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はじめに
　近年の災害では、高齢者や障がい者等が
逃げ遅れたり、その後の避難生活で厳しい状
況に陥る事例が後を絶たない。また、住宅だ
けでなく福祉施設そのものが被災し高齢者が
亡くなる事例も出ている。
　その主な理由は、避難行動要支援者（以
下「要支援者」という）と言われる高齢者、
障がい者等が激増したからだ。75歳以上の高
齢者人口は阪神・淡路大震災時の1995年に
約718万人だったものが、2020年には約1872
万人と2.6倍に急増し、単身高齢者が3.2倍に
なった。同じように25年間で、障がい者人口
は62.5％、特定医療費（指定難病）受給者証
所持者数は3.24倍にそれぞれ増加した。
　このような要支援者を災害から守るため、
2020年度、政府は大きな制度改正を行った。
具体的には、「避難情報の見直し」、「避難行
動要支援者の個別避難計画作成の努力義務
化」、「福祉事業者へのBCP作成の義務付け」

「福祉避難所ガイドラインの改定」「福祉施設
の立地規制」だ。
　私は、この制度改正が行われた2021年を「福
祉防災元年」と捉えている。その中核が防災
における福祉事業者と地域コミュニティ・自
治体の連携だからである。

１. 避難情報の大幅改定
　2021年5月の災害対策基本法改正により、
避難情報が大幅に改定された。主な変更点に

ついて「避難情報に関するガイドライン」に
沿って概観する。

（1） 警戒レベル３「高齢者等避難」（市区町

村長が発令）

・発令される状況⇒「災害のおそれあり」
・ とるべき行動⇒「危険な場所から高齢者等

は避難」
　高齢者等とは、避難を完了させるのに時間
を要する在宅又は施設利用の高齢者及び障
害のある人等、及びその人の避難を支援する
者とされている。避難支援者を加えているこ
とを忘れてはならない。支援者はまず、自ら
の安全を確保したうえで、避難しようとする
人を支援するのが原則である。
　この「高齢者等避難」の名称は何度も変更
されてきた。2005年に初めて制定されたとき
は、「避難準備（要援護者等避難）情報」で
あったが、その後、主に名称が長いという理
由で「避難準備情報」になった。2017年には、
前々年9月の関東・東北豪雨災害や前年の台
風第10号による高齢者施設の被災等を踏まえ

「避難準備・高齢者等避難開始」に変更された。
私は、この委員会で「避難準備」という名称
に反対した。それは人には正常性バイアスが
あり「避難準備」だと「準備だけすればいい
んだ、まだ逃げなくていい」という誤ったメ
ッセージを伝えかねないからだ。
　今回のガイドラインで、「「避難準備」で名
称が始まると、高齢者等が避難するタイミン
グである認識が薄れるおそれがあること。」

鍵屋　一
（跡見学園女子大学教授）
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と変更理由を説明している。
（2） 警戒レベル４「避難指示」（市区町村長

が発令）

・発令される状況⇒「災害のおそれ高い」
・とるべき行動⇒「危険な場所から全員避難」
　内閣府が行った住民向けアンケートでは、
避難勧告及び避難指示（緊急）の両方を正し
く認識していたのは17.7%に過ぎなかった。
そこで、避難勧告が廃止され、避難指示に一
本化された。なお、避難とは「危険な場所か
ら難を避ける」ことを意味し、必ずしも屋外
への立退き避難を求めているわけではない。
以前、市区町村の全域に避難勧告等が出され
たとき、どこに避難すればいいんだ、という
批判があったが、危険な場所にいる住民は全
員、安全な場所へ避難するようにと考えれば
よい。

（3） 警戒レベル５「緊急安全確保」（市区町

村長が発令）

・発令される状況 ⇒「災害発生又は切迫」
・ とるべき行動 ⇒ 「命の危険 直ちに安全確

保！」
　居住者等が指定緊急避難場所等へ立退き
避難することがかえって危険であると考えら
れる状況において、いまだ危険な場所にいる
居住者等に対し、「立退き避難」を中心とし
た避難行動から、「緊急安全確保」を中心と
した行動へと行動変容するよう促したい場合
に発令される。
　今回の避難情報の改定では、様々な課題
が整理された。関係者のご尽力に心から敬意
を表したい。

