1］
紹介：友人･知人［6］、勤務先［5］、先生・大学教員［4］、
家族［1］、
その他：CSR京都［1］、登壇者のFBページ［1］
　京都新聞［1］、岡田先生のSNS［1］、
� ※［　］内は人数

人数 ％
講師にひかれて 42 37.5%
テーマに興味があったから 77 68.8%
知的好奇心を満足させるため 25 22.3%
以前、本学の企画に参加してよかったから 15 13.4%
その他 4 3.6%
未回答 3 2.7%

人数 ％
本学からのＤＭ 44 39.3%
本学HP 15 13.4%
チラシ 26 23.2%
京カレッジ 9 8.0%
紹介 18 16.1%
その他 7 6.3%
未回答 3 2.7%

人数 ％
会社員 7 6.3%
公務員 8 7.1%
自営業・自由業 13 11.6%
会社役員・経営者 1 0.9%
パート／アルバイト 4 3.6%
専業主婦（夫） 5 4.5%
無職 31 27.7%
その他 4 3.6%
大学教員 4 3.6%
小学校教員 1 0.9%
事務職員 1 0.9%
大学生 26 23.2%
大学院生 2 1.8%
未回答 5 4.5%
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（理由）
大変興味深かった
・�初めて耳にした「レジリエンス」について各講師から説明していただき、よく理解できた。
・�最近の自然災害にタイミングがあった内容で身近に感じられた。リスク管理の重要性が、これから
ますます必要になってくると思う。

・�レジリエンスは心理学的な単語だと思っていたが、今回のお話でいろいろなことにつながっている
のだと思った。

・�レジリエンスという言葉は岩波広辞苑６版で出てこないのでもう１つ理解できなかったが、今日の
シンポジウムで理解できて良かった。

・�藤井先生の国士強靭化については納得できた。
・�知らないことも多かったので刺激を受けた。
・�レジリエンスを心理人間学から都市まちづくりの視点へと広げたこと。
　�SDGsの展開を滋賀県では琵琶湖や環境という視点からとらえていることが多いのに対し、京都で
は文化や伝統という視点からとらえているのが興味深かった。

・�レジリエンスについて、世界・日本・京都市・地域等広範な報告があり、理解が深まった。
・�レジリエンスの概念から今後の課題について分かりやすく説明していただいたので、学生の私でも
理解できた。

・�（藤井先生の消費税の本を読んでこの話も聞きたかった）１時間では短い程の話の内容だった。
　�対策費のニュアンスがよくわかった。最初の講演が圧倒的だったので後のパネルディスカッション
がかすんでしまった。

・�藤井氏の講演はユーモアを交え興味深く拝聴した。

講師にひかれて：藤井聡先生［5］、岡田知弘先生［1］、４人の方すべて［2］
テーマに興味：レジリエンス［5］、京都が京都であり続ける為に何が必要か［1］、わからないことも多かっ
たが知りたいので挑戦してみた［1］、日本の政治、政策に対する不信感から［1］、産学公の立場から見る
ということ［1］、京都の価値向上の施策［1］
知的好奇心を満足させるため：京都について知りたかったから［1］、救急隊に入るために［1］、防災対策や
理論を学びたかったから［1］
その他：友人が参加していたから［1］、大学での紹介［2］
� ※［　］内は人数

問３．本日のシンポジウムの感想をお聞かせください　

◆「大変興味深い」「まぁまぁ興
味深い」をあわせてると、全体の
約９割となり、本学が今まで開催
した他の企画と比較しても突出し
て高評価であった。

人数 ％
大変興味深かった 60 53.6%
まあまあ興味深かった 39 34.8%
どちらでもない 4 3.6%
あまり興味を持てなかった 2 1.8%
まったく興味を持てなかった 0 0.0%
未回答 7 6.3%



─　　─41

・�藤井先生の災害に対する考えはとても合理的でおもしろかった。
・�自分も日本に差し迫っている地震などの危機に対して、何か対策を考えなければならないと思って
いたから。

