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秋の学習会 

みんなで生き残るために 
～災害時における障害のある人たちの避難について～ 

日時：令和元年１１月３日（日）１３：３０～１６：２１ 

場所：かがわ総合リハビリテーション 福祉センター２階 研修室 

共催：福祉オンブズ香川、香川障害フォーラム 

内容： 

・私たちの学習会、いつもは参加者が少ないのですが、今日は多くの方々に参加いただき、あり

がとうございます。 

○司会：おぐら 

 

13:39～15:09 第１部 講演「みんなで生き残るために」 ～災害時における障害のある人たちの

避難について～  

○講師：東俊裕（ひがしとしひろ）教授 熊本学園大学 社会福祉学部 

○はじめに 

・熊本地震から３年半、全国から色々な方々に支援いただき、あの節はお世話になりました。 

・熊本地震を体験しましたので、その後の地震や東日本大震災のことも交え、災害時にどうした

らいいのかいっしょに考えていきたい。 

 

○私は 

・熊本地震の際には、内閣府の役員 障害者制度改革推進会を作り日本の福祉制度を変えていく

という４年間の動きがあった。 

・私は、その会の内閣府の事務責任者として、２０１４年１月 障害者権利条約批准。 

・その後、熊本県へ帰り、２年目に地震を受けた。 

・制度改革中に東日本大震災が起きた。何度も現地を見に行き、一番ショックを受けたのはどこ

のボランティアセンターに行っても障害者の声、情報が何も出てこないこと。 

・ようやく情報が出てきたのは聾唖（ろうあ）者の会から、障害者の死亡率が高いのではないか。

ＮＨＫの調査では、死亡率は一般人の２倍。 

・死亡率が２倍でも生き残った障害者はどうしていたのか。一般の被災者も困るが、障害者はも

っと困っているはず。困っている人間が支援を受けられていない現実が見えてきた。 

・熊本でも同じことが起きると思った。 

・様々な制度づくりを行ってきた。 

 

○表紙の写真 

・被災した農家、ここに「被災地障害者センターくまもと」を建てた。 

 

○障害者と福祉 

・障害者は日常的にも社会福祉と密接につながっている（４つの生活パターン）。 

１）入所、入院している障害者：２４時間支援を受けてきた内容がそのまま受けられるはずだ

が、職員も施設も被災する。被災の状況はすぐに見つけられ、人的、物資的支援を受けな

がら生活は続いていく。施設が壊れれば連携している施設が受け入れることが出来る。 
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→ 基本的な生活は維持される 

２）通所・通院している障害者：いつ災害が起きるかによって状況が変わる。通所中なら、帰

る家がない、帰る手段が無く、通所作業所が避難所となる。泊まれる環境はない。通所作

業所の被害状況は外部へ共有され、全国の通所作業所が支援しあえる。 

 ・熊本地震は夜間の発災なので施設には誰もおらず、施設も職員も被災し翌日から作業所を

再開できる力はない。「なんとかうちに来なさい」と２４時間対応をしてくれた作業所も

あったが、例外的。避難指示がでている地域の作業所は、行政の命令に違反して作業を開

設していることになり、補助が出ない。支援を受けた障害者は少ない。 

３）在宅で介護サービスを受けている障害者：支援費制度ができたりと様々な変化があったが、

熊本は田舎なので２４時間対応はそんなにない。夜の時間にヘルパーはそばにいないこと

が多い。携帯電話だけを持って１１０番通報して助かった障害者がいる。夜の時間にヘル

パーさんがいた障害者はほとんどいない。 

４）福祉サービスを受けていない在宅障害者：熊本は７０万人の人口に障害者手帳を持ってい

ない人も。福祉サービスを受けていないのは約４千人。申請が困難な人もいる。軽度ばか

りではない。 

 

・４番目は日頃のつきあいがないとわからない。 

・一般の人は福祉が何とかやってくれるだろうと思っているが、それは幻想だと言いたい。 

・福祉とは別に行政からの災害支援の精度に乗れるかどうか。選べる手段は、一般の避難支援、

高齢者支援を選択できるかどうかが問題。 

 

○被災障害者にとっての重要課題 

・災害の前後を通じての問題。 

１）災害が起きてからの避難誘導の問題、避難所があっても避難所に行けない障害。行かない

障害者、行けない高齢者。 

２）災害が起きてからの避難所生活と応急仮設住宅、これが利用できるかどうか。 

３）一般提供されるサービスから障害者がこぼれ落ちる。在宅で避難している障害者への支援

をどうするか。 

・問題はこの３つ 

 

