
 
 

災害と障害 

-インクルーシブな防災を実現するための視座- 

Disaster and Disability: Perspective to achieve inclusive disaster prevention 
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 本研究は、阪神・淡路大震災以来、災害時の“障害”がどのように変遷し、未だに解決できない

要因を明らかにすることを目的としている。先行研究をレビューして研究動向および今後の課題を

述べ、災害時の“障害”の代表例として障害者団体から発信された緊急提言の変遷を整理した。そ

して、熊本地震における身体障害者の実態と課題を現地調査より把握した。その結果、災害時の“障

害”は、すべての被災者の共通の“障害”として捉えられていないこと、そして当事者参画が成さ

れていないことが解決できない要因であると考察した。インクルーシブな防災を実現するには、災

害に備えた地域づくりに多様な人々が参画するプロセスが必要であると結論づけた。  
 
  The purpose of this study makes clear the issues about Disability on Disaster that have been 
still remain since the Great Hanshin-Awaji Earthquake. At first, research trends were 
presented by reviewing previous research in Japan, Emergency proposals issued by 
associations such as self-advocacy groups for people with disabilities were analyzed to review 
how these situations have changed. Moreover, the issues experienced primarily by people with 
physical disabilities during the Kumamoto Earthquake were examined. The results revealed 
that the basic issue is that frameworks for “participation of people with disabilities” have not 
been established. This study concluded that, to achieve inclusive disaster prevention, the 
process in which a diversity of people participate in community building in preparation for a 
disaster is need. 
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accommodation during a disaster, Social model of disability, diversity 
 
 
１.はじめに 

 
1995 年の阪神・淡路大震災以来、災害が起こ

るたびに障害者、高齢者等の被害と避難、生活

再建への配慮や支援の欠如が課題となる。そし

て障害者団体等からは悲痛な提言が毎回発信さ

１大阪大学大学院人間科学研究科 附属未来共創センター・博士（工学）・〒565-0871 大阪府吹田市

山田丘 1-2・06-6105-6487・y-ishizuka@hus.osaka-u.ac.jp 

日本福祉のまちづくり学会 福祉のまちづくり研究
第21巻第3号 2019年11月15日 発行

受理日：2018年10月24日 採用決定日：2019年８月23日

原著論文

第21巻第3号 福祉のまちづくり研究 1

      



れ、過去の教訓が生かされていないと言われ続

けている。なぜ、くり返されるのか。 
本研究は、阪神・淡路大震災以降、災害時の

“障害”について、何が解決できていて、何が

課題として残っているのか、また解決できない

要因は何かを明らかにすることを目的とする。 
研究方法は、過去の災害における高齢者や障

害者の被災状況を概観し、災害時の“障害”と

は何かを再確認する。また、災害時要援護者(以
下、要援護者とする場合がある) 注1）をキーワー

ドとした国内論文をレビューし研究動向と課題

を述べる(第 3 章)。そして、災害時の“障害”

の代表例として、障害者団体等から発信された

提言の変遷を整理する（第 4 章）。その上で、

筆者が現地調査を行った熊本地震における身体

障害者を主とした避難の実態および課題につい

て考察する（第 5 章）。以上を踏まえ、災害時

の“障害”を解決できない要因を特定し、イン

クルーシブな防災に取り組むための今後の方向

性を提案する（第 6 章）。 
 
２.災害時の“障害” 

