
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県公式動画サイト「ひょうごチャンネル」で 
アーカイブ配信 

 
■前編：基調講演（約 85 分） 

https://hyogo-ch.jp/video/3666/ 
 

■後編：パネルディスカッション（約 80 分） 
https://hyogo-ch.jp/video/3668/ 

６．防災と福祉の連携促進シンポジウム 
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地域で取り組む 高齢者・障害者の避難支援 
──防災と福祉の連携促進シンポジウム 

 
■趣旨 

近年、豪雨災害をはじめとする大規模災害が頻
発しており、そのたびに高齢者や障害者が犠牲と
なっている。「誰一人取り残さない避難」のために
は、当事者、⾏政、地域住⺠、福祉専門職等が密接
に連携することが必要となる。令和３（2021）年 5
月 20 日の「改正災害対策基本法」施⾏を受け、具
体的な避難⾏動につながる、実効性のある個別避
難計画作成が全国的に注目されている。 

兵庫県ではケアマネジャーや相談支援専門員等
の協力を得て、平常時のケアプランやサービス等
利用計画の作成に合わせ、地域とともに個別避難
計画を作成する「防災と福祉の連携による個別支
援計画作成促進事業」を実施している。今回のシン
ポジウムでは、災害対策基本法改正を踏まえた地
域との関わりや今後の取り組みについて考える。 
 
■日 時 令和４（2022）年２月 18 日（金）13：00〜15：55 
■開催方法 YouTube によるライブ配信 
■主 催 防災と福祉の連携による個別支援計画作成促進事業実⾏委員会 
      （兵庫県・人と防災未来センター・兵庫県社会福祉士会） 
      関⻄広域連合 
■配信会場 ラッセホール「リリー」 神⼾市中央区中⼭⼿通４−10−８ 
■申込者数 643 人 
■参 加 費 無料 
  

▲案内チラシ 
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■プログラム 

 
連携強化めぐり 活発に意見交換 

ライブ配信で開催された「防災と福祉の連携促進シンポジウム」。全国の⾏政職員や福祉
専門職ら約 500 人がリアルタイムで視聴し、「地域で取り組む高齢者・障害者の避難支援」
をめぐる討論に耳を傾けた。 

まず岡⼭県の倉敷地域基幹相談支援センター施設⻑の永⽥拓氏が「防災視点の利用者支
援の実際は」と題して基調講演。平成 30（2018）年の⻄日本豪雨で、⾃ら担当していた知
的障害のある⺟親と幼い娘が命を落とした経験に触れながら、⺟子を救えなかった無力感
や「福祉の仕事が怖くなった」という率直な思いを語った。そして、災害は決して他人事で
はないと訴え、個別避難計画づくりには地域の協力が不可欠であること、福祉専門職が作成
する書類が増えるだけでは意味がないことなどを指摘した。 

続いて「防災と福祉が連携した個別避難計画作成の今後の展開」をテーマに、パネルディ
スカッションが開かれた。パネリストとして同志社大学社会学部教授の立木茂雄氏、内閣府
政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）の重永将志氏、そして永⽥氏が登壇。兵
庫県社会福祉士会事務局⻑の⻄野佳名子氏がコーディネーターを務めた。 

議論では、個別避難計画の作成に全く⼿付かずの⾃治体が全国で 33％にのぼることが紹
介されたほか、地域の協力を得ることの難しさや、福祉専門職の職能団体間の関係を構築す
る必要性を指摘する声などが上がった。また、計画作成の優先度や、防災と福祉の連携強化
などについても活発な意見が交わされた（次ページ以降に詳報）。 

内  容 登壇者 

13:00 開会挨拶 兵庫県防災企画局⻑ 計倉 浩寿氏 

13:05 基調講演 倉敷地域基幹相談支援センター施設⻑ 永⽥ 拓氏 

14:25 休憩   

14:35 

パ
ネ
ル
デ
ス
カ
シ
ン 

〈パネリスト〉  

同志社大学社会学部教授 立木 茂雄氏 

内閣府政策統括官（防災担当）付 
参事官（避難生活担当） 重永 将志氏 

倉敷地域基幹相談支援センター施設⻑ 永⽥ 拓氏 

〈コーディネーター〉  

兵庫県社会福祉士会事務局⻑ ⻄野 佳名子氏 

15:55 閉会   
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基調講演「防災視点の利用者支援の実際は」 

倉敷地域基幹相談支援センター施設⻑ 永田 拓氏 
 

【永田 拓氏 略歴】 
平成 16（2004）年、川崎医療福祉大学医療福祉学部を卒業後、岡山県倉敷市内の

社会福祉法人で勤務。障害者の相談支援業務を担当す
る。平成 22（2010）年にはＮＰＯ法人「リンク」を立
ち上げ、理事⻑に就任。以来、障害者に対する総合的・
専門的な相談体制の構築や、地域生活支援の推進に取り
組んでいる。社会福祉士、精神保健福祉士、主任相談支
援専門員。現在は倉敷地域基幹相談支援センター施設⻑
をはじめ、社会福祉法人リンク理事⻑、岡山県相談支援
専門員協会会⻑などを務める。 
 
【社会福祉法人リンク】 
 岡山県倉敷市を中心に、障害者、生活困窮者の支援を中心とした９つの事業所を運
営。倉敷市真備町で運営していた３事業所はいずれも被災した。東部に位置する「生

活介護事業所えん」は、平屋建てで、浸水
被害と同時に、総社市の工場爆発の影響を
受け、窓ガラスや屋根が壊れる被害も受け
た。中心部に位置する「真備地域生活支援
センター」は、１階は完全に浸水し、２階
の事務スペースも、事務机の上の引き出し
まで浸水した。南⻄部に位置する児童発達
支援事業所「with ひろば真備」は、小田川
沿いではあるものの、小高い場所に位置し

▲基調講演資料より（以下の図も同様）     ていたが、１階部分は完全に浸水した。 
 
 
なぜ彼女は亡くならなければならなかったのか 自問自答の日々 

大変辛い話ですが、私は、防災に対する意識が薄かったというところもあって、実際
に地域で暮らしていた障害のある方を亡くしてしまうという経験をしました。なぜ彼
女が亡くならなければならなかったのか、ということを、今も自問自答しています。 

私が経験した、取り返しのつかない出来事をお話しする中で、今後、何をしていくべ
きなのかということを、皆さまが考えるヒントにしていただきたいと思います。 
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復興支援時には気づかなかった 「被災する」ということ 
 私の人生で、⻄日本豪⾬災害までにも、防災、災害について考えることができる場面
がいくつかありました。しかし、その時はそれほど深く考えることはありませんでした。 
 東日本大震災の発生時、早い段階で復興支援のために、宮城県、岩手県を訪問する機
会がありました。現地の施設の状況を、目視で確認して回るというお手伝いをしました。 
 あるひとりの施設⻑にお会いした際、「あなたは帰る場所があるから、いいですね」
と言われました。私は返す言葉がありませんでした。一方で、大変不謹慎かもしれませ
んが、「帰る場所があって本当に良かった」と思ってしまいました。 

同時に、その施設⻑は、涙を流しながら、私に「ごめんね」と言いました。「本当は、
こんなことは言いたくないんだ。ただ、気持ちがなんか穏やかじゃなくて、こんなこと
を言ってはいけないってわかっているんだけど、口から出ちゃうんだ。許してね」と言
われました。私はその言葉に少し傷つきましたが、後になって、その施設⻑の気持ちが
分かることになります。 

「自分が自分ではいられない。人に普段言わないような言葉をかけてしまう」。これ
が被災するということなのだと、⻄日本豪⾬災害の時、私は身をもって経験しました。 

被災した平成 30（2018）年当時、大変ありがたいことに、多くの全国の仲間たちが
様々な声をかけてくれました。しかし、その中で、一番辛く、怖かったことは、「困っ
ていることが何かあったら、何でも言って」と言われることでした。被災していました
から、私は困っています。ただ、誰に何を頼んでいいかがわかりませんでした。 

私は相談支援専門員という職種で、相談支援という仕事をしています。今まで数々の
障害のある方々に、「どんな暮らしがしたいですか」ということを聞いて、ともに寄り
添う支援をしてきました。その中で、人によっては、「わからない」とか、「どうしてい
いのかまだ整理できない」という方がおられました。相談をするということは、実は、
意外に難しいことなのだと、そこで初めて気づきました。ましてや、災害などで、急に
昨日と全く違う日が訪れてしまうということになると、そんな現状になってしまう、と
いうことを経験しました。 
 
倉敷市真備町 住⺠同士のつながりが残る町 
 倉敷市真備町について紹介します。被災前のデータによると、人口約 2 万３千人と
いう規模の町でした。倉敷市中心部と、隣接する総社市のベッドタウンと言われるよう
な場所に位置しています。比較的安い価格で家が建てられるということで、若い世代が
転入してくるなど、既存のコミュニティの中に新しい住⺠が入られて、コミュニティが
より重層的になっているというのが地域の特徴でした。 
 一方で、以前は吉備郡真備町という町でしたので、古くからの住⺠には「真備町の住
⺠」としての意識が強く、町内会などの活動も非常に活発に行われていました。 
 ⻄日本豪⾬災害では、犠牲者の多くが高齢者でした。真備町の高齢化率は、倉敷市内
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でもいち早く 3 割を超え、高齢化による悩みや問題も多くありました。一方で、地域や
住⺠のつながり、コミュニティというものが、まだまだしっかりと生きていました。 

