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はじめに

本書のねらい

地震大国といわれる日本。ここ10年余を見ても阪神淡路大震災（1995年）、

新潟中越地震（2004年）、新潟県中越沖地震（2007年）、東日本大震災（2011

年）等、地震による災害は後を絶たず、私たちの生活を過酷な状況に追い込

んでいます。なかでも東日本大震災は 2万人を超す死者、行方不明者を出し、

これまでに築き上げてきた災害支援システム、防災マニュアルの限界と課題

を浮き彫りにしました。

これらの課題に対応すべく、地域防災学や地震学をはじめとする学際的な

各種専門学会が研究を進めるなか、介護福祉学の分野も大きな課題が突きつ

けられています。介護福祉には、被災時に発生する生命維持レベルの「緊急

的対応」にとどまらず、被災生活を長期的な視野で健康管理できる「合併症

予防の対応」や、被災生活で「制限された環境下でのケア」等を提供し続け

るしくみと、これらの「判断力」「実践力」を修得することが求められていま

す。

筆者らは、これまでに大地震で被災した高齢者・障害者施設の災害時にお

ける介護内容の実態に焦点を当て研究を進めてきました。「災害」はどれひ

とつ同じ「かたち」を示しません。状況が刻々と変わりゆくなか、介護施設

で行われる介護内容は、まさに暗闇のなかを手探りで歩み続ける姿といえま

す。この先に何があるのか見通しの立たない状況で、何を材料に判断をする

べきか、災害対応者に委ねられた舵は、振り返る暇もなく歩みを止める事も

できない切迫した状況を突きつけます。これは、私たちの想像をはるかに超

える厳しい状況です。

このような被災経験をひとつの「災害過程」として捉え、事例をもとに災

害の実際と必要な介護等を学習できるテキストが存在すれば、ここから導き

出される課題は、「普遍的なマニュアル」を超えた実体的な活動内容を得られ

る財産になるものと考えます。本書はこのような問題意識と期待を出発点に

してまとめたものです。

具体的には過去 7 年間に発生した災害のなかから地震に焦点を当て、❶「知

る（第 1章）」❷「学ぶ（第 2章）」❸「備える（第 3章）」の 3つの章から構

成され、これらは、❶近年の災害と要援護者の実態を把握する、❷被災時に

施設が巻き込まれる変化とは何かを学ぶ、❸個別の「災害過程」をケースメ

ソッドに、被害状況の想定と、そこから導き出される課題をアセスメントす

るとともに、施設の機能と備えるべき介護内容を明らかにすることをねらい
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としています。

災害過程アセスメントで災害に備える

本書は「施設の災害過程を疑似体験できる」ことを大きなねらいに据え、

「災害過程」という概念を用いて、以下の 2点に力点を置いて編集しました。

1つ目は、介護内容に直結するライフラインの被害状況と、それによって

生じる介護内容の影響を自施設の実態をもとにアセスメントシートを活用し

て考え、必要な対策・研修内容を整理できるようにしていることです。

2つ目に、それらを考えるために参考となる実際に地震で被災した施設の

災害対応者の証言を掲載し、ライフラインの主な代替品と介護内容の変化に

焦点を当てたエピソードをコラムと合わせ複数掲載しました。また、巻末に

は「災害ボランティア」「災害過程アセスメントシートおよびその活用例」も

紹介しています。

第 1章から順に災害を体系的に学習しながら、介護施設で備えるべき「力」

を学ぶとともに、読者の皆様の施設で取り組むべき「防災研修」が導かれる

ことを期待しています。

なお、本書はあくまで個別事例による被災経験から、求められる「災害過

程」アセスメントとは何かを考え、その課題に気づくことをめざしています。

ここで得られた問題意識や課題を具体的な対応策に築きあげていくために、

さらなる専門書や災害研修を通し、一層深い学びと実践力を獲得していただ
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ければ幸いです。

最後になりましたが、震災によって犠牲となられた多くの方々に心から哀

悼の意を表します。また、今なお多くの苦難を背負う被災地の皆様に想いを

寄せるとともに、災害から多くの命と生活を守るための介護福祉の教育に本

書が多少なりとも貢献できればと願っています。

なお、本書は平成21〜23年度の科学研究費補助金による研究成果（課題番

号21530641：高齢者等災害弱者への災害時における介護保障に関する調査・

研究、ならびに平成24年度から開始した科学研究費補助金による研究活動（課

題番号24530776：介護施設における「災害過程」対応教材・研修プログラム

の開発）の成果の一部です。

2014年 3月11日

編著者代表 鈴木俊文
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第1部

ケーススタディ

介護施設が巻き込まれる５つの変化



災害を「知る」第1 章

1 日本列島と災害
･ ･･････

わが国の国土面積（約37.8万㎢）は、地球の総面積の0.28％に過ぎません。

しかし、世界中の各地で起こるマグニチュード（以下、Ｍ） 6 以上の地震回

数の 2割がこの日本列島で発生しているという1)「地震多発国」に暮らして

いることを理解しておかなければなりません。Ｍ9.0を記録し、岩手・宮城・

福島県など沿岸部に甚大な津波被害をもたらした東日本大震災後の余震活動

は今も続いていますし、震災から 2年が経過しても、仮設住宅などで避難生

活を送る被災者が約31万5,000人にのぼります。特に、東京電力福島第 1原

子力発電所の事故により、福島県では、今なお約15万人が避難生活を余儀な

くされ、今後長期にわたって自宅に戻れない帰還困難区域は 7市町村にまた

がり、避難者 2万5,000人が不便な避難生活を続けています。

2013（平成25）年 5月に政府検討会は、死者最大32万3,000人、建物全壊238

万棟という東海地震・南海地震・東南海地震が連動するＭ9.0クラスの「南海

トラフ巨大地震」の最終報告をまとめました。最悪の場合、この巨大地震に

よる甚大な被害地域は東海から西日本の非常に広い範囲におよび、その面積

は国土の約 3割、被災者は人口の約 5割になることが予想されています2)。

また、経済被害が国内総生産（GDP）の 4割を超え、220兆円の直接的損失を

出し3)、その規模は東日本大震災の10倍を超えます（図 1− 1 ）。

周期的に巨大地震に見舞われている東海、南海、東南海地方以外でも、日

本各地で地震発生やその被害について、歴史文献や地質調査などで明らかに

なってきています。また、地震の可能性が指摘されている活断層は日本全国

の各地で確認され、地震の巣はわれわれの暮らしの足元に潜んでいます。長

期的なスパンで見れば日本列島に暮らしている限り、地震被害から逃れるこ

とは不可能といっても過言ではありません。
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また、富士山をはじめ、地震活動との関連が強いとされる火山噴火の発生

も心配されています。地震災害以外でも、わが国は数々の自然災害により被

害を受けています。最近では、温暖化の影響が指摘されている気象変動によ

り、台風、集中豪雨、ゲリラ豪雨が多発しています。死者・行方不明者104人

を出した2011（平成23）年の台風12号をはじめ、毎年のように風水害の大き

な被害が続いています。その犠牲者の多くは65歳以上の高齢者でした。

気象庁は2013（平成25）年 8 月末に、数十年に一度しかないような大雨や

津波などが予測される場合、ただちに命を守る行動をとることを呼び掛ける

「特別警報」の運用を開始しましたが、翌月の台風18号で、京都府、滋賀県、

福井県に全国初の特別警報が発令されました。地震、津波、竜巻、台風、集

中豪雨など、いったん起こると手のつけられない自然災害のリスクは年々高

まっています。要援護者のみならず、誰もが災害のリスクを負っており、決

して他人事ではありません。ただし、台風や豪雨の場合、気象予報により時

間的な余裕がある場合が多く、高齢者や障害者などの災害時要援護者であっ

ても、早めの避難勧告や周りの人の手助けがあれば、安全に避難場所に身を

寄せることも可能です。したがって、要援護者やその家族にとって、いつ、

どこで起こるかを予測することが困難で、広範な地域を壊滅させる可能性の

第 1章 災害を「知る」
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図 1− 1 南海トラフ地震予測被害

出典：日本経済新聞 2012年 8 月29日付

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG25031_V20C12A8M13300/



高い「超巨大地震」に備えておくことは、その他の自然災害の対策にも有効

といえます。

2 近年の地震災害
･ ･･････

( 1 ) 阪神・淡路大震災

災害時要援護者の問題をはじめ、地震防災の課題をクローズアップさせた

のは、死者6,434人、全壊・半壊住居被害25万棟、避難者数（ピーク時）31万

人、被害総額10兆円などの甚大な被害を出した1995（平成 7 ）年 1月17日の

阪神・淡路大震災です。その震源は淡路島北部沖の海底16㎞で、Ｍ7.3の断層

直下型地震が兵庫県南部を襲いました。特に被害が大きかったのは震源に近

い神戸市各区で、1984（昭和59）年に制定された激甚災害法に基づく「激甚

災害（本激）」として指定されました。津波の被害はありませんでしたが、家

屋・建物の倒壊は広範囲で、火災による甚大な被害を出し、ライフラインの

寸断によって避難生活は困難を極め、都市部の地震に対する脆さをさらけ出

しました。

災害時に避難や支援の手が届きにくい「災害弱者」の問題も阪神・淡路大

震災で露呈しました。大混乱のなかでわれ先に避難所に逃げ込む被災者のう

ち、行動や状況理解の面でハンディをもつ高齢者や障害者は、遅れて避難所

に到着したため、廊下や入口付近にしか居場所が残されていませんでした。

飲食物の配給を受け取るにも長蛇の列に並ばなければならず、避難生活初期

のころは特に、多くの避難所で要援護者への配慮が欠けました。そのため、

体調を崩す要援護者が続出し、精神的ストレスや環境悪化による 2次被害と

して「震災関連死」の犠牲者が高齢者に集中しました。障害者も、障害特性

によるハンディに対して支援の手が十分に届かず、避難行動や避難所生活で

困難を強いられました。

自らの力で迅速に避難し、過酷な環境での被災生活を乗り越えることは要

介護の高齢者や障害者、およびその家族には限界があります。阪神・淡路大

震災のような大規模災害では、行政機関自体も被災し、ライフラインも使え

ない広範で甚大な被害の前には適確な公的支援は期待できません。図 1− 2

のように、瓦礫の下の被災者を救出・救護した者の割合は、「近所の人」が 6

割、次いで「家族」が 2割でした。救助隊に助けられた人はほんのわずかに

過ぎません。消防、警察、レスキュー隊、自衛隊など、公助としての救助活
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動は非常に重要ですが、被害が大きく広域な場合は対応できる範囲も人も限

られます。地震直後の対応で要援護者と家族を支えられるのは「遠い親戚よ

り、近くの他人」に他なりません。こんな当たり前のことを気づかせてくれ

たのが阪神・淡路大震災でした。また、体育館などの一般の避難所での生活

の困難さから、要援護者の避難生活場所として「福祉避難所」の必要性も指

摘されました。

( 2 ) 新潟県中越地震

阪神・淡路大震災後、要援護者の支援対策が順調に進んだわけではありま

せん。2004（平成16）年10月の新潟県中越地震（Ｍ6.8）では、10万人を超え

る避難者を出し、最大で603か所の避難所が設置されました。また、道路の分

断による孤立集落の問題、大きな余震が頻発するなかでの避難所開設の遅れ、

車中泊の避難生活による「エコノミー症候群」の発症などの問題が起こり、

その影響は高齢者を中心に広がりました。さらに避難所の生活環境が被災者

のストレスとなり、深刻な健康被害につながりました。

また、避難所の生活調査（図 1− 3 ）で示したように、避難所生活の問題

点や環境上の配慮・改善点が明らかになりました。特に自閉症や発達障害な

どの子どもを抱えた家族にとって、避難所の生活継続は困難でした。普段と

は異なる環境で落ち着かない子どもの障害特性を周りに理解されず、避難所

の被災者に非難され、避難所生活をあきらめて半壊の自宅に戻る家族や車中

泊を強いられる家族など、新たに障害児の避難所生活の課題を浮きぼりにし

第 1章 災害を「知る」
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図 1− 2 阪神・淡路大震災の救出・救護者