２.  市区町村への個別避難計画作成の努力義
務化

　要支援者が個別に災害時の避難計画を作
成する「個別計画」の制度が始まったのは
2005年。2020年10月1日現在、消防庁による
と避難行動要支援者名簿（以下「名簿」とい
う）に掲載されている者全員について個別計
画の策定を完了している市区町村は12.1％、
一部について策定が完了している市区町村は
50.1％だ。制度開始以来15年が経過してなお

達成率は低い。
　2013年の災害対策基本法改正で、名簿作
成を市区町村に義務付けたが、それから7年
でほぼすべての市区町村が名簿を作成してい
る。一方で、個別計画の位置づけはガイドラ
インだ。名簿は、役所内の情報だけで策定で
きるが、個別計画は、実際に職員が訪問した
り、地域住民にも協力していただく必要があ
って、人手も時間もはるかにかかる。市区町
村にとっては、法的位置づけが弱いために優
先順位が下がりやすい。　　
　そこで、2021年度の災害対策基本法改正に
より、個別計画は「個別避難計画」と名称が
変更となり、その作成が市区町村の努力義務
と位置づけられた。
　要支援者の個別避難計画を作成し、安全
な避難を確保するためには、要支援者本人が
家族及び支援者らとともに計画策定のプロセ
ス、避難訓練、検証、見直し等を通じて災害
対応の意識を醸成し、避難の意欲を高め、実
効性を確保することが重要である。
　大分県別府市や兵庫県の先進事例では、
要支援者を日常で支援し、状況をよく知って
いるケアマネジャーや相談支援専門員など福
祉専門職が参画して個別避難計画を作成し
効果を上げている。さらに、優先度の高い要
支援者については、本人も参加する地域調整
会議を開催し、福祉専門職や地域住民が必要
な情報を共有し、調整を行って個別避難計画

（災害時ケアプランとも言う）を作成する。
実際に計画作成する福祉専門職には、1件で7
千円の報酬を支払っている。
　一方で、福祉専門職は多くの要支援者を抱
えており、災害時にすべての要支援者の避難
支援はできない。このため、地域住民による
避難支援への協力が必要になる。このような
調整を行うのが、市区町村の役割となる。
　早期に要支援者の個別避難計画を策定す
るためには、優先度を考慮する必要がある。
災害リスク、当事者本人の心身の状況、独居
等の居住実態、社会的孤立の状況などである。
それがよく分かる福祉専門職の協力を得る必
要がある。
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　一方で、福祉専門職には災害対策のノウハ
ウが不足している恐れがあり、ハザードマッ
プの見方、避難場所、避難方法、避難支援
者等について研修をしたり、自治体内で相談
支援する体制が求められる。

３. 福祉事業者へのBCP作成義務付け
　厚生労働省は、今年度から全ての介護福
祉事業所、障害福祉サービス等事業所を対
象に、３年の経過措置期間を設けた上で、Ｂ
ＣＰ（業務継続計画）等の策定、研修の実施、
訓練（シミュレーション）の実施等を義務づ
けた。 
　東日本大震災後の2012年～ 2014年の3年
間、私たちは厚生労働科研費を得て100名以
上の被災者、支援者等のインタビューを重ね、
被災地の福祉施設職員らとの共同研究を行っ
ている。福祉施設のBCPにおいては、企業
BCPと違い以下の重要課題がある。

【ハザードの理解と避難】
　福祉施設はもちろん、利用者の居宅、また
職員自身の自宅や通勤路にはどのようなハザ
ード（洪水や土砂災害、津波の危険性など）
があり、警報が出たときに、どのような行動
をしなければならないかを理解することが第
一歩である。
　そして、避難場所、避難方法、持ち出し品
などについて、避難先での福祉サービスの継
続を考慮してBCPを作成し、訓練することで、
避難行動がしやすくなる。

【ライフライン停止に備えた備蓄等】
　災害時には停電、断水が危惧される。水や
食料、薬などは備蓄されていることが多いが、
真っ先に困るのはトイレである。利用者だけ
でなく、職員のトイレ確保も極めて重要であ
る。また、電源確保も大事だ。吸引吸痰がで
きなければ命にかかわる。スマートフォンは
現代のライフラインだ。さらに、夏の冷房対
策、冬の暖房対策も命にかかわる課題だ。