 
（1）災害による高齢者、障害者の被害 
過去の主な災害における死者数に 60 歳以上

の高齢者の占める割合は、阪神・淡路大震災で

約 58％1）、新潟県中越地震では約 69％2）、東日

本大震災では約55％1）と常に高い割合を占める。

また、東日本大震災では、岩手、宮城、福島 3
県における全人口に占める死亡率は 1.1％であ

ったのに対し、障害者手帳交付者の死亡率は

1.9%と、約 2 倍であったことが明らかになっ

た 3）。立木は、高齢や障害が理由で被害が集中し

ているかのような言説に注意を促す。阪神・淡路

大震災では、高齢であることが死亡の直接の要

因ではなく、耐震性能の低い老朽化した住宅が

地震に暴露された結果、そこに住まわざるを得

なかった人々を死に至らしめたという社会の脆

弱性が要因であることを明らかにしている 4）。

また、立木は東日本大震災の被災地 3 県全体で

は、障害者手帳交付者の死亡率が約 2 倍であっ

たが、県別に分析すると宮城県では全体の死亡

率の約 2.3 倍であったのに対し、岩手県では約

1.2 倍、福島県では全体死亡率よりも障害者手

帳交付者の死亡率が低いことを示した。障害者

死亡率の要因の一つとして、施設入所率の差異

が影響を与えていることがわかり、施設入所の

方が在宅で暮らすよりも災害脆弱性が低かった

と考察している 4)。この結果は、施設入所のほ

うが災害には安全であるということではなく、

地域に暮らす障害者の生活環境が、いかに災害

に脆弱であるか、また障害者が脆弱な生活環境

に暮らさざるを得ないのかという、社会的課題

を突き付けた結果である。また、建物の倒壊や

火災、津波などによる直接的な被害ではなく、

その後の避難生活での体調悪化や過労など間接

的な原因で死亡する震災関連死の死者数は、そ

の多くを高齢者が占める。復興庁が公表してい

る東日本大震災における震災関連死者数は

3,701 人(2018 年 9 月 30 日現在)であり、その

約 89％を 66 歳以上の高齢者が占めている 5）。

これは、被災者支援の 4 つのフェーズ、①避難

行動支援、②避難生活支援、③仮住まい生活支

援、④生活再建支援 6）のうち、避難行動や避難

生活支援への課題は近年、注目されているが、

その後の仮住まいや生活再建へ支援においても

高齢者への配慮がなされていない結果といえる。

以上、死亡者数という一つの指標からだけでも、

高齢者や障害者の生活環境、社会システムが、

非常に脆弱であるために災害時に被害が集中し

ていることが確認された。 
（2）災害時要援護者と災害時の“障害” 
立木の論考 4）を参考に、我が国の防災施策に

おける災害弱者から災害時要援護者への定義の

変遷を概観する。防災白書において初めて災害

弱者という用語が採用された 1991 年時の定義

は「自分の身に危険が差し迫った場合、それを

察知する能力が無い、または困難」、「自分の身

に危険が差し迫った場合、それを察知しても適

切な行動をとることが出来ない、または困難」、
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「危険を知らせる情報を受けることができない、

または困難」、「危険を知らせる情報を受け取っ

ても、それに対して適切な行動をとることがで

きない、または困難といった問題を抱えている」

人々が災害弱者とある。この定義はすべて身体

的・知的・精神的な機能不全であり、これらは

個人に内在する属性として記述されており、障

害の個人モデルの影響を強く受けていたという。 
その後、内閣府が 2005 年度に改訂した災害時

要援護者の避難支援ガイドラインでは「災害時

要援護者とは、必要な情報を迅速かつ的確に把

握し、災害から自らを守るために安全な場所に

避難するなどの災害時に一連の行動をとるのに

支援を要する人々をいい、一般的に高齢者、障

害者、外国人、乳幼児、妊婦等があげられる。

災害時要援護者は新しい環境への適応能力が不

十分であるため、災害による住環境への変化へ

の対応や、避難行動、避難所での困難を来すが、

必要なときに必要な支援が適切に受けられれば

自立した生活を送ることが可能である（下線は

筆者が追記）」と定義され、災害時の困難を生活

環境や社会システム側を要因とする障害の社会

モデルの概念が援用された。しかし、対象者の

考え方の例示には、要介護度や障害の等級など

によって対象者を類型化したり、選別したりす

る記述がみられ、社会モデルの全面的な採用と

はならなかったとされる 4)。内閣府は本改訂に

より自治体に要援護者名簿の作成を求めてきた

が、行政は名簿の継続的な維持更新作業や支援

体制づくりの負担への懸念が強く、可能な限り

限定的にとらえ、要援護者の範囲を広げること

への抵抗は相当強いと指摘されている 7）。これ

では障害者や高齢者の一部のみならず、災害時

に困難を受ける人を救うことは難しいであろう。  
また、李は要援護者の概念の再考が必要であ

るという 8）。従来の社会福祉が捉えている①自

立避難行動が不可能な人、②災害認識が欠如し

ている人、③経済的条件が劣悪な人に加えて、

災害前から災害後、応急期、復旧・復興期のサ

イクルに沿って、社会構造により被災しやすい

立場におかれている人（災害前）、当該の災害に

より新たな障害を生じた人（緊急期）、新しい人

間関係を築くことができない人（応急期）、心理

的回復不可能者、当該災害で経済的困窮に陥っ

た人（復旧・復興期）なども要援護者として位

置づけていく必要があるという 8）。 
以上から、災害時の“障害”とは、障害の社

会モデルでいう個人的次元のインペアメントで

はなく、社会的次元のディスアビリティである。

ディスアビリティとは「社会の障壁」と「それ

によって引き起こされる機会の喪失や排除」で

あるが 9)、平時からのディスアビリティが災害

時の“障害”を生じさせ、平時に多くのディス

アビリティを経験している高齢者や障害者に被

害を集中させている。その現象が、災害時の“障

害”は高齢者や障害者の問題として個人化し、

社会課題として解決に至らない負のスパイラル

に陥っている。一方で災害の直後から復旧、復

興過程において災害時の“障害”を経験する人

は多様であり流動する。言い換えれば、災害時

は被災したすべての人が何らかの要援護者にな

る可能性があるのである。そして、必要なとき

に必要な支援を社会が提供できなかった時に

“障害”が生じているのである。以下、災害時

の“障害”は高齢者や障害者の固有の課題では

ないことを明示するため“障害”をディスアビ

リティと記述する。 
 
３.災害と災害時要援護者に係る研究動向 

 
災害と災害時要援護者をキーワードとする国

内論文をレビューする。(1)災害、防災に対する

意識、(2)避難行動、(3)避難施設、(4)避難生活、

(5)支援制度・対策に大別して整理する。 
(1)災害、防災に対する意識では、水野は要援

護者の自助に対する意識は低く、災害時に必要

な物の備蓄や家具などの固定・転倒防止策への

実施状況は約3割程度に留まっているという 10）。

また、菊池らは在宅要介護高齢者の避難に関す

る意識調査を行い、寝たきりの状態の人が多い
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要介護度 4・5 の人は避難への認識率が低く、避