資料：静岡県『地震防災ガイドブック』地震対策資料 No.234-2008 2008年 p.15



ました。

中越地震では、被災地が豪雪地帯のために、雪の降る前の約 2 か月間で比

較的迅速に応急仮設住宅が開設され避難所から移行できました。

阪神・淡路大震災では、仮設住宅や復興住宅の入居を要援護者優先で進め

た結果、それまで暮らしていた居住地域を分断し、知らない土地の知らない

人同士との生活区へ移住することとなり、孤独死やアルコール依存症が続発

しました。この教訓を生かし、新潟県中越地震では、応急仮設住宅・復興住

宅の入居は、同じ集落住民がまとまって入居するよう配慮がなされました。

また、国内の災害ではじめて仮設住宅のなかに介護拠点（デイサービス、訪

問介護、訪問看護、配食サービス、生活相談等）が設置されました。しかし、

要援護者の避難生活支援としての福祉避難所の設置は、その後の2007（平成

19）年 3月の能登半島地震（ 1か所設置）と同年 7月の新潟県中越沖地震（地

震発生の翌日に 1か所設置、最大で 9か所設置、延べ2,335人利用）まであり

ませんでした。
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図 1− 3 避難所生活の問題点

資料：内閣府第 6 回地方都市等における地震防災対策のあり方に関する検討会資料 3『地震発生後の被災

者の生活環境対策（概要）』2011年 p.19



3 東日本大震災と災害時要援護者
･ ･･････

( 1 ) 介護施設入居者の支援課題

阪神・淡路大震災に端を発した災害時要援護者への支援対策の教訓は、そ

の後の地震や風水害に生かされたものもありますが、根本的にほとんど進ん

でいない状況でした。2011（平成23）年 3月11日の東日本大震災（Ｍ9.0）で

は、想定外の津波被害と原発事故により死者・行方不明者 2万人以上、全壊

家屋10万戸、避難者50万人・避難所2,500か所（ピーク時）など、戦後最大の

被害を出し、大規模災害時には要援護者の命を救うことや生活を守ることは

とても難しく、これまでの経験もほとんど生かされないという根本的な課題

を露呈させました。

最大で遡上高が40.5ｍ（宮古市重茂）という巨大な津波により、沿岸部は

壊滅的な状況になりました。そして要援護者が利用する社会福祉施設も例外

ではありませんでした。厚生労働省の調査4)から、岩手・宮城・福島の東北 3

県の被災施設数が875施設にのぼり、うち全壊した施設が59施設（児童福祉施

設27、老人福祉施設12、障害福祉施設20）という状況でした。押し寄せる巨

大津波から逃げ遅れたため、死者・行方不明者は職員を含め511人（福島県を

含まず）にのぼり、このうち約 9割の455人が老人福祉施設でした5)。これは、

介護施設の入居者の緊急避難に大きな課題があり、特に、沿岸部の施設は勿

論、夜間の職員の少ない時間帯にどう対処するのかが問われています。大規

模災害であれば、交通も遮断されるために職員の迅速な参集も期待できませ

ん。施設を高台に移転することが現実的に難しいのであれば、地域住民との

連携による対策を検討する必要があります。ただし、災害時にだけ手助けを

お願いするという特別な関係ではなく、平時から「施設の社会化」を積極的

に進め、地域住民と連携していく必要があります。東日本大震災では福祉避

難所に指定されていない施設が、押し寄せる地域住民を受け入れ、支援した

例がいくつも見られました。孤立・排除ではなく、内包的な「地域の支え合

い」が対策のカギになるはずです。

( 2 ) 障害者の支援課題

東日本大震災では障害者の「死亡率」の高さも注目されています。調査に

よって数字は異なりますが表 1− 1 で示したように、NHKの調査6)では岩

第 1章 災害を「知る」
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表 1− 1 障害者死亡率

県 市町村
障害者

（％）

全体

（％）

岩手県

宮古市 1.07 0.86

大船渡市 2.07 0.82

釜石市 2.17 2.22

大槌町 5.83 5.23

山田町 0.54 3.88

田野畑村 0.49 0.94

野田村 0.73 0.60

宮城県

石巻市 7.47 1.96

塩釜市 0.00 0.00

名取市 2.03 1.25

多賀城市 0.73 0.19

岩沼市 0.79 0.34

東松島町 5.00 2.23

亘理町 1.52 0.85

山元町 5.79 3.66

七ヶ浜町 0.68 0.29

女川町 13.88 7.01

南三陸町 8.24 3.82

福島県

いわき市 0.17 0.09

相馬市 0.89 1.15

南相馬市 0.39 0.89

�葉町 2.15 0.90

富岡町 2.44 0.77

大熊町 0.00 0.10

双葉町 0.27 0.42

浪江町 1.99 0.71

新地町 3.74 1.31

計 2.06 1.03

＊陸前高田市、仙台市、気仙沼市は障害者死亡率回答なし

出典：NHK「福祉ネットワーク」取材班「東日本大震災に

おける障害者の死亡率」『ノーマライゼーション・障

害者の福祉』2011年11月号 (公財)日本障害者リハ

ビリテーション協会 pp.62-63



手・宮城・福島県の障害者手帳所持者の死亡率2.06％に対し、障害者を含め

た全住民の死亡率1.03％と約 2倍でした。障害者の死亡率が非常に高いのは

女川町、南三陸町、石巻市であり、住民全体との比較では石巻市が 4倍近い

差があります。障害別では肢体不自由が 7割と最も多く、聴覚障害、視覚障

害、精神障害、知的障害が各 1割程度でした。

この障害者死亡率の高さは、肢体不自由など移動が困難な障害者はもちろ

ん、情報入手やその理解にハンディのある要援護者の安否確認や緊急避難な

どの支援課題をわれわれに突きつけています。家族だけで対応するには限界

があり、また、家族がそばにいない時間に被災するかもしれません。施設だ

けでなく、在宅の障害者や要介護高齢者に対しても、地域住民の支援が欠か

せないことが明らかです。

( 3 ) 震災関連死

津波や揺れで命が助かったからといって安心できません。東日本大震災で

は、避難所に非常に多くの住民が殺到しました。広域に甚大な被害があり、

ライフラインが寸断され、被災当初は飲食料や毛布など備蓄品は圧倒的に足

りませんでした。道路や橋が壊れ、ガソリン不足となり、物流が滞りました。

第 1章 災害を「知る」
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表 1− 2 震災関連死の原因別件数

原因
岩手県

宮城県
福島県

病院の機能停止による初期治療の遅れ 39 51

病院の機能停止（転院含む）による既往症の増悪 97 186

交通事情等による初期治療の遅れ 13 4

避難所等への移動中の肉体・精神的疲労 21 380

避難所等における生活の肉体・精神的疲労 205 433

地震・津波のストレスによる肉体・精神的負担 112 38

原発事故のストレスによる肉体・精神的負担 1 33

救助・救護活動等の激務 1

多量の塵灰の吸引

その他 110 105

不明 65 56

調査対象者人数 664 1,286

資料：復興庁『東日本大震災における震災関連死に関する報告』2012年 p.23



食料も医薬品も届かず、普段当たり前に使っている電気・ガス・水道も使え

ません。安定していた日ごろの生活の基盤がいっきに崩れ落ちるのが避難所

生活です。避難所生活は健康な人でも大変ですが、高齢者や障害者にとって

はさらに過酷な環境であり、時には命さえ奪いかねません。これまでの地震

等の災害でも課題として指摘され続けていましたが、避難所の生活環境はほ

とんど改善されていませんでした。震災から 2年経過した2013（平成25）年

3月末の時点で2,688人が「震災関連死」と認定され、その 9割が66歳以上の

高齢者です。復興庁の分析結果7)からも、要介護の高齢者などにとって避難

所までの移動（特に福島県の場合は原発事故対応が遅れ、何度も移転させら

れた）および避難所の生活が非常に過酷であることを示しています（表 1−

2 ）。避難所のバリアなどハード面の課題、環境衛生面での課題、人間関係や

ストレスなど精神的な面での課題が山積し、安全が確保されているはずの避

難所で抵抗力の弱い高齢者などが健康を悪化させてしまったり、命を落とし

てしまうことを東日本大震災でも繰り返しました。

( 4 ) 福祉避難所の課題

阪神・淡路大震災後に必要性が指摘された福祉避難所は機能したのでしょ

うか。その前提として福祉避難所の設置は、東日本大震災前に仙台市が福祉

施設との協定により積極的に進めている以外、その取り組み自体が遅れてい

ました。全国的にも震災前に事前指定した自治体は34％に過ぎませんでした

が、岩手県では14.7％、福島県では18.6％と、全国平均と比べても進んでい

ませんでした（宮城県は40％)8)。したがって、一般の避難所で生活すること

が難しい要介護の高齢者や障害者は、親戚・知人の家や被災を免れた福祉施

設などに身を寄せた人が少なくありません。厚生労働省の調査9)では、 1か

所以上福祉避難所を指定した市町村の割合は、東日本大震災直後の2011（平

成23）年 3月末で 4割でしたが、大震災から 1年半後の2012（平成24）年 9月

末でもおよそ半数の市町村が 1か所も事前指定ができずにいます。

都道府県別では、徳島、福岡、大分が100％であるのに対し、山形17.1％、

福島20.3％、青森25.0％と地域で大きな差が出ています。全国の指定施設数

は 1万1,254施設であり、その 8 割以上が社会福祉施設（高齢者施設55.2％、

障害者施設14.8％、児童福祉施設4.9％、その他社会福祉施設8.6％）が占め、

障害児の通う特別支援学校は102施設（0.9％）とわずかしか福祉避難所に指

定されていません。障害児が普段通う学校を災害時に福祉避難所とすれば、

本人や家族にとっても心強いですし、ハード・ソフト面で障害児の支援に適
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しているはずです。

日中、障害者や高齢者が通う通所施設も災害時に有効な支援拠点となりう

るはずですが、福祉避難所として考えられていません。それは比較的小規模

なものが多く、宿泊機能もなく、夜間は職員がいないことが要因と考えられ

ますが、職員が参集できれば小規模でも施設数が多いので、要援護者支援の

ひとつの大きな手段となり得るはずです。

一方、指定された福祉施設が、職員やその家族も被災するなかで、入居者・

利用者の生活を守りながら地域の要援護者の受け入れを両立することは非常

に困難であることが、東日本大震災で報告されています。残った介護職員の

負担が大きく、また、医療職に比べ介護職の被災地外からの応援派遣が進み

ませんでした。通所施設を活用するにしても、施設自体の被災、職員・家族

の被災、残った職員の負担、応援職員の招集、予測困難な一般住民の避難、

備蓄品の確保、施設利用者への影響など、福祉施設の福祉避難所としての課

題は山積しています。

( 5 ) 地域組織の課題

水門等の閉鎖、安否確認、避難誘導、救助活動などを献身的に行ったため

に、多くの消防団員や民生委員・児童委員が津波で亡くなりました。消防団

員は254人、民生委員は56人が津波で亡くなっています。消防団員に多くの

犠牲者が出た要因として、❶想像を超えた津波、❷津波の最前線（危険がひっ

迫した状況で、対応力を超えた任務）、❸情報の不足、❹地域住民の防災意識

の不足が指摘されています10)。自らの安全を確保しつつ、消防団に求められ

る活動をどう実践するのか、大きな課題が残りました。また、民生委員・児

童委員は、困難な避難生活を送る地域住民を支え、長期にわたる復興までの

生活を支援する役割が期待されていますが、自らの安全確保を最優先に、い

かに要援護者の安否確認や避難支援を行うのかが問われています。

全国民生委員児童委員連合会は、東日本大震災や豪雨災害で明らかになっ

た民生委員活動の課題を整理し、「民生委員・児童委員による災害時要援護者

支援活動に関する指針【第 1版】」を2013（平成25）年にまとめました。この

指針では、平時期、発災期、避難所設置期、仮設住宅移行後と 4期毎の民生

委員・児童委員や所属する民生委員児童委員協議会による活動の考え方と留

意点を示しています。
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4 災害と要援護者支援
･ ･･････

