
2019年度別府市委託事業「別府市インクルーシブ防災事業」報告

平時から地域が動く

地域と動く

避難行動要支援者

「個別支援計画」づくりから

「避難所運営訓練」まで
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「みんなが助かるために」

一般社団法人 福祉フォーラム in別杵速見実行委員会



表紙について

表紙のイラストを作成してくださったのは川野陽子さんです。中津市に生まれ、別府市を

中心に様々な活動を行ってきました。ウェルドニッヒ・ホフマン病により車イスの生活とな

り、ピア・カウンセリングや啓発活動をしながら、グラフィックデザインの仕事もしていま

す。古市町の避難訓練にも参加し、寒さの中で車イスのコントロールができなくなるという

体験をしました。いまはぐっどらいふ大分との協力で中津市にあっとほぅむぷれいすの事務

所を開き、障がいのある人もない人も一緒に暮らせる地域づくりに取り組んでいます。
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はじめに

福祉フォーラムin別杵速見実行委員会は2002（平成14）年の発足以降、障がい

当事者と家族を中心にしながら、様々な立場の市民が集まって、障がいのある人も

ない人も安心して安全に暮らせる地域づくりに取り組んで来ました。

その大きな成果が「別府市障がいのある人もない人も安心して安全暮らせる条例」

の制定でした。2014（平成26）年に施行されたこの条例は、障がいがある人やそ

の家族の思いを受けとめてつくられたもので、｢親なきあと｣の問題や小中学生等が

「障がい」を理解するための教育と並んで、防災への取り組みを明記しています。

私たちは、全国で初めて防災を明記した条例に基づいて、2016（平成28）年か

ら障がい者をはじめとする災害時要支援者の防災に取り組む「障がい者インクルー

シブ防災」事業の取り組みを開始しました。日本財団の助成を受け、別府市と協働

して取り組んだこの事業は、障がい当事者が参加して福祉関係者の協力で個別支援

計画を作成し、地域の自治会等の人たちと情報を共有して避難訓練や避難所訓練を

行いながら、災害時に「みんなが助かる」ことができる地域の仕組みをつくろうと

いうものでした。3年間の取り組みの成果は「別府モデル」として結実し、兵庫県を

はじめとして全国に広がりを見せ始めています。

今年度は別府市の委託事業として、モデル地区での取り組みを全市化していくた

めの取り組みが行われました。私も障がい当事者としてすべての研修会や避難訓練

に参加してきました。別府市は高齢化が進み、空き家率が高く、危険な建物等もあ

ります。災害が起きた場合、それらが倒壊したり、塀や木が倒れたりした場合、目

が見えない私がどうやって避難できるかというのは現実的な課題です。どこにどう

いう障がい者がいるのか、その人たちにどのような支援が必要なのかということを

地域の皆さんに知っておいてもらえるかどうかは、命の分岐点になりかねないと実

感しています。

地域の防災への取り組み広がっていくように、そして別府市全体がみんなで助け

合おうという機運になっていくように、皆さんと一緒に、これからも頑張っていき

たいと思っております。

この報告集が、皆様の取り組みのお役に立つことを心から願っています。

一般社団法人 福祉フォーラムin別杵速見実行委員会

代表理事 湯澤純一
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お読みいただく皆様へ
困りごとを抱えている人たちの避難を考える本です

「みんなが助かるために」

この冊子は、別府市が福祉フォーラムin別杵速見実行委員会に委託して実施した令和1(2019)

年度「別府市インクルーシブ防災事業」の報告集です。

インクルーシブ防災とは、障がいのある人や高齢者、乳幼児、妊婦、外国人など、災害時に支

援や配慮が必要な人たち「みんなが助かるため」（古市町のキャッチフレーズ）の取り組みです。

スタートは平成28(2016)年で、今年度が4年目です。その成果は「別府モデル」として兵庫県、

滋賀県、静岡県などに広がっており、国（内閣府等）でも防災において欠くことができない取り

組みととらえられるようになっています。

今回、この取り組みを広く市民の皆さんにお伝えするために、この報告集を自治委員や民生委

員、福祉関係者等の皆さんに配布させていただくことにしました。

「防災マップ」にプラスして

別府市からは「別府市防災マップ（保存版）」が発行さ

れています。「防災マップ」には、別府市で起きる可能性

がある災害（津波・火山・地震・風水害）が説明されてい

ます。そして危険な地域や避難先などが地図で示され、災

害への備えや災害時の行動方法などが具体的に書かれてい

ます。災害対策の必需品であり、ぜひ活用していただきた

いと思います。

この報告集は「防災マップ」と役割が異なり、「困りご

とを抱えて地域で暮らしている人」の避難や避難所生活に

ついてみんなで考えるための本です。災害時には、地域の

皆さんも行政の人たちも、誰もが大変な状況になります。

そんななかで、障がい者や高齢者など、自分だけで避難で

きない人、避難所生活が困難な人のことをどこまで支えら

れるでしょうか。そのことを考えるための本です。

平常時から、防災・福祉・地域が連携

別府市における4年間の取り組みは、要支援者への支援のあり方を具体化しました。日常的に

福祉的な支援を受けている人について、支援者（相談支援専門員・ケアマネージャー等）が災害

時の「個別避難計画」を作成することがポイントになります。計画作成のために地域の会議に当

事者や福祉支援者が加わって意見交換を行います。そのことによって、支援が必要な人と地域が

直接つながります。この取り組みを「別府モデル」としてまとめた立木茂雄・同志社大学教授（事

業アドバイザー）は「障がい当事者と地域の人たち、福祉関係者の協力によって、いざという時

の近隣住民からの支援を組み込んだ個別支援計画を災害時のケアプランとしてあらかじめ作り、

日常的に訓練を行うという仕組み」とまとめており、仕組みとして地域に定着させることの重要

性を指摘しています。



- 4 -

市全域での実施に向けて

この取り組みはこれまで、亀川地区、南地区（以上避難訓練）、境川地区、緑が丘地区（以上

避難所運営訓練）等で行われており、さらに広げていくことが求められています。最初にモデル

地区として取り組んだ亀川地区の古市町自治会では、すでに毎年の避難訓練に障がい者や高齢者

等の要支援者の支援を組み込んでおり、様々な工夫も積み上げられています。また、この訓練を

主導してきた防災危機管理課も、立木教授とともに市全域に広げるための人材育成プロジェクト

に加わるなど、新たな動きも始まっています。

阪神淡路大震災や東日本大震災等の大きな犠牲の上で、防災のあり方は大きく変わってきてい

ます。インクルーシブ防災の取り組みも東日本大震災で「障がい者の死亡率が2倍」だったとい

う事実を受けとめて始められました。平常時からの取り組みが重要であることは、風水害も含め

た様々な被災地の現状が私たちに教えてくれています。大分県内でも水害等が多発している今、

「みんなが助かるため」の取り組みをさらに進めたいと思います。

参考資料：要支援者の困りごと（福祉フォーラムin別杵速見実行委員会資料より抜粋）

腎臓病 リウマチ ALS 膠原病 オストメイト 難病

本人 不安はいつも 電源は命に 呼吸器、吸引、 患者の状態はい においがあり、プラ 臓器移植した

募っている。 関わる。薬が 電源が不可欠。 ろいろ。見た目で イバシーが問題。 人は､皆がいる

不安。 わからない人、歩 ところには入れ

けない人もいる。 ない。

介助者 いつもの医療 地震の時は一

スタッフがい 緒に死のうと言

い。 っている。

まわり まわりの人が 両隣と親しくして

の人 知らない。 おく。

情報 オープンにで 保健所が把握し 行政と話している 公開したがらない 申し出制度に

きない場合も ている。救急車 が､返って来たこ 人が多い。 なっているが、

ある。 もすぐわかる。 とが少ない。 申し出る人は

少ない。

移動 人工呼吸器 器材が多いので

から歩ける人 積んで移動する

まで様々。 のは難しい。

避難所 電気や水が 病院の確保。 福祉避難所に電 トイレで使う水が大 個室で空気が

必要。いつも 源があるか。 量。福祉避難所に きれいなところ

行っている病 オストメイト用トイレ が必要。（臓器

院がいい。 の設置を。 移植者）

備品 食事は食べら 特殊な薬や 強いベッドがあ 薬を飲まないと一

れないものが 注射の確保。 るといい。 気に悪化する。

ある。

訓練 １回では対応で

きない。

（2015年3月調査）
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1，インクルーシブ防災事業の目的
避難行動要支援者のいのちと暮らしを守るために

別府市共創戦略室防災危機管理課 村野淳子

多発する災害、遅れる対策

東日本大震災（2011年）は、障がい者の死亡率が健常者の2倍だったことや避難後に災害関

連死が多発したことから、それまでの防災のあり方、特に避難行動要支援者の支援のあり方や仕

組みづくりを考え直さなければならないことを私たちに突きつけました。大きな災害はその後も

相次ぎ、大分県でも日田、中津、津久見など各地で水害が多発しており、地震や津波などを含め

て災害はいつ私たちの地域で起きてもおかしくない状況にあります。

しかし、災害への備えは遅れています。2018年の西日本豪雨災害では、国が義務化した避

難行動要支援者の名簿に記載された方々の尊い命が多く失われました。この事実は、要支援者名

簿の作成にとどまらず、個別支援計画を作成して要支援者一人ひとりの支援のあり方を地域で共

有し、発災時と避難後に命と暮らしを守ることができる仕組みを地域につくることが緊急の課題

であることを提起しています。

個別支援計画作成と情報共有をモデル化

2016年度から3年間取り組まれてきた「別府市における障がい者インクルーシブ防災」事業

は、福祉フォーラムin別杵速見実行委員会と別府市の協働によって、避難行動要支援者としての

障がい者や家族と地域の自治会や福祉関係者が協力して、個別支援計画の作成と情報共有を進め、

避難訓練や避難所訓練を実際に行って、命と暮らしを守る仕組みづくりに取り組む事業です。こ

の事業は、障がい者や地域の可能性を明らかにし、「こうすれば個別支援計画がつくれる」「地域

の情報共有や連携はこうしてつくる」という方法（｢別府モデル｣）を示しました。｢別府モデル｣

による個別支援計画づくりの手法は効果が実証され、すでに兵庫県において県単位で事業化が始

まり、全国に広がっています。

市の事業として継続・拡大

今年度（2019年度）は｢別府市インクルーシブ防災事業」として別府市の委託事業として取

り組まれました。

今年度の目的は、昨年度までの取り組みの成果を共有しながら、モデル地区から市全体の取

り組みに拡大していくこと、さらに避難所における要支援者への対応を確立すること、福祉事業

所等のBCP（事業継続計画）を進めること、障がい当事者から地域のネットワークを広げていく

ことなど、災害が実際に起きたときに「みんなが助かるために」という願いを実現することにあ

ります。

このため、市役所各課も参加する防災の仕組みづくり検討委員会で研修や意見交換を行うと

ともに、相談支援専門員・ケアマネージャー等の福祉関係者が参加する｢個別避難計画作成」の

研修、福祉事業所の担当者のための「BCP作成研修」、ネットワークづくりのために東日本大震

災時の福祉事業所と地域の協力に学ぶ研修会等を開催しました。その積み上げの上に、地域で個

別支援計画作成や情報共有などを重ねて避難訓練、避難所訓練に結びつけ、多くの市民の参加の
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下に、実際に災害時に対応できる地域づくりに取り組みました。

要支援者防災の三つの要素

これまでの個別支援計画の作成、避難訓練、避難所訓練を通して明らかになったことは、何よ

りも障がい当事者が自ら参加し、自由に発言でき、一緒に考え取り組むことでした。3年間の取

り組みが進むに従って、「当事者力」と「地域力」の向上という目標が具体的な内容として姿を

現し、行政と福祉専門スタッフ等の支援を受けて作成された「個別支援計画」（災害時ケアプラ

ン）を地域で共有しながら、当事者が参加する避難訓練と避難所訓練を重ねて「理解」と「備え」

と「行動力」を高めていくという、取り組みのあり方が確立されてきたのです。

その基本は立木茂雄･同志社大学教授によって三つの要素にまとめられています。

①障がい当事者等の要支援者、支援者等が災害を知って備える（当事者力）

②一般住民が災害を知り、備え、命と暮らしを守る取り組みに参画する（地域力）

③行政は、部局や組織を超えて連携し、住民や専門家等と協働しながら、災害時の要援護者支

援のための情報共有や体制づくりを進める（連携力）

この三つの要素を基本に据えて、個別支援計画をつくり、地域で情報を共有し、訓練を重ねて

いくことによって「みんなが助かる地域」を実現できるという確信は、年々深まっています。

おわりに－別府を元気に

最後に、別府市のインクルーシブ防災の取り組みの出発点を再確認しておきたいと思います。

それは、全国各地の被災現場に駆けつけた際に気づいた「避難所に障がい者がいない」という現

実でした。「何とかしなければ」という思いから障がい者の防災に取り組んで気づいたことは、

障がい者を含む避難行動要支援者を支えるべき地域が高齢化し、弱い立場の人たちを支える気力

をなくしかけているという事実でした。このままでは、障がい者だけでなく、多くの地域が先細

りになっていくと言わざるを得ないような現実があったのです。

しかし、障がいのある人たちと一緒に地域に入っていくと、高齢化した地域の担い手の人た

ちにはあたたかさがあり、人と地域を守りたいという熱意があることが伝わってきました。障が

いのある人たちの命と暮らしを守る防災の取り組みは、実は地域全体のあり方と存続をかけた取

り組みと不可分のものであることがわかってきたのです。

障がい者と初めて出会うことで、地域の人たちは障がい者と心を通わす喜びを知りました。

障がい者も、「私はこんなあたたかい地域に住んでいることを初めて知った」という言葉に象徴

されるように、地域の人たちのあたたかさを知ることになりました。地域の人たちも障がい者も

お互いに元気をもらっていると感じることができるようになったのです。防災のあり方を変える

ことは地域を元気にすることでした。

｢災害が起きたら死ぬしかないよね」とヘルパーと話している人たちのあきらめにも似た気持

を変えていくには、その人達に寄り添ったきめの細かい支援が必要です。取り組めば取り組むほ

ど、課題は広がり役割は大きくなっていきますが、障がい者等の避難行動要支援者、地域住民、

企業、福祉関係者、行政など、多様な組織や団体に協働を広げながら取り組むことで、元気な別

府をつくっていくことにつながると信じながら取り組んでいます。
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2，「別府モデル」が防災を変える
防災と福祉、要支援者と地域をつなぐ仕組みづくり

同志社大学教授 立木茂雄

平時と災害時の取り組みを継ぎ目なくつなぐ

防災の取り組みで実現したいことは、①当事者が誰一人として取り残されないように②地域が

誰一人取り残さないように③社会が当事者を取り残させないようにする－ということです。

地面が揺れるとか、波が押し寄せた結果として障がい者に被害が集中したわけではないんです

ね。根本原因はどこにあるか。平時には相談支援専門員やケアマネージャーの皆さんが、在宅で

利用者さんが暮すための仕組みを作っています。でもその仕組みはいざという時のことを想定し

ていません。現場の担当者や事業者は、災害は防災危機管理ラインの役割ですからとなります。

問題は、普段の在宅の生活を支える仕事と災害時の対策が分断されてるということです。

その結果、災害時には高齢者や障がい者が大きな被害を受けます。今後どうするか。福祉と防

災を連結することが不可欠です。誰がそれを描けるのか。福祉の専門職の方に第一線で関わって

いただくことが必要です。別府市で積み重ねてきたインクルーシブ防災の取り組みは、障がい当

事者と地域の人たち、福祉関係者の協力によって、いざという時の近隣住民からの支援を組み込

んだ個別支援計画を災害時のケアプランとしてあらかじめ作り、日常的に訓練を行うという仕組

み（以下、別府モデル)を生み出し、その効果を実証しました。
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防災の考え方を知る

防災には二つの要素があります。ハザードと脆弱性です。

ハザードは、地面が揺れるとか、土砂が崩れてくるとか、川の水が堤防をこえて溢れてくると

か、あるいは下水管の能力以上に雨が降る、時間降雨量50ミリを超えると水があふれ出すとい

った現象です。こういう自然の現象は、被害を生み出すきっかけになります。

もう一つのポイントは社会が抱える脆弱性です。なぜ被害は生まれるのか。地面が揺れるから

人が死ぬのではない。その揺れに耐えられない住宅に住んでいるから下敷きになって人は死ぬ。

津波が押し寄せてくるから人が死ぬのではない。津波が襲ってくるような低い危険なところに住

宅が密集して人が逃げなかったから、もしくは逃げられなかったから亡くなった。危険をもたら

す事象＝ハザードに脆弱性が重なると被害が生まれるのです。災害の被害は社会的な現象という

ことです。だから社会的なメカニズムを通じて被害を押さえることが重要になります。

戦後日本社会は基本的にハザードの力を減じる土木事業にお金を注ぎ込んできました。ところ

が想定以上のハザードが起こった時に対応できなかった。そこで、公園や避難スペースを作るな

ど、脆弱の特性を押さえ込むという手法がとられるようになりました。それが減災です。防災と

減災、ハザードに手をうつか脆弱性に手をうつかという問題が出てきたのです。

日本の防災の歴史

これまで、たくさんの人が死んだ状況を踏まえて防災の法律がつくられてきました。南海地震

1947年に災害救助法、1959年の伊勢湾台風で1961年に災害対策基本法。それによって、ダ

ムをつくる、堤防を築く、海岸線の防潮堤を高くするというような土木事業に予算を注ぎ込んで

いったのです。被災者への対策もその頃の常識がそのまま今も続いています。先進国の中で被災

者を床に寝かせる避難所は日本にしかありません。

そういった中で阪神淡路大震災が起き、東日本大震災が起きます。東日本大震災を受けて防災

の常識が大きく変わります。2013年に災対法の改定があり、土木マインドで公共事業につぎ込

むことは抑えて、一人ひとりの被災者に対応ができるように変えていきましょうと防災の考えを

変えます。どう変わったか。福祉が防災になったんです。特性への配慮、あるいは健康・居住の

配慮、情報提供、相談業務も対象支援。それにちゃんとお金をつけましょうとなりました。

障がい者の不利益は社会の責任(社会モデル)

その頃、障がいのとらえ方も大きく変わります。障がい者がなぜ不利益を受けるのか。それは

バリアがあるから。障がいのとらえ方が、段差や階段など生活環境が整っていないことが障がい

だと変わった。これが障がいの社会モデルです。この考え方に基づいた国連の障がい者権利条約

に基づいて日本の法律制度を全部改定していきます。

今までは福祉の人は平時のことだけ考えて仕事をすれば良いということになっていました。福

祉と防災は分断されていたんです。だけど当事者の生活は全体的です。平時も災害時も、全体と

して暮らしている。だから福祉と防災は実は一つなんです 。

災害時には環境が激変して、そこでバリアが生まれ、その結果として災害の時に様々なサービ

スを受けていた方々に不利益が生まれるということです。日常的に使用する ICF（国際生活機能

分類）を使うことで、災害時に目を向けるべき基本的な場所はここだということが正確に見えて

きます。災害時に配慮が必要な人達の資源、どんな社会資源が存在するのか、それらを把握して

対応していくことが福祉にも求められることになります。
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誰が守ったか－地域・福祉・行政

2007年の能登半島地震では震災関連死が一人も出ませんでした。現地で調べました。地域の

自治会・民生委員、行政の健康推進課の保健師、介護保険事業所のケアマネさんたち。地域、事

業者、行政、それぞれの組織がやったことを時間軸に沿って整理すると、地域が行ったことのほ

ぼ半分までが発災当日の10時間、4分の3の支援が100時間までに集中しています。当日10時

間でほぼ半分の支援をしています。何をしたか。避難誘導、避難説得、安否確認です。介護保険

の事業者は発災当日は休みで、忙しくなったのは翌日から３，４日です。安否確認して、事業所

を確認して、避難所を回って、サービスを案内したり、ショートステイを紹介したり。３，４日

たてば県の紹介で応援が入り、認定調査等普段の仕事は市外の応援に丸投げして、自分たちは災

害に特化したサービスをしました。それがもっと激しくなるのが行政です。特に健康推進課の保

健師さんたちです。全業務の半分が翌日から３，４日までに集中しています。担ったことは基本

的に段取りです。

段取りは２種類あります。自分たちが支援に回る段取りと、よそから来た保健師等のチームに

避難所や地域をどう回ってもらうかという受援業務の段取りです。支援の受け入れにあたっては

段取りをつけることに忙殺されます。３，４日目までは役所の内部で調整をしてるから市民から

見ると何も行ってないように見えます。では3日目位まで現場で動いてたのは誰かというと地域

と福祉事業所です。特に発災直後、一番当てにできるのは地域の方々です。フォーマルなサービ

スは一切ここではあてにならない。これが災害の時繰り返し繰り返し起きていることです。

災害対策の様々な問題点

2018年の西日本水害では真備町(倉敷市)で51名が亡くなりました。避難行動要支援者のリス

トは倉敷市でも作っており、亡くなった８割にあたる42人の名前がありました。しかし倉敷市

は、個別支援計画は一人も作っていませんでした。災害時の具体的な支援計画がなかったという

ことです。日本全国でも1割しか個別支援計画は作られていないのが実状です。

防災の理解も問題です。真備町の水害では、相談支援事業所の計画相談の担当が、避難勧告が

出たからこれは危ないと思って、利用者に電話しました。避難勧告が出たのは7月6日の夜10時。

しかし当日の午前10時、避難勧告の12時間前に避難準備情報が出ていました。避難準備情報は

避難の準備を考えるというメッセージではなく、配慮の必要な人は避難準備情報が出た時点で避

難を開始するという意味です。ところが今は、福祉と防災は分断されていて、福祉専門職は防災

の基本的な災害情報に関して知識がなくても仕事ができるので知らなかったのです。福祉専門職

に防災の知識があれば対応が異なったように思います。もっと必要なことは、平時のうちから当

事者が隣近所の方と一緒に避難できるような段取りをケアプランの中に入れておくことです。そ

ういうリテラシー（知識･能力）が専門職の皆さんを含めて私たちには足りないのです。

別府の取り組みへ

別府の取り組みは最初、福祉フォーラムの障がい当事者の皆さんに、「何を実現したいんです

か？」「ミッションは何ですか？」というところからお話を始めました。ワークショップのなか

で、当事者の皆さんから「災害時の当事者力を高めたい」というお話が出ました。災害時の当事

者力は、①脅威の理解②備えの自覚③とっさの行動の自信－という三つの要素です。

そこから出発して、障がいのある人たちが地域の人たちと一緒に避難訓練をしました。地域の

人たちはいろんなことに気づき、様々な提案をしてくれました。しかしまず大切なことは支援を
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必要としている人の存在と必要な支援を知ることです。名簿だけでなく災害時ケアプラン（個別