【職員の自助】
　職員は、施設にいるときよりも、自宅にい
る時間のほうがずっと長い。仮に、自宅でケ
ガをしたり、停電断水で家族の生活が厳しか

ったり、介護や保育をしなければならないと
すれば、簡単には出勤できない。家族が安心
して生活ができるようになって初めて、出勤
できることを忘れてはならない。それには、
やはり停電断水に備えた自助が不可欠であ
り、近隣と仲良くして支え合ったり、場合に
よっては家族全員で施設に来るなどの対応が
求められる。往々にしてBCPは事業所での事
業継続ばかりを計画するが、職員の自助力の
向上がその前提となることを忘れてはならな
い。

【避難確認、安否確認】
　警報が発令されたとき、居宅で福祉サービ
スを受けている要支援者については、その福
祉事業者が避難の必要性を伝え、避難してい
るのか、まだ避難していないのかを確認する
必要がある。その上で、避難支援の必要性の
有無を確認して、支援者や自治体に状況を伝
えるとともに、場合によっては自らが避難支
援を行う。
　さらに、災害発生直後は、利用者及び職員
の安否確認が重要になる。しかし、多くの場
合、安否確認方法は携帯電話や自宅電話の
連絡網にとどまっている。SNSやICTを活用
した新たな手法が開発される一方、声掛けな
どを含めて近隣職員が訪問したり、地域住民
や要支援者団体などと連携する方法があるの
で、施設の強みを活かしながら対策を講じる。
　これらが、居宅支援を行っている事業者の
BCPに組み込まれなくてはならない。この避
難確認、避難支援は、市区町村が作成する「個
別避難計画」と同じものである。したがって、
福祉事業者が個別避難計画づくりに主体的に
参画して作成すれば、福祉事業者のBCPの
一部となる。

【福祉支援のできる避難先の確保】
　従来の施設の消防計画、非常災害対策計
画では、避難先で福祉支援を継続することま
では考えられていなかった。安易に学校など
福祉支援に課題のある場所が避難場所とし
て選定されていなかっただろうか。場合によ
っては屋外のグラウンドなどが指定されてい
るかもしれない。考えればすぐわかることだ
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が、大雨のとき、屋外の避難場所には避難す
るわけにはいかない。
　望ましいのは、同種の福祉サービスを提供
している施設への避難である。特別養護老人
ホームなら同じ特別養護老人ホームへの避難
がいいはずである。
　また、通所施設や特別支援学校であっても、
大災害であったり、公共交通機関が止まった
りで親族の引き取りがなければ、施設や避難
場所において福祉支援を継続しなければなら
ない。

【支援者の確保】
　災害時の利用者支援は24時間体制になる
ので、通常よりも多くの職員が必要になる。
その上、職員そのものが被災して参集できな
い可能性もある。そこで、同一市区町村内の
各施設、法人が互いに支援し合えるように協
定を結んだり、全国組織との連携により、直
ちに支援者を確保できるように検討を進めて
おく必要がある。
　なお、私たちは、その後も福祉施設が本来
備えるべき防災計画を研究し、既存の消防計
画、非常災害対策計画を土台として避難確保
計画、BCPを作成し、必要に応じて福祉避難
所計画を加える必要があることを明らかにし
た。これを福祉防災計画と名付けていて、広
義のBCPとも言える。

４. 福祉避難所ガイドライン改定
　内閣府による福祉避難所のガイドラインは
2021年5月に大幅な改定がなされた。
　以前の「福祉避難所の確保・運営ガイドラ
イン」29ページにはこう書いてある。
　「市町村は、災害が発生し又は発生のおそ
れがある場合で、一般の避難所に避難してき
た者で福祉避難所の対象となる者がおり、福
祉避難所の開設が必要と判断する場合は、福
祉避難所の施設管理者に開設を要請する。」
　すなわち、このガイドラインは、福祉避難
所を主に二次的な避難所と位置付けて記述し
ている。
　しかし、二次避難所として運用された場合、
高齢者や障がい者等から考えるとどうだろう
か。「警戒レベル３・高齢者等避難」が出た
ときに、最初に向かうのは小中学校など一般
の避難場所になる。認知症高齢者や、自閉症
の障がい児者、精神障がい者、乳幼児を連れ
た保護者などはその避難場所に行けるだろう
か。当事者が不安定になって発作を起こした
り、夜泣きをして周囲に迷惑をかけるかもし
れないのだ。
　実際、熊本地震において、熊本県特別支
援学校知的障害教育校PTA連合会が保護者
アンケートを行ったところ、65％の家族が避
難し、避難先は車中泊が指定避難所の2倍以