( 1 ) 災害時要援護者への対応

阪神・淡路大震災以降の地震災害とともに、日本各地を襲う風水害被害の

増加に、より災害時要援護者の支援対策の必要性が高まっています。特に、

2004（平成16）年は新潟県中越地震が発生し、犠牲者68人を出した年ですが、

集中豪雨や台風も続々と上陸した年であり、風水害被害による犠牲者も150

人以上出しました。

たとえば、 7月の新潟・福島豪雨と福井豪雨は急な増水により逃げ遅れる

など死者が20人にのぼりましたが、このうち、65歳以上の高齢者が85％（う

ち、75歳以上の後期高齢者は全体の55％)11)と高く、高齢者の避難行動の困

難さが指摘されました。さらに10個の台風が次々と日本列島に上陸し、多く

の犠牲者を出しましたが、その半数以上が高齢者でした。この事態に内閣府

では「災害時要援護者の避難対策に関する検討会」が立ち上がり、2005（平

成17）年 3月に「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」に検討結果をま

とめています（2006年 3月改訂）。

このガイドラインでは、災害時要援護者が定義化され、市町村に対し「災

害時要援護者支援班」の設置、要援護者情報の収集・共有化、要援護者の「避

難支援計画」の策定、「福祉避難所」の設置などを求めていますが、一部自治

体を除き、要援護者支援の各対策は全国的に遅れています。なお、個人情報

保護やその管理などの問題から要援護者の名簿作成についても進んでいませ

んが、東日本大震災発生後、岩手・宮城・福島県沿岸13自治体には名簿があっ

たにもかかわらず、12の自治体は個人情報保護などを理由に、支援組織等に

提供しませんでした。その教訓から、2013（平成25）年 6 月に災害対策基本

法が改正され、市町村に名簿の作成と関係者への情報提供が義務化されまし

た。さらに同年 8 月には、市町村に対する要援護者の緊急避難への取り組み

指針として、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」が示され

ました。

東日本大震災は、国の要援護者支援のガイドラインが市町村においては十

分取り組まれていなかったことが明らかになりました。静岡新聞の調査12)

によると、岩手・宮城・福島 3 県沿岸部の37自治体のうち、要援護者の個別

避難支援計画を策定していたのは24自治体でした。つまり、計画を策定して

いなかった自治体が 3割もあったのです。さらに、策定済みの自治体のうち、
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4割は計画が役立たなかったと回答しています。その理由は表 1− 3 のとお

りです。計画策定ありきではなく、いかに実践的・機能的なものを積み上げ

ていくのかが問われているのです。さらに単に行政主導で進めるのではな

く、要援護者・家族、地域住民組織（町内会・自治会・自主防災会、地区社

協、民生委員等）、保健福祉事業者・施設、地域包括支援センター、障害者団

体、ボランティア団体、ＮＰＯ、社会福祉協議会などが参画する地域の要援

護者支援ネットワークを構築し、平時から要援護者や家族を支える仕組みづ

くりを小地域で考えていくことが必要です。

住民の命や安全を守るために行政を中心とする迅速で効果的な対応が求め

られます。これまでの災害の教訓が生かされ、比較的小さな災害の場合は公

助がしっかりと機能しています。しかし、被害が甚大な巨大地震などの場合、

行政自体も被災するため通常のような支援は期待できないことが東日本大震

災で再確認されました。自らの備え、近所での助け合いなど、自助や共助が

発災直後やライフラインが復旧するまでの間は特に重要になります。まずは

津波や火災被害から迅速に安全な場所に避難しなければなりません。

( 2 ) 南海トラフ巨大地震に備えて

死者が最大で32万人にものぼると予想される南海トラフ巨大地震において

は、地震発生から 5分後に駿河湾沿岸部や紀伊半島では 5ｍを超える津波が

押し寄せ、20分後には静岡県や三重県で20ｍ以上の津波が押し寄せると予測

されています。数分から数十分の間に、要介護の高齢者や障害者などが自ら

の力だけで安全な場所に避難することはとても不可能です。また、誰かの助

けを借りて避難場所までたどり着いたとしても、自宅の損壊、電気・ガス・

水道などライフラインが使えない、余震が続く不安などの理由から、学校の

第 1章 災害を「知る」
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表 1− 3 要援護者避難支援計画の機能不全の理由

岩手県洋野町
津波到達までに時間がなく、避難誘導に用いることができなかっ

た。

宮城県多賀城市
（行政機関を含む）地域全体が被災したため、計画を役立てられ

なかった。

岩手県宮古市
（要援護者の）情報を一台の端末で管理していたが、庁舎の浸水

や停電で情報を取り出せなかった。

宮城県南三陸町
避難誘導には効果があったが、行政機関の被災で十分活用できな

かった。

資料：静岡新聞 2013年 5月23日



体育館などでの避難所生活が長期間続くことも考えなくてはなりません。

南海トラフ巨大地震の想定は、われわれに新たな防災対策の必要性を突き

つけています。これまで非常用の飲料や食料の備蓄は 3日分が必要とされて

きました。水が一人 1日 3リットルといわれていますので、 4人家族では12

リットルとなり、さらに非常食 3 日分を家族分用意するとなると水の確保だ

けでかなり大変です。防災対策が進んでいるとされる静岡県の県民意識調

査13)では、 3日分以上の飲料水を備蓄している家庭の割合は約 4割（平均

2.1日分）でした。飲料水を備蓄していないと答えた割合は 2割を下回りま

したが、その理由の 4割が「考えていない」です。非常持ち出し食料の備蓄

では、 3日分以上が 4割であるものの、用意していないが 2割もいます。水

や食料を家族の人数分を 3日分確保することすら難しいなかで、南海トラフ

巨大地震の最悪のシナリオでは、震度 6強以上の揺れに襲われる市区町村が

390にのぼり、それによって物流が滞ることで生き残るための飲食料が被災

地外から入ってくるのに 1週間はかかると想定しています。このため、国の

有識者会議は超広域にわたる被害の対応として、地域で自活するために必要

な家庭備蓄（食料・飲料水、乾電池、携帯電話・充電器、カセットコンロ、

簡易トイレ等）を 1週間分以上確保することを指摘しています14)。

最悪のシナリオの場合、東日本大震災がそうであったように、要援護者の

支援は後手に回らざるを得ないのでしょうか。津波最大34ｍ、浸水面積1,

015㎢、全壊・焼失建物238万棟、脱出困難者31万人、避難者数 1 日後700万人、

1週間後950万人、 1か月後880万人などの広域大被害の想定の前にできるこ

とは限られますが、最悪の事態を念頭に、自助、共助、公助の各システムで

今できることを着実に行い、それを積み重ねていくことしか解決策はありま

せん。それでも実際は地域の支え合いなどが十分に機能せず、要援護者が犠

牲になることも避けられないかもしれません。しかし、あきらめてしまって

は何も進みません。できることからはじめ、誰もがその立場や役割で求めら

れる行動を具体的に移すことが求められます。最悪のシナリオはあくまでも

千年に一度の東日本大震災を受けて想定されたもので、東海、東南海、南海

地震が連動する南海トラフ巨大地震も千年に一度あるかないかという予測に

過ぎません。過度に心配したり、対策をあきらめるのではなく、「冷静に正し

く恐れ、備える｣15)ことが重要です。

福祉施設の防災対策として、災害時を想定した訓練や教育を繰り返して職

員に対応力を身につけさせるといった受身の取り組みではなく、いかに個々

が問題意識を持ち、平時の活動にこそ主体的・積極的に取り組めるかが問わ

れてきます。自らの施設が被災した場合でも、個々が、そして組織として、
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応急対応から復旧・復興までのプロセスで力を発揮できるよう、職員全体で

現在の防災対応を再検討する必要があるはずです。

また、夜間の被災や被災時の職員負担の軽減、そして、利用者の避難や生

活支援などについて、地域住民の手を借りることが必要であるとしたら、そ

こで問われるのは、災害という非日常性の対策ではなく、平時の施設と地域

との関係性にほかなりません。また、地域住民からも災害時の福祉施設に対

する期待は大きいはずです。福祉避難所として指定されていなくても、家族

に要介護等の高齢者がいる家庭はもちろん、地域によっては一般の住民が押

し寄せる可能性もあるはずです。想定が難しい課題ですが、その対応を災害

が起こったときに考えるのではなく、施設の立地や周辺の避難施設の状況な

どを検討し、事前に考察しておく必要があります。地域・住民に対して福祉

施設は災害時に何ができ、逆に福祉施設に対して地域住民は何ができるのか。

いずれにせよ防災・減災は、普段の生活から切り離した特別なものに身構え

るという視点ではなく、われわれの日常生活の延長線上にある関わりや活動

の一部であるという考え方に基づきます。これが結果的に、福祉施設の有効

な防災対策に確実に結びつくはずです。

【註】

1 ) 鍵屋一『地域防災力強化宣言』ぎょうせい 2003年 p.7

2 ) 中央防災会議「防災対策推進検討会議」南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググ

ループ『南海トラフ巨大地震対策について（最終報告）』内閣府 2013年 p.5

3 ) 中央防災会議「防災対策推進検討会議」南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググ

ループ『南海トラフ巨大地震対策について（最終報告）―南海トラフ巨大地震で想

定される被害』内閣府 2013年 p.13

4 ) 厚生労働省：東日本大震災における被害状況（医療機関・社会福祉施設）参考資料

5

http: //www. mhlw. go. jp/stf/shingi/2r9852000001yxlj-att/2r9852000001yy9a. pdf

(2013年12月閲覧）

5 ) ちなみに、児童福祉施設は46人、障害福祉施設は10人であった。朝日新聞2011年 5

月28日付

6 ) NHK「福祉ネットワーク」取材班「東日本大震災における障害者の死亡率」『ノーマ

ライゼーション障害者の福祉』2011年11月号 (公財)日本障害者リハビリテーショ

ン協会 p.61

7 ) 震災関連死に関する検討会『東日本大震災における震災関連死に関する報告』2012

年 復興庁 p.23

8 ) 中川秀空「被災者生活支援に関する制度の現状と課題」『調査と情報』第712号

2011年 p.2

9 ) 厚生労働省：福祉避難所指定状況
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http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo7.html（2013年12月閲覧）

10) 消防庁：「東日本大震災を踏まえた大規模災害時における消防団活動のあり方等に

関する検討会」中間報告書の公表

http: //www. fdma. go. jp/neuter/topics/houdou/h24/2403/240309_1houdou/03_

houdoushiryou.pdf（2013年12月閲覧）

11) 田中淳「人は避難しないのか、避難できないのか」辻本哲郎編『豪雨・洪水災害の

減災に向けて』技報堂出版 2006年 p.67

12) 静岡新聞2013年 5月23日付

13) 静岡県危機管理部危機情報課『平成23年度 東海地震についての県民意識調査』

2012年 p.32、38

14) 前掲書 2 ）p.6

15) 前掲書 3 ）p.2
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震災時に巻き込まれる
５つの変化を｢学ぶ｣第2 章

