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２０１２年３月２５日 

中野区障害者防災委員会 

「東日本大震災から１年」シンポジウム 記録 

 

代表挨拶 矢野耕二 

 

アンケート調査結果の報告 佐藤浩子 

 

各障害者団体の提言 

① NPO法人中野区視覚障害者福祉協会 落合洋（視覚障害者の立場から） 

災害時はいろんなデマが多い。自分自身で判断して行かなければいけない。マニュアル

は必要だし大事だが、想定外のことが起こりマニュアルどおりにはいかないこともある。

細かすぎるマニュアルは一人一人の判断や生き延びようとする力の邪魔になる危険性

もあると感じる。マニュアルは簡単明瞭がいい。障害者団体も自分でできることをやろ

う。大災害時には行政の方も健常者も被災者になる。自分たちで生き延びる力を発揮し

よう。中野では建物の倒壊と火災に備える必要がある。助ける側に自分たちもなり得る。

視覚障害者の立場では、声を出して危険を知らせ指示してほしい。声を頼りに真っ暗な

ときは見える人を誘導もできる。また、視覚障害者は避難所に行けないこともある。 

都会は、大勢人がいるのが強み。いろんな人がいて、いろんな力を発揮でき助け合える。

日ごろから民生委員や自治会・町内会の人と仲良くし、ネットワークを作ることが必要

であり大切だろう。 

 

② 中野区中途失聴・難聴者の会 小川光彦（聴覚障害者の立場から） 

聴覚障害者には様々な人がいる。高齢で聞こえづらくなった人は回りにたくさんいると

思う。そういう方にはゆっくりとはっきりと話してくれれば聞きやすい。音声の工夫を

しても聞こえない重度の聴覚障害者もたくさんいる。一人暮らしや高齢者が多いのが特

徴である。近隣の協力が必要だと思う。日ごろ手話通訳者や要約筆記者と交流していて

も、いざというときは助けに来てくれるわけではない。 

避難所での手話通訳のシステムを事前に作っておく必要がある。NPO 情活と中野区と

の契約を結んでおき、スムーズに手話通訳の配置ができるようにしてほしい。手話の分

からない人もいるので要約筆記者も必要になるかも。そのためのマニュアルづくりには

当事者も参加したい。避難所では音声情報だけでなく、見てわかる視覚情報発信システ

ムがほしい。 

 

③ NPO法人ねこの手 奥野信太郎（身体障害者の立場から） 

車椅子だからといって、聞こえないからといって、口がきけないからといって、見えな
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いからといって、心が重たいからといって、何もできないわけではない。災害が起きる

前に、また被災した後において、心身に障害を持っていても自分のため家族のため他人

のために、自らもできることを考え行動しよう。交通や通信が遮断されたとき、ヘルパ

ー派遣ができなくなる。だから安否確認、避難誘導、避難後の介助を一部の人だけでは

なく、できるだけ多くの人が安否確認や介助ができるようなしくみを作っていこう。障

害のある人も学生さんもあらゆる人を巻き込んで、できる防災対策を考えていこう。 

 

④ 中野区肢体不自由児者父母の会 大村美和子（肢体不自由児者保護者の立場から） 

肢体不自由児の中には脳性まひで言語障害を持つ人が多い。まずゆっくりと聞いていた

だくと理解してもらえると思う。３月１１日、当会では一般企業に勤めている方が３名

いた。一人の男性は、高井戸から中野の自宅まで何十時間もかかって会社の同僚が付き

添い帰ったが、３階まで上ることが大変困難だった。親が迎えに来て帰宅できた男性、

職場に宿泊できた女性もいた。在宅で医療ケアを受けている方が一番心配なのは、停電

のとき酸素や吸引をどうするかということだが、中野区医師会のヘルパーとの横の連携

が大変よく無事に過ごせたとの報告を受けている。安否確認については、通所通園先か

らのまず発信がほしい。避難所に行くまでの道中も大変。避難所もバリアフリーではな

い。車椅子トイレがあっても、重度の障害者は利用できない。シートをひいて寝かせて

できるような配慮がほしい。通所通園先が避難所になれば有りがたい。まず自分の身を

守る自助、公的な支えを受ける公助、そして近隣や防災会の助けを受ける共助があるが、

私自身も町会に手あげ方式で登録したら、息子さんのことを詳しく聞きたいと防災会の

方が来てくれた。行政でも支えあい推進制度ができているので、障害者の方々も利用し

ていざという時に備えてほしい。 

 

