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はじめに

この冊子は、大分県社会福祉協議会の福祉ボランティア事業の助成を受けて下記の日程

で行った平成26年度「障がい者等の防災を考える研修会」事業の報告書です。冊子作成

は事業に含まれませんでしたが、寄せられた声が貴重であること、そして様々な障がいご

とに災害対策を考えるこのような取り組みが全国的にも例がなく、知っていただく意義が

大きいことから作成することになりました。

この小さな報告ですべてを伝えることは難しいと思いますが、災害の被害を受けやすい

障がい者や高齢者など災害時要支援者の防災に各地で取り組まれている皆さんの参考にな

り、対策を進めるために役立てていただければ何より幸いに思います。

2015年3月

編集代表 村野淳子
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平成 26 年度「障がい者等の防災を考える研修会」事業について

目 的

この事業は、福祉フォーラムin別杵速見実行委員会が、社会福祉法人大分県社会福祉協議会が実施

する福祉ボランティア専門研修事業の一環として行うもので、以下の3つを主な目的にしています。

（１）障がい当事者や家族、支援者等が災害を知って備える。

（２）一般住民にも啓発活動を行い、災害について知り、備え、命と暮らしを守るための仕組みづ

くりへの参画を図る。

（３）行政としても災害時の要援護者支援に必要な情報や連携を事前に取得できる。

内 容

講演会

第1回「大分県の災害を知る」 京都大学大学院教授 竹村 惠二 氏

７月２７日 別府市社会福祉会館

第2回「東日本大震災での避難所調査から」 IIHOE代表 川北秀人 氏

９月７日 別府市役所 レセプションホール

第3回「被災地の現状から、どう備えるか」NPO法人さくらネット代表 石井布紀子 氏

１２月２０日 別府市役所 レセプションホール

障がい別研修会

９月１３日 知的障がい者の災害について べっぷ優ゆう

９月２１日 視覚障がい者の災害について 別府市身体障害者福祉センター

１１月 ９日 聴覚障がい者の災害について 別府市レセプションホール

１１月１５日 内部障がい・難病患者の災害について 別府市社会福祉会館

１１月１６日 精神障がい者の災害について 小規模多機能型居宅介護事業所いずみ

１１月３０日 身体障がい者の災害について ユニバーサルスペース夢喰夢叶

まとめと報告の会

１月１０日（平成27年）これまでの研修会のまとめ 別府市社会福祉会館

コーディネーター 別府大学教授 篠藤明徳 氏

２月２１日（平成27年） 関係者のディスカッションと報告会 別府市社会福祉会館

コーディネーター 在宅障害者支援ネットワーク代表 徳田靖之 氏
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１，講演会の報告

(1)大分県の災害を知る
平成26年７月２７日･別府市社会福祉会館

京都大学大学院教授 竹村 惠二 氏

はじめに

地震の研究には３段階あります。

①大地がどう動くか－自然科学

②大地がどう作用するか－災害科学

③人々がどう影響を受けるか

1995年に阪神淡路大震災があり、私たちはいろんな経

験をしました。その結果、このような発想をするようにな

りました。①と③をつなぐのが行政の役割になりますが、

別府市はここ２、３年、防災では先進的な取り組みをしていると認識しています。

南海トラフ地震を知る―揺れと津波

南海トラフ地震は、東日本大震災と同じような現象を起こすだろうといわれています。この地震は

１００年に１回位、マグニチュード８．３とか８．４位の規模で起きていますが、何回に１回はマグ

ニチュード８．６から９クラスの地震を起こしてきた記録があるとされています。南海トラフ地震が

マグニチュード９で起きると、南海トラフの一番西側が割れたときには震度６強の地域が少しあって、

南の方が震度６弱、北の方が大体震度５強になると想定されています。

では、最大規模の地震が起きたときにどれくらいの津波が出るか。国の中央防災会議で昨年、南海

トラフ巨大地震の被害想定（第二次報告）が出されています。津波は３．１１の被害が大きかったこ

ともあって、大きくクローズアップされていますが、海岸線に住んでいる人にとっては重要でも、陸

にいる人にとってはそれほど大きな影響があるわけではありません。

津波対策を考えるときに重要なのは、高さと時間です。地震は１分位揺れます。２分後に津波が来

るとほとんど逃げられない。和歌山や高知はそういうことになっています。大分の場合は、佐伯市で

２５分位です。そうすると２０分位逃げる時間があります。２０分で津波が届かない高さまでどう逃

げるか、可能な方法を自分たちで考えておこう。こういうメッセージが送られています。

高さは、大分県では佐伯で最大１３．７メートル、別府では６メートル位とされています。別府で

は、他にも別府湾と周防灘で起きる地震も考えられます。

災害対策は具体的に

災害対策は具体的でなければなりません。ここに段差がある、ここに坂道がある、こう逃げればな

ど、自分の目で確かめることが重要です。そうすると自分の動き方を考えることができます。

低頻度巨大災害対策だけでなく、土石流、洪水、高波、地滑りなどにも注意する必要がある。別府

にはこういう場所が結構たくさんあります。地球はいろんな動きをします。急な動きを起こしたり、

安定した動きで私たちに利益をもたらしたりしますが、その動きを感じながら理解し、一緒に進んで

いく必要があると感じています。そうすると、どういうことが起こってくるかわかってきます。どう

いう時間でどういう形で逃げる、避難するということをつくっていただいて、そうするとここではこ

ういうルートが必要、こういう傾斜の道を作る、手すりをつくるということなどを含めてやっておく

ことが必要になります。そのためには観察をして、ちゃんと診断をしておくことが重要になると思っ

ています。
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講演会の報告 ２
(２)東日本大震災での避難所調査から

９月７日･別府市レセプションホール

IIHOE【人と組織と地球のための国際研究所】代表 川北秀人 氏

一番大切なことを話します。八つあります。

一つは「他地域の実践を学ぶ」こと。

二つ目は「自分の地域の人口構成の今後の見通しを知る」

こと。

三つ目に「多様な被害想定に基づく、地域の被災状況の

見通しをつくる」。豪雨、地震、津波など、自分たちの地域

に起きる可能性がある災害を知り、どのような被害が起き

るか知ること。

四つ目、「各戸の『ニーズの種』情報を、合意に基づいて把握する」。“救急医療情報キット”をご存

じですね。冷蔵庫に入れているものです。おじいちゃんおばあちゃんで書けない人もいますが、進ん

でいる地域では、ボランティアが聞いて書き起こし、その緊急医療情報を近隣の方と共有するという

取り組みをしています。

五つ目、「『訓練っぽくない訓練の機会』を積極的に設ける」。訓練を積極的にする人は多くありませ

ん。災害に詳しい人も増えているが、実際にはそういう人が被災するわけではない。地域の人に訓練

に参加してもらうために､知恵を絞って訓練という名前でなくバーベキュー会、雪よせコンテスト、避

難食レシピづくりなど、“隠しテーマ”で訓練を行っている地域がある。例えば、避難食にアルファ米

があるがおいしくない。夏の災害時に一番こわいのは脱水症状、次に栄養失調です。エアコンも効か

ず、暑くて食べられないからです。その時、アルファ米をそのまま出すのではなく､ちょっと味付けし

たい。どういう味付けをするかというレシピコンテストを行って､「はい集合！」という形で集まる。

これだと訓練っぽくなく集まりやすい。こんな発想も大事だと思います。

六つ目、「多様な想定で運営訓練する」。災害が起きる前から、アセスメントを行い、運営体制を考

え訓練しておく。

七つ目、「在宅被災者の訪問調査＋支援も訓練する」。私は「避難所と言うのはやめましょう」、「避

難所から被災者支援拠点へ」と言っています。避難所は避難所に来た人しか支援しないのです。「なぜ

外の人に食べ物を渡さなければならないのか」となる。残念ながら東日本大震災でも広島水害でも起

きました。しかし、避難所に来にくい人がいる。来ても中に居続けることができない人もいる。中越

地震の時に車で死亡するエコノミー症候群が問題になった。これは避難所が狭いからではない。内臓

障がいの人、いびきをかく人など様々な理由で避難所に居づらくなると車に行く。足を動かさないと

血栓ができる。家に真っ先に戻る人もいる。そういう方々の被災状況も､周囲の人の力を借りて支援を

行う必要があります。そのためには、「避難所ではなくて支援拠点」にして「避難した人だけを助ける

のではなく､被災した人すべてを助ける」という拠点に進化していかねばならない。国もこの問題には

気がついて、１次避難所、２次避難所という形で機能を少しずつ進化させているが、まだ「避難所」

なので、そこに行かないと支援してもらえない。このままでは高齢者が多い地域、障がい者が分散し

て住んでいるところでは支援が難しい。

八つ目、「医療・福祉・ケアなど、地域の内外の専門家・機関・NPOとつながる」。平素からつなが

っている事が重要。大雨が降ったりした場合、「大丈夫ですか」「出て行きましょうか」と声をかけて

くれたり、ピンポイントで支援に来てくれる様な関係づくりをしておくことが大切だ。
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講演会の報告 ３

