


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■特集：障害のある人と防災 

障がいのある人の防災について 

 ～災害対策の基本から、助かるための仕組み作りまで～ ___________ 高橋  洋 1 

さくらピアの防災活動 ______________________________________________________ 本田 栄子 5 

障害をもっている方と災害への取り組み _________________________________ 鵜澤ひとみ 9 

■レクリエーション 

スポレクキャラバン隊 

 ～障害のある方へスポーツ・レクリエーションの「出前」～  _____ 脇   悳 12 

■スポーツ 

台風19号災害と長野県障がい者福祉センター「サンアップル」 _______ 太田 澄人 15 
 

第３３回障害者による書道・写真全国コンテスト 

写真部門 銅賞 ｢今日は、晴れ」 

名古屋市  市川 貞夫 
 

（作品ＰＲ） 

 晴れの日に岐阜の祭りに行き、傘が映えてとてもキレイでした。 

（寸評） 

 お祭りに展示してある和傘を美しい光の中で捉えて日本的な表現に

なっています。 

 このコンテストは、障害者の文化活動等の推進を図る

ことで技術の向上、自立への促進並びに積極的な社会参

加を目的として、(公財)日本障害者リハビリテーション

協会（全国障害者総合福祉センター）の主催により毎年

開催されているものです。第33回を迎えた今回のコンテ

ストでも、全国各地より184点（写真部門）にのぼる素

晴らしい作品がよせられました。 

目 次 
2019年秋号 

←これは、SP コードです。 

専用読み取り装置の使用により、誌面の内容の音声出力 

が可能です。 
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障がいのある人の防災について 

～災害対策の基本から、助かるための仕組み作りまで～ 

（当事者、家族、支援者、施設、行政、ボランティア他） 
 

認定 NPO 災害福祉広域支援ネットワーク・サンダーバード(※) 

副代表理事 高橋 洋 

 

１．大災害に備える 

日本は、災害大国と言われます。それは、日本

のある「場所」「位置」が大きく関係しています。

面積が、地球の0.05％しかないにもかかわらず、

マグニチュード６以上の地震の約20％が日本付近

で起き（内閣府「わが国で発生する地震」）ていて、

地震や津波の被害を受けることが多いのです。造

山運動や火山活動が活発で、列島の背骨に当たる

位置に山脈があること。これは、内陸の地震が多

数発生するというだけでなく、冬の日本海側の降

雪（大雪災害）や、南側斜面での大雨（洪水、土砂

災害）をもたらす地形となっています。ユーラシア

大陸の、東の縁にあるために、ちょうど台風（熱帯

低気圧）や、温帯低気圧の通り道にあたり、大雨や

暴風雨災害の起きやすい場所です。 

「災害に立ち向かう」という言葉がありますが、

自然がおこすものは止められません。地震、津波、

台風、低気圧、大雨、竜巻・・・このようなもの

は、人の力でとめることはできません。どうやっ

て上手に身を守っていくか、みんなで知恵をだし

て、力を合わせていくしかないのです。 

一方、災害には人間が起こすものもあります。

被害者にしてみれば、大きな災害も、小さな災害

も被害を受けたらつらいですし、日々起きている

火災、交通事故も被害者にとっては大災害と同じ

です。みんなで注意して無くしていけると良いの

ですが、大きい「人為災害」は、人々の知恵と力

で、起こさないよう努力をおこたってはいけませ

ん。しあわせなことに日本では70年以上おきてい

ませんが戦争災害が、いまでも世界のあちこちで

起きています。原子力災害も、原子力発電を無理

やり進めたことが原因でしょう。 

次々と起こる一つひとつの災害。具体的な被害

を受けた被災者にとっては、災害の大小はあまり

違いがありませんが、被災者を支援する力は、大

災害だと不足しがちです。そこが、 大の問題で

す。災害の発生が少なく、被災者数も少ない時は、

義援金なども十分な額が、一家族ごとの被災者に

いきわたった災害も、過去にはありました。しか

し、近年では次々と被災し、支援者も、物も、お

金も足りなくて苦労するような災害ばかりとなっ

てきました。 

日本が災害列島であり、何処にいてもなんらか

の災害から逃れられない状況の中でも、 大の災

害が大地震、巨大地震とそれに伴う津波災害です

ので、そこに注目していきましょう。 

いろいろ困るのが大災害ですが、どこかに避難

することばかり、強調されすぎています。確かに、

逃げることでしか全うできない命もあります。一

方、その人の心身の状況、病気の状態によっては、

逃げられないから、大災害で亡くなってしまう割

合が高くなると言っても、言い過ぎではないで

しょう。 

 

１－１ 大災害から助かる条件とは！？ 

自宅にいる時に大地震が起きても、命が助かり、

当面は無事に過ごせる条件は、どんなものでしょ

うか。第一は、住んでいる土地が安全であること

です。それは、崩れる、液状化するというその地

面特有の問題が無い場合。そして、津波や洪水な

どで浸水する心配がない土地であること。第二に

は、住んでいる家の内外が安全であること。建物

が十分な耐震性を備えていて、その地域での予想

大震度に耐えられるものであるこ

と。同時に、付近に倒壊して火災が

発生する可能性の高い脆弱な建物が、
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ほとんどない地域に建っていること。

自宅の中で重量家具の固定など、大

地震時でも比較的安全な状態に保た

れていること。第三に、自宅に籠城できること。

大災害が起きて、交通や、電気、ガス、水道など

が止まったとしても、数日から一週間程度、自宅

等で籠城ができるだけの、必要物品が用意されて

いること。 

「それは理想論にすぎるよ!!」「改善するには途

方もないお金と、労力がかかる」「毎日が生存のた

めの“闘い”なのに、災害のことまで取り組めな

い」というような、多数の声が聞こえるようです。

なるほど、そのとおりでしょう。短期間に、上述

の第一～第三までの状態にすることは、不可能と

言えます。 

 

１－２ 災害から助かる条件を整えるには！？ 

第一の問題 「住んでいる土地が安全な土地か」 

この問題が、災害によっては決定的と言えるも

のです。 

個人的に行うにしても、法人等の負担で行う場

合も、公の支出がある場合も、資金的には一番大

変です。津波、水害、土砂災害、液状化などの被

害が想定される場合には、短期的な対策としては、

可能な防災対策・避難対策に速やかに取り組む必

要がありますが、根本的解決にはなりません。 

長期的には、次のように考えていく必要がある

でしょう。 

個人が、賃貸物件に居住している場合は、引越

しの際に、どういうところに住んでいれば、災害

の影響を受けにくいかをよく考えて、住む場所を

選んでいただきたい。自己所有の物件に住んでい

る場合は、何らかの機会があれば、転居すること

までも考えておいてください。 

法人等施設の土地、公共施設の土地で、災害リ

スクが明らかに高い場合は、長期課題として移転

を決めていただく必要があります。 

直ちにとか、今すぐにとか申し上げるつもりは

ありません。しかし、「単なる理想論だよ」とあな

どって、このような考え方を投げ捨てないでくだ

さい。2019年の水害後の被災福祉施

設の聴取り調査の中でも、「長期的に

は移転を考えている」と答えていた

だいた施設長がいらっしゃいましたので、参考に

してお考え下さい。 

 