⑤ 中野区愛育会 片田明江（知的障害者保護者の立場から） 

  知的障害は他の障害に比べわかりにくく、人それぞれ違いがある。災害時に一番心配

なのは、通学時や通所時など一人でいるときに被災した場合。状況がわからず怯えて

しまい、助けを求められない恐れがある。一人で困っている知的障害児・者を見かけ

たら、分かりやすい言葉で声かけをして、愛の手帳や情報カードを参考に支援して頂

きたい。情報が寄せられた場合、障害者団体・通学先や通所先、関係機関などが情報

を共有できるネットワークがあれば、支援者や家族のもとにより早く帰ることができ

ると思う。自宅やグループホームで被災し、支援者や家族が動けなくなっても助けを

呼んだり、自ら危険な場所から逃げることもできない。特に高齢の保護者と障害者だ

けの家庭、グループホームでは緊急時や夜間の体制が心配。昨年、総合防災訓練や医

療救護訓練に参加した際、障害者に接したことのない人も真剣に対応してくれた。災

害時には家族や関係者だけでは支えきれない部分を、周りの人にサポートしてもらえ

るしくみがあれば助かる。障害当事者や保護者、支援者、学校、企業などが協力し、
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災害時に対応できるシステムを作り、日ごろから交流を積み重ね、共に理解し助け合

えれば皆が住み慣れた地域で安心して過ごせるのではないか。行政には、一般区民を

含めた総合的なネットワークを作るために中心的な役割を担ってほしい。 

 

休憩 

 

シンポジウム 

 

司会 アンケート調査結果の報告と各障害者団体からの提言を受けて、次の５点に問題を

しぼって皆様にお話いただきます。①安否確認の問題、②引き取り方法の問題、③避難

所の問題、④コミュニケーション支援と医療的ケアが必要な重度障害者の問題、⑤災害

時の障害者の支援のしくみと避難マニュアルづくりの問題、お一人５分間ずつお話いた

だきたいと思います。 

 

①安否確認について 

 

司会 障害者の安否確認は重要な問題です。震災の跡、民生委員が回ってきた人と回って

こなかった人がいました。安否確認をどうすればよいとお考えですか？ 

 

中野区民生児童委員協議会会長 伊東良昭さん 

民生委員として高齢者の見守り、児童の虐待防止、子育て・生活困窮者などの相談等をし

ている。今日は障害者の見守りについてお話させていただく。 

中野区には今３００人の民生委員がいて、震災のときは各担当地区の見守りを行った。 

２０年ほど前から高齢者の見守りをやっている。行政から毎年５、６月に高齢者の名簿を

もらい、それを基に７０歳以上の一人暮らし、７５歳以上の高齢者のみの世帯を調べて見

守りを行う。その中の身体が不自由な人は把握している。今回の地震の際は、各自自発的

に安否確認を行った。一人の民生委員が４０～５０人位高齢者を担当しているが、そのう

ち心配な人のところに訪問した。アンケート調査に民生委員が来てくれなかった人がいる

とあるが、本来障害者の名簿は行政からもらっていないので、行けるはずがない。各自が

持っている高齢者名簿から障害がある人のリストを作り、心配な人のところへ訪問した。 

去年の４月に地域ささえあい推進条例が施行され、各町会、自治会、民生委員、警察署、

消防署に手挙げされた人の名簿を渡されて、私もそれを持っている。でもその名簿にはど

ういう障害なのかの記載がない。自分たちで作った要援護高齢者のマップがあり、それを

持って避難所本部へ行き、民生委員が高齢で助けに行けなくても代わりの救助は頼める。

条例で登録された名簿をそのマップに付け加える方法も今後できると思っている。 

 



4 

 