＜個別誘導の問題＞ 

○岡山県真備町の災害 

・昨年の西日本豪雨 高梁川と高梁川に合流する小田川に囲まれた地域が真備町。 

・小田川の堤防が決壊 ２万数千人のまち ５１名が亡くなった。４３名は建物の中、１階で亡

くなった方４２名（２１人は２階建ての建物の１階で亡くなっている人）。 

・５１名中４２名は避難行動要支援者名簿に登録されていた方。そのうち要支援、要介護の方は

３５％だった。 

・２週間後に真備町に入り、おやっと思ったこと 

 決壊した堤防の近くはメチャクチャに壊れていたが、その他の家は１階も２階も窓ガラスは割

れていない。 

・中古車屋さんの車はもとあった場所にそのままあった。駅近くの駐輪場の自転車は泥だらけだ

ったけど、並びは洪水の前のまま。 
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   ↓ 

 家の外と中の水位差がないぐらいゆっくり水位があがったから、家のガラスは割れずに、車も

流されるにいた。 

・ゆっくりと上がってくる水位の中の１階で死んでいった人の気持ちはいかようだったろうか。 

 

・知的障害の子の近所の家は２階建てで、避難誘導が出来ていれば、死なずにすんだ命はけっこ

うあったのではないか。 

 

○避難行動要支援者名簿と避難誘導のための個別計画 

・東日本大震災で名簿制度が活用されなかったので、名簿の作成を市町村に義務づけた。 

・あなたの障害の状況、個人情報を開示することに同意してくれませんかとの聞き取り調査をす

ることになった。 

・市町村が同意者名簿を、民生委員などに公開する。 

・民生委員など公開を受けた団体が、誰が誰をどこに避難させるかという「個別計画」を作る。 

・同意しなかった人も、災害が発生した後には公開してもよい制度になっているので、災害発生

後には安否確認に活用できる可能性はある。 

・９７％の市町村では名簿自体は出来ている。個別計画が出来ている市町村は１４％だけ。一部

作成は４２％。 

・警察、消防署、民政委員、社会福祉協議会などには公開されるが、警察や消防は災害対応にま

わり、社会福祉協議会は人数が少なく、発災時に避難行動要支援者の支援にまわれるのは民政

委員さんぐらい。 

 

○民政委員のキャパを越える要支援者数 

・人口１億２８００万人のうち、名簿搭載者は７８０万人（６．１％）、事前公開同意者は３１５

万人（２．５％） 

・民政委員は２３万人、名簿登載者は一人あたり３４人、公開同意者だけでも１４人 

 一人の要支援者を一人で避難誘導できるわけではない。避難には数名の支援者が必要な方も。

個別計画を作っておかないと避難できない。 

 

○高松市では 

・高松市は要支援者と公開同意者の数がピッタシかんかん。これはおかしい。客観的に見て要支

援者の名簿をまず作れ、その後同意の有無をとれと災害対策基本法はできている。 

 

＜どうすべきか＞ 

○地域防災協議会（仮称）の法定化 

・単に民政委員に任せておけばいいというものではない。 

・行政が音頭をとり、強く地域の集まりを作っていく。その集まりの中に民政委員、地域の障害

者団体、地域の福祉関係事業者、教育関係者、自治会などが入った「地域防災協議会（仮称）」

を作ることが必要。 

・いつ避難を開始し始めるのか、避難訓練も行い、事前の準備が必要。避難所運営への参加協力

など障害者の関わりが必要。 

・国連の防災会議 これまでに兵庫、仙台で開催してきた。仙台会議で色々な指摘。 
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 ステークホルダー：障害者はステークホルダーだ。防災のあらゆる段階で参加して取り組んで

いくべきだ。 

 