(３)被災地の現状から、どう備えるか
１２月２０日 別府市レセプションホール

講師 NPO法人さくらネット代表 石井 布紀子 氏

（１）これまでの研修報告

９月１３日から１1月３０日まで、別府市内で行った６回の障

がい別の研修（聴き取り）について、それぞれの担当者から報告

が行われました。

そのなかで、障がいがある人が持つ具体的な不安や課題（情報･

移動・避難所・備品・訓練・地域や周囲の人との関係など）が明

らかにされました。

（２）「被災地で障がい者のおかれている状況を確認し、備える方策をさぐる」

講師の石井布紀子さんは、障がい別の課題の報告を受けて、以下のような講演を行いました。

私は阪神淡路大震災で被災し、3つの家具の下敷きになり自力で30分かけて脱出した。爆発事故に

巻き込まれたかと思った。8割の家が全壊した地域だった。障がいがある子の支援をしていたので、3

00世帯の子どもの安否確認にまわった。その時900人の遺体を目にした。そのショックで3年後に記

憶喪失になり、今は当時の48時間の記憶がない。ひたすら動いたが、助けてあげられなかった人もい

た。申し訳ないと見捨てたところもある。そんななかで、市役所と社協の職員が動けず、526人の高

齢者・障がい者が救援を求めていたため、おむつを必死で届けた。

すばらしい取り組みにも出会った。西宮市の障がい者施設は避難所に隣接していて、たくさんの情

報が集まり、「これがほしいリスト」をつくった。具体的なリストがあると、集めるのは楽になる。善

意の思い込みよりも、正確な声を集めることがとても大切だとわかった。また、知的障がい者の施設

には一般の人も避難してきたので、運営に工夫していた。掃除が行き渡らないので掃除ボランティア

を依頼してきたので、毎日10人に行ってもらったが、行った人がみんな元気になって戻ってくる。「困

り事」を抱えている人たちが発していることが本質を突いているのだと感じた。

「メインストリーム」の取り組みは画期的だった。別府の今の動きと同じように、障がいがある人

が自らサービスを作り出していった。行政に提言をする役割も果たしている。しかし、私たちがおむ

つを運んだ526人の高齢者･障がい者は280人が2年以内に亡くなった。

その後、法律は大きく変わってきており、被災者への生活支援にも関わるようになっている。「ボラ

ンティア活動」も大事にしようとなってきた。また、障がいがある人との協働も大事といわれるよう

になり、「女性と防災」についても政策化されている。また、最初は「避難をどうするか」が課題にさ

れたが、「避難所」がクローズアップされるようになった。避難所訓練をした方は？まだ少ないですね。

避難所の大切さは、関連死の多さからも明らかだ。東日本大震災では3000人を超えた。また、南

三陸町では障がい者の死亡が多かった。今日報告された声はとても大切で、広く伝えていくことがき

っと社会の役に立つ。

今日の声に一般論を足して、「チェックリスト」を作成した。この視点は、日本全体のチェックにも

役立つと思う。

1，生き延びることをあきらめない ２，命を守る大切な資源を地域ごとに確保する ３，水と非常

食を確保する ４，避難場所を確保する ５．病院を確保する ６，経験を語り継ぐ ７，訓練に

参加する ８，災害時の障がいごとの特性を想定してみる
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２，障がい別研修会の報告

(1)知的障がい者の災害について
【日時】平成２６年９月１３日 １３：３０～１５：３０

【場所】ＮＰＯ法人べっぷ優ゆう

【研修担当者】べっぷ優ゆうを支える市民の会 渡邉曉子

話し合い参加者 ３１名（優ゆう保護者15名、優ゆう職員９名、市役所１名、

地域２名、他地域の民生児童委員１名、福祉フォーラム４名…１名は保護者）

村野淳子さん（大分県社会福祉協議会）から初めに

○何かが起こったとき弱い人達が犠牲になる。

○要援護者として障がい者は今までひとくくりにされてきたが、障がい種別にどんな課題があ

り、何が必要なのか皆さんの力をお借りして出していただき、できるならしくみにして行きた

い。

話し合い内容

１． 日頃の準備

○入院のための荷物と紙おむつはいつも入口に用意している。

○防災グッズを家族一人ずつに用意している。

○自分たちのことは最低限用意している。

○日頃あまり考えていなかった。（多数）

２． 避難について

○避難所には行けない、行かない人が多い。（避難する意味が理解できないし、初めての場所に

は不安があり、動かない。）

○非常時にパニックになるのではないかと心配。

○一人では判断、行動ができないので、障がい者が一人でいる時に災害が起きたらどうなるか

不安。

○決められた場所に行けない（慣れた場所や人でないと動かない）ので親が自分で考えた場所

へ連れて行く。

○身体障がいで車いす生活なのでエレベーターが使えなくなると避難できない。家で過ごすか

な。

○べっぷ優ゆうでは避難訓練を年2～3回行っている。初め動かなかった仲間が繰り返すうちに

上の避難場所まで行くようになった。

３． 避難所生活その他行政への要望など

○避難所で集団生活をするのは難しいので何とかして自宅で過ごすしか方法がない。

○福祉避難所がどこにあるのかわからない。

（→県のホームページを見るとよい。既存の福祉施設と協定して作ったのが多く、細かな配

慮はできていない。）
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○情報が伝わっていない。

（→情報がメール受信できるように今している。ヤフーなど大手企業。情報が入手できるよ

う登録しておいた方がよい。）

○海岸近くに住んでいるので地震の時に肢体不自由の子と避難しようとしたが、避難先の整肢

園でも当直の人はよくわからない様子だった。非常時のことをもっと具体的に教えてほしい。

○日頃のんでいる薬が手に入るか心配。

（→お薬手帳に記載があれば、ボランティアセンターに連絡するとよい。）

○使いなれたトイレの様式が要る。洋式トイレでないと和式では困るという人もいる。

○非常時にも慣れた場所と人がいる優ゆうへ来ることができたら助かる。

○知っている人にしか気持ちを伝えられず、集団に入れないので、知っている人のそばがいい。

○一般の避難所では安心して生活できない。

○一人だけだと自分で伝達、行動が出来ない。まわりの人がどうサポートできるのか。支援体

制がほしい。

○障がいがあることが分かっての対応が避難所で出来るのか心配。専門家がいてほしい。

○何かあるとパニックになるので、情報を書いたものを駅、交番、他へ届けている。

○行政はあまりあてにならないので自助から考えるのがよい。

○行政はどの障がいの人がどこに住んでいるのか把握しているのだろうか。

（障害福祉課では把握している。自治会単位では？）

○障がい別のタイムラインが要るのではないか。

（できないことはないだろう。）

○避難所での障がい者との住み分けはまだできていないのか。

（できていない。）

○地域に頼れない。自治会に入っていない人もいる。自治会の取り組みは地域によって差があ

る。

（地域で命を守るようにと国は言うが、地域ではどうしていいかわからない。どこにどんな

人がいてどういう対応が必要か、自分たちで出来ること、出来ないことを明らかにして解

決策を見出す方法を探らねばならない。）

４． 村野さんからまとめ

○親が亡くなっていない時のためのＳＯＳカード

障がい者本人が伝えられないので必要な情報を記入して服の後ろに縫い付けている例がある。

○避難所から支援拠点へ変える方向へ

避難所にいないと食事や物資が届けられないのではなく、在宅の人も支援していく方向へ。

家が安全で水、トイレ、食事があれば避難所に行く必要はない。

５． 今後への要望など

① 個人情報の共有

○障がい者本人が自分で伝えることが出来ないので、各人の必要な個人情報をまとめたものを

本人や本人の周辺、行政、福祉避難所など複数で共有しておくと安心。安心カードとでもい

えるものの整備が必要だと思う。

② 福祉避難所について

○どこに福祉避難所があるのか日頃から情報をしっかり伝えて欲しい。
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○知的障がい者はこだわりが強く、日頃と同じような状況でないと過ごしにくいので、なるべ

く日常に近い環境を作って欲しい。例えば避難所に欲しいものとして、洋式トイレと和式ト

イレ、テレビ、絵本、音楽、電源（医療的ケアが必要な人もいる）などがある。

○避難所の備蓄品としておむつなども欲しい（大量には持って行けない）。

○障害者のことをよく理解できる専門家が避難所にいてほしい。

③ 在宅者にも支援の手を

○避難所での集団生活が難しいので、出来るならば自宅で過ごしたいというのが保護者の願い

である。在宅者の情報確認を速やかにして在宅の人にも食事や支援物資が届けられるように

してほしい。
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(2)視覚障がい者の災害について

【日時】平成26年9月21日10:00～12:00【場所】別府市身体障害者福祉祉センター

【研修担当者】福祉フォーラムin別杵速見実行委員会 代表 西田幸生

参加者：別府市視覚障害者協会 １４名 福祉フォーラム：西田・首藤・村野

１，開会あいさつ

福祉フォーラム 西田 幸生 氏

２，開催趣旨説明

福祉フォーラム 首藤・村野

３，自己紹介

４，話し合い

まず、災害のイメージを持っていただく。

自宅で揺れがあった際にどのような行動をするのか？

（１）災害に見舞われたとき

・自治体に連絡し、何処に避難すれば良いか聞いた

→場所が遠く移動は無理。5分か１０分程で到着できる場所が良い

・治療院経営（自宅は隣）。揺れの時は、治療台の下に盲導犬と避難

・玄関には何も置いていないので、玄関へ

・枕元にスニーカーと着替えを置いている

・ふえが有効（西田さんより全員にふえがプレゼントされた）

・物が散乱しないよう準備できているか？

・どうするのか知識が必要

（２）情報入手などについて

・別府は地域放送がない。

・要援護者のタクシー対応無線は、高齢者だけ

・どこからも連絡はない

・2年前民政委員などが来て、冷蔵庫に情報キッドを置いている

・災害の種類によって避難するかどうか決める

・視覚障がい者協会から連絡←通常、電話対応なので無理

・行政からのメール配信を受けている人が少ない

→メール配信があることを知らない

（３）避難について

・周りの人は私のことを知らない（障がいがあること）

・周りは高齢者ばかりで頼める人がいない

・以前お願いしたら、自分のことでいっぱいで無理ですと断られた

・自分の身を守り、避難しない方が安全だと思う

（トイレ・水・食事があれば落ち着くまで…火災や津波時は別判断）

・自分を知っている人を増やす必要がある

・地域の行事に参加し、認知してもらう

→参加するにも支援者が必要なので参加できない

・津波避難ビルという行政と協定を結んでいるビルに避難する
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・近くに避難所を事前に確認しておく

