
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２１年（２００９年）３月 

社会福祉法人 横須賀市社会福祉協議会 

県立大学にボランティアセンターをつくろうの会（略称：ボラつく） 

横須賀災害時要援護者研究会 報告書 

～学びから考える要援護者支援のための５つの提案～



 
 
 

近年、災害時要援護者への関心が高まってきています。内閣府による災害時要援護者に関する検討会

の設置や全国民生委員児童委員連合会による「災害時一人も見逃さない運動」など多くの機関で災害時

要援護者に関する議論や活動が活発に行われるようになりました。 

 この横須賀市においても、災害時要援護者支援プランの作成が進められており、平成２１年度からプ

ラン作成の事業がスタートする予定です。また、横須賀市では行政だけでなく住民による災害時要援護

者への関心も高まってきています。平成１９年７月に発生した新潟県中越沖地震では、横須賀市民やＮ

ＰＯが被災地へ要援護者の支援に駆けつけています。 

 しかしながら、実際には横須賀においても要援護者に関する団体間で顔の見える関係が必ずしも十分

でなく、それぞれの問題を共有して把握することが困難となっていました。また、障害者や高齢者、外

国人などそれぞれの領域でどのような問題が発生するのか理解が不足していました。 

そこで、横須賀市社会福祉協議会と県立大学にボランティアセンターをつくろうの会は、横須賀で災

害が起きた時に要援護者の犠牲者を一人でも減らし、被災後も尊厳を持ちながら生活できるような防災

対策や生活支援の在り方を考えることを目的として、「災害による横須賀での犠牲者ゼロをめざし

て」をスローガンとし、多様な団体に参画して頂きながら、災害時要援護者について考える研究会を発

足しました。 
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これまでの災害の中で、災害時要援護者に関するさまざまな問題が報告されています。たとえば、あ

る知的障害者は、地震後、家に入るのを怖がり、家族が片付けをしている間にいなくなってしまい、そ

の後、夜８時頃になりやっと戻ってきたという事例がありました。また、ある肢体不自由者は、「津波が

あぶない、学校へ逃げろ」という隣人の叫びにも、倒壊した家屋に道をふさがれ逃げられませんでした。

ある外国人は避難所での情報が日本語のみであったため、何を言っているのか分からず、困り果ててし

まいました。このように、要援護者は、必要とする支援がなければ、災害時に大きなハンデを負うこと

になってしまいます。 

 

 本研究会では、以上のことを踏まえ、災害時要援護者に関する現状と課題を皆で共有し、それを解決

するための方策を考えました。具体的には、災害時要援護者が現在どのような心配を抱え、どのような

支援を必要としているのかについて、研究会のメンバーから発表してもらい、皆で課題を共有しました。

また、その課題をどのように解決していくかを考えるため、他の地域で先進的に防災活動に取り組んで

いる人々から発表を聞き、実際に活動する上での方策を学びました。平成２０年５月から平成２１年３

月までの１１ヵ月間で計１１回の研究会を重ね、このたび、災害時要援護者の課題や問題についての提

案を「災害時要援護者研究会報告書」としてまとめました。 

 

本報告書は２部構成からなっています。冊子の第１部には、研究会メンバーの報告と他の地域での取

り組みをまとめたものを記載しています。ここでは、対象者別に災害時要援護者の現状や具体的な課

題について知ることができます。第２部では、第１部の報告をもとに研究会で話し合われたこれから

の災害時要援護者の支援についての提案を記載しています。 

 

災害では亡くなった人の数、避難した人の数、倒壊した建物の数など、数字で表されることが多くあ

ります。しかし、一人ひとりに目をむけることによって、災害時においても要援護者がいきいきと尊厳

ある生活が確保されると確信しています。 

本報告書で大切にしたことは、“ひとり”はどういう状況なのかを想像し、向き合う姿勢に着目

したことです。 

一人ひとりを大切にするということは、１０００人いれば、１０００通りの防災活動の取り組みを進

めていくことです。すなわち、それは長い道のりを一歩一歩進むことです。この冊子が、その長い道の

りを踏み出す第一歩となれば幸いです。 

報 告 書 に つ い て

２横須賀災害時要援護者研究会横須賀災害時要援護者研究会



 
 
 
 
 
 
 

 

◆要援護者に合わせた避難支援方法・避難所環境の未整備 

要援護者に合わせた災害時の避難支援の方法や 避難所の

環境が整備されていないことです。自分自身で安全を確保し、

避難することが困難な人を誰が避難させるのか、どのように避

難をさせるのかということが、地域で決められているところは

まだ多くはありません。 

また、せっかく避難をしても避難所の環境が劣悪だったため、

体調を崩す人もいました。阪神・淡路大震災では、肺炎にかか

り亡くなった方も多くいました。 

◆要援護者といわれている人ほど減災対策ができていない 

「減災」とは、災害が起きた時にできるだけ被害を少なくするための取り組みのことを言いますが、援護を

必要としている人ほど、この減災対策ができていないと言われています。要援護者の減災対策をどれだけ進め

ることができるかがポイントになってきます。 

 

 

 

災害は、死者数など数字で語られることが多いですが、要援護者の場合は数よりも「ひとり」はどういう状

況なのかを考えることが重要といわれています。 

◆地域の特性を考慮する 

要援護者を支援するには、地域の特性を考えて柔軟に対処することが大事です。避難支援を考えていくには、

近隣での支援が欠かせませんが、近所づき合いの仕方が全く違う都市部と農村部では、災害時の避難支援の方

法も大きく変わってきます。 

また、被災後も地域の特性を考えて要援護者の支援を行うことが重要です。たとえば、ある農村地帯の村で

は、余震が怖いという高齢者がいたことから、ビニールハウスを避難所にして避難生活を送りました。地域の

資源を生かして、今ある中で出来ることを探していくことが重要になってきます。 

◆さまざまな個人や機関の連携 

災害時要援護者の多くは日ごろから援護を必要としている人です。そのため、行政や専門機関、あるいは、

ボランティアなどと関わりを持っている可能性があります。そういった人々と連携を取って災害時の対策を考

えていくことが重要です。被災後の安否確認も、多くの人や機関と関係を持っていることで、いろいろな角度

から素早く安否確認をすることが可能になります。 

日ごろから密に関わりを持っていないと支援が困難な要援護者を支援する時に、その要援護者に関わってい

るさまざまな個人や機関と顔が見えていることで、問題が生じたときに相談できる相手を確保することができ

ます。地域の中には専門的な知識を持っている人がいますので、地域の人材を活かすことも大切なことです。 

 

 

第１部  

前板橋区板橋福祉事務所長、元防災課長 鍵屋一さん 

災害時要援護者対策の現状 
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「ひとり」の要援護者を中心とした手作りの支援 
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災害時要援護者に関する発表のまとめ 