亡くなった方にどうしてもフォーカスが当たりますが、本来であれば逃げ遅れてい
た方が、ご近所の声かけによって助かったというケースも、実は多くあり、これは真備
町ならではのことだと思います。 
 障害者への支援にも、高齢化の影響は押し寄せています。高齢の親御さんが、自身も
介護や支援を受けないと生活がままならない状況下で、障害のある子どもさんをサポ
ートしているというケースは珍しくありません。その中でも、ご近所さんが、惣菜の差
し入れをする等、気にしてくださっているというのが、真備町でした。 
 
地域共生社会の実現には、防災視点が不可欠 
 ところが、昨今の社会の中では、様々な福祉的な問題を抱えていても、あえて地域の
住⺠と関わりを持たない方がおられるのも現状です。実際に真備町の中でも、福祉的な
支援が必要な状態にも関わらず、全く支援を受けていなかったという人が、災害後に多
く判明しました。被災後１〜２年経ち、「そろそろ家を再建して戻りませんか」と声を
かけると、「手続きができない」という人たちが浮かびあがりました。 

福祉的な問題を抱えている人たちの中には、私たちが手を差し伸べても、なかなかそ
の手をつかめないという人がおられるのも事実です。どうすれば手をつかんでいただ
けるのか、一緒に歩んでいけるのかという知恵やアイデアを出して、実践していくのが
相談支援専門員の役割だと思っています。 

 
私は、生きづらさを抱えている方々に多く接してきました。身体的に一目で配慮や支

援が必要だとわかる場合だけでなく、例えば精神障害、心の病気や、発達障害といった、
コミュニケーションに非常に難しさがある人たちも生きづらさを抱えています。周り
からなかなか理解されにくいというところを抱えている方々です。 

このような生きづらさを抱えている人たちが、自ら必要な情報を得る機会に恵まれ
ず、自らの権利を行使することができない事実、これは社会的な責任だと思っています。
私は相談支援という仕事において、個の事例に真摯に向き合うことも、もちろん大切に
しています。しかし、その先には、生きづらさを抱える人が権利を行使することができ
る社会を実現する、ということこそが、相談支援専門員の役割だと思っています。 

 
私が現在勤めている倉敷地域基幹相談支援センターは、主に障害のある方が安心し

て暮らせる地域を実現するという、かなり大きなミッションを与えられていて、それを
遂行するために、職員たちが力を合わせて事業を進めています。 

その中で、誰もが暮らしやすい「地域共生社会」を実現していくためは、防災、つま
り、災害に対しての備えや考え方をしっかりと取り入れていく必要があります。 
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個別避難計画の作成においては、相談支援専門員やケアマネジャーが、福祉専門職と
いう立場から、どのような関わりができるか、ということが言われていますが、私はた
だ計画を作るということだけではなくて、地域の中で福祉専門職が果たせる役割とい
うものは、大変大きいと思っています。これをしっかりと形にして、広く一般の方にも
知ってもらうことが、必要だと思っています。 
 
「家の中まで水が」 明け方に届いたメール 

「家の中まで水が」。平成 30（2018）年７月 7 日、朝 6 時 56 分に、1 人の大切な利
用者から、このようなメールが届きました。三宅遥さん※という、知的障害のある女性
が送ってくれたメッセージです。この後にもう一通届いた後に、今日に至るまで私に返
信のメールはありません。何度メールを送っても返ってくることがありません。 

私は大変⻑く彼女とは関わっていて、彼女が未成年だった 16 歳の時から亡くなるま
での約 10 年間、相談支援を行っていました。 

三宅遥さん、享年 27 歳。⻄日本豪⾬災害で、逃げることができずに命を落としまし
た。知的障害を抱えながら、懸命に子育てに奮闘していました。真備町での生活が大好
きで、翌年に⻑女である愛ちゃんが就学する時期を控えており、「就学の準備って何を
したらいいかしら」という嬉しい悩みを持っていました。もともと倉敷市内の会社に勤
めていましたが、出産などもあって、当時は一般就労から少し離れており、もう一度、
働きたいという夢を持っていました。これももう、二度とかなうことがありません。 

三宅愛ちゃん、5 歳。周りの人に愛を与えることができる人になってほしいという願
いから、遥さんが「愛」と名付けました。地域の保育園に通う年⻑さんでした。 
 
三宅遥さんとの出会い 出産の支援 充実していた真備町での生活 

三宅遥さんは、16〜17 歳のころ、親元を離れ、自立してひとりで暮らすという選択
をし、私はその際、支援者として彼女と出会いました。彼女は一般就労して働き、倉敷
市の中心部でアパートを借りて、地域での生活を送るようになりました。ひとりの男性
と恋におち、愛ちゃんを身ごもりました。しかし、諸事情により結婚はかなわず、彼女
は未婚で出産するという、大変厳しい、険しい道を選択しました。 

当時の彼女の支援チームの中では、「（出産、育児は）本当に大丈夫か」という厳しい
意見もありました。彼女は知的障害の検査で、小学校高学年程度の精神年齢だと言われ
ていました。漢字を読むこともできませんでした。身の回りのことなどはある程度しっ
かりとできますが、福祉的なサポートや支援がないと生活は難しいという状況でした。 
 妊娠が分かった後に、一番彼女に寄り添う立場にいたのが私でした。私は何度も、「こ
れからどうしたいのか」と問いかけましたが、彼女は「わからない」と、なかなか答え

 
※ 三宅遥さん、愛ちゃんについては、報道でも実名が公表されていることから、永田拓氏、ご遺族の了承のもと、実名で掲載し
ています。 
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られずにいました。しかし、ある日、「永田さん、私、産んでみたい」「私はバカだから、
自分ひとりでは多分子育てできないと思う」「だけど、永田さんをはじめ、いろんな人
たちに手伝って欲しい」と自分の気持ちを話してくれました。私は、「そうだったんだ
ね。一緒にがんばろうね」と言って、彼女は未婚の出産という道を選ぶことになりまし
た。 

 
ここで、私が後悔することが起こります。当時、平成 24（2012）年ですが、私は倉

敷市中心部の相談支援事業所を退職し、真備町で仕事をすることになりました。子育て
するには今の住居では手狭なこともあり、「真備町に転居しないか」と三宅さんを誘い
ました。「永田さんが真備に行くなら、私も真備に行く」と言われました。私を選んで
もらったと思っていましたが、彼女は私以外からの支援をほとんど受けたことがなく、
事実上、彼女の選択肢は一択でした。彼女が真備町で生活するきっかけをつくったのは
ほかならぬ私でした。 

真備町に引っ越しをした後、三宅さんは 3 階建ての家に住み、子育てに奮闘してい
ました。真備の地域の方々は、大変あたたかく彼女を受け入れてくれました。と言って
も、積極的に声をかけてくれたり、特別なことをしてくれたりということではありませ
ん。おそらく何らかの生きづらさがあるんだろう、と気づいていたと思いますが、それ
を理由に排除するとか、彼女を受け入れないということをしない、というのが真備町の
特徴でした。彼女は、「真備の人って、私が障害者だというふうに誰も見ないね」と言
っていました。地域のお祭りには必ず愛ちゃんを連れていき、露店で買物をするのを楽
しみにしていました。「私」という存在が、地域の方々からきちんと受け入れられてい
る、ということを感じられることが彼女にとっては一番の喜びでした。 
 
⻄日本豪⾬災害 あの日、何が起こっていたか 

平成 30（2018）年 7 月 7 日の 1 週間前に話は飛びます。岡山では珍しく、天気予報
は約１週間ずっと⾬で、毎日のように⾬が降っていました。 

7 月 5 日、この日は⾬がかなり強く、倉敷市内の交通渋滞も日常とは違っていまし
た。高速道路も一部閉鎖されていました。しかし、私は、まあ大丈夫だろうと、危機感
も持たず、何か備えないといけないというようなことは全く思いもしませんでした。 

7 月 6 日になります。6 日の夜は、車のワイパーを一番強くしても、前が見えるかど
うかわからないというところまで⾬が降っていました。 

仕事を終えて帰宅中に、倉敷市役所から電話がありました。障害のある方の親御さん
が避難を希望していて、真備地域生活支援センターを避難所として借りられないかと
いう相談でした。快諾してセンターに戻り、避難してきた家族を受け入れたのが、夜８
時ごろでした。受け入れが終わった後に帰宅しましたが、さらに⾬が強くなり、水たま
りもすごい状況でした。 
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自宅に戻ってしばらく経っても、⾬は止むどころか、さらに強くなっていきました。
聞いたことがないようなアラームが、携帯電話から鳴り始めていました。私は、徐々に、
これはまずいんじゃないか…と思い始め、まずは自分のことを考えました。避難した方
がよいのではないかと家族と話をし、避難の準備を始めました。 

リュックサックに物を詰めたりしていて、その時に、私の頭にパッと思い浮かんだの
が三宅さんのことでした。大丈夫かな…、と思いましたが、その時は同時に、まあ大丈
夫じゃないかな、という思いを持ってしまいました。 