○一般避難所は利用できたのか 

◇熊本学園大学 

・避難者７００名、要支援高齢者６０名 

 インプルッシブな避難所を作る  反対語はエクスプルッシブ（排除的な） 

・みんなが避難所を出ていけるようになるまで避難所を続けた。 

・避難者の家まで行って支援者と共に家の片づけをして、家に帰れる状態になるまで片づけた。 

・社会的障壁：障害者の参加を拒む４つ障壁 

１）物理的障壁：段差、車椅子の使えないトイレ ← 小中学校に車椅子で使えるトイレはな

い。トイレは我慢できない、生活できない 

２）制度的障壁：障害者の存在を想定しない避難所の運営規則 物資を配布するときには校庭

に１列に並ぶこと（不正防止のため） ← 並べない障害者はどうするのか 段差があっ

て校庭に行けない、余震でパニックになる発達障害の子供、発達障害の子の父親がいくら

説明してもルールだと言って受け入れられない 

３）情報・コミュニケーション上の障壁：メガホンの声が聞けない聴覚障害の人、テレビが届

くまではテレビの字幕も見られない ← 物資の配給に気づけない 

 ・汚い字でもいいので掲示板に書く 

 ・色々な制度の案内資料も視覚障害の人には読めない。 ← 誰かが読んであげるか、点字

の資料に 

４）心理的障壁：自分で何カ所も避難所をまわり、どこでもゴタゴタがあり、最後は精神病院

まで連れて行かれた。被災者支援センターをたまたま知っていたのでつれてきた。 

 

＜日本の分離教育＞ 

・障害のある子と無い子の実体的な分離は強まり、教職員の理解も少ない。 

・やさしい町づくり条例 ← 障害者団体が運動して出来た 

・交通バリアフリー法、ハートビル法が成立した 

・私が若い頃、７０年代には東京のどの駅にもエレベーターはなかった。 

今は、デパートもコンビニも車椅子用のトイレが設置されている。 

・日本社会は変わってきているのに小中学校だけは変わっていない。小中学校には障害者がいな

いから整備する必要がない。 

・物理的障壁があると、一般人に目に触れる機会がない。 

・身体的障害者にとっては大変で、発達障害者への理解も低い。 

・障害者だけでなく、足腰の弱った高齢者も同じ。 

 

○福祉避難所が機能するのか 

◇課題：１つは仕組み、もう一つは受け入れ能力。 

・仕組みの問題として福祉避難所は２次避難所として扱われる。仕組みにあった人だけを福祉避

難所は受け入れる。 

・「１次避難所での避難生活に耐えられない人」と市の職員が認定したうえで選び出してから福祉

避難所に入れる。でも、１次避難所まで来られない障害者がいる。 
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・１次避難所に障害者と高齢者が来るという前提の制度になっている。 

 

◇入所施設はどうなるか 

・そもそも一般避難所に行けない障害者。入所施設が福祉避難所になる。 

・今いる人だけで大変なのに、利用したことのない人を受け入れる余裕が入所施設にはない。 

・熊本地震では、福祉避難所に入所者数が多かったのは５月２０日、８２３人。その時期は被災

後１ヶ月以上たった頃。 ← 重度障害者だけでも千人以上いるのに、８２３人とは福祉避難

所が十分に機能していない証し 

・その頃には一般避難所はもう閉鎖している状態。一番支援が必要なときに支援が出来ていない。 

 

○障害者は仮設住宅に住めたのか 

・障害者を想定した車椅子を使用できるようになっていない設計。 

・トイレに段差はないが、お風呂は段差があった。トイレの段差がなくても、車椅子が転回でき

ない。住宅の基本的な機能を、障害者には提供しないという不平等 

・障害者は家を失うということはないのか？ 言われなくてもわかる話。 

・寝る、トイレを使う、風呂、食事、最低限の生活はする。これは差別ではなく、何なのか！ 

・平成２８年４月、障害者差別解消法が施行された月。彼らの頭の中には、障害者の支援につい

て考えられていない。合理的配慮とは何なのか。 

 

○現状をどうすべきか 

・避難所となる小中学校を、指定避難所をバリアフリーのチェックをする。 

・学校と市に交渉すべき。市は文句がなければ良いと思っている。 

・運営する側に障害者団体を、支援する側にも障害者が入る。合理的配慮が何なのかを話す。合

理的配慮は障害によって異なる、人によって異なる。配慮の中身はみんなで議論して作ったも

のを行政に反映することが望まれる。 

 

◇仮設住宅は行政にしてもらうしかない。 

・一般的な公的支援から障害者、高齢者に特化するものになりにくい。 

・「危険なので入るな」と書かれている公民館の中で発達障害の人がいる。人がいないので落ち着

いていられるからそこにいる。違法な場所にいるので支援を受けられない。 

・一般者は避難所に集まるので、困っていることにわかりやすい。 

・避難所に駆け込んでいる人より、必要な支援があるのに、どこにいるのかわからない障害者が

いる。 

・「在宅避難」から見えない障害者に対して、どう状況を把握するか。全障害者に対して安否確認、

困りごとニーズをちゃんと調査をする。そのニーズに誰が対処するかつなぎ込む。 ← 障害

者支援センターがそれを行うことに 

 