・�災害についてもっと深く知りたいと思ったから。
・�レジリエンスについて、さまざまな視点から考えることができた。

まぁまぁ興味深かった
・�今までそれほど興味がなかったが、今日少し興味が出てきた。
・�災害に関することに興味があるから
・�なんだかレジリエンスがまだピンとこない。
・�台風等の直後でもあり、SDGs、持続可能性等環境に関する話だったので。
・�講義の話し方が面白かったから。
・�どの人も話が面白かったから。
・�レジリエンス、危機管理の重要性、必要性を学べたため。
・�最近、自然災害により、日本が大変な危機にさらされている状況なので、対策やリスクマネジメン
トなどを知ることができたから。

・�自分の全く知らない話だったので新鮮だった。
・�南海トラフが来ると言われているので防災の事は興味があった。
・�防災についての地域や国のはたらき方を知ることができた。
・�これからの京都について興味深い話が多かった。
・�藤井さんの話が興味深かった。

あまり興味を持てなかった
・�ひきこもり対策の方が重要だと思う。

問４．�京都市レジリエンス戦略にあげられていた取組みのうち、興味のあるものはどれですか。�
（複数回答可）

◆「防災・減災」を選択した人が
全体の約67％と多かった。災害に
ついての関心の高さがうかがわれ
る。

その他：エネルギー対策再生可
能エネルギーへのシフト［1］、
教育［1］
� ※［　］内は人数

人数 ％
人口減少・少子高齢化対策 33 29.5%
文化・芸術創生 27 24.1%
経済・産業発展 33 29.5%
地域コミュニティ活性化 29 25.9%
景観・町並み保全・創生 32 28.6%
防災・減災 75 67.0%
地球温暖化対策 30 26.8%
その他 2 1.8%
未回答 7 6.3%
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問５．�本日のシンポジウムについて、ご感想・ご意見、講師へのメッセージなど、自由にお書
きください。

基調講演について
・�さすがに藤井聡先生の講演はわかりやすく、興味ある内容だった。ありがとうございました。その
意味でも今回企画、準備いただいた橘大学のスタッフに感謝。

・�藤井聡氏のラジオKBS、歯切れ良い言説を毎週楽しく聴いている。
・�講師、テーマにひかれて参加した。藤井教授の迫力ある話に益が多く価値があった。
・�藤井先生にはがんばってほしい。
・�藤井聡先生は大変わかりやすく、ハッキリと話していただき良かった。具体的であったと思う。
・�藤井先生は東京の事ばかり話してたけれど、大阪だって大阪の事しか考えてないと思う。自身の事
は自身で守るべきだし、他は守ってくれない。余裕があるようになれば全体を守るべきとなるけれ
ど、まずは自分のかけがえのないところを守るのが大切、と思っている。

・�藤井先生のお話はどういう結末になるのかと思いながら聞いていたが、レジリエンス、強靭化といっ
たことの本質がよく理解できた。

・�藤井先生の話がわかりやすく見事であった。

報告・パルネディスカッションについて
・�レジリエンスとは何か？講座を聞いて理解できた。ありがとうございました。
・�パネルディスカッションでの3人の先生方の話が役立つもので良かった。
・�非常に貴重な機会をありがとうございました。
・�興味ある内容が多くとても聞き入ってしまった。
・�時期を得た良いシンポジウムでした。ありがとうございました。
・�京都らしさを残しながら持続性のある京都の発展をどうするべきかを考える良い機会になった。
・�レジリエンスというテーマを、さまざまな分野から検証していて、非常に解りやすかった。
・�レジリエンスという新たな知識、考え方を学ぶことができる良い時間だった。
・�異なる分野の人の話が聞けて大変良かった。マスコミの報道などにない話も聞けて良かった。
・�災害と経済を結び付けた話はとても興味深かった。災害が起こる前に初期投資しておくこと、その
後の日本経済への影響の話はとても楽しかった。

・�リアルタイムで課題になっているテーマ設定で、よい内容だった（特に後半お三方の報告とディス
カッション）。明致さんから提起のあった「京都版SDGs」はいい‼　一緒に取り組みたい。