サイレンが鳴りはじめ、近所の方も少しずつ避難しているような様子が見えてきま
した。いよいよ、これは避難しなくては、と思い、私は家族を車に乗せて自宅を出発し、
避難所に行きました※。 
 
彼女への電話 できなかった避難準備の声かけ 

避難をして、時間が経ってくると、三宅さんは大丈夫かな、という気持ちがだんだん
強くなり、彼女に電話をしてみました。今でもはっきりと覚えていますが、愛ちゃんが
大泣きをしていました。彼女はそれをあやしている様子で、「大丈夫？」と聞くと「永
田さん、大丈夫じゃないのよ！」と言いました。どういう状況か尋ねると、「サイレン
がうるさかったり、携帯電話が鳴ったりして、愛がびっくりしている。もう寝る時間だ
けど、なかなか寝てくれなくて、どうしよう」とのことでした。「少し落ち着こうね、
大丈夫かなぁ？」なんていう話を少しして、彼女も少し気持ちが落ち着いたのか、「も
うしばらく様子を見てみるね」みたいなことを言い、電話を終えました。 

その時に、「少しでも逃げる準備をしようね」ということを言っておけばよかったと、
今もずっと後悔しています。そこから、時間はさらに刻々と経っていきます。 
 夜中になって、これはさすがにまずいのではないかと思い、彼女に電話をしました。
相変わらずの状態で、彼女はまだ家にいました。私は、「迎えに行こう」と思いました。
迎えに行ってあげないと、避難は難しいだろうと思いました。しかし、私の家族からは、
「お願いだから行かないでくれ」と懇願されました。「行って二次災害等があってもい
けないし、お願いだから行かないで。⾬もすごいじゃない」と言われました。私もそう
だなと思い、避難所に留まりました。電話をかけるくらいしか、もうできることはあり
ませんでした。 
 
 そうこうしているうちに、真備地域生活支援センターが浸水する可能性があり、避難
している方を別の場所に移動させるという連絡がレスキュー隊から入りました。これ
は朗報だ、三宅さんなど、障害のある方は助けてもらえるのではないかという淡い期待
を持ちました。すぐに三宅さんに電話をして、「レスキュー隊が入っているようで、助

 
※ 隣町にある永田氏の自宅は床下浸水の被害を受けた。 
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けてもらえるかもしれないから、助けてもらうための準備をしましょう」と言いました。 
 
計画に記載していなかった災害への備え 
 すでに深夜です。私が彼女に「逃げる準備をしましょう」と電話をした時に、彼女か
ら返ってきたのは「何を準備したらいいですか？」という驚きの言葉でした。私は普段
から、避難の準備について、彼女に一切伝えていませんでした。「とりあえず 1 泊か 2
泊くらいの旅行に行けるような準備をしようか」と伝えると、「わかった。リュックサ
ックを押し入れから出すね」と言ったのを覚えています。彼女なりに、避難する準備を
したと思います。 
 私は、相談支援専門員として、彼女に「サービス等利用計画」という計画を作ってい
ました。彼女の計画は、倉敷市のモデルケースとして、書き方例のように取り扱ってい
ただいていましたが、水害などの災害や、様々なことに対して備えるということは、計
画の中には一切書いていませんでした。また、ヘルパーや就労系サービス等のフォーマ
ルな福祉サービスについては多く記載していましたが、地域や自主防災組織の役員の
名前はおろか、地域のことは何も書いていませんでした。 
 

深夜から早朝にかけて、⾬は止む気配はなく、もっと大変な状況になっていました。 
私はレスキュー隊に何度も電話をしましたが、返ってきたのは、レスキューに行けな

いという絶望的な言葉でした。経験が無いほどの電話が鳴り続けており、順次対応して
いるが、誰も駆け付けられない。名前と住所だけ控えさせてくださいと言われました。
もうだめだと思い、私は SNS で真備町の人がつぶやいていることを確認しはじめまし
た。万が一にでも、三宅さんが避難している様子が写っていないかという淡い期待をし
ながらチェックをしましたが、彼女の様子はわかりませんでした。私も避難の疲れがあ
り、明け方まで少しうとうとしたりしていました。 

 
朝になります。彼女とは LINE でやりとりをしていました。「たすけにきたらでてね」

とか、「いえのじゅうしょはちゃんといえますか？」みたいなことを書いています。彼
女は「いえるよ」「わかったよ」とか答えています。後に分かりましたが、他の相談支
援専門員も彼女とやりとりをしていまし
た。相談支援専門員も「避難した方がいい」
と伝えているのですが、彼女からは「永田さ
んからも連絡が来たし、大丈夫」というよう
な返信が届いていました。本当に一言でも
早く、「今すぐにでも逃げてください」と言
えばよかったと思います。ずっと彼女はそ
のまま家にいたという状況でした。 

-70-



 
 

早朝、6 時を過ぎたころから、彼女とは電話が一切通じなくなりました。LINE も既
読にならなくなりました。唯一、ショートメールだけつながりましたので、彼女との通
信手段はショートメールだけになりました。 

なので、一言だけです。「家の中まで水が」というメールが届きました。家の中に水
が入ってきている様子を彼女はわかっていましたが、それでも逃げられませんでした。
彼女から送ってもらった夜明け頃の写真があります。その写真をよく見ると、奥の道路
のほうまで、ほぼ水に浸かっていることがわかります。これは地獄の状態で、家から出
ても、もう自力で避難できない状態にまでなっていました。徐々に水が来ながら、一気
に来た、ということが推測できます。 
 
「永田さん助けて」 応えられなかった彼女からの SOS 

彼女が発見されたのは翌日です。当時、彼女は引っ越しをして、平屋建ての家に住ん
でいましたが、押し入れの中で、愛ちゃんを抱きかかえる状態で発見されました。彼女
なりに考えたのが、押し入れの上に上がるという手段だったようです。 

私は、相談支援専門員として、彼女の様々な希望を聞いてきました。「こうしたい。
ああしたい。ここに行きたい。こんなことがやりたい」ということを、ずっと聞いて支
援してきました。最初で最後です。私は彼女からの「こうして欲しい」ということに応
えられませんでした。最後に私に来たメールは、「永田さん助けて」というメールでし
た。私は、何もしてあげられませんでした。 

つい最近まで、既読にならない彼女に、私は LINE を送り続けていました。私のこと
を心配してくれる人からは、「もうやめたら」と言われました。しかし、何もできなか
ったことが、本当に申し訳なかったのと、そうでもしていないと、自分が自分でいられ
ない、という気持ちになってしまって、既読にならないし、誰にも読んでもらえないと、
自分が一番わかっていますが、送り続けるということをしていました。 

ようやく最近少しずつ、そういうことをもうやめようと思いましたが、亡くなってし
まったことを忘れるということはできないと、今、身をもって経験しています。そして、
彼女が最後の最後に助けを求めたのが福祉専門職だったにも関わらず、何も出来なか
った。そういう自分に対する無力感でいっぱいになりました。 
 
当事者と地域の支援者をつなげるということ 
 三宅さんが亡くなった後、ささやかなお別れ会が開かれ、葬儀場の方が驚くほどの多
くの住⺠が手を合わせに来られました。愛ちゃんのママ友や、直接話したことはないけ
れども、三宅さんががんばっているのを地域で見ていた、という方もおられました。 
 その中で、私が胸を締め付けられたのは、ある⺠生委員さんが、私の手を握りしめな
がら「ごめんなさいね」と謝られたことです。⺠生委員さんのせいではありません。私
が、彼女を⺠生委員さんたちにきちんとつなぐ、ということをしなかったことが、一つ
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の要因です。 
 福祉専門職は、地域の役員や支援者とつながり、日常の支援の中に組み込んでいくこ
とを期待されていますが、実際は地域の支援者たちとつながりがあまりない、というこ
とが大きな問題です。これを⺠間だけで作っていくのは非常に難しいと思っています。 

真備町でも、様々な顔合わせをするような会がありましたが、単に会うことが目的で
はなく、手と手を携えて、具体的に当事者をどうサポートしていくかというところまで
落とし込んでいくことが目的だと思います。そこを継続的にやっていくバックボーン
がない、ということも大変大きな問題です。 
 
 私は、福祉という仕事が大好きです。しかし、当時、私は福祉という仕事が少し怖く
なりました。大変辛い思いをし、自分の無力感に駆られ、この仕事を続けることが怖く
なったというのは、私だけではなかったと思います。 
 事業所も被災しましたので、自分たちでも片づけをしなければなりません。相談支援
専門員たちも、イヤホンで電話をつないで相談を受けながら、片づけをしていました。
泣きながら片づけをしている姿を見た時に、すごい状況だと思いました。 
 また、私たちの仕事が地域を基盤としているということを痛感しました。運営する生
活介護事業所が被災したので、利用者が被災していない別の施設を利用できるように、
倉敷市がすぐに段取りをしてくれました。しかし、誰も移りませんでした。重度の障害
があるが故に、環境を変えられなかったのです。被災した利用者の⺟親から、「永田さ
ん、あんたも辛かったね。でもね、お願いだから、永田さんは理事⻑として、1 日も早
く事業所を再開してよ」と言われました。その言葉があって、私は今、ここに立ってい
られると思います。 
 