難方法を想定していないことを明らかにした。

また、普段の外出が少ない人ほど、介護家族も

含めて自宅外への避難動作に自信がなく、避難

のイメージが構築されていないと考察した 11）。

堀らの研究においても買い物等の外出頻度が低

い者ほど実際に避難するまでの移動等に不安を

抱えていると指摘し 12)、同様の結果となってい

る。いずれの研究からも平時の生活環境や外出、

移動に関するディスアビリティが災害時の対応

への意識に影響を与えていると言える。 
(2)避難行動に関する研究は、避難行動、支援

についてシミュレーションを行い検証したもの

と、実際の支援条件を分析した研究がある。上

田らによる地震火災時を対象としたもの13)や二

神らによる津波避難地域を対象としたもの 14)、

中山らは沖縄の過疎地域を対象に近所間の認知

関係を考慮した要援護者の避難のシミュレーシ

ョンを行い津波到達時間までに避難可能か検証

している 15)。また近年は車移動による避難に関

する研究が増えている 16)。一部には人間関係や

車利用を考慮した研究もあるが、要援護者と支

援者の人数および避難距離、時間のみを条件に

分析しているものが多く、ディスアビリティの

とらえ方は限定的であり実状とは乖離がある。 
(3)避難施設に関する研究は、福祉避難所に関

するものが多い。2014 年度に内閣府が福祉避難

所の運営等に関する実態調査を行った 17)。その

結果によれば福祉避難所に指定されている施設

の 61％が高齢者施設、18％が障害者施設で全体

の約 8 割を占めている。田原らが福祉施設の避

難者の受け入れ意識に関する調査を行った結果、

受け入れられない理由として、人的な体制、施

設の安全性、避難者の選別などであることがわ

かった 18)。特に施設の安全性については、佐々

木らによれば、福祉施設は地価が安いことを理

由に土砂災害警戒区域内の立地率が高く、交通

の利便性の低い土地などに立地し防災的視点が

不十分であると指摘している 19）。これらの研究

から明らかなことは、福祉避難所の枠組みは設

けられたが、実際の運用にあたっては課題が多

く、福祉施設の安全性が確保されていないなど

構造的な社会問題を内在している。 
(4)避難生活については、支援者の対応に関す

るものが多い。田村らは、新潟県中越沖地震を

対象に介護福祉ボランティアの活動を調査し、

最も重要な課題は被災者の生活再建を実現する

ために支援者間での情報共有や体制が整備され

ていないことという 6）。また板倉は、東日本大

震災における被災者ニーズの多様性と保健師職

能という側面から、健康面での支援・ケアだけ

でなく、平時の活動との連続性が大切であると

いう 20）。支援が専門化する傾向にある中で、平

時からの社会システムとして災害時の支援を考

えていくことが必要であることがわかる。 
(5)支援制度・対策に関する研究では、山崎ら

により要援護者名簿の作成、活用に関わる個人

情報の扱いに関する研究のほか 21）、竹葉らは神

戸市の災害時の要援護者への支援に関する条例

の策定過程を分析し、運用にあたって解決すべ

き課題が多いことを示唆している 7）。また、福

祉施設等の早期再開による要援護者の生活支援

の確保は必要不可欠であるが、福祉施設等での

事業継続計画の策定は進んでいない。柄谷らや

鍵屋らは、東北 3 県の福祉施設及び全国の障害

児者の支援者に対するワークショップ型研修

を実施し、ひな型を作成し普及啓発に努めてい

る 22）。避難制度を中心に研究が蓄積されてきて

いるが、障害や介護の有無など個人属性別に対

策や課題が整理される傾向にあり、ディスアビ

リティの観点から見直す必要がある。 
以上、要援護者に関わる研究をレビューした

結果、平時のディスアビリティの課題が、要援

護者の災害時の意識に影響を与えている他、災

害時対応の課題とも共通していることがわかる。

しかし、災害時のディスアビリティを平時のデ

ィスアビリティとして捉え、社会環境や社会シ

ステムの課題として幅広く分析、研究されたも

のは少ない。そして、防災と福祉の連携は必要

不可欠であるが、障害の社会モデルの十分な共
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通理解が進んでいない中で、災害という緊急時