司会 伊東さんの説明にあったように障害者の名簿がない、分からないということがある。

阪神淡路大震災の時は、名簿をもらい確認できたが、今回名簿をもらえたのは福島県相馬

市だけだったと思う。名簿を渡すことの是非も話し合いのポイントになると思う。また、

手あげ方式に関しても、健常者の家族がいると登録ができないという問題もある。 

 

司会 中野区の災害時要援護者登録制度に登録しているが、震災後、防災会から安否確認

がなかった。安否確認にきてほしいとの声があります。 

 

中野区町会連合会会長 小野光さん 

この会に出席し、災害時、障害のある方の一挙手一投足が本当に大変だということを認識

した。地域での安否確認については、町会できちんとできたのかと問われると、できなか

ったと答えざるをえない。その反省の上に立ち、中野区の勇気と決断で、個人情報保護法

より人命尊重の考えのもと名簿を町会が預った。その中の障害者の方々を訪ねた。今まで

元気だと思っていた人が視覚障害だったり、いろんな方がいることを確認することができ

た。私の町会では、何か起きた時は安否確認を行う体制をつくる。中野区の１０８の町会

の中で最初は８町会だったが、今ではほとんどの町会が手を上げている。今後、中野では

そのような支え合いの輪が広がっていくと思っている。 

 

司会 今回の震災で、災害ボランティアセンターを立ち上げようかどうか迷われたそうで

すが、中野区が被災したときに、障害者の安否確認や避難所での支援について、どのよう

に動かれるのでしょうか？ 

 

中野区社会福祉協議会 秋元健策さん 

平成１１年３月に区と協定を結んだ。きっかけは阪神淡路大震災。その時ボランティアが

活躍したが、各団体バラバラで活動するより行政に近い組織で行うほうがよいとの反省が

あり、各自治体と社協との協定が進んだ。 

災害ボランティアセンターの立ち上げは、協定にもとづき区の要請があった時と社協独自

で判断した時。３．１１の時も区から待機するように要請があったが、被害が少なかった

ので正式に立ち上げしなかった。その後、区民からボランティアに関しての問い合わせが

多かったので、３月１３日からボランティアセンターの窓口を開設し区民からの問い合わ

せに答えた。 

もし、実際に中野で大規模災害が起きたら区の要請にかかわらず独自の判断で立ち上げ、

区と連携し、中野区内におけるボランティア活動の窓口となる。今、東京都でもボランテ

ィア活動のマニュアルを作成中。 

ボランティア活動開始には３日から７日間が必要。その間は地域で安否確認をすることに

なる。１週間後に立ち上げ、区と情報を共有しながら必要なところに派遣する。具体的マ
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ニュアルは区と協議中。災害ボランティアセンターはスマイルなかのを想定しているが、

場所がせまく適しているかどうか検討が必要と考えている。安否確認については、社協が

やっている事業に係わる区民の方、特にサービスを受けていない方を率先して行いたいと

考えている。 

避難所でのボランティアによる支援活動は、避難所に配置される区の担当者との相談の上

で行う予定でいる。在宅の障害者についての情報の集め方は今後検討したい。 

 

②引取りの方法について 

 

司会 地震がちょうど下校や帰宅時間に重なり、混乱に巻き込まれました。引き取り方法

をめぐってどのような問題があり、今後どのような対応策を考えていますか？ 

 

第７中特別支援学級主任 山田貴之さん 

学校では、障害のある児童生徒は基本的には保護者が引き取りに来るまで学校に留めてお

くことになっている。３月１１日の地震は下校して１０分ほど後だった。まず通学経路を

確認。バス、電車、徒歩の３通りの子供たちの状況を確認するため、教員、介助員を駅や

バス停に手配した。徒歩で帰宅の児童は自転車で見回った。バスは動いており帰宅できた。

電車は止まっており、学校に連れ戻した。下校確認の間に、各家庭に電話し、保護者がい

れば、帰宅した生徒が家に着いたら学校へ連絡をもらうようにし、学校に戻った生徒の保

護者には迎えを頼んだ。保護者が不在の家もあり最後の迎えは１１時ころになった。一番

問題なのは通学途中。電車やバスに乗っているときは乗務員の指示に従わなければならな

いが、知的障害児は周りの人の指示の理解や状況判断ができないという心配がある。駅員、

乗務員、乗客などの協力支援が必要と思う。その状況を想定し避難訓練を行い、家族への

連絡をしている。東北では、学校に留めた後避難した。別の場所に避難する場合にも教員

が引率していくことを決めている。 

 

