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平成 29 年 東肢連新年懇親会報告
1 月 21 日（土）上野精養軒に於いて東肢連新年懇

今年度も東肢連の上野事務局長の進行で抽選会が

親会が開催されました。

行われ、全肢連からのコカ・コーラグッズやハンド

    当日は冬の澄み切った青空に恵まれ約 130 名の

アーチェリーセット、上野精養軒からのペアーお食

方々の参加をいただきました。

事券、東肢連からのクオカードの提供…と多彩な景

12 時より中央区の濱川会長、足立区の鈴木会長の

品に会場はハラハラドキドキ、そして大きな歓声に

司会進行で始まり河井東肢連会長より主催者を代表

沸き立っていました。

して挨拶があり続いて来賓の方々よりご挨拶をいた

後半は渋谷区の遠藤会長、板橋区の藤井会長の司

だきました。

会進行で東肢連恒例のカラオケ大会が始まりました。

多くの来賓の方々にご出席を頂きましたが時間の

台東区の会員さんたちによる振り付けのある歌か

関係でご紹介のみとさせていただきました。

ら始まり一気に会場が盛り上がりました。今年はグ

その後、全国肢体不自由児者父母の会連合会常務

ループでの参加が多く会場との一体感があり皆さん

理事の上野密氏によるご発声で乾杯となり参加され

で楽しむことができました。

た方々はそれぞれ歓談や食事に楽しいひと時を過ご

最後に三井東肢連副会長より皆様にお礼の言葉と

されていました。

閉会の挨拶で新年懇親会が終了となりました。
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（広報部

小栗敦子）

主催者あいさつ
る否定的な考えが多いことに暗澹たる思いが致しま

東京都肢体不自由児者父母の会連合会
会長

河井

文

した。
2011 年の東日本大震災の折にテレビコマーシャル
が自粛され、金子みすずの詩がながれ、“ みんな違っ
てみんないい ” というメッセージが広く伝わりまし
た。この時日本中が確かに多様な存在に対して肯定
的な思いをもっていました。それからわずか 5 年で、
障害者を排除しようという声が、一部とはいえ複数
の人から上がっていたというのは本当に悲しいこと
です。
差別解消法や各地で策定されている条例は、障害

皆様、新年あけましておめでとうございます。

があってもなくても共に生きていく社会をつくるた

本日は、お寒い中、大変お忙しい中、東京都福祉

めの小さな一歩です。この歩みを続けていくために

保健局や教育庁はじめ、関係団体、企業の皆様、ま

私たちは尚一層の努力をしていくことが必要だと

た、加盟各地区の会員の皆様大勢ご出席いただきま

思っております。そして、私たちが『どんなに障害

して、まことにありがとうございます。また、日頃

が重くてもその人格が尊重され、地域で生きていく』

より多大なるご支援・ご協力を賜りますことに改め

ことを訴え、実践していくことがやがて、障害の有

て深く感謝申し上げます。

無だけでなく、全ての人が尊重され、お互いを理解

昨年 4 月に障害者差別解消法が施行され、共生社

する真の共生社会につながっていくと考えます。

会の実現にまた一歩近づいたと思っておりましたが、

本年も都民として、一市民として役目を果たし、

相模原市の事件や妊婦の新型出生前診断で確定診断

また、私たちだからこそできる役割をしっかりと果

を受けた方の 9 割以上が人工妊娠中絶手術を受けて

たせるよう、会員一同力を合わせてまいります。

いるという報道を耳にして、障害というものに対す

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

来賓あいさつ
年は良い天気で一昨年は雪でした。この会は毎年な

東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課長

小川

秀司

ごやかで参加は 3 回目になりますが毎年楽しみにし
ております。この会が終わってやっと新年が来るの
かなと思っております。
東京都肢体不自由児者父母の会連合会のみなさま
には日頃から東京都の障害者施策にご理解とご協力
を賜り厚く御礼申し上げます。また長年にわたり障
害者の福祉の増進のため日々ご尽力いただいている
ことに対して心からの敬意を表したいと思います。
また河井会長様には都の障害者施策推進の一端を
担っていただいています東京都障害者団体連絡協議

新年明けましておめでとうございます。この会に

会にご協力を賜っております。あらためて御礼を申

参加させていただいて今年で 3 回目になります。昨

し上げます。
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さて都では障害者差別解消法の施行をうけその概

改定の年に当たります。障害福祉の分野は大きな変

要や障害のある方への望ましい対応を知っていただ

革期にある今、重要なのは当事者をはじめとしたご

くため動画、パンフレットを作成し、都民のより一

家族のみなさまの実態に即した声などと考えており

層の理解の促進を図っているところでございます。

ます。こうしたことからも真の共生社会を実現する

また昨年 9 月には第 1 回の東京都障害者差別解消

ためには現場で活動されているみなさまのお力が不

支援地域協議会を開催し関係機関の連携を推進する

可欠でございます。今後ともより一層のご協力を賜

とともに差別解消に向けた取り組みについての協議

りますようお願い申し上げます。都は東京都肢体不

を開始いたしました。さらに本年は社会全体で障害

自由児者父母の会連合会のみなさまと連携し世界で

のある方々への理解を深め、差別をなくす取り組み

初めて 2 回目のパラリンピックを開催する都市とし

を一層推進するため、障害者差別の解消に関わる条

て多様性を尊重し障害のある人も、ない人も支え合

例の検討にも着手してまいります。条例の検討に当た

う共生社会、ダイバーシティの実現を目指し施策を

りましては、障害のある方々をはじめ学識経験者や民

計画的に、総合的に推進してまいります。よろしく

間事業者から広くご意見を伺う場を設定いたしまし

お願い申し上げます。

て、相談、紛争解決のための仕組みや意思疎通のため

結びに東京都肢体不自由児者父母の会連合会の

の配慮について丁寧に議論を進めてまいります。

益々の発展とみなさまのご多幸を祈念いたしまして新年

さらに本年は東京都障害者計画、障害福祉計画の

のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。

（仮称）がございます。肢体不自由教育部門の高等部

東京都教育庁特別支援教育推進担当部長

浅野

直樹

を新設する他、スクールバス乗車時間の更なる短縮
や ICT 機器の有効活用による教科指導の充実、ス
ポーツ、芸術教育の推進などさまざまな施策に今後
取り組んでいくこととしております。現在の骨子の
公表後、貴会をはじめとする関係団体への説明を申
し上げた際に頂戴したご意見や都民の皆様から寄せ
られましたパブリックコメントを踏まえまして２月
の公表を目指して新たな計画の策定作業を鋭意進め
ているところでございます。また現在の計画に基づ
く施策といたしまして本年４月には水元小合学園が

明けましておめでとうございます。本日はお招き

肢体不自由教育部門を新たに開設し新しい校舎での

いただきましてありがとうございます。東京都肢体

教育活動を開始いたしますと共に、光明特別支援学

不自由児者父母の会連合会のみなさまにおかれまし

校も病弱教育部門を併置する光明学園として新たな

ては日頃より都の教育行政にご理解、ご支援を賜り、

スタートを切ることとしております。2 校の運営が

誠にありがとうございます。

スムーズに軌道にのりますよう東京都教育委員会と

都教育委員会では昨年 11 月、東京都特別支援教育

いたしましてもそれぞれの学校と連携を図り支援を

推進計画第 2 期第 1 次実施計画案の骨子を公表いた

しております。

しました。骨子では共生社会の実現に向け障害のあ

今後とも特別支援教育の更なる充実に向けさまざ

る幼児、児童、生徒の自立を目指し、ひとりひとり

まな施策を実現できるよう全力で取り組んでまいり

の能力を最大限に伸長して社会に参加、貢献できる

ますので、みなさま方に引き続きのお力添えを賜り

人間を育成することを基本理念として掲げています。

ますようお願い申し上げ本日の挨拶とさせていただ

肢体不自由特別支援学校につきましては新宿区に

きます。本年もよろしくお願いいたします。

新設を予定しております戸山地区学園特別支援学校
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いう言葉もそうですけど、それをいかに克服するか、

社会福祉法人 日本肢体不自由児協会常務理事

井田

千昭

障害のある方々への対応についてもいろいろ書かれ
ております。我々も気をつけなければならないこと
が多々あります。私は左利きですが、小学校の時、
先生から右利きに直されました。この本では左利き
も世の中の 10％おられて洋服など男性は右利きの人
が着やすいようにつくられています。そんなことも
バリアバリューなんだということが書かれています。
また「障害があるから諦める」という言葉がでてま
いります。垣内さんたち骨形成不全症の方々は、親
を何度も説得して手術を行い、垣内さんは今、立派

みなさま、明けましておめでとうございます。私

に起業されています。

もこの場に立って 11 回目ということになりまして、

我々は障害のある方への自立支援を啓蒙していく

たいへん僭越でございますけれども、またお招きい

ということを 75 年やってまいりました。手足の不自

ただきここでお話をということでございますのでお

由な子どもを育てる運動は 65 回目、教育雑誌「はげ

祝いの言葉を申し上げたいと思います。

み」も昭和 30 年から発行しており、そのなかで昨年

東京都肢体不自由児者父母の会連合会のみなさま

5 月に野田聖子先生がうちの施設を利用していただ

はじめ各校長先生方、父母のみなさま、本当に日頃

いているご縁でご講演をお願いしました。素晴らし

からご配慮たまわり感謝申し上げます。

い講演で我々も感銘をうけました。講演の内容が「は

わが法人も創設者の高木憲次先生がわが土地に施

げみ」来月号に掲載されます。

設を創設してから今年で 75 年目を迎えます。また重

我々も今まで以上にみなさんの役に立つ仕事をさ

症心身障害の施設を併設してから 50 年になります。

せていただこうと思っています。これまで施設は施

そんなこともございまして、法人施設合わせて来年

設、法人は法人という運営の仕方をしてまいりまし

の 2 月 8 日に東京大学の赤門の横にあります記念館

たが、それを改めるべく昨年、有識者にお集まりい

で式典を開催することに致しております。式典が第

ただき、検討した結果がホームページにアップされ

1 部、第 2 部は特別講演という形で考えております。

ています。今回、社会福祉法人が大改革をしまして、

身体の不自由な方、車椅子で生活されていて起業

その改革と共に我々も新たな気持ちで取り組んでい

されている垣内俊哉さんが書かれた本 ｢バリアバ

きたいと思います。今後共どうぞご支援賜りますよ

リュー｣ を今日読みながら来たのですが「短所を長

うお願いします。ありがとうございました。

所にする」ということを解説されています。障害と

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会事務局長

小林

秀樹

新年あけましておめでとうございます。本日はこ
のような場におよびいただきまして、大変ありがと
うございます。ひとことご挨拶をさせていただきま
す。
都内各地区の肢体不自由児者父母の会の皆様、連
合会におかれましては、日ごろから社会的な啓発活
動をはじめ、共生社会・様々多岐にわたった活動を、
本当に長きに亘って展開されておられますことを心
4