の対応であるが故に、障害の個人モデルに回帰

しないよう注意が必要である。 
 
４.障害当事者による提言の変遷 

 
災害時には存在すら認識されず“語られない

存在”23）であった障害者たちは、災害が起こる

たびに緊急提言を発してきた。1995 年の阪神・

淡路大震災（以下、阪神とする）、2011 年の東

日本大震災（以下、東日本とする）、2016 年の

熊本地震（以下、熊本とする）の発災後に障害

者団体、支援団体から発信された提言を表１に

整理した。提言は様々な障害者団体等から発信

されているが、その中でも障害種別を超えて、

障害当事者が中心となって被災地救援を実施し

た経験に基づく提言を取り上げた。提言内容は、

最新の熊本地震の提言に基づき、(1)避難行動、

(2)避難所、(3)避難後の支援、(4)仮設住宅、(5)
復興住宅、(6)日常の取り組みの6項目に分類し、

筆者が原文を一部抜粋、要約し、下線と強調は

追記した(表 1)。 
(1)避難行動では、阪神時には「行政からの何

の援助も支援を得ることができなかった」と指

摘された。その後、国は自治体へ要援護者名簿

の作成を要請し（2005 年）、名簿作成の義務化、

平時において名簿の提供可能化（2013 年）など

が行われてきた。このため、東日本後には「届

かぬ支援はもうゴメン、災害時に役立つ名簿管

理を」、熊本後は「福祉サービス事業所や障害者

団体にも名簿を開示し連絡調整を行っておくこ

と」と名簿の具体的な活用について提言された。

阪神では小規模作業所など地域密着の事業所等

による安否確認、行方捜査、生活支援活動が展

開された経験に基づき、その後の災害時には、

障害者団体、福祉事業所などは全国的なネット

ワークを活用して、速やかに安否確認、生活支

援を行っていくノウハウが構築されてきた。こ

のため、東日本時に南相馬市や陸前高田市にお

いて初めて自治体から障害者団体等への名簿開

示が行われた。熊本時にも自治体から障害者支

援団体に名簿の開示が行われたが、開示先が限

定的であったため、開示先や連絡調整について

指摘された。山崎らは、行政から地域というト

ップダウン的な思考から脱却を図り、地域住民

によるボトムアップ的な自律的な情報共有手法

ならびに問題解決手法を構築していくことで、

要援護者の個人情報保護・共有のあり方も地域

の視点から再構築すべきと述べており 21）、名簿

の活用については今一度、再考が必要である。 
(2)避難所については、阪神からまったく変わ

らず障害者が避難することが想定されていない

状況に改善が見られないことが提言から確認で

きる。2005 年度から福祉避難所の指定、協定の

取り組みが始まったが、東日本では、一部の自

治体を除いてほとんど機能せず、開設された福

祉避難所においても障害者の利用はほとんど見

当たらなかったと報告されている 24)。このため

「福祉避難所に問題をすりかえないで」という

提言が発せられ、熊本後には「福祉避難所を一

次避難所として開設されるように」と指摘され

ている。現行制度では福祉避難所は二次避難所

であり、行政が避難者を把握した上で適切な避

難所に避難者を振り分けることになっている。

行政が避難所で生じているディスアビリティを

個人に帰結させて管理し、判断する仕組みにな

っているのである。また、2006 年に改訂された

ガイドラインでは、一般避難所に要援護者のた

めに区画された福祉避難室や要援護者班を設け

ることが提案されているが、実際に機能するか

は未知数である。また、避難所が利用できない

ために車中泊や半壊した自宅に留まるケースも

多く、避難所にいない人への配慮も毎回、提言

され続けている。 
(3)避難後の支援は、阪神では避難生活が困難

な者は「施設入所、病院入院のみの対応に終始

し、地域・在宅福祉の対応がとられなかったこ

とは、行政政策の後退で有り、地域福祉の原点

が問われる。」とあった。2000 年に介護保険制

度がはじまり、2003 年に支援費制度の施行、
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2006 年に障害者自立支援法へと、地域福祉に移

行する制度が充実してきた。災害時においても、

障害者団体等が中心となり被災地障害者センタ

ー注2)を設立し、障害者が被災後も自立した避難

生活ができるよう支援活動が展開されている。

このため、東日本後は「障害者支援センターを

設置することと、その運営に障害者が関われる

仕組みが必要」と発せられ、熊本後には「避難

所でもヘルパー等のサービスを行うよう事業者

に徹底し、避難所の運営者にも伝えること」と

提言された。また、移動の支援については阪神

時に「障害者は移動権を奪われている」と発せ

られ、現場ではボランティアによる移動支援が

展開されているが注3）、支援の必要性についての

認知度は低く、未だに公的な支援は不足してい

るのが現状である。 
(4)仮設住宅、(5)復興住宅についても、避難所

と同様にまったく改善されていないことから、

「障害者・高齢者の住居を前提としているとは

考えられない（阪神）」、「障害者がふつうに暮ら

せる仮設住宅づくり（東日本）」、「障害者だけで

なく誰もが安全安心して暮らせるバリアフリー

を基本とすること（熊本）」など毎回、同じ提言

が発せられている。 近年、各種法律が施行され、

社会基盤のバリアフリー化は飛躍的に推進され

てきたはずである。しかし、災害時の仮設住宅

においては、災害救助法に基づく面積や費用の

基準目安等が制約となり改善が進まなかった。

東日本における仮設住宅では、完成後に追加工

事を重ねて約 3 倍の費用になった 25）。このよう

な実態を受けて、内閣府は、仮設住宅の面積目

安の廃止、建設費も 2 倍の基準に 2017 年 4 月に

ようやく改訂した。 
最後に(6)日常の取り組みについて、阪神では

「条例・規則等の見直し、策定段階で障害者の

参画を保証すること」と提言され、熊本では「要

援護者防災計画は、障害者を中心に関係者が参

画して作成すること」などが発信され、そのキ

ーワードは障害者の参画である。 
以上、避難から日常の取り組みまで緊急提言

の変遷を辿った結果、要援護者名簿や福祉避難

所など行政施策がはじまったものは提言が変化

しているが、仮設住宅や避難後の支援について

は同じ提言が繰り返されている。また、災害時

の障害者の存在が認識されつつある一方で、災

害時のディスアビリティを障害者固有の課題で

はなく「みんなの共通の課題」として捉えるよ

う提言されている。そして、改善が図られない

要因は、繰り返し指摘されているのは、障害当

事者の参画である。障害者解放運動のスローガ

ン“Nothing about us without us（私たち抜きで私

達のことを決めないで）”とメッセージを発し続

けているのである。阪神後に大賀は、障害当事

者たちが作ったネットワークの力と、出会いと

共感が作り出した自主的なボランティア活動は、

新しい市民社会の芽を作り出したといい、“障害

者市民活動”と呼ぶ。そして、「障害者は『救援

される』『保護される』存在ではない。障害者が

地域で積極的に復活・救援活動をする主人公な

んだ。」という 26）。災害時のディスアビリティ

は障害者固有の課題ではなく、すべての被災者

の共通課題である。これまで、この障害者市民

の力を防災に役立てること、障害者市民運動の

知恵と経験に学ぶ機会が不足していたため、災

害時のディスアビリティが解消されずに時ばか

りが過ぎたのではないだろうか。 
 
５.熊本地震における身体障害者の避難の実態

と課題 

筆者は2016年4月に発生した熊本地震の被災

地において、主に身体障害者の避難生活の実態

調査を行った。前章で述べたとおり、自治体に

よる対策と、障害者団体等による支援の経験が

充足されてきた安否確認、一次避難、福祉避難

所の状況に重点をおいて被災者、支援者、関係

機関にインタビュー調査を行った27)。なおイン

タビュー調査は、事前に調査趣旨を説明し、自

由意志に基づき了承を得られた人を対象とした。

調査概要は表2に示す通りである。第１次調査

は、発災から約1ヶ月後の5月14日～21日に、 
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表1 災害後に発信された要望・提言（要約・一部抜粋）一覧 

