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はじめに 
JDF 被災地障がい者支援センターふくしま活動報告書刊行に際して 

 

 この度、JDF 被災地障がい者支援センターふくしまの 2 年間の活動報告書を取りまとめ

ることになった。これは、原子力発電所の事故により福島県全体が復興へと向かえないな

か、これまでの 2 年間の取り組みを振り返ることで今後の活動方向を模索すると同時に、

現行の災害時要援護者避難支援制度のあり方に改善を求めたいと考えるからである。本報

告書が、今後の災害この活動の経験が生かされるならば幸いである。 

 この支援センターの活動報告書の構成は次の通りである。まず、私が総論として 2011 年

3 月 11 日の東日本大震災以後 2 年間、被災地障がい者支援センターとしてどのような取り

組みをしてきたのかを時系列を追って記述する。その後、各論として、取り組みの実態や

背景を紹介する。こちらは支援の過程で現れてきた様々な課題ごとに、その課題に中心的

に関わることになった支援センターのスタッフが執筆を担当した。 後に、そして活動の

経験を通して得られた知見をもとに、今後の大災害にむけての提言をまとめる。 

 また、文末には資料集を収録する。ここにはこの間支援センターから国や、県、市町村

にむけて発信された要望書、センターがまとめた報告書や広報を掲載する。 

 

2013 年 3 月末日 

JDF 被災地障がい者支援センター 代表 白石清春  
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第１章 被災地障がい者支援センターふく

しまのとりくみ 総論 
白石 清春 
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2011 年３月 地震発生、JDF 被災地障がい者支援センターふくしまの発足 

３月 11 日 午後２時 46 分マグニチュード 9.0 を記録する地震が東北地方太平洋沖で発生 

３月 12 日 きょうされん会員安否確認開始 

３月 18 日 第１回打ち合わせ。あいえるの会、きょうされんの両方の関係者（約 14 名）

が集まる 

３月 19 日 第２回打ち合わせ・センター立ち上げ 

３月 21 日 支援物資の提供・配達開始 

３月 23 日 団体名称が「JDF 被災地障がい者支援センターふくしま」となる・物流の拠点

づくり 

３月 24 日 福島県障がい福祉課訪問 

 

 ３月 11 日当日、郡山市の総合福祉センターの３階にいたところ、強烈な揺れが来る。そ

の揺れが３分くらい続いただろうか、エレベーターが止まって、自分の体と電動車いすを

分けて、階段を降ろしてもらう。次から次へと襲ってくる余震におびえながら雪の降る中

外でしばらく待っている。私が理事長を務めるあいえるの会の事務所に行ってみると、部

屋の中の物が散乱して足の踏み場もない状況だった。 

 あいえるの会では、地震当日に事務所の近くに住む利用者の安否確認を、13 日には全利

用者の安否確認を行なった。全員けがもなく無事であった。ただ、家の一部が壊れたり、

家の中の荷物が散乱してとても住めない状態だった。しかし、ライフラインの水道やガス

がストップ。電話もできない。ガソリンが入ってこなくて、あいえるの会ではヘルパーの

派遣がなかなかできない状態だった。そこで、郡山市にお願いをして障がい福祉センター

を福祉避難所にしていただいて脳性まひ等の障がい者達に避難していただいた。避難障が

い者は多い時で 30 名を超えた。市役所の職員や障がい者福祉センターの職員、あいえるの

会の職員等で 24 時間介助にあたることになる。 

 ３月 18 日には、ゆめ風基金から八幡氏、滋賀のポテトファームから支援物資を持って郡

山に現れる。そして福島県にも被災地障がい者支援センターを立ち上げたらどうかとアド

バイスを受ける。その後、ゆめ風基金には活動資金を提供していたき大変お世話になる。

ゆめ風基金を支える大勢の障がいをもつ仲間たちに感謝する。 

 ３月 19 日に福島県内の５つの障がい者団体が集まり協議した結果、正式に支援センター

を作ろうという話になる。代表は、私、白石清春（あいえるの会理事長）が務めることに

なった。その後、３月 24 日に福島県障害福祉課を訪問し、センター立ち上げの報告、被災

障がい者に関する情報共有の依頼、ボランティアの宿泊所･食料支援を要請した。 

 また、郡山市に申し入れ、県の総合福祉センターを障害者用の避難所として使用させて

もらうことになった。後から思えば、これが「福祉避難所」だったということになる。詳
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細については岡部さんが書かれた手記をご覧いただきたい。双葉郡からの避難の経験をつ

づった手記も掲載している。あわせてご覧いただければと思う。 

 

2011 年４月 避難所回り 

４月６日 センター開設式 

４月９日 蓮舫内閣府特命担当相、村木厚子氏内閣府政策統括官、金子恵美議員が来訪。

現場からの要望（10 項目）を手渡す 

４月 11 日 浜通り地域の避難所への支援開始 

４月 15 日 福島県知事に要望書提出・JDF 被災地障がい者支援センターふくしまニュース

「つながり」発行 

４月 20 日 福島県各市町村へ被災障がい者に関する「提案と要望」提出・個別実態把握状

況公表・被災地障がい者支援センターふくしまニュース「つながり」No.2 発行 

４月 23 日 テレビ局、新聞社各社に「現場からの要望」発信 

 

 当初は事務所をあいえるの会に置いていたが、手狭になってきたので４月６日に郡山市

朝日町に新たな事務所を設けて「被災地障がい者支援センターふくしま」の開設式を行う。

支援センターは福島県内の障がい者関係団体が 32 団体が集まって運営することになり、

JDF を冠することになった。被災地障がい者支援センターを立ち上げ、本格的な活動に移

っていく。 

 初は震災の被害のひどい浜通り地区のいわき、南相馬、相馬の各地に拠点を設けて支

援物資の発送を始めた。また、支援センター加盟団体の一つであるきょうされんからボラ

ンティアとして全国各地から支援センターに集まってくるようになる。きょうされんのボ

ランティアと共に、福島県内の避難所を回って障がい者の生活がどのようなものかを調査

していくことになった。 

 しかし、200 か所近くの避難所を回って障がい者と思わしき人は 100 名少しであった。

それも、わりあい障がいの軽い人達であった。当時支援センターで開かれた会議では、１）

一次避難所の環境では暮らせないため自宅に戻っている、２）二次避難所に移る段階で個

別化・個室化してしまい、その足取りを把握しきれなくなっている、という二つの理由が

挙げられていた。 

 障がいの重い人達は学校の体育館を利用した避難所では避難生活が難しかったのではな

いだろうか。避難所は体育館のような場所が多く、段差があったり、床が硬かったり、と

ても障がい者が避難する場所ではない。避難していて、１か月もお風呂に入っていない方、

避難所の床が堅いので横になれずに２週間も車いすに乗ったまま過ごしていた方、避難所

の中に入ると自閉症児が暴れるので避難所の駐車場に車をおいて、そこで生活している家



7 
 

族の方と、大変苦労されていた。 

 当時の避難所訪問調査の詳細については、「個別実態把握状況」に記載して公表している。

当時の経験にもとづいて、支援センター事務局長の和田さんに避難について書いてもらっ

た。また、支援センターの初期の活動を手厚く支えてくださったボランティアについて、

杉田さんに手記をお願いしている。 

 

2011 年５月 南相馬での調査が始まる 

５月２日 南相馬での調査始まる 

５月４日 JDF 被災地障がい者ふくしま支援センターニュース「つながり」No3 発行 

５月６日 福島県との懇談 提案と要望 

５月 15 日 南相馬市桜井市長への報告と懇談 

５月 18 日 避難所から入所施設への避難（入所）状況確認開始 

 

 避難所に障害者がいないという実態を受け、私たちは、二次避難として旅館やり上げ住

宅に避難した障がい者の状況を把握するために回り始めた。しかし、この活動はプライバ

シーなどの問題で行政や旅館からストップをかけられたこともあった。私達は支援センタ

ーを立ち上げた当初から、被災障がい者の所在を確認するために障がい者手帳等の名簿を

提出してほしいと国及び県や市町村に要望していたが、私達の声は届かずに今日に至って

いる。唯一、南相馬市だけが私達の要望に応えて名簿を提出してくれた。これをうけよう

やく南相馬市の障がい者の行方を確認することができた。ここから市内の障害手帳者 1139

人に対し１軒１軒訪問し聞き取りを行うという調査が始まった。 

 また、郡山市のビックパレットという大きな建物が大規模避難所となっていた。私達の

仲間がその避難所に行って、中心となっているドクターの話を聞いたところ、一時は 100

名ぐらいの高齢者や障がい者が避難してきたという。しかしそのような所にいると命に関

わることもあるということで、高齢者や障がい者は入所施設に避難させられたという話で

あった。福島県内の入所施設を回って避難障がい者がいるかどうか調べたが、その数は少

なかった。県外の施設に入所しているのだろうか。福島県内の重度の被災障がい者が一体

どこにいるのか、全く分からない状況が続いていた。 

 県内の障害者入所施設を訪ねて回った経験については、私が別稿で詳述する。また、こ

の 5 月から始まった南相馬市における戸別訪問調査の詳細については、南相馬市で相談事

業所を営んでいる古賀さんに報告してもらっている。 
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2011 年６月 福島県障がい者相談支援充実・強化事業の受託 

６月１日 福島県より相談支援充実・強化事業委託、開始 

６月 15 日 県へ要望書提出 

６月 22 日 JDF 被災地障がい者新センターふくしま支援センターニュース「つながり」

No.4 

６月 25 日 三党障害者政策責任者被災地意見交換会 

 

 ６月１日からは、福島県の新事業「相談支援充実・強化事業」をあいえるの会に委託さ

れた形で、支援センターに相談員を一名おくことができるようになった。これ以前は。郡

山の相談支援事業所の相談員たちが連携して福島県内の被災した障がい者の相談窓口を行

っていたが、片手間には相談体制が図れないので、福島県に再三にわたって要望していた

のである。 

 この相談支援充実・強化事業により、福島県内各地の相談員の充実を図った形で継続が

図られている。いわき地区、相双地区、県北地区、会津地区に支援員を配置していくよう

になっている。この時、その後の支援センターの活動において大きな役割を果たすことに

なる宇田さんが相談員として着任することになった。また、この事業にゆめ風基金からの

支援をあわせて２名の障がい者スタッフを雇うことができた。このことにより障害者が中

心になって被災した障害者を支援する体制が安定することになった。 

 支援センター事務所にある宇田さんの相談用電話は、２年たった今もなお鳴り続けてい

る。宇田さんには、相談事業について手記を書いて頂いた。 

 

2011 年７月 UF-787 プロジェクト 

７月 13 日 つながり∞福島仕事おこし会議・JDF 被災地支援中間報告会 

７月 23 日 南相馬一次～三次留守宅訪問調査開始 

７月 30 日 障害連シンポジウム 

 

 支援センターに加盟している郡山市の知的障がい者事業所のにんじん舎では農地を活用

して野菜作りをしていた。しかし、今回の大震災で、農地の地面のベクレルの値が非常に

高く、農作物が作れない状況になった。2011 年５月の時点で、農場の表土は 14000 ベクレ

ルを超える放射性セシウムに汚染されてしまっていた。そこで、再びにんじん舎の農地で

野菜を作れるようにしていきたいという願いから、UF-787 プロジェクトを立ち上げること

になった。UF は「美しい福島」、787 は「菜の花」。菜の花やひまわりには放射性物質であ
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るセシウムを吸着する性質を持っているという。多量の放射性物質が積もっている農地に

菜の花やひまわりを植えていく UF-787 プロジェクトを展開中している。他にも、原発事故

の影響から福島県内の障がい者関係事業所（作業所）の仕事が激減して、利用者さんに支

払う工賃が少なくなっているという状況がある。「みんなと一緒に仕事がしたい」という被

災地の仲間の強い思いから、「つながり∞ふくしま」というプロジェクトがうまれた。 

 UF-787 プロジェクト、そして、このような仕事おこしの意義について和田さんに書いて

頂いた。 

 

2011 年８月 仮設住宅訪問開始・支援事業所の再開 

８月１日 アクセスホームさくら再開 

８月 29 日 「南相馬市要援護者避難計画策定に向けた訪問調査結果の 終報告」提出・記

者会見 

 

2011 年８月に入ると、福島県の各地に仮設住宅が作られはじめた。ボランティアさんと

共に全ての地域の仮設住宅を回って、支援が足りずに困っている障害者がいないかを訪ね

歩いた。仮設住宅の一部にはスロープが付けられている所があるが、そこに住んでいる人

は障がいを持つ人ではなかったり、なかなか障がい者と巡り合うことができなかった。ス

ロープが付いていても車いすのままでは仮設住宅の部屋の中を自由に使うことはできない

構造の物がほとんどであった。結局、車いすの障がい者に対応した仮設住宅にはお目にか

かれていない。仮設住宅訪問調査の詳細については、橋本さんに書いてもらった。 

 また、この頃になると避難指定区域から避難してきた人々が、新たな土地で新しく事業所

を再開する動きがみられる。 初に事業所を再開したのは、浪江町から二本松市に移転し

たアクセスホームさくらという事業所だった。転々とした避難生活を終えて、生活を再建

すること、そして人とのつながりや働くことへの喜びはかけがいのないものであることを

強く実感した。一方で、職員不足、仕事不足にかんしては打開の方向が見出せないままで

あった。アクセスホームさくらの方にも、手記を書いて頂いている。ぜひご覧ください。 

 ８月の終わりには、南相馬市での調査を終え、「南相馬市要援護者避難計画策定に向けた

訪問調査結果の 終報告」を市に提出した。この調査によって、南相馬市においてそもそ

も「避難することができなかった」人は障害者の 22％、避難した人の半数以上が 3 週間以

内に避難して避難指定区域内の自宅に戻っていたことが分かった。そして、病院・交通・

商店・相談支援などすべての機能が止まった状態で支援にあたったのは、 前線の現場に

いた支援事業所のスタッフであったことも明らかになった。 
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2011 年９月 サテライト自立生活センター（長期避難拠点）を設置 

９月１日 福島県相談支援強化事業開始 

９月６日 被災地障がい者支援センターふくしま支援センターニュース「つながり」No.5 

９月７日 障害者の「働く」実態調査発送 

９月 30 日 サテライト自立生活センター（長期避難拠点）設立計画 

 

 福島県は地震、津波のほかに原発事故による被害があり、この報告書を執筆時である 2013

年３月でもまだ、復興の道筋が描けていない状況にある。原発 30 キロ圏以上の地域にも多

量の放射性物質がばらまかれて、非常に危険な地域で数多くの人たちが生活している。放

射線の影響は数年後から出始めてくるという。一番初めに子ども、その次に免疫力の低下

している障がい者や高齢者に影響力が出てくるだろう。そのようなことを踏まえて、支援

センターと福島県自立生活センター協議会とで連携して、若い障がい者等を県外に避難さ

せていこうという計画をたてた。具体的には、神奈川県相模原市の旧ケア付き住宅を借り

上げてサテライト自立生活センター（長期避難拠点）を設置する計画である。その他にも

新潟や兵庫といった全国の仲間たちのご協力によって障害者の長期避難が支援されている。

サテライト自立生活センターの取り組みについては、設楽さんに紹介して頂いた。 

 

2011 年 10 月 船引町介助時間不服申し立て 

10 月４日 コーヒータイムの再開 

10 月 20 日 船引町介助時間不服申し立て、支援センターから口頭陳述の応援に 

 

 10 月に入ると、アクセスホームさくらにつづき、浪江町にあったコーヒータイムという

事業所も二本松にて事業を再開した。コーヒータイムの方にも手記を書いて頂いている。

ぜひご覧ください。一方、支援センターには講演依頼がどんどん舞い込み始め、支援セン

ターの活動の大きな部分を占めるようになってきた。 

 また、地震の時に原発事故の影響を懸念して避難した田村市に住む脳性まひの女性が、

避難に際して通常より多く必要になった介助費用を田村市に請求した。しかし、田村市は

これを認めない態度を見せ、女性が福島県に不服申し立てをするという一件があった。支

援センターは女性を全面的に支持しており、不服申し立ての際、福島県庁へ応援の口頭陳

述に行くという活動もした。この件はその後、田村市の支出却下処分を取り消すことにな

り決着した。 
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2011 年 11 月 被災地障がい者交流サロン「しんせい」オープン 

11 月１日 被災地障がい者交流サロン「しんせい」開所 

 

11 月１日に念願であった被災地障がい者交流サロン「しんせい」をオープンした。私た

ちはこの場所を、この大震災を機に福島県を新たに創り直そうという気持ちを込めて「し

んせい（新生）」と命名した。被災された事業所の利用者さんたちを呼んでの交流会を開催

したり、障がい関係団体の集会や会議の場所として使用したり、福島県内の障がい関係事

業所の商品を販売している。 

 建物の２階は「若者サポートセンター」に提供した。ここでは、仮設住宅に住む子供た

ち（障がい児を含め）の学習等のサポートを支援している。そのほかにも、福島県の子供

たちを放射線から守るネットワークと連携して、勉強会の開催や情報を共有していく。こ

のような取り組みを通して、障害者が生まれることを理由に反原発を唱える人々、放射線

の影響で遺伝子疾患を持った子どもを産むことを不幸と考える人々に我々の存在を知って

もらい、対話の場をもちたいという思いがあった。 

 被災地障がい者交流サロン「しんせい」の活動については、担当の富永さんに詳細を記

してもらった。 

 

2011 年 12 月 支援センターのとりくみが国レベルへ 

12 月６日 国への要望書に関する打ち合わせ 

12 月７日 JDF 被災地障がい者支援センターふくしま支援センタニュース「つながり」

No.6 発行 

12 月 15 日 「原発事故損害賠償に関する障害者のための学習会」準備開始 

12 月 16 日 仕事おこしワークショップ 

12 月 18 日 サテライト自立生活センター体験プログラム 

12 月 30 日 船引町の避難時介護費用不服申し立て、支払いを県が採決 

 

 東日本大震災で被災した各地の被災地障がい者支援センターでは、被災した障害者の実

態を把握して個別支援にむすびつけていくために活動している。しかし、これまで大きな

震災を何度も経験しているにもかかわらず、避難所も仮設住宅も、あるいは借り上げ住宅

にしても障害者の避難生活を保障するものではなかった。 

 このことから JDF の代表者と岩手・宮城・福島の JDF 被災地障がい者支援センターの

代表連名で国に要望を上げることになった。この要望書提出に際し、福島県選出の金子恵
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美議員に紹介議員となってもらうために面談に行く。この頃から支援センターの取り組み

の水準が、国レベルに上がっていった。この月には内閣府障がい者制度改革推進会議委員

も支援センターを訪問し、翌 2012 年１月には障害者の避難支援について、支援センター代

表者が障害者制度推進会議で報告することになる。また、東電賠償学習会に関する日弁連

の方との打ち合わせが始まったのもこの時期だった。 

 一方、福島県内の被災した障がい者関係事業所の仕事興しをどのようにしたら良いのか

を話し合うワークショップも開催され、避難そのものの問題から、福島県内に残ることを

決めた障害者の暮らしの問題へと、支援センターでの議論の中心が移っていった時期だっ

たといえる。 

 

2012 年１月 東電損害賠償請求学習会 

１月   福島県より福祉・介護員マッチング事業委託、開始 

１月 10 日 サテライト自立生活センター説明会 

１月 20 日 国への要望書を提出 

１月 23 日 障害者制度改革推進会議で報告 

１月 29 日 福島市にて「障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会」開催 

 

 南相馬市等の障がい者関連の事業所では、原発事故による影響から若い職員が県内外に

避難して職員の少なく事業がひっ迫している所があった。震災で経営がたちゆかなくなっ

た事業所もあり、行くところのなくなった利用者さんたちが職員の少なくなった事業所に

集まってきている状況がある。職員の少なくなった事業所に対して、きょうされんや全国

社会福祉協議会から職員の補佐役の人材を派遣していただいている。この活動が福島県か

ら認められることとなり、2012 年の１月から福島県福祉・介護員マッチング事業が始まっ

ている。支援センターに職員を配置して、福島県内の事業所と全国各地から来られる方た

ちをうまくマッチングさせていく事業を始めている。マッチング事業については、川前さ

んに詳細をかいて頂いた。 

 また、震災後９カ月がたった 2012 年に入り、東電の原発賠償に関する動きがでてきた。

そこで、１月 29 日に JDF・日弁連・福島県弁護士会との共催のもと、障がい者にも分かり

やすい東電賠償問題の勉強会を郡山市のホテルハマツで開催することになった。関係者も

含め参加者は 100 名を超えかなりの関心度であった。勉強会開催後、支援センターに原発

賠償に関する問い合わせが多くなってきている。支援センターの職員が初歩的段階での対

応が出来るように内部の勉強会を行っていかなければならない状況になった。支援センタ

ー内部の勉強会と併せて、福島県内の弁護士や賠償関係団体との連携をさらに深めていか

なければならない。原発損害賠償請求については、支援センター立ち上げ当初から活動を
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担ってきた穴沢信弥さんに書いて頂く予定だった。残念ながら、彼は 2013 年３月２日に突

然亡くなってしまった。 

 

2012 年２月 除染問題など 

２月４日 スタートライン交流会 

２月６日 いわき自立生活センターにてサテライト自立生活センター説明会 

２月７日 JDF 東日本大震災被災障害者総合支援本部会議 

２月 15 日 除染実験開始 

 

 「スタートライン」というのは、知的障害者による本人活動の会の名称である。この会

は震災後、半年を経過した頃から活動を再開し、被災地障がい者交流サロン「しんせい」

で交流会を開くようになった。もう何度か「スタートライン」の集まりを開催しているが、

みなさんしっかりした発言をして、にぎやかで笑い声の絶えない様子を拝見していると、

障がいをこえてみんなで交流ができる交流サロンを開設して本当に良かったと思う。その

他にもこの時期、原発事故による避難により施設に再入所する形で避難していた方が、仮

設住宅を経て街に出、再び一人暮らしを始めたりした。 

 このように、福島県から県外への避難を支援しつつ、福島県内に残る障害者の生活も支

援する。原発の収束はもとより、放射能汚染の影響がどのような形で現れるのかも見えな

い中、除染問題も含め、支援センターの活動は多様化する一方である。 

 

2012 年３月 東日本大震災から１年 

３月 10 日 障がいを持つ人の東日本大震災「その時何が起きたのか」開催 

 

 東日本大震災から 1 年が経過した。私は福島県郡山市に住んでいるが、私が電動車いす

で走っている途中の保育所の前に放射線を測るモニタリングポストが設置されている。数

値は 2011 年３月の時点で 0.4μ㏜を示している。この数値は、病院のレントゲン室と同じ

だそうだ。レントゲン室の中で毎日生活しているようなものということか。 

 福島県は大震災によって引き起こされた原発事故によって、県民全体が翻弄されている。

避難民が長期間にわたって、それぞれの地域に戻れない可能性が大きいだろう。事故のあ

った原発がいつ収束するのか分からないし、再事故の可能性も否定できない。このような

状況なので、福島県の復興は当分の間（何十年もかかるかも知れない）期待できないだろ

う。支援センターの被災障がい者支援も長期的なスパンで考えていかなければならない。 
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 この３月の終わりには、ハワイで行われた環太平洋障害学会の集会に参加してきた。そ

のワークショップに出席してみると、アジア全土が障がい者の人権がまったく確立してい

ない地域であるという報告があった。我が国もその例に漏れないだろう。我が国は、国連

の定めた障害者権利条約を批准していない。障がい者自らも自分たちの権利の確立に向け

て果敢な運動を展開していく必要があるだろう。 

 

2012 年４月 新しい仲間、連携のしくみ 

４月９日 つながり∞ふくしま会議 

４月 11 日 救援本部復興会議・山際氏センタースタッフ着任 

４月 21 日 「障害者総合支援法は被災した福島を救えるのか」講演会開催 

４月 25 日 東京日弁連にて、いわき東電賠償学習会打ち合わせ 

 

 東日本大震災から 1 年を経過しても事態が一向に改善しない中、障害者支援事業所の介

護者不足は深刻化しつつある。新聞でもこの問題が取り上げられ、介助者の募集が呼び掛

けられるが、事態は一向に改善しない。 

 それでも支援センターのスタッフは、本部に３名、相談支援に３名、マッチング事業に

３名、自立支援拠点整備事業（交流サロン「しんせい」）に５名と、多くのスタッフが働い

てくれている。中でも、東日本大震災が起こったのちに支援センターのボランティアにた

びたび来るようになって、郡山に移住してしまった方がいる。彼は支援センターにとって

は大変貴重な助っ人だ。東日本大震災の後、支援センターを立ち上げて活動していった結

果、彼のような人たちが私のもとに集まってきている。このことは何を意味しているのか？

東日本大震災をターニングポイントとして日本をはじめ、世界中が 悪の状態を迎えてい

るなか、それに気づいた人たちが立ち上がって平和な世界を創らなければならないと動き

始めているというメッセージだと、私は受け止めている。 

 この年の 4 月は郡山の桜の咲いている公園はまだ放射線量が高いので、室内で新スタッ

フの歓迎会兼お花見を開催した。 

 

2012 年５月  

５月 21 日 ハッピーウォータープロジェクト開始 

５月 29 日 いわき市にて「障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会」開催 

 

 障害者もその家族も、支援者たちも、何とか地震以前の生活を取り戻そうともがいてい
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る。その中で、被災地障がい者交流サロン「しんせい」では、日々様々なイベントが開催

されることになる。例えば「心とこころをつなぐカフェ」という名称で、関西からの送ら

れてくる野菜を福島のお母さんたちに届けるイベントを行っている。この５月には、福島

の障害者支援作業所を通して子どもたちに安全な水を届ける「ハッピーウォータープロジ

ェクト」が始まった。 

 また、2011 年 10 月より、相模原市に旧ケア付き住宅（私が相模原にいた時分に建設さ

れた）を借り受けて、東日本大震災障害者救援本部の支援のもとサテライト自立生活セン

ターを避難拠点として運営してきた。その後、この５月の終りに１人の脳性まひ者の青年

が相模原に避難していった。その他にも障がい者の仲間の支援を受けて東京都、新潟県、

兵庫県、広島県に数名の障がい者が避難している。2012 年の夏には、障がい児の保養ツア

ーを実施していった。 

 

2012 年６月 原発再稼働 

６月２日 みんなで植えようフェスティバル 

６月 16 日 政府が大飯原発の再稼動を決定 

６月 29 日 南相馬市にて「障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会」開催 

 

 2012 年６月には、福島で暮らす人々にとって大きな衝撃を受けるニュースが流れた。政

府が、地震の後停止していた関西電力大飯原子力発電所３、４号機の再稼働を決定したこ

とだった。2012 年に入りなだれのように始まった原発再稼働をめぐる議論について、私は、

福島県に生きる人間として、障がい者として絶対に容認することができない。 

 何故に、人間の力や技術では制御できない原発にこだわるのか。我が国ではまだ核廃棄

物 終処分場をどこにするのか決まっていない。このように地震の多い日本の地下深くに

終処分場を建設できるのだろうか？ 終処分場が決められないなか、原発を再稼働させ

ていくということは使用済み核燃料を冷やしておく燃料プールを原発の敷地内に増設して

いくことになるのだろうか？日本では、大小いくつもの戦争や災害、公害を経験して、幾

多の苦難に立ち向かって日本再生を図ってきた。この未曽有の東日本大震災を、福島原発

事故を経験しておきながら、我が国の政府はこれまでの方法をまったく変えようとしない

で、このまま突き進んでいく気でいるらしい。 

 原発事故により福島県民が失意のどん底に突き落とされているこの現実を日本の政治家

はどのように把握しているのか。農業も漁業も牧畜業や酪農も放射性物質のばらまきによ

って、何もかもが崩れ去っていく福島のこの現実をどう見ているのか。福島県民は多量の

放射性物質にまみれて福島県が衰退していくのを待っているだけなのか。第一次産業が壊

滅的であるなら、第二次、第三次産業においても壊滅的ダメージをこうむるのではないか。
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せめて、せめて福島県の子供たちだけでも政府の責任で放射線の影響のない地域に集団疎

開させてもらえないものか。 

 

2012 年７月  

７月１日 大飯原発 3 号機を再起動 

７月２日 田村の仮設障害者入所施設見学 

７月 30 日 共同通信社が災害時の障害者死亡率 2.5 倍と報道 

 

 東日本大震災の際、千葉の鴨川まで集団避難していったある社会福祉施設の利用者と職

員が、田村市にある仮設住宅の同じ敷地にある仮設施設に移ってきた。田村市の仮設施設

は小高い坂の上にあり、平屋建ての仮設施設が広々とした敷地に建っていた。その仮設住

宅にはウッドデッキが設けてあり、私たちが訪問した時は、利用者の方々が集団でウッド

デッキを何度も周回して歩いているところだった。職員の方曰く「長い避難生活で利用者

さんたちの足腰が弱っているので、毎日こうやって歩く練習をしているのです」とのこと。 

 福島から以北の東北地方は、障がい者福祉にしても首都圏との差が歴然とある。ヘルパ

ー利用時の支給量にしても大変少ないものだ。東北地方には社会福祉法人の運営する入所

施設が多くある。農業などのできない障がい者が家族の中にいれば面倒が見きれないので

施設に預けるという対処の仕方が東北地方では定着しているのだろう。または、行政に頼

らないで家族内での介助に徹している、過疎地の部落などの家には多く存在していると思

われる。財政難の事情から、行政が積極的に障がい者サービスについての情報の提供をし

ていないのか？そういう面もあるのだろう。 

 昨年に起きた東日本大震災のような大災害が起きると、障がい者は地域で生活している

よりも入所施設で生活していた方が安心だという、障がい者の地域移行と逆行するような

発言が多くなってくる。現に、福島県の飯館村が計画避難地域になった時に、放射線量が

極端に高い所を通って（当時、飯館村の役場の前で 30μ㏜あった）飯館村に何度も通った。

そして、避難障がい者の受け入れを被災地障がい者支援センターで行うので、そのような

人がいたら連絡してほしいと障がい者福祉担当の職員さんに伝えた。しかし、「私たちの村

の障がい者のいる家族の人たちはだいたいにおいて障がい者の避難先を入所施設にきめて

いるから」との答えだった。役場の職員からして、障がい者が地域で生きることなどまっ

たく考えていないのだ。田村での仮設施設を見学して、さらに新たに、障がい者を１人で

も多くに地域での生活ができるようにしていく活動をしていかなければならないと考えた。 
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2012 年８月  

８月 25 日 福島市にて「障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会」開催 

８月 26 日 会津若松市にて「障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会」

開催 

８月 21 日 復興庁「東日本大震災における震災関連死に関する報告（外部リンク・PDF）」

公表 

 

 ８月の時点で、地面から 50-60 センチの空間線量は、被災地障がい者支援センター外の

入り口で 0.466μ㏜、被災地障がい者交流サロン前 0.746μ㏜とまだまだ高い。あいえるの

会で運営している生活介護事業所は、室内で 0.413μ㏜とだいぶ高い。病院のレントゲン室

に毎日いるようだ。どうにかならないものか。 

 復興庁が公表した資料によると、東日本大震災における災害関連死者数は 1,632 人、う

ち福島県は 761 人とのことだ。死亡原因として報告されているものは、「避難所等における

生活の肉体・精神的疲労」が約３割、「避難所等への移動中の肉体・精神的疲労」が約３割、

「病院の機能停止による初期治療の遅れ等」が約２割。災害関連死は認定を受ける必要が

あるので、実際にはもっと多いと考えられる。 

 

2012 年 10 月 

10 月 19 日 内閣府、厚生労働省、国土交通省、経済産業省、復興省に要望書提出、交渉 

10 月 29 日～ 国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）ハイレベル政府間会合会議（於

韓国） 

 

 2012 年 10 月 19 日には、内閣府、厚生労働省、国土交通省、経済産業省、復興省に災害

時要援護者の避難支援ガイドラインの見直しを求める要望書を提出した。当日は、各省庁

の担当者 25 名、支援センターと郡山市の CIL 代表の私、田村市の CIL 代表の鈴木絹江さ

ん、福島市の CIL 代表の角野さん、南相馬市の支援事業所の青田さん、支援センター代表

として設楽さん、JIL・救援本部の代表として今村さん、西尾さん、オブザーバーとして子

どもを守るネットワークの数名が一同に集まった。 

 まず、福島のメンバー三人による福島の現状を訴えるプレゼンテーションからスタート。

その後、要望事項について各省庁からの答弁を聞いたうえで、それに対して私たちからの

意見を述べていくという形で会議は進められた。各省庁の担当者にまじって福島県の東京

事務所の職員も来ていた。日弁連の福島の弁護士さんも来ていた。福島選出の荒井参議院
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議員、社民党党首の福島瑞穂さん、みんなの党の川田議員が姿を見せる。福島さんの協力

によってこの日の話し合いがもたれたことに関して感謝する。 

 この会議をさらに良いものにしていくために、２回目はより具体的な提案資料を作って

いこう。 

 

2012 年 11 月  

11 月１日～ 国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）ハイレベル政府間会合会議 

 

 国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）ハイレベル政府間会合のスペシャルイベン

トとして JDF 主催の「災害と障害者」という会議が開催された。まず、JDF 代表の藤井さ

んによる基調報告の後、５人の発言者がステージに上がる。１番初めに、タイの洪水の際

の障がい者支援、仮設住宅を作った時の報告がなされる。２番目にスリランカの津波によ

る災害と障がい者支援に対しての報告がある。続いて３番目にフィリピンから台風被害に

おける障がい者支援に関する報告。４番目に私が福島県の大震災による被害とそれに対す

る被災地障がい者支援の活動の報告をして、 後に、宮城の阿部さんからの報告で、発表

を終える。その後、質疑応答。アジア地域での災害に関するリスクを軽減するための集ま

りがあり、定期的に会合が行われているとの事だった。 

 

2012 年 12 月  

12 月 16 日 衆議院議員総選挙 

 

 私は脳性まひとしてこの世に産まれてきた。この、脳性まひという特性を受容するまで

は長い年月を必要としたが、今では堂々と脳性まひである自分が愛おしく、脳性まひであ

ることを楽しんで生きている。 

 私が若い時分に脳性まひ者による運動体であった青い芝の会に入っていた。その当時、

我が国は高度経済成長を目指して突き進んでいたころで、経済成長に合わない障がい児が

産まれると、その親が悲観して我が子である障がい児の命を絶ったり、心中したりする事

件が後を絶たなかった。また、全国各地の地方自治体で「不幸な子どもを産まないように

しよう」というキャンペーンがはられた。このような優生思想と対決していったのが、脳

性まひ者によって組織された青い芝の会だった。 

 その当時は、優生保護法という法律があって、妊娠した際、胎児に障がいが見つかった

場合には堕胎しても良いと、法律に明記されていた。優生保護法改定案は青い芝の会など
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による運動によって廃案となったが、優生思想、つまり障がい者を差別する意識は今も脈々

と続いている。 

 反原発のデモの時に、プラカードにチェルノブイリで産まれた五体満足でない赤ちゃん

の写真を掲げて歩いているグループがある。福島県の水面下で堕胎が増えていっていると

いう情報も入ってくる。福島の女性は、妊娠した際に放射線の影響によって我が子が五体

満足の子どもでなかったらと考え、あるいは家族や周りの人たちに言われて、堕胎をして

しまうのだろう。 

 原発事故による影響から、福島県でも五体不満足な子どもが産まれてくる確率は０では

ないと思われる。しかし、反原発イコール五体不満足の子どもが産まれると、短絡的思考

でものごとを考えて行動されると、私は、障がい者の立場から、訴えていかなければなら

ない。そのような障がい児も社会の中でみんなと一緒に生活できる環境を創り出していく

のが、人間の役目のはずである。 

 

2013 年１月  

１月９日 支援センタースタッフ佐久間氏が復帰 

１月 12 日 難民を助ける会よりリフト車が届く 

１月 19 日 エーブルアート・ジャパン主催による「福祉を変えるアート化セミナー@福島」 

 

 2013 年１月のはじめには、デンマークに留学していたセンターのスタッフ、佐久間さん

が復帰してきてくれた。今後、障害者の運動を牽引してくれると思わせるたくましい存在

だ。彼女には、今の思いを書いてもらっている。 

 また、特定非営利活動法人難民を助ける会のはからいによって、ドイツの企業から寄付

された新しいリフト車が 2013 年１月に届いた。この車を有効活用して、ますます福島県内

の障がい者たちの送迎などの支援活動を行なっていきたい。 

 月末には仙台に行って、支援センターみやぎの中心を担っている CIL たすけっとの人た

ちと交流をした。この 2 年間近く支援センターの活動をしていて、私は首を痛めてしまっ

た。宮城や岩手の支援センターで活動していた障がい者のリーダーたちも、精神的に疲れ

てしまって運動から遠ざかっているという情報がある。そこで、仙台を訪れ、障がい者の

リーダーたちと意見交換してくることになったのだ。支援センターと、その支援センター

の活動を支えるスタッフや支援事業所はどこも似たような問題を抱えている。利用者が定

員オーバーしているにもかかわらず、職員の数が少ない状態が続いているのだ。大震災当

初から働きづめだったスタッフが精神的に疲れ果てて、退職を願い出る者があとをたたな

いという。 
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2013 年２月  

２月８日 福島県社会福祉事業協会とあいえるの会との交流会 

２月 15 日 東大寺にて幡の奉納 

 

 福島県内外にいまだに 16 万人余りの人たちが避難している。支援センターの活動の一つ

である福島県相談支援強化・充実事業や避難区域の町村の職員たちによる努力の結果、800

人以上の被災地障がい者についての情報が明らかになりつつある。本当に少しずつだが、

支援活動の輪が広がっている。 

 今年の２月６日には東京の新宿の新宿区立障害者福祉センターで、そのセンターの職員

等、私たち支援センターのメンバーと神奈川県相模原市に福島から移住した障がい者、全

国自立生活センター協議会の方たちなどで交流会を開催していくことになっている。２月

８日には千葉県鴨川まで集団避難していた（現在は福島県田村市に建設された仮設施設で

生活）施設の入所者たちを交流サロンにお招きして、郡山市内の生活介護事業所の利用者

との交流をはかろうという企画もある。福祉政策は入所施設から地域での生活へという「地

域移行」の方向性で進んできたにもかかわらず、大震災のような災害が起きると「地域で

生活しているより施設にいたほうが安全な生活ができる」というような「施設安全志向」

が出てくる危険性がある。福島に生活している障がい者を一人でも多く地域での自立生活

が可能になる環境を創りだしていきたと思っている。 

 

2013 年３月 東日本大震災から 2 年  

３月２日 あいえるの会主催自立生活支援セミナー 

３月４日 JDF 東日本大震災被災障害者総合支援本部第三次報告会 アピール（外部リン

ク） 

３月 11 日 東日本大震災から２年 

 

 東日本大震災から２年が過ぎようとしている。大震災の余波というよりは、原発事故の

影響により障がい者福祉分野でも様々な形での弊害が出てきている。 

 福島県内には障がい当事者が主体となって、障がい者の自立生活をサポートしていく自

立生活センターが５か所あるが、ほとんどのセンターで職員やヘルパーが県外に避難して

いったために、人材が少ない状況で青色吐息の運営をしている。または地震、津波、原発、

３つの災害に見舞われて職員の補充ができない状況のまま現在に至っている南相馬の障が

い者関係事業所がある。 
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 原発事故の影響から福島県から撤退していく企業が出てきている。そのような企業から

下請けの作業をもらい受けていた就労関係事業所では仕事が極端に少なくなり、利用者に

工賃が支払えない所もある。 

 安全神話の上に築かれていた福島原発が脆くも壊れて無残な姿をさらけ出し、福島県民

は今も膨大な放射性物質が降りつもった福島の地で生活している。放射線は生長の早い子

どもの身体をまず蝕んでいくだろう。障がい者や高齢者にも、様々な病気が起こるのでは

ないだろうか。 

 福島では、これからまだまだ長い期間にわたって被災地障がい者の支援活動が続けられ

ていくと思う。自分の身体と相談しながら、なるべくゆっくりペースで活動を続けていく

つもりだ。今後とも皆さんのご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

2013 年４月 NPO 法人化にむけて 

 

 福島県の現状を見ると、あの忌まわしい、考えたくもない原発事故の影響により、復興

の目途さえたっていないのが現状だ。そういう意味で、福島県内の被災障がい者（福島県

民のほとんどが原発事故の被災者だ）支援活動は長期化するであろうと思われる。 

 なんとか支援センターの活動基盤を残して、長期間にわたって福島県内に住む障がい者

の支援活動の継続を図っていくためにはどのようにしていったらよいのか、みんなであま

りない知恵を出し合いながら組織体制のありかたを考えている。そして、さしあたって 2013

年度中に特定非営利活動法人（NPO）を取得して３年間で力をつけていき、自主財源でな

んとか組織を維持していくようにしていきたいと考えている。読者のみなさまにも、今後

の支援センターの活動を担う仲間になっていただければと思う。 
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第２章 支援センターの取り組み 各論 
支援センタースタッフによる手記 
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福祉避難所――香久池を事例に 

岡部 聡 

 

 あいえるの会は、障がい者の地域生活支援を行う当事者団体として、相談業務、介助者

派遣、生活介護事業などを行っています。 

 平成 21 年３月 11 日の東日本大震災発生時、あいえるの会の事務所にいたスタッフは、

事務所前の駐車場に出て身を寄せあい、これまで経験した事のない、強くそして長く続く

揺れと、目の前のマンションの柱や壁に亀裂が走って行く様を目の当たりにして恐怖を感

じていました。 

 揺れが収まった後、電話はすぐに通じにくくなり、水は断水しました。事務所で対策を

話し合い、まずは会で関係している一人暮らしや障がい者のみの世帯の方等、支援が必要

と思われる方の安否確認に走りました。道路は塀が倒れて道を塞いでいたり、数十センチ

の亀裂ができていたりしていたため、自転車で回りました。 

 幸いにもケガをされていた方はいませんでしたが、室内はモノが散乱していたり、壁に

穴が空いていたりする状況で、余震も繰り返していたため、避難所への避難を呼びかけま

したが、断る方がほとんどでした。一般の避難所では自分たちは避難できないと分ってい

たのだと思います。 

 その頃事務所では、とにかく障がい者が避難できる避難先を確保しなければならないと

の判断から、市の施設である障害者福祉センターに連絡を取り、受け入れをお願いしまし

た。センターの建物はバリアフリーになっているし、車いす対応トイレも男女それぞれに

あり、なによりセンターの職員の皆さんが、様々な障がい者に日頃から接していたためで

す。センターの所長も状況を理解していただき、すぐに了解をしていただきました。 

 そこで、会のスタッフで手分けして、避難を希望される方、避難が必要と思われる方に

声をかけ、障害者福祉センターまで会の車両で移送して避難していただきました。当初は

10 名弱だったかと思います。 

 一方、障害者福祉センターは地域の指定避難所であったため、震災後数日は地域の方々

と一緒に避難していました。しかし、これから避難を希望される障がい者が増えるかもし

れないと思い、障がい者のための避難所が必要だと、センターを通して市に要望し、セン

ターをいわゆる福祉避難所としていただきました。地域の方には近くの学校へ移動してい

ただきました。 

 障がい者のための避難所になってからは、更に数名の障がい者の方々が避難されてきま

した。施設はバリアフリーであっても、障がい者の避難生活には介助等の人手が必要です。

そこでその支援を行うため、あいえるの会では職員を 24 時間態勢でセンターに配置するこ

ととしました。 

 一方、法人では事故後もヘルパーの派遣を行っていましたが、３月中旬、原発事故の影
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響等もありガソリンの入手が困難になり、ヘルパー派遣を中断せざるを得なくなりました。

そこで、家族がいらっしゃる方には家族からの支援をお願いし、一人暮らしや障がい者の

みの世帯等、ヘルパーの支援がなければ生活ができない方には、無理を言ってセンターの

避難所へ移っていただきました。 

 もちろん、避難されて来た障がい者は、私たちの会の関係者、利用者だけではありませ

ん。障がいも肢体不自由の方、視覚障がい者、知的障がい者のご家族、精神障がい者、ご

高齢の方など様々でした。人数は 大で 30 数名だったと思います。センターには研修室な

どの部屋が複数ありましたので、男女別、障がい別の対応のもと過ごすことができました。 

 避難所での支援は、食事の介助やトイレの介助、余震の際の安全確保など多岐にわたり

ました。また、断水は一週間ほどで復旧しましたが、センターには入浴設備がないため、

ウェットティッシュ等で清拭を行ったりしていました。しかし、避難が長引くと、衛生面

での懸念が生じてきました。また、何より避難されている方からのお風呂に入りたいとい

う声が大きくなったため、震災のため休止していた入浴設備を持つ施設に協力を要請し、

利用させていただく事になりました。しかし、その施設もすぐに再開することになったた

め、次に社会福祉協議会に協力を働きかけ、訪問入浴車の派遣をしていただくようになり

ました。 

 避難が長期化するとストレスが問題になってきます。日中はテレビを見る事ぐらいしか

やる事がなく（移動手段がないため自宅へ行き来することもできない）、このままでは精神

面や身体面が沈滞してしまうのではないかと心配されました。そこで、部屋毎にとってい

た食事をロビーで一緒にとってはどうか、軽い運動を行ってはどうかとセンターの職員に

提案し、少しでもメリハリのある避難生活を働きかけました。健康面での心配については、

保健所の保健師が 24 時間態勢で滞在していただいたので、安心する事ができました。 

 ３月中旬のある日、富岡町の避難者で自閉症のお子さんを持つご家族が、センターにや

ってきました。郡山市内の学校に避難していたようですが、多数の人たちがごった返す避

難所で不安定になってしまったため、センターへの避難を希望されたようでした。しかし、

当初郡山市の対応は、センターは市の避難所で、原発事故による避難者は県の管轄なので

受け入れられない、という回答だったようです。こんな状況で行政の縦割りを持ち込んで

どうするのかと受け入れを強く申し入れたところ、他の（県管轄の）避難所での対応が難

しいならということになり、翌日センターに避難する事ができました。緊急時の対応・連

携について考えさせられるエピソードでした。 

 ３月下旬になると、ガソリンも手に入るようになり、ヘルパーの派遣も再開する事がで

きるようになりました。すると、ヘルパーが来れないために避難されていた方が、自宅へ

戻られるようになりました。こうして徐々に避難者は少なくなり、４月上旬にはセンター

の福祉避難所としての役割を終えたのです。 

 一方、避難所から帰宅するといっても、モノが散乱する部屋の片付けをしないと生活で

きない方、部屋が壊れてしまい引っ越し先に移らなくてはならない方など、避難所から戻
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るための支援が必要な方も多くいました。そういった支援にはボランティアが必要になり

ますが、震災直後の３月、４月は放射線被爆の心配から、ボランティアセンターも物資の

仕分け以外のボランティア派遣を躊躇していたため、なかなか支援が行き届かない状況が

ありました。避難の支援は、避難先からの帰宅（移動）までを含めて支援なのだと気づか

されました。 

 今回の経験で、一般の避難所が障がい者など要援護者を考慮していない事が判明し、そ

の現状が改善されない限りは、福祉避難所の必要性があると感じました。しかし同時に、

福祉避難所が私たちの住む地域に整備されていなかった事を知り、自分たちの防災意識の

低さを痛感しました。また、介助が必要な方の避難には、その支援を行うマンパワーが必

要である事もよく分りました。 

 上述したように、私たちは市の施設である障害者福祉センターを障がい者のための避難

所として指定していただきました。しかし、他の避難所に障がいを持った方が避難され、

担当の職員に「ここでは対応が難しい」と帰されてしまったケースもあったと聞きます。

そもそも、多くの障がい者の方々は、多少家の中が危険でも避難所には行きたいくない／

行けない、とおっしゃる方が多かったです。車いす利用の方々は、混み合う避難所に行け

ば、自分の移動の度に迷惑をかけてしまう、という遠慮から。また避難できたとしても、

介助の手がなければ生活ができないし、一般の避難所にその余裕があるとは思えなかった

のでしょう。視覚が不自由な方は、慣れない避難所では身動きが取れなくなってしまう。

耳の不自由な方は情報をはじめとしたやり取りに不安がある。知的な障がいを持つお子さ

んを抱えるご家族は、周囲への気兼ねと、お子さん自身がパニックになってしまう恐れか

ら。などなど。 

 これらの事は、以前からたくさんの方々が警鐘を鳴らして来たことばかりです。つまり、

私たち自身もこういう問題を（問題が起こる事を）知ってはいたが、何らアクションを起

こして来なかったのです。ただ行政を責める事はできないと思います。むしろ、このよう

な事態が生じるまで無関心でいた私たち当事者自身にこそ問題があったのではないでしょ

うか。 

 この教訓を少しでも活かして行けるように、自分たちの経験したことをベースに、第４

章でいくつかの提言を述べさせていただきました。ここで私が述べるのは、あくまでも私

自身の体験を通した事であり、つまりそれは、私自身が住む郡山市という地域でのことで

す。地形や環境が違えば、当然内容も変わってくるでしょう（川沿いや海沿い、活火山の

近くや山間部など）。共通する部分ももちろんあるでしょうが、その点を踏まえていただけ

ればと思います。 

 また、これらの経験を次に活かすための取り組みが、２年経った現在、ほとんど何も進

んでいないことについて、私たちはもっと反省をすべきだと考えます。 
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避難について 

和田 庄司 

 

１ 地震発生 

 2011 年３月 11 日午後２時 46 分、未曾有の大地震は、想像を絶する被害をもたらした。

福島県内では、「地震、津波による住まいの全半壊による避難」、「住まいに多大な被害はな

くともライフライン（医療・福祉も含む）が途絶えたための避難」、「断続的に続く余震か

ら身と心を守るための避難」だけでなく、「原発事故による避難」が、県内外に一斉におこ

なわれることとなる。 

 

２ ライフライン喪失  ヘルパーが動けない郡山での避難  

 あいえるの会の居宅サービスを利用する人たちは、ガソリン不足によってヘルパーの派

遣が困難な中、郡山市障がい者福祉センターに避難し、集団でヘルパーの支援を受けるこ

ととなる。あいえるの会職員等が、24 時間３交代制で支援をおこなった。詳しくは、前節

で岡部聡氏が述べている。 

 

３  物資を運び灯台となる 

 支援センターふくしまの 初の活動は、各構成団体のもつ被災状況を共有することであ

った。徐々に、原発事故の影響は、沿岸地域の人々の今までの暮らしをを吹き飛ばしてし

まっていることが明らかになる。 

 警戒区域となった地域の住民は、避難をせねばならない状況下で県内外に点在していっ

た。屋内待避となった地域やいわき、相馬、南相馬鹿島区では、放射能の影響といつ爆発

が起きるかという緊張が走る中、医療や福祉が機能しなくなり、商店も閉まり、物流も止

まってしまった。電気、水道、ガスなどのライフラインが寸断され、なおかつガソリン、

食料、医療品等が手に入らない状況に陥った。そんな中、支援物資が各障がい者関係団体

を通じ、全国から支援センターふくしまに続々と届き始めた。全国のきょうされん会員事

業所職員もボランティアとして入り始め、物資運搬をお願いすることになる。 

 初に、いわき市に２箇所、自由空間とけやき共同作業所。続いて相馬市に１箇所、ひ

まわりの家を物資運搬の拠点とした。近隣の作業所をまわり張り紙をしたり、連絡をなん

とかとってもらったりして物資の到着を知らせ、多くの障がいのある人たちに、届けられ

ていった。物資の受け渡しはそれだけにとどまることなく、次第に情報の受け渡しもおこ

なえるようになり、必要な情報をお互いに伝え合うことになっていった。それは、光を放

つ灯台の働きに似ていた。その中で得られた情報から、避難所まわりが支援センターとし

て取り組む第一の課題になる。 



27 
 

 

４ 第一次避難所調査 

 物資を運び込むなかで、避難している障がいのある人たちが過酷な状況を過ごしている

との情報が集められた。この情報から、避難している障かいのある人たちに支援を提供す

るための訪問調査が開始される。しかし、２週間ほどかけて 198 箇所の避難所を回った調

査した結果、私たちが考えた以上に避難所で生活している障がい者が少ない状況があった。 

  2011 年 4 月 22 日に公開した第 1 次避難所訪問調査の経過と報告を、本報告書に採録し

ている。ここには、避難所の環境の劣悪さや周囲とのトラブルから被災した障がい者が避

難所を転々としていること。一方で指定された避難所を離れ、独力で親戚の家や民間のア

パートを借りたとしても行政からの支援が得られず、追い詰められていることが報告され

ている。なお、この調査には、きょうされんを中心とした全国からの支援員、約 10 人～20

人が 13 日間県内をくまなく調査にまわってくれた。心から感謝する。 

 

５ 第二次避難所訪問 

 体育館や公民館のような一次避難所の数は、どんどん減少し、ホテルや旅館等の二次避

難所に、多くの人々が移っていくことになる。二次避難所は、食事や睡眠、入浴について

数段の改善がみられ、緊張を解き放ち、からだと心を休めることができる場となった。 

 その二次避難所の調査では、支援センターの存在を周知してもらい、障がいのある人た

ちの困難や相談をセンターにつなぐことが目的であった。しかし、個人情報問題やプライ

バシーに関する指摘があり、途中で訪問活動を中止する結果となる。二次避難所は、食事、

睡眠、入浴等では改善がみられたが、一次避難所のように、情報の伝達に役立つ周囲との

関係がなくなり、避難する人たちの状況が見えにくい要因をつくった一面もあった。 

 

６ 南相馬からのＳＯＳ 

 そんななか、南相馬市原町区にある事業所「デイサポートぴーなっつ」の青田理事長か

ら SOS が入る。「南相馬に、障がいのある人たちがたくさん残っている。物資がなくなっ

て困っている」とのことだった。支援センターには、南相馬市が、警戒区域以外の地域で

も屋内待避となったときに自主避難を促し、子ども、妊婦、高齢者、入院を必要とする人

たちとともに障がい者も優先的に避難をすすめたという情報が届いていた。また、災害時

要援護者リストにもとづき、自衛隊が避難に際して一軒一軒訪ねてまわったとも聞いてい

た。 

 にもかかわらず、届いた SOS。４箇所目の物資の拠点をぴーなっつとし、物を運び始め

る。多くの障がいのある人たちがぴーなっつを訪ねてくるなかで、そして、後に始まる避

難計画づくりのための調査活動のなかで、次第に避難しなかったのではなく、避難できな

い障がい者の実態が浮き彫りになっていった。 
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７ 避難しなかったのか、できなかったのか 

 ぴーなっつからの SOS をきっかけとして始まった調査の詳細については、古賀氏が述べ

ている。また、支援センターでは、報告書『障害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』としてまとめ、2011 年 8 月 29 日に南相