司会 通学途中に関しては、中野だけでは難しいので、他の地域、東京都とも連携し、取

り組む必要がある。 

 

社会福祉法人中野愛育会杉の子弥生所長 濱崎令子さん 

地震発生が活動時間帯で助かった。各事業所でパニックはあったが。まず親に無事を連絡

網で流し迎えを待った。弥生にはたまたま休みで一人暮らしの女性がおり、安否確認をし

た。さぞかし不安だろうと思ったが、他の多くの利用者を待機させているので、「地震が起

きたら自分で身を守るように」としか言えなかった。利用者も高齢化しており、保護者も

いない、また高齢で迎えに来られない人もいて、職員が付き添って連れて帰った。人手が

足りず、心配しながら帰した兄弟もいた。５時半には全員が帰宅できた。 
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自宅にいるときに地震が起きた場合の方が危険性が高い。特に高齢の場合。父親が亡くな

っても助けを求められず一晩過ごし、作業所職員の訪問によってわかった例や、普段お喋

りなのに母が倒れても連絡ができなかった人の例もある。アンケートも高齢者には答えに

くい。調査の仕方も考えてほしい。 

２４年度の計画に災害対策を入れた。定期的に訓練を行い、自分で避難する力を育てる。

ＡＥＤの設置や救急救命等の職員研修なども。もしもの時を考え検証を積み重ねていきた

い。皆さんとの連携も深めたい。 

 

司会 施設では職員が足りない状況で、災害時どう対応するかが課題。地域との連携が必

要だろう。 

 

障害者福祉事業団事務局長 納谷光和さん 

働く障害者を支援している。地震の日は、特例子会社が立ち上がった日で多くの障害者と

支援者がいた。泊るか帰るか悩んだ。親との連絡がなかなか取れず、最終的に職員が付き

添い帰ったのが２時だった。困ったことがたくさんあった。あのレベルの災害であんな事

態になってしまった。もっと大きな地震があれではあの程度では済まないだろう。ラッシ

ュアワーの時間だったらさらに大変だっただろう。電話がつながらず安否確認ができない

中、情報の大切さを痛感。 

これらの教訓を踏まえて、事業団で、働く障害者のための防災マニュアルを８月に作成し

た。障害者は適切なサポートを受けることが大切。どこにいても自分から周りの人に助け

を求めることが欠かせない。支援を求めるために、緊急連絡カードを作り持ってもらうこ

とにした。企業にもマニュアルとカードを渡し協力を求めた。プライバシーと命の両方大

切にして考えていきたい。いろんな障害者が通勤途上で適切なサポートを受け、安全に避

難できるようにとカードを作成した。カードの存在を地域社会にも知ってもらう必要があ

るので、広めていきたい。地域、家庭、私たちが一体となって、働く障害者が災害時にも

安全に行動できるように、私たちがキーステーションとなって頑張りたい。キーステーシ

ョンの役割は情報の共有だと思っている。通勤だけでなく外出時でも役立つマニュアルだ

と思う。障害者が自分の命を守れる防災対策に努めていきたい。 

 

③避難所の問題について 

 

司会 避難所について、バリアフリーになっていない、障害者の人がいやすい福祉避難所

が必要などの意見が出されています。避難所のあり方についてご意見を。 

 

中野区福祉団体連合会 中野区障和会会長 濱村務さん 

避難所に行ったとき、バリアフリーでないと困る。区の防災訓練に参加した際にも、段差
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があると車椅子を上げるのに４人かかる。小学校はバリアフリー化できないと聞いたが、

震災時にはバリアフリーにしてほしい。仮設トイレでも手すりが必要。ボランティアにお

願いしたいのは、避難所は混乱すると思うので、コーディネーターの陣頭指揮のもとスム

ーズに行ってほしい。まず行ったら声かけをしてほしい。とにかく車いすで動けるようバ

リアフリーをお願いしたい。 

 

