
どう逃げる？どう生き延びる？



皆さんはこのシーンを覚えていますか？

小山賢一(おやま けんいち)さん

• 盲ろう者

• 映画制作時には石巻市に居住

• 東日本大震災を経験

• 震災時には父の車で避難したが、一人だったら階
段を使って高台に避難しようとしていた。

西原孝至,2017,「もうろうをいきる」,シグロ

12月2日 ＃９ 盲ろうの人の生活 より



このシーンから・・・

私は、このシーンからこれらのことを感じました。

障害者の方たちは、どのように避難し避難生活を送るのだろうか？

重度・重複障害の人たちの日ごろの防災はどのように行われているのか？

小山さんの考えていたように障害者の方が1人で避難できるのか？

東日本大震災のような震災の時に私たちは何ができるだろうか？



ここからたてた問いは・・・

重度・重複障害がある人の東日本大震災における当事者を含めた避難体制
を基に、私たちが今後の自然災害において重度・重複障害がある人に対し
てどのような支援・準備ができるかを考える。



今回、引用した本

写真の引用
左：Bookstore「あと少しの支援があれば 東日本大震災障害者の被災と避難の記録」
https://book.kanpo.net/category/select/pid/23438
2022/01/03
真ん中：Amazon「重症児者の防災ハンドブックー3.11を生きぬいた重い障害のある子どもたち」
https://www.amazon.co.jp/%E9%87%8D%E7%97%87%E5%85%90%E8%80%85%E3%81%AE%E9%98%B2%E7%81%BD%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E2%80%953-
11%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%AC%E3%81%84%E3%81%9F%E9%87%8D%E3%81%84%E9%9A%9C%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%9F%E3%81
%A1-%E7%94%B0%E4%B8%AD-%E7%B7%8F%E4%B8%80%E9%83%8E%E3%83%BB%E8%8F%85%E4%BA%95%E8%A3%95%E8%A1%8C%E3%83%BB%E6%AD%A6%E5%B1%B1%E8%A3%95%E4%B8%80/dp/486342082X
2022/01/03
右：Amazon「東日本大震災と特別支援教育―共生社会にむけた防災教育を」
https://www.amazon.co.jp/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD%E3%81%A8%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2-
%E5%85%B1%E7%94%9F%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%82%80%E3%81%91%E3%81%9F%E9%98%B2%E7%81%BD%E6%95%99%E8%82%B2%E3%82%92-%E7%94%B0%E4%B8%AD-%E7%9C%9F%E7%90%86/dp/4766423232
2022/01/03

https://book.kanpo.net/category/select/pid/23438
https://www.amazon.co.jp/%E9%87%8D%E7%97%87%E5%85%90%E8%80%85%E3%81%AE%E9%98%B2%E7%81%BD%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E2%80%953-11%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%AC%E3%81%84%E3%81%9F%E9%87%8D%E3%81%84%E9%9A%9C%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%9F%E3%81%A1-%E7%94%B0%E4%B8%AD-%E7%B7%8F%E4%B8%80%E9%83%8E%E3%83%BB%E8%8F%85%E4%BA%95%E8%A3%95%E8%A1%8C%E3%83%BB%E6%AD%A6%E5%B1%B1%E8%A3%95%E4%B8%80/dp/486342082X
https://www.amazon.co.jp/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD%E3%81%A8%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2-%E5%85%B1%E7%94%9F%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%82%80%E3%81%91%E3%81%9F%E9%98%B2%E7%81%BD%E6%95%99%E8%82%B2%E3%82%92-%E7%94%B0%E4%B8%AD-%E7%9C%9F%E7%90%86/dp/4766423232