 阪神・淡路大震災 東日本大震災 熊本地震 

 1995 2011 2016 

出
典 

阪神・淡路大震災「復興計画」に関する要望書（第

２次案） 

（障害者問題を考える兵庫県連絡会議 

被災地障害者センター） 

障害者市民防災提言集東日本大震災

版 わたしたちの提言７プラス１ 

障害者の視点から 

（認定ＮＰＯ法人 ゆめ風基金） 

今後の大災害に向けた障害者支援に

対する提言 

（熊本地震障害者救援本部） 

避
難
行
動 

・ケースワーカーが物資搬入に追われ、救出、安

否確認、行方捜索、緊急時の生活確保などに動

けなかったことは、災害時における行政システ

ムの根本的な問題である。 

・ホームヘルパーが動けなかった。また施設職員

が通所者の生活確保、通所のための手立てを充

分に取れていないことも指摘される。 

・小規模作業所などの地域拠点が救出、安否確認、

行方捜査、緊急時の生活確保に果たした役割は

大きかったが、行政からの何の援助も支援も得

ることができなかった。地域拠点やボランティ

アの救援活動も同様だが、こうした活動を災害

対策の中でどう位置づけ、評価しているのか。 

・障害者が脱出するために、また関係者が救出・

救援活動をするにあたって的確な情報提供さ

れなかった。 

「届かぬ支援はもうゴメン、災害時

に役立つ名簿管理を」 

 行政による要援護者の名簿登録が 

あっても、災害時に活用できてない

ことは大きな問題。 

 災害時の状況と必要な支援を明確

にして、災害時に役立つ名簿管理が

必要。 

（避難行動要支援者名簿について） 

１固定電話だけでなく、避難後も連絡

が取れるように携帯電話番号も名

簿にのせておくこと 

２福祉サービス事業所や障害者団体

にも名簿を開示し連絡調整を行っ

ておくこと 

３日頃から災害時に支援が必要な障

害者の調査をすること。避難後困る

ことの聞き取りも行うこと 

避
難
所 

・段差、トイレなど避難所に障害者が避難するこ

とを想定していなかったと思われる。 

・医療、心の相談、生活介助、ガイドヘルプ、食

事など生活支援についても避難所に障害者が避

難することを想定していないと思われる。 

・福祉センターなど避難所としてすぐに開放しな

かった。もしくは有効利用しなかった。 

・集団生活になじめない障害者に対する対応がま

ったくなかった。 

・緊急時に、障害者が主体的に生活を確保する、

あるいはホームヘルパーの対応により共同生活

できる小規模避難所が必要である。 

・聴覚障害者のためのＦＡＸが送信のみであった

り、知的障害者や視覚障害者のために配慮がな

く、情報提供と相談活動が不十分であったため

に生活不安を強めた。 

「福祉避難所に問題をすりかえない

で」 

 地域の避難所のあり方を検討し、

支援が必要な人々がどこに逃げるの

が望ましいか（隔離された場所では

ないはず）、そして逃げるとき、その

後には、どのような支援が受かられ

るか、その体制づくりを支援を受け

る当事者と相談しながら進めていく

ことが重要。 

 