○障害者支援センターでは 

・困り事の「ＳＯＳ」チラシを作り、「困っている障害者、ここに連絡して」とのチラシを全障害

者に行政から郵送してもらった。 

・毎日ひっきりなしに電話がかかり、多い日には７０件の着信履歴。 

・被災者支援があったからラッキーというわけではない、ニーズがあることを考えておかないと
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いけない。 

・現場で障害者のことを思い浮かべない役所の人。 

・どう対処するか、市の人的能力だけではだめ。障害者の支援に長けた被災地域外の民間団体の

支援を受け入れ、かかった費用は行政が負担をするとか、行政と民間団体で協定を結んでおく

とか。 

 

15:09～15:29 休憩 

 

15:29～16:19 第２部 シンポジウム 障害別当事者の現状報告                

 

15:29～15:42 Ａさん 「災害時の避難について」 

・未熟児で生まれ、今は３０歳。保育所、小中学校は障害のない友達といっしょのクラスで学ん

できました。中学校を卒業してからの１５年間、障害のある人もない人も共に学べる高校を求

めて、高校受験を続けています。 

・地域で障害のない友達といっしょに中学校まで教育を受けたので、地域に知り合いも多くいて、

私が言葉が不自由で、足も少し不自由であることなどわかってくれています。 

・地域の知り合いもたくさんいるので、避難生活の間、私が役に立てることもたくさんあると思

います。 

・私の地域はお年寄りが多いので、みんなと助け合いながら、がんばりたいと思っています。 

 

15:42～15:48 視覚障害者 Ｂさん 

・阪神淡路大震災の時から防災のことについて考え始めた。 

・平成１７年の８月末の台風の時から非常持ち出し袋を用意した。私の住んでいるところは浸水

しなかったが、両親の家は床下まで水が来て、トイレが使えなくなった。 

・日にちが立つと、非常持ち出し袋の中身を新しいのに交換しなければならないのを忘れている

ことが多い。 

・ドッグフードも、1 個余分に購入し非常持ち出し袋に入れたり、ビニール袋も水を飲むのに使

えるといったことも参考にしています。 

・視覚障害の仲間ともよく話をしている。どうしたらいいか、何が困るのか話し合いました。 

・自分の避難場所がどこかはわかっているが、自分で行けるにしても時間がかかる。誰にお願い

したらいいかわからないということが出ました。 

・一人一人がしているのは防災マップをもらい、人に見てもらい、行けるようなら自分で行って

みて時間を計ることを話し合いました。 

・町の担当者に来てもらって、私たちの問題にしていることを聞いてもらおうと思っています。 

・視覚障害といっても、電気が全く見えない人、太陽の光がまぶしい人、それぞれ障害の内容が

違います。 

・いざというときにあわてて避難するよりも、家にいる方が安心。あわてて避難して怪我をした

り、避難所で不安な生活をする方が不安という気持ちがあります。 

 

15:48～15:58 中途難聴者 Ｃさん 

・キャンプが趣味なのでキャンプ用具はそろっています。 

・夫婦共に難聴者なので、補聴器のボタン電池は必須です。 
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・岡山県の真備の話を聞いていると、防災放送が大雨の音で聞こえなかったときいています。私