・�岡田先生、藤井先生のお話はたいへん面白かった。レジュメの中で本日聞けなかった箇所をぜひ聞
きたいので藤井先生、岡田先生の続編を期待。

・�岡田先生の講演とパネルでの発言が具体的でわかりやすく、また多くの新しい知見がありとてもよ
かった。勉強になった。

・�岡田先生の話にあった地域への再投資についても非常に重要であると感じた。ソフト、ハードとも
に何か起こる前にすべきこと、できることが多くあることを改めて考えさせられた。

・�SDGsを具体的に実現していくためにレジリエンスの教え方や取り組みをしていくことが大切であ
ると学ばせていただいた。その具体的な目標を達成するために、自分事としてとらえられる視点を
しっかり持ちたい。

・�再度、災害に対する自分の意識を見直す機会ができたと感じた。いかに、災害の被害を少なくでき
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るかなどを考えることができた。
・�ソフトとハードの両立、精神性と自然環境・経済面とのバランス、本業から社会貢献、京都から日
本へ、世界発信が必要だと感じた。

・�防災に対する地域的な優先順位があるのは何となくわかっていたが、復興も大切だが、やはり「予防」
にもっと重点を置いて考えていきたいと思った。

・�令和元年にあたって、日本人一人一人の意識を高め、根本的な姿勢を確立するのか、その生き方（哲
学）、在り方が問われていると思う。

・�国民全体で「レジリエンスの意識を高めるべき」。尻に火が付かないと他人事の人はまだ多い。
・�「一寸先は闇」。いくらいろいろな考え方で対策をしていても、それは小さな関心事で対応できない
事がいっぱいあると思った。

・�地政学と地経学のベストでなくともベターな組み合わせがレジリエンスを強化・維持できる道では
ないか。

・�自分は将来消防関係の仕事に就きたいと考えており、災害に対する今の取り組みの現状や今後の課
題が少し見えてきたように思われる。今後もこのようなテーマの講演会があれば参加したい。

・�どうして京都がイマイチな街になってしまったのか。本日のパネラーの方々のお話を伺い、明確に
なったと思う。大学も自由な発想、問題意識で本来的な地域貢献が必要と感じた。

・�レジリエンスという言葉が一般化しているかわからない処があったが、今後これからはもっとレジ
リエンスの意識を高め深めていく必要があると思った。

・�CSR、SDGs、Resilienceの言葉の意味を初めて知ったがすぐ忘れそう。最近の言葉はなじめない
世代になって情けない。

・�今回の講演テーマが関東の雨災害の後で、「コンクリートから人へ」の実体のないスローガンで対策
が後回しになって被害が大きくなったのとタイミングが偶然合ってしまった。「八ッ場ダム」もそれ
なりの役割を果たしたのに誰も何も言わないのは「？」である。京都市の下水インフラだって雨水
強度が甘すぎると思うが、対策と費用の見通しが?今はまだ運に恵まれているだけ？

・�市民の方へ還元できるこのような取り組みを増やしてほしい。
・�京都としての具体例がもう少し多くあった方が良かったと思った。
・�どなたのお話もわかりやすく勉強になった。時間が足りないのが少し残念。
・�第２部報告の３人は、聴く方が少し疲れた。３人は多いのでは。
・�いずれの発言、講演、報告にも“きれいごと”が多すぎる。“私は研究している‼”と声高に叫ばれ
ても現実味が薄いと感じてしまうのは私だけ???