東部福祉作業センター所長 檀原康伯さん 

震災時、作業公開の日だったので、地域の方や保護者がいた。帰りは職員が送っていった

のは２名だけ。身体に障害がある人は地震の際に移動が困難。避難所に行くことができな

いので、自分たちの作業所が第一次避難所として認められ、安全確認できるまで安心して

過ごせる環境を整えていきたい。今回は作業所の隣のシルバー人材センター職員に助けて

もらい避難できたが、そのような状況ばかりだとは限らない。今後作業所自体を避難所に

できる環境整備を図っていきたいと思う。そうすれば利用者も保護者も安心できると思う。 

 

中野区精神障害者地域生活支援センター 所長 松田和也さん 

利用者が３５０名いる。その方々の相談支援を行っている。利用者の立場で言うと、何で

も話せて落ち着ける場所があれば、サポートなしで日常生活ができる。 

精神障害者の特徴は、見た目でわからない。また対人関係が苦手でストレスをためやすい。 

中野区内で精神科の病院にかかっている人は３５００人。手帳保持者は１５００人いる。

こういう人が一般の避難所に入った時、たぶん１日目は皆緊張していて目立たないので何

も起きないが、２、３日目に病気の再開（再発）という問題が起きてくる。一人でも再発

すると周りに影響が出る。なるべく再発をさせないことが大事。そのための方法の１つ目

は服薬だが、地震の時は無理。２つ目はストレスをなるべくかけないこと。避難所で静か

な場所を作ってほしい。カーテン一枚でもいいのでそういう配慮があれば、再発を防げる。

３つ目は、避難所に保健師やＰＳＷ、資格がなくても理解者を配置してほしい。障害者だ

けでなく避難所の代表の方のストレス開放にもなる。しばらくして落ち着いたら、当セン

ターや作業所のような日中の居場所を早急に再開させてほしい。 

 

④コミュニケーション支援と医療ケアが必要な重度障害者の問題 

 

司会 災害時医療救護訓練で感じられた障害者とのコミュニケーションなどの問題、また

医療的ケアが必要な重度障害者についての対応策についてご意見を。 

 

中野区医師会理事 渡辺仁先生 

３月１６日にチャリティーコンサート開き８００人集まった。中野区民は災害に対する高

い意識と共助の気持ちを持っていると思う。マニュアルが全国に広がり役に立つことを願
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う。マニュアルは最初から完璧にはできない。まず早く作って、それに沿って訓練するこ

とが大切。大規模災害を想定したとき、皆さんのことを私たちが理解するのと同時に、私

たちの立場も皆さんに理解してほしい。医師側もマニュアルを作って行動しようとしてい

る。大規模災害時、一斉に患者が押し寄せる。数の問題で私たちがどう対応できるか？例

えば中野区には骨折セットがあるが、その中の決まった数の道具を誰に使うのかという問

題がある。１１月に訓練をしたが、医療者にできることは、その方とコミュニケーション

をとることではない。そこに集まったみんながコミュニケーションをとれるようにならな

ければ、医療者に期待されても難しい。マニュアルに沿った訓練の中で、専門的立場から

皆さんにアドバイスし、全員が障害者に対する理解を深めることが最大のメリットだと思

う。身体、知的、精神・・障害種別は多様で一つ一つ取り上げたら膨大になる。実際に一

緒に訓練の場で接してみれば、できないこと、困ることを体で感じて覚えることができる。

そして実践する。１１月のトリアージ訓練では、やっているうちにスムーズになり、だん

だん進歩してきた。障害者も参加し特別に列を作ったが、本来はそうではない。今回は医

療従事者にまず学んでもらったが、コミュニケーションのとり方は、訓練の場で繰り返し

積み重ねて学んでいくことが大切。災害からの時間を追って扱いは変わってくる。重傷者

などの判別も必要。見て重度障害者と分からないケースもあるので、情報を専門家に伝え

てくれる手段を考えてほしい。 

 

⑤マニュアル作りについて 

 