第二の問題 「住んでいる家や、その内外が安全か」 

阪神・淡路大震災の 大の教訓として、「建物な

どの耐震性を確保し、重量家具の固定をしておく」

があります。阪神淡路大震災の直接的犠牲者の約

８割が、壊れた家や倒れた重量家具などに押しつ

ぶされて亡くなったからです。密集した市街地で

は、火災が延焼して拡大し、街が焼け野原になっ

てしまい、倒壊等で避難ができないと焼け死ぬと

いう問題もあります。 

密集した街並みで、倒壊した家屋が多数集中す

ると、第三者による救助もままなりません。この

ような木造住宅密集市街地は、街を作り替える事

業が行われますが、街を改造するには長い時間が

かかります。（Ｎ区Ｅ北部地区では、1989年に10

年計画で着手し、完了まで24年もかかりました。） 

住居を定める時に、家賃が安いからという理由

だけで、危険性の高い賃貸住宅を選ばないように

しましょう。例えば、駅近くではなく、ちょっと

離れた程度でも、家賃相場は変わります。 

 

第三の問題 「大災害が起きても自宅籠城が可能か」 

「障害者の方でも、車いすの方でも、どなたでも

大丈夫ですよ」というような避難所ばかりならよ

いのですが、実態は「対応できません」などとい

う事になりがちです。そこで「福祉避難所」が準

備されているのですが、多くの災害の際に、必ず

しもうまく動き出しませんでした。もともと、「災

害発生後３日目をめどに開設し、一般の避難所で

生活が難しい人を受け入れます」などとされてい

ます。仮に、原則は上述のようでも良いかもしれ

ませんが、一般の避難所で生活が難しい人は、３

日目でなく 初から難しいですから、もっと工夫

があるべきです。 

障がい者や家族等の生活は、普段からそれぞれ

大変です。災害が起きると、自宅建物が無事であっ

ても、中が混乱し、ライフラインが停止して、益々

生活しづらくなります。 

それでは、どうしたらよいのでしょうか。とる

べき方向は二つです。 
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避難所での福祉対応の充実 

一つ目は、避難所を何とかすること。一般避難

所での、福祉対応の充実です。避難所、福祉避難

所が、どうしたらうまくいくのかを、避難を必要

とする当事者も交えて、皆で考えることが大切で

す。当事者が避難所、福祉避難所での防災訓練に

できるだけ参加して、意見を伝えて、改善を求め

ることも大事です。 

 

自宅籠城作戦の準備 

二つ目は、自宅籠城作戦を準備しておくことで

す。ライフラインの水道、電気、ガスなどが止まっ

ても、自宅などで飲み水、食べ物、トイレ対策が

できていると、数日は籠城できます。 

飲み水や食べ物ですが、特別な「防災用品」は

必要ありません。何種類かの、簡単に食べられる

食品や飲料水などで、普通にお店で売っているも

のを買って、少し余分にストックしておきます。

いつも、少し余分にあるようにしつつ、新しいも

のを買い足して、保存しておいたものを順次使っ

ていきます。この「少し余分」というのが大切な

のです。普段から重量家具とともに冷蔵庫を倒れ

ないようにして置きましょう。大災害時は、まず

冷蔵庫内のもの、翌日以降冷凍庫内の溶けたもの、

合わせて少し余分にストックしている簡単に食べ

られるものを組み合わせて、数日間の籠城用飲食

物とするのです。（大地震だけでなく、台風などの

風水害、新型インフルエンザ等の感染症大流行な

どの外出抑制の場合も有効です。） 

トイレ対策は、室内の洋式トイレをそのまま使

います。ふろ水を捨てずに確保できていれば、と

りあえず水洗が使えます。大きいビニール袋を便

器にかぶせ、更に袋をかぶせて用を足し、少し溜

まったらいろいろなもの（吸収の良い紙類、猫砂

など）で吸わせて固め、蓋つきの容器（ごみバケ

ツなど）で保管します。後日臭気を出さないよう

注意しつつ、自治体指定のゴミに出します。トイ

レ用品は、災害時だけ必要になるので、専用の災

害用のトイレセットでも良いです。 

 

２．災害時に障がい者、高齢者などの「要配慮

者」をどのように支えるか 

まず考えてみましょう。平常時に、障がい者、

高齢者などを支えているのは、誰な

のか。本人、家族、近親者。障がい

福祉、高齢福祉などの福祉関係者、

事業者で働いている人々。近隣の人の場合もある

でしょう。 

この人たちが、災害時に支える動きができて、

その力が障がい者、高齢者を支えることができる

のかどうかを、順次考えていきます。 

第一の要素は、本人を取巻く状況。本人の障害

特性により必要な動き、物事があります。加えて、

家族（未成年なら保護者）、近親者の状況により、

本人を取巻く「力」の質と大きさが、それぞれ違

います。 

第二の要素は、災害の被害の質と量です。これ

によって、困難さが大きく変わります。大地震だ

けなのか、津波の被害があるのかないのか。ライ

フラインは、どうなのか。自宅にとどまれるのか、

避難所に行く必要があるのか、等々。 

第三の要素は、第一以外の「支える力」の状況

です。注意しなければいけないのは、同じ地域で

災害が起きているので、それらの「支える力」も、

同じように被災していることです。 

近隣の人々の余力はあるのか。自分たち（当事

者、家族）は、普段から、その人たちに知られて

いるのか、いないのか。避難行動要支援者名簿に

載っていて、それを地域の自主防災組織等が持っ

ているのか。訓練などで、実際に障がい者の避難

行動を支援する仕組みが、動いてみたことがある

のか。近隣組織だけでは、長時間支えることがで

きない場合、ボランタリーな組織につなげること

ができるのかどうか。 

日頃から支えている福祉事業は、災害時でもな

んとか動き出す力があるのか。つまり事業継続に

取組んできているのか。 

終的には、上に述べた第一～第三までの要素

を掛け合わせたものが、「支える力」となります。 

 

３．いろんな物事をむすんでいかないと 

社会が「効率」だけを求めると、「縦割り」が進

みます。効率だけを追い求めていないとしても、組

織で取り組む事業規模が大きくなる

と、同じような傾向が出て、役所や大

企業などは、そうなりやすいです。 
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「餅は餅屋」の防災対策 

行政について言うと、福祉は福祉、

防災は防災となっていることは、仕

方が無いとしても、「災害時のことは防災部局でな

いとわからない」という状況だと、実際に災害が

起きた時、行政は上手に動いてくれません。福祉

部門の防災のことは、福祉部局が主導で準備し防

災部局がそれを支えるというのが、災害時に福祉

的分野が機能する一つの方法です。これを防災業

界の一部では、“「餅は餅屋」の防災対策”と呼ん

で、推奨しています。 

 