問６．�今後の企画で取りあげてほしいテーマや講師などご希望がございましたら、自由にお書
きください。

・�将来の京都（全般）を災害から守るためには、市民は何をするべきか？各市町村の取るべき力とは？
・�京都と滋賀のSDGsコラボ・ポピュリズム
・�京都の観光行政と京都らしさの存続。
・�京都の文化、街並みの継承、耐震化、ゲストハウス共存または規制条例など。
・�京都のまちで企画された方や、町屋を活用したお店をやっておられる方など持続可能な京都のまち
づくりを実践されている方々のお話を聞いてみたいと思う。
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・�今日の第2弾をやってほしい。深め広げるために。とても良い企画ありがとうございました。
・�藤井先生のお話をもう一度聞きたい。災害に関するテーマ希望。
・�藤井聡先生に国際関係と日本の立ち位置、そして日本経済の復活についての講演をしてほしい。
・�岡田知弘先生にもっと時間をとって今日のテーマに関連した内容をご講演していただきたいと思う。
・�今回の続編もよい（岡田先生の話をもっと聞きたい）。
・�レジリエンスは難しい。広く深いのだと感じた。
・�地域の特性に応じたレジリエンス、地域学が必要と思うので、地域を特定した調査を実施し、その
調査結果に基づき地域住民・関係機関等との意見交換により地域の方向性を考える事により、調査
に参画した学生の人材育成及び地域再生を目指しては！

・�本日のテーマを具体的に深めるような、実践者（市民セクター含めて）を交えたものがあるとよい
と思う。ワークショップなども入るとさらによい。

・�幸田真音さんの小説に東京の洪水対策を扱ったものがあったが、今日の話を聞いてそのような部署
が実際に必要なのがよくわかった。

・�インバウンドが五輪も控えて増える中でウェルカム＆リスクマネジメント関連。
・�インバウンドと住民の暮らしをどう守るか。
・�次世代を担う若い（学生・勤労者など）人たちが今の時代をどのようにみているか、また、彼らが
主人公になったときにはどのような社会、世界にしたいかを発表できる場をつくり、できれば現役
で社会を動かしている方たちとの議論の場を設けられたらどうか。
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あとがき

近年、復旧や復興という言葉と同時に、レジリエンス（resilience）という言葉に触れる機会が増えました。
しかし、その用法はさまざまです。たとえば、東日本大震災の教訓を踏まえて防災・減災体制を強化する「国
土強靭化」や「京都市レジリエンス戦略～しなやかに強く、持続可能な魅力あふれる京都のために～」、失敗
から立ち直る「レジリエントなリーダー」の養成、予測不可能なリスクを乗り越える柔軟で即応性の高い組織
構造をもつ「レジリエント・カンパニー」、など、レジリエンスという概念はさまざまに使用されています。
そのため、予測困難な時代において誰にとっても必要な概念と言われても、実際に何をどうしたらよいのか分
かりにくいのも事実です。
そこで、レジリエンスという概念を誰もが知っている文脈で説明し、より身近な概念として普及することを
目的に、レジリエンス・シンポジウム「京都が京都であり続ける社会の創造にむけて」を開催しました。以下、
レジリエンス・シンポジウムを総括したうえで、京都橘大学が現在取り組んでいるレジリエンス・プロジェク
トを紹介します。

