京都市社協法人設立50周年記念
シンポジウム報告書の発刊によせて

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
会

長

村井 信夫

近年、少子・高齢化の進行や人口減少、また家族・地域のつながりの希薄化の
進行、厳しい雇用情勢の中で、孤独死や虐待、ホームレスなど様々な新しい福祉
課題への対応が求められています。
そのような中、昨年の東日本大震災においては、改めて地域が共に支え合いな
がら生きていくことの大切さを痛感する一年となりました。同時に、被災地はも
とより、京都市内においても、様々な支援活動が展開されるなど、絆を実感した
一年でもありました。
本会では、
「人に優しく、災害に強い、福祉のコミュニティづくり」をテーマに、
福祉ボランティア・社協フェスタにおいて、法人設立50周年記念シンポジウムを
開催し、地域住民、当事者支援、行政、社協、それぞれの立場からご報告を受け、
災害に強いまちを築くためには平常時の地域福祉活動による福祉コミュニティづ
くりが重要であることを、参加者と共に確認いたしました。
さらに昨年８月、
「京都市における社協行動指針」を策定し、災害時要配慮者
への平常時からの支援が円滑に展開されるよう、市・区・学区の三層の社協組織
を活かした地域福祉活動をより一層充実させていきたいと考えておりますので、
引き続き、御理解と御支援をよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、本シンポジウム報告書の発刊にあたり御支援、御協力を
賜りました皆様方に、厚く御礼を申し上げます。
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この冊子のポイント

あなたの地域を人に優しく災害に
地域住 民

の立場から

地域で災害対策の取組を、各種団体の協働で地域の防災力が向上。
（１）子どもたち対象の防災の取組から発展した「災害時要援護者避難訓練」
（２）訓練を重ねる中で改善
①要援護者安否確認台帳および災害時支援者台帳の作成
②帳票による一元管理をするために要援護者発見状況情報記録の作成
③災害時支援者の訓練事前説明会の開催
（３）取組の成果
①子どもたち対象の取組によって、将来の地域の担い手が育ちつつある
②町内で「困った時はお互いさま」意識が生まれ、絆が強くなった
③地域内の関連団体同士が顔が見える関係になり、防災・減災の協働・ネットワーク化の基
礎となった
④行政の協働意識も高まるとともに、他の自治会への波及効果もあった

当事者 支 援

の立場から

早期から、東北に入って障害のある人の支援活動に従事される中で見えてきた課題。
（１）災害時における障害のある人の支援の難しさ
①安否確認の難しさ
施設や親戚宅、自宅にとどまられたケースが多く、被災された方の存在がわからない
②ニーズ把握の難しさ
当事者側

がまん、あきらめ

支援者側

普段の交流が少ないため、当事者のニーズを聞きとるのに時間が必要

③サービス欠乏と長期支援の難しさ
支援する際には新たな事業立ち上げも視野に入れることが必要
④仮設住宅についての課題
構造や建て方などでの配慮が少なく、改修がなかなか進まない
（２）当たり前のサービスを受けられるように
①東京や大阪で実際にサービスを使っている障害当事者が現地で訴えること
②少しでも多く、サービスに繋がっていない人を発見して関係者につなぎたい
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強い福祉コミュニティに

この冊子
の

ポイント！

行 政 の立場から
京都市と同じ政令指定都市の横浜市で、推進されている取組の報告。
（１）国の災害時要援護者避難支援ガイドラインに基づいた取組
作成
①市として“災害時要援護者避難支援システム策定の手引き”作成
②各区で順次、要援護者支援モデル事業の実施→22年度に全区実施
③要援護者も含めた避難訓練や安心情報ボトルの実施など、各区で自主的な取組
地域組織と行政が手を組んだ、平常時からの要援護者の個人情報の把握と管理
（２）地
域組織と行政が手を組んだ、平常時からの要援護者の個人情報の把握と管理
①約半数の自治会町内会で実施
②３つの情報把握の方法…手上げ、同意、手上げ・同意併用方式
（３）市民の防災意識の喚起
①地域の特性に合わせた要援護者支援
②平常時からの災害時要援護者情報共有についてのリーフレットで重要性の喚起
③全戸配布の広報誌で防災特集の掲載

京都市 内 の 社 協

の立場から

平成23年度に策定した“京都市における社協行動指針”に基づき、市・区・学区の三層の社
協が協力しあいながら、“人に優しく、災害に強い、信頼の絆で結ばれた福祉のコミュニティ”
づくりを進めていく活動を報告。
（１）生活支援の取組を通じて災害時要配慮者とつながりあう
◦学区社協での「健康すこやか学級」や「寝具クリーニングサービス」の充実
◦身近な地域での「見守り活動」や「居場所づくり」の推進
（２）市・区社協の支援活動を高める
◦関係機関や団体とのネットワーク構築し、
地域での諸活動を支え、つなげる
◦平常時はもとより、災害時にも地域に開かれた施設づくり
（３）要配慮者の情報を平常時から共有し、
日常の活動にも活かすための提案
◦地域組織とも平常時から情報共有できる仕組みづくりを
◦災害時のみならず、日常的な地域ぐるみの生活支援への活用を
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シンポジウムの趣旨説明

シンポジウムの趣旨説明
コーディネーター
同志社大学

立木 茂雄 氏
あったということからです。そこから災害弱者と
いう言葉が生まれたのです。
その弱者の問題について注目していきますと、
ご高齢であるから、あるいは障害があるから弱者
になるのではありません。この方たちにはコミュ
ニケーションをするときや移動や食事などの様々
な面で特別な配慮が必要となります。そういった
配慮ができないと、結果としてその方は弱者に
なってしまいます。だから、いざという時に配慮、
援護が必要な方としてこの問題の解決を考えなけ
ればいけないのです。こういった議論が高まって
まいりました。

04年新潟福島豪雨災害の
もたらしたもの
災害時要援護者

とは？

※１

直接のきっかけは、2004年７月の新潟福島豪
雨災害でした。この時には台風や大雨といった一
連の気象災害が続いたのですが、その時にお亡

今日のシンポジウムのテーマですが、災害のと

くなりになられた６割以上が65歳以上の高齢者

きにお一人での避難がなかなか難しい方々が地域

でした。この問題を受けまして、内閣府で検討

にはいらっしゃいます。あるいは、避難所に移動

会が立ち上がりました。翌2005年３月に最初の

しても、他の方以上に様々な配慮を必要とされて、

災害時要援護者避難支援ガイドラインができまし

そういう配慮がないと避難所の中での生活が大変

た。さらに検討が重ねられて、これは特定の方や

に苦しくなる方々が地域にはいらっしゃいます。

地域の問題ではなくて、日本社会の抱える非常

災害時要援護者という言葉が最近はよく聞かれる

に普遍的な問題であるという認識となりました。

ようになってきました。

2005年３月に発表された最初のガイドラインで

そもそも、この問題に改めて強い光が当たった

は、1700弱ほどの全国のすべての自治体の首長

のは、阪神淡路大震災の時に障害をお持ちの方が

にいざという時に特別な配慮が必要とされる方に

避難所で生活をするのが難しかったことや、高齢

ついての避難支援、あるいは避難所での支援につ

の方が冷たい廊下でじっと待ち続けて大変な目に

いての、全体計画を立てるということが求められ
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ました。

組について、また、障害のある方々にも当事者と

その結果、この７年間で全国の自治体の４分の

してぜひ関わっていただきたいと考えますので、

３がすでに全体計画を立てています。そして、今

本日はご来訪の方よりお話をしていただきます。

年度中に残りの約２割の自治体が全体計画の策定

それから、行政の中でこの問題についての取組が

を予定されているという状況です。ですから今年

非常に早くて、全体計画を策定し、個別の計画に

中に９割くらいの自治体が全体計画は策定される

ついても各区でがんばっておられる横浜市さんの

はずですが、個別の避難支援計画について考えま

事例をご紹介していただきたいと考えています。

すと、地域のお一人おひとりの方について誰が避

おそらく今回のこのお話の結論に近いところです

難所にお連れするのか、この方には避難所でどの

が、災害時に動けるようにするにはどうしたらい

ような配慮が必要か、そういった計画が策定済み

いのか。実は災害時に私たちは普段やっているこ

の自治体は全体の２割しかありません。６割の自

としかできないのです。だから、災害時に何かお

治体が現在検討中ということになっています。

手伝いをするためには、普段から地域の中で小地

いざという時に
命や人権が守れるのか

域福祉活動ということを展開していくことが解決
策ではないでしょうか。そういった意味で、京都
市の社会福祉協議会の平田さんから最後にお話を
していただきたいと考えております。

そういった中で、どうすればいざという時にお
一人おひとりの命が守れるのか。あるいは、どの



ようにして災害時に基本的な人権を守るのか。そ

※１ 災害時に必要な情報を把握したり避難するなどの

ういったことについて、個別の試みが全国各地で

一連の行動をとるのに、
何らかの配慮を要する人々であ

行われています。その中で地域の住民の方々の取

るため、「災害時要配慮者」とも呼ばれる。
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報告

1

各種団体の参画による
地域防災力向上作戦
奈良県上牧町西大和６自治会連絡会
桜ケ丘２丁目自治会

防災特別委員

桜ケ丘２丁目自治会

防災特別委員

岩川 世和 氏
綱岡 幸光 氏

岩川：私が住んでおります奈良県北葛城郡上牧町
は奈良県の北西部で、大阪府との県境にあります。
地理的には法隆寺の南側の丘陵地帯にあります。
上牧町内の桜ケ丘３自治会と片岡台３自治会の６
自治会で、西大和６自治会連合会というものを結
成しています。その中の桜ケ丘２丁目の防災訓練
の模様を発表させていただきます。

子どもから大人へ広がる取組
子どもサバイバルキャンプ
桜ケ丘２丁目自治会では６年前から町内の子ど
もたちに防災意識を啓蒙し、サバイバルテクニッ
クを習得させるための「子どもサバイバルキャン
プ」を行っています。小学生を対象に大地震が発
生したと仮定、指定の避難所で野営し、防災ゲー
ムなどで楽しく遊びながら共同生活をするサバイ
バルキャンプです。最近、地域住民から子どもた
ちでなく、高齢者や体の不自由な災害弱者のため
写真①

