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大災害に備える福祉防災計画
― 一緒に助かるために ―

一般社団法人 福祉防災コミュニティ協会代表理事 鍵　屋　　　一

１.はじめに

東日本大震災の被災高齢者・障がい者
315 人を対象にしたアンケートでは、「誰
が避難支援をしてくれたか」の問いに、
最も多かったのは家族・同居者の 85人、
次に近所・友人が 60 人、福祉関係者が
53人、消防・消防団が 11人と続いた（内
閣府「避難に関する総合的対策の推進に
関する実態調査結果報告書」2013 年）。
すなわち、災害直後は家族の自助と、近
所・福祉関係者の共助が特に重要なこと
がわかる。

ところが、高齢者や障がい者を助けに
行くことは、危険に近づくことでもある。
自治体職員 221 人、消防団員 254 人、
民生委員 56人、福祉施設職員 86人が亡
くなった（2011年12月13日河北新報社）。
自分の安全だけを考えれば助かったと思
われる方々だ。
「一緒に助かる」ためには、守り手、

支援者の危機管理能力も高めなければな
らない。そこで本稿では、特に高齢者・
障がい者等を日常的に支援している福祉
施設について、大災害に備える「福祉防
災計画」の意義、内容と作成方法を考え
ていく。

２.福祉防災計画の意義と概要

福祉施設には主に火災に対応した消防
計画の作成、訓練が法定計画として義務
付けられている。しかし、これは災害発
生直後の緊急対応が中心であり、大災害
発生後に大規模に、また中長期的に対応
できるものとはなっていない。たとえば、
火災の避難訓練では屋外避難するが、訓
練終了後には施設に戻れる。しかし、本
番では施設に戻れないはずだ。では、ど
うするのかを考えておくことが必要であ
る。
福祉防災計画は、消防計画に加え、避

難計画、事業継続計画（以下、BCP という）、
福祉避難所計画を組み合わせたものであ
る。なお、消防計画にもこれらの要素が
一部含まれているが、中心的な計画目的
を明確にするため別建ての計画としてい
る。

(１)避難計画と訓練
2016 年 8月 30 日、岩手県岩泉町にあ

る高齢者グループホームで９人全員の認
知症高齢者が水害で亡くなった（写真－
１）。
認知症高齢者や障がい児者は、大災害

時には自ら判断、行動することは困難で

あり、福祉関係者をはじめとする支援者
による的確な支援が不可欠だ。支援を確
実に実行するには、支援に必要な計画お
よび訓練の充実が極めて重要である。た
とえば、このグループホームのすぐ隣に
大きな工場があるので、もし、施設と工
場が連携して避難計画作成、訓練をして
いれば高齢者は助かったのではないだろ
うか。

図－１の赤丸は浜松市の福祉施設の所
在地であり、青色は南海トラフの最大浸
水想定地域である。浜松市では最大 16
ｍの津波が最短で 22 分後に押し寄せる
と想定されている。
それでは、この福祉施設の職員は大地

震が発生した後、利用者をどのように避
難誘導するのだろうか。避難場所と避難
支援方法を時間を計って訓練しているだ
ろうか。間に合わないと判断したときに、
任務を放棄して逃げても良いのだろうか。
逃げる判断基準は明確に決まっているだ
ろうか。できなければ、職員と利用者は
共倒れになってしまう。最大リスクに備
えた実効性ある避難計画と訓練をするこ
と、それが、東日本大震災の教訓だ。

３.事業継続計画（BCP）

東日本大震災、広島土砂災害、熊本地
震、関東東北豪雨、九州北部豪雨など近
年の災害では、特に高齢者の被害が多く
なっている。東日本大震災では、せっか
く助かったにもかかわらず 3,674 人（Ｈ
29. ９復興庁）の方が震災関連死で亡く
なり、その 95％が 66歳以上だ。熊本地
震では直接死 50 人に対し関連死が 200
人を超えてしまった。
高齢者にとって、避難生活がいかに困

難か想像に難くない。同時に、命を失う
までには至らなくても、障がい者、難病
患者、妊産婦、子どもたちも多くの困難
に直面する。
したがって、大災害であっても福祉施

設職員は避難先で福祉利用者のケアを継
写真－１　窓がすべて破られた楽ん楽ん

筆者撮影（2016 年 10 月 15 日）
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続しなければならない。これを効果的に
実施するためには、福祉施設が BCP を作
成し、代替避難施設の選定、および避難
先での十分な備蓄や訓練をしておく必要
がある。
しかし、東日本大震災発生当時、災害