コラムの流れ

実際に被災した重度・重複障害のある家族の経験談

そこから分かること

自分の考え

問いに対する自分なりの考え

※ここでは当事者家族の経験を主として考えたい。

※尚、役職や年齢、学年については当時のものである。



東日本大震災での障害者の人的被害

• 人的被害を死亡率で比較する。
• この資料では、重度・重複障害における
統計はすべて記載されていなかったため、
「障害」を有している方の死亡率をみる。

図の引用：
NHK ハートネット「東日本大震災のデータ(障害者の死亡率)」https://www.nhk.or.jp/heart-
net/topics/19/data_shiboritsu.html
2021/12/30

https://www.nhk.or.jp/heart-net/topics/19/data_shiboritsu.html


課題として、障害を持つ人でも災害で生存できるようなシステム構築が必要ではないか？

東日本大震災での障害者の人的被害

「障害」を有していないつまり健常者の死亡率は0.78%だが、「障害」を有している人の死亡率は1.43%
→障害を有している人の死亡率は2倍になっている。

勿論、亡くなってしまった理由が詳細にはわからないため、「障害」＝「死亡率が高く」なるとは一概
に言えないが、避難体制など命を救うシステムが障害がない人に対するシステムよりも未発達・未熟で
あったことは推測できる。

※前スライドの資料を一部抜粋

図の引用：NHK ハートネット「東日本大震災のデータ(障害者の死亡率)」https://www.nhk.or.jp/heart-
net/topics/19/data_shiboritsu.html
2021/12/30

https://www.nhk.or.jp/heart-net/topics/19/data_shiboritsu.html


まずは避難するーその判断と行動

• 障害がなければ、自分の知見や周りの人やメディアからの呼びかけなどの情報に応
じて自らで避難できる。



まずは避難するーその判断と行動

しかし、障害があれば・・・
視覚障害：周りの被害/避難状況がわからない。移動先であれば避難先がわからない。
聴覚障害：周りの人やメディアの発する呼びかけなどを聞き取ることができない。
身体障害：自らの力で移動することが難しい。

どの障害であっても、周りの状況/情報を踏まえて自らの力で避難することが難しい。



まずは避難するーその判断と行動

実際の体験談などから



• 実際に東日本大震災で被災した障害者・親族の面談から

• いわき市で被災した60代女性、身体障害者手帳1級

「海水浴場近くに家があった。この日は、たまたま娘たちが実家にいて、地震が来た
時は、長女と次女の二人と近所の人と六人でお茶を飲んでいた。（中略）しかし母は
体が不自由で、助けがないと逃げられない。姉妹は、互いに「津波が来る。必ず来
る！」と大きな声を出していた。次女はベッドに座ったままの母を立たせ、腰を抱え
上げ、そのままおんぶして外に出た。体が不自由な母は次女の体にしっかりとつかま
れずに、腰が下がった状態でやっと車に運んだ」

まずは避難するーその判断と行動

文章引用：中村 雅彦「あと少しの支援があれば 東日本大震災 障がい者の被災と避難の記録」 ジ
アース教育新社,2012年2月20日,96ページ～97ページ



• 相馬市で津波で死亡,療育手帳B

• 男子高校生の母親の声

「(前略)高校生の息子は自分で行動できる子だったものの、津波を予想して避難する
ほどの判断力はなく、祖母の『大丈夫』という言葉でそのまま2階にいたのではない
かと思う。 (中略)別れ際に母親は、『誰かに【逃げろ】と言って欲しかった。そし
て、うちのような子供はなんでもできるように見える子なのに、そうではない子供
だったということを皆さんに伝えてほしい』と話していた。

まずは避難するーその判断と行動

文章引用：中村 雅彦「あと少しの支援があれば 東日本大震災 障がい者の被災と避難の記録」 ジ
アース教育新社,2012年2月20日,57ページ～60ページ



• 筆者らによる取材から

「（前略)石巻市の狩野悟くんは、(中略)比較的大柄で、人工呼吸器と酸素吸入器を
装着していました。平屋建てのご自宅は一階の天井近くまで浸水しました。悟くんを
助けるためには、本人を抱っこすると二人と、医療機器を運ぶ一人の合わせて最低で
もおとな三人の援助が必要になります。」

※狩野悟君は、医療的なケアが必要なお子様。

まずは避難するーその判断と行動

文章引用：田中総一郎ら「重症児者の防災ハンドブックー3.11を生きぬいた重い障害のある子ど
もたち」クリエイツかもがわ,2012年4月11日,232ページ



これらを通して分かること

• 私たちの中にある「災害などの生命危機＝避難」という考えをすべての人に必ずあ
ると思い込まず、重度・重複障害のある方にはまず「逃げろ」という声掛けが必要
不可欠であること。