馬市に提出した。全文は JDF 東日本大震災被災障害者総合支援本部のホームページ（外部

リンク）からご覧いただける。本報告書にもダイジェスト版を採録した。また、同調査に

関連して、南相馬の人たちに避難の際の手記を発言集としてまとめた。 

 これら報告書や記録からは、震災直後、障害のある人たちが避難しなかったのではなく、

避難できなかった様子が浮き彫りにされている。これらに収録されているもの以外にも、

支援センターふくしまでは、障がいのある人たちが避難せずとどまったり、避難先からす

ぐにもどったり、避難生活を選ばない多くの人たちをみてきた。 

 避難しなかったのではない。避難できなかったのである。   

 

８ 県外への避難 

 一方、警戒区域を中心に、とどまりたくともとどまれずに避難をした人たちもいる。放

射能の健康被害から身を守るため自主避難という呼ばれ方で、避難した人たちもいる。震

災から２年たった今も、福島県では、１５万人の避難者のうち６万５千人が自主避難と呼

ばれる人たちである。そして、放射能から逃げるために、何度も避難先を変え、多くの人

たちが県外避難をしている。 

 

いわきからの避難  東京へ郡山へ  （JIL 逃げ遅れる人々（外部リンク）） 

  いわき自立生活センターのみなさんは、原発が水素爆発し、制御不能になるなか、東

京に障がい者、家族、支援者と避難する。戸山サンライズでの避難生活は、多くの支援の

なか、安定して過ごすことができた。約２ヶ月の避難生活のあと、いわきに戻る。 

  いわきグループホームゆるーりのみなさんは、同じく郡山の作業所に避難する。精神

障がいの入居者と職員とで２週間の避難生活をし、いわきのライフラインが回復しつつあ

る中、いわきに戻る。スクリーニングや処方箋がないなかの薬の確保では、限界を超える

長時間の待ち時間に、なんとか対応しながらの避難生活であった。 

 

南相馬鹿島区からの避難  30 キロ圏外自主避難  （YouTube あさがお（外部リンク）） 

 南相馬鹿島区グループホームあさがおのみなさんは、南相馬市が自主避難を進める中、

原発から離れようと避難を決める。30 キロ圏外であったため、市が用意した避難バスには

乗れず、乗用車に分乗して避難する。何カ所かの避難所を転々とし、山形県上山市に避難

する。上山では、多くの方々と関係を持ちながら避難生活を過ごすが、次第に精神障がい

の入居者さんたちが不安定になり、避難から約１ヶ月後、南相馬に戻ってくる。しかし、
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南相馬市は、医療も福祉も回復していない状況であった。 

 

田村市船引からの避難 新潟に住む  （JIL 逃げ遅れる人々（外部リンク）） 

 田村市にあるゆうとぴあのみなさんは、原発事故から逃れるため、障がい者、ヘルパー、

支援者と福島県の奥会津へ、そして新潟県へと避難する。新潟県では、借り上げた一戸建

てを長期に避難できる場所とし、地元の福祉資源とつながり、新潟での暮らしを創り上げ

ようとする努力が続く。何度か田村市と新潟を行き来する。 

 

９ 放射能からの避難  原発事故子ども被災者支援法 

 福島は原発事故によって、多くの困難を背負わされることとなった。避難の形も地震、

津波被害とは、異なる形を取り続けこととなる。原発事故からの避難を、多くの人々は予

想していなかった。 

1. 子どもを抱える若夫婦、祖父母が別々に避難する。あるいは、若夫婦だけが避難す

るという事態になる。このことは、家族の中で、障害のある人を支えてきた形を切

り崩すことになっていく。 

2. 警戒区域という帰還困難地域が生まれ、避難した人たちから精神的支えや希望を奪

ってしまった。帰還が可能になっても、避難の判断は、子どもの健康、帰還したあ

との仕事、医療や福祉の回復がカギとなる。とりわけ人が住んでもいいと言われて

いる場所であっても、放射能の線量が高いところや、沿岸部は、高齢者率・障がい

者率が高くなっている。それにもかかわらず、医療、福祉が回復しない。この現状

を受け入れざるを得ない。 

3. 廃炉まで 40 年。通常を越える放射能が、第１原発から今も出され続けているこの

事故は、長期化する避難の実態を創り上げている。このことは、被災３県で も多

い震災関連死の数字となって現れていると考える。ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス

障害）が避難者の 63％という報告もされている。避難生活が長期化すればするほど、

これらの数値はさらに上がっていくだろう。阪神淡路大震災、中越地震と比べこの

数字も高い。原発事故の恐怖が、逃げまどう避難の恐怖トラウマとなっていると考

えられる。 

 このような現実を抱えてしまった福島の人たちが、それぞれの選択のなかで、様々な生

きかたをしている。 

 こういった現状に対し、2012 年 6 月、「原発事故子ども・被災者支援法（外部リンク）」

という救済法が成立した。超党派議員による議員立法法案である。この理念法を今後どう
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具現化していくかという問題が残されている。弁護士河崎健一郎氏が『避難する権利、そ

れぞれの選択』という著書の中にある「はじめに 答えのない問いに向き合う」のなかで

述べていることを一部紹介する。 

 

 「避難する権利」の他方には、「とどまる論理」があるかもしれません。避難にともなう

リスクのほうが放射線被曝のリスクより高いと考える人は多くいますし、その人の年齢、

性別、家族構成、社会関係、健康リスクに対する考え方などによって考慮すべき要素は異

なります。どちらが正しく、どちらが誤りだなどと軽々しく決めつけることはできないの

です。 

 

 ふくしまは、苦しみながら生きている。 
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南相馬市での訪問調査活動から 

古賀 知夫 

 

訪問調査活動が始まった背景 

 南相馬市は、原発事故によって、３月 12 日の１号機水素爆発後に 20 ㎞以内避難指示、

14 日の３号機、15 日の２号機の水素爆発により 20 ㎞から 30 ㎞以内は屋内待避となりまし

た。障害のある人も含め、避難指示が出され、７万人を超した人口は、一旦１万人まで減

少します。社会の様々な資源がその機能を停止しました。しかし、耐え難い避難生活から

南相馬市に戻ってくる市民が徐々に増え始めます。 

 原発が不安定な状況が続く中、再度避難しなくてはならなくなった場合に支援しなけれ

ばならない要援護者名簿に、多くの障害がある人が登録していないという重大な事態に地

元の通所事業所ぴーなっつの青田理事長が気づきます。そこで、南相馬市も腰を上げ障害

者手帳所有者の名簿を開示したことで、ぴーなっつと JDF 被災地障がい者支援センターふ

くしまが共同で全国の JDF の関係者の支援を受け、調査活動がスタートします。  

 

急を要した調査活動とその準備 

障害のある人の所在がわからない中で始まった調査活動の目的は、次のような内容でし

た。  

1. 障害のある人やその家族の所在や安否の確認。 

2. 現在の生活実態や困っている状況の把握と緊急対応。 

3. 再び緊急避難となった場合に必要になる支援の把握。 

4. 一旦避難をしても戻ってきたり、 初から避難できずに南相馬市にとどまった

方々の経験を把握し、今後の緊急避難や避難後に想定される問題の改善につなげ

る。 

5. なによりも当事者・家族の方の話をじっくりと聞くこと自体の意義が大きく、多

少なりともケアにつながる。 

6. 今抱えている問題への対応策として、様々な関係機関との連携を作り出していく

こと 

などにありました。  

 街の生活機能が一気になくなり、医療的ケア・福祉的ケアがほとんど崩れている状況の

中での調査活動は、一日も早く行うこととしました。準備したものは、調査用紙・聞き取

りマニュアル・いくつかの広報チラシ・訪問名簿づくりと訪問計画・訪問先案内図づくり・

訪問グッズです。この他にも、調査に協力してくれる調査員の情報を整理した上で調査チ

ームを組織し、移動手段の確保すること、訪問結果データの集約と集計すること。また、

遠方から手伝いに来る調査員の宿泊の準備・調査員自身の生活手段の確保も必要でした。
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その他にも、日課と週課の整理、関係機関との調整など、無数にある作業は数日間で行い、

あとは調査活動を行いながら、必要な軌道修正や必要なものを準備していくこととしまし

た。 

このようにして、全国から 20 名近くの支援員が地元事業所のぴーなっつに泊まり込み、

毎朝その日の調査予定の打ち合わせから荷物を一旦車に移し、２人一組で 15 件近くの名簿

に基づき訪問を行い、夕方に戻ってきてからは、調査結果の整理と地元関係者を交えての

検討会を行う毎日がスタートしました。 

 

切迫した状況の第 1 次聞取り調査（４月 28 日～５月６日：障害の重い人対象） 

他県からの支援者による訪問調査は、各家庭から拒否されるのではないかという不安の

中でスタートしました。しかし、事態は全く逆でした。「１ヵ月ぶりに外の人と話せた。」「初

めて震災や原発事故の不安を話せた」というせっぱつまった声や「なんでもっと早くこな

かったのか」というおしかりも受けました。 

医療の崩壊による命の危険性。食べ物が無い、お金がない、どこに避難してよいのかわ

からない。高齢者が障がい者のお世話をしている。利用していたサービスが途切れて使え

なくなった、家族の負担と疲弊。広報が聞こえず不安。度重なる移動によるイライラやパ

ニック。近所がいなくなり孤立状態、死んでもいい……と。何をどうしてよいのか。一人

ふたりならず、ほとんどの方が何らかの困難さを抱えている状況でした。この頃は、物資

支援の拠点としたぴーなっつに、毎日ひっきりなしに物資を求めに来る人がいたり、届け

たりしました。  

 

日常を取戻し求め始めた第 2 次聞取り調査（５月 23 日～６月 10 日：障害の中・軽度

の人対象） 

 時間の経過とともに人々の経験する困難に変化がみられました。日常を取り戻そうと、

日中活動や働く場を必要とする方々が増え、また、障害がある子どもの居場所といった課

題が出てきました。原発事故により、外出がままならず、外で遊ぶことも制限されますと、

生活のしづらさが増大してきます。家のなかに閉じ込められた生活から、働くことや行く

ところがあること、誰かと会い何かをやることに関するニーズが顕在化してきます。この

頃から日中事業の再開支援が大きな課題となり、事業所への支援員派遣の課題が大きくな

ってきました。この頃は同時に、困難を抱える家庭への繰り返しの訪問や相談を続けまし

た。  

 

３ヶ月間続けた追跡調査（６月 11 日～８月 31 日：留守の所へ、困難ケース再訪問）   

 ６月になると、一旦避難していた人たちが南相馬市に戻ってきたり、避難先から時々家

に戻ってきたりする人々が増えてきました。これまでの訪問調査の際、不在宅には JDF の
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チラシを置いていました。それを見て電話しましたという連絡も後を絶ちませんでした。

街全体が避難していたので、地域単位の住民組織や隣近所のつながりが崩壊し、行政機能

も復活せずまだ不充分な状況が続いています。そこで、地域での孤立を防ぎ、所在の確認

と安否の確認を繰り返し行うために、不在者の所への再訪問を行いました。特に週末に一

時帰宅する人が多いということから、訪問を土曜日に位置づけました。  

 また、この時期、家庭で介護を担ってきた高齢者に深刻な健康問題が見られるようにな

りました。また、医療機関の崩壊による医療問題、精神的問題が進行している家族への継

続的訪問活動も行いました。同時に、地域での支えどころとなる民生委員さんの状況把握

のための訪問活動も進めました。 

一方、市が開示した手帳の名簿に載っていない発達障害児の親たちが調査活動が行われ

ていることを聞きつけ、発達障害児の家族も調査にきてほしいうという要請が出てきます。

このことは、その後教育委員会に申し入れ、学校レベルでの調査が行われます。 

 私達は、すべての障害のある人を対象に調査を進めるという申し入れを市に対し繰り返

し行いました。そして、精神分野は保健所が、65 歳以上は、何らかの形で行政が行うこと

になりました。 

  

調査活動を終えて 

 南相馬市での調査活動は、障害のある人の安否・所在確認、避難時・避難生活の実態な

ど障害のある人・家族の置かれてきた厳しい実態が浮き彫りになりました。一方で、原発

事故が続いている中での調査活動は、逼迫した生活状況や広がっていく精神的な不安とい

った状況に遭遇しました。限られた人手の中で、地元関係者と一緒になって必要な対応を

進めた結果、この時期に調査活動が行えたことは、非常に大きな意義を持っていました。

何より障害のある人や家族一人一人に直接会い、聞き取りと実態を把握する調査活動は、

緊急のニーズに対応していくために、特に大規模災害時には絶対に必要なことです。 

 南相馬市での調査活動から、このことが教訓とされることを願って止みません。 
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ボランティア 

2013 年３月 14 日  杉田健太郎 

  

1 はじめに  

 この原稿を書いている 2013 年３月上旬は、思ったよりも暖かい郡山市内の陽気です。震

災前の学生生活に戻った私を皆さんは温かく迎えてくれました。白石代表は私を気遣って

か「銭湯へ行こう」というので、皆で行ってきました。少し介助をさせていただきました

が、思った以上に疲労がたまっている様子でした。 

 

2 背景 ～被災地に向かった経緯～  

 大震災がおこるまで私は、東京都にある「自立生活センターふちゅう」に所属する一職

員でした。震災支援に行こうと思ったのは、関係があるところで何かお手伝いをできない

かと思ったからです。2011 年３月 14 日、永田町の参議院会館で行われた東北関東大震災

障害者救援本部準備会（以下救援本部）に出席しました。その後、一週間余り八王子市に

ある JIL の事務所にて、東北へ送る救援物資の手配などを行いながら、いわき市から新宿

区へ避難された方々の受け入れの手伝いを行いました。 

 初めて郡山市に赴いたのは、３月 22 日水曜日で、震災から 11 日目の雨の夜でした。同

月 28 日に再び伺った際は、郡山の自立生活センターに、日ごろからつながりのある事業者

の集まりがありました。現在の JDF 被災地障がい者支援センターふくしまの立ち上げの中

心メンバーの集まりであり、ここでの皆さんとの出会いが後の活動へとつながっていきま

した。 

 

3 活動にあたり軸となったもの  

 活動初期の４月は救援本部からの意向と、現地の支援センターの活動方針には隔たりが

ありました。支援センターでは、様々な構成団体が一緒になって活動をしていこうという

ことでしたが、救援本部では他団体と別でやるようにという意向、個別支援を行う独自の

ボランティア組織を作るべきだという意向がありました。障がい者個人とつながること。

役所がやるべき仕事であっても、まずはじめは自分たちで行うようにとのことでした。ル

ーティン化された役所業務の性質から考えると、確かにこれは一つの形であり、福祉が行

政の先を行き、現場の問題を整理し必要性を理解してもらうということだと思います。け

れど支援センターは、これまでの地元のつながりや現地の人々でやってゆこうと自発的に

始まっていった組織です。私の力不足と勝手な思いから、当時は救援本部の意向をうまく

伝えることができず、なかなか関係を構築することができなかったという反省があります。

支援センター立ち上げに際し、福島県内の団体が早期に一つにまとまった背景には、白石
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代表の人柄があるのと思うと同時に、南相馬市にある支援拠点の理事長である青田氏の対

応も非常に懐が深く、数多くのマスコミや来訪者、ボランティアに丁寧に対応する態度に

尊敬の念を抱きました。県外から「支援」に伺いながら変な話ですが、私がボランティア

対応のお手本とさせていただいたのはこのお二人でした。私が活動上の軸に置いたことは、

白石代表の身辺介助や行動の保障と、より多くの人に福島県の状況を知ってもらえるよう

に個人単位のボランティアを受け入れる態勢を作ることでした。 

 

4 ボランティア   

 ５月にボランティアの受け入れの仕組み作りを行いました。ボランティアの受け入れに

ついては福祉職と限定すると福島県へ来る人が少なくなってしまう可能性もあったので、

職種や経験にこだわることなく、現地の意向を尊重できる方を募集しました。すると、福

祉職や学生をはじめ、イラストレーターや宅配ドライバー、SE、看護師、作業療法士、会

社員、経営者、公務員、研究員など、実に様々なバックグランドや特徴を持ったボランテ

ィアが集まり、ともに活動することができました。 

 阪神大震災を経験した関西からの方、宮城県の福祉事業所で自らも被災し車を流されて

も人手の不足する南相馬市の事業所へ赴いてくれた方、受け入れ態勢を作る以前からお手

伝いいただいた地元郡山市の方、東京都の福祉職の仲間の支援もありました。また、急性

期ということで配慮ができるかどうかという不安もありましたが、身体や聴覚に障害をも

つ方にもお手伝をいいただきました。 

 活動の中で特に印象的なのが、富岡町からいわき市へ避難した S さん（仮称）宅の訪問

です。水頭症の S さん（身障手帳一種一級）は、震災により一緒に住んでいた家族９人が

バラバラの生活になりました。日常的に声が出ることが気になり避難所での生活を遠慮さ

れ、他人のご厚意で一軒家を借り、還暦を過ぎたご両親と息子 S さんと３人での避難生活

を送っておられましたが、それも４月まで。「住む場所は、一杯だから」と言われたとのこ

とでした。住まい探しに奔走する父親は「もう疲れた、つらい。これ以上他人に頭下げて

惨めな生活をするくらいなら、いっそ富岡に戻りたい。罰せられてもかまわない。仕事も

せず、無能になっていく自分が怖い」と訴えられました。私自身もお話をうかがいながら

追体験してしまうほどのお話でした。S さんのお父さんによる手記を本報告書に掲載してい

ます。その後、物資提供を兼ねて訪問した時には、地元の方の計らいで無事住宅を確保す

ることができたそうで、私たちの急な訪問にも笑顔で出迎えていただきホッとしました。

ただ、原発事故によってこれまで９人家族の平和な暮らしが離れ離れになったと事実を忘

れてはいけないと思います。 

 

５ ボランティア担当としての活動内容 

 ボランティア・コーディネート担当としての活動は、支援センターの構成団体の各事業

所へのボランティア派遣、支援センター業務の後方支援などが主でした。  
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支援センター内での活動 

 ボランティア受け入れの仕組み作り 

 情報発信 機関紙の作成 インターネット経由の取材対応   

 支援物資の整理と配布  

 障がい当事者スタッフへの身辺介助、外出などの行動の支援 

 障がい当事者スタッフへの口述筆記や講演会・要望書といった資料作成業務の支援  

 支援センター事務所のパソコンセットアップ、インターネット環境の設定 

支援センター外での活動 

 飯館村、川俣町など避難指定区域の地域活動事業所訪問と物資提供 

 避難所から自宅へ帰宅される際の家の片づけなどの支援 

 被災者の引っ越し手伝い 

 郡山市内の日中活動事業所へ派遣するボランティア支援員の調整 

 南相馬市内の支援拠点事業所へ派遣するボランティア支援員の調整 

 個別訪問と支援物資の配送・提供（遠隔地の場合は特に調整が必要？） 

 避難しておられる障害者世帯、事業所への支援物資の提供 

 相談支援事業への取次 

 仮設住宅へのチラシのポスティング作業 

 

６ 課題  

 私にとって震災支援ボランティアは初めての経験でした。行ってみて分かったことは、

ボランティアには長距離選手とリレー選手とがいるということです。ボランティアの特徴

として、リレーのようにメンバーが入れ替わってゆくということがあげられます。もちろ

ん長期的に一定期間かかわる方もおられますが、それぞれの生活状況があるのでそれも当

然のことだと思います。2011 年５月～９月の半年間で、個人のボランティアが約 60 名、

のべ 300 日以上の活動に参加してくれました。報道されるような心無いボランティアなど

いないと思います。調整の面で至らない場合もあったかもしれませんが、一時期でも心を

モチベーションとして福島県を訪れた方に感謝しています。 

 冒頭に述べた白石代表との銭湯の件ですが、普段使っている電動車いすでは大きすぎて

更衣室までいけない。銭湯に持っていけるような手動の車椅子がないかなぁ～と、探し出

してきたのは震災後 4 月に神奈川県から駆け付けてくれたボランティアさんがもってきて

くれた車椅子でした。このように、どんな形の支援もどこかでつながるものなのだと思い

ます。 
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相談窓口 

宇田 春美 

 

 平成 23 年３月 11 日、東日本大震災で避難生活を余儀なくされた障がい者はどれくらい

いたのでしょうか？各市町村から委託を受けている相談支援事業所は、地域の障がいをお

持ちの方の安否確認や相談の対応に駆けずり回っていました。翌日から起こる先の見えな

い壮絶な混乱が待ち受けていることは、想像もしませんでした。 

 地震と津波以外に、想定していなかった原子力発電所の爆発が、県内の秩序を狂わせまし

た。自分たちが生活していた地域での生活が、もろくも崩れていきました。避難を余儀な

くされた地域の人々は、今までの生活圏ではない何も知らないところに移動させられたの

です。今まで助け合って生活してきた隣人すら、どこにいるのか分からない状況です。も

ちろん、障がいをお持ちの方が生活のしづらさが顕著に出る事は想定されることです。し

かし、今まで関わってきた相談支援事業所も避難しており、どこにいるのか分からない状

況。そればかりか、行政がどこにあるのかすらわからない状況でした。 

 そうです、困ったときに相談できる場所がなくなってしまったのです。 

 徐々に、行政の場所が落ち着き、相談ができる場所ができても、行政の方々が、その地域

の資源がわからなくて混乱するばかり…。 

 福島県は、避難している障がい者全体の相談窓口として「福島県相談支援充実・強化事

業」を、あいえるの会に事業委託しました。郡山市にあるあいえるの会は、同市に任意団

体として立ち上がった被災地障がい者支援センターふくしま内にあいえるの会の被災地担

当の相談員を配置し、被災した障害者の関する情報が入る体制を取ることにしました。相

談支援専門員と事務員の二人体制で事務所に配置。電話対応を主とし、県内外からの相談

に対応しました。 

 受けた相談を相談者の地域の相談支援専門員に繋げる体制をつくるため、県内の相談支

援事業所に協力をいただきました。被災地障がい者支援センター内「あいえるの会」で受

けた相談を、相談者の生活する地域の相談支援アドバイザー（県内圏域７か所）に繋ぎ、

さらにアドバイザーから も近くの相談支援専門員に繋ぎ、訪問する。このような、県内

の相談員が一丸となって取り組むシステムを作りました。 

また、待つだけの相談ではではなく、発信していかなければ・・・と、新聞での周知、

避難所・仮設住宅の掲示版へのポスター掲示など、被災地障がい者支援センターのボラン

ティアさんの協力も頂きながら周知活動にあたって来ました。現実には、行政に障がい者

の情報開示をおねがいするも、どこに避難しているのか避難先を把握する事が困難な状況

でもありました。また、行政の方たちが自分の仕事（福祉課が福祉の仕事）ができる状況

でなかったのも事実です。行政の方々ももどかしさを感じながら仕事をこなしている状況

を目の当たりにし、より協力し合わなければと強い気持ちを感じていました。 
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 しかし、「相談支援充実・強化事業」は、相談員の人数を増やした上で行われたわけでは

なく、各地域で地震以前からの相談業務をこなしながらの避難者対応でした。このため、

避難者の多い地域の相談員はハードワークになり、徐々にオーバーヒートしていきました。

そこで、県外の相談支援専門員に協力を依頼し、８人の方に会津・県北・県南・県中・南

相馬に入っていただきました。短期間ではありましたが、心に余裕が出たことに感謝の気

持ちでいっぱいでした。 

 23 年度の相談内容は、福祉に関する情報で、日中活動の場や居宅支援事業所、児童ディ、

日中一時、移動支援事業所等の提供を求めるケースが多かったです。次に多いのは住居の

相談で、住宅改修に関することや、借り上げ住宅の情報、グループホームについての相談

等がありました。 

 障害別では、身体に障がいをお持ちの方は、肢体に障がいのある方の住居や居宅支援に

関する相談。視覚障がいの方や聴覚障害の方の、状況が理解できないための不安など。療

育手帳所持者では、日中活動を探している方が多く、幾度も訪問を重ねることが多かった

です。 

震災から２年目に入り、平成 24 年度に入ると、仮設住宅や借り上げ住宅に落ち着かれた

方も多く、行政も移転先を決めて落ち着きました。相談支援体制もそれに合わせた形で新

たな体制が考えられました。仮設住宅が多くあり、避難者が多く生活している地域を中心

に相談支援体制を強化していくことにしました。 

 福島県からは、県中地区の「あいえるの会」といわき地区の「希望の杜福祉会」の２ヶ

所に「福島県相談支援充実・強化事業」が委託されました。福島県は大きく３つの地域に

分かれており、海沿いを浜通り、新潟寄りを会津、その間を中通りといいます。「あいえる

の会」が中通りと会津を担当し、「希望の杜福祉会」が浜通りを担当しています。あいえる

の会は、中通りの県中・県南を専任の相談員を被災地障がい者支援センター内に配置する

と共に、会津にも専任の相談員を配置しました。県北は、福島市に 1 ヶ所とあだたら圏域

に１ヶ所、再委託という形で相談支援事業所に協力して頂き、相談支援体制を構築しまし

た。また、希望の杜福祉会は、いわき市に専任の相談員を配置し、その他、相馬・南相馬

に１ヶ所ずつ相談支援事業所を再委託。県内７か所での相談支援体制を組んで対応してき

ました。もちろん、７か所で全ての対応ができるわけはなく、昨年に引き続き、県内全域

で全相談員が関わる体制で取り組んで頂いています。 

 ２年目に入ると、避難している行政と相談支援事業所との信頼関係もでき、連携も取り

やすくなり、お互いの情報交換もスムーズになってきました。町村の広報誌に相談支援事

業所のチラシを入れてもらうなどの広報をおこない、困っている方の声を拾い上げるよう

努力してきました。原子力発電所がある双葉圏域の自立支援協議会も再開し、情報を共有

し今後の対応についての話し合いもなされています。その中で、要援護者のリストによる

アンケート調査を行う事もできました。返信の数は 40％ではありましたが、今まで繋がれ

ていなかった人と繋がるきっかけができたことは大きな収穫だったと思います。 
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 相談内容は、「震災前就労していたが今は仕事をしていない。どうやって仕事を探したら

いいのか」「震災前は自営業の手伝いをしていたが、今は何もやることがない」「日中通う

福祉サービスの事業所を探したい」「放課後の支援をしてくれる事業所を探している」「東

京電力の賠償の申請を手伝って欲しい」「東電賠償に不満だ」「家族関係が崩れてしまった」

「寂しい」「今後が心配」など。 

 相談できる場所があることを知って安心して生活できる事が重要と思われます。まだ、

回りきれていないところがあり、引き続き訪問活動を行っていくつもりです。 

 福島県は、まだまだ落ち着いた生活という訳には行きません。先の見えない不安に寄り

添いながら、支援していきたいと思います。 
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福島県内の障害者支援（入所）施設を回って被災から避難している障がい者を

探す 

白石 清春 

 

 震災直後、支援センターでは、被災障がい者に対しての個別支援が思うようにはできな

いでいた。個人情報保護法の絡みがあって、被災地から避難した障がい者の消息がつかめ

ないでいたからだ。また、福島県内の避難所をくまなく回っても、200 か所近くの避難所を

回って 100 名ちょっとの障がい者と巡り合うだけだった。避難所の中では知的や精神など

の障がい者は健常な者と区別がつかないこともあり正確な数ではないが、それでも少ない

障がい者の数であった。 

 2011 年の初夏のころから、仮設住宅が福島県各地に造られ始めた。しかし、やはり仮設

住宅にも障がい者の姿は少ない。木造のスロープの付いているものが仮設住宅の一角にあ

ったが、その住宅のドアをノックしてみると障がいのない人が住んでいるといったミスマ

ッチがたくさんあった。仮設住宅では生活が困難だと思った障がい者（と家族）は県で借

り上げた（みなし）住宅でひっそりと生活しているのかもしれない。 

 そんな折、福島にたびたび足を運んで、障がい当事者としての支援を行なっていた大阪

在住の古井さん（脳性まひ）という方が連れ合いの方と共に郡山市にあるビッグパレット

という巨大な避難所になったにところ行って、富岡で病院を開いていたドクターと面会し

話しを聞くことができた。そのドクターは、ビッグパレットにいては十分な支援ができず

に命を落とすことになりかねないと、避難してきた数多く（百名単位）の高齢者や障がい

者を福島県内や近隣県の入所施設に手分けして移していったという。なぜなら、彼が富岡

の病院から避難する際、重篤な患者に酸素ボンベを行き渡らせることができず、何人もの

患者が目の前で亡くなっていく光景を見てきたからだそうだ。 

 また、飯館村が計画的避難区域になるのが分かった時点で、飯館村の障がい福祉課に何

度も出向き、「在宅の障がい者が避難する際に避難先を見つけるのが大変だろう。私たち支

援センターが飯館村に住む障がい者を訪ねて避難の相談にのるので、障がい者の名簿を見

せてほしい」と話したが、飯館村の職員が手分けして調査していくので大丈夫と、私たち

の申し出を断った。では、「障がい者たちはいったいどこに避難させていくのか」と問えば、

「障がい者のいる家庭では大方避難先は入所施設と聞いているので、私どももそのような

方向で考えている」との答えであった。 

 私たちは、危惧していたことが現実化してきたので暗鬱とした気分になった。地域移行

から逆行した流れになっているのだ。大災害時において、障がい者の避難先は入所施設が

安全ということが決まり文句のようになっているのである。私たちが長い年月をかけて築

いてきた施設から地域へという「地域移行」の方向性が、大震災のあおりを受けて「施設

移行」へという逆流しかねない。 
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 そこで、支援センターと福島県自立生活センター協議会（FIL）のメンバーで、とにかく

福島県内の支援（入所）施設をすべて回っていこうと、2011 年５月 18 日から本格的に施

設訪問活動を始めていった。以下がその施設訪問活動の結果である。 

 社会福祉法人いわき福音協会の支援（入所）施設「カナン村」（いわき市）には、法人関

係のグループホームから５名、在宅から１名が避難していた。同法人の生活介護事業所「光

の家」（いわき市）には、全員が神奈川と長野の施設に分かれて一時避難していた。また、

福島県いわき養護学校には、障がい児のいる家族が３週間避難していた。 

 社会福祉法人けやきの村（福島市）には、敷地内にある支援住宅から３名、社会福祉法

人相双記念会障害者支援施設「ふきのとう園」から３名、南相馬市から１名が避難してい

た。また、同法人清心園（福島市）には、ショートステイで１か月間 1 名が避難。清松園

（福島市）には、地域移行した障がい者が相馬市から３名が避難していた。 

 社会福祉法人福島県社会福祉事業団の支援（入所）施設「太陽の国」（西郷村）には、浪

江にある同法人の救護施設「ひまわり荘」の入居者 108 名全員が避難。その他にも在宅の

障がい者が何名か一時避難。社会福祉法人南東北福祉事業団「南東北さくら館」（郡山市）

には、系列の病院から１名が避難。以前、さくら館で生活していた重複の女性１名が避難。

この方は、家族の者がこれ以上介助できないと言っていることから、国立福島病院に入所

となる模様だった。社会福祉法人福音会の短期入所施設「宇津峰十字の里」（須賀川市）は、

系列の通所施設が壊れたので、十字の里の一部を通所施設として利用。避難者はゼロ。 

 特に鮮烈な印象となって脳裏に焼き付いているのは、相双地域にあった社会福祉法人福

島県社会福祉事業団の施設の入所者が避難を余儀なくされ、職員と共に大人数で田村市を

経由して千葉の鴨川にある保養施設に避難したという情報が入ってきた時のことだ。その

施設の入所者が避難途中で１名、避難先で１名が亡くなっている。また、鴨川での避難生

活は職員が少ないうえにすし詰めの状況におかれて、ずいぶんと苦しい劣悪な生活を長い

間続けたという。今は、田村市といわき市に建設された仮設施設に戻ってきている。 

 また、CIL 系列の IL センター福島（福島市）で運営している障がい者用アパートにも南

相馬市と飯館村から障がい者が避難して現在も生活している。飯館村から避難していった

障がい者は、飯館村の障がい福祉課から紹介のあった者であった。飯館村に何度となく足

を運び、障がい者の避難に関して話をしてきた甲斐があったというものである。 

 支援（入所）施設を一通り回った後に、避難区域の町村役場を回って、東日本大震災以

降に施設に入所した障がい者の人数を聞いて回った。川内村、富岡町、飯館村、葛尾村、

大熊町、楢葉町を回った結果、新しく施設に入った障がい者は８名であった。浪江町、相

馬市、南相馬市に関してはいまだ調査していないので、さらにもう一度調査を行なわなく

てはならないだろう。 

 支援センターを立ち上げ早２年を経過して、被災した障がい者の動向が少しずつ見えて

きている。支援センター関係の人たちから聞いた話しを総合すると、東日本大震災以前か

ら相双地域の重度の障がい者たちは入所施設に入っていたのではないかということであっ
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た。さらに、介助等のサービスを必要としている障がい者の多くは介護保険関連の事業所

を利用しているという。 

 2012 年の夏に田村市にある仮設施設のひとつを訪問した。このとき同行した人は「大阪

の街ではここに入所しているような人たちが大声を上げながら闊歩したり、地域にある作

業所でパンを焼いたりしている」と話していた。福島だけではないと思うが、田舎に行け

ば行くほど家族の支援だけで障がい者の面倒をみていて、面倒をみきれなくなると入所施

設にあずけるという構図がまだまだあるのだろう。このような観点でとらえれば、障がい

者の自己決定権といった障がい者に関する権利は、まだまだ剥奪されたままなのが我が国

の実態なのである。 

 立命館大学の立岩真也さんのお力を借り、2013 年の２月初めには田村市の仮設施設から

一部の入所者をお招きして、あいえるの会で運営している生活介護事業所「たいむ IL」に

て、そこの利用者との交流会を開催した。とても短い時間であったが、和気あいあいと交

流を行なっていった。ささやかで微々たる行動ではあるが、このような交流などを積み重

ねていくことにより、障がい者の地域移行を、しいては障がい者の人権が確立していく社

会を目指して今後も活動を続けていきたい。 
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ＵＦ７８７プロジェクト「美しい福島を取り戻す菜の花ひまわりプロジェクト」 

和田 庄司 

 

はじめに 

 ３月 11 日の東日本大震災は、津波被害とともに、原発事故被害という未曾有の被害をも

たらした。放射能による健康被害をさけるため避難。しかし、多くの障がい者は、避難指

示がでた地域以外では、自分たちが暮らす町にとどまることが多かった。そんな中、放射

能の拡散は福島県内全域におよび、大地を汚染することとなる。 

 この町に、この土地で暮らし続けたい。今までの仕事や暮らしを取り戻したい。福島にと

どまる障がいのある人たちと関係者がそのために取り組みはじめたのがこのＵＦ７８７プ

ロジェクト「美しい福島を取り戻す菜の花ひまわりプロジェクト」である。 

 

最初に思い取り組んだこと――耕作地の除染 

 地震が起こる以前、多くの県内障がい者作業所は農作業に取り組み、作物を収穫販売し

ていた。しかし、放射能の拡散は、それらの畑や田圃を汚染していった。表土の汚染は、

福島第一原発より 50 キロ以上離れた郡山市片平町でも、震災後２月経過した時点で 15,760

ベクレル／キロを記録する。福島市、二本松市等自主避難対象区域でさえ、同じような汚

染が確認される。2011 年春、県内各地でブロッコリー、くきたち菜などから 500 ベクレル

／キロを超える放射性セシウムが確認され、出荷停止となる。作業所で震災前に作付けし

た作物からも同様の高い放射性セシウムが検出され、出荷はもちろん、その年一年間の作

付けをみあわせる結果となっていった。 

 この状況をなんとかできないかと考えたのが、植物による除染である。当初、放射性セ

シウムを菜の花ひまわりが吸い上げる除染が、農林水産省でも実証実験されていた。障が

いのある人たちにとっても、畑や田圃の除染とともに、失った仕事を新たに作り出すこと

は、緊急の課題であったため、障がい者事業所の耕作地に試験的にひまわりの種を蒔き始

めた。 

 

シンボルグッズとしてのカンバッジ 

 試験的な取り組みからのスタートではあったが、この取り組みが完全に仕事を失った南

相馬の作業所と結びつくこととなる。 

 南相馬の事業所は、警戒区域の小高区、緊急時避難準備区域の原町区、指定外の鹿島区

そして、山沿いにひろがる計画的準備区域と、原発事故に翻弄され、多くの企業や商店が

撤退や一時休業となった。しかし、原町区、鹿島区に多くの障がい者がとどまるなか、み

んなと一緒に早く働きたいという彼らの声に後押しされ、作業所が次々と再開する。再開
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した日のみんなのあの笑顔は、忘れられない。にもかかわらず、その笑顔が次第に消えて

いく。仕事が無い何もすることのない時間が、これほどつらいことかと思い知らされる。 

 そんななか、南相馬５箇所の作業所へＵＦ７８７プロジェクトのシンボルグッズづくり

を提案させてもらう機会ができる。ヤマト福祉財団からの助成により、南相馬の作業所の

仕事づくりの可能性がでてきたのだ。カンバッジで福島を発信し、バッチに同封されたひ

まわりの種を蒔き、収穫した種を福島に送ってもらうことで、つながり続ける。その種を

福島で蒔き、大地を蘇らせていく。2011 年９月、ヤマト福祉財団の助成を受け、南相馬フ

ァクトリー（外部リンク）のカンバッジづくりがスタートした。南相馬ファクトリーは、「南

相馬ファクトリー通信」により発信する努力を続けるなかで、南相馬の支援に入ってくだ

さった全国の多くの人たちとつながり、１年半で 30 万個を売り上げる仕事となる。カンバ

ッジもＵＦ７８７のシンボルグッズから、南相馬や福島を

応援するグッズとして、あるいは、企業や団体からの受注

を受けてのグッズとして販路を拡げ、南相馬ファクトリー

に所属するなかまの給料を震災前の額まで戻す原動力と

なった。もちろんこのつながりは様々な問題を抱えながら

も解決の道をさぐり、南相馬の作業所同士のつながりを、

強固にしていったことは、言うまでもない。 

 

ひまわりの種で新たな仕事おこしを 

 ＵＦ７８７プロジェクトは、除染と仕事おこしのプロジェクトとして動き始めた。「福島

の障かい者の仕事を取り戻す」「福島の障がい者の給料を取り戻す」「福島のあの空、大地、

海を取り戻す」という目的で進んでいくなか、ひまわりの種を活用した仕事づくりが検討

される。まずはひまわりの種からとる油で仕事おこしを。除染したひまわりでも油には放

射性物質は移行しないとの研究事例をもとに、検討開始。当初は、ひまわり油を口にしな

いＢＤＦ燃料としての使用等が話し合われた。しかし、１㎏のひまわりの種から 100cc ほ

どの搾油量であったため、燃料としての商品化は断念せざるを得なかった。きょうされん

からの震災復興助成金により、電動とうみ、焙煎機（熊本宮田氏寄贈）、搾油機、静置器、

濾過器等による搾油工程を設備することができた。そして、サロンしんせいで搾油された

油を使った商品開発が検討されていくこととなる。 

 また、もう一方の大切な取り組みとして、ひまわりの種を確保することがあげられる。

カンバッジから発信されるひまわりの種は、回収量が少なく、県内での作付けとサロンし

んせいを中心とした全国への呼びかけで、確保する方法をさぐっている。県内での作付け

は、「ひまわり植えようフェスティバル」として、にんじん舎かたひら農場での種蒔きと仕

事おこしワークショップ等の企画に、県内外から約 100 人の人たちの参加を得て、実施す

ることができた。その種はにんじん舎の職員なかまによって収穫、選別され約 80ｋｇの種

となった。放射能検査の結果、種への放射能の移行はなく、搾油を待っている。またサロ
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ンしんせいからの発信により、県外からの種が届いている。神奈川県座間市では市観光協

会さんが中心となり、多くの人たちの参加によりひまわりの収穫種取りがおこなわれ、約

300ｋｇが送られてきた。群馬県伊勢崎市のたくさんのみなさんや、きょうされんの全国の

事業所からも送られてきている。他団体との連携のなかでは、ひまわり里親プロジェクト

のみなさんからも協力いただいた。 

 まさしく、このプロジェクトのシンボルグッズ、カンバッジが「つながり∞ふくしま」

と呼びかけてきたとおり、多くのつながりによって進められている。商品の開発や販売も

多くのつながりのなかで、今後進んでいくことを期待している。作られた商品が届けられ

使われることで、このプロジェクトははじめてまわり続ける。 
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生じた問題 

 当初、植物による除染がこの取り組みの目的であったが、2012 年秋、農林水産省は、ひ

まわりによる効率的短期間での除染効果は期待できないとの見解を示した。私たちはこの

結果をふまえ、このプロジェクトについて再検討することとなる。結論は続行。除染効果

は薄いとしても、希望のシンボルを咲かせ福島の現状を発信し続け、多くの人とつながり

前に進んでいく。事実、南相馬ファクトリーのカンバッジは多くの人たちに購入いただき

続けていた。 

 このプロジェクトを進めるにあたっての問題は意外なところにあった。 

1. 除染効果は期待できないといわれたひまわりではあるが、わたしたちの試験栽培では、

100～250 ベクレル／㎏の放射性セシウムが茎や花弁、根から検出された。それらの低

汚染物質が畑のすみに山積みされていく事実。この問題を解決する方法を探ることと

なる。 

2. 南相馬ファクトリーの今後のあり方も課題である。南相馬ファクトリーは製造の現場

であり、障がいのあるなかまの仕事や生活の場である。今の仕事を５箇所の事業所に

コーディネートし、新たな仕事をプロデュースするために、現場とは別に中間支援施

設としての機能をどこかで担わなければならない状況にきている。 

 ＵＦ７８７の仕組みやこのひまわりの仕組みを続けてきたなかで、サロンしんせいは情

報発信の役割と現場と支援団体や専門家を結びつけまわる仕組みを手助けしてきた。震災

から３年目に入り、この大切な役割を整理しながら、進めていく時期にきている。 

 

今後の取り組み 

継続課題 

 サロンしんせいからの発信と種あつめの仕組みづくり 

 サロンしんせいを中心としたひまわり油商品開発と販路の仕組み（しんせいブランド） 

新たな課題（生じた問題から） 

 バイオガスプラント設置、低放射能汚染物質（ひまわり残さ）の有効利用と資金調達 

 南相馬ファクトリーの機能分化と新商品開発 

 ＵＦ７８７に続く新たなつながり（しごとおこし）とサロンしんせいの役割 

 

終わりに 

 「ふくしまの困難は、ひとつの作業所ががんばってなんとかできるものではない。」 

 そのことを強く思い知らされるなかで、つながり∞ふくしまが語られ続けた。 

 ＵＦ７８７プロジェクトは、まだ途中を進んでいる。しかし、今後立ち上がる多くの仕

事おこしの中で、チームで取り組むことが必要だというメッセージは伝えられると思って

いる。まだまだ、先は長い。 
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※缶バッジについているひまわりの種をまき、その種収穫した方は、以下のあて先まで送

付ください。 

〒963-8025 郡山市桑野１丁目 5-17 深谷ビル B 棟 101 号 

JDF 被災地障がい者支援センターふくしま（担当 和田） 

TEL 024－925-2428  FAX 024－925－2429 
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仮設住宅について 

平成 25 年３月 14 日 橋本 紘二 

 

 平成 23 年３月 11 日に東日本大震災が発生して以後、平成 23 年４月～平成 24 年３月ま

で、約 80 名の個人ボランティアの方に JDF 被災地障がい者支援センターに入っていただ

きました。その個人ボランティアの活動として、平成 23 年８月５日より、仮設調査（仮設

マップ作り）や支援センターふくしまのリーフレット配布作業として、福島県内の仮設住

宅調査を担当していただくことになりました。 

 

仮設住宅調査（仮設マップづくり） 

 障がいを持つ方が仮設に入居する場合、スロープの付いた仮設住宅であっても、室内は

バリアフリーではないため、車いす利用の方々などが生活困難であること。隣同士が壁一

枚でしか隔てられていないために、知的障がいや発達障がいのある方などの声がうるさく

思われないかを気にし、仮設住宅に入ることをためらうことなどが報告されています。将

来起こりうる大災害に際して、このような困難事例をなくすよう国や地方自治体に働きか

けをしていくためにも、県内の仮設住宅全体の傾向を調査していこうという事で、仮設住

宅調査が始まりました。調査では、「仮設住宅マップ作製に関する調査表」の項目、注意事

項に沿って、県内の仮設住宅を回っていただきました。同時に、もし仮設住宅を回ってい

る際に困っている障がい者がいたら、支援センターに報告するという形で始まりました。 

 

仮設住宅マップ作製に関する調査表 

仮設番号          仮設団地名            

仮設住宅の場

所 
市（町・村） その他 備考

設置主体 市（町・村） 放射線量   μSv/h （高さ 1m） 

仮設住宅の種

類 

プレハブ  木造 

その他 

※二階建て その他の場合は特徴を記載してくだ

さい  

入居状況（空

き） 
ある  ない どこの自治体からの入居か 

 

住民の集まれ

る拠点 
ある  ない 

※高齢者のディサービス 集会所 などを記載

してください  

歩ける距離に

お店 
ある  ない 

スーパー・コンビニ・個人商店・薬局・移動販売

車・その他（   ）  
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歩ける距離に

病院 
ある ない 

病院名（     ） 

内科・整形外科・眼科・皮膚科・心療内科（精神

科）・循環器科 
 

仮設住宅の設

置状況 

土  砂利  舗

装   

スロープ付き

住宅 
   戸 

  

総戸数     戸 

町には（立地

条件） 

近い  遠い  

郊外（山の中） 
※何キロぐらいかまたは郊外（山の中）か 

 

交通のアクセ

ス状況  
※ＪＲ駅、バス停 

 

調査票番号          住民の方に聞けたこと         

 

仮設調査に関する注意事項 

 仮設住宅の全景と住宅一戸の写真を写しだしてくる（スロープのある住宅も） 

 むやみに仮設住宅の中を覗かない。（住民との摩擦を避ける） 

 もし、行政関係者がいたら、素性を明かして空いている住宅を見せていただく。（スロ

ープ付きの住宅も） 

 設置主体については書かなくてよい。 

 スロープ付きの住宅に住人がいる場合は、断ってから住宅の様子を聞くこと。 

 通院状況の聞き方には注意を払うこと（人によっては気分を害することがあるため） 

 わかりにくい場所にある仮設住宅は、次の訪問を考えて、目印などを写真に収めてお

く。 

 

仮設調査をやってみてのボランティアさんの感想 

１．８月５日のボランティア活動日誌より 

 郡山市富田町若宮前、稲川原、福島市南矢野目、笹谷東部、北幹線第一仮設住宅調査よ

り。 

 仮設住宅の中でも違いがあることが分かった。（玄関の作り、スロープなど） 

 仮設住宅の設置場所によって、周辺環境の差異があった。（周辺に畑や田んぼがあると

ころから病院などが多数密集している場所など） 
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２．８月６日のボランティア活動日誌より 

 福島市松川小学校跡地、松川工業団地 区画 E、しのぶ台、さくら、佐原小学校跡地、明

治小学校跡地、飯野小学校跡地、松川工業団地 区画 C、森合町、田村市船引第二運動場 

 御前池公園の仮設調査より。 

 仮設住宅が中心外にあり、車でないと不便。 

 スロープ付きの仮設住宅はあるが、内装はバリアフリーではない。 

 

３．10 月 29 日のボランティア活動日誌より 

 南相馬市の建設中の仮設住宅調査より 

 原発関係の避難者用の仮設なのか？木造でしっかりとした造りになっています。 

 スロープ付きの建物は少ないが、良いところに建設されていました。 

 

ＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしまリーフレット配布活動 

 10 月８日より、日本財団の助成金で作成した JDF 支援センターふくしまのリーフレット

も仮設住宅に配布することになりましｈた。このリーフレット配布作業は、仮設住宅に避

難している障がい者の所在確認や、相談支援の周知、11 月１日にオープンする予定の交流

サロン「しんせい」の周知のため行いました。リーフレット配布作業については、仮設住

宅１軒１軒に配布する予定でした。しかし、仮設住宅に物を配布する際には、まず自治会

長に話をつけてからという話が出てきたので、まず、リーフレットを配布する仮設の場所

の戸数を調べて必要枚数を仮設に持っていき、自治会長にまず交渉してから活動するとい

う事になりました。 

 

リーフレット配布作業についてボランティアさんの感想 

 10 月 16 日南相馬の仮設住宅を回った際。 

 仮設住まいの方は高齢者も多い。話し相手になるだけでもストレス解消になるのでは。

知らない人と一緒に住むのも大変だと思う。 

 プレハブと木造の仮設には使用に差があるように感じました。 

 自分も被災している身ではあるけど、そんなことで負けてられないから、他の地域の

人のために動いているんだよって話してくださった方がいました。 

 

あいえるの会さんの障がい当事者との仮設住宅周り 

 11 月９日～11 月 11 日の３日間は、白石代表の発案で、仮設の問題を調べるためには、
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障がい当事者も同行した方がいいという事で、わーく IL と、たいむ IL の障がい当事者さ

んとボランティアさんの交流もかねて仮設住宅を回りました。 

11 月９日 郡山市ビックパレット、喜久田地区、 

11 月 10 日 郡山市日和田地区、須賀川市上北地区 

11 月 11 日 須賀川市おおぶくろ地区影沼公園内 

 

まとめ 

 仮設調査（リーフレット配布）活動について、支援センターふくしまで回った仮設設置

個所数は、161 ヶ所、８月５日に仮設調査を開始以降、52 名の個人ボランティアさんに協

力して頂きました。上記の感想などにありました仮設住宅廻り以外でも、「スロープがあっ

ても内装がせまい」、「病院までの交通手段がなくてタクシーで移動しているため、交通費

がかかる」などの調査票で出てきております。当初の予定でありました仮設マップづくり

は、諸事情がありまだ完成にはいたっていませんが、この仮設住宅の問題は、障がい者だ

けの問題ではなく、全体の問題です。健常者の人たちもこの先いつ体が不自由になるかも

わからない。冒頭に書きました通り、将来起こりうる大災害でこうしたトラブルや問題を

極力少なくしていくためにも、この仮設調査をうまく活用していければと思います。 
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サテライト自立生活センターの果たさなければならない課題と展望 

東日本大震災とそれに伴う東電福島第一原発事故から二年が経過した中で  設楽 俊司 

 

 未曾有の大災害をもたらせた東日本大震災とそれに伴う東電福島第一原発事故から二年

が経過ました。福島県における 大の困難は、なんと言っても東京電力福島第一原発事故

による放射性物質の被害が挙げられます。しかし、人権問題が絡んでいるにも関わらず、

ＣＩＬに関わる人の人権意識の希薄さが課題となっています。今後起こって来る原発事故

による差別の問題でも大きな役割を果たすことが出来る自立生活センターにしていかなけ

ればなりません。 

 

はじめに 

【震災以前からの自立生活センターの課題＝潜在化していた課題が表面化した】 

 本題に入る前に、自立生活センター（以降ＣＩＬ）が震災前から抱えていた課題を記し

ます。 

 ＣＩＬは、本来障がい者の自己実現を図るための権利保障を獲得するといった運動体で

した。そのために、介助保障の確立という運動に取り組んで来ました。2003 年の支援費制

度成立、2008 年には支援法と、公的介助保障の充実を図る活動を行って来ました。 

 ところが、制度が整ったことによって、ＣＩＬに関わる人の中で人権意識が薄れ、与え

られるものだけで満足する風潮が拡がって来ていました。いわば、自立生活の手段として

の介助保障はあくまでも手段であるということが、ＣＩＬに関わる人の意識の中から薄れ

て来ているという状況があったのです。このような状況を打破するための方策を見出そう

としていましたが、見出せずとりあえずふたをしていたというのが震災前数年の状況でし

た。 

 少し穿った見方かもしれませんが、東日本大震災とＣＩＬとの関係性で言えば、ここ数

年ふたをしてきたこの問題が、震災でふたが吹き飛び、表面化したといっても過言ではな

いと思っています。 

 

サテライトＣＩＬ 

【当センターの原災対応基本スタンス】 

 放射性物質の影響については、私たち障がいを持つ者はとりわけ免疫力が低いので、放

射線量の低いところに避難した方が良いと考えています。とはいえ障がいゆえの事情をは

じめとして様々な要因を考慮して、福島県内に残る障がい者の支援に当たっていこう。ま

た、それと同じ比重で避難する障がい者の支援をしていこう。これがＪＤＦ被災地障がい

者支援センターふくしまの基本スタンスです。 

 つまり、居住環境を保障すること。避難（移住）・帰還・在福、いずれであってもそれを
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選択できる環境を保障すること。併せて、東電損害賠償請求の支援などを行い、障がい者

の権利の保障を核に据えるというのが基本理念です。 

 

【避難の拠点となるサテライトＣＩＬを準備】 

 特に身体障がいの場合、避難に際しては、まず使いやすい住宅の確保が第一条件になる

であろうと考えました。当センター代表の白石が昔、相模原市に住んでいた時代に大家さ

んに掛け合って建ててもらったケア付き住宅が、2011 年 11 月時点ですべての居住者が退去

するとの情報がありました。ＪＩＬの資金援助もあり、これを避難拠点、サテライトＣＩ

Ｌとすることになりました。また、避難先での介助の提供事業所の情報や支給申請を円滑

にすすめるための支援体制をとる仕組みを準備しました。 

 原発事故直後から今春までに、各ＣＩＬと当センター、ＪＩＬとの連携で、広島、兵庫、

相模原、八王子、新潟、札幌など、計８名の仲間が各地で、放射性物質の影響を避けて生

活をするための手伝いをさせて頂きました。 

 

【自立生活を支えてくれる担い手の流出】 

 2011 年度末をピークに、子どもを抱える家族の県外移住に拍車が掛かって来ました。子

どもを抱える家族といえば、介助を担う労働者層です。その結果、福島県内では介助者不

足がより大きな課題となってきます。当センターでは、震災・津波被害地域での福祉関係

事業所へのボランティア派遣（マッチング）事業を行ってはいましたが、ボランティア期

間が１週間程度であることを考慮すると、日中活動系の事業所への派遣しか適しません。

居宅介助者の不足が表面化し、補填する目途が立たない状況が続き、自立生活の危機が起

こっています。福島県自立生活センター協議会（ＦＩＬ）と当センターとの共同で、ヘル

パー資格要件の緩和特区の要請を行ったりしています。今後ともこの課題に取り組んで行

かなくてはなりません。 

 もう少し長期的な視点で考えれば、高齢者と障がい者（要援護者）だけが取り残される

福島とならないために何をしなくてはならないかを見出し、今後、日本が迎える超高齢化

時代のロールモデルとなれるよう活動していかなければなりません。 

 

【県内のＣＩＬの仲間の流出】 

 冒頭に述べたように、私たちは、若い人には特に避難を勧めました。そして、県内のＣ

ＩＬで中核で活躍しいていた若手の仲間が避難する結果となりました。これは一見矛盾す

る行動のように見えるかもしれません。相模原に避難した若手は、「避難拠点としての役割

を担いながら、自分たちの活動スタイルを確立したい」とのことです。まだ、彼らの活動

スタイルは確立されていないようですが、枠にとらわれない活動を見出すことを期待しま

す。 

 私は思います。県外に避難した若手が、避難先で郷土を想いながら野望を持って行動す
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ることで成長し、やがては故郷のためになる。福島は、復興ではなく、新生しなければな