避難生活を送る場所 

被災者が避難生活を送る場所は、多様です。自

宅（在宅避難）、近くの安全な場所（公的施設、宿

泊施設）、慣れているところ（障害者の通所施設）、

以前に通っていたところ（特別支援学校など）な

どがあり、地域の公的、私的施設から、福祉的施

設まで多様です。このような場所が指定避難所や

福祉避難所になっていると、多少なりとも安心で

きます。 

 

被災者を支える力 

被災者を支える力も、一つではなくいろいろあ

り、それぞれが強みや弱点を持っています。避難

行動を支援してもらう必要がある方々、避難所で

の生活を支えてもらう必要がある方々、在宅での

避難生活を支援する必要がある方々などなど、必

要な方々の支援に、それぞれ力を発揮できる支援

者が届くことが大切です。 

行政、地域、福祉施設・事業者などが、主導し

て、会議・防災訓練などを行い、当事者（本人、

家族等）も参加できると、本番に役立つ災害対策

にだんだんと近づきます。 

例：その１ 避難行動を支援する必要がある方々

には、比較的近くにいる人が必要です。近隣

の人 （々中学生以上）、自主防災組織、消防団

などがそれにあたります。訓練などを通じて、

知り合えると力になります。 

例：その２ 避難所生活を支えるのは、家族、保

護者などと、地域の自主防災組織で

すが、みんな被災者なので限界もあ

ります。一般ボランティアによる助

力も、福祉系の応援者も大切です。そして、

日頃からの支援者が加わると助かります。 

福祉避難所も、避難所の一種なので同様です。

（家族、保護者等も一緒に避難します。）行政、社

会福祉協議会（災害ボランティアセンター）、福祉

事業者、地域組織の協働ができると、力を発揮し

ます。 

例：その３ 在宅での避難者を支援する際に、近

隣の自主防災組織などが動ければよいのです

が、安否確認程度までで、それ以上はボラン

ティアや、日常の支援者の力も必要です。在

宅の場合は、特に避難している人が「見えに

くく」、またライフライン一時停止など、日頃

の状況と違うので、直接支援者（家族、保護

者）を支援しないと、生活が立ち行きません。

（例：その２と同様、協働が大切です。） 

 

４．当事者も含めての取組で良い方向へ 

災害対策（避難支援、避難所、福祉避難所、在

宅避難）の準備の中で、当事者の方々の「声」が、

生かし切れていません。災害時は「支援が全く足

りない」と感じられるでしょう。納得感のある支

援を受けていくためには、防災訓練への参加、そ

の振り返りによる災害時の支援内容・方法の再検

討などが必要です。 

災害時の、限りある力の中で、当事者（障がい

のある被災者、家族、保護者等）に有効な支援が

届くためには、計画、訓練、見直しなどのそれぞ

れの段階での検証、意見の反映などが重要ですが、

まだまだ取組が足りない地域が多いのです。都道

府県、市区町村行政、社会福祉協議会、福祉法人、

事業者などのうちから、まずは一緒に取組めそう

なところと、災害時に助かる方法を考え、少しず

つでも変えていくことが大切です。 

 

（※）この団体は2005年に、災害時の福祉施設相互支援

等を目的に作られた団体で、社会福祉法人、事業者等の

事業継続や福祉避難所運営、行政担当者や地域の防災組

織、当事者などの防災対策普及啓発に取り組んできまし

た。 

 

jsrpd03
スタンプ

jsrpd03
スタンプ
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さくらピアの防災活動 

 
豊橋市障害者福祉会館さくらピア 

事務長 本田 栄子（手話通訳士 防災士） 

 

★はじめに 

障害者の防災対策はなかなか進みません。理由

は様々ですが、目の前の療育、教育、医療、就労

等の課題に取り組むのが精いっぱいで、いつ起こ

るかわからない災害のことまで手が回らないのが

実情です。災害のニュースを見るたびに大きな不

安を抱えているというのに…。 

豊橋障害者(児)団体連合協議会(以下豊障連)で

は、2009年に豊橋市障害者福祉会館さくらピアの

指定管理を受けました。会館の管理運営を担うに

あたり、私自身危機管理や防災分野への知識も経

験も皆無に等しいことに気が付き、いくつかの防

災研修に参加しました。配布された資料を読み解

くと阪神淡路大震災以降、国の事務局レベルの防

災構想には「災害弱者対策」という言葉がすでに

登場していました。では市町村は？当事者は？福

祉関係者は？これを読んでいるみなさんの周りで

はどうだったでしょうか？私の周りでは福祉避難

所とは名ばかりで何も、本当に何もありませんで

した。 

 

★避難所体験第１回～８回宿泊型 

はじめの８回は、講演・話し合い・宿泊・反省

会の４企画を１泊２日で実施しました。障害当事

者団体が防災活動をするのは全国的にもまだ珍し

く、その活動は「防災まちづくり大賞総務大臣賞」

「内閣総理大臣賞」「防災教育チャレンジプラン防

災教育大賞」を受賞し、３度東京で表彰式に出席

しました。周囲は防災を専門に活動している人が

多く、私はちょっと居心地が悪い思いをしました。

普段接している福祉分野の人とは雰囲気が違いま

す。しかし交流会等でお話ししてみると、どこの

地域の団体も「障害者や高齢者の対策をしなけれ

ばと思うが、何から手をつければいいのかわから

ない」という意見が多かったのです。 

2016年4月から障害者差別解消法が施行されま

したが、縦割り行政の防災施策は、一部の熱心な

防災関係者と役員までで留まっていて、障害者の

ところまでは届いていませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さくらピアは、障害者のさんか(社会参加) つ

ながり(地域連携、団体連携) あそび(余暇支援)

せいかつ(日常生活、社会生活の充実)を応援する

目的で会館運営をしています。従っ

て、防災教育は日常生活の延長線上

【宿泊型避難所体験】夜の話し合い
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にあることを認識してもらうために

は、もっと気軽に身近にできる防災

企画が必要だと考えました。宿泊体

験８回を重ねて一応の成果はあるものの、「まだみ

んなのものになっていない」感は否めませんでし

た。 

 

★他団体とコラボ企画 

そこで、福祉避難所に障害者だけが集まっても

運営ができないこと、地域の避難所に障害者理解

を広めることを課題として、第９回・10回は社会

福祉協議会の防災ボランティアと連携し、ボラン

ティア受け入れ訓練と申し込み訓練をしました。

さくらピアから300ｍのところにある総合福祉セ

ンターあいトピアにグループで徒歩移動し災害ボ

ランティアを依頼するのですが、初対面の人に障

害のことやニーズを説明するのはそう簡単ではあ

りません。また受け入れ側も例年は内輪だけの訓

練だったため、実際に障害者と接するのが初めて

でした。聴覚障害者との筆談、絵カードの利用な

ど手話通訳者がいない場合のやりとりや話の長い

高齢者の会話時間の配分、わかりやすい言葉遣い

など実践的な研修ができました。 

他団体との連携は大切で重要な課題ですが、事

業実施までにはこまごまとした労力、時間とエネ

ルギーを必要とする準備作業が要求されます。防

災活動の趣旨説明をし、書類を作り、時間調整、

打合せ云々を考えると当事者グループ内で完結し

た方が運営者にとって楽な場合が多いのも事実で

す。どこの団体にどんな協力を要請していけば効

果があり、お互いに成長できるのか工夫が必要で

す。事業運営者側の職員や役員が疲れてしまわな

いような配慮も大切です。 

「運営を若い人に」などと大雑把

に協力を求めるのではなく、「適材適

所」「できることをできる人ができる

時」を念頭にいれて、協力しやすい依頼方法、具

体的なイメージ、実戦経過報告の可視化を心がけ

る事が効果的だと思います。高校の手芸部に防災

釣りゲームの用具作成を依頼したことは、具体的

な協力要請だったので快諾していただけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★みんなが防災タイムを 