写真②

の何かをしてほしいと要望されました。そこで、
子どもサバイバルキャンプと災害弱者の避難訓
練を連携して行い、さらに町内の地域団体、公的
機関や災害有識者との連携において、共助および
公助がどのようにできるのか、してもらえるのか。
この限界を知ることで、共助である地域防災力の

写真③
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さらなる向上を図ることにしました。

報告

この写真（写真①②③）
は子どもサバイバルキャ

分担の不徹底や情報の輻輳、情報管理、関係団体

ンプの模様です。地域の各種団体が協力してくれ

との連携不足など、いろんな問題が浮き彫りにな

ます。子どもの中には大きな薪にいきなりマッチ

りました。
（図①）

で火をつけようとして四苦八苦したり、箸をつく

要援護者安否確認台帳の作成と
情報収集と管理の工夫

るのにナイフを使えない子もいて、いろいろ大変
です。しかし、終わる頃には何にでも興味を示し
て自分から率先してやろうとしてくれます。また、
子どもたちへのサバイバル指導は逆にたくさんの

初回の反省をふまえ、２回目は子どもたちを

避難者をどのように把握・管理するかという、大

もっと深く要援護者訓練に参加させ、また町内の

人の避難所運営能力向上訓練にもなっています。

要救護者数を把握するため要援護者安否確認台帳

災害時要援護者避難訓練の取組

（写真④）を作成することにしました。個人情報
への配慮により記入項目を最小限にとどめ町内会
長が全戸訪問し聞き取りを実施しました。

同時に、災害弱者に対し「災害時要援護者避難

良かったことは、戸別訪問で趣旨を丁寧に説明

訓練」と銘打って、避難訓練も実施しました。役

することで個人情報漏洩やその他の不安を解消し

割分担を決め、トランシーバーで情報を共有し、

ました。登録募集訪問中に住民から「助ける側の

各種団体との連携も確認しました。しかし、行動

人も必要では？」という意見がありました。同時

第１回災害時要援護者避難訓練
実施日 8月21日（土）

��：災害時�要援護者を�������
��：
–
–
–
–
–

8�の��������時��を実施�
�� ��� �援� �護�を く た
��・���・�援�・�護�をつくった
��者��を����������た
��訓練�子��訓練を����実施
�����の�援を��

��者の��
•�����の�援を���た
•���民���時の���つ������を�つ��
���た
•���を��子��������の������た��
��を��������く教��く�た（子��の��）
•�������を��た�����った（子��の��）
図①
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報告

に助ける側の災害時支援者募集登録も行いました。
このことが町内で大きな反響となり、要援護者登
録数の３倍以上の災害時支援者募集登録がありま
した。支援者は何もできないかもしれないけどお
手伝いするという方も含め、約230名が集まりま
した。職種も医師、看護師、消防士、建築士、電
気工事士と多彩なものになりました。この気運が
高まっている間に、この方々に対して避難訓練を
やることになり、２回目の訓練を実施しました。
「自分たちの町は自分たちで守ろう」という自覚
が一気に開花しました。

写真④

計２回の避難訓練の経過と改善点
綱岡：初回からの主な改善点としましては、３点
あります。１つ目は、要援護者安否確認台帳およ
び災害時支援者台帳を作成したことです。２つ目

②�����
���

要�護���������
日

時

分

) ����担��(

���(

�名

夏に情報伝達訓練（無
線機）を実施するなかで、
正確に簡潔に状況を伝
えることの難しさを知っ
た→共通帳票の作成に
つながった

上牧町桜ヶ丘 2 丁目自治会

◆����

��

����ル(��)
あり
なし
外�
あり

室内 2F

男

女

桜 2－

要�護���
あり

不明

��
あり

不明

���所 (�所)

��
歳

要�護�の��
屋外
室内 1F

)

なし

不明

なし

��
可

不可

不明

医師派遣・緊急性の
判断をする

不明

外���
なし

その他の��

��確�班が現場
で①に記入
→無線連絡により情
報班が聞き取って②
および②控に記入

◆必要機�
担架

救助対象者が室内・
室外にいることに
よって救助方法と手
間が異なる

登録があれば身体
等の状況を知ること
きる
ができる

車椅子

ジャッキ

リヤカー

バール

名

救助・搬送必要人員

◆�時避難所�

毛布

チェーンソー

日

◆救�時の����

三角巾

飲料水

その他（

）

不明
時

分

���名（

救助班が記入

）

救護所が記入
◆��・�護�所�

��・�護�

�名（

）

医師・看護師の所見
と処置を書き込む

救助隊が必要とする
情報
待機群

準緊急治療群

緊急治療群

死亡群

��が記入

◆��
避難所収容
その他
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救護所待機

救急搬送

搬送先(

)

図②

報告

は、帳票による一元管理をするために要援護者発
見状況情報記録（レスキューシート）
（図②）を
作成したことです。３つ目は、災害時支援者の訓
練事前説明会を企画しました。
１つ目の、要援護者安否確認台帳の作成と支援
者の募集について説明いたします。その目的は地
域の人的被害を最小限にするためです。対象者は
一人では一時避難所に行けない方で、高齢者、身
障者、乳幼児などです。工夫したことは、個人情
報漏洩への配慮です。記入を最小限にする様式を
作成しました。それを回覧板で広報した後に、９
月から11月にかけて全戸を戸別訪問しました。
説明会を行い、避難訓練当日は通信途絶状態と
仮定し、無線を通信手段に使用し、要援護者の居
場所を自分たちで検索し、かつ、搬送方法まで考
える、ブラインド方式にしました。すると、
きりっ
と緊張感のある訓練となりました。

②

本部報告

本部

②
救護�

②＆②控

救助�

記入

②

記入

出動

�����

記入

白紙

持参

「要援護者発見
状況情報記録」
状況情報記録
（ﾚｽｷｭｰｼｰﾄ）
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そして、これが２番目にあげたレスキューシー
トです。レスキューシートは３枚作成され、安否

高まる住民意識

確認班聴取用、救助班用、本部用控えとなります。
このシートはトリアージ付きで、最初の安否確認

次に、３番目の災害時支援者事前説明会につい

班用の聴取情報が最後の救護所トリアージまで有

てご紹介します。災害時支援者登録が約230名と

効に活用されます。吹き出し部分は省略します。

大勢だったために、説明会を開いたほうがよいと

この赤い部分は現場の状況と救助に必要な機材を

考えました。内容は、支援者の役割の説明、訓練

書く欄です。安否確認班と本部情報班が記入しま

の流れ、各班の役割、無線機操作の説明、救助資

す。オレンジ色の部分は救助班が記入します。ピ

機材操作の説明、三角巾の使い方などです。そし

ンク色の部分は救護班の医師が記入し、トリアー

て、これは支援者の防災講習にもなりました。

ジ判定を記入します。最後に紫の部分の対処を本
部が記入します。

そして、第２回要援護者避難訓練が今年の１月
16日に行われました。内容は、要援護者の救護

このように、レスキューシートは上から順番に

所への搬送、簡易トイレ組み立て、避難所運営訓

記入していくことで、救助・救護活動の流れがわ

練（ＨＵＧ）などです。工夫した点は、初回と同

かるようになっています。
そして、
このレスキュー

様に地域内の各団体の参画を得ることはもちろん、

シートはどのように使用するのかを流れを追って

その他にも地震の被害想定をイメージした実践的

ご説明します。

な訓練のブラインド方式で実施したことです。避

レスキューシートの使い方

難所運営訓練（ＨＵＧ）を取り入れ、各種団体も
参加していただいたことです。障害物の設定もし
たことや、災害時のトイレの重要性を説明したこ

安否確認班が白紙のレスキューシートを持って出

とです。

動し、現場で救助班が必要と判断した場合、レス

良かった点は、災害時支援者登録のうち85名

キューシートに必要事項を記入し、本部へその内

が訓練に参加したことです。支援者である医師、

容を無線連絡します（図③）
。本部では本部情報

看護師による救護班を設置し、レスキューシート

班が同一のシート２枚に無線連絡を書き込みます。

によるトリアージを実施したことや、三角巾での

１枚は本部長を通じて救助班に渡し、１枚は控え

応急手当、無線機の取り扱いの講習を行いました。

として本部に置きます。救助班はシートに書かれ

実際の避難所運営をＨＵＧの地図を使って判断し

ている情報をもとに必要機材を持って現場に行き

たことは各種団体の方にもいろいろなことを考え

ます。そして、必要事項を記入し、救助搬送の後、

るきっかけになったと思われます。

救護班にシートを渡します。救護班では医師が応

訓練に参加した子どもたちにも、大人と同様に

急処置とトリアージ判定を行い、本部にシートを

要援護者の安否確認、被害状況の把握、救護所へ

戻します。本部は控えに転記した後、対処を記入

の搬送、本部運営などを経験してもらいました。

し、救護班にシートを戻します。救護班は本部の

工夫した点は、子どもサバイバルキャンプの一連

判断どおりの対処を行います。このシートは行政

と位置づけて、大人と同じメニューで実施しまし

の救急隊が来た時にも見てもらえるようにトリ

た。そして、子どもたちの支援者になっていただ

アージのカラーテープを貼り、患者のそばに置き

いた学校の先生、消防士、保護者などにご協力い

ます。以上がこのレスキューシートの流れです。

ただき、レスキューシートも実際に記入していた
だきました。
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良かった点は、無線機も上手に使用できるよう

