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１ はじめに 

 PCP研究会では、障がいのある人がその人らし

く地域で生活することを目的として、「本人中心」

の支援計画を PCP の概念検討、海外調査、実践

や事例検討を通じて研究している。 

 2011 年 3月11日、私たちは、地震・津波・原

発事故という未曽有の災害である東日本大震災に

直面した。今回は宮城県亘理町における障がいの

ある未就学児及び学齢期児童に関する事例と、福

島県南相馬市における主に 65 歳未満の障がい者

の事例、当市の民間事業所ぴーなっつが障がいフ

ォーラム JDF が連携し実施した個別訪問調査を

対象に、PCPの観点から検討し、災害時における

障がいのある本人中心の支援計画について考えて

いく。 

 

２ Person-Centered-Planningとは 

Person-Centered-Planning(以下、PCP)は、

1970 年代前半より、北米において障がいのある人

たちへの支援の質を向上させるために実践されて

きた支援アプローチである。 

PCP では、「障がいのある当事者が計画を示す

こと」と「当事者の周りの人たちが、当事者の計

画に応えていくことができるように、当事者の生

き方も含めた当事者の思いや考えを重視しながら、

当事者とともに時間をかけて、当事者との間にハ

ードルを感じることなく支援していくこと」とい

う 2つの要素で成り立つ支援である。PCPの「計

画」とは、サービスをどのように提供するかとい

ったフォーマルサービスのためのそれではなく、

当事者の生活レベルに密着した「計画」である。

「PCP」はシステムセンタードの考え方とは異な

り、当事者の「支援の輪」を構築していくことに

よって、当事者が一人の人間として地域で自立生

活を送ることができるようにしていく支援のあり

様である。したがって、「PCP」は、障がいのあ 
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る当事者が、地域社会で生きていくことのでき

るチャンスを考えることに主眼がおかれていると

いえる。 

PCPは様々なアプローチがあるが、共通する特 

徴としては、①当事者中心のシステム、②尊重と

理解を高める、③当事者自身の選択や選好を重視、

④積極的な思考を促進する、⑤個性ある創造的な

プロセスの発展、⑥理想を追い求める、⑦地域の

資源を利用できるようにする、⑧支援のための学

習と成長、⑨参加者のエンパワメント、⑩社会的

な分離を縮小する、⑪友愛関係を育てる、⑫好ま

しい活動機会を増やす、⑬能力を発達させること

があげられる。 

次に、各 PCP アプローチのプロセスの概略と

して、多くの問題解決や組織の便宜を図るといっ

た長期的な介入等の局面をもっている。基本的に

PCPは、当事者の生活の中で最も重要な人々と共

に提示し、その人にとってのよりよい生活を心に

描き、その未来像に向かって目標を達成するため

の方法を発見する。そのチームは多様な構成にす

べきであり、1 人のサービス業務ワーカーで成り

立たせるべきではないとしている。その中心とな

る構成メンバーは、当事者をはじめ、家族や当事

者をよく知る友人らである。要は、当事者を中心

に、相互にコミュニケーションをとりながら進め

ていくということである。その計画は、当事者の

ためのよりよい生活を確立するための一つの試み

である。 

PCPアプローチの共通する目標としては、①当

事者が地域社会に参加し所属する②当事者が満足

のできる人間関係を形成し維持する③当事者が日

常生活で、選好を表明し選択ができる④当事者を

尊重し、尊厳ある生活を送る⑤その人個人の能力

を継続的に伸ばす点がある。 

杉野(2011)によると１）、PCP は、ケネディ政権

東日本大震災での要援護者を取り巻く活動事例から学ぶ災害時における PCP 
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時代に、「地域の中の障がいのある本人の理解者や

知り合いを増やしましょう」といったコミュニテ

ィケアに関する政策がとられた影響で、浸透して

いったという。 

このように、アメリカ合衆国においては、PCP

が浸透しているが、日本では、文化的に障がいの

ある人のケアを家族が担う傾向があったため、ま

だ発展途中であるといえる。今回の研究では、国

内で PCP 実践を先進的に行っているといわれる

事業所について言及する。 

 

３ 国内での Person-Centered-Planning

実践事例 

(1)兵庫県A市に、重度の障がいのある人を対象と

した通所施設 B 園がある。1980 年代に誕生した

B 園は、A 市の社会福祉協議会によって運営され

ている。B 園では「重度の障がい者の生活拠点を

作り上げていくことを通し、ひいては一般の人々

すべての生活拠点を取り戻し、より豊かなくらし

を作り上げていくための重要な公共的・社会的資

源である」などを基本理念として活動を続けてい

る。「一人ひとりの自己実現」や「社会の一員とし

ての役割の意識」のもと、4 つのプログラムを中

核的活動としている。 

この施設では、「個人総合計画」という呼び名で

PCPが実践されている。 

この「個人総合計画」は、「一人ひとりが、地域

社会での生活・活動において自己実現を図るため

の計画」、「本人を中心として支援する関係者皆で

描き出す計画」、「将来を共感的に描き出し、そし

て現在、本人と支援者が、力を込めて（ウエイト

を置いて）行う活動の計画」の3点をもとに展開

されている。 

「個人総合計画」は、「グランドプラン＜活動と

くらしの総合計画＞」と「支援プラン＜B園での

活動計画＞」の二項目を総合した計画のことを示

す。後者は、①日中活動支援、②アクションA、

③健康・医療・パーソナル支援、④生活支援と項

目が分かれている。 

 

(2)1970 年代に設立された大阪府にある NPO 法

人 C では、PCP アプローチの一つである「個人

将来計画法」の実践をしている。当会で実践され

ている「個人将来計画」の理念は、当会の理念と

共通の「地域で当たり前に暮らす」「人生の主人公

になる」「本人が自らに関することに参画し、自己

選択・自己決定する」の 3点に基づいている。こ

の理念を実践していくために、メンバーに対し「個

人将来計画」を作成しているという背景がある。 

本研究会メンバーは、2011 年 12 月に、同 NPO

の計画づくりの概要についての説明を受け、2011

年 2月での計画作りでは、PCPに関わっている支

援者の声を実践現場から得ることができたが、具

体的には「地域の人に気にかけてもらえていると

いう存在感が一番いい」という支援者の声があっ

た。 

(3) 2000年代に設立された大阪府にあるNPO法

人Dでは、社会福祉士、教師、保育士等、資格を

もつメンバーが中心となって活動している。同

NPO では，相談支援、障がい者の地域生活支援、

子育て支援、障がい児＆不登校児支援などを展開

している。 

当該PCP（個人将来計画）の特徴として①本人

中心にする、②本人の関心、興味、特技、潜在能

力に焦点をあてる、③互いに学び合うプロセスや、

ネットワークづくりのプロセスを重視することの

3点をあげている。 

本研究会メンバーは、2011年 3月に、NPO法

人 D の計画づくりの概要についての説明を伺い、

2011 年 4 月での計画作りは、当事者の母親から

PCPについての感想を伺った。5月の計画作りは、

ヘルパーA さんから PCP 会議に参加した感想を

伺った。 

当事者の母親からは「親としては色々な見方で

考えることができる」という感想が得られ、ヘル

パーAさんは、「楽しかった。色々な視点によって

色々な話がでてくる。」という感想を述べていた。 

6月の計画作りでは、PCP会議が行われていた。

7 月の計画づくりでは、試行錯誤しながら行われ

ていることが明らかとなった。 

8 月の計画づくりでは、当事者の思いを汲み取り

ながら進めることの大切さが明らかになった。9
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兵庫県がＰＣＰの観点から構想する非常時・災害時における 

リスクマネージメントを備えた支援計画の提案 

 

月の計画づくりでは、当事者の気持ちを重視しな

がら外出支援が行われていた。10月の計画づくり

では当事者と支援者との間で、当事者を中心に進

められる支援が行われていた。11月の計画づくり

では、当事者の思いに寄り添いながら、外出支援

が行われていた。12 月の計画づくりでは、PCP

に関わったことのない支援者と当事者との関係づ

くりが行われていた。2012 年 1 月の計画づくり

では、PCPに関わったことのない支援者が当事者

と共に Person-Centered の考え方に基づいて支

援が行われていた。2 月の計画づくりでは、PCP

の「支援の輪」をすすめていくうえでの環境づく

りが行われていた。 

 

４．南相馬での小規模事業所さぽーとセンター

ぴあ・南相馬ファクトリーの自治的活動事例 

４－１ 問題の所在 

 2011 年 3月11日を発端として、南相馬はかつ

て経験したことのない地震・津波災害と原発爆発

事故に見舞われた。災害時における要支援者の生

活の立て直しは並大抵のことではない。救命・生

命維持・生活再建を相互的に歩む計画を立ててい

かなければならない。救命は、災害直後の事と思

われがちだが、地震活動期にある日本において、

どの地域にも何時必要となるかわからない事項と

なってしまった。海辺の地域にはどこでも津波の

恐れが横たわり、原子力発電所が立地する周辺地

域は事故のリスクをいつも背負って生活しなけれ

ばならない。ＡＤＬや危険に対する判断力に支援

を必要とする障がいのある人が災害時に生活して

いく為には、安全・安心な状態を維持すべくリス

クマネージメントを含めた計画作りが必要である。 

本研究会メンバーは、夏 7月下旬から 8月下旬に

かけて福島県南相馬市に震災救援活動のボランテ

ィア活動に出かける機会があった。震災から4カ

月以上を経過したにも関わらず、原発事故で見通

しが立たない状況下で、多くの支援に関するニー

ズがあり、様々な活動に関わった。その中で意外

に感じた活動がある。それは障がいがある人たち

の通う事業所・作業所での関わりである。社会資

源が非常に乏しい現実に直面しながら、通所する

本人が伸び伸びと来所し、自分なりの目標を持ち、

他者を評価しながら、暖かいつながりをもって過

ごしていたのである。危険が隣り合わせある災害

時だからこそ、人は自分の意志を持って活々と、

その先を進んでいくべきなのだと痛感させられた。 

 そこには、障がいのある本人を主体において、

どんな状況であろうと、生命を維持し、自己実現

を貫くべきだと支える支援者たちの志があった。

支援者たちは、無になったところから自身の身体

も省みず、何度も行政に打診し、事業所を認可開

所に導き、行政と連携を取りながら南相馬市在住

のすべての障がい者たちへの個別訪問調査を実現

させていった。当事業所は、障がいのある本人の

訴えや家族の苦難を汲み取り、安心した生活と就

労の可能性、避難の希望実現などの意向を直に聞

き届けていった。定期的な訪問や通所利用の支援

だけでなく、何かあった時に障がいのある本人や

その家族が駆け込んで相談したり、連絡できる拠

点になっていった。ニーズが生じ、医療的ケアや

生活支援を他の地域で求めた時に、必要な機関に

連絡をとっていた。その礎が震災後に築かれて、

信頼感へとつながっていったといえる。 

本研究では、災害時における障がいのある本人

の計画作りがどうあるべきかを、当該事業所の支

援活動、個別訪問調査活動、就労支援活動に関す

るインタビュー調査や個別訪問調査を参照し、

PCPの観点から考察し、リスクを見据えながらさ

らに生活者としての本人の自己実現につながって

いくような要支援者の支援計画について、提案し

ていきたい。 

４－２ 研究方法 

 研究方法は、次の2点を対象に障がいのある本

人の求めている震災時の支援のあり方を分析する。 

１．事業所へのインタビュー・情報収集・障がいのある本人の声 

2．個別訪問調査結果の分析  
3.自治的就労活動の分析 

 

 

 

図１ 研究の手順 
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図１の 1.については、南相馬市の「特定非営利

法人さぽーとセンターぴあ」の事業所の一つであ

る「ぴーなっつ」へインタビュー調査を行った。

責任代表者青田由幸氏・郡信子氏を中心に 12月 9

日のインタビューを通しテープ録音した。テープ

起こしした文面を資料化し１つの分析対象と置く。 

同日、当法人の自立研修所えんどう豆に訪問調査

し収集した情報を就労支援に関する分析対象とし

た。同日行われた、びーんず・えんどう豆・ぴー

なっつが合同で行っているお楽しみ会及び夏期

（７月下旬～８月下旬）に本研究会メンバーがボ

ランティアとして関わった障がいのある本人の声

を照合して考察することとした。 

２．については、「特定非営利活動法人さぽーと

センターぴあ」及び「日本障害フォーラム（JDF）

支援センターふくしま」が南相馬市と連携して独

自に行った市在住の障がい者全数の個別訪問調査

の結果資料を基に障がいのある本人が災害時・避

難時に何をニーズとしているのかを分析していく。

また、南相馬市全体の障がいのある人たちからの

支援のニーズを把握し、障がいの形態別の支援の

あり方を合理的配慮の観点から本人のニーズを分

析していく。 

以上のように、１．支援者の実際の声、２．では

調査から理解される障がいのある本人の意向、３．

については、南相馬ファクトリーが自ら行う就労

活動の内容について、その仕組みを PCP の観点

から考察する。 

 

４－３. 災害前から関わる利用者との人間関係

の絆により支援し続けたさぽーとセンターぴ

あの職員たち 

４－３－１（１）本人が社会性を身につけていく

事の大切さ・地域社会に開かれている事の大切さ  

災害時に障がいのある要支援者が必要な支援を

受けるためには、日頃の人間関係の基盤に PCP

の視点が存在するのではないかと考えられる。行

政職員や外部の支援者は、障がいのある人との人

間関係作りができていないと支援が困難な面が生

じるからである。南相馬市は、3 月 11 日に地震、

津波、原発爆発と三重の災害と事故に見舞われた。 

非常事態の中で、「その人らしい生き方で」と支

援に挑んだ事業所ぴーなっつの活動がある。この

事業所は、市を動かし、全国組織の支援団体と連

携を実現させ、南相馬市に留まる障がいのある

人々全体の個別訪問調査を実施して支援活動につ

なげていった。 

職員は何故留まったのか。そこには利用者を主

体に考えた関わりがあったからだ。日頃、顔を合

わせ、関わってこなければ、ありえなかった事実

である。職員は利用者の事が気にかかり、安否確

認を取る間に、本人は避難しなかったのではなく、

避難できない状況で家に留まり、放置できない非

常事態に直面した。 

 