さくらピアの2016年からの防災行事４つのうち、

一番成果が大きかったのは「防災タイム」です。

新しい予算も必要なく、職員のやる気だけで実施

できます。９月の防災月間に15分の防災タイムを

設け、来館者が建物の避難経路を確認し、グルー

プでの安否確認や避難行動について考える時間を

作っていただきました。さくらピアでは車いすテ

ニスの人も、手話サークルも、障害者団体の役員

会も、９月に会館を利用した全グループが実施し

ました。2019年は80団体のべ625名の参加がありま

した。アンケートをとって見やすくまとめ、職員

ミーティングでその都度反省、改善していきまし

た。建物は１日４回定期巡回をしますが、職員だ

けでは気が付かないこともあります。沢山の目で

建物の確認をするので、危険箇所などの早期発見

にも役立ちます。 

小中学校などでは社会見学で地域の公共施設を

訪れる機会もあると思いますが、帰る前にその建

物の非常階段から移動するという方法はどうで

【防災ボランティアと連携企画】

聴覚障害者と絵カードを使って会話



2019年秋号 特集 

－7－ 

しょうか？申し出を受けた建物管理の職員も再確

認をするでしょう。訓練対象者が固定している学

校関係と比べると、社会人の防災教育が難しいの

は事実です。しかし趣味や市民活動、会議などで

不特定多数の人が出入りする公共施設が連携する

ことによって身近な防災活動ができ、広い分野の

多数の方に体験していただけることがわかりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★親子防災 

さくらピアは障害者が主に利用する施設なので、

障害のない人は建物の存在すら知らない人がたく

さんいます。もし災害が起きて福祉避難所になっ

たとしても、職員９人だけではどうしようもあり

ません。掃除をしたり支援物資を運んだりするボ

ランティアが必要です。有事の際に初めてさくら

ピアの建物に入る、または障害者に接するのでは

なく、事前に知り合い、顔がわかる人が多くいれ

ばどんなにか心強いことでしょう。 

また、学校では福祉教室などで障害者のことを

学ぶ機会があっても、親世代が障害者のことを知

る機会が少ないこともあり、夏休みに親子で防災

と福祉を学ぶ企画をつくりました。２時間のカリ

キュラムで、１時間目は防災をテーマにした工作、

100均座布団で作る防災頭巾や新聞紙スリッパ、

ペットボトルランタンを親子で作成。２時間目は

障害当事者を講師に１年目は聴覚障

害、２年目は視覚障害、３年目は知

的障害、2019年は重度心身障害者の

理解としてボッチャ体験を行いました。ある健常

の小学生は、ご褒美のメダルに名前がかけない障

害児のために代わりに書いてあげていました。親

にも子にも心に残る一日になったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★防災マンガ「障害者が避難所に来たら」の

普及 

2015年に避難所体験のワークショップで参加者

が作成した防災ラジオドラマ「障害者が避難所に

来たら」が、コンテストで 優秀賞を受賞。その

シナリオでマンガを制作しました。公共施設の他、

市内医療施設440カ所に配布、他に麺組合、美容院、

喫茶店などに配置して、防災と福祉理解の２つを

市民に広げています。当事者発信の目線で分かり

やすく描かれており、全国の防災研修などでも広

く活用していただいています。教育機関の副読本

等としても効果があると考えます。 

 

★２０１９防災運動会 

2019年の避難所体験は、より参加しやすい運動

会の形をとりました。ご存知の方も

多いと思いますが、これは岐阜県の

社会福祉法人岐阜アソシアさんが10

【親子防災】目が見えないってどんなこと？

【防災タイム】2 階の待避所へ避難
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年以上前から実施している行事です。

私も５年前に視察に行き、豊橋に合

う企画を温めてきました。 

体育館に避難所のように集まり、そこで、 

①非常食配達ゲーム（30人ほどのグループで飲

料水や防災食などを参加者に配布する） 

②大声コンテスト 

③防災釣りゲーム（車いすに乗ってフェルトで

作った非常持ち出し袋の中身を釣る） 

④わっしょいリレー（長布を全員で持ち防災

グッズを送る） 

の４種目を行いました。校区や施設の運動会と違

い、初対面の人と声をかけあって作業をするのは

遠慮もありなかなか難しい面もあります。でもそ

の戸惑いやコミュニケーションの不便さを体験し、

「もし本番の時はどうしよう？」と考えることが

災害時の行動の思いやりにつながると思います。

障害者も支援者も街の人も、練習が１度でもあっ

たほうがいいに決まっています。障害者施設から

の団体参加も含め、障害のある人ない人が半々ぐ

らいの割合で参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

★障害者こそ他の人より防災意識を高く 

第１回避難所体験のとき、防災ボ

ランティアの方が「厳しいかもしれ

ないけれど、障害者こそ防災意識を

高く持って命を守ってほしい」と言われました。

障害者の死亡率が健常者の２倍と言われた東日本

大震災以降、少しずつではありますが政府も市民

も災害弱者対策を考えはじめていることは当事者

団体として実感しています。特に2016年は障害者

差別解消法が施行されたこともあり合理的配慮が

話題になり、災害時要援護者対策について取り組

もうとしている団体も多いようです。また、個々

の障害者施設でも対策をしていると思いますが、

施設がお休みの日や、地域の中で被災した時の行

動についてはまだまだ連携が足りないように感じ

ます。具体的な連携の第一歩は既存の訓練に障害

当事者が参加することから始まります。「うちの子

には無理」とあきらめて地域の訓練に参加したこ

とのない方も多いです。受付で名前を書いてすぐ

帰ってしまってもいい、会場に車いすトイレが無

いから帰りますでもいい、長い防災講話は我慢で

きないので途中退場でもいい、「耳が聞こえないの

で書いてください」と身振りで頼んだり、大人が

おむつを替える部屋はありますか？呼吸器の電源

は借りられますか？と主催者に聞いてください。

参加して一言アンケートに書いてください。 

当事者の発信が、一番強く人の心や行政を動か

します。 

個々の障害者に対する支援体制はマニュアルの

中ではなく、地域の日常生活の現場で出会った

人々と共に培われていくものだということを自覚

し、障害当事者団体がリーダーとなり、発信者と

なり、一般市民と協働して防災活動を実践できる

ことを願っています。 

 

