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開会･主催者あいさつ
大林正孝・フォーラム実行委員長

「福祉フォーラムＩＮ別杵速見」はこれまで６年間、市民の立場

から障がい者福祉とまちづくりについて様々な課題を取り上げ、行

政にも参加していただきながら一緒に考え提言を行ってきました。

今年は、昨年に続いて“災害時要援護者”の防災をテーマにフォー

ラムを開催します。昨年１２月７日に千代町で実施した『総合防災

訓練―地域住民の助け合いと高齢者・障害者の避難支援をともに考

えよう』の報告を行い、誰もが安心して暮らせるまちづくりについ

て考えます。 本日のフォーラムが成功するために、皆様方の積極

的なご協力をお願いして、開会の挨拶といたします。

浜田博・別府市長あいさつ

皆さんこんにちは。本日は「防災訓練を通してまちづくりを

考える別府市民フォーラム」と題しまして､昨年１２月７日に千

代町で行いました「総合防災訓練」を通して､防災訓練に参加し

た住民の皆様、障がい者の皆様、ボランティアの皆様などから

体験報告が行われ、そして訓練から見えてきたことから防災や

まちづくりに様々なご提言をいただけると伺っています。災害

時要援護者の防災訓練を実施していただいた関係者の皆様、ま

た当日参加していただきました障がい者、高齢者をはじめ地区

住民、ボランティアの皆様方に心よりお礼を申し上げたいと思

います。

別府市も現在、災害時要援護者に対する支援制度を充実し、

連携して障がい者や高齢者の皆さんが安心して暮らせるまちづくりを進めております。ま

た民生委員・児童委員の皆様方が各家庭を一軒一軒訪問し、８５７５人の要援護者マップ

を作成していただきました。ご本人の同意を得たものに限られていますから、同意を得ら

れない方、把握し得ない方が相当数あるのも事実でございます。法律上の制約、さらには

個人のプライバシーの問題等々いろんな課題がありますが、どうすれば災害時要援護者の

皆さんを把握し､把握できない場合もその方たちを誰が支えていくのか、そして支える上

では各町内にあります自主防災組織、また地域住民ボランティアの養成など細やかな対応

が大変重要だと考えています。

本日は実際の訓練を通した皆様の生の声を聞かせていただき、誰もが安心して暮らせる

まちづくりの参考とさせていただきたいと考えます。どうぞ活発な議論をお願いし、お礼

のごあいさつとさせていただきます。
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つらい思いをする人を増やさないために
―別府市千代町防災訓練から見えてきたこと―

大分県社会福祉協議会 村野淳子

昨年１２月７日に別府市千代町で行った防災訓練の報告と、

災害時要援護者対策が今どのようになっているのかを併せてお

話ししたいと思います。

「災害時要援護者対策」とは

まず、災害時要援護者対策についてですが、国は「災害時要

援護者の避難支援ガイドライン」を平成１７年３月に作成し

ています。これはその前の年に起きた新潟県の三条水害で“

高齢者が亡くなる率があまりにも高かった”､“老老介護をし

ているような方が避難することができなくて二人とも亡くなってしまった”というよう

なことを重視して､何とか対策を立てなければということでつくられたものです。内容は､

要援護者を登録して、いかに早く避難させるかを中心にしたものです。登録の方法につ

いては、昨年のフォーラムでもご紹介しましたように「同意方式」、「手上げ方式」、関係

機関の「情報共有方式」、この三つを使って登録を進め､地域で避難行動を早くはじめま

しょうということを基本にしています。そして防災基本計画を改正し、市町村を中心と

した取組みの促進に努めてきました。

ただ、これに取り組んでいくなかで、避難した後の避難所の問題、様々な関係機関・

団体等の間の連携が不十分であったりなどいろんな問題が出てきました。そこで国は、

平成１８年３月に「災害時要援護者の避難対策に関する検討会」で検討報告を出してい
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ます。そして「国、都道府県、市町村をはじめ関係機関は、検討報告の趣旨を十分理解

し、要援護者支援に取組んでいく必要がある」とし、医療機関・社会福祉協議会・福祉

サービス提供者・障がい者団体・自主防災組織・民生委員など、関係機関等の間の連携

の重要性を指摘しています。

適切な支援・環境で避難生活が可能に

この報告の中で、「災害時要援護者」について「必要な情報を迅速かつ的確に把握し、

災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに

支障を要する人々」を言うとして、「高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊婦等」をあ

げています。また、災害による住環境の変化への対応や、避難行動、避難所での生活に

困難を来たすが、必要なときに必要な支援が適切に受けられれば自立した生活を送るこ

とが可能であるとしています。その後に、「災害時要援護者情報の収集・共有の取組み」

として、現在の市町村の取組み状況に関する対象者の考え方について､国が調べたものを

まとめています。それによると、①介護保険の要介護：要介護３以上の居宅で生活する

もの②障がい程度：身体障がい（１・２級）及び知的障がい（療育手帳A等）③その他

：一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯を対象に取り組みを始めているとされています。

以上のような国の方針と市町村の現状を踏まえて、私たちは昨年(2008年)12月7日

に千代町における避難訓練を行いました。

千代町自治会避難訓練と避難所点検

訓練の実施の背景としては、平成１９年に別府市で群発地震が起こったことがありま

す。その際、避難者が６００名にも上ったのですが、要援護者である車椅子利用者が指

定避難所では一夜も過ごすことができず、自宅に戻ったものの余震の恐怖から自宅に入

ることもできず、屋外で一晩を過ごすということがありました。

平成１８年「災害時要援護者の避難対策に関する検討会」報告（項目のみ）

１．避難所における支援

１－１避難所における要援護者用窓口の設置

１－２福祉避難所の設置・活用の促進

２．関係機関等の間の連携

２－１災害時における福祉サービスの継続（BCP）

２－２保健師、看護師等広域的な応援要請

２－３要援護者避難支援連絡会（仮称）等を通じた緊密な連携の構築

３．避難支援ガイドラインに沿った取組みの更なる発展

３－１関係機関等の間の情報伝達

３－２要援護者情報の積極的な収集・共有

３－３市町村を中心とした取組みの更なる促進
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また、同じ年に地域で生活をしていた重度障がい者が火災で尊い命を落とすというこ

とがありました。ユニバーサルマンションにお住まいだった彼女のことには､たくさんの

人が心を痛めました。障がい者が地域で生きていく上でのリスクをみんなで知って､考え

る必要があるのではないか。障がい当事者自身が備えることを知ると同時に、地域の人

に「（要援護者は）どのようなことで困るのか？」「何処に住んでいるのか？」など、日

常からのお付き合いを通じて知ってもらうことが必要と考えるようになりました。

昨年(２００８年)３月には、“障がい者の防災を考える”というフォーラムを開催して

話し合ったのですが、今度は実際に訓練をやってみようということになりました。ユニ

バーサルマンションがある千代町を舞台に、障がい者や高齢者などそこに住んでいる様

々な人々が「災害が起きるとどんな状況になるのか」、また「今後どのように対策を講じ

ておく必要があるのか」課題を明らかにしていくことを目的に、自治会や関係機関の協

力を得て開催することになったのです。

★訓練の実施（平成２０年１２月７日）

障がい者、支援者、消防、ボランティアなど様々な人びとが参加

訓練は、福祉フォーラムin別杵速見実行委員会と大分

県と大分県社会福祉協議会が共催で実施しました。

福祉フォーラムは「地域でともに生きる」ことをめざ

して、いろんな人たちが関わって２００２年から勉強会

やシンポジウムなどを開催しています。その中心には常

に障がい当事者がいて、日常から障がい者を支援してい

る人や組織も参加しています。その方々と､私たち大分県

社会福祉協議会や大分県が一緒になって取り組みました。そして、別府市、消防本部、

消防団の方々にも加わっていただきましたし、支援者として別府大学の学生、鶴見が丘

高校の生徒なども積極的に参加していただきました。それとともに、大分県災害ボラン

ティアネットワークという各種団体が参加している県レベルの団体も協力をしていただ

きました。そこを通してオレンジ色のジャンパーを着ていらした大分県介護福祉士会の

方々も来ていただきました。

学生の方々は普通、要援護者の支援は慣れていませんよね。「車いすのどこを持ったら

いいの」とか、どういう支援をしたらいいのかわかりませんので、その都度、専門の方

々の知識をいただきながら、当日、避難行動とともにそういうお勉強もしていただくこ

ともできました。

今回は別府市消防本部ともお話をしまして、避難経路の確認もしましたし、この別府の

千代町一帯を八つに分けて、地域の方々に避難していただくという方法をとりました。

ユニバーサルマンションとは？ 2005年3月、自立支援センターおおいたの働き

かけにより大分市の建設会社が別府市千代町に建設。七階建てのビルに12室のバリア

フリー住居がある。一階は駐車スペース、二階は自立支援センターおおいたの事務所。
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今現在の避難方法は、ある程度、近隣地域の方々で“一時避難所”に集まっていただい

て、そこでお名前の確認を取ります。そ

してそのまま避難所に避難しないといけ

ない方は避難する。災害の規模や状況に

応じても変わりますが、もし可能であれ

ば､その時にお見えになっていない近隣の

方々がいらっしゃったら､その場で支援す

る方々を募って、もう一回地域に戻って

確認をするということを行っていますけ

ど、今回は全員がそろった段階で避難す

るということを行いました。

車いす・担架・背負ってなど個別の避難プランを作成

要援護者の方々は１１名が参加してくださいました。それぞれ１１名の方を戸別に訪問

して、「どの様な避難の訓練をしたいですか」ということを個々に確認を取りました。そ

して個別の避難支援プランをつくり実施しました。安富さんの場合は車いすごと３階から

下りてみたいということでした。中には担架

でという方もいらっしゃいましたし、背負わ

れてという方もいらっしゃいました。（①）

一時避難所から指定避難所へ

そして一時避難所に集合して、名前の確認

をしました。（②）

それから指定避難所へ。消防団の方が積極

的に、誘導してくださいました。車も通って

いますから、安全に配慮していただいたり､

段差のことなどもお話ししながら支援してく

ださいました。皆さんで避難行動をしている

様子です。（③）

一ヶ月暮らせる?