から敬意を表する次第でございます。

心となる「災害福祉広域支援センター」の構築に取

会員おひとりおひとりの活動がこの連合会に結集

り組んでいきたく、昨年もこの場でご紹介をさせて

し、障害のある方の暮らしをよりよいものに変えて

いただきましたが、来年度にはその仕組みを立ち上

いく強い力となっていくものと確信してございます。

げていきたいと考えているところでございます。

昨年は、熊本で大きな災害が起こりました。私ど

また、昨年は新しい「中期計画（3 か年計画）
」を

も東京都社会福祉協議会（東社協）におきましても、

策定致しました。安全・安心と自立生活の支援など、

被災地の支援に取り組んだところでございます。熊

東社協の 5 つの基本的役割を提示しながら、目指す

本では災害時に配慮を要する方を対象とした福祉避

べき地域社会の実現のための中期的目標を定めてお

難所の設置について事前に検討し、準備を行ってい

ります。多様な自治体と共同して計画を推進してい

ました。しかし実際に災害が発生してみると、要配

きたいと考えております。

慮者の受け入れを担う人手の不足等、避難所の円滑

障害をおもちの方々がそれぞれの生活の場でいき

な運営にあたって解決すべき課題が残っていること

いきと生活できるよう、皆様と手を携えて共生社会

が見えてまいりました。東京も大都市であるが故の

の実現に取り組んでまいりますので、よろしくお願

困難が予想される局面もございます。十分な介護や

い申し上げます。

区市の体制が確保できないことの無いよう、早急に

最後になりましたが本年が、父母の会の皆様、連

対応策を進めていかねばと考えているところでござ

合会の皆様、福祉の充実を願う多くの方にとりまし

います。

て、良い年となることを祈念いたしまして、はなは

東社協では、東京都とともに災害に強い区市づく

だ簡単でございますけれども私からのご挨拶とさせ

りを目指して、広域的な支援ネットワークとその中

ていただきます。本日はおめでとうございます。

児童生徒の教育の充実に努めてまいりたいと思って

東京都特別支援学校肢体不自由教育校長会会長

中西

郁

おります。
本年、平成 29 年度は、先ほど浅野部長からお話が
ありましたように、光明特別支援学校が新たな「光
明学園」としてスタートを致します。今まで光明特
別支援学校を支えてこられた父母の皆様の努力が、
さらに大きな成果に繋がっていくような学校にする
よう、校長会も支えていきたいと思っております。
また、水元小合学園、本日校長も参加をさせていた
だいておりますが、4 月から肢体不自由教育部門を
設置して新しい学校としてまたスタートをさせてい

新年あけましておめでとうございます。この会に

ただきます。どうぞ地域の皆様、父母の皆様に支え

多くの肢体不自由児校校長をお招きいただきまして、

ていただき、応援をしていただきたいと考えており

本当にありがとうございます。

ます。

東京都肢体不自由児者父母の会連合会の皆様方に

特別支援教育推進計画も本年、第 2 期第 1 次実施

は、旧年中肢体不自由特別支援学校教育へのご支援

計画のスタートということになります。特別支援学

ご協力をいただきましたこと、心より感謝を申し上げま

校教育における特別支援教育の推進として、肢体不

す。

自由教育の充実に向けた多くの施策が盛り込まれて

学校も新しい年を迎え、三学期を無事にスタート

おります。私たち校長会と致しましても、東京都教

することができました。本年も教職員・保護者の皆

育委員会と課題意識を共有しながら、第 2 期第 1 次

様、そして関係団体の皆様と思いをひとつにして、

実施計画が肢体不自由の児童生徒の教育内容の充実
5

に結び付く計画となるよう、力を尽くしてまいりた

平成 29 年度におきましても、東京都肢体不自由児

いと考えております。

者父母の会連合会の皆様方のご協力・ご支援をいた

また、本年は PTA 活動においても大きな取り組み

だきながら、肢体不自由のある子どもの教育の充実

がある年です。8 月 20 日・21 日に第 60 回全国肢体

に努めてまいりますので、引き続きご理解ご協力の

不自由特別支援学校 PTA 連合会東京大会が開催さ

ほどよろしくお願いを致します。

れます。都内の肢体不自由特別支援学校17校の PTA

結びに、東京都肢体不自由児者父母の会連合会の

が力を合わせて素敵な大会にしたいと準備を進めて

益々の発展充実を祈念させていただきながら挨拶と

おります。

させていただきます。本日はおめでとうございます。

変化していくように思いますが、障害児者本人の困

東京都肢体不自由特別支援学校 PTA 連合会会長

後藤

今日子

り感や保護者の悩みは他人にはわからないものです。
一人の声ではなかなか届かなくても、複数の声なら
組織や制度を動かすことがあります。PTA 活動を通
して、親同士が繋がっていくことの大切さを若い親
御さんたちに教えていくことが、私たち連合会の役
割だと思っております。
先ほど、中西校長先生のご挨拶にもありましたが、
今年の 8 月に全国特別支援学校 PTA 連合会第 60 回
記念大会が東京で開催されます。現在都内の肢体不
自由特別支援学校17校が一丸となり準備を進めてい

新年あけましておめでとうございます。

ます。テーマは「つなぐ・つなげる・つながる」肢

日頃より、東京都肢体不自由児者父母の会連合

体不自由教育の広がる未来です。この大会を機に、

会・会長河井様はじめ、多くの諸先輩方のご理解と

より一層保護者同士が繋がりをもち、学校と地域と

ご支援を賜り、都肢 P 連会長としての務めを果たし

繋がっていく共生社会を目指し、これからの子供た

ていますことを、深く感謝申し上げます。

ちの未来が広がるように頑張っていきたいと思いま

現在、特別支援学校に通う私どもの子供たちの教

す。

育環境の充実や、当たり前のように使っている福祉

障害がある子供たちが、それぞれの良さや持ち味

サービスは、父母の会の皆様が代々ご尽力いただい

を十分に発揮できるような教育環境や、生活の質を

たおかげであります。しかしながら、若い世代の保

高めていくことがこれからも大切だと思います。

護者にとっては当然の権利として受け取り、これま

結びになりますが、皆様にとって今年がますます

での多くの方々のご苦労を残念ながら存じ上げる者

素晴らしい年でありますように祈念いたしまして、

が、だんだん減ってきているように感じます。社会

新年のご挨拶に代えさせていただきます。本年もど

の仕組みや障害児者を取り巻く環境が時代とともに

うぞよろしくお願い致します。
（広報部
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福田功志

岸井泰子）

平成 28 年度

東肢連研修大会報告

～防災対策全般の説明及び東京都の防災対策について～
の秋本副会長の開催の挨拶に続き東肢連河井会長が
都合により午後からの出席の為、三井副会長が会長
挨拶を代読されました。
その後、江東区障害者支援課長・山崎様よりご挨
拶をいただき、引き続き東京都の 3 名の講師の紹介
後、テーマ（資料）に沿って講演をしていただきま
した。
昼食、休憩後 10 月 1 日（土）～2 日（日） 茨城
県で行われた関東甲信越ブロック指導者育成セミ
ナーのテーマ『肢体不自由児者に対する「合理的配
慮」に基く防災減災』についての報告と感想を参加
平成 28 年 11 月 10 日（木） 江東区豊洲シビック
センター