※さくらピアの防災活動は、 

http://hosyoren.jp/sakurapia/ 

       より詳しくご覧いただけます。 

 

【防災運動会】防災釣りゲーム
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障害をもっている方と災害への取り組み 

 
障害者支援施設モア・しょうえい 

サービス管理責任者 鵜澤 ひとみ 

 

千葉県唯一の村、長生村にある障害者支援施設

のモア・しょうえいという施設です。18歳以上の

障害のある方が暮らす昭和51年開設の施設です。

日中は生活介護、夜間は施設入所支援のサービス

を提供しています。入所定員は35名。ショートス

テイ1名。実際に入所されている方達は元々は身体

障害者療護施設という種別の施設であった為、身

体に障がいのある方が主で、ほとんどの方が車い

すを使用しています。障がいの原因は脳性麻痺の

方が最も多く、次いでその他の疾病や脳血管障が

い、交通事故等です。皆さんとてもお元気ですが、

年を経るごとに重度化も進んでいます。  

身体障害者手帳の等級は１級が全入所者の60％、

２級が37％、手帳なしが3％。障がい支援区分では

区分６が60％、区分５が31％、区分４が3％、区分

３が6％です。 

さて、千葉県では今年度は9月9日の台風15号か

ら始まり10月12日の台風19号、10月25日の集中豪

雨とほんの２ヵ月程の間に次々と災害に見舞われ

ました。 

特に台風15号はここ十数年経験したことのない

暴風雨で、モア・しょうえいでは車いす倉庫の外

壁サッシが破損し雨風が吹き込みました。また敷

地内の樹木が倒れたり、電柱が傾いたりしました。

中央廊下では天井から沢山の雨漏りがあり、ポリ

バケツがすぐにいっぱいになる状態でした。 

台風が通過後、片づけをして安心しておりまし

たが、その２日後の9月11日午後3時20分頃から停

電になり、施設内の電気が全く使えなくなりまし

た。東京電力に問い合わせたところ狭い範囲の停

電であれば２時間ぐらいで復旧するので、それで

も復旧しないようであれば連絡下さいということ

でしたが、２時間後再度電話をしても問い合わせ

が殺到しているようで固定メッセージが流れ、切

れてしまう状況でした。 

当日はまだ暑さが厳しく、ニュースでは熱中症

で亡くなった高齢者のことが報道されたばかりで

した。 

復旧の目処が立たない為、法人として購入して

あった自家発電機を３台出してみたものの、その

操作については誰も学習しておらず、箱から出し

てマニュアルを読み、ガソリンとエンジンオイル

が必要なことが分かりましたが、携行缶は購入し

ておらず、また契約し訪問してくれるガソリンス

タンドも台風による停電で店が閉まっている状況

でした。ガソリンスタンドの店長の自宅へ職員が

出向き事情を説明してお願いし、予備に取って

あったガソリン40ℓ 缶１つとエンジ

ンオイルを持って車で来てもらいま

した。発電機はバッテリーが上がっ
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ていた状態でしたが、車から充電し

使えるようになり、早速、利用者を

食堂に集め、自家発電機からコード

リールを経由し、扇風機６台を設置し暑さを凌ぎ

ました。また、投光器を食器を洗う為配膳室に１

台、利用者・職員の移動の為男性棟に１台・女性

棟に２台置き視界を確保し、介護職員は首から

LED ライトを下げ、夜間も利用者に対して安全に

介護が出来る様にしました。 

また電気が使えないことから、9月11日夜のごは

んをおかゆに変更しました。 

幸いにも当日の夜8:00過ぎには停電が復旧し、

利用者も体調を崩すことなく済みましたが、発電

機の操作方法の理解や照明、食事内容やそれらの

置き場所などについて見直すことになりました。 

そもそも暴風雨の中、外の防災備蓄庫へ発電機

や非常食を取りに行くことは不可能なことでした。 

台風15号の対応の反省から、今後の災害に備え

まず男性職員を集め、発電機の使用方法について

研修を行い、いつ停電が起こっても冷静に対応が

出来るようにしました。 

２回目に襲ってきた過去最大の猛威を振るうと

言われた台風19号は千葉県でも西側の方を通過し

た為か、15号程の雨風はありませんでしたが、10

月12日当日の夜9：30頃から翌日の午後３時頃まで

再び施設は停電になりました。台風15号の経験か

ら予め施設に用意しておいた自家発電機や投光器、

ランタン、食事のメニュー変更で対応が出来まし

た。 

ランタンは各部屋、洗面所、トイレに設置し、

その都度スイッチを入れて使いまし

た。 

また、発電機からコードリールを伸ばし、ナー

スコール、電動ベッド、冷蔵庫等の電源を確保し

ました。 

初めて長い停電が来るかもしれないという状況

でしたので、当面電気が復旧するまでの３日分の

食事を、防災非常食として２食分を備蓄してあっ

た缶詰めのお粥、レトルトご飯、レトルトカレー、

缶詰類のおかずをメニュー変更して使うことにし、

夕食にはガス回転釜で肉団子雑炊を作り、厨房で

ある食生活センターの停電を乗り切りました。厨

房内は、空調や換気扇も動かず衛生上、窓も開け

られない状態で、その中での調理は窓ガラスが熱

気で曇り、室内は40度近くまで室温が上昇し調理

員の熱中症を心配しました。その後のメニューは

厨房内の室温が上昇しないメニュー変更にしまし

た。 

 

 10月12日(土) 10月13日(日) 

 

朝 

バターロール 

リンゴジュース 

オムレツ 大根サラダ 

ツナパン 

みかん缶 

ヨーグルト 

 

昼 

レトルト御飯 or お粥 

レトルトカレー 

お粥 

煮込みハンバーグ or 煮魚 

和風マカロニサラダ 

 

夕 

レトルトご飯 or お粥 

イワシの蒲焼缶 

しば漬け、のり佃煮 

肉団子雑炊 

桜大根、梅びしお 

 

通常３日分の防災非常食を備蓄するよう決めら

れていますが、今回の災害を教訓に６日分の防災

非常食を備蓄することに決定しました。 

食器洗浄機も停電により使用が出来ないため、

使い捨ての食器やエプロン、スプーン、おしぼり
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等を使用しました。 