「計画がひとつ増えて終わり」では意味がない 
 障害福祉サービスを使っている多くの方には「サービス等利用計画」があります。被
災当時、真備町では 8 割に計画相談が入っており、残りの 2 割がセルフプランという
状況でした。つまり、サービスを利用している方の 8 割には、個別の相談支援専門員が
ついていました。被災後、倉敷市が障害者の実態調査を行ったところ、3 日程度で状況
が判明しました。計画相談がなかった時代には、状況の把握に数週間はかかっていたと
いうことです。このことからも個別に相談支援専門員がついている強みは大きいと思
います。相談支援専門員が日常作っている計画を、今後、どのように防災とリンクさせ
ていくか、このことには、私たちも強い期待を持っています。 
 
 また、福祉専門職というと、相談支援専門員やケアマネジャーがフォーカスされます
が、実はサービスを提供する個々の事業所にも相談支援の従事者がいて、提供するサー
ビスごとに計画を作成しています。複数のサービスを利用していると、計画が複数にわ
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たっているというのが現状です。 
 今、私が危惧しているのは、「（個別避難計画作成に福祉専門職が取り組んだ場合）ま
たひとつ計画が増えて終わり」では意味がないということです。真の意味で、障害のあ
る方にとって必要な計画が作成されて、それが共有されるべきだと思っています。それ
らをつなげていくノウハウやテクニックを持っているのも、相談支援専門員やケアマ
ネジャーだと思っています。 
 
優先度の考え方 「軽度」の人にも必要な避難支援 
 避難行動要支援者というと、重度の障害者にフォーカスがよく当たります。被災時、
障害のある方と家族は、ほぼ車中泊をしていました。避難所などで、地域住⺠は彼らを
拒んでいませんでした。情報や物資も避難所に集まります。それでも、「この子を連れ
て入れるわけがないじゃない」と、ある親御さんに言われました。入っていいと言われ
ても入りにくいという状況でした。地域づくりを実践していましたが、地域がいざとい
う時に機能していなかったことを目の当たりにし、大変悲しく、ショックを受けました。 
 
 このように、重度の障害者にもしっかりと体制をとって、個別避難計画を作っていか
なければいけません。ただ、今回、真備町では、家族が同居していたということもあっ
て、重度の方は、かなり多くの命が助かっています。実は、三宅さんのように「障害の
程度が少し軽い」と言われているような、子育てをする力もあった方が自力で逃げられ
なかった、という現状があります。ですから、個別避難計画の作成において、対象を絞
っていくという考え方はもちろん必要ですが、重度の障害者だけではなく、軽いと言わ
れている方々にもフォーカスを当てる必要性があると思います。 
 
「大好きなこの地域で暮らしたい」彼女の思いに向き合うために… 

なぜ三宅さんは亡くならないといけなかったのか。平成 29（2017）年に、私が倉敷
市で現職のセンターに異動となった時に、彼女に、「何度も僕が言って申し訳ないけど、
引っ越ししませんか？」と声をかけました。彼女は初めて嫌だと言いました。「真備が
大好き」、「永田さん、これからも真備で暮らせるようにサポートをお願いします」と言
われました。彼女が抱いていた、「大好きなこの地域で暮らしたい」という思いに、真
摯に向き合って、具体的に実践する時がやって
きました。まさに、これが今の災害対策基本法
の改正だと思っています。もはや他人ごとでは
ありません。私も含めて、いつ、誰もが、私の
ような思いをしてほしくないと思っています。
具体的に何をしていくべきか、考えていただき
きたいと思います。 
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パネルディスカッション 
「防災と福祉が連携した個別避難計画作成の今後の展開 

〜誰⼀⼈取り残さない避難への⽀援に向けて〜」 
≪パネリスト≫ 

同志社大学社会学部教授 立木 茂雄氏 
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当） 重永 将志氏 
倉敷地域基幹相談⽀援センター施設⻑ 永田 拓氏 

≪コーディネーター≫ 
兵庫県社会福祉⼠会事務局⻑ ⻄野 佳名子氏 

 
個別避難計画「未作成」 自治体の 33％ 
⻄野：本日のテーマは「防災と福祉が連携した個別避難計画作成の今後の展開」です。ご

参加の皆さんと最新の情報を共有しながら、⼀緒に考えていきたいと思います。 
重永：最初にこれまでの経緯と今後について、その大きな流れを話します。準備した資料

のタイトル「災害時に誰⼀⼈取り残されないために〜福祉、防災、コミュニティの
連携促進〜」は、私がキーワードだと思っていることです。 

ここ数年、豪雨災害など大規模な災害が頻発しており、被害が高齢者、障害者に
集中しています。東日本大震災の際、どのような方がどこで被害に遭われているの
か、そもそもそういう情報がなかったという点を踏まえて、平成 25（2013）年に
災害対策基本法が改正され、「避難行動要⽀援者名簿」の作成が市町村に義務づけ
られました。「避難行動要⽀援者」とは、災害が発生した場合に自ら避難すること
が難しく、⽀援が必要な方です。この名簿には、その方々の名前や連絡先などが載
っています。名簿の策定率は、ほぼ 100%となっています。 

しかしながら、依然として近年の災害では、高齢者の方々に被害が集中している
という現実があります。こういったことから令和元（2019）年の台風 19 号を踏ま
えた有識者会議で検討がなされました。立木先生にも委員になっていただき、先生
の考えが大きく反映された形で議論が取りまとめられています。 

まず、この名簿が本当に避難⽀援を必要とする方々を把握できているのか。名簿
の質が必ずしも十分ではないのではないか。そういう指摘です。続いて、本日のテ
ーマの「個別避難計画」です。これは避難行動要⽀援者それぞれに対して、避難⽀
援を実施するための計画です。実効性のある避難⽀援には、この計画が有効である
と指摘されました。この計画も市町村が策定に努めなければならないと位置づけて
います。そして、福祉避難所です。⼀般的な避難所のイメージは、小、中学校の体
育館でしょう。ただ、障害のある方が利用するのは、なかなか難しい。普段から利
用している施設への直接避難を促しましょう、といった点がまとめられています。 

昨年（令和３〈2021〉年）５月に災害対策基本法を改正しました。平成 25 年８
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月にまとめた内閣府の「取組指針」で名簿の義務化をしましたが、この段階での個
別避難計画は、市町村に対して「策定を進めることが適切ですよ」「作成に取り組
んだほうがいいですよ」という位置づけでした。 

その後、大分県別府市や兵庫県で、先進的な取り組みを
していただきました。普段から⽀援が必要な方の心身の状
況を把握しているケアマネジャー、相談⽀援専門員といっ
た福祉専門職が関わったうえで、本⼈、家族、地域住⺠、
それから行政が連携して個別避難計画を作るという試みで
す。福祉専門職の方々は本来の業務があり、無料で時間を
割いていただくというのは難しい。⼀定の報酬を⽀払っ
て、取り組みを進めたというところが大きいと思います。 

こういった先進的な取り組みの⼀方、市町村の全国的な状況として「全部作成済
み」は 10%、「⼀部作成中」は 57%、「未作成」が 33％です（1,727 団体。令和２
〈2020〉年 10 月１日現在）。私が⼀番大きいと感じるのは、「未作成」の 33％で
す。確かに全部作るというのは難しいと思いますが、全く着手していない自治体が
３分の１もあるというのは、気にかけなければいけない点だと考えています。 

こういった状況から、個別避難計画の促進に向けた見直しがなされました。立木
先生が入った有識者会議の検討を踏まえて、昨年５月に災害対策基本法が改正さ
れ、個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。完全な義務化ではな
く、「作成に努めなければならない」という意味になります。個別避難計画には、
ご本⼈の名前、住所、電話番号などの情報のほか、避難⽀援者、避難先、避難経路
などを書くということになっています。そして、優先度の高い方については、おお
むね５年程度で作ってくださいとお願いしています。 

 
国も⽀援策を準備 「チャレンジを」 
重永：国からはいくつか⽀援策を用意しています。⼀つは財政措置です。ケアマネジャー

や相談⽀援専門員の方々にお願いするにあたり、⼀定の費用をお⽀払いする裏付け
として地方交付税措置を講じています。それから「取組指針」を改定し、考え方や
手順についての詳しい説明も準備しました。いくつかの自治体に優良な事例に取り
組んでもらい、それを全国に広げていこうとする「モデル事業」を実施しておりま
す。他にも補助金制度などをご紹介しているという状況です。 

モデル事業には全国から 34 市町村、その市町村が属する 18 都道府県に参加いた
だいています。特徴的なのは、オンラインを活用し、ノウハウの共有ミーティング
をかなり頻繁に実施し、横のつながりを作るという進め方です。 

次に、個別避難計画作成の段取りに関する考え方を説明します。ステップ 1 から
７まで、となっています。ステップ 1 は、役所の中と外の体制づくりです。これま

▲重永将志氏 
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でなかなかできなかった点です。防災と福祉の連携といっても「言うは易く行うは
難し」で、まずは土台づくりです。ステップ２は、計画作成の優先度に基づいて、
対象地区と対象者を選んでいただく。ステップ３は、個別避難計画の意義を福祉・
医療関係者ら協力いただく必要がある方々に説明する。ステップ４は、避難を⽀援
してもらう自主防災組織や地区住⺠にその意義を説明する、ということです。 