・一人だったら近所の人にお願いするしかない

・近くに息子がいるので一緒に（それぞれ事情が違う）

・避難するかどうか選択できると良い

・家族と一緒の避難が良い

・声が頼りなので、仲間と一緒に避難生活が出来ることが望ましい

・被災していない地域に、みんなで一緒に避難する

（４）備蓄品

・準備している

・何を持っていけばよいのかわからない（重すぎると動けない）

・薬・手帳・食事（手間がかかるものは無理→アルファー米・缶詰・

乾パンなどがあると良い）

・携帯ラジオ・携帯・薬・ウェットティッシュ・ティッシュなど

（５）安否確認（登録） （手帳保持者）

・視覚協会登録者８０人→別府市全体で５００程度いる…網羅は無理

→手帳は市行政が…更新（進行）は申告制（診断書が必要）

・協会・行政・自治会と多くのところへ状況提供することが良い

・名簿を作成して良いのか←問われたことがない

→行政も非常用と日常の使い分けをしてほしい。命が一番です。

・登録制度も知らない←現在の制度を調べる

・ある程度情報を渡さないと支援できない

（６）避難所

・移動できないので無理（誘導してくれる人が必要）

・場所が把握できない（メンタルマップ）

・トイレなど困難

・知り合いがいると安心（いつものメンバー）

・津波の場合は、高いビルに避難する。避難所にはいかない方が良い

（７）心配なこと

・津波が来る←日中はだれもいない

・情報が入ってくるか→地域放送設備がない→ラジオを携帯しておくことが一番有効
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（３）聴覚障がい者の災害について
【日時】平成２６年11月9日10:00～12:00【場所】別府市役所レセプションホール

【研修担当者】大分県社会福祉協議会／大分県ボランティア・市民活動センター 村野淳子

参加 別府市聴覚障害者協会 １８名 福祉フォーラム実行委員会･別府市市障害福祉課 他

不安に思っていること

・火事の時、わからないので逃げられない。夜起こされるとわかるが、眠っているとわからない。

・火災報知器は耳が聞こえる人にしか対応してないので、私たちは付けていても意味がない。

・赤いライトはわかるが、フラッシュライトではわからない

・赤に変えるだけでもわからない

・パトライト（玄関に来たときに点く）は寝ていると分かりにくい。

・アイドラゴン（緊急用）は持っていない｡

・ガス漏れの時も､感知器ではわからない

・避難所が遠いときの移動はどうすればいいのか

・家のまわりの人にお願いしたら､わからないといっていた。

・逃げるときは自分のことで精一杯で人の手助けをしてくれると思わない。側溝に落ち葉がたまって

市の清掃が除去したが、またたまって自宅が浸水した。そんな時でもしてくれないのに､災害の時にし

てくれないのでは。

・家の裏が崖。聞こえないので、地震で土砂が流れてくるのがわからない。また、家のまわりが狭い

ので、ブロック塀が倒れると逃げられない

・どこが安全か？

・逃げるとき一番大切なものは水か？

・水は準備しているが､長持ちするか

・支援の人にだまされることは？

・市営団地が災害で壊れたとき､誰が修理するのか

問題点

・ハザードマップは高齢者にはわかりづらい

・１人暮らしの高齢者が多いので、訓練や把握をすることが必要

・避難訓練をしていない。

・消防の呼びかけで訓練したことはある。

・避難訓練が地域でない。

・訓練には手話通訳がついていない。

・１１９に登録しているが、消防は質問しても対応できない、わからないという。災害が起きたとき

に、家を壊して入っていいかと言われたが、それは人によって違うので､そのままになっている。消防

と何度も討議してきた。

・逃げるときに協力してくれる人がいない。

・コミュニケーションが難しいため、人と関係づくりが難しいところがある。

・近所の人に理解してもらえるといいが、近くの人とコミュニケーションがない人もいる。

・地域の話し合いは聞こえる人たちだけなので、私たちは内容を把握できない。事情がわからない。

・聞こえる人はろうあ者がどの人かわからない。少ないので。

・手話通訳がいなかったら理解できない

・避難所に手話通訳がいると安心。

・消防は火災予防に昔は拍子木、今は放送しているが、聞こえない
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・聴障協から連絡があるとメールで皆に回すが、持っていない人への連絡はできない。

・携帯を持っている人は１８人中７人

・聴障協からのファックス連絡は、登録している人にはあるが、登録していない人にはない。聴障協

に加入していない人、難聴の人はわからない。全部つかみ切れていない。

・全部の人に情報が届く仕組みはない（３，４年前、登録について市から話し合いがあったが、まと

まらなかった。）

・地震の時、家の中に逃げる場（シェルター）を作ってもらえるのか？

・避難準備品を２年前に市役所にもらったのに忘れている。

・一般の人の手話が広がってほしい。

解決の方向性

・ハザードマップで確認する。

・災害想定の周知 南海トラフの津波は１時間、別府湾の場合は何分と知っておく。

・とっさは逃げなければ｡その時は家のまわりの人に助けてもらいたい

・事前に手話通訳と一緒に民生委員の所に行って話す

・消防署を呼んで話を聞く。

・勉強会や訓練をする。

・１１９番緊急メールに登録

・メールとファックスだと全員に届く

・落ち着いてから手話通訳を派遣してもらえば

・民生委員さんが手話がわかれば

・筆談用具、カード、指文字ポスター、文字盤、筆談などの活用。

・身振りで、あぶない、ごはんなど簡単なもの（指文字は無理・手話の逃げるは高齢でも覚えられる

・カードは見ないことも・言葉より絵がいい・外国人も絵がいいのでは・筆談と絵とかカード・避難

所だけでなく｡家にいる人にも役立つかも・スクリーンは使えるか？など多くの意見があった）

・周囲の人にあいさつしていれば、無視する人はまずいないと思う。日常から付き合いを

・災害の時にはいつも怒っている人の所には行かない傾向がある｡実際に起きている。日常どう地域と

付き合うか

・悪い人が来ることもある。市や社協等きちっとしたところの人を信頼すること。ネームプレートで

証明を確認する。

・避難用物資は３日分準備する必要がある。玄関とか車などに少しずつ置いておく。

・人と共有できないもの、例えば入れ歯､薬、眼鏡もなど。水は外部から送り込むことができる。県全

域が被害を受けることはない。お薬手帳は大切

・水道水はカルキが入っているので､空気が入らなければ長持ちする｡時々揺らすといい。リュックに

入れておいた方がいい。

・安全な場所は、家の中でテーブルの下など安全な場所を見つけて決めておく。

・公的なシェルター設置は無理だが、耐震診断と補強はしてもらえる

・わさびの強い臭いで火災などを知らせる機器がある。

村野まとめ

・自分自身が災害の知識を持つこと

・勉強会を持って､知って､まず自分でできることをする

・訓練に参加する

・「自分でできること―まわりがすること―仕組み」をまとめて皆さんに渡したい。
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（４）内部障害･難病患者の災害について