◆知っている人から支援の輪を広げる 

とはいっても、「個人情報がないと災害時に要援護者の支

援はできない」と言われることがあります。しかし、個人情

報がなくても避難支援の活動を行っている所はたくさんあ

ります。そのポイントは、知っている人から支援の輪を広げ

ることです。いくら個人情報を知っていても、災害時に急に

安否確認をすることは難しいことです。そうではなく、「知

り合いだから、やらなきゃ」という「知り合いだから」の関

係を日ごろから作っていくことが災害時にも役立ってきま

す。特に、町内会や民生委員さんで知っている人から、善意

の輪をどんどん広げていくことが大事です。１人より２人で

やった方が良く、２人よりも地域ぐるみで取り組んだ方が良

いという考え方は、災害時要援護者の支援にとっては必要なことです。 

◆強い人を対象とした訓練からの転換 

これまでの防災訓練・避難訓練は、いかに多くの人に訓練に来てもらったかが重要な指標になっていました。

しかし、それよりも、いかに援護を必要としている人に参加してもらいながら訓練ができたかということが重

要になってきます。実際の被災地では、和式の仮設トイレは段差が多く、用をたすのが困難な高齢者が見受け

られています。どれだけ訓練をしても、実際に災害があった時に人間の尊厳が守られないようなことがあって

は訓練の意味がありません。鍵屋さん自身も、それに気付いたのは福祉事務所に入ってからだとおっしゃって

いました。大勢の強い人を対象とした訓練から、援護を必要としている人を対象とした訓練に変えていく必要

があります。 

◆個別の避難支援方法の構築 

現在、多くの自治体で災害時要援護者支援の避難支援の方法の構築が進められてきており、この横須賀市で

も平成２１年度に要援護者支援プランが稼働します。しかし、それは行政が勝手にプランを作るものではいけ

ません。要援護者一人ひとりとよく話をして、その人自身が良いと思う方法を考えていくことが重要です。 

 

  
  

 ◆災害時を考えることで日常の活動も活発に・・ 

災害時に備えた取り組みをすることで日ごろの生活や

人間関係がより良いものになっていきます。たとえば、

避難支援のモデル地区になったある地域では、難病者の

避難支援を行った時に、近所の人たちが訓練に参加した

ことで、日ごろから難病の方と近隣の方との交流が始ま

りました。また、８０歳の高齢者の隣に住んでいた若者

は、その高齢者の避難支援者としてお願いされたところ、

挨拶をはじめ、日ごろの近所づき合いをするようになり

ました。このように、災害時の取り組みが日常の生活を

よりよくしていくことにつながります。 

◆日常の問題が災害時に表面化 

そして、その逆もまた真なりです。日常の問題が災害時にさらに大きな問題になって表面化します。そのた

め、日常の問題に目を向けることによって災害時の問題を減らすことができます。 

 

日常と災害時はつながっている 

４横須賀災害時要援護者研究会横須賀災害時要援護者研究会
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外国人と日本人との間には日ごろから大きく３つの壁があると言われています。 

 ◆言葉の壁 

 日本において日常生活の中で使用されている多くの情報が日本語のみで、多言語での情報が少なく、外国人

が生きにくい生活を強いられていることを示しています。 

 ◆制度の壁 

 日本にはさまざまな制度がありますが、外国人には使いづらいものになっていたり、制度の対象外になって

いたりするものもあります。私たち日本人が当たり前に受けているサービスを受けられなかったりします。 

 ◆心の壁・文化摩擦 

 文化の違いが原因となっていることが多くあります。近所づき合いの習慣やコミュニケーション１つを取っ

ても外国人との違いが明らかです。外国人は私たちとは違う人たちという印象を抱き、心に壁を作ってしまい

がちです。 

 

 

 
 そして、以上３つの日常からある壁が災害時に

はさらに高くなると言われています。 

たとえば、言語では、被災後、難しい日本語が

多く出てきます。地震の影響により電車は「フツ

ウ」です。といった時の「フツウ」は、一般的に

は「不通」（電車が通じていない）を想像しますが、

外国人にとっては「普通」（特に変わっていない）

を想像してしまうこともあります。また、復興期

に入ると日本人でも耳慣れないような日本語が登

場します。たとえば、「仮設住宅」や「り災証明」

など日本人や日本語が上手な外国人でも分からな

い言葉も多く出てきます。 

 また、同様に制度の壁も高くなります。たとえば、災害によってパスポートや外国人登録証明書を紛失して

しまった場合、再入国許可を取らないと自国に戻ることもできなくなってしまいます。 

心の壁・文化摩擦では、特に集団生活を強いられる避難所で起こりがちです。たとえば、避難所での食事の

配給時、日本人は並んで配給物をもらうことが当たり前ですが、「並ぶ」という概念のない文化の人々は割り

こんで配給物を取っていきます。阪神・淡路大震災では、ブラジル人が余震の怖さを吹き飛ばそうとサンバを

踊り、避難所で困ってしまったという事例もありました。 

このように、災害時には日常からある３つの壁がぐんと高くなり、ますます外国人に対する理解が困難にな

ってしまいます。 

 
 
 
 

ＮＰＯ法人 横須賀国際交流協会 新倉千草さん ２ 
言葉、制度、心の３つの壁 
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 ①地震の知識や防災教育の欠如 

日本は地震大国ということもあって、多くの日本人は地震に対してある程度、教育を受けてきています。小

中学校では地震の避難訓練も行ってきています。また、実際に揺れを感じたことのある人も多く、地震がどう

いうものであるかを知っています。ただし、地震が全く発生しないような国の人々は、地面が揺れているとい

うことが地震だということが分かりません。そして、その後、どのような状況になるのかという想像もなかな

か進みません。また、地震だけでなくその後の対策についての知識の普及も重要です。避難所は日本人だけし

か使用できないと思っていた人々もいたようです。 

日本人にとってみれば当たり前のことが外国人にとっては当たり前でないことがあります。そういったこと

を含め、外国人に対する防災教育を行っていくことが重要です。 

 
 ②避難生活での言語の支援 

外国人で支援が必要になってくるのは、避難生活での言語です。外国人以外の要援護者は、自宅からの避難

時の支援が重要ですが、外国人の場合は、険しい顔をして無理やり手を引っ張れば逃げることができます。ま

た、避難生活での支援といっても最も大きな支援は情報支援になります。情報をいかに早く正確に届けるかが

重要になります。 

平成１９年の新潟県中越沖地震では、外国人への情報支援を行うため、柏崎市に「柏崎災害多言語支援セン

ター」が立ち上がりました。センターでは、避難所を巡回し、外国人被災者を把握しました。そして、災害対

策本部などから住民向けに出される必要な情報を母国語に翻訳をして届けたり、避難所での文化摩擦を防ぐ取

り組みなどを行いました。被災時に緊急的に多言語情報支援を徹底して行うことは、外国人被災者の避難生活

にとって大きな安心感を生むことになり、極めて重要な活動と言えます。 

しかし、多言語支援の問題点もあります。それは、多言語に翻訳することで、何種類もの言語情報を発信し

なければならなくなるということです。たとえば、防災無線が多言語になってしまったら、聞こえづらくなり

ます。また、掲載するスペースも多く取られてしまします。そこで、重要なのが「やさしい日本語」で

す。やさしい日本語は、外国人に必要な情報を伝えることができる、といわれている最小限の言語数２００

０語の日本語を使用して作られているものです。被災地外からの応援が整うまでの７２時間生き延びるための

情報支援として使用されています。阪神・淡路大震災で的確な言語支援ができなかったことに端を発し、作成

されたものです。 

これらの支援を行うことで、外国人は要援護者から支援者に変わることができます。情報さえしっかりと伝

われば、外国語を話すことのできる力強い味方になります。 

 