らない。そのためには、50 年 100 年スパンでの考えが必要です。そう考えた時に、若手の

流出ととらえる必要はないと思います。 

 

ＣＩＬが担う役割 

【原発依存と差別】 

 この項については、私自身もあまりにも電気を頂点とした文明に頼り過ぎていたという

自戒の念を含めて記述させて頂きたいと思います。 

 原子力行政は、一面的なコストの安さを理由にして推進されてきました。その一方では、

原発立地法で過疎地域に設置しなければいけないと書かれています。これが意味すること

をよく考えなくてはなりません。原発事故が発生した際の被害の甚大さはあらかじめ想定

されていて、エネルギー生産地と消費地の住民の生命の価値に差別を付けられていたとい

う認識を持たなければならないと思います。つまり、原発事故の問題の根底には、人権問

題があることをふまえて対応することが必要であると私は考えます。 

 

【人権差別と闘って来た私たちだからこそ】 

 私たち障がい者運動の歴史は、人権差別と闘って来た歴史なのです。私たちは、原発事

故で起きている人権侵害を、私たちが培ってきたノウハウを活かし福島新生の一助になり

たいと考えます。また、障がい者の立場からの提言は、万人にとって使いやすい社会に資

するものだと考えています。 

 今現に、「福島の女は嫁にもらうな」といった話を耳にします。不条理を受け抗ってきた

経験がある私たちだからこそ、共闘して立ち向かっていかなければいけないと考えていま

す。 

 また、今後数十年のスパンで考えた時、遺伝子障害により何らかの障がいを持って生ま

れて来る子の出生率が高まって来ることも想定されます。その子どもたちや親御さんたち

が、不当な差別を受けない社会づくりに取り組んで行かなくてはいけません。同時に、今

すでに胎児の時点で葬り去られているといった事例があるにもかかわらず、世の中に知ら

れていないという情報もあります。障がい児か否かといった差別の構造、つまり優生思想

を許してしまえば、私たち自身を否定することにつながっていくのです。 

 原発事故がなければ不当な差別を受けずに済んだ方たちの救済に、私たちが培ってきた

ノウハウを活かすと共に、障がい者運動を発展させる契機にしていきたいと考えています。 

 

【県内の仲間のより一層のレベルアップ】 

 しかし、現実には介助者不足により、障害のある仲間たちの力を発揮できない現状があ

ります。当センターでは、苦しい中でも、原発による人権問題と障がい者運動を共に闘え

るように、仲間のレベルアップを図っていかなければならないと思います。 
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 原発事故によってもたらされた人権問題を、若い世代の仲間が再認識し、改善のための

活動をすることが、今生きている障がいを持つ仲間たちの未来の仲間に対する存在意義で

あるということを、もっと認識する必要があるでしょう。そのためのエンパワメントの仕

組みを作っていくのが、当センターや私に課せられた使命ではないかと考えます。 
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交流サロン「しんせい」 

富永 美保 

 

震災・原発事故から半年が過ぎた 2012 年９月から、福島の障がい者の交流の場を目的に

交流サロンしんせいは始まった。その後、福島県より「福島県障がい者自立支援拠点整備

事業」の委託をうけ、「被災を受けた障がい者の自立につながる支援」及び「被災地した就

労系事業所等の支援」を目的とした活動を現在も行っている。 

 

「みんなとつながる」ためのサロン活動と情報発信 

サロン活動 

 強制避難区域より避難し、郡山市近郊に住む

の障がい者手帳をお持ちの方は約 870 人いる

と推定され、その中で介護サービスを利用され

ていない方は約 350 人と推定されている。2012

年４月から 2014 年１月末までに、被災障がい

者の支援を目的とした交流サロンしんせいで

の交流事業は 90 回、利用者数はのべ 3,856 人

を数えた。交流サロンでは、被災障がい者に対

し行政や相談事業と連携を組みながら、その

時々のニーズに合わせ参加しやすい行事を設けてきた。また、福祉事業所の職員を対象し

たセミナーや支援団体との会議、地域住民も参加するイベントなど、幅広くサロン活動も

行ってきている。現在ではサロン内だけの活動にとどまらず、各町村からの要請に応じて、

仮設住宅や借り上げ住宅などを巡回するなどの細やかな支援活動を行っている。 

 今後、福島県では障がいの有無に関わらず、避難生活者はますます慣れない土地で「孤独」

の問題に直面することが懸念される。各町村の福祉課や相談事業と連携しながら、交流サ

ロンしんせいでは利用しやすい行事などを設け、多くの方に利用していただけるサロン活

動を行っていきたい。また、来年度からは被災障がい者と地域住民の交流の機会を増やし、

地域の力を借りた被災障がい者支援を行っていきたい。 

 

情報発信 

 JDF 被災地障がい者支援センター立ち上げ以降、白石代表は新聞・雑誌・テレビの取材

や講演活動を通し、福島の障がい者の現状を発信し続けてきた。講交流サロンしんせい内

での研修の受け入れはもとより、全国、ハワイや韓国などにも出向き、「これまでの福島に

対する支援への感謝と福島からの提言」を精力的に伝え続けている。今後も要請があれば、
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語り部としてしての役割を果たしていきたいと考えている。 

 交流サロンしんせいの活動内容は、毎月刊行する「ひまわり新聞」で、全国の支援者に

報告をしてきた。2013 年２月現在の発送数は約 500 部を上回る。時間の経過とともに、福

島の障がい者の抱える課題も変化し、震災直後とは支援活動の内容も大きく変化している。

今後も福島の障がい者のありのままの様子や必要な支援を全国の支援者に届け、福島の抱

える問題が少しづつでも前進していけるよう情報発信に力を入れていきたい。また、2013

年４月より HP も立ち上げ、念願の英語圏に向けた情報発信も始めていく。 

 

「前に進むための新しい仕事づくり」（つながり∞ふくしま） 

 福島県では現在でも 16 万人の避難者が故郷を離れて生活をし、風評被害を含む原発事故

の影響は県内全域に及ぶ。この悲しい経験を経て、福島の抱える問題はもはや一人では解

決出来ないことを私たちは学んだ。これは事業所においても同じで、震災・原発事故以降、

新しく抱えざるを得なかった課題はいち事業所だけの問題ではなく、力を合わせて問題の

解決に挑まなければどうにもならない状況が続いてきた。その結果、全国でも稀に見る「事

業所間の連携による仕事づくり」が始まった。このゆるやかな連合体は「つながり∞ふく

しま」と称し、全国の支援団体・企業からの協力を得ながら、現在４つの大きなプロジェ

クトに総勢 28 事業所が参加、新しい仕事つくりに奮闘している。交流サロンしんせいは福

祉の現場と支援団体をつなぐ窓口として、ネットワーク支援の役割をに担っている。 

 また、特に被災の大きかった南相馬市を中心とした６つの事業所の連合体南相馬ファク

トリー、浪江町（強制避難区域）から避難し、事業所を再開した「アクセスホームさくら」

と「コーヒータイム」事業所に対しては現在も課題を共有しつつ寄り添い型の支援を続け

ている。 

 

「UF-787 プロジェクト」 

 3.11 の東日本大震災と同時に発生した福島原発事故は、福島のすべての人たちの暮らし

の復興に重くのしかかった。現在も避難を余儀なくされる方々、子どもたちが遊ぶことの

できない園庭や校庭、安心して食べられる野菜を作れない大地。県民は低いとはいえない

放射線量の中で生活を続けなければならない不安の中で生活を続けている。障がいを持つ

仲間たちの作業所も同様に、この大きな問題の影響を受けていきた。大好きな福島をもと

の姿に戻したい。思う存分外で遊び、仕事をし、安心して食べられる物を作れる大地を取

り戻そう。被災地障がい者支援センターふくしまで、大地の除染試験と障がい者の仕事お

こしを、暮らしと仕事を取りもどすプロジェクトを 2011 年の 5 月に立ち上げた。 

 2011 年８月からは UF７８７プロジェクトのシンボルグッツとして、カンバッチ製造を

製造し、震災・原発事故の影響で仕事が激減した南相馬市を中心とした障がいを持つ仲間
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の仕事を支えてきた。2012 年の春には全国から集まりひまわりの種植えと福島の土地を考

えるワークショップを開催。その後、積極的に種集めの呼びかけをしてきた結果、今年は

たくさんのひまわりの種を集った。現在、にんじん舎（郡山市）では、全国から寄せられ

たひまわりの種から油を絞るため機械が設置され、搾油が始まり、2013 年４月から「純正

ひまわり油」として販売を始めるための準備がおこなれている。 

 

「ボタンづくりで、仕事づくり」 

 福島県中央部にある須賀川市では、震

災・原発事故以降、大きな工場が撤退し内

職など仕事が激減した。また、放射能の影

響で外の作業もままならず、工賃が激減し

た状態が続いてきた。そこで須賀川の９つ

の福祉事業所が連携をくみ「木製のボタン」

を作り始めた。JDF 被災地障がい者支援セ

ンターふくしまでは SBN（須賀川 B 型事業

所ネットワーク）の商品開発・販路開拓の

ためのネットワーク支援を行っている。 

 

「アートで福島を元気に」 

 アートには、人を元気にし、まちを活き活きとさせる力がある。JDF 被災地障がい者支

援センターふくしまでは、福島の活性化を目的に「アート」に特化したネットワークつく

りを支援している。2012 年には支援団体の協力を得ながら、障がい者の持つ表現力を活か

し、自主製品の向上を目指している全国的に活躍をしている事業所の事例報告などのセミ

ナーを開催した。セミナーには福祉職員を中心に 87 名の参加者があり、引き続きアートに

関わるセミナーの開催を希望する現場職員の声を受け、助成団体の支援を受けながら来年

度も実施を予定している。 

 アート化セミナー後、「ふくしまから始めよう」を合言葉に、現場職員で廃棄されたモノ

など環境に配慮した自主製品のデザイン・販売などを開始している。つながりのカバン１

号では使用済みの封筒を回収して使うことで、UF-787 と同じように「つながり」の仕組み

の仕事を作っていく福島スタイルを基本している。また、ここでもいくつかの事業所が参

加し、共同で生産していく仕組みつくりが行われている。 

 

「ごちそうぱくぱくネットワーク」 
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 福島県での暮らしを取り戻すためには「食の安心・安全」が重要な要になる。福島県内

に設置された「放射能測定機」「細菌検査器」「金属探知機」を使い、正確でスピーディな

食品の安全を確認していくシステムつくりを支援してる。特に放射能測定に関しては「市

民放射能測定所」と連携し、講師の派遣、実施研修などを行うことにより職員がより正確

な技術を身につけられるよう支援している。また、販路では福島県有機農業ネットワーク

の協力を得て県外へ販路の拡大していく仕組みつくりを行っている。 

  



60 
 

福島の抱える問題――人材不足と福島県人材募集プロジェクト 

ＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしまマッチングチーム 

古賀 知夫 丸山 徹子 栂野 豊 伊藤 彰寿 石井 淳子 浜崎 順子  

東間 千代子 村越 浩 金子 純之助 佐藤 見地 川前 佳奈子 和田 庄司 

 

1 はじめに 

 今日も、南相馬の日中系事業所とグループホームへ、県外から５人の福祉事業所職員の

みなさんが支援に入っている。2011 年３月 11 日に、私たちを襲った地震、津波、原発事故

から２ヶ月が経とうとしたときから今まで、のべ 2500 人を超える福祉事業所職員が JDF

を通じ、福島の障がい福祉サービス事業所への人的支援に駆けつけてくれている。 

 仲間が窮地に立たされているのを、ほっとけないという思いだけで。 

 ささやかでも、必要とされているという小規模作業所の魂をもって。 

 

２ 背景 

 2011・３・11 地震、津波、原発事故が起こる前から、私たちの福祉の現場は、慢性的

な人材不足を抱えていた。無認可作業所時代の思いだけで仕事を続ける時代から、障がい

福祉サービスの事業所として、職員を雇用できる職場に変わっていった。しかし、職員す

べてに仕事を続けていくことができる身分の保障がなされることにはならず、パート雇用

や短期雇用の職員が数多くいるなかで、この職場が支えられていた。 

 福島で起きた地震、津波、原発事故は、このような背景に重ね、警戒区域、緊急時避難

準備区域、計画的避難区域、自主避難等対象区域の福祉事業所で働く、多くの職員をも避

難させることとなった。地震直後、福祉事業所の中には、少ない職員体制の中でも開き続

けた日中系事業所、入居者とともに転々と避難し続けたグループホーム、居宅サービスを

利用する人たちと職員、家族で一緒に避難した事業所などもあった。上記地域の多くの福

祉事業所は活動を休止し、利用していた障がいのある人たちは、自宅で、あるいは避難先

で、家族とともに原発事故の状況を見守っていた。子どもを抱える職員も自宅を離れ、多

くが避難を選ぶこととなる。 

 

3 経過 

 そんななかで、屋内待避の後、緊急時避難準備区域に指定された南相馬市原町区さぽー

とセンターびあ青田理事長から、ＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしまへＳＯＳが

届く。「南相馬市に障がいのある人たちが残っている。家からでることなく、家族とじっと
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家の中で身を寄せ合っている。至急救援物資を運び込んでほしい」と。 

 南相馬市は、20 キロ圏内について原発事故のあと、子ども、妊婦、高齢者、入院を必要

としている人、そして障がい者は優先的に自主避難を進めることとし、災害時要援護者リ

ストに基づいて、自衛隊に避難についての聞き取りをしてもらっていた。しかし、避難し

ていると思っていた南相馬市に、障がいのある人たちが残っていた。残っていた人は、避

難に困難を抱えているにもかかわらず、要援護者リストには一人も載っていなかった。 

 ここから、南相馬市、さぽーとセンターぴあ、ＪＤＦ被災地障かい者支援センターふく

しまの三者で、緊急時避難準備区域での避難計画づくりのための調査活動が開始される。

５月の連休中の開始であった。「所在の確認」「避難の方法」「避難先での配慮」。原発で、

異常が起きたとき、避難するための的確な計画づくりのための調査であった。 

 しかし、この調査は避難計画づくりのための調査にとどまることはなかった。一日の調

査活動を終え、戻ってくる調査員から発せられる言葉は「障がいのある人、家族が想像を

絶する困難を抱え孤立している」だった。医療も福祉も流通もズタズタになっていた。な

んとか、つなげられる社会資源はないのか。苦悩の中から、日中通える場所を再開すると

いう思いが突き進む。避難先から続々と、せっぱ詰まって戻ってきた障かい者と家族の声

ににも後押しされ、休止していた日中系事業所がひとつ、ふたつと再開しはじめた。 

 

４ 事業所への人的支援開始 

 しかし、再開はしたものの、事業所を支えていた職員はまだ避難している人が多く、な

かなか戻ってくることができなかった。放射能による子どもへの健康被害が心配される中、

学校も再開しない南相馬市の現状は、子どものいるスタッフに戻るという判断を簡単には

できなくさせていた。 

 ここから、南相馬市の事業所への人的支援が始まる。再開初日のあのみんなの笑顔は忘

れられない。初めて作業所ができた日の笑顔と重なった。 

 ８月からは、なんとか派遣に公費を利用させてもらう。しかし、災害援助費の打ち切り

により９月で終了。年が明け 2012 年１月より、この人的支援の取り組みに、県より福島県

福祉介護職員マッチング事業補助金がつく。派遣ニーズ把握、派遣組織等を進めるための

財源的な支援を受けての取り組みとなる。本年 2013 年１月からは、県外から事業所支援に

駆けつける福祉事業所職員の交通費についての補助もこの事業の対象に加わる。 

 現在、相双、いわき地区では、障がいのある人たちの、仲間と一緒に働きたいという希

望、入浴や食事の支援をという希望がふくれ上がり日中系事業所の利用者は震災前をどこ

も大きく上回る数となっている。グループホームの入居希望者も多く、ホームの増設が続

いている。理由は、いまだに休止状態の警戒区域の事業所利用者が、南相馬や相馬、いわ

きの事業所利用を希望したり、震災前は入浴も食事も家族の力でやってきたものの、仮設

住宅の生活環境が、周囲の支援がなければ対応しきれなくさせているなどなど。このよう
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に、ニーズはますますふくれ上がっているにもかかわらず、震災前を超える職員を確保す

ることは困難となっている。居宅系事業所のヘルパー不足もきわめて深刻化しているが、

一週間の県外福祉事業所職員派遣での対応は不可能であった。 

 

５ 地元雇用を進める 

 2012 年４月地震から一年が過ぎたとき、人的支援を受けている事業所から、地震後一年

間必死でがんばってきた職員から、退職の申し出があったと聞いた。一年がたっても派遣

が続く状況。ここから一年先は、どう変わっているのか。見えない苦悩。派遣を続けてく

れているＪＤＦ、県外福祉事業所の負担もさることながら、派遣を受ける事業所にも疲労

感が漂い続ける。 

 「地元雇用を進めること」。安定的継続的な職員体制の確保のためには、それが必要と考

えた。しかし、福祉の資格を持つ人材の確保は、ハローワーク、県社協福祉人材センター

とも困難を極める。興味や関心があるなら、いっしょに働こう。働きながら、いっしょに

学び育ち創り上げていこう。事業所がそう腹をくくり、新たな職員と毎日を過ごしていく。

だから、みなさん資格がなくても、初めてでも心配しないで、話を聞きに来てください。

そんな「福祉（障がい分野）説明会、相談会」を開催することを決定し、郡山、南相馬、

いわきの３会場で実施した。県内の高校、短大、大学、専門学校をまわり、地域のお店に

ポスターを貼ってもらい、仮設住宅へのポスティング、新聞に折込チラシを入れ、報道の

みなさんにもご協力いただいた。 

 南相馬の新聞支局の記者さんが、相談会当日多くの方に取材をしていた。「熱心に取材し

ていただき、ありがとうございます」とお伝えすると、「これは、南相馬が抱える問題です

から。私たちの問題ですから」とおっしゃった。また、農業高校の進路の先生は「いま出

ている求人は、パートが多い。しかし、この仕事を一生の仕事と子どもたちに伝えていい

のですね」とたずねられた。 

 まだまだ困難な状況は続くが、福島の福祉現場を支える仲間がひとりでも増えてくれる

ことを切に願う。（詳しくはＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしまＨＰの案内をご覧

ください） 
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原発損害賠償請求 

平成 25 年３月 28 日 橋本 紘二 

 

2011 年３月 11 日マグニチュード 9.0 という未曽有の大地震が東北・関東を襲いました。

その地震から引き起こされた大津波によって岩手、宮城、福島の沿岸部はことごとく壊滅

されて、27,000 名以上の死者と行方不明者を出しました。それに伴い、福島県では大津波

の影響で、第一原子力発電所が事故を起こし、目に見えない放射線が福島県内の人、農作

物、家畜、自然を汚染しています。こうした状況の中、JDF 被災地障がい者支援センター

ふくしまでは、震災復興へのの様々な活動をしてきており、原発事故の賠償の問題にも取

り組んできました。原発事故の損害賠償については、30 キロ圏内の個人から 30 キロ圏外

23 市町村の個人、そして、全県個人への賠償が進んでいる中、多くの人たちの避難実態を

考えると、賠償請求に関する書類が障がいのある人たちへ確実に届いているのか、届いて

いても、視覚、聴覚、肢体、知的などの障がいへの配慮や支援がなく、賠償請求をあきら

めている人がいるのではないか（例えば、視覚障がい者に対しては点字を利用するなど)、

日々変わる賠償の内容や、対象が正しく障がいのある人や支援者に正しく障害のある人に

届けられているのか、などの問題がでてきました。 

そこで、JDF（日本障害フォーラム）、日本弁護士連合会、福島県弁護士会のお力をお借

りし、原発事故の損害賠償請求の問題から取り残されている障がい者及びその家族の実態

を調査するとともに、障がい者及びその家族に対し、損害賠償等に関する正確な情報を提

供する等の支援を実施するため、「障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会」を開催

する運びになりました。  

 

「障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会」  

 JDF（日本障害フォーラム）、日本弁護士連合会、福島県弁護士会の連携によって開催さ

れました。「障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会」は、第１回を１/29（日）郡山

市ホテルハマツ（外部リンク）にて、第２回を５/29（火）いわき市生涯学習プラザ（外部

リンク）にて、第３回を６/29（金）南相馬市中央図書館（外部リンク）にて、第４回を８

/25（土）福島市青少年会館（外部リンク）にて、第５回を８/26（日）会津若松市ルネッサ

ンス中の島（外部リンク）にて、福島県内の各圏域で開催いたしました。  

 各会場にて、日本弁護士連合会高齢者・障がい者に関する震災対応プロジェクトチーム

のメンバー有志の皆さんに作成して頂きました「Q＆A マニュアル」を使用して、請求でき

る損害の考え方（要援護者特有の損害、例えば、避難に伴う障がいの悪化や支援の必要量

の増加など）、具体的な請求方法、争う場合の解決の仕組み、障がいのある人特有の問題な

どについて弁護士の先生を講師として２名お呼びし、非常にわかりやすい解説をしていた



64 
 

だきました、参加者はいずれの会場でも、50 名～100 名で大変好評でしたが、学習会では、

深刻で解決が難しい個別な問題（例えば、損害賠償の請求書の添削をしてほしい、相談支

援では解決できない弁護士さんが必要な問題など）に対する対応が残り、今後の課題が出

た学習会でもありました。  

 また、いわきの学習会終了後に、小規模ながら、弁護士の先生を交えた面談会を開催い

たしました。この面談会に参加した方からは、弁護士の先生に直接賠償についての話を聞

いてもらい大変よかったといった言葉を頂き、個別の案件ごとの弁護士の先生の協力が必

要だと感じさせる個別相談会でした。 

 

福島県相談充実・強化事業と福島県弁護士会の連携  

 平成 24 年 10 月より、課題となっていた個別な法的支援が必要な賠償の問題に対応する

ため、福島県弁護士会と福島県相談充実強化事業が連携して個別の賠償問題に対応してい

こうという動きになりました。  

 賠償の問題について、弁護士さんを利用したい場合、障害の相談担当者から救済支援セ

ンターに連絡し、障がい者問題に関心興味のある弁護士を紹介してもらい、日程を調整し、

賠償の問題に対応していくしくみをとることになりました。  

 

「Q＆A マニュアル」の送付  

 平成 25 年１月より、JDF や日弁弁護士連合会より、学習会で使用した、「Q＆A マニュ

アル（2012 年９月 12 日版）」（外部リンク・PDF）を JDF（日本障害フォーラム）より新

たに作成し、原発の賠償の問題に取り組んでいる当事者、支援者、障がい者団体、自治体

に、無料で配布させていただく取り組みが始まりました。支援センターふくしまでは、支

援センターふくしまの構成団体、相談充実強化事業の相談支援事業所、原発避難 10 町村の

社会福祉協議会などに送付させていただきました。また、このマニュアルについては、JDF

や日本弁護士連合会のホームページでダウンロードが可能です。   

 

個別相談会  

 原発事故から２年が経過した節目に、県内各地において、様々な困難に直面している障

がいの方の個別な相談に対応し、解決へ向けていくことを目的とする、総合的な相談会を

福島県弁護士会、日本障害フォーラム、福島県相談充実・強化事業主催で、やっていこう

という動きになっています。この相談会については、原発賠償の問題だけではなく、すべ

ての障がい関連の問題についての相談会という形で開催予定です。現在、開催日程につい

ては、調整中です。  
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 東日本大震災から２年が経過して、福島県内の被災障がい者、事業所をはじめ関係機関

も復興に向け、歩み続けておりますが、福島県におきましては、原発事故の影響がまだま

だ重くのしかかり、本当の復興にはまだまだ長期化することが予想されます。原発事故の

賠償の問題についは、今後もなお、取り組んでいかなければいかないと思っています。 
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福島から、今  

佐久間 桃子 

 

 私は週４日、被災地障害者支援センターふくしまで相談事務をして働いています。私自

身にも障害があり、通院リハビリと訪問看護を利用するため、毎週金曜日は休みをもらっ

ています。私は６年前に頸髄を損傷し、障がい者になり、１年間は地元福島県で入院生活

を送り、２年半を静岡県伊東市にある、頸髄損傷者専門のリハビリセンター「国立伊東重

度障害者センター」で過ごしました。（震災後、このセンターに１か月半避難しました）。

そして、2010 年 12 月にリハビリセンターを退所し、２カ月前に改装工事を終えた自宅で、

両親と妹と４人で新しい生活をはじめました。環境が変わることで、はじめはたくさんの

問題にぶつかり、少しずつ福島での生活には慣れて来ましたが、新しい環境で生活を始め

ることは、体力的にも精神的にも負担がかかり大変だと知りました。そんな矢先に東日本

大震災が起こり、多くの方が避難し、自分と同じような慣れない環境での困難を経験をし

なければならなくなるなんて思ってもいませんでした。 

 2011 年３月 11 日、私は自宅で被災しました。テーブルの上に置いてある妹の携帯から地

震速報が鳴り響き、私の家の壁やスロープにもヒビが入るほどの大きく長い揺れで、私は

車いすごと倒れそうになり、一緒に家にいた妹に押さえてもらいました。押さえてもらっ

ていなければ倒れていたと思うと、妹が一緒にいてくれて本当に良かったと思います。あ

のとき、助けてくれる人がなく、一人では逃げることが出来なかった方は、どれだけ怖い

思いをしたか知れません。 

 余震も続き、電気や水道も止まり、近くの小学校に避難しましたが、車いすで入ること

は難しかったので、車中で２日間過ごしました。ヘルパーサービスも訪問看護も、このま

ま使えなかったら、どうなるのだろうと不安でとても怖くなりました。震災後すぐに、車

内のラジオで、原発事故のニュースを聞いたとき、私は、小学生の時にテレビで観たチェ

ルノブイリの事故を思い出しました。日本では絶対起こらない、安全な日本に生まれて良

かったと思ったことを今でも覚えています。絶対に日本ではないと思っていた原発事故が

本当に起きるなんて、この原稿を書いている今も信じられず、何かの映画の中にいるよう

です。地震から１週間過ぎてからも、原発事故のニュースは日に日に深刻になっていき、

いわき市から帰って来た姉は、このまま郡山も避難区域になるかもしれない、急に避難と

なったとき、車いすの私はみんなと同じようには逃げることが出来ないかもしれないと、

私を先に避難させることを考えてくれました。妹は秋田の叔母の家に避難させることにな

りましたが、ガソリン不足の関係や、妹も慣れない環境へは行きたくないと家に残りまし

た。私は３ヶ月前までいた、静岡県のリハビリセンターへ連絡をし、３月 20 日に静岡へ向

かいました。郡山駅までの新幹線は止まってしまったので、那須塩原まで車で行きました。

新幹線に乗り、どこから来たのか聞かれるたびに、放射能が高い「福島」と答えることに
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抵抗があり、無意識に「すみません、福島から来ました」と答えていたことを覚えていま

す。福島から来たなら降りろ・・・と言われそうな気がして。伊東につき、リハビリセン

ターで観る福島の原発事故のニュースは、客観的に観ることで、福島で観ているときより

も気持ちが重くなり、家族、福島県のみんなを裏切って逃げてきたような罪悪感でいっぱ

いでした。「福島はもう終わりだよ、帰れないよ」という何気ない県外の人々の声に、そん

なことないと言い返したい気持ちと、心のどこかで、そうかもしれないと思ってしまう自

分がいました。静岡の避難生活中は、外に出ることも、米や野菜の放射能も気にすること

なく、放射能に関してはストレスを感じず生活を送ることが出来ました。 

 そして、ゴールデンウィーク明けに福島に戻り、2011 年６月から被災地障がい者支援セ

ンターで相談事務として働かせていただくようになりました。働く中で、今までは見えて

いなかった本当の放射能の怖さが見えてきて、福島に戻ってきたことに後悔もしましたが、

被災しながらも被災者のために頑張っている福島の人々から離れたくないとも思い、どの

選択が良かったのかはずっとわかりませんでした。12 月には、被災地障がい者支援センタ

ーふくしまでやっている被災者避難ツアーの体験で相模原のシャロームに２泊３日で行き

ました。妹が一緒に介助者として行き、センターの関係者の方と放射能の今後の影響につ

いて話しているとき、妹はだんだん静かになり、「じゃあ、福島に住む私たちはどうすれば

いいの？どうなるの？」「聞きたくない」とその場を離れました。 

 いつか必ず放射能の影響が何か出る・・・。私も妹も、きっと家族も思っていますが、

誰も避難をしようとはしません。そして、放射能の話にあまりふれようとしません。どこ

かで、まだ受け入れられていないのかもしれません。私の父は仕事の関係で、よく農家か

ら野菜をもらってきますが、震災後は複雑な気持ちになってしまいます。嬉しいけど、食

べるのが怖い・・・。そんな風に思ってしまう自分も、そうなった原因の原発も、嫌にな

ってしまいます。その気持ちと同時に原発があったから出来ていた生活、原発に頼ってい

た生活、放射能の怖さを知っていて作った原発、人間が作って人間が片付けられない原発

って何なのか・・・今でもいろんな想いがこみ上げてきます。 

 昨日、東電の除染の説明会が郡山市であり、私の父も近所のみんなも参加しました。い

ま、私の家の周りは 0.7 マイクロシーベルトあります。除染後は 0.3 ほどになると説明であ

ったようですが、問題はその削った土の処理です。父も、近所のみんなも除染はしたいけ

れど、土を置く場所がありません。今朝、両親が話していましたが、私の家は除染しない

方向で進みそうです。除染をしても、その土の置き場所がなく出来ない、どうすれば良い

のでしょうか。除染、除染と言いますが、その土の置き場所を確保してもらわなければ、

出来るものも出来ません。 

 去年デンマークに留学した時、原発事故があってから嫌いになった雨の日を楽しむこと

が出来ました。雨にぬれること、芝生に寝転がること、車いすのタイヤに土がつくことを

気にしない・・・全てが幸せに思いました。風力発電で電気を賄うデンマークには、原発

は一つもありません。学校の近くからも風車が見え、風車の羽を運ぶ大きいトラックをよ
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く目にしました。見るたびに、日本も原発をなくせないのかと何度も思いました。原発に

頼らない日本に変えていくことは、まだまだたくさんの課題があって難しいかもしれませ

んが、デンマークのように原発に頼らなくても生活出来ている国があります。日本だって、

出来ないことはないはずです。 

 日本に帰って来てから、再び始まる放射能との生活に不安な気持ちもありますが、被災

地障がい者支援センターふくしまに復帰した今、自分の仕事と福島での生活を大切にした

い気持ちが大きくなりました。もちろん、放射能のある場所にはいたくありません。明日、

来月、来年、10 年後、いつどんな影響が出るかもわかりません。前に、「あなたが福島にい

なくても、福島は変わらない。罪悪感を持って、避難することに躊躇する必要はない」と

言われたことがありました。確かにその通りですが、私は福島を離れることは出来ません。

震災から２年を迎えた今、「原発事故が無かったら・・・」という言葉が、私、家族、いえ、

きっと福島で暮らすみんなの口癖になっているでしょう。今でも、原発に対しての想いは

まとまりません。この原稿にまとめようと思ってもまとめられません。 

 ただひとつ、今の私の気持ちは、いつか私の身体にも放射能の影響が出ることを覚悟し

て、福島で生きていきます。一度福島を出たとしても、必ず帰って来ます。震災を、福島

を、生まれ育った町村を離れ、人も環境も変わってしまった場所で避難生活をしている人々

を、ずっと忘れないでください。 

デンマーク 風車・・・ 
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悪魔からの逃避行 

2011 年３月 

 

避難１日目 ３月 12 日〔土曜日〕  

 車の大渋滞進まない。前が見えない。25 キロは、渋滞しているだろう。頭の上の防災ス

ピーカが､耳障りに避難せよ、大至急避難せよ、福島第一原子力発電所において、放射能漏

れの危険があるので、町民のかたは全員、川内第一小学校まで、避難せよと、繰り返して

いる。避難中何度も訓練であってほしいと願った。  

 家族９人で、３台の車に分乗して逃げた、直ぐに帰れると思い、とりあえず、避難しよ

うと思い出てきた。飲み物も無い、食べ物もない、着変えも無い。私も以前原子力発電所

で働いたことがある。少しは知識を持っていた。消防車が、けたたましくサイレンを鳴ら

し通りすぎていった。大変なことが起きていると思った。町ぐるみで避難命令が出ると言

うことは、相当な事故が起きていると直感した。外れてほしかった、何度も願った。ふる

さとが遠くになるにつれ、これまでの人生が走馬灯のように流れた。今は亡き、祖父母や

父母兄弟、親戚、部落の友達など､共に暮らしたことが頭の中で駆け巡った。背中に油汗が

どっと流れ、気分が悪くなった。後ろに乗っている妻が気が付いて声を掛けてきた。お父

さん大丈夫？ふっと我に返った。しかし現実を受け入れる事がどうしても出来ない。 

 後ろの車は長女が運転している。孫が二人乗っている。車が渋滞していると車から降り

て来て、爺ちゃん怖いよ、どうなるの、中学２年のＨが、今にも泣き出しそうに、爺ちゃ

ん助けてと言ってくる。車が渋滞で進まない。防災無線は避難を呼び掛けている。少しで

も速く遠くに逃げ避難場所に行きたいのだろうが、車が進まないので気持ちが焦っている

のが伝わってきた。３台目の車は二女の夫が運転していた。３人乗ってる。その孫も同じ、

爺ちゃん怖いよう助けてと涙声。孫たちの願いをすべてを、これまで聞き入れてきた。今

度ばかりは、どうしようもない。悔しい思いで自分が情けない大丈夫、大丈夫、爺ちゃん

が絶対守ってやるからと、声をかけるしかなかった。 

 自分の車に同乗している息子、「S」が一番心配だ。息子は生まれつきの障害を持ってい

る、先天性水頭症で身障の１級を受けている。34 歳体重 64 キロ。外出すると、眠らない、

食べない、飲まない、排便もしない、一番恐れていたことが起きてしまった。極度の神経

過敏症なのだ。車の中でも機嫌が悪い。大きい声で奇声を出すだけ、会話もできない、し

ぐさも出来ない､他の人には何も分からないだろう。親と、兄妹と、孫達しか分からない。

その表情を、みて判断し、介護してきた。無常にも、その表情が、出てきた。汗が噴き出

してきた。それが進むと、ひきつけを起こす。妻が必死になだめる背中にタオル入れて身

体を拭いている。機嫌が悪くなってきた、お父さんどうしようと叫ぶ。S が死んでしまうと、

涙声になってきた。S 大丈夫・大丈夫・S 君、平常心に戻し、優しく声を掛けた、頑張れよ、



71 
 

頑張るんだよと、声をかけ祈るしかなかった。こんなことで、息子を殺してたまるか、死

なせてなるかと自分に言い聞かせた。 

 東電が憎い、なぜ嘘をついてきたのか。どんな地震が来ても大丈夫、これの一点張り。

３重、４重の防護して、大地震がきても、バックアップの発電機が稼働し、発電所の機能

は保たれる。絶対発電所外には放射能漏れは起きないの一点張りだったのに、見事に外れ

たのだ。車のテレビの報道で想定外の津波が来たと言い訳を言っていた。がっかりした。

この期に至っても、まだこんなことを言っているのかと、人として、こんなことを言える

のだろかと、官僚みたいな東電の風習にがっかりした。「安全安心地域と共に生きる」など

歯の浮くような言葉を並べて、双葉郡の住民を、県民を、国民、騙していたのだ。私は人

災だと思った。過去にも、インドシナア半島で、すでに巨大津波が起きているのだ。地球

上で今度の地震よりも大きい地震が２つも発生しているのだ。この地球で、どこで発生し

ても、日本のどこで起きてもおかしくなかったのだ。地震の専門家は、たびたび指摘して

いた。宮城県沖地震の起きる確率は、90 パーセントを超えている。それを、おろそかに進

めて来た防災設備に東京電力と国に大きな非があると思った｡私は間違い無く人災だと思

っている。何年か前の地震で２号機重油タンクの配管が破れ、タンクローリ車を横付けし

て直接つないで修理したのを見たこともあった。また重油タンク廻りが地盤沈下して補修

したこともあった。当時こんな地震で配管が切れたら、非常用発電機なんか動かないだろ

うと、素人の自分でも思ったことを今思い出した。  

 避難所まで 25 キロ走るのに、４時間 50 分もかかった。普通なら 30 分で着くのに燃料も

少ない。車も心配、孫達も心配、止まってしまったらもう動けなくなる。途中何台か、ガ

ス欠の車もあった。普段なら買ってきてやるから待っていろとも声かけてやれるが、それ

も出来ない。困っている人も助けてやれない状況が悔しかった。川内の避難所の手前のス

タンドに長い行列があった。それでも並んだ。やっとの思いで 10 リッター入れて貰った、

それでも嬉しかった。 

 避難所に着いたら、ここは満杯でいっぱいなので外の避難所に行ってほしいとの案内。

途方にくれた、息子を早く車から降ろしてやりたい。静かな所で休ませてやりたい。妻が

頼りがいの無い夫のような顔つきで俺を見ている。自分でもそう思えた。自分が情けなか

った。普段なら怒る所だが、我慢して心を鎮めた。携帯電話もつながらない。何度掛けて

も駄目だった。後方の孫達とも離れてしまい、避難所の中を何度も捜したが見つからなか

った。受付に頼んで次の避難所に向かって出発せざるを余儀なくされた。ここから 30 キロ

先に、親戚の家があるのを思い出した。しかし電話は通じない。民家に寄って固定電話を

借りて、ようやく通じた。離れた孫達とも連絡が取れた。親戚はわたしの息子の具合が悪

いことを知っているので、直ぐ来い、何故真っ直ぐ来ないんだ、と怒っていた。嬉しかっ

た。地獄に仏、と言う言葉を思い出した。こういう時に使う言葉なんだと思った。 

 この後のことなど考える暇もなく、５時半頃やっとの思いで息子を畳の上に横にするこ

とができた。疲れが一度に出てきた。余震は相変わらず続いている。孫達の悲鳴が絶えず
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聞こえる。45 キロの避難の一日がようやく終わりそうだ。しかし電気が停電し暗い､寒い。

そして辛い一晩になりそうだ。しかもこの後の避難に次ぐ避難など想像もしてなかった。   

 

避難２日目 ３月 13 日〔日曜日〕  

 福島県伊達郡川俣町山木屋。福島県の阿武隈山脈でもかなり高く海抜 650m ぐらいある

だろう。原発から 40 キロは離れた。昨夜は、かなり寒さが厳しかった。布団の中に入って

も寒くまったく眠れなかった。余震も相変わらず続いている。そのたび起き上がる。息子

も驚いて眠れなかった。電気もまだ来てない。ろうそくで明かりをとっているため、危険

なので熟睡も出来ない。不安を抱えながらの仮眠である。 

 テレビも映らないため情報も入らない。ラジオのニュースに耳を傾けて、原発事故に集

中した。１号機の冷却装置が正常に稼働しなく、原子炉格納容器の温度が高くなり危険で

あるとのこと。２号も危ない、大変なことになりそうだと、不安が増してきた。もしも、

もしかして。考えるだけで恐ろしくなり、嫌に成ってきた。もしかして、生家に帰れなく

なるのではないか｡脳裏に映ったのは､あのソ連のチェルノブイリ原発事故だ。半径 60キロ、

アメリカのスリーマイルでも 80 キロぐらい一時強制避難があった。 悪そうなったら、双

葉郡は完全にアウトだ。目の前と言うか、頭が痛く、立っている足に力がなくなるのがは

っきり分かった。 

 昨夜は寒かったので、旧式の電気が無くても芯を出して燃焼するタイプのストーブを買

いに、二本松市内に出かけた。しかし１台も買えなかった。往復 50 キロも走ったが、どの

店も売れ切れ、在庫無しとのこと。ガソリンも無いのに売っていないことに頭にきた。避

難先の主人が心配して、ＬＰガスのレンジを直接燃やして暖を取れるストーブを作ってく

れた。息子の部屋もこれですこし温まってきた。有難かった。 

 原発の１号機の事態が悪い方向にむかっているニュースが流れている。私は、車のテレ

ビから離れられなくなっていた。私の家族９人と避難先の家族４人と、計 13 人騒然となっ

てきた。私の娘婿が自家用車の電源から、コンバータを利用して 100 ボルトの電源を取り

出しテレビが見れるようになり、皆ニュースに釘づけになった。 

 16:00 過ぎ、１号機の爆発の状況が出た、 悪のことが起きた。まさかあの１号機が囲い

ごと、屋根も吹き飛ぶとは想像もしなかった。しかし現実なのである。双葉厚生病院から

避難するのに順番待ちする人々が、物凄い音と地響きが鳴り白い粉じんみたいのが降って

きたと報道されていた。とうとう始まったかと、大きなため息が漏れた。目に見えない悪

魔が、ついに牙を出してきたのだ。福島第一原子力には６機の発電所がある。他の号機も

危ない。同じ爆発が起きると直感してきた２号機も爆発寸前で、ぎりぎりの対応している。

３号機も危ない４号機も、もう手に負えない状態である。 

 大変なことになってきた。今避難している所は約 40 キロ。ここも危なく成ってくる気が

した。娘も孫達も心配になってきた。早く決断しなければならない。早めの避難をしたほ
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うが良いと思うようになってきた。また避難か。息子乗せてまたか。いったい何処にいっ

たらいいのか迷った｡何故我々が､こんなひどい目に逢わなければならないのかと悔しくて

悔しくて涙がでた。娘の前で涙も出せない。孫にも見せたくない、ただ一人、一目を忍び、

ただ鼻をすすりあげるしかなかった。 

 この春中学三年になるＨは、夢と希望を持っていた。一年生から始めていた部活のコー

ラスと、器楽部のトップリーダに内定していた。生徒会も会計の役を自ら手を挙げその役

も決まっていた。そして２年生までの成績も、学年でいつも五位以内にいた。いわき市内

でも優秀な高校に入学して、国立大学を目指していた。夜遅くまで塾に通い、部活と勉強

とピアノを両立させ、我が孫ながら感心し又頼もしく思い、それは私の宝だった。そして

２才歳下のＫも、今年から姉と同じ中学に進み、同じ部活に入り一緒にやるんだと喜んで

いた。中学の新しい制服も出来あがり、それを着て見せては何とも言えぬ顔でほほ笑んだ

顔が、今でも私の脳裏にしっかり焼き付いている。卒業式には、学校の校歌のピアノ演奏

もやると、それは張りきっていた。外孫のＨも、今年は五年生になる。鼓笛隊の先頭の指

揮棒を振って１番前を歩くと張り切っていた。爺ちゃん、婆ちゃん、絶対見にきてね、約

束だよ、絶対だよと、話していた。こんな夢を、小さな夢も希望も全て、なくなってしま

った。 

 原発事故で避難した子ども達もみんな同じ思いだろう。たくさん夢を持ち、強い志を持

っていたであろう。これから子ども達の成長に、少なからずや影響が出ると思う。知らな

い土地、初めて友達のいない学校でどんな思いをするのだろうか。想像もつかない。本当

にかわいそうなことに成ってしまったと思う。これからの日本の将来を担う子供たちの夢

を､大人が壊してしまった。しかし子どもたちは、我々が思うほどそんなに弱くない、逆境

をバネに変え、きっと今の辛さを乗り越えてくれると心に願った。孫たちも、私と目が合

ってもあまり会話をしなく成ってきた。心境の変化は気付いているが、なんと言って慰め

ていいのか言葉に成らなかった。孫たちも、私の苦悩を察知しているのだろう。 

 まだ電気が復旧しない。暗くなる前に早めの食事をしようと、避難先の姉さんが用意し

てくれた夕飯をみんなで御馳走になった。すまないと思う気持ちと感謝で一杯だ。心の暗

い夜をすごした。   

 

避難３日目 ３月 14 日〔月曜日） 

 余震の続くなか、着のみ着のままの姿で床につき、あまり眠れないまま朝を向かえた。

外に出てみたら車のガラスが霜で凍っていた。どうりで寒いとおもった。息子は、ほとん

ど眠らなかったため機嫌がわるい。多分環境の変化に慣れないのだろう。そして又避難の

事を考えなければならない、頭が痛くなる。 

 12 日のニュースで、ベントと言う言葉を使ってニュースで流してた。これは大変なこと

をしたと思った。非常用圧力逃がし弁の事である、原子炉圧力容器が事故で、内圧が高く
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なり放置すると爆発するので、それを防ぐのに高濃度の放射性物質を含んだ蒸気を外気に

放出したのだ。内圧を下げるのにベントしたのだ。汚染をまき散らしたと思った。排気筒

からフィルターを通して出せばいくらかは放射能濃度を下げられるが、排気筒配管が地震

で壊れていたのをテレビで映していた。これは大変なことをした。発電所廻りに出してい

るのだ。そんな状態中での爆発である。堪ったものでない。大気圏に放射生物質を吹き飛

ばしたのだ。広い範囲に近い内汚染が出ると思った。３号機の爆発も起こったもう駄目だ、

逃げなくては。４号機も５号機も６号機も危なくなってきた。夕方頃、ようやく電気が灯

いた。みんな喜んだ。笑顔でいっぱいに成り、ちょっと余裕がでた。今夜は寒くなく過ご

せると思い安心した。 

 食事後みんなで集まった。我が家の家族９人、妻の兄の家族４人も昼間、合流した。避

難先の家族４人、全部で 17 人。明日は次の避難先に向かってここを出る事を話し合った。

娘達と孫達と明日は離れ離れになる、苦渋の選択をしなければならなくなった。自分の家

族達の行く先を、自分の口から出さなくては成らなかった。孫がこの手から離れていくの

かと思うと辛かった。しかし､孫達の健康も考えてやらなければならない。無駄な被爆は、

出来るかぎり避けてやらなければならない。早めの避難を決断した。爺ちゃんもがんばる

から、離れ離れに成っても、絶対がんばれよ。必ず又一緒に暮らせるようになるから、必

ずなるから、するから、がまん、がまんするんだ。孫達に、そして自分自身にも強く言い

きかせた。情けなかった、家族を守れなかった事が辛かった。横浜の鶴見に単身赴任をし

ている長女の夫が居る。そこに長女と孫二人と犬１匹が行く様に話した。二女の娘と夫と

孫一人と、犬一匹、猫三匹は、富岡町の避難場所に指定されているビックパレット郡山に、

私は保原町の知人宅に行くと決めた。それぞれ割り振った。辛い判断で有るが、妻と良く

相談して決めたことを告げた。  

 しかし娘達は反対していた。S を、父と母に置いて行くことは出来ないと、一番心配して

いた反論だった。予想はしていた、この子達の兄妹愛は、人一番強いのは知っていたから、

生まれた時から S の障害を見て来たから、心配でいられないのだろう。心を鬼にして自分

の家族は、自分の子供達は、自分で守ってくれ。お父さんとお母さんで S は絶対守る、だ

から心配しないで、おまい達は自分の家族を守ってくれ。今の状況は確かに悪く、いつま

でとは言えないが、必ずまた、元の生活に戻れるから、希望を持って頑張ろう。そう言っ

てようやく納得させた。 

 特に辛いのは、２年前から一緒に暮らしていた孫達だ。２年前に、横浜の鶴見にマンシ

ョンを買って住んでいたのを売り払い、家族みんなで田舎に引っ越してきて一緒に暮らし

ていたが、また離れ離れになってしまうことだ。長女のＨは小児ぜんそくなので、空気の

良い田舎での生活を特に願っていたのに、残念でならない。田舎に引っ越してからは、ぜ

んそくの発作も起きず安心していたのだったが、又心配になった。私の敷地内に、昨年 12

月初めから念願であったマイホームの建築を始めて３月 10 日に完成して、12 日～13 日に

引っ越しの計画を立て、それはみんな大喜びの 中の出来ごと。我々の、こんな小さな夢
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も、希望もすべて消えてなくなってしまった。一部屋ずつ貰い部屋の飾り付けや机の配置

など、カーテンの色など孫達が得意に話していた。本当にかわいそうなことに成ってしま

った。この責任は我々大人にある。どう説明し、どう納得させたらいいか心が痛く気分が

悪くなった。 

 こんな小さな幸せを、東電の社長は知るすべもないだろう。本当にせつない夜を向かえ

てしまった。原発はとんでもない方向に進み、 悪のニュースばかりメディアも大騒ぎに

放映している。こんなに騒いだら､不安をあおるだけだろうと思った。   

 

避難４日目 ３月 15 日〔火曜日〕 

 ３回目の避難の朝を向えた。朝の食事は、大人数なので交代で、３回に分けて食べた。

無言の食事が続いた。テレビのニュースの音だけ耳に入る。原発の放射能漏れ、環境の汚

染、線量の高さ、圧力容器の内圧の上昇、ヘリコプターの水掛け失敗みたいなところを写

しだしていた。原子力保安院の責任のない説明。なんとも、我々から見れば頼りなく、ま

た責任は東電にありきのような発言と、発表の自信の無いしぐさにがっかりした。常に原

子力発電所内の機器点検保守管理、機能確認、設備の安全性を確認する原子力保安院なの

に、事の重大さに驚いているようだ。本当に情けない。 

 あわただしくかたづけし、そして出発の準備。冷静さをよそっているつもりだが、かな

りイライラしていた。妻に当たり散らしたり、娘達にも、何かを言った記憶がある。９時

30 分頃ようやくできた。妻の兄夫婦と息子二人の４人は、群馬県桐生市に、避難先の夫婦

と子供二人の４人は、群馬県の館林の明和村に、それぞれ昨夜の内にきめて連絡を取って

いた｡用意の出来た家族から出ると言うことで、妻の兄夫婦が先に出た｡悔しさと、悲しさ

と、不安を交ぜた別れ。肩を抱き合い泣きながら、また必ず元気で会おうね、必ずね、か

ならずだよと、声を掛け合いの別れが辛かった。私の妻は、実家が同じ町内で距離にして

２キロぐらいの間、いつも近くて喜んでいたのに、本当に残念だ。次は我々の番だが、私

が一向に腰を上げないでいたら、妻が怒り出した。お父さんが出なければ、皆んなが出れ

ないんだよ、早くしてよと急がされた。避難先の姉さんは、妻の実の姉なのだ。早くしな

いと、戸締り出来ないから急いでと言う。重い腰をようやく上げた。そして自分自身に言

い聞かせた。よし、出るぞ。兄夫婦と、自分の子供達と、大事な孫達に声を掛け、途中の

車の運転には充分気をつけるよ、家族が乗っている事を忘れるなよ、車の運転に集中しろ

よ、あと何を言ったか覚えてなかった。孫達が、爺ちゃん、婆ちゃん、ありがとう、と言

う言葉が特に胸に刺さった。出来ることならこのまま連れて行きたい衝動にとらわれたが

無理だった。 後の別れを告げ出発した。目指すは、保原町、山木屋からおよそ 30 キロぐ

らいの距離､そんなにかからないで着くと思う。無言の運転が続く、何も話したくなかった。  

 また他所の家に行ってお世話になるかと思うと、心が痛い。保原のこれから行く家もそ

れは親切な方でとても良い人です。S のことを、いつも心配し案じてくれる家庭の人達です。
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12～3 年前に桃を買いに寄ったのが縁で、それから、親しく家族ぐるみで今もお付き合いが

続いている。今度も避難中に連絡があり安否を気付かってくれていた。遠慮しないで、い

つでもおいでと声を掛けてくれた。困ったときはお互い様だからと声を掛けてもらった。

今日はその好意にあずかろうと思っている。昼前に着いた、そしたら待って居たのか、昼

の食事を用意をして、S の休む寝室まで用意して待っていてくれた。嬉しかった、もし自分

が反対の立場だったら、ほんとに此処まで出来るかと考えらせられた。  

 

保原の避難先 

 今度の避難先も地震の被害を受けていた。瓦屋根のぐしの部分が壊れて落下して、庭の

あちこちに散らかっていた。まだ片付けも、ままならない状態のようです。しかし家の中

は、大丈夫との事でした。我々のこれまで避難のことなども話し相手になってくれて、75

歳ぐらいの母さんも一緒に聞いてくれて、ほんとに遠慮しないで居ておくれと優しく声を

掛けてくれた。ここもまだ水道が復旧してなかった。隣の家よりバケツでくんで、食事の

用意やお風呂など不自由な生活をしていた。ここにも地震の影響がまだ残っていて、今度

の地震の大きさを痛感した。夜布団の中で妻と良く話し合い、此処にも長く御世話になれ

ないと思った。  

 原発の事故もだめで、自分の家にも帰れそうもない。こんなに長くなるとは思ってもい

なかったし、着替えもないし、困ったことになった。S も又家が変わり、眠れそうにもなか

った。案の定眠れなくてイライラし始めた。危ない方に向かっているのがわかった。妻も、

私も必死に介抱した。前身汗びっしり、下着を夜中に３回も交換した。後変える下着もな

いと言う。しかたないので、バスタオルを、下着の中に入れ間に合わせ、必死に介抱し、

一晩見守りながら祈った。早く朝に成ってくれ、早く明るく成ってくれと祈った。長い、

長い一晩だった。    

 

避難５日目 ３月 16 日〔水曜日〕  

 みぞれ交じりの朝を向かえた。今日はビックパレットふくしまに避難しようと妻と決め

た。次女夫婦がいるはずだ。携帯で、連絡し行くことにした。避難先の家には、丁重に挨

拶し無理を押して出た。この家の母が泣きながら止めた。S くんが可哀想だから、ここにい

なさいと必死に止めてくれた。本当に、他人の私達に親身になってくれた。年１度桃を買

いに来るだけなのに、こんなに親切にしてもらい、申し訳けなく、断るのが辛かった。そ

れと同時に、東京電力の憎しみが更に増してきた。頑張ってね、がんばるだよと、我が母

のような言葉をかけられ、はい、はい、としか答えられなかった。辛い別れをしてしまっ

た。 

 保原から福島市内を抜けて４号国道を南下し郡山市に向かった。昨夜はほとんど眠らず

身体がすごくだるかった。目が渋く、頭がボーっとしていた。二女に電話したら、ビック
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パレットふくしまでなく、郡山北高校にいるとの連絡あった。お姉ちゃんが朝早く横浜に