震災当日から利用者への安否確認迄の経緯 

 地震発生時、事業所には林氏、石田氏、女性職員2人が 

いた。女性職員がおかしいと察知し、利用者に机の下にも 

ぐる指示をした。毎月の訓練が効を奏し見事に皆が事業所 

で避難できた。その後津波が来る事が分かり職員は急ぎ皆 

を帰宅させた。12日3時36分に福島第一原子力発電所で 

1回目の爆発が起きた。青田氏、郡さん、石田氏のみ留ま 

り、他職員は避難した。12日に一旦ぴーなっつに集まるも、 

事業所としては一旦閉鎖した。3人は別れを告げながらも 

頭から利用者の事が離れず。施設長の郡さんは他ボランテ 

ィア活動を行い、石田氏は消防団員として救助に当たって 

いた。代表青田氏は、利用者から何か連絡が入るかもしれ 

ないと事業所に待機し続けた。 

自力で避難不可能な人は原則的に当地に留まれず、医療

的ケアや介助が必要な施設関係者達は物資が入らず避難

した。医療関係機関は市民病院外来限定（透析は不可）開

所のみで、障がい者の事業所や作業所は閉鎖しており、ぴ

ーなっつのみ職員がいる状態だった。ぴーなっつと同じ法

人さぽーとセンターぴあの自立研修所びーんずは全壊、え

んどう豆は部分的倒壊の状態だった。14日月曜日、３職員

は各利用者に連絡し原発から 20km.未満迄手分けし利用

者に連絡先等明記した手紙を持参し訪問しかけていた。し

かし、11時頃、再び爆発が起こった。震度５強の余震で津

波誤報が回るも爆発だった。ぴーなっつより海側テクノカ

レッジ浜の専門学校が避難所になっており、そこから郡さ

んと法人関係女性チーム 2 人は 11 時に街中に向い警察の

バリケード閉鎖で足止めされながら通り抜け街場に着い



 5 

た。一方、青田氏と石田氏と男性チームは海側の利用者訪

問予定で郡さんへの連絡不通になった。当事、爆発でなく

第2の津波誤報が入り、郡さんたちは男性チームが海側に

行った事を危惧するも、石田氏から郡さんに午後1時頃漸

く連絡が入れられた。3 職員は何度も最後の別れをつげる

も無意識に利用者の事が気掛かりで留まり続けた。結局、

利用者に手紙を渡せず連絡も来ないので、事業所側から電

話をかけ安否確認していった。17 日夜に、桜井市長が

30km 圏内住民に対し①ガソリン 10km．分の配給で逃げ

る②行き先のわからないバスに明朝乗って逃げる③自主

避難など、3つの選択を促した。国からは15日に屋内待避

指示が出ていて、ぴーなっつは原発より20～30km．圏内

にあり、利用者は屋内待避が義務付けられていた。青田氏

宅と石田氏宅は丁度 30km．地点、郡さんは 20～30km．

圏内で避難への想いもあったが、利用者を放って行けない。

利用者の身になり考える事が踏みとどまる大きな要因と

なった。郡さんは「市の方で自主避難をする、明日出るよ

と。前に、今電話をかけなかったらもう永久に連絡とれな

い人も出るかもしれないと思い、それくらい、みんながど

こに行くかわからないバスだったので、あと皆がどこに逃

げるかわからなかったんで」と、避難すれば中々帰郷でき

ず、今利用者に連絡を取らないと一生できないと思い、連

絡をひたすら入れた。事業所の固定電話や携帯は不通で、

ボランティア先の社協で公衆電話が通じやすい事を知り、

60人中9割方に連絡がついた。さぽーとセンターぴあ全体

で、医療的ケアを必要とする障がいのある人は1人、祖父

祖母父母もいて筑波に避難中と判る。電話を持たない利用

者には職員が朝夕訪問し安否確認していった。訪問すると

安否確認だけでなく同時に状況確認になっていった。これ

は日頃障がいのある人と共に過ごしていないと見過ごし

てしまう事項である。多くの利用者が家に引き籠り、状態

が重篤化している事が理解されてきた。疾患のなかった人

が患い、歩いていた人は同じ場所に座ったままになり、座

っていた人は横になりという具合に。精神障がいのある人

にとって、締め切って窓はめべりしカーテンを閉めたまま、

光も入らない屋内隅でマスクをし、うずくまっている事は

極めて苦手な状況である。辛さから自傷・他害を起こし、

部屋の中に親子でいる事は限界にきていた。利用者が大変

な事になっていて、どうしても事業所を拠点として動かな

くてはならない事を職員は切実に実感した。 

さぽーとセンターぴあの事業所の利用者は身

体・知的・精神の３障がいが一緒にいて、地域住

民、ボランティア、訪問する人と絶えず出会う機

会をもっている。この社会性も利用者本人にはじ

めからあるものではなかった。事業所利用以前、

施設で訓練されてきた利用者や家ばかりにいた利

用者にはその力は表出されていなかった。当事業

所で利用者と支援者が、関わりを紡ぎ出す過程で

培われてきたものである。青田氏や郡さんの姿勢

には、障がいのある本人を一個人として一緒に過

ごしてきた道のりがある。 

郡さん「そうですよね。みんな訓練されたとか、施設で規

則正しいとんでもないスケジュールで、最初み

んなかちこちで、スパゲッテイーとカレーライ

スどっちいいの？って聞いて選べないっていう

のが。最初にえ？と思ったわね。買い物でも一

度にわーっと使ってきて終わりみたいな、そう

いう人が実際いて、びっくりしちゃって、しか

も９時頃寝るとかねえ。お風呂は週に何回とか

ねえ。行事行く時にお弁当出るんですかって言

う。どういう意味と思ったら、施設はお弁当が

出るのは当たり前で、エプロン持ってきてねっ

て言ったら、エプロンも買ってもらえる。え？

何？って思ったのね。施設もだし、家庭も。家

庭は家庭でお手伝いさせないから、お茶入れた

りできたり、お客さんに出したり、できるのに

させないから、できない。最初は、こうやるよ、

ああやるよって言わないで、これ一緒にやろう

かっていうとこで始めると、だんだん身につい

てきてできるようになっちゃう。」 

青田氏「もともと他と違うってのはね。障がい別に分ける

とか区別するとかっていうのは嫌だから、普通

の家と同じように、家に入るのにいちいちノー

トになんか書きますか(笑い)普通の場所と同じ

ようにっていう形で作っていったんで、だから

職員も制服きてないし、（利用者が）保護される

人になっちゃいますよね。じゃなくて、職員も

一緒のスペースのところに一緒に楽しくってい

う、そこから人が入ってくるんですよ。」 

郡さん「お家からちょっとここに来てるわくらいの話だか 

 ら車にも施設の名前を書かない。」 

気軽に来る場所、特別扱いされたくない本人の
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気持ちを汲み取っているという話であるが、風通

しよく、人が出入りする場所。そこで利用者も安

心して自分の場所を自らの力で確保していく。ぴ

ーなっつと同じ法人、えんどう豆、びーんずの２

作業所が加わって毎週金曜日に集まって交流会を

行っている。毎週変わる JDF ボランティア等の

出し物の他、利用者が強制ではなく、有志で出し

物を披露している。 

郡さん「金曜日がね、楽しみの日になって。」 

青田氏「毎週毎週色んな人に関わってると、人見知りって

のは無くなってくるし、最初の１日ぐらいとかね。」 

郡さん「３障がい事業所集まって、こういうふうに職員も

混ぜたらねえ。４，５０人なっちゃうんだよね」 

青田氏笑い。「すごいよね。自閉症の人たちでも、ぐちゃ

ぐちゃになってても、ちゃんと自分のスペース

を、そのぐちゃぐちゃの中でちゃんとねえ。だ

ってどんぱちになったのほとんどないもね。」 

郡さん「今日も大きな音が嫌な人いるんだけれども、完全

にうろうろ歩いてましたもねえ。」 

青田氏「だって、Hなんか一番初め来た時なんかお母さん

にクラッシックしかかけないでくださいって」 

郡さん「そう。耳栓持ってきますかって言われて、それは

しませんって言って。あっちの方にしかいられ

なかったんだけれど、今もうここでいたと思う

んですけど。」 

それまで施設にいた人は規則正しく訓練されて

いるので、その行動の枠組みが身についていて、

生活者としての感覚がないことに郡さんは驚いた。

けれど、お茶が出せるようになれば、喫茶もでき

るじゃないかと思うようになり、図書館にカフェ

の開業を行った。他者への気配りができると本人

の仕事につながる可能性が開かれていった。 

「自然に」を、ぴーなっつを始め法人全体を青

田氏はモットーとして貫いていた。以前いた職員

に地域の人たちが気軽に出入りする事業所に疑問

をなげかけられながらも、普通、自然を貫いた。

「障がいは、障がい」として受け止めつつ、けれ

ど、普通感覚、特別扱いしない。それが、震災後、

事業所の近隣の人たちが出入りする場所につなが

っている。近隣の人は近隣の人で、町内から多く

の人が避難されているので、物資を届けに来がて

ら、挨拶を交わし話しに来る、ほっとする場所の

ように筆者には映った。双方向のつながりといっ

てもよい。 

施設の規則正しい生活や家で保護されてくると、

一般的な社会的枠組みからはずれ、また、自分が

何を欲しているか表せなかった人が、やってもら

って当たり前の依存的な状態になってしまう。社

会性を身につけていきつつ、自分が何をしたいか、

自分に何ができるか表すようになってきた。この

プラス思考の経験は、震災後、家に閉じこもって

マイナス思考になって家の中で問題を起こしてい

た本人を、事業所・作業所に来たいと思う事に導

いていったものと考えられる。その一歩が、もう

一度自分を立て直そうとする事につながっていく。 

 

４－３－１（２） 事業所は 30km．圏内で屋内待

避だが、本人や親は限界状況となり開所決心する

ぴーなっつスタッフ 

ぴーなっつは南相馬に職員がいる唯一の事業所

になってしまったので、利用者支援以外に避難所

巡りを続けるぴあの監事でもある市議会議員から

の重度の要支援者の入浴依頼を受け続けていくこ

とになった。又、災害後、郡山に JDF 支援セン

ターふくしまが立ち上がっていた。JDFは、最初

相馬市に入ったが、被害甚大な南相馬にはコンタ

クトできない状態であった。青田氏の安否確認を

発端に、福井県 ALS 協会と連携をして、看護師

協会から経菅栄養剤を手に入れて福島県内に運ん

できた滋賀の佐野さんの医療物資を 18 日に受け

入れはじめ、次いで郡山の同場所に開設されたき

ょうされんの生活物資を 20 日をかわきりに受け

入れ、要支援者の分配を同時に行っていった。 

JDF 支援センターには南相馬で重篤な状態の

障がい者の SOS が入るが、郡山のスタッフは南

相馬の地理にも詳しくない。中通りの郡山から浜

通りの南相馬にはすぐには行けない。郡山の支援

センターではとにかく、ぴーなっつで受けてくれ

と、その要請が青田氏のところに続々と入った。

ここにも、早く届けなくては大変な事になるとい

うことが想像できるいつも障がいのある人に接し

ている職員の存在が重要である事が示唆されてい
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る。支援物資は、本人の顔が見えてこないので、

分配がうまくいかなかった例が多くある中、いつ

も本人の身になって接している職員には、本人の

生活に何が必要で、急を要する物資は何かがわか

る。急ぐものであることが当たり前のように行わ

れていた。物資配りをしながら、利用者の安否確

認訪問を続けていくと、利用者の状態がさらに悪

化し屋内にいることが限界になってきている利用

者の様子を痛感していった。 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ「状況確認も兼ねたという事ですね。」 

青田氏「もう本当にフィフティーフィフティーですね。重

さからすると。本当に大丈夫なのか、残ってて。

もう一回何かあった時に逃げれる状況なのかっ

ていうのを見ておかなきゃいけないわけなんで。

状況確認・物資配りを3人でやり始まったらば、

今度は家の中の状況が見えてくるわけなんです。

そうすると、残った人達は当然、換気扇止めて、

エアコン止めて、窓に目減りして、マスクして

じっと家の中にいるわけですよ。そうすっと、

家にじっとしているのが（障がいのある人は）

みなさん不得意なわけじゃないですか。「大丈夫

ですか？」て聞くと、みんな「大丈夫」とは言

うんだけども、でも、顔見せてとかで見に行く

と、今まで座っていた人が横になっていたり、

立ってた人が座ったままになってて、テレビの

前でじっとしてるとか」 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ「軽い人が重症化したということです？」 

青田氏「そうです。自傷行為とか他傷行為が出てきたりと

か、完全に密封した空気の中に置かれてるんで

ね。外には絶対出ちゃだめだよっていう状況で

すから。だから、このままでいったらば、目の

前の人たち大変な事になるよねってのが見えて

きたのが次の一週間ですよね。」 

青田氏、郡さん、石田氏は利用者にとって何が一 

番大切かを話し合った。 

青田氏「そこから 3人でどうしようかっていう話が出てき

て、一番大切なのは家からここに出してきて、

平常ではないけれども、とにかく動ける環境を

作って、人と会える環境を作ってこないと、ガ

ス抜き 2）みたいなかたちですよね。自閉症の人

なんかで、中にこもってて、他傷行為ってのが

出てくるわけです。親御さんもいっぱいいっぱ

いになっているわけですよ。これは無理だから、

やっぱりここに連れて来ないとだめでしょって

いう結論に達してくるわけですよね。とは言っ

ても 3人しかいないわけですよ。3人でも本当に

大変な人を毎日っていうんじゃなくって、1日お

きとかにすれば、4人たとえば受け入れられるっ

ていうであれば、8人受けられる計算でね。新地

の渡辺さんも残っているので、（年齢的に）お願

いしてもいいかなっていう。県・市の認可をも

らっている事業所ですから、市とか県のオッケ

ー(許可)をもらわないといけないわけですよね。

3月の最終週あたりから、開けさせてくれという

話を市と県に始まるわけですね。屋内待機とは

法的にね、病人、子供、要介護者、それから妊

産婦さん、この人たちはここの地域に残っては

だめですよということなんです。屋内待機プラ

ス緊急時避難準備区域っていうのが入ってるわ

けですよ。緊急な時には避難できる人しか残っ

ちゃだめですよって事です。その地域で放射能

が降ってて、外に出るなって言われてる所で、

障がい者を一回外に連れ出して、ここに連れて

来るなんてのはとんでもない話なんですよ。だ

って緊急時に避難できないじゃないですか。そ

ういう人達はここにいちゃいけないわけなんだ

から。しかも外に出ちゃだめだっていうのを外

に出すわけだから。２つも３つも法律に反する

わけだから、だめですっていうことになるんで

す。」 

 