たくさんある指定避難所で、季節のことも

考慮してサザンクロスを利用しました。トイ

①

②
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レはどうなのか。私たちが実際に１ヶ月間、ここで生活ができるのかどうか。１か月とい

うのは、最近の被災地の自治体が仮設住宅を建てるのに大体１か月かかってるんですね。

ということは１ヶ月間、この避難所で生活を

しなければいけなくなるという想定の下に、

その間私たちがここで暮らす時にどうなのか

ということで、皆さんにアンケート等に記入

をしていただきました。（④）

福祉避難所の必要性も

もちろん、先ほども福祉避難所のことが出

ていましたけど、もし普通の避難所で無理な

場合は、福祉避難所を開設していただいてそ

こで生活をしていただくことになります。で

は、福祉避難所には何が必要なのかというこ

とについては、国の方でもきちっと定義はさ

れていません。それを把握して対応すること

も必要になります。

別府市や大分市では今のところ、既存の福

祉施設と協定を結んで対応する方法をとって

いますが、それでは不十分かなという気もしています。

③

④
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★訓練に参加してのアンケート集計

アンケート調査の結果について、説明したいと思います。訓練に参加してのアンケート

には８１名の方から回答を頂きました。あらゆる年代の方にご記入いただくことができま

したが高齢の方が多くなっています。

「自主避難について」

「困難がある」と答えた方が８１％。かなりの方が、「困難がある」と思っていま

す。具体的には、「障がい状況を理解しておらず、避難が困難だった」（支援者）。「非

常階段が混雑する、手摺がなく昼間でも暗い」、「意外と高い建物が多く、避難路が

狭い。両側に老朽化した建物があり、古い看板も多い」、「段差がある上、震災時に

は障害物が出てくるだろうから避難がスムーズに行えない」などが指摘されていま

す。

「集まった方と顔見知りではない」

「集まった方と顔見知りではない」と答えた方５３％。これだけは皆さんにお伝

えしたいのですが、「付き合いがない」とか、「近所の人と会う機会がない」、「顔と

名前が一致しない」などという声が上がっています。これは今後考えていかなけれ

ばならない重要な問題だと思います。

「手助けが必要な方」

１１名から回答をいただきました。「集団避難について困難がある」と答えた方が

８４％に上っています。「今回は若い男性が支援してくれたが、実際はいない」、「障

がい者と高齢者では、歩く早さが違う」、「リーダーは何か目印（高い位置で示す）

を持って誘導してほしい」「車椅子のキャスターが側溝などに入る」「大人数で避難

所の階段を下りるときが心配」など、具体的な指摘が多く寄せられました。

☆訓練についての全体的な感想の中では、「近所に知らない人がいて、どの人で揃った

のかわからない」、「車椅子利用者の支援者を地域でどのように確保するのか不安」、「車

椅子補助の仕方や担架の作り方など、体験の時間が欲しかった」、「各家一人ずつでも参

加して欲しいと思いました」などの声が上がっています。

11　02222210

合計不明８０代７０代６０代５０代４０代３０代２０代１０代

11　02222210

合計不明８０代７０代６０代５０代４０代３０代２０代１０代

81116201858328

合計不明８０代７０代６０代５０代４０代３０代２０代１０代

81116201858328

合計不明８０代７０代６０代５０代４０代３０代２０代１０代
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★避難所をチェックしてのアンケート集計

今度は避難所をチェックしてのアンケート結果です。８６名から回答を頂きました。

今回はたまたま、４階の和室が指定避難所になっていましたが、次のようにいろんな声

が上がっています。

☆和室（指定避難所）

・４Fは避難できない

・階段を車椅子ごと避難するのは無理（支援者がいない）

・個人スペースがない

・プライバシーがない

・足が悪い人のためには、椅子の部屋も必要（立ったり座ったりが大変）

・車椅子の方は身動きがとれない（畳のため）

・経路表示不足（部屋がたくさんあり分かりづらい）

・かえってストレスがたまりそう

・入口に段差がある

・スロープが必要

・どのくらいの人が避難してくるかわからないが、狭すぎると思う

私の目線で見えなかったこととしては、和室はすごくいいように思っていましたけど、

足が悪い人にとっては立ったり座ったりが非常に大変なんですね。だから椅子があった方

がいいだとか、まわりの普通の視点では考えられないことが上がってきたことはすごくい

いことだと思いました。

☆トイレ

・場所が分かりづらい

・身障者用トイレの扉は若干重い

・間口・通路が狭い

・一般用トイレは狭い、扉はスライド式にして欲しい

・スイッチは管理室で一括管理

・障がいに応じては使用不可能

・日本式なので手摺があれば良いと思う

・介助者なしには使用できない

・腰に負担がかかる

・高齢者も障がい者も使用に時間がかかるので数が足りない

・非常時に使えるようなオムツ、尿取りパットなどがあった方が良い

・トイレットペーパーの位置も障がいに応じて使用できない

8675212061051101

合計不明８０代７０代６０代５０代４０代３０代２０代１０代１０才以下

8675212061051101

合計不明８０代７０代６０代５０代４０代３０代２０代１０代１０才以下
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・自動手洗い機が必要

障がいによっては普通設置されている障がい者用トイレが使用できない方がいらっしゃ

るという意見が上がってきたことに非常にビックリしました。

☆移動

・段差がありスムーズに移動できない

・人数が多くて何処でも混み合う

・エレベーターが使用できないと無理

・おんぶ紐が欲しい

移動については､あの狭いところにたくさんの方が来るので、どこに行っても混み合っ

ているという意見が多かったと思います。

☆情報の伝達

・声が聞き取りにくい（メガホンを使用した方がよい）

・支援者が一つ一つ丁寧に聞いてくれたので自分の思いを伝えられた

・誰に何を言えばよいのか、わからなかった

・個人的に言いにくい

・移動の時など、何故移動するのか伝えて欲しい

情報の伝達については、今なぜ移動しているのかというような情報をきちっと伝えて

ほしいという声がありました。ただ言われるままに動くのではなく、なぜ動なければい

けないのかを伝えてほしいということだと思います。

☆欲しい空間

・プライベートな部屋 ・医務室

・シャワー室 ・食堂

・男女別々の部屋 ・子どもルーム

・授乳できる部屋 ・ベットで寝られる部屋

・障がい者の部屋 ・体調に合わせて使用できる部屋

・温度調節が出来る部屋 ・電動ベットで横になれる部屋

私も皆さん方とお付き合いするようになって初めて知ったのですが、温度調節をするこ

とができない方が多いということを聞きました。そうすると温度をきちっと管理すること

ができる部屋が必要になります。これも目からウロコだと思いました。

☆欲しいサービス

・いつでも水分補給できる設備 ・インターネット（メール）

・掲示板や点字、音読での災害情報 ・無料電話

・介護ヘルパー ・専門家によるカウンセリング

・情報収集のためのテレビ・ラジオ・FAX

これらも相談しながら取り組んでいくことが必要だと思います。
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☆備品