第 1章では、国内における近年の災害と被災状況から、災害時における要

介護者の実態と支援体制の現状について理解を深めました。本章では、自然

災害のうち「震災」を取り上げ、実際に新潟県中越沖地震で被災した介護施

設の事例から、どのような変化に巻き込まれたのかを見ていきましょう。

介護施設は高齢者や障害者等「災害弱者」といわれる人たちが生活してい

るため、援助の手はいち早く、被災生活が手厚く守られているとイメージし

ている人は多いことでしょう。しかし、被災施設の実態は自力での生活を中

心にして、震災直後から平常時に至るプロセスのなかであらゆる変化に巻き

込まれます。本章で紹介する事例では、それらの過程を明らかにしています。

筆者らが行った新潟県中越沖地震の調査では、震災直後から平常時に至るプ

ロセスは、被害状況の大きさに関わらず、一定時間に共通する主要な変化が

存在していることがわかりました。その主要な変化は「通常通り」の施設の

役割維持と「震災時特有」の施設の役割変化という 2 つの機能を同時に併せ

もった「災害過程」です。

本章では、これら 2つの機能が震災直後から平常時に至る過程でどのよう

に刻まれているのか、その実態を紹介し、災害時に巻き込まれる主要な変化

とは何かを整理したいと思います。

1 事例の紹介
･ ･･････

( 1 ) 新潟県中越沖地震

この地震は、2007（平成19）年 7月16日午前10時13分ごろ、新潟県上中越

沖を震源として発生しました。震源の深さは約17㎞、地震規模はマグニ

チュード6.8でした。新潟県柏崎市、刈羽村、長岡市と長野県飯綱町で最大震
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度 6強を観測しています。住宅は、全壊1,324棟、半壊5,678棟、一部損壊 3

万5,239棟を数え、設置された避難所は、新潟県で最大116か所、避難者は 1

万2,483人にのぼります。国道 8 号線は長岡市内で土砂崩れによる路盤崩壊

や陥没のため通行止め。ライフラインは、電気が最大 3万5,344戸の停電、ガ

スは同 3万5,150戸が停止、上水道は同 6万1,532戸が断水しました。

( 2 ) 特別養護老人ホーム（施設Ａ）と施設設備の被害概要

ここで紹介する特別養護老人ホーム（以下、施設Ａ）は、2000（平成12）

年に社会福祉法人によって開設され、入所定員50名、同短期入所20名という

規模で、30名定員のデイサービスも運営しています。建物は、鉄筋コンクリー

ト造 2階建、床面積4,014.17㎡、 1階はデイサービスとして利用し、 2階は

入所・短期入所のフロアという構造になっています。入所者の居住空間は従

来型で、 4人部屋13室、 2人部屋 2室、個室14室が整備されています。

この震災により施設の屋外では、その外周で地面の亀裂や断裂、隆起が数

か所に現れました。特に正面玄関前は、高さ40㎝の隆起、幅20㎝程度の亀裂

が入り、敷設していたインターロッキングが全壊しています。このため、正
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写真 1：市内の道路

（液状化によるインターロッキング）

写真 2：市内の線路

（波状にゆがんでいる）

写真 3・ 4：地震によって破損した受水槽の配管



面からの車の進入が不可能となりました。一方、屋内では書類棚やロッカー、

食器棚等が倒れ、ガラスの破片が散乱しました。各部屋のドアはつり戸に

なっていることから、揺れで戸が外れて滑車が破損したり、交流室のつり下

げ式パーテーションが外れました。機械浴の浴槽のパネルも外れ、壁面にも

数か所で亀裂が生じています。また 2階への配管は、揺れで断裂し、天井か

ら水漏れが起きました。このようななか、防炎用のガラス垂壁は 1か所に亀

裂が入ったのみでした。

ライフラインの損害状況は、電気の場合、一時的な停電はあったものの、

基本的に通電状態にありました。ガス、水道は、全市でストップしていたた

め、施設もその影響下にありました。水は受水槽から建物に入る間に、地震

による亀裂が入り、供給不能となってしまいました。

2 巻き込まれる 5つの変化
･ ･･････

( 1 ) ｢設備・ライフラインの損傷」によって生じる通常業務の変化

「ライフライン」の維持は、震災時において一般的に着目される問題です。

施設Ａでは地震発生時、通常業務として入浴介助が行われ、職員はその準備

に追われていました。施設内には一般浴槽の他、寝浴、座浴等の特殊浴槽が

設置されています。これらすべての浴槽は地震発生の直前まで稼働した状態

にありましたが、地震発生とともに、ガス、水道がストップしました（全市

でストップ）。この問題に対し、施設Ａでは、幸いにも電気が通電した状態に

ありました。その他、施設Ａの給水システムは、受水槽30トンのタンクに一

度貯水し、そこからポンプで館内に送るしくみであったため、地震発生直後

も30トンの水がタンクに貯蔵されていました。さらには、停電時に発動する

自家発電システムの完備により、送水ポンプの稼働も可能な状態にあったこ

第 2章 震災時に巻き込まれる 5つの変化を「学ぶ」
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写真 5・ 6：施設Ａの受水槽（30トンの貯水も配管の破損で機能せず）



とは特筆すべき点です。このように震災時を想定した環境整備は重要です。

しかし、施設Ａでは結果的に別のトラブルによって給水に問題が生じました。

それは、受水槽と建物をつなぐパイプの亀裂による破損です。この影響で、

施設Ａは給水システムが活用できないトラブルに見舞われ、介護業務に大き

な影響が生じました。

ケース① ｢飲料水以外」の水

施設で活用する水の用途は、飲料用だけではなく、入浴や調理の他、汚物

処理等の環境整備に関わる給排水の双方にまでおよびます。つまり、水の確

保は生活面のあらゆる介護内容に直結する問題です。このような水の問題に

ついて、当時の経験を施設長は次のように語っています。

『意外に使うんですね。特に生活排水（排泄用）、いわゆる水洗トイレを

使います。水洗トイレは、私らもこんなに水使うのかと思いました。たと

えばおしっことか排便について、水洗トイレは洗面器 1杯の水では流れな

いんですよ。おしっこは薄くはなりますけれど、便は流れません。大体10

リッターからバケツ 1杯ぐらい。バケツ 1杯流さないと流れないんです。

それには驚きました。』（施設長）

ケース② ｢日頃のメンテナンス」の効果

このような事態に対し、幸いにも電気が通じていた施設Ａでは、震災直後

にも関わらず、施設を建築した関係業者への電話連絡が可能でした。これに

は日ごろから設備のメンテナンスに関わっていた施設長が当たり、結果的に

当日午後には業者の対応を受けることができました。さらに、この時点にお

いて、給水システムの問題に限らず、施設の設備関係業者すべて（電気設備、

建物、建築担当者）に対し、連絡調整が行われ、同日に招集がなされたとい

います。このような迅速な対応が可能となった背景には、幸いにも電気が通

じていたというだけではなく、日ごろからメンテナンスに関わっていた施設

長が設備の異常を早期発見できたことや、日ごろ連絡調整を密に行ってきた

設備関係業者との連携が、震災時も同様に発揮されたことにあるといえます。

こうした早期の対応によって、施設Ａでは翌日の朝に給水が復旧しています。

ケース③ ｢排水問題」が生み出す衛生面への影響

一方、当日介護業務に入っていた介護職員は、水の問題に対し次のような

事態に直面していました。先に紹介したとおり、施設Ａは地震発生の翌日に
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は給水システムが稼働しています。それにより給水することが可能となった

ものの、トイレの排水ができない事態にあったのです。また、いつ余震が発

生し、停止するかもしれない状況にあるなか、さらなる設備の故障も予想さ

れたため、入浴は危機管理の視点から、かけ湯および清拭で対応していたと

いいます。加えて、排泄については、ポータブルトイレを中心に排泄物をあ

る程度溜めながら処理する対策を取るほかなかったようです。このときの排

泄の問題について、当時介護に当たっていた職員は次のように振り返ってい

ます。

『排泄介助は、つい立てでちょっと隠しながらやっていましたけれども、

においはやっぱり出ますし、換気してもにおいは残ります。トイレの水が、

初めの 1日、 2日ぐらいですかね、その後は自衛隊が給水してくれました

ので、市内に水道は出なくても、ここの施設は水道が出るようになったん

ですけれども、トイレの水は流れませんので、ポータブルトイレを使用す

るために、居室を 1つつぶしてそこにポータブルトイレを 4つ並べて排泄

用の部屋にしたんです。仕切りのカーテンがついていますから、それを簡

易トイレみたいな感じでつくったんですけれども、においがすごかったで

す。』（相談員）

この職員の話は、施設における給排水の問題が、環境整備という視点にと

どまらず、入所者に生理的かつ心理的な圧迫を与えていたことも表していま

す。このとき、窓を全開にして換気を継続していたにも関わらず、施設内に

は強烈な悪臭が漂い、入所者の食事は進まなかったようです。また、排泄介

助を共有スペース近くの間仕切りで実施していた現状については、その後職

員から次のような補足がありました。

『今思えば、部屋は空いているわけですから、一人ひとりそれぞれの部

屋に行って排泄したほうが、介助的にもにおいの問題も大きくならなかっ

たと思います。そのときは思いおよばなかったですけどね。』（相談員）

これは、水の問題のみに限定されるものではなく、従来の排泄介助とは異

なる物品や場所を活用するという特殊な環境因子から、ある種の非効率な介

護内容が発生していることに対して、震災発生直後は介護職員自身もその違

和感を覚えにくい心理状況にあったことを示唆しています。

第 2章 震災時に巻き込まれる 5つの変化を「学ぶ」
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( 2 )「救援物資」が生み出す介護内容の変化

災害が発生すると、被災地には各種の救援物資が届けられます。そのひと

つは食糧であり、これは人が生命を維持していく上で欠くことのできないも

のです。一般的に、 3日分の食糧を保管の目安にしているという施設をよく

聞きます。施設Ａも同様に、 3日分の食糧を目途に確保していました。さら

に、地震発生の翌日には市の災害対策課を経由して食糧の供給もありました。

ところが、ここから予想していなかった問題に直面し、その対応に迫られる

のです。

ケース① ｢配給弁当が食べられない」という課題

施設長はこのときの食事の問題について次のように語っています。

『一番最初に来たのがコンビニで売っているおにぎり、海苔のおにぎり

で、シャケマヨネーズが180食来ましたけれども、それを加工しなければな

らないのですね。しかも中に具材が入っているからなかなか加工できない

ので、非常に使いにくいです。あとは、市外の弁当屋さんがお弁当をつくっ

てくれて、中にはおかずとご飯、主食と副食が別々になっているときもあ

りました。ただ、そのおかずは一般の方が食べるおかずですので、やはり、

それを加工しなければならないという手間がありました。おにぎりもゴマ

がついて、中に梅干とかシャケが入っている。結局、すべて全部高齢者に

適している食事ではないという感じですので、実際、 2日間でうちのほう

は供給を止めています。うちはもういりませんと。』（施設長）

つまり、特別養護老人ホームの利用者には、一般に供給される調理済みの

食べ物は、嚥下等の関係からそのまま口にできないという課題があります。

このため、施設で改めてそれを加工し直す必要があり、業務内容を変化せざ

るを得なかったのです。しかし、混乱した被災時、食事を加工する業務量の

変化・増加は、施設職員の手を大きく煩わせました。結果、施設Ａでは早期

に供給を打ち切り、施設で保管していた備蓄品と、これまでに関わりのあっ

た介護施設に食料品提供の依頼をし、その支援を中心にして食事を提供して

います。これは、施設間のネットワークづくりが非常時に大きな力になるこ

とも物語っているといえます。
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ケース② ｢仮設浴場では入浴できない」という課題