「病院にも買い物にも行けない障害

者、災害対策に移動手段の確保を」 

 不便なところに建てられる傾向の

ある仮設住宅では、普段から交通手

段に困っている障害者市民はますま

す身動きがとれなくなってしまう。

災害時に移動が困難になる人の対策

を事前に把握し準備しておくことが

必要 

１指定避難所に障害者も避難できる

よう、バリアフリーや合理的配慮を

考えておくこと。障害当事者から聞

き取りを行い、住民に障害者との避

難所運営訓練を行うよう促し、合理

的配慮が進むよう図ること。 

２福祉避難所が一次避難所として開

設されるよう協定を改定すること。 

３福祉サービス事業所が被災した後

も、事業を想起に再開するための計

画を作っておくよう促すこと。災害

時には事業所や支援学校も避難所

として活用できるよう考えること。 

４車中泊をすることを考えて、広域避

難所などにも車いすトイレの整備

を進めること。 

（避難所における物資の配布） 

１避難所にいない人にも「物資を配布

する」ことを徹底すること。また、

列に並べない人もいるので、代理の

人が取りに行くことも認めること。 

避
難
後
の
支
援 

・施設入所、病院入院のみの対応に終始し、地域・

在宅福祉の対応がとれなかったことは、行政政

策の後退であり、地域福祉の原点が問われる。 

・３月初めまで街の中に障害者の姿が見えなかっ

たことをどう考えるか。 

・地域医療・地域福祉のシステムがなかった。も

しくは機能しなかった。特に精神医療、内部障

害、難病、てんかん症対象医療はまったく不備

だった。 

・ケースワーカー、ホームヘルパーによる情報提

供、相談、救援活動、サービス提供がなかった。 

・公共交通機関にアクセスできるようにしないと、

障害者は移動権を奪われている 

「障害者が関われる支援体制の確立

を」 

 災害時に備えてボランティアセン

ターを設置するだけでなく、障害者

支援センターを設置することと、そ

の運営に障害者が関われる仕組みが

必要 

１避難所でもヘルパー等のサービス

を行うよう事業者に徹底し、避難所

の運営者にも伝えること 

２災害により公共交通機関が使えな

くなることもあるので、日頃から移

送サービス事業者と連携しておく

こと 

３災害直後に増える相談に対応でき

るよう、普段から相談体制の充実を

図ること。 

４ボランティアセンターだけでなく、

障害者支援センターの設置も公的

責任として防災計画に盛り込むこ

と 
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 阪神・淡路大震災 東日本大震災 熊本地震 

 1995 2011 2016 

仮
設
住
宅 

・仮設住宅は障害者・高齢者の住居を前提にして

いるとは考えられない。 

・障害者基本法の目的にそって、精神障害者も優

先入居の対象とすること。 

・当事者の要望を聞き生活環境を改善すること。 

・住宅、用地周辺が車いすで移動できない。 

・買い物、医療、福祉サービスなど障害者、高齢

者の日常生活確保のために特段の配慮が必要で

ある 

・コミュニティのコーディネートが必要で、情報

提供、相談活動が必要 

「障害者がふつうに暮らせる仮設

住宅づくり」 

 いまだに障害者市民がふだん通

りに安心して暮らせる仮設住宅は

ありません。障害者用ということで

はなく、すべての仮設住宅をバリア

フリー規格にしたいものです。みな

し仮設住宅を積極的に活用するた

めに利用しやすい基準整備が必要。 

１仮設住宅は、障害者だけでなく誰も

が安全安心して暮らせるバリアフ

リーを基本にすること。敷地内も砂

利止めを舗装するなどバリアフリ

ーな設計とし車いすでも利用しや

すくすること 

２みなし仮設住宅を改修する費用を

助成すること。 

復
興
住
宅 

・公共住宅は、障害者、高齢者が優先に入居でき

るように計画すること 

・周辺を含めたアクセス保障とともに、エレベー

ターが止まっても脱出・移動できる構造とする 

 １復興住宅は、高齢になっても住める

よう、すべてバリアフリーにするこ

と。 

日
常
の
取
り
組
み 

（公共交通機関・公共建築物のアクセスおよび生

活保障について） 

・災害対策も組み入れた「まちづくり条例」を見

直すこと 

・避難所、既存建築物も含め、障害者の生活を保

障する構造の義務化すること 

・条例・規制等の見直し、策定段階で障害者の参

画を保証すること 

（保育・教育について） 

・コミュニティの重要性が再認識され、積極的に

「共に学び・育つ」取り組みを強化すること等 

「コミュニティづくりこそ最大の防

災」 

避難所での暮らしにくさや避難生活

でのさまざまな問題は障害者特有の

ことではなく、みんなに共通の課題

である。防災や災害の支援活動でも

っとも重要なのが、ふだんからの人

と人のつながりである。 

１障害者の参加しやすい防災訓練の

事例を示し、地域の防災訓練に障害

者の参加を促すこと。 

２インクルーシブ教育の普及を図る

こと 

３障害者への合理的配慮を考えた避

難所運営訓練を実施すること。 

４要援護者防災計画は、障害当事者を

中心に関係者が参画して作成する

こと 

 
第2次調査は、発災から約半年後の10月2日～

5日に行った。 

(1)安否確認 

障害者のうち、a.入院または入所している障

害者、b.通所している障害者、c.居宅福祉サー

ビス利用者、d.障害者団体等の会員の重複も含

めいずれかに所属する者28）は、関係組織や施設

職員および全国から駆けつけた支援者により、

発災直後から安否確認が行われていた。しかし、

これらの障害者は、ほんの一部である。残りの

福祉につながっていない障害者の安否確認は、

熊本市においては2つの体制で実施された。一

つは、熊本市と相談支援専門員による戸別訪問

である。この取り組みは、熊本市の障害者手帳

交付者43,254人のうち、避難行動要支援者とし

て身体障害1,2級、療育A1,A2級、精神障害1,2

級の手帳交付者 21,839 人の 65 歳未満 10,980

人から障害福祉サービス利用者および精神科病

院入院者・相談支援事業所利用者を除く 8,714

人を対象とした。体制は、熊本市がNPO法人日

本相談支援専門員協会（NSK）と日本障害フォー

ラム（JDF）に支援を要請し、2団体のネットワ

ークを通じて全国の相談員が協力して行った。4

月29日から戸別訪問を開始し、一次訪問を終了

したのは6月23日である。ただし不在者も多く、

実際に完了したのは約58％の 5,105 人にすぎな

い。それでも約2ヶ月の時間を要している注4）。

もう一つは、地元の障害者個人、団体が設立し

た「被災地障害者センターくまもと」による安

否確認と支援ニーズの把握とそれに基づく支援

である。当センターは5月はじめから障害者へ

具体的な支援内容と連絡先を記したSOSのチラ

シの配布をはじめ、個別に支援を行っている。

熊本市と連携し、市のホームページや市政だよ

りで被災地障害者センターくまもとの情報を提

供し、7月～8月にかけてすべての手帳所持者約

42,000 人に緊急的な支援も含め生活再建に向

けた支援と、障害福祉サービスに関する相談案

内のチラシを郵送した。当センターの事務局長

である東は「震災により、日常の生活環境や人

間関係が壊れてしまっている。まずは福祉サー

ビスへつなげるまでの前提となる支援が必要で
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ある」という。また、 「これまで支援を受けたこ