・間仕切り・老眼鏡・車椅子・消毒液・椅子（足の悪い人用）・簡易トイレ・つえ・

生理用品

・アイドラゴン（聴覚障害者放送統一機構）

今回は聴覚障がい者の方も訓練に参加してくださったのですが、聴覚障がいの方は文字

情報でしかわからない。このアイドラゴンがあるといいと伝えてくださいました。

☆その他気づいたこと

①悪かったこと

・避難所が４Fなのは如何なものか？

・地域の方全てが避難できるか不安（広さ）

・車椅子からおんぶすることが出来なかった

・障がい者の方の避難の様子を間近に拝見できて、一般避難者として何もお手伝い

が出来なかったことが心残りです

②良かったこと

・このような機会を頻繁に行い、マンションやアパートの人にも参加してもらった

ほうが良い

・訓練に参加して個人で準備する大切さがわかりました

・訓練に参加して災害は身近に起こりうると思った。また、高齢者や障がい者で取

り残されそうな方がたくさんいるのがわかった

つらい思いをする人を増やさないように
私がすごくよかったと思ったことは､「障がい者の方が避難する訓練に参加して非常に

よかった。ただ私が地域住民として、その方々を支援することができなかったことがすご

く残念だ。だから次は支援する側に回れるようにちゃんと勉強したい」という声が上がっ

ていました。これは非常にうれしい言葉でした。

国の「災害時要援護者の避難対策に関する検討会」の報告の終わりに、「この２年間の

検討成果は、一連の災害によって大きな犠牲を払って味わった、手痛い経験を基に取り

まとめられている。このような悲劇を二度と繰り返さないよう、市町村を中心に積極的

な取り組みが今後も進められていくことを強く期待している」と書いてあります。

たくさんの犠牲の上に､災害時要援護者対策が打ち出されているということを肝に銘じ

て、私たちが今後、同じ被害にあわないよう、つらい思いをする人たちを増やさないよ

う、対策を進めていかなければならないのではないかなと思います。

最後に安富さんのお話にもありましたが、「誰もが安心して暮らせるまち」をつくるこ

とが望ましい未来だとするならば、みなさんがそのために何をするのかということを考え

ていただいて行動に移してほしいなと思います。私も、せっかくこのように千代町自治会

で盛り上がってきたものを、もう一

歩さらに進められるような活動の展

開にお手伝いができればと思います。
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体験報告―防災訓練に参加して

防災訓練に参加していただいた地元自治会、及び要援護者の立場から報告をいただきま

した。（自治会長は体調の都合により参加できなかったためコメントを事務局が代読しま

した）

・地元自治会からのコメント
千代町自治会会長 原田耕作氏

みなさん、こんにちは。

私は、千代町自治会会長 原田耕作と申します。

昨年、１２月７日に開催された訓練に関しての私の感想を述べさせて頂きます。

訓練の参加協力依頼に、福祉フォーラムのメンバーと大分県社会福祉協議会の担当者が話

しにこられたのが、７月５日でした。千代町自治会にはユニバーサルマンションがあり、

それまでも自治会活動へ積極的に参加していた車いす利用者の方々の事も気になっていま

したし、そこにお住まいの車いす利用者が火災でお亡くなりになるという痛ましい事故も

起こったあとでした。

また、みなさんのご記憶にもあると思いますが、別府市では群発地震が発生し、私の不

安はさらに大きくなっていたときでしたし、説明では大分県下で初めての災害時要援護者

を含む避難訓練のモデルケースだということもあって、一緒に訓練をすることにしました。

最初の千代町自治会役員を含む地区民への説明会が９月３日に開催されました。以外と

出席者が少なかったので不安もありましたが、主催者側の熱心な呼びかけや活動意義の理

解により、１２月７日の訓練当日には地区民をはじめ、他地域から多様なボランティアが

多数参加して盛会でした。

今回訓練で学んだことが、災害時には地区民に活かされると思うとともに、アンケート

等で明らかになった課題を地区民でどのように対応準備しておくかが大切だと思います。

また、今回は避難所と指定されている一つを点検しましたが、地区民には避難所として

利用出来ない方の方が多いと思いました。これは今後行政ともきちんと話し合い、どのよ

うにするべきか？住民からの意見要望も出していく必要があると思いました。

昨年は国体が開催されたので、時間の制約もあり訓練開催までに時間を要しましたが、

今回のように支援が必要だと希望する方に個別の支援プランを提案し、実際に検証してみ

る事は大変重要だと思いました。いろいろな計画やマップを作っても、それが実際に役に

立つのか訓練を通してやってみないとわからないことが多くあったと思います。

最後に、今回の企画・担当をされた“福祉フォーラム”や大分県、大分県社会福祉協議

会の担当者の方には、最初から最後までご指導を賜り、千代町自治会を代表しましてお礼

を申し上げます。ありがとうございました。
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・要援護者の立場から
ＮＰＯ法人自立支援センターおおいた 五反田法行氏

私は今回の防災訓練に車いす当事者、要援護者の立場から参加

させていただました。私は今、千代町にありますユニバーサルマ

ンションの６階で一人暮らしをしています。私は重度の障がいを

持っており、災害時には一人での避難が困難です。ですから、事

前に６階からどの様に避難すればいいのかといろいろ考えまし

た。

当日に高校生のボランティアの方に、非常階段から降ろしてい

ただこうと思っていましたが、介助になれていないこともあり、

ボランティアの方はどのようにすればいいのか不安があったよう

に感じました。私自身も実際不安がありました。大丈夫かなと思

いながらも試行錯誤してどうにか避難できないものかと思いまし

たが、やはり無理をしてはいけないと思い、介護経験者にお願い

することにしました。結果、一時避難所には一番最後に着くことになってしまいました。

一時避難所から指定避難所への移動は、車の通りも気にしながらであったものの、問題

なく移動できたと感じました。避難所に着き、集合場所に人混みをかき分けて移動しまし

たが、段差があったので高校生ボランティアの方に手を貸していただいて無事に到着する

ことができました。

今回の防災訓練に参加して、やはり一人で避難することは無理だなと再認識しました。

そして、助けに来ていただいた方とも、お互いの信頼がないと迅速な避難はできないのか

なと感じました。また避難場所では人が多いこともあり混雑するため、どこに行けばいい

のか、何をすればいいのかわかりにくく、スムーズに動くことができませんでした。私は

身障トイレを見させていただいたのですが、すぐにはわからず案内表示があればわかりや

すいのにと感じました。また、被災時にはトイレが一つだと少ないと一番に思いました。

あと、いろんな障がいを持った方が使うと思うので、多種多様の設備も必要になるのでは

ないかと感じました。

最後に、この防災訓練に協力参加していただいた方本当にお疲れ様でした。また地域の

方に私たち車いすの人たちがユニバーサルマンションに住んでいることを知っていただく

機会としてはすごくよかったと思うし、今後もこのような防災訓練を実施して、防災に対

する意識を高めていけるといいと感じました。
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消防署からの提言（ビデオ上映）
別府市消防本部予防課長（消防指令長） 渡辺正信氏

有意義だった千代町防災訓練

みなさんこんにちわ。私は、別府市消防本部予防課と申しまして、火事を起こさないよ

うにする仕事をさせていただいています渡辺と申します。よろしくお願いします。

今日は、昨年１２月７日に実施されました千代町自治会を中心とした訓練を振り返って、

私なりに感じたことをお話しさせていただきたいと思います。

結論から申し上げますと、今回の訓練は要援護者や地域住民に取りましても、たいへん

有意義な訓練であったと思います。と申しますのは、皆様方ご承知のように東南海・南海

地震が今世紀前半での発生が懸念されていますし、また昨年の５月に大分県が発表いたし

ました「地震被害想定調査報告」により

ますと、別府地溝南縁断層帯、これは湯

布院から別府市堀田朝見断層、それから

十号線を経由しての大分市の府内断層、

これが地下にあるわけですが、この断層

が震度７強の地震が発生した場合に多大

の被害が出るということです。直下型地

震ですが、死者が２５００人、建物の全

半壊が、焼失が１０万棟を越えるであろ

うという被害想定が出されておりまし

て、市民の皆さん方不安におののいてい

るところです。

大切な“地域の力”

そこで、過去の地震の事例を見てみま

すと、大地震が発生した場合、消防など

の防災機関が総力を挙げて救出活動を開

始するわけですが、消防が行きたくても

行けない状態が出てくることがあります。

例えば、道路が損壊

し、水道管が破裂し

て貯水槽も損壊し、

十分な消火活動が行

えない可能性も出て

くるわけです。こう

した状況の中で被害

防止、あるいは軽減

を図るためには、やはりコミュ 資料は「大分県地震被害想定調査結果」（H19)より
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ニティー、被災直後に威力を発揮するのは“地域の力”であるという事実があるわけです。