域防災力向上作戦の成果が４つあります。１つ目

になり、無線が集中すると混乱することも理解し

は、
６年間継続した「子どもサバイバルキャンプ」

てもらいました。大人と違う目線で活動もできて、

によって将来の地域の担い手が着実に育っている

ブラインド方式にも対応できました。私の個人的

と実感しました。参加者は中学、高校、大学生に

な感想となりますが、大人の方よりも真剣で、上

なり支援者側になっていくと思います。２つ目に、

手であったと思います。

災害時要援護者と支援者の台帳作成や支援者の訓

これは実際に子どもたちが書いたレスキュー

練によって、町内で「困った時はお互いさま」と

シートです。必要な情報が間違いなく伝わってい

いう意識が生まれ、絆が強くなりました。３つ目

ます。レスキューシートは子どもたちでも使用で

は、訓練を通して地域内外の関連団体の取組が把

きて（図④）
、子どもたちは力仕事はできなくて

握できて、今後の防災・減災のため協働（共同）
・

も災害時に十分な戦力になることがご理解いただ

ネットワーク化の基礎となりました。日頃から顔

けると思います。

の見える関係の構築となりました。４つ目は、地
域から行政側へ活動・働きかけを実施したことに

強まる絆とネットワーク

より、町長、教育委員会、役場幹部職員などの協
働意識も高まってきました。町内の他の自治会へ

各種団体と地域住民を結ぶ訓練の実施による地

�����に�る記入

の波及効果もありました。

訓練における実際の記入例
（子��に�る記入）
���������に�る記入

���（訓練����）
に�る記入

�����
���

図④
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2

東日本大震災からみる障害者
市民支援活動と今後の課題
特定非営利活動法人ゆめ風基金

理事

八幡 隆司 氏

八幡：ゆめ風基金をご存知の方もない方もいらっ
しゃると思いますが、ゆめ風基金そのものは阪神
淡路大震災をきっかけに生まれました。障害者団
体がいろいろと集まって、救援本部というものを
つくりました。私も震災直後からずっと被災支援
をしていましたが、今回と同じように、これはど
う考えても５年、10年の支援が必要だと感じま
した。個々の団体が支援を出しても１年か２年で
限界が来るから、長期の支援を行うために別の団
体をつくろうということから生まれました。その
時に、各地から人や物やお金をいただきましたか
ら、いつか災害が起こった時に恩返しができれば
いいと思っていましたが、これほど恩返しに忙し
くなるとは思っていませんでした。

阪神淡路大震災から
東日本大震災へ
が、東北住まいという形で活動をしています。３
とどのつまりが今回のような大きな地震です。

月31日に宮城の“ＣＩＬたすけっと”という団

ただし、以前の教訓がありましたから、今回も大

体にお願いして“被災地障がい者支援センターみ

阪や東京のいろんな障害者関係団体がネットワー

やぎ”をつくってもらって支援に当たりました。

クを組みました。私自身は１週間目に現地に行き

岩手にはまったく知り合いがいなかったのですが、

ました。まず福島に行って現地の障害者団体に集

仙台の人が知っている団体ということで、ＣＩＬ

まってもらって“被災地障がい者支援センターふ

の盛岡の事務局長の今川さんにお願いをして当事

くしま”をつくっていただきました。その後に仙

者主体ということで障害のある方に代表になって

台へ行ってある程度準備を進めてもらいながら

いただいて
“被災地障がい者支援センターいわて”

いったん大阪に帰りました。３月30日からはずっ

をつくりました。現地団体が３つあるものですか

と現地を基本にして、何かあれば大阪に帰ります

ら、この３つを私は行き来するような形でやって
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います。そのためになかなか１カ所に留まること

派遣をするところは社協だけで、人手も不足して

ができずにスタッフ任せにしている部分も多いの

います。ですから、１時間しかヘルパーを派遣し

ですが。

てもらえないので、視覚障害のある方は結局買い

消えたコミュニティ

物にも行けなくて、散歩でヘルパーを使っている
だけとおっしゃっているのです。それほど、訪問
入浴とか訪問看護は使うけれど、訪問介護はない

阪神淡路大震災と東北の大地震ではいろんな意

状態です。そういうことを理解しないといけませ

味で状況が異なります。１つには、地震による災

ん。現地で驚くのですが、社協さんも含めて全国

害というのは全壊とか半壊とか被害のない新築の

からいろんなボランティアさんが応援に行かれた

家とかある程度のコミュニティが保たれたままで

と思いますが、障害のある方にサービスを届けた

の破壊があります。ですから、被害の少ない家が

方はほとんどいないと思います。障害のある方は

隣家を助けることができるものです。ところが今

いなかったという話ばかりです。

回の場合には地震による被害というのは非常に少

しかし、実際には本当に困っている人がいます。

ないのです。全壊という建物はほとんど見られま

避難所の受付で障害のある方はいないと対応され

せん。阪神の時にはブルーシートがいっぱい見ら

ても、その横をダウン症のお子さんが歩いていた

れましたが、東北ではそれほどありません。むし

りします。車椅子の方はすぐにわかるけれど、知

ろ大津波によって根こそぎ広範囲にわたって土台

的障害のある方のことはわからないんです。内部

すらないといった状態です。ですから、被災地に

障害の方で、見かけではすぐにわからないけれど

はコミュニティも存在しないという状態です。

よく見るとチューブを装着している方もいらっ

地域の抱える事情

しゃいました。そういう方を見ても障害のある方
はいないと思われる状況があります。結局、私た
ちにとって、障害のある方がいるかいないかの行

２つ目に、障害者支援に限っていえば、岩手も
宮城も入所施設の問題があります。かつて浅野さ
んが県知事時代にコロニー解体ということもおっ
しゃいましたが、浅野さんがいなくなったらコロ

政発表はまったくあてになりませんので、すべて
の避難所を回らないといけない状態です。

中心は個別支援

ニーの看板は復活しています。まったく状況は変
わっていません。“被災地障がい者支援センター

私たちは個人に徹底して支援をしました。です

いわて”の代表の今川さんは31歳の若い女性で

から、出会った人すべての個人カルテをつくって

す。今回の被災地の大船渡に生まれて、家の近く

います。というのは、震災時には「大丈夫」とい

に施設がないので盛岡まで行って寮生活をしなが

う言葉が当てにならないのです。
「うちの会員さ

ら小・中・高を過ごされました。そういう地域で

んは皆大丈夫だった」という会長さんに電話でお

すから、この地域の人たちは卒業後もそのまま入

願いごとを頼むと、会長さんの家が住めない状態

所施設に入ることに抵抗は少なく、自宅に帰るな

で、秋田に引っ越していたということがありまし

ら、介護の必要な場合は親が介護をがんばるしか

た。つまり、命が大丈夫であって、支援が必要な

ないわけです。ヘルパーを使って生活をするとか、

いという大丈夫ではないということです。

移動支援を使って買い物に出かけるということは

また、
４月６日に大きな地震があって、
エレベー

まずないのです。実際に、陸前高田でもヘルパー

ターが止まったり、停電が起こって、いろいろと
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支援が必要となりました。４月５日の段階では大
丈夫だった人たちが買い物に行けなくなったりし

孤立させない

ました。仮設に入居する時にも段差があると買い
物に行けないとか、いろんな支援が必要な場合が

また、東北の方は我慢強いのです。家が流され

ありますし、どの段階で支援がいるのかわからな

て避難所にいても、
「私なんかを相手にせずに他

いということがあります。常に今の大丈夫を当て

の人を相手にして」と言われるのですが、家が流

にするのではなく、今の状況を伺って家族構成も

されて避難所にいる人を相手にしなかったら私た

聞きながら個人カルテをつくっていきます。岩手

ちが支援を届ける必要はなくなってしまいます。

で100件あまりで、宮城では250件ほどの個人カ

何度か話をするうちに「実は…」と本音を打ち明

ルテがあります。

けてくれます。視覚障害のある方でも最初はパソ

たとえば、避難所で他の人に迷惑がかかるから

コンがほしいとか情報がほしいとおっしゃってい

サポートしてほしいと頼まれたら、調査に行くわ

て、
「何でパソコンなんだろう」と思っていました。

けにもいかないので結局ヘルパーを派遣しなけれ

先日「本当はいろんな仲間が困っているので顔を

ばいけない。現地にはヘルパーサービスがほとん

合わせて話がしたいけど、ばらばらになってい

どないので、私たちがヘルパーとして毎日通って、

る」と聞いて、こちらでマイクロバスを出して会

そのうちになんとか復活したそこのデイサービス

員さんを集めて話をしようということになりまし

を利用してほしいとお願いをするわけです。そう

た。おそらく被災後初の集まりではないかと思い

いったように毎日ケース会議をしていきます。

ますが、先週の日曜日に集まりました。話を聞く

食料にしても、最初は緊急物資など100％届け

と、おふたりとも視覚障害がおありでまったく身

ます。６月、７月になり義援金が入ってきても食

寄りがないのに避難所でずっと生活していて困っ

料と言っている人がいると、どうやらかなりお金

たという話が今頃になって出てきたりするのです。

に困っているようだと思い、年金のことを聞くと

人づてに探している人が見つかることがあって

もらえていなかったということもありました。そ

も、避難所の中ではなかなか見つからないケース

ういった制度上のサービスを届ける必要もありま

があります。その理由は、阪神の時も、新潟の時

す。逆に精神のグループホームの方が作業所を再

も、今回も私は行きましたが、避難所に行っても

開しているのに、物資がどんどん持ち込まれると

だめだと思って、親戚などを頼ってしまうのです。

働く意欲がなくなってしまうので、届けないほう

たとえば、私が拠点にしているＣＩＬたすけっと

がいい場合もあります。そういうように障害の状

のメンバーも一度は学校に行きました。でも、人

況や家族状況や通っている施設の状況を総合的に

が溢れていてとてもじゃないけど生活できそうに

考えながらサービスを提供していく必要がありま

ないので、ライフラインはだめでも、ＣＩＬたす

す。中には頻繁に届け物を頼まれるので、話がし

けっとの事務所がましと集まり、肩寄せあっての

たいんじゃないか、精神状態はどうかと考えて、

生活でした。健常者を合わせると10人くらいで

ケースワーカーさんを派遣したほうがよいという

雑魚寝をするような状態ですが。そういうのが建

結論になったこともありました。聞いてみるとや

物が残っているところでは一般的でした。

はり悩み事がいろいろあったようです。このよう

東北のもうひとつの特徴は大きな社会福祉法人

に物をきっかけにしながらいろんなサービスを届

が多いんです。たとえば、石巻の祥心会は健常者

けるということがあります。

スタッフが150人いますから、利用者は確か500、
600人いたと思います。いろんな施設を持ってい
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ます。すると、流された施設はだめでも、助かっ