支援計画）の重要性が明らかになりました。災害時ケアプランの作成に取り組もうとすると、福

祉関係者の協力や調整会議の設定、訓練への参加、避難所の問題等の課題が明らかになりました。

そのような積み上げの結果として、一つのモデルができあがってきました、それが「別府モデル」

です。

「別府モデル」の流れ

地域では、社会的に脆弱な方がヘルパーさんによる訪問などの支援によって生活を維持してい

ます。今まではリストをつくって地域に渡して自治会長さん、民生委員さんたちに、すいません

何とかしてくださいとお願いしていました。そうすると例えばある自治体では四十何人のリスト

の支援者はみんな同じ民生委員さんの名前を書いているなど、実効性のないものになってしまい

がちです。

別府モデルでは、通常支援している相談支援専門員やケアマネージャーの皆さんに災害時ケア

プラン（個別支援計画）をつくっていただきます。通常のサービス利用計画をつくている専門職

の方が平時の計画だけでなく災害時の計画も作りましょうということです。プランを作って、マ

ッチングして、モニタリングして、ある時期来たら認定調査してというのは皆さんが普段行って

いる仕事です。エコマップも活用していると思います。皆さんがすでに持っている技術を活用し

ていただくことになります。

全体的なプロセスをまとめると次のよう流れになります。

①当事者アセスメント→②地域力アセスメント→③災害時ケアプラン調整会議→④災害時ケア

プラン（個別支援計画）作成→⑤プランの確認と個人情報共有の同意→⑥インクルーシブ防災

訓練でのプランの検証・改善

それぞれの作業の具体的な内容については次項「『別府モデル』の実際」で説明します。

社会に課せられた責務として

日本の防災はずっと絶対的平等の世界でした。避難所に行ったら要配慮者であっても、それ以

外の人たちと同じ扱いでした。しかし、社会モデルの考え方に変わったことで「合理的配慮」の

提供があたりまえになりました。

2014年に制定された別府市の差別禁止条例には「災害時の障がい者への配慮は行政の責務」

と書いてあります。別府だけが特別ではありません。日本は障害者権利条約を2014年1月に批

准しました。権利条約の11条は緊急事態における障がい者の保護と安全を規定しています。平

時だろうと災害時だろうと合理的配慮をするというのは国際条約に縛られているのです。障害者

基本法でも権利条約に基づいて、26条で災害時の国と自治体の責任を明記しています。障害者

差別解消法は、直接的な不当な取り扱いを禁止するとともに、間接的な差別を禁止しています。

間接的な差別というのは合理的配慮を提供しないことです。法律も制度も、災害時において合理

的配慮を行うことを求めているのです。ですからいざというときに備えて合理的配慮をプランニ

ングしていくことは、法律的にも社会すべてに課せられた責務です。

当事者が誰一人取り残されないようにするには、当事者力をまず高めなければなりません。地

域がだれ一人取り残さないようにするためには、地域の調整会議を開いて、支援を繋げていかな

くてはいけません。そして社会がだれ一人取り残させない制度をつくらなければなりません。実

は私たち日本の社会にはどこでもその基盤はあるのです。
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3，｢別府モデル」の実際－支援プラン作成･共有
計画づくり・地域で調整会議・共有して訓練します

「別府モデル」は前項で説明したように、災害時に

自分で避難できない人や避難所生活が困難な人たちを

「誰一人取り残さない」ことを目的として、福祉関係

者が協力して当事者の個別避難計画をつくり、地域の

人たちと情報を共有しながら、防災の仕組みをつくっ

ていくというものです。この項では、個別避難計画作

成を中心にしてその具体的な作業について説明します。

（2019年11月21日 災害時ケアプラン作成研修会）

具体的な作業の流れ
障がい者の相談支援専門員やケアマネージャーの皆さんは、普段から福祉サービスが必要な人

のために利用計画をつくります。個別避難計画の作成は、それを平常の利用計画に追加するとい

うことです。災害発生時には近くに地域の人しかいません。本人の災害時の対応力と地域の状況

を把握して、地域の人と支援に関する調整会議を開き、支援内容を決定していきます。これらの

結果を踏まえながら、本人の状況や災害時の対応を記した個別避難計画（災害時ケアプラン）を

作成し、地域の人たちと共有します。その上で本人が参加する防災訓練（インクルーシブ防災訓

練）を行い、個別計画の検証と改善を行います。
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①当事者アセスメント

平時から支援している相談支援専門員・ケアマネージャー等が、「自分でつくる安心防災

帳」（国立障害者リハビリテーションセンター研究所福祉機器開発室作成）のキットを使っ

て、災害時に支援が必要になること、配慮が必要になる生活機能を選び出していきます。

ICF（国際生活機能分類）に基づいた色別のシールがついています。

次に、いざという時に安全なところまで避難移動するにあたって、この方にはどんな支援

が必要かということを会話しながら把握していきます。

「当事者力」（災害リスクの理解・必要な備えの自覚・とっさの行動の自信）は災害時に

活用できる第1の資源です。防災リテラシー（災害にかかわる情報を活用する能力）を高め

ることが当事者力を高めることになります。当事者アセスメントは、一人ひとりの利用者に

ついて防災リテラシーを測定・評価して、できることとできないことを把握して、必要な支

援と結びつけていくことが重要な役割になります。

②地域力アセスメント

地域の中でどんな資源があるのかを把握します。当事者の状況を把握した上で、地域に出

向いて、地域防災を担う方々（自治会・自主防災会・民生委員等）と意見交換しながら地域

の状況を把握します。

③災害時ケアプラン調整会議

相談支援専門員・ケアマネージャーとともに当事者・家族も参加して地域の関係者（自治

会・自主防災会・民生委員等）と災害時ケアプラン（個別計画）調整会議を開催します。

調整会議では、主として相談支援専門員・ケアマネージャーが当事者の平時の状況と災害時

に必要な支援について説明した上で、地域の人や当事者・家族の声も交えて意見交換を行い

ながら、支援内容を具体化していきます。

別府市ではこれまで危機管理課がつなぎ役として調整会議を設定してきましたが、広げる

ためには専門的な橋渡し役が必要不可欠で、立木教授は「インクルージョン・マネージャー」

等の人材を育成することが必要だと指摘しています。（ ページ参照）

④災害時ケアプラン（個別支援計画）作成

調整会議で話し合った内容について当事者と確認しながら、相談支援専門員・ケアマネー

ジャーが細部を詰めて災害時ケアプラン（案）を作成します。この案は平時のケアプラン様

式の一部に追記する形でまとめます。

⑤プランの確認と個人情報共有の同意

個別避難計画（災害時ケアプラン）がまとまったら、地域の支援を求めるために情報を地

域と共有することへの確認書をセットにして当事者・家族の署名をいただきます。「安全な

避難に関しては自分から支援を求めます。それにあたっては私に関する情報を開示します」

という本人の同意をいただくことで、防災に必要な個人情報の提供が可能になります。さら

に、インフォーマルなサービス（共助）を提供する機関が地域の場合、地域の関係者とも同

意書を交わしておきます。
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参考：確認書の内容

「私は、今住んでいる地域にどんな災害が発生するのかを理解し、上記の必要な備えの準備を行います。また、い

ざという時には上記のような支援が必要となるため、支援が得られるように日常から周りにいる人との関わりを積極

的に行い、災害時に必要な確認書に記載した自分に関する情報を関係機関・者と共有することに同意します。」

⑥インクルーシブ防災訓練でのプランの検証・改善

当事者・家族と支援者が地域の防災訓練に参加して、個別避難計画（災害時ケアプラン）

に基づいた避難行動を住民とともに実施します。その検証をもとにプランの改善を行います。

毎年の避難訓練でそのプランを実行することでより安全なプランを作成できるとともに、地

域の人たちとのつながりも深まります。

避難移動についての個別支援プランができたら、次は避難生活の対応を考える必要があり

ます。別府市では避難所運営訓練を住民が参加して行っています。要配慮者の方がやって来

ると、「あなたは避難所生活のケアプランがあったから別室に案内します」といった対応を

行っています。「一回はうまくいかなかったけど、二回目は何とか入れました」というよう

な訓練が始まっています。

個別避難計画（災害時ケアプラン）作成の業務フロー
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4，ネットワークづくり－災害時障がい者安心ネットワーク研修会
被災地の経験に学び課題を実感

別府市ではいろんな取り組みを、地域の人や障がいの

ある人、福祉関係者の皆さんたちとともに進めています。

「災害時障がい者安心ネットワーク」は障がい当事者や

障がい者団体が中心になって福祉事業所等に呼びかけて

つくられたネットワークです。被災地の経験に学びなが

ら、障がい者のネットワークを福祉関係者や地域を含め

たネットワークに広げてきています。

今年度は、東日本大震災を経験した宮城県石巻市の齋

藤康隆さんを招いて、通常の報道では知ることができな

い貴重なお話を伺いました（2019年9月29日・別府市役所5階大会議室）。

以下、講演を要約して紹介します。なお、午後行われた意見交換は「災害Q&A」として次章

で紹介します。

震災経験を活かすためにー地域包括的ケアの推進
社会福祉法人 石巻祥心会 齋藤 康隆

（1）はじめに

宮城県石巻市から参りました。村野さんと東京の防災研修とタイの国際的な研修にご一緒させ

ていただいたつながりで大分に来ることになりました。石巻市は海に近い街で、宮城県では仙台

に次ぐ２番目の都市です。人口が14万4664人、世帯数も別府市とほぼ一緒ですが、面積はほ

ぼ5倍あり、主な産業は漁業です。

肢体不自由者が多数死亡ー障がい者･被災の概況

石巻市の障がい者の状況は、震災の1日前の時点で手帳の所持者数が、身体障がい者が6364

人、療育手帳1100人、精神保健福祉手帳676人です。精神障がいは手帳を持たずに自立支援医

療だけを使っている人が2200人位います。震災から2年後には身障手帳の方が減って、療育手

帳は変わらず、精神保健福祉手帳は増えています。

石巻全体で、震災によって亡くなった人が3184名、行方不明者が417名います。石巻市の人

口から割り出すと50人に1人、約２％の方が亡くなりました。そのうち障がい者で亡くなられた

人は、身体障がいが351名、知的28名、精神23名、合計402名という数字が出ています。地

震というより津波の被害がメインだったため、自由に動ける知的障がいと精神障がいの人は逃げ

られたんですが、肢体不自由の人は逃げられずに自宅で亡くなられたケースが多かったのです。

最大避難者数は5万人です。人口が14万人ですから、３分の１の人がどこかの避難所に逃げて

いたということです。避難所数は259カ所で、指定されたところ以外に私たちの法人のように任

意で作ったところも合わせてこの数字になっています。津波の直後、6万928戸で停電、断水。

石巻全体が真っ暗になりました。浸水被害のない地域でも、電気・水道の復旧は震災から10日

以上要しています。約3週間後の4月1日には避難者数は2万74人になり、避難所数も149カ所

になりました。
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家族にも会えずー町の状況

震災の日、私は災害無線を聞いた記憶がありません。多分地震で壊れて、一切そういう情報は

入っていませんでした。スピーカー等が倒壊した地区では全く機能していません。携帯電話も、

電波塔が壊れて10日程度全く使用できない状況が続きました。

石巻市駅も水に浸かっていました。街の中は水が肩ぐらいまであったんですけども、2日目位

にはだんだんに水が引いていって車が通れるようになった所もあります。流されたボートや車な

どが道路の中に結構ありました。大きな船も街の中に流されました。

水が引いてから家族を捜しに行きました。地震が起きて最初の数十分位は携帯が使えたので、

うちの奥さんに「大丈夫か」とだけ一本メールを送れたんです。奥さんから帰ってきたのは、「私

は大丈夫」の一言。娘はわからないままでした。自宅に戻ったのは発災後2日後です。家の一階

は津波が突き抜けていて、２階に娘のランドセルだけがあり、娘はどこだと捜しました。後にな

って、娘と妻に出会います。

（2）被災時の経験

300人の利用者ー石巻祥心会

石巻祥心会は入所施設がひたかみ園、隣に法人本部があってB型事業所があり、私が勤めてい

た第二ひたかみ園、コスモス等々があります。300人位の利用者と契約をして福祉サービスを提

供しています。人的被害をみると、医師が2人亡くなり、職員も1人、利用者も1名。職員・利用

者の家族はもう多数です。物的損害はグループホーム3棟が流されました。全壊もあります。そ

れでも比較的少ないかなと思います。施設の中でやっていた避難訓練の経験で逃げることができ

たからです。

避難所の役割を担ったのは入所施設ひたかみ園です。福祉避難所としてひたかみ園がどのよう

な役割を果たしたのか、その時障がい当事者はどのような危機にあったのか、そしてそれを支え

る職員は何を持って支援にあたってきたのか。全国、さらに世界から頂いた資源を現地でどのよ

うに活用できたのか。それを未来に向けてどうつなげるかなどをお伝えしたいと思います。

被害を受けながら支援ーひたかみ園

グループホームは、大きな被害を受けました。１階は壊れて、住んでいた人は山の上に避難し

ました。市役所も１階は水没し、相談支援センターも水没しました。3月11日2時46分、ひた

かみ園に入所している50名と職員は、地震で一時的に避難し、みんなバスやワゴン車に乗せて

待機していました。職員たちは遠くから黒い大きな津波が来るのを見たと言っています。逃げな

きゃと内陸の方にバスとワゴン車を走らせます。サンセットなごみという所に避難しました。

やっと水が引いて、二日後にひたかみ園に戻ってみたんです。ひたかみ園は津波は来たんです

が、小高くなっていたので建物の中までは浸水をしなかったんです。ひたかみ園より海側にいた

住民は、屋根の上に逃げたり、電信柱に昇って避難した。それをヘリコプターで自衛隊の方たち

が救って、ひたかみ園の庭にたくさんの人を降ろしていたんです。降ろされた被災者は誰もいな

いひたかみ園に入って、暖をとって住み始めました。私達が帰ったときには、施設の中にコミュ

ニティーができ上がってたんです。桜の部屋には○○家が住んでいるという暮らしが始まってい

て、帰る家がないので出ていけとも言えないわけです。私達は仕方がないよねとなりました。福

祉避難所としてスタートもそこから始まります。

法人として何ができるのか。地域とのつながりで合言葉がありました。「地域に支えられた２

０年、今こそ恩返しをする時だ」ということが、職員集団の合言葉でした。税金を使って建てて
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いただいた建物ですので、地域のためにどう還元するか考えてやりました。「新しいものをつか

むためは、今握っているものを離さないと掴めないんだ。囲うな、必要なところへ必要なものを

渡せ」と、神様みたいな話ですけど、理事長からめちゃめちゃ怖い顔で怒鳴られていました。

声かけしながらー避難所運営

避難所の運営は施設の職員をかき集め、150名のチームを編成しました。250数カ所の避難

所を歩いて回り、障がい当事者やその家族に声をかけて、ひたかみ園に避難してもらいました。

なぜ歩いて回ったか。目的が二つありました。一つの目的は、その150人の職員は家に帰れずに

利用者支援に当たったんです。一人ひとりの職員の家族の安否の確認ができてないんです。家族

がどこでどんな避難をしているかもわからない状況だったので、石巻祥心会に勤めている職員は、

無事で職場で働いているということを伝えるために、避難所に「安心してください、誰一人欠け

ずに仕事しています」と避難所の掲示板に書いてきました。もう一つの目的が、一般の避難所に

避難していて生活のしづらさを感じている人達を連れてこようということでした。

チームを組んで、一カ所一カ所、水に浸かりながら歩いて避難所を回ったんです。避難名簿を

掲示板に書いて、避難している体育館とか教室を歩いて回るわけです。私は相談支援事業を10

数年していて、出会ってきた人の記憶があって障がい当事者だと察知するんですね。そして当事

者や保護者の方に声をかけて、この避難所でしんどくないですかっていうことをお尋ねします。

しんどいという話を伺ったら、明日の朝にバスで迎えに来るから、ひたかみ園に一緒に行きませ

んかと声をかけて回りました。翌朝というのは結局、水が明日には引くだろうということ、朝こ

こを出ないと自衛隊さんが道路を使って入れなくなる。だから４時とか５時、夜が明ける前にバ

スで避難所に行って、その当事者たちに声をかけてひたかみ園に連れてきました。

家族に会う

避難所を回っている最中に家族に出会いました。娘は当時小学校２年生でしたが、私と会った

あの瞬間の顔、そして自宅が壊れたという話をした時に、泣かなかったけど、血の気が一瞬にひ

いていく顔は二度と忘れられません。妻と娘もひたかみ園で一緒に生活をすることになりました。

ひたかみ園には、私らが見つけてくる当事者と別に、昼夜問わず搬送されてきました。例えば、

自宅で被災されて、自衛隊が見つけて、日赤病院（医療機関）に搬送されます。ところが、その

当時の病院は野戦病院だったので、処置の必要がない人は返されます。ただ返すわけにはいかな

い場合、ひたかみ園で障がい者を受け入れてるらしいというのが一気に広まっていたため、自衛

隊のジープで障がい当事者が福祉避難所ひたかみ園に搬送されてきました。それをうちの理事長

は断るなと言ってましたので、とにかく受け続けていくわけです。施設利用者ではなかった人が

70人位いました。どんな薬を飲んでますか、どこから来たんですかというアセスメントを取り

ながらサポートをしました。

心強い応援ー物資調達

その人たちを支えるために必要な物資を、自衛隊の物資庫へ私が調達に行きました。うちの法

人はBDF（バイオディーセル）の設備があり、廃油から軽油を作っていましたので燃料は困らな

かったんです。バスは軽油、ワゴン車も軽油車両です。色んな所に行けました。発災後４日目位、

初めて一台のトラックが到着して、いろんなものをいただけるようになりました。食料や生活用

品が不足していたなか、パン、ゆで卵、甘酒などの配布ができました。心強い応援に助けられ、

勇気づけられました。頑張れだけではやっぱだめで、強力な第三者の存在が絶対必要だと思いま

す。

当初、全国から集まる物資を配布するための窓口は市役所でした。市役所の職員と顔馴染みに
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なっている人が行くのがベストです。あなた

は見たことがある、祥心会の人だから入って

もいい、ということで物資庫に入れました。

時間の経過とともに、市役所の職員から社協

の職員になって、その後自衛隊の職員になっ

ていきますが、入場制限がかかってきます。

やっぱり火事場泥棒はいるんです。その人た

ちもトラックで来て物を持って行くので、物

資庫に入る通行証が発行されるようになり、

それもコピーされたりして、いたちごっこで

どんどん短い時間に更新されていきます。私

は幸い毎日行っていたので、通行券も滞りなくいただけました。物資庫には百貨店みたいな感じ

であります。自衛隊の方達は２週間ぐらいで交代するので、私は自衛隊の方たちよりどこに何が

あるかが詳しくなり、あの人に聞くとわかるよということになりました。

一個人として被災地にものを送る時、みかん箱にレトルトのご飯、カップラーメン、缶詰、ホ

ッカイロを入れて･･･随分手を入れて一世帯に必要なセットを作って送ってくださる方がすごく

多かったんですが、ある意味迷惑になっていました。自衛隊の人たちは、みかん箱を全部開けて、

ご飯はAテント、軍手はBテントと、一つひとつ分けて物資を管理しています。だから私たちは、

ミカン箱セットをもらって避難所の一世帯一世帯に渡すようにしました、在宅で２階に避難され

ている方も避難所に行かないと物資は届きませんから、訪ねたついでに、何箇所かみかん箱を配

達することもしていました。

物資は施設にもいっぱい届きます。多分二度と着ることがないだろうなっていう大量な衣類が

大量に来ました。青空市をやっても新品しか持っていかないので、今でもウェス（作業用布）作

業の材料として使っています。８年前に来たものがまだあるんです。

車・燃料・入浴

燃料も不足します。先ほど言った軽油の製造だけでなく、ガソリン車の何台かは緊急車両とし

て市役所から市長印のあるガソリン券みたいなものを発行していただいて、ガソリンスタンドに

並びました。その代わり軽油はいつでも入れていいよと市役所に話したり、ワゴン車を何台か市

役所に貸してあげました。

交通網とか電気がしっかり復旧して２週間ぐらい経っていくと、施設の方に全国から何か必要

なものありませんかという問い合わせが入ってくるんです。何が必要だろうねと相談して、やっ

ぱりお風呂入れないのはしんどいから「入浴車がほしい」と言ったら３台位届きました。その入

浴車を、２，３人のボランティアの人が、水とか電気が来てないところ地域に運んで、テントを

建てて、避難所のリーダーみたいな人たちに、お風呂の設置の仕方、入れ方をレクチャーしまし

た。あとはそれぞれの避難所で入浴車を有効活用していました。

住まいの場

ひたかみ園には、70人位の障がい当事者・家族と一般住民50世帯位が避難していました。で

も、いつまでも暮らさせていくわけにはいかないと当然思うわけです。そのことを考え始めたの

は、２、３週間後位ですけど、その人達の次の住まいとして仮設住宅が必要になります。社会福

祉法人は仮設住宅を作れません。仮設住宅を作れるのは県だけです。だけど、うちの理事長は必

要だと思うと何とかしろと働きかけていくので、日本財団に１億８千万円で仮設住宅を作っても
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らいました。40世帯のグループホーム２棟。日本財団ホームという名前で、福祉避難所の人た

ちをこっちに移していきました。

職員のスキル

避難してきた人たちをどうやって支えてきたのか。施設はすごいと思います。シーツ、寝具 、

医療用品、大きいお風呂、衣類、バスタオル等々、必要なものが大体あります。入所施設ですか

ら、お部屋が個別に別れています。今日は何人いて、何々班があって、誰がどこの担当するなど、

一般住民にはない高いスキルが福祉施設の職員は知らず知らず身についています。パソコンの段

取りも強みです。ホワイトボードに、誰々さんについてはA職員が担当、この方々の薬は朝夕だ

とか、通院日などを書きます。誰がどこにいる、今日起きたこと、本日の予定、週間予定、避難

所の状況を一目で理解して共有できるスキルの高さも支援に役立ちました。

暖房は電気がなかったので石油ストーブを使いました。自衛隊出身の職員がすごかったです。

ある程度のことは何でもしちゃうんですよ。ストーブの煙突を外に出さなきゃいけないっていっ

てたから、窓ガラスを施設の穴のサイズに合わせて壊す。震災当日から2日ぐらいたって、まだ

自衛隊とか、市の職員が駆けつけてこれない状況の時に、グループホームの場所で避難できるよ

うになりました。また、ガソリンがなくなって車移動できない場合でも、水没した車の中にはガ

ソリンが入っています。そのガソリンを抜くスキルを彼は持っていました。それを聞きつけた市

役所の職員さんが、うちも抜いていいよということで、カギを預かって市役所の駐車場でポリタ

ンク３つぐらい持って抜いていたんです。そしたらヘリコプターからガソリンを抜いている人が

いますと撮影されて、彼はカギを見せて悪くないんだとアピールしていたということがありまし

た。

遺体の取り上げ

逃げてきた地域住民が「あそこの車の中に亡くなっている方がいる、何とかならないか」とい

う話をある職員にしました。シーツや手の消毒液を持って行き、車の中から遺体を引き上げて、

消毒しながらシーツに包んで運んできて、自衛隊が来た時に渡すとかということがありました。

何日目かに彼からこんなことがあってということを聞いた時に、「今日遺体を取り上げたのは、

さすがにしんどかった」と言っていました。「車の中に親子がいて、お母さんが抱っこした状態

だったんだ」ということでした。そんな事もありました。

ボランティアへの対応

全国からたくさんの方が来てくれて支援にあたってくれます。被災するとテントなんかも届き

ます。これをボランティアさんの休憩所として使いました。最初何の準備もしていなくて、芝生

の上とか廊下でボランティアさんに休んでもらってたんですけど、このままだといけないなとい

うことに気づいて、テントを食堂に設定してボランティアさん達の休憩所を作りました。

震災の急性期から復興期に入ると、いろんなものにボランティアさんが来てくれます。髪を切

ってくれる方、音楽を聴かせてくれる人など、強力な第三者が必要になってきます。施設に沢山

の連絡が来ます。私たちには余裕もないなか、相手は聞きたいことがいっぱいあるわけです。ご

飯の提供はありますかとか、寝る場所ありますかとか、ひどいと迎えに来てくれませんかとか、

そういう電話がいっぱい来ます。施設があるということだけで、全国の応援したい方達の電話に

どう答えるか。いらないと言えるか、来なくて結構ですと言えるかどうかは、大きなポイントで

す。私たちは窓口の職員を一人置きましたがパンク状態です。

助かった第三者のコーディネート

そこに現れたのが、今の厚労省の障害福祉課で障害福祉担当専門官として活躍されているKさ
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んです。新潟から駆けつけてくれて、ＩＴを使いながらひたかみ園の福祉避難所については、全