今回は初めの停電が日中であり、打ち合わせや

準備をする時間があったことで事なきを得ました

が、ガスや水道が使えない場合も想定して、お粥

を炊く水や、カセットボンベ、備蓄の食料増や水

害に備えての土嚢袋の準備、またガソリンを運ぶ

携行缶の購入など、利用者の命を守る為の対策を

更に進めているところです。 

今回の災害は暑さ対策が問題でしたが、これか

らの停電時は寒さ対策が重要となってきます。 

障がいを持っている利用者の中には、体温調節

が難しい方もいるため、１年を通して停電時の対

策として暑さ寒さ対策が必要となります。 

施設では年３回、火災、地震（津

波を含む）、夜間を想定し防災訓練を

行っています。防災頭巾の着用から

避難誘導、職員の声掛けも重要です。   

訓練時は、利用者、職員ともに真剣に取り組ん

でおり、いざ災害が起きた時でも冷静な対応が出

来るためには、日頃の防災訓練は重要です。 

年々災害の規模が大きくなっており、現に想像

が付かないほどの暴風や大雨の被害も出ておりま

す。電気、ガス、水道などもライフラインが停止

した際の対応方法をマニュアル化しておくことが

大切です。 
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スポレクキャラバン隊 
～障害のある方へスポーツ・レクリエーションの「出前」～ 

 
 

東京児童文化協会 

脇  悳 
 

 

●子どもたちの健全育成を目指して 

障害のある子どもたちにスポーツ・レクリエー

ションを通じた交流体験を提供することは、子ど

もたちの日々の生活に意欲と自信を与え、生活の

質を高める上で大きな価値のある事業だと言える

でしょう。 

「スポレクキャラバン隊」と名付けたこの事業に

取り組んだのは、東京都新宿区に本拠を持つ特定

非営利活動法人「東京児童文化協会」です。この

協会は当初「東京児童文化研究会」という名称で、

昭和40(1960)年に子どもの健全をめざす有志に

よって設立され、それから60年近くにわたって活

動を続けてきました。都内はもとより他県・市の

関係団体や教育委員会と連携して、人形劇、紙芝

居、集団ゲーム等を内容とする巡回子ども会や、

青少年教育・幼児教育の指導者を対象とした実技

講習会を各地で実践してきました。 

近年は、超少子化・都市化の進展によって子供

を取り巻く環境が悪化し、子どもたちの成長発達

に影響を及ぼしかねない状況が広がっています。

そこで平成19（2007）年に、それまでの実績をも

とに組織の拡充を図り、内閣府の認証を受けて「特

定非営利活動法人東京児童文化協会」が産声を上

げたのです。その後、今日に至るまで社会のニー

ズに応えて子どもたちの健全育成に役立つ児童文

化財の開発と青少年教育に関わる指導者の研修を

全国規模で展開してきました。具体的なプログラ

ムとしては、子どもの読書事業（全国読み聞かせ

キャラバン）、作って遊ぼう（子ども工作クラブ）、

親子キャンプや林間学校などの直接子どもを対象

とした事業、さらに小学５，６年生を対象にした

ジュニアリーダー養成、子ども活動

指導者を対象にした総合教育実技セ

ミナーなどの研修事業があります。

いずれも各地の根強い共感者を集め、継続して行

われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●障害のある子どもたちへの支援事業 

子ども活動への支援を続けるうちに新たな課題

が生まれました。それはさまざまな困難を抱えた

子供たちが増えてきているという事実であり、そ

うした子どもたちへの新たな支援事業の必要性で

す。身体が不自由な子どもや知的障害のある子ど

もをはじめ、近年は発達障害児や学習障害児と呼

ばれる子どもたちの問題も注目を集めています。

彼らが「障害児」として排除されることなく、遊

びの文化を通じてそれぞれの発達を追求し、また

周囲の子どもたちと円滑なコミュニケーションを

図れるような手立てを講じる必要が痛感されまし

た。 

東京児童文化協会は平成29～30（2018～19）年

度にわたって東京都健康福祉財団の「子供が輝く

東京・応援事業」の助成を受けて新たな挑戦を試

みました。それは障害のある子どもたちへのス

ポーツ・レクリエーションの楽しさを通じての支

援という課題です。この事業の趣旨と活動内容の

「スポレクキャラバン隊」
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要点は以下のようなものです（実施報告書から）。 

 

【趣旨】障がいのある子どもが、年齢や学年・性別・

障がい等を問わず、広く関心・適性などに応じて

軽スポーツやレクリエーション活動に参画するこ

とで、日々の生活に意欲と自信を持ち、豊かな生

活を営むことをサポートする。 

 

【活動内容】 

○障がい者施設、特別支援学校等子どもたちが入

所・在籍している施設・学校に、軽スポーツや

創作クラフト、伝統芸能など児童文化財にかか

わるレクリエーション種目を、「スポレクキャラ

バン隊」として指導者と教材具の出前形式で届

け、その場で交流体験活動を展開する。 

〇軽スポーツ種目 

①レクボッチャ ②ラダーゲッター ③輪投げ 

④風船バレー ⑤ストラックアウト 

〇レクリエーション種目 

①手作りおもちゃ ②木工作 ③染物 ④科学

遊び ⑤野外遊び 

 

【実施状況】 

〇関係機関との調整：障がい者スポーツに関する

団体と調整し、種目および教材、教具を検討し

た。受け入れ施設や学校の検索にあたり、新宿

区 の障害者福祉センター、社会福祉協議会、教

育委員会、特別支援学校、障がい者施設等との

調整を行った。 

〇事業内容の周知・広報：開催要項とチラシ、ポ

スターを作成し、都内の 特別支援学校（知的障

がい児・肢体不自由児） および新宿区内の放課

後等デイサービス事業所に送付した。 

〇スポレクキャラバン隊（軽スポーツ教室・レク

リエーション教室）の開催：平成30年１月～３

月に計20回（軽スポーツ13回）、参加人数計475

名（対象者330名、介助者・ 保護者145名）。平

成30年４～31年３月までに計43回（軽スポーツ

13回、レクリエーション30回（うち科学遊び7

回）、参加人数計1,109名（対象者739名、介助者・ 

保護者370名）。 

〇スポレクガイドの刊行：種目内容と展開方法を

分かりやすく解説したものを作成した。事業の

定着と継続性を図るため、テキストとして参加

者や関係者に配布した。 

【成果】 

〇複数回実施している施設では、教

室に参加することで今まで出来な

かったことが出来るようになった子どもがいる

との声をいただいた。 

〇実施施設からは好評で、次回の実施を依頼され

ることも多い。新たな参加者が増えたり、複数

学年合同で実施したりと工夫したことで、子ど

も達にとっても良い刺激になったようである。 

〇特別支援学級のある学校では、普通学級の子ど

もと特別支援学級の子どもが一緒になって実施

したが、友達同士教え合うなど、お互いを受け

入れて工作などを楽しんでいた。 

 