があります。阪神淡路の時は明け方でしたから、

た人たちは残りの施設でなんとか受け入れ体制を

福祉避難所をわざわざ開けるという状態でした。

とることができます。困るのは親戚に頼った場合

今回の場合には昼間の３時前くらいに地震が起き

で、ふだんの通う場所がなくなるわけです（図⑤）
。

て、まだ、誰も施設から帰っていない状態でし

最初は親切だった親戚から、１カ月も経つと「躾

た。ですから、たとえば仙台の身体障害者福祉セ

が悪いからこんな子に育つ」といった嫌味を言わ

ンターではデイサービスの最中で皆が帰れなくな

れたりして、そのうちにノイローゼになり入院し

り、そのまま職員もどうすることもできずに、行

てしまった例もあります。私たちが様々な支援を

政と福祉避難所にするという協定を結んでいたの

届けるためには駆け込み寺のようなところも必要

でそのまま開設されたという状況になりました。

だと考えて、沿岸部に拠点をつくっていくことも

これが日曜日であったら何日目に開設されていた

しました。

か、ちょっとわかりません。現実には行政から物

地震が日曜日だったら

資が届いたのは３日目です。さきほどの祥心会と
いうところは建て替えの建物が丸ごと１棟余って
いたので、障害のある方から高齢の方からその他

福祉避難所は宮城県内に132カ所あります。障

の住民の方から、いろんな方の避難所になりまし

害者用が11カ所です。ただ、これは時間帯問題

た。しかし、ここは福祉協定がないものですか

災害時に�ける障害のある人の支援の難しさ
�．��確�の難しさ
避難所に避難せず、施設を頼る、あるいは親戚を頼る、自宅が住みにくい状況でも自宅にとどま
るなど被災された方の存在がわからない場合が多い

�．ニーズの��の難しさ
当事者側 がまん、あきらめ
がまん あきらめ
支援者側 普段の交流が少ないため、当事者が何を求めているかを聞き出すことに時間が必要

３．地元のサ ビスの��と��支援の難しさ
３．地元のサービスの��と��支援の難しさ
阪神大震災ではニーズも多くあり、地元サービスやヘルパーなどは地元・周辺部で確保できたが、
東北では地元サービスが少ないため、新たな事業立ち上げも視野に入れることが必要。

�．仮設住宅についての課題
仮設住宅に いての課題
構造や建て方など、障害のある人や高齢者についての配慮がない。
バリアフリーは建物構造だけでなく、医療機関や買い物などのアクセス、生活支援など全ての面
で考える必要がある。
で考える必要がある
物理的な困難をソフト面でどこまで補えるかが課題
アパート仮設は居住性は良いが、仮設住宅に避難していることがわかりにくく、一人ひとりの支援
についてどう考えていくのか。
高齢者 グ
高齢者用グループホームに比較し、障害のある人のためのケアホームなどが非常に少ない。
プホ
較 障害 ある
ため
ホ
などが非常 少な
図⑤
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ら、行政からの物資が何も届きませんでした。ま

多くの障害のある方が訴えに行かなければいけな

た、さきほどの11カ所の福祉避難所に含まれて

いと思います。健常者ばかりが派遣されている中

いません。このようにすごく大きな差があるので

で、当事者こそ来てほしいと現地では言っていま

す。今後どういうものが福祉避難所で、どういう

す。今は当事者が沿岸部に来て、
「お母さん、自

ふうに開設したらいいのか。これもいろいろと問

分でがんばらなくても私たちはヘルパーの力を借

題を残すと思いました。

りて生活してますよ」と話すと、大変に驚かれま

不自由な外出

す。大槌町の施設に入所中の男性も、本当は盛岡
で暮らしたかったが、スロープの改修もしたけれ
ど、ヘルパーがほとんど来ないと聞いて、仕方な

仮設住宅についてですが、阪神淡路の時は当然

く施設に入所したということでした。
「大阪でそ

のことながら、新潟の時にもいろいろと言われた

んなふうに生活できるのなら、岩手でもそうした

のですが、今回もとてもひどい。沿岸部が被災し

い」とおっしゃっていました。私たちとしては、

ていますから高台に建っています。砂利道で、ス

元に戻すのではなく、やはり当たり前のサービス

ロープをつけただけで福祉対応住宅ということに

が東北でも受けられるようになってほしいと思い

なっていますが、「入ってがっかりしたのでなん

ます。２年、３年といわず、最低でも５年くらい

とか改修をしてほしい」という要望がたくさんあ

は現地と関わりを持ち合ってずっとやっていきた

ります。今は簡易アスファルトなどは改修をする

いと思っています。

と返答されています。国の通知で改修について災

そういうことで、まだまだ沿岸地の障害のある

害復旧費で対応できるという話があります。私は

方は困っている状況が多いし、発見もされていな

７月からその交渉をしていますが、９月になって

い方がたくさんいらっしゃるので、応援したいと

も県の窓口が決まらないためにその制度がちゃん

思われる方がいらっしゃればよろしくお願いいた

と適応されていません。改修された部分もありま

します。

すが、いまだに不便なまま使っていてどうしよう
もないという現状です。今までは平地にお店や病

立木：ありがとうございました。今のお話にあっ

院があったのが消えてしまっていますから、病院

たように、今回の震災では避難所で障害をお持ち

に行くにも買い物に行くにもとにかく不便です。

の方々同士がなかなか出会えないと言われていま

特に車のない方の移送サービスが必要です。こう

す。そのひとつの背景に、今、初めて伺いました

いう方のほとんどは高齢であったり障害のある方

が、大きな施設に収容されていることや、地域で

です。他の方は義援金でまず車を購入しています。

暮らす基盤がないということも関係しているとい

運転できない方の移送サービスの問題は相当出て

うことでした。いろいろと学ばせていただけたと

くると思います。

思います。

足りないヘルパーサービス
さきほど言いましたが、障害のある方がサービ
スを使ったことがなく、お母さんたちが必死に
なって抱えている状況をなんとかしたい。そのた
めには東京や大阪で実際にサービスを使っている
16
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行政と住民組織との連携による
災害時要援護者の支援
横浜市健康福祉局福祉保健課

担当係長

藤川

満氏

３月11日の東日本大震災当日のことですが、
京都は直接的な被害や体験はされていなかったか
もしれませんが、私は今の部署に移動する前で、
前の職場でＡＰＥＣの後片付けをしていたところ、
突然の地震に見舞われました。私たち関東に住ん
でいる者には関東大震災が常に頭にあって、毎年
９月１日を中心に防災訓練をします。私も小学校
の頃から９月になると防災訓練をやっていること
もあって、ついに来たかと思ったところ、テレビ
をつけたら東北地方のすさまじい津波の姿を目の
当たりにして、
「これは！」
と思った次第です。ちょ
うど３月の定期異動の時期ということもあり、そ
の後に内示をもらったら今の健康福祉局の地域福
祉のほうに異動となり、とにかく災害時要援護者
支援をするように命じられました。今年の４月以
降から勉強を始めたところで、まだまだ勉強中で
す。それまで防災であったり、福祉であったりと
藤川：当初、京都市社会福祉協議会さんから法人

いうものにまったく携わってこなかったので、至

設立50周年の記念シンポジウムがあるというこ

らない部分があるかもしれませんが、今の状況に

とで、行政と住民組織による災害時要援護者の支

ついてご紹介できたらと思っていますので、よろ

援について、先生からもご紹介いただいた横浜市

しくお願いします。

の先進的な取組を紹介してほしいと依頼されまし
た。そのように横浜市は思われているかもしれま

大都市なのに高い自治会加入率

せんが、なかなか先進的というほどは取り組んで
いない中で、現在の問題点や現状などをここでご

最初に横浜市の概要をご紹介します。人口は９

紹介しながら一緒に考えていけたらと思っていま

月１日現在で約360万人で、まもなく370万人と

す。そういう内容で今日は発表させていただきた

いうところです。京都と同じく政令指定都市で行

いと思います。

政区があります。人口の多い区は33万人で、少な
17
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いのは横浜駅のある西区の95,000人と、人口に
も非常にばらつきがあります。全体の平均年齢は
京都と変わらないと思いますが、高齢化の進んで

災害時要援護者支援の
基本的な考え方

いる南区は45歳を超えていて、逆にニュータウン
の都筑区は38歳です。同じ市の中でも平均年齢に

そこで、最初に災害時要援護者支援の基本的な

７歳以上の差があることから、区域によってまっ

考え方をご紹介できたらと思っています。皆様の

たく状況が違うのではないかと思っています。

今日の資料にこのようなリーフレットを入れさせ

また、今日は住民組織との連携ということです

ていただきました。今回の震災を受けて、全市の

が、横浜市の場合には都市にしては自治会町内

皆さんにお知らせしなくてはいけないということ

会の加入率が非常に高く、８割近くが加入して

で今年の９月にやっとつくったものです。これが

います。もちろんこれも地域によって差がありま

基本的な考え方ということでわかりやすくできて

す。栄区の85％近くから、都筑区の60％あまりと、

います。
もちろん以前からこういったものはつくっ

非常にばらつきはありますが、加入率は高く自治

ていましたが、わかりやすいものは初めてです。

会は機能しているということです。自治会を中心

考え方としてはここに書かれているように日頃

にして防災であったり町づくりなどを進めている

からの地域の関係づくりが大きな防災力となり、

ところです。

いざという時の助け合いにつながります。平常時

重点的に支援する対象者
（平成23年３月31日現在 約12万人）

介護保険の認定を受けている方のうち
介護保険
認定を受け
る方 うち
• 要介護３以上（重度）の在宅で生活する方
• 一人暮らしの方や高齢者のみの世帯の方
• 認知症のある方
障害のある方のうち
• 障害者自立支援法に基づく障害程度区分認定を
受けている方（区分１～６）
• 視覚、聴覚障害者で身体障害者手帳１～３級の方
図⑥
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から地域の自主的な取組により、災害発生時の安

それまでに取り組んだ各区の取組の事例をご紹

否確認や避難支援などの活動が行われるように地

介します。もちろんこれはほんの一部でして、各

域の取組への支援を推進していこうという考え方

区でいろんな取組をしています。すでに広報誌な

で取り組んでいるところです。

どで紹介をされている例をご紹介します（写真⑤

災害時要援護者とは

⑥）
。これは要援護者を含めた形の避難訓練の実
施の様子です。要援護者を確認するためのボード
をつくっています。参加者からは、訓練の必要性

ここでの災害時要援護者とは地震などさきほど
先生からご紹介があったとおりですが、災害発生

と日頃からの近所づきあいや支え合いが大切だと
いう声を上げていただいています。

時に必要な情報を把握して、状況を判断すること

これは安心情報ボトルというものです（写真

への支援が必要な方であったり、安全な場所へ避

⑦）
。災害時には誰かに助けてもらいたいという

難することへの支援が必要な方を対象に考えてい

ことで予め情報を登録してほしいと名乗り出てい

ます。高齢の方や障害のある方、乳幼児や妊産婦

ただいた方に安心情報ボトルというものを民生委

などです。そこら辺については横浜市の防災計画

員などが配布しています。その中に本人のいろん

でも謳っているところですが、現在、防災計画に
ついては震災を受けて見直しているところです。
その中でも重点的に支援する対象者（図⑥）で
すが、行政で責任を持ってリスト化をして各区役
所でも把握しているところです。３月31日現在
で約12万人がリストの対象者にあがっています。
18区それぞれで取組状況は違っていますが、要
援護者の住所も地図情報に入れて、自治会町内会
エリアで分けて災害時にはそれを活用できるよう