ての窓口を私にしますって言ってくださったんですね。それから連絡が来なくなり、来た場合も

この人に連絡してくださいということで済みました。私達はオーダーだけになり、1日に看護師

1人、介護福祉士２人、福祉の経験があり好意のあるボランティア３人、１日６人をとにかく福

祉避難所にボランティアとして調整してくださいということだけをKさんに言いました。すると

Kさんは、全国から集まってくる様々な情報を整理して、必要なボランティアを送ってくれるわ

けです。

引継ぎをするため日程が重なることが大事です。引き継ぎが一切ないとこちらが大変です。ボ

ランティアはボランティアで全部やって欲しいので、こっちの条件に合う人以外は来なくていい

ですということを、第三者が言ってくれました。そういう人が絶対必要だと思います。相手の好

意を無視できないので、現地の被災者からすると来なくていいと言えません。遠隔地でいいので、

第三者に委ねることは有効だと思います。

在宅障がい者の支援については情報量が不足していましたので、避難所を回りました。震災が

起きた８年前は個人情報の保護、提供情報をどうするかっていうことが、しっかりと定まってい

なかったこともあり困ったところはありましたが、熊本地震の時には解決していました。相談支

援専門員協会の方が障がい手帳名簿を持っていて、一斉訪問をかけていました。

必ず起きるタイムラグ

事業の役割を超えた支援の必要性は痛感しました。現地は新たなことが日々、時間とともに発

生します。準備に越したことはないんでしょうけど、絶対タイムラグが出てくるんです。何かわ

かってやる事ってないですよね。例えば今日、「今必要なものは布団」となって、布団が欲しい

っていうことを誰かに伝えます。その情報が拡散されます。すると３日後ぐらいから大量に届く

んです。布団祭りですね。今日欲しいものは何とか現地で対応して、翌日にはなんとか解決でき

るように事前に準備するのは難しいことです。今だったら、もしかしたら考えて仕事できるかも

しれませんが、その時はできませんでした。

頑張る職員と配慮する理事長

被災時の職員のあり方には難しい問題があると思います。仕事なのか、ボランティアなのか、

時間外なのか、社会的使命なのか。第二ひたかみ園の職員は、みんな帰らずに、帰れる場所がな

かったって言った方が適切なのかも知れませんが、ずっと仕事してました。当時は何も思わなか

ったけど、それが一週間、二週間続いた時に、時間外なの、それとも社会的使命なのという疑問

は出てくると思います。72時間ずっと働き続けていたっていうことだけは認識はできるんです

けど、タイムカードはつけていません。私たちの解決方法は、働いても働かなくても、いたのか

いなかったのかだけで、いた日数かける1万円とかにして、1人上限10万円としました。その時、

みんな通帳もカードも流されて何もなかったんですが、お金を使う場所も使うこともありません

でした。1週間から10日ぐらい経つとちらほらと店も開きはじめて、その時に理事長は現金でお

金を渡してくれました。

薬の備え

皆さんの施設ではどれぐらいの薬を準備してますか。2，3日分ですか。一週間とかないです

ね。第2ひたかみ園も３日分でした。通所の施設なので薬の数が多いわけではなく、利用者一人

に対して2，3日分お預かりさせてくださいと言って施設の方で保管をしていました。でも３日

では薬は足りなかったんです。なんとかしなきゃいけないと日本赤十字病院の方に行って、この

薬が欲しいんだと伝えます。でも、野戦病院化しているところで当日はいただけませんでした。
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明日届けますと言われて、明日もらえるのは1日分だけです。だから毎日行かなきゃいけません

でした。薬をしっかりもらえるようになったのは、1週間位経ってからだと記憶しています。

えりちゃんの死

第二ひたかみ園に薬で事件が起きます。40人の当事者が第二ひたかみ園にいて、職員は15人

位です。そこに家族、お母さんが８人位いて、60人位で避難生活をしていました。

てんかん発作のあるえりちゃんという女の子が重積発作を起こし始めたんです。生活介護施設

なので幸いナースがいて、ナースが日赤病院に連れて行きました。ドクターは、てんかんで人は

亡くならないと言います。ナースはこの状態で施設に置くわけにはいかないから病院においてく

れという話をしました。やり取りの結果、えりちゃんとナースは廊下の片隅に一晩置かれました。

少し落ち着いてきたので大丈夫かなということで、翌朝病院から彼女を連れて施設に戻ってきた

んですけど、寒かったのであったかい場所を用意して休んでもらいました。お母さんはまだ見つ

かってないんです。そしたら歩いてお母さんが現れました。水に浸かっていて「うちのえりは元

気がだべかぁ」。お母さんが生きてたことがすごく嬉しかったです。お母さんをえりちゃんと引

き合わせて、ナースからえりちゃんのここまでの様子を伝えて、お母さんにえりちゃんを委ね、

ナースは3日間家に帰ってなかったので、家族のところに1回行ってきていいよと言って、ナー

スを帰しました。

それから６時間位、施設の中でえりちゃんとお母さんの一緒の時間がありました。ナースが夕

方７時か８時ぐらいに戻ってきて、「えりちゃんどうだべ」とお母さんに声をかけると「今眠っ

たところ」ということでした。夜遅くナースが確認した時に「お母さん、息してない」っていう

話になって、ナースが蘇生活動をして駄目だということで、私が運転してもう一回日赤病院に連

れて行きました。日赤病院の中は、まだ野戦病院状態で、患者さん、ナース、いろんな方たちが、

たくさん出入りをしていて、こっちも緊急なんだけど、あっちも緊急で、緊急の度合いがみんな

一緒なので、何もしてくれなかったです。数十分後ぐらいに処置室に運ばれて、お母さんが中に

入って、処置室から出てきてお母さんが一言「えりちゃんダメだって」というお話をされました。

そこからは早かった。すごく覚えてるんですけど、駄目だと言われたえりちゃんとお母さんと私

とナースは、外に近い通用口にまわされて、そこでビブスを着たお医者さんが検案をするんです。

亡くなったのかどうかの確認を目の前でして手を合わせました。その光景を見てやっぱり亡くな

ったんだと私も理解したんです。するとドクターは１分位でいなくなって、入れ替わるように心

理職というビブスをつけた方が来て｢大丈夫ですか｣と声をかけてお母さんの隣に座りました。人

一人の生き死にの場面で母の手を取ってくれたり寄り添ってくれるのは、本当はその子の人生を

一緒に見てきた誰かだったりするのにと怒りの感情が湧いたのを覚えています。

｢どこに行ったらえりちゃんと会えますか」と聞いたら、心理職の方

が「どこに運ばれるかわかりません、3100人位が亡くなっている

のでどこに運ばれるかわかりません」と言います。外を見ると日赤

病院の裏手の広い駐車場が全部、遺体が並んでるんです。「そこに運

ばれるのか、違うところに運ばれるのか、私にも分かりません」と

心理の方が仰って、「わかるようにしておくので後は帰ってください」

と言われて、連絡先だけをお伝えをして、お母さんと３人で施設に

戻りました。翌朝、お母さんはすごく早い時間にもう病院に一人で

行かれて、えりちゃんの遺体がどこに運ばれているのか、お母さん

がちゃんと確認をして、しっかりと火葬してお葬式をあげました。
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生と死の感情の逆転

たくさんの方が亡くなったので、私は当時、生と死の感情が逆転していました。誰かが死んで

も泣けませんでした。半年ぐらい続きましたね。でも誰かが生きてることを知ると泣けました。

あっ生きてたんだということで泣けました。生と死の価値観が逆転していて、亡くなった人に初

めて泣けたのは、半年ぐらい経って児童の施設の3歳のお子さんが病気で亡くなった時でした。

生と死の価値観の逆転から戻るのに半年ぐらい多分かかったんだと思います。

（3）災害の教訓

障がい福祉サービスの課題

障害福祉サービスのところで私の目で見た、何か様々な課題とか思った事を伝えていきたいと

思います。肢体障がい者のサービス調整に関するニーズは、多種多様でした。権利を守るための

ニーズですね。

悪い人から守る－お金の管理

例えば同居されていたお家が壊れました。同居していたお父様が亡くなりました。その場合、

ご本人に入る義援金っていうのは１千万以上になります。それを誰がどうやって管理していくか

という課題が当初出たんです。悪い人もいました。単身になった障がい者を目当てにやってくる

人で、申請をかけましょうと言って申請をかけてお金だけ本人に届かない等、報道には出てきま

せんけども、そういうのもあったんです。そのお金と本人の権利を守るかっていう課題がありま

す。震災になってからで遅かったんです。

相談支援専門員の支援－相談・手続き

手続きも課題です。役場が全部流されて、手帳データを含む全てのデータがなくなった町もあ

りました。私は県から以前の手帳データを取り寄せて書類を作りました。

暮らしていくためには福祉サービスを使うための手続き、費用に係る手続き、様々な役所の

手続きが必要です。相談も重要です。日中活動先をどうするか、仕事をされている場合には会社

が倒産していたりするのでどうするか、入院していた病院が流されて他の病院に転院する人たち

の病院の確保。仮設住宅に移った時にどうやって施設に通うか。多種多様な相談と手続きが必要

になっていました。

それは施設の職員というよりは、地域で活躍されてきた相談支援専門員のニーズの増加だった

んです。だからたくさんの相談支援専門員が、駆けつけてくれました。熊本の時にも、たくさん

の相談支援専門員が、現地の方に入ったんだと思います。

グループホーム

住まいに関するニーズはすごく高いと思います。今まで住んでいた場所がなくなると新たな場

所が必要になります。ご家族が亡くなってグループホームの生活を希望する場合、仮設住宅とし

て県が作ります。ひどい話で、ニーズが分からない中、県はグループホームを勝手につくるんで

す。７人ぐらいで暮らせる建物を作った後、法人に運営してくれないかと投げられます。仮設住

宅ですから、例えばひたかみ園に避難されていた方をそこに移そうかとすると、障害福祉サービ

スの規定に則るので、職員を雇って、常勤換算を作って、リストを作って、障害福祉サービスと

してグループホームを運営しなきゃいけないんです。何年が経つとそろそろ解体してくださいっ

て言うんです。新設しなければならなくなりますが、それは全部法人の持ち出しです。土地を買

って建物を作る。通常の国庫補助の申請をかけて75％いただいて、法人の持ち出しは25％でグ

ループホームつくらないといけなくなりました。被災地だから職員がいません。でも利用者は一
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気に40人から80人に増えたんです。倍の職員が必要ですが準備できません。すると80人抱え

ているのに職員の配置基準を満たしてないから減算だと言われました。

震災前のグループホームも壊れてしまったので、日本財団に仮設のグループホーム40世帯分

を作ってもらいました。これも仮設だからいつか出ていかないといけない。出ていくために法人

が、土地を準備して建物を作ります。国庫補助は2500万円が上限ですが、地域の避難場所だと

設定すると倍以上の補助がいただけるようになります。地域の避難ビルとしてのスペースを作り

ました。今は避難されてきた時のための“備蓄倉庫”が市の方から提供されています。

仮設住宅

重症心身障がいの人が仮設住宅に入るのでスロープをつけてもらいましたが、入れませんでし

た。じゃあ後ろに作りますということで、茶の間の方から入れるように作ってもらいました。で

も砂利を敷いています。そういうことを誰かが伝えていかなきゃいけないのです。お母さんとか

当事者だけでは難しくて、皆さんのようなネットワークだったり、当事者の方だったりが後ろ盾

になってやってきました。

新規事業者の参入

被災地では新規事業者の参入が拡大します。たくさんの方が応援に駆けつけて、いろんなこと

をしていくわけです。色んな団体が入ってくるので厄介です。本当にいい団体なのか、悪い団体

なのか、判別がつきません。名前は、全国なになにネットワークとかかっこよく作ります。その

人たちはニーズを拾って、ある一定期間、１年から２年ぐらい居て、居なくなることが多い。す

ると、その人たちを頼りに繋がった障がい当事者、被災者の方たちというのは路頭に迷います。

入ってきた団体をどうやって操作するかっていうのは、すごく難しい課題だと思うんですが、

入っていく団体は入口と出口を意識して入っていかなきゃいけないんですよね。私たちも出口を

意識したことを考えながら受け入れていかなきゃいけないじゃないかと思います。

（4）今後の課題

震災時の行動を、法人単位で事前に決めておくことが必要だと思います。社会福祉法が変わっ

て何らかの社会貢献をしなきゃいけないことになりました。石巻祥心会は「社会貢献事業として

震災支援をします」ということを載せました。どこかで何かがあって要請があったら自分たちが

行くということを、組織として決めています。

災害時にはどのような支援をするのか、法人施設利用者をどのように守り抜くのか、職員家族

をどう守るのか。私は考えずに動いてきましたが、その辺も平常時から考えておいた方がいいと

思います。

あれから８年が経過しました。課題は今でもやっぱり山積みです。復興計画に対する住民の意

見が市政に反映されているのか。石巻では今、小泉元総理が言った「地域丸ごと、わがごと、ま

るごと」－そこに向かって地域包括的ケアの推進を始めています。今年度（2019年度）7月か

らようやく事業をスタートさせました。そういった形でみんなで支え合う形を取り始めています。
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5，災害対応Q&A
災害時に必要なこと、支援に大切なこと－被災地の経験から答えます

回答者 斎藤康隆 村野淳子

１，災害が起きたとき

安否確認

Q 災害発生時、利用者の安否確認はいつ行いましたか？家族についてはどうでしたか？

A まず目の前の利用者の生活を守ろうと思いました。発生時間（3月11日14時46分）には施

設の中にみんないました。法人内で利用者を家に帰した施設はありません。利用者の家族の安否

確認や家族に対する利用者生存の連絡もしていません。施設でしたので家族は待ってれば来ると

思い、探し回ることはしませんでした。

では土曜日、日曜日にどうするか、法人内でホームヘルパー利用の契約者は90名の安否確認

をどうするのかは難しい問題です。相談支援事業所で計画相談で計画を作っている方については

安否確認を行いますが、委託を受けて行っている就業・生活支援センターの利用者400名につい

ては現在は手が付けられずにいます。（斎藤）

身体障害者の被災

Q 全体的には60人に1人の方が亡くなっていると思いますが身体障害の方が351人 手帳の数

からすると20人に1人が亡くなっているということですね。

Ａ 身障者手帳をお持ちの方は65歳以上の方の高齢の方も多いので、寝たきりの方とか肢体不自

由の場合、這ってでも２階に上がれなかったという方が多くいたと思います。津波に一気に流さ

れるではなく、じわじわと水が家に溜まっていって、船が沈没するような感じで家が沈んでいく

というパターンが何件もあったんです。だんだんと水が上がってきて、引き上げて押入れに上が

ったけど押入れまで結局水が上がってきたという亡くなり方をされた方が多くいました。そんな

時、私たちが何ができるかというと多分何もできないんです。だからこそ、事前に自助と共助で

の生き方というのを地域を作っていくというのが大切な事だと思います。（斎藤）

不安になった障害児者の支援

Q 発災時に動揺して不安になる障がい児者をどのように支援したのですか？

A すごく難しい質問だと思います。最初の１週間は非日常なので、動揺への対応より生命の安

全・維持を考えたのが正直な所です。不安や動揺は１人じゃ気づかないんです。このままじゃダ

メだと言ったのは当法人のナースでした。寝泊まりしている所は施設ですが、非日常を極力日常

に近づけようと思って、朝起きてゆっくりした時間を取り、通常やっていた施設の活動のラジオ

体操を始めました。朝のラジオ体操で職員の一体感も持て、作業が始まるぞという合図になって、

日常行っていた業務も行う事で利用者への安心感にも繋げていけました。非日常から日常へ戻し

ていく工夫が大事だと思います。（斎藤）



- 24 -

ボランティアの受け入れ

Q ボランティアの受け入れはどれくらいの期間続

いたのですか？

A 第2ひたかみ園は3月11日から約2ヶ月避難所と

して動いてあとは通常営業に戻しましたが、ボラン

ティアはその間ずっと3～4人ずつ受け入れてきま

した。福祉避難所については開設してから5～6人

位を受け入れ続けました。その後仮設住宅を作って

職員を2人配置して夜間も見守りしましたが、障が

い当事者・家族しか入れない場所があって、そこに

はボランティアさんが1年位いました。子供の施設

は最初に駆けつけてくれたのは大分県出身の学生で、6日後の3月17日に高速バスで来てくれま

した。学生だけで行っている組織があって、全国から年1～2人来てくれました。物資庫から頂

いてきたみかん箱のセットを整理、時々頂くお米券、お酒券、イオンカード等は全部学生に預け

てやりくりしてもらっていました。交通費は全国組織のＪＤＤnet（日本発達障害ネットワーク）

が出してくれました。（斎藤）

ボランティア団体については難しいのは信用できるかどうかを見極めることです。信頼できる

人を知っていれば、その人の繋がりであれば信頼できます。そうしないと被災地では様々な困っ

た問題が起きます。利用者の思いとか自分たちを守るためには、災害前からネットワーク等でつ

ながり、支援を受けられる仕組みをつくっていくことが大切だと思います。（村野）

災害時の移動

Q 東北大震災の1年後、福島県いわき市に行ったとき、高速降りてから道が完全にずれて30cm

以上の段差がありました。大回りして現地に向かいましたがとても大変でした。震災時はどう避

難すればいいでしょうか。車で移動すべきなのか。車いすで移動すべきなのでしょうか。

A 一人ひとりの具体的な避難対応の判断になりますが、石巻市ではそこまで対応できていませ

ん。一人ひとりの避難に対応できるプランづくりは別府の方が進んでいます。（斎藤）

まずは避難すべきかどうかの判断になります。建物がしっかりしていて、外に出た方が危ない

時は動かなくてもいいのです。災害の種類に応じて自分の家がどんなリスクがあるかを知り、ど

んな時に自分が移動して避難すべきなのかということを確認する必要があります。そのためにも

一人ひとりに対応したプランが必要です。そして、避難しないといけない状況になった時は、道

が隆起していれば車椅子では厳しいので、車で行けるかなど個別で考えていくしかないと思いま

す。その際、まわりの力を借りることが大切ですので、普段からまわりの方との関係をつくって

おくことが重要です。（村野）

経費負担は

Q 福祉避難所には行政からの支援があると思うんですが、災害後の収支はどうなっています

か？

A 当事者分については40の定員に80人いたとしてもＯＫをもらえました。後付けです。ショ

ートステイをやっていない事業所でもショートステイしていたという事でいただけました。第2

ひたかみ園は40人定員に対して60人いたけど、60人の生活介護の昼間の請求が可能でした。
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福祉避難所になったひたかみ園については国の規定にある一人当たりの単価をいただいたと思い

ます。その日にいた人数で計算して、その分しか入ってこなかったと思います。職員の人件費は

特に入っていませんが、法人で義援金の受付をして、多分1千万円ぐらいいただきました。

また、当時はなかったのですが社会福祉法の改正で社会福祉法人の責務となった地域公益活動

のなかに災害時の支援が位置づけられました。当法人としても年度決算の時に1千万円まで震災

時のお金として法人が蓄えて日本のどこで何が起きても応援があれば行く費用として取っていま

す。例えば熊本地震があった時に法人職員が1ヶ月入れ替わりで応援に出たんですけど、その時

の交通費等として約2百万円使ったと思います。（斎藤）

福祉避難所になった場合には災害救助法の法律が使われるため、日常の福祉より単価が低いと

思います。福祉避難所よりもショートステイ等で福祉の上乗せという形で受け入れることはあり

だと思います。福祉避難所の人件費については、避難者10人に職員1人を置くようになっていま

すので請求できると思います。

社会貢献としてお金をプールしていただいているっていうのは何かあった時に心強いと思いま

す。被災時のアンケートの中にも施設でお金がないから何かあった時に困ったという部分もたく

さんありました。このような知識を持っているといないでは大きく違ってきますので、今後もネ

ットワーク等で勉強していくことが大切だと思います。（村野）

重度心身障がい者の対応

Ｑ 重度心身障がい者の対応で他の関係機関と連携等があったと思いますが、どんな対応があっ

たか教えてもらいたいです。

Ａ 発災直後は目の前の命を自分たちがどういう風に守って行くかということで職員で支えまし

た。長期になると対応できず、無理矢理入院や医療機関に併設している短期入所施設にお願いす

るなどの対応でした。（斎藤）

施設の職員も被災している中で、当事者の自宅も確認できないまま目の前の命を守るために動

かれたと思います。そこのところを事前に、具体的にここに繋げれさえすればその状態を解決で

きるものができないのか、相談窓口でそういうことを聞いて繋いでくれるという形ができないか

ということを考えています。そんな仕組みをつくりたいと模索しているのが現在の別府の状況だ

と思います。（村野）

２，災害前に準備すること

衛星電話・電気自動車・薬

Ｑ 災害発生前に事前に準備しておくものや特別に用意しておくものは？（村野）

Ａ 3.11を経験してこれは必要だと思ったものが三つあります。一つ目は衛星電話です。災害時

でも繋がるので、主要な事業所に置くようにしました。二つ目は電気自動車です。ガソリンが手

に入らなくても動きます。震災後に準備しました。三つ目は薬です。3日分準備するというのは

皆さんも考えているかと思いますが、それを複数の場所に置いておくことが必要です。家族の方

には、施設に薬があっても来られなかったり、施設がダメになった場合、もう1ヶ所の薬で命を

繋げられるので準備しておくようお伝えしています。（斎藤）
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避難訓練

Ｑ 避難訓練の回数や規模はどうしていますか？（村野）

Ａ 県の指定を受けるためには定期的に避難救出の訓練を行うという指定基準があります。震災

後に変わった事としては質が変わりました。例えば施設で何かがあった時の非常招集訓練を行う

際、連絡網を使ったりして実施しますが、集まって終わりではなく、来ていない方の状況を把握

したり、集まった人たちで誰がどの役割を担い、どう対応していくのかまでをシミュレーション

する訓練も現在は行っています。訓練の質が大きく変わりました。どこまで災害時を想定して、

一人ひとりが考えて行動するかが大事だと思います。（斎藤）

避難所マニュアル

Ｑ 当法人では「福祉避難所開設マニュアル」を作成しています。当初は県のマニュアルを参考

にしましたが、量が多すぎるので他市のマニュアルを参考にして作りました。作成するにあたっ

てアドバイスがあれば頂きたいのでお願いします。

Ａ 実際に被災した場合にはマニュアルでは対応できないことが多くあります。熊本地震の支援

に行ったときには指定されていない身体障害者福祉センターに障がい者が逃げてきました。何日

目に食事が届くか、必要な物資をどう発注するか、自衛隊をどう活用するか、当然マニュアルは

ありません。アレルギーの方、食べられるものが限られる障がい者、その人らしさのこだわりを

どう尊重するか、パーソナルな物も必要になります。このような具体的な場面の対応はマニュア

ルでは無理な気がします。（斎藤）

これだったら大丈夫というマニュアルはありません。マニュアルの問題点は、それを作ってお

けば安心とどうしても思ってしまうところです。そうすると逆効果になってしまいます。必要な

ものを確認するチェック表や建物は大丈夫かとか職員がどれだけいれば受入は大丈夫かといった

確認はいると思いますが、災害は同じことがないので、結局その時々の状況のなかで最善は何か

という事をその場で考えていくしかないのです。

今日のようなお話を聞いて災害時のいろんなことを知ると、引き出しがたくさんできて選択肢

が増えます。すぐに斎藤さんのような人を派遣してもらうのも大切なことです。一番大事なのは、

マニュアルを形だけつくって安心するのではなく、自分たちの施設、自分たちの所に今何が足り

ないのか、どうすれば前に進むのかという事をわかることです。（村野）

福祉避難所について

Ｑ 別府市で障がいのある人は約8000人。福祉避難所の協定が結ばれている施設は10数カ所で

ベッド数として220 床位。地域の人も避難してくる可能性があるなかで、障がいのある方の受

け入れの優先順位の付け方はどうしましたか。また、医療的ケアが必要な人や強度行動障害様々

な特性を持った人たちへの対応についてお伺いできればと思います

Ａ 福祉避難所を開設した時に入所から退所まで全てを事業所で受けなきゃいけないと思うとプ

レッシャーだと思うんですが、実は福祉避難所に避難者をが連れて来るのは相談支援専門員です。

重要なニーズとか必要な状態も連れてきた相談支援専門員が把握しています。支援はしっかりと

行い、アセスメント情報を退所の際に相談員さんに渡して次の場所を探すっていう循環を持って

おくことが必要だと思います。（斎藤）

別府市での地域防災計画では、まず避難所に行って保健師が福祉避難所に行くかどうか判断

して、それから福祉避難所に行くことになっています。最初から避難所では無理な人もたくさん
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います。医療的ケアの必要な人についても状況が把握できていないなど、課題が多くあります。