４－３－１（３）事業所再開までの行政との交渉 

事業所再開できれば、本人にとってリフレッシ

ュできる場所になり、親も終日子どもといるので

はなく、少し離れている時間がある事によりフラ

ストレーションを低めることにもつながる。開所

するためには、屋内待避という国の指示に逆らわ

なくてはならない。苦悩しながら利用者にとり開

所する他なしと開所を決心した。さし障りのない

ボランティアの形にしようと青田氏は2人に持ち

かけるが、郡さんの「利用者のことをしっかり責

任持ちたい！」という強い意志表明に、事業所は
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条件が厳しい法定開所を決心した。認可取り下げ

を覚悟しながら市と県に申し出た。市も県も許可

の返答はなく、4月になってしまった。 

青田氏（笑）「認可取り消しっていうのがもしかしたら来

るわけなんですよね。ていうのを覚悟しなけれ

ばいけなくなるんです。そうすると従業員をね

え、路頭に迷わせなければいけなくなるかもし

れないわけなんですよね。」 

青田氏の立場からすると、法人も守らなければい 

けない、障がいのある人たちも守らなければいけ 

ない。 

青田氏「もうやりますと県と市に行くわけです。もうお伺

いは立てませんと。しかも法定でやります。う

ちがつぶれるか障がい者がつぶれるかどっち側

がみたいで行くしかないですね。完全に報告っ

ていう形でしかないです。Ａさんはこういう状

況、Ｂさんはこういう状況、Ｃさんはこういう

状況っていうのを羅列して、それで説明をして。

法定でやりますと。だから人員基準も、設備基

準もすべて満たして。外に連れ出すわけだけれ

ども、それはもちろん、保護者の承諾を得られ

た上でと。緊急時の時にはこういうマニュアル

を作りましたということで、あすこ（掲示ボー

ドに）にマニュアルがあるわけですけれども、

緊急時のマニュアルですね。要するに、ドカー

ンとあった時にもう一回、遭った時に電話がつ

ながらなくなるわけですよ。どこに逃げるんだ

って問題になるし、逃げ方をどうするんだって

いうのを全部、今までとは違うわけです。津波

の場合、原発の場合、地震の場合、全部違うわ

けですよ。それを想定しなきゃいけないので、

ぴあの林さんが中心になってそれを考えて、丁

度、その頃、林さんも戻って来てたので、出て

これる状況になってきてたので、林さんにお願

いして、結局、連絡つかなくなるので、逃げる

時はまずここに逃げますよっていう状況を保護

者さんに話しておいて、それも 30kmから外に逃

げなきゃいけないので、そこで待ち合わせしま

しょうみたいなね。すぐに逃げなきゃいけない

状況なので 3）車を全部（ぴーなっつの）前に停

めといて、利用者は毎日違うので、その利用者

さんはこの車に乗る、あの利用者さんはあの車

に乗るとして、誰が運転して出ていくっていう

ところまでのやつを毎日作っていて掲示ボード

に張ってある。今も国の事は信用しないで解除

しても作ってる 4）。こういうふうに地震の時は前

は津波が来てなかったから、ここで安全を確保

するってのが、地震（3.11）前の状況ですよね。

今度は津波があったら逃げなきゃいけないです

よ。ここでじっとしていちゃだめなわけですよ。

逃げ遅れちゃう。逃げる体制に切り替えしなき

ゃいけないですよね。これを作って緊急時には

こうしますっていうのを市に出して、開けるん

だけども、こういうような状況で、責任を持つ

と。ただ、想いだけであけるんじゃないですよ

っていう。」   

 

図２「東日本大震災「緊急時避難時」における対

応手順」出典 さぽーとセンターぴあ資料より  

 

南相馬市は,事例からの「今」の状況と緊急時の

対応手順を踏まえた申し出に、福祉部長が理解を

示し、市長が許可を出した 5）。県も市が許可を了

解し、福祉担当の職員が事情を考慮し理解を示し、

漸く開所認可された。                                
 

４－３－２ 個別調査から見えてくるもの－面接

調査が本人にとって「今」の生活支援につながっ

た事の重要性 

４－３－２（１）「南相馬の障がい者は一体どう

なったの？」ぴーなっつスタッフの疑問が大きな
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調査活動に展開 

インタビュアー「個人調査は？」 

青田氏「JDFから４人だ５人だって支援要請が入ってきて、

支援続けてる時に、南相馬市に実際どれだけの

人が残っていて、障がい者本当に大丈夫なんだ

ろうかっていう事が危惧されるようになってく

るわけですよ。知らない人からどんどんヘルプ

が入ってくるわけじゃないですか。本当に大丈

夫なのっていう話になってきますよね。市役所

に行って「どうなってるんですか」っていう事

を聞きに行ったんですよ。福祉部長のところで

は、南相馬市では、2004 年に災害時の要援護者

リストを作ってると。その災害時要援護者リス

トを基に自衛隊1200人空挺部隊に入ってもらっ

てローラーをかけたと。でもちょっと待ってと。

家（ぴーなっつで）で支援した人は自衛隊来た

とは誰も言っていないと。「市役所に全然つなが

んなくって、ようやっとみなさんが来てくれて

助かったわ」と言ってくる。「要援護者リストっ

て何なんだと。何から作ったんですか？」とリ

ストの整合性を確認すると、残念ながらその９

人はリストに載っていなかった。例えば車椅子

で 24時間ずっと避難所にいた人とかね。１回は

避難したんだけれども、避難所に行けなくて、

家族と一緒に戻ってきたと。２階に住んでて麻

痺持ってるから、もう１回何かあった時には家

族は別に避難しちゃって、旦那さんと奥さん、

旦那さんが障がいを持っていて、２階にいるか

ら逃げらんないと。どうしたらいいのみたいな。

その人達が全部載っかてないわけなんですよ。

誰が回るんですかという話になるんです。JDFの

キャップ、きょうされんの理事の古賀さんと郡

山の和田さんが入って来てたので、前の日に部

長と話した時に明日行くからという話をもらっ

ていたので、（郡山に）連絡して一回入ってくん

ないかっていう事で入って来てもらっていた。

どうしよかって話で。JDFとして今度はその組織

が作れるかどうかって話になって。JDFは福島県

の避難所 189 か所に人を入れて全国からローラ

ーをかけてるんですよ。ところが各避難所に障

がい者が一人くらいしかいないわけですよ。消

えた障がい者っていうのが被災地全部で出てき

てる話になってきてるわけなんです。宮城でも

岩手でも。その人達は本当に大丈夫かっていう

話になるわけですよ。南相馬市を見れば他が見

えてくるわけですよね。人を派遣する動きが見

えてくるわけですね。古賀さんのところへどう

しますかって話になったら、今調査は一通り終

わったと。人はすぐ入って来れると。その中の

一部分の人を南相馬市に入れてもらえれば調査

活動につながると。調査活動っていうのは調査

が目的でなくて（支援の為の調査）障がい者は

もういっぱいね、ヘルプがあがってきてるし。」 

 

自衛隊の調査リストは 2004～2005 年作成資料

で同意を得た者のみで全体を網羅するものではな

かった。命に関わる緊急性を要し即支援に結びつ

く調査は要援護者全員のものでなくてはならない。

当時、市も国の許可待ちでは市民の危険を増大さ

せる事になり市の方針で動き始め、障がいのある

人の支援に回る余力はなく切迫していた。ぴーな

っつは内閣府の災害時要援護者支援ガイドライン

を駆使し 6）、市がぴーなっつに個別訪問調査を委

託するという事で連携を取り、JDFボランティア

派遣協力を得て、市在住の要援護者全員の個別訪

問調査実施に至った。個別訪問調査実施で、放置

されていた要支援者が救命され、訴えられなかっ

た多く障がい者の気持ちが受け止められていった

7）。 

調査対象としては、65歳未満の身体障がい者手

帳と 65 歳未満の療育手帳の所持者、手帳を持た

ない本人・家族から申し出があった障がいのある

人はぴーなっつと JDF が調査し、65 歳以上の障

がいある人や精神障がいのある人は市が担当する

事となった。調査員は県外の障がいのある人と10

年以上関わる人で、経験が本人の状況を汲み取る

ことに寄与した。しかし地域事情を知り得ないの

で、青田氏、郡さん、職員が調査内容について都

度提言し、お互いが創意工夫した調査により、本

人のニーズを掘り起こした。当地は障がいがある

ことを表に出すのに抵抗がある地域で、調査員は

その事情を実感し、調査題目も「障がいをお持ち
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の方」から「避難に困難な方」にネーミングを替

えた。そうする事で本人の真意を聞き届け、実際

の支援に繋げた。職員は支援者から出された課題

を市役所、保健センター、病院、再開する事業所

等に働きかけて連携を図り、必要事項を整えてい

った。本人の話から調査項目を都度、作り替え、

救命や一律的な支援に留まらず、本人の意向に沿

う支援計画が実現されていった。 

 

ぴーなっつ・JDFが考えた具体的調査内容 

○氏名・年齢・住所・家族状況・手帳内容・所在・

面接者  

○避難状況（避難中・転居・避難経験の有無） 

○緊急避難時の支援や条件、避難所での配慮 

○現況（本人の状態・震災前後の変化と課題、サー

ビスの変化と課題）・ニーズ・困っている事・必要

支援内容・緊急避難時の支援や避難先の支援の必

要性・現在の生活緊急支援の必要性の判断 

確立していった支援項目 

ストレス・周囲との関係・環境・医療・介護・移動

介助・集団生活への不安・食事・日中活動・生活 

健康・教育・療育・相談・就労・情報・家族 

福祉サービス・住居・経済・物資・育児 

図３ 「障害者が安心して暮らし・働ける南相馬市をめ

ざして」出典 ぴーなっつ・ＪＤＦ資料より 

8月 7日現在で福島県発表の南相馬市全体の障

がい者手帳所持者 4,141人の内、避難者の推計は

812人で、ぴーなっつ・JDFが対象とする身体障

がいおよび療育手帳の手帳所持者1139名の内訳

は、情報無の人が311名、施設入所または入院中

の人が 31名、避難中の人が 218 名、転居または

別居している人が 61名、死去した人が26名、現

在南相馬在住者が 492名であり、この492名に訪

問調査が実施された。訪問した対象者中、避難経

験者は 346人で在住者の 70.3％である。図４～８

から類推されることは、避難所の生活の困難さで

ある。図５は多くの人が一旦は避難するも戻って

きている事。図６は本人だけでは避難できない身

体障がい、判断できない知的障がいゆえに避難せ

ずに留まった傾向を示すものである。また、図８

から支援の必要性の回答が多かったのは赤線を示

すところの避難所で、避難所での生活が障がいの

ある人にとって生活困難なものである事を物語っ

ている。バリアフリー化された社会資源、医療、

人的資源が当たり前の事として備わっていれば、

回答はもっと変わってきただろう。                 

自宅に戻った理由                                           

ストレス・周囲との関係とした回答①一般の避難所

では暮らせない。②環境の変化が相当なストレス。

パニックが起きる。③精神的にまいり運動不足にな

った。④大きな場所は不安。大きな声を出し泣いて

しまった。⑤友人宅でも居づらくなった。⑥笑えな

くなった。⑦カテーテル使用で他人と一緒の入浴は

嫌。トイレ詰まりで根拠なく非難され差別を受けた

と感じた。⑧住み慣れた土地で暮らしたい。⑨家族・

親族でも気を遣い 2週間が限度。⑩他人に迷惑をか

けるから避難所の中には入れず。                                    

②③④は環境変化によるストレス・パニック、⑤

⑦⑨⑩は他者への気遣いで心労により避難に限界

を感じている。   

環境に関わる回答①馬小屋で数日過ごし寒く風邪

を引いた。②他府県へ避難し周囲の目や言動に辛い

思いをした。③ドアにぶつかる・段差が分からない・

どこかに行ってしまうなど危険に対する理解が難し

い。④体も不自由で精神的にしんどくなった。⑤入

浴できず体に菌が入ってしまった。⑥寒くてバリア

フリーではなく行きたくないなど、環境の違いで身

体に不適応を起こし暮らせず辛い思いをして避難

拒否する気持ちが理解される。 

医療・介護に関わる回答①リハビリが欠かせない。

②褥創があり、糖尿病がある。③母は耳が遠く父は

認知症で避難所から戻った。④認知症の叔母が心配                                      

現実には帰宅後病院閉鎖で診療不可能な状態であ

った。医療に関し国の援助が公的機関だけに限定

されるので、仮設病院開業準備が整った時点で速

やかに開業できる補助システム作りが必要である。

今回の震災では、避難で認知症になったり、元気

だった人が罹病する事が多く、医療体制の整って

いない中で親の介護を障がい者が担わなければな
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らないケースが続出している。このような状態を 支える人的支援が必要である。一方、避難しなか 

　図４　身体・療育障がい者手帳保持者の所在状況
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図５　調査時南相馬市在住者の避難経験有無
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図6　避難しなかった人・できなかった人
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 ＊ぴーなっつ・JDF資料のデータを基に作成した 

ったのは訪問調査 22％の 108名で、多数回答は

知的障がい（37％40名）、上肢障がい、下肢障が 

い、心臓障がいが続く。 

・当地に留まった理由              

移動のためとした回答①普通車両で体を曲げること 

ができず困った（ストレッチャーごとの搬送が要）。 

②暮らしに欠かせない荷物が多く車１台で避難でき 

ない。③車を運転できない。          

環境を理由とした回答①車椅子生活している為歩行 
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困難。②仮設トイレや風呂は危険。体育館は手すり 

がない。③床には寝られない・座れない。④ベッド 

が必要。  

上記は社会資源にバリアフリー化が施されていな 

い事。③と④はＡＤＬの制約があり避難不可能を 

うったえている。 

体調・医療・栄養食を理由とした回答①薬の手配が

心配。②透析が受けられるか心配。③横になる休息

が必要。④糖尿病の状態が芳しくなく、食事面が心

配。⑤体全体を薬でコントロールし、朝は 30分以上

マッサージしないと動けず避難先で医療の習慣が保

持できず体調を崩す。 

不安が避難を躊躇させていることを物語っている。 

                                                                              
集団生活・体調が理由①菌に弱いため大勢の所へ行
けず。②他人に迷惑をかける。③集団に入れない。
④ プ ラ イ バ シ ー が な い 。                             
家族の状態から①高齢者、障害者を抱えて家族だけ 