行くと言って出発し別れたと言っていた。なぜ昨日出かけなかったのかと変に思った｡今回

で３回目の移動でうんざりして言葉も出ない。S は機嫌が悪く、窓ガラスに握りこぶしを、

どん、どんと、ただくだけ。妻もあきらめて、なだめようとしない。以前にも、そう言う

仕草はなんども見ているから、諦めた。機嫌が悪い時の行動だった。４号国道も至る所が

地震の影響で凹凸があり､危険なところが多い。一部迂回した道路もあった。 

 午前 11 時頃､郡山北高校の避難所に着いた。二女夫婦が迎えてくれた。避難所の体育館

に入ってみた。富岡町の顔見しりの人達が、たくさん避難していた。床に毛布を敷くだけ

で、皆過ごしているようだ。お姉ちゃん、４号国道で横浜に向かったよ。うんとうなずく

だけだった。腹の中が痛くなるほど心配した。一度も走った事もない道路、パンクしたと

き私を呼ぶぐらい、メカには弱い。そんな娘が、自分の子供二人乗せ、ただ夫の所に行く

一心で運転しているだろう。気力・体力・集中力が、持つか凄く心配になった。私の指示

が、悪かったのか迷った。無事を祈るしかない。 

 避難所の状況では、S が暮らせる雰囲気では無かった。妻と娘と三人で、良く相談した。

迷った、悩んだ。早く決めないと、今夜寝る所がなくなる。やはり県外に、私達も出なけ

ればならないのか。悩んだ末、電話した。茨城県に、実の弟が居る。嫁さんに電話がつな

がった。今こんな状態なので行く所が無く困っている。少しの間泊めて欲しいと、電話で

見えない相手に頭を下げた。心良く引き受けてくれて、直ぐ来るようにと言われたが、来

る途中に日立市の保健所に寄ってスクリニーング〔身体汚染検査〕をしてから来て下さい

との事。私も妻も兄妹も孫も皆、原発が爆発する以前に避難し安全なのにどうして。不信

におちいった。妻はしかたないよ、向こうでそう言うなら、お父さん受けようよ、涙声だ

った。被爆しないように早くから避難していたのに、茨城県では、原発の避難者の受け入

れには、その指示を徹底しているようだ。バカやろ。どうせやるなら、車全部止めて、や

らなければ、汚染なんか止められるか。バカやろ、勝手にしろ、自分で一人ごとのように、

毒舌を吐いた。今は素直に、はいと、言うしかなかった。 

 気を取り直し、160 キロの避難先を目指し出発した。４号国道を南下し郡山から 49 号線

をいわき方面に向かった｡２時頃いわきバイパスに乗った。日立市まで 60 キロの道路標示

が見えた。あと２時間ぐらいで着くと妻に話したら、早く着くと良いね、S を休ませたいし

なあ・・・。うん、明るい内に着けると思うよと、声を掛けた。勿来駅を過ぎ海岸線に出

たら、異様な風景に出合った。自分の記憶に無い景色が続き始めた。なんと津波が国道を

越して上がり、家も、車も、道路も、線路も、船も、堤防も、すべて破壊してしまってい

る。恐ろしい光景であった。妻が私達はまだ良いよ、家が残ったから､原発が治れば帰る家

が有るんだから、ここの人達より幸せだよ。この後の事も考えもしないで、そうだな、早

く戻って、片付けしないとならないからなと、妻を、気休めしたく、優しく言った。高萩

の辺から車の渋滞が始まった。一向に進まない対向する車もあまり来ない。時々数台来る

だけ。仕方ないので、流れに沿った。時間だけは進んだが車は進まない。途中で２匹の黒
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のラブラドールが歩道に立っていた。飼い主が避難中に放置したのだろう。主人を待ち続

けて居るのだろう。可哀そうにと、不偶に思えてならなかった。原発の犠牲者が此処にも

あった。飼い主も連れて行けなかった事情があったのだろう。郡山の避難所で貰った白む

すびがあったので、渋滞中にスキを見てむすびを食べさせた。よほど腹減って居たのだろ

う。一口で食べてしまった。乾パンもくれた。実はこの車にも私の犬２匹が乗って居るの

だ。猟犬で私の山の相棒で家族なので連れて来ている。だから他の犬とは思えなかったし、

私も生まれて物心ついて以来、犬はいつも家には飼っていた。なんとか生き伸びてくれと、

妻と二人で祈った、しばらく車の後について来たが、離れた。良かったのか、悪かったの

か複雑な気持ちで、答えは出せなかった｡ 

 車は相変わらず進まない。このまま行くと、５時までに日立保健所に入れない。もし今

日汚染検査を済ませないと、今夜の避難先に入れない。また新たな不安が出て来て、イラ

イラが溜まって来た。カーナビを操作し別な道路を捜した。思い切って山の方に向かい、

大きい道路に出たら左折し、日立に向かって進んだ。携帯電話の番号案内で保健所の番号

を調べた。遅れるので待ってほしいと頼み、６時まで待ってくれると約束とれた。ようや

く保健所に着いた。５時 40 分頃だった。私と妻は、車から降りて検査を受けた。汚染は無

いと知っていても、気分の良いものではない。結果が出るまでやはり不安である。私は勤

めていた時に何度も受けていたので良かったが、妻は始めてなので心配そうだった。大丈

夫汚染なんか無いから心配するなと声を掛けてやった。うんと、小さくうなずいていた。

息子を車から降ろせないかと言うが、無理と断った。変な顔していたが、乗ったまま検査

した。全部汚染無しと言う結果がでた。証明証も発行してくれた。これで良し、これで良

しと何度も自分に言い聞かせた。これで避難先に行くことが出来る。なぜか嬉しい気持ち

にとらわれた。関所を通る通行手形を貰ったような気分になった。 

 あと 30 分ぐらいで、今日の避難が終わる。もう少しもう少し頑張れば、終わる事ができ

る。安堵感がこみ上げてくるのを、無理に抑えた。まだ車を運転している。着くまでは集

中しなければならないと思い、気を引き締めた。こんな時に事故なんて起したら、目も当

てられない。おまわり呼んだり、保険屋呼んだり、事故処理したり、救急車呼んだり、時

間のロスなど考えたら、うんざりする。集中を高めながらようやく着いた。足元がフラ付

いた。今日も長～い長～い一日だった。もう避難は嫌だ。今度は、真直ぐ家に帰る時だけ

にしたいと願った。弟の妻に玄間先で、スクリーニングの証明書を見せた｡ありがとうと､

返事が返った。何か変な雰囲気だったが、申し訳ない、しばらく御世話になります。妻も

丁重にお願いした。 

 玄関先の階段が危険だったので息子を車から背中に、帯でおんぶして部屋にようやく入

った。重かったのと安心したのと、一度に疲れが出て畳の上にしばらく横になってしまっ

た。私も 63 歳と５ケ月。もう年かな～とつくづく思えた。隣に居る S が、又変わった家と、

部屋なので気持ちが高ぶっている。ここ５日間で、３回も部屋が変わったので、落ち着き

がまるで無い。本当に可哀そうなことをしていると、息子に心から謝った。この場所はも
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う安心だろう。今度はもう逃げない。何があっても、ここで THE･END。強く心に願った。

此処は、実の弟の家だ。少しはのんびりと、安心出来るだろうと甘い考えを持った。その

日の７時半頃、二女夫婦と孫が、郡山の避難所から、私たちの後を追うようにやって来た。

もう一家族が増えた。やっぱり避難所での生活は出来ないので、無理を承知でお願いして、

私共を追ってきた。同じくスクリーニングをしてきたと言っていた。私は娘と夫と孫が一

緒なので安心だが、弟家族は避難者が増えて大変な事になるだろうと、心配が増えた。  

 避難して泊るのと、遊びにきて泊るのと、ぜんぜん違う。それは体験して、はじめてわ

かってきた。12 日から今日までの４日間で、はっきりわかってきた。頭の中には有るが、

うまく表現出来ない。これまでの自分達の生活がいかに自然で、自由で且つ心が豊かだっ

たか。賛沢な暮しをして来た分けでもないのに、楽しかった。喜びも、悲しみも、食べる

時も、苦しみも、疲れた時も家族全部で、分かち合い、喜びは、家族みんなで喜び、悲し

みは、家族みんなで悲しみ、私が野良仕事に出れば、家族みんなが出て来て、笑い、遊び、

学び、語る。こんな生活がすべて出来なくなってしまった状態に、心の葛藤を押さえるこ

とができない。そして、又元の生活に戻れない不安、苦しみ、これから先の生活の経済的

不安。今にも雨が降りだしそうな、空が真っ暗になり、低く雲が垂れさがり押しつぶされ

そうになっている気持ち、あるいは表情を見透かすかのように、避難先の弟の妻が明るく

振る舞い声を掛けてくれた。今夜は、安心して過ごせると嬉しくなってきた。 

 しかし、もう一つ心配ごとが有った。長女の車が、今４号国道を走り鶴見に向かってい

るとの連絡が入った。もう 10 時間も走りどうしだ。ノロノロ走行で、ぜんぜん進まないと

の事。ガソリンは途中で並び一度入れたので間に合うと言っている。都内をうまく抜けら

れるか心配になってきた。携帯電話の電気が少ないので、あまり話せないから切るとの事。

道路案内は鶴見からパパが電話で誘導しているから行けると、Ｈから連絡あり。３台電話

を有効に使っているんで、電話長話出来ないので切るよと言われた。爺ちゃんごめんねが

後でした。それからもう眠れない。電話を枕元に置き、かかってくるのを妻と二人でじ

っと待っていた。17 日の午前２時 30 分、今鶴見に着いたよ。うん、うん、良かった、良か

った、早くゆっくりおやすみ。  

 

避難６日目  ３月 17 日〔木曜日〕 

 朝６時 30 分。弟が仕事に出るので、妻が起きて台所で朝食の用意する音で、半眠りの目

を擦りながら起きた。  

 弟と二人で、食事を取った。此処日立も地震の影響で、だいぶ壊れた屋根や道路の凹凸

が多く見られ、水道も断水しているとの事。幸い此の家は無傷だった。地盤がしっかりし

た山の上に建造したと思う。此処も断水している。弟は設備会社に勤務し、水道や下水道

の復旧に毎日忙しいとの事。200 リッターのポリタンクに毎日井戸水を汲んで帰り、それで

生活の水を確保している。やはり苦労しているようだ。弟も、兄き、何も遠慮しんなよ、
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心配ないから自分の家と思って暮らせと勇気づけてくれる。それは嬉しかった。 

 テレビの放送は、原発事故のことばかり、 悪の事態ばかりで私共当事者としては見た

く無い光景であった。我が家に戻れる時期が遅れるだけで不安が増すばかり。これから先

一体どうなるんだろう。叉あの家に帰って、孫達と本当に生活できるのだろうか考えると、

頭が痛くなり、心臓が苦しくなって、ため息も吐くだけになってしまった。早く帰って家

の片づけもしたい、地震で壊れれた家の補修もしたい。農作業の準備もしたい、友達にも

会いたい、離れ離れになった兄妹にも会いたい。息子にも早く自分家で元のように、ゆっ

くり休ませて安心させたい。思えば、思うほど悔しくなり涙が出て止まらない。妻も泣い

ている、私は泣くなとなだめることができなかった。原発の事故は、もういい。せめて、

せめて家に帰してほしいと泣いている。こんな生活､我慢出来ないよ、お父さん助けてよ。 

 結婚して 39 年、子供たちの教育も終わり、勤めも昨年の６月で全部やめて、これからは

百姓しながら、孫達の成長を見ながらのんびりと余生を過ごせると思っていた。18 歳から

勤めながら、家督を守るため、農作業の時期になれば朝の早くから仕事をして勤めに行き、

帰ったらライト点けて農作業。非農家の友達が休みや連休に遊びに行っても、私らは農作

業、農作業。そんな生活の繰り返し。しかし苦には思わなかった。農家だからあたりまえ

と思った。祖父母と、両親と、私と妻、一時は三組の夫婦で、同じ屋根の下で暮らした。

祖父母は、とても私達を面倒みてくれた。かわいがってくれた。長女のＭも、二女のＹも、

息子の S も見てくれた。その優しさが、今の私の原点であると思う。ＨとＫとＹの三人の

孫を思う気持ちが受け継がれていると思っている。私は、まじめに生きて来たと思ってい

る。悪い事は勿論、人には迷惑も掛けなかったと思う。国の規定に従って来たし、税金だ

って滞納したことも無く、農政の減反にも積極的に協力したし、地域の事業にも積極的に

参加したし、町の消防団にも入り二十五年間現役で活躍もした。本当に楽しかった此れま

での人生であったと思う。苦しかった事もたくさん有ったと思うが、今は何も思い出せな

い。楽しかった事ばかりしか思い出せない。人と言うのは、不思議な生きものに思えると

思った。 

 外に出て、北の空のかなたをじっと眺めては、わがふるさとを思い、自分の町や、家や、

友達を、孫達と過ごした日々を懐かしく思い出していた。    

 

避難７日目 ３月 18 日〔金曜日〕  

 早いものだ。今日で、まる一週間目を向かえた。避難を始めて５番目の避難所。ここは

実の弟の家。その分だけ、すこし安心出来る。又気が休める。避難所みたいに気を使わな

いで済むが、救援物資が無いので食事代や光熱費は実費計算でまかなう。そこまで気を使

わないと協同生活は成り立たなく成ってしまう。持ち金も少なく、不安が先にでる。 

 今日は茨城県日立市の避難所に行ってみた。我々も救援物資を貰えないか、相談に行っ

た。事情を話し、避難所には入れないので、毎日取りに来るから貰いたいと話した。原発
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の避難者には、まだ出せない。茨城県も地震と津波の被害が大きく、地元の人々の分で一

杯でだめですと、はっきりと断られた。行政の縦割りがここにも有った。悔しかった。何

も好き好んで避難しているんで無いのに、どうしてこんな事になるのだろう。国では、万

全の対策を取り、避難者に不安を与えないようにするなど言っているが、各県に徹底した

指示が行き渡らないで居るようだ。まして茨城県は、原発の電気を使用して居たのに、福

島は、双葉郡は、いったい何だったんだろう。なんでこんなバカを見なければならないの

だ｡この悔しさを、この悲しさを、この辛さを、この怒りを、どこに向けたらいいのだ。家

に戻って家族になんて話せばいいのかわからないまま戻ってしまった｡辛く惨めでならな

い。一日でも早く、自分の家に帰りたい。猟師が、獲物を取らず空で帰るような心境であ

る。 

 ここの街は、何の不安も無く皆普通に生活しているように見える。なんとも不思議な気

がする。これより北へ 120 キロ先の出来ごとなど、何もなかった事のように。今日も色々

嫌な事が有った日々であった。 
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さくらの再開 

アクセスホームさくら 

 

 震災から２年が経過してしまいました。 

 振り返れば、無我夢中で走り続けてきた２年間でした。 

・・・ 

平成 23 年３月 11 日、この日の「さくら」はいつものように自動車部品の作業に取り組

んでいました。間もなく作業終了、帰りの時間となる時、今まで体験したことのない激し

い揺れが襲ってきました。 

 利用者さん、職員、全員が無事に避難することができ、ほとんどの利用者さんは迎えに

来てくれた家族に引き渡すことができましたが、連絡がとれない数名の利用者さんと職員

は余震が続く中、事業所の車の中で不安な夜を過ごしました。事業所は幸いにも大きな被

害はなくほっとしたのもの束の間、朝には避難命令が出て、訳がわからないまま数名の利

用者さんと避難所に向かいました。 

 それから原子力発電所が次々に爆発、気が付けば、みんなバラバラになっていました。

半数の方が県外に避難、先の見えない生活に不安な毎日で「さくら」はもう終わりだと諦

めかけました。 

 そのような中、就職したばかりの利用者さんが解雇になったり、避難所生活で不安定に

なったりしている利用者さんを支援するため、みんなの避難所を回り始めました。私自身

も、手をこまねいてじっとしていることができず、利用者さんの滞在する避難所を回るこ

とで安心できるものがありました。その度に「さくらのみんなに会いたい」「さくらで仕事

がしたい」との利用者さん、ご家族の声を聞いて「さくら」をなくしてはいけないと思う

ようになりました。弱気になっていた私の背中を押してくれたのです。 

 何から始めればよいのか、何処に相談すればよいのかわからずに途方にくれている時、

「JDF 被災地障がい者支援センターふくしま」を教えてもらい、すぐに相談をしました。

その時から「さくら」再開に向けて動き出せたスタートとなりました。当時、福島県や浪

江町に相談しても何の手がかりも得られず、行政の対応を待っていては何もできないと感

じました。この時点で２か月が経過し、避難所生活を続けている利用者さんのストレスも

増していろんな問題をかかえ始めました。利用者さん一人一人が目標に向かって取り組ん

できたことがだめになってしまうと思うようになりました。 

 そんな時に避難先（二本松市）の障害福祉事業所から古民家の空物件を紹介して頂き、

たまにみんなで集まることができるだろうとお借りすることにしました。避難所も２転３

転と移動する中、ようやく仮設住宅、借り上げ住宅が決まり県内外の利用者さんがどうに

か 10 名ほど二本松市に集まれそうになり、お借りした古民家で事業を再開できないかと準

備を始めました。保健福祉課には作業ができる環境を整えることで承諾してもらう条件で、
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早速、古民家の改修工事と必要備品の準備等に取り掛かりました。和室をフローリングに、

ふすまや障子戸を取り払い明るい作業場へとできる範囲の改修を始めました。 

 震災と同時に作業もすべて失ってしまったので、一からお菓子作りができないだろうか

と考えている時、東京の支援先から情報を頂きラスクやクッキーを作ることにしました。

現場で実際に作業をする利用者さんや作業工程などを見せて頂き、製造方法などすべて教

えてもらいました。事業再開に向けて、着々と準備が進む中、県内の事業所から使わなく

なった事務机、テーブル、応接セット等たくさんの備品を頂くことができとても助かりま

した。そして、どうにか８月１日に事業再開ができることになり、希望の光が見えてきた

のです。 

・・・ 

 平成 23 年８月１日、震災から５ヶ月どうにか新しい事業所で開所式を迎えることができ

12 名の利用者さんと５名の職員でスタートすることができました。開所式では、久しぶり

に手話で歌を歌い、懐かしい浪江での思い出の写真を見たり、再会の感動とともに、これ

からの取り組みにみんなでがんばろうと決意を新たにしました。 

 ところがスタートして４日目です。「二本松市沼ヶ作ホットスポット」と新聞に大きく掲

載され、新しいさくらの事業所がある地域が高線量と報道されました。早速、事業所内外

を測定すると、庭や廊下、排水溝など高い数値が検出され、避難先にありながらどうして

こんなことに？と悔しい思いになってしまいました。「できることからやっていこう！」と、

ボランティアの方々が庭の草木を切り表土を削ってくれたことにより、高線量の部分の数

値が下がったのですが、定期的に線量を測りながらの生活が続きました。 

 また、利用者さんや職員の住まいは、思うように二本松市に集まることができず事業所

から遠い所になり、送迎や通勤に時間がかかってしまうことになりました。どうにか職員

の通勤に合わせて送迎をしたり、高速道路を利用したりしながら、現在も続けています。 

 作業については、すぐに仕事はなく、ラスク・クッキーの試作に試行錯誤を繰り返し千

羽鶴を折る毎日でした。そんな繰り返しの中やっと 10月から商品として販売が可能になり、

いろんな所で販売を開始し 12 月にはホームページを開設、ネット販売も始めさくらのラス

クを全国に発信することになりました。 

 同時に被災前に仕事を頂いていた自動車部品の工場が再開したことで、また、仕事を頂

けるようになり、遠いいわき市から運んでもらえることになりました。利用者さんは慣れ

た仕事が戻ってきたことで、ますます意欲的に作業に取り組み始め、ようやく本来の元気

で明るいさくらが戻ってきました。 

・・・ 

 先が見えない現状が続いていますが、今できることからやっていこうと、ラスクの生産

能力を高め販路拡大に力を入れてきたことにより、利用者さんの工賃向上につなげること

ができました。また、関係機関と連携させて頂き、１名の利用者さんの一般企業への就職

にもつなげることができました。避難しながらも本来の就労支援ができるようになったこ
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とに感動しています。 

 今後、どのように情勢がかわるのか先の見えない状態は続くと思いますが、全国からご

支援頂いていることへの感謝の気持ちを忘れずに前に進んでいきたいと思っています。 
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コーヒータイムの場合 

平成 25 年３月 10 日 ＮＰＯ法人コーヒータイム 理事長 橋本 由利子 

 

平成 18 年４月１日 

 浪江町のデイケア（月４回）から、毎日集まれる場所を求めて町が所有している建物を

一つ借り、小規模作業所コーヒータイムとして始まりました。利用者は６名からのスター

トでした。 

 喫茶店を運営することを目標にコーヒーの煎れ方を練習したり、畑で野菜を作ったり、

裂き織をしたりとの毎日で、季節の花や自然に恵まれた環境のなか、なんと昼食後の散歩

も日課でした。 

 コーヒータイムの由来は「皆で街中に喫茶店を運営しよう」がデイケア時代からの合言

葉で、そこからメンバーの提案で事業所の名前も決まりました。 

 

平成 20 年６月 

 ＮＰＯ法人取得。地域活動センターコーヒータイムとなり喫茶コーヒータイムもオープ

ンし、正式にお金を頂いての営業が始まりました。コーヒーはサイホンで煎れ、シフォン

ケーキやピザ生地を手作りし、カレーやピザ、浪江焼きそばなどがお勧めのメニューでし

た。 

 

平成 22 年６月 

 街中にカフェ・コーヒータイム２号店がオープン。浪江町のメインストーリトに面した

明るいカフェでした。１号店は町の中心地から西に７ｋｍほど離れていたので、知る人ぞ

知る的なカフェでしたが、２号店はどなたもちょっと寄れる、街中カフェでした。 

 通所者も 15 名にとなり、23 年４月１日を目標に、就労継続支援Ｂ型事業所を目指し、申

請書類も県に提出してありましたし、これで職員にもそれなりの給与を支払えると考えて

いた矢先の災害でした。 

 

平成 23 年３月 11 日 

 震災当日は８名の利用者（７名が通院等で休み）４名のスタッフと営業中で、そろそろ

帰る準備を始めたところでした。私は１号店にいましたが、今まで経験しことのない揺れ

を体験し、 初はテーブルの下に避難しましたが、屋内も危険を感じ全員で外に避難しま
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した。 

 何度目かの余震もだんだん小さくなってきた頃、利用者を施設内に留めるか、送り届け

るか迷いましたが、コーヒータイムの協力者の方が近辺の道路事情を知らせてくださり、

送り届けた方がご家族が安心すると考え、送迎を始めました。 

 コーヒータイムの利用者は 2 名が独り暮らしの他は家族と同居で、その日の夕方までに

は全て家族のもとに、またはアパートに帰すことができました。ただ一人、双葉町より通

所していた利用者が家族がすでに避難していて、私と一緒に双葉町南小学校の避難所で一

晩を過ごしました。夜半から原発が危ない、とのことで翌朝早く避難命令が出ましたが、

13 日に川俣町の避難所で無事お母様に引き合わせたとき、始めて自分が施設長としての役

目を果たせたことに安堵しました。 

 ３月 12 日～15 日は大混乱の中、私たちは役場の指示に従ったり、知人を頼ったりと、西

にあるいは北にそれぞれ避難しました。その後、利用者、スタッフ全員それぞれが無事に

避難できたことが確認できましたが、避難先は千葉県、栃木県、青森県、新潟県と福島県

の各地に散り散りになっていました。 

 避難してからの私の役目は、安否確認と精神的な支えであると考え、利用者や職員と携

帯で連絡をとりながら、困った事があれば行政や病院に繋げる事、情報を伝える事になり

ました。バスやタクシーを乗り継ぎし、避難している体育館を訪ねたのともありました。 

 5 月に入り「スタッフだけでも集まろう」そして「今後の事を相談しよう」と言うことに

なり、福島市に集まりました。そこで決まったことは「とりあえず月１回は皆で集まろう」

でした。 

 平成 23 年５月末に１回目、７月初めに２回目の集まりを二本松市で行いました。宿泊し

ながらでしたが、利用者、家族、職員 25 名ほど集まり、会議をもったところ、当時は「早

く浪江に帰りたい」「先の見通しが見えない、毎日が不安」など意見が聞かれましたが、コ

ーヒータイムの今後を尋ねたら、「役場機能のある二本松市で再開してほしい」とのこと。 

 正直私は驚きました。何故かと言うとその時点では誰も二本松市に住んでいなかったか

らです。私も相馬市に住宅を借りて住んでいましたし、その他の職員はいわき市、新潟市、

東京都など遠方でした。まだ仮設も完成しておらず、ほとんどの利用者は二次避難所とな

っていた、旅館暮らしをしている時期でした。 

 しかし、ダメ元で浪江町役場や商工会に二本松市の空き店舗等の情報をお願いしていた

ところ、間もなく二本松市市民センターを紹介されました。当時は、就労Ｂの認可申請も

取り下げとなり、先の見通しはなにもありませんでしたが、全国の大勢の皆様から「やは

り再開すべき」とのエールと義援金を頂きました。頂いた義援金などで、改装費や施設借

入の契約金などを支払うことができました。 

 

平成 23 年 10 月 4 日 
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 コーヒータイムは二本松市市民交流センター１階に再オープンすることができました。

利用者６名とスタッフ４名での新しいスタートです。再オープンした場所が駅前だったこ

ともあり、美術館、会議室のある築３年目の新しいビルで、福祉事業所でありながら避難

している人たちの交流の場や憩いの場にもなっています。 

 現在のコーヒータイムは浪江出身が７名、二本松近辺から６名の 13名が通所しています。

平成 24 年４月より福島市と郡山市両方面からの移動支援も始めました。これにより、福島

市の仮設や郡山市の借り上げ住宅などから、無理なく通所することができるようになりま

した。 

 

平成 25 年１月 

 交流センターの喫茶スペースだけでは狭くなり、事務所兼作業所を二本松市役所裏に新

たに借り入れました。まだまだいろいろな補助金に頼った運営ですが、25 年度中には完全

に自力で運営できるよう努力していきたいと考えています。また、利用者にはこころから

安心していれる居場所づくりや地域にとっても必要な事業所になるよう努力していく覚悟

です。 

 今回の震災と原発事故による、避難生活、それにともなう新たな土地での事業所の再開

は何を私たちに問いかけているのでしょうか？ 

 ある方が「未来に恥じないように今を始める」と言っていました。 

 私と職員は「コーヒータイムを再開してほしい」との利用者の願いに、たとえ一人でも

いればかなえるよう努力すべきと考えましたし、実現することができました。また利用者

が将来に対し夢と希望を持てるような、またその夢が実現できるように支援していけたら

とも考えています。 

 これも多くの方々の後押しがあったからこそ、今日まで私たちが頑張ってこれた原動力

だと思います。どうぞこれからも私たちを見守っていてください。きっと新しい土地で、

逞しく太い根っこを生やしていけると信じています。 

 

コーヒータイムの理念：コーヒータイムは社会の入り口です。 

モットー：いそがず・あせらず・あきらめず 

キャッチフレーズ： 

ほっと一息コーヒータイム 

飲み食い実費のコーヒータイム 

歌って踊れるコーヒータイム 

楽しいことすっぺコーヒータイム（再開してから新しく加わりました） 
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福祉避難所に関する提言 

岡部 聡 

 

１．福祉避難所の必要性  

 東日本大震災において、私たちの法人が考えたのは「避難が必要な障がい者の方に避難

してもらえる場所を確保する必要性」だった。 

 私たちは、入所施設やグループホームを持たない。また複数名の方が長期に避難できる

大きな建物も持ってはいない。地域にある避難所はたいていが小・中学校である。そうい

った施設のハード面を考えただけでも、障がい者が避難することが難しいのは想像に難く

ない。 

 そこで先に述べたように、郡山市の障害者福祉センターなら何とかなるのではないか、

と考えた。車いす対応トイレが男女別であり、研修室等の部屋も複数ある。暖房の効く体

育館もあるので、ハード面では他の施設よりも受け入れがスムーズにできると考えたので

ある。  

 このように、まず障がい者の生活に 低限必要なスペースや設備を持つ施設を、災害時

の避難所として考えておく事は必要ではないだろうか。できれば指定しておくのが良いと

思われる。というのは、今回福祉避難所となった障害者福祉センターは、もともとはその

地域の指定避難所だったため、備蓄があり、また行政とのやり取り（給水の要請など）も

スムーズだったように見えた。 

 次に必要なのは、何と言ってもマンパワー＝人手である。震災後、福祉避難所について

検討する記事や資料を読んでも、意外に見落とされがちな側面だが、一番重要と考える。  

 障害者福祉センターを福祉避難所として要望してから、私たちの法人がすぐに取りかか

ったのは、避難所への職員配置のローテーションである。独居や障がい者世帯の方の避難

が多かった事もあり、介助が必要となる事は明らかだったからである。一方、避難所には

水や食事、物資は届くが、介助の人手は行政から派遣されない。避難所にいる行政関係者

は、避難所の管理（避難者、物資の把握など）を行う市の職員、健康管理に当たる保健所

職員の看護士（これはとても助かりました！）である。それと当の障害者福祉センターを

運営・管理する福祉事業団の職員がいるが、皆さんにはそれぞれの役割があるため、介助

者としてお願いすることは難しい。 

 当法人の職員やヘルパー自身も被災者であるにも関わらず、ローテーションで避難所で

の支援にあたったことで、避難された方々のサポートが可能になった。しかし、一法人で

できることには限界もある。福祉避難所を検討する際には、避難生活を支援する介助者の

確保を念頭に、地域の福祉施設やヘルパーの方等の協力体制を検討しておくことも、重要

であると思われる。 

 ボランティアの活用も同様であろう。何名かの主となる介助者がいれば、ボランティア



90 
 

の方に避難生活の支援をしていただくことも可能である。今回も人手が必要と考えてボラ

ンティアセンターに派遣を希望したが、原発事故の影響で「移動中の被爆を考慮し、派遣

はできない」と断られてしまった。 

 なお、人手については避難所から自宅へ戻る際も必要となる。震災の影響でモノが散乱

した部屋の片付けや、全壊した家からの引っ越しの際にも人手は必要であるが、そういっ

た支援等はまさしくボランティアとなる。そのため、「戻るために必要な支援」も含めた「防

災計画」「避難計画」を立てる必要性があるのではないだろうか。  

 

２．長期化する避難に必要なもの 

 避難生活が長引けば衛生面が問題となってくる。特に断水となってしまった場合、トイ

レや入浴等の問題が大きい。 

 今回の震災時に段ボール製の「簡易トイレ」を利用したが、安定に欠き、とても肢体不

自由の障がい者が使えるものではない。一般の避難所での簡易トイレの設置には、身障者

用簡易トイレの配備も検討すべきではないだろうか。  

 次は入浴等の清潔面の問題である。今回の震災では断水のため、清拭用のウェットペー

パーで身体を拭いたりしたが、やはり長期化すると入浴は衛生面でも精神面でも必要とな

ってくる（特に女性の方からは、洗髪だけでもしたいという声が上がった）。そこで、郊外

の断水を免れた福祉施設まで避難者を送迎してお風呂をお借りしたり、社会福祉協議会に

協力を要請し入浴車を派遣してもらい、入浴する事ができた。日頃のネットワークが活か

されたと実感した瞬間であった。この経験から、移動が困難な障がい者のいる避難へは入

浴車の派遣も考慮するべきではないだろうか。 

  なお、阪神淡路大震災の際も自衛隊の協力で仮設風呂の設置がなされたが、障がい者に

は利用しにくい。バリアフリーではない上に、一人当たりのスペースも他の方より広く必

要なので気を遣うからである。 

 長期の避難になる場合、精神衛生面での配慮も必要である。今回の震災でも、避難先の

確保はできたものの、他の被災者とは違い、簡単にどこかへ出かける事ができず、避難所

で特に何もすることなく過ごす方が多かった。そのため、ストレスを感じる方や気力が削

がれている方が出て来た。とにかく何か変化をつける事で避難生活にメリハリをつけ、精

神的なストレスを軽減することが必要と感じた。そこで、食事を各部屋でとっていたもの

をロビーに集まって食べる事や、簡単な体操の時間を設けて参加を呼びかけたりすること

を提案した。避難生活はただでさえストレスが生じるものであるため、せめて少しでもそ

のストレスを低減するための方策を考えておく事も必要と感じる。  

 

３．福祉避難所が良いのか？一般の避難所のユニバーサル化か？ 

 これまで述べさせていただいたように、福祉避難所の必要性はある程度高いものと考え

られる。しかしそれは、地域の避難所が、障がい者にとって避難しにくい場所だからであ
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る。本来であれば、自宅から近い地域の避難所に避難する事が一番望ましい。わざわざ遠

くの福祉避難所に行くのは、移動の手段、支援を考えただけでも大変だし、移動そのもの

が危険な場合もある。そして何より、地域の避難所ならご近所さんの理解がある。 

 そういう意味でも、地域の避難所がユニバーサル化されることが望ましい。ここでいう

避難所のユニバーサル化とは、単にバリアフリー化ということではない。これまで述べて

来た（あるいは述べられていない）必要な支援、配慮を地域の避難所に組み入れる事であ

る。特にマンパワーの必要性は、改めて強調したい。 

 ところで、地域の避難所というと、たいていは小・中学校である。そのため、まずは学

校のバリアフリー化を進める事が 低限必要である。バリアフリー化が進めば、インクル

ーシブ教育への道も開ける（と思いたい）。また、学校であれば多数の教室があり、教科で

使う準備室等もあるため、個別の支援／対応が必要な方にももってこいなのであるが、障

がいの理解不足から来る“平等主義”が、個別対応を妨げている現実もある。地域の避難

所へ障がい者が避難するためには、その配慮の必要性に対する理解が不可欠であり、障が

いの理解促進の上でも、教育のインクルージョン化が必要なのではないだろうか。逆に言

えば、教育のインクルージョン化が進めば、障がい者が地域の避難所へ避難しやすくなる

とも言えるのではないか。  

 

４．在宅避難者への支援 

 ここまで福祉避難所を中心に述べて来た。一方、建物の被災が軽度のため、あるいはあ

る程度被災が大きいが避難所へは行きたくない／行けないため、自宅に残っている障がい

者の方も多数いた。そのような在宅避難者は、移動あるいは情報入手に困難を抱えている

ため、情報や物資にアクセスできない（ある視覚障がい者の方は、ラジオで給水の場所を

伝えているが、行った事がない場所なので行けない、また道に亀裂や倒壊した塀等がある

かも知れないので行けないと言っていた）という方も多かった。そのような方については、

例えば把握はできたとしても物資の配給などについての課題が残る。 

 今回の震災の際に郡山市では、地域包括支援センターが、その域内の家族等の支援がな

い独居等の高齢の在宅避難者に対し、食料や水等を届けて回る事になった。この取り組み

に障がい福祉課も連携していただき、支援が行き届かない在宅避難している障がい者の情

報を共有（提供）し、食料や水等を届けていただくことができた。行政にありがちな縦割

りの壁を乗り越えて支援していただいたことは、大変素晴らしい取り組みだったのではな

いだろうか。この手法をより充実させ、支援が必要な在宅避難者への取り組みを防災計画

に位置づける事が求められる。 

  一方、支援が必要な在宅避難者の把握が進み、またその範囲が広がれば（重症心身障が

い児の家庭等）、その支援のためにはより多くの人手が必要とされることが予想される。そ

うなると地域包括支援センターの職員だけでは人手が足りなくなるため、その地域の福祉

事業所等との連携で人手（食料、水の配達や、困り事伺いなど）を確保する必要性がある。
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障がいや高齢といった区分けに拘らず、地域の福祉事業所の日頃のネットワークがあれば、

災害時にも活かされてくると思われるが、少なくともそのハブ的な役割を地域包括支援セ

ンターや社会福祉協議会が担えないだろうか。 

  

５．まとめにかえて 

 これまで、私がこの震災で経験した中でも避難所及び在宅避難者への支援について、考

えついた事を述べさせていただいた。もちろん、この他にも多様な支援があっただろうし、

私が見落としている事もあるだろう。不十分な内容であることをご了解の上、何か一つで

も参考になるものがあれば、と思っている。 

 福祉避難所自体は、今現在も郡山市には制定されていないが、どのような形態が良いの

か、模索は続いている。それぞれの地域で核となる施設を指定するのか、生活介護事業所

等を臨時的な福祉避難所として協力してもらうのか、などの話は出るが、いずれにしても

障がい者の避難支援にはマンパワーの面が重要である事に変わりはない。そして、そのた

めには日頃からの福祉事業所等のネットワーク＝顔の見える関係が重要である。私たちの

郡山市では、支援費制度以前には小規模作業所連絡会という組織があり、40 以上の事業所

が加盟して、制度や補助金の問題、授産品についての学習会等を行っていた。その中で、

全てではないにしても事業所間のつながりが確かに存在した。しかし支援費制度以降、連

絡会は消滅し、どこの事業所も自分の所の運営で手一杯で横の連携が無くなってしまって

いる。 

 今後、何らかの事業所間のネットワーク化を図る必要があると考える。そのネットワー

ク＝顔の見える関係が、災害時には大きな力になると、今回の震災を通して感じたからで

ある。次の災害への備えは、まだ始まったばかりだ。  
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災害時要援護者リストおよび個人情報保護に関する提言 

青田 由幸 

 

 経緯 

 地震の直後、避難したくてもできない人々が南相馬市に残り、過酷な状況を過ごしてい

た。このことについては、和田氏や古賀氏による原稿によって報告されている。これを受

け、私たちは南相馬市にかけあい、まず、災害時要援護者リストを開示してもらった。し

かし、開示された要援護者リストには私の事業所で支援している人々の名前は載っていな

かった。そこでさらに、障害者手帳を所有している人の名簿の開示を請求することになる。

結果として、南相馬市に住む要援護者ほぼ全員の安否確認をし、必要な支援に結びつける

ことができた。 

 本稿では、上記のような経験をした立場から、災害時要援護者リストおよび個人情報保

護について提言を述べたいと思う。なお、ここでは、南相馬市が個人情報公開にふみきる

までの経緯は割愛する。このプロセスの詳細は、朝日新聞で連載された「プロメテウスの

罠 」 に 記 載 さ れ て い る の で ご 参 照 願 い た い 。

http://digital.asahi.com/articles/list/prometheus.html（外部リンク） 

 

提言１：要援護者の定義を見直す 

 現在要援護者リストを準備するプロセスは、いわゆる「手あげ方式」である。行政が要

援護者であると想定される人々に手紙を送り、災害時に援護が必要な人は手を挙げてくだ

さいというものだ。しかし、南相馬市の場合、リストに掲載されていたのは要援護者と想

定される人々の約 67％のみであった。ここには、行政の想定の段階でもれた人々、そして、

手を挙げない人々や手を挙げることができない人々が支援対象から外れるという問題があ

る。 

 そもそも、要援護者とは一体誰なのか？それは障害の軽い重いではなく、災害の規模や

種類、そして災害の起きる時間帯によって異なってくる。たとえば、津波や火災の場合は、

車を持っていない人、情報を取れない人、ほぼ全員が要援護者だ。障害者や高齢者だけで

なく、子ども、外国人、さらには車を持っていない人すべてが要援護者になる。障害や病

気を持つ人で手帳を持っていない人もたくさんいる。 

 従って、まず要援護者の定義を見直さなければいけないだろう。また、要援護者リスト

の整備方法についても、「逆手あげ方式」――要援護者リストに載りたくない人は手を挙げ

てください――という方式が提案されはじめている。  
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提言２：個人情報を開示する際のしくみや運用方法を考えておく 

個人情報保護に関していえば、災害時に公開する制度があっても運用することができない

点が課題としてあげられる。例えば、『災害時要援護者の避難支援ガイドライン』の存在を

知っている行政担当者が少ない。また、各市町村の個人情報保護条例の中に必ず特記条項

が入っているが、この条文の存在も知られていない。 

個人情報は一般に、開示請求を出して請求を受けた部門が審査することになる。しかし、

今回の地震の場合、南相馬市の審査員のうち５人全員が避難していた。結局、市長の専権

事項で開示してもらうことになった。非常時の判断は、責任がとても重くなる。従って、

担当者一人にしわ寄せがいかないように、災害時に個人情報を開示する際のしくみを作り

きちんと共有しておくことが、平常時における行政の課題であるといえる。 

 また、情報を開示するしくみだけでなく、運用方法も考えておかなければならない。開

示するならばどこに出すのか、その先はどう扱い、どう支援につなげるのか。あらかじめ

協定を結び、協定書を持った人がどう動くのかシミュレーションしておく必要があるだろ

う。  

 

提言３：災害時要援護者リストは必要 

開示された情報をどのように支援につなげるのかという点と関連するが、要援護者リス

トは必要であると考える。おそらく、都市になればなるほど必要になるだろう。それは、

どこに誰がいるかわからないからである。障害者手帳を所有する人で福祉サービスを使っ

ているのは、全体の３割ほどだ。日頃、支援事業所との接点があれば支援の手は回りやす

いが、それ以外の人は支援が周らないことになる。 

 この点を考えると、要援護者リストは災害時に助けるためだけでなく、平常時に作るそ

のプロセスが重要な意味を持ってくる。要援護者の支援計画は行政だけでつくることはで

きない。行政からの情報をもとに避難訓練の際、協定書を持った人が要援護者を一人一人

確認すれば、地域のどこに要援護者がいるのかが分かるようになるだろう。  

 

提言４：広い視点が必要 

また、市役所の人たちは地域の特性ごとに自分の地域の住民をどう守るかという事を考

えていることが多い。しかし、実際には外から、ライフラインの被害を受けた地域からラ

イフラインの残った地域に、人々は避難してくる。そうなった時に、対策が何も想定され

ていないことになる。  

 今回の震災では、福島全域が被災してしまった。そしてその支援は、周囲のどの自治体

もすることができなかった。結果として、人々は行き場がなく、避難先を何度も転々とし
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過酷な経験をした。このことを考えると、例えば津波対策について、沿岸部だけでなく内

陸部の人も考えておかなければいけない。  

 今回の地震の経験から、行政が個人情報を開示することは個人情報保護法で守られてい

るが、個人情報を出さないことで死傷者がでた場合、訴えられる可能性があることが示さ

れた。情報を出すことよりも出さないリスクの方が大きくなってきたのだ。従って、今後

は個人情報を出したその先をどうフォローするのか、その仕組みを官・民一体となり考え

ていかなければならない。そこには、行政がまず個人情報の取り扱いについて問いを立て、

そこに地域の人々が集まり話し合っていく取り組みが求められる。 
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仮設住宅（復興公営住宅・一般住宅）に関する提言 

白石 清春 

 

 支援センターの活動の一つとして仮設住宅を回って、どのような障がい者が住んでいて、

どのような支援を望んでいるのかを調べていった。しかし、仮設住宅に住む障がい者の数

は少ないものであった。健常な人がスロープの付いた仮設に住み、障害のある人がスロー

プのない仮説に住むというミスマッチもかなりあった。阪神淡路大震災等大きな震災を何

度も経験してきたはずなのに、車いすの障がい者等が生活できない仮設住宅がまかり通っ

ているのである。 

 そこで提案だが、 

①すべての仮設住宅を誰もが生活しやすいように、ユニバーサルデザイン化したも

のにする 

 新しい形の仮設住宅を設計段階から改めていく必要がある。スロープを付けて、ドアは

90 ㎝の引き戸、風呂場の段差の解消等を図っていく。 

 

②住環境にゆとりを 

 仮設住宅は車いすを使う人々にとって生活環境スペースが狭すぎる。なるべくゆとりの

ある生活スペースの確保を図るなら、プライバシー空間と共用空間とに分けた仮設住宅を

つくることも考える必要がある。例えば、バス・トイレを共用で使うとか、洗濯機は共用

部分に置いてみんなで使うなど、プライベート空間をもっと広くとることができるだろう。  

 

③仮設を立てるならば放射線量の低い地域に 

 福島県内に建てられている仮設住宅の中には、放射線量の高い地域に造られているもの

がある。そこに住む避難住民の健康と安全を図っていくのであれば、放射線量の高いなど

の危険な地域には仮設住宅を建てないなどの方策を取っていく必要がある。 

 

④見なし住宅の改造・改修費補助制度が必要 

 仮設住宅と併せて民間住宅を活用したみなし（借り上げ）住宅があるが、仮設住宅より

みなし住宅の方にかなりの障がい者とその家族が避難生活をしているのではないか。民間

住宅はユニバーサルデザイン化されたものは皆無に等しいと思われるので、今後大震災が

起こった場合には障がい者が安心して住めるように、みなし住宅として利用する民間住宅
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の改造・改修がいち早くできるような制度を創っていく。 

 

⑤仮設住宅、復興住宅はすべてユニバーサルデザインに 

 仮設住宅、みなし住宅の次には復興公営住宅がクローズアップされていくだろう。復興

住宅建設の際にも、すべての復興住宅をユニバーサルデザイン化したものにしていく。そ

して、福島県の場合には放射線量の少ない地域に復興住宅を造るようにしていく。 

 

⑥結論は、平時からすべての建物をユニバーサルデザイン化していくこと 

 仮設住宅、復興住宅と併せて一般住宅のユニバーサルデザイン化を図る必要があるので

はないか。一般住宅がすべてユニバーサルデザイン化していれば、大震災が起こった場合

に車いすの障がい者でも、友達（健常者であれ障がい者であれ）の家に避難することがで

きるだろう。また、人間は誰もが高齢になれば身体に障がいが現れてくることだろう。そ

のようなことを十分考慮して、これから造る一般住宅は玄関などの段差をなくし、車いす

がスムーズに入れる幅に、トイレは車いすでも利用できるように、ある程度法律に縛りを

かけた法制度を設けていく。 
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避難に関する提言 

和田 庄司 

 

３．１１から今日まで、これからの避難のキーワード  

① 生命第一 初期の避難行動 

 いかに避難するかについては、災害時の要援護者リストのあり方がある。 この点について

は、古賀氏や青田氏によって述べられている。 

 個人情報の開示の問題とのからみのなかで「生命、財産を守る必要があるときには本人の

同意がなくても開示ができる」という点に着目し、命を守るために情報を開示した南相馬

市の取り組みは、今後を考える貴重な指針となる。 

 くわえて、初期の避難では特に、情報保障がきわめて重要になる。原発事故については、

視覚、聴覚、知的、精神、多くの障がい者が何が起きたのかわからなかった。  

 

② 初期避難所のあり方 

 避難所まわりで述べたように、避難所での困難の大きさが多くの人によって述べられて

いる。ひとつの提言として、福祉避難所の重要性については、岡部氏より述べられている。

障がいがあっても、あるからこそ安心して避難できる場所が必要である。 

 避難所で緊急的医療、緊急的福祉の支えがなければ、避難生活が困難になることは、南

相馬市のグループホーム「あさがお」さんやいわき市のグループホーム「ゆるーり」さん

ら多くの精神障がいの人たちの避難で明白である。 

 

③ 仮設や借り上げでの避難 

 仮設が抱える問題については、橋本紘二氏や白石氏によって述べられている。 

 仮設住宅や借り上げへ住まいを移すころには、そこでの生活を障がいのある人一人一人

が望む生活の形に近づけていく支援が必要となる。そこで、多くの障がいのある人たちは、

日常の中での医療、福祉としっかり結びついて暮らし、厳しい状況でも、なんとかその生

活を受け入れながら、生きていく。多くの仲間や支援者と過ごす南相馬の日中系の事業所

の再開が果たした役割は、きわめて大きい。しかし、居宅の支援や仮設での生活が困難で

グループホームへの入居者ニーズが増え続けるなか、川前氏が述べたような職員不足と人

材確保が課題となっている。  

 

④ 今後のこと――復興住宅での避難生活 

 多少なりとも支えあえた地域のコミュニティーが、地震、津波、原発事故で壊され、県

内外を何カ所も転々と避難してまわり、なんとか仮設に落ち着く。そこから、復興住宅へ

と住まいを移す。今後、震災関連死、孤独死、ＰＴＳＤ、震災前の人と人ととの関わり合
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いを、少しでも取り戻せるような復興住宅での避難生活であってほしい。  

 

日本がやらなければならないこと――遠慮、気兼ね、自己責任、扶養義務、差別 

 私たちは、障かいがあっても、この町で当たり前に働き、暮らし、楽しみをもって生き

ていける福祉施策の構築を目指してきた。あるときは、障害者自立支援法訴訟合意文書を

何度も読み返し、あるときは、障害者権利条約を紐解きながら。 

 障がいのある人たちの声、多くの障がい者関係団体の声をまとめ上げ、当たり前に生き

ていける日本をつくろうとしていた時に、この大震災は起きた。 

 まだまだたくさんの問題を抱えながらも、家族が、ご近所が、その町が、そして福祉の

事業所が、支え合う場所として、人と関わり合いながら生きることを積み重ねていった。「し

ょせん、人は一人では生きていけないんだよ」。神戸で阪神淡路大震災を生き抜いてきた人

がいった。迷惑をかけることは、決して悪いことではなく、迷惑をかけあえることの方が、

ずっと大事。迷惑をかけあえる家族やご近所や町や作業所で、みんな自分の命を輝かせよ

うとしていた時に、この大震災は起きた。 

 避難所へいくことを多くの障がい者や家族はためらった。迷惑をかけるから、と。命に

関わることなのに、避難しない人たちもたくさんいた。要援護者リストに、載ることを希

望しない障がいのある人がいた。障がいを知られたくないからと。20 歳を過ぎても、親が

扶養義務をおうなかで、緊急時避難準備区域には、家で家族とじっと身を潜める障がい者

たちがいた。この国の福祉施策は、この地震のなか障がいのある人たちに、あたりまえに

避難することをためらわせた。  

 東北の気質や環境のなか、祖父母や親、兄弟が、となりのおばちゃんが、むかいのおじ

ちゃんが、いつも障がいのある彼を見つめていた。町の中にひとつふたつとできてきた福

祉の資源が、彼らとたくさんのかかわりを持つようになった。それを原発事故は、バラバ

ラにした。放射能は、子どもたち、母と父、祖父母の居場所を複雑に壊していった。県内

外にみんなが避難する中、事業所の開所も困難をきわめ、家族だけが大きな負担を背負い

込み、障がいのある人をひたすら支えるということも起きた。なんとかせねばと事業所は

再開をはたすが、避難した子育て中の職員は、避難先から戻ってこれなかった。原発事故

は、避難の状況を長期化させる。明日がみえない不安を重くのしかけながら。  

 若い女性たちは、出産をためらう。生まれてくる子どもに健康被害がないかと。反原発

集会で会場から「奇形児を産ませるな」という声があると聞く。すべての命は大事にされ、

輝いて生きたい。障かいがあっても、当たり前にいきていける日本でなければ、今後も避

難の悲劇はくりかえされる。地震がおき、日本のどこかで、また同じことがくりかえされ

たら、奪われた多くの命は、深い深い悲しみをまた味わうことになる。 
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第５章 要望書 
支援センターから行政へ 
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現場からの要望 2011 年 4 月 9 日 

内閣総理大臣 管 直人 様 

ＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしま 代表 白石 清春 

 

 ３月 11 日、東北の岩手、宮城、福島にかけて、マグニチュード 9.0 という超巨大な地震

が襲いました。大震災当初は、自分たちの団体に関わりのある障がい者の安否確認から支

援活動が始まりました。全国各地の関係団体からの支援物資が届くようになる中、福島県

内の関係障がい者団体が集まって、県内の被災した障がい者の支援を一本化して行なおう

ということになりました。そして、全国の障がい者団体を取りまとめている JDF(日本障害

フォーラム)の支援をいただいて、JDF 被災地障がい者支援センターふくしまを４月６日に

正式に立ち上げました。そして、きょうされん、JIL などの支援を得て、福島県内で被災し

た障がい者の支援体制を形づくって今日の活動を行っています。 

 障がいを持つ被災者の支援活動を行なっていく中で、現場からみえてきたことがいくつ

かあります。 

 それを下記にまとめて要望としての形にしてみました。この要望をくみ取ってくださり、

大震災復興の礎として、現実的対応を行なっていただきたいと思います。 

 

1. 今度の大震災で被災された多くの方が長い避難所での生活を強いられているが、毎

日の食事が食パン、おにぎり、カップラーメンなどの粗末な食べ物しか支給されな

い避難所が多い。糖尿病や食事制限のある方への配慮・対応はもちろん、長引く避

難所生活で心身ともに疲れている避難者に対して、元気で健康的になれる食事の提

供をお願いいたします。 

2. 避難勧告が出た地域の人たちを、政府が責任を持ってバスや車、あるいはヘリコプ

ター等を導入して、政府が定めた避難場所に連れていくような方策を取るようにお

願いいたします。特に移動に支援が必要な障がいのある者は、自らの力では避難す

ることができない者が多いので、一斉避難になった場合、取り残される可能性が高

いです。十分にご検討をお願いいたします。 

3. 被災して持ち物がすべてなくなった障がい者に対しては、手帳や障害者自立支援法

関連のサービスの契約書が無くても、何処の地域に避難しても、必要な支援、サー

ビスを受けられるようにお願いいたします。 

4. JDF 被災地障がい者支援センターふくしまでは、福島県内の障がいのある者の安否

確認をしていて、避難所を回って、避難している障がい者に関してはある程度の情
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報が寄せられてきはじめてきています。しかし、被災地に取り残されている、何の

つながりもない在宅の障がい者の安否確認はほとんど進んではいません。大震災か

ら早１か月間が過ぎようとしている現在、在宅に取り残されている障がい者の安否

が大変気かがりです。 

しかし、この状況の中では市町村も在宅の方々の安否確認までは手が回りません。

私たちがその確認活動を行おうと、各市町村に在宅障がい者の名簿提出を迫っても、

なかなか提出してはくれません。この非常事態の折、必要に応じ政府の権限で在宅

の障がい者の名簿を提出してほしいものです。よろしくお願いいたします。 

5. 今後、避難者を受け入れる仮設住宅が各地に建てられていくでしょうが、障がい者

の数を考慮したバリアフリー形式の仮設住宅の建設を行なっていただきたいもので

す。なお、被災地域に新しいまちを創る際には、障がいを持つ者が何不自由なく生

活できるユニバーサルデザインに基づく共生のまちづくりを推進することをお願い

いたします。 

6. 特に医療の現場では命の選別が行われています。緊急度の高い方、助かる見込みの

ある方を優先的に物資の面でも、避難の面でも優先的にする、という話が家族など

になされています。しかし現場を責めることはできません。国などの支援体制が確

立されていないために引き起こされているのです。命の選別が引き起こされないよ

う、医療現場等へ十分な配慮および支援をお願いします。 

7. 在宅で介助や支援が必要な方が通常の避難所へ避難した場合、避難所ではさらなる

困難に直面しています。避難所には介助や支援はなく、 低限の避難生活も送れな

いどころか体調が悪化する方もいます。また自閉症の方々への配慮を周囲に求めて

も、周囲の方々も被災者なのでそのような余裕はありません。またそのようなこと

を相談できる場所もありません。障がい特性に配慮した支援が避難所にもぜひとも

必要です。 

8. JDF 被災地障がい者支援センターふくしまでは、ゆめ風基金という小さな団体から

の義援金と、私たちの仲間からのあたたかい幾ばくかの義援金で運営していますが、

それだけでは間に合わない活動資金が必要であります。このように、障がい者の仲

間たちの安否を思い、一人でも多くの障がい者の支援をしていきたいというような

手作りの小さな支援組織に対して、日本各地、全世界から送られてくる義援金から

お金を回すような、助成制度を早急に作ってほしいのですが、よろしくお願いいた

します。 
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9. 福島では、地震と津波と、それ以外に原子力発電所の事故、それによって引き起こ