ただ、8000人が全員避難しないといけないわけではありません。避難勧告があった場合も、

一人ひとりが避難するかどうかは個別に判断することが必要です。そのためにも個別避難計画の

作成が必要なわけです。国の制度がまだ不十分なので、具体化していく必要があると考えていま

す。（村野）

薬の確保

Ｑ 私の子供は重度心身障がいで入所しています。薬の備えの話があったんですが、医師が余分

な薬を出してくれないんですね。台風が来た時に受診ができない、行けないので薬がないという

ことがあったりします。そういう呼びかけをどうすればいいのか教えてください。

Ａ 石巻市では、災害の備えのためということで処方してくれる先生もいらっしゃいます。でも、

これは国に働きかけていかないといけないと思います。（斎藤）

災害の時には必要なので厚労省などと話はしています。間違って飲むと怖い管理をきちんとや

れるっていう状況が確認できないと厳しいという話が出ていました。災害用に車で保管するとか

具体的に話をして、働きかけを続けていくことが大事だと思います。国の方にも、厚労省とかと

も話し合いが始まってますので伝えていきたいと思います。（村野）

ネットワークづくり

Ｑ まわりとコミュニケーションすることを広げていけば地域で助けてもらえるネットワークは

できると思うんですけど。

Ａ 自分でできる人はいいのですが、難しい人も多いと思います。別府市ではそこをお手伝いし

ているということです。他の地域では進んでいないかもしれませんが、つながりをつくることが

難しい人と地域をつなげるということを個別支援計画をつくるという形でモデル地区で行なって

います。

石巻でも地域でどうやっていくかという取り組みを始めています。「俺はこれができる」「おじ

いちゃんをたすける」という、一人ひとりが持っている力を最大限に発揮して地域の力をいかに

活用していけるかっていうことを話し合う機会が必要と考えて、国の予算を使って中学校区位の

単位でやっています。

避難所に多目的トイレを

Ｑ 私のまちでは避難所の設備がなくて、多目的トイレがないのが当たり前だからそもそもが入

れないので避難してもしょうがないという声もあって その場から動かないという人もいます。

Ａ 避難所の設備が整ってないのは石巻市でも一緒です。今は避難訓練に参加してあれが足りな

いと伝えていく活動が必要だと思います。（斎藤）

別府市でやっている福祉フォーラムのメンバーはそういう時に必ず出てきてくれます。湯澤会

長は盲導犬を連れて参加してくれますし、五反田さんも車椅子で参加してくれます。そうすると

地域の住民の人たちはどうしたらいいかを考えてくれます。避難誘導に関しても視覚障害のある

方はどういう支援が必要かというのを学んで来てくれる機会になりますそういった方法で、トイ

レが使いにくいなど声を出していくことが大切なんかじゃないかなと思います。車椅子の人が使

いにくい場合は高齢者も使いにくいわけですから高齢者のためにも必要なことです。もう一つは

日常皆さんが使っている使いやすい場所を避難所として指定してもらえることができないのか
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検討してもらうといいと思います。通常は小学校とか体育館などが指定されていますが、皆さん

が通っている場所で避難難所として使える所を交渉するというのも一つ手だと思います。（村野）

３，福祉従事者（職員）としての課題

職員の精神状態

Ｑ 災害発生後も職員さんが働いていたとの事ですが、職員の方の精神状態はどうだったのでし

ょうか？

Ａ いい言葉で言うと絆という形で運命共同体として、誰かのそばにいないと自分も壊れそうな

ので日常仕事している仲間と日々過ごそうという事があったと思います。精神状態は私も含めて

ピリピリで、気を抜くと壊れるようなピリピリ感を過ごしていました。すごい集中力だったと思

います。例えばこの部屋に施設利用者がいたとします。随所に職員が配置されます。職員も寝な

いんですね。利用者がほんのちょっとでもぴくッとしたり、起き上がったりするとそこに居る職

員４～５人がすぐに駆け付けられる体制で気を張り詰めた状態でした。ところが３日経つとみん

な落ちてピクリともしなくなりました。休憩時間等考えずに７２時間かけぬけてきたので利用者

が声をかけても起き上がれない状態になったのです。ハッと気づきました。シフト組まなきゃと、

４日目にシフトを組みました。しかし休憩所がなかったので浴室を休憩所として利用しました。

職員集団の家族の安否という事もあります。１日目から職員には家族の安否が確認できるなら

行ってきていい、車も使っていいことも伝えましたが、行けないんですね。水が上がっていたの

で、職員も水が引いてから考えるとの事でした。

長引くと、職員集団の中で「いつまで続くんだろう」「仕事なの、ボランティアなの」「いつま

でいなきゃいけないの」という声が出てきます。私はいやな管理者の一言を言いました。「帰れ」

って、「無理していることない」って、そういうのってすぐ伝染していっちゃうのでそこが嫌で

「安心して仕事ができる日になるまで来なくていい」と言いました。一人の職員だけ帰りました。

後で言いすぎかなって反省したんですけど。（斎藤）

そういう事ってすごく大切だと思います。管理者としてはつらい立場ですけど、全体を見てそ

の時の最善と思って対応したと理解します。（村野）

何もできなくなることも

Ｑ 私も初めて被災地に行ったとき、２週間は駆け抜けたんですが、そのあとに全く何もできな

い状況になったことがありました。気持ちは目の前に山積みになった課題をどうにかしようと思

うのですが体が全く動かないのです。そういう職員さんがいなかったの

か伺いたいと思います。

Ａ 私が見てきた職員、仕事を支えてきた人たちは、シフトを組んでか

ら自分の自由な時間、仕事していない時間に町の様子を見に行くと言っ

て自転車とかで何人かで行ける所まで行って、こういう状況にあるんだ

と自分の目で見て戻ってきて、職員集団で自分が見たものとか、今自分

が考えている事を話すんですね。通常だと私に言わない話でも、こんな

事があってと伝えてくれて心の痛みとか悩みとかしんどさを吐き出して

くれていたと思います。吐き出せなかったらしんどかったと思います。

（斎藤）
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辞める職員は？

Ｑ 吐き出せる環境がないと去っていってしまう事に繋がるんではないかと思います。ある程度

自分が言っても許される環境がそこにあったことが大きな事だったんだろうと感じました。そう

いった関係の中でも、やっぱり難しいという事で法人を辞めないといけない状況なった人がいる

のですか？

Ａ 私が知っている範囲で職員集団から震災発声の3月から5月の3ヶ月ぐらいで離職した職員は

2人しか知らないです。新しい人もその間で採用しています。なぜかというと福祉避難所などを

回すためにベテラン職員を各施設から招集し派遣します。その後の現場を回す職員が不足するの

で新たに職員を採用しましたが、その人たちは辞めていきました。震災後に働きだした職員は出

入りが激しかったです。

上司に確認できない場合

Ｑ 事業所の上司等が不在時にどうすればいいか、職員が普段身につけておくべきスキルがあれ

ば教えてください。（村野）

Ａ 私たちが大事にしているのは伝承していく事です。震災時の時の経験を年2回の新人研修の

時に必ず話すようにしています。２時間くらいのコマを持って行っています。伝承のために、震

災時に何が起きて、何をしていた等、150人の職員にその当時の1ヶ月について聞取りをしてま

とめて一冊にしています。非公開ですが、こういうことがあったんだということを管理者等で分

析して、課題を共有しています。（斎藤）

Ｑ 移送していた時の当事者に何かあった時の判断というのは組織の中で決めているのか、通常

であれば判断を上司に確認するんですが、それができない状況の時ってどうするのかという話を

したことがありますか？（村野）

Ａ 送迎時に何か起きたらどこに行くのかっていうのは職員一人一人が考えられるという話で終

わっていましたが、管理者等は悩みます。このため、訓練の時にここで何かが起きた時にどこに

行くのかということは職員会議の中とかで確認をしています。ここだったらいいだろうという情

報共有をします。（斎藤）

相談支援専門員の役割

Ｑ 震災が起こった時に相談支援専門員がどんな事をされたかというのと震災後どのようなこと

をされたのでしょうか。熊本地震の際に私たちの施設も事務所が水浸しになって、床を拭いたり、

片づけたりが終わって、その後安否確認という形でそれぞれ電話をかけました。それだけぐらい

しかしていない。そのことも含めて相談支援専門員の役割はどうだったのかをお伺いできればと

思います。

Ａ 災害時には多岐に渡ったニーズが出てきますが、相談支援専門員も被災者なので限界があり

ます。宮城の場合、日本相談支援専門員協会から、一日4，5人位が全国から入れ替わり立ち代

わり一週間で現地に入っていたので、その人達と一緒に安否確認をしました。石巻市がやらなけ

ればならないことも事業所としてやっていました。

その方たちがいなくなった後は、新しい事業所ができてきたりしました。私が今、所属してい

る相談支援事業所くるみも新しく立ち上がった事業で、被災障がい者に特化した事業所として相

談支援専門員協会から2人の職員を出向、地元の相談員3人で回していました。障がい当事者の
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方が被災されて仮設住宅にいるのがなかなかしんどくて、いろんな民間のアパートを借りて転居

してる。遠い所だと沖縄とか。そういう県外になるとあれですが石巻市外でも仙台とか現在の他

のアパートで住んでいる方々の訪問となるとなかなかそれができないので、そこのサポートセン

ターの職員さんが回って定期訪問しながら孤立化させないようにしていました。熊本に行った時

にも協会の方々がやってましたが、めちゃめちゃレベルアップしてました。大きい地図に手帳を

持っている方の住居に印がついてるんです。そこを相談員さんたちが回って、また必要な所は赤

シール、終わったところは黄色シールでつけていく取組みをしていました。

職員の限界への対応

Ｑ 福祉避難所を職員が回して行く際に工夫した点や「報連相（報告･連絡･相談）」の仕組みなど、

現場で非日常的な事を回していくとなると日頃の仕組みだけでは限界が来るのではと思います。

どのように対応されたのかお聞きしたいです。

Ａ ひたかみ園では主任か係長のリーダーとして的確に現場で支えてくれる数名、結構給料の高

い人を福祉避難所に置きました。現場の施設からすると痛かったんですが、誰が来ても大丈夫な

スキルを持っている人を配置してそこを窓口にしながら受け入れをしていきました。ボランティ

アスタッフについても凛とした態度で関わって頂けました。すごいボランティアさんが入って、

10人ぐらいで70人ぐらいを支援するっていう形でした。

理事長が言っていたのは、「ＮＯと言うな」それだけです。現場で仕事している私たちは判断

する時に悩みます。「ＮＯと言うな」なので「はい」しか言えませんから、「はい」と言いました。

それからみんなでどうするって考えるのです。職員もわかりやすかったです。「はい」と言って

そこから考える。（斎藤）

その状況に応じて現場に臨機応変に対応できるようにということだと思います。災害は準備し

ていないところ、痛い所を突いてきます。いくら準備してもダメな所も絶対あるわけです。それ

に対応するためにはその時の状況を正しく判断して対処していくしかありません。その際には経

験値が重要な要素だと思います。場数を踏んでドキドキしないという人がすごく大切な人になっ

ていくと思います。（村野）

伝えていくこと

Ｑ 被災されてものすごく辛い思いをされて、こうやって私たちに教えて頂いて、いろんな事を

伝えて頂いて、先生的には辛くないのかなと思います。そういう気持ちはどうクリアしていくの

か気になりお聞きしてみたいです。

Ａ 私は津波の映像を見ていません。一番しんどかったのは2年目ぐらいです。相談員として仮

設住宅とか隣にいる方達を訪問をして、一人ひとりとお話をしていった時に自分も一緒の身なん

ですが、そこに格差が出てしまって自分は復興していくけど復興していない方の話を聞くのが自

分ってホント何だろうと嫌になったことがありました。今は次の生活をみんな見つめているので

しんどくないです。むしろこういう機会をつくって頂いたことに感謝しています。（斎藤）

いい質問をしてくださったと思います。私は、斎藤さんの中ではまだ終わっていなくて、被災

者でもある立場から津波の映像は見れないんじゃないかなと思っていました。こういう話をする

機会があることによって少しは吐き出す事ができているのかもしれないし、私たちはいろんな事

を教えてもらう事によって色々考えられると思います。この機会に多くの人たちの同じような悲

しいとか苦しい思いをこの地域でしないですむように形にしていきたいと思っています。（村野）
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6，BCP（事業継続計画）をつくる－作成研修会
福祉事業所が災害時に支援を続けるために

災害時には、人、地域、企業、行政などあらゆるところ

が被害を受けます。福祉事業所も、利用者、職員、建物等

が被害を受ける可能性があり、事業の継続に困難を生じる

可能性が出てきます。災害時にどんな問題が起きるのか、

それにどのように対応するのか。平常時から、災害発生時

の様々なケースを想定して、福祉事業所としての役割を果

すための計画をつくっておくことが必要です。その計画がB

CP（事業継続計画）です。

今年度は、11月5日と1月21日の2回にわたってNPO法

人さくらネットの石井布紀子理事長を講師にデイサービス

事業所と訪問介護事業所のBCPを作成するための研修を行

いました。3回目は新型コロナウィルスの影響で中止された

ため、計画の作成には至りませんでしたが、BCPの基礎知

識、法人・事業所の災害時における初動対応について具体

的な検討を行いました。

2回にわたる講義の内容を要約して紹介します。

福祉事業所は災害時にどう動くか－BCPをつくる
NPO法人さくらネット代表 石井布紀子

（1）BCP（事業継続計画）とは何か

BCP（事業継続計画）を一言で言う

と、事業所が「災害時にどう動くか」と

いうことを平常時に考えてつくった計画

のことです。日本語では事業継続計画と

言いますが、もともとは英語で、Busin

ess Continuity Planningと言います。

ここでは、「災害などの緊急事態が発生

したときに、事業所が被害を最小限に抑

え、事業の継続や復旧を図るための計画」

という意味で使用します。

社会福祉法人が被災した場合には、まず利用者や職員の安否確認が必要になります。ま

た、施設の被災などによりサービスを停止しなければならない可能性もでてきます。安全

の確保とともに、利用者の関連死を防ぐためにも生活環境を保全し、極力サービスを継続

していくことが重要になります。福祉施設のBCPには、利用者に何が必要かをよく考え、

早期再開を目指すことが求められます。

実例を上げると、地震災害から２～3週間経つと、避難所にいる人からお風呂を再開して

という声が上がってきます。利用者の健康を維持するためにも必要なことですが、施設を
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ちゃんと立て直して再開するのか、来てもらってやるのか、サービスの提供には職員の状

況や地域環境なども含めた判断が必要になります。やったことのない対応も増えていきま

す。だれもが被災するなかで支援の業務は増大するのです。業務の継続と拡充を合わせて

BCPを考えておく必要があります。福祉施設のBCP作成は難しいと言われていますが、様

々なケースを想定して効果的に事業を続けていくための計画やマニュアルを作っておくこ

とが大切です。

同時に重要なのがBCM（事業継続マネジメント）です。BCPを作成するだけでなく、研

修や訓練、見直しを行い、災害時に実際に動けるようにしておかなければなりません。第

一参集者を近くに配置したり、人を複数置いたり、人事的にもちゃんとできるようにマネ

ージメントするのがBCＭです。BCPを作成したら、継続的にBCMに取り組むことが必要

です。

（2）BCPの考え方

社会福祉法人のBCPは７つぐらいのマニュアル（防災・事業継続・備蓄品管理・情報シ

ステム管理等）が必要とされています。しかし、災害の種類や発生時間等によって対応が

異なってくるため、マニュアルでは対応できず現場で判断しなければならないことも多く

出てきます。

BCPは様々なケースを想定して、あらゆる事態に対応できることをめざします。事業の

継続をどこまでやるか、だれが判断するかは決めておきましょう。災害時の対応や問題点

は、誰が誰に情報を渡して帰宅するか、夜間発生時の利用者の安否確認はどうするのか等、

ルールにしておくことが必要です。

そして何よりも重要なことは、一人ひとりが自ら考え対応できる力を身につけていくこ

とです。従って、BCPの作成にあたっては自分たちで事業所や利用者の状況を把握して、

具体的な状況を想定しながら、災害時の対応を考えていくことが重要になります。さらに

研修や訓練を実施して、内容を改善しながら、全体で共有することが大切です。

１，被害の想定と対応例

○災害の種類

災害の種類で対象がサービスの停止や避難のタイミングが違います。豪雨土砂災害は、事前

に必ず情報があるので、しっかり決めておけば全員救出は可能な種類の災害だと思います。地

震、津波は事後対応になります。このように災害の種類によって対処方法が変わっていきます。

豪雨土砂災害の場合、被害が起こる前に、利用者に早く帰ってもらったことがある事業者の

方がいましたが、その方々は、もう災害対応をやっているわけです。みんな判断能力を持って

いるわけです。このような経験則を可視化したものがＢＣＰと思ってください。豪雨土砂災害

については、発災前にＢＣＰがスタートするタイミングです。地震については予報が無いので、

発災と同時にBCPがスタートします。熊本地震の時、20秒ほど前に緊急地震速報が出たそう

ですが、その場合でも、あらかじめ避難スペースを決めていれば、避難できたのではないでし

ょうか。

地震については、以下のような事例がありました。これらは地震直後にそれぞれの事業所が

抱えるリスクになってます。

・入浴サービス中（受講者の約半数が挙手しました）

【解決事例】軽度の人は、バスローブをかぶせて脱出した。
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・ガスコンロで火を使うことから、料理中（複数手が上がりました）

【解決事例】揺れたら火が消える安全装置を装備する。

・排泄介助中

・移動中（エレベーターの中など）

○時間帯

あとは時間帯で対応は変わっていきます。夜間利用者がいない、職員もいない施設であれば、

それぞれの自宅でどう対処していくかを考えます。倒壊家具や落下物を含め、それぞれの住宅

が被災ずるか大丈夫かで職員も利用者もリスクが変わってきます。日中や送迎中の災害は、皆

さんの責任の範疇にあるわけですので、利用者に対してどう責任を取りますと、書いて利用者

さんに渡しているところもあります。そうしておかないとご家族の理解をなかなか得られない

場合があります。災害時の対応やサービスの休止については、事前に決めて知らせておくこと

が大切です。

２，外部の発災後の対応

BCP作成にあたっては、支援の体制や利用できるサービスや制度を知っておくことも重要

です。

発災後、自治体が直ちに立ち上げるのが「災害対策本部」です。そのあとちょっと間をお

いて社会福祉協議会が立ち上げるのが「災害ボランティアセンター」です。

公的な支援について知っておいた方がいいことは、災害救助法は「現物給付の平等支援」

が基本で「みんなに同じものを配る」という考え方のため、高齢者や障害を持った人に個別

に支援することがやりにくくなります。利用者の皆さんは日常の福祉サービスの延長線上で

あれば、サービス期間中は皆さんの事業所から個別に福祉サービスを受ける権利があります。

しかし、デイサービスの場合、一軒一軒利用者さんの家に行ってその人に必要な支援を行う

ことは「現物給付の平等支援」という観点で、法律上できないんです。それと逆に個別に支

援できるのが「災害ボランティアセンター」です。「相談窓口」は、被害の規模や状況でで

きない場合もありますが、罹災証明の発行などいろんな支援を行います。

３，安心拠点

被災者の安心拠点としては以下の５つの拠点ができたり、現在の組織を変化させて対応し

たりしてきます。緊急度の高い順に紹介します。

①入院救護所

医療保険や、医療の法律による特別な拠点。

②緊急入所（「災害ショートステイ」とも呼ばれる）

避難所や自宅で生活することができない要援護者のうち、身体状況の悪化により緊急に入

所介護・療養等が必要な人に対応する施設。災害の特例給付が適用されると増床ができる。

使いやすい制度ですが、あまり一般に知られていまない。

【例】利用者さんが帰れなくなった時に、福祉避難所にわざわざ行くより、今の施設に宿泊

してもらうなどの対応も選択肢になる。

③福祉避難所

災害救助法で作られる福祉の避難所。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等で入院

の必要や施設に入所するほどではないが、収容避難所では生活に支障を来たす人たちのため

に、何らかの特別な配慮がされている避難所。

【注意】福祉避難所には、ヘルパーは入れない。
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④一般避難所

ヘルパーが入ることができる。

⑤在宅生活

デイサービスに来れる程度なら、慣れない福祉避難所に行くよりも、家族やヘルパーと一

緒に一般避難所に行く方が楽な場合もある。

４，制度の活用

災害時にもいろんなサービスを組み合わせられます。例えば事前避難だったら、災害の前

からショートにうまく組み入れる方法があります。減免措置があったり、人員増がOKにな

ったり、事業所を応援して安心拠点をつくっていく仕組みがあります。日中はデイサービス

を行って、夜は福祉避難所（泊）と切り替えて使う方法もあります。経営面の上からも制度

理解をしたうえで、それぞれの事業所の対応を考えることが必要になります。自分の事業所

がどれをやるのかということについて、事前に自分たちの状況をよく見て、考えていくこと

が大切です。理想のモデルを決めず、どうか自分たちから見た方がいいものができますよと

いうのを知ってほしいと思います。

（受講生から質問：「緊急入所の部分をもう少し詳しく」）

熊本地震の時の福祉避難所として業務を行った事業所（2,310円／日人）と定員超過で業

務を行った事業所（10,000円／日人）とで、利用者に対する単価の差がありました。その

ことを知っておいてほしいと思います。基本的に福祉避難所は軽度な方々が入るものだと理

解してください。ただし、利用者の自己負担が厳しい場合は、福祉避難所に行くという選択

肢も出てきます。

５，避難開始トリガーの考え方

災害発生のタイミングは、1時間降雨や24時間降雨の量が、過去の災害発生のデータと照

らし合わせることで概ねわかります。過去の被災時の降雨情報は、気象庁のホームページな

どから情報を入手できるので、その情報をもとに避難トリガーを決めましょう。土砂災害に

ついては、土砂災害メッシュ情報なども使いましょう。

６，職員、利用者のマッピング

災害時の対応を検討するために、職員、利用者の住所を地図に書き込み、一目で見ること

ができるようにします(マッピング)。利用者（要配慮者）を色によってランク分けするとわ

かりやすくなります。

A ●赤丸 寝たきり、意思疎通できない

B ●黄丸 動きづらさあり、1人2人支援でOK

C ●緑丸 普段は自立移動

●茶色 職員

実際に役に立つBCPを作っていくためには、地域の情報を組み入れた計画をつくることが

大切です。

よくあるパターンが、利用者には安否の連絡は取れたが、その後どのような生活をしてい

るかがわからない。また事業の継続をどこまでやるか、誰が判断するかがわからない等です。

災害時の対応については、誰が誰に情報を引き継いで帰宅するとか、夜間発生時の利用者の

安否確認はどうするのか等、ルールとして決めておくことが必要です。

７，在宅利用者の対応

在宅介護の場合、自宅が安全かどうかが問題になります。安全であれば自宅避難で問題あ
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りません。ただし、ライフライン（電気、水道、ガスなど）が使えるか、支援者が来れるか