写真⑤

な準備を進めているところです。

近所づきあいと安心情報ボトル
災害時要援護者支援の取組経緯ですが、もとも
と地域によって進めているところもありますが、
阪神淡路大震災を契機にしてかなり進めていると

写真⑥

ころです。最も具体的な形で進めたのが平成18
年３月の内閣府が示した災害時要援護者避難支援
ガイドラインを基に、災害時要援護者の避難支援
システム策定の手引きを横浜市でも作成しました。
平成19年度から段階的に各区で地域の要援護者
支援のモデル事業を平成19年、20年、21年と取
組を進めてきました。平成22年度に18区出揃っ
て取組を進めているところです。

写真⑦
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な情報を入れて、それを冷蔵庫に保管しておいて

がかけられる関係づくりが大切だと実感したとい

災害時に活用するというものです。

う感想があります。

助け合い協議会とは

次も区の取組の事例ですが、まち歩きや地域の
マップづくりを通じて自分たちの町を点検して、
情報の把握や共有を図って、解決方法を検討して

次に、地域で助けあいのための協議会をつくっ
ていただいて、日頃から声かけや訪問活動を展開

います。その地域のオーダーメイドという形で防
災を進めていくようなものです。

しています。これも一人がたくさんの人数や広い

これは本当に一例ですが、地域独自の広報誌を

エリアを受け持つと大変なので、本当に小さなコ

発行して要援護者支援活動の内容を周知して、要

ミュニティで受け持ち世帯を少なくすることで信

援護者登録の希望者と災害ボランティアの募集を

頼関係を構築していく取組です。今回の3.11震

しています。希望者宅に訪問して、登録と防災グッ

災直後に安否確認で回った際に、逆に要援護者の

ズを配布しながら取組を進めていくというものです。

方から大丈夫という返事やその姿を見かけて声を
かけてくれるなど、常にお互いの顔が見えている

個人情報の把握と管理

関係ができているからこその行動が取れたのでは
ないかと思います。最後にあるとおり、互いに声

次のことはこのリーフレット（P24 ～ 27参照）

災害時要援護者の把握には・・・
【横浜市個人情報の保護に関する条例】
（利用及び提供の制限）
第10条
(1) 法令等の定めがあるとき。 （※「法令等」＝法令及び条例）
(2) 本人の��があるとき、又は本人に提供するとき。
本人の��があるとき 又は本人に提供するとき
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを
人の生命 身体又は財産を保護するため 緊急かつやむを
得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要が
前各号に掲げるもののほか 実施機関が公益上特に必要が
あると認めるとき。
図⑦
7
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に書いてあることですのでリーフレットを眺めな

いうのは各区から提供して安否確認や避難支援な

がらお聞きいただければと思います。大事なとこ

どを行うことになると思います。もうひとつ平常

ろは、災害時要援護者がどこに住んでいてどのよ

時で取り組んでいるのが、
（２）の「本人の同意

うな状況なのかという情報です。災害発生時には

があるとき、又は本人に提供するとき」というこ

行政からお出しすることはできますが、平常時か

とで、本人の同意を得て提供するものです。ここ

ら自治会町内会が把握して、地域の力で災害に備

で本人の同意が個人情報の壁にぶつかってしまい、

えることが大切だと思い、その取組の流れについ

なかなか提供していただけないのが現状です。

てご紹介をしています。
現状の災害時要援護者を把握するには（図⑦）
、

災害時要援護者の把握方法をご紹介します。要
援護者名簿作成にあたり、３つの方法を採ってい

行政的なお話をしますと、個人情報の保護の条例

ます。１つ目は手上げ方式です。これは自ら手を

を各自治体で定めていると思います。ここにある

上げていただく方式です。２つ目のさきほど紹介

とおりに、第10条で利用及び提供の制限というの

しました同意方式というのは本人の同意を得る方

があります。
（４）の「人の生命、身体又は財産

式です。３つ目は手上げ同意併用方式というのも

を保護するため、緊急かつやむを得ないと認めら

あって、これを行っている地域もあります。内容

れるとき」というのが災害発生時だとすると情報

はここに書いてあるとおりです。

が出せて当然です。さきほどの12万人のデータと

このような方式で要援護者支援に取り組んでい

当事者及び市民の意向を調査

8

図⑧
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る地域は、自治会町内会が2800あまりある中で、

わらない７割以上が要援護者名簿を普段から作成

約半数です。その中で、地域で把握している要援

しておく必要があると回答しています。

護者というのは、あくまでも同意方式でないと把

次に、市が保有する要援護者の情報の提供に関

握できないのですが、５割しかできていない状況

する質問です。今は平常時は同意を得ないと提供

です。課題としては、今後取り組む地域をさらに

することができないのですが、災害時の安否確認

拡大していかなくてはなりません。また、把握し

などに必要な市が保有する要援護者の情報を地域

ておく要援護者の拡充も課題となっていると思い

に提供することについて質問しました。ここは当

ます。

事者と市民の間に少し意見のずれがあります。意

そういった課題がある中で、今年度は当事者及

識調査では同意や不同意に関わらず提供するほう

び市民の意向を調査しようということで、毎年

がいいというのが市民では３割弱で、逆に同意に

行っている市民意識調査に今回は震災対策特集を

限定した場合に提供したほうがいいと６割近くが

組んでみました。また、障害者団体を対象にあら

回答しています。障害者団体についてはまったく

ためてアンケートを行いました。
（図⑧⑨⑩）

逆とまではいきませんが、５割近くが同意や不同

その中で、普段から地域が災害時要援護者支援

意に関わらず提供したほうがいいと回答していま

のために名簿を作成しておく必要性について質問

す。同意した場合に限定したほうがいいという方

したところ、ここでは市民も障害者団体もほぼ変

も３割以上はいますが、ここは市民意識調査との

７割が要援護者名簿を作成しておく
必要性ありと回答

9
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ずれがありました。

市民の防災意識を喚起

害時に備えて平常時から把握する要援護者の拡充
ということもあります。あくまで方法のひとつで
すが、本人の同意確認を前提としないで行政が保
有している要援護者の情報を提供できる新たな方

今後の取組です。災害者要援護者支援というこ
とで、まずは把握を推進していく必要があります。

式、いわゆる関係機関共有方式についても検討を
進めているところです。

これもさきほどご紹介したように地域それぞれに

それでは最後になりました。最初にご説明させ

特性がありますので、それを踏まえながら要援護

ていただいたとおり、日頃からの地域の関係づく

者支援に取組地域をさらに拡大していこうと考え

りが大きな防災力につながるというのが基本的な

ています。今回は防災の担い手の主体となる自治

考え方です。行政の役割というのは、地域が要援

会ほぼすべてにこのリーフレットを配布していま

護者支援の取組を行いやすいような支援をしてい

す。また、毎年９月を中心に『広報よこはま』で

くことだと思っています。災害時に備えた平常時

防災特集を組んで自治会町内会を通じて全戸に配

からの要援護者支援というのが必要であると思っ

布しています。このようにほぼすべての区民に行

ています。

き渡るような形で、防災について喚起する取組を
進めていこうとしています。その他に、地域が災

市が保有する要援護者の情報の提供
市民意識調査では本人同意に限定が約６割
障害者団体は同意・不同意に関わらずが約５割

10

図⑩
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【資料】横浜市健康福祉局福祉保健課 ４ページリーフレット
「災害時に備えた平常時からの要援護者支援にご理解ご協力を」
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4

災害の備えは日頃から

（
「京都市における社協行動指針」から）
社会福祉法人 京都市社会福祉協議会

事務局次長

平田 和洋

平田：京都市社会福祉協議会事務局次長の平田と
申します。よろしくお願いします。私からは京都
市の市・区・学区の３層の社会福祉協議会が連携
をして取り組んでいる住民主体の地域福祉活動、
ボランティア活動の蓄積を、今回のフェスタの
テーマである人に優しく、
災害に強い、
福祉コミュ
ニティづくりにつなげていくということで、その
意識的な取組について報告をしていこうと思って
います。
東日本大震災や台風12号の災害時ではまず高
齢者や障害のある人など、いわゆる避難困難者と
ともに速やかに安全な場所に避難して、避難場所
での共同生活を相互理解と思いやり、そして助け
合いながら、混乱なく送るというコミュニティの
力が、あらためて見直されています。そのような
中、京都市社協では、市・区・学区の３層の社会
福祉協議会が連携しながら行動するための共通の
目標や指針をつくり上げていくということで、京
都市における社協行動指針の策定に取り組みまし
た。この行動指針については単に社協の職員の業
務の指針ということではありません。市民や関係
機関、施設、行政などの関係者に対してともに連
携をして行動しようということを呼びかけ働きか
ける指針として、市民からの意見を聞き取るため
のパブリックコメントもはじめて社協として実施
して、本年８月に策定しました。それではこの行
動指針の内容を説明しながら災害に強い町づくり
に向けて京都市の社会福祉協議会がどのような目
28
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標を掲げたのかという点について報告をしていき