要援護者から支援者への転換の可能性 

やさしい日本語への翻訳例（第５回研究会でメンバーが行った例） 

◆やさしい日本語の問題 

（ニュースより） 

けさ 5 時 46 分ごろ、兵庫県の淡

路島付近を震源とするマグニチュー

ド 7.2 の直下型の大きな地震があり、

神戸と洲本で震度６を記録するなど、

近畿地方を中心に広い範囲で強い揺

れに見舞われました。 

例１：今日の朝、神戸ちかくで大きな地震がありました。

マグニチュード 7.2 です。ビルや建物がこわれたり、

火事がおきています。 

例２：今日の朝、5 時 46 分頃、大きな地震がありまし

た。場所は兵庫県神戸です。大阪、京都でも強く揺れ

ました。 

例３：AM5:46 神戸と大阪の間の兵庫県（瀬戸内海の淡

路島）で 7.2 のマグニチュードの直下型の大きな地震が

ありました。神戸と洲本は震度６を記録しました。近畿

地方は広い範囲で今までにない強い揺れでした。 

６横須賀災害時要援護者研究会横須賀災害時要援護者研究会



 
 
 
 
 
 ◆知的障害者は災害時という認識が困難 

知的障害者に特有な現象ですが、知的障害者は、災

害という状況の認識が困難です。そのため、中には、

自分から周囲の人に助けを求めることをしない人がい

ます。しかし、状況が理解できないため危険回避の判

断も出来ないことがあり、危険な状況におかれる可能

性があります。 

◆地域住民は知的障害者への理解が不足 

一方、地域住民は知的障害者に対する理解が不足し

ていることから、実際に知的障害者が困っていても、

困っていることが分からずに声をかけることをしない

可能性があります。 

このように、お互いの特性によって知的障害者が支援者とすぐにつながりにくいと考えられます。 

 
 

 

障害者は障害の特性による要因と環境の要因によって安全で安心した避難生活が送れない現状があります。

そのため、障害者やその家族が災害時に安心して避難生活を送ることができるように、障害者専用の避難スペ

ースを確保することが必要と考えられます。まずは、現

状についてみていきましょう。 

◆障害の特性 

障害の特性が要因になり安全安心な避難生活が送れな

いことがあります。たとえば、知的障害者には、災害が

起きても、なぜ避難をしなければならないかが分からな

い人もいます。自閉症であれば、いつもと違う所に泊ま

ることに対して、不安と恐怖を感じます。 

また、知的障害者は集団生活が苦手であり、騒音や暗

闇を嫌う人がいます。そのような状態になると、奇声を

発したり、多動になったりします。そして、それを止め

ようとするとパニックを起こしてしまいます。 

◆環境要因 

障害者専用の避難スペースは環境面からもその必要性が分かります。災害によって自宅が大きな被害を受け

ると、余震で倒壊する可能性が出てきます。多くの方は応急避難所に行きますが、障害者のいる家族は、応急

避難所での避難生活が困難なため、倒壊寸前の自宅で避難生活を送る家族が多くいることが報告されています。

一方、要援護者に対応した福祉避難所も徐々に整備されてきていますが、福祉避難所は近所でない場所に多く、

そこに避難できるかどうかわかりません。また、多くの人が福祉避難所に殺到し、使用できない可能性もあり

ます。以上のことから、障害者専用の避難スペースを確保することが重要と考えられます。 

 

知的障害者地域支援ネットワーク 浅羽昭子さん ３ 
知的障害者は発災直後、支援に結びつきにくい 

安全安心の避難生活の欠如 
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７ 横須賀災害時要援護者研究会 横須賀災害時要援護者研究会 



 

   

 防災力を高める最も重要な対策の１つに、自助を伸ばすことが

あげられます。ここでは、４つの自助を紹介します。 

 ◆ブログを使った安否確認 

安否確認も訪問や電話だけでなく、さまざまな機器を使用して、

最も確認の取りやすい方法を考えていくことが大事です。インタ

ーネットを使うことで安否情報の共有が素早く行える可能性があ

ります。 

 ◆防災あんしんカードの携帯 

知的障害者は状況に応じて自分の名前や住所などを伝えること

が困難な場合があります。また、災害時には医療機関や通所施設、

服薬などの情報を求められる状況も予想されま

す。そこで、そういった情報を一枚の紙に分かりやすくまとめたものがあります。それが防

災あんしんカードです。セキュリティの面で問題がありますが、ｓＱＲコードというセキュ

リティ対応のＱＲコードを使ったものも開発されてきており、その実用化が望まれています。 

 

 ◆薬の確保 

知的障害者の多くはてんかん発作の薬を飲んでいます。そのため、薬は生きていくためには必要不可欠であ

り、薬が切れると命の問題になります。もちろん、行政でも災害時のための薬の備蓄はしてありますが、いつ

も飲んでいる薬が十分にあるかどうかは調べてみないと分かりませんし、あったとしてもそれが発災直後に手

に入るかどうかは別問題です。そのため、自分たちが飲む薬については、自分たちで確保しておく必要があり

ます。 

◆コミュニケーションボードの配置 

コミュニケーションボードは、必要なコミュ

ニケーションを文字ではなく、絵で表している

ものです。さまざまな所でさまざまなものが作

成されていますが、横浜市の「セーフティネッ

トプロジェクト横浜」が災害時用のコミュニケ

ーションボードを作成しています。こういった

ツールを多くの人が知り、使えるようになるこ

とが重要です。また、災害時に各避難所やボラ

ンティアセンターで困ることのないよう、事前

に配置しておくことも重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自助を伸ばす 

横浜市ホームページより転載 
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/shogai/kankoubutu/board/kyukyu.html 
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８横須賀災害時要援護者研究会横須賀災害時要援護者研究会



 

 
 

災害時に知的障害者を支えるために、日常から出来ることとして、以下の４つがあげられます。 

◆住民と知的障害者が一緒にいる機会を作ること 

防災訓練や、地域のイベントなど、さまざま

な機会を通して地域住民と知的障害者が一緒

にいる時間を共有することが大事です。一緒に

いることを通して、互いの理解が深まります。 

◆住民が「ひとり」の知的障害者を知ること 

知的障害者といっても全員が同じではなく、

それぞれが違います。確かに、障害の特性はあ

りますが、接してみないと分からないことがた

くさんあります。知的障害の特性を知ることも

さることながら、知的障害者一人ひとりを知る

ことが重要になってきます。 

◆地域に多くの援助者を作ること 

３つ目は地域に多くの援助者を作ることで

す。一番の理想は、誰もが援助者になれること

です。そうすることで、知的障害者のいる家族

が一般の避難所に行かざるをえない状態にな

ったとしても、そこに知的障害者のことを理解してくれる人がいるだけで家族や本人の安心感が全く違います。 

 ◆知的障害に対する理解を広げること 
知的障害に対する理解を広めていくことは時間がかかります。横須賀市でも地域によって町内会・自治会に

温度差があります。防災訓練に参加するための受け入れ態勢ができていなかったり、知的障害児の母親に「お

母さんお子さんに何度も言い聞かせてね」と言われることもあります。理解を広めていくことで防災訓練も充

実し、被災時においても、安心して避難生活を送ることができます。 
 

災害時に知的障害者を支えるために日常から出来ること 
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日頃から関