【日時】平成２６年11月15日（土）14:00～17:00 【場所】大分県ニューライフプラザ

【研修担当者】在宅障害者支援ネットワーク 小野久

参加者 １５名 福祉フォーラム実行委員会・杵築市障害福祉係 他

最初に大分県社会福祉協議会の村野淳子さんが趣

旨を説明し、各難病・内部障がい団体から現状と課

題を報告し、意見交換を行った。

大分県腎臓病協会

・東日本大震災ではかなり衝撃を受けた。避難場所

や施設･病院の電気や水の確保は大丈夫か。

村野淳子 避難場所は公共的施設、マンション等、

一般と同じ。透析設備の維持が課題。壊滅の時は近

県に行くしかない。病院が必要だが、通院送迎の確

保が課題になる。

広範囲で被災した場合、県や医師会とタイアップすることが必要。病院・施設ごとの情報はあるので、

受け入れ体制をつくってもらう必要がある。被災していないところに避難するのが一番いいと思う。

・それがいいが、いつも行っている病院の方が安心感がある。医療スタッフも移動できれば。

・まわりの人たちが知らないこともある。オープンにできない場合もある。

村野 言った方がいいのでは。

・不安はいつも募っている。

・食事が、何でも食べることができない。バナナがダメとか。

村野 救援で最初に来るのが①パン②おにぎり③弁当になる。

・避難用の乾パンを持っていた方がいい。

・水分が少ないもの、カリウムが少ないものが必要。

日本リウマチ友の会大分県支部

・人工呼吸器から歩ける人までそれぞれ違う。電源は命に関わる。自助、公助、共助は考えている。

情報をまず的確に伝えて欲しい。薬を入手できるかが心配。

村野 お薬手帳で処方箋を出せる。１週間分準備していれば、あとは医療連携、薬局との連携があれ

ば対応できる。避難所は公民館や体育館なのでほとんど床。座れない。生活できない。ベッドが必要

になる。福祉避難所を充実させ、あちこちにつくる必要がある。まず１次避難所に行それから2次避難

所になるが、２次避難所＝福祉避難所もだんだん増えている。市町村を越えた受け入れ体制があると

いい。その次に入る仮設住宅は、入り口、トイレ、風呂などバリアフリーになっていない。障がいを

考えた仮設住宅が必要。

・避難所では段ボールベッドも

・薬は保険証なしでもらえるか？医療費助成は？

・東日本大震災では病院そのものがずたずただった。

村野 薬については、大分は薬剤師会が一生懸命。県内に６拠点を設け、お薬手帳で対応する。福祉

避難所は、様々な課題がある人と一緒になるが、抵抗感がないか



- 13 -

・そこは言っておられないと思う。命とどっちか引き替えにするか。病気で分けることはできない。

村野 福祉避難所は箱の充実の段階で、中の充実はこれから。近隣県との連携が必要。段ボールベッ

ドは進んでいるがまだ少ない。仮設住宅は、空いている住宅やホテルなども利用できる。優先的な仕

組みを作れないか。

・薬が特殊な場合や注射も心配。

村野 かかりつけ医に｢もしもの時｣を聞いておく。１週間くらいの備えができないか。

ALS大分県支部

・皆呼吸器を使用し、吸引の必要があるので電源が不可欠。器材が多いので積んで出かけるのは難し

い。地震の時は一緒に死のうと言っている。

・地域の人が声をかけてくれた。訓練は１回では足りない。

・福祉避難所に電源があるか。

村野 車のバッテリーでという方法もある。家が大丈夫だったら動かさないほうがいい。そのために

は室内でものが落ちてこないように対策が必要。静岡で、壊れない丈夫なベッドが開発されている。

火災が怖い。いざというとき、指示して動ける人が必要。

・両隣と親しくしておく。電源の対応はできている。台風は大丈夫。強いベッドはあるといい。ALS

は保健所が一人ひとり掌握している。救急車もすぐわかる。難病は把握されていると思う。

膠原病友の会

・患者の状態はいろいろある。見てもわからない人も、歩けない人もいる。

・薬はステロイド。飲まないと一気に体調が悪くなる。１週間から１０日分の備えが必要。余分にも

らって、ローテーションしている。

村野 足の悪い人は、集合場所から避難場所に行き、それから福祉雛所となっているが、身障者用の

ステッカーを持たせて、福祉避難所に行った方がいい。特殊車両、認定車で即動くようにしたほうが

いい。

・昨年県に要望したが、すぐにはできないということだった。

村野 大分別府の場合、車は渋滞するという問題がある。地方では可能かもしれない。移動途中でな

くなっている人もいるので注意しなければいけない。

・行政といろいろ話したが、返ってきたことが少ない

別府市内部障がい者協会（オストメイト）

・オストメイトは医療よりプライバシーが問題。においなどあるので福祉避難所に入れるか。

・トイレで使う水の量が半端でないので苦しい思いをしそう。

・オストミー協会の会員じゃない人は公開したがらないので、災害時、病院も行政も知らない。見た

目ではわからない。登録するかしないかはまちまち。

・福祉避難所にオストメイト用トイレを置いてほしい。災害用オストメイトはある。

村野 大分には置いていない

難病連

・臓器移植した人は皆がいるところには入れない。血液の病気の人は免疫抑制の薬を服用しているの

で、外に出られない、人の中には入れない。個室で空気がきれいなところが必要。

村野 被災地ではないところの方がいい。
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・どこが安全か

村野 南海トラフは津波が届くまで大分で４０分。避難誘導の問題がある。避難訓練の実施と避難場

所の確認が必要。

・申し出の形になっているが申し出る人は少ない。こちらの側の問題もある。

・障がい者は見た目でわかるが難病患者は知られていない。難病患者は治療費の支援くらいしかない。

難病法ができたので、障がいと同じような支援をしてもらいたい。

意見交換

・市町村の実態把握は

村野 市町村ごとに違う。これまで保健所、市町村が対応してきた。別府のような形で下ろしていか

ないと。

・豊後大野市では難病の実態はわからない

・地区社協が見守り隊をつくっているが、支援対象者の名簿ができていない。

村野 本人の意向もあるので難しい問題、粘り強くやっていくしかない。

・どこまで助けるかという問題がある。私は「かまわんで」と言っている

村野 まず自分を助けることが一番。自助、共助、公助

・｢まず自分が助かる｣という意識付けが必要だと思う。本人があきらめていても、周りはほっとかな

い。かえって巻き込んでしまう。

・皆平等に助けなければいけない。

・民生委員が、障がいがある人がいるかどうか知らない

・民生委員は独居老人だけ、もっと掌握すべき

村野 避難所を知る。移動を確保する。訓練参加、地域を知ることが大切。今後、調べる訓練、失敗

する訓練も必要

・地域の訓練には必ず行くが、これまで要援護者のことは言われたことがなかった。地域で一緒に考

える場があるといい。
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（５）精神障がい者の災害について
【日時】平成26 年11月16日（日）13:00～15:00【場所】小規模多機能型介護事業所 いずみ

【研修担当者】精神保健福祉別府家族教室 藤内浩

参加 約30名 福祉フォーラム実行委員会・別府市障害福祉課・東部保健所 他

不安に思っていること

・足が悪い、体が弱いので逃げ切れない。

・災害が起こった時、何を持って逃げたらいいのか心配。

・災害（火災・地震・津波・噴火）によって対処が違うので不安。

・薬が確保できるか不安。

・避難所での生活を考えると不安。

・家族の安否確認が取れるか不安。

・夜間の対応が不安（電源や電話・避難先等）

・携帯は大切なツールだが使えないのか。

問題点

・施設の備蓄、電源・トイレ・食事（施設）

・情報共有をどうするか(施設)

・連絡で携帯が繋がらない時はどうするか。

・薬の管理はどうしているか（施設）

・障がい者の防災のことが広報・周知されていない。

・避難所での生活ができるか。

・二次避難所の問題点（人員確保・交代要員・施設利用者の日常的な支援の継続）

・避難所に行けない人の支援はどうか。

・震災関連死を防ぐケアはどうなっているか。

・医療・保健・福祉・介護の連携が不十分。

解決の方向性

・電源・トイレ・食事の３つが大丈夫なら避難所に行かない方が良い。

・携帯メールは使えるようにしょうとしている。公衆電話は優先的に使える。

・薬の確保については、災害時は移動薬局で対応する。

・お薬手帳の所持、医師会・薬剤師会との連携が必要。

・薬の備蓄は主治医に相談すると良い。

・避難する場合、人と共有できない物を準備する。車などにも水や食料を準備しておく。

・避難先は違う自治体との連携も必要。周囲・近隣の人との関係を作っておくことも必要。

・防災関係のパンフレットを作って配布する予定（保健所）

・避難所に行けない人の支援も必要。

・避難所については「被災者支援拠点」にする。大分もそのような訓練を行っている。

・地域の保健師・包括支援センター・専門家等の連携会議が必要。

村野さんのまとめ

・仕組みにしていきたい。自分でできることはしていただきたい。地域で必要なことは地域に働きか

け、行政とも協力しながら取組みたい。



- 16 -

（６）身体障がい者(肢体不自由)の災害について

【日時】平成26年11月30日(日)13:00～15:00【場所】ユニバーサルスペース夢喰夢叶(別府市)

【研修担当者】NPO法人 自立支援センターおおいた 五反田法行

参加者 １６名（車いす６名：健常者１０名） 福祉フォーラム実行委員会

○目 的○

・みなさんが災害時に課題（困っている）だと思っていることを出してもらう。

・仕組みとしてこんなことがあったらいいなを出してもらう。

・最終的別府市条例等（大分条例や行政の施策）の内容に反映してもらう

○タイムスケジュール○

時間 担当

開会挨拶 １４:００～１４:０５ 五反田

趣旨説明 １４:１０～１４:１５ 村 野

災害の映像※１ １４:１５～１４:２５

グループワーク※２ １４;２５～１５:３５ 各グループ

グループ発表 １５:３５～１５:５０

閉会挨拶 １５:５０～１６:００ 首 藤

※１災害時の映像

・東日本大震災の瞬間（8分） https://www.youtube.com/watch?v=XqP-mar25a4

※2グループワークテーマ

・災害時の困ることや不安

・実際の避難方法（対策等）

・災害時の対策を日頃から考えているか？

・今後どのような取り組み、仕組みが必要か？

○グループワーク意見集約○

★意識

・具体的に災害時にどんなことが必要かを示していく必要性を感じている。

・揺れても倒れてこないようにする。

・起こってみなければ想像が出来ない。

・もし何かあってもどうにもならないかもしれないという頭がある。

（周りの方もすぐ来れない）

・備えは事務所で行っているが個人では出来ていない事実がある。

・介助者としてもどう動いていいのかわからない。

・しなきゃいけないとはわかっているが延ばし延ばしでできない。

・なにもしていない。

・住んでいるところで避難訓練はしている。

・避難グッズは準備しているが、持っていけるか不安。

・車いすにスムーズに乗れる人と乗れない人がいる。

・ベッド上ではどうしようもできない。

・いつおこるのかわからない。

・寝ている時はどうしたらいいのか。

・何が起こっているのかわからないと不安。
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・半分諦めている、どうしようもない。

