
1

「福祉避難所」という
言葉に関わる課題

2019年11月9日

京都大学防災研究所・日本学術振興会特別研究員（CPD）

大門大朗

daimon.hiroaki@gmail.com



2

本日の内容のまとめ

福祉避難所の
9つの課題



3
朝日新聞（2018）8月5日朝刊

屋内
1階 平屋 21人

2階建て以上 21人
2階 1人

屋外 8人

42人

1人
43人

亡くなった「42」名は避難行動要支援者名簿に記載
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避難できたとしても…

•災害関連死
•東日本大震災

•全死者数の2割弱にあたる3,723人が
関連死（復興庁, 2019）

•熊本地震
•間接死は、直接死よりも4倍以上多い
215人(消防庁, 2019)

→「災害弱者」をどうやったら救えるか？

95年から福祉避難所が構想
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「福祉避難所」を巡る動向

縦軸は「福祉避難所」が出てきた新聞記事数。記事は、毎日、読売、朝日3社のデータベースを使用。

記
事
数

第1期
（1995～2010）

第2期
（2011~2015）

第3期
（2016~現在）

阪神・淡路
大震災

能登半島、
中越沖地震

東日本
大震災

広島土砂
災害

熊本地震
西日本
豪雨

厚労省再度
提言

能登半島地震で
初設置。中越沖
地震でも運営

要援護者
ガイドライン

設置・運営
ガイドライン

阪神・淡路大
震災で問題化

災対基本法
厚生省提言

指定施設以外が多。
支援者不足、スク
リーニングの課題

14,612件
が指定済み

移送にケア
マネが活躍

設置・運営
ガイド改定

避難者殺到、移送
の課題など間接死
増、当事者の声

要支援者の
多くが避難
できず死亡
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その前に・・・そもそも、

「福祉避難所」とは？

• 福祉避難所
• 高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児、在宅難病患者など特別な配慮
が必要な「要配慮者」向けの避難所

• 対象者
• 「主として高齢者、障害者、乳幼児その他特に配慮を要する者」

• その他：妊産婦、傷病者、内部障害者、難病患者等

• 「その家族」まで入所可能
• すでに施設に入所している者は当該施設で対応するべきであると記載

• 運営主体
• 市町村を中心として外部者との協議会を設置可能

• 例えば、自主防災組織、社会福祉施設等福祉関係者、保健師、医師、医
療関係者、民生委員、ボランティア

• 施設
• 社会福祉施設、一般の避難所施設（小中学校、公民館）、宿泊所

災害救助法、内閣府「福祉避難所設置・運営ガイドライン」などを参考
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これまでの「福祉避難所」の9つの課題

①入所までの経路の問題
1)避難経路
が非合理

③開所施設の人員不足②施設の設備・備蓄

④事前周知・想定不足 ⑤個人情報・名簿作成 ⑥避難長期化・通常業務の影響

⑦多様な要配慮者への対応 ⑧収容定員の過多 ⑨指定外避難所への対応

2)スクリーニ
ング

方法：福祉避難所に関する政府指針・学術論文25の中で指摘された課題をKJ法を用いて整理
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第2期：2011年～2015年

•広島土砂災害（2014年）での課題
• 3つの課題（岡田・大西, 2017）

• ①受け入れのキャパシティ、②事務負担・費用負担、
③一時避難所から福祉避難所への移送方式が機能しない

• 「③移送方式」の実態

自宅 一時(一般)
避難所

福祉避難所

一般避難所で避
難生活は無理

3割

7割

ケアマネジャー・生活相談員らの助言

スクリーニング
の想定

災害以前から地域で活動し、
顔の見える関係を構築してきた方が活躍
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「福祉避難所」の制度の外で

•「指定外」の避難所
• ほとんどは後から指定された

• うまくいった福祉避難所の多くも後から指定

•「福祉避難所化」する避難所
• 働き世代がいなくなった日中の時間帯

• 避難所は高齢者や乳幼児のいる世代ばかりになり、避難所に
残った人の多くが要配慮者になった（浦野, 2016）

→「福祉避難所」を作れば良いという発想から
脱却すべき

「福祉的要素」をどうやって
一般避難所にも埋め込んでいくか
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ありがとうございました

福祉避難所の
9つの課題



15

福祉避難所の経緯

• 1995年の阪神・淡路大震災がきっかけ
• 旧厚生省社会・援護局保護課長が1996年5月に
報告書をまとめる(厚生省・災害救助研究会, 1996)

• 1996年「福祉避難所」が災害対策基本法に記載

• 2000年6月に再度提言
• 厚労省社会・援護局が「大規模災害救助研究会」を
設置

• 翌年2001年4月「大規模災害救助研究会報告書」
がまとめられる（厚生労働省, 2001）
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第1期：1995年～2010年

•「福祉避難所」の初設置：2007年
• 能登半島地震：石川県輪島市

• 2007年中越沖地震
• 数カ所設置、併設型が多い

• 体育館の一部分など

• 事後に「福祉避難所」として認定（竹葉・大西, 2009）

• 「要援護の高齢者・障害者がいつでも家族に隣接できる
ように、一般避難所に併設される方が望ましいのではな
いか」（阿比留・森田, 2010）

•内閣府からの提言
• 「福祉避難所設置・運営ガイドライン」（内閣府, 2008）
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第2期：2011年～2015年
•指定数

• 2013年の時点で約1万4千ヶ所が指定（内閣府, 2013）

• 小学校区に1つの基準には達していない
• 小学校は日本に約2万校

•東日本大震災での教訓
• 1）想定していた施設が機能しない

• 指定施設の半数以上が被災（藤野他, 2014）

半数の指定施設だけ機能（仙台市）（阿部他, 2014）

• 実際に設置された福祉避難所のうち事前に指定されてい
たのは28%（岩手県, 2013）

• ２）要援護者の判断（トリアージ・スクリーニング）の問題
• 利用者のうち障害者は1割以下（阿部他, 2014）

• 一般の避難所に要配慮者が避難できない
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第3期：2016年～現在

•熊本地震（2016年）：指定は進んだものの…
• 4分の3の施設が利用できない

• 想定461ヶ所→実際115ヶ所

• キャパシティ不足
• 障害者は最大で777人受け入れ。
しかし、要支援者名簿は熊本市だけでも3万5千人

• 事前に福祉避難所を公開していなかった

•事例）益城町の福祉避難所
• 50名の定員施設に150名の避難者

• 福祉避難所として十分機能を果たせない
• 理由：一般避難者の殺到×人手不足（職員も被災）（金井・中野, 2018）
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第3期：2016年～現在

• 移送の現状（岡田・大西, 2017）

• 一般避難所へ行けない障害者の問題
• 一般避難所から福祉避難所に向かった割合が低い（＝行政の想定）

• 高齢者：7割、障害者：5割弱

• 見た目でわかりにくい人が遅れる
• 単独歩行ができない、見た目の付属物（車椅子、白杖、補聴器など）

• ところで…要配慮者の声は？
• 当事者の声が少ない

• 「避難所では健常者ばかりで、食べ物は一つずつ、毛布は1枚だ
けなどの説明がなく、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」（石塚, 2017）

• 事前準備段階から当事者と協議し、避難所を構築していく
ことが課題（石塚, 2017）