わり、住民と情報
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ない人がいるので
困っている。

９ 横須賀災害時要援護者研究会 横須賀災害時要援護者研究会 



 
 
 
 
 

社会的に孤立した状態は日常時ももちろん、災害時にはとても危険な状態です。

安否確認が取れなかったり、支援が行き届かなか

ったり、数々の問題が発生します。しかし、聴覚

障害者は以下に示す４つのプロセスを経て社会的

に孤立する可能性があります。 

 ①見えない障害による他者からの誤解 

聴覚障害は外見からは分からない障害なので、

聞こえないことを理解してもらいづらく、いろい

ろと誤解をされることが多くあります。分かった

ふりをしていると思われたり、変わった人だと思

われたりします。 

 ②周囲から関わりを控えられる 

一般の人から聴覚障害のような音の聞こえない

人とコミュニケーションをとることはとても難し

いことだと思われ、周囲から関わりを控えられたりすることがあります。また、コミュニケーションの中で、

聴覚障害当事者が分かりたいと思っていることに対して、根気強く分かるまで付き合ってくれる人はごくわず

かという現実もあります。 

 ③障害の特性の理解への不安 

障害の特性を理解しているかどうか、当事者はとても心配になります。他人に対して変に思われているのかもし

れないと不安になることもあります。特に、中途失聴の場合、障害が出て間もないころは周囲にとても気を遣います。 

 ④社会との関わりの減少 
以上のような経過をたどることで、次第に、社会との関わりが億劫になり、引きこもりがちになる可能性が

あります。相手もどのように接したらいいのか分からない、当事者も変に思われるのが嫌だという不安からお

互いに関わりを持たなくなってしまいます。そのため、通訳の方のみとの関わりになってしまい、せっかく防

災訓練に参加しても、住民とでなく、通訳の方とずっと話をして終わることもあったようです。 

 
 

 

 ①伝えたいという想いが大事 

相手が聴覚障害であっても伝える方法はたくさんあります。口話、手話、ジェスチャー、筆談、空書といっ

た方法です。言葉が聞こえなくても、何かしらの方法を使えば伝わるものです。そこに、「伝えたい」という

想いがあれば、いろいろな方法を使って伝えていくことが可能です。 

 ②防災訓練への障害者の受け入れ態勢 

地域で行われている防災訓練に障害者の受け入れ態勢を整えることが求められています。ある地域では、障

害当事者が参加したいと言ったら、受け入れ態勢ができていないということを理由に断られてしまいました。

地域の防災訓練は、参加することで地域の人とも顔見知りになるチャンスにもなります。そういった場に多く

の障害者が参加できるようにしていくことが重要です。そのための受け入れ態勢を整えていく必要があります。 

 

聴覚障害者 浜津順子さん 

横須賀中途失聴者・難聴者の会「こだま」 菅原睦子さん ４ 
聴覚障害者が社会的に孤立するプロセス 

伝えあいたいという想いから始まる要援護者対策 

横須賀災害時要援護者研究会横須賀災害時要援護者研究会 １０
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 ③自分で出来る防災対策は自分でする 

当たり前のことですが、自分で出来る防災対策はするということがあげられます。聴覚障害者であれば、筆

記をするためのペンや紙を自分で持っている必要があります。災害時、多くの人は忙しく、なかなかそういっ

たものまで周囲の人が用意することは難しいのが現状です。災害時に困難を出来るだけ小さくするためにも自

分で出来ることは自分ですることが重要です。 

 

 

 

◆条件の設定 

 外は大雨で避難所に避難をしたという設定です。避難所に放送が入ります。その放送が何を言っているのかを、

聴覚障害の方にお伝えをしてください。筆談にしてしまうと簡単なので、それ以外の方法で伝えてください。 

◆避難所の放送内容（聴覚障害者の方へ伝える内容） 

 これから避難をした皆さんに毛布をお配りしますので、避難所入口の担当者○○さんのところへ並んでください。 

◆実際に聴覚障害の方に放送内容を伝達後、感じたこと 

（聴覚障害の方が感じたこと） 

・突然みんなが動き出して何かと思いました。いきなりざわざわとなって怖かったです。何を言っているのかを伝

えてくれて、それから一緒に行こうとやってもらえればと思いました。服を引っ張ってくださった方もいました。

でも、なぜ引っ張られたのか分かりませんでした。何かを先に伝えてほしかったです。寝るというのを体で表現

して、布団の形を示してくれて、方向を示して、肩を軽くたたいて目線をやってもらえるといいかもしれません。 

（伝える側が感じたこと） 

・いま、取り組みをしましたが、ここに座っていて「あっ」って思ったのは、みんなが勝手に表現をしだしたこと

です。私は、まず、どう伝えるのかということを話し合うのかと思っていました。災害の混乱時にはそのあたり

のことが重要になるのではないかと感じました。 

・本人が急にやられるとびっくりするということが分かりました。それと、伝える人を１人を決めてやったほうが

よかったと思います。皆でやっても本人は困ってしまうと思いました。 

・たまたま隣にいたので空書をしましたが、「担当者（○○さん）」という固有名詞が伝わりにくくかったです。男

の人とかは簡単に指で表せるし、服が赤いというものも目印になるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 横須賀災害時要援護者研究会 横須賀災害時要援護者研究会 

聞こえない方に情報を伝える体験例（第７回研究会でメンバーが行った例） 



 
 
 
 
 

 

 
 

近年の度重なる災害で災害時要援護者に対する支援問題がクローズアップされました。これまでの災害を教

訓に、横須賀市でも、災害時において、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、支援を必要としている人々への

支援対策を定め、災害時要援護者の生命及び身体の安全の確保を図ることを目的として、支援プランを作成す

ることになりました。平成１９年４月から、市民安全課、健康福祉部、消防・救急課、市民生活課による検討

会を設置し、検討しています。まだ、確定はしておりませんが、現在検討している内容をお知らせします。 

 

 