阪神淡路大震災でも、住宅の下敷きになった方が約３万５千人いたと言われてますけど、

公的な支援者によって救出された人はわずか２０％しかいなかったと言われています。残

りの８０％は自助、共助によるものであったと言われており、その内の３分の２は共助で

あったということです。やはり、住民が地域ごとに団結をして組織的に行動することがい

かに重要かということが教えられているわけです。

ここで、阪神淡路大震災の時に神戸市消防局東灘消防署の当直責任者だった池内清さん

という方が、毎日新聞に寄せた手記があります。直下型地震の対策を探る上で貴重な記録

となっていますので、少し時間をいただいて読み上げてみたいと思います。

「助けたくとも助けられない！」―消防責任者の報告より

「神戸市内で最大の犠牲者１１９１人を出した東灘区が管轄。想像もしなかった混乱の

中で助けたくとも救助しきれなかったもどかしさ、被災民との葛藤や無力感を綴っている。

地震の現場で何があったのかを知らせることで、二度と同じ惨事が起こらないようにと池

内さんは願っている」という解説があり、池内さんの手記になります。

当日、当務員として、当直責任者１月１６日、１７日の最高指揮者として勤務をしてい

ます。震災時、待機室にて仮眠中、「ドーン」という激しい突き上げで目を覚ました。

その時、署員が「地震だ！」「これはなんや！」と叫び声がした。これはただ事ではな

いと感じ、あわててズボンをはいた。さらにガタガタッと横揺れを感じ、座っておれなく

なり、あわてて布団に腹ばいになり収まるのを待つ。この時「地球が爆発し裂けた！死ぬ

んだ」と思い、この間１５秒位であったと思います。地震が収まり、誰かが「みんな起き

ろ」と言ったので、私は「起きろ」と叫び、あわてて待機室から車庫へ出ると、真っ暗な

中にガスのにおいが漂い、はしご車３０メートル級は柱に寄りかかって傾き、シュノーケ

ル車も１メートル位定位置からずれ、その重大さを知る。すぐにトランジスターメガホン

を取り「余震に気をつけろ！」「ガス火を確認しろ！」と指示しながら、情報通信室に入

る。「大丈夫か！」と言いながら携帯電話と携帯無線機を取り表に出ると、署から国道二

号線を隔てた木造二階屋はペシャンコとなり、要救護者はすでに発生しているものと判断

したところ、女性市民が駆け込み「下敷きになっている。助けて！」と叫んだので、救助

隊とポンプ隊を出動させる。所長に事の重大さを報告し、非番招集すべく二階事務室へ駆

け上がろうとしたところ、無線移動局から「応援頼む」と発信してきたが、本部からは「市

内各所で火災発生！各署で対応せよ」との無線を傍受。当管内の火災を知るべく、ホース

置き場に上がった時、東遠方に５本の黒煙。二階事務所に下り、付近住民が２０数名であ

ったろうか、「子どもが生き埋めになっている」「老夫婦が下敷きになっている」と叫び

ながら４平方メートルの室内になだれ込み、まさに阿鼻叫喚の様相を呈す。あるものは「聞

くだけで来てくれるのか！」と署員を罵倒するものも出たし、「火事だー！」と私の耳元

で叫ぶものもいた。全員に氏名住所を書かせ、メモを取るだけが精一杯であり、ポンプ車

三台、救助者一隊も出動し、あとは見殺しの状態であった。ふと署のガレージ内を見ると、

頭、顔面から血を流している人、骨折しているのか腕を抱えている人、乳児を抱いた若い

夫婦など１０数名が助けを求めている。救急隊員は救急救護所を作り、順番に手当を施し、
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重傷者には署員用の毛布をガレージ内に敷き、簡易ベッドで保護するが、人数は瞬く間に

２０数人に膨れあがり、３名の救急隊員では対処できず、その様子を把握している私に被

災者・負傷者が「休憩しとるのか！」と暴言を吐く。「これが人間か」。両出張所の様子

を聞き、全員無事だと知り、火災があれば自発出動するよう指示し、はしご車の無線機を

取り状況を傍受すると、「消火栓水なし。消火水槽、火災箇所遠方のためホース足らず。

東へ大きく延焼中。ホース現場へ応援頼む！」と悲鳴に近い無線を聞くが、「応援はなし。

ただ頑張ってくれ！」と返信する。無念なり。この間、数分か十数分か判明しない。とに

かく喉がカラカラである。落ち着け、落ち着け、と自分に言い聞かせる。

「方法は同じ、近所の人に手伝ってもらって！」

出動途上、婦人が消防車を止め、「埋まってる。ジャッキを貸して！」ともの凄い声で

叫ぶ。「火災出動中である。署へ借りに行ってください」と告げるが、数百メートル走る

とまた止められる。救助要請されること数回あったが、火災現場へ向かった。火災現場に

到着し、隊員３名下車したところ、「青年１名がアパートの下敷きになっている。助けて

くれ！」と言われ、消火作業にあたるべきを断念し、車載のバール、油圧ジャッキを持参

し、北東４０メートルの現場へ３人で向かう。二階アパートの一階部分はペシャンコにな

り、一階部分で上半身が床部分から出て、意識は清明であった。同時に家主から「西に１

名、中央部に２名まだいる」と聞き、隊員３名がそれぞれ向かう。救出方法は、二階の瓦

礫、タンスを取り除き、二階の床面の板を除き、またノコギリで切断をして一階に潜り込

む。以下この方法で救出した。４名のうち１名は聾唖者で困難を来たし、発見できず断念

したがどうなったか今でも心残りである。５名の人々から口々に声がしている。「２人が

埋まっている！」、「朝まで声がしていた！」。私の手、また襟首までつかみ、現場まで連

れて行こうとする。聞けば、計５カ所８名の生き埋めだ。救助者は私一人、事情を説明す

るも激高してもの凄い様相で食ってかかる。あわやこの場所で殴り殺されると思った。私

は言った。「この体を５等分してくれても結構である。救出方法は何ら難しいことはない。

２階の瓦礫を除き、畳をめくって床板をはぎ、そこから助けるんだ。ノコギリ一丁あれば

いい。あなたが助けるのも、私が助けるのも方法は同じだ。近所の人に手伝ってもらいな

さい」と泣きながら告げるとやっと納得してくれた。

震災当日、若き隊員は消防力を遙かに超えた災害に涙した。二日目になると、温厚な隊

員が消防車の走行を妨害する乗用車の車体を叩き排除しだした。何かが狂ってきた。私は

感情豊かな若き隊員を平静に正常にと軌道修正を図りながら任務遂行中である。

以上ですが、これが今後の震災対策の参考になれば幸いだと思います。

民生委員･自主防災会などと連携を

いま読み上げたように、皆さん異常な心理状態になるということです。このことを踏ま

えて私は、今後は要援護者の皆さんも地域住民の皆さんも積極的に町内行事等に参加をし

ていただいて、交流を深めて近隣の住民の方々に名前や顔、そして居住しているところな

どを覚えていただくよう努力をしていただきたいと思います。

昨年の６月だったと思いますが、民生委員の会長さんをはじめ役員の方が消防署に来ら
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れまして、「災害時要援護者マップが完成したので、いざ災害が発生したときには民生委

員の方々と連携を密にしていただいて避難であるとか安否確認等に役立ててほしい」とい

うことをおっしゃりました。我々といたしましても、災害が発生したときにはこの要援護

者マップを活用させていただきたいなと思っております。

現在、別府市には１４５町内ありますが、すべての町内に自主防災組織が結成されてお

りますので、今後この組織と民生委員さんや福祉推進員さんが連携を密にして、訓練を繰

り返し実施していただきまして、地域の防災力を高めていただきたいと思っています。

我々消防側といたしましても、災害時要援護者対策を含めて自主防災組織の指導育成に

力を入れてまいりたいと考えています。

訓練で気づいた“１０の注意事項”

では最後に、昨年１２月７日の訓練で気づいたところを十点ほどここでお話しておきた

いと思います。一つ目が避難場所に至る経路についてです。この前は１つの経路で避難し

ましたが、当日の気象状況、災害の規模を勘案して、“第２・第３のルート”もあらかじ

め想定しておいていただきたいと思います。「いつも同じルートではいけませんよ。その

時の状況によって避難経路は変わりますよ」ということです。二つ目が、車いすを利用す

るのがいいのか、それともおんぶで避難するのがいいのかということです。私は、常日頃

から“おんぶ紐”を準備していただいて、近隣の方々に協力をいただいて、おんぶで避難

した方が迅速的確な避難ができるのではなかろうかと思います。それから当日も“応急担

架”の作り方も実際にやりましたが、常日頃から物干し竿など棒も準備していて応急担架

で移動するのも一つの方法ではないかと思います。

それから避難の時の携帯品として“ヘルメット”を頭を守るために準備しておく必要が

あると思います。あの時は歩道上を並んで避難しましたが、いざ災害というときには上部

からの瓦とかガラスとかの落下が心配されますので、その時は車両は余り通らないと思い

ますが、車両に注意しながら道路の中央を歩くように心がけていただきたいと思います。

もう一つは、“非常持ち出し袋”に常日頃から必需品等を備えておくことです。大事な

ものを忘れた、引き返して家の中に入るようなことになりますと、余震なども起きますの

で、タンス等の下敷きになるという可能性もあります。スムースな避難ができるよう日頃

から準備をしておいてほしいと思います。また、“家具等の転倒防止策”も重要です。家

具等の下敷きになった例は数多くあります。それから、避難時に「千代町○組」といった

大きな“プラカード”を準備することで、安否の確認がスムースにいくと思います。そし

て余裕がある場合には、避難したあとの家々を回って“安全確認”をすることです。ガス

の元栓の確認や電気のブレーカーを落としておかないと、ガスや電気が復旧したときに火

災になる可能性があります。そして、最後になりますが、“援護者のマップ”も非常に大

事ですが、もう一つは“連絡網”を活用することによって、人員把握がスムースに進めら

れるのではないかと私は思っています。

以上、いろいろ申し上げてきましたが、地域の力、隣保共助の精神、昔でいう「隣組精

神」これを復活していただきたいと思います。そのためにはお互いに積極的に表に出てい

ただいて交流を深めていただく、これか震災対策で重要なところだと思います。
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シンポジウム