とがない、 受けることができなかった、 いわゆ

る見捨てられてきた人を支援につなげること。

見捨ててはいないと伝えることが大切である」

という。 熊本地震では、 障害者団体や福祉サー

ビスといった個人のネットワ ー クによる安否確

認に加え、 行政とNPOの連携による安否h餌忍を

行っても、 そこからも漏れてしまう障害者は多

く、 さらに丁熙に個々のニーズに対応できる支

援の必要性が確認された。

(2)一次避難

本調査では視覚障害者4名、下肢障害者1名、

聴覚障害者2名、 内部障害者1名から発災直後

の避難についての話を聴くことができた。8名

は、 家族や近所の人の助けを借りて一般避難所

（一次避難所）に避難し、数日~1週問程度を過

ごしていた。 一般避難所での経験は様々であっ

たが 「避難所では健常者ばかりで、 コ ミュニケ
ーションがとれないことが辛く、 寝てばかりい

ました」と聴覚障害者の一人は語った。 また、

在宅介謡の支援サービスを行っている、 熊本県

高齢者障害者福祉生協協同組合（以下、 ふくし

生協とする）の小出によれば、 ヘルパーを伴っ

て一般避難所に避難した重度障害者もいたが、

無理と判断して自宅に戻る人が多かったという。
一方で、 多くの障害者が避難し合理的な配慮の

ある避難所運鴬が行われ「熊本学園モデル」と

呼ばれた熊本学園大学14号館避難所では、最多

時には60名もの障害者が他の住民とともに避

難生活を送った。 避難所を統括していた花田は

「ルールはつくらず、『どうやるか』から考える。

基本的な人権にもとづく『瞬時の判断』が大切

だ」と語った。 花田は当該避難所のポイントを

4 つ挙げている。 一つは障害者、 地域住民を分

け隔てなく避難を受け入れたことの大切さ、 次

いで「管理はしない、 その代わり配盛する」と

表現した運鴬の在り方、 さらに避難所が次のス

テップヘの移行の場だという役割、 最後に災害

時だけでなく日常的に問われる人と環境の条件

であるという 29
) 。4つめの「災害時だけでなく

日常的に問われる人と環境の条件」とはまさし

く平時からのディスアビリティヘの指摘である。

(3)福祉避難所

熊本原立身体障害者福祉センタ ーに開設され

た福祉避難所に避難していた視覚障害者2名 、

聴覚障害者5名、下肢障害者1名に話を聴いた。

全員が発災前は福祉避難所の存在を知らなかっ

たという。当該福祉避難所にたどりついた経緯

は、 一般避難所で1週問ほど過ごした後、 また

は車中泊や友人、 親戚宅を転々とした後、 当該

避難所にたどり着いた人、 一般避難所では避難

生活がおくれずに県外避難し、 当該避難所が開

設されたことを知って戻ってきた人など様々で

あった。 しかし、 当該避難所は発災前から福祉

避難所に指定されていたわけではない。 熊本市

謡会諮員であり障害者である村上によれば、 発

表2調査概要

第1 次調査 第2次調査

実施日 2016年5月 14 日~21 日 2016年10月2 日~5 日

謁査者 4名（視覚障害者1名 、 下肢障害者1名含む） 3名（下肢障害者 1名含む）

現地謁査 熊本市・御船町・益城町・菊隅町、 淘船町スポーツセンター避難所
熊本市・御船町熊本学園大学14号館避難所、 県立身体障害者福祉センター福祉避難所

当 視寛障害者3名、 聴覚障害者5名（グループインタビュ ー） 視覚障害者 2名
下肢障害者1 名 、 一般市民2名 熊本市市議会議員村上博氏（下肢障害者）

者

イ 熊本県高齢者障害者福祉生協協同組合（ふくし生協）小出照幸氏 ふくし生協小出照幸氏

ン 被災地障害者センターくまもと東俊裕氏 被災地障害者センターくまもと東俊裕氏
夕

支 熊本学園大学理事長、 花田昌宣氏 熊本市立桜木中学校教頭先生（電話インタピュー）
ビ 援 JDF熊本現地事務所(3名） 、 NSK 日本相談支援専門員協会橋詰正氏 JDF熊本現地事務所 (3 名）
ユ

者 宮城県石巻祥心会鈴木徳和氏
熊本県聴覚障害者情報提供センター小野氏

行
潟船町長藤木正幸氏 熊本市健康福祉局福祉部健康福祉政策課、 高齢者介護福

祉課政
熊本市健康福祉局障がい者支援部障がい保健福祉課

その他 県立身体障害者福祉センター福祉避翡所でお茶会を開催
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災直後に障害者が当該施設に避難させてほしい

と要望したことをきっかけに、障害者団体等が

行政に強い働きかけを行い、後付けで福祉避難

所に指定された。「8日間避難所で過ごし、その

後、日頃から通い慣れたこの避難所に移り、よ

うやく家族を自分の負担から解放することがで

きた」と視覚障害者の一人は語り、事務局を担

った小出は「聴覚障害者などは、同じ障害をも

つ人同士のコミュニケーションがあると、安心

して生活していた。長期避難の対応を考えると

きの大切な視点ではないか」と指摘する。 熊本

市では、地震発生前に協定施設が55施設あった

が、一般には情報公開されていなかった。また、

4月15日時点で担当者が協定施設に問い合わせ

たところ、開設可能と回答があったのは8施設

のみだった注5)。障害者も発災直後は一般避難所

に避難する必要があるが、長期避難には特有の

課題も生じ、関連死や災害障害につながる可能

性も高い。このため、特別な配慮がいき届き、

負担が少なく避難生活を送ることができる福祉

避難所の有用性が確認できたが、施設指定のあ

り方や公表、運用には様々な課題があることが

確認された。 

 