された方々よりしていただきました。

レクホールに於いて東京都肢体不自由児

当日は全肢連の防災グッズの紹介と体験コーナー

者父母の会連合会の研修大会が開催されました。昨

も併設され備蓄品の購入や防災グッズの説明を受け

今話題になっている豊洲で開催されたことも影響し

防災に対する知識、必要性を勉強させていただきま

てか？多くの方々が参加されました。

した。

開催区の江東区肢体不自由児者父母の会カリヨン



（広報部

小栗敦子）

東京都の防災対策について
東京都総務局 総合防災部防災管理課

白鳥

直子

果をあげることが出来なかった。このような防災対

◆災害対策基本法の概要

策の不備を改め､ 災害対策全体を体系化し､ 総合的

明治以降最大の死者 ･ 行方不明者5,098名の多大な

且つ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを

被害をもたらした昭和 34 年（1959 年）9 月の伊勢湾

目的として制定されたものであり､ 平成 7 年の阪神

台風を契機として、総合的かつ計画的な防災行政の

淡路大震災の時の教訓をふまえて対策を改定し､ 東

確立と推進を図ることを目的として制定された法律

日本大震災の経験もふまえて改定をするなどをし､

（1961公布）
。日本の災害対策に関する基本法であり、

随時対策を改定して対応するところとなっている。

防災行政に関する国と地方公共団体および住民の一

この法律は何が大事かというと､ 目的は国民の国

般的責務を宣言したうえで、防災行政に関する組織、

土ならび､ 身体及び財産を災害から保護し､ もって

防災計画、災害予防、災害応急対策などについて詳

社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資する様々

細な規定を置いている。

な規定を置いている。

この法律の制定以前は､ 災害の都度､ 関連法律が
制定され､ 他法律との整合性について十分な考慮が

法の概要は

されないまま作用していたため防災行政は十分な効

① 防災に関する責務の明確化；国 ･ 都道府県 ･ 市町
7

村・指定公共機関等はそれぞれに防災の計画を策

債務の支払いの延期等について政令をもって必要

定し実施するとともに相互に協力する等責務があ

な措置をとることができる。

り、住民等も自発的防災活動の参加等の責務があ

◆災害対策基本法における国と自治体の役割

る。

市町村は第一次的に住民の生命・身体・財産を災

② 総合的防災行政の整備；防災活動の組織化計画

害から保護する責務がある。

化を計るための総合調整機関としての国・都道府
県・市町村それぞれに中央防災会議・都道府県防

都道府県は法律的な見地から市町村が処理するこ

災会議・市町村防災会議を設置することとなって

とができない部分、区域内の市町村の総合調整を行

いる。何をやるのかといえば､ 災害発生またはそ

う。国の責務はおおまかなところの調整となる。災

の恐れのある場合には総合的かつ有効に災害に対

害対策本部はそれぞれの機関が設置をする。規模に

し速やかに対応しなければならないため､ 都道府

応じて防災計画も設置し、災害応急対策等としては、

県または市町村に災害対策本部を設置しなければ

避難指示は市町村で、都道府県は市町村が大部分で

ならない。非常災害発生の際には国においても非

行うことができない場合に代わって行う。

常災害対策本部を設置し、かつ迅速な災害応急体
東京都の場合は

制の実施のための総合調整等をおこなう。このよ
うなところが各セクションの中心となり、情報を

組織は知事のもと、災害危機管理全般を所管する

集約し、国や市町村と連携をして相対的に全体を

危機管理官が総合防災部に在籍して、平時は総務局

みていく部分になる。

の下に位置し、災害が発生した場合、随時に危機管

③ 計画的防災行政の整備；国がかかげる中央防災

理官として現在、陸上自衛隊の OB が中心にオペレー

会議は防災基本計画を作成し、防災に関する総合

ションをすることになる。本部長は知事にて、その

的長期的な計画を定めるとともに、指定公共機関

下にそれぞれの役割を通常とは違う形で設け、東京

と作成する防災業務計画には、都道府県が作成す

都だけでなく警視庁や東京消防庁・自衛隊・市町村

る地域防災計画において重点をおくべきことを明

や関係機関と連携を密にとりながら、災害に対応す

らかにしている。それぞれがいろいろな計画をた

る。
災害対策本部を立ち上げる基準は程度によって、4

てるが、そこの要の中心となるところは、国の機

段階の参集基準があり、情報監視体制で、震度 4 が

関が定める。

発生した場合もしくは自然災害で大雨洪水・津波な

④ 災害対策の推進；災害対策を災害予防・災害応

ど気象情報が発令された場合に参集する。

急対策及び災害復旧というそれぞれの段階に分け
て、各自治体の果たす役割や権限が規定されてい

さらに次の段階で情報連絡体制として震度 5 弱の

る。具体的には防災訓練義務や市町村長の警戒区

地震あるいは気象の大雨警報がでた場合、この体制

域設定権・災害時における交通規制等が設けられ

をとって対策をとる。
そして次のステージでは災害予防体制として震度

ている。
⑤ 激震災害に対処する財政援助等；原則的には実

5 強の地震または風水害で物的被害が発生した場合

施責任者負担になるが、大きな災害の時には地方

には、より多くの参集・レベルが上がるごとに増え

公共団体に対する国の特別な財政援助、被災者に

る対応をしていく。最近では災害即応体制では東日

対する助成等を行うことになっている。

本大震災や大島の土砂災害または多摩地域の大雪の
時に、この体制を組んで対応した。

⑥ 災害緊急事態に対する措置；国の経済や社会秩
序の維持には重大な影響を及ぼす異常かつ甚大な

震度 6 弱以上で甚大な被害が発生した場合には、

災害が発生した場合には、内閣総理大臣が災害緊

直ちに災害対策本部を立ち上げ全職員で対応する。

急事態の布告を発することができる。国会が閉会

この事例では三宅島の噴火の際にこの体制をとって、

中であっても国の経済秩序を維持し、公共の福祉

総合防災部だけでなく、福祉保健局以下全局をあげ

を確保する緊急の必要がある場合は、内閣は金銭

て取り組んでいくことになった。総合防災部の職員
8

は土日祝日を含めて、交代で待機して、何か災害が

活断層で発生する地震では、よく言われている立

あれば、すぐに参集できる体制をとっている。

川断層は過去に繰り返し活動している実績がある。

首都直下地震について、地震だけでなく台風・ゲ

首都直下地震の被害想定の東京都が定めている内

リラ豪雨など様々な災害リスクがあるが、特に首都

容は、冬の最悪の事態を想定して、18 時にマグニ

圏で切迫している災害は首都直下地震が挙げられる。

チュード7.3が起きた場合、死者・行方不明者は9,700

30 年以内にマグニチュード 7 クラスの大地震が発生

人、負傷者は 14 万 7,600 人、建物全壊被害は 30 万

する確率は70% と言われている。東京は人口が1,300

4,000棟、災害避難者数は339万人、帰宅困難者は517

万人超える首都であり、鉄道地下鉄など交通網が密

万人にのぼると想定している。木造全壊建物の倒壊

集して、政治経済の中枢機能を担い、大企業の本社

死者は 5,400 人、9,700 人の死者の内、5 割を想定し

ビルが集中している。一方で 23 区内に残る木造密集

ている。全体の死傷者の 85% が、建物倒壊が原因と

地域があったり、湾岸の地盤の弱い地域があったり、

なっている。一方で焼失棟（火災）は具体的には区

様々な課題を抱えている。

部西部や環状 7 号線と 8 号線の間を中心にする地域

地震のメカニズムについて、東京を含む南関東地

や東部の荒川地域で、木造住宅密集地域が大規模に

域では日本の中でも地震が多い地域として知られて

連携しているところが、火災の延焼被害が大きくな

いる。4 つのプレート（陸側・フィリピン海・太平

ると想定している。

洋・北米）があり、それらが複雑に動きあうことで、

◆東京都地域防災計画とは

地震が起こる。地震が多く、いつ起こるかわからな

視点 1

いと言われているゆえんである。

自助・共助・公助を束ねた地震に強いまち
づくり

東日本大震災を踏まえた防災対策の再構築として

《到達目標》

東京都としても防災力の向上にむけて防災対応指針
を作成し、平成 24 年 4 月には首都直下地震等による

・死者を約 6,000 人減少（約 6 割）

新たな被害想定を発表した。これらの被害想定で明

・避難者を約 150 万人減少（約 4 割）

らかになった東京の防災上の課題を踏まえ、平成 24

・建築物の全壊棟数を約 20 万棟減少（約 6 割）
（主な取り組み）

年 11 月には地域防災計画を修正し、更には平成 26
年 7 月に南海トラフ巨大地震による東京の被害想定

・消防団の体制強化や防災隣組など共助の推進

や大島の土砂災害の実災害の教訓を踏まえて、次期

・木密地域不燃化 10 年プロジェクトの推進

防災計画の震災編や風水災害編を修正している。

・公共建築物やマンション等の耐震化促進

このように大きな地震災害が起きた時に、東京都
東京都防災ガイドブックより

では検討すべき内容を洗い出し、それを計画に反映

日頃からの備えで自助・共助の抜粋したもので、

させる取り組みをしている。

発災した場合、行政機関の公助での対応は人口密度
被害想定として

より限界があり、まず自分でできるアクションを起
こすこと。

直下地震の特徴としては、海溝型地震に比べて規
模が小さく、被害範囲も 20 km から 30 km 程度と予

・家庭での備え

想されている。しかし震源が浅い場合は、大きな被

① 家屋の安全を確認する；家屋の倒壊が多いため

害をもたらすことになる。海のプレートの動きによ

耐震診断をする。そのため災害時の防火防災診断

り陸のプレートが押され、内陸部の岩盤にゆがみが

を東京消防庁が実施しているので、最寄りの消防