された風評被害と、三重四重の災害を被っています。政府と世界各国の放射線量の

基準はだいぶ違っています。また、政府や東京電力の原子力発電所の情報が的確に

福島県民には伝わっていないようです。原子力発電所の事故に関する情報は、県民

に明らかに開示を行なうことをお願いいたします。今後の原子力発電所の事故状況

によっては、避難勧告の地域が拡大するような事態に陥った時の対策をしっかりと

考えておき、障がい者を含めた迅速な避難行動を取れるようにしていくことをお願

いいたします。先の避難場所もあらかじめ決定していくことをお願いいたします。 

10. 今般、障害者権利条約の理念に基づいたかたちで障害者基本法の改訂、総合福祉法

の策定作業が進められていた矢先の大震災でした。この大震災を受けて、障がい者

の災害対策の基本方針を、新たに障害者基本法に盛り込む必要があるのではないで

しょうか。障害者基本法を全体的にもう一度見直し、この大震災を経験した日本か

ら、世界にも誇れる新障害者基本法として作り直してくださいませんか。 
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提案と要望 2011 年 4 月 15 日 

福島県知事 佐藤 雄平 様 

ＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしま 代表 白石 清春 

 

 3 月 11 日からの大震災から１か月が過ぎましたが、福島県は原子力発電所の事故のこと

もあり、福島県の職員の皆さんは大変な仕事に就いていると思います。お疲れ様です。 

 さて、私たちＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしま（以下、支援センターふくし

ま）では、自分たちの事業所の利用者の皆さんの安否確認を行い、家の荷物が散乱してそ

こに住むことのできない障がい者には避難所を勧める第一ステージを通過し、ともかく支

援物資を被災地で困っている障がい者関係事業所へ届けるという第二ステージを終え、福

島県内の避難所を回って、避難所の障がい者の存在を確認し、その方に困っていることを

聞いて、行政や相談支援員に回すという第三ステージに入ってきています。第三ステージ

の第一回目の活動も今週中には終ると思います。 

 支援センターふくしまとしては、今後は、避難所にも入れずに、他とのつながりがほと

んどない在宅の障がい者の安否とニーズを聞くという労力と時間のかかる第四ステージの

活動に移っていこうとしています。 

 今までの活動の中で障がい者の支援から見えてきたことが幾つかあります。それを下記

に提案と要望という形でまとめてみました。この提案と要望をもとに、福島県と情報を共

有し連携していきたいと考えています。よろしくお願い致します。 

 

―記― 

1. 避難所回りをして、障がい者の存在を確認してきていますが（170 か所に 100 名程

度）、まだまだ避難所に来ていない在宅に取り残されている障がい者がいるのではな

いかと、気が気でない思いを私たちはしています。さらに、南相馬市には在宅のま

ま残されている障がい者や、避難所での生活が厳しく家に戻られた障がい者がいま

す。私たちは、在宅で生活している障がい者の安否を確認し、ニーズを聞いていく

訪問活動を行っていきたいと考えています。しかし、私たちの力では限界がありま

す。是非とも、福島県と力を合わせて在宅の障がい者の支援をしていきたいので、

よろしくお願いいたします。 

2. 避難所で生活している障がい者の中には介助の必要とする者が多くいますが、周り

の避難者たちに気を使って、なかなか介助をお願いすることができないでいます。
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この方たちの日常生活を維持していくために、速やかなヘルパーの派遣ができるよ

うなシステムを作っていきませんか。 

3. 一次避難から二次避難先になった温泉施設や保養所等での必要な支援をしていくた

めに、その避難所に対して支援センターの周知と、避難先の情報を共有して、障が

い者の支援を徹底して行っていきませんか。 

4. 避難所から避難先の特別支援学校、または特別支援学級に通わなければならない障

がい児がたくさんいます。しかし、移動手段がなく通学が困難な方や、介助員の配

置がなく家族が負担を強いられているなど、まだ教育環境の整備が行き届いており

ません。そのような環境にある障がい児たちが、避難所から安心して特別支援学校・

学級に通えるようなシステムを作っていきませんか。 

5. 福島県内各地の避難所のある地域の障害者自立支援法関係の事業所では、被災地で

ある各市町村から避難した障がい者がサービスを利用している現状があります。利

用者で満杯の状態になり、より良いサービスを提供できない事業所もあるのではな

いでしょうか。 

このような状況を踏まえて、被災障がい者を受け入れている事業所が、新たに事業

を拡大する際には、事業認可の簡略化などのスピーディーな対応と、独自の補助制

度等の対策（厚生労働省への要望等も含め）を行っていきませんか。 

6. 新たに避難指示区域となった飯館村、川俣町の障がいを持つ方から、避難の方法や

避難先での生活が不安であるとの相談が支援センターに寄せられています。避難所

での生活が苛酷なものになることを障がい者の皆さんは分かっています。もし、で

き得るならば、幾つかの障がい者や高齢者を受け入れることのできる福祉避難所を

設けることが必要だと思います。ベッドを持ちこむことが可能で、バストイレも容

易に使える避難所のあり方を早急に考え、行動に移していきませんか。 

7. 原子力発電所の事故は国の責任であるので、その地域の住民の避難には障がい者を

含めた形で、避難地や避難所の提供を求めて下さい。さらには避難者の移動は国の

責任で行うことを、福島県から強く言っていただきたいと思います。特に移動困難

者に対する移送手段の確保に関しては充分な対策を、今から考えておいていただく

ことを強く求めます。 

8. 被災者が避難所を離れて、仮設住宅に移るような状況になった場合には、被災障が

い者の障がいの特性を踏まえたバリアフリー等の仮設住宅の提供や、それができな
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い場合には、障がい者が生活できるような公営住宅やアパートの提供を考えていき

ましょう。 

9. 原子力発電所の事故で大きな変化（危険な状況）があった場合には、福島県民に速

やかに情報を流して、福島県民の命を守っていくように、国が責任を持つことを、

福島県から国に対して強く言っていただきたいと思います。その際には様々な障が

いに対応した情報の提供を行っていただくことを強く求めて下さい。 

以上 
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被災障がい者に関する提案と要望 2011 年 4 月 20 日 

福島県各市町村長 様 

ＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしま 代表 白石 清春 

 

 3 月 11 日の大震災から１か月が過ぎましたが、福島県は原子力発電所の事故のこともあ

り、福島県内の各市町村職員の皆さんは大変な仕事に就いていると思います。お疲れ様で

す。 

 さて、私たちＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしま（以下支援センターふくしま）

では、自分たちの事業所の利用者の皆さんの安否確認を行い、家の荷物が散乱してそこに

住むことのできない障がい者には避難所を勧める第一ステージを通過し、ともかく支援物

資を被災地で困っている障がい者関係事業所へ届けるという第二ステージを終え、福島県

内の避難所を回って、避難所の障がい者の存在を確認し、その方に困っていることを聞い

て、行政や相談支援員に回すという第三ステージに入ってきています。 

 支援センターふくしまとしては、今後は、避難所にも入れずに、他とのつながりがほと

んどない在宅の障がい者の安否とニーズを聞くという労力と時間のかかる第四ステージの

活動に移っていこうとしています。 

 今までの活動の中で障がい者の支援から見えてきたことが幾つかあります。それを下記

に提案と要望という形でまとめてみました。この提案と要望をもとに、福島県内の各市町

村と情報を共有し連携していきたいと考えています。よろしくお願い致します。 

 

―記― 

1. 避難所回りをして、障がい者の存在を確認してきていますが（約 200 か所に 100 名

程度）、まだまだ避難所に来ていない在宅に取り残されている障がい者がいるのでは

ないかと、気が気でない思いを私たちはしています。さらに、南相馬市には在宅の

まま残されている障がい者や、避難所での生活が厳しく家に戻られた障がい者がい

ます。私たちは、在宅で生活している障がい者の安否を確認し、ニーズを聞いてい

く訪問活動を行っていきたいと考えています。しかし、私たちの力では限界があり

ます。是非とも、福島県県内の各市町村と力を合わせて在宅の障がい者の支援をし

ていきたいと考えていますので、是非ともご協力をよろしくお願いいたします。 

具体的には、障害手帳保持者の名簿提出をお願いしたいのですが、それが不可能な

ことであれば、各地域の民生委員さんや町内会長さんに連絡していただき、その方
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たちと支援センターふくしまのメンバーが一緒にその地域に住む在宅の障がい者の

家を訪問していくような方法を取っていただきたいのです。 

2. 避難所で生活している障がい者の中には介助の必要とする者が多くいますが、周り

の避難者たちに気を使って、なかなか介助をお願いすることができないでいます。

この方たちの日常生活を維持していくために、速やかなヘルパーの派遣等、きめ細

やかなサービス提供ができるよう、迅速な対応をお願いいたします。 

3. 新たに避難指示区域となった飯館村、川俣町の障がいを持つ方から、避難の方法や

避難先での生活が不安であるとの相談が支援センターに寄せられています。避難所

での生活が苛酷なものになることを障がい者の皆さんは分かっています。もし、で

き得るならば、幾つかの障がい者や高齢者を受け入れることのできる福祉避難所を

設けることが必要だと思います。ベッドを持ちこむことが可能で、バストイレも容

易に使える避難所のあり方を早急に考え、行動に移していきませんか。 

それとともに、避難指示区域となる市町村では、在宅の障がい者の存在を把握して、

速やかに避難行動がとれるような手厚い支援をよろしくお願いいたします。 

4. 被災者が避難所を離れて、仮設住宅に移るような状況になった場合には、被災障が

い者の障がいの特性を踏まえたバリアフリー等の仮設住宅の提供や、それができな

い場合には、障がい者が生活できるような公営住宅やアパートの提供を考えていき

ましょう。 

5. 原子力発電所の事故は国の責任であるので、その地域の住民の避難には障がい者を

含めた形で、避難地や避難所の提供を求めて下さい。さらには避難者の移動は国の

責任で行うことを、福島県内の各市町村から強く発言していただきたいと思います。

特に移動困難者に対する移送手段の確保に関しては充分な対策を、今から考えてお

いていただくことを強く求めます。 

6. 原子力発電所の事故で大きな変化（危険な状況）があった場合には、福島県民に速

やかに情報を流して、福島県民の命を守っていくように、国が責任を持つことを、

福島県内の各市町村から国に対して強く発言していただきたいと思います。その際

には手話通訳等、様々な障がいに対応した情報の提供を行っていただくことを強く

求めて下さい。 

7. 私たち支援センターふくしまでは、福島県内に住む一人でも多くの障がい者に対し

て支援の手を差し伸べていきたいと考えています。各市町村で、障がい者対策で困
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っていることがありましたら、是非とも支援センターにふくしまに連絡をよろしく

お願いいたします。 

以上 
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避難所に行く前に、被災障がい者に情報を流したいのですが 2011 年 4 月 22

日 

報道機関関係者の皆様 

ＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしま 代表 白石 清春 

 

 ３月 11 日、東北の岩手、宮城、福島にかけて、マグニチュード 9.0 という超巨大な地震

が襲いました。岩手、宮城、福島の各沿岸地域を大津波が襲って、27000 名以上の死者、

行方不明者を出しました。また、福島県では大震災の影響で原子力発電所の事故により放

射線がその周辺にまき散らされ、避難指示区域が設けられ、何万人という避難者が福島県

内や県外に出ているというものすごい事態に追い込まれています。 

 私たちＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしまでは、４月５日から被災障がい者の

存在の確認とニーズ調査を目的に福島県内の 200 か所にわたる避難所訪問を行なってきま

したが、そこで見えてきたことは、避難所は体育館のような場所が多く、トイレやお風呂

が使えないなどの問題や、重度の身体障がいを持つ方が避難所の床が堅くて眠れないから

車椅子のまま 10 日間も我慢していたことや、自閉症の方は避難所の生活でストレスを抱え

て暴れたり、精神障がいを持つ方は薬の都合がつかなく心配しているなどということが明

らかになってきました。 

 大震災の間もない時に、病院の入院患者さんの避難が一番後になり、寒い中病院の玄関

先に放置されている映像がテレビのニュースに映し出されていましたが、このような非常

事態では災害弱者と呼ばれる病院患者や障がい者などの避難については後回しにされてい

く状況があると思います。 

 私たちは今も避難所回りを行なって、被災障がい者を探し求めていますが、旅館やホテ

ルなどの第二次避難所（個室化）に移られる方たちが多く、ますます被災障がい者の顔が

みえない状況になっています。 

 原子力発電所の事故により計画避難区域という新たな避難区域が出現しています。この

区域の避難者が避難所に入っていく前に、私たちは事前の手を打っておく必要があると考

えています。私たちは全国各地に多くのネットワークを持っています。被災障がい者を受

け入れる建物を数多くの団体が持ち合わせていますので、避難区域から SOS 発信があれば

迅速に行動していくことができます。 

 私たち、被災地障がい者支援センターふくしまの、被災障がい者をできるだけより良い

環境の避難場所に誘導する活動を、マスコミを通して、テロップや案内などを通じ、幅広

く福島県民にお伝えしていただきたくこの文章を各テレビ局、各新聞社に流しました。 

 何卒よろしくお願いいたします。 
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【現在避難を計画している、または避難所でお困りの被災障がい者の方、 

避難所に関する相談と生活全般に関わる困りごとうけたまわります】 

（このような文章をテロップや案内でお願いいたします） 

郡山市桑野１－５－１７  電話／fax 024-925-2428 携帯 080-6007-8531 

E-mail  shienfukushima2011green@yafoo.co.jp 

JDF 被災地障がい者支援センターふくしま 
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福島県との懇談 提案と要望 2011 年 5 月 6 日 

福島県知事 佐藤 雄平 殿 

被災地障がい者支援センターふくしま 代表 白石 清春 

 

 東北関東大震災が起こって早２ヶ月になろうとしていますが、福島県にあっては原子力

発電所の事故の影響があり、先の明かりが見えない長いトンネルを歩んでいる感じです。

そのような状況下にある中、私たち被災地障がい者支援センターふくしま（以下、支援セ

ンターと略す）では県内外の大勢のボランティアの応援を受けて、精力的に、福島県内の

被災された障がい者の支援活動を行っています。 

 現在、全国各地のボランティア応援団に南相馬市内に入っていただいて、南相馬市との

連携の下、市内にいると思われる要援護者の家を一軒一軒回っての訪問活動を展開中です。 

 その訪問活動及びこれまでの活動で見えてきたことなどを、以下に提案と要望という形

でまとめました。私たち、支援センターの思いを行政施策に反映していただけるようお願

いいたします。 

 

＝提案と要望＝ 

 

「住まいの問題=障がいを持つ人たちとその家族に特段の配慮を」 

① 避難所の改善 

 3 月 12 日に避難所の生活環境の整備及び応急仮設住宅の設置等による避難所の早期解消

について（留意事項）という文書が厚生労働省から被災した各県に出されたようですが、

福島県内の 200 近くの避難所を見る限り、障がい者等に関する十分な配慮がなされていま

せんでした。これから夏に向っていくことから、避難所での生活はますます苛酷になって

いくことでしょう。大至急、福島県内の避難所の点検を行って、避難所での生活をなるべ

く快適にしていくための改善をはかっていくようお願いいたします。 

 

② 障がいを持つ人が使える仮設住宅について 

 福島県においても県内各地に仮設住宅の建設を着工されていると思いますが、仮設住宅

には障がい者を考慮したユニバーサル形式のものはあるのでしょうか。もし、そのような

住宅が無かったなら、早急に政府に働きかけて、ユニバーサル形式の仮設住宅の建設をお

願いいたします。また、我が国の仮設住宅だけでは数が間に合わないので、外国から仮設

住宅を輸入するというニュースを以前に聞いたことがあります。外国の仮設住宅がどのよ

うになっているのか、情報収集を行い、障がい者にとって使いやすい仮設住宅ならば、そ

れを障がい者用に回すというような工夫をとっていくようお願いいたします。  
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③ 福祉的（障がい者、高齢者を考慮した）避難所の設置 

 障がい者や高齢者にとって、体育館などを活用した一般避難所での生活が苛酷であると

いうことが、実際に避難した障がい者に聞いて明らかになっています。障がい者等の一般

避難所での長期生活を強いることは命にも関わることですので、是非とも障がい者等を配

慮した福祉的避難所の設置をお願いいたします。 

 

④ 県借上げ民間アパートに関する改修補助の件と住宅への優先入居について 

 障がい者等が、県が借り上げたアパート等に入居した場合、その物件を持つ大家さんに、

障がい者等が住みやすいように改修することもあり得るということを福島県として通知し

ているのでしょうか。そして、アパート等を改修した場合に、改修費の補助があるのでし

ょうか。もし、そのような補助が無いならば、政府や東京電力などにも働きかけて是非と

も補助制度を作るようにお願いいたします。 

 また、公営住宅や民間アパート等、障がい者や高齢者は優先的に入居できると謳われて

いますが、その周知徹底はなされているでしょうか。 

 

⑤ 障がい者の地域移行に逆行するような避難誘導について 

 原発事故による避難区域となった役場に行って話を聞いたときに、被災障がい者の受け

入れ先として入所施設を勧めるような発言がありました。また、実際に避難することにな

った障がい者の家を訪問したところ、「役場の職員に入所施設を勧められた」と言っていま

した。せっかく、私たち障がい者団体と福島県の合意として障がい者の地域移行を進めて

きたにもかかわらず、大震災時だからといって、安易な考えから障がい者の福祉避難所と

して入所施設を活用することについて強い懸念を表明します。福島県としてはどうお考え

でしょうか。 

 私たちは、全国の障がい者団体のネットワークを活用して、全国各地に被災した障がい

者のための受け入れ先避難所のリスト作りを始めています。早速、私たちの仲間が動いて、

兵庫県西宮市に市営住宅を 50 戸確保したとの連絡が入りました。また、山口県宇部市から

も被災障がい者の受け入れを表明がありました。このような情報も活用しながら、障がい

者の地域移行をより強力に進めていきましょう。 

 

「南相馬での訪問調査活動からみえてきたこと」 

南相馬市は緊急時避難準備区域になる中、行政機能や地域の支え合う仕組みなどが大変

な困難を抱えています。多くの障がい者とその関係者が生活していることも事実です。訪

問調査をしていると多くの相談が寄せられます。しかし、一方で社会資源も崩れている状

況があります。現地の相談支援員が、自ら被災している中、早急に相双地区での相談支援

体制をサポートすることが、急務となっています。福島県としてできるだけ早急に、福島

県内の相談支援ネットワークを活用した支援体制を作っていただけるようお願いいたしま
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す。 

障害者自立支援法関連の日中の活動や居宅支援が再開しない中、在宅の障がいのある人

とその家族は、各事業所の再開を心待ちにしています。原発の影響で、再開できなかった

事業所や、困難な状況の中再開にこぎつけた事業所に対して、財政的支援をはじめとする

必要な支援をお願いいたします。事業所が再開することで、障がいのある人が孤立しない

状況が実現していきます。 

訪問調査で受ける相談の多くは、被災前に利用していた医療面での支援がなくなってし

まったことでした。精神障がいの人たちの服薬、腎臓に疾患のある人たちの透析、その他

の医療行為が受けられないことへの不安でした。ぜひとも、南相馬市でこれらの医療を受

けられるようにご支援ください。 

情報の伝え方に限りがあり、視覚障がい者や聴覚障がい者等の人たちへ情報が伝わりに

くく、各種手続きがわからないとの相談がありました。また、放射線量が高い山間部の集

落には、新聞が配達されないなど、情報が入ってこないことへの不安を訴える方もいます。

ぜひ適切な手段を講じるようお願いいたします。またマスコミ関係へもそういった方々へ

の配慮を強く働きかけるようお願いいたします。 
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福島県との懇談会・提案と要望 2011 年６月 15 日 

福島県知事 佐藤 雄平 様 

被災地障がい者支援センターふくしま 代表 白石 清春 

 

 東日本大震災から３か月が過ぎましたが、福島県は原子力発電所の事故が終息していな

いので、まだまだ福島県の職員さんたちも忙しい日々をお過ごしのことと思います。 

 私たち、支援センターの活動は広範多岐にわたってきていています。その中で、事務局

体制も徐々に整備されてきています。また、福島県からの予算がつけられて、６月１日か

ら相談支援員が支援センターにはりつくことになりました。支援センターと被災障がい者

とのつながりがなお一層深まっていくことでしょう。ここにお礼申し上げます。 

 さて、去る５月 28 日に第２回構成団体会議が開かれて、各構成団体の報告と要望を聞い

ていきました。それぞれの団体から貴重な意見・要望が出されましたので、以下に、提案

と要望という形でまとめてみました。なお、以前に福島県との懇談会の折に要望したもの

も含まれています。 

 私たちの提案と要望を真摯に受け止めて、障がい者施策に反映していただけるようお願

いいたします。 

 

1. 住まいに関すること 

1. 福島県各地に仮設住宅が建設されてきていますが、車いす使用者などの動線を考慮し

た仮設住宅は造られているのでしょうか。住宅（国交省）と福祉（厚労省）という縦

の関係から、連携した動きが見受けられません。また、福島県と各市町村の仮設住宅

に関する施策の連携が図られているのでしょうか。いまからでも遅くはないので、車

いすの利用者が住みやすい仮設住宅の建設をお願いいたします。なお、仮設住宅を利

用する被災者は高齢者の数が少なくないと思います。この、大震災を機に仮設住宅の

全てをユニバーサルデザイン化したものにしていくことを、福島県として提案してい

きませんか。 

2. 阪神淡路大震災の際には、避難所から仮設住宅に移った被災者の生活環境が変わった

ために、周りの住民との関係がうまくできずに自殺する人が増えたという報告があり

ます。被災障がい者が仮設住宅や借り上げ住宅で孤立しないような方策を私たちとと

もに検討していきませんか。 

3. 避難所等から借り上げ住宅に移られる被災者の中には障がいを持つ方がいます。一般

の借り上げ住宅は車いす利用者のことなどを考慮して建ててはいないので、大幅な改

修を行なわなければならないケースが出てきますが、生活費さえままならない障がい

者にとっては改修費を支払うことが難しいのが現実です。生活困窮の障がい者に関し

ては、借り上げ住宅の大幅な改修に対して助成制度を早急に作るようにお願いいたし
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ます。 

4. 避難所に関しては以前から福島県に対して提案と要望を行ってまいりました。仮設住

宅が造られたり、借り上げ住宅に移ったりして、避難所生活をしている方たちが少な

くなっていますが、それでもまだまだ避難所生活を強いられている方たちがいます。

そして、その避難所にも入れないでいる障がいを持つ方と家族の存在があります。自

閉症などの障がいを持つ方は避難所など集団での生活が難しく、避難所の駐車場に車

を止めて、その車で生活している方たちを見かけたりしています。そのような方たち

も安心して避難生活ができる、トイレやお風呂なども整備され、個室があるような福

祉的避難所を設けていただけませんか。 

 

2. 生活に関する（事業所関係も含む）こと 

1. 仮設住宅等における介護等のサポート拠点の整備という通達が厚生労働省から出てい

ます。このサポート拠点は高齢者の介護保険関係のみではなく、障害者自立支援法に

基づく事業が実施できます。この、サポート拠点を高齢者ばかりでなく、障がい者関

係の事業の拠点に活用できるようにお願いいたします。 

2. 仮設住宅群の中心に、障がい者、高齢者、児童などの福祉サービスの提供などを行な

うサポート拠点を造ることは無論のこと、精神障がい者等医療とつながらないと大変

な方を考慮した医療関係機関を設けていくことをお願いいたします。 

3. 一般労働者もそうですが、就労支援事業所等に通う障がい者はそれ以上に原発事故の

影響での風評被害による商品の販売中止、農作物の出荷停止、企業等からの委託作業

の激減等、工賃を支払われないような状況になっています。障がい者福祉制度の中で、

工賃等に対する必要な保障や仕事のあっせん、アンテナショップへの納品などの支援

をよろしくお願いいたします。 

4. 原発の影響によって職員が避難している事業所においては職員の不足が見られます。

厚労省でいう「介護職員等の派遣に関わる費用の取り扱いについて」では派遣要請事

業所が人件費を支払うこととなっています。避難している職員を解雇することなく介

護職員等の派遣をお願いするためには国、県、市町村から人件費の支出をしていただ

く必要があります。この件についてもご検討をよろしくお願いいたします。 

5. 現在南相馬市で生活している精神障がい者等は病院に通うことができない状況におか

れています。精神障がい者等にとって服薬はとても重要なことです。精神障がい者等

が安心して通ったり入院することのできる医療機関を南相馬市内に作っていだくこと

(働きかけ)をよろしくお願いいたします。 

6. 大震災において公共交通機関（JR 等）が不通となって障がい者の移動の手段が奪われ

てしまいました。公共交通機関が回復されるまでの間、それを代行する移動手段を講

じていただけないでしょうか。 

7. 大震災が起こる前は事業所等に通って作業を行ない、または憩いの場として障がい者



117 
 

が活用していましたが、大震災が起こって障がい者が集まって生活の一部としてきた

事業所が無くなったために、障がい者が通える場が少なくなってきています。障がい

者に限らず被災者が日常生活の一部を過すことができるサロン的な場を作ることを提

案いたします。サロン的な場で複合的な福祉サービスの提供ができる体制をぜひ作っ

てくださるようよろしくお願いいたします。 

8. 家屋倒壊や原発事故の影響により、避難生活を強いられている被災障がい者等が生活

保護を申請される際に、保護課の職員から「行政や東電等から義援金等を受け取った

か」どうかを聞かれ、義援金等は収入認定されるというケースが多数報告されていま

す。厚生労働省の通達「東日本大震災における被災者の生活保護の取り扱いについて」

には、被災者が受け取る義援金等については、自立更生計画書を作成して提出すれば、

自立厚生のために当てられる額として認めないことになっていますが、各市町村の生

活保護担当職員の間でその取り扱いがまちまちの状況があります。そのようなことの

ないように、各市町村の生活保護担当の職員に周知を徹底して下さい。 

 

3. コミュニケーションに関すること 

1. 今回の大災害において聴覚障がい者においては情報の伝達がうまくなされていません

でした。原発が爆発を起こして一斉避難になった地域の聴覚障がい者は、皆の真似を

して着の身着のまま何の荷物も持たずに避難したといいます。そして、後から原発が

爆発したことを知ったといいます。聴覚障がい者に対してテレビによる手話通訳や字

幕放送等、きめ細やかな情報伝達を是非とも行なっていただきたいと思っています。

福島県からマスコミ関係機関に関して強力に働きかけてください。 

  

4. 教育に関すること 

1. 原発事故によって避難区域となった地域の養護学校の生徒は福島県内各地の養護学校

に点在させられています。避難所から養護学校までの移動の手段が確保されない等、

障がい児とその家族は大変な状況におかれています。また、養護学校の授業が終った

後の時間を過ごす場（児童ディサービス）がない等という問題もあります。そのよう

な問題を解決するために福島県として解決策を検討して下さい。 

2. 原発事故によって避難区域となった地域の養護学校の生徒に関して、避難先での特別

教育体制が取れないならば、思い切って地域の普通学校に通わせるような対応があっ

ても良いと思います。インクルーシブ的な教育のあり方を、この大震災を機に考えて

いきませんか。 

3. 福島県でスクールソーシャルワーカーの予算をとっているということですが、賃金が

安い等雇用条件が悪く、なり手がいないと聞きました。障がい児や、家族たちは避難

生活等で心身ともに疲れているので、その者たちの相談者としてスクールソーシャル

ワーカーはもってこいの役割と思います。スクールソーシャルワーカーが安心して働
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くことのできるような雇用体系を早急に作っていただきたいと思います。 

 

5．障がい者の避難先に関すること 

私たちは福島県内の避難所をつぶさに回って、被災障がい者の所在確認を行ないました

が、避難所にはごく少ない障がい者しかいませんでした。それも、高齢者や知的、精神の

障がい者で、重度の身体障がい者の姿は見えませんでした。それで、各方面にわたって調

査したところ、重度の身体障がい者は本人の意思とは関係なしに、入所施設に避難させら

れている現実が浮かび上がってきました。私たちはその後、福島県内の入所施設を回って、

被災障がい者の所在確認を行なってきましたが、施設から施設への避難者が多く、在宅か

ら施設へというケースは 10 人程度でした。では、その他の重度の身体障がい者はいったい

何処へ避難したのでしょうか。私たちの推測ですが、たぶん、福島県内の入所施設では被

災障がい者の受け入れができないために、福島県の周囲の他県の入所施設に避難している

のではないでしょうか。福島県ではそれをご存じでしょう。どこの施設に何人の被災障が

い者が避難しているのかを私たちに教えてください。私たちはどんなに遠くの入所施設で

も被災障がい者を訪ねて行きます。地域生活移行と逆行する方向に行かないために。 

福島県外の避難所におられる被災障がい者に対して必要な支援を準備していますので、

是非とも私たちの支援センターの周知の徹底を、福島県を通じて行なってくださるようお

願いいたします。（チラシを用意いたします） 

  



119 
 

原発の事故等で避難区域から避難した重度の身体障がい者の所在確認をしてい

ますが 2011 年 6 月 21 日 

避難区域となった各町村 障がい福祉関係職員様 

被災地障がい者支援センターふくしま 代表 白石 清春 

 

 3 月 11 日の大震災から３か月が過ぎましたが、福島県は原子力発電所の事故のこともあ

り、まだ復興の「ふ」の字も出てこない状況が続いています。そのような状況下で、福島

県内の各町村職員の皆さんは大変な仕事に就いていると思います。お疲れ様です。 

 さて、私たちＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしまでは、自分たちの事業所の利

用者の皆さんの安否確認を行い、家の荷物が散乱してそこに住むことのできない障がい者

には避難所を勧め、ともかく支援物資を被災地で困っている障がい者関係事業所へ届ける

という活動を行ない、福島県内の避難所を回って、避難所の障がい者の存在を確認し、そ

の方に困っていることを聞いて、行政や相談支援員に回すという支援活動を行なってきま

した。福島県内の避難所をくまなく回ってきましたが、避難している障がい者は少なく（避

難所では満足な避難生活ができないので）、それも、軽度の身体障がい者や知的障がい者、

精神障がい者等が多く、重度の身体障がい者にはなかなか巡り会わないのでした。 

 では、いったい何処に重度の身体障がい者は避難しているのでしょうか？第二次避難所

であるホテルや旅館に避難しているのだろうか？それとも、自らの意思とは関係なく家族

と離ればなれになって、入所施設に入ってしまっているのだろうかと、様々な情報を頼り

に、重度の身体障がい者を探し求めて走り回っています。 

 私たちは、私たちの仲間である脳性まひ者等の重度障がい者が、地域社会の中で、地域

の人たちとふれあって生きていける世の中を創ることを夢見て活動を行なってきています。 

 避難区域となった町村の職員の皆さん、いくら重度の障がい者でも生きていく権利があ

るのですから、そのような者をどうか見捨てずに、地域社会の中に救い出してください。

重度の身体障がい者が何処に避難しているのか、情報があれば、どうか、私たちに教えて

いただけませんか。私たちは、福島県内で活動している自立生活センターの仲間たちとと

もに、どんなに重度の者でも地域で自立した生活を送れるように支援する努力をしていま

す。私たちと一緒に、１人でも多くの重度障がい者の地域生活移行を進めていきましょう。 
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東日本大震災を経験して、国に対する提案・要望 2012 年 1 月 20 日 

内閣総理大臣 野田 佳彦 殿 

JDF 東日本大震災被災障がい者支援いわて 代表 田村 幸八 

JDF みやぎ支援センター 代表  阿部 一彦 

JDF 被災地障がい者支援センターふくしま 代表  白石 清春 

日本障害フォーラム（JDF） 代表幹事  小川 榮一 

 

 2011 年３月 11 日東北・関東に大地震が起こり、岩手・宮城・福島の沿岸部を大津波が押

し寄せ、２万人あまりの多数の方が亡くなりました。亡くなった障害者の数が健常者のそ

れに比べて２倍との報道がありました。さらに、福島県では原発の事故により、莫大な放

射性物質が福島県内に降りそそいで甚大な影響を与え、復興のスタートラインにも着けな

い状況が続いています。 

 私たち、各地の被災地障がい者支援センターでは、被災した障害者の実態を把握して個

別支援にむすびつけていくために、全国各地からの駆けつけていただいたボランティアの

みなささんと共に避難所や仮設住宅を回ったところ、ごく少数の障害者の姿しか見かけま

せんでした。避難所も仮設住宅も、あるいは借り上げ住宅にしても障害者の避難生活を保

障するものではありませんでした。 

 この東日本大震災以前にも、阪神・淡路大震災や中越大地震など、大きな震災を何度も

経験しているにもかかわらず、我が国では障害者や高齢者の命を守り、被災後の生活の方

法を考慮にいれていない震災対策がまかりとおっているのが実状です。私たちはこの東日

本大震災を経験して、それをターニングポイントに、わが国の震災時における障害者はじ

め特別な配慮が必要な人への対応策をより実効性のあるものにしていくため、提案と要望

を下記に述べていきます。 

 

＝記＝ 

 

1．災害時における対策 

 支援センターでは、被災障がい者の所在確認を行うには障害手帳保持者、要援護者など

の名簿提出を行っていただかなければならないとして、政府、各県、各市町村にいち早く

働きかけてきましたが、個人情報の保護に関する法律の壁が厚くて、なかなか実現化でき

ないで今日まできています。唯一、福島県南相馬市だけが市長の大英断によって、被災障

害者宅を回って訪問調査活動を行うことができました。 

 また、避難所は学校の体育館のようなところが多く、高齢者や障害者にとっては障壁の

多いバリアフルな構造でした。阪神大震災のときから仮設住宅のバリアフリーを求める声

が上がり、ユニバーサルデザインの仮設住宅が今回こそ当初から計画されるものだと期待
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していました。しかし、残念なことに東日本大震災の現在に至っても、早くから当事者団

体が要望したにもかかわらず現実には合理的配慮など後回しにされてきています。 

【提案・要望】 

1. 岩手、宮城、福島の被災した各市町村の障害者の名簿開示を早急に行い、障害者関係

団体等に被災障害者の実態調査を行えるよう配慮していくこと。さらには、今後震災

等が起こった際には、障害当事者団体等に名簿開示を行い、速やかな被災障害者への

当事者の立場からの支援活動が行える状況を創り出していくこと。 

2. 今後も全国各地で大規模災害は起こりうる。そのときの対策として、避難所として利

用する可能性のある建物は向こう５年以内に速やかに全てバリアフリー化すること。

さらに、あらかじめ障害者や高齢者に使いやすいお風呂やトイレを組み合わせたユニ

ット式ＢＴを建築しておき、避難所に設置していくような方策をとっていくこと。そ

の他、様々な障害者の特殊性を考慮した形で避難生活が容易にできる方法を義務づけ

ること。 

3. 仮設住宅を利用するのは、高齢者が多いと予想される。仮設住宅の設計段階ですべて

の住宅をユニバーサルデザイン化されたものにすること。（入り口を広くし、バストイ

レに余裕をもった広さを確保し、介助者とともに活用できるようにすること。） 

 

2．住宅について 

 大きな災害後には高血圧や生活習慣病が壮年層に顕著に出現する傾向があることはよく

知られています。誰もがいずれは高齢になり、若い頃と同じ方法での動作や移動が出来な

くなります。配慮の足らない家屋が人を施設に追いやっていくのです。生涯住み続けられ

る住宅のあり方を、今こそ強力に推進しなければなりません。アメリカや諸外国で進めら

れている、ある程度法や制度でしばることも考慮に入れ、実効性のある取り組みにしなけ

ればならなりません。復興住宅でユニバーサルデザインを共通基準とするよう、我が国で

もこのような条例をぜひとも創設していきましょう。今後もし大震災が起こった場合に、

ユニバーサルデザインの住宅であれば、被災障害者が誰の家にでも避難することが可能に

なるでしょう。そうすれば、望まない施設への入所も無くなるでしょう。 

【提案・要望】 

1. 一般の住宅はすべてユニバーサルデザインを標準とした規格を法制化すること。その

ために政府と住宅会社や障害当事者と話し合う機会をもうけ、ユニバーサルデザイン

住宅法制化プロジェクトを立ち上げていくこと。 

2. さらに、地域社会のコミュニティのあり方を考える際に、プライバシーを守れる環境

で、共有部分を設けて多世帯が集団で生活できる住宅（コーポラティブ住宅）システ

ムの構築を検討し、実現化していくこと。 
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3．障害者に対するサービスについて 

 東北の行政では、県内の各市町村に住んでいた在宅の重度身体障害者の家族に介助など

の負担を押しつけていた傾向があったのではないでしょうか。とくに東北地方は、財政的

基盤の弱さもあって障害者福祉関係の予算が低いということも事実です。大震災では、以

前よりも福祉サービスを受ける障害者が増えていくという現実があります。 

【提案・要望】 

1. 大災害時においては、とくに在宅の重度障害者の福祉サービスについて、被災した特

に財源規模の小さな地方自治体の負担を極力少なくする方策を取っていくこと。 

2. 大震災において、いつ強い余震が来るか分からない状況下では、単身での自立生活を

している者にとって、恐怖におびえる時間を過ごすことになる。そのようなことも鑑

みて、震災時等における重度身体障害者のヘルパーの派遣時間を大幅に増やすこと。 

 

4．障害者の生活（所得）保障について 

 大震災においては、被災した障害者やその家族が職を失って路頭に迷う例が現実的に多

くなっていきます。知的障害者等の就労支援の事業所に仕事の発注が少なくなっていると

いう現実があり、地域で生活している障害者にとっては非常に切迫した状況にあります。 

【提案・要望】 

1. 今般、我が国の財政事情がかんばしくないということもあり、生活保護の受給対象者

を制限していくといった動きがみられる。困窮した日本国民の 後のよりどころとな

る生活保護制度なので、今回のような大震災の折には、餓死者や自殺者を出すことの

ないよう、障害者をはじめとする被災生活困窮者には生活保護を支給していくこと。 

2. 今回の地震や津波、あるいは原発の事故によって、義援金、東電の賠償仮払い金など

が被災した生活保護を受けている障害者などにも支給された。しかし、末端の行政機

関である各市町村ではその全額を収入認定とみなして、生活保護をさし止めしていく

事態が起きている。そのようなことが起こらないように、国としてしっかりとした伝

達システムを確立していくこと。 

3. 被災している障害者等を考慮した、障害基礎年金に加算した形での所得保障制度を創

設していくこと。 

4. 被災している障害者等が働いて収入の得られるシステムを、被災地の事業所を含め、

多くの住民たちと研究開発すること。その研究開発に対しての補助制度を設けること。 

 

5．原発に関連して 

 福島県に設置してあった第一原発は、未曽有の地震と津波により壊れかけて、膨大な放

射性物質を福島県はじめ近隣各地にまき散らしました。そうした事態の中、福島県民の約

３万人が県外に避難しています。今後も避難者は増え続けるのではないでしょうか。 
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【提案・要望】 

1. 自主的に県外に避難した福島県の障害者に関して、避難した先での住宅や福祉機器、

福祉サービス等、きめ細かく柔軟性のある生活保障を提供すること。 
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災害時要援護者の避難支援ガイドラインの見直しを求める要望 2012 年 10 月

17 日 

内閣総理大臣 野田 佳彦 様 

厚生労働大臣 三井 辨雄 様 

経済産業大臣 枝野 幸男 様 

国土交通大臣 羽田 雄一郎 様 

復興大臣 平野 達男 様 

JDF 被災地障がい者支援センターふくしま 代表 白石 清春 

 

１．災害時要援護者の避難支援ガイドラインの見直しと行政への周知徹底 

「要援護者」は洪水を想定して作られたようなので、身体の重度の方を中心に作られて

います。今回の災害では原発災害をみてみると、介護の必要な重度の障害の方だけではな

く、環境要素が大きく関わってくる。夜と昼での家族構成が違っていることや、家から避

難できるかではなく 30ｋｍから外に避難できるか否か、地域全体に避難を要されたときに

避難体制ができているのかなど、大きな課題があった。災害の規模や種類、時間帯によっ

て「要援護者」の考え方は変化するものである。そのような点を踏まえ、緊急時避難計画

は、障害を持つ人や難病及び要援護者の視点に立ち、実行力のある支援策を講じること。 

1. 地域の誰が、どこに、どの様な手段で避難するのかを政府や県・地域役所の中での避

難誘導の発令権と責任者をはっきりしておくこと。 

2. 障害を持つ人や難病及び要援護者等（以下障害を持つ人など）の避難先はホテルなど

を確保する。避難先とは常時に連携しておき、避難先見学などをする。避難先は体育

館ではない。体育館避難により寒さと疲労困憊で多数の人が亡くなった（新聞記事添

付）。 

3. どの様に避難するかは、障害を持つ人などが移動できる手段としての車両その他を設

計確保すること。現在のバスの形では寝たきりの人などが起こされて移動中に死亡し

た。車いすのまま数台が乗車できることや、横になって移送できるバスなどを設計・

増設すること救急車も考慮が必要。 

4. 避難時の際の個別の避難計画も災害種類によって異なることを念頭に置いて作る必要

がある。そして、「要援護者」は毎年変化しているため、随時の更新が必要である。 

 

２．行政に対して、災害時における個人情報の適切な取り扱いと積極的運用改善 

1. 要援護者ガイドラインでは、積極的に「人の生命又は身体の保護の目的のため緊急

かつやむを得ないと認められるときは、保有個人情報の目的外利用や外部提供を行

うことが認められている」との各行政の条例文をもとに支援につなげるようにと明
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示してあるにもかかわらず生かされていなかった。ガイドラインがあっても運用が

出来ていない。この条例があっても個人情報を開示するためにはハードルが高い現

状がある。その結果、今回の震災時に、障がいをもつ者の確認が著しく遅れる事態

を生んだ。平常時から、災害時の緊急事態に個人情報を開示し、安否確認を迅速に

行い、生命を守るための運用方法を確立する必要がある。 

2. 阪神淡路大震災では行政が積極的に障がいを持つ人などの名簿開示を行い、民間団

体が障がいを持つ人などの安否確認に動き回ったと聞くが、今回の震災においては、

個人情報保護法により行政の対応がうまくいっていなかった。今後も大きな大震災

が起こりうるので、行政と障がいを持つ人等の民間団体の間で「災害対策市民会議」

のような諮問機関を設け、障がい持つ人等の名簿開示を含めた課題について話し合

っていく必要がある。 

 

３．一般避難所、福祉避難所の根底からの見直し  

1. 体育館等の避難先での配慮 

体育館などの避難先において、障害を持つ人のトイレ・ベット・着替え場所確保には

一般の人よりも特別な配慮が必要である。今回の震災でもトイレが混雑しているために

水分を取らない、ベットがないために車いすで何日も過ごすなどで体調を崩した人が続

出した。 

2. 大災害時における緊急的避難所 

大災害時に避難にできる家屋を事前に決めておき、何かあった場合に行政指導ですぐ

に避難所として活用していくことのできる状況整備をしていく。その建物には前もって

食料や水、発電機などを準備していくような方策をとっていく。 

3. 避難所のバリアフリー化・小規模化 

また、避難所として活用していく建物はユニバーサルデザイン化したものでなくては

ならない。障がいを持つ人などにも使いやすいバス、トイレのユニットを作っておき、

災害が起こった時に避難所にそのユニットを設置していくことを考える。また、知的障

がいを持つ人や精神障がいを持つ人にとっても生活しやすい避難所のあり方を考えてい

くことが必要である。例えば、大規模な避難所ではなく民間の建物などを活用した小規

模避難所を地域に数多く設けるなどの対策をとっていくことが必要である。 

4. 避難所としての民間施設の活用 

障がいを持つ人や高齢者等、公共施設を活用した避難所ではなく民間施設のホテルや

旅館に避難させる方策をとっていくことが望ましい。民間施設を活用したとしても、避

難生活で困っている障がいを持つ人等の家族が存在していることであろう。行政が仲立

ちした形で私たちのような支援団体につないでいく方策を考えていくべきである。 
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４．ユニバーサルデザイン仮設住宅の基本整備と支援ソフトの確立 

1. 長期化する避難生活における障害を持つ人などが住める住宅の確保。 

仮設住宅は土地の確保の問題から、まちから離れたところに建設されることが多い。

または、放射線量の多い地域に仮設住宅が設置されているところもある。そのような場

所で生活している障がいを持つ人などや高齢者にとっては移動手段の確保が難しい。仮

設住宅の問題だけではないが、過疎地も含めた交通システムのあり方を模索して実現し

ていかなければならないのではないか。 

2. 障害者用の仮設住宅 

単身の障がいを持つ人などが生活する仮設住宅は二つか四つの住宅を組み合わせた形

で、お風呂やトイレまたはキッチンを共同で使うような仮設住宅があっても良いのでは

ないか。こうすれば車椅子でも身動きの取れる広さのある住宅になる。それから洗濯機

は共同で使うような方法をとればよいと考える。既存の仮設住宅にはトイレやお風呂に

は 10cm 程度の段差があった。このような段差があればよく歩けない高齢者にとっても利

用面で非常に困難である。設計上、このような段差を取り除くような仮設住宅を造るべ

きである。また、高齢者や障がいを持つ人などにスロープが設置してある仮設住宅に優

先的に住めるような方策をとっていくべきである。 

3. 仮設住宅から復興住宅への移行に向けて 

仮設住宅に住んでいる被災者の多くは高齢者である。みなし住宅に住んでいる障がい

を持つ人なども復興住宅に移って行くことも考えられる。そういう意味で、今後つくる

予定のある復興住宅は全てユニバーサルデザイン化されたものにしていくこと。 

 

5．被災地福祉サービスの継続実現の確保 

1. 福祉サービスを利用していない障害を持つ人などがいる家族への緊急支援 

障がい者自立支援法や介護保険等のサービスを受けている障がいを持つ人などは、サ

ービス提供事業所で安否確認ができるが、常時福祉サービスを受けていない人が今回の

災害時や避難時に地域に取り残された。また、相談するところもわからない状態があっ

た。サービスに結びついていない障がいを持つ人などの安否確認を迅速に行うには、行

政とその地域の住民たちの連携した行動が必要である。日ごろから行政と住民による災

害訓練を行っていく。 

2. 緊急時に対応するため医療機関との連携を常時に図っておく 

原発事故のように、ふるさとから遠い所に避難を余儀なくされ、医療機関も避難を余

儀なくされて治療も薬も手に入らない状態の中で、障害を持つ人などの死亡や病状悪化

が相次いだ。避難先の医療機関に、被災前の治療の情報がスムーズに届くための工夫は

できないか。例えば電子カルテなど、避難先の医療機関に送付（または持参）できない

か。精神障害者がお医者さんを変えずに治療を続けるような手立てがとれないか。お薬

手帳を避難先へ持参するなども必要だが、薬などが避難先の医師にスムーズに情報をつ
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なげることができないか。 

3. 緊急時の介助支給時間の柔軟な変更 

原発事故などによる災害時の介護支給時間数の不足に対しては、1 日 24 時間の緊急時

時間数を決めておく。更に、避難先でも介護が受けられる柔軟性が必要である。 

 

６．緊急時の情報保障と相談体制の充実 

1. 避難先での支援者確保と整備 

コミュニケーションがなかなかとれない聴覚障がい者などに震災の情報を的確に知ら

せていく方策を考え、実現していくことが必要である。また、障害を持つ人などに緊急

時に対応する人材の確保が必要である。手話通訳士・視覚障害者の手引きと死亡者や行

方不明者などの情報提供・障害を持つ人の介護人などの確保＝他県や本県で地域の福祉

事業所などへの協力体制や定期的なシュミレーションをしておく。 

2. 緊急時情報提供＝障害を持つ人へのわかりやすい情報提供の在り方 

 テレビ・新聞報道等は正確な情報を提供すること＝スピーディ情報など 

 「爆発的事象？」「ただちに人体に影響はない？」等わかりにくい表現は避けること 

 新しい言葉＝μ（マイクロ）㏜（シーベルト）などには必ず注釈を明記しておくこ

と 

3. 相談事業体制の充実 

今年（2012 年）の１月に福島県から復興財源を当てた予算が（被災地障がい者支援セ

ンターふくしま）に割り当てられて今年度は何とか活動を続けていくことができるが、

来年度の予算は国の復興財源の関係でどうなるかわからない状態である。確実に来年度

以降の被災地障がい者支援センターへの予算を確保していただきたい。またその運営に

おいては、小さな団体も含めて議論に参加できる環境を整えていただきたい。福島県の

場合、原発事故の影響で被災障がいを持つ人などの支援活動が長期的になることが予想

される。福島県の場合に限ったことではないが、大災害が起こった際に民間団体で真剣

に支援活動を行っているところには政府から財政的支援があることが望ましい。 

 

７．原発事故（放射能リスク）への対応の見直し 

福島県民にとって放射線被害は恐怖である。なるべく放射線の影響の軽減を図る方策を

政府と福島県は責任を持って行っていくべきである。放射線の影響の軽減を図る一つの方

法として福島県外への避難と保養があげられる。障がい児を含めた子ども達や障がいをも

ティ大人などの避難・保養に関して交通費や宿泊費の助成をおこなう。原発事故において

は障害を持つ人など、避難する人にも福島県に留まる人にも戻る人にも、子供同様リスク

の高いクループとして支援救済を優先的に図ること。 

1. 避難準備区域や屋内退避時にも、障害を持つ人などは避難対象者として扱うこと 

障害を持つ人の一人暮らしやそれに準ずる家庭は、介助者が来なければ移動もトイレ
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も食事をとることもできない。救援物資が届かずに屋内退避では餓死することとなる。 

2. 放射能リスクの高いグループとして、子供・妊婦・障害を持つ人などを優先して避難

させること。 

それに伴う必要経費は東電が一義的な負担を負うが国が責任を持って代替えして避難

させること。放射能被曝において子供の感受性が高いことは周知の事実としてあるの

で再度の発言はしないが、免疫不全症候群の人や障害を持つ人などへの救済は優先し

て避難や治療検査の支援策が必要である。 

3. 障害を持つ人などの避難に対し、人権軽視の発言には謝罪が必要 

リスクが高い要援護者の移送はしない選択肢もあるとの人権軽視の発言があるが、見

捨てる社会であってはならない。謝罪と改善を求めたい（新聞記事添付）。 

4. 原発事故による避難指示がある地域での緊急時に対応を迫られる一般事業所の介護職

員やヘルパーなどへの被曝に対しての治療や検査の責任は国にあることを明らかにし

ておく。 

5. 障害を持つ人などが、福島県内に留まる時には正しい情報による防御策や被爆健康手

帳の配布・健康管理支援の徹底を講じること。また役所の担当者が定期的に健康に対

する相談を行うこと。 

6. 障害を持つ人などが避難先から戻ったり、避難しないで留まっている人への 1 年間に

必要な保養の機会を国の責任のもとに行われること。 

 

８．原発は即時廃炉にして、再生可能エネルギー確保に努めること 

1. 再生可能エネルギーを確保すること＝原発がなければ人工呼吸器をつけている人など

の電気供給に支障が生じるなどと、原発推進のダシにしないこと。 

2. 障害を持つ人は、原発のない安心した地域での暮らしを切望している。 
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第６章 広報 
支援センターからみなさまへの発信 
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ふくしま支援センターニュース つながり No.1  

ひとりじゃないよ！ 信じあい 助けあいながら 

2011 年 4 月 11 日発行：JDF 被災地障がい者支援センターふくしま 

住所 〒963-8024 郡山市朝日2丁目21－10 YKビル102号  TEL／FAX 024－925-2428 

メール shienfukushima2011green☆yahoo.co.jp 

 

 日本障害フォーラム（JDF）は、４月６日に郡山市に JDF 被災地障がい者支援センター

ふくしまを開設しました。開所式には、東俊裕（内閣府障がい者制 度改革推進会議室長）

や福島県と郡山市の障がい福祉課や地元の支援団体や施設、JDF 幹事など約 60 人の出席が

あり、地元新聞などの取材もありました。９日（土）には蓮舫内閣府特命担当相が訪れ、

JDF 被災地障がい者支援センターから現場の要望を手渡しました。 

調査累計（4 月 9 日現在） 

障害者支援事業所 避難所 個別相談対応数 電話相談 

39 ヵ所 83 ヵ所 90 件 15 件 

 

障害福祉 事業所調査結果 3/19～4/2（第 1 次報告） 

 相双地域、いわき地域は直接訪問。その他の地域については電話連絡などで全県の小規

模作業所や地域活動支援センター等の調査を実施しました。入所施設、通所施設は自治体

提供情報や知的障害者関係団体調査資料より。 

 85 ヵ所中 85 ヵ所から回収 （回収率 100%） 

 建物被害 半壊 14 ヵ所 、影響なし 71 ヵ所 

 その他（建物、ライフライン、交通アクセス以外）困りごと 

 原発事故による避難地域指定のため、開所の見通しがたたない 

 原発事故で集団自主避難しており、今後どうしたらよか不安 

 家族がバラバラに避難しており心配 ・県外避難者の心身の状況が心配 

 職員も避難しておりスタッフ不足 ・放射能により作業種目である農業が開始でき

ない 

 情報が少ない ・ガソリン不足で開所できない ・精神の方の薬の入手が難しい 

 下請等、仕事がなくなり収入減・今後の見通しもたたない 

 津波で手作業のすべての機械･車が使えない 

 

避難所調査（県北、県中、県南、会津、南会津地域） 

浮かび上がってきた問題など（キーワード） 
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 生活費が底をついた。 利用料が払えない  

 避難所生活は続けられない。親の介助で、周り

にも迷惑、疲れた 

 精神障がいがある人について、定期通院、服薬

が不安定  

 将来の見通しがつかない 

 カップラーメン以外のものが食べたい 

 

これまでの訪問活動日誌から… 

作業所･事業所 

 【再開のめどがたたない…】原発 30 キロ屋内待機指示地域の２事業所の利用者の多く

は、避難所生活の継続が難しく自宅に帰ってきている。複数事業を行っている法人の

事業所は、40 人の利用者の内 19 人が在宅生活を送り、11 人の職員の内８人が県外で

避難所生活、３人が出勤可能という状況でも再開を決意しスタートしようとしている。

しかし、行政は再開には責任はもてない、と継続事業の承認は未定の状況になってい

る。 

物資提供 

 【車】津波で職員と施設の車が９台流された事業所へ、全国の関係団体の呼びかけで

２台の提供の申し出があり、昨日、熊本からの申し出があった一台を贈呈した。その

他の生活用品も一緒に。全国からの支援に感謝しておられた。 

 【水】製造機器の使用ができなくなり、まだライフラインが回復していないパン製造

事業所に全国から届いた水を届けた。 

 食料物資は一定届くようになってきているが、カップラーメン、レトルトなどが多く

偏っている。しかしお世話になっているので要望を言いにくい。栄養バランスのある

食生活確保のための手立てを打つことが急務の課題。 

状況 

 人口透析中に被災、８名の家族がばらばらで避難、２ヵ所の避難所に分かれての生活

になっている。週３回送迎ボランティアで生活している。 

 全体的には、初動時の「救急」「救済」的要望から、安定的生活の復元、生活の安定、

作業所等の再開、将来への生活展望などの不安の訴え、要望が多くいよいよ第２ステ

ージに入ってきたことを実感する。そこへ、福島県の被災者は「原発」被害が被り不

安を拡大、助長している。 

 