で避難不可能。②家畜の世話。③家族が震災で亡く
なり対応できず。 

 

 音声 下肢 肝臓 呼器 視覚 上肢 心臓 
腎

臓 

必

要 
1→3 

35

（ 32.7

% ）→

59 

1 →

2 

2 同

じ 

18

（ 62.1

%）→

22 

     

38

（ 40.4

%）→

64 

24

（ 43.6

%）→

42 

5 →

8 

体幹 聴覚 膀直 
身体小

計 
療育 なし 総計 

4→7 
6 →

13 

無→

5 

137

（ 39.9%

→228 

55

（ 37.4%

）→110 

無→

2 

192

（ 39.0%

→340 

図７ 避難時における支援の必要性から避難場所で

の支援の必要性への回答の推移 

＊ぴーなっつ・JDF資料のデータを基に作成した 

＊図７の→の前は避難時、→後は避難場所での回答数を示す 

図8　避難時・避難所・在宅生活における支援必要の回答
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不安から①避難所生活が不安。②震災後に精神的ス

トレスがあり心療内科に通院・服薬中。③知らない

土地での生活が不安。              

避難時には、視覚・聴覚障がいのある人にとって

情報入手できないために取り残される危険があり、

人的支援がなくては避難できない身体障がいのあ

る人は生命の危険に曝される。避難時の支援が最

も必要と答えたのは視覚障がいのある人で、62．

１％と高い。頭中の認知地図が崩れ、移動困難な

状況を訴えている。                                

情報支援が必要な理由回答①聴覚、視覚障害者への

配慮。情報の伝達方法を考えてほしい。防災無線は
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聞こえない。窓は閉めきっているので、一層聞こえ

ない。放射能のテロップも分からない。②補聴器の

業者も閉鎖しており困っている。          

聴覚障がいのある本人にとって情報入手が救命の

大きな鍵となる。広報の伝達が拡張機による音声

で行われると同時に、必ず視覚的情報も伝達する

必要がある。一般に流す情報を緊急用電子報道又

はファックス緊急時に聴覚障がいのある人の所に

必ず連動し伝えるシステム作りが必要である。                         

移動手段の理由回答①足が不自由、体力がない、判

断が自分でできないなど、自力での避難が困難なた

め。介助者や車が必要。②歩行介助が必要。長時間

歩くことが難しい。③知的障害と下半身麻痺があり

バスでの移動は困難。④リフト車など福祉車両の手

配。⑤車での避難は、体が大変なので近いところに

してほしいなど、道もわからないので同行者が必要        

身体障がいや知的障がいのある本人にとって辛い

回答である。                        

避難所生活での支援の必要性は障害形態いかんを

問わず最も多く回答されるところであるが具体的

には次のような口述回答がみられる。移動や環

境・体調・医療・食事などについては、上肢・下

肢・心臓障がいのある人の不安が表されている。

集団生活・体調・家族の介助や見守り・本人の意

志についての理由は知的障がいのある人の回答と

みられる。  

医療の要求①避難先でも処方してほしい。体調を見

ながら対応をしてほしい。②透析対応ができる所で

ないと難しい。③薬が分包されず飲めず困る。④医

療用用品や電源が不可欠→酸素ボンベが必要。電源

無いと４時間しかもたず                 

食事について①栄養管理がないと困るということ

であるが、肝臓、呼吸器、心臓、腎臓などの障が

いで栄養管理が必要な本人にとって、そのことだ

けで、生命の危険に曝される事につながってしま

う。処方箋等医療物資確保のルートを常時構築し

ておく事、透析や酸素など避難所にいても電源装

置が整えられている事や透析に通える医療機関が

近くにある事は命の存続に関わる事項である。                             

集団生活への不安・要望①プライバシーの確保。②

周囲への気遣いをしなくてもよいか不安。③自分の

ことを知っている人達と同じところに避難したい。

④家族だけで生活できるように。⑤知らない人ばか

りで心細かったので地域で固まりたいなどがあげ

られるが、避難所は障がい有無に関わらずプライ

バシー空間がなく、女性が着替えなどに苦労した。

阪神大震災の時は都市部ということもあって、プ

ライバシー空間を守ることがなされていて、段ボ

ール家具などを作って工夫していた。それを教訓

にすべきであろう。避難所での共同生活は今まで

のコミュニテイーの人達と一緒にいられるような

環境が望まれる。急遽、その人の障がいを理解し

ようとする事には無理がある。日頃障がい当事者

を知っている人、コミュニテイーの人が一緒の避

難所にいるという事はとても大きい。               

環境を理由とした意見①車椅子で生活しているため

歩行が困難。②仮設トイレやお風呂は危険。③体育

館は手すりなどがなく避難が難しい。④床には寝ら

れない、座れない。⑤ベッドが必要など、社会資源

にバリアフリー化が施されていない事が問題にな

っている。避難所になる場所に、災害時に特別設

置する事は材料調達上難しく、日頃からリスクに

備え、ユニバーサル化された椅子⇔ベット両用で

きる用具の設置が必要である。現在駐車場・トイ

レに障がい者用が設置されていると同様に当たり

前の事として配備していくべきであろう。座位を

保持するパッドやマットレスを備えたアームレス

トのある椅子が臥位を保持するベットに切り替え

られるもの、姿勢に沿った机など。環境に関わる

理由は、環境の違いで、自分自身の身体も不適応

を起こして暮らすことができなかった辛さにより、

避難を拒否する気持ちが理解される。避難所とな

るべき場所にも必要な医療物資がないと命の存続

に関わってしまう。プライバシーを尊重しながら

且つ要支援者本人が過ごせるバリアフリー化され

た社会資源と人的支援が必要だと考えられる。   
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体

幹 

聴

覚 

脳源

上肢 

平

衡 

膀

直 

身体

小計 

知

的 

総

計 

移動 0 0 0 0 0 7 0 7 

医療 1 1 0 0 2 30 4 34 

情報 0 0 0 0 0 9 0 9 

生活 
 

0 
1 0 0 3 22 7 29 

物資 0 1 0 0 0 2 3 5 

相談 0 1 0 0 0 10 11 21 

就労 1 1 1 0 0 11 8 19 

日中・福

祉 
0 1 0 0 0 13 40 53 

経済 0 1 0 0 0 7 1 8 

表１ どんな支援を本人は必要としているのか 

＊表はぴーなっつ・JDF資料のデータを基に作成した 

地域に在住する障がいのある人はこれから生活

再建に向けて動き続けなくてはならない。個別訪

問調査時の生活支援の必要性について、回答から

障がいのある本人が何を必要と欲しているのかみ

てみたい。現在必要な支援は表１のように53人

が日中活動の支援要望が高く、次いで医療支援34

人、生活支援 29人、健康への支援・配慮 31人、

教育・療育支援 26人、相談支援 21人、就労支援

19人、情報支援 9人と続いている。 

表１の内訳をみると、日中活動や福祉サービスの

要求は 53人と多いが、その中、40 名が知的障が

い者である。これはインタビューからも言われて

いるように、知的障がいのある人が、日中真っ暗

な自宅の中でずっと過ごすことで、自傷行為・他

害行動など他にも問題行動が出てきて限界になっ

てくる。また、家族の精神状態も苦しくなってき

ている。同じ空間でずっと過ごすことに限界があ

り、気分転換するためにも、家族の者が一時本人

の世話から離れて休憩を取るためにも、日中活動

支援は必須の事項である。医療支援の必要性を求

めている人が 34名であるが、内訳は上肢、下肢、

体幹の障がいが 15 名、肝臓、呼吸器、心臓、腎

臓、膀直等内部障がいが 11 名、知的障がいが 4

名、視覚、聴覚、音声障がいの感覚器の障がいが

4 名である。外科系、内科系いつもケアが必要な

人は生命に関わる問題で必須の支援といえる。 

以上の回答から、在宅する障がいのある本人は

生活支援・医療支援・日常活動支援を求めている

ことがわかった。災害時におけるPCP計画の必

要事項として盛り込んでいくべき事項と考える。 

 

４－３－３ 南相馬ファクトリ―の挑戦  

－廃所を互助により立て直し、さらに災害をばね 

に発信する試みへ 

 震災後、南相馬市の障がいのある人たちは就労

を希望しても原発事故による放射能の影響が深刻

にのしかかり、極めて厳しい状況に曝されてきた。

震災以前、事業所に通う障がいのある人たちは、

豊かな土地から自然栽培した野菜や産物から、例

えば草木染めの織物・大豆栽培から豆腐・みそな

ど南相馬の特産品として加工し売り出していた。

それが放射能の影響でできなくなってしまった。

南相馬市には小規模事業所8か所あった。あさが

お（地域活動支援センター・就労支援）、えんどう

豆（地域活動支援センター）、身友会作業所、ぴー

なっつ（生活介護・生活訓練）、びーんず（就労継

 
音

声 

下

肢 

肝

臓 

呼

吸

器 

視

覚 

上

肢 

心

臓 

腎

臓 

移動援助がほしい 0 3 0 0 3 1 0 0 

医療的ケアがほし

い 
1 4 1 1 2 10 3 4 

情報がほしい 0 1 0 0 5 2 1 0 

生活支援がほしい 0 7 0 0 2 8 1 0 

  0 0 0 0 0 1 0 0 

相談したい 0 5 0 0 1 3 0 0 

就労を希望する 0 2 0 0 1 4 1 0 

日中活動・福祉サ

ービス利用 
1 3 0 0 2 5 0 1 

経済的援助希望 0 1 0 0 3 2 0 0 
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続支援）、ひばり就労支援作業所、ほっと悠、ポニ

ーハウス（小規模作業所）などである。震災前ま

でも運営と研修生（障がいのある本人たちにとっ

て）の工賃維持のため事業所がまとまり協議会を

作っていた。自活訓練事業の助成金値下げの際も、

協議会で市に訴え引き下げ阻止活動を行ってきた。 

震災で作業所は一旦閉鎖される。６月中旬には

一部再開されるが大打撃を受けた。７月４日現在

の状態を例にあげると、ほっと悠は、震災前は多

岐に渡って事業と展開し市内で最も手広く時給

700円で工賃も35000円と多かったが震災後の工

賃は 3000 円と打撃が最も大きい。ポニーハウス

は震災前は無認可でひばり就労作業所と身友会と

３所が１つの法人になって認可の申請を終えると

ころで震災に遭い集団避難し南相馬に戻るもとて

も１作業所では運営不可能な状況であった。工賃

震災前 4000円震災後 2000円と最も少ない。ふた

ばの里は双葉郡楢葉町の警戒区域に戻る事は不可

能となり法人本部のいわきしに避難していた。月

給25000円であったが7月4日時点で6000円と

四分の一に減ってしまった。 

先行きの見えない中、一作業所ではやっていけ

ない中、繋がることにより作業所を操業していこ

うと、各自の就労希望をかなえるために、警戒地

区で活動の場を奪われた双葉郡梄葉町ふたばの里

も引き入れて、南相馬ファクトリーを結成した。

佐藤定広氏が声かけ人となって7月 4日現在、南

相馬ファクトリーのかたちが整っていった。佐藤

氏はコーディネーターとして各作業所を繋ぎ役と

して尽力されている。ここで注目したいのが、Ｐ

ＣＰの観点が活かされている点である。自給自足

を断たれてしまった制約の大きい中でも、「作業所

の生活が本人にとっての日常があること」、結成集

団の１つの方針が主導になるのではなく、それぞ

れの作業所の個性を尊重し合って存在しているこ

とだ。例えば、ぴーなっつとびーんず、えんどう

豆は一つの法人である。しかし、それぞれに集っ

てきている障がいのある本人によりカラーが全く

違う。ぴーなっつは生活支援としての居場所であ

り、びーんずとえんどう豆は自立研修所だが、び

ーんずは就労支援や社会貢献に重きを置いて、ス

キルを上げたり外の社会機関に働きかけを行って

いる(社協、図書館、高齢者施設)。それに対し、

えんどう豆は工房としてアーテイステイックな活

動をして本人が作り手という面に重きを置いてい

る。 

各作業所内で利用者やその人達にとっての仕事

の在り方を伝え合い、共にできる事を考えていく

為、毎月（結成直後は頻繁に）戦略会議を行って

いった。原発事故による屋内待避、緊急時避難準

備区域等で南相馬市、双葉郡の作業所に大きな打

撃をもたらした現実、販路、作物生産など回復の

兆しがない現実を認めなければならない。原発事

故による放射能汚染による仕事の厳しい現状を見

極め、何かできるのか話し合われていった。そこ

でカンバッチのアイディアが案出され、協調でき

るところをカンバッチ製作に結集している。 

震災後、南相馬ファクトリーのメンバーは、常

時の人とのつながりから、全国から支援に駆けつ

ける人達から、安心・勇気・力を実感したという。

多くの問題が現出する中、毎日メンバーが集い、

通い仕事があって給料を得る、つまり仕事おこし

が大切だと認め合った。そこに何か仕掛けられな

いかと考えをさらに進めた。ふくしまが乗り越え

なければならない大地の清浄化（効果は短期的に

はみられないが、チェルノブイリのように菜の花

にならって）がある。福島県の支援センター福島

が UF-787P プロジェクト（和田庄司氏・南相馬

ファクトリーの佐藤氏が中心となる）の菜の花・

ひまわりを植え役立てようとする活動に仕事おこ

しを結び付けて、南相馬ファクトリーもそのプロ

ジェクトに加わり、さらに南相馬ファクトリーか

ら「つながり∞ふくしま」企画を打ち立てていっ

た。その内容は、カンバッチとアメリカから取り

寄せたひまわりの種とセットにして販売し、ひま

わりを植える季節に買い手に植えてもらい、採れ

た種の一部をまた南相馬ファクトリーに送り返し

てもらおうというものである。一部は南相馬の土

地に植え、残り種についてはプロジェクト787の

和田氏が「にんじん舎」で搾油や製油の設備を使

って、県外の種は食用油にその残りはまた仕事お

こしのカンバッチ販売しようとした。県内の種は
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燃料にする研究に役立てることにしている。生活