レジリエンス・シンポジウム総括

まず、基調講演では、藤井聡氏が「国土強靭化論」のなかで、レジリエンスとは「ショック耐性×回復力」
であると定義しました。ショック耐性とは防災力やハード対策のことであるのに対して、回復力とは減災力や
ソフト対策を意味します。そして、ハードとソフトの適切な組み合わせがレジリエンスを高めるために必要と
述べています。しかし、昨今のレジリエンスを巡る議論は防災対策よりも回復力を強化するソフト対策ばかり
が強調される傾向にあり、藤井氏はそのことを危惧して、工学的・経済学的な観点からハード対策の重要性を
説いています。
続いて、第１報告では、基調講演の内容を受ける形で、藤田裕之氏が「京都発！レジリエンスとSDGsの融合」
と題する報告を行いました。先行き不透明な現代社会において、想定外が起こることを前提にした概念として
レジリエンスを捉え、自然を支配する防災概念から脱却して、災害による被害の縮減や未然防止につながる減
災の重要性を強調しました。したがって、藤田氏は、レジリエンスとは「災い転じて、福となす」と「雨降っ
て、地固まる」を合わせた概念と定義しています。さらに、藤田氏は2019年3月に策定された「京都市レジリ
エンス戦略」を紹介しながら、自然災害などの外的ショックだけでなく、人口減少などの内的ストレスを包摂
する概念としてレジリエンスを説明しました。とりわけ、人口減少・少子化や、地域コミュニティの喪失、文
化芸術の衰退、景観・町並みの破壊など、京都の魅力が失われつつあるなかで、いま何をすべきかを考えて実
行するレジリエンスを発揮し続ける人々によって、京都が京都であり続けると主張しています。しかも、それ
は従来の生活や社会の在り方をそのまま継続させることを必ずしも意味しておらず、前例のない社会に突入し
ていく今日では、臨機応変に対応できる柔軟性や創造性が不可欠としています。また、そうした持続可能な社
会の創出は2015年９月に国連で採択されたSDGsに通じるとします。すなわち、SDGsで設定された持続可能
な世界を実現する17の目標を達成するためには、当事者意識や参画意識をもった一人ひとりが集い、活動する
レジリエンスのある社会が必要としています。
次いで、第２報告の明致親吾氏は「CSRとレジリエンス～本業を通じた社会課題の解決～」において、レ
ジリエンスをさまざまな主体が直面する社会課題への取り組みと捉え、レジリエンスの取り組みレベルを示し
たうえで、CSRの観点から地域に密着した京都市の中小企業「地域企業」の事例を紹介しました。まず、明
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致氏は「京都市レジリエンス戦略」を引用しながら、レジリエンスの取り組みを、個人・家庭のレジリエンス、
地域・企業等のレジリエンス、都市のレジリエンス、国家レベルのレジリエンス、世界・地球規模のレジリエ
ンスの５つのレベルに分け、それぞれのレベルでレジリエンス課題が異なり得ることを示唆しています。たと
えば、SDGsの17の目標は世界・地球規模で取り組むレジリエンス課題であり、藤井氏の「国土強靭化論」は
国家レベルのレジリエンス課題であり、地域に密着した中小企業が取り組む課題とは必ずしも相容れない部分
もあるのではないかと問題提起しました。そのうえで、CSR京都が提唱する「企業が社会に信頼を築く経営」を
行っている地域企業の取り組みを紹介しています。そのなかでも、レジリエンスとの関わりにおいては、環境
問題や少子化・高齢化などの社会課題と本業を直接・間接的に結びつけるCSRが肝要であると指摘しています。
最後に、第３報告において、岡田知弘氏は「京都が京都であり続けるために、何が必要か―地域経済学の視
点から―」と題して、レジリエンスを考えるうえで「京都らしさ」の根底をなすものは何かを検討することの
大切さと、GDPのためではなく日々の生活のために人間が行う経済活動の持続性を地域内再投資の観点から
説いています。岡田氏は京都盆地を形成する自然条件や今日の社会構造を明らかにしたうえで、京都の個性を
つくりあげている多様な組織の中から地域の経済を支える中小企業の活動に着目します。とりわけ、グローバ
ル化や災害といった危機に地域が直面した時、その危機を柔軟に乗り越えるには地域内再投資力が地域に備
わっていることが重要であると主張しました。さらに、そのためには地域の復元力につながる地域産業を平時
から育成する事前復興の考えや、インフラよりも人間の復興（生存の機会の復興）を優先した地域内循環型の
復興の取り組みが紹介されました。
以上の基調講演と個別報告を踏まえて行われたパネルディスカッションでは、それぞれの専門的立場からレ
ジリエンスが広範に議論されました。それらに共通していた論点は、社会の一人として当事者意識をもって行
動することの大切さでした。想定外の事態が起こることを前提に据えながらも、常日頃からいざという時のた
めに地域ぐるみで準備しておくことが重要であると議論されました。そして、実際に想定を超える危機に直面
した際には、いかに柔軟に発想し、人間中心の復興を遂げられるかが肝要だと指摘されました。
このように、今回のシンポジウムを経て、レジリエンスとは、自らが生活や経済活動の基盤とする社会と自
分自身がどのように向き合うのかを考えることから始まるものだと理解しました。その答えは決して１つでは
ないことは明らかです。多様な知識や価値観をもつ人々が集い、連携することで、想定外の事態に柔軟に対応
できる社会が築かれるからです。この報告書が、皆様にとって、レジリエンスのある社会を考える一助になれ
ば幸いです。