「蓮舫内閣府特命担当相へ現場からの要望を手渡し」 

 9 日（土）に蓮舫内閣府特命担当相が JDF 被災地障がい者支援センターを訪れました。

同センターからは避難した障がい者の現状を報告。現場からの要望（10 項目）を手渡した。
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村木厚子内閣府政策統括官（共生社会担当）

も来県に同行していました。蓮舫内閣府特命

担当相は、「震災や津波、福島では原発と大 変

な災難の中で障がいをもっている人たちが大

変な思いをしている。災害弱者と言われてい

る人たちに本格的に支援をしなければいけな

い」と話ました。 

 

現場からの要望（10 項目抜粋） 

1. 避難所などでの健康に配慮された食事提供 

2. 非難勧告が出た地域の人たちの指定避難所までの移動支援 

3. 手帳などがなくても、必要な時に必要な場所でサービスが受けられるよう 

4. 必要に応じて政府の権限で在宅障がい者の名簿を提出してほしい 

5. 障がい者数に応じた仮設住宅のバリアフリー化、新しいまちづくり創りにはユニバー

サルデザインに基づいて 

6. 医療現場等への配慮および支援 

7. 障がい特性に配慮した支援を避難所に 

8. 支援組織に対した、助成制度を早急に 

9. 原子力発電所の事故に関する情報の開示 

10. 障がい者の災害対策を障害者基本法に盛り込んでほしい 
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JDF 被災地障がい者支援センターふくしま活動報告 

2011 年４月 15 日 

 

第一ステージ 

1. 安否確認と被災状況調査（各団体加盟事業所中心） 

 聞き取りの中で分かったことは地域が限定された。浜通り地区への支援 

 浜通りに拠点を設置：相馬ひまわりの家・いわきけやき共同作業所（北）、自由空

間（南） 

 

第二ステージ 

1. 物資搬入とニーズ調査。事前のニーズ調査に基づいた物資搬入と直接聞取り 

 いわき市、相馬市は徐々に物流が回復。南相馬市は物流が回復せず。 

 南相馬へ拠点設置:デイさぽーとぴーなっつ（原町区） 

2. 南相馬に障がいをもつ人が在宅のままいることが分かる。デイさぽーとぴーなっつが

支援。 

 団体に加盟していない事業所への物資搬入と直接の聞き取り 

 支援センターふくしまへの相談。いわき、相馬の拠点へのネットワークづくり 

 

第三ステージ 

1. 避難所への支援センターの周知とニーズ調査 

 避難指示地域を中心とした避難所で生活をする障がいを持つ人たちのニーズに相

談支援事業所と連携して対応をした。 

 避難所に障害を持った方々の姿が思いのほか少ない。軽度の方は何名かいました。

障害の重い人はどこにいるのか。 

 南相馬に避難していた障がいをもつ人たちが戻りはじめる。避難所での生活にか

なりの困難が生じる。 

 新たに避難指示地域の設定。飯館村、川俣町の障がいをもつ方から避難手段や避

難先での生活に不安の声が届く。 

 

第四ステージ（予定） 

1. 新たな避難指示地域に住む障がいをもつ方の避難手段と避難先の確保と紹介 

2. 他とのつながりがほとんどない在宅の障がい者の安否確認とニーズ調査 

3. 第 2 次避難所への支援センターの周知とニーズ調査 
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個別実態把握状況 

 60 代女性 人工関節 ベッドなく寝起き大変。以前から通院しているいわき市内に住

む場所が欲しい→その後連絡をするが避難所を移転されている。 

 70 代男性 聴覚 補聴器の補助金もつかず、収入も少なく買えない 

 関節が痛い。しばらくは薬もない。痛みが強かったが、医飾が来たため、薬もらい今

は楽。次の避難所に行ってほしいと言われるが、今後のことも分からず、もう少しこ

こにいたい。二本松市内に居住希望 

 60 代男 アルコール依存症 避難所にはおらず、自宅にいる。人づきあい少ない。物

置のような建物に住んでいる。通院はしていない。安否確認をしてほしい →郡山市

地域保保健課へ連絡。保健士が訪問予定。 

 40 代女 下肢 自宅が半壊。避難所内の移動、トイレ等が不便→後日連絡するが避難 

 10 代男 重度重複 集団生活が長期化することで、周囲から心ない言葉をもらうこと

がある。 

 50 代女性 左半身麻痺 自宅が自主避難区域。避難所の風呂に椅子があれば危険なく、

1 人で入れる。男女で時間が分かれているため、家族介助が難しい。息子が知的障がい。

時々遠くに行ってしまうので心配。→相談支援員に報告。 

 30 代男性 上記女性の息子 避難所での生活は眠れない。家に残した犬・猫が心配。早

く家にかえりたい。 

 30 代男性 知的  1 日なにもすることがない。作業所に通えない。家に帰りたいが帰

れない。 

 30 代女性 アルコール依存症 埼玉へ 4 月転居の予定だが、引き続き福祉サービスが受

けられるか。入院中で、リハビリ訓練中だったので、埼玉で治療の継続ができるのか。

→相談支援員に報告 

 女性 多発性硬化症 移動先で医者の診察が受けられるか、薬をもらえるか心配。 

 女性 精神 通っていた作業所の仲間のことが心配。作業所に連絡するがつながらな

い 

 50 代女性 精神 服薬をしていたが、本人が嫌 毎日たいくつ。夜眠れず、避難所を夜

歩き、戸の開閉がうるさいと苦情。現在は家族で個室にいる。病院につながていない。 

 50 代女性 精神 余震が恐く、夜は自宅に帰るが、日中は避難所に来ている。避難者

ではないため、昼に避難所にいることに遠慮がある。 

 リウマチのためプレトニン服用。抗体低下。感染症がこわい。原発が不安 

 入所施設利用者 避難先を転々としてきた。 

 60 代女性 難病 特定疾患の手帳を紛失。家族でもいいので、手続きをしてほしいと

言われるが、家族も障害があり、難しい。→その後連絡をするが避難所を移転されて

いる。 
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 90 代女性 被災前は杖で歩行をしていたが、被災後車いす。娘：このまま寝たきりに

ならないか心配。本人：早く家に戻りたい。 

 不明 糖尿で退院したばかり。避難所の食生活ではまた悪化してしまうかも。 

 農家の方 当分はと言われるが、当分が長い。あきらめとくやしい気持ちが半々。二

次避難をするが、その後の見通しもたたない。 

 40 代女性 てんかん 避難時に薬手帳を持参したため、薬をもらうことができた。障害

のことを受付の職員にも伝えているが、体育館を歩きまわたりすることで、周囲から

白い目で見られる。地元に戻れないと何をしてゆけばよいかわからない。地元に戻り、

仮設住宅からでも稲作を始めたい。 

 不明 旅館に移動が始まっているが、情報が入らなくなるのではと不安。持病がある

ため食事内容で病状が左右される。お世話になっているので、これ以上のお願いはで

きずにいる。入浴・洗濯にもお金がかかり、先が見えないのが不安。 

 60 代女性 身体 5 か所目の避難所。別の避難所で役場の人に健常者も障害者も大変

なのは同じだと言われ違和感を感じる。先の見通しがみえす、いつまでこの生活が続

くのか知りたい。 

 不明 統合失調症 被災時入院中。持病があるため郡山の病院に転院後、現在の避難

所へ。医療費はかからないが生活してゆくのにお金が大変。杖を買うのも実費。車い

すのリースも保証人が欲しいといわれた 

 不明 精神 本人の希望で移動。個室対応している。他の避難所も行ったが、難しい。

まだ保健師との信頼関係できていない。 

 女性 知的 当初は避難所 X に行ったが慣れず騒いだため親戚を頼ってここへきた。

現在は仕切りや遊ぶ所があり落ち着いている。二次避難所の旅館へ移る事になってい

る。以前では支援学校に通学し、避難先の廃校になった小学校に行くことになるがそ

の支授学校に行くのか、養護学校に行くのか迷っている。支援学校にいた介助員 3 人

は解雇になったので今まで通りにならない。また、放課後支援も受けていたがどうな

るのか不安。 

 ６歳男児 脳性まひ 家族で避難中。個室で家族で生活。現避難所で 3 ヶ所目。次の

所で個室が保障されるか。 

 30 代 精神 母と一緒に避難。ここで 3 ケ所目の避難所。大部屋で集団生活。母が立

てなくなったことが心配→後日連絡するが避難所を移転されている。 

 女性 精神 被災前に親を亡くし箱神的に不安定。一日中正座しており、体操等に誘

うと笑顔になる。親以外の身内、支援者は不明。保健師が巡回。 

 男性 下肢 歩行困難。３階の教室から降りるのに、同部屋の方から支扱をもらって

いる。トイレは洋式しか使用できないが、３階のトイレは和式のみなので２階に降り

ていかなければならない。 

 10 代女性 脳性まひ 歩行はできるがよく転ぶので、頭などにコブができている。明
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日には家族で二次避難所のホテルに移動する予定。 

 90 代男性 入院先先から移動してきた。１人で来られ自立できているとの話だが、介

助が必要と思われる。役場職員も多忙で何をどうしていいのかわからない。 

 10 代男性 脳性麻痺 避難指定区域から避難。障がいを持っている方は家族や周囲が

温かく対応しているが、この兄弟（？）はかまってもらえない。家族へのケアも必要。 

 70 代女性 下肢 杖をついてゆっくり歩いている。ベッド、シヤワーチエアーあれば

いい。 

 70 代女性 精神 津波で家が流され避難。東京からの医療チームが毎日巡回に来てい

る。羅患して 10 年。 近症状が艮くなっていたが、被災して家を失い、再び落ち込む。

現在も避難所でほとんど横になっている。 

 80 代男性 半身まひ 地震と津波で家もペｯドも電動車いすも壊れた。２，３日は消防

署にいたがもその後は避難所。被災してからの１か月間一度しか入浴していない。長

男は漁業をしていたため現在仕事がなく、この男性の行く先を早めに決めたいと思っ

ている。 

 不明 知的 以前避難していた方が他府県に避難。避難先に作業所がなく困っている。 

 ７才男児高機能自閉・５才女児アスペルガー 家族４人自宅で生活している。収入が

無くなり、貯蓄を切崩して生活している。食料事情も苦しくなってきたの で、避難所

にもらいに行くが支給できないとのこと。社会福祉課の貸付を利用したらと言われた

が、返済のあてがないのに借りることはできない。食料がなくなりそう。子どもたち

もストレスがたまり、パニックを起こすこともある。日中過ごす場がほしい。他にも

同じ境遇の人がいる。→連携施設が対応。物資を届ける予定。 

 不明 ポータブルトイレが使えないため、避難指定区域内の施設で入浴。介助者の休

みがない。 

 不明 精神 保健所と連携している。病院に通院していたが薬がもう切れる。公立病

院のほうで受診する。 

 男性 精神 病院に行っていない。医者の往診もない。→訪問者がその場で病院へ連れ

てゆく。 

 60 代男性 身体 生後 20 年寝たきり。現在は杖歩行。小高地区から避難してきた。３

回の移動に次ぐ移動で体調を崩した。今後は●●へ行く予定。自衛隊の風呂が何度か

きたが、その場所までの歩行が困難なため、地震以来風呂に入っていない。移動する

まえに、もっとわかりやすい情報がほしい。やっと落ち着いたと思う頃にまた移動で

混乱する。 

 40 代女性 肢体・筋ジス？ 避難指定区域から避難。筋ジスの疑いがあり、医療機関

に受診後地震。理学療法とリハビリを行っている。手帳はまだない。郡 山の避難所 Y

に移動したいが、交通手段がない。避難所 Y は同じ村の人が多い。さみしいので早く

移動したい。かかりつけの理学療法士が避難所 Y にいる。避難 所 Y には確認が取れて
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いる。 

 

 避難所 A 133 名が避難している。障害者は今朝他へ移動した。入れ代わりが激しく、

現状の把握が難しい 

 避難所 B 衛生状態が悪い。駐車場の車内で生活してる人がいる。（よく眠れない） 

 避難所 C ホテルや旅館への二次避難が始まっているが、子ども、介腰が必要な高齢者

が優先でまだ何も知らされてないひともいる。建物は階段が多い。室になっている。 

 避難所 D 介護が必要なかたから二次避難を始めており、足の悪い人は昨日移動した。

随時その他の人も移動していく予定。同じ町内の人であるが、つながりがないのか障

害者の存在を分かっていても気まずそうにしている人もいる。 

 避難所 E 約 30 名が避難している。ひざが悪く入浴困難な高齢者がおり、社協に介助

イスを借りに行ったが断られた。認知症で、徘徊などがひどく心配している。→その

後連絡するが本人は移転されていた。 

 避難所 F 介助の必要な方がいる家族が避難している。設備は整っており、用具の不足

はない。職員曰く、今後、精神的なケアが必要になってくるのではないか。 

 避難所 G 自殺者が多くなっている。社協の避難所では５人１チームで 24 時間体制で

やっている。行政はあまりできない。スタッフ不足。避難所を見守るスタッフが欲し

い。70 代の障害者の入浴介助ができない。 

 避難所 H 避難しなければならなくなるか心配。ここで生活するのであれぱ解雇され

る。 

 避難所 I 140 名が生活。行政がなかなか協力してくれない。 

 作業所 J 作業所を仮設する費用等のためにお金が必要。 
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ふくしま支援センターニュース つながり No.2 

ひとりじゃないよ！ 信じあい 助けあいながら 

2011 年 4 月 20 日発行：JDF 被災地障がい者支援センターふくしま 

住所：〒963-8025 福島県郡山市桑野1丁目5-17深谷ビルB棟101号 TEL：024-925-2428 

FAX：024-925-2429 

メール：お問い合わせフォームをご利用下さい。 

 

 震災から１ヶ月が過ぎましたが、福島県は原子力発電所の事故のこともあり、不安の中

生活しております。住民のみなさんは、肉体的な疲れと共に精神的なストレスも徐々に溜

まってきています。 

 私たち JDF 被災地障がい者支援センターふくしまは、現在、福島県内の避難所の障がい者

の困っていることを聞いて行政や相談支援員に回す段階にきています。今後は、避難所に

も入れずに、他のつながりがほとんどない在宅の障がい者支援と労力と時間のかかる活動

もしていきます。先日、NHK などのテロップや新聞で支援センターが紹介され、相談の電

話も増えてきています。今後も支援の輪をもっと広げて、障がい者のみなさんの支援に全

力で取り組んでいきたいと思います。 

調査累計(４月 14 日現在) 

障害者支援事業所 避難所 個別相談対応数 電話相談 

39 ヵ所 152 ヵ所 108 件 22 件 

 

避難所からの声 

自治体では避難所にいるすべての障がい者の人数、状況について把握がむずかしく、当

支援センターも避難所の障がい者の状況とニーズ・困りごとを調査してきました。 調査し

て上がってきた問題点としては・・・ 

食事の栄養が偏っている ／ プライバシーが守られていない ／ 介護用品、薬が足り

ない ／ 避難所から養護学校へ通うための交通手段がない ／ 入浴ができていない 

／ 聴覚、視覚障害の人は情報が入りにくい ／ トイレが使いづらい ／ 

等がありました。 

 

滋賀から福島へ差し入れに！ 

 ４月 14 日、ポテトファーム（就労 A 型施設運営）の佐野さんが滋賀から、野菜ジュース

とトイレットペーパーの差し入れを持って、支援センターに来て下さいました。全国のみ

なさんに支えられていることを、改めて支援センターのスタッフ一同が実感しました。ま
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た佐野さんは、当支援センター内の放射線量を測定してくれました。

郡山市の放射線量が思ったよりも高いと心配されていました。 

 

これまでの訪問活動日誌から 

作業所・事業所の様子 

 南相馬市の精神障害の利用者中心に支援している事業所では、連

絡の取れなかった利用者２が亡くなられていたことが判明。ここの

利用者は、ある避難所で「精神障害のひとの対応はむずかしい」と

入れなかったとのこと。市内の３事業所利用者 32 名のうち 20 名が県外避難、他は市内で

在宅の生活。 

 いわき市のある作業所では津波の影響で建物と機械が被害を受けてしまい、利用者の通

う場がなく、臨時に開設できるような支援が必要。全国からの支援の輪が広がっている。 

避難所の状況 

 周りの人に気を使い迷惑をかけないようにとお風呂を我慢していたり、避難所で迷惑を

かけるからと自宅に戻ってしまう障がい者の方がいた。また、養護学校に通学が決定して

したが、学校までの交通手段がなかったりと、震災から１ヶ月過ぎて救援物資以外の支援

が必要になってきていることを実感している。4 月 18 日までに第 2 次避難所である温泉街

等に多くの方が移動する動きがあり、プライバシーが守られる反面、移動後の個々の状況

把握、支援を誰がしていくのか、それを支える社会資源やシステムがあるのか、自ら声を

あげなければ、周囲は感じにくくなっている。  

4 月 5 日～4 月 17 日までの避難所訪問は 230 か所のうち 170 か所訪問済みで、避難所で

JDF が把握できた障がい者数は 119 人(身体 49 人、精神 35 人、知的 21 人、重度他 14 人) 

 

支援センター今後の活動 

支援センターの知名度や活動が行政をはじめ伝わっていない為、今後様々なツールを利

用し、周知を図っていきます。また、先日 JDF 被災地障害者支援センターふくしまの今後

の課題整理の会議を実施しました。一ヶ月経過した評価、この間の活動で明らかになった

こと、今後のセンターの役割、目標をどこにおくのか、具体的な活動と組織体制を確認し

ました。今後は、JIL や相談支援事業所職員、JD からきょうされんの支部や全国からの支

援者も参加して活動していきます。 

 

組織体制 

代表：白石 清春 

（事務局体制については、4 月 23 日 13 時からの構成団体会議で決まります。） 
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活動内容 

安否確認と被災状況調査 

物資搬入とニーズ調査・事前のニーズ調査に基づいた物資搬入と直接聞取り 

避難所への支援センターの周知とニーズ調査 

新たな避難指示地域に住む障がいをもつ方の避難手段と避難先の確保と紹介 

他とのつながりがほとんどない在宅の障がい者の安否確認とニーズ調査 

第 2 次避難所への支援センターの周知とニーズ調査 

 

民主党 PT 谷参議院議員が来訪 

  14 日(木)に民主党障がい者政策プロジェクトチーム座長兼同 PT

内難病対策 WT 主査である谷参議院議員が JDF 被災地障がい者支援

センターを訪れました。谷議員は「現場の声やご意見を集約して政府

に伝えて連携をとっていきたい。」と述べました。 
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第一次避難所訪問調査報告 

2011 年４月 22 日 ＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしま 

 

 2011 年 3 月 11 日、観測史上 大の地震・津波の大災害をうけ、福島県さらに日本では

経験したこともない原発事故による深刻な放射能問題が加わり、未曽有の危機的な状況を

むかえました。 

 ４月 6 日、全国の支援のもと、福島県の障害関係団体が集まり、福島県内の被災した障が

い者・関係者への支援を目的に「ＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしま」を設立し

ました。 

 このセンターの 初の活動として、この大災害による被害状況やニーズをきちんとひろ

い上げていく事を目的に第 1 次避難所訪問調査活動を展開しました。 

 200 か所近くの避難所訪問調査を全国のＪＤＦの応援ももらいながら、２週間の短期間で

行いました。しかし、私たちが考えた以上に避難所で生活している障がい者が少ない状況

にありました。 

 一方で、１か月経過した避難所での障がい者の生活実態やニーズがいろんな内容がうかび

あがりました。命に直接かかわる問題から生活の中身にかかわる問題や様々な方の精神的

な問題など様々な問題が浮かび上がってきています。 

 また、すでに避難所は第 2 次避難所として、旅館・ホテルに移り住まられ、避難所の継

続的使用の問題や集団生活の問題など３次、４次の避難所を移らざるをえない人、避難所

では生活が難しく、やむなく民間アパートをかりた人など新たな生活に移りつつも生活上

の問題が見えづらくなりつつもあります。 

 今回、第一次避難所訪問調査活動の内容をまとめ、今手をうつへきこと、時間の経過とと

もに手をうつべきこと、これから考えていくべきことなどを検討するにあたって、何らか

の示唆を提供することを目的にこの報告書を作成しました。 

 ただ、これは実態やニーズ把握の入り口であって、まだまだ多くの障がい者の生活上の

困難さやニーズは顕在化していない。様々な形で実態を明らかにニーズを拾い出していく

ことを私たちの取り組みの柱とします。 

 

福島県第 1 次避難所調査の目的 

 福島県内の第一次避難所を直接訪問し、障がい者の避難状況、そこでの生活状況をつ

かみ実態を明らかにする。 

 さらに障がい者・家族のニーズをつかみ、緊急かつ専門性がいるものは、支援センタ

ーにつなぎ、物資支援などセンターで対応できるものは、対応する。 

 生活実態・ニーズを整理する中で市町村・県・国で対応すべき問題は、要望活動につ

なげていく。 
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調査範囲 

 第１次避難地域の学校・公民館などの公共施設 

調査期間 

 ４月５日～１８日 

調査方法  

 １チーム２,３人で各避難所をまわり、責任者・行政関係者・障がい当事者・家族などか

ら直接話を聞く。 

調査した内容 

 避難所に障がい者がいるか。どういう状況で生活状況か。そこで困っていること、ニー

ズ 

 

福島県被災者第一次避難地域訪問調査活動報告 （2011．4．22） 
 

避難所での障がい者・家族からの声・ニーズ 

【障がい者・家族はどこに避難したのか。】 

 避難所をまわっていてまず 初に気付いたのが、障がい者の方々が少ないということで

す。大災害後に今まで住んできた住居に何らかの理由で済むことが難しくなり、避難所に

駆け込んでいったことを考えると障がい者も多くは、避難所に移っていると考えていたま

した。しかし、実際は違いました。 

 初から避難所にいかなかった人、転居した人、一か月たつ中で、避難所から離れて生

活をかわった人などがいます。被災者の避難所以外の居住場所として、想定できるのは①

親戚等の身内②避難すべき自宅③アパート・民家を借りる④福祉資源⑤県外⑥その他等で

す。 

  では、どうして避難所に生活しなかったのかと考えてみますと 

1. 避難所の住環境の厳しいさ（階段が多く、トイレなどの使いづらいことなど） 

2. 大集団の困難さ（プライバシーが確保されないこと） 

3. 仕切りもない開放された空間（音やにおいなど広がり、まわりとトラブル） 

4. 周囲の目（当事者の様々な行動で誤解をうみやすい） 

5. 障がい者のニーズに応えた機器が揃えられない（ベットなど） 

などがあげられます。 

 一方で指定された避難所を離れ、独力で親戚の家や民間のアパートを借りたとしても大

きな問題があります。 

1. 親戚の家にもたくさんの人が避難してきて、段々と住みづらくなってきて、離れ

ていった。 

2. 民間アパートを借りたものの行政から支援がなく、経済的に追い詰められている。 

3. 指定避難所とは違う所に避難しているので、避難所でもらえる物資がもらえない。 
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チーム数 参加者 訪問件数 避難所 社会福祉事業所 行政 面談 人数

4 月 5 日 7 14 10 29 7 7 

4 月 6 日 6 13 6 9 6 6 

4 月 7 日 5 21 21 17 8 18 

4 月 8 日 5 18 26 21 1 4 12 13 

4 月 9 日 5 18 25 23 2 7 17 

4 月 10 日 2 17 6 6 3 3 

4 月 11 日 7 15 28 27 1 4 10 

4 月 12 日 4 17 14 11 3 10 10 

4 月 13 日 3 10 15 15 3 3 

4 月 14 日 4 17 16 14 2 14 14 

4 月 15 日 4 10 17 14 3 3 3 

4 月 16 日 2 4 9 9 5 5 

4 月 17 日 3 6 10 9 1 3 3 

計 57 170 221 198 13 10 85 112

＊４月６日時点避難所 238 か所 ４月 14 日時点 203 か所 ４月 22 日時点 173 か所 

 

4. 様々な情報が入ってこない。 

5. 避難所で整ってきた行政職員の配置や保健婦さん・お医者さんの見回りなどの支

援がうけられない。 

6. 指定避難所では、行政関係者などもいて、まわりから声をかけられたりして相談

につなげられる場合もあるが、避難所を離れると自分から相談員に働きかけない

となかなか専門の相談にのってもらえない。 

などがあります。 

 また、 近では、周囲とのトラブル、環境の劣悪さなどから３次、４次の避難所を転々

とする障がい者も何人もいました。そこで共通して言われることは「疲れた」という言葉

です。 

 

【避難所の１か月余の暮らしからでてきた様々なニーズ】 

避難所の建物・環境をめぐって 

 建物環境で大きな問題のひとつは、他人同志が大きな空間で生活していく中での問題が

深刻化しています。建物構造自体は、変えることは困難ですが、つい立で区切っただけで

も生活空間のあり方が大きく変わります。 
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 下肢障害のある人たちからトイレの問題が多くだされます。（トイレに行くまでに階段が

ある。和式しかないなど） 

 個別的な対応の問題で、「ベットがなく、寝起きが大変」「介護ベットがほしい」「お風呂

にイスがあれば、1 人で入れる」「シャワーチェアーがほしい」などと日常生活上の問題へ

の個別対応の必要性が大きくなっていています。 

 一方で「持病があるため食事内容で病状が左右される」「糖尿病で退院したばかり。避難

所の食生活では、また悪化してしまうかも」と食事内容の問題も時間とともに大きくなっ

てきました。 

 生活改善のニーズは、非常に切実なものです。一定期間たちつつある避難所での生活を

緊急的に改善が必要なところは、早急に行うべきです。 

 震災直後に国は、３月１２日時点で「避難所での生活環境の整備…」という文章を厚生

労働省は通知（ 終ページ参照）しています。しかし、４０日たってもなかなか改善され

ていない問題もあります。 

本人の状態、周囲との関係 

 「眠れない」「集団生活でストレスがたまっている」「イライラする」「気持ちが落ち着か

ない」という声は多く聞かれました。身体障害の方やうつ病の方などからは、ほとんど横

になっている状態もあります。特に高齢の方の場合、このまま寝たきりになるのではない

かという不安を周囲から寄せられました。 

 長くなりつつある避難生活から感染症への不安や健康上の不安などもあがりました。 

日中の場について  

 避難生活が１か月を越え、段々毎日の生活のリズムや社会との結びつき、目的をもった

活動の必要性が浮かび上がってきています。「毎日がたいくつ、散歩程度の運動しかない」

「作業ができなくて顔色が悪い」「通っていた作業所の仲間のことが心配」「避難所に作業

所がなくて困っている。」等と働くこと、毎日通う場があること、外で人との関わりが広が

る場があることは、切実に求められています。 

 さらに障がい児をもつ家族からは、「子供たちにストレスがたまり、パニックを起こした

りする。日中過ごす場がほしい」「支援学校をどうするか悩んでいる」「放課後支援を受け

ていたがどうなるか不安」などと通える学校の場、日中の場の確保は急がれます。また、「支

援学校にいた介助員 3 人は解雇になったので、今まで通りにいかない」とこれまで関わっ

てきた先生との関係性がきれたり、支援体制が崩れることへの不安があります。 

福祉サービス・医療について 

 避難したり、通っていた病院が被災し、機能を亡くしたことにより、医者の診察や今ま

で通りの福祉のサービスの継続への不安をもたれています。特に県外移設した場合の不安

もあります。病気をもった方、精神障害のある方、難病の方などから「病院に行けない。

薬がない。」などを訴えられました。 

 「入浴、洗濯にもお金がかかり、先が見えないのが不安」「生活していくのにお金が不安。
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杖を買うのも実費」「補聴器の買い直しができない」など福祉サービスに関わる範囲での負

担の問題も深刻です。  

将来への不安 

 「２次避難をするが、その後の見通しをもてない」「先の見通しが見えず、いつまでもこ

の生活が続くのか知りたい」「いつ避難すればならなくなるのか心配」「これからの住宅が

心配」などと震災後の復旧への見通しへの不安がありますが、あわせてその見通しを考え

ようにも福島では、原発の問題が大きく立ちはだかっています。原発による放射能汚染状

況の変化、それに対応した避難の追加や変更、依然根強い風評被害などもからみなかなか

見通しをたてていくための出発点に立ちにくい状況が続き、そのことにより将来への不安

が膨れ上がってきています。 

情報提供について  

 「もっとわかりやすい情報がほしい」という声も多く寄せられました。その内容として

は、原発などの状況がどうなっているのかのわかりやすい情報。避難所に移り、１か月余

がたった時点での生活上の情報。これまで受けていた各種サービスの継続に関しての情報。

新たに避難するにあたってのわかりやすい情報。今後の見通しの情報などなどです。各々

の避難所の中で障がい者に配慮した情報提供は必要不可欠です。 

広がりつつある避難所への支援体制の格差 

 時間とともに避難所に対する人的支援や物資支援が充実しつつありますが、場所によっ

ては人的支援が整っていない地域もあります。特に、医療的ケアや保健的ケアにおいては、

避難所ごとの差が広がっています。特に中心部から離れた所、古い建物などに目立ちます。 

 

まとめ 

  今回の調査は、震災が起こって３週間がたった時点で、障がい者の安否確認と今生活で

困っていることを把握するために全国の障害関係者関係団体の力を借り、避難所での障が

い者の数とニーズを把握していきました。その中で、物資支援などの急を要するニーズに

は当センターで応え、生活上の様々な相談は支援センターにつなぎました。また、抜本的

改善は行政に要請していく予定です。 

 未曽有の大災害となった東北大震災は、40 数日がたち、依然行方不明者の捜索と身元確

認が続けられ、被災地では、がれきの山と化した町の復旧・復興には、時間がかかるよう

な状況です。 

 ここ福島県では、原発問題が重なり、問題が変化することに応じた対策として新たな避

難計画も出され、復旧・復興に向けての歩みというより、現在も続いている原発の問題に

追われている状況です。 どの場所で復旧・復興していくことが定まりきれない、この現状

の中にあっては、今の生活、避難生活を少しでも改善していくことは、大切なことです。 

 今回の第一次避難所調査訪問調査は、被災した障がい者のニーズの一部しか反映できて

ません。多くの障がい者のニーズは、眠り、散らばっています。しかし、今はわかったこ
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とからひとつひとつ進んでいく事も非常に大切です。 

 今後とも当センターは必要に応じた調査や様々なニーズに応えていく活動、さらにはも

っとも困難を抱えている問題、行政への要請活動などを続けていきます。 
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ふくしま支援センターニュース つながり No.3  

ひとりじゃないよ！ 信じあい 助けあいながら 

2011 年 5 月 4 日発行：JDF 被災地障がい者支援センターふくしま 

※住所がかわりました！今後とも支援センターふくしまをよろしくお願いします！ 

■住所 〒963-8025 郡山市桑野１丁目 5-17 深谷ビル B 棟 101 号 ■TEL 024－925-2428  

■FAX 024－925－2429 

■メール shienfukushima2011green@yahoo.co.jp 

 

調査累計(4 月 27 日現在) 

障害者支援事業所 避難所（2 次避難所含） 個別相談対応数 電話相談 

85 ヵ所 312 ヵ所 108 件 56 件 

 

支援センターふくしま白石代表あいさつ 

 2011年３月 11日マグニチュード 9.0という未曽有の大地震が東

北・関東を襲いました。その地震から引き起こされた大津波によっ

て岩手、宮城、福島の沿岸部はことごとく壊滅されて、27000 名

以上の死者と行方不明者を出しました。それに伴い、福島県では大

津波の影響で、第一原子力発電所が事故を起こし、目に見えない放

射線が福島県内の人、農作物、家畜、自然を汚染しています。原子

力発電所の事故の終息がいつになるやら予想がつかない状況なの

で、福 島県の復興はまだまだスタートが切れないでいます。 

 支援センターふくしまでは多くのボランティアさんたちの力を

借りて、福島県内の大部分の避難所を回って、障がいをお持ちの方

の安否確認と困りごとを聞いたり、ニーズ調査を行ってきました。

そして、障がい者の避難所での過酷な生活の全容が浮き彫りになり

ました。避難所の床が堅くて横になれなくて車いすのまま２週間も

我慢している人、お風呂に１か月も入れないでいる人、避難所の駐

車場で、車の中で寝起きしている人、自閉症のため集団での生活が難しくて、避難 所を転々

としている人、「この世の終わりが来る」と言って恐怖している精神障がいの人等、様々な

障がい者が避難所では苦労されていました。 

 私たちは、200 か所近くの避難所を見て歩きましたが、障がい者らしき人は 100 名程度

と、割合的には少ない数でした。ことに身体的に重度の障がい者はあまり見当たりません

でした。避難所の生活が苛酷であろうことが分かっているので、知人や親せきの家に避難
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したり、または在宅で不便な生活に耐えているの ではないかと想像しています。 

 南相馬市のとある事業所では、津波と原発の恐怖から利用者である障がい者が避難して

しまったので、もう閉じようと覚悟していたら、避難していた利用者と家族が戻って（避

難生活に疲れ果てて）きていて、ぜひ事業所を続けてほしいとお願いされて、現在その事

業所に 20名もの利用者が通ってきています。その事 業所には若い職員さんがいましたが、

原発事故の関係から辞めてしまいました。そのような状況にも関わらず、事業所を運営し

ている理事長はじめ職員さんの心に動かされて、南相馬市の事業所に対して、支援センタ

ーふくしまでは支援物資とボランティアを送り込む支援活動を続けています。そして、こ

れも原発の関係から南相馬市の計画避難に指定された地区の障がい者の安否の確認と避難

意向の調査を上述した事業所の理事長さんに、南相馬市から直々にお願いされ、私たち支

援センターの応援部隊に南相馬市に入っていただいて、南相馬市内に散らばっている障が

い者の家を回って訪問活動を展開しています。 

 今後の支援センターふくしまの活動としては、郡山に避難所兼サロンを設置して、南相

馬市や川俣町、川内村、葛尾村、その他の地域から避難してきた被災障がい者を受け入れ

る体制を確立していきます。それから、障がい者用のバリアフリーの仮設住宅を２戸ばか

り設置していこうと考えていますが、郡山は放射線量がかなり高いので、可能なら会津若

松市に設けていきたいと考慮しているところです。さらに、全国各地の障がい者団体と連

携して、全国の避難所に被災障がい 者を受け入れる準備をしているところです。 

 支援センターふくしまは、まだ事務局体制がしっかりしていないので、事務局員や事務

作業のボランティアが少なく、データの整理がなかなかできていない状況です。後手後手

になっていますが、今、郡山養護学校の卒業生名簿のデータ整理に着手していて、データ

が打ち終わった段階で養護学校の同窓会の役員の方と卒業生の名簿データを確認しあって

から、福島県の浜通りと中通りに住んでいる養護学校卒業生の家を一軒一軒訪問していく

活動を展開していきます。 

 福島県は、何回も述べますが、原発事故の問題で行政も民間も右往左往しています。私

たちもこのまま郡山に居続けていいものやら、判断に苦慮しています。私はもう歳なので

放射線はあまり問題にはならないでしょうが、若い人たちや子供さんにとっては大変な問

題になると警鐘を鳴らしている方たちもいます。原発からどんどん放射線が漏れだしてい

る期間が長く続くのであれば、郡山の若者たちを遠いところに避難させることも考えてい

かなくなるかも知れません。 

 このような福島県の状況ですが、いつも笑いを絶やさずに（いつも笑い顔でいると免疫力

が上がります。免疫力がアップすると、放射線で壊れた細胞の DNA を修復するとのこと）、

きっといつかは福島の復興をやり遂げるという強い意志で支援センターふくしまの活動を

続けていく所存ですので、よろしくお願いいたします。 

白石 清春 
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５月４日、乙武洋匡氏が来訪 

 ５月４日（水）、乙武洋匡氏が支援センタ

ーふくしまに訪れました。被災地の障がい者

の現状、支援センターふくしまの活動につい

て、支援センターのスタッフと熱心に話して

いました。 

 乙武氏はとてもまじめな方で、被災地の現

状に熱心に耳を傾けていました。 

 

 

第１次避難所訪問の調査報告 

調査目的：障がい者の避難状況、そこでの生活状況をつかみ実態を明らかにする。さらに

障がい者・家族のニーズをつかみ、緊急かつ専門性がいるものは、相談事業所

につなぎ、物資支援などセンターで対応できるものは、対応する。市町村・県・

国で対応すべき問題は、要望活動につなげていく。 

調査範囲：第１次避難所となっている地域の学校・公民館などの公共施設 

調査期間：４月５日～18 日 

調査方法：１チーム２，３人で各避難所をまわり、責任者・行政関係者・障がい当事者・

家族などから直接話を聞く。 

調査内容：避難所に障がい者がいるか。どういう生活状況か。困っていること、ニーズの

把握。 

 

障がい者・家族はどこに避難したのか 

 避難所を訪問して気付いたのが、障がい者の方々が少ないということです。その理由と

して想定されるのは、避難所の住環境の厳しさ、大集団の困難さ、仕切りもない開放され

た空間、周囲の目、障がい者のニーズに応えた設備が揃えられていない等が挙げられます。 

 一方指定された避難所を離れ、独力で親戚の家や民間のアパートを借りたとしても、親

戚の家にもたくさん避難してきて住みづらくなった、民間アパートを借りたが行政から支

援がなく経済的に追い詰めらている、避難所のように物資がもらえない、情報が入ってこ

ない、避難所のように行政職員、保健師、医者、相談 員による支援が受けづらい等の問題

があります。 

 また、 近では、周囲とのトラブルや環境の劣悪さなどから３回、４回と避難所を転々

とする方々がおり、「疲れた」という言葉をもらしていました。 

 

１か月余の避難所生活から出てきたニーズ 

●プライバシーが守られず、つい立等で区切ること  ●介助等の人的支援の必要性  



150 
 

●トイレに行くまでに階段がある、和式しかないなどトイレの改善   ●ベッド、お風呂

の椅子など日常生活上の問題への個別対応  ●糖尿病などの持病を持った方の食事内容

の改善  ●「眠れない」「集団生活にストレス」等の精神的な部分のケア  ●感染症の

不安や健康上の不安を解消すること  ●毎日の生活のリズムや社会との結びつき、目的

をもった活動  ●医者の診察や 今まで通りの福祉サービス継続ができないことへの不

安を解消すること  ●もっと分かりやすい情報の提供  ●避難所への支援体制格差の

是正 

 

避難所の方々が抱く将来への不安 

 「２次避難をするが、その後の見通しをもてない」「先の見通しが見えず、いつまでこの

生活が続くのか知りたい」「いつ避難しなければならなくなるのか不安」「これからの住宅

が心配」など震災後の復旧への見通しの不安がありますが、あわせてその見通しを考えよ

うにも福島では、原発の問題が大きく立ちはだかっています。原発による放射能汚染状況

の変化、それに対応した避難の追加や変更、依然根強い風評被害なども絡み見通しが立た

ない状況が続いています。そのことにより避難所では、将来への不安が膨れあがってきて

いるという印象を受けました。 

 

第１次避難所を訪問して 

 第１次避難所訪問の調査は実態やニーズ把握の入り口であり、まだまだ多くの障がい者

の生活上の困難さやニーズは顕在化してはいません。今後とも様々な形で実態を明らかに

し、ニーズを拾いだしていくことを私たちの取り組みの柱として、活動していきます。  

 

障がいを持つ子どもたちとその家族の避難支援情報 

◎『福島の子どもたちとつながる宇部の会』さんから 

 地震、津波、原発事故と大変な状況の中、自閉症のお子さんをお持ちのご家族は避難所

にも行けないのではないだろうか。もしそういうご家族がおられるなら、こちらでしばら

く暮らせるようにサポートしようと、表記の会を立ち上げました。会には自閉症の子ども

を持つ親や永くサポートをしている人、25 年前の チェルノブイリ原発事故で被災した子ど

もや医師を受け入れた人などがいます。この動きに対し、市のほうも住宅を始め、さまざ

まな支援を連携してくれることになりました。希望があれば、ぜひお問い合わせください。 

＜概要＞ 

・宇部までの交通費は当方負担 

・宇部まで移動が可能な子どもさんとそのご家族 

・住宅はこちらで準備(家賃と水道代は無償） 

・生活一時金として一世帯に対し、宇部市から 10 万円 
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・孤立を避ける意味でも、2 家庭を受け入れる 

・ 長 1 年間は滞在できるよう、私たち生活サポーター20～30 名で経済面を支

える 

・それ以外の一般サポーターが、さまざまに支える 

＜連絡先＞ 

｢福島の子どもたちとつながる宇部の会」 

代 表 ：  木 下 文 雄  Tel:090-6838-2881   携 帯 メ ー ル ：

kinochan-dont.vs-yamaguthi-110＠ezweb.ne.jp 

事務局：武永佳子 Tel&Fax;0836-33-3982  携帯：090-8359-2863  PC

メール：ntakena＠mail.bbexcite.jp 

 

◎『カム バック プロジェクト実行委員会』さんから 

 しょうがいをもつ子どもさんとそのご家族の支援。生活基盤が崩壊してしまった中で、

次の一歩を踏み出すためには多大なエネルギーの蓄積がご家族お一人お一人に必要です。

現実からの逸脱や地域からの離脱としてだけではなく、次のステップの充電のために、大

阪や神戸の地で１週間から約６カ月の期間、心身のケアを含めた生活の場をご提供し、専

門家の人的支援により、今後の人生に向けての「リセット」をしていただける場になりま

すよう支援していきたいと思いま す。 

＜プログラム内容＞ 

１．移動支援 

２．住居の確保（被災者向け公営住宅等のご利用） 

３．お子様の園・学校・専門機関につなぐための支援 

４．親の就労支援 

５．学童保育支援事業との連携 

＜対象＞ しょうがいをもつ子どもさんとそのご家族 

＜期間＞ １週間～約６カ月 

※相談窓口を設置し、期間をはじめ、ご家族の意思を反映した支援の実施をし

ます 

＜スタッフおよび協力機関＞ 

フレンドシップミーティングの専門ボランティアチーム、児童支援、家族の心

理面をサポートする専門スタッフ、しょうがい児をもつ兄弟姉妹の会、地域支

援学校・支援学級・通園事業施設、各医療機関、その他の支援サポートのチー

ム、行政機関 

＜連絡先＞ 
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合同会社ユニバーサルプラン （事務局 田伏高治） 

住所：兵庫県神戸市東灘区魚崎北町 5－3－5－201 

電話：078－413－5111 メール：tabushi@universal-plan.jp 
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ふくしま支援センターニュース つながり No.4  

ひとりじゃないよ！ 信じあい 助けあいながら 

2011 年 6 月 22 日発行：JDF 被災地障がい者支援センターふくしま 

住所 〒963-8025 郡山市桑野１丁目 5-17 深谷ビル B 棟 101 号  TEL 024－925-2428  

FAX 024－925－2429 

メール shienfukushima2011green@yahoo.co.jp 

 

 震災から３か月が経ちました。時間の経過とともに、被災した障がい者の方の状況やニ

ーズは刻々と変わってきています。それに伴い支援センターふくしまも、障がい者の方に

合わせたきめ細かい活動を行っていきます。 

 

 『UF-787 プロジェクト』できれいな土壌を！ そしてみんなの元気を取り戻そう！ 

 福島県は東京電力の原発事故の影響で、今なお不安な毎

日を送っています。今まで作り上げてきた土壌は放射性物

質で汚染され、作業所も元気をなくしてしまっています。

そこで私たちは、福島に住む障がい者の方、作業所のスタ

ッフ、そして福島県民みんなが元気を取り戻すことができ

るように「UF-787 プロジェクト」を進めています！

「UF-787 プロジェクト」のＦは福島、７８７は"菜の花"

を数字にしました。このプロジェクトは、まず郡山市の作

業所の畑に、放射性物質を除染してくれると言われている

ひまわり、菜の花の種を利用者とボランティアスタッフで植えていきます。秋になったら

全国から収穫した種を支援センターに送ってもらい、その種とメッセージを入れた袋を販

売していき、障がい者の方のための活動資金にしていこうと考えています。また種から油

を搾り取ってバイオ燃料に応用していきます。 終的には、この運動を福島だけでなく、

日本全国、そして全世界に広めていこうと考えています。このプロジェクトは、福島の土

壌をきれいにしていくことのみならず、障がい者や高齢者の雇用を生み出すこと、そして

子どもたちの未来に原発に頼らなくてもよい、自然エネルギーを活用した共生の福島、日

本、世界を創ることを目的としています。平和な生活が営むことのできる社会を創るため

にみなさんも私たちと ともに運動していましょう！ 

 

ボランティアさんからの手紙 

 大阪から福島へ応援に来てくれた、井手克哉さんから寄せられたボランティア活動の感

想です。井出さんは、南相馬市の 30km 県内で唯一、障がい者の日中活動支援を行ってい
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る「ぴーなっつ」で利用者支援のお手伝いをしていただきました。被災地障がい者支援セ

ンターふくしまは全国からのボランティアさんに支えられ活動しています。ありがとうご

ざいます！今後も頑張っていきます！ 
 ６/２～６/９まで支援活動に参加させて頂いた井手と申します。 
 白石代表、和田様等、センターの皆様方のおかげで南相馬の 前線で活動させて頂き

ました。浜通りでは依然、被災が続いている状況です。職員方も少ない現状のなかで、

熱意をもって必死に取り組まれている『ぴーなっつ』の皆様には頭が下がります。三日

間のサポート活動のなかで、のどかな雰囲気のなかで何気ない笑い声があったり、泣き

声があったりできる活動の場の大切さを身にしみて実感しました。今まで普通だと思っ

ていたことが、実はそれが本当に大切な事だと痛感した三日間でした。この現状を大阪

に帰ってから伝えることも大切な役割であると思いました。まだまだ勉強不足です。大

阪に帰って一から出直します。 

 

津波にも負けずに頑張ってます！ 

 

いわき市にある「わいわい作業所」は、3 月 11 日の東日本大震災の際に、津波の被害を受

けました。震災当時、施設の中はメチャメチャになってしまいました。今現在は支援セン

ターを始め、多くの方々の支援によって震災以前の姿に戻り、みんなで作業を開始するこ

とができるようになりました！ 

 そして、「わいわい作業所」では、今度は被災障がい者支援として、いわきに在住の方に

限りますが、作業所への受け入れを５名程度、グループホームへの受け入れを２名程度行

っています！支援される側から支援する側へ…。この良い流れが他の事業所にも引き継が

れるように、支援センターでも応援していきたいと思い ます！ 

 

相談窓口のご案内 

 被災地障がい者支援センターふくしまでは、今回の東日本大震災で被災された福島県内

の障がい者の皆様に対し、必要な情報の提供や様々な相談を受け付けておりますが、この

度、専従の相談員を置いて対応できるようになりました。まずはご連絡ください。 
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【相談受付時間】 午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 （土日祝日含む） 

【相談方法】 電話やメール、支援センターへの来所、自宅訪問での相談も可能です。 

【相談内容】避難先での生活について 将来の生活について 福祉サービスについて 医

療関係について 教育や療育について 就労について 

相談直通電話：024-983-7646 ＦＡＸ：024-925-2429 

メール：hisaichisoudan@cameo.plala.or.jp 
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【ダイジェスト版】障害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から 

2011 年８月 29 日 ＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしま 

 

※『障害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』全文は JDF 東日本大震災被災障害者総合支援本部のホームページからご覧いただ

けます。 

 

１，調査のねらい（経過） 

 ３月 11 日の東日本大震災で、福島県南相馬市では、663 名（８月 25 日付）の死者・行

方不明者をだし、原発事故で７万人あった人口が緊急避難で一旦１万人まで減り、街はゴ

ーストタウン化した。その後４月に入り、避難生活の困難さから南相馬市に住民が戻り始

めた。障害のある人やその家族も同じように戻った。 

 そこで、３月中旬南相馬市は、１．障害のある人やその家族の居住の事態、２．緊急避

難時の要支援の内容等を明らかにして、要支援者名簿と要援護者避難計画の見直しのため

に、他県、他市では実施に移せなかった障害者手帳交付者名簿の公開に踏み切り、調査を

市内原町区の障害者支援事業所（NPO 法人さぽーとセンターぴあ ぴーなっつ）へ協力要

請をした。ぴーなっつは、ＪＤＦ（日本障害者フォーラム）被災地障がい者支援センター

ふくしま（以下、ＪＤＦ支援センター）に協力要請を呼びかけ、ぴーなっつとＪＤＦ支援

センターが共同して調査活動に取り組むこととなった。震災から一ヶ月半経過した４月 30

日より本格的な調査がはじまった。 

  

２，調査の対象 

 調査対象者は原町区／鹿島区の 65 歳未満の身体障害者手帳、療育手帳所持者 1,139 名。 

 

３，調査の方法 

＊JDF（日本障害フォーラム）構成団体の障害関係の事業所・施設で働く職員。主に一定

の職務経験のある職員があたった。（主に、九州、近畿、神奈川、北陸地域） 

＊期間中延べ 618 人が参加した。 

調査日程 

第１次調査 ４月 30 日から５月 6 日までの  計７日間  

 65 歳未満の身体障害者手帳１，２，３級の人 

 65 歳未満の療育手帳 A の人 
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第２次調査 ５月 23 日から６月 10 日までの  計 19 日間 

 65 歳未満の身体障害者手帳４，５，６級の人 

 65 歳未満の療育手帳Ｂの人 

追跡調査  ６月 12 日から現在にいたる期間 

 第１調査、第２次調査で不在だった人 

 

４，調査結果から 

調査対象者の避難状況  

 ８月７日付で福島県から発表された南相馬市全体の避難者が 13,871 人であり、全人口

約 20％が避難している。南相馬市の障害者手帳所持者 4,141 人の内、避難者の推計は

812 人で同じく約 20％となっている。調査対象者で見ると同じく約 20％が避難をして

いる状況ではある。（この調査は警戒区域（全避難）の小高区の手帳所持者以外） 

43％以上が南相馬に在住 

 調査対象者 1,139 人のうち調査時点で南相馬に在住している人は 492 人で 43.2％であ

った。内、原町区在住者 388 人 78.9％、鹿島区 103 人 20.9%であり、障害種別では身

体障害者手帳所持者 343 名（69.7%）療育手帳所持者が 492 名中 147 名（29.9％） 

 

避難時の実態 

在住者の 70％が避難を経験 

 調査時点で南相馬に在住している 492 名の内、避難を経験している人は少なくとも 346

人であり在住者の 70％以上が避難を経験している。 

現在住者の避難経験者の 50％以上が県外へ避難 

 有効回答者 329 人の内、避難先を県外にした人は 171 人で 52％、県内の避難地から県

外の避難地に移る人も 17 人、逆に県外の避難地から県内の避難地に戻る人も 3 名あり、

県内を避難地にした人は 138 人 42％であった。 

避難先の半数以上は避難所  

 現在南相馬在住者の避難経験者の内、避難場所について回答が得られた 326 人の半数

以上の 169 人が避難所を避難場所とした。中には、避難所から親族や知人その他に移

っていく人も 6 人いたが、避難所のみに避難した人が 159 人いた。次いで多いのが家

族や親族・親戚を避難場所に選んだ人が 125 人 38％であった。 

緊急避難時の際に支援が必要な人は在住者の約 40％ 

 避難の際に移動や搬送、介助等の支援が必要な人は南相馬在住者の内 492 人 39％との

回答があった。一方、不要との回答は 267 人 54.3％であった。不要の回答の多くは、

自家用車等自分たちで逃げることができるなどが理由であったが、中には何があって

もここを動かないから不要であるとの回答や、他県から親族が迎えに来てくれるから

など、他人の世話にはなりたくないという回答も含まれている。 
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 移動手段、介助・医療の確保、バリアフリーの設備、情報提供、コミュにテーション

不足等に支援内容が分類される。 

 

避難後の実態 

半数以上の人が３週間以内に南相馬に戻る 

 避難日数について回答の得られた 329 人（避難経験者 492 人）の平均日数は 26.4 日で

あった。 小日数は１日であった、「原町の避難所に１泊したが、とてもここにいられ

ないと自宅に戻った」人や車中で１泊した人、南相馬市内の馬小屋で数日を過ごした

人などがいた。 大で 130 日、避難所の期限までいた人、偏差値は 22.8 日なので半数

以上の人はおよそ３週間以内に南相馬に戻ってきたことになる。 

在住者の 22％が避難せず 

 調査時点で南相馬に在住している 492 名の内、避難しなかった、あるいは避難できな

かった人は在住者の 22％にあたる 108 人であった。原発 30 キロ圏内の原町区、30 キ

ロ圏外の鹿島区で偏ることもなく、ほぼ人口比率通りであった。 

知的障害の人が多く避難しなかった。あるいはできなかった 

 在住者全体の比率では身体:知的が 70:30 であるのに対して、避難しなかった比率は

63:37 であり知的障害者比率が高くなっているのは、避難しなかったのではなく、避難

したくてもできなかった状況が推察できる。 

緊急避難時の避難場所での支援や配慮が必要な人は 69.1% 

 避難場所での支援または配慮が必要な人は南相馬在住者 492 人のうち 340 人 69.1％で

あった。不要との回答は 119 人 24.2％であり、不要の理由の多くは家族・親族などの

家など避難場所が確保されているなどであったが、中には避難時の支援不要の理由同

様、何があろうとも避難したくないなどの理由も含まれている。必要な理由は、前回

の避難体験でかなり不自由な思いや障害や医療など 低限生きるために必要な配慮が

なされなかったことも含め支援や配慮が必要との回答が多数を占めている。 

避難場所での支援や配慮が必要な理由 

 医療、環境、介助、集団生活への不安、食事、など生活全分野にわたる。 

 

継続的支援の必要な人 

南相馬在住者のうち３人にひとり（34.15%）が緊急生活支援や継続支援が必要 

 緊急避難時の支援や避難場所での支援・配慮だけでなく、南相馬で現在生活している

調査対象障害者の 168 人（34.15％）が、緊急生活支援や継続的な支援を求めている。

障害種別で見ると在住者の内身体手帳所持者 343 人（在住者全体の 69.7％）の内 90

人（要支援者全体の 53.6％）何らかの支援が必要であり、知的手帳所持者 147 人（在

住者全体の 29.8％）の内 70 人（要支援者全体の 45.8％）が支援必要と回答している。

知的障害者の要支援比率が圧倒的に高くなっている。 
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 緊急生活支援や継続支援が必要な理由は日中活動、医療・健康、生活手段、教育・療

育、相談、就労、情報、家族、移動、住居と多岐にわたる。 

 