生じ、ゆがみが大きくなることにより弱い部分に破

署に相談するのも一つの方法である。
② 部屋の安全を点検する；どこで災害が発生する

壊が起き、地震が発生するしくみになる。
海溝型地震はフィリピン海プレートがトラフの下

かはわからないが、もし部屋で起きた場合のため

に潜って、中央防災会議では今後 100〜200 年の間に

家具・家電製品など転倒防止をする。各家庭でで

発生する可能性が高いと言われているものである。

きることをする。
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③

安否確認手段を複数決めておく。

に加え、要配慮者の特性を踏まえバリアフリーを

④ 日常備蓄を進める；災害の場合に特別な物を用

備えた建物を利用することとされている。

意しなければならないわけでなく、日常消費して

※避難所の場所の確認は東京都防災ホームページの
「東京都防災マップ」で確認できる

いる物を一回多く購入、消費したら補充する繰り
返しで、災害時でも日常の物で安心が得られる。

自助・共助の推進というところで、東京防災隣組

食べたい物、食べれる物が限られる障害者に対し

という自治体レベルで自分たちの地域は自分たちで

て避難所ですべての用意は難しいため。
災害が発生した三日間は瓦礫などで道路がふさ

守るという共助の意志をもって活動する方々を東京

がれて、物が届かないため、火災は別として、自

都はバックアップしている。避難訓練・防災訓練は

宅で備え生活できるのであれば、少しは日常性を

地域でされているけれど、いざという時に支援者の

保ち、心を落ち着かせ安心することができる。

確保が大事になってくる。面倒でも知っていると、

⑤ 非常持ち出し品の準備；非常持ち出し袋は自宅

知らないでは心構えが違い、あの人を知っていると

を出るときに持参するもので、最低限の物を備え

か、災害が起きた時に、ここの地域ではこのように

る。

すればいいのだという繋がりや、様子を知っていれ
ば、災害発生時の心の支えになるので訓練には是非

⑥ 避難経路図を作成・確認する；一番近い避難所・

とも参加して欲しい。

二次避難所のルートを一度歩いて、なにが危険か

東京都のインフラの整備については小学校の耐震

を目で確認検討する。
⑦

化補強は、ほぼ 100% され、重要な都市基盤の河川

消火器などの準備。

の堤防施設の耐震化も同じように進めていて、橋は

⑧ 緊急連絡カードを作成する；ヘルプカードへと
つながり、災害発生時にはパニックの状態にて、

9 割以上が耐震化しているところである。木造密集

障害者が一人でいる場合にはさらに不安な状態に

地については、対策として道幅を広げ延焼を防ぐ不

なっている。その時にこのカードを出せば、周り

燃化の取り組みを進めている。

にいる人に必要な情報を提供し、援助が期待でき
視点 2

る。自助の取り組みとして、まずはこのカードの

都民の命と首都機能を守る危機管理の体制
づくり

作成をする。災害時には誰かがやるのでなく、み

都市機能が止まらない体制づくりで、具体的には

んなができることをやっていく。

広域的に連携して実施する対策として、東京だけで
はどうにもならないので、広域的に連携して各機関、

避難の流れのフローチャートより、大きな地震が
起きた場合は火災などの危険があるか、避難指示が

各自治体と連携しながら対策をとっていくための仕

だされたかで、避難する場所が異なる。

組みづくりを日々検討している。
医療機関の確保として災害発生時に災害医療コー

・一時集合場所；一時的に集合して様子を見る場所、
一時的に集団を形成する学校のグランド、近所の

ディネーターを中心として初期のころの医療体制を

公園など。

確立して、東京ディーマット（DMAT）医師、看護

・避難場所；延焼火災やその他の危険から生命を保

師、業務調整員で構成される災害派遣医療チームな

護するために必要な面積を有する大規模公園、広

ど派遣対応する。医薬品の備蓄の充実強化確保、都

場等のオープンスペース。

内全ての病院に重症患者受け入れを80箇所設定して
いる。

・避難所；被害を受けた者又は受けるおそれのある

帰宅困難者対策として東日本大震災の混乱をふま

住民を一時的に受け入れ、保護するための場所で、
公共施設等が指定されている。一定規模以上（お

えて、動きを早めて取り組んでいるが、発災後 3 日

おむね 500 人以上）は医療救護所が設置される。

間は主要道路など救出救助のため、帰宅困難者は学

要配慮者への支援には二次避難所として社会福祉

校とか、現在属しているところがあれば、そこに留

施設等が指定されている。耐火・耐震・鉄筋構造

まる。買い物に行っているときとか、旅行者がいた
10

場合や帰れる状況でない場合は、どのような対応が

熊本地震の被災者の生活再建などで話題の罹災証

できるか検討している。

明システムの導入で、これが発行されなければ、い
ろんな手続きが進まない。被災者の生活再建のため

視点 3

被災者の生活を支え、東京を早期に再生

にも迅速化し、区市町村を国と当局がバックアップ

する仕組みづくり

して連携し支援する。

電力や通信などのライフラインを 60 日以内に 95%

東京都は国の頭脳部心臓部である。災害に強い都

以上回復する。

市を行政として、やるべきことはやっていくが、迫っ

被災者の安全の取り組みとして避難場所があるが、

てくる災害は止められない。災害による被害を減ら

人が集まれば、生理現象でトイレに行きたくなる。

すことは私たち自助の取り組み、共助の取り組み、

マンホールがトイレに代わり、ベンチが釜戸に代わ

公助の推進で全体をおこなって、そこで災害に強い

る設置の取り組みをしている。

東京になる。


（広報部

武田澄昌）

避難行動要支援者の避難行動支援に係る取組について
東京都福祉保健局 総務部総務課

避難行動要支援者名簿ということで、以前から災

片桐

貢己

ては、こちらの取組指針に掲載されているものです。

害時要援護者名簿と言われていたものが災害対策基

こちらはインターネット等でもみることができます

本法の改正に基づいて名簿の制度の改正がされてい

が、私の資料はその中でも重要なところをかいつま

ます。

んで説明させていただきます。
先程、多くの方がご存知でした災害時要援護者対

説明を始める前に参加者へ以下の質問について挙

策につきましては、国の方では「災害時要援護者の

手を求められました。

避難支援ガイドライン」に示されています。それを

質問① 災害時要援護者名簿という単語を知っ
ている方は？（多くの方が挙手）
質問② 避難行動要支援者名簿という言葉をご
存知の方は？
質問③ ご家族の方が障害者の通所施設に通わ
れている方は？
質問④ 入所施設にご家族が入所されている方
は？

基に市町村でその取り組みの周知をしてきたところ

ありがとうございます。やはり災害時要援護者名

は 56 人にのぼるなど多数の名簿に掲載されている方

でした。
しかしながら平成 23 年の東日本大震災におきまし
ては、被災者全体の死者数のうち 65 歳以上の高齢者
の死者数が約 6 割、障害者の死亡者数が被災住民全
体の死亡率の約 2 倍にのぼったということでした。
他方で例えば消防職員・消防団員の死者数・行方不
明者数は 281 名、民生委員の死者数・行方不明者数

簿というものは浸透が進んでいたものでしたが、法

を支援する方も犠牲となりました。

改定後の名簿の制度というのは、まだまだ浸透は不
十分だと今感じたところです。参加者の殆どの方が

こうした東日本大震災の教訓を踏まえ平成 25 年の

通所施設を利用されているご家族をお持ちというこ

災害対策基本法の改正において、
『要援護者名簿』か

とで、それを踏まえまして説明をさせていただきま

ら『避難行動要支援者名簿』というものに制度が変

す。

わり、それらを活用した実効性のある避難支援がな

資料は内閣府の防災担当が発行しております『避

されるように以下の 4 つの事が定められた。

難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針』

① 避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務付

というもので、今から説明します大部分につきまし

けるとともに、その作成に際し必要な個人情報を
11

利用できること。

ことが必要となっています。

② 避難行動要支援者本人からの同意を得て、平常
○ 高齢者や障害者等の要配慮者の避難能力の有無

時から消防機関や民生委員等の避難支援等関係者

は主として

に情報提供すること。

① 警戒や避難勧告・指示等の災害関係情報の取得

③ 現に災害が発生、または発生のおそれが生じた場

能力

合には、本人の同意の有無に関わらず名簿情報を避
難支援等関係者、その他の者に提供できること。

例えば目が見えない、耳が聞こえない方につい

④ 名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課し、

ては非常に早くから必要である。
② 避難そのものの必要性や避難方法等についての

市町村においては、名簿情報の漏えいの防止のた

判断能力

めに必要な措置を講ずること。
これらが定められました。

避難が必要かどうかの判断、どこに避難しなけ
ればならないか、いま地震が起きていて例えば津

改正後の災害対策基本法 第四十九条の十

第一項

波が発生しそうだから海上には近寄らないなどの

市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のう

判断能力があるかどうか。
③

ち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあ
る場合に自ら避難することが困難な者であって、そ

避難行動を取る上で必要な身体能力
取得して判断はできるけど身体が動かない。

の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援
を要するもの（以下「避難行動要支援者」という。
）