司会 全体を通して、災害時の障害者支援のしくみについてどのように考えますか？また、

障害者と一緒に要援護者の災害時のマニュアルづくりを考えてほしいがご意見を。 

 

中野区議会副議長 久保りかさん 

アンケートがマニュアル作成の重要な資料となる。この情報を共有して議会につなげてい

きたい。防災、震災対策は障害者の目線で行うことが大切と思っている。特別扱いするの

ではなく、何が欠けていて何が重要なのかを考えていく。学校施設のバリアフリー化を訴

えてきたが、予算も必要で簡単ではない。体育館の入り口の段差解消などはまず進めてい

くべきだろう。避難所までの道もバリアフリー化が必要。すべての道路で車いすが動ける

わけでない。それが大きな問題。情報発信には、音声だけでなく視覚情報も必要だ。デジ

タルサイネージの提案もされ区でも検討が進んでいる。３．１１災害時要援護者のところ

に確認や助けがなかった。実際に活用されていなかったということを知りショックを受け

ている。町会、民生委員の人手不足、高齢化も進んでおり、見直しが必要。区民みんなが

関わってもらえるしくみを作りたい。震災対策、地域支えあいの特別委員会が開かれてい

る。これからも努力していく。 
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中野区長 田中大輔さん 

障害者防災委員会が立ち上がって５年。最初は人数少なく障害者の参加も多くはなかった。

当時は、町会連合会、民生委員に協力してもらうことに一生懸命だった。今では、関係団

体、区職員、議員が多数参加されている。障害者の防災に対し、区を挙げての取り組みに

なるまで頑張って活動して来られた委員会はすごいと思うし、感謝している。 

安否確認とは何か。確認だけでは終わらない。安全でない状況時には救援の体制が必要に

なる。「安否確認・救援」と言って問題提起をしてほしい。誰がそれをしてくれるかを決め

ておくのは難しい。南三陸町では役場が流されてしまった。町長や職員、民生委員、町会

長・・・みんなが被災した。一方で危ないところを誰かに助けられた人も多い。安否確認

も救援も多様なチャンネルが必要だと思う。まず自分で身を守る。次に家族。次に属して

いる組織。さらに地域全体、防災組織で動くシステムを作る。それから、防災委員会でも

各構成団体でも役割を決めておくこともとても大事だと思う。 

引き取りの問題。３．１１の前と後で状況が変わった。中野には都心に勤める人が多い。

帰宅困難者の都の条例で、会社などに留まることが原則になった。親が引き取りに来られ

ないことが当然起きる。施設や教育機関などで宿泊することを考えた体制作りが必要にな

っている。作業所も避難所の機能を備える必要があるだろう。区内５０か所の避難所に入

りきれない場合もある。決まった避難所の他にも多様な避難所ができることが想定される。

その時のバリアフリーの問題。緊急的にでもできる範囲でのバリアフリー対策の準備をし

なければならない。 

コミュニケーションの問題。災害時は知らない人同士が助け合うと考えたほうがよい。ど

のようにしてほしいかを記入したカードをみんなが持っているなど、だれでも助けてあげ

られるような準備が必要と思う。伝言ダイヤル以外では、掲示板を作る方法がある。事前

にどこに掲示板を作って書き込むかを決めておくのが、誰にでもできて有効だと思う。 

区がやるべきことはたくさんあるが、今日はみんなの対策ということで話をした。 

 

司会 一言ずつ感想を。 

 

伊東 先ほど話した課題。障害の種類症状を書いたものを出していただくことによって救

助の方法も変わってくると思う。 

 

小野 地域には連絡先がなく町会にお願いされるような孤立した人が多い。これからその

問題を考えていきたいと思う 

 

秋元 ボランティア活動に対する期待が大きいと思うが実際に活動が機能するまでに一週

間程かかる。先ずは日常の活動を通して近隣関係を築いて行けるようにしたい。想定外の

想定も念頭に入れマニュアルを策定していきたい。 
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山田 学校は避難所になる。ハード面は物理的な問題があるが、マンパワーで解決できる

こともある。学校区域の中でのマンパワーのシステムができればいいと思う。 

防災や障害者理解の教育も進めていきたい。中学生は力があるので障害者の移動支援がで

きる。それも活用できるシステムにしたい。 

 