５，今後の南相馬市避難計画、復興計画への提案、期待 

１．南相馬市要援護者避難計画の再考を 

 突然襲った地震、津波、原発事故で今日まで営々と展開されてきた南相馬市内の地域密

着型障害者福祉サービスを混迷に落し入れ、今、緊急の対応を求めている。 

 障害のある人たちはその障害の特性から障害のない人と同レベルの生活や社会参加の営

みを送っていくことに困難を抱えている。今回の調査結果が示しているように、大災害が

瞬時に襲い多くの命が奪われ、その後の生活でも生命を脅かすほどの厳しい事態が生活の

あらゆる場面で引き起こされた。 

 緊急時の事態とはいえ、市民の 10％近くを占める障害者、高齢者を含めると 30％を占め

る緊急時要支援者と言われる市民の避難計画の早急の見直しが求められる。同時に、計画

は、単なる「避難マニュアル」ではなく、日常の市民生活のなかで根付き、浸透する「誰

も分け隔てなく認め合い、守りあう」共生の地域づくり復興計画の中にしっかりと位置づ

けられなければならない。今回の調査結果がそれをしめしている。 

 

２．基本的視点 

1. 要援護者情報の共有をする。 

2. 避難支援計画の具体化・・一般的ではなく個別的であるべき。 

3. 地域密着型であるべき。 

4. 平時に実施、検証して地域に息づく、根付く。 

5. モニタリングの実施が必要。 

 

３．南相馬から東北、全国、世界へ 

 東日本大震災は、大きすぎた、突然だった、予想の余地がなかった。そこへ「安全」と

言われてきた原発事故が襲撃した。市民は逃げ惑い、自らの命を守り、つないだ。多くの

市民が犠牲になった。自然災害が発する度に「災害弱者」の言葉が飛び交い、その対応に

反省とともに改善策が浮き彫りにされる。災害が発生した瞬間に障害のある人はすでに命

の危険を伴う状態に置かれる度合いは高いといえる。実践的な緊急対応対策が急務である。

承服しかねるのは、避難時、避難後の生活の実態があまりにも過酷で、無計画的すぎると

いうことだ。毎回の災害発生時に繰り返されているように映る。 

 この度の南相馬市被災障害者の調査活動で、災害発生時、避難時、避難後の実態が詳ら

かになった。この実態はおそらく南相馬市だけの内容ではなく、多くは被災地に共通する

事態と認識する。 

 この度の調査結果も考慮をし、早急に要援護者避難計画の見直し作業に入っていただく
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ことを切望する。同時に、全国的にも、過去の災害の歴史の上でも貴重な教訓と言える「障

害者手帳交付者名簿の公開」を NGO 組織と共同調査に踏み切った南相馬市での避難計画が、

今後の総合的な復興計画ともリンクしながら、「すべての市民の命と財産を守る、真に安全

で安心な地域づくり計画」として息づき、実践され、原発事故も含めた震災からの復興を

した南相馬のたくましい勇姿を期したい。 

  



161 
 

ふくしま支援センターニュース つながり No.5  

ひとりじゃないよ！ 信じあい 助けあいながら 

2011 年 9 月 6 日発行：JDF 被災地障がい者支援センターふくしま  

住所：〒963-8025 福島県郡山市桑野 1 丁目 5-17 深谷ビル B 棟 101 号 TEL：024-925-2428 

FAX：024-925-2429  

メール：shienfukushima2011green@yahoo.co.jp 

 

障がい者が安心して暮らし・働ける南相馬市をめざして 

 ８月 29 日、「JDF 被災地障がい者支援センターふく

しま」は、南相馬市役所において桜井南相馬市長に要

援護者の調査報告を行いました。  

 報告会では、桜井市長に、「障害者手帳交付者名簿」

（65 歳以下）の公開をいち早く実施してくれたことへ

感謝を伝えたうえで、３割の人が逃げることができな

かった事実と、ニーズ把握できた人への支援のあり方

などについて報告が行われました。市側からは、これからがスタートであると返答をいた

だきました。その後の記者会見では、現場の 前線にいたスタッフから、病院・交通・商

店・相談支援など、すべての機能が止まった状態で支援継続してきたこと、今回の調査は

4000 人以上の市内の障害手帳を持つ人のうち 1139 人に対するもので、すべてではないこ

とが伝えられました。（注：実態把握調査では、4 月 30 日～８月 10 日までの期間、個別訪

問形式で、1139 名の身障手帳所持者などの調査を行いました。） 

 

８月１日より避難先で再開しました！ ～浪江町から二本松市へ～ 

 浪江町から避難して、二本松市で再開した「アクセスホ

ームさくら」さんへインタビュー。お話してくださったの

は所長の渡邊幸江さんです。 

 

Ｑ：８月１日の再開にたどり着くまでの経緯は？ 

 「利用者さんのいる避難所をまわるなかで、「さくら」の

仲間に会いたい、仕事がしたい、という利用者さんの声が

沢山きかれました。みんなが「戻りたい」という思いを持っていて、何とか「さくら」の

仲間が集まれる場所がつくれないかと考え始めました。みんなの動きが定まらず、本当に

集まることができるのか？という不安を常に抱えながらも、１人でも「さくら」に来たい

と思ってくれているならなんとかなる、という気持ちでいました。利用者は、10 名以上の



162 
 

方がさくらの利用を希望してくれたため、６月には事業再開を決意し、準備を進めていき

ました。」 

Ｑ：再開して一カ月経過、現在思うことはなんですか？ 

 「８月よりスタッフ４名、利用者さん 12 名とともに再スタートしました。住居が郡山・

二本松・福島・三春と離れているため、送迎体制の確保が必要となりました。スタッフ自

身も慣れない土地での再開で、ＪＤＦから支援員を１名派遣してもらいました。  

 二本松を活動拠点としましたが、ここも放射線量が低いとは言えないため、外での活動

を控えています。早く除染を進めて欲しいです。 初の避難時も感じましたが、情報が少

なく、わからないということが多いです。待っているだけでは何もわからないので、自分

から情報を捜す・求めるようになりました。現在は、今後販売できるようお菓子の試作を

行なっています。また、いわきから下請け作業が入ることになりました。しかし、まだま

だ仕事の量が少なく、みんなの工賃をどう確保してゆくか課題です。今はまず避難生活の

中でも活動ができるよう、焦らずにやってゆきたいです。さくらが再開してから、みんな

の活き活きとした笑顔が一番のはげみです。」 

 

つながり∞ふしくま ～南相馬から発信！福島の福祉作業所の仕事おこし～ 

 震災以後、障がい者の作業所では仕事が激減しています。南相馬も例外で

はありません。そこで、障がいのある仲間がいきいきと働く場を取り戻すた

め、福祉作業所が連携し『仕事おこし』を始めました。  

 第１弾として、「つながり∞ふくしま」カンバッジ製造販売を開始！ 収益

金が作業所利用者の工賃になります。 

 

 

ふくしまの作業所を応援してください！ 

つながり∞ふくしま カンバッジ 

１個 150 円（税込）にて販売中 

・卸販売いたします（ご希望の方は下記までご連絡ください） 

・100 個入り１ケースでお届けします  

・店頭イベントなどで直接販売できる専用 BOX 入り 

・バッジサイズは、2.5cm、3.2cm の 2 種類。  

・障がいを持つ仲間の描いた作品や職

員など、様々なイラストをバッジにし

ました。 
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【お問い合わせ先】  

南相馬ファクトリー （えんどう豆内）担当：佐藤定広  

福島県南相馬市原町区上高平字中里 430-2  

【電話番号】 0244-23-4177  

【メール】 endoumame@mac.com 

 

相談窓口のご案内 

 東日本大震災で被災された福島県内の障がい者の皆様に対し、必要な情報の提供や様々

な相談を受け付けております。 

委託事業所：NPO 法人あいえるの会 （福島県相談支援充実・強化事業） 

【住所】 〒963-8025  福島県郡山市桑野 1-5-7  

被災地障がい者支援センターふくしま内  

【相談受付時間】 午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 （土日祝日含む）  

※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日休み 

【相談方法】 電話やメール、支援センターへの来所、自宅訪問での相談も可能

です。 

【相談内容】避難先での生活 将来の生活 福祉サービス 医療関係 教育や療育 就労

等 

【相談直通電話】 024-983-7646 

【FAX 番号】 024-925-2429 

【メール】 hisaichisoudan@cameo.plala.or.jp 

 

自主避難をお考えの方、当センターまでご相談下さい！ 

 福島県の県外への避難者は、５万人を超えました。その多くは放射線被害への懸念から

のものです。しかし、障がいのため避難できるかどうか悩んでいらっしゃる方がいました

ら、ご連絡下さい。各地の団体とのネットワークを活かしてご相談にのります。 

【電話番号】：024-925-2428   【FAX 番号】：024-925-2429 

  



164 
 

障害がある人もない人も共に安心して暮らし・働ける南相馬市めざして――障

害のある人への訪問調査 報告書＆発言集 

2011 年 11 月 13 日 ＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしま 
 

緊急避難時における要援護者調査から 

 障害のある当事者・家族の声 

 障害のある人への支援関係者からの声 

 全国から支援に入っていただいた方からの声 

実施事務局：ＮＰＯ法人さぽーとセンターぴあ（デイサポートセンターぴーなっつ） 

 

みなさん、お元気でしょうか。 

  JDF 被災地障がい者支援センターふくしま 代表  白石 清春 

 南相馬での在宅障がい者訪問調査活動は、ＪＤＦ（日本障害フォーラム）の支援活動の

一環として全国各地からたくさんの方々が調査員として協力いただきました。  

 地元では、ぴーなっつのスタッフをはじめ、多くの関係者が自ら被災しつつ困難な生活

をかかえながらも、原発事故で避難騒ぎのさなか、戻ってきた障がい者の支援に取り組ん

できました。 

 たくさんの方々の並々ならぬ努力と思いによって、さらに連帯感と団結力でもって、訪

問調査活動を終えることができ、報告集として完成することができました。 

 福島県は、地震、津波、それに原発の事故によってまだまだ復興のめどさえ立たない状

況にあります。福島県内に降り注いでいる放射性物質の恐怖によって、心が押しつぶされ、

どうしようもない無力感にさいなまれることもあります。 

 しかし、放射性物質の重圧に負けることなく、福島県を新しく生まれ変わらせていくと

いう気持ちで未来に立ち向かっていかなければならないと強く感じています。 

 放射性物質に負けない健康な身体を作るには、毎日楽しく笑って過ごして、免疫力をア

ップしていかなければなりません。 

 皆さんと、大いに笑って、新しい福島県を創造していきましょう。 

 

障害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から～ 
 

１，はじめに・・・南相馬市の英断 

 ３月 11 日の東北大震災は福島県南相馬市で 663 名（８月 25 日付）の死者・行方不明者

を出す大惨事となりました。さらに、福島第一原子力発電所の爆発事故は、市民に不安と
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恐怖に陥れ、平穏な生活をも奪い去りました。震災前は７万人あった人口が緊急避難で一

旦１万人まで減り、街は人影がなくなりました。しかし、４月に入り避難生活の困難さか

ら「避難準備地域」の南相馬市に住民が戻り始めました。障害のある人やその家族も例外

ではありませんでした。 

 災害の甚大さから、市民全体の被災、避難の実態が掌握できない南相馬市は４月中旬大

きな英断をしたのです。「個人情報保護」の立場で他県、他市ではできなかった障害者手帳

交付者名簿の公開です。 

1. 障害のある人やその家族の生活の実態を把握する。 

2. 緊急避難時の要支援の内容等を明らかにして要支援者名簿作成と要援護者避難計画の

見直しを行う。 

3. その調査を市内原町区の障害者支援事業所「NPO 法人ぴあ ぴーなっつ」へ依頼する。 

というものでした。 

 協力要請を受けたぴーなっつは、ＪＤＦ（日本障害者フォーラム）被災地障がい者支援

センターふくしま（以下、ＪＤＦ支援センター）に協力要請を呼びかけ、ぴーなっつとＪ

ＤＦ支援センターが共同して調査活動に取り組むこととなりました。本格的な調査活動が

始まったのは、震災から一ヶ月半経過した４月 30 日でした。 

 あの時の南相馬市の英断は、同市だけではなく、福島県、被災地域全体の災害支援活動

のあり方に大きな波紋を投げかけることになりました。 

 

２，調査の内容 

対象者 

 原町区／鹿島区の 65 歳未満の身体障害者手帳、療育手帳所持者 1,139 人を対象としまし

た。（小高区すべてと、精神保健福祉手帳交付者は対象としていません） 

調査員 

 JDF（日本障害フォーラム）構成団体の全国の障害関係の事業所・施設で働く職員。

主に一定の職務経験のある現場職員があたりました。（期間中延べ 618 人が参加） 

 調査の方法は、２～３人が１組になり、個別家庭訪し聞き取り方式で行いました。 

調査日程 

 第１次調査 ４月 30 日から５月 6 日までの計７日間 障害の重い人たち対象 

 第２次調査 ５月 23 日から６月 10 日までの計 19 日間 中・軽度の障害のある人たち

対象 

 第３次調査 ６月 12 日から９月頃  第１次・第２次で不在だった所 

 

３，調査結果からみえてきたこと 

 今回の調査の中で様々な実態が明らかになってきました。これらは今後の要支援者避難
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計画策定に重要な提起となるでしょう。 

全体の状況 

調査対象者 1,139 人のうち調査時点（４月～５月）では 492 人で 43.2％の人が南相馬に

在住していました。（原町区在住者 388 人 78.9％、鹿島区 103 人 20.9%であり、障害種別

では身体障害者手帳所持者 343 名（69.7%）療育手帳所持者が 147 名（29.9％）。震災１～

２ヶ月で手帳保持者半数以上の人が市内で生活していることになります。 

避難時の実態 

７０％の人は、避難。しかし、そのうち半数は避難所を避ける。 

 調査時点で南相馬に在住している 492 名の内、70％にあたる 346 人が避難を経験して

います。（50％以上が県外避難、他はほぼ県内） 

 そのうち約半数の 169 人が避難所を避難場所とし、その他は親族や知人その他です。 

 避難の際に移動や搬送、介助等の支援が必要な人は約 40％です。移動手段、介助・医

療の確保、バリアフリーの設備、情報提供、コミュにテーション不足等に支援内容は

様々です。 

避難後の実態 

７割の人は、避難後にも支援必要。一方で、避難できなかった人も２割。 

 注目すべきは、避難日数について回答の得られた 329 人（避難経験者 492 人）の平均

日数は 26.4 日でした。「原町の避難所に 1 泊したが、とてもここにいられないと自宅

に戻った」人や車中で 1 泊した人、南相馬市内の馬小屋で数日を過ごした人など厳し

い実態が聞かれました。半数以上の人はおよそ３週間以内に南相馬に戻ってきたこと

になります。 

 さらに注目すべきことがありました。避難しなかった、あるいは避難できなかった人

が全体の 22％にあたる 108 人存在したということです。知的障害の人が多く避難しな

かった、あるいはできなかった割合が高いのが特徴です。 

 避難場所での支援や配慮が必要な人は 69.1％というのも注目すべき点です。 

継続的支援の必要な人 

 在住者の１／３以上の人に緊急生活支援が必要。 

 緊急避難時の支援や避難場所での支援・配慮だけでなく、市内で在宅生活している人

の内、168 人（34.15％）が、緊急生活支援や継続的な支援を求めていることも明らか

になりました。障害種別で見ると知的障害のある人が身体障害の人より倍近くが継続

的支援が必要という調査結果です。 

 

４，南相馬市の教訓を「誰もを大切にする」まちづくりに生かして 

 先般放送されたＮＨＫ震災報道番組で、東日本大震災被災地障害者の死亡率は、障害の

無い人に比べ２倍だったというのです。災害が発生した瞬間に障害のある人はすでに命の

危険を伴う状態に置かれる度合いは高いと言えます。平時から「緊急の事態が起きる」こ
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とを想定した特別の手立てが必要なのです。 

 同時に、避難時、避難後の生活の実態があまりにも過酷で、無計画的すぎるといえます。

自然災害が発する度に「災害弱者」の言葉が飛び交い、その対応に反省と改善策が強調さ

れます。 

 障害のある人たちはその障害の特性から障害のない人と同レベルの生活や社会参加の営

みを送っていくことに困難を抱えているといわざるをえません。この度の南相馬市被災障

害者の調査活動で、災害発生時、避難時、避難後の実態が詳らかになりました。この実態

はおそらく南相馬市だけの内容ではなく、多くの被災地に共通する実態だと推察します。

市民の 10％近くを占める障害者、高齢者を含めると約 30％を占める要支援者と言われる市

民が地域の中で生活していることを前提にした物的、人的な「要支援」の具体的な内容を

整えておかなくてはなりません。 

 避難計画は、単なる「避難マニュアル」ではありません。「誰も分け隔てなく認め合い、

守りあう共生の地域づくり」が日常の市民生活のなかで計画が息づき浸透する中でこそ、

真の復興計画が生きてくるものでしょう。今回の調査結果はそれを示していると思います。 

 全国的にも、過去の災害史上でも類を見ない「障害者手帳交付者名簿の公開」と民間組

織と共同調査に踏み切った南相馬市の教訓が「すべての市民の命と財産を守る、真に安全

で安心な地域づくり計画」として形になって実践され、原発事故も含めた震災からの復興

した南相馬のたくましい姿として蘇ることとなるでしょう。 

 

障害がある当事者･家族の声 

伏見さん 60 代女性 身体障害･その他（左半身麻庫） 

１．大地震で家族と自宅から脱出 

 15 時いつものお茶の時間に地震が起きた｡地震で､初めて仏壇がずれ落ち､いつもの地震

の揺れとは違うと思った｡その時､家には娘と孫がいた｡娘は落ち着いていて､２階にいる孫

を抱きかかえ､私には｢お母さん先にいくから｣と声をかけて､家から出た｡家の前の道には

ご近所の人が､不安そうに集まっていた。 

２．治療困難な避難所での生活 

 震災後､すぐに息子の会社へ２日間は避難し､その後､クリーニング組合の所に 1 日避難し、

その後､市内にあるあづま体育館に２週間避難した。 

 あづま体育館は､全体では 2,200 人が避難する大規模避難所だった｡病気と障害を配慮し

てもらい、８畳の個室に他の家族と利用させてもらった｡避難所では､赤十字の方や自衛隊

の方が入れ替わり処置をしていただき励まされた。 

 避難時､抗がん剤を自宅から持ってこず､ 初の一週間は飲まずに過ごした。しかし､この

ままではいけないと思い、自宅にある残り一週間分の抗がん剤を夫にとりに戻ってもらっ

た。薬が無くなっても避難所の医者から､抗がん剤を処方してもらえなかった。腹部は、毎

日消毒とガーゼ交換が必要だったが､２週間の避難所生活では入浴は１回だけだったので、



168 
 

感染症にならないか怖かった。 

３．自宅でも続く困難な生活 

 ｢住み慣れた家に帰りたい｣との思いから､３月下旬に自宅へ夫と二人で戻ったが、娘と孫

は、原発を恐れ､他の町へ避難した。 

 自宅に戻り､まずは抗がん剤の確保と腹部をきれいにしなければと思った。抗がん剤は南

相馬市の市立病院へ行くが休診しており､市内の産婦人科医を紹介され､そこで抗がん剤を

入手した｡その産婦人科は､外科、内科などの治療も行っており、男の人がたくさん居たの

で不思議な光景だった。 

 お風呂は､避難生活と癌により褥瘡ができているため､入ることができず、かけ湯で腹部

を清潔にした。自宅にシャワーがなく､７月に福祉施設でシャワーを浴びさせてもらうまで､

３ヶ月間お風呂に入ることができなかった｡現在は､福祉施設で週２回お風呂に入らせても

らっている。 

 食料は入手が困難だったため､千葉県や神奈川県の兄弟･親戚が車で物資を運んでくれた｡

配給が開始された後も､夫が２時間以上並んで物資を受け取っていた。 

 仕事のクリーニング業は､固定客がいるおかげで営業できている｡夫は仕事を頑張ってい

るので､炊事洗濯は自分がやらなければならないと思った。 

4．今振り返って思うこと 

 原発が水素爆発を起こしたとき､非常に恐かった｡３年前から癌になり､その間、さまざま

な治療を受け､被ばくする恐さを十二分に知っている｡避難生活も自宅に戻ってからも、ど

こに行っても､癌があり､半身麻揮だった事でみんなに優しくしていただいた。 

 生きているだけで｢感謝｣と｢幸せ｣の毎日。ただ原発はいらない。 

 

古小高さん 60 代男性 身体障害 全盲 ・ 妻  60 代女性 身体障害 弱視 

１．原発事故で状況は一変 

 地震はかなり長い時間、家がぐらぐらと揺れ、立つことができない状態だった。津波も、

自宅が高台にあり、被害を受けることなく、ライフライン（電気・水道・プロパンガス）

もつながっており、食料の買い置きもあったことから、 初は自宅に留まることに不安を

感じなかった。 

 しかし、原発が水素爆発を起こしてからは､状況が一変した。爆発を起こした時、近所で

爆発音や熱風を感じた知り合いもいたが、情報はラジオ・テレビのみで得ており、当初は

避難区域が狭く、身近に迫る危機感は無かった。しかしその後、避難区域が３キロ・５キ

ロ・10 キロ・20 キロと、状況が分からないまま徐々に拡大し、不安な気持ちが広がってい

った。 

 みぞれが降る寒い天候の中、南相馬市でも避難説明会が開かれ、翌朝に避難するかしな

いかの決断を､その場で求められた。周囲には避難を決断した人もいたが、薬が入手できる

のか、どんな避難所に行くのか、わからない事ばかりの中、視覚障害者の自分たちは、40
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年以上住み慣れた土地を選択した。 

２．食料、薬が欠乏する生活 

 ３週間もすると買い置きの食料が尽きようとしてきた。救援物資は、道路が遮断され、

ドライバーが放射能を恐れたため、ほとんど地域に届かなかった。その時、仙台の息子が

自転車で 60 キロを 5 時間かけて、物資(食料等)を運んでくれ救われた。 

 その後、物資が町に届くようになり配給が始まったが、原発の影響で、エアコンも換気

扇も使えず自宅の窓を閉めきっていたため、配給についての防災無線が聞こえなかった。

配給について知ることができても、タクシーはなく、誰かにお願いをして車で取りに行っ

てもらわなければならなかったため、２ヶ月間の配給期間を通じて、４～５回しか受け取

ることが出来なかった。 

 多くの人たちが避難してしまったため、5 月の連休までは、銀行・病院・郵便局等も機能

しなくなってしまった。妻の糖尿病の薬をもらうために、親戚に車でとなりの相馬市の病

院まで送り迎えをしてもらった。 

 行政へ何度電話しても繋がらず、行政が訪問し、説明やアドバイスをしてくれることも

なく、わずかに自衛隊の人が様子を聞きに来てくれただけであった。 

 仕事はマッサージをしているが、３月～４月は多くの人が避難したためお客はほとんど

無く、生活保護を受けることも考えた。 

３．今振り返って思うこと 

 半年経った今、お客も徐々にも戻ってきているが、収入は原発事故前のようやく半分程

度で、生活は苦しい状況が続いている。 

 普段から近所付き合いもしていたが、今回の震災で避難し、残った人も皆な自分の事で

精一杯だったように思われ、視覚障害者の自分達は､孤立してしまった。 

 町の状況が大きく変わり、問題がこれほど長期化するとは、当初は考えていなかったた

め、今でも自宅に残って正しかったのか、誤りだったのか分からない。 

 仙台に住む息子が、数年後に南相馬市に戻ってきて、仕事を開業（柔整士）しようと考

えてくれていることが、今の希望となっている。 

 

大和田さん 40 代女性 身体障害（上肢） 子ども３人 発達障害あり 

１．震災と原発事故発生にともなう決断 

 長女の中学卒業式の日、長女の友人の家を卒業祝いで訪問していた時に地震が起きた。

帰宅すると、窓は全開で、家具は散乱していた。 

 次女は小学校に通っており、三女はデイサービスを利用していたため、無事だった。長

女の友達には、家族全員が津波にあって死亡した家族もあった。自分も、普段通っている

海岸沿いのお風呂に行っていたら死んでいた。 

 原発事故が起きた後、３月 17 日避難の災害説明会を聞きに行くが、体育館での避難所生

活は、集団生活に適応できず強いストレスを受ける子どもの状態を考えて難しいと思い、
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自宅での生活を選んだ。 

２．追い込まれたその後の生活 

 多くの人が避難したため、南相馬市の人口７万人が１万人まで減少した。放射線を恐れ、

トラックも町に入ってこなくなり、食料・ガソリンが底をついて、餓死しそうになった。

配給は、社協、小学校や道の駅で行われたが、子どもたちを自宅で待たせ、何時間も列に

ならんだ。当初配給は少なく、長女が一日一個の配給のおにぎりを、お腹をすかしている

妹に分け与えていた。そんな状況を救ってくれたのは、親戚や友人、ボランティアが届け

てくれた食料や物資だった。 

 病院が機能しなくなり、薬が無くなってしまうと不安が出て、１日の薬の量を半分にし

て、長期間服薬が途切れないように調整した。 

 屋内退避から、４月中旬に避難準備区域に変更され、徐々に住民が戻ってき、ようやく

孤独や食料不安から解放されることができた。 

 現在は南相馬市以外の学校が再開したことから、５時半に起き弁当を作り、電車が運転

してないため６時半に高校に通学する長女を 寄りのバス停へ送り、７時に次女を隣町の

小学校まで送り、９時半に三女をデイサービスへ送るという生活を送っている。 

 自分も、福島市の専門病院の診療が再開したため、子供たちがいない間に、週一回福島

市へ通院する忙しい生活を送っている。 

３．被ばくの不安 

 子供が５分間でも安心して遊べるように、自宅の周りを除染するために、三輪車を何度

も洗浄したり、草むしりをしていている。夏休みには、次女、三女に屋外でのびのびと遊

べるよう、大阪のボランティア団体がキャンプに招待してくれた。内部被ばくの検査のた

め、ホールボディ検査や尿検査を始めている。これらの検査を定期的に数十年続けなけれ

ばならず、県外に避難する事よりも、住み慣れた自宅に留まる事を選択したことで、子ど

もたちに体内・外被ばくをさせた事についてお詫びのしようがない。 

 食べ物について、自分は福島産のモノを食べても良いが、安全の基準や情報がわからず、

子どもには県外のモノを与えたいと思っている。行政は、混乱をさけるために、正しい情

報を迅速に流してくれなかったことが悲しい。 

４．今振り返って思うこと 

 福祉の人・ボランティアの人に物資を助けられ、精神的にも救われた。支援活動をぜひ

続けてほしいと願っている。自分も時間がない中でも、看護師として仮設住宅でボランテ

ィアをやりたい。長女もお母さんのように看護師になりたいと言ってくれている。 

 原発は日常あたり前のことがあたり前でなくなる。たくさん取材を受け、良いことも悪

いこともあったが、自分が感じた震災の現実を伝える事が大切だと思っている。 

 震災の思いが色あせないように、３月 11 日のドライフラワーを今でも飾っている。 

 

 



171 
 

障害のある人への支援関係者からの声 

「障がい者の命と安心」 ＮＰＯ法人さぽーとセンターぴあ ぴーなつつ 所長 郡信子  

 あの３月 11 日から、こよなく愛する南相馬市の海は荒れ狂い浜辺は壊滅し、田畑は作物

が作れず雑草で荒れ放題、緊急時避難準備区域が解除となった今も、子どもや働き手の若

い世代は姿が消えてしまったままの状態が続く地域となってしまっています。忘れられな

いあの「ゴーストタウン」と呼ばれた時、ここに残っていた時を思うと、非現実的な現実

に、身震いのする恐怖に襲われていました。そのような中、まず救援物資として、食料と

ガソリンを届けていただいたこと、「これで、生きられる」という安堵感。次には、利用者

さんや職員の状況が気になり、自ずと活動し始める活力となりました。代表とＩ職員と私

と３人だけでした。家庭訪問を続ける中で、震災による初めての異常事態をずっと我慢し

ている本人と家族の姿に限界を感じ、何とかしなくてはいけないという緊迫状況時のＪＤ

Ｆの助けでした。「いいのかな？いいのかな？」と自問自答しながらも半年以上継続してい

ただいています。 

 当法人の利用者さんのみならず、障がいのある方々の悲惨な状態が如実になった状況の

中で、市の個人情報の開示によりＪＤＦの訪問活動が始まりました。1,139 人もの訪問調査

を完了し、報告書にまとめ上げたＪＤＦの訪問活動の力にただただ敬服でした。 

 障害の重い人たちを対象とした一次調査で報告されたケースの問題の深刻さ。医療の崩

壊による命の危険性、食べ物が無い、お金がない、どこに避難してよいのかわからない、

高齢者が障がい者のお世話をしている、利用していたサービスが途切れて使えない、家族

の負担と疲弊、広報が聞こえず不安、度重なる移動によるイライラやパニック、近所がい

なくなり子つり状態、死んでもいい……と。何をどうしてよいのか。一人ふたりならず、

ほとんどの方が何らかの困難さを抱えている状況。今思い返しても一次調査は、戦場のよ

うでした。 

 時間の経過とともに中・軽度の障害の重さをもつ人を対象とした二次調査では、困難さ

に変化があり、日常を取り戻そうと、日中活動や働く場を必要とする方々が多く、また、

夏休みと重なり、障害がある子供の居場所にも課題が出てきました。人としてしあわせや

生きがいを感じるのは、働くことや行くところがあること、誰かと何かをやること、そん

なことが必要でしょう。でも原発問題が明らかになるにつれ、生きにくさが増大する傾向

が出てきたように思います。その中で、諦めないように繋がることが目標に関わってきま

した。 

 浜辺が壊滅的と言っても、そこにいた障がい者はどこに行ったのか、お会いできない障

がい者はどこでどのように生活しているのかとＪＤＦの追求は手を緩めませんでした。

後のひとりまでという人の命と安心を確認するまで、そのような対応を終始とっていただ

いたことに福祉の原点を感じました。 

 災害規模も例にない中、一事業所や個人でできることでなく、全国から延べ 1,000 人超

というＪＤＦの方々の貢献に「助けられた。救われた」という強い思いがあります。この
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活動なしに南相馬市の障がい者はどうなっていたのでしょう。このような大災害において

は、障がいがあろうがなかろうが、困難なことは同じ、そしてその渦中の者の力には限界

があるということをしみじみ味わいました。新たな課題に、まだまだ支援や関わりが必要

です。トンネルの出口を抜けた気分ですが、この先どの方向に進めば明るい安心できる道

か、まだまだ模索しながらも前進していきたいと思う日々です。  

 

「相談支援の現場から」  福島県障がい児者地域療育等支援事業 相双圏域 相馬方部

担当 相談支援アドバイザー 四條拓哉 

 東日本大震災当初は、年度替わりという事もあり安否確認と避難先での進路、地域の状

況伺い、家族状況の変化（親の就労等、養育者の不在）と主に電話相談ではありましたが、

多問題を抱えたご家族の相談が多い状況でした。 

 地域に残られている方では、来所相談も増え、新規で来られる方も増えました。子ども

も不安により行動の変化があったり、ご家族が悩まれうつ病を患ったりするかたも複数相

談に来られました。安否確認も県内では治まらず、県外の避難先からの相談ということも

多々ありました。地域が混乱し、支援体制も混乱した中で、県外の避難先での支援につい

てスムーズな対応が出来なかった記憶があります。 

 当時は情報が錯綜し、自治体機能も混乱していました。一般の避難所での生活が難しい

ため、自力で県内外に避難したご家族が多く逆に、重度の障がいを抱えている避難のでき

ないご家族もあり、さらに輪をかけて放射線の影響により物資が自治体に入ってこない現

状でした。燃料が無い、食べ物も無い、薬も無い、情報が入ってこない・・・目の前の生

活に多大な不安を抱えていました。長期にわたる避難生活も限界になり、震災から２ヶ月

が経過する頃には徐々に地域に戻り始めました。避難生活で生活環境が大きく変化しスト

レスを抱えて地域に戻られました。 

 仮設住宅なども、発達障がいや身体障がいをもつお子さん、ご家族にとっては入居が難

しかったり、医療の必要な児童にとっても、身近な地域で医療が受けられない状況です。

仮設住宅については、障害者数（発達障がい含めて）のデータがあったにも関わらずそれ

を目安として、当初から福祉的な仮設住宅へ有効活用できなかった葛藤はありました。縦

割りでではなく、横の連携の重要性を改めて感じました。 

 療育が必要な児童の資源として、児童デイサービス事業所も震災前には南相馬市に 3 ヶ

所、相馬市に２ヶ所あったものが、南相馬市では、１箇所が警戒区域内、さらに１箇所が

線量が高いため休止を余儀なくされました。 

 現在は、児童デイサービスが南相馬市に１ヶ所、相馬市に２ヶ所、またボランティアサ

ークルとして活動の始まった資源があります。現在は、養育する親の不安からの相談（仕

事と居住など）、子どもへのそういった影響や今まで気張ってこられた支援者側のケアが必

要になってきています。 

 地域状況と家庭状況も大きく変化し、相談が激増したなかで相談支援専門員も被災し、



173 
 

相談支援体制が脆弱化した現状があります。住み慣れた状況から一変し、生活のし辛さが

浮き彫りとなりました。その状況に対応できるマンパワー不足が顕著です。放射線の影響

等で地域に定住される方が減少し、福祉のみならず、医療、就労、交通なども見据えた課

題が地域にはあります。 

 障がい福祉の相談窓口として新たな地域の仕組みづくりが必要と感じています。各相談

支援事業所が少数の専門員の配置では対応できない現状でもあり、複数の相談支援事業所

を統合したセンター化を図り、マンパワーの安定と相談する窓口を一本化し、ワンストッ

プの相談しやすい地域づくり、また情報を集約するのにスムーズな体制を検討する必要が

あると思われます。情報共有の場、地域の仕組みづくりについて地域自立支援協議会も有

効活用し、一歩一歩前進していきたいと思っています。 

 

「ほっと悠の震災後の状況と今」  特定非営利活動法人ほっと悠 精神保健福祉士 工

藤慎吾 

 ３．１１の東日本大震災によって、南相馬市は 20 キロ圏内の警戒区域と 30 キロ圏内の

緊急時避難準備区域と 30 キロ圏外と大きく分けて３つに分けられた。それによって今まで

経験したことがないことばかりで、心身ともに疲弊していった。 

 震災後、南相馬市の人口が半分以下になり、今も子供たちや若者たちが県内外に避難し

ている状況である。病院や作業所等も人手が少ない中でも再開をしているが、以前のよう

にはできないことが多い。また、そのような状況でも作業所に通う利用者たちはどんどん

増えてきている。そんな中、JDF の方々が南相馬市に応援に来ていただき、事業所の支援

に携わってくれた。神奈川、京都、兵庫、和歌山など遠方から現地支援に来てくれて大変

お世話になった。みんないい人たちばかりで、利用者たちも大変喜んでいたのを思い出す。 

 週替わりで支援員が代わってしまうため、みんなが慣れたころに支援が終了となってし

まうことがあり、とても残念な気持ちだった。しかし、いろんな支援員の方々と知り合い

になることができ、このご縁で先日は横浜から支援に来ていただいた方の事業所に足を運

ぶことも出来た。 

 ほっと悠は、震災後事業所を休止しなければならない状況となった。地震や津波の影響

はほとんどなかったが、原発事故の影響で一部警戒区域となり、また屋内退避の指示が出

たため外での作業が制限された。避難する人たちも多く、家庭の事情等で南相馬市に帰っ

てくる人がほとんどいなかった。徐々に利用者たちが戻り始めてくる一方、スタッフたち

は戻れない人たちが多く、事業所再開はほぼ不可能に近かった。しかし、利用者一人ひと

りの安否確認をしていくうちに事業所再開を望む声が多かったため、５月 10 日にほっと悠

を居場所として再開した。開所したときは 15 名弱の利用者が来所した。 

 再開後も徐々に利用者が増え始め、以前のように働きたいという想いの利用者が多かっ

た。その当時は南相馬市内の事業所では鹿島区は通常通り機能していたが、原町区では再

開している事業所は１～２か所のみだった。緊急時避難準備区域であることから事業所再
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開することに賛否両論あったが、利用者の居場所がないことが課題としてあった。利用者

たちは行くところがないため自宅で閉じこもり、一日中家の中で過ごしていた。そのよう

な状況が続くことに違和感を感じたこと、そして震災前のように戻ってみんなが楽しくす

ごせるような街にしていきたいという希望があったので事業所再開をすることに決めた。 

 現在はほっと悠を利用する人は 30 名を越え仕事も徐々に増えてきた。震災前とは違って

スタッフがいろんな業務を兼務しながら対応している。新たなスタッフも懸命に頑張って

いるが、慣れない仕事に四苦八苦してなんとか維持できている状況である。利用者たちの

顔つきも変わり始め、自分から率先して仕事に取り組もうとする意欲が出てきた。自分が

与えられている仕事にやりがいを感じるようになり、さらに利用者同士の結束が生まれ、

人に喜ばれるような仕事をしていきたいと思って仕事をしている。これからも出来ること

から少しずつ取り組んで、地域の人たちに喜ばれるほっと悠にしていきたいと願う。 

 

全国から支援に入っていただいた方からの声 

加藤美砂緒 （ 兵庫 かがやき神戸 ）  

 福島入りしたのは５月中旬、地震から３ヶ月経った初夏の始まりの頃であった。町に着

いてまず感じた事は「ここは（南相馬）なんて住みやすいところだったのだろう」という

ことだった。田や畑、山の緑が豊で、生活の為の医療や買物の施設もほどよくある。住居

は大きく日当たりが良い。また、どの家にも雨戸がないことをみると、この地域の治安の

良さと穏やかな気候がうかがい知れた。 

 この頃のＪＤＦは、第一次訪問調査（障害程度の重度の方々を対象とした訪問）を終え、

第一次調査（中～軽度の方々）と、第一次調査でお会いできなかった方々への訪問を開始

していた。大地震から３ヶ月が過ぎ、住民は避難所から自宅へ戻りつつあった。この訪問

において、私たちがしっかりと聞き取ろうとした点は三つ、①避難したか否か、しなかっ

たのなら、その理由は何か、②避難された方々においては、避難所の生活はどうであった

か、③何ゆえに避難所から自宅へ戻ろうと決めたのか。ほとんどの方から返ってきた応え

は、異口同音に「避難所生活はできない」という言葉であった。避難所にはベッドがない、

障害者用トイレがない、スロープがない。避難所では障害ゆえの要求をわがままとみなさ

れる。周りの人からは「こんな非常時なのだからそれぐらい我慢しろ」。だから、放射能の

事はとても心配だが自宅へ帰ってきたと言われる。 

 障害者自立支援方では生きていくための支援がサービスであると解釈された。このこと

と、避難所での障害者に対する見方はとても似ている。目に見えない放射能がとても危険

なように、障害に対する人々の偏見もとても怖いと感じた。原発事故をきっかけに放射能

の専門家がその怖さを訴え始めた。私たちにとっても今が、この調査から知りえた貴重な

災害時の障害者の実態を、福祉の専門家として世間に訴えるチャンスであると感じた。 
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南相馬市での調査活動、支援に関わって 吉田貴子 （ 神奈川 花みずき ） 

 私は９月 11 日から 19 日までの一週間のボランティア活動を行いました。ちょうど、震

災が発生してから半年が経ったときで、南相馬の街はだいぶ改善されているのではないか

と思いながらやってきました。しかし、市内にはまだまだ倒壊した家屋や、陸にあがった

ままの舟が点在しており、驚きました。 

 月曜日から３日間は現場支援のお手伝いをしました。何をして良いかわからず様子を見

ている事しかできない私にメンバーさんも職員さんも暖かく接してくれ、その笑顔のおか

げで少し緊張が和らぎました。もっともっと時間があればという思いで現場支援が終わっ

てしまいました。木曜日からは訪問調査を行い、実際にそこで生活している方たちと出会

い、話をする事ができ、みんなが今抱える、多くの不安や、困っていること、震災の時の

状況や今の生活状況に直接触れる事ができました。病院が少なく、現時点での医療の限界、

目に見えない放射能への恐怖や、なかなか復興しない街への不安などを抱えながらも、そ

れでも南相馬で仕事がしたいと話していた方が多く、みんなこの街が大好きなのだと思い、

一日も早く今までと同じような生活が出来る様になることをただ祈る事しかできませんで

した。また、鹿島のほうは津波の被害が激しく、住所を訪ねても家はなく、車のナビの指

し示す場所には道もなく、ここに沢山の家があったのかと思うと、言葉も出ず、胸が詰ま

りました。 

 たった一週間の活動はこれからの長い道のりから考えたら、とても些細なことかも知れ

ません。でも小さな力の積み重ねが大きな力になることを感じる事が出来ました。南相馬

で私が見たこと、感じた事を一人でも多くの人に伝え、もっともっと大きな力となるよう

に、そして、横浜に戻っても被災地が一日でも早く復興できるように活動を続けたいと思

っています。 

 

南相馬での支援活動にかかわって 牛嶌輝彦 （ 長崎 ドリームパーク ）  

 今回の支援活動を通し、現地に実際に足を運んで見ないとわからない事がたくさんある

ということを、心から実感する事ができました。８月の夏休みの期間中なのに、まだ緊急

時避難地域という事もあり、子どもたちの姿がほとんど見られないということにとても衝

撃を受けました。子どもを持つ親の立場として、自分ならどうしたのかという事も考えま

した。そのような環境の中、「ぴーなっつ」が事業をいち早く再開し、障害のある人はもち

ろん、そこで生活する人たちの心の拠り所になったことは間違いありません。ここに集ま

ってくる障害のある人たちや、その人たちを少ない人数で懸命に支援する職員の皆さん方

に、こちらが逆に勇気と力をいただいたように思います。このことを 1 人でも多くの人に

現地に足を運んでもらって感じてもらえたらと思います。 

 66 年前の８月９日、長崎には原子爆弾が投下され、たくさんの人が亡くなり、多くの人

が今でも苦しんでいます。長崎に住む私たちは、この長崎が 後の被爆地となることを願

い続けてきました。 後の被爆地であったはずの長崎から、新たな被爆地となった福島に
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支援活動に入ることになった現状に、長崎県民としてとても悔しく思います。今、長崎で

生活している私が、一瞬にしてその前後ですべてが変わってしまったこの現実のすべてを

理解する事は難しいのかもしれません。しかし、ここでの経験をもとに、いつもと変わら

ない風景やそこで生活する人たちの笑顔がいかに素晴らしいものか、そしてその素晴らし

い風景と笑顔が一日でも早く戻るよう、いろいろな場所で訴え続けていきたいと思います。

本当にありがとうございました。 

 

支援活動を通して感じたこと 引野充朗 （京都 みやづ作業所） 

 １番印象に残ったのは、現地でお世話になった事業所で働いている職員の方々の温かさ

やバイタリティー、そしてなにより素敵な笑顔です。支援に行ったはずの私たちが逆に元

気をいただきました。日々の生活や職場の中でも見習わないといけないと思いました。 

 活動内容は南相馬市に住む中軽度の障がい者の、緊急的避難時における要支援者の調査

です。殆どの方は地震による原発事故、放射能汚染のため避難されていて、生活感があま

り感じられない状況でしたが、数人の方にお会いし話を聞く事ができました。障がいがあ

るため、ご本人や家族の方々も避難できなかったり、様々な情報が得られずストレスから

体調を崩されたり、仕事も失い経済的にも生活が困難な状況である事が肌で感じられまし

た。 

 聴覚障がいの方の家を訪問した時の話です。地震発生時、停電でテレビやＦＡＸが使え

ず、携帯のメールも通じない状況で情報が入って来ず、本当に不安な状態で過ごされたと

涙ながらに話してくださいました。自分がその方の状況になったらと考えるだけで、とて

つもない不安や恐怖を感じました。そんな中、訪問活動を通して話を聞いてもらえたこと、

支援センターや「でいさぽーとぴーなっつ」の事を知り、情報をいただけたこと、相談に

乗っていただける場所があることがわかり、人とのつながりを持てたことで、不安な気持

ちが和らいだとお聞きし、私たちの支援活動が少しでも役に立ち、意義あるものだったと

感じる事ができました。 

 また、各地から支援に来ている方々と力を合わせ支援活動を取り組み、とても良い交流

もでき、貴重な体験をさせていただき、たくさんのことを学ぶことができました。 

 支援はこれからもまだまだ必要です。私たちみんなつながりを持って力を合わせて復興

に協力していく事が大切だと思います。 

 さらに、原発事故や放射能汚染が改善され、安心で安全な街になり、避難した人たちが

戻って生活してほしいと強く思いました。 
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ふくしま支援センターニュース つながり No.6 

ひとりじゃないよ！ 信じあい 助けあいながら 

2011 年 12 月 7 日発行：JDF 被災地障がい者支援センターふくしま  

住所：〒963-8025 福島県郡山市桑野 1 丁目 5-17 深谷ビル B 棟 101 号  TEL：

024-925-2428 FAX：024-925-2429  

メール：shienfukushima2011green@yahoo.co.jp 

 

平成 23 年 11 月 1 日  

被災地交流サロン「しんせい」がオープンしました!! 

サロンしんせいで行う活動内容 

 被災地の障がい者交流・情報交換の場として Welcome パーティー・福祉授産製品の展

示販売・仮設住宅での炊き出し等を行っていく予定です。 

 地域交流、つながり作りのため、勉強会・講演会・イベント等の会場として地域の方

にも利用して頂きます。 

 ふくしまの情報発信・復興を目指し、「つながり∞ふくしま」への参加をしていきます。 

 大きな災害時に、障がい者やその家族が一時的に避難していただく場として提供をし

ます。 

被災地交流サロン「しんせい」 

ご利用時間 
午前 10 時～午後 5 時  

※ご利用時間外の申し込みについてはご相談ください。 

住所 〒963-8022 福島県郡山市西の内 1 丁目 25-2 

電話番号 024-983-8138 

ホームページ http://saronsinsei.jimdo.com/ 
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パンフレットを配布中です 

 県外からのボランティアが中心となり、被災地障がい者支援センターのパンフレットを、

郡山市や二本松市をはじめ、県内の仮設住宅に順次配布して、障がい者の所在確認や相談

支援利用の呼びかけを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

「命をつなぐ・守る活動」から「暮らしや仕事を取り戻す活動」まで 

遠隔地からの復興支援 ～西村さんの缶バッチ販売による支援～ 

 私は静岡県から来た 40 歳の会社員で、被災地障が

い者支援センターのボラン ティアで活動させて頂き

ました。今回の活動内容は、仮設住宅調査がメインで

した。 

 私が福島にボランティアに来た目的の一つは、遠隔

地からできる復興支援を見つ けることです。活動初

日、センター内にあった南相馬ファクトリーの缶バッ

チが、すぐ目に止まりました。 

 活動中に、南相馬市に行くことになったので、缶バ

ッチの話を聞かせていただくため、南相馬市にある福

祉事業所 「えんどう豆」、「ひばり」、「ぴーなっつ」

を見学させて頂きました。 

 特に「えんどう豆」では、人々が元気よく前向きに

働いている姿勢に、今まで以上に支援に対する気持ち

が強くなりました。缶バッチを購入して地元に戻り、

この缶バッチをどうするかを考えました。静岡と福島

でもつながりを持てるように、静岡県御殿場市の「むつみ作業所」さんに相談をしたとこ

ろ、是非協力させて欲しいとのことで、道の駅のイベントで缶バッチを販売してくれまし

た。このつながりを大事に少しずつ広げて行ければと思います。静岡からも応援してます！ 

 

「つながり∞ふくしま」とは・・・ 

 「みんなと一緒に仕事がしたい」という、被災地の障がいを持つ仲間を応援するための
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プロジェクトです。  

 現在は、福島県内の農場の放射性物質を吸収させるために、菜の花やひまわりを植える

活動や、南相馬ファクトリーさんが作る缶バッチ販売などの活動を行っています！！  

 みなさんも、このつながりが無限「∞」に広がっていけるよう、応援よろしくお願いし

ます。 

 

サテライト自立生活センター ～障がい者の避難のために～ 

 東日本大震災で原発の事故が起き、多量の放射

性物質が福島県内にまき散らされました。 

 放射性物質は目に見えないのでみんな生活し

ていますが、５～６年後から身体に影響が現れる

といいます。放射線の影響が一番早く現れるのが

子供たちで、次に免疫力の低下した高齢者や障が

い者です。私たちは福島県自立生活センター協議

会と連携して、若い障がい者を中心に福島県外へ

の避難を支援していくことによる活動を展開し

ています。今年の 10 月には神奈川県相模原市に

ある旧ケア付き住宅「シャローム」を借り受けて、避難拠点を設けました。福島県内に「サ

テライト自立生活センター設立プロジェクト」を作り、また、避難拠点のある相模原市で

は、地元団体等の支援を受けています。 

 今後、グループ等でサテライト自立生活センター運営会議を行い、福島県内で避難を希

望する若い障がい者などをスムーズに県外に避難できるよう取り組んでいます。 

 

相談窓口のご案内 

 東日本大震災で被災された福島県内の障がい者の皆様に対し、必要な情報の提供や様々

な相談を受け付けております。 

委託事業所：NPO 法人あいえるの会 （福島県相談支援充実・強化事業） 

【住所】 〒963-8025  福島県郡山市桑野 1-5-7  

被災地障がい者支援センターふくしま内  

【相談受付時間】 午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 （土日祝日含む）  

※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日休み 

【相談方法】 電話やメール、支援センターへの来所、自宅訪問での相談も可能です。 

【相談内容】避難先での生活 将来の生活 福祉サービス 医療関係 教育や療育 就労

等 

【相談直通電話】 024-983-7646 
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【FAX 番号】 024-925-2429 

【メール】 hisaichisoudan@cameo.plala.or.jp 

 

自主避難をお考えの方、当センターまでご相談下さい！ 

 福島県の県外への避難者は、5 万人を超えました。その多くは放射線被害への懸念からの

ものです。しかし、障がいのため避難できるかどうか悩んでいらっしゃる方がいましたら、

ご連絡下さい。各地の団体とのネットワークを活かしてご相談にのります。 

【電話番号】：024-925-2428  【FAX 番号】：024-925-2429 

※年末年始（12 月 29 日～12 月 31 日、1 月 1 日～1 月 3 日）は支援センターお休みとなり

ます。 
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「障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会」 Ｑ＆Ａマニュアル （配

布資料） 

制作 日本弁護士連合会高齢者・障害者の権利に関する委員会、高齢社会対策本部 

※「障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会」Ｑ＆Ａマニュアル全文は、こちら（外

部リンク・PDF）からダウンロードしてご覧いただけます。 

 

このテキストについて 

 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の事故は甚

大な被害を発生させています。 

 原発事故による損害について、現在東電の賠償が課題となっています。 

 しかし類例のない事態であり、賠償の指針等の情報も日々変化しており、法律家にとっ

ても理解は一筋縄でいきません。被害に遭われた一般の方にとって損害賠償をどう考え、

どう進めていくのか、専門家の助言なくしては難しい面があります。 

 なかでも障がいのある人にとって、情報の正確な収集、交渉力等を補うことなく自力で

全て進めていくことには困難があると思われます。加害企業である東電に言われるままに

請求したり、請求の権利のあることが知らされなかったり、請求を諦めたりなどの事態も

考えられます。 

 日本障害フォーラム（ＪＤＦ）、日本弁護士連合会、福島県弁護士会は、障がいのある人

が被害者として適切に権利を行使できるよう、原発損害賠償について分かりやすく理解で

きる学習会を実施し、今後もそのための支援活動を続けていく所存です。 

 本マニュアルは2012年１月に福島県郡山市内で開催された第１回目の学習会用に講師２

名が作成した講義資料です。Ｑ＆Ａ方式のテキストとしました。 

 ８月の学習会に向けての改訂では、前篇を賠償全般、後篇を障がい者特有のことに大き

く分け、後者には「障がい者の慰謝料増額の目安」「障がいに伴う事情説明書モデル」を盛

り込んだ点に特徴があります。 

 情報が多すぎるとかえって伝わりにくいと考え、出来る限り情報を選びましたので、抜

けている事項も多くあります。詳しいことは弁護士等の専門家に相談しながら進めて頂く

ようお願い致します。 

2012 年９月 

日本弁護士連合会高齢者・障害者の権利に関する委員会、高齢社会対策本部 

日本障害フォーラム（JDF） 
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全体の章だて 

前編 賠償全般の話 

第一章 損害賠償のいろは（基礎知識） 

第二章 どんなことが賠償の対象となるか（損害の対象） 

第三章 請求の方法（手続） 

第四章 相談窓口など 

後編 障がい者特有の話 

第一章 障がいのある人特有の問題 

 

前編 賠償全般の話 

第一章 損害賠償のいろは（基礎知識） 
 

問：賠償してくれるのは東電ですか、国ですか、行政ですか？ 

回答：東電です。 

解説： 

 原発事故の賠償は「原子力損害の賠償に関する法律」（以下「原賠法」と略します）が定め

ています。その法律は原発事故の損害は、原子力の「事業者」（福島原発で言えば東京電力）

が責任を負うとします（第３条）。そして、故意（わざと悪いことをした）とか、過失（注

意が足りなかった）があったのかどうかなどは一切関係なく、事業者に賠償責任がありま

す。 

 要するに、東電には、原発事故を起こして沢山の人に迷惑を与えた加害者、加害企業と

して損害賠償を被害者に対するする義務があり、被害者には賠償を求める権利があります。 

 しかし、「賠償」とは、被害者がただ待っているだけでは行われません。年金など、一度

資格が確認されれば自動的に振り込まれてくるというようなものではありません。そのた

め、事故の被害者であるけれども、事故の責任者である東電に対して、どのように賠償金

を要求していくかを知っておく必要があります。 

 原賠法には「事業者（東電）以外の者には賠償責任がない」という意味の規定がありま

す（第４条第１項）。これは原賠法の「責任集中原則」と言われています。では、国は賠償

問題と関係がないのでしょうか？やはり、国策として原発政策を推進し、原子力発電事業

の許可を与えてきた国にも責任はあります。原賠法では、事業者が被害者にしっかりと賠

償を実施するように援助する責任などが規定されています。 

小問： 

 では、国や公務員の違法行為に基づく損害賠償を定める「国家賠償法」に基づき国に対

して被害者は賠償請求権を行使できるでしょうか。これは説が分かれています。 
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【請求出来ない説】 

 原賠法４条の「責任集中原則」がある以上、無理であるとする説。 

【請求できる説】 

 本来憲法１７条が、何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは法律により国に

賠償を求めることができる旨規定されており、それは憲法上の市民の重要な権利であると

する説。 

 仮に原賠法４条によりそれが否定されるというならば、そのような規定は憲法違反とし

て無効である。 

 いずれにしても、立法のあり方として、原賠法の規定ぶりには批判があります。 

 

問：支援機構って何ですか。 

回答： 

 平成 23 年８月３日原子力損害賠償支援機構法が成立し、原子力損害賠償支援機構による東

京電力に対する資金援助の制度が出来ました。被害賠償を円滑に進めるために国が東電の

損害賠償の実施を支援する仕組みです。 

 