食事の問題が落ち着きはじめたころ、施設Ａでは、次に入浴の問題に直面

します。地震が発生したときは夏でした。よって入浴の必要も他の季節に比

べて高くなることがわかります。地震が発生した翌日夕方、自衛隊が施設の

隣の敷地に仮設の入浴テントを設営しました。自立度の高い入所者は、利用

時間を調整しながら、介護職員の介助の下で、この仮設浴場を利用しました。

しかし、仮設浴場の利用は要介護者に対応した設備ではないため、これを利

用できる入所者はごく一部にとどまります。そこで、施設Ａでは、自衛隊か

ら施設の浴室に 5トンの湯を供給してもらいました。しかし、このような支

援を受けることができたのは、「たまたま運よく、施設の隣に仮設入浴場があ

りましたから」と施設長は振り返ります。このため、仮設浴場の利用は 5日

で終了し、その後は施設での入浴を開始しました。ここで紹介した食事や入

浴に関わる支援の実態は、物資の供給により、業務量や介護内容が変化・増

加していることを表しています。いずれも想定外の内容であるとともに、物

資に応じて臨機応変な介護内容の変化が生み出されていることがわかりま

す。

( 3 )「緊急入所・避難施設」としての役割変化

被災した施設は入所者だけではなく、通所利用者の避難先をはじめ、緊急

避難場所としての役割も期待されます。通常業務と緊急避難先としての 2つ

の機能は極めて複雑な実践過程です。いずれもマニュアルに基づく計画的な

活動ではなく、「その時、その場」に応じた複雑かつ切迫した状況下での施設

長の判断を中心にしていたようです。

第 2章 震災時に巻き込まれる 5つの変化を「学ぶ」
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『現場は結構やることがいっぱいありましたので、それぞれがその持ち

場で片づけとか、利用者の介護支援をしていました。一部の介護職員は、

避難者の対応のほうに回らざるを得ませんでした。基本的に避難者の対応

は主任と相談員とで対応していましたが…。介護職員である程度オールマ

イティーに動ける人の場合、通常の現場から避難対応のほうに入っていく

と、どうしても現場に穴があいてしまいます。今度はそこに穴埋めに入る

職員を検討してみたいなかたちで、その都度穴を埋める状況で動いていま

した。』（施設長）

施設の人員配置は通常、緊急避難先を兼ねた想定で配置されていません。

ましてや、職員も被災した状況にあるなか、新たな機能を加えた施設のマン

パワーを維持・調整することは極めて厳しいものです。こうした状況下、施

設長は「地震が発生した時間帯も関連していたと思う。日勤帯ですから、ま

だ人が施設にいるという状態はラッキーだった」と振り返ります。しかしな

がら、先の見えない人員配置でのマンパワー調整は、その日の状況に応じた

試行錯誤のマネジメントであったといえます。

ケース① 災害が起きたときには「誰でも受け入れる」という考え

施設Ａは、震災直後から「緊急避難所」としての役割を同時に担うことに

なりました。地震の揺れによる被害は介護施設よりも一般の住宅のほうが大

きな損害を受けている場合が少なくありません。実際、施設Ａの近隣地域で

も避難を強いられた人々が多く、学校や公民館では生活が難しい要介護者の

受け入れを進めました。特に、これまで施設Ａの通所サービスを利用してい

た人のうち、避難せねばならなくなった居宅生活者が中心でした。このよう

に避難所としての役割を担うことになった施設Ａは、 1階のデイサービスの

フロアを当てることにしました。しかしながら、施設は「福祉避難所」とし

ての指定を受けてはいなかったといいます。正確には、災害発生後に指定を

受けることは可能であったものの（実際に行政からその依頼があった）、その

時点で施設内は避難してきた人々で溢れかえっており、それ以上の受け入れ

が困難な状況にありました。施設長は当時を振り返り、次のように語ってい

ます。

『災害が起きたときに、私らは基本的には誰でも受けるという考え方を

していました。緊急時に限らず、受けなかったら施設ではないですから。

16日のお昼のときに、施設の被害状況を確認した上で皆にその方針を伝え
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ました。これからじゃあ入ってくるぞという感じは、みんな認識としては

もっていました。ただ、どのくらい入ってくるかという予想はつかないで

すよ。』（施設長）

避難所であった期間中の避難者数は最も多いときで76名、延べ人数では

104名を数えます。このうち、91名は施設Ａを以前に利用したことのある人

でした。残る13名は、ほかのデイサービスセンターを利用していたものの、

施設Ａに変更したり、民生委員が自宅から連れて来た、あるいは避難所へ行っ

たものの、そこでの環境では難があったために探し回って辿り着いた人々で

した。

ケース② ｢受け入れ態勢」はどのように整うか

避難所としての受け入れ相談は、地震発生の当日午後から問い合わせが入

りはじめたそうです。とはいえ、施設が避難所を兼ねるか否かは、その施設

のある地域が受けた被害の状況にも大きく関連するといえます。実際、新潟

県中越沖地震の場合、柏崎市は大きな被害を受けたものの、それが顕著であっ

たのは施設Ａのある旧市街地でした。これに関連して、施設長は次のように

も話しています。

『施設の受け入れ態勢ってそれぞれ違うんですよ。私らの法人は 3つあ

るんですけれども、その 3つでもやっぱり違っていて、ニーズ的に依頼が

いかなかった施設もありました。ここ（施設Ａ）は中心街で、地震との関

係でいっても、特にこの旧市街地は多くの方が被災されました。ただ、私

らのほうでは受け入れ数に限界が生じてきました。そこで、うちと関連の

ある施設のほうにショートで入ってもらった方も結構います。そういった

調整をしつつもどんどん電話がかかってきていました。そのとき、法人の

ほかの施設に聞いたら、いや、まだうちは10人ぐらいしか来ていないとい

う話もありました。この格差は一体何なんだろうと思いましたよ。私の施

設はそのころ20件は既に来ていましたので。』（施設長）

この話からは、緊急避難先としての利用の偏りが発生していたことが推察

されます。また、施設が避難所として機能するためには、避難して来た人々

の寝具等物資の調達、並びにケアするスタッフ等人材確保も不可欠となりま

す。施設Ａの場合、寝具等の物品に関しては、関連する業者や取引のある業

者自らが気を利かせて連絡を取り、運び入れてくれたそうです。また、他県

の介護施設からの援助によって、介護に必要なあらゆる物資が整っていった
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といいます。このときの状況について、施設長は次のように語っています。

『人もそうです。支援物資もそうです。もう本当にありとあらゆるもの

を外から支援していただきました。あれだけの人（避難者）を受け入れる

のに当たって、ベッドから布団からすべて全部、それも全部事業者が声を

かけてくれたんです。そのときは、とにかく多くの人を受け入れられるよ

う何でもどんどん運べというようなお願いをしました。そのほか、人的に

も物質的にも非常に各方面から支援がありましたので、うちは一般的に言

われる市・行政・災害対策課の支援ではなくて、ほかの施設とか、関係業

者からの支援が中心でした。それから食品の取引しているところが補助食

品とか缶詰とかを持ってきてくださいました。』（施設長）

ケース③ デイサービス職員でも「夜勤」

一方、人材確保では、全国的な組織である21老福連、新潟県老人福祉施設

協会（県老施協）および看護師協会から派遣されるボランティアの支援を受

けていました。 1日当たりに送られる人数はおよそ 2名程度。とはいえ、派

遣されるボランティアはいずれもその現職にある専門職者であり、大きな戦

力になったといいます。このような人的資源の派遣は地震発生の 3日後には

実現し、泊まりこみで業務の支援に当たっています。

『うちの施設が加入している21老福連という団体があるんですね。これ

は全国区で100弱の施設が加入しているんですけれども、施設Ａに支援に

行かなければならないということで、全国的な展開のなかで支援を募って

調整をしてというのがありまして、実は 7 月の終わりから 8月いっぱいに

かけて支援に来てもらっています。これはもう遠くは九州の福岡から東北

は山形、それから東京、大阪、京都、いろいろなところからみんな来ても

らいまして、その方たちもここに大体 2泊 3日とか泊まりながら支援して

もらっています。』（施設長）

施設長は、さらに避難所に求められることは、スタッフの数ではなく、こ

の施設に精通すると同時に、現場全体を把握し、状況に応じてスタッフを指

揮できる人材と語ります。このため、ボランティアに頼れる業務範囲には限

度があり、どうしても施設Ａの職員が担当しなくてはなりません。よって被

災直後から平常時に至る期間には、一定数、とどまることなく職員の投入が

不可欠となります。現に施設Ａでは、地震発生の当日、職員の勤務割を組み

直し、デイサービス担当職員に、本来は課していない夜勤を命じています。
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『全員体制でやりました。デイサービスは16日から休館ということで閉

鎖していますので、デイサービスの職員を使いながら 2階の職員を応援と

いうかたちで対応しました。実際に大変だったのがデイサービスの相談員

です。具体的にいうとすれば、デイサービスの構成は正職員が 4人なんで

す。それが相談員なんです。そのほかはいわゆる介護と看護師は全部準

職・臨時職員、ないしパート職員なんですね。契約のなかにはその職員に

は夜勤をさせないことになっております。そこで 4人の正職員で夜勤を賄

うというかたちを指示したんです。特に16日の職員は日勤からそのまま夜

勤に入り、翌日までいました。夜勤明けで帰って、次の日また夜勤で入る

というかたちで指示しました。』（施設長）

このことについて、相談員は当時の様子を次のように振り返っています。

『 2週間ぐらいですか、ボランティアさんにも夜勤に入っていただいた

りもしました。ふだんはデイサービスですから夜勤はないんですけれど

も、 2週間ぐらいはずっと夜勤をやりましたね。ベッドがないので会議室

にベッドを並べて。あのときはデイサービスの風景が一気に変わっていき

ましたよ。利用者さんは自立されている方が多いのですが、家のことや、

これからのことを心配したりで、緊迫した様子でした。あのときの一番

ハードな勤務は、デイサービスの相談員でしたね。』（相談員）

災害の発生により、その直後から施設には「緊急避難先」という新たな役

割が課されます。これは福祉施設である以上避けられない役割ですが、特に

初期における避難先としての期待は大きいことが読み取れます。施設Ａがこ

のような緊急避難先としての機能を発揮できたのは、人的・物的要件が整っ

たことが最大の要因であり、ここには施設間、関連業者とのネットワークが

重要であったことがわかります。しかし、これらの要件が確保された後も、

デイサービスの相談員がそうであったように、一時的に職員に大きな負担が

生じることを見逃してはなりません。その負担をどう軽減させるか、先の見

えない勤務管理は大きな課題であるといえるでしょう。

( 4 ) 震災直後から平常時に向かう過程での「ネットワーク形成」

施設Ａは、緊急避難先（以下、避難所）を兼ねた役割の変化によって、地

震発生直後からおよそ 1週間、職員はフル稼働で業務に当たりました。しか

し、ボランティア等応援スタッフの確保後、職員の勤務形態は一部職員を除
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き、できるだけ通常に近いかたちに戻すことを意識したと施設長は語ってい