●東京都町田市本町田小学校での実践報告  

メインの事業になった「スポレクキャラバン隊」

について、実際の活動がどんなものであったかを

紹介してみましょう。 

******** 

「おはようございま～す」「おはよ～」の子どもた

ちの声が体育館中に飛び交い、元気いっぱいのス

ポーツキャラバンの「出前授業」が、始まりまし

た。 

場所は東京都町田市の中央部にある本町田小学

校。この学校の特別支援学級・みどり学級１組の

４・５・６年生14名、同じく２組の（同じく12名）、

総計26名の学童が赤帽，白帽を被り、体操着に着

替え、整列して元気に体育館に入ってきました。

担任の先生の誘導で、お行儀よく各組２列の体育

座りになってまずは朝の挨拶です。「おはようござ

います！」の声が体育館一杯に響き渡ります。挨

拶が済むと、担任の先生のお話です。「今日は、ラ

ダーゲッターというゲームと、作って遊ぼう凧作

りをします」。子どもたちは口々に「ラダーゲッ

ターってな～に」「僕、凧なら作れる」と、早くも

大騒ぎで、やる気満々の声が飛び交います。「それ

では、今日みんなにラダーゲッター遊びと、願い

凧作りを指導して下さる先生を紹介します。」とい

うわけで、われわれスタッフが子どもたちに紹介

されました。 

「みどり１組は、はじめにラダーゲッター、２組

は願い凧作りをやります。」との指示で１組、２組

の二手に分かれ、それぞれの指導者

を囲んで集まりました。種目活動時

間は45分間ずつ。交代制で二組とも
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２種目の内容の活動を体験できるプ

ログラムになっています。それぞれ

の組にゲストティーチャー２名、支

援の先生と担任がサポートに入り、出前授業とし

ては万全の体制となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ラダーゲッター」組･･･先ず初めに競技に使用す

る、ひも付ボールを見せる。ゴルフボールほどの

大きさの2つのボールが30㌢ほどの長さの丈夫な

ひもでつながれている。片方のボールを手にして、

下に垂れたボールを前後に振り、５㍍ほど先に置

いたラダー（３段梯子）めがけて放り投げる。ラ

ダーの間をボールが通り抜けてしまうことも多い

が、うまくすると横木になっているポールに、紐

がくるくると絡まる。子どもたちはその様子に大

いに興味をかき立てられ、うまくボールがラダー

に引っかかると大喜びで大歓声を上げていた。 

ラダーゲッターの３本の横木にはそれぞれ得点が

決められていて、１番下が１点、真ん中が２点、

一番上の横木に絡まれば３点となっている。その

上、特別ルールがあって、ボールが一度床に落ち

てバウンドしてから横木に絡むと得点が倍になる。

得点を合計してちょうど21点に達するとゲームが

終わる。一通りのルールを覚え、練習をしてから

本番のゲームが始まる。子どもたちは短時間のう

ちにやり方を飲み込み、応援合戦にも熱が入って

来た。学年の差はあるものの、学年が上だからと

言ってうまくいくとは限らない。上手なプレーに

は大きな拍手が沸き、ちょっとしたミスには「大

丈夫、頑張れ」の声が上がった。あっ

という間にチームワークが生まれ、

一般の学童以上の盛り上がりで、初

めての経験のラダーゲッターに全員が夢中になる

という光景が見られた。何回も試合を続けたが、

やがて交代の時間になる。みな、もっとやりたい

という顔つきだった。 

 

「願い凧」組･･･Ａ４の紙に日ごろの願いや目標を

カラーペンで自由に描き、その紙を凧にして飛ば

す遊びである。文字を書くばかりでなく、好きな

絵やイラストを目立つように描いてもいい。「友だ

ちたくさんふやしたい」「サッカー選手になりた

い」「おかねもちになりたい」等々、さまざまな願

いをカラフルに書きつけた紙が出来上がった。 

その紙の中央に、ストローを十字に組み合わせ

てセロテープで貼りつける。これが凧の骨組みに

なる。紙の４隅をバランスよく切り落とすと、凧

の本体ができあがる。これに色紙テープのしっぽ

を付け、ストロー骨の中心に木綿の糸を付ければ

凧の完成だ。 

４年生から６年生の異年齢の作業なので、進み

具合の差があるが、互いに協力し支え合って進め

る。しゃべり合いとなごみ合いの花が咲く。それ

ぞれの凧に糸がついて完成すれば、もう年齢差は

解消。斜めに着けた糸の先を引っ張って宙に浮か

し、自作の凧を引っ張って体育館中をところ狭し

と走り回る姿はまさしく遊びの天国。たった１枚

の紙でできた、重量も軽々としている凧なのに、

これが思いのほかよく飛ぶ。凧をいくつか結んで

の連凧にも発展して、体育館の広い空間に色とり

どりの凧が舞った。 

 

２時限、３時限の２時間続き（途中10分休憩）

合わせて100分間が瞬く間に過ぎました。「ああ、

楽しかった」「またやりたいなあ･･･」とは、色々

な「出前授業」での子どもたちの素直な感想の定

番とも言えましょうが、特に今回の事業からは、

小集団・異年齢でのレクリエーションを軸とした

活動がグループワークとして大きな価値を持って

いることを感じさせられました。 

学習障害、知的障害、心身障害、引きこもり児

童については、個人支援に留まらず、集団遊びを

軸としたコミュニケーション主体の活動が重要だ

と思われます。こうした支援活動を円滑に進めら

れるレクリエーション指導者の養成が課題である

と改めて感じさせられました。 

ラダーゲッターの梯子とひも付きのボール

    （後景の人物は本文とは関係ありません）
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台風19号災害と長野県障がい者 

福祉センター「サンアップル」 
  

  

スポーツ課係長 太田 澄人 
 

○はじめに 
長野県障がい者福祉センター「サンアップル」

（以下、センターとよぶ）は、スポーツや文化活

動を通じた仲間づくり、交流イベントの開催、ボ

ランティアの養成等の事業を通して障がいがある

人もない人も誰もが親しくふれあい、交流の輪を

広げることを目的とした施設です。センターは、

台風19号で千曲川が決壊したことにより浸水の被

害にあいました。センターは、千曲川決壊地点よ

り、直線距離で約1.4km に位置します。この地域

は、長野市の洪水ハザードマップで最大で５ｍ～

10ｍの浸水が想定されている地域です。近隣でも

被害の大きい地区では２ｍを超える浸水があり、

センター館内で約30cm の浸水被害を受けました。

周辺地域一帯が、大きな被害を受けたことは言う

までもありません。復旧には、多くの皆様の支援

と応援をいただきました。被災から90日が経過し

た１月11日、一部施設の工事を残し、営業の再開

を迎えることができました。心より感謝申し上げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、地域の災害復旧には、さらなる時間と

サポートの力を必要とします。 

ここでは、台風19号災害時における当センター

で経験したことを記載します。 

 

○センターへ浸水 
13日午前１時過ぎ、センター近くの千曲川の堤

防で越水が始まった（決壊地点）と情報が入りま

した。その後、同堤防が決壊の可能性があるとの

情報が流れはじめ、明け方になり、千曲川穂保地

区の堤防が決壊しました。朝６時頃、センター敷

地に水が到達し水位が上がり始めます。朝７時頃、

館内への浸水はじまり、床上約30cm に達しました。

屋外施設や周辺住宅地は地盤が低く、深いところ

で約２ｍの浸水があったことが後程わかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センターへの浸水（汚水）による被害は大きく、