問：「原子力損害賠償紛争審査会」の「指針」って何ですか。 

回答： 

 平成 23 年７月 29 日、平成 23 年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律（い

わゆる「仮払い法」）が成立し、国が原子力損害賠償紛争審査会の指針にもとづいて、被害

者に、東京電力が支払うべき損害賠償額の半額以上を立て替えて支払い、代わりに東京電

力に請求することになりました。そしてこの審査会は今まで、賠償問題での「指針」とい

う共通の目安を公表しています。 

第一次指針 平成 23 年４月 28 日 

中間指針  平成 23 年８月５日 

同 追補（自主的避難） 平成 23 年 12 月６日 

 これらの「指針」は加害者である東電と被害者との間の紛争の自主的解決（話し合いに

よる解決）を促進するための目安であって、裁判所の判断を拘束するような法的な効力は

ありません。 

 とはいえ、有識者により議論された国の法定審査会の出した指針であり、裁判所の判断

にも影響を有することは予想されます。したがって、これらの指針がどのように言ってい

るのかの点の検討をしないで損害賠償の範囲や額を判断出来ないだけの重みがあるのも事

実です。 

 他方、指針は 大公約数としての大枠の考えを示しているものであり、指針自体が、「指
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針で示された範囲以外の損害も個別の事情に応じて認められる」旨を繰り返し強調してい

ます。 

 

問：「あわてて請求するな」と言われますが、時効で請求出来なくなることはあるのですか。 

回答：時効で請求出来なくなることがあります。 

解説： 

 東電に対して賠償の請求をするべき期間は原則として平成 23 年３月 11 日から３年以内

です。 

 したがって、時効で請求できなくなることはあります。よって、ある程度ゆとりをもち、

ぎりぎりでの請求は避けるべきではあるものの、現状ではあわてて請求する必要はないも

のといえます。 

 

問：東電から届いた書面についてどのような点に注意したらよいでしょうか。 

回答と解説： 

 まずは、そもそも、東電の書面は、加害者側が作成したものであり、必ずしも被害者の

視点に立っていないとの批判があることを理解してください。したがって、そもそも、東

電の書面を使わないで請求することも可能ですが、仮にこの書式を使うとした場合の注意

点を以下においてご説明します。 

１ 記入は慎重に 

 東京電力からの原子力損害賠償の請求書類には、「同一補償対象期間における各補償項目

の請求は１回限りとすること」とあり、請求漏れがあっても後から請求できなくなるおそ

れがあります。 

２ 合意書を作成する前に再確認を 

 当初、原子力損害賠償の請求書類中に同封されていた「合意書」には、「一切の異議・追

加の請求を申し立てることはありません」と記載されており、一度合意してしまうと、そ

の期間のその項目の損害について、それ以上の請求ができなくなるような状況でした。 

 この点、東電は、世論の批判を受け、平 23 年 10 月 11 日に、「一切の異議・追加の請求

を申し立てることはありません」との記載を削除することを記者発表しております。しか

し、 終的に合意をする際に、この記載がないことをきちんと確認することが極めて重要

です。 

３ 土地や住宅については、先送りされており問題です。 

 当初送られた東京電力からの原子力損害賠償の請求書類では、住めなくなった土地・住

宅等の「財産価値の減少分の補償」という重要な部分については、この書式からは抜け落

ちています。 
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４ 請求方法は他にもあります 

 損害賠償請求の手続の方法はひとつではありません。より簡便な申立書式による申立て

を認めている原子力損害賠償紛争解決センター（外部リンク）に申し立てる方法もありま

す。日弁連では申立書の書式例（外部リンク・PDF）を作成していますので、ご利用くだ

さい。 

  

第二章 どんなことが賠償の対象となるのでしょうか（損害賠償の対象） 
 

問：どのようなものが損害賠償の対象となるか。企業などではない個人の場合の損害の対

象となる項目を大雑把に教えてください。     

回答： 

大雑把にいえば、以下の損害が挙げられます。 

1. 避難に伴う実費（身体の放射能の検査をするための費用、逃げるための費用、家に一

時的に戻る費用、家に帰る費用、生活費の増加） 

2. 生命・身体的損害（逃げる際の怪我、避難中に身体の状態が悪くなったこと等） 

3. 精神的損害（避難生活の苦しさなど） 

4. 営業損害 

5. 就労不能等に伴う損害（働けなくなりもらえなくなった給料、仕事を失った損害） 

6. 検査費用（持っているものや自動車の放射能の検査をする費用） 

7. 財物価値の喪失又は減少等 （土地や建物が放射能で汚されて価値が減った分） 

8. 放射線被曝による損害 （放射能を浴びたことによって起きた病気など） 

9. 自主的避難に伴う損害及び避難をしなかったことによる損害 

 

問：原発事故による汚染地域から避難した費用や、放射性物質の有無の確認のために受け

た検査費用は賠償してもらえますか。一時立入費用や帰宅費用は、どうでしょうか。 

回答：避難費用、検査費用、一次立入費用、帰宅費用はいずれも賠償の対象となります。 

解説：  

①避難費用について 

 中間指針によれば、以下の費用が、避難に関する損害として認められるものとされてい

ます。 

 対象区域から避難するために掛った交通費、家財道具の運搬費用 

 対象区域から出て暮らす以外になかったため掛った宿泊の費用や関連する費用 

 損害の金額は、実際にかかった金額を原則とします。 

 ただし、領収証をとっておく余裕がなかった事情などがあれば、統計などを使って平均
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的な金額を推定する方法でも構わないとされています。 

 例えば、ガソリンスタンドの領収書がそろっていなくとも避難場所までの移動距離から

通常かかるはずのガソリン代などを計算して、金額を計算することも可能です。 

②検査費用（人体）について 

 中間指針によれば、避難等対象者については原則として、被爆にかかる検査費用及び

その付随費用（検査のための交通費等）が損害として認められています。 

 放射性物質は、量によっては人体に多大な負の影響を及ぼす危険性がある上、みえず、

臭わず、人の五感作用では知覚できないため、当然認められるべきものと考えられま

す。 

 請求にあたっては、検査費用に関する領収証が必要となります。 

③一時立入費用及び帰宅費用について 

 中間指針によれば、平成 23 年５月 10 日以降の警戒区域内に住居を有する者が、市町村

が政府や県の支援を得て実施する一時立入りに参加するために自己負担した交通費、家財

道具移動費用、除染費用等（前泊や後泊が不可欠な場合の宿泊費も含む）は、必要かつ合

理的な範囲内で賠償の対象になるとされています。 

 

問：避難に伴う生活費の増加分を賠償してもらえますか。 

回答： 

 被害者救済にあたる弁護士からすると賠償してもらえるものと考えていますが、中間指

針などによれば、避難に伴う精神的な損害に含まれ、特段の事情が認められる場合に限り、

実費の賠償をするとされています。 

解説： 

 審査会の第２次指針、中間指針によれば、通常の範囲の生活費用の増額であれば精神的

損害として加算されますが、特に高額の生活費の増加費用の負担を余儀なくされた場合に

は、高額な費用を負担せざるを得なかった特段の事情があるときは、別途、必要かつ合理

的な範囲において、その実費の賠償が認められると説明しています。 

 つまり中間指針は、避難対象者の精神的損害として、【本件事故発生から６ヶ月間】につ

いて、１人月額 10 万円～12 万円を目安とし（屋内退避者１人 10 万円）、この金額の中に

通常の範囲の生活費の増額分は既に入っており、高額な生活費の増加費用を負担せざるを

得ない場合には、別途、その特別な事情を立証した場合に限り賠償が認められると説明し

ています。 

 なお、「避難に伴う生活費の増加は特別な事情を除いて精神的損害の月額 10 万～12 万円

に含まれる」という指針の考えは実態に即しておらず不十分であるという被害者からの声

が多く、慰謝料と実費を合わせてアバウトに算出することは被害者救済に資する基準なら

ばともかく、法理論的にも疑問があります。 
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問：避難を余儀なくされ、体調を崩した場合などの損害はどうでしょうか。また、東京電

力に請求するには、どのような書類が必要ですか。 

回答と解説： 

 中間指針によれば、政府の指示により警戒区域や緊急時避難準備区域等の対象区域から

の避難や、屋内退避等を余儀なくされた方（以下「避難等対象者」といいます）に対する

生命・身体的損害につき、以下のものが損害になるとされています。 

1. 本件事故により対象区域からの避難等を余儀なくされたため、傷害を負い、健康状態

が悪化(精神的損害を含む)し、疾病にかかり、あるいは死亡したことにより生じた逸失

利益（たとえば死ななければもらっていたはずの将来の給料など）、治療費、薬代、精

神的損害等 

2. 本件事故により対象区域からの避難等を余儀なくされ、これによる治療を要する程度

の健康状態の悪化等を防止するため、負担が増加した検査費、治療費、薬代等 

 これらの損害を請求する場合に必要となる資料は、下記のものが考えられます。 

記 

 医師による診断書、医療機関からの治療・検査費用の領収書、通院交通費のメモなど 

 

問：避難等の指示等による精神的損害＝慰謝料について教えてください。 

回答：東電は原則として月額 10 万円としていますが、弁護士としてはこれでは足りないと

考えています。 

解説： 

 中間指針は、避難等の指示により避難生活や屋内退避等を余儀なくされたことによって、

正常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神的苦痛

を損害と認め、避難対象者につき、以下のような賠償額の算定方法を定めました。 

記 

第１期（本件事故発生から６ヶ月間） 

１人月額 10 万円を目安とする。但し、避難所等における避難生活をした期間は、１人月

額 12 万円を目安とする。 

第２期（第１期終了から６ヶ月間） 

１人月額５万円を目安とする。但し、警戒区域等が見直される場合には、必要に応じて

見直す。 

第３期（第２期終了後、終期まで） 

今後の本件事故の収束状況等の事情を踏まえ、検討する。 

屋内退避者 
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屋内退避者は、屋内退避区域の指定が解除されるまでの間、同区域内で退避していた者

について、１人 10 万円を目安とする。 

※損害発生の始期と終期について 

 損害発生の始期は、個々の対象者の避難等の日にかかわらず、原則として本件事故発

生時である平成 23 年３月 11 日となります。 

 但し、緊急時避難準備区域内に住居がある子ども、妊婦、要介護者、入院患者等であ

って、平成 23 年６月 20 日以降に避難した者及び特定避難勧奨地点から避難した者につ

いては、実際に避難した日を始期とします。 

 終期は、避難指示等の解除等から相当期間経過後となり、これ以後に生じた精神的損

害は、特段の事情がなければ損害となりません。 

 但し、東京電力は、中間指針の基準によらず、本件事故発生から６ヶ月経過後であっ

ても、平成 23 年９月１日から平成 24 年２月 29 日までの精神的損害として、月額５万円

から、月額 10 万円または 12 万円とする旨、取扱いを変更しています。 

 また、原子力損害賠償紛争解決センターの総括基準によれば、通常の避難者と比べて

その精神的苦痛が大きい場合には、中間指針の目安額よりも増額することができるとさ

れており、その具体的な例として、「身体または精神の障害があること」が挙げられてい

ます。 

 

問：仕事を休んだ期間の賠償や、失業したことの損害を賠償してもらえますか。 

回答：ともに賠償の対象となります。 

解説： 

(1) 休業損害（仕事を休んだことの賠償） 

原則として事故前の収入の減少分が賠償の対象となります。 

(2) 失業による損害 

 勤務先が警戒区域であり倒産して失業したという方の場合、失職しなければ得られた

はずの賃金や減収分、退職金差額等が賠償対象と考えられます。 

 現状で多くの避難者が雇用の機会が与えられず失業状態を強いられ、再就職、復職は

困難です。 

 他方、警戒区域が解除されて市民生活や経済社会の一定の復旧がなされた場合でも再

就職せずに定年時点までの賃金や退職金が全て賠償されると安心できるものでもありま

せん。 

 地域が復興した場合はもちろんですが、仮に警戒区域が解除されずに地元に戻ること

が出来なかった場合でも、再就職が不能であるような事情のない場合は、一定の期間で

失業賠償も認められなくなる可能性は有り得ます。 
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問：物に関する放射能検査費用は賠償されますか。 

回答：賠償の対象となります。 

解説： 

 中間指針によれば、対象区域内にあった商品を含む財物に関する検査費用については、

原則として、所有者等が負担した検査費用(検査のための運送費等の付随費用も含む)が損害

として認められるとされています。 

 例えば、食品であれば、体内に取り込むため、平均的・一般的な人の認識を基準とすれ

ば、体内被曝を心配し、検査をするのは合理的であると認められることになります。 

 

問：避難対象区域ではない地域で、放射線量が高い地域から自主的に避難した人の損害に

ついて賠償されますか。また、避難をせずそのまま滞在し続けた場合に賠償されます

か。 

回答： 

 県北（福島市など）や県中（郡山市など）や浜通り（いわき市など）の一定の地域（自

主的避難等対象区域）において、妊婦や 18 歳以下で１人 40 万円、その他の大人は同８万

円が平成 23 年 12 月６日の中間指針追補で認められました。もっともその内容には批判も

あります。 

解説： 

 平成 23 年 12 月６日の中間指針追補（自主的避難等に係る損害について）は、避難指示

等に基づかずに、避難指示等の対象区域の周辺地域で行った避難及び当該周辺地域におい

て、自主的避難をせずにそれまでの住居に滞在し続け、これら避難をしなかった者が抱き

続けたであろう恐怖や不安を斟酌し、以下の損害額を目安としました。 

(1) 対象地域 

① 自主的避難等対象区域 

福島県内の 23 市町村 

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀

川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、

小野町、相馬市、新地町、いわき市 のうち、避難指示等対象区域を除く区域。 

② 対象外となった地域 

白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、会津若松

市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、

三島町、金山町、昭和村、会津美里町、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町  

 なお、元々の避難指示等の対象市町村は次の地域  

南相馬市 広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 飯舘村 （田村
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市は一部対象地域あり） 

(2) 対象者 

 自主的避難等区対象区域内に生活の本拠としての住居があった者。本件事故発生後に

住居から自主的避難を行った場合、当該住居に滞在を続けた場合、本件事故発生時に自

主的避難等対象区域外に居り引き続き同区域外に滞在した場合を問わない。 

 また、本件事故発生当時避難指示等対象区域内に住居があった者で、上記中間指針の

精神的損害の賠償対象とされていない期間並びに子供、妊婦が自主的避難等対象区域内

に避難して滞在した期間も、自主的避難等の対象者の場合に準じて対象となる。 

(3) 損害項目 

以下の損害のうち一定の範囲が賠償すべき損害となる。 

① 自主的避難者  

ⅰ）生活費の増加費用 ⅱ）精神的苦痛 ⅲ）避難・帰宅に要した移動費用 

② 同区域に滞在を続けた者場合 

ⅰ）精神的苦痛 ⅱ）生活費の増加費用 

(4) 損害額 

上記(3)の①及び②につき、合算した額を同額として、損害額を算定する。 

① 子供及び妊婦 

本件事故発生から平成 23 年 12 月末まで１人 40 万円を目安とする（平成２４年１月以

降については今後、必要に応じて検討される） 

② その他の自主的避難等対象者  

本件事故発生当初の時期の損害として１人８万円を目安とする 

③ 本件事故発生当時に避難指示等対象区域に住居があった場合 

中間指針の避難指示等による精神的損害の賠償対象とされていない期間は、上記①、

②の金額が、その対象期間に応じた目安であることを勘案した金額とする。 

子供、妊婦が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間については本件事故発

生から平成 23 年 12 月末までの損害として１人 20 万円を目安とし、中間指針追補の対

象となる期間に応じた金額とする。 

中間指針追補は、個別具体的な事情に応じて、以上の損害項目以外の項目が賠償の対

象となる場合や異なる賠償額が算定される場合が認められ得るとしています。 

(5) 2011 年 12 月６日の審査会による自主的避難者の賠償指針についての批判 

同指針については、以下の批判があります。 

 損害額が低すぎるので高くするべき 

 少なくとも福島第一原子力発電所から 80km 圏内となる部分がある市町村及び３か

月当たり 1.3mSv を超える放射線が検出された地域からの避難によって生じた損害

については、賠償を行うべきである。 

 自主的避難者の場合でも、職場・学校等の諸事情から家族の離散の生活を強いられ、
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生活費が二重に掛かり、住み慣れた地域を離れて周囲に友人もなく、家族離れ離れ

の不安な生活を強いられるなど精神的苦痛が著しい。このようなことは、「特別な事

情」どころか、自主的避難者の多くに共通する苦難と言ってよい。 

そうである以上、生活費の増加や精神的損害の額が総額で８万円が目安などという指針

の考え方は、およそ賠償を否定しているに等しく、根本的に改められるべきである。 

(6) 以上のような批判を受け、その後東電は、県南地域（白河市、西郷村、矢吹町、泉崎村、

中島村、棚倉町、塙町、矢祭町、鮫川村）について、妊婦や 18 歳以下で１人 20 万円、そ

の他の大人は同４万円を支払うことを決め、その後、福島県が基金から妊婦や 18 歳以下で

１人 10 万円を支給することになりました。また、会津地域については福島県から妊婦や 18

歳以下で１人 20 万円、その他の大人は同４万円がそれぞれ支給されることも併せて決めら

れました。 

 

問：対象区域外（避難対象区域及び自主的避難等対象区域以外）の住民の自主避難費用、

検査費用は賠償されますか。 

回答：賠償の対象となり得ます。 

解説： 

 合理的かつ相当であると判断される範囲の損害であると立証されれば、対象区域外に生

活の本拠のある者の自主避難によって生じた損害も認められる可能性があります。 

 特に、体内被曝の影響を受けやすい、妊婦や子どもについては、自らの身体が放射性物

質に曝露したのではないかとの不安感を抱き、この不安感を払拭するために検査を受け、

また避難をすることも合理的な行動であると考えられ、避難費用や検査費用について、対

象区域内外で差異を設ける合理性はないものと思われます。 

 この点、政府の閣僚が自主避難にかかる実費について認められるべきであると発言した

ことがありますので、今後の推移を見守るべきであります。 

 この点、原子力損害賠償解決センターの総括基準によれば自主避難にかかる実費について

①自主的避難を実行したグル―プに子供又は妊婦が含まれていたかどうか、②自主的避難

の実行を開始した時期及び継続した時期、③当該各時期における放射線量に関する情報の

有無及び情報があった場合にはその内容、④当該実費等の損害の具体的内容、額及び発生

時期などの要素を総合的に考慮して評価されるべきであるとされています。 

 

問：宅地・家屋など不動産の価値が減った分について賠償を受けることができますか。 

回答： 少なくとも避難等区域内の不動産については賠償されますが、賠償割合について

は区域によって差があります。 

解説： 政府が平成 24 年７月 20 日に指針を示しましたので、あとで説明します。 
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問：警戒区域内に住宅を持ち、住んでいましたが、まず地震直後の津波で住宅が流された

後に、原発事故による政府の避難指示により福島県外に避難しました。避難費用や慰

謝料などの賠償を東電から受けることができますか。 

回答： 避難と原発事故との因果関係は明らかですので賠償が受けられるべきであると考

えます。 

解説： 

 東電は避難は津波が原因であるとこれを否定しますが、原発事故がなければ自宅の近隣

に避難するのが通常であり、避難と原発事故との因果関係は明らかであると考えます。こ

の点、中間指針は「地震・津波による損害は賠償対象とならない」としつつも、津波と原

発事故との区別がつきにくいケースについて、「証明を被害者に強いるのは酷」として東電

に柔軟な対応を求めています。東電の対応は指針の趣旨に反するものと言わざるを得ませ

ん。 

 

問：政府が平成 24 年７月 20 日に「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方」を公

表したと聞きましたが、この内容について教えてください。 

回答と解説： 

 政府は、平成 24 年７月 20 日に、避難指示区域の見直しに伴い被害を受けた自治体、住

民の方々の意見や実情を聞き、これを可能な限り賠償基準に反映するべく東電と調整を進

めてきたとした上で、避難指示区域の賠償基準の考え方について公表するに至りました。 

 この賠償基準の考え方は、原発事故被害者の賠償請求に極めて大きな影響を与えるもの

と考えております。その内容は多岐にわたりますが、大きく 

避難指示区域における各賠償項目の考え方、 

旧緊急時避難準備区域等における賠償の方針に分けられますので、 

以下、分けてご説明いたします。 

 

１ 避難指示区域における各賠償項目の考え方 

(1) 不動産（住宅・宅地）に対する賠償 

Ⅰ 基本的な考え方 

i. 帰還困難区域においては、事故発生前の価値の全額を賠償。 

居住制限区域・避難指示解除準備区域は、事故時点から６年で全損として、

避難指示の解除までの期間に応じた割合分を賠償。 

避難指示解除が事故後６年以降であれば全損とし、４年であれば６分の４。 

ii. 解除の見込み時期までの期間分を当初一括払い。見込み期間超過分は追加賠
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償。見込み時期については、居住制限区域は事故時点から３年、避難指示解

除準備区域は２年。 

Ⅱ 事故発生前の価値の算定 

i. 土地 

宅地については固定資産税評価額の 1.43 倍 

ii. 建物 

住宅については、固定資産税評価額を基に算定する方法と、建築着工統計に

基づく平均新築単価を基に算定する方法を基本とし、個別評価も可能とする。 

iii. 住宅の修復費用 

早期修繕の要望に応え、建物の賠償の一部前払いとして、建物の床面積に応

じた修復費用（１㎡あたり 1.4 万円）を速やかに先行払いする。 

 

(2) 家財に対する賠償 

家族構成に応じて算定した定額の賠償とする。詳細は下表のとおり。（万円） 

世帯人数 １名 ２名 ３名 ４名 ５名 

 

大人 １名 ２名 ２名 ３名 ２名 ４名 ３名 ５名 

子ども ― ― １名 ― ２名 ― ２名 ― 

帰宅困難区域 325 595 635 655 675 715 735 775 

居住制限区域 

避難指示解除準備区域
245 445 475 490 505 535 550 580 

 

 

(3) 営業損害・就労不能損害に対する賠償 

Ⅰ 営業損害・就労不能損害の一括払い 

従来の一定期間ごとにおける実損額を賠償する方法に加え、一定年数分の営業損害、就

労不能損害を一括で支払う方法を用意する。 

i. 農林業 ５年分 

ii. その他の業種 ３年分 

iii. 給与所得 ２年分 

iv. 漁業については検討中 

Ⅱ 営業・就労再開等による収入は差し引かず。 

営業損害および就労不能損害の賠償対象者が、営業・就労再開、転業・転職により収入

を得た場合、一括払いの算定期間中の当該収入分の控除は行わない。 

Ⅲ 事業再開費用等 

必要な追加費用とするほか、一括払い対象期間終了後の風評被害も別途賠償の対象とす

る。 
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(4) 精神的損害に対する賠償 

Ⅰ 平成２４年６月以降の精神的損害について、 

帰還困難区域で 600 万円、 

居住制限区域で 240 万円（２年分）、 

避難指示解除準備区域で 120 万円（１年分） 

を標準とし一括払いを行う。 

Ⅱ 解除の見込み時期がⅰの標準期間を超える場合には、新たな解除見込み時期に対応し

た期間分の一括払いとし、実際の解除時期が見込み時期を超えた場合には超過分の期間に

ついて追加支払い。 

 

２ 旧緊急時避難準備区域等における賠償の方針 

(1) 住宅等の補修・清掃費用 

30 万円の定額賠償。これを上回る場合は実損額に基づき賠償。 

(2) 精神的損害・避難費用等の賠償 

中学生以下の年少者の精神的損害について月額５万円として平成 25 年３月分まで継続。 

全住民について、通院交通費等生活費の増加分として、平成 25 年３月分までを一括して

一人当たり 20 万円を支払う。 

(3) 営業損害・就労不能損害の賠償 

営業損害については平成 25 年 12 月分まで、就労不能損害（勤務先が避難指示区域外の

場合）については、平成 24 年 12 月分まで継続するとともに、一括払いの選択肢を用意

する。 

(4) 早期帰還者等への精神的損害の賠償 

早期帰還者・滞在者については、避難継続者との賠償の差異を解消する観点から、遡っ

て支払いを行う。 

(5) 旧屋内退避区域への対応 

旧屋内退避区域及び南相馬市の一部については、避難継続者に対して平成 23 年９月末ま

で精神的損害の賠償金が支払われていたことから、早期帰還者及び滞在者に対してもそ

の間の精神的損害の賠償について遡って支払いを行う。また、家屋の賠償、営業損害等

についても、旧緊急時避難準備区域の考え方に準じた扱いとする。 

 

第三章 請求の方法（手続）  
 

問：請求の方法は東電に書類を提出して支払いを待つということですか（請求の方法の種

類の説明）。 
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回答：東電への請求以外にも和解仲介申立や民事訴訟などの方法があります。 

解説：以下の方法が考えられます。 

①東電に対する本人による直接請求 

当初、膨大な請求書面が批判を受けていましたが、簡単ガイドが作成され、若干請求し

やすくはなっています。もっとも、加害者が賠償額を定めるという特異なもので、基本

的には賠償の 低基準である中間指針の枠を超えないものであり、賠償額が低額化する

傾向があり、完全賠償の実現が期待できません。 

②東電に対する代理人による請求 

①と同様ですが、書類作成の手間が軽減されます。もっとも一定の弁護士費用を負担す

る必要があります。 

③原子力損害賠償紛争解決センターに対する和解仲介（ＡＤＲ）申立 

詳細は後述のとおりです。 

第三者委員による和解の仲介がなされることから、被害者側の主張を一定程度汲んでも

らえる可能性があります。申立手続は簡単な書式が日弁連で用意されています。期日へ

の出席もありえますが、センターが東京と郡山に限られてしまっている点は問題です。

但しこれら以外の市町村にも出張することがあり得ます。和解仲介案に対し不服であれ

ば拒否することが可能です。東電も拒否することが理論上は可能ですが、基本的には東

電が和解案を受け入れることが期待されています。なお弁護士に依頼する場合は②と同

様です。 

④集団請求 

同じ環境にある被害者による集団請求が考えられます。同様の問題を抱えた人の請求書

は同様の書き方で済むため、悩まず申し立てることが可能です。 

⑤訴訟 

東電の賠償基準やＡＤＲの和解仲介案に不服がある場合に行うことになります。裁判所

による判断であり、その結果は東電を拘束するという強い効力を持っています。もっと

も、時間や費用がかかります。また、東海村の臨界事故の事例を見ると、余り良い判断

はなされていないのが現状です。 

⑥その他 

 

問：「原子力損害賠償紛争解決センター」ってどのようなものですか。 

回答：東電とは別の、損害賠償に関する和解の仲介を行う期間です。 

解説： 

 原子力損害賠償紛争審査会による和解の仲介を迅速に行うべく、平成 23 年７月 27 日、

原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の一部を改正する政令が公布、施行され、

原子力損害賠償紛争解決センター（ＡＤＲ、以下「原子力紛争解決センター」という）が
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設置されることとしました。原子力損害賠償紛争審査会の委員の数が 10 人以内とされてい

るため、審査会に特別委員等を置く等の措置を講じるというものです。 

 原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介の手続きは、事件ごとに１人又は２人以上

の委員又は特別委員によって実施することとし、２人以上の仲介委員が和解の仲介の手続

を実施する場合には、当該和解の仲介の手続上の事項は、仲介委員の過半数で決すること

となっています。 

 なお、「裁判所以外の紛争解決機関」のことを英語で「Alternative Dispute Resolution」

といい、「ＡＤＲ」と略しています。 

 原発賠償の話で「ＡＤＲ」とか「原発ＡＤＲ」と言う場合は、政府が設置した「原子力

紛争解決センター」の和解仲介手続きことを指していると理解して下さい。 
 

紛争解決センター事務所の所在地など 

【福島事務所】 

〒963-8811 福島県郡山市方八町 1-2-10(郡中東口ビル 2 階) 

    原子力損害賠償紛争解決センター 福島事務所 

【東京事務所】 

〒105-0004 東京都港区新橋 1-9-6(COI 新橋ビル 3 階) 

    原子力損害賠償紛争解決センター 東京事務所 

【お問い合わせ先】 

  原子力損害賠償紛争解決センター 

  電話番号：0120-377-155 （平日 10 時から 17 時）  

※聴覚に障がいのある方その他、電話によるお問い合わせが困難な特段の事情がある方は E

メールにて下記のアドレスまでお問い合わせくださいとＨＰで記載されていま

す。 

E メール：chukai@mext.go.jp 

 

問：「原子力損害賠償紛争解決センター」の申立てにあたって費用はかかりますか? 

回答と解説： 

 申立て・和解の仲介に関する手数料は不要の扱いです。 

 ただし、紛争解決センターに提出するための書類の作成費用、郵送費用、期日出席のた

めの交通費、弁護士等の専門家に依頼した場合の費用などは当事者各自の負担です。 

 

問：避難が続いている以上、途中で請求してお金をもらってしまうと、示談になってその
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あとは請求出来なくなるんではないですか。 

回答と解説： 

 期間、損害費目を区切り、これ以外に請求する可能性があることも明示し、合意書の追

加請求不可の記載も内容に注意すれば、後に請求できなくなるという事態を避けることが

できます。 

 原子力損害賠償手続については、通常事件より弁護士費用が低額になる可能性が高いの

で、不安であれば弁護士への依頼をお勧めします。 

 

問：双葉町の人は自治体が弁護団に賠償請求実務を委託してくれたと聞きましたが、他の

地域の住民は同じように出来ないのでしょうか。 

回答： 

 双葉町と同様にはできません。但し、現在福島県を含む各地に弁護団ができておりますの

で、こちらに委任することが可能です。 

また、福島県弁護士会の原子力発電所事故被害者救済支援センターを通じて弁護士の紹介

を受けることも可能です。 

解説： 

 双葉町については、双葉町の肝入りで双葉町弁護団が立ち上がりました。 

 しかし、厳密な組織ではなく各地の弁護団等の緩やかな連合体というのが実情でありま

す。今後については双葉町弁護団において説明会兼個別相談会を開催し、原則として「原

子力損害賠償紛争解決センター」の申立ての助力をするとともに、同申立を双葉町弁護団

所属の弁護士に依頼した場合の着手金２万円のうち１万円を双葉町が補助するという制度

です。 

 他の市町村においては双葉町と同じような制度は存在しませんが、現在福島県を含む各

地に弁護団ができておりますので、こちらに委任することが可能です。また、福島県弁護

士会の原子力発電所事故被害者救済支援センターを通じて弁護士の紹介を受けることも可

能です。 

 

問：弁護士に賠償の件を一任してしまうと面倒でなくなると思うのですが、弁護士に支払

う費用はどうなるのですか。 

回答と解説： 

 弁護士に支払う費用は原則として個々の弁護士によってまちまちです。 

 もっとも、被災者支援のため、福島県弁護士会の原子力発電所事故被害者救済支援セン

ターを通じて個別に弁護士を依頼して東京電力への直接請求またはＡＤＲ申立を行う場合
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には、法テラスの民事法律扶助の資力要件を満たす方についてはその利用が推奨されてお

り、この場合、着手金 36,750 円、実費 10,000 円ですが、報酬は 2.1%（消費税込）と通常

事件より安くなっております。 

 また、多くの弁護団では、概ね、受任時に費用として 10,000 円、報酬として 5.25%（但

し訴訟による解決の場合 10.5%）とされているようであり、こちらも通常事件よりも安く

なっております。 

 なお、原子力損害賠償紛争解決センターの総括基準によれば、和解により支払を受ける

額の３％を賠償の目安としておりますので、同センターの和解仲介手続（ＡＤＲ）を利用

した場合には、支払額の３％の弁護士費用が認められる可能性があります。 
 

【被災者無料相談制度】 

被災者の弁護士相談は無料（３回まで）になりました！ 

平成 24 年３月 23 日に、「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援セン

ターの業務の特例に関する法律（震災特例法）」が成立し、４月１日から施行されています。

３年間だけの法律です。 

 今までは保有している預金の額によっては法テラスを利用することのできない被災者も

いましたが、この法律により、平成 23 年３月１３日時点で被災地に居住していた方であれ

ば、仮に震災と関係のない悩みでも弁護士に対する法律相談が３回まで無料になりました。 

 

問：結局のところ、今後どうしたらいいでしょうか？ 

回答： 

 一人で悩み込まないで、信頼できる福祉支援者等と話し合いながら、専門的な部分につ

いては、弁護士のアドバイスを受けながら進めていくことをお勧めします。 

 「障がいを持つ人、一人ひとりに対応してくれる相談員が欲しい」「一人では書けないの

で、書き込んでくれる人が必要」等の声に応えられるような体制をどうしていくか、被災

者支援に関わる関係団体、専門団体等がさらに協力して構築していくべき課題であると現

状では言わざるを得ません。 

 

第四章 各種 窓口情報 
 

事件を受ける弁護団 

福島県弁護士会 原子力発電所事故被害者救済支援センター 

ＴＥＬ： 024－533－7770 （平日 10:00～15:00） 

 （つながりにくいこともありますが、御了承ください。） 
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ＵＲＬ： http://business3.plala.or.jp/fba/sinsai_soudan/pdf/kyusaisien.pdf 

① 福島県弁護士会原子力発電所事故被害者救済支援センター本部 

   受付時間（平日 10 時～15 時） 

   専用電話 024-533-7770 

   相談希望を受付後、相談担当弁護士をご紹介します。  

② 福島県弁護士会原子力発電所事故被害者救済支援センター南相馬出張所 

   所在地：南相馬市原町区橋本町三丁目 34-9 

 

南相馬出張所【相談方法】 

１ 電話相談について 

 福島県弁護士会原子力発電所事故被害者救済支援センター南相馬出張所では、被害者の

東京電力に対する損害賠償の相談に応じます。 

 月曜日から金曜日は弁護士が駐在していますので、面談での相談を希望される方は事前

に予約して下さい。 

無料電話相談（弁護士が直接電話に出ます） 

平日月曜日から金曜日、午後 2 時～4 時 

受付電話番号：0244-26-9803 

２ 無料面談相談 

 平日月曜日から金曜日、午前 10 時～12 時 

 予約のある方が優先になりますが、予約がない時間帯であれば、予約なしの方もお受け

します。 

予約受付電話番号： 024-533-7770 

（原子力発電所事故被害者救済支援センター事務局） 

 

電話相談窓口 

福島県弁護士会 震災・原発無料電話相談 

実施日： 平日 14 時～16 時 

電話番号： 

福島： 024－534－1211 

郡山： 024－925－6511 

会津若松： 0242－27－2522 

いわき： 0246－25－0455 
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後編 障がい者特有の話 

第一章 障がいのある人特有の問題 
 

問：未成年の子どもの分の請求は親が出来ますか。 

回答：できます。 

解説：障がいの有無とは関係なく、未成年者の賠償請求手続は父母が行います。 

民法で父母が法定代理人とされています。   

 

問：知的または精神に障がいのある成人の分の請求を親や事業所が出来ますか。 

回答：親や事業所の支援員は手続きを「手伝う」ことはできますが、本人になり代わって

請求して受け取ることは出来ません。 

解説： 

 未成年の場合は親が法定代理人ですが、子どもが成人（２０歳）に達したときから法定

代理権は消滅し、本人が請求し、賠償金を受領することになります。 

 しかし、 重度、重度の知的障がい者・精神障がい者などの場合、難しい損害賠償の内

容を理解することはなかなか困難です。そこで次のことが考えら得ます。 

［成年後見制度の利用］ 

 今回の賠償の問題に限らず、親も年をとっていく以上、本人の財産管理や生活について

成年後見人（保佐人含む）をつけて権利を擁護する方法が考えられます。 

 成年後見人は本人の賠償請求権を代理しますので成年後見制度を利用すれば東電の賠償

請求の手続きも成年後見人の仕事になります。 

 とはいえ、成年後見制度は東電の問題だけのために使うことは出来ない原則として一生

の問題になります。本人より早く高齢化する親が成年後見人になることは望ましいことで

はなく、弁護士等の専門家がなるべきですが、本人の収入・資産から後見人報酬を支払う

原則になっている点など（地域により報酬助成制度がありますが不十分）利用の前に検討

すべき点も多く、地元の弁護士会の高齢者・障がい者権利擁護センター等に相談されるこ

とをお勧めします。 

［親や支援者の手続きの説明の補助、代筆］ 

 本人の利益と意思に合致していることが大前提ですが、噛み砕いた説明を受けても損害

賠償について理解が難しい方、文字を書くことが困難な方などの場合、ご本人の了解を得

た上で家族や事業所の支援員等が代筆することも事実上はやむを得ない場合があると思わ

れます。 

 家族・支援員・代筆者等が不十分な理解で本人の権利を損なうことのないように専門家
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等に十分相談しながら手続を進める慎重さが求められます。 

 

問：就労継続Ａ型で働いていましたが工場が半年間閉鎖されて給料をもらえませんでした。

賠償してもらえますか。 

回答： 賠償を受けられます。 

解説： 

 障害者自立支援法でいう就労継続Ａ型事業所（かつての「福祉工場」など）で働く人は

事業所と労働契約を締結して労働法上の労働者として賃金を受けています。そのため、一

般の労働者と同じく、原発事故に起因して休業や失業した場合、その減収分は賠償の対象

となります。 

 

問：就労継続Ｂ型（作業所）での工賃は賠償の対象ですか。 

回答： 対象となると考えます。 

解説： 

 いわゆる「福祉的就労」と呼ばれる共同作業所・就労支援センターなど障害者自立支援

法での就労継続Ｂ型や地域生活支援事業での地域活動支援センター等（以下便宜上「福祉

作業所」といいます）で軽作業を行うなど「はたらく」ことで得られる「工賃」は、現行

法体系のなかで、「労働者の得る賃金」と同じ扱いとは言えません。 

 例えば、原発事故の影響で工賃の支払いがなくなったからと言って、ハローワークで失

業保険の対象とはなっていません。 

 しかしながら、あくまで、損害賠償においては、加害企業の行為により被害者である利

用者の工賃が失われたことは損失に他ならず、損害賠償の対象になるはずです。 

 

問：福祉作業所の工賃について、事業所がまとめて請求して利用者に分配することは出来

ますか。 

回答：利用者の同意（原則として書面が必要でしょう）がある場合に可能と思われます。 

解説： 

 これを一般の法律上の労働者の場合の対比で考えてみます。原則的には次の考えとなり

ます。 

 原発事故により就労不能となり、各労働者が得るはずだった賃金の損失は各労働者の持

つ権利ですので、雇用主が労働者の了解を得ずにその分の売り上げ減少分を東電に請求す

ることは出来ません。 

 しかし、労働者側が雇用主からの不当な圧力などなく真意に基づき了解をして東電に対
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する職員への賃金分も併せて請求する権限を雇用主に委託して、雇用主が東電から受領し

た分を職員に賃金相当分として配分することも例外的には有り得ないことではありません。 

 福祉作業所の工賃についても、各利用者が個別に請求することが困難なことから、利用

者から委任を受けて事業所がまとめてその分も東電に請求することは、賃金の場合以上に

有り得るやり方かもしれません。 

 但し、そのようなやり方を行うならば、そのことを十分に利用者とそのご家族に文書や

説明会等で説明して了解を得て、あくまで利用者の利益と意向に基づくやり方で行うこと

が必要です。東電側にもその趣旨を正しく文書で伝えておく必要があります。 

 また、福祉の分野でも利用者の権利を損なう不祥事、障がい者に対する経済的な搾取等

の事件は少なくありませんので、その実施が第三者からも公正とみられるように弁護士等

の助言も受けながら透明性をもって進めることが望ましいと思われます。 

 

問：避難に伴い介護や支援の時間が増加しました。その損害は誰かに請求出来ますか？ 

回答： 東電に請求可能です。但し、前編第二章で解説したように審査会の指針では、その

ような特別の事情を特に立証できた場合に限り加算が可能であるとされています。紛争解

決センターにおける実際の和解案でも避難に伴う慰謝料の増額が認められた事例が出てき

ています。また、避難生活が原因で支払わなければいけない介護費用の実費も損害として

別途請求可能です。これらの加算が認められるためには、障がい者ならではの生活上の不

利益・苦難の実情を書面で説明することなどが必要となります。 

解説： 

 避難所、仮設住宅、借り上げ住宅等、生活環境が激変し、従来暮らしていた居宅等で築

いてきた生活スタイルが破壊されました。 

 例えば、視覚障がいの方は長年通い馴れることで一人で白杖で歩けるルートだったけれ

どそれもままならなくなり、ガイドヘルパーなくしては外出も出来なくなり、人間らしい

生活が出来なくなり、介護の費用もかさみ、周囲に知り合いも少なく、家の中で塞ぎこむ

ことも多くなって毎日が苦痛である。そんな状態の方は多くいらっしゃると思います。 

 それらの介護費用の増加、避難生活に起因して新たな社会的な障壁と闘うことを余儀な

くされる苦痛は障害のある人ならでは損害です。 

 それらの個人ごとに直面した被害の事情を説明して、被った個別の事情に見合った損害

賠償を受ける権利があるはずです。 

 審査会のいう「特別な事情を立証した場合に限り賠償の加算が認められる」という説明

に当てはまる事項です。 

 紛争解決センターが、和解案作成の基準としている「統括基準」では、身体または精神

の障害があること、要介護状態にあること、それらの者の介護を日常的に行ったことによ

り、通常の避難者よりも精神的苦痛が大きい場合は、避難に伴う慰謝料を増額することが



203 
 

できるとされています。 

 実際の事案でも、紛争解決センターは、身体に障害がある方に対して、中間指針の目安

額（月額 10 万円、避難所で生活していた期間は月額 12 万円）から２割増額した額を賠償

額として和解案を提示したものがあります。 

 また、避難所で、一日 10 数回も介護の必要な実母のトイレの付き添いのために屋外トイ

レにその都度１時間程度待たされ続けた方に対し、慰謝料を月 16 万円に増額した和解案も

提示されています。 

 このような慰謝料の増額とは別に、避難に伴って実際の介護費用が増えざるを得なかっ

た場合は、上に挙げた精神的苦痛を原因とする慰謝料とは別に、その実費増加分を請求で

きます。 

 とはいえ、東電も紛争解決センターも、賠償問題を早く解決したいことから、画一的な

基準で処理をして、障がいに伴う様々な困難、苦痛を無視して、賠償請求をは指針の基準

内に収めようとすることが危惧されます。 

 したがって、そのような画一的な基準で収められないようにするために、障がい者本人

またはその家族が、自分たちが特別な事情があるということを、加害企業である東電や紛

争解決センターに納得させなければいけません。しかし、障がい者個人が、これらの事情

を説明したり文書を作ったりするのははなかなか大変です。 

 そこで、周囲の支援員なども賠償問題に理解を深めて頂き、共に悩みながら助言、協力

しあって賠償問題に取り組むことが必要と思われます。 

 弁護士会も出来る限りの努力は致しますが、全ての被害にあった障がいのある方へのマ

ンツーマン対応までの体制は難しいのが現状と思われますので、福祉の分野の支援員・相

談員・社会福祉士等の福祉専門職など各位が互いの専門性の長所を活かしながら協力して

進めていくことが今後さらに必要と思います。 

 

問：介護の必要時間の増加を行政に請求することは出来ますか？ 

回答：出来ると考えます。 

解説： 

 介護の増加という問題で、原発から約 50 キロ地点付近の田村市に居住する 40 代の脳性

まひの女性が避難に伴う障害者自立支援法の介護支給量の増量申請が市から却下されたた

め、県に審査請求（不服申し立て）を申立て、2011 年 12 月 27 日に福島県は「市の調査が

不十分」として却下処分を取り消したという事件があります。 

 このように障がいのある人は、障害者自立支援法等の公的な支援制度に基づき行政に対

して原発事故を含む災害に起因する必要な介護・支援を求める公的な権利があります。 

 他方、東電の原発事故に起因している介護費用の増加を直接東電に対して賠償請求する

ことも認められるべきです。公的な負担を増加した部分を行政が東電に求償請求すること
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も可能と考えられます。 

 但し、障がい者が同じ期間の同じ介護費用を東電と行政に二重請求は出来ないと思われ

ます。 

 

問：自閉症の 20 歳の息子がいて、避難所での共同生活が出来ないため、自家用車の中で家

族みんなが震災後２週間過ごしました。そのような家族の精神的な苦痛は賠償しても

らえるのですか。 

回答：個別的な精神的損害として家族も本人も賠償請求出来ると考えるべきです。 

解説： 

 このような事態は大きく報道されましたし、福祉関係者からも沢山あった事態であると

聞いています。 

 生活環境の変化が苦手な発達障がい者にとって原発事故による生活の激変は耐え難い精

神的苦難であり、そのために家族も一緒に狭い空間での非人間的な生活を強いられた以上、

ご家族の精神的な損害にも当たりますので、それらは、審査会の示している「目安」を超

えて適切に評価されて賠償されるべきです。先に示した統括基準でも、避難生活への適応

が困難な客観的事情と認められる事情があり、通常の避難者と比べてその精神的苦痛が大

きいと認定されている場合に慰謝料の増額をすることができるとされています。 

 

問：精神障がいの家族が避難生活の影響で生活環境が変わって不安になったようで突然泣

き出したり、暴れたり、症状が悪くなりました。本人と家族に対する賠償はされます

か。 

回答：されるべきです。 

解説： 

 そのために必要になった診療代、薬代等の実費はもちろん、本人の障がいの悪化、心身

症状の悪化という大きな苦痛であり、原発事故による個別的な損害ですので、症状や障が

いの悪化に伴いご家族による世話、支援などの労務提供や精神的負担が増えたことの個別

事情を合理的に説明できれば、それらは、審査会の示す「目安」を超えて、適切な金額が

本人及び家族に賠償されるべきです。 

 

問：着の身着のままで避難してきたので、補聴器、車いすなどの補装具を家に忘れてきて

しまいました。避難先で新たに購入したのですが、この費用は賠償されますか。 

回答： 賠償の対象となります。 

解説： 
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 生活費の増加分については、慰謝料とは別に算定して賠償額に加算するのが紛争解決セン

ターの方針となっています。原発事故では、多くの人たちが急な避難を迫られ、補聴器な

どの補装具も持って行くことができなかった例が多いと聞いています。 

 しかも、このような補装具はすぐに再購入しないと生活に重大な支障を来しかねません。

そのため、新たに補聴器を購入することは必要不可欠な行為であり、賠償の対象となりま

す。問いに挙げた補装具の他にも、視覚障がいの方が読み上げソフト等をインストールし

ていたパソコンなども新たに購入した場合は賠償の対象になると考えられます。 

 

問：帰還困難区域に障害をもつ家族と一緒に住んでいるのですが、避難先に家を購入して

そこで生活することにしました．購入した家の浴室をバリアフリー仕様に改造する等

のリフォームを考えています。このリフォーム費用は賠償の対象となりますか。  

回答： 必要かつ適切なものであれば、賠償の対象とされるべきです。 

解説： 

 今回の事故で、元の場所に戻るのではなく、新たな場所で生活を始めようとする方も多

くいると思います。 

 原発事故によりやむなく住む場所を変えることになっても、バリアフリーな暮らしは維

持されるべきです。そうでなければ、「可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択

の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられない」（障害者基

本法３条２号）とする法の基本理念に反します。 

 したがって、問いのような場合であっても、適切なリフォーム費用であれば、東電に対

する賠償対象とすべきと考えています。 

 

問：日弁連は、障がいのある人の特有の問題を賠償に反映させることについて、どのよう

な考えで臨んでいますか。 

回答： 平成 24 年４月３日に会長声明を出し、政府と東電に対し、原発事故で被害を受けた

障がい者に対して特別な配慮をするように求めています。 

解説： 

 今まで述べてきたとおり、障がいのある人にとっては、東電の請求書や、国の中間指針

などの画一的な基準には収まりきらない、特別な事情が数多く存在します。日弁連として

も、ＪＤＦとの協力のもと、障がい者の被害実態の把握に努めてきましたが、障がいのな

い者に比べて格段に損害の程度が大きく、複雑であるケースが多く見受けられました。し

かしながら、原発事故の被害が地域的にも広範であり、被害者があまりにも多数であった

ため、障がいのない人の典型的な賠償問題が先に取り上げられてしまい、障がいのある人

の被害実態については今まで十分な検証、配慮が行われてきませんでした。 
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 そこで、日弁連は、中間指針で触れられていない事柄についても、個別の事情があれば、

原発事故による損害であるということを前提に、政府に対してはＪＤＦを初めとする関連

団体の協力を得たうえで、障がい者等の被害実態を早急に把握し、必要な施策を講じるこ

とを求め、東電に対しては、深刻な被害実態があることを重大な問題として受け止め、と

りわけ自ら声を上げにくい障がい者が訴える被害に関し、画一的な基準にとらわれずに柔

軟に対応し、速やかに適切な賠償を行うことを求める会長声明を出しました。 

 

問：東電の賠償の書式に点訳版はありますか。 

回答：問合せたところ、点訳版の用意はないという回答でしたので、日弁連は用意するよ

うに強く求めています。 

解説： 

 点訳を情報取得の方法とする視覚障がい者にとって、「墨字」の書面を配布しただけでは、

賠償に関する説明が東電からなされないことを意味します。 

 平成 23 年８月５日に施行された改正障害者基本法第３条第３号は「全て障害者は、可能

な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保

されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られ

ること。」と規定しています。 

 この法律を守るべき義務・責務のある機関は原則として国と地方公共団体ですが、第４

条は第１項で「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利

利益を侵害する行為をしてはならない。」としており、民間会社であっても、障害を理由と

した権利の侵害は禁じられており、同条第２項では、障がい者に対する社会的障壁の除去

について合理的な配慮をするべきことが規定されています。 

 今回の東電の市民に対する責任の重大性と改正障害者基本法の趣旨に鑑みると、視覚障

害者に対する賠償の説明文書に点訳版を全く用意しない東電の対応は問題があると言わざ

るを得ません。 

 日本弁護士連合会も、東電に対し、損害賠償請求書に、ルビ版、点字点訳、音声反訳、

電子データなど、障がいを有する人が読むことのできる請求書を用意することや、損害賠

償手続きにおいて、電子データなどによる説明書の交付、手話通訳などの訪問支援や窓口

対応など、障がい特性に応じた情報伝達方法による情報提供を求める旨の 2012 年３月 14

日付け要望書を提出しています。 

 

問：紛争解決センターの書面は点訳版がありますか。手話通訳は配置されていますか。 

回答：日弁連が問合せたところ、「点訳版の用意はない」「手話通訳者も配置されていない」

との回答でしたので、日弁連はそれらを用意することを強く求めています。 
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解説： 

 この点も上記の解説に挙げた改正障害者基本法の趣旨があてはまります。さらに、改正

障害者基本法は、国及び地方公共団体に対し、障がい者が円滑に情報を取得し及び利用し、

その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障がい

者に対して情報を提供する施設の整備、障がい者の意思疎通を仲介する者の派遣が図られ

るような必要な施策を講ずることを責務として課しています（22 条１項）。紛争解決センタ

ーは公的機関なのですから、この責務を果たすことも遵守しなければなりません。 

 日弁連も、東電に対する要望と同様に、国や紛争解決センターに対しても、損害賠償手

続きにおいて、電子データなどによるパンフレットや説明書の交付、手話通訳などの訪問

支援や窓口対応など、障がい特性に応じた情報伝達方法による情報提供を求める旨の 2012

年３月 14 日付け要望書を提出しています。 

 

※以後、「第二章 障がい者の慰謝料増額の目安」、「第三章 障がいに伴う特別な事情説明

書モデル」が続きますが、本報告書においては割愛いたします。ご覧になりたい方は、JDF

や日本弁護士連合会のホームページから「Q＆A マニュアル（2012 年 9 月 12 日版）」（外部

リンク・PDF）をダウンロードしてご覧ください。 
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あとがき 
JDF 被災地障がい者支援センターふくしま つながりの背景 

 

 被災地障がい者支援センターが活動を始めたのは、東日本大震災が起きた 1 カ月ほど後

の 2011 年４月半ばのことであったと記憶している。 障がい当事者としての活動がこれ程

すばやく開始されたのは、あいえるの会の理事長はじめ、郡山市内の作業所に関わる方々

のすばやい行動力と強い危機感の現れであったと思う。 

 この報告書をご覧になった方はお気づきだと思うが、被災地障がい者支援センターの構成

団体には、きょうされん系と自立生活運動系と２つの系統がある。中でも、支援センター

の事務局長を務めている和田さんと私とは 20 年前からのつき合いになる。 

 40 年近く前、私は青い芝の会で養護学校義務化反対の運動を行なっている頃、和田さん

は養護学校の教員になりたてだったそうだ。当時は対立した関係にあった。その後、青い

芝の会を発展的解散させてから、うつみね作業所、わーく IL と、私は作業所の活動に関わ

ってきた。和田さんとは、その頃に知り合いになった。「郡山市小規模作業所連絡会」の代

表を私、事務局長を和田さんが務めて、郡山市との交渉などを一緒に行なったこともある。

今回の東日本大震災で、被災地障がい者支援センターふくしまで、きょうされんの人たち

と手をつないで活動ができるのは、このような経緯があるからだと思う。 

 不幸中の幸いとでも言ったら良いのか、街の被害は全くの再起不能というところまでは

いかなかったものの、やはり今まで経験のない大きな災害であった事にはかわりない。自

分の事を言わせてもらえば、「あいえる」の仲間とともに、その日は福祉センターで気功体

操をしていたのであるが、建物全体が激しくゆれはじめ電気は消えるし、ケイタイのブザ

ーは鳴るし、それまで晴れていた空は急に曇ってくるし、世の中の終わりがきたかと生き

たここちがしなかった。エレベーターは止まるし建物全体が崩れるような気がして、私は

誰よりも一番に騒いでいた。 

 私の家は棚から物が落ちたり食器がわれたり、家はなんとか無事だったので、そこで生

活を続けたい気もあったが、ヘルパーさんの動くための石油が手に入らないという事と、

原発事故で避難するヘルパーさんもいたりして、人手不足になり、一カ月ちかく障害者福

祉センターで、私たちは集団で避難生活をしていた。入浴は 20 日間ほどできなかったし、

様々な面で不都合があり、私は身体の調子が悪くなってしまった。たぶん、他の多くの人

も身体の不具合を感じていたことだと思う。今後のことを思えば、身近なところに数多く、

どんな障がい者でも活用できるバリアフリーの避難所があれば良いなと強く思うのである。 

 ところで、全ての面で対応の遅い自分としては今もって支援センターの活動にはあまり協

力していないのであるが、それでも県内の何カ所かの仮設住宅にお邪魔したり、調査の電

話かけを行ったり、ほんのわずかではあるが協力をさせてもらった。公的な支援はあるも

のの、やはり、我々障がい者への対応はどちらかというとまだまだ後回しになっているよ
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うな気がしてならない。 

 後になるが、原発の事も地震の事も国や県や市など、電力会社や関係機関からの役立

つ情報が本当に少ないと思う。とりわけ、私たち障がい者には受け取ることのできる情報

の量はさらに少なくなってしまう気がする。一番あっている言葉か分からないが、支援セ

ンターの活動に対しても、障害者に対しての対応ももっと手厚い公の支援が必要だと思う

のである。  

橋本 広芳 
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