ます。

『応援スタッフ、ボランティアの見通しが立ったころ、職員の休みも確

保しながらやりました。必ず休みも入れるかたちでやりました。まず休み

を入れないととても回らないです。』（施設長）

この発言は、避難所対応が加わった際のマネジメントについて、職員の勤

務割を再編成する上で管理者として最も留意したことを質問したときのもの

です。短い発言ではあるものの、非常時であっても職員に通常どおりの休日

を付与したことを強調した発言です。つまり、非常時においても一定の介護

の質を保証するためには、最低限、職員の休日を確保することが不可欠であ

ることを物語っています。

ところで、避難者の数はピーク時76名を数えましたが、余震も収まり、そ

れぞれの自宅の片付け等が進むにつれ、施設Ａを後にする人が出はじめてき

ました。自宅での生活を再開する高齢者が現れはじめることは、施設にとっ

ては閉鎖していたデイサービス開始の必要に迫られることを意味していま

す。現に、施設Ａでは、地震発生から 2週間後の 8 月 1 日、デイサービスを

再開しました。このとき、まだデイサービスのフロアには避難生活をしてい

た人々がいたため、それらの人々は 2階の入所フロアへ移動したといいます。

このころの応援スタッフの確保について施設長は次のように振り返ります。

『私らのほうで老施協に応援の派遣をお願いしたのは 8月10日（発災か

ら25日）までだったんですが、その後も落ち着かず、結局 8月31日まで続

きました。看護協会は 8月 5日（発災から20日）まで入っていただいてい

ました。』（施設長）

このように、デイサービスの再開は避難所の終了を意味するものではなく、

被災者の生活に応じた機能変化と捉えることができます。一方で、これに当

たる応援スタッフの要請を引き続き行うことも生命線であり、新たな機能変

化にも迅速に対応する努力を重ねていました。しかし、避難者の数が減少し

ていくなかで、施設としては応援スタッフの数も検討する必要があるのでは

ないかと感じるようになったそうです。つまり、ボランティアの受け入れを

制限し、通常の人員配置に戻したいとの気持ちです。このことについて、次

の施設長の発言は平常時に向かう復旧過程でのもうひとつの変化を物語って

います。
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( 5 ) 通常業務に戻った後の「マンパワーの温度差」

施設Ａでは、施設長を含め、職員は地震発生から 1か月半が経過した 9月

に入ったころを契機に、「施設が通常時に戻った」と捉えていたようです。デ

イサービスの再開や、ボランティア・応援スタッフが去り、従来の施設の職

員のみで介護をはじめたことは、通常業務に戻りつつあることを職員自身が

実感する契機でした。しかし、このときの職員の安堵感は、別の心の動きを

生み出しているようにも見えたといいます。このときの状況について、施設

長は次のように振り返っています。

『全体が普通の状況に戻ってきたなかで、支援する方がいっぱい来て、

いっぱい対応してくると、最後のほうには職員に対してちょっと心配があ

るんですね。人数が多くなる… いわゆるケアの人数が多くなってくる

と、本来の業務に戻ったときに落差があるから、職員がちょっと…、やっ

ぱりいっぱいいればいっぱいいただけのそのケアができるけれども、ゆく

ゆくはできなくなってくるんです。職員（応援スタッフ）がいなくなった

ときに、それだけのケアが保てるかというと、ちょっと危険性もあります。

そういう部分も見越して対応しなくてはならないのも正直なところです。』

（施設長）

ここには、ケアに当たるスタッフが多ければ、それだけ手厚いケアが可能

となる一方で、応援スタッフは遅かれ早かれ、いずれはいなくなることを考

えると、その人数でのケアが当たり前にならないうちに本来の数にしなくて

は平常時の介護の質に影響するとの判断が働いています。次の施設長の発言

は、平常時に向かう時点で職員の安堵感とともに緊張感が取れて、たまって

いた疲労が一気に出るというような、大きな疲労感を体感しやすいことを表

しています。

『ただ、そのころになると職員の疲れが出てきて、故障者が出てきてい

ました。避難者が戻って、通常へ戻っていくことによって、今度は職員の

疲れが少しずついろいろなところに出てくるんです。そこでやめたりした

職員もいましたし、事故でちょっと休む職員がいたりとか。そうすると、

そのしわ寄せで、さらに職員の疲労がたまる。私らのところはそれでも新

人さんが少しは入りましたので、正職員と臨時職員をひとりという夜勤が

できる、何とか確保しましょうという、そんなかたちで何とか回りました

から。とりあえず何とかなってはいたんですけれども。』（施設長）

第 2章 震災時に巻き込まれる 5つの変化を「学ぶ」
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以上、介護業務を無理なく平常時に戻していくためには、それを見越した

マンパワーの確保・調整と配置を計画的に行っていくことが求められるとい

えます。

3 施設Ａが受けた 5つの変化と構成要素
･ ･･････

本章では、新潟県中越沖地震で被災した特別養護老人ホームの施設Ａを事

例に、地震発生直後から平常時に至るまでの期間、提供された介護内容を明

らかにし、施設が巻き込まれた変化を見てきました。

その結果、震災直後から平常時に至るプロセスは「通常通り」の施設の役

割維持と「震災時特有」の施設の役割変化の機能を合わせもち、施設職員は

これら 2つの機能を 1つの施設で同時に担う実態にあることが明らかになり

ました。施設Ａが震災で巻き込まれた変化は次の 5つにまとめられます。

変化 1：設備・ライフラインの代替品が支える通常業務

要 素：施設内の備蓄・機材による対応、マンパワーによる代替、業者による支援、

行政・自衛隊による支援、施設近辺で発見した資源

変化 2：救援物資によって混乱する介護業務と介護内容

要 素：近隣施設によるフォロー、現場職員による工夫、救援物資を使用しない判断

変化 3：緊急入所・避難施設としての役割変化

要 素：空きスペースを活用した緊急ショート、施設利用者以外の避難場所としての

施設開放

変化 4：震災直後から平常時に向かう過程でのネットワーク形成

要 素：法人内での工夫、近隣施設との連携、行政・職能団体等による支援・連携

変化 5：通常業務に戻った後のマンパワーの温度差

要 素：達成感と燃え尽き感、緊急時対応の延長線上にある通常業務
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災害過程アセスメントで｢備える」第3 章
5つの災害ケースメソッド

1 災害過程アセスメントのワークについて
･ ･･････

第 1章では、国内における近年の災害とその被災状況、災害時の要介護者

の実態と支援体制の課題について理解し、続く第 2章では、自然災害のうち

「震災」を取り上げ、実際に被災した介護施設の事例をもとに「震災時に巻

き込まれる 5つの変化」を整理しました。介護業務は通常ライフラインが機

能していることが前提で展開されていますが、災害によってライフラインを

含む設備が損害を受けると介護業務は大きく変化します。さらに、ひとたび

災害が起こると施設に避難所的な機能が求められ、様々な役割も期待されま

す。こうしたなか、災害ボランティアをはじめとする専門職団体とのネット

ワーク、マンパワー調整は被災直後から復旧に至る「災害過程」において極

めて重要な視点です。

本章では、これら主要の変化に備えるべく、 5つの災害ケースメソッドか

ら災害過程に対応すべき内容と、それらを実践するために備えるべき「物品・

業務・研修内容」等を実際にアセスメントしていきましょう。具体的には、

「災害介護アセスメントシート」を用いて、ライフラインの損害によっても

たらされる介護内容の変化に関する 3つのワークと、災害過程におけるネッ

トワーク、マンパワー調整に求められる 2つのワークを行います。

災害過程とは、「被害状況」とその状況下で求められる「介護内容」の 2つ

の関係性をもって展開されるものです。そのため「被害状況」を想定した上

でアセスメントしていくことが不可欠です。ここでは、第 2章で取り上げた

新潟県中越沖地震で被災した特別養護老人ホーム（施設Ａ）と、ライフライ

ンの完全復旧までに288時間を要した身体障害者入所施設（施設Ｂ）の被害状

況と災害過程を題材にアセスメントのワークを行います。この 2施設が災害

時に巻き込まれた変化を課題（被害状況の想定）に、もし、あなたの勤務す
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る施設で同様の事態に巻き込まれたら、何をどのように取り組むべきか、そ

の課題と対策を明らかにしていきます。

2 ケースメソッド 1
･ ･･････

ライフラインの断絶と介護業務「水が足りない！」

( 1 ) 水の備蓄への対応

新潟県中越沖地震の特徴には、集落箇所で孤立した被災状態が続いたこと、

度重なる余震によって、ライフラインの復旧が難航したことがあげられます。

施設Ｂの調査では、第 2章で紹介した施設Ａ同様に「水の問題」が極めて切

実でありました。調査開始時、施設職員からは被災時での困りごとについて

「飲み水、洗濯、トイレを流す水の確保」と、いかに「水の確保」が困難で

あったかが強調されました。さらに、施設入所者からも「断水中は風呂だけ

じゃなく、歯磨きや洗面もろくにできていない…」という話も聞かれ、水の

確保の問題が生活上いかに切実であったかを明らかにしています。実際に施

設Ｂが受けた断水期間はおよそ 4 日間。この間、生活行為に要する水の確保

の困難さは、介護内容を維持する上で極めて重大な問題であったようです。

それでは、まず最初に、断水被害とそれによって変化する介護内容について

アセスメントすることからはじめてみましょう。

当時、施設Ｂの現場で指揮をとっていた介護職員の説明によれば、飲料水

の備蓄はペットボトルで数日分。これとは別に、トイレの排水用も準備して

はあったようですが、 1日ももたなかったといいます。第 2章で紹介した事

例でも、水の問題は飲料水の確保だけでなく、「排泄を処理する水の確保」に

大きな課題があったことを紹介しました。施設Ｂもまったく同様の課題に直

面しているといえます。このようななか、施設Ｂは、排泄処理用の水を確保

するために、施設近隣の「湧水」を代用したそうです。このときの様子につ

いて、介護職員は次のように説明しています。

『飲み水を含めて、はじめは近くの湧き水を汲みに行ったんですよ。湧

き水が山の中腹にあるんですけど。ですが、あの水を持ってきたら、施設

の栄養士に、こっぴどく怒られましてね。「ちゃんと検査もしないで、こん

な水を皆さんに与えられちゃ困ります」なんていわれちゃって。それで「す

みません」と謝罪して飲み水に関してはコンビニへ買いに行ったんです。

でも、買いに行っても、水はないんです…』（介護職員）
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このほか、水の問題は洗濯水も想定されますが、施設Ｂにおいては近隣に

稼働していたコインランドリーを発見し、そこを利用して洗濯を続けること

ができたようです。このように、ここでの断水被害は、施設の「備蓄」や「施

設内の作業」ではなく、すべて「施設外」での偶然ともいえる物品の確保や

作業を中心に行われていたのです。

第 3章 災害過程アセスメントで「備える」 5つの災害ケースメソッド
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災害過程アセスメント 1：施設で用意されている水の備蓄とその用途を整理

しよう

① 施設の給水システムはどのようなしくみですか？

③ 災害時、備蓄された水の用途は何を想定していますか？

② 水はどこに、どの程度備蓄されていますか？
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( 2 ) 生活排水への対応