という確認が必要になります。さらに、以下のような問題が指摘されました。

・外出支援の時に発災した場合、利用者がパニックになる。

・買い物等でヘルパーが利用者から離れたところにいたとき。

・自宅に荷物が多い（落下の危険性あり）。

・高層住宅の場合、地震後にエレベーターが動くか。

（3）BCP作成の実際－初動対応

初動対応をテーマに、BCPのつくり方をデイサービスと在宅介護に分けて具体的に考え

ます。

【デイサービス】

１．豪雨・土砂災害の事前対応について

(1)想定力を高め、豪雨・土砂災害時の事前避難を行う

豪雨・土砂災害からご利用者・職員の生命を守るためには、災害が発生する時間には、避

難・安心確保を完了させておく必要がある。そのため、前倒しでの適切な判断・事業停止等

の対応が求められる。

事例紹介「今夜、雨で被害が出る、という予報が出ている場合」→「夕方にはどうしておく

とよいか？」→利用者家族に連絡、夜間に被害が発生した場合、お休みがありえる確認(判断

プロセス含めて)をしておく

参加者の体験「昼食の心配のある利用者はいるか、周囲の状況はどうか、などを確認したう

えで、その後デイサービスのお休みを決定、事務所には午前中待機者を置いた」

最終的に、前倒しの判断を可能とする方法を講じ、適切なタイミングでサービス休止を決

定するだけでなく、危険エリア在住利用者に対し、事業所からお電話し、避難行動を促進す

る必要があることを確認した。

(２)対応の標準化

豪雨土砂災害対応では、以下の方向で、対応の標準化を検討する。

原則『1日3回検討時間を決め、早めの意思決定・判断、情報共有・行動化をめざす』

○利用者対応(当翌日)を検討→調整のうえで事業休止等を確定する

○職員対応を検討→あらかじめ事業所マップで自宅・通勤路避難のある職員や災害時配慮

の必要な職員を確認

○登録利用者対応→Ａランク者で危険エリアに在住する利用者は、地域支援だけでは避難

行動が難しい場合があることに配慮し、危険エリアの利用者の優先順位を平時から確認。

災害時には連絡をとり避難行動を促す。自宅にリスクがあるならば、ショートサービスの

導入などが可能であるため、安全確保の観点から調整を行う。

２．地震(夜間)発生時の対応

○職員参集時間を決める

○職員参集可能かどうか安否確認を実施する

・連絡手段

・連絡内容 － 本人の無事、家族の状況、地域状況、出勤可能か、いつ出勤可能か

・連絡のルール － できるだけ、電話は使わず、SNSなど通信アクセスのよい手段の活用を

模索することが望ましい
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３．地震(サービス中)発生時の対応

○想定震度を越えた場合は、ご利用者の送迎は原則控えることとし、引き渡しの原則となる

震度を決定し、表記しておく

○送迎時のルールを検討しておく

想定1 お迎えの際に地震発生

・まだ到着していないご利用者対応をどうするか

・すでに乗車者ずみのご利用者対応をどうするか

・発生時の連絡方法をどうするか、できるだけSNSや無線などにより送迎車両関係者が双

方向の情報共有ツールを活用し、必要に応じてチームとしての意志決定・判断ができるこ

とが望ましい

想定2 お送りの際に地震発生

・送迎済みご利用者対応をどうするか

・未送迎ご利用者対応をどうするか

原則『災害発生時の情報共有を行う環境整備を平時から進めておく』

・送迎車両と事業所が全員参加双方向の情報共有ツール(LINEなど)を活用できるよう備え

ておく

・原則を守りながら、報告・連絡・情報共有・相談・意思決定をつみ重ね、全員が帰社で

きるよう進めていく

【在宅介護サービス】

職員・利用者の在住地にプロットをした地図と職員調査票を作成した前提で、具体的なルー

ルづくりに取り組む。

１．豪雨土砂災害時の事前避難完了のための意思決定

警報が出た後の対応検討時間を検討。前倒しで判断を行い、先の予測を立てながら事業休

止や利用者避難支援を行う。

○朝夕のミーティング時間があるのか

・全員揃うのは毎日～月１など、揃わない事業所あり

・サービス管理者1名で他は訪問者だという事業所あり

・利用者数は28～65名でありヘルパーも複雑な構成になっている事業所、事業所内訪問サー

ビスのためそもそも災害リスクのない事業所、などがあり、統一した考え方を置かず、それぞ

れの事業所ごとの検討が必要であることを確認

提案→「1日3回、朝・昼・夕に、その後の避難行動や被害がおきた後の対応について、前倒し

で検討する時間を定める」

○サービスを休止する際、ご自宅に被害のある方への避難支援について検討するため、特にAラ

ンク者については、以下のような一覧を作成する。

番号 名前 住所 電話 水/ランク 土/ランク

○利用者の自宅に被災リスクがなく、移動経路にも被災リスクがない場合、事業所としてサービ

スは継続の方針とすることは間違った対応ではない。ただし、移動リスク・自宅リスク・被災生

活(世帯)リスを抱える職員には配慮する。

○利用者の自宅に被災リスクがある場合、原則として本人の避難行動を日中に支援する。

●Ａランク：事業所あるいはケアマネが連絡・調整を行い、ショートサービス活用他の対応を



- 37 -

進め、災害発生時に本人避難が終了しているよう支援する必要がある

●Ｂランク：地域へのつなぎ支援を行うことにより、避難所生活が可能であるため、避難行動

を促し、避難完了の確認ができること、必要に応じて家族や地域の支援を得て、避難完了報告

を頂けるよう促すことが望ましい

●Cランク：地域とともに避難行動・避難生活が可能であるため、被害を減らすための行動を

自らとり、できることならば地域の生命をともに守っていけるよう促すことが望ましい

２．地震発生後の職員間の安否確認

○必要項目

・現在の居場所(自宅、勤務中、など)

・本人状況

・家族状況

・周囲状況

・出勤の可能性

・出勤可能日時

・帰宅の必要性・緊急性

・その他

３．サービス実施時の、地震発生後の現場対応

地震発生、家の中がぐちゃぐちゃになる可能性もある。原則、いつ・どのようにしてサー

ビス完了するのか、検討する。

□火の元確認

□家屋・施設チェック

□停電・断水・ガス停止チェック

□二次災害予測

□本人不安チェック

□生活環境被害あり

□本人への支援不足予測あり(服薬、電源、次のサービス)

○上記の被害状況を確認し、被害が些少な際はサービス継続とする

○家屋の片づけは、できる範囲とする

○その後の支援不足については、サービス提供者が事業所と相談しながらつなぎ支援を実施

する

○被害があり、在宅生活が難しくなった場合は、安全安心生活場所の確保までを責任とする

・B･Cランク者は、原則として避難所・地域へのつなぎ支援を行う

・Aランク者は、何らかの入所サービスへつなぐよう試みる

４．移動時に地震が発生した場合の対応

○車両使用の場合は、原則、一度停止して事業所と連絡を取り合う

・そのための通信手段を確保することとし、SNS等が望ましいが、利用できない人がいる場

合は柔軟な対応を行う。

○公共交通機関を使用している場合は、事業所と確認のうえ、タクシー等を活用する。利用

者が一緒の場合は、自宅へ送迎する。その後、自宅の状況を確認して対処、帰宅する

５．別府市内に知的障害等被災者の避難施設が不足している課題にどう取り組むか

○市への協力を要請する
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7，避難訓練・避難所運営訓練報告
地震を想定、高齢者･障がい者・体調不良者等に対応

（1）緑丘地区避難所運営訓練 ～ インクルーシブ防災の視点から～

別府市共創戦略室 防災危機管理課 河合亜留土

訓練の枠組み

別府市の全145自治会は、それぞれが自主防災会を有しており、その１４５自主防災会によっ

て組織される別府市連合防災協議会では、平成22年度から毎年、市内１７地区の中から１～２

ケ所の「防災活動推進地区（通称：モデル地区）」を選出して、地区単位での防災訓練（通称：

モデル地区訓練）を実施してきました。

そして、このモデル地区訓練の枠組みを活用し、昨年度から、地域住民が主体的に避難所運営

を行う「モデル地区避難所運営訓練」を開始、昨年度実施した亀川地区、境川地区に続き、今年

度は緑丘地区で、令和2年２月９日（日）8時20分～12時、第３回となる訓練を行いました。

避難所運営訓練の背景

別府市では、平成28年4月16日午前1時25分に発生した「平成28年熊本地震」の際、市職

員による避難所開設までに時間を要した、市内一律のルールに基づく避難所運営では、地域によ

って異なる避難者のニーズに応えるのが難しかった、などの反省が出ました。

そこで、突発的かつ大規模な災害が発生した場合などに、住民が中心となって避難所を運営で

きるよう、その運営の指針となる「別府市避難所運営マニュアル」を平成29年度に作成、同マ

ニュアルをベースに各地域に合わせた避難所運営ルールを検討し、実際に訓練で試して検証する

場として、この「モデル地区避難所運営訓練」を開始しました。

訓練前協議

今年度のモデル地区に選出された緑丘地区は、実相寺、荘園北町、東荘園、緑丘町の４町で構

成されていますが、隣接する鶴見地区鶴見の一部住民も緑丘地区に避難すると予想されることか

ら、今回の訓練は、緑丘地区４町に鶴見を加えた５町で実施することになりました。

参加する５町の自主防災会は、まず避難所運営に当たる住民をそれぞれ10～20人選出、令和

元年12月～1月にかけて計３回集まり、訓練前協議を行いました。

協議では、総勢約80名の運営側住民が総務班、被災者

班など８班に分かれ、各班の役割分担に従って様々な想定

への対応を検討しました。災害時要配慮者への対応につい

ては、主に救護班が担当することから、救護班では身体、

知的、精神など障がいの種別に応じた対応方法や必要とな

る資器材、避難者の受付を担う被災者班との連携方法、処

方薬を求められた場合の対応など、起こり得る状況をイメ

ージしながら一つひとつ話し合いを進めていきました。

最終の第３回協議は訓練会場となる緑丘小学校で行い、各班が訓練時の活動拠点や配置、導線
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の確認を行いました。

災害時ケアプランの作成

今回の訓練に際しては、緑丘地区に住む避難行動要支援者の中から１名、医療的ケアを必要と

する小学生を選び、担当する相談支援専門員に依頼して災害時ケアプランを作成しました。厳寒

期の訓練で本人参加にはリスクを伴うことから、訓練時はプラン作成を担当した相談支援専門員

が演じる形で付加想定に組み込み、内容を検証することにしました。

訓練開始

訓練当日は、午前8時20分に運営側住民が緑

丘小学校へ集合、小雨混じりの天候だったため

体育館の中で開会式を行い、同８時30分の「地

震発生！」のマイク放送により、全員が身を守

る行動を取るところから訓練が開始されました。

被災者班は受付準備、食料・物資班は備蓄物

資の搬出など、それぞれの持ち場に分かれて準

備を進める中、９時に最初の避難者が到着、そ

の後10時までに予定していた約150名の避難者

が到着しました。

災害時要配慮者への対応

運営側住民が災害時要配慮者への対応を経験できるよう、訓練では毎回、障がい当事者や立命

館アジア太平洋大学に通う外国人学生、乳幼児のいる家庭などに、避難者役としての参加を依頼

しています。

今回の訓練では、視覚、身体、内部、知的の障がい当事者５名に避難者役としてご協力いただ

き、救護班を中心に、事前に決めた避難場所への誘導や、避難生活で必要な配慮・物資について

の聞き取り、必要に応じて保健師の要請なども行いました。

また、救護班だけでは人手が足りない見守りについては、ボランティア班が避難者に声を掛け

て介護・看護職を探し依頼するなど、複数の班が連携して対応する場面も見られました。

さらに今回は、茨城県境町所有のトリプルハイブリッドカー（電源車）や軽量トレーラーキャ

ビンの訓練参加が得られたことから、医療的ケアを必要とする避難者を福祉避難所に見立てた軽

量トレーラーキャビンへ移送する訓練も行いました。
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その他の付加想定

訓練では他にも、喫煙や充電を希望する避難者、盗難・不審者事案、急患などが発生したり、

健康運動指導士や育児サークルがボランティアにやって来たりと、発災から１週間程度の間に起

こり得る様々なでき事をシナリオに組み込みました。

各班は、避難者の受付や仮設トイレの準備、広報活動や炊き出しなど、主な担当業務を進めつ

つ、途中で付加されるでき事にも対応し、12時の訓練終了合図まで避難所運営を進めていきま

した。

そして最後は再び体育館に集合し、閉会式を以って解散となりました。

訓練評価・記録と訓練報告会

この「モデル地区避難所運営訓練」では毎回、市

内・県内の福祉職や訓練を経験した防災士会等に評

価者としての訓練参加を依頼し、各班の活動や想定

への対応を記録・評価していただいています。

また、避難者役として訓練に参加した住民や障が

い当事者にも、演じた役割に対してどのような対応

がなされたか、等を記録し提出していただき、訓練

終了１ケ月後を目途にそれらを「訓練評価・記録集」

としてまとめた上で訓練報告会を開催しています。

訓練報告会では、まず班毎に分かれて「訓練評価

・記録集」を見ながら活動を振り返り、その後全体で主な反省点や奏功事例を共有することによ

って、今後の避難所運営に活かして頂けるような仕組みにしています。

残念ながら今回は、訓練の約３週間後に予定していた同報告会が、新型コロナウイルスの感染

拡大防止の観点から中止となってしまったため、運営側参加者全員に「訓練評価・記録集」を配

布し、各自で振り返っていただく形となりました。

今後の展開

令和元年度の緑丘モデル地区避難所運営訓練は終了しましたが、今回避難所運営の中心を担っ

た緑丘地区防災士会では、来年度以降の活動の一環として、今回の訓練評価を踏まえた避難所運

営の再検討を進めていただく予定です。

また、来年度は石垣地区で「モデル地区避難所運営訓練」を行うことが決定しています。石垣

地区の防災士や各町の自主防災会員は、来年度に向けて今回の一連の協議や訓練を見学してきま

したので、来年度の訓練では、これまで３回の訓練内容を更に深めた避難所運営が行われること

が期待されます。

訓練の事務局を担う市・防災危機管理課としては、地域住民による避難所運営において、イン

クルーシブ防災の視点が多くの方々に更に備わるよう、今後も多様な人に訓練参加していただき

ながら工夫を重ねていきたいと考えています。

評価者

↓ ↓
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（2）南地区浸水域防災訓練 ～ 準備段階の成果の報告

別府市共創戦略室防災危機管理課 村野淳子

11自治会が要配慮者を選出

令和2年2月23日（日）に開催予定でしたが、19日（水）に「新型コロナウィルス感染拡大

予防のための別府市行事の中止・延期」という決定を受けて、南地区浸水域防災訓練は延期とい

うことになりました。そのため、訓練報告はできないのですが、今年度は南地区11自治会がそ

れぞれの地域で要配慮者を選出し、個別計画を作成するというこれまでの地域にはない進め方を

行っていましたので、その過程での地域の取り組みを報告したいと思います。

すべての自治会の様子をお伝えすることは紙面等の関係で無理ですが、数カ所の自治会の取り

組みをご紹介したいと思います。

福祉専門職の参加で安心感

今回3つの自治会では、浜脇地域包括支援センターのスタッフとともに要配慮者の選出と、当

事者のアセスメント（災害準備等現状の把握・災害時に必要な支援）、地域との調整会議（どの

ような支援が望まれているのか、何ができるのかなど）を行いました。流石だと感心したのは、

浜脇地域包括支援センターの当事者に対してのアセスメント力の高さです。日頃の関係性から要

配慮者に寄り添いながら、現状把握と必要な支援内容が明らかになっていきます。

「足が悪いから移動は歩行器で、これに笛をつけていたらどう？」－避難は大通りに面した出

口から。表にある歩行器は支援者に持って行ってもらいます。

耳が聞こえにくい高齢者には耳元で、大きな声でゆっくり話します。

日常はシニアカー（ハンドル型電動車椅子）利用者－「災害が発生すると道路が湾曲するだろ

うから、避難するときは歩行器がいいよね。歩行器に蛍光グッズを張り付けたら、夜でも周りが

認識できるよね」。

９階マンションの階段を下りるしかない高齢の女性は、一度ヘルパーさんと逃げる訓練（マン

ション内一人暮らし）を行いましたが、階段は暗くてステップが狭く、左マヒがある高齢女性に

は上手なサポートを行わなければなりません。その上、以前騙されたことがトラウマになって、

初対面の方と会話をすることが難しいそうです。福祉専門職が関わることで、要配慮者に安心感

をもたらし、地域との訓練に参加してみようという気持ちになっているのだと感じました。

地域住民から「困ったときは連絡して」

調整会議の中で、マンションにお住いの要配慮者と以前連絡が取れなくて、マンション前でず

っと待機するしかなかった話をケアマネジャーが行うと、同じマンションに住む住民から、「困

った時は連絡してくれたら対応できるよ」と申し出をいただくなど、日常の困りごとへの解決に

もつながりました。このように、福祉職と地域住民が調整会議に臨むことで、より良い地域での

つながりができると改めて実感しました。

自治会から「車イス支援研修」の要請

障がい当事者の支援を予定していた自治会では、調整会議で支援内容の課題が明らかになり、
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訓練前に担当ヘルパーから支援方法についての

研修会を行いたいとの要望が地域からあがりま

した。具体的には、マンション3階に住んでい

る電動車いす利用者をそのまま１階まで下すの

は重すぎてむりなので、階段を下す時だけ普通

の車いすに乗り換えてもらって避難するという

計画を立てたのですが、この車いすを乗り換え

てもらう時の支援のやり方を教えてもらわない

と自分たちにはできないので、事前研修を行って欲しいということでした。

視覚障がい者にも配慮

必要な支援内容を事前に習得しておくというこ

とに関しては、視覚障がい者の移動支援を行う自

治会でも、実際にご本人の立ち位置やどこを持っ

てもらって移動するのが本人の安心につながるの

かなど、選出した要配慮者の状況に合わせて支援

内容を学びたいとの姿勢にとても嬉しく思いまし

た。

地域に「みんなで助かる」の精神

支援するために積極的に対応してくださる地域の方々には「みんなで助かる」の精神が、別府

市には潜在的にあるのだと強く感じたので報告させていただきました。

追記：

階段を椅子に座ったまま移動することができる「キャリダン」というも

のが危機管理課にあります。今回、車いすで下す研修を行う時に使ってみ

てもらいました。

自治会長自ら体験してくださいましたが、体をかなりきつく拘束するた

め、障がい当事者を移動させるためには向かないなと思いました。

会長、ご協力ありがとうございました。
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８，地域が動くために－自治会・班の役割
高齢化・家族構成の変化に向き合う時

地域づくりの前提が変わった

IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所] 代表 川北秀人

家族が小さくなったー「自助が困難に」

住民の皆さんに知っていただきたいことがあります。地域づくりの前提が変わったということ

です。それはまず、人口の変化です。

昭和が終わったとき、1985年が昭和一番最後の国勢調査ですが、その時日本に4300万世帯

ありました。その時一番多かったのは４人家族でした。標準世帯は４人家族だったのです。冷蔵

庫も車も４人世帯で考えていればよかった。ところが2010年以降、日本で最も多い世帯構成は

何人かというと“お一人様”になったんです。ちなみに2015年の国勢調査では34％が単独世

帯です。人口構成が変わったということと家族の構成が変わったということが並行して進んでい

るのです。

これは何を意味しているかというと、「自助」が小さくなったということです。年齢構成が上

がったということは、お達者な人が増えれば解決できますが、家族が小さくなると家族でできる

ことが減るんです。４年前の第１回の説明会の際に、「障がい者にも家族がいるだろう」と言わ

れた方がいました。でも、40年前と比べると家族の人数が減っているのです。少子化がとうと

う家族の減少にまで影響を及ぼしているというのが最大の問題です。

三世代同居も減っています。おばあちゃんの世話をするのも、お孫さんの面倒を見るというこ

とも、家族でできにくくなっている。つまり、生活の中の子育て支援と買物という必須の生活活

動において、家族の助け合いで成り立っていたものが、家族でできにくくなっているということ

が日本社会の決定的な大きな変化なんです。これを見逃しちゃいませんか、ということです。な

ので、秋田では雪寄せや雪下ろしは家族だけでするものではなくて地域でするものだと理解され

るようになってきています。

働き方が変わった－「土・日に人が来ない」

二つ目の大きな変化は働き方の変化です。

なぜ地域づくりがうまくいかなくなってきたか。決定的な要素は土・日曜にイベントをやって

も人が来ないんです。なぜ土・日に人が来ないのか。

働き方が変わりました。第1次産業（農林漁業）と第2次産業（製造業・建設業等）で働いて

いる人は、昭和が終わる頃にはほぼ５割でした。今、大分県内で第1次産業・第2次産業で働い

ている人は２割しかいません。残り８割は第3次産業（サービス業等）で働いているのです。製

造業の場合、土曜と日曜両方休みの人の比率は８割を超えます。しかしサービス業は、コンビニ

やスーパー、医療や福祉、宿泊業や飲食店などで働いている人が多く、土・日に休みを取ること

は困難です。サービス業では土・日両方休みの人は２割しかいないという調査結果があります。

土曜と日曜に休めない人たちの比率が８割で、しかも若い人の比率が高いのです。だから、土・

日に行事をやっていると、若者に地区の行事に「来るな」といっているようなものです。

暮らし方が変わったら地域の担い方が変わるのは当然です。こういう風に、前提が変わったの
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ですから、その変化に応じた地域づくりの進化が求められるということです。

前期高齢者が減るー「世話役の高齢化」

しかも三番目に、地域の世話役を担っている前期高齢者が減っています。

家族が小さくなった、働き方が変わった、そして高齢化が第二幕に入った。この三つの変化に

一番気がついていないのが高齢者です。なぜでしょうか。

国連は「65歳以上の人

の人口が７％を超える」

と高齢化と定義していま

す。日本が高齢化社会に

入ったのは1970年です。

今年は2020年ですから、

わが国が高齢化を迎えて

から50年を迎える節目の

年になります。今70代、

80代の人は、20代、30

代の頃からずっと「高齢

化、高齢化」と言われ、「高

齢化の何が悪いのか」と

思って育ってきた世代で

す。その人たちは「何と

かなる」と思っているんですね。だけど、

先ほどの説明のように何ともならないので

す。

なぜか。まず要介護度が違います。65歳

から74歳の前期高齢者のうち要介護3以上

の人は1％しかいません。100人に1人です。

この人たちは元気高齢者です。だからまち

づくりの主役なんです。ところが、元気高

齢者が増え続けてきた時代が減る時代に入

ります。

85歳以上になると要介護3以上の人は23.