・コーディネーター 篠藤明徳・別府大学教授

・シンポジスト

三瀬 正則氏 別府市自治振興課危機管理室長

村野 淳子氏 大分県社会福祉協議会

五反田法行氏 ＮＰＯ法人 自立支援センターおおいた（スタッフ）

杉本 孝生氏 ＮＰＯ法人 自立支援センターおおいた（スタッフ）

“気づき”の共有から

篠藤 こんにちは。これから第２部になりますけど、シンポジ

ウムの司会をさせていただきます別府大学の篠藤です。よろし

くお願いいたします。今日はシンポジストとして４名の方にご

登壇いただいております。私の方から左に、先ほどご報告を頂

いた五反田法行さんです。もうひとかた、杉本孝生さんです。

それから、別府市の方から自治振興課危機管理室長の三瀬正則

さんにお越し頂きました。そして今日の基調報告をしていただいた村野さんです。

シンポジウムでは、千代町で行われた防災訓練について議論を深めていきたいと思いま

す。先ほど消防署の渡辺さんが切々と語っておられるように、これは誰かが簡単に解決で

きる問題ではないんですね。行政がいくら頑張っても、消防という特殊な訓練を受けた方

でも、その方たちご自身も被災者になるわけですね。したがってこれは、隣にいる人の力、

当事者の力、全ての力を総結集しても、災害の規模によってはどうにもできない部分もあ

る、そういったものだと思います。したがってこれから議論を深めていきたいと思います

が、まず気づいたことをどんどん上げて、「そういうことあったね、私わからなかったけ

ど」という気づきを共有することが一番大切なんじゃないかと思います。

阪神淡路大震災大震災の時には、私はドイツで暮らしていたのですが、私だけでなくま

わりのドイツ人も「何だ!」という様子でテレビで見ていました。フランクフルトのピザ

屋さんで、店員が紙に何か書いて渡してくれました。数を書いていました。最初わからな

かったんですが、刻々と報道されている死者の数でした。全世界の人たちが見ていたわけ

ですね。皆さんは、日本の地でもっと生々しく見ておられたと思うのですが、この大震災

は“ボランティア元年”でもあったのです。多くの人が気づいて、歩いてどんどん入って
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いったわけです。やはりみんなが問題を共有して地域の力を結集することの意味も重要だ

と思っています。千代町の防災訓練は全国放送もされました。私たちもこの「気づき」は

全国的にも大切なことなんだなと実感しています。

それでは、ご意見を頂きたいと思いますが、五反田さんは車いすを利用して千代町で生

活しておられる立場からご意見をお願いします。

「要援護者―対策本部－介護者」の体制づくりを―五反田

五反田 私からは、避難対策の一案を考えてみましたので、それを

提案してみたいと思います。災害が発生したら、拠点として「対策

本部」を置きます。対策本部から、登録している介助者の方に本部

に集合するよう行動を求めます。災害時には介護者もまず自分の安

全確保が必要なので、その上で対策本部に集合してもらいます。集

合したら、資料に基づいて要援護者のところへ向かいます。到着し

たら要援護者の安全を確認するとともに、避難場所への移動を支援

します。避難所に届けたら対策本部に戻って報告をします。その仕

組みについては杉本に報告してもらいます。

安心して支援を受けられるように―杉本

杉本 １２月７日の訓練で、私は視覚障がい者の方の介助をやらせ

ていただいて、何より感じたことは、私のように比較的体が健康に

動いて力も残っている人間が、実際には避難する側に回ってしまっ

たという現状がありまして、求められる場所もあったのではないか

と感じたのですが、避難する側に回ってしまった。その需要と供給

のバランスを取ることができるようになればということで仕組みを

考えてみました。被災直後に実際にどれだけの介助者が「避難本部」

に向かえるか、もう一つは個人情報の取扱についてどれだけ安心感

を与えられるか。この場合だと、要援護者も支援者もどちらも登録

していただかなければならないので、双方の電話番号などが常に保管されていることにな

ります。その安全性の問題ですね。また、要援護者が不在であった場合、どう安全を確認

するのかということが問題になります。もう一つは、火事場泥棒の被害から守るために、

支援・介助者のほうに証明証のようなものを発行しなければならないのかなと思います。

この仕組みがある程度確立されたところで、要援護者が動けないために悪用されることも

あり得るかもしれません。あと緊急時の対処方法を介護者が知っているかどうか。例えば

心肺蘇生法だとか人工呼吸、骨折した方の応急措置、あと担ぎ方などが課題になってくる

と思います。それから、対策本部と連携が重要です。分散と集中をうまくやることが必要

だと思います。どのように連絡を取っていくかということも課題です。もう一つは登録介

護者を中心に別府市が応急訓練を実施することです。例えば人工呼吸などを身につけて、
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そういう技術も含めた証明証を発行することも重要ではないかと思います。このようなこ

とを要援護者や介護職場なども含めて周知しておくことも重要だと考えます。私たちが考

えました大きな仕組みというのは以上です。

篠藤 お二方から今後の展望まで含めた提案をいただきましたので、こういったことも含

めて議論を深めていきたいと思います。それでは三瀬さんに、前半部で千代町の訓練につ

いて村野さん、消防の渡辺さんなどの報告をいただきましたが、ご感想をいただければと

思います。

行政と民生委員、自治会の自主防災会などの連携で―三瀬

三瀬 昨年の訓練においては、住民自ら訓練をしていただいて本

当にありがとうございました。行政に取りましては大変ありがた

い訓練だと考えています。今日はどうぞよろしくお願いします。

まず、昨年の防災フォーラムの報告書を読ませていただいて、「自

助・共助・公助」の重要性が共通理解になり、それが今回の訓練

につながったと感じています。別府市としても要援護者の支援の

制度を確立できるかが課題になっていますが、実際に要援護者と

して登録していただいている方はまだ５００名余りにとどまって

います。その理由の一つとして支援者を２名見つけなければなら

ないことがあります。消防の渡辺課長も指摘されたように、地域の現状として隣近所と疎

遠になり近所づきあいもない、共同体になっていないというのが現状です。そういったな

かで、今日お見えになっている民生・児童委員の方々が昨年、一軒一軒訪ねて回って高齢

者・一人暮らし・障がい者の方々を把握していただきました。これは私ども行政にとって

もありがたいことだと思っています。要援護者支援制度が進まない中で一つ明かりが見え

てきたかなと思っています。これを活用しながら、行政と民生委員、自治会の自主防災会

などと連携をとりながら、少しずつ解決に向けて努力していきたいと行政としては思って

います。

篠藤 民生・児童委員の皆さんのご努力で「防災マップ」の作成が県下でも一番早く進め

られたようでございますけれども、そういった市民の力が昨年のシンポジウムで課題にな

っていた要援護者の把握という課題に対して大きな役割を果たしてきたというお話がござ

いました。それでは村野さんから先ほど、防災訓練の全体の報告をいただきましたけれど

も、補足やご意見がありましたらお願いします。

地域住民の協力なしに防災は進められない―村野

村野 今回の訓練で一番大きかったのは千代町自治会の方々のご協力だったと思います。

快く引き受けていただいたことと、あと全体で３３１世帯あるんですが、そこに役員の方

々が回覧板を通じたり、戸別に訪問したりという形で参加を呼びかけていただき、積極的

に協力をしていただきました。そのことなしに当日を迎えることはできなかったと思いま
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す。アンケートをすることになったときに一番うれしかったこ

とは、住民の方々から「訓練をすることが目的ではない。私た

ちは訓練を通して見えてきた課題を今後地域住民でどのように

していくのかということが大切なので、今回参加できなかった

すべての住民にアンケート結果を配ってほしい」という声が上

がったことです。非常にありがたく思いました。地域の方々の

協働なしに防災は進めていけないなというのが私の感想です。

「別府から前例」の意義大きい―篠藤

篠藤 千代町の方々に全面的なご協力をいただいて、こういう全国でも取り上げられるよ

うなモデル的な取り組みになったわけですね。最初にやることは「何それ？」というとこ

ろから始まるわけでして、大変なことです。ただそれが続いていく場合には前例になるわ

けですね。別府から前例を作った意義は大きいと思います。次に、千代町防災訓練で私た

ちが気づいたこと、学んだことについて深めていきたいと思います。大きく二つの問題が

あるかなと思っています。まず一つは、皆さんが強調されています「人のつながり」です

ね。それぞれの役割を話し合いながらつながっていく強さが大切だという側面です。もう

一つは、村野さんや五反田さんの報告にありましたが、ハードの面で、自分の家から始ま

って非常階段、道路、そして指定避難所などで多くの気づきがあっただろうと思います。

この二つの側面から、それぞれのお立場を踏まえながらご発言いただければと思います。

五反田さん、自分自身実際に訓練をしてみて“ビフォーアフター”ではないですけどいか

がでしょうか。

防災訓練が知り合うきっかけに―五反田

五反田 実際防災訓練に参加してみて、マンションの６階に住んでいることもあって、エ

レベーターが止まるという状態が出てくると思うんですね。非常階段からどうやって降り

るのか、助けに来ていただけるのか、来ていただいたとしても介助になれていない場合、

お互いに信頼がないと迅速な避難はできないのかなと思いました。

篠藤 渡辺さんも「地域の人とのつきあいをたくさんやってもらいたい」と指摘していま

したが、そのあたりはいかがですか。

五反田 これまで自治会の会合などで知り合うだけで、なかなか知り合う機会がなくて今

回の防災訓練が一番いいきっかけになったと思います。今後、広げていくことが大切だと

感じています。

篠藤 杉本さんは自立支援センターで支援スタッフとして働いていて、当事者の声などを

聞く機会も多いと思いますが、人のつながりという点で気づいていることはありませんか。

杉本 私は荘園の４階建ての小さなアパートに住んでいるんですが、その一階に住んでい

るおばあちゃんと話をすることがあって、卵とか野菜とかもらったりするんですけど、ユ

ニバーサルマンションはまだ新しいということもあって、周囲の人と話す機会は少ないよ
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うに感じています。訓練では視覚障がい者の方の避難をサポートしたんですが、その近隣