施設で活用する水の用途は、飲料用だけではなく「入浴」や「調理」の他、

「汚物処理」等の環境整備にも関わります。つまり、水の確保は生活面のあ

らゆる介護内容に直結する問題と理解できます。このような水の問題につい

て、施設Ａの施設長は次のように語っています。

『意外に使うんですね。特に生活排水（排泄用）、いわゆる水洗トイレを

使います。水洗トイレ、私らもこんなに水使うのかと思いましたが、たと

えばおしっことか排便について、水洗トイレは洗面器 1杯の水では流れな

いんですよ。おしっこは薄くはなりますけれども、便は流れません。大体

10リッターからバケツ 1杯ぐらい。バケツ 1杯流さないと流れないんです

よ。それには驚きました。』（施設長）

水の問題は飲料用だけでなく、排水の用途として実に多くの水が必要であ

ることがわかります。また、幸いにも電気が通じていた施設Ａでは、震災直

後にも関わらず、施設を建築した関係業者への電話連絡が可能であったため、

結果的に当日午後には業者の対応を受けています。さらに、この時点におい

て給水システムの問題に限らず、施設のあらゆる設備関係の業者すべて（電

気設備、建物、建築担当者）に連絡し、迅速な調整が行われていたといいま

す。このような迅速な対応が可能となった背景には、幸いにも電気が通じて

いただけではなく、日ごろから設備の「メンテナンス」に関わっていた施設

長による設備異常の早期発見や関連業者連絡調整を密に行ってきたことによ

る設備関係業者との連携が、震災時も同様に発揮されたといえます。こうし

た早期の対応によって、第 2章で紹介した施設Ａでは翌日の朝には給排水の

復旧に成功しています。

いずれにせよ水の問題は、飲み水の確保よりも、「排水」の確保に課題が大

きいと考えたほうがよいようです。排水上の問題を考えれば、トイレの使用

を中止し、ポータブルトイレを活用するなど、排泄物を一定量溜めながら処

理するという方法も考えられます。しかし、このような対策は要介護者の状

態によっては難しい面があると施設Ｂの職員は語ります。

『利用者さんのほとんどはポータブルトイレを日ごろから活用している

わけではないので、ポータブルトイレは使えない（介護もしにくい）とい

うか…介護方法（移乗、座位を含め）を考えたとき、トイレを使わざるを

得ない状況でした。』（介護職員）

第 3章 災害過程アセスメントで「備える」 5つの災害ケースメソッド
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施設Ｂでは、日ごろポータブルトイレを使用していない身体障害者の場合、

別の環境で排泄行為をすることは、特に身体的な問題（異なる動線）が大き

く、介護実践上も難しい面が強く現れたようです。また、ポータブルトイレ

での介助を経験がない介護職員の場合、この問題は入所者、介護職員双方に

とって負担を増す実践となります。その結果、施設Ｂでは、既存トイレの活

用を継続することが優先され、そこで必要となる排水を給水作業によって支

えることにしました。この給水作業は、地震発生後の断水被害から復旧まで

の期間、途絶えることなく何度も何度も繰り返されました。

施設Ｂの職員の話は、施設における給排水の問題が、環境整備という視点

にとどまらず、入所者に生理的かつ心理的な圧迫を与えていたことを物語っ

ています。

一方、施設Ａでは、ポータブルトイレを使用し、窓を全開にして換気を継

続していたにも関わらず、施設内には強烈な悪臭が漂い、入所者の食事は進

まなかったといいます。また、排泄介助を共有スペース近くの間仕切りで実

施していた現状にあったことを振り返り、次のように語っています。

『一人一人、部屋自体はあいているわけですから、一人一人お部屋に連

れて行って、ポータブルトイレを個別に活用するという方法もありました

ね。当時は、このところまでは思い及ばなかったですけど。』（相談員）

この話は水の問題のみに限定されるものではなく、従来の排泄介助とは異

なる物品や場所を活用するという特殊な環境因子から、ある種の非効率な介

護内容が発生しているとともに、震災発生直後は職員自身もその違和感を覚

えにくい心理状況にあったことを表しています。この点からも、災害時の排

泄介助をどのように行うかを訓練しておくことは、極めて重要な視点である

といえるでしょう。
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災害過程アセスメント 2：水が流れないトイレ、排泄介護どうしますか？

水が流れない場合の対応策

その他 名

介助方法・衛生管理方法

ベッド上おむつ交換者 名

介助方法・衛生管理方法

ポータブル使用者 名

介助方法・衛生管理方法

トイレ使用者 名

第 3章 災害過程アセスメントで「備える」 5つの災害ケースメソッド
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( 3 ) 入浴への対応

飲み水、排水という「水の確保」は、さらなる問題を引き起こします。そ

れは入浴・清拭の問題です。この問題ばかりは、水を確保するだけでは解決

に至りません。そこで施設Ｂは、近隣で入浴可能な介護施設と連携し対応す

ることにしたそうです。このときの状況について、介護職員は次のように

語っています。

『入浴は、同じ法人の施設Ｃ、施設Ｄという仲間の施設が柏崎にあるの

で、そこの施設が協力してくれました。私どもが少し落ち着いたころにＣ

とＤの施設の人がマイクロバスで迎えに来てくれて、柏崎までお風呂を借

りに行きました。ここからは40分ぐらいかかるかな。午前中 1班、午後か

ら 2班というかたちでお風呂を借りに行ったんです。

それで、今度は向こう（施設Ｃ、Ｄ）が、柏崎沖地震（新潟県中越沖地

震）で駄目になりましたので、次はうちの施設が協力しました。私はマイ

クロバスの免許があるので、施設ＣやＤに迎えに行ったりもしましたし、

向こうのマイクロバスも来ますので、 2、 3 台ぐらいで連れてきました。

ここでお風呂に入っていただいて、また帰ってもらう。持ちつ持たれつで、

お風呂に関してはよかったんです。（中略）それでも、今日は風呂がないよ

といって、お湯を沸かして水を使わないシャンプーで済ませることがほと

んどでした……』（介護職員）

このように入浴の問題は「断水」という被害だけでなく、ボイラーの問題

が解決されなければ解消されません。そのため、入浴の問題は他の介護業務

に比べ、極めて長期にわたったようです。当時、自衛隊による入浴場提供（仮

設入浴場の設置）もあったようですが、第 2章で紹介した施設Ａ同様に、車

椅子を利用している入所者には到底利用できません。そのため、施設間連携

による入浴対応と清拭が唯一の手段であったのです。施設Ｂの場合、男女そ

れぞれの浴室にプロパンガスの湯沸かし機が 1台設備されていたことが幸い

し、しばらくはこれで湯を確保し「清拭」を続けることができました。しか

しながら、入浴の支援が困難な状態にあっては、清潔保持の介護は極めて厳

しい状況にあったようです。このときの様子を、施設入所者は次のように振

り返っています。

『10日ぐらいたっても、まだガスが復旧しないもんだから、近隣の特別

養護老人ホームのお風呂を借りました。順番に。いっぺんには行けないか
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らね。何班かに分けて行きました。

そのとき、神奈川からボランティアというか、市役所の職員がお手伝い

に来て、私なんか、着替えをしていただきましたよ。うちの職員が洗って

くれて、脱衣所に行ったら、その神奈川から来た福祉の職員の人に着替え

させてもらいました。（中略）

水がなかったときというのは、もう顔も洗えません。歯磨きもしなかっ

たです。水道が出るまで。もうまったく。長く感じたよ。風呂に入れね

えっていうのがやっぱり長いなと思った』（入所者）

近隣施設での入浴は、ボランティアの支援によって実現されたことがわか

ります。しかしながら、ガス復旧までの12日間、入浴が実現されたのは 1日

しかありません。同時に、ガスが復旧していない期間は、お湯を沸かすこと

さえも難しく、清拭も毎日の実施が難しい状況にあったことは軽視できない

問題です。

第 3章 災害過程アセスメントで「備える」 5つの災害ケースメソッド
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災害過程アセスメント 3：ライフラインが途絶えた際の入浴介護どうします

か？

ライフラインが途絶えた場合の対応策

その他 名

使用方法・回数等

寝浴使用者 名

使用方法・回数等

座浴使用者 名

使用方法・回数等

一般浴槽使用者 名
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3 ケースメソッド 2
･ ･･････

救援物資によって混乱する介護業務と介護内容

「配給弁当が食べられない！」

第 2章で紹介した施設Ａの事例では、配給された弁当が要介護者には提供

できず、さらに加工の難しさから配給そのものを断ったエピソードを紹介し

ました。施設Ｂも、まさに施設Ａ同様の事態に見舞われ、備蓄品でしのごう

とあらゆる工夫を重ねました。

そもそも施設Ｂのガスは都市ガスであるため、自施設の被害状況にかかわ

らず震災によって停止しています。地震発生からの復旧は、電気が 3日後、

水道が 4日後に対し、ガスは実に12日間かかりました。ガスの供給停止は、

何よりも調理に影響し、地震発生の翌日から厨房の機能に大きな影響を与え

ました。このため、厨房での食事の準備は中断するほかなく、施設は、屋外

でカセットコンロを使ったり、木を燃やして火を起こし煮炊きするという活

動を試みます。

『火は、カセットコンロと、あと私はその場面を少ししか見ていないの

ですけれども、当然、なかで火が炊けないでしょう。昔だったら梱包した

板とか、要するに工作機械とか何かを運ぶときに、木で梱包するでしょう。

細い木というか。あんな感じのものを、結局農業をやっていたので、山に

行けばあるわけです。要するに外でバーベキューをやるのと同じ感覚じゃ

ないですかね。それで、一食、中華スープをつくったという話です。ある

ものをみんなぶち込みました。結局、冷蔵庫に入れたって、電気が来ない

んだから、腐るわけじゃないですか。』（介護職員）

このように、地震発生翌日の昼食は屋外でありあわせのものを入れて煮込

んだものです。とはいえ、備蓄に限界がある状況では行政から支給された食

べ物をいただくほかなく、利用者が口にできるものを選んで提供していたよ

うです。

『パンがあるでしょう。そうすると、火が使えるようになると、パンを

牛乳に入れて、かゆのようにして、それを提供しました。利用者さんだっ

て、いくら細かくしても、食えないものは食えないですわ。今やれる範囲

でやれることというのを、栄養士さんと相談して、この手があるかなあと

考えながら。』（介護職員）

このように、制限された状況下でできる工夫を重ね乗り切っていたことが

第 3章 災害過程アセスメントで「備える」 5つの災害ケースメソッド
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うかがえます。そうしたなかで利用者からは、次のような発言もあったそう

です。

『同じものを 1日か 2日食べれば、「また、これだか。普通のものを食べ

させてくれんがや」という声はたくさん出ました。』（介護職員）

この種の発言は一見、不満とも受け取れますが、必ずしもそうとはいえな

いところもあるようです。介護職員はこのときの様子について、次のように

言葉を加えています。

『とにかくもうこれしかないんだからという話しかしていないです。利

用者さんがおっしゃるのは、通常の状態に早く戻らないかなということな

んだと思います。これね、苦情じゃないと思うんですよ。叫びというか、

あるじゃないですか。私が思うに、やっぱり言わずにはいられないという

か、言いたい、聞いてよという話なんだと思います。』（介護職員）

この話は、入所者の声を傾聴、受容する姿勢、役割が極めて重要な支援で

あることを物語っています。しかしながら、提供できるものに制限があるな

か、入所者の要望を受け続ける職員の心理面も大変過酷なものであったよう

です。

また、食事に関しては、このほか胃瘻や経管栄養などの問題も想定されま

す。しかし、幸いそれらの食品は、施設内の備蓄量が豊富な場合が多く、施

設Ｂにおいても問題は発生しなかったそうです。入所者の食事の備蓄が問題

視されるなか、施設Ｂで唯一大量に備蓄されていた（備蓄可能であった）も

のともいえます。

ところで被災時、ガスの供給停止に対しては、一般的にどの施設でもカセッ

トコンロ等の対応策を考え、それらを複数準備をしていることが推察されま

す。施設Ｂにおいても、カセットコンロを複数台用意していました。しかし、

このカセットコンロはこのような状況での調理には適さないようです。

『カセットコンロを 5、 6台用意しておったんですが、そんなのは無意

味だったね。これだけ人数が多いなかで、カセットコンロが10台や20台

あっても、無意味です。それで、地震があった後、私どもは、こういう普

通のコンロにプロパンを入れて、煮炊きできるものを 2台買ったのかな。

それを準備しました。あんなの（カセットコンロ）は風で飛ぶし、煮炊き

するほどはできないし。』（介護職員）
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この話からは、予めとった対策が不十分であったことを表しています。カ