再建に向けて、障がいのある本人にとり、就労の

充実は生きる意欲に大きくつながる。カンバッチ

の製作・販売は、デザイン描画、製造、販売など

すべてに本人が主体となって行い、必要なところ

にスタッフ、支援者が関わっている。本人の動向

を考えながらプロジェクトの戦略会議で検討し、

プロジェクトを通し、個人から作業所全体のつな

がり、南相馬ファクトリーのつながり、買い手と

のつながり絆を作り、テーマにあげた∞（無限大）

に向かおうとするものである。ここに PCP の視

点を発見することができる。障がい本人の仕事を

おこし計画を中心に支援者が共に関わり、その活

動が地域、社会に広がっていくのである。 

 自主製作したカンバッチとひまわりの種の発信

は２つの意味を有しているものと考えられる。１

つは種による循環的活動が長期に渡る原発問題を

全国・世界の人が繰り返し思い起こし考えていく

社会啓発活動になりえる事。１つは発信自体が作

業所員自らの販路開拓であり、自立的行動だとい

う事である。キャンペーンのシンボルはひまわ

り・菜の花だが、カンバッチの絵は利用者のデザ

インである。本人の個性が出されている。えんど

う豆のＫさんのデザインは全国から特注され人気

デザイナーになっている。デザインは各作業所の

気持ちや地域社会の活動の様子も表現している。

（写真）南相馬市は従来、海辺で太陽の光、風が

豊かな土地である。ひまわりを植えて希望の光と

ファクトリーは考えた。ふたばの里は、自分たち

の作業所が原発事故の警戒地区で再開を奪われて  

しまったくやしさ、やるせない気持ち、怒りを 

表したり、犬や猫を救護活動を行う「福島県動物

救護本部」の注文を受けて動物救護のデザインし

ている。この仕事おこし・啓発キャンペーンは本

人が前進していく力となり、更に、収束が見通せ

ず先の生活に宛を無くしかけている地域に人達に

力づける活動にもつながり得るものと考えられる。 

   

9-1  ヒマワリｶﾝﾊﾞｯﾁ  9-2 動物救護ｶﾝﾊﾞｯﾁ 

  

9-3 脱原発ｶﾝﾊﾞｯﾁ       9-4  製作の様子               

 

9-5 南相馬ファクトリーの仲間 

図９ 南相馬ファクトリーの様子 

 

 図 10 「南相馬ファクトリーの構造図」出典 南相馬ファクトリー資料より 
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５ 宮城県の児童ディサービスセンターの事

例 

 次に、未就学児童及び学齢期の障がいのある子

どもへの災害時の支援計画について検討を行う。 

 兵庫県下の学齢期の子どもが在籍する学校園に 

おいては、1995年の阪神・淡路大震災以降、｢新

たな防災教育｣がなされてきた。｢新たな防災教育｣

とは､災害から自らの生命を守るために必要な能

力や態度を身に付けたり､防災に関する意識の高

揚を図ったりするなど､従来の安全教育に加えて､

助け合いやボランティア精神など｢共生｣の心をは

ぐくみ､人間としての在り方生き方を考える教育

の実践を目指すとともに､被災した児童生徒の心

のケアに努める教育を総称したものである｡ 

知識・理解を深める「知」、防災リテラシーを身

につける「技」、人としての在り方、生き方を身

につける「心」が重視されてきた。 

 2005年、「新たな防災教育」として「知・技・

心」の総合化、三位一体の展開が図られた。地域

での災害や歴史、対策について学ぶ「知」、災害

時に身を守り、備えの技術を身につける「技」、

命を尊重しようとする心を育てる「心」について

防災教育推進計画で総合的に指導の充実を図って

いく必要が示されてきた。 

 阪神淡路大震災では、大都市直下型で被害が地

域的に集中した。一方、東日本大震災では被害が

地域的に拡散し、津波や原子力発電所の2次被害も

発生した。今後、①学校の立地する地域の地勢や

住環境を踏まえた防災教育「技」と「心」、②児

童・生徒の将来の生活を見据えた防災教育「知」、

③「自分の命は自分で守るチカラの育成「知」と

「技」が必要とされると考えられる。 

 しかし、障がいのある子どもにとっては、それ

ぞれの特性が異なるため、上記の①～③以外に、 

個別の教育支援計画、個別の指導計画等において、

PCPの理念に基づき、障がいのある子どもの生活全

般にわたった災害時の支援計画が必要であると考

えられる。 

2011 年 8月に、本研究会メンバーが東日本大震

災の災害支援ボランティアとして、宮城県亘理町

のE児童ディサービス、岩沼市のＦ児童ディサー

ビス機関に赴いたが、当時の内容について検討を

行う。 

(1)避難所で生活できない障がいのある子ども 

宮城県亘理町のＥ児童ディサービス機関、岩沼

市のＦ児童ディサービス機関等を運営する NPO

法人理事長、Gさんにお話を伺った。 

「震災当日、2時 46分に、子どもたちが学校に

行っている時に、地震が発生し、高台に即避難し

ました。その後、近くの小学校に避難しました。

2 メートル近く浸水し、小学校での引き渡しの際

に、来ない保護者もいました。その時、来ない保

護者は、仕事のため遅れた方と、津波のため、屋

根の上で一晩過ごした保護者でした。その後、炊

き出しをして過ごしていましたが、特に、障がい

のある子どもたちは、余震に過敏となっていまし

た。行動・情緒面において避難所で過ごせない障

がいのある子どもがほとんどで、車を避難所代り

に使っている家族がいました。仮設住宅も壁が薄

いために、大きな声を出すと過ごすことができま

せん。Ｅ，Ｆ児童ディサービスは、震災の1週間

後に、スタッフも被災していましたが、再開しま

した。また、ディサービスの希望者も多く、行政

では、一般的に一日の定員を 10 名とさだめてい

ますが、震災直後は『可能な範囲受け入れるよう

に』と言われていました。震災が落ち着いてきた

からと言って、受け入れた利用者をお断りするこ

とはできないので、この8月に岩沼市にＦ児童デ

ィサービスセンターを新設しました。」とＧさんは

語っておられた。 

同時期に東北大学での研究交流会に参加したが

「避難所で過ごせた障がいのある子どもは、数名

であり、家族バラバラで生活する家庭もあった」

という報告もされていた。 

 

11-1 ニーズに応じて新設された岩沼市の 

Ｆ児童ディサービスセンター 
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11-2 線路が断線された常磐線 

 

 

11-3 津波による被災地域のがれきの山 

 

 

11-4 津波による被災地域の 

コンビニエンスストア―跡 

図 11 宮城県の被災地域の様子 

 

(2)横の「つながり」の重要性 

 このような避難所や仮設住宅で暮らすことが

できない障がいのある子どもたちを「避難所」と

して学校を開放し、受けいれたのが宮城県内のＨ

特別支援学校だったという。「Ｈ特別支援学校を

『避難所』として、開放していただいた結果、家

族も一緒に暮らせたり、障がいの子どもさんが精

神的に落ち着いたりする例もありました。」と、Ｇ

さんはインタビューでも語っておられた。また、

この内容は、東北大学での研究交流会でも言及さ

れていた。 

 しかしながら、このようなケースについては、

システマティックになされたわけではなく、Ｈ特

別支援学校の所属長がたまたまニーズを知って、

動いたという経緯があったという。 

 Gさんは、「横のつながり」の重要性を指摘する。

「横のつながり（交流）があれば、職員派遣も可

能になる。突然知らない人に関わっていくことは

困難である。また、支援が可能な団体等は、『自分

たちの団体はこれが得意です』、『自分たちはこの

ようなことができるので来て下さい』といった自

ら旗を立てる行為が必要だし、ネットワークを作

っていくことが重要だと思います」と語っておら

れた。 

 

（３）障がいのある子どもは、普段からの経験の

積み重ねが重要 

自分の命は自分で守るチカラの育成「知」と「技」 

の重要性について、前述したが、Gさんは、また、

次のように述べていた。 

「E児童ディサービスセンターとF児童ディサー

ビスセンターにおいては、普段から職員と子ども

たちが手をつないで地域を散歩していました。こ

のような体験の積み重ねは、災害時の子どもの避

難にとって重要であると考えられます。今回の東

日本大震災では、普段から行っている散歩で、地

域のどの場所に何があるかを把握できていたし、

障がいのある子どもは、どのスタッフとも手をつ

ないで歩くことができたのが役に立ちました」と

いう。 

特に、障がいのある子どもは、なじみが薄い人

と急に何かをしようとしても動くことができない

ことが多い。日常の支援においては、障がいが重

度になれば、専門的・個別的な対応が中心となる

傾向があるが、普段から地域住民との関係形成を

促進し、緊急時には、誰とでも素早く一緒に行動

できる力も必要であるとも考えられる。 

 

（４）個別の教育支援計画での災害時項目の必要性 

 このような G さんからのインタビュー内容や

兵庫県の防災教育の変遷、南相馬での障がい種別
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による避難状況を総合的に勘案すると、障がいの

ある子どもを対象とした個別の教育支援計画、個

別の指導計画等において、PCPの理念に基づいた

災害時の対応項目が必要ではないかと考えられる。 

 図 12-1 は、兵庫県特別支援教育センターのホ

ームページからダウンロードできる個別の指導計

画に災害時に要する力を加えたものである。例え

ば、「避難経路を知る」「担当の教員以外とも落ち

着いて行動できる」「毛布や衣服の着脱を受け入れ

ることができる」「水分摂取が必要な時に、相手に

伝えることができる」などといった項目も目標と

して考えられるだろう。 

 

 

図 12-1「災害時に要する力」を加えた個別の指導計画の例 

（兵庫県特別支援教育センターの「個別の指導計画」

の書式を改変） 

 

６．考察 

平常時に PCP の先進的な実践を行ってきた兵

庫県A 市のB 園や大阪府NPO 法人C やD の事

例は、都市部のシステマテイックな PCP 実践と

解釈される。一方、東日本大震災下にある取り組

みは意図的にPCPを推進しているわけではなく、

地域に開かれた存在として、障がいのある本人と

支援者・多くのボランティアが共に尊重し合い自

治的活動を歩んでいる事そのものに PCP 概念の

存在が生きづいているものと考えられる。 

震災・原発事故による緊急時・非常時の南相馬

在住全ての障がい者に対してぴーなっつと JDF

が行った個別訪問調査、厳しい中で自分たちの仕

事を社会啓発活動にまでつなげて試みる南相馬フ

ァクトリーの自治的活動、仙台の児童ディサービ

スセンターの教育支援活動を PCP の観点から分

析してきたが、これらの活動は支援者が自ら立ち

上がって実践した障がいのある人々を支える自治

的活動であり、いつも関わっていたからこそ想定

できた事業所の支援活動、個別訪問調査活動、就

労支援活動、教育支援活動だといってよい。 

総じて、災害時に地域のみんなで障がいのある 

人を中心とした支援を考えていくことを実現でき

るようにすることが、地域社会の復興につながっ

ていくものと考えられる。それは障がいのある人

のためだけにという点に留まらず、障がいのある

本人が生きがいをもって暮らしていける社会作り

は、災害で被災した弱い立場の人たちが生活でき

るやさしい環境作りになるからである。 

PCPの特徴には、地域の資源を利用できるよう 

にすること・友愛関係を育てること・当事者中心

のシステムであること・尊重と理解を高めるこ

と・積極的な思考を促進する・個性ある創造的な

プロセスを発展させること・理想を追い求めるこ

と・支援のための学習と成長を図ること・参加者

がエンパワメントされることなどが含まれるが、

これらの特徴を今回の事例や個別訪問調査活動そ

のものと照合させることができる。地域住民を含

め支援者たちが、災害時に地域のみんなで障がい

のある人を中心とした支援計画構築を実現するた

めには、次のような具体的事項が考えられる。 

 

（１）障がい当事者が日頃から社会性を身につけ

ていることの大切さ   

児童ディサービスでみられた震災前にどの職員

とも手をつないで地域を散歩し、横のつながり作

り、地域を知っていく。これは社会性を身につけ

ていく基礎づくりが行われているものと考えられ
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る。 

南相馬のさぽーとセンターぴあのように全障が

いが自然に一緒に過ごしながら、地域の人、外か

ら来た人と事業所で出会う機会を貫いていくこと。 

いつも一定の人でないと、いつも同じ環境でな

いと、いつも同じやり方でないとうまくやってい

けない障がいのある人は少なくない。しかし、２

つの事例はその既成事実を乗り越えている。 

人と関わり過ごしている地域の社会的環境を本

人に合うように限られた場所に本人を保護するで

はなく、支援者が本人と一緒になって、社会環境

に対し自分の力を見開いていこうとするものであ

る。これは極めて重要な事項だと考えられる。 

 

（２）地域の資源を当事者に利用可能とした 

震災時は地域資源が極めて少ない状態である。 

利用できるような社会資源を支援者は非常に乏し

い限られた環境の中から作り出している。亘理町

における避難所にいられない子どもたちへの居場

所提供をした児童ディサービスセンター、障がい

ある子どもたちに避難所として開設した特別支援

学校の所属長は、地域資源を提供し、障がいのあ

る子どもの生活拠点を切り開いている。支援者自

身の身体をも懸けて開所した南相馬市のぴーなっ

つ事業所は自宅に籠りがちの障がいのある人を救

い出し、避難所から戻らざるを得なかった人々に

利用の場を開いていった。これらは災害時におけ

る地域資源利用の開拓といえる。ぴーなっつと

JDF が協働して行った個別訪問調査では調査を

発端に障がい当事者の生活再建に必要なニーズを

掘り起こし、市役所、保健センター、病院、再開

していく事業所などに働きかけて連携を図ってい

った。そして当事者が利用できる社会資源を広げ

ていった。 

 ソフト面では、日中活動支援の要望が知的障が

いのある人に多いことが個別訪問調査より理解さ

れた。その本人を支援者が知っていれば、支援は

次のような流れを取ることができる。 

 

 

 

 ①命を救うこと 

    ↓ 

 ②生活することをバックアップすること 

・自己実現  

    ・就労の場が確保されること 

  図 13 災害時の障がいのある人への支援の動き 

 

普段、顔を知らない窓口サイドの職員が支援をも

くろむと、①までストップしやすい。けれど、人

には救命後の生活があり、それを支援していくこ

とこそが生きることなのである。どんな場合にあ

っても自己実現できることは、その人の意欲を引

きだし、重要である。 

青田氏は、「緊急時だからこそ、その人への尊厳

を重視するのだ」と語ったが、日中活動は緊急時

だからこそ、平常を取り戻すために重要なソフト

面での社会資源である。また他の選択肢として就

労があげられる。佐藤氏は震災により作業所閉鎖

状態時に利用者が心身のバランスを崩していくの

を目の当たりにして「人に大切なのは、朝になっ

たら職場に出かけて仕事をして、夕方になったら

家に帰ってくる日常の生活だ」と確信した。就労

の場も工賃を得る為だけでなく営みの大切さとし

て重要な社会資源と考えられる。 

 