の方がご存じではなくて苦労しました。また、避難に同行してみて障がいに応じた避難経

路と避難場所が必要だと感じました。階段で４階まで上がったのですが、視覚障がいの方

はバランスを崩しやすく、和室でしたがわずかな段差なども問題になると思いました。

また誘導を経験しておくことも重要だと感じました。

行政の役割と市民の理解―三瀬･篠藤

篠藤 別府市には自治会が１４５あります。アパートが建ったりするとそこに住んでいて

も人間関係が疎遠になっていたりしますが、最後に頼りになるのは近所の力なのかなと思

います。そして杉本さんのように介助を専門にしている方だけでなく、隣にいる人も支援

の知識を増やしていけるような工夫も必要なのかもしれませんね。次に、行政として非常

に重要な仕事を日々こなしておられる三瀬さんですが、「住民全体の安全に三瀬さん責任

を持ってください」と言われれば、スーパーマンではないんですからそんなことはできま

せんよね。そんな難しさも含めてざっくばらんにお話しいただければと思います。

三瀬 はい、別府市では今年度（２００８年度）から危機管理室を設置することになりま

した。昨年度までは環境安全課で対応していましたが、全国的にも世界的にもいろんな災

害が増えるなかで、別府市としても危機感を持って対応するということで設置されたわけ

です。ご存じの通り、最近は災害が多発していますが、私たちは警報が出た場合にはすぐ

に市役所に登庁することになっており、被害の状況を把握しながら、どのような対応をす

るか判断していく役目をしています。被害が大きくなれば自衛隊や関係団体に協力をお願

いします。また、皆さんが心配されている避難所なども私たちが被害に応じて解説するこ

とになっています。ただ、市職員が１１００人ほどいますが、そのすべてが対応するよう

にはしていません。大きな災害になれば半分くらいの人数で対応するようになるのではな

いかと考えています。訓練ではそういった危機感を持ちながら、災害時の采配とか指揮と

かを考えて行っています。その際、援護者については障害福祉課が窓口になっており、障

がい者への対応を行うためにその他の役割はフリーにしています。ということで、少しで

も皆様方に安心していただくための対策はしておるつもりでございます。

篠藤 私たち市民は行政に非常に期待していますので、何かできるのではないかなと考え

ています。確かに行政だけではできないことはたくさんあると思いますが、こういった会

などを通しながら、意見交換をしていくことが大切だと思います。確かに何かがあったか

らといって、市職員１１００人がパッと市役所に集まってサッと支援行動に移ることは難

しいでしょう。いろんな災害、いろんな状況に対して、こういうところは行政ならではの

仕事だなあ、ここは地域住民の力でといった理解を進めていくことが非常に重要ではない

かと思います。危機管理だっていろいろな危機管理があるわけです。それから障がい者に

対していま障害福祉課のお話がありました。役所の中でもいろんなセクションがあって、

それがどうやって連携するかということも大きな課題であるかもしれません。そういった

ことも私たち市民としては理解を深めていきたいと思います。
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公的機関と市民の役割、整理し共有を―村野

篠藤 村野さんにバトンを渡したいと思いますが、村野さんは全国の震災があったところ

に入り込んでいっていろんなことをされています。そして大分県全体のボランティア組織、

病院や土木会社の人などいろんな人をネットワークでつないで活動をされて折られるわけ

ですね。そういうことも含めて、人のつながりについて千代町で見えたこと、我々が考え

るべきことについてご指摘をいただければと思います。

村野 先ほどDVDで流された消防本部の渡辺予防課長のお話は編集されたもので、お話

を伺いに行ったときには３０分以上話されたんですね。その時に感じたことは、命を守る

お仕事をされている方の責任感はこんなに強いんだなということでした。私は被災地に行

ってるので、お話を伺いながらその時の状況がフラッシュバックしてこみ上げてくるほど

で、それほど救援活動のことを考えてくださっているんだなあとすごく感じました。警察

の方、消防の方、行政の方、自衛隊の方など公的な方々というのはそういう思いで取り組

んでいらっしゃる、ただ私たち住民はそういう状況を本当に理解しているんだろうか、す

べて「行政」という形で一括りにしてしまっているのではないだろうかと、ちょっと反省

しました。なおかつ私たち住民は、公的機関の方々がどういうことをやってくださるか知

った上で、じゃあ住民としてどういうことをすべきなのか、どういうところを踏まえてお

かないといけないのかということを考えたときに、大分県には「災害ボランティアネット

ワーク」というのがあって、特殊な技能をお持ちの方々が名を連ねてくださっているんで

すが、そういう人たちをつないでいって万全の体制を取っておく必要があると思います。

なおかつ、つなごうという人たちだけが知っているのではなくて、どんな団体がどんなこ

とを準備してくださって、どういうことをしているのかということを皆さん方に報告して

いかなければいけないなあということを今回痛感しました。土木の方、通信の方、運輸の

方、いろんな方が連なってくださっています。その中で一番びっくりしたのは、大分県の

薬剤師会というのは給水車を持っているんですね。それを知るまでは想像もしなかった。

知らないということは、その団体の方は当たり前のように知っているのに、私たちが知ら

ないのは申し訳なかったと思いました。どういうことができるのか、どういうことをする

のか、それをつないでいくことが大事で、市民も自分たちの方からそれを学習しに行かな

ければいけないということを感じています。今後、警察とか消防などいろんな所の活動を

ちゃんとつないでいって、住民として個人で備えること、家族で備えること、地域で備え

ることはどんなことかということをきちっと整理してみんなで共有していく必要があると

感じています。

段差･トイレなどハード面にも課題―五反田

篠藤 確かに地域の中にいろんな職業の方がおられるわけで、道具を持っている人もいる

わけですね。千代町の訓練に僕も参加しましたけれど、県外から来られた方から「こうい

う時にはこういう道具がいいんです。こういう仕事の人は普通に持っていますよ」と道具

を実際に見せて教えていただきました。人の力は、それぞれ専門の職業を持っておられま
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すので、そういうものも力の一つなんだなあと教えていただいたわけです。ただこういう

ことは訓練して、言われてみないとわからないんですね。そう思いました。さて、２番目

の点のハード面について議論を深められればと思います。ドーンと何か起こったときに、

一時避難、そして指定避難所、それから別府市は昨年のシンポジウムでは１８社会福祉法

人と協定を結んでいるというお話もありました。「長期になった場合にどうするか」とい

った点についてご意見をいただければと思います。五反田さんいかがでしょうか。

五反田 今回、サザンクロスというところが指定されていたんですが、実際に避難してみ

るといろんな段差があったり、また車いすで避難するとトイレが１つだと少ないと思うし、

障がいによって使い方も変わってくると思うので、長期になるとどこか不便なところが出

てくるのではないかと思います。

篠藤 やっぱり訓練して気づくことは多いですね。杉本さんはいかがですか。

ホテルや人材・学生の活用も―杉本

杉本 施設という点では、別府には宿泊施設がたくさんありますが、災害になると宿泊者

は減るわけで、空室を多く持つホテルなどに協力を呼びかけていくことも必要かなと思い

ます。また長期ということになると、いろんな技術などを持った人たちをいかに活用して

いくかということが重要になってくると思います。また大学で呼びかけたり、高校の授業

で教えることなども効果的かなと思います。

篠藤 訓練では鶴見が丘高校の野球部の方に応援にかけつけていただきましたし、別府大

学の学生も参加したんですけど、昨年の調査では別府大学の前にある施設の方から「まわ

りに別府大学があるけど何も関係がない」といわれましたが、やはり学生は地域とのふれ

あいが薄いですね。いまご指摘のことも地域として考えていくことだと思いました。三瀬

さんは自分の担当ではないという部分も多いと思うんですけど、ここは担当としての責任

ということではなくて行政の一人としてハード面について率直な感想がございましたらお

願いします。

危機管理室設置で連携強化―三瀬

三瀬 障害福祉課が「災害時における在宅障がい者への情報提供」のためのネットワーク

づくりをしており、今年度までに１１団体と協定を結んでいます。少しでも前に進みたい

ということで、関係施設等と連携しながら前に進んでいる状態です。別府市における連絡

網ということになりますと、先ほど消防の方も言っておられましたが、市内で１４５の自

主防災会を設置していただいております。設置から２０数年になるんですが、年数が経ち

すぎてちょっと弱くなった面もあるのかなとも思いますが、今年度から危機管理室が自治

振興課の中に設置されたことにより連絡体制が強化されることになったのではないかと思

っています。今後、自主防災会の活性化に取り組んでいきたいと考えています。要援護者

についても、民生・児童委員の方が一生懸命になって今年も再度家々を回って更新してい

ただくことになっています。そういった面で私どもも課題となっていることを少しでも解
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決に向けて努力してまいりたいと考えております。