・何かあった時の対策はあるか？→特に今はなし

・地震があった時に家の方が来てくれた（ＴＥＬもあった）

・震度７が来たら車いすから落ちる可能性がある

・食料の備蓄をしないとと思いながら忘れてしまう。

・避難リュックは作っている（カンパン、水、薬）

★映像をみての感想、困ること、不安なこと

・映像はリアルタイムで見た、車いすは動けないだろうと思った。

・断層破壊を初めて知った（約６分間の映像）

・実際に起きたらフリーズしてしまうのでは（深夜時の起きたときはフリーズした）

・観ているだけでも怖かった。

・灯油がなくて届けに行った団体があった（現地の人から聞いた話）

・ネットワークは強み

・実際に自力で外に出る事は？ 障害の程度による。

・地域のネットワークが必要（日中は介助者がいるけど深夜は？）

・エレベータが停まってしまう、マンションだと人の入れ替わりが乏しいのが不安

・何かあったら声かけをお願いしている。

・こわれると思っていないものもくずれる。動きが取れない。

・道に物があり動けない。

・ガラスが怖い(スリッパを用意する。)

・車いすはパンクしてしまうのではないか。

・水とフランスパン。

・ベッドの場所で落ち着くまで待つ。

・選択が少ない。(車いす、障がいのある人)

・自宅にいた方がいいのではないか。

・自宅にいる方法(どうしたらいいか)

・協定を結ぶ。(ガソリン、薬)

★どういう方法、迅速に避難する仕組み

・事前に基本的な介助を覚えてもらう

・避難経路の確認

・逃げる事が出来ないといけない（車いすが逃げる事は安全なのか？）

・避難しても避難生活は出来るのか？自宅の方が安全なのでは？

★意識を高めるために必要な取り組み

・勉強会が必要

・考えを共有しておくことが大切

・避難訓練も決まった形になっている

・車いすの方もＥＶを使って避難している

・地域の小学校等の避難訓練に当事者が行って、保護者の方にも来て頂いて意識を持ってもらう

※介助の仕方などを教える、意識付け、地域を巻き込んでいく、知ってもらえる、気にかけても

らえる。

・考えを共有していく為に勉強会が必要
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３，「まとめ検討会」の報告
平成２７年１月１０日 別府市社会福祉会館 大広間 参加数 ５０名

コーディネーター 別府大学教授 篠藤明徳氏

次第

１，開会あいさつ 福祉フォーラムin別杵速見実行委員会 会長 西田幸生

２，これまでの研修結果の報告･問題提起 大分県社会福祉協議会 村野淳子

３，関係者による意見交換 司会 別府大学教授 篠藤明徳

４，閉会のあいさつ 福祉フォーラムin別杵速見実行委員会事務局長 首藤健太

内容

これまでの研修結果の報告・問題提起 村野淳子

国は、避難支援ガイドライン(平成25年)などにおいて、市町村において防災部局及び福祉部局を中

心に、「避難行動支援者連絡会議（仮称）」を設置して取り組むことにしている。私は、これまでの取

り組みの中で、以下のような課題があると感じている。

①要支援者マップ等の作成と共有②個別避難計画の作成と地域住民等との連携③コミュニケーショ

ンの確保④避難所運営に障がい当事者等が関われる⑤福祉避難所⑥情報手段の組み合わせと仕組み⑦

安否確認方法⑧県外からの支援者への情報提供⑨市外への避難・移動

今回の「障がい者等の防災を考える研修会」(全11回)は、これらの課題を障がいの種類に応じて、

障がい当事者の声を聞きながら、具体的な対策を考えていくために実施した。

大分県内で懸念される災害の種類や被害予測を知るための第1回講演会、東日本大震災での避難所調

査報告から避難や避難所について考える第2回講演会、被災地で障がい者のおかれている状況を確認し、

備える方策をさぐる第3回講演会を開催するとともに、障がいごとに6回の聴き取りの会を行った。知

的、視覚、聴覚、内部・難病、精神、身体(肢体不自由)、それぞれの障がいの当事者からの聴き取りを

行った結果、様々な具体的な課題が明らかになってきた。「逃げるのをあきらめている」「近所の人と

付き合いがない」「地区の話し合いや訓練に言っても理解できない(手話通訳がいない)」「避難所に行く

ことができない」「避難所にいることができない」「電源(透析・人工呼吸)や水(オストメイト)が必要」「使

いやすいトイレ」「行政からのメールやハザードマップを知らない」など非常に具体的かつ多様だった。
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関係者による意見交換 コーディネーター 篠藤明徳

意見交換では、それぞれの立場から、様々な意見が出されました。

篠藤 障害種別の取り組みは別府が初めて。日本に先駆けて難しい課題に取り組むことになる。行政

の方8名(別府市障害福祉課・自治振興課・危機管理室・社会福祉課・共同推進室・消防本部)、杵築市、

日出町にも参加いただいた。率直な意見交換が行えればと思う。

民生委員「最近は自治会に入っていない人も多く地域とのつながりが薄い。民生委員会に障がい者

の部会をつくることも必要ではないか」

行政「システム化が必要だと考えてる。まず名簿をつくって、アンケート調査を行い、システムに

入れていきたい。民生委員や自主防災会(自治会)の協力も必要」

市民「災害が起きてから名簿を共有しても遅いこともあるので日常的に共有する必要がある。また

抽象的な情報だけでは役に立たないので、できるだけ具体的に課題を整理して長期的に取り組む必

要がある」

市民「地域づくりに直結した問題だ。民生委員だけでなく隣近所を含めてでないとできない」

行政「名簿の提供は法律上は災害時となっており、日常は難しい。民生委員も独自の名簿をつくっ

ているがそれも見せられない。自主防災会でも『誰がどこにいるかわからなくては助けられない』

と言われるが、今は同意を得た人しか出せないのが現実」

実行委員会「避難所に、障がいによって異なったニーズがあることが知られていない」

障がい当事者「自分自身、一旦避難しても自宅に戻ると思う」

障がい当事者「視覚障がい者の場合、個室的な避難所が必要。ホテルの利用などできないのか」

行政「ホテル旅館組合と契約しているので大規模災害時は福祉避難所にできる」、など、率直な意見

交換が行われた。

村野 防災対策は、それぞれの立場で頑張っているが、共有するところがなかった。いろんな能力を

持った人が地域にいるので、多様な人がいろんな場所で意見交換しながら協力していくことが大切。

今一番心配なのは南海トラフ大地震だ。すべての人の力を集中しなければと思う。

篠藤 「協働のまちづくり推進条例」が可決されようとしているが、自治委員も民生委員も全員参加

し、障がい者も入って、「協働」によって顔の見える関係をつくっていこう。
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４，「障がい者等の防災を考える研修会」の報告
２０１５年２月２１日･別府市社会福祉会館 大広間 参加数 ８０名

主催者挨拶
福祉フォーラムin別杵・速見実行委員会

代表 西田 幸生

昨年７月からこれまで、合わせて１０回の講演会

・研修会を開いてきた。今日はそのまとめの報告と

パネルディスカッションを行い、課題を整理し今後

の取り組みについて話し合いたい。

来賓あいさつ
○別府市長（代理 湊福祉保健部長）

全国でも本市だけという取り組みに参加でき誇りに感じている。災害時、行政には限界があり、住

民や地域との連携と協働が重要だと考え、共催として取り組んできた。

○内閣府政策統括官（防災担当）付企画官 田平浩二氏

国として２５年８月に「指針」を出しているが、障がい別になっていない。今回検討されてきたも

のはいろんな所で役に立つ。各地の自治体の取り組みの参考にさせていただきたい。各自治体には要

支援者名簿の作成も要請しており､できるだけ被害を少なくするよう取り組みたい。

開催趣旨と研修報告
大分県社会福祉協議会 村野淳子

災害が起きてすぐ被災地に駆けつけ被災者を支援してきたが、避

難所に障がいがある人がいなかった。 災害が起きる前に問題を把握

し取り組んでいくことが必要だと思った。障がいがある人は日常か

ら抱えている問題が大きいので、災害が起きたときにはもっと大変

になるのではないか、そう考えて取り組みを呼びかけた。当事者を

はじめいろんな立場の人が集まって考えることには大きな意義があ

る。別府では当事者自ら場をつくってくれることが、今回の取り組

みにつながった。これが第一歩になる。ここから全国の課題を抱えている人たちに伝えていければと

思う。

これまでの研修報告

各担当者（内容は｢3，障がい別研修会の報告｣参照）
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パネルディスカッション