ステップ５になると、個別避難計画づくりに入ります。本⼈の基礎情報を収集
し、ステップ６では、市町村と本⼈・家族、福祉・医療関係者が集まって計画を作
ります。最後のステップ７では、作って終わりではなく、避難訓練などをしてその
実効性を高め、中身の改善を図るということが示されています。 

なぜ個別避難計画が必要なのか。これまでの災害を踏まえて、その必要性が認識
されたということ、これから自治体に取り組みを進めていただくということについ
て、話をしました。ポイントとしては、自治体はまずチャレンジをしてみることだ
と思います。難しい問題はいろいろあるでしょう。大方これでいけるんじゃないか
というところまで考えたら、⼀度チャレンジして、後で軌道修正する。そういう進
め方が大事ではないかと考えています。 

 
避難行動要⽀援者名簿 二つの問題点 
⻄野：有識者会議の資料には、避難行動要⽀援者名簿に掲載が必要な方々が漏れている、

と。それを防ぐために福祉専門職やかかりつけ医のほか、地域のキーマン・団体と
の連携が必要だと書かれています。その背景をお聞かせください。 

重永：名簿については、大きく二つの問題点が指摘されています。⼀つは本来、掲載対象
としなくてもいい方を名簿に入れている点です。例えば 65 歳以上の方々をすべて
名簿に掲載すると、健康で自分で避難できる方々もその範囲に入り、本当に⽀援す
べき⼈が誰なのかがわからなくなってしまう。もう⼀つは⽀援が必要な方々が漏れ
ているという点です。⼀定の年齢要件や介護度などで機械的に区切った場合、福祉
サービスは受けていないものの、避難⽀援は必要だという方々の情報は把握できな
い。地域や⺠生委員からの情報を拾える形にしましょう、と説明しています。 

⻄野：もう⼀つ、個別避難計画についての質問です。市町村が主体となり、福祉専門職や
社会福祉協議会、⺠生委員といった日常の⽀援者や地域住⺠と連携して策定する、
とされています。これはどのように理解すればいいのでしょうか。 

重永：まず法律的、制度的な仕組みを作るにあたっては、誰が責任の主体なのかを決める
必要があります。災害対策基本法の中で、個別避難計画の策定の主体については市
町村に、⼀番住⺠に身近な行政である市町村に主体となっていただいています。た
だ、マンパワー的にも、市町村だけで個別避難計画ができるとは到底考えられず、
協力して取り組んでいかなければいけないということになります。 

永田さんの基調講演でも話がありましたが、⽀援が必要な⼈の普段の生活をよく
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知っている方々は、信頼関係も築いておられると思うんですよね。「避難の準備を
しましょうか」と話をされると、顔を見たこともない市役所の⼈から言われるより
も、よっぽど避難につながると思います。福祉専門職や社協、⺠生委員ら普段の生
活の中で関わりを持っている方々と連携しましょう、ということにしています。 

ケアマネジャーが関わりを持っている地域もあれば、⺠生委員がしっかり活動し
ているエリア、自主防災組織が関わっているところもある。地域によってさまざま
です。いろんな方法で取り組んでいくことが大事かと思います。 

 
作成の「優先度」と７つのステップ 
⻄野：有識者会議でも大分県別府市や兵庫県の取り組みが情報共有され、今回の法改正に

つながったと聞いています。続いて立木さん、お願いします。 
立木：新しいガイドライン（取組指針）には、真に⽀援が必要な

方々に対し、行政主導でおおむね向こう５年で個別避難計
画を作ってください、と。大変重い内容が書き込まれてい
ます。これに絞って話を進めていこうと思います。 

では、どうすれば真に⽀援が必要な方々を割り出すこと
ができるのか。「優先度」という言葉が新しいガイドライン
で使われています。そして、個別避難計画を 7 つのステッ
プで作る段取りが示されています。ステップ１は庁内外に
おける推進体制。福祉だ、防災だと位置づけていたことを
庁内外でスクラムを組み、チームで取り組んでくださいと書かれています。 

ステップ２は優先度。ガイドラインには、ハザード域内にお住まいでかつ、ご自
身の心身機能に課題があり、さらに社会的に孤立していて、いざというときに頼り
にできる⼈がいないという三つの点から、自治体独自で工夫をして優先度を決めて
くださいと。自治体の担当者の皆さんは、ここで悩んでおられます。大勢の名前が
載っている名簿の中で、例えば障害福祉サービスを使っている方だけに限ったとし
ても、⼀⼈の相談⽀援専門員さんが 80〜90 名のサービス等利用計画を作ってい
る。その全員分の個別避難計画を作らなければいけないのだろうか。障害⽀援区分
では軽度だとしても、いざというときに孤立し、実は災害リスクは高いという点を
どのように考えていけばいいのか。いくつかの自治体で具体的な解決策に向けた実
践的な研究を進めてきました。 

今から滋賀県高島市とコラボレーションした研究成果について話をします。高島
市は滋賀県と福井県の県境にあり、県内で⼀番面積の広い自治体です。市の担当者
と⼀緒に、介護保険を利用している方々ほぼ全員分の 1,482 件について、ケアマネ
ジャーさんを通じてご本⼈の状況や社会的な孤立、いざというときに頼りになる⼈
がいるかどうかをチェックしたリストを作っていただきました。利用者の住所情報

▲立木茂雄氏 
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から、お住まいのハザードを確認することもできます。 
参加してもらった 71 名のケアマネジャーさんに「『この⼈には個別避難計画が必

要』と判定した際には、帳票に赤いシールを貼ってください」とお願いしました。
ただ、「担当の自分が計画を作らなければいけない」という印象を与えてしまった
のか、シールを貼ってくださったのは 14 名だけでした。 

この 14 名の判定を基に機械学習をしたデータと厳密な予測式を使って、利用者
1,482 件の帳票を分析すると、個別避難計画が必要な⼈は 240 件ぐらいの数になり
ます。もう少し余裕のある推定をすると、上限でも 404 件になりました。高島市の
⼈口は約５万⼈です。高島市のハザードマップを見ると、基本的に住宅がある地域
はほぼ浸水域ということになります。ハザードからでは結局、絞り込みができない
ということが如実に現れています。 

 
「地域調整会議」の開催 ⼀番の肝 
立木：ケアマネジャーさんの情報と機械学習による判定式を使って、個別避難計画を行政

主導で作らなければいけない方々を絞り込むと、240 名ぐらいの方々に赤いシール
がつきました。その方々のお住まいが、ハザード域内か域外かということでふるい
にかけると 170 名。⼈口約５万⼈の高島市で、介護保険サービスを受けておられる
方々1,482 件のうち、170 名です。予測の上限値を使って推定しても 404 名。さら
にハザード域内か域外かで絞り込むと、上限値としても向こう５年で 270 名の方々
の分を、行政主導で優先度の高い⼈から作っていけばいい。５年で 270 名です。 

「地域調整会議」が⼀番の肝になります。永田さんがおっしゃったように福祉専
門職の方々はフォーマルなサービスについてはご存じだが、地域のインフォーマル
なサービスについてはよくわからない。では、インフォーマルなサービスとつなぐ
にはどうしたらいいのか。地域調整会議を開いて、平常時のサービス等利用計画
と、いざというときの災害時ケアプランをつなぐ。そして災害時には地域のインフ
ォーマルなサービスとつなぐ。これが⼀番の肝だということが兵庫県の取り組みか
らも繰り返し確認されました。 

そのように手間をかけて計画を作る必要がある方々は、広範囲にハザード域内の
ある⼈口５万⼈の高島市で、余裕を持って見積もっても 270 名です。だんだん作成
に慣れてくると、⼀つの会議で多くの方々の計画を作ることができるようになる。
つまり、内閣府のガイドラインが掲げた、真に⽀援が必要な方について行政が主導
しながら５年で作ってください、というのは、高島市のデータから見る限り十分実
行可能な取り組みである、と。機械学習のようなツールを使って、多くの自治体で
これを流用することは可能だと考えています。 

⻄野：個別避難計画の優先度をどのように決めるかというお話でした。では、永田さん、
地域のさまざまな状況をよくご存じで、福祉専門職の立場を⻑く続けておられま
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す。重永さんと立木さんの話をどのように受けとめられましたか。 
永田：具体的に対応していこうという機運の高まりには、大きな期

待をしています。立木先生がおっしゃった地域調整会議は、
本当に大事なことだと思っています。ケアマネジャーは地域
でも比較的理解があったり、つながりがあったりすると思っ
ていますが、相談⽀援専門員という立場は地域とのつながり
が希薄です。相談⽀援専門員が防災を切り口に地域とつなが
る。それには期待しかない、というのが率直な感想です。 

全国の相談⽀援専門員やケアマネジャーが個別避難計画の
作成に取り組むのは、そんなに難しいことではないと考えて
います。問題は、作成に合わせて地域の力を高めていかないと、計画づくりが目的
になってしまうという点。作成できたからＯＫではなく、地域の力も⼀緒に高めて
いく。そのバランスをとらないと難しい。専門職ができる部分と、専門職以外でも
しなきゃいけない部分があるんだろうなと感じます。 