（３）当事者と支援者の友愛関係・当事者同士で

理解し評価し合えるような友愛関係 

 亘理の児童ディサービスでの日頃からの職員誰 

とも子どもが手をつないで散歩する習慣は人とす 

ぐに友愛関係を育んでおり、人と結び合う力を身 

につけていく行動だといえる。南相馬において障 

がい種別を区別することなく、人たちが当たり前 

のこととして一緒に過ごしていること、近所から 

やって来る人や他地からやって来る訪問者やボラ 

ンテイアも特別な事としてでなく受け入れてきた 

こと、彼らには他の人を排除しない気持が自然に 

身についていったものと考えられる。この力が災 

害時にあっても、本人と他者の友好関係を結ぶ力 

になり、生き抜くことを可能にしているものと考 

えられる。この営みは意図的に計画するものでは 

なく、ただ支援者の他の人を否定しないでそれぞ 
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れの当事者の良いところを、一緒に評価していこ 

うとする雰囲気作りがあり、そこで過ごす本人 

には自然に他の人の障がいを理解しながら思いや 

る気持ちが出てくるもののように推察された。他 

の利用者が自分にはできないことに挑戦していく 

時、素直に「すごいと思った。」と言えること。理 

解し尊敬することが実現している事例だったが、 

このような在り方は、日本人に本来備わっている 

友愛の心だと考えられる。 

 

（４）当事者中心でありながら、保護される存在 

ではなく自立していく存在としての本人 

震災時は支援者自身も被災し数少ないスタッフ

で事業所を運営しなくてはならない。そういった

中でも、支援者は利用者に責任をもって、利用者

の行く末を一緒に描きながら関わっていく事例で

あった。その営みはシステムでただ働いているな

どという表面的なものでなく、支援者が利用者本

人を大切に思う心を持ち得ていなければ成し得な

いことである。次々と追い打ちをかけてくる不安

な現実と表裏一体に暮らしながら、当事者を尊い

存在として意識し続けることは、支援者にとって

美談で語られるような生易しいものではない。 

 災害時・緊急時は自らが的確な判断をして動く

ことも求められる。動ける人しか動けない。動け

る人が自分で考えて、そこにいる人と即座に協働

して支援に当たらなければならない。亘理での障

がいのある子どもたちが日頃、誰とでも手を繋い

で地域を散歩できるようにしてきた事は、即座に

協働していく為の基礎作りにつながるものだと考

えられよう。 

震災時に自分の命を守り生活していくことは本

人の自立していこうとする自覚がなければ好転し

ていかない。支援者も被災して生活いっぱいにな

り、職員も避難して人手不足な現状を受け入れて、

障がいのある人もできることは自分で、更に本人

が他の人の為に支援しなければならない。これは

兵庫県が掲げる「新たな防災教育」「知・技・心」

に通ずるものである。「自分の命は自分で守るチ

カラの育成「知」と「技」の習得につながるもの

である。 

日頃、障がいがあるからと保護される存在では

なく、生活する存在として、自分でできることは 

自分で決め、他人任せにしないでやっていく。筆

者が南相馬のびーんずやほっと悠で障がい当事者

共にした作業活動では、当事者から作業工程を筆

者が習っていった。しっかり本人が理解していな

いと他人に教えることはできない。自立した当事

者の姿があった。協働は依存して行うものでなく、

積極的な本人同志があって好転していくものだと

考えさせられた。 

 

（５）マイナス思考からプラス思考への転換 

 屋内待避で家の中にずっと引き籠り、自分を責

めたり、家族に怒りをぶつけたり、家の中だけに

いてはマイナス思考で益々厳しく状況の中、個別

訪問調査がきっかけで、ぴーなっつにやって来る

ようになり、みんなで一緒にやっていく間に、マ

イナス思考がプラス思考になっていった本人の姿

がある。避難所で我慢の限界でどうしようもなく

当地に戻った当事者がえんどう豆を再び利用しそ

こで過ごすことにより笑顔が戻った。 

 昼間を過ごす場所が必要だと青田氏、郡氏、佐

藤氏３者がそれぞれの言葉で語られたが、そこに

仲間がいることも重要であろう。作業しながら、

自分の悩みを話す。困っていることの情報を得る。  

筆者が参加させてもらっている間も様々な四方山

話で皆がエンパワーされていた。作業そのものも

確かに大切であるが、談話も精神保健上極めて大

切なことのように実感された。 

 

（６）個性ある創造的なプロセスを発展させる

事・理想を追い求めること 

 えんどう豆では、野菜栽培や原料栽培の道を放

射能によって断たれそこから作るオリジナル食品

もできなくなってしまったが、限られた中で、そ

の人ならではの仕事をしている。本人の個性を見

つけ出していく佐藤氏をはじめとする支援スタッ

フの感性があっての事であるが、カンバッチ、織

物、たわし作りには、デザイン、色選び、糸・毛

糸の組み合わせ、織具合・編み具合が、その人に

しか出せない表現を創造している。できたらみん
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なの個展を開きたいという夢がある。カンバッチ

は南相馬ファクトリー全体で全国に、世界に広げ

たいという願いがある。厳しい状態が現実にある

が、創造的な活動がその暗い影を超えることがで

きるのではないかと、実際に全国に広がりつつあ

るカンバッチのプロジェクトから、推測させるも

のである。 

 

（７）学習し合うことで支援者はエンパワーされ

ること 

個別訪問調査では、調査される本人にとって単

発の調査ではなく、支援に繋げるための調査であ

った。支援者が休日返上で夜遅くまでミーテイン

グを重ね、次の調査に繋げ、実際の支援に繋げ、

活動されていた。 

障がい当事者⇔調査員⇔ぴーなっつ職員 

訪問した障がいのある人の声を傾聴し、その要

望を職員に繋げていく。そして当事者にとってど

のような支援が考えられた。それを実現するため

に具体的にどのような社会資源にソフト・ハード

両面整えていくべきかを考え出していかれた。青

田氏や郡さんは多忙を極めたにもかかわらず清々

しいと語る。それは支援のための学習が深められ

て、支援者同志がエンパワーし合っていく実践だ

ったからだと考えられる。その充実感が障がい当

事者の支援につながって快い支援の循環が導かれ

たのだと考えられよう。 

 

（８）支援の輪の構築 

当事者は金銭を恵まれる事に喜びを求めている

のではない。働いてお金を稼ぎたいという声をボ

ランティア中よく聞いた。就労しかし、オリジナ

ル食品販売は停止、販路は断たれてしまっている。

南相馬ファクトリーのカンバッチのアクションは

仕事起こしであると同時に、買い手の輪を広げる

ことによって、支援の輪を広げようと目論むもの

である。カンバッチの買い手から南相馬ファクト

リーに全国からさまざまなメッセージが届けられ

ている。そのメッセージに当事者・支援者は励ま

されている。そして買い手もまた、種とカンバッ

チで繋がり支援の輪が広がっていく。 

「支援の輪」を構築していくことによって、当

事者が一人の人間として地域で自立生活を送るこ

とができるようにしていく支援の有り様だと考え

られる。 

 

（９）個々の障がいを考慮したリスクマネージメ

ントの必要性 

災害時に地域の人と一緒になって命の確保をし

なければならない。実際問題、見知らぬ健常者が

すぐに障がいのある人に合理的配慮としての援助

を行えるものではない。合理的配慮に基づいた救

命の為の基盤は必須である。これは一つの指針と

して示していかないと、本人の命を救うために支

援者、家族、そして肝心の本人が動けない。ある

程度の障がい特性を日頃理解していなければ要を

成さない。リスクマネージメントの指針は必要で

ある。 

障がいの各形態別の支援の度合いを検討した上

で、表２（報告書末尾提示）に示す。 

 避難時から非常時、生活再建時までに渡る支援

の必要性を情報→移動・移乗→避難所のバリアフ

リー→ＡＤＬ介助各種→生活支援の順に見ていく

と、視覚障がいのある人にとっての支援は、避難

時には音声による情報伝達が必要で、非常時から

生活再建までに本人がその生活形態を認知地図に

入れて習慣化できる迄の支援が必要である。 

 聴覚障がいのある人にとっては避難時・非常

時・生活再建時に健常者が得られる情報と同等に

視覚情報が確保されれば自立生活が行えるわけで

あり、細部に渡りニーズ選択に応えられるような

視覚情報を本人に提供する必要がある。 

身体障がいのある人にとって、移動・移乗の際

の介助・装備が必要である。ストレッチャーごと

の搬送ができないために避難を断念した本人の声

が個別訪問調査より明らかになっている。障がい

の度合いによってリフト車など福祉車両の手配が

無いと動けない。避難所でバリアフリー化がなさ

れていないために自宅にやむなく戻らなければな

らないケースも個別訪問調査で明らかになった。

障がいの度合いによっても食事・排泄・衣着脱・

入浴・整髪・整容・歩行などのＡＤＬの介助が必
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要である。 

内部障がいのある人には、本人特有の使用装

置・服薬・管理栄養・医療的ケアがあり、各々が

確保されないと存命に関わる。扱いを損じると命

に関わる事項である。この種の支援は日常、医療

的専門職・介護職に限られる行為が多くであるが、

救命時においては AED のように、いざ専門職・

機関に繋げたり、補助ができるように基礎知識を

理解しておく必要がある。 

 精神障がいや知的障がいのある人にとって、避

難緊急時や非常時においてパニックを起こしたり

問題行動を起こしてしまうことが多く、それによ

って体調を崩して健康状態を悪化し、自宅に戻ら

ざるを得なかった事例が調査や筆者の関わった事

業所で多くあった。急激な環境の変化に混乱し情

報処理や認知・判断力が極度に低下してしまいコ

ミュニケーションがうまくとれなくなってしまう

のであるが、関わり方や受け入れ方次第で本来の

その人らしさを取り戻す事ができるので、日頃か

ら地域の人たちとの交流を深めお互いが理解し合

える暖かな土壌を作っておく必要がある。 

 以上のように、南相馬市と宮城県亘理町におけ

る事例で明らかになった障がい者（児）の緊急時・

避難時・生活再建時における支援についてＰCP

を考えていく際に必要となる具体的事項と照合さ

せて考えてきたが、次のような要件を結論づける

ことができる。 

１ 日頃から社会性を培っておくことの大切さ 

２ 障がいのある人・支援者が協調しながら自ら

動き出していくような方向性をもった計画作

りをしていくことの重要性 

３ 地域社会につながりをもっていくような計画 

作りをしていくこと 

 ( 計画例、本報告書末 図 12-2～6提示)  

 

 
図 14  本人を中心とした地域での支え合い  

 

本人 困った時に連絡したり駆け込む場所
↓

拠点―いつも利用する事業所
↑

本人の希望に沿った支援
救命支援 医療的ケア・医療物資・避難先の誘導
生活復旧支援 生活物資・ライフライン復旧支援

生活介護支援 入浴・排泄・投薬・通院
日常活動支援 買い物・集う居場所・レクリエー

ション活動
就労支援

（支援マンパワー 事業所のスタッフ
周辺で関わる地域の人たち

ボランティア）

 

図 15 本人とコンタクトする拠点としての事業所 

 

７．おわりに                              

PCP研究会は、前考察から、４つの提案をし

たい。 

Ⅰ．情報のユニバーサル化 

Ⅱ．環境のバリアフリー化 

Ⅲ．災害時における公的機関だけに限定しない民

間への仮設病院・仮設避難所・仮設事業所開

設のオープン化 

Ⅳ．就労支援－販路を開くコーディネート 

   流通への援助 

   食品放射能測定器の提供・場所の開設助成 
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Ⅰについて、流す情報がいつも全障がいを想定

した、ユニバーサル化された情報でないといけな

い。（＊情報のユニバーサル化）非常時に有効なネ

ット環境のシステム作りを県が行い、要支援者に

支給していく。この情報システムも双方向性があ

るものがよい。要支援者からも県にあるコールセ

ンターに通ずるようしておけば、ＳＯＳの機能を

果たすことになる。視覚障がいのある人には音声

情報としてつながるもの。聴覚障がいのある人に

対しては視覚情報となるメール・絵情報が変換さ

れて発信返信できるもの。知的障がいのある人に

対しては操作が容易で理解しやすい要約化された

情報処理が施されたシステム変換に、身体障がい

のある人には障がいによりＡＤＬの制約を受けて

いる部分を考慮して操作可能なシステムに、発信

事項は１つの県の出所から、各々の障がいに合理 

的配慮がなされた互換性システムによって変換さ

れ、情報が平等に繋がるような配備が望まれる。

1 つの出所からすべての人に伝達されるシステム

作りは、非常時にはとても重要である。地震、津

波、原発事故それぞれ対処の仕方が違う。非常時

はデマなどが多く飛び交い本人は混乱させられた

り、また不知となって孤立化が多発しやすい。           

災害時にとるべき行動を本人や支援者各自が知

っておく必要がある。本人の知的能力や判断に障

害があっても理解できる範囲で理解していかない

と、危険にさらされる事になる。今回も困ったら

駆け込む連絡先を知らなければ、大変な状態にな

っていた。「連絡できない。」それが大きな惨事を

招く。常時からアクセス方法を確立しておく必要

がある。 

安心して自分の状態の話を聞いてもらって、と

るべき行動や今後の生活計画を一緒に考えてくれ

る連絡先でないといけない。緊急時・非常時の役

所窓口は騒然としてゆっくりした対応はできない。

障がいのある本人が気軽に利用し落ち着いてじっ

くりと相談できる民間の事業所が必要である。 

事業所を開所していく事例のまとめとして、非 

常時、地域で暮らす要援護者本人は混乱し、情報

が得られず不安に屋内待避を強いられていた。医

療的ケアが必要な人は自分だけで避難するわけに

はいかない。利用する事業所や地域で関わる住民

がそこに出かけて行って避難の確保、もしくは生

活可能にするための支援をしなくてはならない。 

非常時だからこそ、その人の生活の場につなが 

る救命の援助をしていく事業所の存在が必須だと

考えられよう。そして、その事業所はさらに本人

の生活再建につながっていくルートを支援するも 

のでなくてはならない。ぴーなっつのような障が

いのある人が困った時に駆け込める事業所が数多

く市町村内に存在し、しかも、その事業所が市だ

けでは災害直撃の場合は不通になる恐れが多いの

で、県のネットワークをはっておくリスクマネー

ジメントの必要があるものと考える。  

Ⅱについて、今回の事例や訪問調査を分析する 

と、非常時である避難所で生活できず、危険にも

関わらず自宅に戻らざるを得なかった障がいのあ

る人が多く存在したことが明らかになった。本人

の声より避難所のバリアフリー化が施されていな

いことが大きな問題である。駐車場やトイレに留

まらず、避難所となる生活環境すべてに渡るバリ

アフリー化が必要である。それを実現するために

本人を含め、地域の人たちによる想定される避難

所の視察会などを多く開き、仮にその場所で生活

可能かを共に考え、改善点を明らかにして設備を

バリアフリー化していく試みが必要であろう。 

 Ⅲについて、緊急時の民間事業所の開所要請に

対して極めて有効性の高いものであれば、その認

可システムを作っていく必要があるだろう。病院

や避難所、支援事業所に関し国の援助が公的機関

だけに限定されているので、仮設病院開業のため

の人的支援の準備が整ったにも関わらず開業でき

ず、目の前に患者がいるのに医療物資が入ってこ

なかった惨事、避難所を開設しようとする地元の

人が多かったのに開設できず物資が入ってこない

でひもじい思いをしている被災者を目の前に施す

ことができず非常事態となった。一方、公的避難

所には人的支援・物資が一か所に集中してしまっ

たので、物が溢れ、ボランティアは活動の足止め

を強いられる例が少なくなかった。このようなミ

スマッチの続出は、民間避難所の開業のオープン

化によって改善されることだろう。ぴーなっつ事
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業所のように家族だけで大変な状態になっている