 
 対象者は、一人暮らし高齢者（６５歳以上）、重度障害者（身体障害等級１・２級、知的障害でＩＱ３５以

下、身体障害等級が３級でかつ知的障害でＩＱ５０以下、精神障害等級１級）、要介護認定者で要介護３～５、

その他市長が必要と認める人です。知的障害者については、等級に関わらず災害時に援護が必要となる場合が

多いため、等級の制限がなくなる可能性もあります。 

支援プランの登録の流れは、まず、横須賀市が要援護者（対象者のみ）へカードを配布します。同意する人

は、市へカードを提出します。提出されたカードをもとに市で情報の登録を行い、災害時要援護者名簿を地域

へ提供をします。 

名簿にもとづき、要援護者ご本人と地域で近隣支援者を定め、近隣支援者となった方に要援護者のお宅を訪

問していただき、詳しい状況を確認して作成した個別調査票を地域で管理していただく予定です。地域の近隣

支援者は災害情報の提供や災害時の安否確認など、要援護者の支援を行います。 

 

 
 

 近隣支援者は、町内会・自治会（自主防災組織）、民生委員・児童委員、市社会福祉協議会、地区社会福祉

協議会、その他の住民が考えられますが、対象となる要援護者の顔が分かる人を２人以上決めていただく予定

です。近隣支援者には災害時の支援だけでなく、要援護者と日ごろから関わりをもつなど積極的な交流を心が

けていただきたいと考えています。 

ただし、近隣支援者をどのように確保するのか、また、災害時に、近隣支援者はどこまで要援護者を支援す

るのかなど、解決すべき課題も残っています。 

 
※本文では、「災害時要援護者支援プラン」を「支援プラン」として表記させていただきました。 

 
 
 
 
 

横須賀市障害福祉課 遠藤仁詞さん ５ 

支援プランの内容 

日頃からの関わりも視野に入れた支援プラン 

災害時要援護者支援プラン作成の経緯 

横須賀災害時要援護者研究会横須賀災害時要援護者研究会 １２

横須賀市災害時要援護者支援プラン 



 
 
 
 
 

 横浜栄・防災ボランティアネットワークは、横浜市栄区で、災害時に活動で

きるボランティアが、団体の枠を越えて、日頃から地域の中で顔の見える関係をつくり上げることを目標に活動

している住民の組織です。 

 平成１６年の台風２２号の時、栄区内を流れる柏尾川が氾濫し、栄区は大きな被害を受けました。その被災

を教訓として、住民自身で自分たちを守り、助け合う活動の重要性から平成１８年に横浜栄・防災ボランティ

アネットワークが立ち上がりました。ネットワークは、「災害ボランティアセンターを立ち上げる分科会」「地

域の防災力を高める防災力分科会」「要援護者分科会」の３つの部会があり、活発な活動を行っています。 
 
 
 

 災害時要援護者を守るというより、災害時要援護者を含め、自治会・町内会の範囲で自分の住むまちを自分

たちで守って行こうという考え方を基に活動を行っています。 

 

◆防災をしないと人の命は守れない 

 災害が起こると、救助活動がクローズアップさ

れ、事前の防災について取り上げられることはほ

とんどありません。しかし、阪神・淡路大震災で

の直接の死者数を見ると、多くの人が家に押しつ

ぶされて亡くなっており、耐震補強や家具の固定

をはじめとした防災をしないと、人の命を守るこ

とはできないことが分かります。「従来の防災啓発

では、地震の後にどうするかということが多くあ

りましたが、起こる前のことを正しく伝える大切

さがあります」とネットワークの方が話されてい

ました。災害をただ待つのではなく、しっかりと

備えをしないと人の命は救えません。 

 
◆災害発生直後、行政は役に立たない 

 災害発生直後に行政はほとんど役に立ちません。これも、阪神・淡路大震災の例ですが、助け出された人の

およそ７割の人が住民に助けられました。実際、役所の職員数もそれほど多くはなく、救急車も使えるのは数

台しかありません。被災して道路が使えなくなっているかもしれない…と考えると、災害時に行政が多くの住

民を助けることはほとんど不可能に近いことが分かります。そのため、自分たちで防災活動をしていかなけれ

ば、自分たちのまちや住民の命を守ることはできません。 

 「防災をしないと人の命は守れない。しかし、その防災対策は、行政に頼っていては進まない」ということ

から、横浜栄・防災ボランティアネットワークは、身近な家族や要援護者を含め、自分たちが住むまちを自分

たちで守って行こうという考え方を中心に活動を展開しています。こういった活動を行うことで、日ごろのボ

ランティア活動や住民同士の交流も生まれてきています。 
 

６ 

要援護者を含め自分たちのまちは自分たちで守る 

要援護者を巻き込んだ身近な地域での防災活動 

横浜栄・防災ボランティアネットワーク 

 山本邦夫さん・鈴木徹郎さん・宇都宮直哉さん 

 
要援護者も含め

自分たちのまちは自分たちで守る
要援護者も含め

自分たちのまちは自分たちで守る

防災活動が普
段の見守りや
Ｖ活動に

α

災害発生時、
行政は役に
立たない

防災をしな
いと人の命
は守れない

横浜栄・防災
ボランティアネット
ワークの活動

１３ 横須賀災害時要援護者研究会 横須賀災害時要援護者研究会 



 
  

 ◆要援護者自身の防災力向上 

 ネットワークでは、要援護者本人に、災害は人ごとではなく自分のこととして意識を持ってもらうような取

り組みを行っています。そこで、パワーポイントを使用して、要援護者に防災意識の啓発を行うための電気紙

芝居を作成しています。 

自分のまちの被災後を想像してもらう 

わがまちで起こる地震が今後どのくらいの確率で起こるのかを伝えたあと、阪神・淡路大震災時の映像や

災害危険マップ、ハザードマップなどを使用して、自分のまちの被災後の想像をしてもらいます。また、災

害時に行政が住民を助けることが不可能に近いことを伝えています。 

具体的な防災対策を伝える 

被災後の想像をしてもらったあと、そのような事態にあっても安全・安心な生活をするには、家を耐震補

強にする必要性や家具が転倒しないような対策をすること、そして、家族との安否確認ができるよう事前に

取り決めをしておくことを伝えています。 

 
 
 

要援護者自身の防災力を向上させるために、地域からのアプローチも行っています。 

 ①地域での助け合いの仕組みづくり 

ネットワークの設立と同様の趣旨で、いざ

災害が起きた時に助け合いのできる仕組み

を作りました。また、ある町内会では、個人

情報にとらわれることなく、高齢者も障害者

もいる中で、助けてほしい人と助けることの

できる人をつなげ、普段から見守り活動が行

える仕組みづくりをしています。 

 
 ②行政や組織や専門職との連携 

 要援護者を支援するには多少の専門的な

知識が必要となります。そのため、要援護者

分科会には専門職の方にも入っていただき、

専門的な知識を学びながら活動をしています。また、要援護者と一緒に行っている防災訓練は専門職を巻き込

みながら行っています。 

 
 ③つながりを深める要援護者との防災訓練 

 防災訓練には要援護者にも町内の人にも出来るだけ来てもらい、周囲の人たちの雰囲気を知ってもらってい

ます。そこでお互いにやり取りをしながら訓練をすることで、日々の交流につなげています。それが、防災力

の向上につながっています。 

 
 

※本文では、「横浜栄・防災ボランティアネットワーク」を「ネットワーク」として表記させていただきました。 

 

災害時要援護者の防災力向上の取り組み 

地域を巻き込んで行う要援護者の防災対策 

 