篠藤 では村野さんからハード面についての気づき、助言等ございましたらご意見をいた

だきたいのですが。

要援護者が体育館で大丈夫だろうか？―村野

村野 今回はまず一時避難所に集まって避難するという形で行いました。それがいいかど

うかは、渡辺課長がおっしゃっていたように災害によって変わってくるということを知っ

ておいていただきたいし、今後話し合いを進めるための１つのプロセスと考えていただけ

ればと思います。それから行政はどこも指定避難所を指定しています。それは公的な機関

で、近くの小学校・中学校の体育館ということが多いんですが、私たちが避難して生活す

る上でどうなのかということについて地域住民の方で一度話し合いをされた方がいいと思

います。避難所として実際に開設されると、生活空間として建てられていない体育館が生

活の場となります。するとまず床張りですね、ゴザを引いて、それに支援物資として配布

されるのは毛布です。ホカホカの布団ではありません。果たしてそこでそれで大丈夫なの

か。要援護者がそこで生活をするのが難しいのであれば、どうすればいいのか。こういっ

たことを地域住民として、考えておく必要があるのではないかなと思います。もう一つ、

福祉避難所の設置ということも言われていますけど、福祉避難所が設置されるのはどうい

う状況なのか、果たしてそれでいいのかということも実際に確認しておいていただきたい

と思います。もし既存の福祉施設で協定を結んでいるところだけしか対応できなかった場

合、そこの施設も被災しているわけで、その施設を利用している方の対策に追われるとい

うことがあります。果たして何人受け入れることが可能なのかということも考えなければ

なりません。もっと他に公的な施設で福祉避難所に使えるところはないかなどという視点

で提案したり、行政の方々と地域の方々で話し合っていかないと進んでいかないのかなと

思っています。すべてを行政にお任せするのではなくて、民間の私たちが困ることを率直

に伝えて、一緒に話し合って作っていくということをぜひ進めていきたいと思っています。

篠藤 ハード面の整備は、今年経済状況が非常に厳しい中、政府が相当な規模の財政出動

を行って、公共的な仕事を政府が作り出すという大方針が決定されてどんどんやられてい

るわけですね。別府市には優秀な公務員の方がたくさんいらっしゃいますので、千代町は

全国に先駆けるモデルであり、また太陽の家などもあるということで、体育館とかいろん

な施設でももう一歩目配りがいった、高齢者や障がい者の避難所としても理想的なものを

作る公共投資にご尽力いただければと思います。

ここで、会場におられる皆さんの気づき、ご意見をいただいて、課題の共有を図ってい

きたいと思います。

会場からの発言 1

私も防災訓練に参加したんですが、先ほどの消防課長のお話も踏まえて、今回の訓練で

地域のきっかけ作りはできたんですけど、これをもっと具体的なものにするにはどうすれ

ばいいのかなということを考えてみました。子どもの頃は、公民館の集まりがよくあって、
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相撲をしたり野球をしたり、人が亡くなったときにも集まったり、みんなで顔を合わせて

いる状況があったと思います。そういった関係の時には、大丈夫という安心感がありまし

た。もっともっとみんなが集えるような機会があると変わっていけるのかなと思います。

ハード面では、別府市に立派な施設を建ててくれということはすぐにできることではない

んですけれども、昔建てた建物は

要援護者には使いにくいという面

もありますので、そういった点を

改造していただくという取り組み

も必要なのかなと思います。

それから、永石通りにしても流川

通りにしても道がボコボコしてい

る面があるんですけど、そういっ

たところは行政で調べていただい

て情報提供していただくと安心感

が出てくると思います。

会場からの発言 2

民生委員さんでお出でいただいている方、手を挙げていただけませんか。(１０数人挙

手）すみません。先ほど市長さんのお話にもありましたし、消防の方のお話にもありまし

たし、三瀬室長さんのお話にもありまして、「要援護者マップ」のことを取り上げていた

だきましたので、私、実務者としてお話をさせていただきたいと思います。これはご存じ

のように民生委員制度９０周年記念事業として前年度に取り組みまして、自慢ではありま

せんけど、大分県はいち早く完成させることができました。その中でも別府市は完成が早

かったんです。１９年の６月にできました。２５０余名の民生委員がそれぞれの担当の対

象者、６５歳以上の一人暮らし、それから６５歳以上の高齢者世帯、難病を抱えておられ

る方、それから障がい者の方に聞き取りを行ったんですが、一人暮らしの方については１

００％完成しました。高齢者の方、難病の方、障がい者については「個人情報」という問

題が引っかかってきまして、“見た範囲”ということで、民生委員はどなたもそれは十分

に把握ができていませんが、上がってきたデータは８千数百名に及んでいます。今年の４

月からは新しい調査に入り、７月をめどに更新する予定にしています。ただここで申し上

げたいことは、実態が全部はわかっていないということと、先ほどから防災訓練の話が出

ていますけれど、私どもはどういうところにこういう方がいますよということしかお示し

ができないことです。自分たちが実働として動けないということが、高齢のためにありま

す。そういう悩みも持っておりますけど、要援護者のために何らかのことができたらとい

うのが民生・児童委員会の方針でございまして、今日はもっと民生委員さんがお出でにな

っているものと思いましたが、ご都合がおありになったんだと思います。もう一点はネッ

トワークです。別府市は１４００人の福祉協力員を持っています。その福祉協力員の町内

での核になるのがほとんど民生委員です。そういう方々が要援護者のネットを組んでおり

ますので、これから徐々に１００％に近い方向に行くのと、マップには一人ひとりの同意
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をいただきながら調査とは別に地図に落とし込んでいます。ただし、いま申し上げました

ように“見た範囲”ということで頑張っているのが現状です。

篠藤 全国に先駆けて、二百数十名の方々のご努力がここに結晶しているわけですね。大

変貴重な一歩だと思います。また、今日はいろんな方々にお見えいただいており力強く感

じるわけですけれども、別府市身体障害者協議会の西田会長も見えています。昨年度はパ

ネリストとしてご登壇いただいたわけですが、コメントをいただければお願いします。

西田 千代町の皆さん、参加された皆さん、大変お疲れ様でございます。私も千代町の近

くの秋葉町という所に住んでおります。視覚障害者の場合も、阪神淡路大震災での調査を

見ますと、一時避難所までの避難はやはり近所の人に支えてもらったという方が多く、行

政や消防などから助けてもらったということはあまりないと聞いていますし、実際それは

しようがないと思っています。大きな災害になりますと、救助もいろんな役割があるので、

隣近所ということが大切だと思います。ただ、私は６７歳ですけど、秋葉町では８０歳、

９０歳の夫婦とか一人暮らしの方が多いんですね。そうなると助けてくれる人がいるのか

なということが心配になります。それと、この一帯では公的な施設はサザンクロスしかな

いので、あの小さな建物の中に皆が避難できるのかなということも心配しています。

篠藤 ありがとうございました。今日は市長さんが公務多忙な中をご挨拶していただき、

また議会からもご出席いただいております。これは共感の力だと感じています。それでは

時間が近づいてきましたのでシンポジストの皆さんに最後に一言ずつご発言をいただきた

いと思います。

心のバリアフリー・地域のつながり・一人ひとりの行動・人をつなぐ

五反田 今回の訓練とフォーラムを通して感じたことは、ハード面のバリアフリーととも

に、住民とのつながり、心のバリアフリーが一番大切なのかなと思いました。

杉本 組織づくりとかも大切ですが、結局は人なので、近所のおばあちゃんとかに声かけ

をしていって、地域のつながりを作っていきたいなと思いました。

三瀬 別府市は「安全・安心なまちづくり」を掲げていますが、安全を確保できるのは、

一人ひとりの行動があっての安全だと思っています。安全があっての安心だと思っていま

すので、今後も皆さんのご協力をいただきながら安全・安心のまちづくりを進めていきた

いと思っています。よろしくお願いいたします。

村野 先ほど民生委員の会長さんのお話がありましたけど、情報を持っている方がいらっ

しゃるというのはとっても心強いと思います。情報を持ってらっしゃる方、支援をする力

を持っていらっしゃる方、そういう人たちをつないでいって、そこの地域ですべての人た

ちが携わって訓練をしたりとか、研修をしたりとか、例えばマップが作成できているので

あれば、実際に避難行動をやってみないとわからないことってあると思うんですね。そう

いうことを検証しながら本当に安心して暮らせるまちづくりをやっていかなければいけな
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いかなと思いますし、私も今後取り組んでいければいいなと思っています。