後も高齢者、障がい児者、保護者、施設
職員を支援する BCP を作成していた施設
は、ほとんどなかった。
現状では、福祉施設の BCP は普及して

おらず、「BCP を策定した」のは 4.5％、「策
定中」が 6.9％に過ぎない（図－２）。
このデータは多少古いが、近年の調査で
は、福祉事業に関してはサンプル数が少
ないことを理由に公表されていない。

４.福祉避難所計画

在宅の高齢者、障がい者等が被災して
避難所を利用しなければならないとき、
一般の避難所ではスペース、バリアフ
リー設備、支援者、物資等が不足するた
め、福祉避難所を開設することができる。
福祉施設は、バリアフリー環境が整って
いるため、多くの市区町村が福祉施設と
福祉避難所協定を結んでいる。
しかし、ほとんどの自治体、福祉施設

には福祉避難所運営の実務を支える計画、
マニュアルもなければ訓練のノウハウも
ない。支援者を確保する方策も未定であ
る。実際に、災害が発生してしばらくは、
行政も福祉施設も福祉避難所の協定を結

んでいたことを知らなかったという事例
さえある。
過去の大災害の事例では、施設が無事

であれば必ずといっていいほど、近隣住
民や高齢者等が避難を求めてくる。この
とき、施設が避難受入れを断ることは難
しい。このため、一般の避難者と福祉ニー
ズのある避難者が混在し、混乱が大きく
なる。あらかじめ、一定のルールを決め、
地域住民と協力して高齢者等を支える必
要がある。
これらを踏まえると大災害対応の福祉

防災計画の全体像は図－３のようになる。

５.福祉防災計画作成プロセス

(１)「生ける計画」づくりのプロセス
計画は内容も大事だが施設職員全員が

理解し、災害時に効果的に活用できる「生
ける計画」でなければならない。計画の
文言は「形式知」にならざるを得ないの
で、出来上がった計画をいくら読んでも、
想定を超えた状況には対応しにくい。し
かし、計画の背景にある多様な「暗黙知」
を持っていれば、計画通りに対応してよ
いか、計画を超える判断が必要かを考え
ることができる。「生ける計画」とは、

図－１　浜松市の福祉施設と浸水想定地域

資料：　福祉防災コミュニティ協会作成

資料：内閣府（2013年８月）特定分野における事業継続に関する状況

図－２　事業継続計画（BCP）の業種別策定状況
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それを使う人が的確な判断をするための
良い支援ツールとなっていることを意味
する。

ところが、「仏作って魂入れず」とい
うとおり、日常使うことのない災害対応
の計画はまさにそうなりやすい。その原
因は、管理職、担当者が最初に計画＝「仏」
を作ってしまうからだと考えている。つ
まり、管理職、担当者の仏であり、みん
なの仏になっていない。そのため仏にみ
んなの「魂」が入らないのだ。

災害時には施設職員の誰もが重要な判
断をする可能性があるので、最初から施
設職員全員参加で共通の災害イメージを
持ち、みんなの心を合わせ「魂を作る」
ことが必要である。たとえば、被災した
福祉施設職員の講演会を開催したり、災
害記録の読み込みをする。次に、福祉施
設内部や周辺まち歩き等を通じて現状を
確認し、ワークショップで計画のアイデ
ア出しをする。

この段階を経て、ワークショップのア
イデアを取り込みながら管理職、担当者
が原案作成＝粗削りの「仏」を作成する。
その後、福祉施設職員みんなで原案を見
直し、「仏」を完成させる。

すなわち、災害イメージの「共有」、
計画作成に向けての「共感」、全福祉施
設職員の「共働」による計画のアイデア
出し、管理職・担当者のとりまとめを経
て「共創」による計画完成のプロセスを
丁寧に踏むことが、災害時に福祉施設職
員が活用できる「生ける計画」のために
重要だ。

計画を作った後もまた大事である。計
画が福祉施設職員に血肉化するまで訓練
し、点検し、見直し、改善を繰り返すこ
とで、計画の質を上げるだけでなく、福
祉施設職員の判断力も高められる。みん
なの「仏」であるがゆえに、計画作成後
にも、このような PDCA サイクルをまわ
しやすくなる。これを筆者は「仏を磨く」
と称している。