行政や組織や
専門職との連
携

行政や組織や
専門職との連
携

要援護者自身の防災力の向上

自分の街の被災後を想像してもらう

具体的な防災対策を伝える

つながりを深
める要援護者
との防災訓練

地域での助け合い
の仕組みづくり

地域での助け合い
の仕組みづくり

横須賀災害時要援護者研究会横須賀災害時要援護者研究会 １４



 
 
 
 
 

 被災後に建設される仮設住宅に入居した被災者の生活支援を研究している

神奈川県立保健福祉大学大学院の加納さんに要援護者支援についてお話を伺いました。 

 
 
 

 仮設住宅の入居者にお話を伺うといろいろなお話をされます。「いつ退去できるのか先の見通しがなくて辛

い」、「買い物に行けない」、「虫がわく」、「やることがなくて暇で暇で仕方がない」、「仮設に入って足がだんだ

ん悪くなってきた」などです。なぜ復興のための施策である仮設住宅でこのような声がきかれるのでしょうか。 

◆仮設住宅入居者の特性 

 仮設住宅には誰でも入居できるのではなく、一定の制限があります。災害救助法取扱要領には「住家が全壊、

全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることができない者に対して提供

することを原則とする」とされています。預金などの資産がある人は基本的には入居できないため、仮設住宅

には経済力の少ない人々が入居することになります。また、仮設住宅に入居している人々の多くは、自宅の倒

壊により、被災後自宅で生活することができず、劣悪な環境の避難所で生活をしています。そのため、仮設住

宅に入居する前から健康状態を悪化させている可能性が高いと言われています。 

◆仮設住宅の特性 

 健康状態を悪化した状態で入居することになった被災者は、仮設住宅の劣悪な生活環境により、さらに劣悪

な生活に追いつめられます。仮設住宅はその名前の通り、仮の建物であり、快適性を求めて作られているわけ

ではありません。そのため、予期していない様々な影響を受け生活をすることになります。特に、仮設住宅の

ハード面、建設される場所、入居者との関係性、入居していない人との関係性、居住できる期限、家賃の６つ

の要因によって、入居者の生活の質は、さらに落ちていきます。 

たとえば、仮設住宅の特性から受ける影響として言われていることが、仮設住宅は、夏は暑く、冬は寒いこ

と。建設場所は都市部からは遠く、公共交通機関も乏しいこと。時間がたち多くの人が退去するにつれ、他の

入居者との関係性がぎくしゃくしてくること。入居していない人は、仮設住宅に住んでいる人を甘えていると

思う人も出てくること。居住期限は２年間と決まっており、それまでに退去ができるかどうか不安になること。

仮設住宅の家賃は無料であり、早く立て直して仮設住宅を出たいというモチベーションが上がらないことなど

です。 

そのため、一定期間がたつと、経済力が少なく、健康状態も良くない入居者が仮設住宅から退去することが

できなくなります。仮設住宅に入居せざるを得ないことから、仮設住宅の劣悪な環境での生活によって、健康

状態を悪化させていってしまうという悪循環に陥ってしまいます。 

 

 

 

このように仮設住宅の問題は多様な要因が関わっています。そのため、これらに対応するには、行政のみが

取り組めばよいのではなく、仮設住宅入居者本人や近隣住民、ボランティア、施設、医療機関など様々な主体

が関わっていく必要があります。被災後もすぐに連携が取れるように、災害が起こる前から地域でつながって

おくことが重要になります。 

神奈川県立保健福祉大学 大学院生 加納佑一さん ７ 
仮設住宅入居者の支援 

入居者の特性と仮設住宅の特性があいまってさらに厳しい生活に 

多面的な支援の必要性 

１５ 横須賀災害時要援護者研究会 横須賀災害時要援護者研究会 



 
 
 
 
 
 
 

 隣組とは、昭和１５年政府の通達により明文化され、部落会・町内会のさらに下部にあり数家庭ごとに一組

を組織したものです。隣組は大政翼賛会の最末端の協力組織であり、配給の効率化や思想統制を図り、すべて

の国民を組み入れ統制し、戦争に協力させていった背景をもっています。 

 最近、隣近所の関係を再構築することを目的に、この隣組の歌が、歌われ始めるようになりました。 

 以下に歌詞を記します。 

 

  （一番）とんとん とんからりと 隣組 

     格子を開ければ 顔なじみ 廻して頂戴 回覧板 知らせられたり 知らせたり 

  （二番）とんとん とんからりと 隣組 

     あれこれ面倒 味噌醤油 ご飯の炊き方 垣根越し 教えられたり 教えたり 

  （三番）とんとん とんからりと 隣組 

     地震や雷 火事どろぼう 互いに役立つ 用心棒 助けられたり 助けたり 

  （四番）とんとん とんからりと 隣組 

     何軒あろうと 一所帯 こころは一つの 屋根の月 纏められたり 纏めたり 

（隣組  作詞 岡本一平・作曲 飯田信夫 1940 年（昭和 15 年）） 

 

 

 

 一方、平成１６年度には、政府において「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」

が施行されました。この法律の目的は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民を守ることを主とした法律

です。横須賀市でも平成１９年３月に策定されています。しかし、その内容は、武力攻撃等において、住民は

必要な協力を努めるというものであり、武力攻撃等の対応を住民活動やボランティア活動の一環として行なう

ことが位置づけられています。 

 

 

 

もちろん、国民保護法は武力攻撃へのボランティアの協力を明記したものではなく、被害を受けた時の救援

活動や避難支援の協力を謳っているものです。しかし、ボランティアを行う一人ひとりが「何を目的にボラン

ティア活動を行うのか」を考えていないと、間違った方向にボランティア活動が使われる可能性も秘めていま

す。隣組の歌も、隣近所の関係を再構築するという意味においては重要なメッセージを含んでいますが、考え

方次第では、昔のようにお互いの生活を監視しあう方向にとらえられるかもしれません。 

地域の活動ではよく「見守りと監視は紙一重」と言われています。住民同士が助け合えるための見守り活動

は、逆に、特定の人々を監視し、そして、ひどい場合には排除しまう可能性を秘めています。そのため、ボラ

ンティア活動を行う住民一人ひとりがこれから災害の活動や、ボランティア活動をする上で何を大事にするの

かということをしっかりと身につけておくことが重要になります。 

横須賀市社会福祉協議会  

 よこすかボランティアセンター 平野友康さん ８ 

最近歌われ始めた「隣組」の歌 

国民保護法に位置づけられたボランティア 

ボランティア活動は何のために行うのか 

隣近所の見守り活動で大切にしなければならないこと 

横須賀災害時要援護者研究会横須賀災害時要援護者研究会 １６



 

 

 

 

 

 

第１部の「活動のまとめ」や研究会の話し合いから出てきたこととして、１つの「ことば」でも各人がい

ろいろなイメージをしているのではないかとの指摘がありました。 

特に以下の、「ことば」について、それぞれがさまざまなイメージをもっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１つめの「ことば」：“災害”・“災害時”・“日常” 