⻄野：まさにそこだと思います。重永さんの説明にもあったように、個別避難計画に盛り
込まなければいけない要件は明確になっています。具体的には、作成対象者の情報
に加えて、実際に避難を⽀援する「避難⽀援等実施者」の情報ですね。名前と住
所、電話番号、避難場所や避難経路を書くということが決まっているわけです。福
祉専門職は、この避難⽀援等実施者の情報を知らない。対象者の情報はたくさん知
っているけれども、どこが避難場所なのかは知らない。誰が⽀援して、対象者と⼀
緒に逃げてくれるのかも知らない。避難経路のことは全く知らない。これらの情報
を得るためには地域の皆さんと話し合う場と、それを確認するプロセスが不可欠な
んですね。これを地域調整会議（ケース会議）と言います。災害時を想定した会議
を開きましょうというのが、この事業の肝なわけですね。永田さん、このような会
議の開催は難しいですか。 

 
地域と福祉専門職 防災を切り口に 
永田：少し前の時代なら理解されなかったかもしれません。福祉もかなり身近になってき

て、防災を切り口に地域とつながるのは必要なことだと思います。専門職だからこ
そ、例えば会議を円滑に進めたり、ファシリテーションといった能力を使ったりし
ながら、地域との方々との会議を有益に進めていくこともできると思います。 

地域のことって、やっぱり住⺠じゃないとわからないんですよ。避難所の情報
も、個別の事例からしかキャッチできないと僕は思っています。⼀覧表を作って配
ったからといって機能するわけではなく、個別の事例から気づかせてもらうことが
多々あります。地域住⺠の方々と専門職が同じ土俵で個別の案件を話し合えるのが
ケース会議だろうなと。そこが本当に⼀番の肝なんだろうなと思います。 

▲永田拓氏 
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⻄野：大きくうなずいていた立木さん、いかがですか。 
立木：防災はこれまでハザード帝国主義だったんですね。ハザード域内で「この河川の左

岸が切れたら全員が被災者になる」という場合、公共事業といった面的な形で対策
を進めてきた。でも、これからの防災はハザード帝国主義じゃダメだと思います。 

個別の事情を⼀つひとつ拾って、その中で⼀番大変そうな方に着目する。機械的
に要介護認定区分がどうなのか、障害⽀援区分がどうなのかではない。私は「障害
の社会モデル」について繰り返し申し上げていますが、その⼈自身のさまざまな特
徴と状況に対して、環境がどのぐらいの配慮を提供できているのか。その相互作用
によって、社会的にその⼈の生きづらさは決まる、と。⼀⼈ひとり違う、個別の視
点を防災に持ち込むべきだというのが、きょうの話の肝だったと思うんですね。初
めからハザード域内か外かで話を進めてしまうと、結局、膨大な数の方々が対象と
なる。これからは個⼈の事情から始めましょう。私たちは合理的に５年以内で、こ
の問題にある程度のめどは立てられそうだというのが、国のモデル事業を見てきた
中での⼀つの方向性だと感じます。 

重永：ちょっと、よろしいでしょうか。永田さんから、地域調整会議について理解できる
というお話がありました。永田さんのようにつらい思いをされた方は、この取り組
みの必要性や、個別のケース会議への参加も理解していただけると思います。た
だ、全国的には思いを共有してもらっていないところも結構あるかと感じます。 

私も機会を捉えて、介護サービスや障害サービスに携わっている方々に、利用者
が災害に遭ったときに助からなかったということを想像して、この取り組みに参加
してくださいという話をしています。ただ、それが広がっているわけではありませ
ん。個別のケース会議に行くのは時間も取られますし、うまくいかない場合もあろ
うかと思います。取り組みはいったん動き出すと回り始めると思うのですが、その
ためにはどうすればいいのか、と。きょうの永田さんの基調講演を聞いていただ
く。それが⼀番いい方法ではないかと思います。 

 
「また『計画』が増えた」とならないために 
⻄野：永田さん、福祉専門職が災害時の生活の変化を見越して個別避難計画を書くのは、

どんな難しさがあるんでしょうか。 
永田：福祉を必要とする方が複数のサービスを使っていると、複数の利用計画が存在しま

す。新たに個別避難計画を作って「また計画が増えた」と感じるようではいけない
なと思います。福祉専門職が作るサービス等利用計画やケアプランを中心としなが
ら、その他の計画ともしっかり整合性を持たせる。そうするためには、個別の案件
からやりなおしましょうということが必要なんだろうと思っています。 

福祉サイドでは「サービス担当者会議」のように個別の案件について話し合う場
はあります。災害の話についても、どういう認識で、どういうことを計画の中に織
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り込んでいくかを整理して話し合うだけでも全然違うのではないかと。実は現在の
業務の中でも、取り組んでいけることがあるのではないかと思っています。 

先ほど重永さんがおっしゃった話は、その通りだと感じます。実は真備町でも、
災害経験がある利用者の避難意識が非常に高まっています。去年の夏場も雨がかな
り多かった時期がありましたが、早々に避難行動に移していたのは真備町の住⺠だ
ったということが後にわかりました。やはり被災を経験しているという地域や事業
者というのは意識が非常に高くなります。 

岡山県の相談⽀援専門員協会で代表をしていますが、「職能団体」の出番も必要
だと思っています。地域の職能団体が、自分たちのフィールドだけではなく、例え
ば社会福祉⼠会と相談⽀援専門員協会がタッグを組むといったような、横断的な職
能団体の関係性をもう⼀度構築していくようなきっかけになるのも、防災じゃない
かなと。専門職からもそういった機運を作っていかないと、と感じています。 

 
実効性のある計画 「自ら行動できる力を」 
⻄野：実行委員会の立場で関わっていると、行政の皆さんが抱えて

いる悩みが伝わってきます。今年度、「防災対応力向上シー
ト」（106 ページ参照）という個別避難計画になるような書式
を開発しました。行政の皆さんの悩みは、国からも県からも
「これで書け」という書式は出ないということなんです。
「マイ・タイムライン」の要素を入れ、当事者の行動に加え
て、地域の⽀援者の行動を１枚の紙で併記できるよう工夫し
ました。このシートを作る会議を開いて、その場にいる⼈が
この紙を持って帰ると、危険が迫ったどの段階で、誰が何をするのかを振り返るこ
とができる。⼀発で確認できる書式になっているんですね。 

立木：実はその取り組みは、有識者会議のサブワーキンググループでも高く評価されて、
答申の中にも「マイ・タイムラインを採り入れた形式でも、個別避難計画になる」
という文言を入れていただいています。どの警戒レベルのときに、どんなスイッチ
が入って、どんな行動を取るのか。しかもそれが多段スイッチになっているのが、
実効性のある計画と言えます。痛い目に遭ってからではなく、自ら行動できるよう
にしたい。それを私たちは「防災リテラシー」と呼んでいます。防災リテラシー
を、あるいは防災の基礎的な運用能力を、マイ・タイムラインの形に落とし込んで
います。これなら警戒レベル１のときには何を、2 のときには何をすればいいの
か。刻々と状況に応じた対応ができます。 

京都府福知山市でも、マイ・タイムラインのスイッチをめぐる取り組みがありま
した。ある地区では内水氾濫が起きやすいから家の前にセンサーを設置し、その水
位が何センチになったら地区の警戒レベル１としましょう、と。自分たちでデータ

▲⻄野佳名子氏
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を取って、警戒レベルのスイッチを決める取り組みを拝見し、大変感動しました。 
スイッチを手作りで我がことにしていく。どういうハザード状況になりかけたら

何をするのかを自分たちで街歩きをしながら決めていく。そのセンサーの水位の目
安は、地域の小学生の研究レポートから出発したそうです。時間の経過に伴って何
センチになって、やがてその⼀帯が、何時間ぐらい経つと水浸しになるのかと。 

地域の知恵を調整会議の場で生かしながら、そして当事者のご家族も⼀緒に関わ
っていただきたい。そのときの道具になるシートだと私も強く思っています。 

⻄野：重永さん、国のモデル事業に関わっている自治体から、お困りの声も寄せられてい
ると思います。短期間で突破できるような国の施策はないんでしょうか。 

重永：どの自治体も地域の特色に応じて取り組んできた経緯があります。なるべく円滑に
個別避難計画の作成に移っていきやすいようにと、法律には本当に最小限のことし
か書いていません。避難先と避難⽀援者。実質的な要件はこれぐらいです。「マイ・
タイムラインが要件を満たしているのなら、個別避難計画と呼んでいいですよ」と
柔軟に言っています。そういう意味で書式を決めていない部分があります。そうい
うものだと思って、ご理解いただければと思います。もう⼀点、ツール的なことで
言うと、大きな自治体だと、本当にたくさんの方を管理する必要があります。その
ためのシステムがあったほうがいいのではないかという声をいただいています。 

内閣府で今、クラウド型のシステムの開発をし、来年度の早い段階から使えるよ
う準備を進めています。先ほど申し上げたように、名簿はほぼ 100％の自治体で、
すでにできあがっています。その名簿をクラウド型のシステムに移してボタンを押
せば、名前や住所など必要な項目が個別避難計画のフォーマットに載ってくる。そ
んなイメージです。後は避難先や避難⽀援者をどうするのかといった点に注力して
もらえればと。これは市町村に必ず導入してくださいといっているわけではありま
せん。独自のシステムを作っている市町村もありますし、活用したいというところ
があれば使っていただくという趣旨です。開発経費は国で負担しているのでその
分、安くなっているかなとは思います。 