(２)計画のひな形
筆者らの研究１）では、東日本大震災で

の経験を踏まえれば、福祉防災計画は重
要要素が次の６項目であった。

１）安全な避難方法、避難場所
２）利用者・職員・家族の安否確認
３）福祉事業の優先順位
４）職員参集と応援者の確保
５）地域貢献・（福祉）避難所
６）物資の準備

紙面の関係上、詳述は避けるが、上記
３）福祉事業の優先順位が企業の BCP と
異なり、福祉施設ではほぼ同じ（情緒安
定、排せつ、食事、衛生管理等）であった。
このため、他業種と比較してひな形が利
用しやすい。重要要素を踏まえた福祉防
災計画のひな形は表－１のとおりである。

６.肢体不自由特別支援学校
の防災計画留意点

千葉県教育庁が 2012 年８月に発行し
た「防災セルフチェック」は、特別支援
学校が日頃の防災の取り組みを自ら評価
し、予想される困難を再確認するととも

に、課題と改善方法を見出すことを目的
に作成された。

チェックリスト、解説、参考資料の３
部構成となっていて、非常にわかりやす
い。たとえば、肢体不自由児のスペシャ
ルニーズに関連するチェックポイントと
して次の留意点があげられている。
・肢体不自由児の避難・移動に役立つお

んぶひもや固定用ロープ等を準備して
いる。

・日常的に服用している薬等について、
避難の時にすぐ持ち出せる工夫をして
いる。

・「中央階段」や「２階図書室脇非常口

表－１　福祉防災計画の目次

図－３　福祉防災計画全体像

資料：筆者作成

出典：鍵屋一，岡橋生幸２）



（寄稿文）37

…」といった職員にしかわからない名
称ではなく、児童生徒にもわかりやす
い名称を表示している。

・帰宅困難のため宿泊するような場合で
も、見通しがもてるように、予定をわ
かりやすく書きこむための道具を用意
している。

・落ち着ける環境（場所）を確保してい
る。あるいはカーテンやダンボールで
同様の環境が作れるようにしている。

・気持ちを落ち着かせるのに有効な学習
アイテムを用意している。音楽CDとラ
ジカセ、トランプ、編み物、機織り、
ブロック・・・（基本的に、日頃取組
んでいた作業用具などがあるとよい）

・揺れが収まってから急いで避難すると
き、車椅子とともに人工呼吸器のバッ
テリーや吸入器具などを一式持ち運べ
るようにしている。

・流動食や栄養剤など、嚥下が難しい児
童生徒用の非常食を数日分用意してい
る。

・避難所を開設したとき、避難している
住民や、ボランティアとして救援にあ
たっている人たちに、障害のある人た
ちの特性や困難性をわかりやすく伝え
る工夫（計画の配付等の用意）をして
いる。
なんと肢体不自由児への愛にあふれた

チェックポイントだろうか。このように
優れたチェックリストを活用して、毎年、
みんなで計画を見直して高めていくのが
福祉防災計画の PDCA サイクルの真髄だ。

７. おわりに　　　　　　　
～福祉防災マネジメント
　への展開に向けて～

大災害は、すべての福祉施設にとって
現実のリスクだ。被災した福祉施設から
は、多くの悲痛なメッセージが発せられ
ている。一方で、それぞれの福祉施設に
は、これまでの積み重ねの上に、防災に
対する組織風土、職員意識、予算、計画
があり、一朝一夕に最先端の防災計画を

取り入れても形骸化する可能性が高い。
むしろ、計画作成を中核として職員間

の対話、訓練、評価・改良を重ねる福祉
防災マネジメントを確立し、着実に前進
することが重要である。福祉施設が真摯
にリスクに向き合い、福祉防災マネジメ
ントに取り組むことを強く期待する。

【参考文献】

１）鍵屋一他「障害福祉施設の事業継続計画（BCP）作
成プロセスの研究－施設職員の災害対応力向上を目
指して－」地域安全学会論文集Ｎｏ27,2015.11.福
祉施設防災マネジメントの概要

２）鍵屋一・岡橋生幸：『福祉施設の事業継続計
画（BCP）作成ガイド』東京都福祉保健財団，
2012.11.

表－２　福祉防災計画の記入例

出典：鍵屋一，岡橋生幸２）