６.結論：インクルーシブな防災の実現 

  

ここで改めてディスアビリティを“障害”と

表現を戻して結論を述べる。本研究では、第 2

章において高齢者、障害者の被害状況から社会

的弱者とされる人々の生活環境や社会システム

が災害時に非常に脆弱であることを確認した。

そして、災害時要援護者とは必要なときに必要

な支援が適切に受けられれば自立した生活を送

ることが可能であるが、必要なときに必要な支

援が提供できていないために“障害”が生じて

いる。災害時の“障害”とは被災者の個人属性

に帰着したものではなく、災害時の生活環境、

支援、配慮のあり方に要因があり、障害の社会

モデルのディスアビリティであることを確認し

た。そして、災害時の“障害”を経験する人は

多様であり流動する特性から、被災者の誰もが

災害時要援護者になる可能性があるということ

を確認した。第3章の先行研究のレビューでは、

平時の課題が、要援護者の災害時の意識に影響

を与え、災害時の課題とも共通していることが

確認された。施策も研究も充実してきているが、

障害の社会モデルの十分な共通理解が進んでい

ない中で、災害という緊急時対応が故に、障害

の個人モデルに回帰しないよう注意が必要なこ

とを述べた。第４章では、これまで災害が起こ

るたびに発信されてきた障害当事者による提言

の変遷を整理した。避難、避難所については具

体的な提言へと発展しているものもあるが、多

くの課題は阪神・淡路大震災から約四半世紀も

の間、解決されていないことが確認された。そ

の課題の共通点は当事者の存在、参画が認めら

れていないことである。災害時の“障害”は障

害者特有の問題ではなく、すべての被災者の共

通課題であるという認識にたち、平時からディ

スアビリティを受ける機会の多い障害者から障

害者市民運動の知恵と経験を学ぶ機会が不足し

ていることが、災害時の“障害”を解決できな

い要因であると特定した。そして、第5章の熊

本地震の被災地では、合理的な配慮がなされ、

今後の避難所運営のモデルとなる熊本学園大学

の取り組みが生まれた一方で、従来の課題が再

び確認された。さらにこれまで蓄積してきた障

害者団体等による支援の網からも漏れてしまう、

ボーダーラインにいる障害者への支援という、

災害時の“障害”の多様性や流動性が新たに確

認された。 

八巻 25)は，要援護者に関する多くの取り組み

は，障害者や高齢者を支援の対象と設定し，支

援の一方通行を前提に対応を考えているという。

そうではない事例として，当事者研究で名高い

「べてるの家」の防災プロジェクト注 6）を挙げ

て，障害者が日常生活の中で蓄積し日々用いて

いるスキルが災害時の困難に対応するために役

立つであろうという発想が必要という。 
近年、防災の分野でもインクルーシブという
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用語が頻繁に使われる。インクルーシブとは、

大きなカテゴリー（マジョリティ）が小さなカ

テゴリー（マイノリティ）を包含するようなイ

メージを抱きやすいが、そうではなく、複数の

カテゴリーが連帯し相互に浸透することである

と筆者は考える。大切なのは、そのカテゴリー

が固定化せずに、流動的であり絶えず線が引き

なおされるダイナミックな差異化のプロセスと

して、暫定的に捉えることにある31)。インクル

ーシブな防災とは、災害時の“障害”をあるカ

テゴリーに帰属させるのではなく、すべての被

災者の共通の課題として捉えことである。そし

て、多様な人々が、多様な視点から解決策を考

え、相互に浸透するプロセスが必要である。多

様な当事者が参画した日々のまちづくり活動が、

誰もが助かるインクルーシブな防災を実現して

いくといえるだろう。まずは平時から“障害”

をたくさん経験している障害者に学ぶことから

はじめる必要がある。 

 

謝辞 

 熊本地震の調査は、NPO 法人日常生活支援ネ

ットワークの柿久保浩次氏他をはじめ熊本の方

に大変お世話になりました。この場を借りてお

礼を申し上げます。なお、熊本地震の調査は一

般社団法人日本福祉のまちづくり学会「熊本震

災支援活動補助事業」を受けて実施したもので

す。ご支援に心より感謝申し上げます。 

注 

注 1）平成25年 6月の災害対策基本法の一部改正に伴

い、高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦など、災害時にお

いて特に配慮を要する人を「要配慮者」という名称が使

用されているが、本稿では災害時要援護者と表記する。 

注 2)被災地障害者センターとは、被災地の障害者団体や

福祉事業所等が中心となり、全国からボランティアの支

援を受けながら被災地の障害者の支援を行う組織 

注 3)ももくり送迎基金： （2018.01.31最終閲覧）

www.e-sora.net/momokuri-sts/indexmk.html 
注4） 熊本市 健康福祉局障がい者支援部提供資料(2016

年 10月 4日提供) 

注 5)2016年 10月 4日の熊本市ヒアリング調査より 

注 6）べてるの家防災事業：（2018.01.31最終閲覧）

www.urakawa-bethel.or.jp/bousai/Outline.html 
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