 
福祉専門職も災害の知識を 
⻄野：これは新しいお話ですね。やはり避難行動要⽀援者名簿が大切ということですか。 
重永：システムは、市町村の独自の項目についても追記できるようになっていて、柔軟性

を持たせるように配慮しながら作っています。 
名簿からではなく、個別避難計画の作成からスタートする方法もあると思いま

す。名簿に漏れている方もいらっしゃいますし。どちらでも対応できるようにして
います。計画を作るにあたっては二つのルートがあります。⼀つは⼀定の基準、年
齢や要介護度、ハザードエリアに住んでいるといった機械的に条件を付けて対象者
を絞り込む方法と、もう⼀つは個々に見ていって「この方には必要だよね」という
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場合です。どちらも優先度は高いですが、重層的というか複層的にやっていくこと
が大事かと思います。システム的には両方できるようになっています。 

⻄野：永田さん、福祉専門職は、避難行動要⽀援者名簿を見たことがありますか。 
永田：「あまり馴染みがない」のが本音でしょうね。ただ、実際に名簿の案内文書がご利

用者のところに送られてきて、その方が判断できない場合に相談できるのが専門職
なのかなと思います。専門職が常にわかっている状態になってくると、ご利用者も
安心して掲載することにつながるのではと。 

⻄野：福祉専門職は災害について学んでおく必要があるということなんですよね。どのよ
うに取り組んでいきましょうか、立木先生。 

立木：簡単な話です。福祉専門職の国家試験に防災の問題を入れればいいだけです。それ
にも取り組んでいかなきゃいけない。僕はきょうの永田さんの基調講演を聴きなが
ら、涙をこらえるのがやっとでした。永田さんは福祉が大好きで、この仕事をし
た。けれども真備町の豪雨災害があって、福祉が怖くなった。専門職の方々にそん
な思いをさせてはいけないですよ。個⼈の努力でできる範囲を超え、制度として変
えていくためには福祉と防災が越境して連結していくことを考えなきゃいけない。 

災害対策基本法と災害救助法という法律があります。この法律の中には「福祉」
という言葉が入っていません。制度として越境し、連結していく取り組みを、重永
さんにもっと進めていっていただきたい。私からの切なる願いです。 

 
介護保険への位置づけ「中⻑期的な課題」 
重永：今回は地方交付税措置という形で自治体に財源が行くという形で手当てをしまし

た。サブワーキンググループの最初の議論では、介護保険制度の介護報酬に盛り込
めないかということが大きなテーマになりました。厚生労働省からは「難しい」と
いう説明がありましたが、最終報告の中では介護保険の中に位置づけるということ
について、「中⻑期的な課題」として明記されています。これまでになかったこと
で、将来的に変わってくる可能性もなくはないのではと思います。今の条件の中で
できる限り取り組み、介護と福祉が連携するのが当たり前だという状況になると、
法律が変わっていくと。そういうふうに思っています。 

立木：永田さんのこれからの⼈生の使命は、語り部となること、語り続けていくことなん
だろうなと思いました。⼀緒に進めていきましょう。そして、真に⽀援が必要な方
が取り残されないような社会を私たちは作る、そのためにこの取り組みをしている
んだ、と。前に進んだという実感が持てたシンポジウムだったと思います。 

⻄野：３⼈のパネリストの方々から個別避難計画について最もホットなお話をうかがいま
した。心に残る話題がたくさんありました。全国の皆さん、きょうの話を仲間と共
有いただき、個別避難計画作成の推進にお役立てください。ありがとうございまし
た。 
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防災と福祉の連携促進シンポジウム 視聴アンケート結果 

≪アンケート概要≫ 
■方 法  Google フォームを使用したウェブアンケート。申込者にメールで送付した

ほか、YouTube の概要ページにアンケートフォームの URL を掲載し、回答
してもらった。 

■回答期間  2022（令和４）年 2 月 18 ⽇（⾦）〜2 月 25 ⽇（⾦） 
■回 答 数  215 名 
 
≪申込者属性≫ 
① 住所 

 
② 職種 

   ＊福祉医療従事者：社会福祉協議会を含む 
   ＊その他：地域関係者、防災士、企業、マスコミ、職能団体代表等 
 
≪アンケート結果≫ 
年代 

 
 
 
 
 
 
 

兵庫県 大阪府 広島県 奈良県 岡山県 和歌山県 滋賀県 京都府 
362 70 40 35 24 16 10 9 

千葉県 東京都 徳島県 静岡県 愛媛県 ⻑崎県 福岡県 宮崎県 
8 8 6 6 4 4 2 2 

福井県 神奈川県 群馬県 鳥取県 高知県 熊本県 沖縄県 佐賀県 
2 2 2 1 1 1 1 1 

愛知県 石川県 新潟県 山梨県 茨城県 福島県 宮城県 合計 
1 1 1 1 1 1 1 624 

行政 福祉医療従事者 その他 不明 合計 
161 258 105 100 624 

13.6%

28.13%

63.29%
54.25%

37.17%

19.9%
0.0% 1.1% 20歳代

30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳代
80歳代以上
無回答

居住地 人数 割合 
兵庫県内 131 名 60.9％ 
兵庫県外 84 名 39.1％ 
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14.6%
23.11%

1.0%

50.23%

41.19%

10.5%

23.11%

3.1%
4.2%

14.7%

15.7%
17.8%

59
53

6
34

26
4

0
5

23
14

23

0 20 40 60 80

都道府県からの案内
市区町村からの案内

関⻄広域連合からの案内
兵庫県社会福祉士会からの案内

チラシを見て
兵庫県のHPを見て

関⻄広域連合のHPを見て
兵庫県社会福祉士会のHPを見て

職場の指示
知人からの紹介

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足 やや満足 ふつう やや不満 不満

     
                                        
  
                                                                               
          
 
  
   
 
 
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 

職種 

シンポジウムを何で知りましたか？（複数回答） 

基調講演の満足度 

149 名 52 名 14 名 0 名 
0 名 

（名） 

 行政職員（防災） 
行政職員（福祉） 
行政職員（その他） 
福祉従事者（高齢分野） 
福祉従事者（障害分野） 
福祉従事者（その他） 
社協職員 
医療従事者 
教育従事者 
防災士会 
地域組織関係者 
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【防災部局の行政職員】 
・本⽇のシンポジウムは大変有意義であった。今後実効性のある計画策定、真に避難支援

が必要な方の支援ができるよう福祉部局と連携し進めたい。 
・永田さんの話を聞いて、どのような人たちが個別避難計画を必要としているのか、計画

を作るということはどんな意義があるのかを知ることができた。この話を伝えることに
は、永田さん自身もきっと勇気が必要だったのではないかと思う。だからこそ伝わって
くるものがあった。 

 

【福祉部局の行政職員】 
・計画様式や、優先度を判断する際のシートなど、各自治体任せでなく、汎用的なツール

を内閣府や厚労省等からもっと示してほしい。それを活用するかは自治体判断があって
よいが、現状では手探りの部分が多くノウハウがない中で非常に苦しい。住⺠の理解、
自治体内部の理解ともに得ていく必要があり膨大なエネルギーが必要だが、マンパワー
が圧倒的に不足している。避難計画に専従でかかわる職員はおらず、他の多くの業務と
並行して、名簿に関わる業務をなんとかこなしている状況。本当に苦しい。 

・三宅さんの話を聞いて、計画も大切だが地域の人と要支援者が顔見知りとなり、災害時
は声かけや一緒に避難することができるような地域づくりが必要だと感じた。 

 

シンポジウムの満足度 

シンポジウムの⻑さは適切でしたか 

シンポジウムについての意見や感想などの自由記述（抜粋） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足 やや満足 ふつう やや不満 不満

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
⻑かった 短かった ちょうどよかった

122 名 66 名 25 名 2 名 0 名 

41 名 7 名 167 名 
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【兵庫県内の福祉医療従事者】 
・訪問看護師です。計画を作っても有事の時に本当に生かされるのか疑問があった。マ

イ・タイムラインを知ることができ、今後に活用していきたいと思った。 
・支援が必要な方の優先順位をつける方法がとても難しい。行政や地域、福祉専門職が連

携すること、防災意識の高い福祉専門職や地域住⺠を増やしていく必要があると思っ
た。 

・永田さんの講演は心に残った。専門職はアドバイスをしていくために、知識をつけてい
く必要があると非常に感じ、国家試験に防災の問題を入れていくことはとても良い案だ
と感じた。 

・基調講演の印象が強かったが、パネリストの方々の思いが聞けて、自分たちも自分が出
来る範囲で頑張れることをしよう、まずは地域調整会議へ参加しようと思った。 

・相談支援専門員です。自分の中で災害は「非⽇常的なもの」だと位置づけていることに
気がつき、⽇常的なものと意識づける必要があると痛感した。永田さんの講演は涙がで
た。参加できてよかった。 

・永田さんの話を追体験すると涙がこぼれる。福祉が好きだけど福祉をすることが怖いと
いう支援者を応援できる制度や施策が必要で、少しずつ整い始めていると実感できた。
我がことと捉えてもらえる啓発の重要性を感じた。⽇常の業務に勇気をもらえる、前向
きになれるシンポジウムに参加できてよかった。 