…等の観点に着目して、どういった方を避難行動

の把握に努めるとともに地域防災計画の定めるとこ

要支援者名簿に記載するかどうか判断することが想

ろにより、避難行動要支援者について避難の支援、

定されています。

安否の確認、その他の避難行動要支援者の生命又は
要配慮者とは

身体を災害から保護するために必要な措置（以下「避
難支援等」という。
）を実施するための基礎とする名

東京都の地域防災計画に掲載していますが、要配

簿（以下この条及び次条第一項において「避難行動

慮者とは外面的な言葉で災害の避難行動とか、その

要支援者名簿」という。
）を作成しておかなければな

後の避難生活等において特に配慮を要する者と定義

らない。

をしています。具体的な内容としては高齢者や障害

今までの災害時要援護者名簿につきましては、東

者や乳幼児、妊産婦、外国人などを想定しています。

京都の中では既に全ての自治体が整備を進めている
避難行動要支援者とは

ところですが、平成 25 年 8 月の災害対策基本法の改
正では「避難行動要支援者名簿」の作成が市町村に

要配慮者の中から避難行動に際して特に支援が必

義務付けられた。努力義務ではなく法的義務になっ

要な者と定義しています。具体的な名簿に掲載する

たということが大きな改定点の 1 点目です。

要件の設定にあたっては各自治体の地域防災計画に
定められています。その要件にあたりましては、要

避難行動要支援者名簿を作成するうえで「避難行動

介護状態や障害支援区分等の要件に加え、地域にお

要支援者」の要件の設定について

いて真に重点的・優先的支援が必要と認める者が支

例えば障害支援区分◯以上とか療育手帳◯級以上

援対象から漏れないようにするために、きめ細かく

などの要件を地域防災計画に定めて、そういった方々

要件を設定すること。

の情報を各区市町村の中で集約することになってい
避難支援等関係者とは

ました。
ただ杓子定規的に区分をもって、その区分以上の

避難行動要支援者を支援する方たちを避難支援等

方だけを名簿に掲載するのではなく、避難能力の有

関係者と定義されています。例えば、警察・消防・

無というものを勘案しながら名簿の要件を設定する

民生児童委員等を想定していただければと思うので
12

すが、そういった方々の判断によって避難行動要支

とする。

援者として避難行動要支援者名簿への掲載を市町村

一

氏名

に求めることができる仕組。形式要件から漏れた者

二

生年月日

が自らの命を主体的に守るため、自ら避難行動要支

三

性別

援者名簿への掲載を求めることができる仕組（手上

四

住所又は居所

げ方式）など支援対象から漏れないようにするため、

五

電話番号その他の連絡先

きめ細かく要件を設けることが必要となっています。

六

避難支援者等を必要とする事由

七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実
避難行動要支援者名簿の作成等

施に関し市町村が必要と認める事項。

市町村は、第一項の規定による避難行動要支援者

一番から五番は一般的な情報ですが、六番の避難

名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者

支援を必要とする事由についても記録をしないとな

（障害者、高齢者、難病）の氏名その他の要配慮者に

らない。例えば、この方は、どういうことから避難

関する情報を、その保有に当たって特定された利用

支援が必要なのか？例えば動けないのか、それとも

の目的以外の目的のために内部で利用することがで

判断能力がないのか、それとも情報を収集する能力

きる。

がないのか…そういった事由についても名簿に掲載

名簿には高齢者の方、障害者の方、難病の方とか

する必要があると定められています。

いろんな方が掲載されるもので、名簿を作るために

市町村長が認める事項として、名簿の管理は基本

は行政内で持っている個人情報を部署ごとで把握し

的に区市町村がしていくものですが、市町村長が必

ている情報を集約する必要がある。障害支援区分に

要と認める事項についても名簿に記録をするものと

ついては市町村の障害福祉課等が把握している情報

されているもので、一番から六番だけを名簿に載せ

で、要介護や要支援とか介護保険の情報については

るという最低ラインに、七項として、それに＋アル

高齢者等の部門で把握している情報。人工呼吸器を

ファーで必要と認める事項を入れることとされてい

使用している方等については保健所等が把握してい

ます。

る情報です。そういった部署ごとに持っている情報

避難支援等関係者とは……国が定める定義

で、かつ部署ごとに情報を収集するためには「こう
いうために必要なので、こういう目的で収集させて

名簿というものは行政の中で関係の部署等から集

いただきます」としていたものを「目的以外の目的

めて名簿を作成したとしても災害が発生した時に、

のために内部で利用することができる」と定められ

行政内で持っている名簿をどのように運用して避難

ています。

支援等するかということについてですが、市町村長
は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な

市町村が持っていない情報について
改正後の災害対策基本法

限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防

第四十九条の十 第四項

機関、都道府県警察、民生委員法に定める民生委員、

例えば、障害児の手帳の関係とか、もしかしたら

社会福祉協議会、自主防災組織、その他の避難支援

市町村はもっていないかもしれないが、市町村が名

者等の実施に携わる関係者、避難支援等関係者とい

簿の作成の為に必要だと認めた時は関係都道府県等

う者に対して名簿情報を提供するものとなりました。

に対して要配慮者に関する情報の提供を求めること

避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供

ができるとされました。

ただし、市町村長の条例に特別な定めがある場合

名簿に記載する内容について
改正後の災害対策基本法

を除き、名簿情報を提供することについて本人の同意

第四十九条の十 第二項

が得られない場合にはこの限りでない。
（同意方式）

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に

名簿というものは個人情報ですから、むやみやた

関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するもの

らと外部へ提供すると個人情報保護法に照らし合わ
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せて適切ではないということから、基本的には本人

支援者ひとり一人に提供するのではなくて町内会・

の同意が必要とされています。ただ、条例の特別な

自治会等で区切るとか、例えばここは豊洲ですけど

定めがある場合は除きということで、例えば区市町

豊洲の方の個人情報を有明地区の方に渡すことは適

村の個人情報保護審査会等にかけて事前に提供する

切ではないので、しっかり切り分けて必要な範囲内

ことが相応しいと判断された場合については事前に

で避難支援等関係者に提供すること。

名簿を提供することも可能とされています。

避難支援等関係者の方に対して個人情報が無用に

名簿の情報というものは、氏名・生年月日・性別・

共有・利用されないように指導すること。

住所・電話番号とかなり個人情報が多く含まれてい

避難支援等関係者への指導について

ますので、それらを全て一気に提供するのではなくて、

・避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられてい

予め避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関

ることを十分に説明すること

係者に提供することが求められるとされています。

・施錠可能な場所への避難行動要支援者名簿の保管
同意ということで個人情報の外部提供ということ

を行うように指導すること

で、かなりハードルは高く設定されています。実際

・受け取った避難行動要支援者名簿を必要以上に複

に同意を得ることが必要であり、市町村の担当部局

製しないよう指導すること

が避難支援等関係者本人に郵送や個別訪問をしなが

・避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団

ら直接的に働きかけることが求められています。そ

体である場合には、その団体内部で避難行動要支

の際には、どういう制度か、どういう内容で、どの

援者名簿を取り扱う者を限定するよう指導すること

ように提供するのかをしっかり説明するとともに、

・名簿の提供だけでなく名簿情報の取扱状況を報告

区市町村の障害者団体等と連携をとり、対応を工夫

させること

しておくが適切とされています。

・避難行動要支援者名簿の提供先に対し、個人情報

実際に個別訪問や郵送等で本人の方に説明をする

の取扱いに関する研修会を受講させること

場合には、しっかり説明をしたうえで平常時から名

名簿を作って外部に提供する際には個人情報の壁

簿を提供していいかどうかの意思確認をする必要が

は必ず存在する。個人情報を適切に行うための措置

あります。意思確認につきましては、口頭や書面の

を市町村が提供を受けた者に対して「しっかり管理

どちらでも構いませんが、状況に照らし合わせて本

してください」と言うことが必要となってくる。

人が実質的に同意をしていると判断できることが必
多様な手段の活用による情報伝達

要となります。また、重度の認知症や障害等によっ
て個人情報の取り扱いに関して同意したことによっ

自然災害発生時、地震や津波、河川が氾濫しそう

て生ずる結果について判断できる能力を有していな

な場合、例えば防災行政無線（戸別受信機）で「河

い場合、ようするに自分の個人情報が提供された場

川が氾濫しそうなので注意してください」とアナウ

合に、どういうことが生じえるのかということを判

ンスで呼びかけている。そういったものを有機的に

断できない場合につきましては、ご家族や法定代理

組み合わせながら情報伝達していくことが必要であ

人等から同意を得ることについても差し支えないと

る。その際に、名簿の掲載者の中には必要な情報を

されています。

入手できれば自力で避難行動を取ることができる者
もいると掲載されていますが、これは例えば、視覚

名簿を、同意を得て提供した場合、提供された側

障害者、聴覚障害者等の方で情報をとることが難し

（警察・消防機関、民生委員、社協など）へ避難行動

い、ただ情報があれば判断能力があって身体能力も

要支援者の個人情報が到達する。そういった外部提

ある方ですが、この様な方々に、しっかり情報を渡

供した提供先に対しても市町村において適切な措置

して伝えられれば自力で避難行動をとることができ

を講ずることが求められる。

る方もいる。多様な情報伝達の手段を確保すること

市や区が持っている名簿全ての情報を避難行動要

が求められています。
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災害が発災した場合、名簿はどのように取り扱われ

大雨で河川が氾濫するおそれがある場合に、東京

るのか？

都の河川部では浸水想定区域を設定していますが、

改正後の災害対策基本法 第四十九条の十一 第三項

浸水する可能性が無い地区に居住する同意の無い避

市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれ

難行動要支援者の名簿情報までも一律に提供するも

がある場合において、避難行動要支援者の生命また

のではなくて、土砂災害や河川の氾濫が生じた場合

は身体を災害から保護するために特に必要があると

についても、どこまでの方の名簿の情報を外部に提

認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、

供しようと、しっかり役所の中で判断することが必

避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提

要となってきています。

供することができると定められている。この場合に

そのため市町村は予想される災害種別や規模、予

おいては、名簿情報を提供することについて本人の

想被災地域の地理的条件や過去の災害経験等を総合

同意を得ることを要しないとされています。
（重要）

的に勘案し、同意のない避難行動要支援者名簿の情

これは東日本大震災の時の教訓を踏まえて災害対策

報を提供することが適切かを判断するよう留意する

法基本法が改正されたとお話しさせていただきまし

こと。

たが、実際に 3.11 の時には要援護者名簿ということ
で、手上げ式の名簿が作られていたが、それらを外

簡単に整理すると…

部提供する際には当時も個人情報の壁というものが

〇事前に名簿はしっかり備えなければならない（法

ありまして、行政内で名簿は作成していても、ある

的義務）

一部の方の部分だけ名簿情報が外部へ公表されたと

〇外部提供をする場合は個人情報の壁があるため、

いうタイミングで地震が発生してしまいました。そ

しっかり同意をとった上で外部に提供することが

の際に避難の支援する方々が、どこに災害時要援護

望ましい。

者がいるのか、そもそも知らないので、役所に行っ

〇実際に発災しそうであったり発災してしまったり

て「どこにいるのか教えてくれ」というやり取りが

した場合には可能な範囲で名簿の情報を提供する

あったと聞いている。役所は、このような条文がな

こと。

かったため、上手く外部に提供をすることができな
一歩進んだ取組、個別計画の策定

かった。東社協の知的部会の方では実際に熊本地震
に際して、現地に活動している方がいて、その方に

避難行動要支援者名簿の作成に合わせて、平常時

話を聞いたところ、熊本の方では災害対策基本法が

から、個別計画の策定を進めることが適切である。

変わり、名簿情報も必要な範囲で提供をうけること

これは法的義務ではなく、あくまで指針に基づくの

ができたと聞いております。この改正というのは、

が適切である。個別計画の策定をする際には地域の

ある程度、実効性が担保されたと感じています。

特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づいて市町
村が個別に避難行動要支援者と具体的な打合せを行

必要な者に必要な限度で避難支援等関係者その他

いながら個別計画を策定することが望まれる。

の者に同意の有無に関わらず災害が発生した場合は
個別計画は、どのように作っていくのか？

提供してよいとされた。地震等については緊急地震
速報等が流れてから地震が到達して実際被害が発生

提供を受けた避難支援者等関係者が中心になって

するまでの時間が非常に短いものですが、例えば風

個別計画の策定に務めていくこと。平常時から入念

水害等については河川の氾濫のおそれがあるのか？

に打ち合わせができるようにしていくことが望まし

など判断をする時間や、避難に活用できる時間は地

い。役所から避難支援者等関係者に対して名簿の提

震より多い災害ですが、そういった災害においては

供をすると同時に、これからは個別計画の策定も視

避難支援等関係者その他の者に情報提供に同意して

野に入れて打ち合わせを行うこと。

いない者についても可能な範囲で支援を行うよう協
力を求めることができる。
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個別計画に何を記載するのか？