• 重度・重複障害の方が避難するという判断を取り、そこから避難するという行動を
行うためには周りの協力が必要だということ。

→特に協力の中でも医療機器などを運ぶことから家族以外の大人の協力が必要不可

欠であるということ。

まずは避難するーその判断と行動

では、そのためにはまずなにが必要か？

日ごろから配慮や支援を必要とする人の存在を知ることが必要。



そのための具体的方策として・・・

• 地域の人たちと行事等を通して積極的に交流するように心がけること。

• 重度・重複障害の方が家族と同居していても家族だけではなく地域で見守り、避難
の時には家族だけに任せるのではなく、地域全体となって声掛けをすること。

• 災害時には、医療機器等を運搬する役目を積極的に引き受ける。

→大学生という私たちでもできること。

まずは避難するーその判断と行動



これらを基盤としながら・・・

• 「避難/防災対策」をよりオープンに福祉的な意味でインクルーシブに行うこと。

例）車椅子を使用する方に対しては、誰が押しかつ押しやすいなるべく平坦な避難

経路の選別

白杖を使用する方も避難しやすいように、誰が誘導しまた誘導しやすい避難経

路の選別

聴覚障害がある方向けに視覚的にわかるように避難場所をすること。

まずは避難するーその判断と行動



避難したのち-避難場所では

• 避難したあとには、場合によっては水道・電気・ガスなどの所謂ライフラインが停
止してしまうことも考えられる。

私たちだったら、救援用の水を待つことや懐中電灯などを使用して待機することができるが・・・
重度・重複障害のある方はどうだろうか？



石巻祥心会/石巻市かもめ学園長 斎藤康隆氏の記録より※1

• 「 2 ⃣ 三月一一日【二四時間】

• (前略)また懐中電灯も灯し続けるわけにはいかず、トイレ介助等必要な場合にのみ使用を
しました。」

「震災後2011年7～11月にかけて重度の知的障害や重度・重複障害のある子ども(7～28歳)と

共に生活している母親20人(他に自閉症児の母親2人)に対する聞き取り調査」から※2

• 停電によって「暗がりだと子どもの顔色が判断しにくく、チアノーゼになっていないか心
配だった」

• 断水によって「医療機器に用いるチューブや刻み食を作る時の食器類などを水がないと洗
えず、衛生状態が管理できないものがあった」

避難したのち-避難場所では

引用
※1：田中総一郎ら「重症児者の防災ハンドブックー3.11を生きぬいた重い障害のある子どもたち」クリ
エイツかもがわ,2012年4月11日,132ページ
※2：田中真理ら「東日本大震災と特別支援教育―共生社会にむけた防災教育を」慶応義塾大学出版会
2016年3月31日,20ページ～21ページ



また重度・重複障害ならではの不足物・不安もあった。

宮城県拓桃医療療育センター/地域・家族支援部/小児科医療部長 田中総一郎氏によ
る、当時石巻市立湊中学校の二年生である重症児、伊勢知那子さんの家族への聞き取
りから

• 「避難所には救援物資が届きはじめていますが、そのおむつはご高齢か赤ちゃん向
けのものばかりで、障がい児がよく使う中間のサイズ(体重十五～三五キログラム
用)がありません」

避難したのち-避難場所では

文章引用
田中総一郎ら「重症児者の防災ハンドブックー3.11を生きぬいた重い障害のある子どもたち」クリエイ
ツかもがわ,2012年4月11日,13ページ



宮城県立石巻支援学校中学校主事 片岡明恵氏から

• 「東日本大震災当日、電気がつかない、テレビが見られない、食べるものがない、
トイレの水は流れない・・・・・・と、いつもと違う状況が急に振りかかったが、
この日、パニックを起こした子どもはいなかった。重度・重複障害で体調管理がう
まくできず温度管理に配慮が必要な子どもも、不思議と熱を出すことはなかった。
(中略)しかし、この子どもたちの頑張りは1週間が限界だった。(中略)子ども自身
の力では踏ん張りが効かない状態になっていた。」