障がい者を目の前にして自分たちの身体を懸けて

までしなければ開設できないような拘束性は好ま

しくない。命が先か形式が先かと問えば、非常時

には命が優先されるべきである。命に関わる緊急

性を要する事業所の開所は速やかに許可されるべ

きである。緊急時・非常時に備えた民間の必要機

関開設の補助システム作りのオープン化を提案し

たい。 

個別訪問調査実施によってその中で放置されて

いた障がい者が救命されたり、今まで訴えられな

い多く障がいのある人の気持ちが受け止められ、

今後の生活再建計画につながっていった。常時は 

個人情報の開示は一民間事業所のみではプライバ

シーの問題となってしまうが、生命に関わる緊急

性を要する場合は動ける民間が行政と連携して動

かなければならない。本来は、県が開示の拘束力

を実行し、連携機関に開示していけるようになる

とよいのではないか。常時に県民全体にも緊急時

に限定される救命の為の個人情報開示の旨の了解

を得て、又、その連携網を作成し、実際に連絡を

取り合っていく訓練も定期的に行われるべきであ

ろう。被災後被災地での人的資源の確保は難しい。

偶然、ぴーなっつの場合は全国組織JDFにつな

がれたので、多くのボランティアを募って実施で

きたが、本来は広域に連携できる県にネットワー

ク化を望むところであり、例えば兵庫県ならば、

被害の少ない県内の地域、又、関西広域の府県と

連携をとっておく必要があるだろう。

 
各々障がい手帳保持者全員に送信する（ＰＣ・携帯メール・ＦＡＸ予め非常時に備え手段を登録記載しデータ化）

視覚障がい者には音声媒体で通報
身体障がい者には通常媒体で通報
精神障がい者には通常媒体で通報
知的障がい者にはわかりやすい媒体で（音声・文字媒体）
聴覚障がい者には視覚媒体で通報
内部障がい者には通常媒体で通報

兵庫県災害対策情報本部 重度心身障がい者にはわかる媒体で（本人が理解できるＩＴ機器システムを予め配置しておく）

避難の対応手順を各障が
いに理解される媒体に変換
し送信する 安否・被害状況を事業所へ送信①　①が不通の場合は各市町村災害情報部に安否・被害状況を送信する②

１度の通報で全ての連絡網 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に同じ内容の情報が流れる 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

各々の障がい者が利用する事業所に各々の障害別媒体で送信する

各市町村に災害情報部署を設置し、当該部署に各々障がい者用の媒体を送信する

 

図 16 災害時における要支援者への情報伝達 

 

Ⅳについて、南相馬ファクトリーでは複数の作

業所が連携を組むことによって就労の維持を図り、

さらに自分たちの目の前に起こっている問題に目

を伏せる事なく現実を直視して、そこに仕掛けを

見出した。カンバッチのデザインに社会活動のア

クションにつなげたり、ひまわりの種を通して土

地利用やバイオマスエネルギー開発に役立てよう

としている。こうした自治的活動を更に販路を広

め流通を促すことが県の行政に望まれるところで

ある。 

ぴーなっつの事例で一つ課題を残しているのは

県との関係である。事業所は日頃、南相馬市との

つながりがあったために、市には障がいのある本

人の立場に立つ事が理解できる地盤があった。し

かし、県とはあまりつながりがなく、県→市→民

間（本人本人）という流れの中で動いてきていた。

しかし、日頃、逆の動きを実施していく、たとえ

ば県が民間からの活動に参加していくような行事

なりプレファクチャーミーテイングのような、民

間（本人本人）→県のソーシャルアクションが頻

繁に行われるような繋がりの活性化された状態が

望まれる。情報のユニバーサル化、環境のバリア

フリー化、災害時における公的機関だけに限定し
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ない民間への仮設病院・仮設避難所・仮設事業所

開設のオープン化の普及、就労支援は、先にも言

及したように、本人を含めて地域住民自らもその

構築化活動に加わる必要がある。プレフェクチャ

ーミーテイングや施設・機関見学による創意事項

の検討、計画立案、民間でできる情報処理システ

ム開発・建築の検討、具体時事項に至る迄、障が

いのある本人も含め、それを支える県民参画し、

県民が行政と協働していくようなソーシャルアク

ションが必要であると考えられる。 

注 

注 1） 2011年 6月 2日に行われた本研究会への関西学院大学人間

福祉学部杉野昭博教授の指導助言による。 

注 2） ガス抜き－不満や精神的なフラストレーションが溜まって

いる時、それが噴出する前になんらかの方法で解消すること。    

注 3） ぴあ作成の避難マニュアルは 15分、20分と分刻みで示され

ている。南相馬では現在も、実際のところ、福島第 1原子力

発電所の不安定な状況が続いている事を理解されていて、大

きな余震で万一の爆発や放射能拡散に備えている。                                             

注 4） 注 3）参照。 

注 5） 福島第一原子力発電所の２度の爆発により南相馬市は放射 

能で危険な状態となってしまった。福島県は国の指示がな 

くては動かず、自分たちで動き出さなければどうにもなら 

ない極限状態に陥れられていた。桜井市長は困り果て諸外 

国にインターネットで助けを求めた。市は独自のやり方 

で市民に 3つの選択を求め避難の勧めを出していた。                    

注 6） 内閣府災害時要援護者の避難支援ガイドラインに特別な場 

合の個人情報保護を連携団体に開示する方法が記載されて 

いる。緊急時における個人情報保護は時として、命の危険

性を招く事になってしまうので、特例で情報を開示する。 

注 7） ぴーなっつ・JDF 2011．8.29 「障がい者が安心して暮ら

し・働ける南相馬市をめざして（緊急避難時における要援

護者調査）」 
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表2　障害のあり方による支援の度合い
障がい形態 情報 移動・移乗 避難所のバリアフリー

視覚障がいの方にとって 音声 認知地図が壊れてしまったので必要 必要

聴覚障がいの方にとって 視覚情報（字幕・絵表示・点字） 情報が入れば自力で可能 無

盲ろうの方にとって 点字 認知地図が壊れてしまったので必要 必要

肢体不自由ｃ１～ｃ３の方 通常情報 特殊な電動式車椅子を操作して移動・移乗介助必要 必要

肢体不自由ｃ４の方　＊１ 通常情報 特殊な電動式車椅子を操作して移動・移乗介助必要 必要

肢体不自由ｃ５の方 通常情報 平地でハンドリムに工夫した車椅子で移動・移乗介助必要 必要

肢体不自由ｃ６の方 通常情報 平地でハンドリムに工夫した車椅子で移動・移乗一部可能 必要

肢体不自由ｃ７の方 通常情報 標準型の車椅子で移動・横向き移乗可能・改造自動車運転可能 必要

肢体不自由ｃ８～Ｔ１の方 通常情報 車椅子で段差乗換可能（ベット・便器間）・改造自動車運転可能 必要

肢体不自由Ｔ２～Ｔ６の方 通常情報 車椅子で可能 必要

肢体不自由Ｔ７～Ｌ２の方 通常情報 車椅子で可能・装具と松葉杖で歩行移動可能 必要

肢体不自由Ｌ３～Ｌ４の方 通常情報 短下肢装具と杖で歩行移動可能 必要

肢体不自由Ｌ５～Ｓ３の方 通常情報 歩行で移動可能 必要

頭部外傷前頭葉損傷の方 単純でわかりやすい表示 要介助 必要

頭部外傷右半球損傷の方 左反面空間無視の為右側に表示 要介助 必要

頭部外傷左半球損傷の方 右反面空間無視の為左側に表示 要介助 必要

内部心臓機能障がい１級 通常情報 要介助 無

内部心臓機能障がい３級 通常情報 緊急時は要介助 無

内部心臓機能障がい４級 通常情報 緊急時は要介助 無

内部腎機能障がい１級 通常情報 無 無

内部腎機能障がい３級 通常情報 無 無

内部腎機能障がい４級 通常情報 無 無

内部呼吸器障がい１級 通常情報 要介助 無

内部呼吸器障がい３級 通常情報 無 無

内部呼吸器障がい４級 通常情報 無 無

膀胱・直腸機能障がい１級 通常情報 要介助 無

膀胱・直腸機能障がい３級 通常情報 一部介助 無

膀胱・直腸機能障がい４級 通常情報 無 無

統合失調症の方にとって 通常情報 指示があれば自力で可能 無

神経症の方にとって 通常情報 指示があれば自力で可能 無

重い知的障がいの方にとって 単純でわかりやすい表示 指示があれば自力で可能 無

知的障がいの方にとって 単純でわかりやすい表示 指示があれば自力で可能 無

軽い知的障がいの方にとって 単純でわかりやすい表示 指示があれば自力で可能 無

発達障がいの方にとって 視覚表示・わかりやすい表示 指示があれば自力で可能 無

重度心身障がい者 介助者のその人に合った伝達必要 自力では困難。介助者による車椅子移動だが座位がやっと。 必要

＊１　Ｃ（Cervical）は首（頸椎）,Tは(Thoracic)は胸（胸髄）,L(Lumbar)・S(Sacral)は腰（腰髄・仙髄）の損傷レベルをさす  
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障がい形態

視覚障がいの方にとって

聴覚障がいの方にとって

盲ろうの方にとって

肢体不自由ｃ１～ｃ３の方

肢体不自由ｃ４の方　＊１

肢体不自由ｃ５の方

肢体不自由ｃ６の方

肢体不自由ｃ７の方

肢体不自由ｃ８～Ｔ１の方

肢体不自由Ｔ２～Ｔ６の方

肢体不自由Ｔ７～Ｌ２の方

肢体不自由Ｌ３～Ｌ４の方

肢体不自由Ｌ５～Ｓ３の方

頭部外傷前頭葉損傷の方

頭部外傷右半球損傷の方

頭部外傷左半球損傷の方

内部心臓機能障がい１級

内部心臓機能障がい３級

内部心臓機能障がい４級

内部腎機能障がい１級

内部腎機能障がい３級

内部腎機能障がい４級

内部呼吸器障がい１級

内部呼吸器障がい３級

内部呼吸器障がい４級

膀胱・直腸機能障がい１級

膀胱・直腸機能障がい３級

膀胱・直腸機能障がい４級

統合失調症の方にとって

神経症の方にとって

重い知的障がいの方にとって

知的障がいの方にとって

軽い知的障がいの方にとって

発達障がいの方にとって

重度心身障がい者 

日中活動・就労 資金管理・制度・賠償請求 生活援助の必要性 コミュニケーションのとり方

一緒に開拓 要支援 要 音声言語・指文字・点字

一緒に開拓 要支援 要 視覚的言語・視覚媒体

一緒に開拓 要支援 要 点字・指文字
可能な範囲で参加 要支援 要 通常

可能な範囲で参加 要支援 要 通常

可能な範囲で参加 要支援 要 通常

可能な範囲で参加 要支援 要 通常

可能な範囲で参加 要支援 要 通常

上肢がすべて使える 要支援 要 通常

上肢がすべて使える 要支援 要 通常

上肢がすべて使える 要支援 要 通常

本人のできる範囲で可能 要支援 要 通常

可能 要支援 要 通常

本人のできる範囲で可能 要支援 要 通常

本人のできる範囲で可能 要支援 要 通常

本人のできる範囲で可能 要支援 要 通常

運動により心臓負担レベル考慮 要支援 要 通常

運動により心臓負担レベル考慮 要支援 要 通常

運動により心臓負担レベル考慮 要支援 要 通常

場合によって制限有 要支援 要 通常

本人のできる範囲で可能 要支援 要 通常

本人のできる範囲で可能 要支援 要 通常

制限有 要支援 要 通常

制限有 要支援 要 通常

制限有 要支援 要 通常

本人のできる範囲で可能 要支援 要 通常

本人のできる範囲で可能 要支援 要 通常

本人のできる範囲で可能 要支援 要 通常

配慮が必要 要支援 要 通常

配慮が必要 要支援 要 通常

その人にあった活動可能 要支援 要 ノンヴァーバル

その人にあった活動可能 要支援 要 一部ノンヴァーバル

その人にあった活動可能 要支援 要 通常

その人にあった活動可能 要支援 要 ノンヴァーバル

感覚の応答レベルで参加可能 要支援 要 ノンヴァーバル  
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障がい形態