も、防災無線が何を言っているのかわからないことが多いです。 

・耳だけでなく、見える情報をフルに活用させること。テレビやスマホの緊急情報を見ることが

出来る。窓から見える情報で、早めに行動に移すことも大切です。 

・避難生活で困ることは、情報がすぐに入らないことです。たとえば大きな雷の音が鳴ると、私

もビックリしますが、何の音かわかりません。木が倒れた音か、近くの人が物を落とした音

か・・・ 

・放送だけで、大声で流したとしても、聴覚障害者には伝わっているとは限らないのです。 

・情報を目に見えるよう、紙に書いて張り出したり、紙を持ってみんなに見せるように歩き回れ

ば、すぐに情報が伝わります。 

・文字に書くということは聴覚障害者だけでなく、高齢で耳が遠くなった方にも有効。 

・私はおしゃべりが出来ますが、聞こえません。「私は聞こえません」と常にアピールすることは

大変です。頭に「聞こえません」の旗でも揚げていればいいのかと思います。筆談などスムー

ズに進むことでしょう。 

・聴覚障害者であることを示す名札、腕章などがあれば。障害別に色を変えるなど、あればいい

のではないでしょうか。 

・地域の防災訓練に参加したことがありません。誰が、どんな障害の人が来ても、手助けできる

人がいる、そんな訓練であれば、不安に感じることもないと思います。地域の人も、「この地域

にこんな障害の人がいるんだ、こう対処すればいいんだ」ということがわかる。 

・ご家族でいつ避難をするかを考えるよりも、近所同士で避難を促しあう方が避難しやすいそう

です。 

・今は学生の子供が同居しているので助けを求められますが、夫婦だけ、一人だけになったとき、

今まで以上に支援や配慮が当たり前のように広がっていることを願っております。 

 

15:58～16:19 質疑 

○男性 Ｄさん 

・施設生活は４０年を越えました。その中で災害の経験も少しあります。施設から家に帰ってい

たときに台風に遭い、床下浸水。耳の聞こえない叔母と二人っきり。 

・今日の話を聞いて、まわりの人との連絡網が大切と思った。そして、施設に入っている人はど

う避難すればいいのかと思った。話を聞いてよかったと思っています。 

○東先生 

・施設の職員さんも大変なことになるのはわかっている。厚労省は、福祉施設で働いている被災

地域以外の職員に声をかけ、他の県から派遣することも一つの方法かな。 

・インフラ的なものをどうするかの課題があるが、どう介助スタッフを確保するかが課題。施設

が遠い県の施設と連携体制を作るのもひとつの手かな。 

・大規模な災害時には地域内では対処できなくなります。他からどう支援を受けるか、協力関係

を作り上げることが大事かな。 

 

○女性 Ｅさん 

・町の中でヘルパーさんに助けられながら生活している。一人でいるときに災害を受けたらどう

すればいいか、日頃から地域の人たちにはご挨拶をして、自分がここにいることは知ってもら

っているが、夜は家が離れているので不安。 
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・避難所には行かず、自分の家で生活していこうと思っています。 

○東先生 

・災害の種類や程度によって家にいた方がいい場合もあるけれど、家にいたら死ぬ場合がある。 

・自分の人間関係がどれぐらいあるか書き出す。災害が来そうなときは昼間からヘルパーさんと

逃げる。夜は若い人が助けてくれそうな人を見つけるとか、家にいたらやばい場合にはどうす

るか、台風のように災害が予想できる場合には事前にヘルパーさんなどにいっしょに逃げると

か。 

・その場合にヘルパー事業所がどこまで対応するか、事業所とよく相談すること。避難所に送れ

ば「さようなら」では困るでしょ。役所が避難所で支援するヘルパーを認めるかどうか、行政

や事業所が「非常時の場合」にどう対処してくれるのか話し合っておく。 

・選択肢をいくつかあげながら、役立つかどうかシミュレーションをした方がいい。最初からあ

きらめるのはもったいない。 

 

○Ｂさん 

・まわりに動ける人がいない、避難所まで３０分ぐらいかかる場合どうすればいいかなぁと思っ

た。 

○東先生 

・現実を民政委員さんがどのくらいちゃんと受け入れて、計画に反映していただける状況か、行

政が、組織としてどうあるべきか。一人一人ではなく障害者団体として、組織としてきちっと

行政に、自分たちの置かれている状況を伝え、地域で支えあえる仕組みを作って欲しい。 

 

○Ａさん 

・私も避難所でもし家族といっしょにいられない状況になったら困ります。 

・私にわかるように説明し直してもらったり、いっしょに行ってもらわないととても不安です。 

・地域に普段から声を掛け合う人もいるので、助けてあげるという人やいっしょに避難してくれ

る人もいるけれど、避難所で出会えるか不安です。 

・もっと、事前に話が出来ればと思いました。 

○東先生 

・ご両親がいないとき一人でも出来るよう「助けて」というカードを作って見せるとか、準備を

したらどうかな。 

 

16:19～16:21 閉会挨拶 

・すごく勉強になった、熊本まで行かなくても東先生の話が聞けた。 

・「福祉オンブズ香川」と「香川障害フォーラム」が毎年かわりばんこ主催で勉強会をやっている。 

・毎年要望をしている。わざわざ福祉避難所より遠い指定避難所に行かなければならないのか、

個別支援計画を切り札に、個別に応じて避難する、これが福祉の原点。 

・障害者団体として行政に働きかけていくことを、今日確信しました。 

 

－以上－ 