浜崎 津波は川から来ると聞いた。弥生は神田川のそばにある。その想定も含め避難方法

について決められた避難所以外の場所も考えている。弱い人の対策を十分にすることが万

人の救済につながる。ハード、ソフト両面で。障害の有無にかかわらず、災害に耐えうる

まちづくりをしていただきたい。 

 

納屋 帰宅困難者対策を企業に求めていきたい。働く障害者の交流の場で学習会を行って

いる。マニュアルはスタート。問題はそれからだと思っている。知的障害者は状況が変わ

るとパニックになる。日頃からの学習が必要。「てんでんこ」とは一人一人が対処方法を知

っているからできる、それぞれの信頼と責任があっての言葉だそうだ。これからも働く障

害者の防災対策に取り組みたい。 

 

浜村 このシンポジウムに参加して、皆の意見を聞いてやることはたくさんあると感じた。

これからも障害者防災委員会で頑張っていきたい。 

 

檀原 私たちの作業所も、避難所になることを想定し、地域の学校、町会と一緒に活動で

きる体制を作りたい。 

 

松田 防災に関し私たちが何ができるかをしっかり考えたい。避難所に入って発病し治療

のため避難所を出たらもう戻れない状況になる。一緒に逃げてきた人を排除するのは悲し

い。施設としては地域の人に障害を知ってもらうことに力を入れていきたい。 

 

渡辺 中野区医師会は今年度防災の取り組みを強化してきた。区民とのコミュニケーショ

ンを大切に考えている。今後とも障害者防災委員会の取り組みにも要請があれば参加した

い。 

 

久保 岩沼市の追悼式に参加した。集落ごとの避難がうまくいったのは日常的なコミュニ

ケーションが取れていたからという話があった。都会で近隣が仲良くするのは難しいかも

しれないが、良い関係が作れる地域作りが大切と感じた。今日聞いた内容を所属している

消防団の中でも伝えていきたい。 
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区長 区として想定外を想定した対策をする。災害対策の全体を再構築している段階。起

きた時の被害を最小限に抑えられる街づくりをと思っている。中野は木造住宅密集地域が

多く危険な地域と言われている。面的な防災まちづくりは順調ではない。ただ、逃げ込め

る大規模公園を何箇所か整備している。警察大学校跡地に四季の森公園ができた。中野区

役所一帯の広域避難場所で最大の防災空間になっている。先週、都市防災研究所の方に、

四季の森公園を見学してもらい、この中は安全だと言ってもらえた。区民は、自分の家か

らその場所へどうやって辿り着くのかという問題もある。息が長いけれど着実に進めてい

く必要がある。四季の森公園には、大学、オフィスビルができた。ビルの空間や大学の教

室、学生の力も活用し、協力連携しながら安全な街を作っていく。防災研究所も協力して

いただく。人の力が大きいと思っている。中野区には１０８の町会自治会にそれぞれ防災

会がある。その防災力を頼りにしなければならない。しかし、役員の高齢化、会員数減少

の問題もある。地元の防災会の活発化が必要。区としては、組織的に地域防災の避難所開

設の訓練が必要だ。区職員、学校の先生が職場にいる時間は少ない。地域の防災力を高め

るのが大事。地域住民が積極的に町会にかかわることが大切と思う。皆さんも町会にご協

力を。区で養成した多くの防災士と地域、防災会とどのように結び付けていくかが課題。

面的な街づくりや避難所の体制や組織作りは区として一生懸命やっていくが、究極のとこ

ろ、安全はひとりひとりの力、結びついていく力なのだと再確認し、今日のまとめとした

い。 

 

司会 中野区障害者防災意員会では来年度はマニュアル作成を目的としている。アンケー

ト報告書、皆さんの意見をもとにマニュアルを作っていきたい。すべての人が安心して生

活できる中野を目指したい。HPにアンケート調査報告書が PDFで載る。（視覚障害者用の

テキスト版あり）。 

また、障害者理解のための出前講座をやっている。体験やふれあいの企画があればお申し

付けを。 

 