・計画作成の必要性は、切実に理解できる。市町村が主導し、優先順位をつけて策定に取
り組んでいけば無理な話ではないということもわかる。個別の事情を踏まえ、専門職と
地域住⺠が同じ⽴場で計画策定に取り組むことが、社会の変⾰につながることも明るい
きざしとして捉えることができる。ただ、実際に計画の中に支援者の氏名や連絡先、発
災時の行動として記入するとなった時に、自分ごととして行動できる人がどれほどいる
のか。支援者自身にも行動計画が必要になるのではないか。そこに、私自身が今の業務
の中で貢献できることは何なのか。実現するために具体的に必要なことを、職場の人や
周囲の人と情報を共有し、一緒に考えていくことができればと思う。 

・要支援者名簿の登録を拒否する独居高齢者の対応に当たったことがある。拒否の理由は
「自治会や近隣の方の世話になりたくない」だった。近年の自然災害の状況、ハザード
を説明し、最終的には「あなたがそう言うなら…」と同意され、親族の了解も得られ
た。行政から送られてきた書類を見ても、何が書いてあるか分からないというのが初め
の言葉だった。対応する福祉職の意識によっ
て、差が生じてしまうように感じた。 

・基調講演、シンポジウム共に今後も記憶に残る
話だった。ケアプランに避難場所だけでなく、
避難準備などを記載する等できるところから進
めていきたい。 
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・制度で決まったから計画を作成する必要がある「業務」という意識だったが、永田さん
の話を通して、作成に向けて（地域への働きかけも含め）何か具体的に取り組めること
はないか、考える機会をいただいた。 

・社会的弱者が被災する割合が高いという報告がされ、防災について何らかの行動をすべ
きという思いはずっとあったが、何から始めたらいいのかと悩んでいた。防災に関する
研修に参加したり、利用計画に盛り込んだり、災害に備えて何をするかを防災意識の高
い利用者や家族と一緒に考えてきた。ただ、個人的にやっていてもこれで災害時に役に
⽴つのだろうかと無力感を強く抱くばかりだった。災害時に身を守るために今何をして
いくべきかを当事者や家族と一緒に考えて準備していく支援がとても重要で、具体的に
何が必要かなど、これまでどう進めていいか悩んでいたことへのアドバイスをもらった
ような気がする。国の施策や行政の縦割りが問題だと思っていたが、防災も福祉も命を
守るため、それぞれが積極的に行動し、越境してつながっていくシステムや具体的な行
動が示され、国全体で進められようとしていると感じられて非常に嬉しかった。これま
で研修や講演を聞いてもモヤモヤが払拭されなかったが、自分にとっても一歩を踏み出
せるという思いを持てた。 

・「市町村が策定の主体となり」と明記されているが、様々な調整、調整会議の進行等、
「市社協やケアマネジャー等に多くの負担がかかる取り組みになるんだろうな」という
のが率直な印象。しかし、ケースワーカーやコミュニティソーシャルワーカー、生活支
援コーディネーター等は、地域住⺠と既に関係性ができていることが多いため、これら
の職種が果たすべき役割はとても大きく、官⺠一体となって防災の備えをしておく必要
性を強く感じた。視聴できなかった職員にも伝達し、やらされ感ではなく行政・市社
協・福祉事業所等が一丸となって取り組んでいけるよう働きかけていきたい。 

・真備町のことだけでなく、東⽇本大震災の際に現地の施設を訪問された時の話もとても
印象に残った。「（被災時には）自分が自分でなくなる。普段は言わないようなことを言
ってしまう」。実際に経験しないと分からないことだと思うが、被災された人がそうい
う気持ちを持っていることを知ることができた。 

・市から依頼があり、利用者からも計画作成の希望があったが、その地域の自治会⻑が非
協力的なので作成できないとのことで断念した。調整会議が開催できないため作成でき
ないことが多々ある。行政の啓発不足で自治会⻑の無理解や市からまた何かさせられる
との被害意識があり、多くの自治会⻑は名簿さえあれば十分と思っている。過去に市の
要請で名簿を⺠生委員や自治会⻑が作成して市に提出し、その後自治会や⺠生委員が欲
しいというと個人情報だから出せないと言われ 5 年が経った。話し合いを進めて、自治
会⻑が利用の同意書や約束をして⽂書で依頼してもらえるようになったが、5 年前のま
まで加除変更もされていない。こんな市の対応があって、自治会や地域住⺠が動かない
のだと思う。かえって市が入らない方がいい時もあるかな？しかし、市がきちんと責任
を持って入らないと、いい加減なことをしたらまた信頼を失う結果になる。 
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【兵庫県外の福祉医療従事者】 
・静岡市基幹相談支援センターに勤めて

おり、市と共に個別避難計画作成に取
り組んでいる。調整会議のあり方や進
め方など、興味があることばかりだっ
た。ひょうごチャンネルでの配信を関
係者に共有したい。 

・永田さんの話はとても心に刻まれた。  
奈良市でも最近自主防災組織から地域

包括支援センターに、地域包括支援センターから当相談支援事業所にも声がかかり、先
⽇顔合わせをしてきた。地域の方々は障害のある人にどう接したらいいかわからない、
福祉側は地域のことや防災の知識が少ないというお互いの悩みごとがわかり、相互的な
交流が出来そうだと感じた。災害を我がこととして捉え、官⺠共同でつくりあげていく
仕組みが必要で、行政・地域・利用者らとも協働していけるとよいなと思った。 

・自身も⻄⽇本豪⾬を経験し、その経験を無駄にしない仕事をしていこうと思っていた
が、今⽇のシンポジウムを視聴し、その気持ちを新たにした。少しずつでも、自分ので
きることをしながら、誰もが暮らしやすい地域づくりに貢献したい。 

・個別避難計画作成への取り組みに向けてどんな流れでどのように進めていくのかを具体
的に知ることができて良かった。とても分かりやすく、新たな見識も多くあり、この機
会を提供していただいた皆様には感謝である。個別避難計画の必要性は大変納得できる
ものであるが、現場の福祉職が防災と連携するとなると、そこに連動して介護・医療職
も防災への連携が同時に必要になるのではないかと感じた。さらには地域を巻き込みな
がら個別避難計画の作成を進めていくとなると相当な時間と労力である。コロナ禍で、
ただでさえマンパワー不足の中、⽇常業務にプラスして防災と福祉の連携を進めていく
には、職種自体の価値を高めて、防災知識を持つ福祉職の人員数が一定増える動きが必
須になると思う。そのためには国を挙げて取り組みを後押ししない限り、現場は疲弊し
てバーンアウトし、離職率が高まる危機感を持った。しかし、同時に社会福祉士として
防災についての取り組みに、より一層力を入れなければならないと改めて考えることが
できた。 

 
【兵庫県内の当事者・当事者家族・当事者団体】 
・自治体の関係者会議に出席したことがある。どこから手をつけたらいいのかが分からな

い、途方もなく壮大な支援計画を作らなければならないのだなという感想しかなかっ
た。今⽇の話を聞いて、取っ掛かりのヒントを得たように思う。とにかく数をクリアす
ればいいんだ、という方向に行かないよう気をつけたい。 
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・尼崎市でも個別避難計画づくりが始まっており、育成会として、少しでも前に進むよう
協力していきたいと考えている。個人的には、知的障害を持つ息子と地域との関係はほ
ぼゼロに近く、とにかく周りに迷惑をかけないように、関係を避けて生活している。そ
の分、介護事業所のヘルパー達との関係は深く⻑いというのが現状。災害時を考える
と、車で親子 3 人が避難するのが最良と考えている。育成会としては、福祉避難所を二
次的ではなく、すぐに使えるように通いなれた事業所に避難できるようお願いしたいと
思っている。周りからの理解が難しい障害なので、大きな声を出してもパニックを起こ
してもそれほど気にならない環境でないと避難する気にはならないというのが本音。 

 
【兵庫県内の地域組織関係者・防災士】 
・個別避難計画の作成について、地域では、どこから手を付けてよいのかわからないのが

現実。しかも、「阪神・淡路大震災」を経験した川⻄市住⺠としても 27 年経過し、他人
事のような雰囲気もある。明⽇にでも起こりうるといわれている大地震ですら、個人レ
ベルの準備は何とか出来ているものの、他者への配慮までは形になっていないように思
う。⽴木先生の言われた、「小さな地域での少人数の取り組みから始めよう」の声かけ
を、市町村レベルの声かけとして、してほしい。川⻄市では、多くのエリアは被災経験
がなく、特定のエリアが水害に遭っている。まずはそこから、行政のプッシュをすべき
ではないかと思う。 

 
【その他の職種】 
・永田さんの話は、経験者でなければ語ることができない心に残る内容だった。正直、涙

がこらえられなかった。この話を聞くことによって、個別避難計画を進めなくてはいけ
ない、というマインドになる人は沢山いると確信した。このような辛い経験をする人、
地域、当事者をつくらないためにも、この取り組みが重要であることを再認識した。ま
たディスカッションでは、どうやったら現実的に進めていくことができるのかを、それ
ぞれの視点で語っていただき、大変勉強になった。このシンポジウムの様子は、ひょう
ごチャンネルで配信されたら行政の
知り合いに紹介したい（DVD にして
ほしいくらいだ）。 
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