す。そして、この３つの役割をしっかりと機能さ

たいと思います。

せていくために、共通基盤にも３つの目標を設定
しました。本日は時間の関係上、社会福祉協議会

行動指針の目標づくり

の３つの役割と、３つの目標について、とりわけ
災害に強いまちづくりとの関係に絞って報告をさ

まず、行動指針が目指す基本となる目標です
（図

せていただきたいと思います。

⑪・資料①）。人に優しく、災害に強い、信頼の

「地域活動」の目標では、第一点としては住民

絆で結ばれた福祉のコミュニティづくりを進める

の懇談会や相談会、調査などによる地域の福祉

ということにしました。市・区・学区の社会福祉

ニーズや課題の把握と関係機関や団体、施設など

協議会が進める日常の住民同士の支え合いの活動

との連携・共同による福祉ニーズや課題の解決に

は、福祉コミュニティづくりを進め、災害時には

取り組むこととしました。一つとびまして三つ目

速やかな安否確認や避難行動、規律と配慮のある

は活動への住民参加の促進と、地域活動の担い手

避難所運営につながるということを皆で共有しよ

の養成に取り組むこととしました。この地域活動

うということで、この基本目標を掲げました。

の担い手といいますのは学区の社会福祉協議会の

この基本目標を実現するために社会福祉協議会

活動を支える担い手でございます。担い手の高齢

の役割である「地域活動」
、
「相談支援」
、
「指定管

化が進んでいるというようなことが地域の中でよ

理事業」のそれぞれに３つの目標を設定していま

く言われますが、次の世代にどうつなげていくの

法人設立５０周年記念事業京都市における社協行動指針策定とその背景
人に優しく 災害に強い 信頼の絆で結ばれた福祉のコミュニティづくりを進めます
人に優しく、災害に強い、信頼の絆で結ばれた福祉のコミュニティづくりを進めます。

基本目標

～ 社協の３つの役割（

地域活動

・

相談支援

・ 指定管理事業

）と

共通基盤

の現状と目標 ～

少子高齢化の進行・コミュニティの弱体化・厳しい雇用情勢

市民性

■ 地域活動
（現状）
・取組の格差
（目標）
・懇談会や調査による福祉ニーズや課題の把
握と解決
・見守り活動などの住民の支え合いの推進
・住民参加の促進と地域活動の担い手の育成

制度的

■ 相談支援
（現状）
・増大する福祉ニーズ
（目標）
・連携などによる総合的な相談支援
・地域ぐるみの個別ネットワークの拡大
・技術の向上と権利擁護の推進

地域活動

交流と
反映

利用者

気づきと
支援

地域住民

協働

指定管理

つなぎと
共有

関係団体

非制度的

相談支援

■ 指定管理事業
（現状）
・経営問題
（目標）
・アンケートなどによる利用者本位の福祉
サ ビスの提供
サービスの提供
・相互交流や世代間交流による連携
・地域の声の反映と開かれた施設づくり

■ 共通基盤

関係機関
専門性

（現状）
・組織の硬直化
（目標）
・変化に応じた福祉サービスの提供
・法令遵守と参加しやすい組織
・地域福祉の担い手の育成

図⑪
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京都市における社協行動指針
基本目標

人に優しく、
災害に強い、
信頼の絆で結ばれた福祉のコミュ
ニティづくりを進めます。

社協の３つの役割（地域活動・相談支援・指定管理事業）と共通基盤の目標

地域活動の目標

●研修の充実や経験の蓄積などにより相談支援の

●住民相談会、住民懇談会や調査などを通じて常

技術を向上させるとともに、日常生活自立支援事

に住民の福祉ニーズや地域の福祉課題を把握し、

業や法人後見事業の実施などにより権利擁護を推

関係機関・団体と共有するとともに連携を図るこ

進します。

とにより、住民の福祉ニーズの充足や地域の福祉
課題の解決に取り組みます。

指定管理事業の目標

●健康すこやか学級や寝具クリーニングに加えて、

●利用者アンケートや第三者評価などにより利用

身近な地域で、高齢者、障害者、児童などに対す

者本位の福祉サービスの提供に取り組みます。

る見守り活動、居場所づくりなどの生活支援を通

●社協内部の団体や施設はもとより、社協外部の

じて孤立を防止するとともに、災害時にも力を発

団体や施設とも相互の交流や世代間交流を図るこ

揮する住民の支え合いを進めます。

とにより幅広い連携に努めます。

●広報・啓発、研修会、活動マニュアルや事例集

●地域交流事業を進め、地域の声を施設運営など

の整備・活用により住民参加を促進するとともに、

に反映させるとともに、平常時はもとより、災害

地域活動の担い手を育成し、活動の輪を広げます。

時にも貢献できる、地域に開かれた施設づくりを

相談支援の目標

進めます。

●関係機関・団体との定期的な協議の場や個別支

共通基盤の目標

援における調整などを通じて連携を深め、生活福

●住民の福祉ニーズや時代の変化に応じた活動や

祉資金貸付事業などの制度を活用して総合的な相

福祉サービスを提供します。

談支援を展開します。

●個人情報の保護や経理の明確化など法令を遵守

●広報・啓発による住民の理解を深め、関係機関・

し、誰もが参加しやすい組織づくりを進めます。

団体とも連携した個別支援のネットワークを広げ、

●広報・啓発や研修をはじめ、あらゆる事業・活

災害時にも力となれる地域ぐるみの支援を進めます。

動を通じて、地域福祉の担い手の育成を進めます。
資料①
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かというのが大きな課題であると思います。

健康すこやか学級事業の取組

ういう「相談支援」業務が拡大の一途をたどって
います。今後も、行政の厳しい財政状況や、機構
改革などによって一層拡大していくことであろう
と予測しています。社協としては、
従来からの「地

災害との関係では、二点目をポイントとしてい

域支援」をしっかり機能させながら、そことも連

ます。今現在、学区社協は市内で218ありますが、

動させて、
「相談支援」を展開させていくことが

現在（2011年９月現在）192学区社協で高齢者

重要であると考えています。

の介護予防を目的とした
「健康すこやか学級事業」

「相談支援」では、第一点は関係機関や団体な

が取り組まれています。ほぼ９割となっています。

どとの連携を強めながら相談者の地域生活を支援

単身高齢者世帯を対象とした「寝具のクリーニン

するという視線を重視すること。一つとんで三点

グサービス」、これが180学区、８割強の学区で

目には職員や関係者の資質、および能力の向上、

取り組まれています。そういった生活支援の取組

そして従来からの地域福祉権利擁護事業に加えて、

は進んでいるのですが、身近な地域での「見守り

新たに成年後見制度の利用促進を目的とした「法

支援」や孤立防止のための「居場所づくり」など、

人後見事業」に取り組むことにより、権利擁護の

来年度から地域包括ケアシステムが導入され、実

機能をさらに高めていくということを掲げていま

行に移されますが、そういう中でも非常に重要な

す。

活動となっております。
「見守り支援」とか「声

災害との関係では二点目をポイントにしており

かけ」、孤立防止のための「居場所づくり」
、そう

ます。対象者の地域生活を支えるために、住民の

した活動がまだ十分に取り組めていないという現

理解を得ながら関係機関や団体とのネットワーク

状があります。高齢者だけでなく、地域生活の支

構築をして、さらに地域での「見守り支援」活動

援が必要な世帯に対する「声かけ」や「見守り支

などの地域活動へ繋げて、地域ぐるみの支援を広

援」活動、住民が身近な地域で集える「居所づく

げていくことを重視するということを掲げており

り」の活動は、災害時要配慮者の顔が見えて日ご

ます。いわゆる「地域活動」と「相談支援」を連

ろから繋がりあうためには必要不可欠な取組です。

動させていこうということです。

今後、学区社協の重点課題として市・区・学区の
社協が取り組んでいこうということでこの二点目

要配慮者※２情報の共有

の目標を掲げております。

相談支援業務の拡大

京都市においては現在、要配慮者の台帳が整備
をされておりまして、平常時には保健福祉局と消
防局、そして各区役所を中心に行政内で共有され

次に「相談支援」ですが、近年の社会状況の影

ており、災害時にのみ、避難後の要配慮者の安否

響を受けて、社協の事業では「相談支援」業務が

確認や緊急安全調査に関わって、自主防災会など

拡大しています。京都市の社協においても、
「生

の自主防災組織や民生児童委員にその情報が開示

活福祉資金貸付事業」や「地域福祉権利擁護事

されるということになっております。しかし、発

業」、いわゆる「日常生活自立支援事業」ですが、

災時には要配慮者が近隣住民などの協力を得て安

これが拡充されてきていますし、地域包括支援セ

全に、また迅速に避難所に避難できることが何よ

ンターや京都市長寿すこやかセンターの受託など、

りも重要になるのであり、これを可能とするため

市民からの相談を受けて地域生活を支援する、こ

には平常時からの近隣住民なども含めた要配慮者
31
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情報の共有が不可欠であります。さらに要配慮者