視覚障がいの方にとって

聴覚障がいの方にとって

盲ろうの方にとって

肢体不自由ｃ１～ｃ３の方

肢体不自由ｃ４の方　＊１

肢体不自由ｃ５の方

肢体不自由ｃ６の方

肢体不自由ｃ７の方

肢体不自由ｃ８～Ｔ１の方

肢体不自由Ｔ２～Ｔ６の方

肢体不自由Ｔ７～Ｌ２の方

肢体不自由Ｌ３～Ｌ４の方

肢体不自由Ｌ５～Ｓ３の方

頭部外傷前頭葉損傷の方

頭部外傷右半球損傷の方

頭部外傷左半球損傷の方

内部心臓機能障がい１級

内部心臓機能障がい３級

内部心臓機能障がい４級

内部腎機能障がい１級

内部腎機能障がい３級

内部腎機能障がい４級

内部呼吸器障がい１級

内部呼吸器障がい３級

内部呼吸器障がい４級

膀胱・直腸機能障がい１級

膀胱・直腸機能障がい３級

膀胱・直腸機能障がい４級

統合失調症の方にとって

神経症の方にとって

重い知的障がいの方にとって

知的障がいの方にとって

軽い知的障がいの方にとって

発達障がいの方にとって

重度心身障がい者 

食事 排泄 衣着脱 入浴 整髪・整容 歩行

無 新習慣になる迄 周辺の新習慣 新習慣になる迄 無 新環境に慣れる迄

無 有 無 無 無 無

無 新習慣になる迄 周辺の新習慣 新習慣になる迄 無 新環境に慣れる迄

一部介助 全介助 一部介助 全介助 一部介助 不可

一部介助 全介助 一部介助 全介助 一部介助 不可

自助具で可能 一部介助 一部介助 一部介助 自立 不可

自助具で可能 一部介助 上半身可能 有 自立 不可

無 一部介助 上半身可能 有 自立 不可

無 一部介助 上半身可能 有 無 不可

無 一部介助 上半身は可能 有 無 不可

無 一部介助 上半身は可能 一部介助 一部介助 自助具で可能

無 無 無 無 無 短下肢装具と杖で可能

無 無 無 無 無 自立

一部介助 一部介助 一部介助 一部介助 一部介助 一部介助

一部介助 一部介助 一部介助 一部介助 一部介助 一部介助

一部介助 一部介助 一部介助 一部介助 一部介助 一部介助

無 要介助 要介助 要介助 要介助 要介助

無 一部介助 一部介助 一部介助 一部介助 一部介助

無 無 無 無 無 無

透析食 無だが尿異常 上肢は無 全介助 無 無

無 無 無 全介助 無 無

無 無 無 一部介助 無 無

有 無 全介助 短時間制限 場合により有 制限有（ゆっくり休みながら）

無 無 無 短時間制限 無 制限有（ゆっくり休みながら）

無 無 無 短時間制限 無 制限有（ゆっくり休みながら）

無 有 下肢有 その人専用の湯 無 場合により有

無 有 下肢有 その人専用の湯 無 場合により有

無 一部有 下肢有 その人専用の湯 無 場合により有

症状によって必要 無　 無 無 無 無

症状によって必要 無 無 無 無 無

場合によって必要 場合により必要 場合により必要 場合により必要 場合により有 要介助

無 場合により必要 場合により必要 場合により必要 場合により有 無

無 場合により必要 場合により必要 無 場合により有 無

無 場合により必要 場合により必要 無 場合により有 無

全介助 全介助 全介助 全介助 全介助 不可能  
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障がい形態

視覚障がいの方にとって

聴覚障がいの方にとって

盲ろうの方にとって

肢体不自由ｃ１～ｃ３の方

肢体不自由ｃ４の方　＊１

肢体不自由ｃ５の方

肢体不自由ｃ６の方

肢体不自由ｃ７の方

肢体不自由ｃ８～Ｔ１の方

肢体不自由Ｔ２～Ｔ６の方

肢体不自由Ｔ７～Ｌ２の方

肢体不自由Ｌ３～Ｌ４の方

肢体不自由Ｌ５～Ｓ３の方

頭部外傷前頭葉損傷の方

頭部外傷右半球損傷の方

頭部外傷左半球損傷の方

内部心臓機能障がい１級

内部心臓機能障がい３級

内部心臓機能障がい４級

内部腎機能障がい１級

内部腎機能障がい３級

内部腎機能障がい４級

内部呼吸器障がい１級

内部呼吸器障がい３級

内部呼吸器障がい４級

膀胱・直腸機能障がい１級

膀胱・直腸機能障がい３級

膀胱・直腸機能障がい４級

統合失調症の方にとって

神経症の方にとって

重い知的障がいの方にとって

知的障がいの方にとって

軽い知的障がいの方にとって

発達障がいの方にとって

重度心身障がい者 

ＡＤＬの補足 医療・投薬 管理栄養 自助具・福祉用具

新環境把握迄介助必要 無 無 杖

すべて自立 無 無 無・場合によって補聴器

新環境把握迄介助必要 無 無 杖

全介助 無 無 人工呼吸器・特殊電動車椅子・環境制御装置・特殊寝台

全介助 無 無 特殊電動車椅子・環境制御装置・特殊寝台・ヘｔドポインター

要介助 無 無 電動車椅子・リフト・車椅子滑り止め手袋・スプリント付き自助具・環境制御装置・特殊寝台・ハンドリムに工夫した車椅子

一部介助 無 無 電動車椅子・リフト・自助具・特殊寝台・ハンドリムに工夫した車椅子・バスボード

一部介助 無 無 車椅子・入浴用自助具・バスボード

車椅子でＡＤＬ自立 無 無 車椅子・入浴用自助具

無 無 車椅子

無 無 車椅子

すべて自立 無 無 杖・短下肢装具

すべて自立 無 無

一部介助 無 無 杖

左反面空間無視健側右 無 無 杖

右反面空間無視健側左 無 無 杖

自己身辺に極度の制限有 有 有 ペースメーカー

家庭内に著しく制限有 有 有 ペースメーカー

社会に著しく制限有 有 有 ペースメーカー

自己身辺に極度の制限有 有 有 ＣＡＰＤ

家庭内に著しく制限有 有 有

社会に著しく制限有 有 有

自己身辺に極度の制限有 有 有 酸素濃縮器・酸素ボンベ・液化酸素装置・場合によって人工呼吸器

家庭内に著しく制限有 有 有 酸素濃縮器・酸素ボンベ・液化酸素装置

社会に著しく制限有 有 有 場合によって酸素濃縮器・酸素ボンベ・液化酸素装置

下肢に身辺で極度の制限あり 有 有 ストーマー・カテーテル

下肢に家庭内で著しい制限有 有 有

下肢に社会で著しい制限有 有 有

全て自立 有 無 無

全て自立 有 無 無

全介助 無 無 無

一部介助 無 無 無

無 無 無 無

一部介助 無 無 無

全介助 有 有 リクライニング車椅子・寝台  
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身体に障がいがある方に対する支援計画                  長期目標 年 月～   年 月 

 

全体目標                                     確認評価と課題 

（本人と家族・支援者及び地域の人たちが加わり、話し合い決めていく）  

 

 

 

 

具体的支援項目 （例 避難時における避難誘導・介助 非常時におけ 

る避難所での介助・支援、在宅での生活再建支援 ） 

避難時                                  

（情報伝達方法－必ず繋がる伝達手順を確立しておく 避難介助方法  

避難誘導手順 避難経路 避難集合場所等必要事項を明記） 

 

 

非常時（避難所での生活実現計画） 

（具体的避難所明記（災害時避難所自体も被災する場合あり 

→遠隔地まで拡大して受け入れ先を確保） 

（避難所内で本人がＡＤＬを阻害するような環境の欠損を点検・整備）  

（避難所内での具体的介助明記） 

 

地域で生活実現できるための支援計画事項 （地域での受け入れ態勢を 

予め本人と家族・周辺地域の人たちと一緒に検討して記載していく） 

生活支援（ＡＤＬの状態から支援事項をリストアップする） 

 

 

就労支援（本人の希望とそれを実現するための就労の種類・就労場所 

を計画していく） 

 

 

日中活動支援（本人の希望とそれを実現するための社会資源を記載する） 

 

 

医療的支援（医療機関利用・服薬・リハビリについて記載する） 

 

 

図 12-2 震災から生活再建に至る支援計画の例                             

   兵庫県特別支援教育センターの「個別の指導計画」の書式及びさぽーとセンターぴあの「緊急時避難時」における対応手順を参考に改変  
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知的障がいがある方に対する支援計画                    長期目標 年 月～   年 月 

 

全体目標                               確認評価と課題 

（本人と家族・支援者及び地域の人たちが加わり、話し合い決めていく）  

 

 

 

具体的支援項目 （例 避難時における避難誘導 非常時における支援 

在宅での生活再建支援 ） 

避難時                                  

（情報伝達方法－必ず繋がる伝達手順を確立しておく 避難誘導方法  

避難経路 避難集合場所等必要事項を明記） 

 

 

 

非常時（避難所での生活実現計画） 

（具体的避難所明記（災害時避難所自体も被災する場合あり 

→遠隔地まで拡大して受け入れ先を確保） 

（本人の判断能力に沿って避難所となる場所を地域の人たちと点検・整備  

していく） 

 

地域で生活実現できるための支援計画事項 （地域での受け入れ態勢を 

予め本人と家族・周辺地域の人たちと一緒に検討して記載していく） 

生活支援（自分でできる事・支援が必要な事、地域で支えられる事を 

本人と家族・支援者・地域の人たちと確認していく） 

 

就労支援（本人の希望とそれを実現するための就労の種類・就労場所 

地域における就労開拓を地域の人たちと計画していく） 

 

日中活動支援（本人の希望とそれを実現するための社会資源を記載する） 

 

 

医療的支援（医療機関利用について記載する） 

 

図 12-3 震災から生活再建に至る支援計画の例                             

   兵庫県特別支援教育センターの「個別の指導計画」の書式及びさぽーとセンターぴあの「緊急時避難時」における対応手順を参考に改変 
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精神障がいがある方に対する支援計画                    長期目標 年 月～   年 月 

 

全体目標                               確認評価と課題 

（本人と家族・支援者及び地域の人たちが加わり、話し合い決めていく）  

 

 

具体的支援項目 （例 避難時における避難誘導 非常時における支援 

在宅での生活再建支援 ） 

避難時                                  

（情報伝達方法－必ず繋がる伝達手順を確立しておく 避難誘導方法  

避難経路 避難集合場所等必要事項を明記） 

 （混乱しない為に本人・支援者・地域の人たちで予め避難訓練して確認 

  を重ねておく） 

 

非常時（避難所での生活実現計画） 

（具体的避難所明記（災害時避難所自体も被災する場合あり 

→遠隔地まで拡大して受け入れ先を確保） 

（本人の精神症状によって避難所となる場所を地域の人たちと確認して 

いく） 

 

地域で生活実現できるための支援計画事項 （地域での受け入れ態勢を 

予め本人と家族・周辺地域の人たちと一緒に検討して記載していく） 

生活支援（本人が精神症状が悪くなった時にどのようになるのか 

どうやって対処しているかを支援者や地域に人たちに伝え 

理解してもらう） 

 

就労支援（本人の希望とそれを実現するための就労の種類・就労場所明記 

     障害のために集中時間が個々に違い、本人の集中できる時間・ 

状態を支援者や地域に説明して理解してもらい、緩やかな労働 

     条件を許容して働ける就労の場を地域に開いていく） 

日中活動支援（本人の希望とそれを実現するための社会資源を記載する） 

 

医療的支援（医療機関利用・服薬・デイケア・ナイトケアついて記載する） 

 

 

図 12-4 震災から生活再建に至る支援計画の例                             

   兵庫県特別支援教育センターの「個別の指導計画」の書式及びさぽーとセンターぴあの「緊急時避難時」における対応手順を参考に改変 
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視覚障がいがある方に対する支援計画                  長期目標 年 月～   年 月 

 

全体目標                               確認評価と課題 

（本人と家族・支援者及び地域の人たちが加わり、話し合い決めていく）  

 

 

具体的支援項目 （例 避難時における避難誘導・介助 非常時における 

避難所での介助・支援、在宅での生活再建支援 ） 

避難時                                  

（情報伝達方法－音声伝達手順を確立しておく 避難介助方法  

避難誘導手順 避難経路 避難集合場所等必要事項を明記） 

 

 

 

非常時（避難所での生活実現計画） 

（具体的避難所明記（災害時避難所自体も被災する場合あり 

→遠隔地まで拡大して受け入れ先を確保） 

（本人が認識しやすい避難所となる場所の環境作り（欠損を点検・整備））  

（避難所内での具体的介助方法明記） 

 

 

  

地域で生活実現できるための支援計画事項 （地域での受け入れ態勢を 

予め本人と家族・周辺地域の人たちと一緒に検討して記載していく） 

生活支援（生活習慣・環境の認知地図化する迄の介助） 

 

 

就労支援（本人の希望とそれを実現するための就労の種類・就労場所 

を計画していく） 

 

 

日中活動支援（本人の希望とそれを実現するための社会資源を記載する） 

医療的支援（医療機関利用について記載する） 

 

 

 

図 12-5 震災から生活再建に至る支援計画の例                             

   兵庫県特別支援教育センターの「個別の指導計画」の書式及びさぽーとセンターぴあの「緊急時避難時」における対応手順を参考に改変 
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聴覚障がいのある方に対する支援計画                    長期目標 年 月～   年 月 

 

全体目標                               確認評価と課題 

（本人と家族・支援者及び地域の人たちが加わり、話し合い決めていく）  

 

 

 

 

具体的支援項目 （例 避難時における避難誘導・介助 非常時におけ 

る避難所での介助・支援、在宅での生活再建支援 ） 

避難時                                  

（情報伝達方法－視覚伝達手順を確立しておく 避難介助方法  

避難誘導手順 避難経路 避難集合場所等必要事項を明記） 

 

 

 

非常時（避難所での生活実現計画） 

（具体的避難所明記（災害時避難所自体も被災する場合あり 

→遠隔地まで拡大して受け入れ先を確保） 

（非常時に本人と共に歩んでくれる手話通訳士・ボランテイア登録）  

 

 

地域で生活実現できるための支援計画事項 （地域での受け入れ態勢を 

予め本人と家族・周辺地域の人たちと一緒に検討して記載していく） 

生活支援（新しい環境の中で情報入手が自分で行えるように迄の支援） 

 

 

就労支援（本人の希望とそれを実現するための就労の種類・就労場所 

を計画していく） 

 

日中活動支援（本人の希望とそれを実現するための社会資源を記載する） 

医療的支援（医療機関利用について記載

図 12-6 震災から生活再建に至る支援計画の例                             

  兵庫県特別支援教育センターの「個別の指導計画」の書式及びさぽーとセンターぴあの「緊急時避難時」における対応手順を参考に改変 
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