2％。つまりほぼ4人に1人が要介護3以上

になります。もう一つ、要介護3以上の人は

2人に一人が85歳以上です。（右上表）つま

り世の中の介護負担の半分以上は85歳以上

の人のためです。だから、85歳以上の人た

ちが増え続けるということは介護負担が増

え続ける社会だということです。

端的に言えば、これからの20年間で85

歳以上の人は倍以上になります。（右中表）

85歳以上が倍以上になるということは、介

介護ニーズは80歳代で急増する? 高齢化「第2幕」へ
単位：千人 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年

65-69歳
要介護3以上
人口比/構成比

7,433
63

0.8%/  4.8%

8,210
68

0.8%/  4.1%

9,644
79

0.8%/  4.1%

8,239
67

0.8%/  2.8%

7,163
59

0.8%/  2.1%

7,467
61

0.8%/  2.0%

70-74歳
要介護3以上
人口比/構成比

6,637
122

1.8%/  9.4%

6,963
121

1.7%/  7.3%

7,696
128

1.7%/  6.6%

9,233
153

1.7%/  6.4%

7,808
129

1.7%/  4.7%

6,808
113

1.7%/  3.6%
75-79歳

要介護3以上
人口比/構成比

5,263
199

3.8%/15.3%

5,941
226

3.8%/13.6%

6,277
220

3.5%/11.3%

7,111
250

3.5%/10.5%

8,492
298

3.5%/10.8%

7,196
253

3.5%/ 8.1%

80-84歳
要介護3以上
人口比/構成比

3,412
274

8.0%/21.0%

4,336
351

8.1%/21.1%

4,961
386

7.8%/19.8%

5,405
420

7.8%/17.6%

6,105
474

7.8%/17.2%

7,382
574

7.8%/18.4%

85-89歳
要介護3以上
人口比/構成比

1,849
297

16.1%/22.9%

2,433
407

16.7%/24.5%

3,117
500

16.1%/25.7%

3,740
600

16.1%/25.2%

4,081
655

16.1%/23.7%

4,672
750

16.1%/24.1%

90-94歳
要介護3以上
人口比/構成比

841
237

28.2%/18.3%

1,022
311

30.5%/18.7%

1,349
411

30.5%/21.2%

1,838
561

30.5%/23.5%

2,239
683

30.5%/24.7%

2,496
761

30.5%/24.5%
95歳以上
要介護3以上
人口比/構成比

237
108

45.6%/  8.3%

341
176

51.7%/10.6%

421
222

52.8%/11.4%

625
330

52.8%/13.9%

883
466

52.8%/16.9%

1,138
601

52.8%/19.3%

計
要介護3以上

25,672
1,300

29,246
1,661

33,465
1,946

36,192
2,381

36,771
2,764

37,160
3,112

85歳以上
要介護3以上
人口比/構成比

2,927
643

22.0%/49.4%

3,795
895

23.6%/53.9%

4,887
1,134

23.2%/58.3%

6,203
1,491

24.0%/62.6%

7,203
1,804

25.0%/65.3%

8,306
2,112

25.4%/67.9%

85歳以上の4人に1人が要介護3以上
要介護3以上の2人に1人が85歳以上
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護負担が倍以上になる社会なんだということです。ということは、ヘルパーをする人の数を倍に

しなければいけないのに、生産年齢人口は減るのです。こういうことを地域住民にわかってもら

うことが大事なんです。

前期高齢者1人が85歳以上1人を支える？

「2020年の別府市が『100人の村』だった

ら」という表です。（右表）

2000年から2020年にかけて、人口は一割弱

減っています。子どもは3割近く減っています。

15歳から64歳までの働き盛りの人も一割以上

減っています。高齢者の数は1，5倍に増えまし

た。地域づくりの主役前期高齢者はほとんど増

えていません。75歳以上はほぼ倍に増え、85

歳以上は3倍に増えています。

これが2040年になると、人口が1割5分以上減って、子どもは3分の1ほど減ります。働き盛

りの年代も2割ほど減っていきますが、特徴的なのは高齢者でさえ減り始めることです。地域づ

くりの主役の65－74歳は2割減ります。ところが85歳以上はまだ3割増えるんです。つまり、

65歳から74歳までの“地域づくり盛り”の方々は今がピークで、これからこの方々の数が減っ

ていくのです。

今は、65歳から74歳の元気高齢者が15人で7人の85歳以上を支えている。つまり2人で1人

を支えればいいという構造が、2040年になると65歳から74歳が12人で85歳以上を9人支え

ることになる。つまりほぼマンツーマンで支えなきゃいけないことになります。

2040年には別府市の人口は10万人を切るんですけど、10万人の内85歳以上が1万人を超え

てきます。85歳以上の人口が9人に1人になるまであと20年しかないのです。10人に1人にな

るまであと10年です。これは地域づくりの前提が変わってきているということです。

自治会長の負担増

もう一つ、地域づくりの前提が変わってきているということでお話ししたいことがあります。

2005年から2025年の間に、地域づくりを担ってくださいそうな可能性のある年齢層が1割ず

つ、10年おきに減っているんですけど、85歳以上は7割増えたり4割増えたりします。という

ことは2005年から2025年の間に自治会長を経験した人は、2005年の負担を1だとすると、

2025年にはおよそ3倍の負担が来ます。

介護を必要とする高齢者が増え、災害時要援護者の数も増えていくなかで、支える人は減って

いくという前提で地域づくりを考えると、自治会行事のあり方を変えていかなければなりません。

一人ひとりの生活を支える基礎は身近な地域で考えることになります。なので「小規模多機能自

治でしょ」と私たちは言っています。

小規模多機能自治の有効性

「中規模多機能自治か、小規模多機能自治か」という議論があります。

ここで気をつけなければいけないのは、小規模と中規模のとらえ方です。これは自治会単位で

は無理だし、広すぎるとしんどい。だから僕らは小規模という言葉を使っているということです。

別府市は、街中はそこそこ人口密度は高いので、そこに中規模的な考え方を入れるのは悪くな

いのですけど、中規模、中規模と言いすぎると、住民の方々からすると遠いと思われてやばいな

と思うんですね。遠いとダメ。どうやってある程度近いところでやっていくのかということだと
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思います。

では、なぜ小規模多機能自治が必要なのかということですが、小規模多機能自治という言葉を

つくったのは私です。2006年に島根県の雲南市にお邪魔したときに、雲南でやっていることは

小規模多機能自治と名付けるしかないと思いました。2015年に定義した言葉ですが、「小規模

多機能自治推進ネットワーク会議」というのをつくったんです。発足したとき140の自治体が入

ってくださって、現在260自治体ですから倍近くになりました。日本全国の6つに1つの自治体

が入っていることになります。

そこでどういう風に定義したかと言いますと、「自治会、町内会、区などの基礎的コミュニテ

ィの範域より広範囲の、概ね小学校区の範域において、その区域内に住み、または活動する個人、

地縁型・属性型・目的型などのあらゆる団体等により構成された地域共同体が、地域実情及び地

域課題に応じて住民の福祉を増進するための取組を行うこと」。ここで言っていることは何かと

いうと、「地域で必要なことをやる団体」、「地域の範域は小学校区域」、これしか言ってないんで

す。自治会・町内会では狭すぎるし、市全域では広すぎる、だからその間でやりましょうという

ことです。

小学校区域と中学校区域の考え方

ではなぜ小学校区域かということですが、皆さん、小学校区域は昔どうやって定められていた

かご存じですか。これは子どもが歩いて１時間でいける距離と定められていました。およそ4キ

ロです。子どもは小学校１年生でも大体時速４キロで歩けます。坂道などで違いますが、分校な

どをつくるときも大体４キロでつくられていました。小学校が最も多かったのは昭和30年代で、

およそ３万校くらいありました。明治の大合併の時に、大体３万くらい村があったといわれてい

ます。ですので、昔は村に一つくらい小学校があったんです。その感覚ですが、二つ大きな問題

があります。

今は統廃合が進んでいます。だから山の中では小学校が遠くなっています。もう一つは、まち

なかでは人口密度が高すぎるため小学校がたくさんあります。同じ別府市内でも、「1中３小」（１

つの中学校に３つの小学校）というところは密度が高いので、これは中規模多機能自治でいいん

です。ところが「1小1中」、1つの小学校に1つの中学校というところは人口密度が低いんです。

「1小1中」の典型例は、大分県では姫島村とかがそうだと思います。そういう所で1つの範域で

いいかというと、1つの地域だったら行政と一緒ではないかということになります。これはもう

ちょっと小分けにした方がいいということになります。

生活型・自立型の地域づくりへ

つまり、「概ね小学校区域」と言っているのは、「それぞれで決めていいですよ」ということで

す。島根の雲南では合併したところもあれば、分かれたところもあります。範域を自分たちで自

由に決めていいんです。自治なんですから。というのは、小規模多機能自治という言葉をつくっ

たときに、「小さなコミュニティにできることを増やしていった方が、住民の安心も住み続けや

すさも向上するよね」という仮説に基づいた言葉です。

なぜかというと、この仕事、僕は25年になりますけど、そのうち後半10年くらいは地域自治

のお手伝いをさせていただくことになりました。島根県だとかにお邪魔するようになって気がつ

いたことは、自治会･町内会は行事を減らして防災や福祉や経済をやっていらっしゃる。これは

僕が思いついたのではなく、自らやってらっしゃるところが多かったんですね。なぜかというと、

子どもが多かった時代は盆踊りと運動会でよかったんだけど、少子化と高齢化がダブルパンチで

進んだら、安心安全も、生活文化も、それから経済的な競争力も大事だから、イベント型の地域
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づくりよりも生活型、自立サービス型の地域づくりが必要になってきたということです。

個々でやっている生活必須サービスの中に、例えば移動サービスとか、あるいは買物ができる

ようにするサービスもあれば、見守りという福祉サービスも入る。お弁当を届けてあげるのも生

活必須サービスですね。こういう取り組みができるようにしたい。つまり地域は、“ボス”が役

を務めるのではなくて、生活必須サービスを担えるような事業体を経営できるような体制にして

いくこと。これはもう先行している地域ではやっていることなんです。

地域に必要なこと

地域づくりを進めるためには、これまでお話ししたことをより広く理解していただくことが必

要です。特に地域で重要な役割を担う以下の人たちに理解していただくことが重要だと考えてい

ます。

①地域リーダー

②議員・行政幹部

③行政・福祉の実務担当者

④地域で実際に動く人たち

地域のリーダーには責任があります。口だけ出してリ

スクを負わない“ボス”もいますが、その人たちに説明

しないと次に進めないのが世の中の難しいところです。

その人たちに集票も含めて依存しているのが行政の幹部や議員、首長さんなどです。その人たち

にちゃんと仕組み化にしてもらう、理解してもらうことが重要です。

行政の実務担当者は、防災だけでなく障害福祉や地域包括などを含んだ方々に実際にその仕組

みを実践していくための実務習得をしていただかなければなりません。

そして、実際に担っていただく方々は個々の自治会の中にいらっしゃるわけです。この方々の

育成に力を入れることが大切です。

地域づくり ー もう一歩踏み込んで考えるために

地域の変化を見越して、事業と組織の進化を図っていただきたいと思います。５年経つと、周

囲も、自分も、５歳ずつ年を取ります。しかし、対応力が落ちるのに突発事項は増えます。今か

ら、できることは始めておくことが必要です。そのために、次の10年に求められる自治組織の

機能を以下の手順で考えていくことを提案します。

（1）人口構造の見通し（予測）を

つくる→何年後までにどうなりそ

うかを見通す

（2）住民調査で「事業・サービス

への評価」と「困りごと・不安」「こ

れなら手伝える」を確認→部会メ

ンバーの希望＜住民の需要重視 ＋

提供できる事業を、少しずつ積み

重ねる

（3）部・部会は、継続より進化・

再編を→①被災者支援訓練 ②子ど

もの地域参加③料理で女性の世代

間交流 ④「夜」行事

自治会・町内会は、
行事を半減して、事業=福祉・防災+経済を！

【現在】
親睦も安全も福祉も行事の連続。。

→地域の住民が気軽に付き合い、
日常生活に必要な情報交換や
安全確保などを行なうとともに、
地域生活をより快適にするため、
自主的・自発的に共同活動しな
がら、まちづくりを進める。

【今後】

「小規模多機能」自治！

→行政機能の集約化を補い、
住民減少・高齢化などに伴い
必要性が高まる安全・安心の
確保のための「適地適作（策）」
型の地域づくりを進める。

問題解決 （交通安全、防火・防災、
防犯・非行防止、資源回収）
生活充実 （福祉、青少年育成、
健康増進、祭礼・盆踊り、
運動会、文化祭など）
環境・設備維持 （清掃・整備、
集会所管理など）
広報・調整

共通の「基本機能」と
独自の「魅力づくり」

・最小限の安全・安心の維持
・文化・伝統の継承
・経済的な競争力の維持・向上

イベント（祭）からサービスへ、「役」から「経営」へ
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９，事業に参加して－当事者の声
防災に取り組んでいる障がい当事者の皆さんの声です

『別府モデル』を通して得たもの

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

当初「障がい者は家族が見るもの」

2016年4月熊本地震を契機に活動が広がったインクルーシブ防災事業。私は活動が始まった当初

からサービス等利用計画に防災の問題を反映するため、別府市役所防災危機管理課の村野さんととも

に地域の自治委員や民生委員の方に挨拶を行いながら、活動を行ってきた。

当初は｢障がいのある人は家族で面倒を見るものじゃないですか？｣と胸に突き刺さるようなコメン

トを頂く住民説明会もあった。

「亀川古市地区防災訓練」が転機に

そんな向かい風にも感じる状況が大きく変わったのは、2017年1月の別府市亀川古市地区での防

災訓練だった。地域の自治会長さんを初めとする役員さんや住民の方、消防団等多くの方の力を借り

ながら、大雪の中で開催した避難訓練は理解を深め、障がいのある人が地域に多くいる事が理解され

る第1歩になり、古市町のみなさんと福祉フォーラムは今でも良い関係が築けている。

また、この活動が評価され、市内の自治会が1つまた1つと増え、輪の広がりを見せている。

私の顔も“ワールドワイド”に

輪の広がりは『別府モデル』と名がつき、日本国内は元より国連の防災会議でも紹介され、活動の

中にいた私の顔も世界中に発信される等、知らない間に“ワールドワイド”な顔になっていることも

語っておきたい。

今、振り返ってみると津久見の避難拠点訓練で手押しの車椅子のみで1泊2日の体験をしたことや

『別府モデル』の説明会で徳島へ村野さんとともに講師として説明会に行ったり、様々な事が思い出

される。

障がい者や家族が活動の最先端に

日本国内でも先駆的な活動でもあり、他の地域でも別府モデルを参考にしながら取り組んで行く地

域が増えていく事だろう。

私達は先駆的な活動の最先端として、障がい当事者や家族が活動の最先端にいて、防災について考

えていく『当事者力』と地域の方との関わりを大切にする『地域力』の両輪でさらに活動を飛躍させ

ていきたい。
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インクルーシブ防災に関わる中で

福祉フォーラムin別杵速見実行委員会

防災事務局 五反田法行

身体障がい者として

私は身体障がい者です。私の障がいは頸髄損傷で、17歳から車いす生活を送っており、現在1

8年目です。頸髄損傷とは、頚髄のどこを損傷したかによっても障害の状態が異なり、手・足・

体に障害がおこります。

私の場合、胸からの下の感覚や運動機能が失われていて、握力は無いですが腕は動きます。普

段の生活において、自分でできる事もありますが、誰かの力を借りないといけない場面も多くあ

ります。例えば、入浴や排せつ等、また外出する際に段差や上り坂では、介助が必要です（他に

もたくさん）

みなさんに質問です。

「災害が起きた時の備えや準備ができていますでしょうか？」

私はできていませんでした、、、、、、、、、、、、、、、、、。

※この活動に関わるまでは。

・私は2017年から別府市と福祉フォーラムIn別杵速見実行委員会が取り組んでいますインクル

ーシブ防災の活動に参加させて頂いています。

その中で、主に「災害時障がい者安心ネットワーク」の活動を任されていますが、この3年間

で貴重な経験や災害においての勉強をさせて頂きました。

〇ネットワークづくりの中で

別府市内含め大分県の障がいのある当事者や福祉事業所等にアンケート調査や研修会を開催

してきました。災害において多くの方々からの不安の声が聞こえてきました。安否確認、避難

場所、薬等々に関する事で、障がいの種別によっても困りごとの違いや必要としている事の違

いを知りました。また、障がい者団体の声として、連絡方法や団体のメンバーの高齢化、障が

いの事をどう伝えたらいいのか等々でした。

〇個別避難計画から

個別避難計画作成までの過程が重要。障がい当事者自身の災害についての準備や備えを知る

こと、地域の人たちと顔が見える関係ができて、普段話せない事も話せる場があること、実際

に一緒に避難訓練をすることでお互いに知らない事を知れる事ができる。

私は、インクルーシブ防災の取組みでも、最初個別避難計画は災害時だけに重要なのかと思

っていましたが、関わる中で普段の生活においても災害時に限らず、繋がりができて、お互い

の距離が近くなる良いきっかけになるなと感じました。

〇福祉避難所訓練から

・訓練に参加する中で、個別避難計画を作成していない私はどこに避難をしたらいいのかが分
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からず、困惑しました。また、受付に行っても避難所に入るまでが大変であることも知ること

ができました。受付を担当している方も対応に困っているようで、災害時において避難者の対

応側も避難者もがお互いに、平時の顔が見える関係づくりや個別避難計画の重要性を私自身再

確認できる避難訓練になりました。

〇講演活動から

現在、別府でのインクルーシブ防災含め障がいのある方の災害時における支援についての講

演依頼を受けています。先日の講演活動の中で、意見交換会の時間に参加させて頂きました。

とても貴重なご意見を頂きました。

・情報保護ができてから、要支援者の方達と関わることが難しくなった。

・避難訓練には子供たちの参加が重要。

・要支援者の情報は普段の世間話から聞くことができる。仕組みはできていないが何かあれば

様子を見に行こうと思っている。

・別府モデルのような取組みをしたいと思ってもどこにお願いすればいいのかが分からない。

・障害を持つ人の生きづらさは、日本社会の不寛容さ、優しさの不足、自己中心性の蔓延など

民主主義が未熟であることと無関係ではないと思います。今回のように障害のある方から直接、

率直にお話を伺える機会が増えれば、環境も変わっていくと思います。時間はかかってもそう

することで世の中を変えていく必要があると思います。

講演する中で、当事者が実際に災害時の体験や支援方法を伝えていく必要がある事や、逆に、

教えてもらう事が多々ありました。

〇障がい当事者として

障がいのある当事者によって状況が違うかも知れませんが、まずは自分自身の災害において

の状況を想像して、何が困って、何が必要で、何の支援が必要かを学ぶ機会を作って、地域に

出ていく事が大切だと思います。私は地域の防災訓練には積極的に参加するようにしています。

初めて参加した時の話しですが、車いすの人は初めてで嬉しいと言われました。その言葉から

地域の方も車いすの方にも参加して欲しいけど、なかなか難しいのだと知ることができました。

また、家から避難所まで一人では難しく、防災区長に車いすを押してもらい、避難所まで行く

事ができました。行くまでに防災区長のいろんな情報を教えてもらう事ができました。一人で

は難しいと知れましたし、みなさんに存在を知ってもらう事ができて、参加して良かったと本

当に思いました。

最後に

現在、災害時障がい者安心ネットワークが動き出していますが。まだスタートしたばかりです。

これからいろんな方々と繋がりを拡げていきながら、協議していき、災害時に安心できるような

ネットワークづくりを目指していきたいと思っています。また、障害者団体や福祉関係者の顔の

見える関係づくりができて、自然に芽生える協力体制が緩やかにでもできていけばと思っていま

す。
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ＮＨＫハートフォーラム

「地域を守る・みんなの命を守る～誰も取り残さない防災～」

別府の取り組みを報告しました

福祉フォーラムin別杵速見実行委員会 河野龍児

（別府市北部身体障害者福祉協会会長）

令和２年１月１８日(土)13:00～16:00、

東京都千代田区一ツ橋の日本教育会館でNHK

厚生文化事業団主催のハートフォーラムが開催

されました。前日の1月17日が阪神淡路大震

災から25年目にあたり、南海トラフ地震や首

都直下型地震がいつ起こってもおかしくないと

いう状況の下で、障がい当事者や高齢者など

出演者

・立木茂雄（同志社大学社会学部教授）※福祉

と防災の専門家

・多田伸志（NPO法人岡山マインド「こころ」代表理事） ※ 支援者

・矢吹顕孝（NPO法人岡山マインド「こころ」スタッフ） ※ 精神障害当事者

・服部誠（ボランティアグループすこやかいきいき協議会代表） ※ 地域ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

・田辺裕（別府市防災危機管理課課長） ※ 行政

・河野龍児（別府市北部身体障害者福祉協会会長） ※ 頸椎損傷

司会 中野淳（ N H K アナウンサー／ ハートネットT V キャスター）

福祉と防災、日常と非日常の分断が問題

第1部は、「災害が起きたとき、障がい者・高齢者を取り巻く課題とは“逃げる”を阻害する要

因」は何かということを考えました。

まず、ハートネットTVで以前取り上げられた北海道地震や東日本大震災の際に、逃げること

の困難さについて話しをする当事者の映像が流されたあと、私（河野）から熊本地震の時に震度

6弱の揺れのあった別府市の当時の避難の状況について話をしました。

立木先生からは、東日本大震災の際に「障がい当事者の死亡率が２倍であったこと」や「東北

３県の内、なぜ宮城県での障がい当事者の被害が多かったのか」「福祉と防災が分断されている

縦割り行政のたこつぼ問題について」の説明があり、「福祉分野では日常と非常時が繋がってい

ない」ことが指摘されました。

テーマ「大地震や豪雨災害が起きたとき、命を守るためにどう“逃げる”？ 」

・災害が起きたとき、障がい当事者や高齢者などはどう“逃げる”ことができるのか

・“逃げる”ための課題と解決のヒント

・これから起きる災害からどう“逃げる”か
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次に、「被災経験から見えた課題～西日本豪雨-岡山・真備町の経験～」について、被災した多

田さんと矢吹さんから、当日の豪雨の状況や被災された状況について詳細な報告がありました。

思いもしなかった被害が発生

2018年7月6日19時30分に山沿いの地域に避難勧告。

矢吹さんは、豪雨の中でお住いのグループホームが川の氾濫で刻々と浸水していく中、多田さ

んへ連絡を入れて避難について相談。多田さんから「浸水してきたら２階へ避難するように」と

いう話があり、避難所への避難ではなく2階への垂直避難をしたという説明がありました。多田

さんは「まさか１階が完全に水没してしまうほどの被害になるとは思いもしなかったし、甘く見

ていた」と話しました。

翌日7日の夕方17時に、多田さんは１階が水没している水の中を泳いでグループホーム２階ま

で矢吹さんたち利用者の救助に行かれたそうです。その間、矢吹さんたち４人の仲間は、約10

時間、冷たい水の中で助けを待っていたとのことでした。

また、被災後から現在の復旧に至る取り組みの話では、精神障がいのある皆さんが働く地ビー

ル工場が被災し、どう再建していこうかと悩みながら片付けをする中で、建物の外に出していた

ビールの製造機械を盗まれたという二次的被害に遭われたこと、そして現在、グループホームや

工場を復旧し、災害時に地域の方と連携し避難ができればという思いもあり、地ビールを通じて、

利用者の方と地域の方との繋がりを広める活動を行っているとの報告がありました。

「制度自体が逃げることを妨げていないか」

次に、「地域の実情と防災制度の乖離～神奈川・逗子を例に～」について、三浦半島で活動し

ている服部さんから、昨年（2019年）の台風19号の経験を踏まえて、「制度自体が逃げること

を妨げていないか」という問題提起がありました。

被災時の経過

・10月12日午前7時、逗子市に大雨警報。

・午前10時に地区の自主避難所（コミュニティーセンター）が開き、定員60人のところすでに

30人いる。沼間小学校地区の避難所運営委員会の会長代行をしているので行って、「手伝えるこ

とはないか」と尋ねたが、「今はいいです」と断られた。すぐに定員を超えるのではないかと心

配になった。

・10時30分 警戒レベル３（避難準備・高齢者等避難開始の発令）。指定避難所（沼間小学校）

に様子を見に行って学校関係者に様子を尋ねると、「避難所として開けたいけど、行政からの指

示がないので開けられない」とのことで、「指示があればすぐに開けられるよう準備はする」と

の対応。副会長にいざというときのことを頼み、横浜・金沢区の自宅に帰宅。

・その後も逗子市の情報を収集しながら状況を把握し、要支援者など気がかりな人に連絡や安否

確認。連絡が取れない人もあった。

真備町で亡くなった方のデータ。

● 真備町では51人の方が犠牲。

● 2階建ての1階で亡くなったのは、21人

● 51人のうちの約8割にあたる42人は「避難行動要支援者の名簿」に登録された人。
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■この間の逗子の状況