レジリエンス・プロジェクト紹介

超高齢社会に直面し、人口減少社会に突入した今日のわが国では、地域コミュニティの希薄化・衰退により
住民の孤立が進み、災害に脆弱な地域を生み出しています。特に、広範な通勤・通学圏を含む京都都市圏（京
都市へ一定割合以上の通勤・通学者がいる自治体を含む圏域）では、通勤・通学による自治体間の人口移動が
著しいだけでなく、新人口のめまぐるしい流出入によって高齢化の進行や地域コミュニティの活力低下、子育
て世代の減少や住民の孤立などがおこるとともに、空き家や空き店舗の増加が課題となってきています。
こうした社会情勢を受け、京都橘大学総合研究センターでは2018年4月、本学マスタープランにおける「教育・
研究力」「地域連携力」に基づき、地域の核となる大学としての社会的役割を果たすべく、レジリエンス・プ
ロジェクトを立ち上げ、京都を中心とする都市圏ベッドタウンの課題解決を目指しています。
このレジリエンス・プロジェクトの目的は、京都都市圏のベッドタウンにおける医療・看護分野の研究活動
で蓄積された「臨床の知」のフィードバックを生かした学際的研究を推進することによって、地域住民一人ひ
とりの「自立」と、自立した住民が支えあう「共生」が両立するレジリエンスな社会を創造することです。
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また、本プロジェクトの特徴は、学際的に地域の課題解決に取り組むために、学部・学科を横断した２テー
マ・４研究で構成されている点にあります。

テーマ１：生涯を通じたこころとからだの健康（自立）─こころとからだのレジリエンス─
①「生活環境の多様性を配慮した子育て支援システム研究」（看護×心理×理学療法）
この研究は、妊娠期からはじめる子育て支援を「子どものこころの健康増進モデル」で行います。また、発
達障がい児については二次障がいの減少を図り、「切れ目のない発達障がい支援モデル」を提案します。
具体的には、妊娠期から始める子育て支援による「子育てカフェ “ふらり”」において、子育て相談を実施
しています。また、発達障がい支援研究による「みんなのこころ育て広場」では発達障がい児とその親への支
援を実施しています。
②「客観的指標に基づいた健康寿命延伸研究」（看護×理学療法×臨床検査）
この研究では、未病研究・在宅医療として簡便化した試薬開発を行います。また、高齢者の外出の増加によ
り主観的幸福感の上昇を図ります。これらの研究により健康寿命延伸につなげていきます。
たとえば、子どもロコモ研究による「子どもの体力測定会」や、腰痛プログラム研究による「腰痛改善・予
防教室」を開催しています。さらに、未病研究による「ストレス負荷実験」の実施・分析や、高齢者健康維持
モデル研究による「高齢者のニーズ調査」も実施・分析が進んでいます。

テーマ２：個性を生かし支えあう社会（共生）─地域社会のレジリエンス─
③「地域性を考慮したコモンスペース活用研究」（児童教育×経営×都市環境デザイン×心理）
この研究は、子どもから高齢者まで幅広い層の居場所づくりにより、地域コミュニティの希薄化の解消、地
域内での孤立減少を図り、他地域への「コミュニティ・カフェ」運用モデルを提案します。また、地理情報シ
ステムにより、住民交流のための最適な居場所モデルの提示を行います。
具体的には、居場所づくり研究による「Tachibana	Café」の開催や、子どもの居場所づくり研究による「しゅ
くだいかたづけ隊」を実施しています。
④「地域社会のレジリエンスを高める地域防災・減災研究」（看護×救急救命）
この研究は、多様な専門職らの連携により、コミュニティにおける自助・共助をコアとする防災・減災アク
ションプログラムの策定を行います。

最後に、これらの研究の情報は、レジリエンス・プロジェクト広報誌『Pliant（ぷらいあんと）』（年２回刊行）
において随時紹介しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

実践知の活用

研究成果の活用

レジリエンスな社会を創造する
学際的研究拠点

地域連携活動
（地域実践）

レジリエンス
プロジェクト
（学際的研究）
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