本となる目標ですけれども、それと同時に社協内

情報は、災害時のみならず、日常的な「声かけ」

外の団体や施設と連携を広めて、世代間の交流を

や「見守り支援」活動などの地域ぐるみの生活支

地域の方々と一緒にしっかり進めていくというこ

援にも活用できます。

とを目標といたしました。

今年度、京都市が行った「災害に強い安心・安

京都市では京都市社協や施設組織などが参画す

全なまちづくり」に関する市民アンケート調査に

る福祉避難所検討会が開催されて、福祉避難所の

よりますと、
「日ごろから行政だけでなく、地域

指定に向けた検討が進められております。京都市

でも、希望者を聞いたり、行政と連携するなどの

社協が運営する施設が福祉避難所に指定されれば

方法により、情報を把握しておくことが望ましい」

積極的にその役割を果たせるよう準備を進めてい

と答えた方が７割以上という結果が出ています。

く必要があるというふうに考えておりますし、指

京都市社協では京都市に、例えば、先ほど横浜

定されなくても災害時に何らかの役割を担って、

市のご説明がありましたような同意方式による要配

地域に貢献していくことを目標に掲げております。

慮者情報の関係者への提供とか、誓約書による関

今後は、この行動指針に基づいて京都市社協に

係者の守秘義務の確保など必要な措置を講じた上

おいては平成23年度、今年度中に、各所属の重

で、発災時はもとより、平常時においても要配慮者

点目標を、そして各区の社会福祉協議会において

情報が地域で有効活用できるような仕組みを早急

は平成24年度中に策定する地域福祉活動計画な

に講じてほしいというような提言を行いました。

どにおいて重点目標を掲げていただく、そして学

受託施設の地域社会への貢献

区社協においては平成25年度にそれぞれの学区
で重点目標を設定して行動していただくというこ
とで、これから市、区、学区の三層の社協が力を

最後に指定管理事業の役割ですが、京都市社協

合わせて災害にも強い、人にも優しいまちづくり

では16カ所の老人福祉センター、34カ所の児童

を進めていきたいというふうに考えておりますの

館、17カ所の老人デイサービスセンターを指定

で、ご理解のほど、よろしくお願いします。

管理者として運営しています。指定管理事業にお



いては、住民の声を施設運営に反映させるととも

※２ 要援護者と同じ意味ですが、京都市社会福祉協議

に、市民に対する各種の福祉サービスを利用者本
位に提供し、質の高いサービスを目指すことが基

32

会では「要配慮者」という言葉を使用しています。

質疑応答

質疑応答
立木：まず桜ケ丘２丁目自治会のご発表なのです

それと、この自治会の取組では最初にまず第一

が、ものすごく熱心に自治会単位でこの問題に取

回の要援護者避難訓練をやって、それを踏まえて

り組んでおられると思うのですけれども、最初に

反省の下にレスキューシートをつくるとか、支援

この防災訓練の時に「ブラインド方式でやりまし

者台帳をつくるとか、さらにそれを踏まえて二回

た」というご説明が何カ所かございました。これ

目の訓練をしてみるという、企業でよく言います、

は一体どんなものなのかということを、ちょっと

プラン、ドゥー、チェック、いわゆるPDCAサ

簡単に説明していただければと思うのですが、い

イクル、計画して実行して反省して、それに基づ

かがでしょうか。

いてもう一度アクションを起こすという、そうい

奈良のブラインド方式とは

うPDCAサイクルがすごく上手に回っているよ
うに思うのですけれども、こういうことを進める
にはやっぱり住民の方々の中でこういった検討を

岩川：はい。ブラインド方式といいますのは、訓

繰り返しながらそこでよりよくしていくというよ

練に対して「これをします、あれをします、どう

うなことに、わりと普段から慣れておられる方が

します」というのをあまり言わずに「災害が発生

いらっしゃったのか、そのあたり、もう少しお話

しました。どこに災害で倒れている人がいるか、

をしていただければと思うんですけれども。

今わかりません。どこに電柱が倒れているかわか
りません。道路が陥没しているか、おうちが倒れ
ているか」というのを言わずにその場所で張り紙

計画・行動・点検の流れが
うまくいっているのはどうして？

をして、どこどこの電柱が倒れていますとか、災
害で倒れている人を自分たちで探す。家の壁の裏

綱岡：はい、自治会でこういった防災訓練に限ら

側に倒れているかもしれない。駐車場の横の方に

ず、何かイベントをやりましたら、まず終わった

倒れているかもしれない。ということで、自分た

後にアンケート用紙をほとんどのイベントに関し

ちで探す、実践に即した訓練ということでブライ

まして配っております。そしてそのアンケートの

ンド方式という訓練をさせてもらっています。

集計を元に実行委員が反省会を開くというシステ
ムになっております。第一回の訓練の時もアン

立木：はい。ありがとうございました。通常の訓

ケートをお配りいたしまして、集計してそのアン

練だと段取りが全部決まっていて、その進行でや

ケートを見てどういうところが足りなかったかな

るのだけれども発災対応型ということですね。

というのを実行委員で反省いたしまして、あまり
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にも反省事項が多かったものですから、もう一回

割が回っていくのだと思うのですけれども、防災

きちっとやろうではないかということで第二回を

に関しては、防犯防災部というのがございまして、

やらせていただき、さらに、今年、11月20日に

そちらは任期１年で回っております。我々、防災

第三回をやる予定にしております。それも第二回

特別委員というのは任期がございません。本人が

のアンケートを元に反省事項がいろいろございま

いやというまでずっとやります。ずっと前の段

したので、それで第三回を企画しております。

階から知っている人がいないで１年ごとに全部
代わってしまいますと、なかなかPDCAという

立木：自治会の中の取組だと、地域によっては自

のはできませんので、防災特別委員は任期なしで

治会の役員の方が単年度で代わっていくところが

やっております。

あるのですけれども、そうするとPDCAサイク
ル、反省を元に次の時はこうしようという、そう

立木：引き続きまして、八幡さんのお話でもっと

いう継続性とかが難しくなるんじゃないかなと思

お聞きしたいなというところがたくさんあるので

うのです。桜ケ丘２丁目自治会のところでは自治

すけれども、最後の方でおっしゃっていただいた、

会の中の防災部のような一部署だと思うのですけ

福祉避難所のことについて、もう少し話をしてい

れども、そういう反省を踏まえて活動をよりよい

ただければと思うのですが。

ものにしていくPDCAサイクルが回せるのはど
うしてなのでしょうか。
綱岡：ほとんどの自治会がだいたい任期１年で役
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できない状態をどう考えるかということが一番の

常者の方が車の中で過ごして、エコノミー症候群

ポイントです。僕たちは別に障害のある方を探し

で亡くなるような、そういう危ない所に障害のあ

に行きたいのではなくて障害のある方がその避難

る方、高齢の方が行けるはずがないですね。逆に

所にいるということが分かって支援をするという

言えば皆さんが安心して受付はこうやって、高齢

のが一番効率的なのに、結果的にはそこにいない。

者の為にはこんな部屋を用意しているというよう

つまり避難できないからどこかへ行ってしまう。

な、指定避難所のイメージが確実にあって、１カ

そうすると、指定避難所では無理だということで

月私たちが過ごせますよ、赤ちゃんの為にはこう

福祉避難所をつくらなければならないのだろうけ

いう準備をしていますよ、障害のある方が来たら

れども、その仕組みがきちっと全然周知されてい

こういう準備ができますよといった避難所の開設

ないので、どこがどういう形がいいだろうかとい

訓練を常にしていることによって初めて障害のあ

うことのもっときちっとした議論が必要だと。例

る方、高齢の方が行ける状態になるのではないか

えば新潟の柏崎の元福祉課長はすべてのところは

なと。それが一つの基礎です。

福祉避難所になるべきだとおっしゃっているので
す。実際に作業所さんが「みんな体育館で無理だ

立木：ちょっと地域の側にお話を受けまして、例

ろう。こっちにおいで」と言ってきても、そこは

えば桜ケ丘２丁目自治会の避難訓練の時に障害の

協定を結んでいなかったら物資が届かないわけで

ある当事者の方が避難訓練に参加する、あるいは

す。ひどいところになると正規のグループホーム

そもそも我が地域にそういう障害のある方がい

（これは社協が運営しているんですけれども）が

らっしゃって、その方についてはどんな配慮が必

物資をほしいといってきたと。何で社協が運営し

要だとか、そういったことを当事者の方とお話し

ているところに行かないとだめなのだということ

されるような機会というのはこれまであったのか、

もあって、結局自分たちのところに閉じこもると

なかったのか、その辺をお聞かせいただけますか。

体育館までいかないと物資が届かないという、こ
れを何とかしなければいけないと思っています。

綱岡：はい。避難訓練につきましては障害のある

ただ、一つだけ言わせてもらうと、なぜ障害の

方は直接参加はしていないのです。何故か申し上

ある方が避難しないのかということについて、僕

げますと、怪我をされるといけませんので避難訓

は二点問題があると思っています。一つは皆さん

練につきましては模擬の方で避難訓練をさせてい

が多分避難所で暮らせないのです。どういうこと

ただいています。要援護者登録というのは１回登

かというと、食べることは我慢できても、絶対便

録すればずっとじゃなくて、毎年更新されなけれ

は出ますよね。そうすると水を汲みに行かなけれ

ば意味がありませんので、一度登録された方もも

ばならない。プールに水はある。でも学校の門の

う一度登録してもらう。その時にはまた個別訪問

鍵は誰が開けてくれるのか。プールの鍵は誰が

いたしますのでその時に話を伺ったりとかいざと

持っているか。どこにバケツがあって、それを勝

いうときはこういうようなメニューも用意してあ

手に使っていいのかどうか。そういうことがわ

るというようなことはお話をさせていただいてい

かっていて指定避難所にいくわけではないので

ます。

す。つまり、それは誰もやってくれないわけで
す。行政がやってくれるわけじゃない。でも誰か

立木：障害のある方への対応でどうしても周りの

がやってくれると勝手に過信しているからうまく

方々がそのご本人に代わっていろいろ判断する。

いかない。だから体育館は危ないからといって健

結果的にそうすると先ほど八幡さんがおっしゃっ
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たように一般避難所というのは障害のある方に

こえない人は手話はできないけれども書いてでも

とって非常に使いづらい場所になる。そういった

できるのかな、手引きはこんな形でいいのかな」

ところでもう一歩踏み込んでお話を聞く、に加え

というようなことをお互いに話し合うのです。話

て障害のある方に避難所が使えるようにするには

し合うだけでも民生委員さん、初めてこんなこと

どうしたらいいのか、むしろ教えてもらう、障害

を聞けたというふうになるので、防災訓練という

のある方はむしろ周りを教育する、そういうよう

のはある意味、地域の障害のある方と地域のみな

な一歩踏み込んだ取組が必要なのかなと思いま

さんをつなぐコミュニティツールかなというふう

す。障害のある方が、先ほどの八幡さんのお話で

に私は思っているのですけれども。

も、福祉サービスを受けておられる、そういう
方々の中であるだいたい人間関係が完結していて

立木：今まできっかけがなくて障害のある方のご

地域になかなか踏み出せない。地域の側からはど

自身の閉じられた人間関係、地域の中ではそれぞ

うすればそういった方々を巻き込むことができる

れ例えば配慮を要される方と地域の方に聞いたら

のか。その辺がすごく問題だと思うのです。八幡

ご高齢の方というのは皆さんよくご存じで、もし

さん、もう一言そのことについてお聞かせいただ

かしたら防災という安全安心という切り口で考え

けますか。

ると障害のある方と、地域にお住まいの方が出会

防災の取組は
人をつなぐコミュニティツール

えるし、そういうきっかけ、場として防災を一つ
のツールにして福祉をより地域に根差したものに
していく、そういう方向性というのを伺ったよう
に思います。

八幡：ゆめ風基金は本当にいろいろ10年間支援

こういった取組を今度は行政としてサポートす

していて、モグラ叩きみたいに探し出すというの

る。藤川さんにもお話を振りたいと思うんですけ

はもういやだということで、この５～６年、防災

れども、今、お話が出てきました自立支援協議会

減災の活動を中軸に動いています。その中身とい

という制度に基づいた障害横断的な地域での障害

うのはやっぱり地域で障害のある方が一緒にコ

のある方の自立生活をサポートするために検討す

ミュニティを持たなければならない。例えば私が

る、そういったものと、現状の横浜市の要援護者

城東区というところで仕事をしているのですけれ

の支援、特に例えば福祉避難所なんて八幡さんの

ども、そこの作業所では近所の第一町会の人が必

お話では、やっぱり当事者が行って教育しないと

ずさっきの避難訓練の時に、住んでるわけではな

使い勝手というのはわからない。そういうコミュ

いにも関わらず、日中何かあったときは迎えに来

ニケーションというようなことはどの程度、横浜

てくれて小学校まで一緒に町内会の人たちと来て

市はされているのでしょうか。

くれるような訓練もやっています。
自立支援協議会といういろんな障害のある方の
団体が、学校を使って町内会の人たちと「ここの

各組織間のコミュニケーションは
どの程度とれているのか

トイレは使いやすいやろか。こっちの特別教室み
たいなところで、ここやったら体育館は無理だけ

藤川：今、福祉避難所の話も出ました。横浜市で

れどもおじいちゃんとか車いすの人はいけるか

は現在、福祉避難所、横浜市の中での呼び方とし

な」とか、学校点検をしたりして、そのあと「ど

ては特別避難場所なのですが、福祉避難所という

のような仕組みをお互いにやったらいいかな。聞

形でやろうと思うのですけれど、今現在385か
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所、市内全域で指定しておりまして、受け入れ人
数は１万5500人余り。備蓄としては三日分とい