15：00 警戒レベル４ 発令（避難勧告※ 沿岸地域並びに田越川河口付近のみ対象）

16：00 沼間小学校に避難所開設を判断（市）

※対象地域でないため15：00には開設しなかった

18：00 沼間小学校に避難所開設

・午後６時 役所より「指定避難所を開けたので手伝ってほしい」との連絡が入ったが、外は激

しい雨のため行くことができない。指定避難所に来たのは５人のみ（たくさん入れるのに）。

警報が出たとき市民は逃げられない状況だった。

『避難していいんだ』と思ってもらえる環境づくりを

以上の経験を踏まえて、服部さんは「制度の壁のために逃げるタイミングも場所も失う。理想

は、午前９時の時点で開けてくれれば良かった。要支援者の人たちを受け入れられる対応もでき

たはず･･･」と話しました。

服部さんは三浦市社会福祉協議会の職員でもあり、三浦半島で人を繋げる取り組みをしている

そうです。「平常時（普段）の活動でつながりをつくることが非常時につながっていく。顔見知

りができ、知り合いがいることが出てこられるようになる」と話しました。

「障がい当事者、認知症の人、家族などに『避難していいんだ』と思ってもらえる環境づくり

が大切で、繋いでいく方法と仕組みづくりがまず必要」で、そのためには「地域と人をつなぐ何

かがあると入りやすい。ハブになる人がいればいいが、いない。であれば育てる、作る必要があ

る」と考え、様々な取り組みをしているという報告がありました。

この日、服部さんの活動へ参加されている30人ほどの人が来場されていました。

休憩時間を利用して、「移動」「コミュニケーション」「周囲の支援」「社会資源」の４つの項目

がある簡易版災害対策チェックシートを記入して頂きました。

田辺課長とともに別府の取り組みを報告

休憩後、河野から安心防災帳について説明し、

日頃からの備えやまずは自助について考えるこ

とが重要との話をしました。

第2部では、「“逃げる”を可能にするために」

をテーマに、「自助・共助・公助で始まった“逃

げる”取り組み～別府の取り組みから～」とい

うことで、別府市防災危機管理課田辺課長と河

野より話をしました。

まず、田辺課長より、別府市の地理的状況や

服部さんがつないだ三浦半島の人々

● 子ども・大人含めて、災害ボランティア関係

● カラオケやB B Qなど、やりたいことを一緒に楽しんでいる方

● ランニングでの地域防犯関係

● 楽団やバンドなど音楽関係
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南海トラフ地震や火山噴火の危険性等について説明。「別府市は、地形的に見て火山噴火と海か

らの津波の災害が一番に想定されるところで、南海トラフの大きな地震の際は、海抜10m以上

の避難場所へ重度の障がいのある方や高齢者をどのように避難させ、中長期で避難所で生活でき

るしくみをいかに平時の内に作り上げておくのかがとても重要になっている」と話しをされまし

た。

続いて、ハートネットTVで以前放送された映像「別府市の取り組み・知的障害のあるユミさ

んのケアプラン作りと、プランをもとに地域住民で考えた避難行動」を見て頂き、河野より、災

害時要配慮者支援について、個別支援計画の作成、誰が計画作成を担うのか、計画を活用した避

難訓練の様子などを報告しました。初めから物事が全部スムーズに進んだわけではなく、批判を

受けながらも「インクルージョン・マネージャー」として村野さんが地域へ何度も足を運び、徐

々に地域の人たちの理解を得ていった状況や、訓練前の地域との調整会議の中で地域の人たちの

障がいへの理解が進み、一人ひとりへの配慮や支援について地域の知恵を聞かせてもらうことが

共助の面でとても重要なことだったということ等を詳しくお伝えしました。

立木先生より、別府市のインクルーシブ防災をモデルとして、兵庫県や滋賀県、大阪等でも取

り組みが進んでいることについて紹介がありました。

また、司会の中野アナウンサーから、「東京直下の被害想定として、東京都の東側、江東区や

江戸川区、墨田区、足立区、葛飾区が海に面しており海抜10メートル地帯で浸水は免れない状

態。どう逃げられるのか、そのヒントになるのが、これまでの皆さんのお話ではないでしょうか」

という意見がありました。

地域の力を高めることをめざして

最後に、バリバラ「相次ぐ大規模災害 障害者は」（2018年10月7日）のVTRで、北海道地

震の状況や、真備町での多田さんや矢吹さんたちの活動「地域の外へ避難した人たちに帰ってき

てもらえるように、ビールを振る舞うイベントを開く。400人が集まる」を見るとともに、三浦

半島で服部さんたちが現在行っている活動について紹介がありました。

会場からは、逗子で服部さんと一緒に活動している17歳の高校生から「仲間と一緒に人との

繋がりを作って地域を盛り上げていきたいという思いで音楽のフェスティバルを企画していま

す。この活動は、防災に繋げていくことができますか」という質問がありました。

この質問に対して登壇者から、彼らの活動に対して称賛する発言が続き、私も「別府市でやろ

うとしているインクルーシブ防災の目的は、地域に住む人と人を繋ぎ、共助の力で防災を含め様

々な問題を解決していく地域の力を高めていくことです。みなさんが行っている活動は私たちが

めざしていることと同じことですので、どうぞ活動の輪を広げていって下さい」とお伝えしまし

た。

総評として、当日は大学入試センター試験の1日目であったことや天候もみぞれまじりの悪天

候で、ご来場者が120人ほどと少なかったのがとても残念でしたが、フォーラムとしてはとても

内容の充実した会だったと感じています。
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１０，今後の課題－「仕組み」づくり・人材づくり

当事者・地域・行政・福祉関係者をつなぐ

（１）「防災の仕組みづくり」
別府市共創戦略室 防災危機管理課 村野淳子

下図は、これまでの積み上げをもとに、災害時要支援者の支援を念頭において作成した｢市民

を支える支援の仕組み｣の案です。

平常時には、当事者や家族、福祉関係者、地域関係者等が連携して要支援者の災害時の危険性

や個別避難計画、ニーズなど必要な情報を把握して共有し、避難訓練や避難所訓練などにつなげ

ます。

災害時には災害対策本部のもとに横断的な「被災者総合支援相談窓口」を設置して、支援が必

要な人たちの安否の確認や避難状況の把握、避難における状況、ライフラインや物資等の到達状

況、災害ボランティアの受け入れと派遣の状況などを把握し、災害対策本部と情報を共有します。

インクルーシブ防災事業は、この仕組みを念頭に置きながら取り組んで来ました。これまでの

取り組みによって、成果とともに様々な課題が明らかになっています。私は、以下のような方向

で課題を解決していく必要があると考えています。
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①「被災者総合支援相談窓口」の重要性

平常時には障がい者団体や自治会等、障がい者相談支援事業所、高齢者の包括支援セン

ター等を通してニーズを把握し共有するようにしますが、発災すると状況が一変します。

行政として総合的な窓口（「被災者総合支援相談窓口」）を立ち上げ、安否確認や相談・

支援に関する情報を収集しなければなりません。その結果、情報は災害対策本部に報告さ

れ、救援に関わる関係機関・センター等と共有し、行政・地域・専門家・ボランティア等

を含めた緊急救助や物資調達等の支援に活用することができるようになります。その情報

は、避難生活や復興に向けた支援にも生かされることになります。

②「地域包括支援システム」の活用

「支援の仕組み」づくりには、高齢者を対象にした「地域包括ケアシステム」の活用を

考えています。障がい者の相談支援センターは全市一括になっているため地域対応に困難

があります。一方、高齢者では地域包括支援センターが市内7カ所にあり、居宅介護支援事

業所等、要支援者の居住地域の事業所が把握している個人情報を活用して、災害時に安否

確認行動や生活支援活動に移行しやすい条件があります。このため、既にある地域包括ケ

アシステムを活用して障がい者も含めた「支援の仕組み」づくりを進めることが可能にな

ると考え、地域住民とともに福祉専門職や関係機関と協議しながら取り組みを進めていま

す。

③情報提供は限定して

福祉専門職が災害時の支援活動に関わることは、現時点の制度では明確な役割りにされ

ておらず、持っている情報についてもそのまま地域に渡すことは個人情報保護法との絡み

もあって進んでいません。しかし、居住地域における支援関係者に必要なのは、要支援者

が安全な場所まで避難移動すること、避難後の生活に必要な備品や環境的配慮を提供する

こと、平常時のサービス提供事業所につなげられる情報など限られたものです。提供する

情報を的確に限定することで、当事者としても、居住地域住民に情報提供することへのハ

ードルが下がり、提供される地域住民も気持ちが楽になると思われます。

克服が必要な課題

①要支援者名簿

別府市は2015年度から、民生委員等の協力により、要介護２から５の高齢者2700人、

身体障害１・2級、知的障害A1・A2と支援２から６、難病患者等を対象に、重複を除い

て約6000人を対象に要支援者名簿の作成を進めました。この取り組みにより一定の進展

はありましたが、当事者に十分周知が行き届い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（手上げ方式）であったことなどから目標達成には至っていません。また、

地域で情報共有する場合に平常時における名簿の活用が個人情報保護の観点から厳しく制

限されているという問題もあります。

障がい当事者からは｢支援を頼んだら断られた」、支援現場からは「障害手帳の交付を受

けていない該当者もいる」などの声も聞かれ、隠れた要支援者の掘り起こしも重要な課題

です。

②個別支援計画

個々の要支援者ごとの状況、必要な支援、避難方法などを把握して記載した個別支援計

画を策定して地域と共有することは、災害時における要支援者の被害を最小限にとどめる
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ための具体的な方策の要になると考えています。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「個別支援計画」の作成を行おうとしています。支援者（相

談支援専門員・ケアマネージャー等）は必要な支援内容を把握して、地域の関係者（自治

会等）と連携して個別支援計画を作成し、避難・避難所訓練に結びつけていきます。

③災害時における行政の役割

行政は、災害時には膨大な業務を抱えて対応が困難になることが明らかになっています。

しかし災害対策の要を担うことは行政以外にはできません。このため、事前にBCP（事業

継続計画）を作成し、災害対策の機能を果たせるように準備をします。大きな課題の一つ

が、平常時には部や課ごとに責任を持って対応している縦割り（タコツボ型）の仕事の流

れを、災害時には横断的に機能させなければならなくなることですことです。

別府市では、そのために「インクルーシブ防災検討委員会」（避難行動要支援者連絡会議）

を設置して、平常時からの連携と役割決定を行うことにしています。検討委員会は、事務

局を共創戦略室防災危機管理課（自主防災組織も担当）が担当し、共創戦略室 自治振興課

（自治会担当）、福祉共生部 福祉政策課（民生児童委員担当）、高齢者福祉課（高齢者）、

障害福祉課（障がい者）、子育て支援課（こども関係）、ひと、くらし支援課（生活保護）、

いきいき健幸部 健康づくり推進課（経産婦、保健師）、観光戦略部 文化国際課（外国人支

援 多文化共生）、企画部 総合政策課（大学連携）、教育委員会 社会福祉課（地域連携）、

スポーツ健康課（防災教育担当）が参加しています。

この会で、関係各課の課題を明確にしながら、各課が連携した取り組みを進めるととも

に、インクルーシブ防災事業を協働で進めている福祉フォーラムin別杵速見実行委員会か

ら参加している障がい当事者、自治会役員、大学教授、弁護士などの関係者と協働して「み

んなが助かる」防災の実現に向けて取り組んでいます。今後は、BCP（事業継続計画）の

作成を通じて、庁内すべての部局と連携していくことが必要だと考えています。

④地域訓練

個別支援計画は、計画を作成するだけでなく、計画を地域と共有して、避難訓練を実施

して検証することが大切であることから、自治会あるいは地区（自治会支部）単位で、個

別避難計画を活用しながら要支援者を対象にした避難訓練・避難所運営訓練を実施してき

ました。

当初、各地域の高齢化、過疎化などから困難も予想されましたが、実施してみると障が

い当事者と地域住民の顔の見える関係が構築でき、地域住民から積極的な提案が行われる

などその効果は大きいものがあります。アドバイザーからは、防災だけでなく地域全体の

活性化にもつながるものと評価されています。

今後、実施地域を拡大していくとともに、地域の若い人の参加を増やすために、在住の中

学生や高校生、大学生等の若い人たちの参加を働きかけていくことも必要と考えています。

⑤ネットワークの必要性

これまで駆けつけた多くの被災地では、地域防災力が高い地域では平常時から多様なネ

ットワークを構築し、有効に機能させていることが確認されています。一方で、災害時に

慌てて他の力を借りようとした結果、混乱を招く場面にも遭遇しています。

このような経験から、平常時からネットワークづくりを進めることと、全国的なネット

ワークとの連携を進めておくことが不可欠です。福祉フォーラム実行委員会が取り組んで

いる｢災害時あんしんネットワーク」はその重要な一環になるものと考えています。
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（２）「橋を架ける人」～インクルージョン・マネージャーの重要性

これからのインクルーシブ防災を進めるには村野さんのような、当事者と地域の支援者を結ぶ

「インクルージョン・マネージャー」（包括的地域運営者）の役割と存在が不可欠であるとして、

その養成プログラムに取り組んでいる同志社大学の立木茂雄教授に聞きました。ここではその一

部を要約して紹介します。（詳細は別途出版物に掲載予定）

聞き手 別府大学教授 篠藤明徳 まとめ 志賀 等

立木茂雄・同志社大学教授インタビュー

当事者・地域・行政・福祉関係者をつなぐ存在

つなぐ人－インクルージョン・マネージャー

私たちはこれまで４年間、別府市のインクルーシブ防災事業に関わってきました。そのなかで、

障がい当事者、地域、行政、福祉関係者をつなぐ役割の重要さに着眼しました。別府市ではその

役割を防災危機管理課の専門員である村野淳子さんが果たしています。私たちはその役割を「イ

ンクルージョン・マネージャー」と名付けました。そして村野さんのこれまでの動きに着目して、

長時間インタビューを行い、その中から重要な言葉を抜き出してグループ化し整理しました。村

野さんのような役割を果たせる人を増やすための研修のプログラムを作成するためです。重要な

ポイントが明らかになりました。

アメリカの経営学に通じる

私たちがまとめた「村野語録」を分析すると、アメリカの経営学の中で語られてきた「バウン

ダリー・スパナ―」（境界連結者――境界を超える人、境界に橋を架ける人）との共通点を発見

しました。アメリカの経営学では、「ゆるやかなつながりが社会のイノベーションを起こす」と

いう考え方があります。例えば、アップル社のスティーブ・ジョブズは、携帯電話と音楽プレー

ヤーを組み合わせスマートフォンを創りあげました。業種を超えて連結させ、異なる領域を繋ぐ

ことで独創的な業績を上げたのです。ポイントは「持続可能な関係性」を構築することと「想像

資料：インクルージョンマネージャー（村野さん）が果たしている役割

〇行政内の他部局との交渉・仲介・媒介をする

縦割り行政の中で、当事者を介して危機管理と福祉を連結させるなど、他部局職員を

たこつぼ状態から抜け出させてインクルーシブ防災についての協働体制を図り、お互

いの仕事を可視化して情報が集まるハブになる。

〇当事者と（地域と）の交渉・仲介・媒介をする

地域に住む障がい者を周りの住む人達に知ってもらい、地域の人と繋いで個別計画を

取りまとめ、救助訓練を重ねて災害に備える

〇地域内の自治会関係者との交渉・仲介・媒介をする

地域住民、自治会役員、防災士など様々な関係者を巻き込んで地域みんなで議論し、

関心を高めて地域の人たちにもコミットメント（深い関与）を求める。

〇地域内のフォーマル資源との交渉・仲介・媒介

警察・消防・地域包括支援センターなどと交渉・仲介・媒介をし、福祉課と交渉・仲

介して、事前に専門員さんと一緒に話し合い、計画の前段階を作成する。
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的、刷新的，企業家精神」に溢れていることです。

一つ目の共通点「持続可能な関係性」を構築する態度や行動を、村野さんは災害ボランティア

の現場経験で身に着けました。話せばだれもがわかってくれるとの考えをもとに、地域の当事者、

自治会長、事業所などを回り、断られても怒られても会いに行き、地域力を高めようと彼らとの

（持続可能な）関係性をつくって地域をエンパワーしていきました。

もう一つの「想像的、刷新的，企業家精神」については、村野さんの活動過程が新しい商品を

作っていく際に見せる企業家そのものなのです。上手に見本を示し、指示書はきっちり文書化し

て、企画する人を見つけて割り当て育成していく。プランは常にAとBを作り横展開の戦略を持

ちながら波及効果を考えて、プロジェクト運用の仕組みそのものを作ろうとしてきました。

つまり経営学でいうバウンダリー・スパナ―（境界をまたぐ人）としての態度や行動――密接

なコミュニケ―ションで「つなぎ」、そこで新しい価値を「創る」リーダーとしての企業家精神

に溢れているということがわかりました。

条例・調査・情報共有

しかし、村野さんがインクルージョンマネージャーの役割を果たしている要素はそれだけでは

ありません。別府の活動を見ると様々なオリジナルな面があります。

村野さんは“大義名分”に基づいて行動しています。別府市「ともに生きる条例」に防災の条

文を入れるように働きかけ実現しました。行政を動かす上で条例の力は大きなものがあります。

また、客観的な根拠を明らかにするために、ヒヤリングや当事者などのアンケート調査を行い、

科学的根拠に基づいて実践、活動しています。災害時に一人の犠牲者を出さないようにとする活

動には、まず根拠になる事実を丹念に集め、障がい者がどのような不条理な目にあったか情報を

集めて、災害時の避難所運営について必要なことを共有して取り組みに結び付けています。

活動を支える基盤づくり

障がい者を中心とする市民団体「福祉フォーラム別杵速見実行委員会」（以下フォーラム）も

重要な役割を果たしています。村野さんが継続的にフォーラムに参加することで、地域や福祉、

行政など多様な関係者が障がいのある人を中心にしたプラットフォーム化が進み、たこつぼ状態

になりがちな分野の人たちをつないでいます。

また社会福祉協議会職員の自発的なネットワークも大きな役割を果たしています。4年前の熊

本地震直後に行われた亀川地区の障がい者被災調査には県内各地から延べ100人近くが集まり、

当事者たちの悲痛な生の声を集めることができました。

さらに被災地・災害被害者への支援活動で培った人脈があります。各地の専門家や団体、国や

県などの関係者らと太いパイプができており、必要に応じて声かけし（補助の取り付け、研修会

講師など）要支援者防災活動の発展に結びつけています。

このように個人の力だけでなく、地元や県内外の人たちやネットワークとつながり、“橋渡し

”をして大きな効果を上げる手法を持っていることも重要なポイントだと考えます。

村野さんのような人をもっと増やしたい

市内7つある包括支援センターごとに村野さんのようなインクルージョン・マネージャー（彼

女のような行動力や思考法や解決策の方向性などを持っている人）を置くことができれば取り組

みは大きく進みます。そのために、改めて村野さんの手法や考えを参考にしながら人材育成のプ

ログラムを立ち上げて、別府市でこれから3年間かけて具現化していきたいと考えています。
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（３）人材育成－担い方と育て方の開発
IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所] 代表 川北秀人

「別府モデル」には少なくとも三つ構成要素があって、①福祉フォーラム実行委員会の存在②

福祉を知っている人材を防災に配置したという行政の判断③担当者（村野さん）のていねいな仕

事ーです。

ていねいな仕事は三つの要素から成り立っていて、姿勢と技能と時間の確保です。マインドだ

けもダメ、スキルだけでもダメ、時間だけあってもダメなんです。また、どれかがゼロだとすべ

てゼロです。

「人は仕組みで育つんですか」という疑問が出されています。私は育ちますと答えています。

姿勢は育たないかも知れませんが、技能と時間は仕組みで保証できます。適性があるかどうかの

評価は大事ですが、ふるい落としていくよりは、亡くなられた野村克也さんのように「ID野球」

の手法で、人材を育てて役割を担えるようになるまで頑張っていこうということです。

これは村野さんをコピーしても広がらないんです。このままだと、別府モデルの考え方や枠組

みは広がるかも知れないけど、担い方と育て方がちゃんと開発されないと、別府にも定着しませ

んし、別府にできないことが他所でできるはずがないということになります。だとすると、「イ

ンクルージョンマネージャー」と立木先生が名付けてくださったこの社会的役割を生かす仕組み

をちゃんとつくっていかなければなりません。

仕組みの中には、社会制度の中に位置づけていくということ、特に地域包括支援センターの重

要性については徳田先生からも指摘（59ページ掲載）がありましたが、そのなかで社会的にど

うやってお金や手続きを保証していくのかということと、人材を育てていくというプログラム開

発を一緒にやっていかなくてはいけません。今回のRISTEX（社会技術研究開発）のプロジェク

ト（国立研究開発法人科学技術振興機構の事業）はそこに期待しています。逆に言うとこれがで

きないと結局「“村野属人”だろう」と言われかねません。

要配慮者と地域をつなぐ防災の仕組みの開発と人材育成プログラムの開発をパラレルでやって

いただかないと意味がないのだということを肝に銘じていただきたいと思います。

【参考資料】

国立研究開発法人科学技術振興「ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム」

福祉専門職と共に進める

「誰一人取り残さない防災」の全国展開のための基盤技術の開発

研究代表者 立木 茂雄（同志社大学 社会学部 教授）

協働実施者 村野 淳子（別府市 共創戦略室 防災危機管理課 防災推進専門員）

プロジェクトの概要

【解決すべき問題】

災害時に障がいのある人や高齢の人に被害が集中する根本原因は、平時と災害時の取り

組みが分断され、平時の在宅サービスが、当事者の災害脆弱性を逆に高める状況を生んでい
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ることにあり、この問題の解決のためには、福祉と防災を切れ目なく連結することが必須であ

る。このシナリオに沿って2016年度より別府市で行われてきた取り組みは「別府モデル」と呼ば

れており、その根幹は平時のサービスなどの利用計画を策定する相談支援専門員や介護支

援専門員が、災害時の個別支援計画についてもプラン案を作成し、地域住民との協議の場で

要配慮者と近隣住民をつなぐ役割を担うことにある。このモデルを全国展開するためには基盤

となる技術の開発が必要である。

【提案内容】

本プロジェクトでは、災害被害シミュレーションに基づく生活機能アセスメントツールのアプリ

化、地域プラットフォーム形成技術の確立などとともに、災害時ケアプランを作成できる福祉専

門職の育成プログラムを拡充して、プラン作成の報酬化についての制度改正に関して自治体

と共に提言をまとめる。

研究開発に参画する実施者、協力する関与者の所属機関

同志社大学 社会学部・別府市役所 共創戦略室 防災危機管理課・全国災害ボランティア支援団体ネットワ

ーク（ＪＶＯＡＤ）・公益財団法人 ひょうご震災記念２１世紀研究機構 阪神･淡路大震災記念 人と防災未来セ

ンター・特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会・兵庫県 企画県民部 防災企画局 防災企画課・兵

庫県社会福祉士会・京都経済短期大学 経営情報学科・一般財団法人 ダイバーシティ研究所・慶應義塾大学

商学部・認定ＮＰＯ法人 ゆめ風基金・東北大学 災害科学国際研究所・国立研究開発法人 防災科学技術

研究所・九州大学 大学院工学研究院・株式会社おかのて・早稲田大学 人間科学部・国立障害者リハビリテ

ーションセンター研究所・オムロン株式会社

国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター（RISTEX）ホームページより
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提 言
一人も命を失わないための仕組みを市全体に作り出すために