別府を全国に誇れる街に

篠藤 全国的にも大きな一歩を踏み出したこの千代町の防災訓練は、千代町でも会長さん

が言われましたようにますます深めていくものだと思いますし、別府市１４５の自治会に

１つでも増やしていく、体験を共有する。こういったことがクロスされて、行政、議会、

そして住民の様々な団体が一歩前に出て行くということが起きれば、別府市は全国に誇れ

る街になるんだろうなと思いまして、二年間にわたってこういう企画に取り組んで、貴重

な場を持たせていただいたことに心から感謝申し上げます。本日はどうもありがとうござ

いました。

指定避難所サザンクロス入り口

４階の避難室(和室）

市消防本部による研修

最後にアンケートを記入

写真は昨年(2008年)１２月７日

の千代町総合防災訓練の様子
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私たちの提言「防災・まちづくり・条例」
徳田靖之・在宅障害者支援ネットワーク代表

今回の防災訓練、そして今日のフォーラムを受けて、今後私た

ちがどんなことをやっていけばいいのかということについて、少

しだけ意見を申し上げたいと思います。

今回の防災訓練に私も参加させていただいて感じたことがいく

つかあります。災害が起きたときに、私たちは何を一番大切にし

ないといけないか。それは一人では避難することができない人た

ちをどうするのかということ、それが第一点だと思います。

一人では避難できない方たちが、実はたくさんいらっしゃる。

私たちのまわりには必ずいらっしゃる。今回、千代町の説明会に

参加したときに切実な声として住民の方がおっしゃったのは、「千代町には三階建て以上

のビルがたくさんあって、そこで暮らしている方は普段はエレベーターを使っているので

支障はないんだけれど、実際に地震が起きたときにはエレベーターは止まる。そうなると

４階、５階に住んでいる人たちはどの様に避難ができるのか、切実な問題だ」とおっしゃ

っていました。そういう意味で、一人では避難できない境遇に置かれている方々は、私た

ちの想像を超えてたくさんいらっしゃる。そういう方たちが、どの様な災害が起きても安

心して暮らしていける状況を作り出すことが、私たちが住んでいる別府という町を誰もが

安心して暮らしていける町にしていくためにすごく大切だということですね。

そしてそういうまちづくりがどうすれば可能になるかと考えてみますと、これは市長さ

んだけが頑張っても、行政がいくら力を尽くされても、それだけでは簡単にいかないと思

います。そういうときに一番頼りになるのは、隣近所に住んでいる人たちです。そういう

方たちがスクラムを組んで必要な人に援助をしていけるのか、そういうものを作り上げて

いく、隣近所のふれあいをどうつくって深めていくのか、それが大切だと思います。その

中心に先ほど言われてました民生委員や福祉協力員の方々がいらっしゃるのだろうと思い

ます。ということは、災害時にどの様な安全をつくるのかという問題は、私たちの町がど

れほど隣近所の人たちがお互いよく知っていて、あの人はどんなことに困っている、どん

な支えが必要かということがわかる、安心して暮らせるまちづくりに結びつくのではない

かと思います。これは行政におまかせする問題ではなく、私たちが住んでいる地域で、私

たちがどれだけ地域の人たちを知って、困ったときに助け合える「ネットワーク」を私た

ち自身がどうつくっていけるのかということになると考えます。

では、そういうネットワークを市をあげてつくっていくためにはどうしたらしいのかと

いうことを、これから皆さんと一緒に考えていきたいなと思っています。そういう、誰も

が安心して暮らせる県や市を作っていこうとつくられたすばらしい条例があります。それ

が、「障がいがある人もない人も共に暮らしやすい千葉県条例」です。これは、千葉県が

多くの県民の人たちに参加を呼びかけて、条例づくりのための委員会をつくって時間をか

けて、皆さんでどんな条例が出来上がれば千葉県が誰もが安心して暮らしていける県にな

るのかを議論した上で、議会を説得して作り上げたものです。別府市にも安心安全のため



- 29 -

の条例はあるんですけれども、この千葉県条例に学んで、どの様な条例が出来上がれば私

たちが本当に安心して暮らせる別府市づくりができるのかを、行政、議会と私たち市民が

一緒になって考えていくような運動を、これから皆さんと一緒に起こしていきたいなと考

えています。

そういうことを今回の防災訓練及び今日のフォーラムを受けての「私たちの提言」とし

て皆さんにご提案申し上げたいと思います。今日を新しい別府づくりの第一歩としてこれ

からの条例づくりの取り組みにご参加いただくようお願いして提言を終わります。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

閉会あいさつ
松浦実・自立生活センターぐっどらいふ大分事務局長

多くの皆さんにお出でいただき、長時間にわたってご参加く

ださいまして大変ありがとうございました。

また、防災訓練にあたって消防や関係団体の皆さん、そして

自治会の皆さん。皆さんのお力があったから今回こういうこと

ができました。

これを契機に各自治体で防災訓練を広げていただけるとうれ

しいと思います。これが終わりではなく、ここから始まりとい

うことで今日のフォーラムを位置づけたいと思っています。

それではこれをもちましてフォーラムを終了いたします。
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参加者アンケートより

２４名の参加者よりアンケート回答をいただきました。今後の参考になる内容でしたの

で、ご記入いただいた記述を全て紹介させていただくことにしました。

障がい当事者の声

・今まで全然気がつかなかったことに気がついた。

・地域防災のテーマにおける問題点や課題がイメージできた。

・これからの地域のあり方やネットワークづくりの必要性を感じた。

・神戸の際の事例が参考になった。

・シンポジウムの方々の提言、地域住民との交流が参考になった。

・もっとこのような会を実行していって欲しい。

・いつも障がい者の立場に立った働きや地域づくりをしていただいてうれしく思います。

ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。

民生委員の声

・防災訓練を実施した体験報告は具体性があり身につまされました。

・防災に対する心構えなど再確認した。本気で考えなければいけない。

・前もって心しておくこと､今薄れている隣組み精神、気づきを自分だけでなくまわりの

人と共有する大切さを感じた。

・日頃からの危機管理意識を高め、小地域で連携すべきことがわかった。

・できるだけ多くの地域の方へ声をかけ、日常の状態を心しておきたい。また地区長へ伝

えておきたいと思います。

・昔のような近所の人のつきあいのあるあたたかいまちづくりが今の私の願いです。やさ

しさは強さなので､自分のことがまずできるように､その上でまわりの人と力を合わせられ

るように、日頃から心がけたいと思います。地域の行事には一人でも多くの人をさそいた

いと思います。

・シンポジウム、大変勉強になりました。忘れず、心して向かいたいと思います。

・準備の必要性（食糧･水･衣類その他）。災害時の心の準備。「向こう三軒両隣」（近所の

人びととのつながり）の重要性。常日頃の防災訓練の必要性。

・行政･自治会・ボランティア･民生委員等の連携の強化。

・民生委員をしているので地域住民の安否確認をしていこうと思います。地域の高齢者、

一人暮らしの方々を特に気にかけたい。視覚障がいの方々とつながりがあるので､その安

否も確認したい。

・地域の実情を行政は把握していない（しようとはしているようだが）。自治会のみでは

対応が難しい。自主防災組織があっても､何年も前のもので､転入・転出による改訂を要望

しても､全く取り合わない。地域では自治会長の行動力が最も重要であり､行政は自治会長

を強力に指導、監督すべきだ。。
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・自分一人の力では助からない。近所の方々との常日頃のつきあいが大切。公的機関の援

助はすぐにはうまくいかない。

・要援護者の名前、住所が把握できない（一部は“防災マップ”で把握しているが）。

・大災害が予想されている現在、個人情報を主張することは大変困る。支援活動をしやす

いように情報を明らかにすべきだ。マップ作成などで不便を感じた。地域の正しい情報を

把握することが大切だと思う。。

自治委員の声

・実際に訓練を行い､その上でのフォーラム。昨年から来ており、参考になります。あり

がとうございます。

・要援護者と支援者､災害本部との関係図などが参考になりました。

福祉関係者の声

・近所づきあいが大切だと思っていても相手が煩わしいと思っていたならば不快な思いを

するだけではないかと思っていたが、今後は勇気を持って関わっていきたいと思った。

・どの様なことをすればよいのかが少しわかった。

・防災について再確認できた。

・障がい当事者もそれぞれで考えて準備していて欲しい。また介助経験者でなくても対応

できるように、自分の体のことを手伝いに行った人に伝えられるよう、いろんな状況を想

定してイメージを持っていて欲しい。

・自分の身を守れば支援者にもなれる。

・障がい者以外にも参加して欲しかった。市として広報活動をして欲しい。知らない人が

多い。関係ないではいけない。

・地域での隣組を密接に取り組んで災害に備える心構えが必要である。精神障がい者への

偏見をなくし正しい理解を進めることも必要。

住民・ボランティアの声

・訓練を行うことで､考えるだけでは気がつかない問題(課題)が見えてきました。（住民）

・まずは地域との交流・共助がポイントという点。地域ぐるみの取り組みが必要というこ

と。（ボランティア）

・地域において顔見知りになっておくこと。（ボランティア）

・住民ネットワークの必要性。（ボランティア）

・今日のフォーラムで地域のつながりの必要性を特に感じたが､千代町の１２月７日のこ

とを思い出しました。集まった人たちの中で知らない人たちがかなりいました。本当に地

域のつながりの必要性を感じた１２月７日でした。（ボランティア）
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「防災とまちづくりを考える」
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