る。その際にはできる限り複数の避難支援等関係者

＜具体的な支援方法例＞

が相互に補完しながら、一人の避難支援等関係者に

・発災時に避難支援を行う者の氏名など

役割が集中しないように、避難支援等関係者となる

・避難支援を行うに当たっての留意点…身体の状況

者の年齢や特性を配慮しつつ連携して適切に役割分

等を踏まえてどういうものを留意しないといけな

担を行うこと。例えば警察や消防の方は日々訓練等

いのか

されていますが、民生委員の方ですと、かなり高齢

・避難支援の方法や避難場所、避難経路…家から外

の方もいらっしゃると、その方に全ての負担が集中

へ、どの経路でどこへ避難するのか事前に確認を

してしまうとスキルレベルや個別支援計画も作れな

することが重要

くなってしまう。名簿を提供された方々がしっかり

・本人が不在で連絡が取れない時の対応をどうする

連携して適切に役割分担を行うこと。

のか…普段、通所施設に通っている場合など通所
名簿の個人情報に対する配慮

施設の方と連携をとっていくのか、どう対応する
のかを含め、しっかり個別計画に落とし込むこと

調整をする際には紙ベースやデーターベースに、

が重要である。

その方の詳細な情報を聞きながら調整していくもの
ですが、その方の更に深い個人情報を入手してしま

警察、消防、民生委員や社協、自主防災組織等い

うことになりますので、避難行動支援者の利益が損

ろんな方が避難支援等関係者になりますが、どの方

なわれることがないように必要のない情報は要求し

が中心になって行っていくのか、コーディネーター

ないとか、しっかり避難支援等関係者に説明するこ

となる者が調整を行うことが適切。名簿の提供をう

とが望ましい。

ける者たちの中で誰をリーダーにして調整するのか

以上が内閣府の指針に基づいて記載されている資

あらかじめ決め、本人と調整を行うことが必要であ

料でした。

東京都の取組
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簡単にまとめると

大島から移送された要配慮者の方々を東京都の高齢
者の入所施設等に一時的に受け入れていただいてい

・まずは名簿をつくる

る。そういった場合も、この協定を有効に活用させ

・名簿は同意があれば外に出せること

ていただきました。

・実際に発災しそう、または発災した場合は必
要な限度で名簿を外に出せること

⃝区市町村に対する包括補助事業（人口呼吸器使用

・更に同意をした方には、更に深い個別計画を

者の個別計画策定に係る補助を追加）

作成することが望ましいこと

名簿の作成以外の例えば個別計画などを作成しま

以上 4 点について説明させていただきました。

すよという自治体に対し経費の補助を一部させてい
ただいている。これが 1/2 の補助で、上限 200 万円

東京都のこれまでの取組（16 ページの図参照）

でさせていただいている。さらに地域によって対策

⃝災害時要援護者へ

が進んでいるところと、そうでないところがあると

平成 5 年から災害対策推進のための指針（区市町

良く耳にします。各区市町村の好事例を研修会の機

村向け）の策定（平成 5 年度作成）

会に発表していただいている。

防災行動マニュアル作成のための指針（区市町村

大きな災害が発生するたびに防災計画等が大

向け）の策定（平成 11 年度作成）

きく見直しされていることを改めて感じました。
いつ発生するか分からない災害に一人で障害の

⃝災害時における要援護者の移送に関する協定

ある子どもを守ることは難しいことです。親と

全国福祉輸送サービス協会東京都支部と東京都が

して日頃から区市町村や避難支援等関係者の

協定を締結している。実際、発災した場合、協定と

方々との連携が必要だと改めて感じました。

して移送が必要な場合は福祉タクシーでしっかり移


送が出来るようにしている。大島の土砂災害の時に

（広報部

鈴木真理子）

東京都におけるヘルプカードの推進について
東京都福祉保健局 障害者施策推進部計画課

松川

邦夫

既に多くの方がお持ちかと思いますが、ヘルプカー

これまでは障害のある方が様々な社会的な障壁を

ドは緊急連絡先や必要な支援内容など詳しく記載し

乗り越えるために努力をされていましたが、このヘ

ていただくカードのことで都内の各区市町村が作成

ルプカードについては障害のある方ではなくて、例

をしています。

えば災害時にこのカードを見た周囲の人が、どう行
17

動するかを求めるためのツールとなっています。そ

東京都としては特別支援学校でのロールプレイン

の意味で、このカードの本来の目的は障害のある方

グ学習というのを行っていまして、特別支援学校に

ではなくて、カードを見た人が支援の行動を起こし

おいて実際に児童・生徒が、このヘルプカードを使っ

てこそ、いわば完結をするというものになっていま

て困った場面を想定し、このヘルプカードの使い方

す。都としてはヘルプカードを広く周知をするとと

を学んでいただく機会を設けています。

もにヘルプカードを見かけたら、例えば災害時でし

ヘルプカードに似た内容のヘルプマークがありま

たら安全に誘導していただく、あるいは平時でも駅

すが、これは既に実際に身につけていただいている

や商業施設等でずっと同じ場所で立ち止まっている

方も多くいらっしゃると思いますがヘルプカードと

方がいたら勇気をもって声かけをしていただくなど

は違い個人情報等は記載されていません。パッと見

訴えていきたいと思います。このカードですが徐々

て分かるようなカバンとか車イス等につけていただ

に使用は浸透されてきています。いくつかのエピソー

き、周囲の方に支援が必要だということを示してい

ドが東京都にも寄せられています。

ただくためのマークになっています。
今年の 4 月から障害者差別解消法が施行されまし

エピソード

たが、東京都のアンケート調査では困っている人を
見かけたが、実際どのように支援していいのか分か

① ヘルプカードに、緊急時の連絡先として、か

らない。なかなか勇気が出せなくて声かけできなかっ

かりつけの病院の電話番号を書いておいたの

たとお答えしていただいた方が実際に多くいました。

で、発作で倒れた時に、救急隊員が気づいて

ヘルプカードは、実際、気にはなるけれども、ど

すぐ連絡をしてくれ、一命を取り留めること

のように声かけすればよいか分からないという人と、

ができた。

支援が必要な方を繋げることができるように、きっ

② ディスレクシア（読み書き困難）があり、銀

かけを作る為のツールとして今後もあらゆる機会を

行で書類を書くのがとても大変。いつも書類

通して PR をしていきたいと思っています。

を 10 枚ぐらいダメにしてしまう。でもシール



に支援してほしいことを書いたヘルプカード
を見せると、さりげなく教えてくれてスムー
ズに手続きができる。
しかも、大勢のお客様がいる中で、毎回、自
分の障害を説明しなくてもいいので、ストレ
スが 10 分の 1 に減った。
③ 白杖だけを持っていた時に比べて、声をか
けてくれる人が格段に増えて嬉しい。同じ盲
人で、一人で行動したい人もいるが、自分は
声をかけて助けてもらいたい。

エピソードの他にも気分が悪くなって路上にうず
くまっていた時に通行人の方がヘルプカードを見つ
けて緊急連絡先に電話をしていただいたとか、防災
訓練でヘルプカードを使用することで災害時の障害
者支援についても理解が広まった等のエピソードを
いただいています。
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（広報部

鈴木真理子）

質
質問

疑

応
質問

ヘルプマークやヘルプカードはかなり浸透

してきているが、都営の交通機関だけでなく私鉄に

答
地球温暖化ということで大雨災害が増えて

いるが、どう考えているか。

も啓発する必要があると思う。また全国に向けて統
＜回答＞

一して提案したらどうか。

まず自宅の周りに河川があればどこの管理か（国
＜回答＞

か都道府県か）
、また河川の浸水想定区域がどう設定

都内だけで活用されても意味がないので、先日、

されているかを見て、自宅が浸水想定区域に入って

経済産業省には全国に広げてほしいとお願いたとこ

いれば、事前にどこに避難所があるか、そして実際

ろ。東京都発で全国に広げていきたい。

に行ってみて経路や地形等を確認して適切に避難で
きるようにしておいてほしい。

質問

一次避難所から福祉避難所に移る必要があ
質問

り、しかも福祉避難所が遠い場合、障害の種別ごと

子どもは動くのが大変なので、災害時は在

にどのように扱うかを東京都として統一してもらえ

宅か車中の避難のどちらかしかないと考え自宅で備

るのか。また、自力で避難所に行けずに自宅で避難

蓄しているが、食料や物資をそこまで配ってくれる

する障害者が 7 割位いると言われているが、どう考

形で避難行動要支援者名簿を使うことは出来るのか。

えているか。
＜回答＞
＜回答＞

名簿は基本的に避難行動に支援を要する方のもの

発災した時はまず一次避難所に避難してもらうが、

で、自宅から避難所へ適切に支援・誘導するために

避難所での生活が難しい方や介護・福祉サービスが

活用する。そのため物資は避難所に取りに行くのが

必要な方は二次 ( 福祉 ) 避難所に移送されることにな

原則。また避難所の他に屋外 ( 公園や校庭 ) で避難し

る。しかし二次避難所が遠い場合、例えば目黒区か

ている方にも物資を配るので、そこまで来て確保し

ら世田谷区に区域をまたいで行く場合は原則として

てほしい。

東京都が警視庁と連携しながら要配慮者の移送の手
続きを取ることになる。
質問

子どもがいると物資を取りに行くことが出

来ない。そこを考えてほしい。
質問

避難所での聴覚障害者のフラッシュライト
＜回答＞

（音がしたら光で知らせる道具）については講演で触
れられていないが、どう考えているか。

その状況を名簿に記載しておき、物資のために活
用するというよりは、名簿をもとに避難支援等関係

＜回答＞

者に来てもらい外に出られない状況を伝え、それを

原則として自助で備えてほしい。また、名簿を活

役所に伝えてもらうことが重要と思う。


用して避難支援等関係者が平時から取り組みを進め
る考えでいる。
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（広報部