インクルーシブ防災事業の全体像と

福祉フォーラム実行委員会の役割

福祉フォーラムin別杵速見実行委員会 徳田靖之（弁護士）

１ はじめに

本事業は、福祉フォーラムin別杵速見実行委員会(以下、福祉フォーラムと略称する)が、日本

財団の助成を得て、2016年から3年間行ってきたものを、2019年から、別府市の事業として

実施することとなり、別府市からの委託事業として、福祉フォーラムが受託し、継続されている

ものである。

本事業の主目的は、東日本大震災の教訓を踏まえて、災害時において、支援を必要とされる障

がい当事者などが、一人も命を失わないための仕組みを別府市全体に作り出すことにある。

この文書は、本事業の今後における長期目標とそのために必要とされる課題を達成するまでのタ

イムスケジュールなどを作成するための資料として、私見をまとめたものである。

２ 本事業の目的と福祉フォーラムの役割

本事業は、次の3つの課題を達成することを目的としている。

第１は、別府市内における災害時要支援者一人一人についての個別避難計画を作成することで

ある。本事業では、その作成にあたって、当該要支援者を担当する障害者相談支援専門員(以下、

相談支援専門員という)・ケアマネージャーが、当事者や家族とともに、その作成に関与するこ

ととしており、これが、別府モデルとして評価されている。

第２は、別府市内各地域において、災害時要支援者を含めた防災訓練(避難、避難所運営訓練)

の実施を制度化することである。このためには、個別避難計画の内容に関して、地域との情報の

共有と訓練の計画段階への当事者家族・相談専門員・ケアマネージャーの参加が必要不可欠であ

り、この点も別府モデルの要素として重視されている。

第３は、災害時における、要支援者に対する支援に関する、市役所を中心とした全体の仕組み

を作り上げることである。

こうした目的を達成するうえで、福祉フォーラムが果たすべき役割は、第１の目的、第２の目

的に関しては、市内各地に、そのモデルとなる地域を設定して、実績を重ね、市全体に拡大して

いくための条件整備を行うことであり、第３の目的に関しては、仕組み(ネットワーク)の全体像

を作成して、市に対する提言をまとめることである。

３ これまでの活動の到達点と今後の課題について

第１、第２の目的に関しては、これまでに、亀川古市地区をモデルとして、一定の成果を挙げ

ており、今年度は、緑が丘地区、南部地区においても、計画が具体化されている。これらの詳細

については、報告書を参照願いたい。
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これまでの活動を振り返って、これらの事業を成功させるための課題としては、以下の3点が

あるように思われる。

第１は、第３の目的である、仕組みづくりの中核となるべき、市役所内部の体制づくりが進ん

でいないということである。

本事業を進めてきて実感していることは、平時における、仕組みづくりこそが、災害時の取り

組みを可能にするということであり、そのためには、平時における行政内部の業務として、災害

時における業務を視野に入れた取り組みが何よりも必要不可欠であるということである。

ところが、現状は、いわゆるタコつぼ型の縦割り行政となっており、しかも災害時に関する業

務は、危機管理課に集中して、平時に行うべき業務からは、除外されている。

これを改めて、全ての部署が、災害時を具体的に想定して、何をなすべきであるか(果たすべ

き課題)をリストアップして、危機管理課とともに、そのための仕組みづくりを行うことが、必

要である。

これを推進するには、機構改革をも視野に入れるべきであり、防災局ないし防災部といった構

想の具体化を考える必要がある。

第２は、こうした事業と、地域の振興策との調整をどう図るのかという問題である。

別府市では、各地域における高齢化による自治活動の担い手の減少等の諸事情を考慮して、今

後の地域振興を、従来の町内会単位から、校区単位での中規模自治体構想へと転換を図っている。

こうした地域振興構想と、インクルーシブ防災事業が目指す、小規模多機能構想との整合性をど

う図っていくのかという問題である。

現実的な問題として、災害時において、一人の命も取りこぼさないという本事業の目的からす

れば、中規模自治体構想において、こうした目的を達成することは不可能であり、少なくとも防

災に関しては、従来の、町内会を単位とする小規模多機能自治体構想を前提とする外はないと思

われる。その意味で、地域振興策としての中規模自治体構想と、インクルーシブ防災事業におけ

る小規模多機能構想のすみわけを図ることが、何よりも求められる。

第３は、地域包括支援センターの拡充とセンターと福祉フォーラムとの連携の構築の必要性で

ある。

インクルーシブ防災事業の成功は、地域包括支援センターが、この事業にどれだけ関与できる

のかということに、その成否がかかっているといっても過言ではない。

しかしながら、地域包括支援センターの現状は、余りに多くの課題を抱え込んで、

新たな事業に取り組む余裕を失っている状況にある。地域包括支援センターの職員の増員とその

ための待遇改善は、焦眉の課題であり、そのうえでのインクルーシブ防災事業との連携が求めら

れている。

４ 今後のタイムスケジュールについて

この事業自体は、10年後における目的の達成を目指して、今後の活動を展開すべきであり、

福祉フォーラムとしては、今後5年以内に、市内の10か所前後の地区において、前述の第１、第

２の目的を達成するモデル地区化をはかり、第３の目的に関する提言を具体化することを課題に

すべきではないかと思料する。

（2020年2月11日）
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今年度の実施事業

一，実施事業一覧

1．第１回別府市インクルーシブ防災事業検討委員会・アドバイザー会議

（１）日時 2019年6月26日（水）9：30～12：00

（２）場所 別府市保健センター １Ｆ多目的ホール

2．第２回別府市インクルーシブ防災事業検討委員会・アドバイザー会議

（１）日時 2019年9月9日（月）13：30～16：30

（２）場所 別府市役所 レセプションホール

3．災害時障がい者安心ネットワーク研修会

（１）日時 2019年9月19日（月）10：00～15：30

（２）場所 別府市役所 ５階大会議室

4．災害時事業所BCP（事業継続計画）作成研修会（3回）

（１）日時 2019年11月5日（月）・・・・第１回目

2020年1月21日（火）・・・・第２回目

2020年2月26日（水）・・・・第３回目（新型コロナウィルス対応のため中止）

（２）場所 別府市社会福祉会館 大広間・・・（第１回目）

別府市役所 ５階大会議室・・・・（第２回目）

5．災害時ケアプラン作成研修会

（１）日時 2019年11月21日（木）10：00～16：00

（２）場所 別府市役所 ５階大会議室

6．ＡＤＰＣ防災アプリを使用した図上訓練

（１）日時 2019年12月6日（金）9：00～12：00

（２）場所 別府市役所 ５階大会議室

7，緑丘地区避難所運営訓練

（１）日時 2020年２月９日（日）8：20～12：00

（２）場所 緑丘小学校（別府市鶴見3789番地１）

8，避難訓練

2月23日に南地区で行う予定でしたが、新型コロナウィルス対応のため中止しました。

9，第3回検討委員会・アドバイザー会議

（１）日時 令和2年2月10日（月）9時30分～12時

（２）場所 別府市役所 5階 大会議室

10，2019年度事業報告会

3月7日開催予定でしたが、新型コロナウィルス対応のため中止しました。

11，リーダー研修会

3月17日開催予定でしたが、新型コロナウィルス対応のため中止しました。

12，報告作成

（１）報告ビデオ作成 添付

（２）報告集作成 本冊子
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二，別府市インクルーシブ防災事業検討委員会の報告

「別府市インクルーシブ防災事業」は年3回開催する検討委員会を軸にして運営されてい

ます。検討委員会には、市役所関係各課、福祉フォーラム実行委員会の他、アドバイザーと

して立木茂雄・同志社大学教授、川北秀人・IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所]

代表（1月以降、北村弥生氏）も参加し、率直な意見交換が行われました。アドバイザーに

いただいた重要な提言を中心に掲載します。

第1回検討委員会

（１）日時 2019年6月26日（水）9：30～12：00

（２）場所 別府市保健センター １Ｆ多目的ホール

（３）参加者 別府市関係各課、福祉フォーラム実行委員会

アドバイザー（立木茂雄・同志社大学教授、川北秀人・IIHOE [人と組織と地球の
ための国際研究所] 代表）他

（４）内容

福祉フォーラムin別杵速見実行委員会、市の関係各課（今年度から教育委員会が新たに

参加）及びアドバイザーが参加しました。過去３年間の活動をDVD等の報告で共有し、

今年度は市の委託事業として、要支援者個別避難計画の作成やBCP作成、ネットワーク構

築など、「みんなが助かる」ためのインクルーシブ防災に取り組んでいくことを確認しま

した。アドバイザーの立木茂雄・同志社大学教授は、「行政で防災部局と福祉部局が連携

すること、自治会や福祉専門家、要支援者の連携が重要」と指摘。地域の避難訓練や避難

所訓練と結びつけて、成果を検証しながら取り組む重要性を指摘しました。同じくアドバ

イザーの川北秀人・IIHOE代表（アドバイザー）からは、高齢化していく地域の実情が示

され、障がい者だけでなく高齢者や児童、学生（外国人）など多くの要支援者の問題とし

て地域づくりに取り組む重要性が指摘されました。

第２回検討委員会

（1）日時 ９月9日（月）13:30～16:30

（2）場所 別府市役所レセプションホール

（3）参加者

別府市関係各課

福祉フォーラム実行委員会

アドバイザー（立木茂雄・同志社大学教授、川北秀人・IIHOE [人と組織と地球のための
国際研究所] 代表）他

（４）内容

①防災危機管理課の説明

防災危機管理課の村野専門員より、個別支援計画の作成や地域訓練などこれまで取り組ん

できた成果を伝えるとともに、別府市ともに生きる条例に基づいた「インクルーシブ防災」

の考え方、各課の支援対象者の把握や必要なサポートを把握することの重要性について説明

がありました。

②アドバイザーの指摘とまとめ

意見交換の結果、アドバイザーから以下のまとめが行われました。
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立木アドバイザーから「条例で災害時の合理的配慮の提供が明記されている。合理的配慮

の提供は市職員の責務であり、他人事ではない。別府市のモデル事業でつくられた理論をど

う自分たちの業務に取り込むかを考えてほしい。他所でつくったマニュアルは役に立たない。

自分のこととして取り組んでほしい」というまとめがありました。

川北アドバイザーからは「課題を明確にして、各課に具体的な対応を求めることが必要。

2月の第3回検討委員会で各課に報告を求めるようにすべき」というまとめがありました。

フォーラム実行委員会から徳田靖之委員が「フォーラム実行委員会は障がい者を中心に災

害時安心ネットワークを設立したが、高齢者や子ども等も含めた要支援者ネットワークに拡

大していきたい。中央小学校･幼稚園の具体的な対応は切実な問題だ。別府市は外国人旅行

者も多く、今取り組んでいるインクルーシブ防災事業の成果は汎用性が高い。すぐに活用で

きるので、市としてもそれぞれの担当でやれることを考えてほしい」と提言しました。

参考：「拡大型と拡張型」－行政のBCPについて（立木茂雄・アドバイザー）

「行政のBCPの内容には課題がある。災害時に必要になる対応には、拡大型と拡張型がある。拡

大型は業務の量が増大してより多くの人で担う必要がある場合。拡張型は新たな業務が発生しそれ

も担わなければならなくなる場合。新たな業務の発生と量的な拡大が伴う場合は創発型と位置づけら

れる。BCPは拡大型への対応を想定してつくられていることが多い。しかし、現実にはそれだけでは対

応が難しく、拡張型と創発型を組み込むことが必要だ。それに対応するためには外部人材の受け入

れ体制をつくることが重要になる。」

第3回検討委員会

（１）日時 令和2年2月10日（月）9時30分～12時

（２）場所 別府市役所 5階 大会議室

（３）参加者 別府市関係各課、福祉フォーラム実行委員会

アドバイザー（立木茂雄・同志社大学教授、川北秀人・IIHOE [人と組織と地球

のための国際研究所] 代表）他

司会 福祉フォーラム実行委員会 篠藤明徳・別府大学教授

（４）内容

①各課へ期待する日常の取り組み

別府市共創戦略室防災危機管理課 村野淳子

第2回検討委員会の確認に基づいて、防災危機管理課が『要配慮者支援として期待される

各課の日常的な取り組み（発災直後の対応も含め）』を作成して提案しました。

主な内容は以下の通りです。

課 希望する業務 コメント
総合政策課 大学との連携･大学からの情報集約 地域に情報がない。大学への対応と同

時に地域との連携も必要
文化国際課 外国人への対応･多言語情報の提供
福祉政策課 民生委員活動の把握･社協(災害ボラセン 災害対応を含めて日常的に困っている

等)の動きの把握 人への対応を充実させることが重要
ひと ･くら 生活保護世帯対応
し支援課
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障害福祉課 障がい者の対応(安否確認･被災対応･福 防災危機管理課との連携が重要
祉施設の把握･専門職支援者確保･避難所
への専門職派遣等)･基幹センターとの連
携･福祉避難所対応

子育て支援 保育園等への対応･児童福祉施設への対 日常からの取り組みが重要
課 応･特殊ケースへの対応
高齢福祉課 高齢者への対応･地域包括支援センター 情報が上がってくる仕組みづくりが必

等への対応・福祉避難所対応 要
健康づくり 医療機関との連携･妊婦対応 日常からの連携づくり
推進課
教育政策課 園児･児童･生徒への対応･避難所指定施 学校だけでなく地域と一緒に訓練実施

設の対応・地域との連携 等の連携を
スポーツ健 避難所指定施設の対応･防災教育の充実
康課 と連携
自治振興課 自治会との連携対応(情報集約･避難所運 地域の情報が上がってくる仕組みづく

営状況確認･地域運営確認) りを
防災危機管理課の村野専門員は終わりに、「これまでの被災地の現状を見ると、自治体職

員は自宅の対応はできづらい。日常から多くの市民が被害を受けにくくなるための状況づく

りや災害時に職員が対応がしやすくなるような取り組みを考えておいていただきたい。防災

危機管理課としても一緒に取り組んでいきたいと考えているので、それぞれの課でも以上の

ような課題を課内で共有しながら取り組みを進めていただきたい」と提案しました。

②アドバイザーの助言

防災・福祉関係課すべてで意見交換を
立木茂雄・同志社大学教授

「防災と福祉の連携」を国も促進へ

防災の取り組みは、危機管理課と福祉関係各課の連携が重要で、そのことは国も認識して

おり、中央防災会議でも別府市と兵庫県の取り組みが報告されて促進について検討が進めら

れている（「中央防災会議資料」参照）。内閣府はこの方向で厚労省との話し合いをすでに始

めており、別府の皆さんが始めたことに国が追いついてきている。別府がこの流れのトップ

ランナーということです。

兵庫県36市町で横展開中

今年度は「別府モデル」を兵庫県36市町で横展開している。来年度から滋賀県、静岡県

にも横展開することになっている。

兵庫県では昨年(2019年)暮れ、うまくいっているところとそうでないところの違いを考

えるワークショップを行った。住民の側で地域のリーダーがいるところ、防災意識が高いと

ころはうまくいく。そして危機管理と福祉の協力があるところ、さらに担当者が防災と福祉

の知識を両方持っている場合はうまくいっている。もっと進めるためには人事交流をして各

課の考え方がわかる人をたくさん作っておくことも有効ではないかと考えている。避難訓練
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でも、防災危機管理だけでなく障がい福祉も高齢福祉等も参加するようなところはインクル

ーシブ防災の取り組みはうまくいっている。

災害時の市民の状況考えて

この取り組みは、。その際に大切なのは、各課の人たちが自分の課の中だけの問題でなく、

災害時に市民がどうなるんだろうということを考えてみんなで対話しながら取り組むこと。

肝はここだと思っている。役所全体が巻き込まれる形にならないと、この問題にはうまく対

応できない。

不平等と脆弱性を平時から抑える

防災を30年やってきて、いくら対策を取っても被害が減らない。根本原因は、平時の不

平等の問題と災害時を切り離して考えていた。だから繰り返し繰り返しやってきても災害時

の被害を減らすことができなかった。

災害は「不平等の構造を拡大」する。障がいや高齢、単身者やジェンダーの違いなどによ

って、もとからある脆弱性が災害によって拡大され被害を増幅する。それに対処するために

は、平時からこの不平等を抑えるためのサポートしておかなければならない。「貧困や格差

をいかに防ぐか」は福祉の役割だ。防災と福祉が連携して、すべての課でワークショップ形

式でインクルーシブ防災について意見交換の場を持っていただきたい。

図は内閣府中央防災会議資料より
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③提言

（1）提言1

市としての位置づけを明確化に

徳田靖之・弁護士（福祉フォーラム実行委員会）

市役所内部の取り組みは鈍いという印象があったが、今日は積極的な意見が出てきた。災

害時に市役所が何をしなければならないのか、できることできないことをはっきりさせた上

で、自分たちの普段の業務をどう見直していくのか、それを何年計画で達成していくのかと

いうことを各部署で検討していただくことが大切ではないかと思う。個別避難支援計画づく

りやインクルーシブ防災に重要な障害福祉課が参加していないのはなぜだろうか。この事業

への市としての位置づけが十分ではないのかと感じた。幹部の方々がインクルーシブ防災事

業の重要性をどう考えているのかが問題なのかなと思った。防災は動きを進めながら、課題

を考えていくことが必要だ。具体的な問題として、中央小学校･幼稚園は海に近く津波被害

が予想される。全校生徒と地域が一緒に取り組むことが必要だと思う。

（2）提言2

具体的に動かしていくことが重要

川北秀人・IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表

具体的に動かしていくことが重要だと思う。そのためには年3回の会議では進まない。月

1回程度の会議を開いて、各課が具体的な検討を進める方がいい。挙げられた課題について、

○×ではなくレベル設定をする、さらに負担と資源を把握する、さらに重要度・緊急度を評

価する。この3点を行った上で課のなかで話して具体化していくことが必要だ。

司会者のまとめ（篠藤） 今日は行政の方、アドバイザーの方から様々なご意見をいただき

ましたが、現状をもっと具体的に検討していく場、ワークショップ形式あるいは自由に話し

合う場の頻度を高くしたらどうかという話がありました。今年度は、別府市からの委託とし

ては初年度になりますが、次年度以降、今日の意見を生かしながらやっていければいいと思

います。
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おわりに

本報告書では、「別府モデル」について、様々な取り組み、成果、課題などについて述べ

られています。私は、２つの側面からその意義について考えたいと思います。第一は、福祉

フォーラムの運動から、第二は、災害時における弱者救済の視点からです。

福祉フォーラムの運動は、障がいを持った子と無理心中を図った母親が、殺人罪で問われ

た事件から起こりました。弁護を担当した徳田靖之先生は、「被告席に立っているのは、こ

のお母さんではなく、社会である。社会を変える責任が私たちにある」と訴えられ、福祉フ

ォーラムの運動が始まりました。日常の社会は、多くの場合、障がい者を排除して成立して

います。このような「社会」を変えることがフォーラムの目的です。

災害では、日常の社会が崩壊します。その時、日常の機能で対処しようとすると、特に、

弱者は取り残され、より多く死んでしまいます。従って、災害時の脆弱性を克服するための

防災とは、日常の社会の中に、災害時という非日常を想定した機能を埋め込むことです。つ

まり、「社会」を変えることを意味します。

また、災害時には、すべての人々が「弱者」になります。災害の多発する日本では、現在、

地域住民が立場を超え共に助け合う「絆の社会」が創られようとしています。「一人も取り

残さない」社会は、SDG‘s（持続可能な発展のための目標）を掲げる国連の社会構想でも

あります。つまり、「別府モデル」を通して実現しようとしているのは、障がい者のための

社会モデルではなく、すべての人々を対象とした「これからの社会モデル」です。

「社会モデル」として機能するためには、合理的で多くの人が納得し、しっかりとした仕組

みに仕上げていかなければなりません。そのため、同志社大学の立木茂雄先生、IIHOE代表

の川北秀人先生など専門家のご協力をいただき、エヴィデンスに基づく効果的施策づくりを

行ってきました。また、内閣府に設置されている「中央防災会議防災対策実行会議」や厚生

労働省・内閣府とともに進める「高齢者、障害者等の避難に関する作業グループ」などに村野

淳子さんが参加し、全国的に助言・支援を受けてきたことを心から感謝したいと思います。

しかし、まだまだ道半ばです。当事者、地域住民、専門職員、行政職員の皆さんが、この

報告書をもとに、これまでの到達点、これからの課題を再度認識し、一体となって、この新

しい社会づくりを進めて行きましょう！

２０１９年３月２８日

福祉フォーラムin別杵速見実行委員会

｢誰もが安心して安全に暮らせる災害時要援護者の仕組みづくり」検討委員会

委員長 篠藤 明徳（別府大学教授）
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インクルーシブ防災報告書関係ＵＲＬ

Ｎ 名 称 ＱＲコード

ｏ

1 別府市

防災マップＵＲＬ

2 一般社団法人福祉フォーラムin別杵速見実行委員会

3 同志社大学教授 立木茂雄

4 社会福祉法人 石巻祥心会 斎藤康隆

5 ＮＰＯ法人さくらネット代表 石井布紀子
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6 IIHOE「人と組織と地球の為の国際研究所」川北秀人

7 2016年度別府障害者インクルーシブ防災事業報告書

8 2017年度「別府市における障害者インクルーシブ防災事

業「誰もが安心して安全に暮らせる災害時要援護者」の仕

組みづくり」の報告「みんなが助かるために」

9 2018年度「別府市における障害者インクルーシブ防災」

事業の報告「防災は地域づくり 防災のあり方を変える一

地域のあり方を考える

作成：五反田法行

編集後記

多くの人の思いがこもった報告集になりました。2007年の別府群発地震とマンション火災事故

から取り組みを続けてきた障がい当事者を中心とする福祉フォーラムの人たち、その取り組みに

協力していただいた福祉関係の皆さん、また自分たちの問題として取り組んで下さった亀川をは

じめとする地域の皆さん、そして「別府市障がいのある人もない人も安心して安全に暮らせる条

例」にもとづいて避難行動要支援者の問題に正面から向き合って協働を積み重ねてくださった別

府市長をはじめとする行政の皆さん。とりわけ田辺課長をはじめとする防災危機管理課の皆さん

は、台風や大雨、火事など緊急事態への対応に追われるなかで、研修会や訓練の準備などに全力

で取り組んでくださいました。この報告集を通して、皆さんたちの思いがより多くの人たちに伝

わり、一人でも多くの人が救われる地域をつくっていく一助になることを願っています。（小野）
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「別府市における障害者インクルーシブ防災」事業に関する報告の入手について

○2016年度、2017年度、2018年度の報告書

「CANPAN」（日本財団が提供する公益事業のコミュニティサイト）の「事業成果物」のペー

ジで福祉フォーラムin別杵・速見実行委員会を検索していただくとダウンロードできます。

○2016年度、2017年度、2018年度の報告ビデオ

DVDで作成しています。ご希望の方は本会までご連絡ください。

「誰もが安心して安全に暮らせる災害時要援護者の仕組みづくり」検討委員会

委員長 篠藤明徳

委 員 湯澤純一・首藤健太・五反田法行・福山陽子・河野龍児・橋本雅史

徳田靖之・村野淳子・姫野松男・志賀等・小野久

アドバイザー 立木茂雄氏（同志社大学教授）

川北秀人氏（IIHOE[人と地球のための国際研究所]代表）

北村弥生氏（国立障害者リハビリテーションセンター研究所）

ご協力 別府市

別府市自治委員会 南地区及び緑が丘地区自治会をはじめとする皆様

NPO法人さくらネット代表 石井布紀子氏

多数の様々な関係者の皆様
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発行

一般社団法人 福祉フォーラムin別杵速見実行委員会

別府市上人仲町9番15号

TEL 097－513－2313

E-mail zaitaku@elf.coara.or.jp

本冊子は2019年度別府市委託事業「別府市インクルーシブ防災事業」の報告として作成されました。
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