「今後の活動･仕組みづくりへの提言」

パネリスト 別府市民生・児童委員 近藤美穂

株式会社リフライ地域相談支援センター湯羽花 首藤健太

別府市危機管理課 岩崎正信

別府市障害福祉課 大久保智

大分県社会福祉協議会 村野淳子

コーディネーター 在宅障がい者支援ネットワーク 德田靖之

（敬称略）

徳田靖之 私たちは半年以上かけて、障がい者や高齢者など支援が必要とされる方々の防災について

取り組んできました。今日はその結果を受けて、行政だけでなく私たち1人ひとりがどのようなことを

していけばいいのかを考えるために、いろんな分野の方にご参加いただいて今日は５つのテーマにつ

いて話し合いたい。行政の方にもご参加いただきましたが、今日は市の公式見解というよりも障がい

がある方の防災に関わる立場の一人として自由にお話いただきたいと思います。

第１のテーマ 要支援者名簿の作成とその活用（情報共有）のあり方

徳田 まず第１のテーマ「要支援者名簿の作成とその活用（情報共有）のあり方」について岩崎さん

からお願いします。

岩崎 平成26年4月から災害対策法が改正され、要支援者名簿の作成が市町村に義務づけられた。対

象者はそれぞれの自治体で決めることになっている。別府市では、平成18年から要支援者の名簿を“

手挙げ方式”で作成してきた。支援者2名を含めて申請するもので、約1,200人が登録されている。高

齢者は介護認定の2から５の3,500人が対象になる。重度障がい者は市に名簿がなく、東部保健所から

名簿を受け取って約200人。障がいがある人は身体障がい1・2級と知的A1・A2と支援2から6を対

象に約3,300人。重複を除くと約6,000人が対象になる。その方々の名簿を作成しているので、災害

が起きそうな場合、もしくは起きた場合、この名簿を活用することになる。ただ、現在の名簿は提出

を受けたまま作成しているので、災害が起きたときに古くなっている可能性がある。市は平成27年に

新たなシステムの導入を決めた。今後は福祉保健部と連携してシステムを活用して防災対策に取り組

んでいきたい。災害が起きる前の名簿提供は、個人情報保護法との関係でできないことになっている。

徳田 災害が起きてから名簿を共有しても間に合うのかという問題もある。

近藤 民生委員として名簿づくりを進めてきた。電話番号すら教えてもらえないことや、緊急時の連

第１テーマ 要支援者名簿の作成とその活用（情報共有）のあり方について

第２テーマ 個別避難計画の重要性とその作成に向けての課題

第３テーマ 自治委員、民生児童委員、自主防災組織の役割と新たな地域作りの必要性

第４テーマ 福祉避難所をめぐる諸問題

第５テーマ 避難行動支援者連絡会議の意義とその活用の仕方
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絡先を聞いても｢必要ない｣と言われることもある。守秘義務もあり、会議でも｢個人情報の取り扱いは

厳重に｣と言われる。いつ個人情報を使ったらいいのか。個人情報の利用や保管には問題が多い。また、

これまで高齢者を主に考えてきたので、障がい者とのコミュニケーションがとれていないと感じる。

自治会に参加していない人もいる。入っていないと助けてくれといわれても難しいこともある。

首藤 自治会に参加している人もいるが、ハード面で公民館に入れないなど条件整備の問題もある。

村野 市内の自治会別のグラフを見ると、それぞれの自治会にこれだけ高齢者や障がい者など要支援

者がいる。日頃から手立てを考えておくことが必要だ。私たちは障がい別に声を聞いてきたが、手挙

げ方式の名簿の登録については、制度を知らない人や自分で2名の支援者をそろえられない人もいた。

また登録する必要がわからないという声もあった。名簿がどう使われて、どう自分が助かるのかとい

うことを伝えることも必要だ。

名簿を作成して災害前から対策を行うためにも、情報を出してもらわなければならない。支援が必

要な人は自分の情報を出していく。地域の人に課せられているのは、安全な場所まで避難する手助け

をすること。手帳は何級とか必要な薬を知る必要はない。この人はどのように移動させればいいか知

っておくことが大切だ。その後、避難したところで生活が始まるが、それについては生活を支援する

ネットワークが必要になってくる。情報を一律にすべて提供するのでなく、必要な人に必要な情報を

提供できるようになればいい。

徳田 個人情報保護法と災害時の対応、情報提供の兼ね合いになるが、当事者の同意を得るしかない。

第２テーマ 個別避難計画の重要性とその作成に向けての課題

村野 避難については計画を作成し、やってみて初めて本当の避難計画ができる。地域のコーディネ

ーターを中心にいろんな人が集まって、事前に何度も失敗して、検討を重ねながらつくっていくこと

が重要だ。

首藤 どこまででき、どこまでできないか、普段から考えておく必要がある。

徳田 避難支援計画は名簿づくりがカギになると思うが。
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大久保 当事者の要望を地域に伝えて、つながりをつくることが必要。

岩崎 来年度から取り組む予定。まず約6,000人を対象にアンケート調査を行い、了承してくれた人

から取り組みを始め、災害が起きる前に活用する名簿と起きた後の支援に使える名簿を準備したい。

徳田 条例が制定されたこともあり、方向性が具体的になっていると感じる。「地震の時は一緒に死の

う」と言ってるALSの人にも避難計画をつくりましょうと呼びかけることが求められている。

第３テーマ 自治委員、民生児童委員、自主防災組織の役割と新たな地域作りの必要性

徳田 民生委員の役割がクローズアップされてきているが。

近藤 高齢者の支援計画を立てるとき、民生委員も入れてほしい。連絡係もできるし、福祉協力員も

連携できる。支援が必要な人は、社会を巻き込まないと、自分が手を挙げないと、日頃から知ってい

ないと、いざというときコミュニケーションがとれないと思う。小中学生にも応援してもらうまちづ

くりをしないと。本音を言い、「避難所に行けるようにしてくれ」と言えるようにしないと。

徳田 民生委員は忙しいという声も聞いているが。

近藤 姿を見せて、周囲が「わしもやってみようか」と思ってくれるようにしてほしい。かつて、母

が亡くなった自閉症の子の“追い出し作戦”があった。しかし本人は「ここにいる」と言ったので、

町内会に話し、警察にも話して支える仕組みをつくった。誰かが中心になって、１人でダメなら２人

で応援団をつくっていく。いかに多くの人を巻き込んでいくかが大事だ。

岩崎 145の自治会があるが、そのすべてに自主防災会ができており、連合防災協議会がある。防災

訓練は年間92回、約半分の71自治会で行われている。市としては年1回以上の防災訓練をお願いして

いる。今後は要支援者の訓練も含めてお願いしたいと考えている。

首藤 私は家にこもっているわけではないが、民生委員や自治委員は誰だろうと思う。最近、車いす

から落ちそうになった。その時は６０代、７０代、８０代の人が助けてくれた。民生委員に知っても

らいたい。隣近所の人にもにこやかにあいさつしたいと思う。

村野 どこでも高齢化率が高くなっている。民生委員や自治委員は行事や会議が多い。見直しも必要

ではないか。また自治会のあり方を見直すことも必要だと思う。

徳田 普段からどういう地域をつくっていくかが大切。子どもたちを含めて日常的に追い求めていく

ことが必要だ。

第４テーマ 福祉避難所をめぐる諸問題

村野 避難所を転々とする人もいる。関連死も起きている。移動中に命を落とす人もいる。福祉避難

所も選べる状況を作り出す必要がある。大分県内には福祉避難所が348箇所あり、多くは施設を福祉

避難所にしているが、施設にはもともとの入所者がいるので、どれだけ機能するだろうか。しっかり
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考えないと助かる命が助からないことになる。

大久保 福祉避難所は行政として指定しているが、別府市内に18カ所、217名分。対象者が6,000人

なので、管内での対応は難しい。小規模災害なら受け入れ可能だが、大規模災害時には限界だ。広域

で連合することが必要だと考えている。また、施設自体が運営できるかも疑問で、議論が必要だ。

徳田 ホテルの利用は。

岩崎 111のホテルで14,532人受け入れ能力があるが、宿泊客がいるし、盆・正月は満杯になるな

ど、避難所としては不確定な要素がある。

首藤 施設の福祉避難所は通所者もいるので、外から来る人の対応が難しいのではないか。今は期待

できないと感じる。

徳田 課題が大きいからとあきらめるのではなく、できることからやっていくことが必要だ。ホテル

などの協力も得ながら取り組んでいくことが必要。

第５テーマ 避難行動支援者連絡会議の意義とその活用の仕方

村野 連絡会議は必要だ。様々な立場の人たちが参加して一緒に考えていくことが不可欠だ。そのな

かで、具体的な課題を実際に誰がやっていくかというところまで詰める必要がある。

岩崎 連絡会議で定期的な協議が必要だと考える。

大久保 同意見だ。

徳田 ぜひ仕組みづくりをしていただきたい。

まとめの発言

首藤 １次避難所、２次避難所（＝福祉避難所）の仕組みと問題点など、日頃から勉強会や訓練によ

って理解しておくことが大切だと感じた。地域のつながりを大切にして、当事者自身も地域の自治会

などに参加して、日頃から考えていくことが必要だと思った。

近藤 民生委員を知らないと言われて胸が痛い。売り込んでいかねば、そしてもう一歩踏み込んでい

かねばと思った。民生委員の部会に「災害予防の部会」も必要だと思った。障がいがある人を意識し

ながら、自治会とも一緒になって取り組んでいきたい。

岩崎 個別避難計画は対象者が多くて事務量が多いがやるべき課題だと思う。今後とも協力しながら

取り組みたい。

大久保 個別支援計画、システムづくりとともに、福祉避難所をうまく利用できるようにしていきた

い。近藤さんのような方が地域にいるので心強く感じている。
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村野 障がいがある人は地域で姿が見えにくいが、別府では条例をつくる中で当事者の皆さんが積極