島田泰介）

参加者の感想
中野 区

研修大会に参加して
中野区肢体不自由児者父母の会 中澤

由美

「防災対策全般および東京都の防災対策」について

ありましたが、自助 6 割、共助（近所）3 割、公助 1

の研修大会に 11 月 10 日（木）豊洲シビックセンター

割。この割合は障害者を持つ家族があらためて認識

7 階ホールに参加させていただきました。

しなければならない数字だと思いました。

まず始めに国と自治体の役割、東京都災害対策の

自宅に残る為の防災対策も必要だと…耐震診断、

基本法の概要、避難行動支援に係る取組についての

補強、家具の転倒防止、ガラス飛散防止、基本的な

お話があり、東京都で出来る事、地域で出来る事の

備蓄品の準備、安否確認の方法など、まず自分達の

説明がありました。

防災計画を確認し合う事が重要なのだと…不安を感

自助、共助（近所）
、公助その中でも自助が重要で

じる前に自分達が出来る事から一歩踏み出し行動す

あることが痛感させられた内容でした。

る事で地域との関わりも大切にしていきたいと、考

その後、指導者育成セミナー参加者の方の説明が

えさせられた大会でした。

北
区

防災対策講習会に参加して
北区肢体不自由児者父母の会 鹿間

克巳

11 月 10 日、豊洲シビックセンターでの講習会に参

会所で待機をすすめられました。自宅は 3 階。直後

加しました。熊本地震調査の結果 75％の方々が不安

に帰宅した娘は集会所は古い建物なので車いす使用

との声。エレベーターが動かず、多くの人々が在宅

の娘にはちょっとでした。3 階なら四ツ這いでも行

避難。
「地域住民の自助、共助、公助を束ねた地震に

けると云って階段を這い上がり始めたら、上の階か

強いまちづくり」
「都民の命と首都機能を守る危機管

ら次々と避難して来た人々に出会い、
「じゃまだよ、

理の体制づくり」
「被災者の生活を支え、東京を早期

何してるのこんな時に」とのことば。おどろきまし

に再生する仕組みづくり」等の説明がありました。

た。近助なんて夢です。娘は親なきあとをここで暮

自助、近助、公助と云うのが合理的配慮だそうで

すと云ってましたが、あの事があって以来一人暮し

す。自助が 6 割、近助が 3 割、公助が 1 割。近助と

は無理、ましてこの住宅ではいやだと云うようにな

は近くの人で助け合う。避難所は役所の管轄ではな

りました。

いそうです。自宅でも家具の転倒防止や買い置き食

団地に住むようになり、家族構成も知らせてあり

品は少し多めに、日付けの古い物から使う、携帯番

ますが「近助」に繋がる様なおつきあいにはなかな

号は書き止めて置く事、防災訓練に参加、自分の家

かむずかしいです。

の周りを調べる等々。避難行動、町会等の名簿（支

次の防災訓練には進んで参加しようと決めました。

援物資、食料確保）以上の説明を受けました。

もちろん娘と一緒にです。

東日本大震災時、団地のエレベーターは動かず集
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江東区

東肢連研修大会「防災対策全般の説明及び
東京都の防災対策について」に参加して

江東区肢体不自由児者父母の会カリヨン

難波

洋子

東日本大震災以降、防災について関心を持つよう
になっていましたが、東京都もさまざまな災害から
学んだことを取り入れて対策をたてていることを知
りました。
その中の名簿の作成は、避難支援者に情報を提供
し、自ら避難できない人を避難所に避難させるため
のものということでしたが、質疑応答のときの「在
宅避難をしている人の支援にも役立ててほしい」と
いう意見が、まさに肢体不自由者にとって必要なこ
とだと思いました。
ヘルプカードについては、カードを見た人が声を
かけたり、行動が起こしやすくなるとのことで、車

に気持ちがおちつくそうで、日常的に防災のための

イスマークのように広まってほしいと思います。災

ものを使っていくことが良いと思いました。

害時に知らない人にお世話になることを考えると、

熊本地震の調査から、75％の障害者が避難できな

息子の母校墨東特別支援学校ではＰＴＡが「個人紹

かったことを聞いて、わが家もやはり在宅避難だろ

介カード」というものを作っていて、コミュニケー

うと思い、それには家の耐震補強、安全な部屋づく

ションの取り方、水分の取り方、平熱、薬の飲ませ

り、食料・水・紙オムツ・薬などの備蓄、家族との

方など日常のこまかなことをファイルにまとめて持

連絡方法の確認など自助の努力をしていきたいと思

ち歩くというのが適しているのではないかと思いま

いました。同時に父母の会を利用して、地域の肢体

す。普段からヘルパーさんや緊急一時保護、レスパ

不自由児者と助け合っていくネットワークづくりも

イトにも活用できるし、お母さんが入院したときの

重要だと感じています。

家族にも役立ったという話も聞きました。

なかなか見ることができない障害者に使いやすい

備蓄の食料もレトルト食品や缶詰などいつも食べ

防災用品の展示・販売もしていたので、参考になり

ているものを少し多めに買い置きすることで災害時

ました。
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平成 28 年度 ブロック情報交換会報告
・昔は幼少時期から当たり前のように入会していた

A ブロック
報告者
・参加地区

・開催日時
・開催場所
・参加人数

足立区

秋元

葛飾区

が…
・若い会員の入会が増えないのは、どこの地区にお
長子（江戸川区）

墨田区

台東区

いても同じのようで…

.

・学校を卒業してしまうと各通所施設へと流れてい

江戸川区

くため、つながりがなくなり父母の会への入会は

江東区と東肢連事務局長も参加

無理。学校に入学した時点で入会をすすめるのが

平成 29 年 2 月 6 日（月）

いいのではないか。私達もやってみた時期もあり

11：00~14：00

ましたが、世の中色々な面でかわり、人とのつな

江戸川区グリーンパレス

がりを必要としなくなった。今のような形態になっ

404 集会室及び 2F 高砂

てきたのは先人たちの地道な活動によってできて

講演会 31 名、情報交換会 30 名

いることを考えるとなんとかしなくてはと思うば

・テーマ

かりです。

会員の高齢化に伴い会員の減少、若年層者の入会
がないどうしたらよいか？

各地区の状況や取り

B ブロック

組みについて


＜講演＞

報告者

甲斐 豊明 課長

・参加地区	目黒区

より江戸川区の障害者福祉施策について話していた

大田区

午前中は江戸川区障害者福祉課

池田

品川区

喜代子（大田区）

中央区

江東区

だきました。その中で地域のグループホームに対し

・開催日時

て問題も多く、研修等を通し人材育成の支援、グルー

・開催場所 目黒区心身障害者センター  あいアイ館

プホーム相互の連携強化の取り組み、また、専門的

・参加人数

な指導や助言を行うグループホームコーディネー

・テーマ

平成 28 年 11 月 29 日（火）
22 名

各地区各自、自己紹介及び現状報告と困っている

ターを置き進めています。

ことなどの話合い

重症心身障害児（者）在宅レスパイトも月 2 回の
訪問介護、家族に代わって医療的ケア及び食事、排
①

泄介助、体位交換の世話を行うことにより健康の保

会場である目黒区心身障害者センター ｢あいア

持、また介護を行う家族の負担軽減を図る。また、

イ館｣ の通所サービス課長より館の事業説明、施

先日伺った特養、子育て共に重度障害者等の複合施

設案内をしていただきました。地域活動支援セン

設を作る方向に進めているという明るい話もあり、

ターとして中途障害者のデイサービスと機能訓練、

是非、実現してほしい。父母の会としても積極的に

重度の身体と知的の重複障害者の生活介護、短期

声を出していきたいと思います。

入所 2 床（内 1 床が緊急一時）他、相談支援、配

＜情報交換会＞

食サービス・入浴サービス等在宅生活を支える拠
点になっています。大田区にはさぽーとぴあがで

12 時からは 2F 高砂に移り昼食後、会員の高齢化

きたけど、ずいぶん違うなあと感じました。

に伴い、会員の減少、若年層者の入会がない、どう
②

したらよいか？…等、話し合いました。

目黒区人口 27 万人、内障害者 8,000〜9,000 人、

・親の会を知ってもらおうとイベントなど催してみるが

11 箇所の通所施設があります。初の身体障害者入

子どもと一緒で何かと役員が大変な思いだった。

所施設と新しい身体・知的の生活介護が平成 32 年
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杉並区保健福祉部 参事

の障害者教育が大切ということで福祉教材を3,000

練馬区障害者施策推進 梅田係長

部作る予算を目黒区に取り付けたそうです。

練馬区障害者就労促進協会 事務局長

③

に建設予定です。目黒区山田会長が子供の頃から

大田区高橋会長より、大田区には肢体不自由児
者のグループホームが皆無で、地域移行と言われ

習田由美子

練馬区社会福祉協議会

渡邉由美

東肢連事務局長

賢

上野

稲永陽子

・テーマ

ても受け皿が全くありません。知的障害者施設の
中で生活介護の必要な方はいっぱいいっぱいで活

講演

国、東京都、杉並区の防災対策について

動してます。特別支援学校卒業後の施設の行き先

懇談

各区父母の会の防災取り組みについて意

がない状態です。
④

見交換

江東区は母親中心に ｢放課後クラブ｣ を立ち上
講演

げたそうです。

10 時 40 分～11 時 30 分

習田由美子

昔は親の会が事業を立ち上げ行政が補助すると

・国の施策が進んできた経緯＝ 3 つの経験（伊勢湾

いうよい時代があったが、現在は行政が主導する

台風、阪神淡路、東日本大震災）から被害想定の

姿勢が少し希薄だそうです。また、多機能型施設

見直し、災害対策基本法、国の役割（総合調整、

の計画が保留になったり、区直営の福祉園の指定

経費負担）
・都

管理移行の計画等の問題を抱えているそうです。
⑤

地域防災計画、総合調整、市町村から応援を

頼まれたら拒んではいけない

中央区の福祉センターは再来年あたりに肢体不

・杉並区

自由児者と知的障害者を分けるようです。肢体不

要支援者 26,259 名（避難行動要支援者

自由と知的障害の重複の谷間の障害者への支援が

名簿）災害時に備え原簿作成、3 カ月ごとに更新。

とても足りません。居宅サービスや移動支援など

地域のたすけあいネットワーク登録者

9,468 名

（全体の 2/5 が登録）登録者台帳の管理、個人情報

の時間数の多いのが、逆に施設不足の原因になっ

保護研修、個別支援プラン作成、救急情報キット

ているのかもしれないということです。
品川区からは医療的ケア児者対応施設 ｢ピッコ

福祉救援所の設置推進（現在 22 か所）
、新設の

ロ｣ の話しと、区からの移動支援の時間がぜんぜ

特養は必ず福祉救援所設置を協定する。災害時要

ん足りないという話しがあり、中央区は品川区の

配慮者支援システム（震災救援所になる各学校のパ

何倍もとれて羨ましいということでした。あと、

ソコンで安否確認結果確認でき、情報共有できる）

⑥

懇談

品川区の自立支援協議会に呼ばれないそうです。

12 時 45 分～14 時 30 分

〈板橋・塩尻〉ガイド（
「これならできるガイド」災
最後に目黒区山田会長より、障害を知ってもらう

害時にも、だれもが安心できるまちへ特定非営利

には、もっともっと啓発活動をしていかなければな

活動法人ボランティア・市民活動学習推進セン

らないと言うお話しがあり、閉会となりました。

ター板橋発行）作りは都から助成金が出た。各障
害者の意見が出し合えた。
〈板橋・藤井〉要援護者対策は区として検討中で 2 月

C ブロック


報告者

に説明を聞く予定。地域格差がすべてにおいてあ
ると感じる。地区の情報交換が大切。持ち帰って

杉原 千鶴子（杉並区）

働きかけることが必要。

・参加地区

北区

・開催日時

平成 29 年 1 月 17 日（火）

た。一般的な内容だった。

10 時 30 分～14 時 30 分

区の防災ハンドブック、要援護者マニュアルは出

板橋区

練馬区

杉並区

〈北・田中〉区の取り組みは１年半前に講演を受け

・開催場所	練馬区立 区民・産業プラザ（ココネリ）
3階
・参加人数

来ている。訓練も出て行っていない。登録者には

研修室 5

訪問があった。

18 名

〈練馬・田中〉2 月に防災センターが新しくなった。
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練馬区は広いので横のつながりを考える場合、地