地下設備への浸水、電気関係への被害は甚大でし

た。排水、清掃、消毒、電子機器の復旧に多くの

時間と人員を割き、特に、見えない部分（地下ピッ

ト、壁内等）の排水・清掃・消毒は、図面の確認

と目視により、一つ一つ行っていく必要がありま

した。建設時を知る者はじめ、これまでの関係者

からのアドバイスもいただきながら復旧を進めま

した。また、重要な電子情報（個人情報、事務・

事業資料）は、浸水間際で避難がで

きたものの、書類など大半は汚水に

つかり、その後の重要書類の仕分

写真１ センターと千曲川決壊地点の位置

写真２ 浸水時のセンター正面入口付近
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け・再生作業に頭を悩ますことにな

りました。速やかに避難できるよう

にしておくことが、復旧・再開へも

大きく影響します。 

 

○避難 
当日は、障がい者を含む２組の宿泊があり、避

難をするタイミングは大きくは２回ありました。

１回目は千曲川の越水・決壊のあった夜間。２回

目は、近隣の浸水と道路状況が確認できるように

なった明け方です。 

１回目は、夜間であったため、浸水の進行状況、

避難経路（道路）の詳しい状況が得られず、館内

に留まる（もしものときは垂直避難）判断をしま

した。千曲川越水の前から、近隣の千曲川支流が

越水しているとの情報も入っていました。２回目

は、周囲が明るくなりはじめ、センターに出向い

た職員、災害救助に来た者から、周囲の情報がわ

かるようになったタイミングです。この時点で館

内に残された宿泊者の避難を行い、その後、職員

が館内から避難しました。浸水がどの高さ、速さ

で来るのかで、避難のタイミングに悩みました。

また、センターは災害時の避難施設ではありませ

んが、周辺地域に浸水が進む中で避難を求める住

民、外部から住民救助に来る者が一時的にセン

ターに集まる場面がありました。 

今回の教訓として、大規模災害発生の可能性が

あるときは、安全に移動できる段階で避難判断（閉

館を含む）の必要性を強く感じました。避難を行っ

た明け方には、車いすの方、知的障がいの方（宿

泊者）が館内に残っており、もし、浸水の速さ・

高さ、介助が必要な者が今回以上であったならば、

安全な場所への避難は困難であったと感じます。 

 

○復旧 
翌日14日から、センターに事務所を構える団体

（３団体）、設備・清掃業者が集まり、被災状況の

確認と復旧にあたりました。さらに、今回の復旧

に欠かせない存在に、センターボランティア、県

内外の関係者・団体・学校から多くの支援と応援

の力があります。清掃作業一つを

とっても、同じ場所・備品に、同じ

作業を５回、６回と何度も行わない

といけませんでした。また、偶然にもセンターの

耐震天井工事が行われていたため、被災直後から、

復旧のための人員・機材・修繕関係に同工事業者

の協力が得られたことも、90日で再開できた大き

な要因です。復旧作業は、まさしく「ONE TEAM」

となっての90日間でした。 

今回の復旧でポイントになった点を２つ挙げま

す。１つは、ライフラインの復旧・対策と館内設

備チェックです。特に、電気設備の復旧は重要で

した、電気が使用できないことで水道ポンプが作

動せず水が使えるところが限られました。汚水排

水用のポンプなど、清掃機器があっても使えない

状況にあり。自家発電機が用意できてから、汚水

排水、清掃作業をはじめることになりました。地

下ピットの排水には、大型のポンプを毎日フル稼

働して１ヶ月以上の時間を要しています。浸水被

害時に行うこととして、早期の排水・乾燥・消毒

がありますが、これにはセンターの構造を把握し

ておく必要がありました。特に見えない部分、地

下構造・床下・配線などの対応は、臭い・カビ・

衛生面などその後への影響が心配さます。今後に

向けて、センターの構造を含め、今回の経験を引

き継いでいくことが、災害時の被害を少なくする

ことへとつながると考えます。 

もう１つは、ボランティアの受入れ体制です。

障がいの有無に関わらず、大勢の方が復旧の手伝

いをしたいと連絡をいただきました。被災直後は、

受け入れ態勢が整わず、断っておりましたが、日

に日に人手を必要とする作業が増え、体制を整え、

多くの方に協力をいただくことになりました。復

旧には多くの人手が必要になります。事前に復旧

ボランティアの要請方法や受入れ方、職員の役割

を準備しておく必要があります。加えて、洪水か

らの復旧は汚水・汚泥の除去となるため、感染症

の予防を行わなければなりませんでした。マスク、

手袋、タオルは、毎日、使用しては処分するを繰

り返しました。それを知って支援物資を送ってい

ただくことができ復旧の助けになりました。また、

飲用水や捕食の品も上記の理由から不足していく

ところを、皆様に支援いただきました。電気が通っ

てから食べた暖かいカップラーメンがいつもより

おいしく感じたスタッフは多かったと感じます。 
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○障がい者の支援とサテライト施設 
「サンスポート」の災害時の機能 
今回の災害で、センター本館の機能が停止・長

期閉館するなか、センターのサテライト施設（以

下：サンスポート）の存在と活動を欠かすことが

できません。 

災害直後から、長野県内４か所に配置している

サンスポートと携帯電話等を通じて連絡を取り合

い、被害状況、安否確認を行いました。職員間の

情報共有は SNS を利用して一斉に行いました。 

センターのあらゆるものが停止しているなか、

サンスポートまつもと・駒ヶ根・佐久の３つには

被害が無かったため、ホームページ・電話等でセ

ンター本館の状況・今後の対応についての情報提

供を開始しました。 

さらに、サンスポートが地域の施設を活用した

事業を中心としているため、被災の影響の少ない

地域では、災害後２～３日で障がいのある方や団

体への支援・指導、大会等の再開を行うことがで

きました。センターに事務所を構えるサンスポー

トながのについても、被災１ケ月後に連絡手段と

移動手段が確保できたため、地域でのスポーツ・

事業を再開しました。 

本センターは、平成15年よりサンスポートを各

地域の拠点として設置してきており、障がいのあ

る方が暮らす地域でスポーツの活動を進める体制

を整えてきました。今回の災害で、センター本館

が被災しましたが、すべてのセンター機能が停止

することは無く、スポーツを継続、さらに被災し

たセンター機能の一部を補完することができまし

た。この経験を今後の災害対策の一

環として生かしていきたいと考えま

す。 

 

○さいごに 
１月11日（日）にセンターは、一部施設の修繕

を残し再開することができました。地域の復旧作

業がまだ多く残るところ、多くの方に来館してい

ただきました。その中で障がいのある方や団体の

方から聞かれた言葉に、「センターが閉館している

間どこにも行けなかった」「運動するのは３ヶ月ぶ

りです」というものが多くありました。この言葉

を聞き、地域の振興でやらなくてはいけないこと

がまだまだあることを実感しました。身近で活動

ができ、交流ができる環境をスポーツ・文化活動

をとおして整えていけるようこれからもがんばっ

てまいります。 

 

復旧にあたり、多くの皆様にご支援と応援をい

ただき、誠にありがとうございました。 

長野県障がい者福祉センター 職員一同 
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