災害と災害時を使い分けていませんでした。 

日常と日常時も使い分けていませんでした。 

災害（災害時）を、地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波など“自然現象”を

中心にとらえていました。 

災害（災害時）を、特に“地震災害”と想定することが多くありました。 

災害（災害時）を、主に“災害発生直後”と想定することが多くありました。 

災害が起こる前を日常として使っていましたが、災害が起きた後、どのくらい経つと

日常になるのかは結論がでませんでした。 

２つめの「ことば」：“防災”・“防災活動” 

防災と防災活動を使い分けていませんでした。 

災害を想定して、“家庭で命を守る”ために行う対策を総称して“防災活動”とするこ

とが多くありました。 

災害を想定して、“自分の住む地域を守る”ために行う対策を総称して“防災活動”と

することが多くありました。 

防災活動を、特に町内会、自治会などの顔の見える範囲で行う活動を想定することが

多くありました。 

「防災訓練」「防災無線」「防災あんしんカード」のように固有名詞で使うことがあり

ました。 

災害時要援護者への支援 第２部  

１７ 横須賀災害時要援護者研究会 横須賀災害時要援護者研究会 

ことばの整理 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つめの「ことば」：“要援護者・災害時要援護者”

「災害時要援護者支援プラン」「災害時の要援護者支援」など、各自治体の施策として

「要援護者」を固有名詞で使うことがありました。 

災害発生直後は、日常支援を要しない人でも、住む場所がない、食事ができない、怪

我をするなどの理由により、要援護者になりうることがありました。 

災害発生後、自宅を離れて、避難所や仮設住宅で生活をする際、生活が難しい高齢者

や障害者などが要援護者になりうることがありました。 

災害時の避難情報などでことばが理解できないなど、正しく情報が伝わらない外国人

や知的障害者などが要援護者になりうることがありました。 

日常時、災害発生直後、災害発生後など、それぞれの状況に応じて、要援護者の対象

となる人がかわってくることがあげられました。 

横須賀災害時要援護者研究会横須賀災害時要援護者研究会 １８

※ことばの意味のとらえ方は、人それぞれです。これをきっかけにみなさんで、

“災害”・“災害時”・“日常”・“防災”・“防災活動”・“要援護者・災害時要援

護者”などのことばについて考えてみてください。 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主な取り組みの提案 

    ○住民一人ひとりの自助力をのばすこと 

    ○要援護者自身の防災力を向上すること 

    ○要援護者も参加できる地域での防災訓練の実施 

    ○外国人や知的障害者など災害自体の理解が困難な人への啓発 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしたちの提案 ～災害時要援護者を考える上で大切なこと～ 

災害への対策をしないと人の命は守れないこと 

身体的、経済的、精神的などさまざまな理由により、必ずしも自分１人で自分の身を守ることができない

人たちがいることも事実です。また、知的障害者や地震などが起こらない地域に住んでいた外国人の中には、

地震などの災害の概念を理解できない方々もいます。 

どんな人でも、そして、誰もが「自分で自分の身を守る」ためにはどのようにしたら良いのか、このこと

を考えていくことが大切ではないでしょうか。 

このさまざまな人たちのそれぞれの自助をどのように高めていくのか、特に社会的に弱い立場の人たちで

ある要援護者も含めて考えていかなければなりません。 

特に災害時要援護者への自助意識をのばしていくことは大切なことです。それは本人の努力だけではなく、

たとえば、地域の防災訓練に要援護者にも参加してもらうなど、地域の人たちの働きかけも重要なことです。

１９ 横須賀災害時要援護者研究会 横須賀災害時要援護者研究会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主な取り組みの提案 

    ○日本語が分からない外国人や、聴覚障害者などへ適切な情報を提供すること 

    ○必要な物資・物品などを提供すること（精神障害者への薬の提供、人工透析が必要な方へ 

     の透析など） 

    ○要援護者・支援者という、片方の見方だけでなく、一人ひとりに対して援護が必要な部分 

     とその人が支援できる部分も双方で考えていくこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

適切な支援を行なうことで、要援護者は支援者にもなること 

 要援護者といわれている人の中には、日本語の分からない外国人や、聴覚障害者などが含まれています。

しかし、この人たちに適切な情報を提供することで、その人自身がたとえば避難所の運営に協力できるなど

支援者にもなりえます。人工透析が必要な人へは人工透析を、精神障害者は薬の提供で日常生活が営めるよ

うになります。 

 高齢者や障害者など身体的に支援を要する人でも、同じ高齢者や障害者などへ精神的に支えることができ

ます。阪神・淡路大震災では、障害者を助けたのは全国の障害者でした。困っていることを聞き取っていき

ました。要援護者こそ要援護者のことがよく分かります。 

 要援護者は常に支援されるという一方的な見方ではなく、その見方を変えることで、要援護者も支援者に

なるという理解をすることが大切です。 

横須賀災害時要援護者研究会横須賀災害時要援護者研究会 ２０



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   主な取り組みの提案 

      ○日常ある問題は必ず災害時にも問題となることを認識すること 

○要援護者となる人の日常の問題に目を向け、地域のひとを巻き込んで対策をしていくこと 

○日ごろから地域の人同士が交流する機会をつくる 

○地域にいる人たちを多く巻き込んで防災訓練を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時は日常時の延長。日常の問題に目をきちんとむけること

 日常生活の中で、人と人との助け合いの関係ができていなければ、災害時にもそれが顕著となって表れま

す。「地域の中で自分がいても誰も声かけをしてもらえない」という話があると、災害時にも誰にも声をかけ

てくれる人がいないということです。 

 たとえば、障害者が普段、障害者団体のみの関係しかないと、災害時にも障害者の団体のみの関係で対応

しなければなりません。特に災害発生直後にはそのことが顕著になります。 

 「災害時要援護者は日常時要援護者でもあること」です。災害時要援護者は、災害が起きたから要援護者

になるのではなく、日常生活に何かしらの課題をもっている人が多くいます。こうした人たちの日常にある

問題に目を向けることが大切です。 

２１ 横須賀災害時要援護者研究会 横須賀災害時要援護者研究会 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  主な取り組みの提案 

○要援護者を巻き込んだ防災訓練の実施 

○身近な助け合いの組織である町内会・自治会や民生委員児童委員などを中心とし、地域の 

 人同士のつながりを作ること 

○日常の対策をしていても対応が難しい身体障害者や知的障害者への避難環境の整備 

○日常の対策をしていても対応が難しい介助が必要な高齢者の避難環境の整備 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隣近所の顔見知りの関係をつくること 