立木：この地域での防災の取組にいかにして障害

うことで、さきほどの要援護者12万人を考える

のある当事者の方が、あるいはご家族の方々を巻

と明らかに不足していて全員を受け入れるとは限

き込むのか、そういう最近の福祉の言葉でいいま

らないところでやっております。

すとソーシャルインクルージョンという言い方を

行政にとっていいのか悪いのか、細かなところ

しますけれども、すべての人にとって使える避難

に対応できていないというのが欠点だと思うので

所であればそれは誰にとっても使いやすい避難所

すけれど、例えば食料、水、粉ミルク、哺乳瓶、

になるはず。そういう視点で、例えば京都市の社

紙おむつなど、それを一律に三日分を備えるよう

協は一体これからどんなことを具体的にできるの

な形になっておりますので、なかなかその地域の

だろうかということで、平田さんに少しお話を伺

障害種別ごとであったりとか、その地域に住んで

えればと思うのですが。

いて福祉避難場所に避難するであろうという方に
充分対応できているかというと、現実問題として
なかなか対応できておりません、まさにこれにつ

誰にとっても
使いやすい避難所にするには

いては今後見直していかなくてはいけない。今回、
東日本大震災で本当に現実を付き付けられたよう

平田：京都市内の学区社協や区社協の活動で、最

な形ですので、まさに防災計画の見直しもしてい

近、要配慮者の方々をどのように避難誘導して避

ますし、こういった福祉避難場所のありかたにつ

難所で共に生活していくのかという訓練を、防災

いても今検討しているところです。

訓練の中で取り組まれることが増加しています。
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また、京都市の防災訓練でも要配慮者支援という

いったことを橋渡しするような、そういうお役目

視点を入れて訓練することも増加しています。

を３層の構造をもっている社協がうまく利用する

今、実際に災害が起こったときには、町内単位

と考えられるのかなということを感じました。

で集合場所に集合して避難場所に避難するという

今日のシンポジウムは地域の中でいざというと

ことになりますが、これまでの避難訓練では参加

きに一人ではなかなか避難が難しい、逆に言うと

者は健常者中心でした。それを障害のある方にも

高齢であっても障害をお持ちでも、どなたかお隣

声をかけて一緒に避難するという取組が広がろう

近所でご支援する方がおられたら普通の市民とし

としていますし、そういう方々を交えて避難所で

て避難をすることができる、あるいは避難生活に

運営訓練をやられているところもあります。そう

おいて特別な配慮をすることによってそういった

した地域では、やはり先ほど申しましたように、

方々の基本的人権を避難所でもちゃんと守ること

もともと日常の「ふれあいの活動」とか、
「見守

ができるのだと、そういうことをみんなで考えて

り支援」の取組がしっかりなされているという背

いこうということでした。これは行政だけに任せ

景があります。そういう点をしっかり確信にしな

ていても進まない話で、いざというときに我々の

がら、日常活動を展開しつつ、要配慮者の方もう

命を守るのは自助、共助である。学区社協での試

まく巻き込んだ避難訓練や避難所運営訓練を増や

みというのは共助の素晴らしい取組だと思うので

していければと思っています。

すけれども、共助と加えて特に障害をお持ちの方
に関しては当事者の自助、この場合は恐らく当事

立木：学区の社協活動というのはまずは基本なの

者の方が私はいざというときにやっぱり地域の方

だけれども、障害をお持ちの方々のコミュニティ

に助けていただく必要があるのだとお決めになら

というのは地理的にその学区に縛られていなくて、

れて自分から私は助けが必要だとお声をあげられ

もしかしたら府、あるいは場合によっては市単位

る。これが恐らく当事者にとっての、この場合の

でコミュニティが広がっていく。そうするとその

自助になるんじゃないかなと思うのですけれども、

地域の中におられる障害をお持ちの方と、それか

そういう自助と、そして共助、そういったものを

ら学区社協をつなげるときに、ここは府社協、あ

いかにうまくつなぎ合わせていくのか、そういっ

るいは市社協、そういったものが出番として必要

た中で地域の社会福祉協議会の試みというのはす

な場合、あるいは自立支援協議会というようなも

ごく大切なものなんだなという印象を強く持ちま

のが地域単位で開かれておりますけれども、そう

した。

フロアとの質疑応答
民生児童委員の活動

けれども大きな発災時の時に民生委員が何をする
かという、その課題というのはあまり明確になっ
ていないのです。

質問：私は今、地域で民生児童委員をやっていま

それは一つには日常的な地域でのつながり、活

す。今皆さん方からいろいろお話が伺えたのです

動、そういうのがやはり少ないのではないかとい
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うふうに思います。今、京都市では介護保険の受

たちをその中に巻き込んで、地域活動を活性化す

給者の方についての情報は民生児童委員の会長さ

ることが大災害時の発災に対しての対応につな

んの方に届いておりますけれども、各民生委員さ

がっていくのではないかと思います。意見です。

んがそういう情報をお持ちかどうかというふうに
なれば全然わかりません。何かあれば言ってくだ

立木：ご意見として承ります。今日は民生児童委

さい、出します、というような形で地域活動をす

員さんの活動というのはテーマとして上がりませ

る手立てがなかなか組まれていないという。

んでしたので、民生児童委員さんも頑張っている

それと合わせて障害のある方たちがどこにお住
まいであるかということ。もう一つは、これから
超高齢化社会を迎えるわけですけれども、その中
で認知症高齢者の方たちが今回の災害の中でも大
きな被害を受けておられます。そういう方たちと

と。学区社協と一緒に協力して頑張ってるところ
もあるぞ。そういったご意見を伺っています。
じゃ、もう一人の方、お待たせいたしました。

横浜市の消防局の役割は

日常的に民生児童委員や、また、地域の社会福祉
協議会の役員さんとか、こういう方たちとのつな

質問：横浜市の方にお尋ねします。消防局の活動

がりをすることによって、地域のニーズ、そのこ

についてです。京都市の場合には先ほど平田次長

とをしっかり把握をしていくということになると

からお話がありました、消防局の情報と保健福祉

思います。地域のニーズを把握するということは、

局の情報を合わせてというのは、消防局の署員は

たとえばベビーサークルをつくったり、また高齢

24時間勤務ですから昼間は比較的、時間が取れ

者の居場所づくりを行ったり、介護保険以外の方

ます。コンピューター管制で消防車はどこにいて
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もその場から出動できますので、昼間、個別訪問

いうことなんですけど、消防では災害時要援護者

をしてお年寄りや障害のある方の状況を細かく調

に限ってではなく、たしか、横浜ではすべての住

べてそれをすべてコンピューターに登録してあり

民の把握という形で押さえています。誰がその時

ます。そのために普段の出動の時には必ず、こう

怪我をしてしまったりとか、何かによって要援護

いう方がいるということもデータがある限りは伝

者になり得るかというのがわからないということ

わるようになっています。京都の場合それが災害

ですべての住民を把握しています。いわゆる日常

の場合にも活用できると期待してるわけですけれ

からケアが必要であるような災害時要援護者とい

ども、そういう要援護者に対する消防局の個別の

うことになると、それに限ってという情報という

把握というのは横浜の場合どうなっているので

ことでは区役所で持っています。回答がちょっと

しょうか。

あいまいかもしれませんが、消防ではすべての住
民の情報を持っているということです。

藤川：はい。今、消防局による要援護者の把握と

コーディネーターのまとめ
自治の力、福祉の力が
私たちの命を守る

じです。避難所の運営についても行政任せじゃな
くて、地域の中で自治力の高いところは運営を住
民の方々が進めていくことが大切です。そういっ

立木：最後に福祉が防災について考えることはす

たところでは住民のニーズに対して敏感に反映す

ごく大切なことです。そして福祉がやれることが

ることができます。結局は自治であったり、日ご

あります。

ろの福祉の力というのが結果的にはいざというと

災害の時に誰が私たちの命を守るか。阪神淡路

きも私たちの命を守ることになります。こういっ

の時、火災で一帯が倒壊した、あるいは火災が

たことについて福祉が目を向け始めたというのは

迫ってきた、住宅の下敷きになってしまった人た

すごく大切なことだと思いますし、こういった取

ち。この方々の中で助かった人たちに対して日本

組が京都の中でさらに進んでいったらいいなとい

火災学会というところが後でどうやって助かりま

うことを感じました。

したかという調査をした結果がございます。その

以上、本日はいざというときに、どなたかの支

結果は、自助、自分で脱出したという方が３分の

援というのがどうしても必要な方々を、どうやっ

１、そして家族、お隣近所、通りがかりの人、こ

て把握して、みんなでいざというときでも基本的

ういう共助で助かったという人が３分の２、警察、

な人権は守られるようなまちにしていったらいい

消防、自衛隊、こういった方々に助けられたとい

んだろうかということで、地域、当事者団体、行

う方は1.7％です。つまり、いざというときには

政、そして社協、という立場からお話を伺いまし

常備消防があてにできなくなります。まさにその

た。今日のシンポジストの方々に改めて拍手をし

事態のことを災害というわけです。その時には自

ていただきまして終わりたいと思います。ありが

助と共助が私たちの命を守ります。避難所でも同

とうございました。
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