避難したのち-避難場所では

文章引用
田中真理ら「東日本大震災と特別支援教育―共生社会にむけた防災教育を」慶応義塾大学出版会2016年3
月31日,108ページ～109ページ



これらの記録から分かること

• ライフラインが立たれるということは、重度・重複障害のある方の生命維持に大き
な影響を与えていること。

• またそれは単純に医療機器の維持だけではなく、表情などから読み取る本人の体調
の変化を家族が確認し、危険になったときにすぐに対応することが難しいというこ
と。

• 「我慢すれば・・・」ということでは解決できず、代替品がない避難所では、重
度・重複障害のある家族は苦しく、「避難できてよかった」と安心することが難し
いということ。

• 私たちがマジョリティー向けの避難物資だけを無意識にそろえてしまい、マイノリ
ティー向けの支援物資が後回しになっていること。

避難したのち-避難場所では



その中で避難所でも使えるものを紹介する。

• たんなどを吸引するためのもの

避難したのち-避難場所では

足踏み式吸引器
液体酸素供給装置

• 酸素を供給するためのもの

写真引用
左：アスクル「吸引器」https://www.askul.co.jp/p/4185306/ 2022/01/02
右：⑨独立行政法人 環境再生保存機構「【知識編】酸素機器の種類」
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/copd/oxygen/09.html
2022/01/02

https://www.askul.co.jp/p/4185306/
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/copd/oxygen/09.html


私たちができることとしては、

• 避難所の設備としては、もっと重度・重複障害のある方たちに必要な機器について
知り、なるべく多くの避難所に電気などに依存しない生命維持装置を備蓄しておく
こと。

• 私たちであれば我慢できることもあるが、重度・重複障害のある方にとっては我慢
できないことがあることを理解し、平等の物資支援だけではなく、障害の程度に応
じての支援も許容し、「障害」を地元の避難所で一時的に受け入れることに消極的
にならないこと。

• 自分の居住地以外の場所で災害が起こった場合には、万人に必要な救援物資(赤
ちゃん用のおむつやそのまま食べられるパンなど)を届けることも重要だが、実際
の現場では、異なるサイズのものを求めていたり、誤嚥を防ぐためのペースト状の
食べ物が必要な子どもがいることを考慮し、マイノリティーが必要とするものも届
けられるように協力すること。

避難したのち-避難場所では



問い：

• 重度・重複障害がある人の東日本大震災における当事者を含めた避難体制を基に、
私たちが今後の自然災害において重度・重複障害がある人に対してどのような支
援・準備ができるかを考える。

問い(再掲)



問いに対する自分の考え

• 「防災/避難対策」をよりインクルーシブに行っていく必要がある。

例）実際の災害時に障害の特性に応じて、まず「避難する」という声掛けを聴覚的

だけではなく視覚的に応じて行い、避難する際も医療物資の運搬などをするな

どの協力方法も訓練し、重度・重複障害のある方が「避難する」ことを判断

し、行動し、周りの人も積極的に理解・協力できるような防災訓練を行う。

例）居住する障害の特性に応じて、電気などになるべく頼らない生命維持のための

医療機械や、介助用品など、障害者の家族が不安にならないような物資を備蓄

する。

• 避難所では、災害の恐怖や環境に対する不満などが出るが、その場合でも障害に対
して理解をし、消極的にならず、重度・重複障害のある方でも一次的な避難所にな
るように配慮する。

• 避難所支援では、障害者の個々のニーズに合わせ、物資を支援するようにする。



これらの根底にはやはり、

• 障害という抽象的理解だけではなく、実際の居住する重度・重複障害の障害の特性
理解し、それに応じた支援が必要である。理解とは、必要な介助を知ることだけで
はなく、避難所という物資が有限な場所において、物資の時として平等ではない合
理的分配に対して積極的態度をとり、障害者をもつ家族が「避難所に居づらい」と
感じないようにすることから始めることができると私は思う。

問いに対する自分の考え

災害時でも冷静に障害特性に対する理解・積極的態度を持つことが私た
ちがまずできる重度・重複障害の方への支援である。



引用について

それぞれの資料の引用の文献につきましては、それぞれの該当スライドに記載

複数のスライドで引用したものについて

複数スライドのイラストの引用：「いらすとや」