的に関わっており、行政がバックアップしてくれる地域なので取り組みを進めることができる。いろ

んな人が関わる中で、一歩一歩、具体的に進んでいけばと思う。テーブルを作るのは行政がいい。被

災地に入って何もできなかった無念さを噛みしめながら、多くの命を助けられるようにすべての力を

集中して取り組みたい。

徳田 以下の3つを確認したい。

１，障がい者も参加し、当事者と地域と行政の三者が手を携えながら、三位一体で取り組む。災害が

起きたら地域しかない。地域にすべておまかせするのではなく。当事者・家族も積極的に参加して地

域をつくっていけるようにしていく。

２，防災は普段の地域づくりなしに達成できない。高齢者や障がいがある人が参加でき、小中高校生

も参加するような防災訓練等を追求していっていただきたい。

３，障がい者の防災の問題は、高齢者の防災にも係わる全体的な問題であり、私たち全体の問題とし

て取り組んで行くことが大切だ。

このようなことを大切にしながら今後も取り組んでいくことを確認して、このディスカッションを

終わります。
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パネルディスカッション「今後の活動･仕組みづくりへの提言」に参加して

－障がい当事者の立場から １

地域住民同士が支え合えるシステム整備を
首藤健太

助けてくれたのは近所の高齢者

災害時要援護者が災害発災時、避難する際の重要な要因は「地域とのつながり」ではないかと強く

思います。

私が地域とのつながりを強く感じた事がありました。私は地域で仕事をしながら、一般の住宅に生

活をし、生活面を介助者に支えてもらいながら生活をしています。ある日、朝の起床介助が終わり、

介助者が帰り、次の介助者が来るまで2時間程、自分の余暇時間があり、「ゆっくり出来る」と思って

いた矢先、車椅子からバランスを崩し、身体が落ちそうになりました。下半身はベルトで固定されて

いたまま、上半身のみ車椅子から投げ出されたような、頭は床に落ち、逆立ちをした様な体勢になっ

ていました。

自分では元に戻せないくらいの体勢で「このまま残りの時間、このまま過ごすのか〜」と思ってい

ました。それから１０分ほどした時に外の廊下から物音がしたので「すいませ〜ん。助けてくださ〜

い。」と大声で叫んだら、近隣住民の方が気付いてくださいました。両隣の私の声に気付いてくれた方

は７０代と８０代の男女の方。駆け付けてくださり私の身体を戻してくださったのは５０代、６０代

の女性２人でした。核家族化され、ご近所との関係が希薄化されていると言われる現代において地域

住民との関わりは重要であると感じた瞬間でした。

個別避難計画だけでなく

私も日頃から廊下ですれ違った時は挨拶をしていたのでご近所の方も車椅子の人が生活していると

いう認識はあったのだと思います。

このように日常生活から地域住民との関わりを持っておく必要があると思うし、自分達のことも民

生委員や自治委員の方に伝えていかなればならないと思います。

別府市が個別避難計画を策定し、個別に「カルテ」のような形式で情報をストックしたり、災害時

に民生委員の方に情報提供を行えるように準備をしておくとのことです。一人一人の情報がストック

される事は良いことです。

ただ、重要なのは当事者本人と地域住民の関係性がどれ位あるのかということだと思います。それ

がリストの項目に加わり、作成や更新する際に自分の「関わり度」が分かれば「もっと挨拶せんとな

〜」とか「今度地域の行事に出てみようかな」ということになると思います。

行政･民生委員･自治委員等と連携して

自助・公助・共助が大切であると災害や防災を議論する際によく語られます。多くの方は災害時に

行政が助けてくれると思っておられる方が多いようです。災害時に全てのことを行政が助けてくれる

わけではないので、自分の身は自分で守り（障がいがある方は自分の言葉で障がいを伝えられる力を

つける）、地域住民同士が支え合えるようなシステムの整備を日頃の生活から行政職員のみなさんと民

生委員や自治委員を中心とした地域住民のみなさんと整えておく必要があると思います。
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パネルディスカッション「今後の活動･仕組みづくりへの提言」に参加して

－障がい当事者の立場から ２

地域住民同士が支え合えるシステム整備を
河野龍児

地域の助け合いの力が低下

私が小学生だった昭和５０年代は、地域にはたくさんの子供達が居り、子供会を中心とした自治組

織がお祭りやクラブ活動等、地域での様々な活動を行っていました。

地域ではそれら子供会に所属する子供達を中心とし、その親達が交流する仕組みがあり、困ったと

きは声を掛けあう等の姿が日常的に見られるような地域社会でした。

現在の別府市の地域は、少子高齢化の中で学校が統廃合され、近所に誰が住んでいるかもわからな

い状況があり、地域での助け合いの力が低下していると考えられます。

共助の仕組み再構築を

私たちは阪神淡路大震災や東日本大震災を教訓とし、地域で助け合い支え合う共助の重要性と必要

性を知りました。別府市においては、地域のコミュニティーを再生、活性化させる「協働のまちづく

り条例」が施行されると聞いています。この条例をうまく活用し地域での共助の力が発揮される仕組

みを再構築し、災害時に地域に暮らす障がいのある方等要援護者を救助し、避難所での長期間の生活

で共に助けあえる仕組み作りを是非考えてもらいたいと思います。

防災意識育て避難訓練も

「個別避難計画」につきましては、まずは自分の身は自分で守るということを前提とし食料や飲料

水の備蓄を行う等日頃より防災意識を強く持つことが重要です。また、災害時には地域の方々が協力

し避難や避難所生活がおくれるような地域での仕組み作りを早急に行ってほしいと考えます。行政に

於いては、避難所や福祉避難所の整備、災害時の情報収集と円滑な情報提供を行える仕組み作り等、

日頃より防災への啓発や避難訓練等様々な備えをしていただきたいと思います。

きめ細かな個別避難計画作成を

自助・共助・公助の仕組みが反映され災害時に要援護者が一人も命を落とさずに済むようなきめ細

やかな個別避難計画を作成していただきたいと思います。
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提言案

はじめに

（１）８ヶ月に及ぶ「障がい者等の防災を考える研修会」を通じて、私たちは、災害時において最も

支援が必要とされる障がい者、高齢者の被害を防ぐために求められる課題の多さと、これを実現

するための諸施策が殆ど手つかずの状態にあるという現実を実感することができた。

その意味では、こうした厳しい現状認識を共有できたこと自体が、この研修会を通じての最大

の成果であったということができるかもしれない。

（２）私たちは、この「研修会」には、次のような特徴があったことを誇りにしている。

第１は、この研修会が、多くの障がい者やその家族等のいわゆる災害時要支援者の参加によっ

て実施され、その「生の声」が集約されたということである。

こうした「生の声」については、本報告書に要約してあるとおりであるが、「地震の時には一緒

に死のうと言っている」とのALS患者の言葉は、多くの「生の声」を代表するものである。

このような声に私たちがどう応えていくのか、この「研修会」が私たちに問いかけている課題

の重さを、この言葉は端的に明らかにしている。

第２の特徴は、こうした「研修」に別府市をはじめとする行政の担当者が数多く参加し、行政

にとっての課題について積極的に発言したということである。

こうした背景には、平成２６年４月１日から施行された「別府市障害のある人もない人も安心

して安全に暮らせる条例」において、防災の条項が設けられ、障がい者の防災のために必要とさ

れる諸施策に行政と市民とが一体となって取組むことの必要性が明記されたことが大きく関与し

ている。

第３の特徴は、こうした「研修」が、京都大学の竹村教授や、IIHOE代表の川北秀人氏らの専門

家とともに、NPO法人さくらネット代表の石井布紀子氏が被災地での体験を通じて講演いただく

など、参加者が知識の習得やこれまでの教訓を学びながら情報を共有し、内閣府が平成２５年８

月に定めた「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」（以下、「取組指針」）を地域に

おいて具体化していくために何が必要とされているのかということを意識的に追及していく形で

進められたということである。

その結果、第４の特徴として、「研修」を経たうえでの方向性として、災害時における要支援

者の支援は、日常的な障がい者、高齢者をとりまく地域作りなしには、実現できないということ

が一致した見解としてまとめられることになった。

（３）以下においては、こうした特徴を踏まえたうえで、この「研修」を通じて明らかになった今後

の取組みのあり方について

① 要支援名簿の作成とその情報共有のあり方

② 個別避難計画の重要性とその作成に向けての課題

③ 自治委員、民生児童委員、自主防災組織の役割と新たな地域作りの必要性

④ 福祉避難所をめぐる諸問題について

⑤ 避難行動支援者連絡会議の意義とその運用のあり方

の各項目に絞って、私たちの提言を要約することとする。

私たちのこうしたささやかな試みがこの別府の地に根付きやがて全国へと波及していくことを

心から願っている。
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１，要支援者名簿の作成とその情報共有のあり方