 被災者が語ることばに、災害時は、「隣近所の顔見知りの関係が大切である」という話があります。

実際に、阪神・淡路大震災では、家屋等の倒壊から救出された方々の７割以上が、家族や隣近所の人た

ちに助けられたという結果がでています。 

 しかし、昨今は隣に住む人のことが分からないといったように、隣近所との関係の希薄さが目立つよ

うになりました。災害時に互いが互いを助け合う上で、隣近所との顔見知りの関係を築くことが重要で

す。互いに気にかける関係が日常からあればこそ、災害時にも「この人は大丈夫だろうか」と気にかけ

ることが出来るのです。このように、知っている人から支援の輪を広げ、「知り合いだから、やらなき

ゃ」という「知り合いだから」の関係を日ごろから作っていくことが災害時にも役立つといえます。 

 被災直後を考えたとき、避難所での集団生活で外国人との文化の違いが顕著になってしまうといった

ことも日常からその人への理解が十分に出来ていないことが影響していると考えられます。互いを知り

合う関係にあれば、このような壁も小さくなる可能性があります。 

 ただ、その一方で要援護者にとっては、この顔見知りの関係にあわせ「見守りの関係」を築き、その

人の安全性を確保する方向に行政では進んでます。しかし、地域では見守りと監視が紙一重と言われて

いるように、見守りではなく逆に地域の人を排除する可能性もあります。また、当事者としては互いに

理解をする上でも一方的な見守りの関係ではなく、互いを知り合う上でも双方向での関わりを求めてい

ることが分かりました。そのことも踏まえた上で、いかに地域での要援護者と地域の人、地域の人同士

での顔見知りの関係を作るかを考えていく必要があります。 
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  主な取り組みの提案 

○地域で助け合う仕組み作りの重要性を理解すること 

○当事者、支援者、行政などさまざまな機関とのネットワーク形成 

○形成されたネットワークが顔の見える関係として機能すること 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

個人情報保護から一歩踏み出すための工夫が新たな活動を生む原動力となること 

 個人情報は大切にしなければなりませんが、一方で災害時の要援護者への安否確認や救出には個人

情報が必要です。この相反することにきちんと目を向け、どんなことができるかを考えていくことが

新しい活動を生みだすきっかけとなります。 

 たとえば、要援護者のことは大事だと思うけれども地域の中で要援護者がなかなか見えてこないと

き、どうすれば、災害時に要援護者を確認できるのか。また、民生委員・児童委員が把握している要

援護者の情報は、町内会関係者へは個人情報のため伝えられないが、どうすれば地域で要援護者を守

ることができるのか。といったようにどのようにしたら…と考えることが重要です。 

 個人情報の問題について、行政では同意をした要援護者の情報を地域へ提供するための「災害時要

援護者支援プラン」が進められていますが、必ずしもすべての要援護者が同意するとは限りません。 

個人情報を守ることと、災害時から要援護者を守ること。このことに目を向けることはとても大切

なことです。今回の研究会の成果の１つとして、さまざまな機関や団体がいろいろな情報を持ってお

り、それを持ち寄る場所、共有する場所をどのようにつくっていくかが鍵になると考えています。 

 さまざまな機関や団体とのコミュニケーションをどのようにとっていくのか。このことが個人情報

保護から一歩踏み出すための１つの工夫ではないでしょうか。 

２３ 横須賀災害時要援護者研究会 横須賀災害時要援護者研究会 



 
 
 

 

 

 進化論を唱えたダーウィンは、「最も強いものや最も賢いものが生き残るのではない。最も変化に 

敏感なものが生き残る」という考えを示したと言われています。 

 

 社会変化の激しい時代には、さまざまな問題に悩まされます。それを仕方がない、諦めた、というの

ではなく、その時にこそ“考え方や、行動を変化させる”１つのきっかけとなります。 

 そして、社会の変化に上手に対応していける地域が、災害が起きても乗り越えていける地域になると

思います。 

 社会の変化に対応をしていく中で、地域で培った人と人との絆は大切です。何かあったときに頼める

人がいて、そこに豊かさを感じられる、そういう関係をわたしたちがつくっていければと考えています。 

 

 この研究会はまずは、解散しますが、この報告書の意味をきちんと伝えていくための啓発活動が、こ

れからの役割としてあげられます。 

 研究会では、「災害による横須賀での犠牲者ゼロをめざして」をスローガンとしています。この

スローガンは、道半ばであります。このスローガンを継承しつつ、この後、どう目標をつくり、どう発

展させていくのかが次の課題となります。 

 今回「横須賀市社会福祉協議会」と「県立大学にボランティアセンターをつくろうの会」が主催で行

いましたが、１つの機関・団体で取り組むのではなく、さまざまな機関や団体が関係をもつ場ができる

ように今後とも取り組んでいきたいと考えております。 

 

 

横須賀災害時要援護者研究会 一同 

 

 

 

 

 
 

 

 

お わ り に 
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  参加いただいた方々  県立保健福祉大学              石井翔馬 
  （順不同・敬称略）  県立保健福祉大学              大矢紘子 
             県立保健福祉大学              慶田城 政太郎 
             県立保健福祉大学              中村友季恵 
             県立保健福祉大学              西村 翠 
             県立保健福祉大学              野沢茉由 
             県立保健福祉大学              二見賢治 
             県立保健福祉大学              若月由美子 
             県立保健福祉大学大学院           金 成美 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     泉 宗興 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     海野千秋 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     大谷泰司 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     大塚明美 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     奥村和昭 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     川手富美男 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     川手トシ子 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     桐山美智子 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     小座野正法 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     清水昭三 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     清水君子 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     鈴木良子 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     鷹野克彦 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     堀越 進 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     増田正義 
             横須賀災害ボランティアネットワーク     明珍スイ 
             知的障害者地域支援ネットワーク       浅羽昭子 
             知的障害者地域支援ネットワーク       石田恭子 
             知的障害者地域支援ネットワーク       関根雅子 
             知的障害者地域支援ネットワーク       藤宗良子 
             知的障害者地域支援ネットワーク       三村幸子 
             知的障害者地域支援ネットワーク       若林千波 
             要約筆記勉強会「海」            石井千恵子 
             要約筆記勉強会「海」            長田絢子 
             要約筆記勉強会「海」            川本清子 
             手話学習者                 櫻井修子 
             手話サークル関係者             佐藤育子 
             社会福祉法人興寿会職員 
              ／ハンディキャブよこすか（送迎グループ） 吉岡寿一 
             横須賀市聴覚障害者団体           浜津順子 
             横須賀中途失聴者・難聴者の会「こだま」   菅原睦子 
             地域活動関係者               荒井孝三 
             災害に関心のある地域住民          青田好晴 
             災害に関心のある地域住民          青田エリ 
             民生委員児童委員              林 美佐子 
             個人ボランティア（重機操作等）        阿部浩朗 
             鎌倉保健福祉事務所保健福祉課        千葉英雄 
             神奈川県社会福祉協議会           薬師寺 朴 
             横須賀国際交流協会             新倉千草 
             横須賀市国際交流課             松本義弘 
             横須賀市国際交流課             桐ヶ谷良之 
 
  （ 事務局 ）     県立大学にボランティアセンターをつくろうの会     荏原優子 
             県立大学にボランティアセンターをつくろうの会     菅野恒平 
             県立大学にボランティアセンターをつくろうの会     吉野綾香 
             県立大学にボランティアセンターをつくろうの会     加納佑一 
             よこすかボランティアセンター             梅田英治 
             よこすかボランティアセンター             鈴木 正 
             よこすかボランティアセンター             平野友康 
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