キやリクライニングなど位置が違うので、それも

区別の緊急ネットワークとして何かしたい。父母

書くといいと思う。

の会として杉並の支援カードまねしたい。

〈東肢連・上野〉ほかの地区でも防災について話し

〈練馬・馬場〉停電を経験し、体温調節が難しい息子

合っている。どこに行っても話すのだが、防災ア

のために、電源確保を考えている。

ドバイザーから聞いたこと。
「しようがない」と

〈練馬社協・渡邉〉災害ボランティアセンターは震度

思ってはいけない。まず自分の命を守れば子ども

6 弱で立ち上げる。情報の収集発信をし、区の対

を助けられる。聞くだけでなく実行を。

策本部と連携する。センターのあることが周知さ
れていない。当事者だからわかることなど困って

D ブロック

いる情報を伝えてほしい。広い区内に 1 か所でい
いか。


〈杉並・杉原〉配布資料より説明 ①会報に阪神淡路

報告者

伊藤

の大地震後、平成 8 年から「地震災害に取り組む」

・参加地区 府中市

をシリーズで年 2 回発信している。
「備えあれば憂

・開催日時 平成 29 年 1 月 16 日

小平市

雪子（武蔵野市）

武蔵野市

11 時 30 分〜13 時 30 分

いなし」をモットーに地域の防災訓練、防災セン
ターでの体験会などに参加している。会報ではそ

・開催場所 府中「木曽路」

の他、火事、水害、地震など実際に体験したこと

・参加人数	 9 名

を掲載し、認識する機会としている。②『父母の

・テーマ

多摩地区の東京都への予算要望について

会緊急時支援カード』作成配布。各家庭の電話近
＊各地区の現状や課題について意見交換をおこなっ

くに貼り、いざというとき慌てないで通報できる

た。

よう備えている。裏面は第 1 次救援所の医療救護
所、後方医療機関、第 2 次救援所が記載されてい

・肢体不自由児者の地域生活を考えるうえで、住ま

る。③杉並区の地図に会員の自宅をマークし、安

いの場としてのグループホームの設置は一向に進

全確認時に役立てる。④「安全・安心アンケート」

んでいない。一方で、障害の重度化や医療的ケア

を数回実施。報告書を行政等にも配布。災害時に

の必要な者が増えており、入所施設の必要性はむ

一人で避難できるか、誰に助けてもらえるか等々

しろ高まっている。多摩地区には一定数の療護施

各人が防災について具体的に考えるきっかけに

設や入所施設はあるが、現状ではすぐに利用でき

なった。⑤障害者団体連合会に協力し区民向けと

ず、親の高齢化や病気などですぐに入所させる必

障害者向けのリーフレット作成・発行。

要がある場合は、近隣ではなく、さらに他県となっ
てしまう。

〈杉並・池部〉都と杉並区が合同総合防災訓練をした

・特別支援学校を卒業したあと、多くは生活介護事

とき、社協に協力した。
近隣の区からボランティアが参加されたが、地図

業所や就労継続Ｂ型事業所を利用している。在学

の通り目的地まで行こうとされたが、車の通行や

中は、放課後等デイサービスを利用して、学校や

建物の倒壊を考えるとほかの道があることを伝え

家族以外の人との関わりを持って社会性を広げた

た。車椅子の押し方もわからないようだった。

り、音楽療法を受けたりと様々な経験を積む機会

〈杉原〉練馬区の災害時安否確認ボード『無事です』

があるが、卒業後はこうした福祉サービスがない。

はとてもいい。杉並区で安全マークシールを提案

比較的体力があり、余暇活動を望む 18 歳以上の障

したが、その家庭が狙われる心配があって実現し

害者を対象とした福祉サービスが必要である。
・福祉サービスが改善される中ヘルパー不足でサー

なかった。板橋区の「手助けカード」もいい。

ビスの利用が受けられない障害児者が増えている。

〈板橋〉HELP マークの記入欄では本人を知ってもら
うには足りないので「手助けカード」を作った。

各事業所が良質なサービスの提供、安定した事業

写真も貼れるようになっている。車イスもブレー

運営を行える様報酬単価の加算が必要である。
24

＊以上の意見を元に要望内容を検討した

も手を尽くしているが困難である。区に対し GH 整

〈要望内容〉

備を障害福祉計画に入れるよう働きかけている。

・重心障害者はグループホームでの生活は無理があ

・生活介護事業所の定員、高等部卒業者の進路先問題

る、各地区に最低 1 か所は重心に対応できる入所

活動や取り組みの内容により通所施設の希望に

施設を設置して下さい。

偏りがあるが、区の考えとしては定員に満たない

・通所後一定時間過ごせるような制度を、都の事業

施設があるのに新設はしないとのことで、在学中

として創設して下さい。

の子を持つ親は卒後の通所先を心配している。

・ヘルパー等の報酬単価を増額して安定したサービ

➣ 定員に満たない施設の活動内容に対し、区は指

スを利用できるようにして下さい。

導しないのか？
➣ 区も指導しているが、法人の考えもあり強くは
言えない。

E ブロック


報告者

〈世田谷区〉

三井 美和子（世田谷区）

・会の活動（事業内容）について

・参加地区

渋谷区

・開催日時

平成 29 年 2 月 16 日（木）

らは広く区民に対し公開や社会啓発する活動を求

11 時 30 分～13 時 30 分

められるが、会員の減少や高齢化からそれらを運

・開催場所

中野サンプラザ 20 階「121 ダイニング」

営する会の体力がない。会員の求める活動内容と

・参加人数

14 名

も隔たりがあるようでジレンマを感じる。

・テーマ

各地区の抱える課題

新宿区

世田谷区

中野区

補助金助成を受け活動している団体として区か

〈中野区〉
〈渋谷区〉

・会員数を増やすにはどうしたらよいか

・卒後の PT について（施設でのリハビリの取り組

会員の子どもに重度の方が増えたことや、親の

みについて）

高齢化のため活動に参加したくてもできない人が

今度できる新しい施設にはリハビリ機能を併設

多い。

することを区長が明言したが、現状では区内にリ

・グループホーム建設計画が中断している

ハビリを受けられる施設が一つもない。各地区で

医療的ケアに対応できる GH をつくるべく事業

はどのような状況か？

者公募を行ったが、看護師配置に経費が掛かりす

➣ 施設や病院でリハビリを受けている人もいるが、

ぎるという理由で不調に終わりその後、事業者が

限られた人たちである。訪問リハを受けている

決まらず建設計画が中断し困っている。

人の方が多い。親がリハビリに連れていくこと
〈全体を通して〉

自体が年齢的に難しくなっており、リハビリテー
ションセンター整備等の要望は会員からあまり

・医療的ケアを必要とする障害児者が増えている中、

上がってこない。

GH で医療的ケアに対応することは当然必要であ
るが、各地区とも運営事業者の公募の要件に加え

〈新宿区〉

てもらうよう区に働きかけるなど手を尽くしてい

・グループホームの建設の難しさの問題

るが思うように進んでいない現状である。

区内に重度重複の GH が２か所 10 名ずつあり、

・通所施設での身体の取り組みを含む内容の充実も

一つは設立から10 年目となりこれまで 3 部屋の空き

望まれる。

ができ待機者リストの中から入居してきた。待機者

・会員の減少（新入会員が少ない）
、子どもが重度、

の数（現在 11 名）や状況を考えるとGH の新設が

会員自身が高齢のため活動に参加する人が少ない

待たれるが、人材や用地の確保など父母の会として

という共通の課題もあった。
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アステラス製薬株式会社「フライングスター基金」より

車いす送迎車輌が贈呈される

所の受け入れ先が少なく、竹の塚あかしあの杜は区
外から短期入所を利用される方も多く、また車輌が
大きく古いため運転できる人が限られるなど業務に
も支障がでているため車いす送迎車輌が必要に迫ら
れていました。
この基金の趣旨に賛同する社員の方のお給料から
積み立てられた資金に、会社が同額を支援をするマッ
チングギフト方式によってこの車いす送迎車輌が寄
贈されていることを知り、フライングスター基金並
びに社員の皆様に改めて心から感謝申し上げます。
アステラス製薬株式会社フライングスター基金で
は、平成 9 年度より全肢連を通じて各都道府県肢連
の関係施設に合計 164 台の「車いす送迎車輌」が贈
呈されています。
毎年多くの施設からの応募がある中、今年度東肢
連が推薦をした社会福祉法人あいのわ福祉会竹の塚
あかしあの杜に「トヨタノア 4DW 仕様車」の贈呈
が決定し 11 月 9 日に贈呈式が行われました。
あいのわ福祉会は足立区肢体不自由児者父母の会
が立ち上げ、会員の 8 割以上のお子さんが利用して
いる施設です。足立区内では身体障害児者の短期入

事 務 局 通 信
《 東京都肢体不自由児者父母の会連合会 賛助会員募集のご案内 》
東京都肢体不自由児者父母の会連合会では、賛助会員の募集をしています。
賛助会員会費

個人会員一口

3,000 円

団体会員一口

10,000 円

尚、賛助会員の皆様には、年 3 回発行の会報「東肢連」の発送や各種イベントの案内をお送りさせていただきます。

『ホームページアドレス変更のお知らせ』
当会ホームページ「東肢連 Toushiren HP!」のアドレスを社団法人格が使用することができる or.jp
を取得し、変更しました。新しいアドレスは

http://www.toushiren.or.jp/ になります。
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