別府市でもこれまで、「手あげ方式」で要支援者名簿を作成してきたが、当事者に周知されてい

ないことや作成にあたって支援者2名の記入が必要なため、名簿作りは進展してこなかった。当研

修会でも当事者からは、「名簿作成自体知らない」「近所の人に支援を頼んだら断られた」などの

意見が寄せられている。

今般の災害対策基本法の改正に伴い、名簿作成が市町村に義務付けられたが、別府市でも行政

機関内部の協力により、要介護認定2から5の高齢者約2,700人、身体障害1・2級、知的障害A1

・A2と支援2から6、難病患者、従前の手挙げ者を対象に、重複を除くと約6,000人を対象に平

成27年度より新たなシステムを導入し、名簿作成をより進めようとしている。

だが、視覚障がい者協会からは、「障がい者手帳の更新は診断書を添えて申告するため、手帳交

付されていない該当者もいるのでは」という発言もあった。こうした隠れた該当者の掘り起しも

大切である。

平常時における名簿の活用は、個人情報保護の観点から厳しく制限されている。

しかしながら、災害時に名簿の活用を図るには、日常時における情報の共有がどうしても必要

となる。

これを可能にするためには、当事者の同意が必要になるが、どのような情報が、どのような人

々に共有されるのか、それぞれの当事者にどのようなメリット、デメリットがあるかなど、障が

い当事者・家族と対話を重ね、理解を深め、合意を取っていく努力が不可欠である。こうした調

整が行政・社会福祉協議会職員、民生委員だけでできるのか、十分に検討しなければならない。

２，個別避難計画の重要性とその作成に向けての課題

（１）災害時における要支援者の被害を最小限度にとどめるための方策の要は、個々の要支援者ごと

の個別避難計画を策定することにある。

個別避難計画を立てるうえで、「自助」、「共助」、「公助」が重要になるが、まず、障がい当事者

が日頃から、準備することが大切である。「枕元にスニーカーと着替えを置いている」（視覚障害）

「「避難リュック（カンパン、水、薬）は作っている」（身体障害者）という声もあったが、「半分

あきらめている、どうしようもない」「非常時にはパニックになるかと心配」（知的障害者）など

の声も聞かれた。しかし他方、研修会では防災の専門家と話し合うことで、薬は薬剤師会が広範

囲に準備しているなどの情報を得て、各自が最低すべきことなども明らかになっていった。当事

者の「自助」をもっと促す意味で、こうした日頃からの情報・意見交換が重要である。

「共助」について「取組指針」では、避難行動支援者が規定されているが、「周りの人は私に障

がいのあることを知らない」「コミュニケーションが難しいため、人と関係作りが難しい」「逃げ

るときは自分のことで精一杯で人の手助けをしてくれるとは思わない」や「支援の人にだまされ

ることは？」という不安の声が研修会では多く出された。

（２）別府市では、約6000人を対象にアンケート調査を実施し、希望者に「個別避難計画」の作成

をしようとしている。しかし、アンケートを郵送で受け取ったとしても、当事者の中には理解で

きない人も多い。「個別避難計画」の策定は、高齢者の場合のケアプラン作成のようなケアマネー

ジャー的な策定支援者の関与が必要不可欠であり、その策定にあたっては、日頃介助、支援をし

ている福祉関係者等と連携し行うべきである。

（３）避難計画は、実際に計画を作成し、避難訓練を実施して検証することが大切である。別府市で

はこれまで2つの自治会で、要支援者を対象にした防災訓練を実施してきたが、全市的に実施すべ

きである。
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また、支援者自体が被災することも考えられ、こうしたリスクをしっかりと理解することとそ

の対策も重要である。

３，自治委員、民生児童委員、自主防災組織の役割と新たな地域づくりの必要性

（１）「取組指針」では、避難行動支援者として、自治委員、民生委員、自主防災組織等を挙げている。

しかし、今回の取り組みで当事者から、「誰が自治委員か、民生委員かわからない」「防災訓練

で、障がい者に言及したことを聞いたことがない」「自治会が行われる公民館が２階などにあり、

そもそも参加できない」などの声が聞かれた。

他方、民生委員などからは、「地域で暮らす障がい者についてよくわからない」「自治会活動に

参加されない方も多く、地域の人々との日常の付き合いがない」との指摘もあった。

しかし、当事者の一人は、「車椅子から上半身のみ投げ出され、逆立ちした体勢になったとき、

隣の人に大きな声で助けを求めると、両隣の高齢の女性の方が駆けつけ助けてくれた」「日頃、廊

下ですれ違ったとき挨拶をしていたから、知ってくださっていたのだろう」と振り返っている。

また、民生委員からは、「民生委員を知らないと言われ胸が痛んだ」「民生委員の部会に『災害

予防部会』も必要だと思った」という積極的発言が見られた。

今回の研修会では、参加された多くの方が、障がい当事者が日頃の自治会活動にもっと参加す

ることが大切であると認識した。しかし、自治会役員の高齢化や地域差など多くの課題もあり、

今後どのように改善できるか、自治委員や民生委員だけに問題は丸投げできない。行政からの積

極的な財政・情報・人的支援等が必要である。

また、別府市にある中学校、高校の生徒や大学生たちは、学校で開催される避難訓練に参加し

ているが、地域の人口、年齢構成などから考えると彼らも支援者になりうる。また、事業所で働

く人々も同様である。こうした学校や事業所等において、地域における防災について啓発活動を

行うことも意義がある。

（２）以上のような諸課題から明らかになったのは、災害時における要支援者の支援の問題は、日常

的な地域作りを進めることなしには不可能だということである。

そのためには、各地域毎の高齢化、過疎化を含めた特性を具体的に踏まえたきめ細かな地域作

りを進めることが必要不可欠であり、障がい当事者、高齢者ももちろんのこと、多くの人々を巻

き込んだ「地域協働」を促す努力が肝要である。

４，福祉避難所をめぐる諸問題

別府市では、福祉避難所として18か所と協定を結んでいる。その多くは、高齢者施設、障がい

者施設であり、収容人員は217名しかなく、量的にも全く不十分な状態である。

研修会では、福祉避難所がどこか知らない当事者が非常に多かった。また、1次避難所と福祉避

難所の区別がつかない人も多くいる。こうした情報を当事者に周知させなければならない。

「非常時にパニックになる」「避難所で集団生活をするのは無理なので自宅で過ごす」（知的障

害）「手話通訳がいなかったら理解できない」（聴覚障害）「オストメイトは医療よりプライバシー

が問題。においなどあるので福祉避難所に入れるのか」（内部障害）など障がい種別で異なった不

安が出された。

また、研修会に参加した、福祉避難所の指定されているある施設からは、入居者もいる中、限

られた職員（夜間は1人）で、外部からの避難者をどのように受け入れるか、全く対応できていな

いと報告された。参加した行政関係者も、現状では協定を結んでいるだけで、災害時の対応につ

いてはほとんど検討されていないと指摘している。今後、当事者、福祉避難所を交えた対応策作
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りが緊急の課題である。

別府市では、他に、111のホテルと協定を結んでいる。14,532人の受け入れの能力があるが、

宿泊客があり、盆・正月等は満杯になり機能しない。今後、市内諸機関との連携により、福祉避

難所の量的拡大を図っていくことはもとより、県内外の諸機関との連携も強化する必要がある。

そして何より、障がい種別の不安・ニーズを汲み取り、質の確保をすること、また、その説明が

より一層求められる。

5，避難行動支援者連絡会議の意義とその運用のあり方

「取組指針」では、「防災部局及び福祉部局が中心となり、保健関係部局、地域づくり担当部局

等も参加した横断的組織」として、避難行動支援者連絡会議を設置し、通常時からの連携と役割

決定を促している。

当研修会には、別府市から障害福祉課、自治振興課（自治会担当）、社会福祉課（民生委員担当）、

危機管理課（防災担当）、消防本部などの部局や大分県東部保健所なども参加した。こうした横断

的部局の参加が、研修会での議論にとても有益であった。

地域で生活する障がい当事者・家族にとって、生活は「全体的」であり、決して「縦割り」で

はない。多くの当事者・家族、民生委員、施設等の人々は、部局横断の避難行動支援連絡会議の

継続的協議・連携を強く望んでいる。

ただ、こうした連絡会議が行政内部の担当者のみによって構成される限りは、その役割や現実

に果たしうる機能はごく限られた範囲にとどまることになるおそれがある。

連絡会議の位置付けの問題と関連するが、当事者や関係者、地域の代表者が参加する構成を考

えるべきではないかと思われる。

おわりに

今回の研修会では、障がいの種別によって異なる不安やニーズが、様々なフェーズに存在すること

を浮き彫りにしている。今後、こうした多様性を障がい当事者との対話を通して深め計画し、関係者

が情報共有しなければならない。想定される災害の種類、規模等によっても異なるであろう。「取組指

針」で指摘されている大枠をより具体化するのは、市町村の責任であり、当事者・家族を含む関係者

全員の協働によってしかなしえない。

別府市では、昨年４月、「別府市障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例」（通称：『と

もに生きる条例』）が制定され、同種の障がい者差別禁止条例の中で「防災に関する合理的配慮」（第1

2条）を日本で初めて規定した。また、今年3月に行われた第3回国連防災世界会議において、別府市

で行われた障がい種別の防災検討を行った当研修会の成果を発表したところである。今後、別府市で

は、上記の提言に基づき、当事者との対話をより一層密にし、災害時における要支援者支援のモデル

的まちづくりをすることが期待される。
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編集後記

この報告は、11回にわたる講演会・研修

会・シンポジウム等をまとめたものです。意

見交換の延べ時間数は30時間を超え、発

言された方は100人を超えています。まとめ

にあたっては、メモと録音をもとにして、で

きるだけ正確に発言の内容を伝えなけれ

ばと努力しました。決して十分とは言えない

と思いますが、災害発生時に対する多くの

方の様々な不安は感じていただけるので

はないかと思います。また、地域で一緒に

暮らし、一緒に災害に向き合うことになる様

々な立場の方々との意見交換で浮かび上

がってきた課題も共有していただくことがで

きるものと考えています。
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