図　福祉防災計画の全体像

福祉防災計画
消防計画・非常災害対策計画に、避難確保、

福祉事業継続、地域貢献を加える

[1]従来の消防計画・
非常災害対策計画
災害直後の安全確保（避難･
救助･消火等）

[4]地域貢献・連携

地域との支え合い、

個別避難計画作成支援

（福祉）避難所等

[3]福祉事業継続

代替施設、利用者保護

在宅者の避難支援、

人の確保、備蓄物資等

[2]避難確保計画・レ
ベル向上

安全な避難方法、

複数の避難路･避難場所等

出典：鍵屋作成
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上（657家族、避難者全体の65％）であった。
このPTAの要望を受けて熊本市は特別支援
学校を「福祉子ども避難所」に指定し、直接
避難を含め障がい児を受け入れることにし
た。一方で、全国の市区町村のうち特別支援
学校を避難所に指定しているのは149、11.9％
に過ぎない。小中高校が96.7％であるのに比
べるとその違いは歴然としている。
　一般避難所での生活が難しい方は、最初か
ら福祉避難所に向かい、利用したほうがいい
はずだ。今回のガイドラインは、二次避難所
ではなく、一般の避難所と同時期に開設すべ
きものとして次のように明記した。

「市町村は、災害が発生し又は発生のおそれ
がある場合（災害時）で、高齢者等避難が発
令された場合などには、指定福祉避難所を開
設する。」

　なお、福祉避難所の負担を軽減するため、
事前に避難予定者と福祉避難所をマッチング
させ、直接避難できるようにする。また、高
齢者施設に障がい児者が避難しても十分な対
応が難しいなどの状況があるため、たとえば
特別養護老人ホームなら高齢者向け、特別支
援学校なら障がい児向けなど、避難者の対象
を特定できる制度を新たに設けた。

５. 災害リスクの低い場所への福祉施設の誘導
　近年の一連の水害では、多くの福祉施設で
避難を余儀なくされ、使えなくなった施設で
は他の施設を借りたり、仮設の福祉施設を建
設して福祉サービスを継続するなど大きな被
害を受けた。いくつかの施設からは、当時、
まさに「命からがら」で逃げた、という避難
状況を聞いている。
　福祉施設から避難せずに済むためには、災
害ハザードエリアにおける開発を規制し、安
全な土地への立地誘導が必要である。今回、
国土交通省と厚生労働省が歩調を合わせて、
大きな方向性を打ち出している。
　まず、土砂災害特別警戒区域など災害レッ
ドゾーンについては、社会福祉施設等の開発

を原則禁止とする都市計画法が2022年４月か
ら施行される。今年の流域治水関連法改正で、
特定都市河川流域においては、新たに浸水被
害防止区域を創設した。これが洪水における
レッドゾーンに該当することになる。それ以外
の水災害リスクの高いところは、厚生労働省が
補助を厳格化する。これで、全国の水災害リ
スクの高い立地をカバーし、できるだけ安全な
立地に施設を誘導していく手段が整った。

おわりに
　これまで見てきたように、個別避難計画に
は福祉専門職の参画、福祉BCPには防災部局
の専門性、福祉避難所には福祉施設と防災の
連携、福祉施設の立地規制には都市計画部
門との連携がそれぞれ求められている。した
がって、まず自治体の内部で福祉部局と防災・
都市計画部局が縦割りを超えて連携しなくては
ならない。その意義や業務内容について対話に
より共通理解をつくることが第一歩となる。
　高齢者や障がい者等の災害時の安全確保へ
の取り組みが、平時の地域社会で支え合える
関係をつくる機会にもなる。「災害は弱い者い
じめ」という社会に訣別し、日常も災害時も安
心で安全な地域共生社会づくりを進めたい。
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