セットコンロも屋内で使用していたならば状況は変わっていたかもしれませ

ん。しかし、大人数の調理には適していないことは明らかです。
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写真 3：煮焚きした屋外 写真 4：プロパンガス等､2010年現在の備蓄

※被災時に使用したカセットコンロは火力が弱く使用できなかったという課題から、現在はプロ

パンガスを備蓄している。



災害過程アセスメント 4：要介護者の食事対策、どのように考えていますか？

常食者 名

柔飯・菜、刻み食者 名

ミキサー、ペースト食者 名

その他 名

被災時の対応策
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4 ケースメソッド 3
･ ･･････

施設の機能維持と緊急避難所としての役割変化

災害時はライフラインの損害によって、介護内容が大きく変化し、通常業

務を維持するためにはあらゆる変化に対応していかなくてはなりません。さ

らに災害時は、こうした変化に加え、避難所としての新たな役割が期待され

ます。そこで次に、施設の機能維持と緊急避難所としての 2つの機能をどの

ようにして担うことが可能か、施設Ａの取り組みから考えていきましょう。

施設Ａでは、緊急ショートステイを中心に被災直後から緊急避難所的な役

割を担っています。このときの状況について、相談員は次のように語ってい

ます。

『やっぱり、緊急ショートステイとかの受け入れは、情報がほとんどな

い方を受け入れていく現実がありました。既往歴もわからないし、ＡＤＬ

もわからない方を受け入れていく状況です。通常の受け入れでは、事前に

情報があって、アセスメントして受け入れるのが基本です。けれども、そ

んなことはいっていられないので、その場その場で対応していったのが現

実なんですよ。』（相談員）

このような利用者の情報がないなかで、緊急ショートステイの受け入れを

開始できた背景には、どのような経過があったのでしょうか。次に居宅ケア

マネジャー 2名の発言から、ショートステイ利用につなげるまでの経緯とそ

こでの課題について検討しましょう。

『パソコンは地震で壊れていますし。どの街でどの人がどうなってると

いう情報は、何もかも不確かです。情報が何もわからないまま、「ああ、あ

そこのおうちが大変だろう」「夫婦二人で暮らしてるあの家は？」「老々世

帯で住んでいて大変な家があるらしい」と職員同士の会話から、とにかく

様子を確認しに行くことをしました。その途中で家が傾いている状況を

知ってひとまず施設に連れて来たっていう方もいらっしゃいました。』（ケ

アマネジャーＡ）

『私は割と近場に利用者さんが多くいらっしゃるのですぐに様子を見に

うかがいました。一人とか、老々介護とか、あと、家族さんがその時間帯

にいるかどうか。これらは、ケアマネであれば、ある程度は把握していま
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すので、そこに駆けつけて、確認というような感じでした。ただ、様子を

見に行くためには、徒歩または自転車でないとだめでした。車はだめです

ね。どんな災害のときでも。地震であれば、もう車は役に立たないと思っ

てください。ですので、私たち（ケアマネジャー）ができることは安否確

認だけですので、あとで支援の必要（施設入所）があれば、車で行けると

ころまで行って対応というかたちになりました。利用者さんをお連れする

のは、取りあえず、自転車で回っていますので、道路状況はそれで把握が

たいていはできますので、どこのルートを通れば、どこまで行けるとかい

うのは、わかるというか。』（ケアマネジャーＢ）

このように施設Ａでは、ケアマネジャーの「気づき」ともいえる判断の積

み重ねと即座の実行力によって、緊急ショートステイ利用の流れを生み出し

ていたのです。こうした状況下、緊急ショートステイ利用者は続々と増えは

じめます。しかし、緊急ショートステイの受け入れには限界があることも事

実です。当時の受け入れ状況とその課題について、相談員は次のように語っ

ています。

『たとえば、医療的処置が必要な方。ひとつ例をあげると、気管切開を

されている方で吸引が必要な方。それはあとでわかったんですけど、受け

入れるのが前提でもって訪問して、連れて来たら、気管切開で穴が開いて

いたと。でも結局、それはもう、来ちゃったんで、受け入れたんですけど、

それが事前にわかっていれば、おそらく受け入れなかったとは思うんです

けど。』（相談員）

緊急的な対応とはいえ、通常業務である入所者の対応に加えた避難所的な

機能は、対応できる範囲に制限があります。それは、利用者の身体状況、特

に医療的な対応の必要度によって大きく制限が加わったようです。いずれに

せよ、対応できる職員の数、生活（介護を含む）に必要な物品等、受け入れ

可能な範囲は予め想定すべき課題であることは明らかです。
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災害過程アセスメント 5：避難所を設置、兼務するために必要な対応を考え

よう

① 避難所として活用できるスペース

③ 避難所を機能させるための人員配置

② 避難所を機能させるための設備、物品、受け入れ想定人数
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5 ケースメソッド 4
･ ･･････

被災時のネットワーク

施設が被災し、ライフラインが断絶すると通常の介護サービスの提供が困

難になることはこれまで述べてきたとおりです。加えて新たに避難所として

の役割をも担うことになると、通常時以上のスタッフを必要とします。しか

しながら職員自身も自宅が被災し、勤務が難しい場合にあったり、自宅から

施設までの交通網が寸断され、駆けつけることが困難な場合もあります。一

方、必要な物資を買い求めようとしても充分に調達できず、また、救援物資

に頼ることも不十分な事態に追い込まれます。そこで期待されるのが、日ご

ろから培ったネットワークによる救援です。ここでは、第 2章で取り上げた

施設Ａの施設長からの聴き取りをもとに考えてみます。

特別養護老人ホームの場合、どんなネットワークが存在し、どういった人々

が援助に駆けつけ、どのような支援をしたのでしょうか？ また、今、形成

されているネットワークにおいて、災害が起こった際にどのような課題があ

るのでしょうか？

( 1 ) 救援に駆けつけたネットワーク

施設Ａの場合、どんなネットワークからの救援があったのでしょう。施設

長は次のように話しています。

『個人的に私が知っているところの職員さんが支援をしていただいた部

分と、県の施設協議会というおおもとですが、加入しているところの社団

法人が中心になって支援に入るもの。それからもう 1つ、全国ネットで、

関西を中心に活動している「21老福連」という組織があるんです。これは

北海道から九州まで加入している任意団体なんですけど、県内で加入して

いるのは 3つの施設で、ここ（施設Ａ）が大変だということで、新潟の施

設が来て、情報を事務局に流して、支援をいただいたりしていました。そ

のほかに、知り合いの何人かの職員が入って、手伝いに来てくれたことも

ありました。県内の施設に勤めている職員が電話をくれて、何が足りない

とか。』（施設長）

施設長の話からは、組織的なネットワークと、これまでの仕事のなかで個

別的に築いてきた人脈ともいえる個人を結ぶネットワークの 2つからの応援
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によって支えられたことがわかります。組織的なネットワークからの応援で

は、施設長の発言に見られるように、同業者、つまりは高齢者福祉関係施設

からなるネットワークに加え、実は別の業種のネットワークも機能し、応援

に入っています。施設長の次の話はこれを裏づけるものです。

（ 2 ) 医療系ネットワークからの応援

『一番心配なのは、健康管理と、それから薬ですよね。当然、看護師が

1人とか 2人で、30人、40人をチェックしていくっていうのはできない、そ

れがありましたね。（柏崎市の）対策本部のほうから、こういう施設に避難

している人が非常に多いっていうことをふまえて、DMAT※が入って来て

くれたと。そのとき看護師の方が、これから絶対に看護師が足りないだろ

うと、看護師の協力を要請したほうがよいとのアドバイスをいただいて、

県の看護協会を通して、看護師の派遣をしていただくことになりました。』

（施設長）

※ DMATとは「災害急性期に活動できる機動性をもったトレーニングを受けた医療チーム」と定義されて

おり災害派遣医療チーム“Disaster Medical Assistance Team”の頭文字をとって略して DMAT（ディー

マット）と呼ばれています。

資料：平成13年度厚生科学特別研究「日本における災害時派遣医療チーム（DMAT）の標準化に関する研

究」報告書より

一般に高齢者施設は、看護協会と日ごろのネットワーク、つながりがある

わけではありません。よって、震災時にたまたま看護師派遣のアドバイスを

受けて看護協会から看護師を派遣されたことは、施設として大きな安心につ

ながったといえます。しかし、福祉施設にとって、日ごろあまりつながりの

ない看護師をはじめとする医療系のスタッフの応援を得ることは容易ではな

いようです。

確かに被災時は、多くのところで医療系の応援の必要度が高まっており、

高齢者・障害者を主とする介護施設も同様です。それゆえに、看護師等のス

タッフをどう確保するか、これは災害時の大きな課題であるといえます。こ

こにおいて、施設Ａでは幸運に恵まれました。施設長は言葉を続けます。

『 NGOでは、AMDA（アムダ：Association ofMedical Doctors of

Asia）さんが入ったんですよ。世界の支援ということでやっていらっしゃ

るところが、そのときにはじめて支援に入ってきました。』（施設長）

これまでの発言から、福祉面での支援だけではなく、医療面での人材不足
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を感じていたことが伝わってきます。それゆえに、医療職が応援に駆けつけ

てくれたことの安心感がうかがえますが、その確保は容易ではなく、施設Ａ

の場合を見ても偶然の結果であり、今後の課題でもあるといえます。

( 3 ) 個人が築いたネットワークも有用

フォーマルで組織的なネットワークの存在は比較的容易に理解できます

が、個人の結びつきからなるインフォーマルなネットワークは、どのような

ことをきっかけにして築かれ継続しているのでしょう。また被災時、どのよ

うに機能したのでしょう。

『そういう部分は、元を正せば、老人施設の協議会のなかで生まれてく

る部会とか、個人的なネットワークとかがありますし、今まで勤務してい

た関係とかで動いてくれるとか、いろいろなネットワークですね。』（施設

長）

個人的なネットワーク、それは施設長が築いたものや、個々の職員の老人

福祉施設協議会の通常の活動をきっかけにしたものであったり、施設の職員

ＯＢ・ＯＧなどであることがわかります。施設長個人によるネットワークの

ひとつは、被災直後に機動しました。

『震災が起きて、一番最初にやったのは、市内で事業所を持っている知

り合いの管理者に電話して、手伝いに来てほしいってお願いしたことです。

前から何かあったら手伝うとか、協力しなきゃならないなっていう話をし

ていたので、そういえばと思って電話したんです。「やってない（地震のた

めに休業）」って言ったから、うちに手伝いに来てって言ったら、2人ずつ、

最初の 2日間手伝いに来てくれました。本当にありがたいなと思いまし

た。当時、新潟県内の学校の教師をやっていた人も、地震があってから、

ひょっこり顔を出してくれたときに、学生は夏休みだろうからちょっと来

てくれないかなというふうに頼んで、学校に話をしてもらったら、来てく

ださいました。』（施設長）

福祉施設の責任者は、普段から人脈をいかにつくっていくか、地域のなか

で存在感をもって、つき合っていくかが問われているともいえます。そこで

築いた人脈はひとつの有用なネットワークであり、被災時や非常時、大きな

力ともなることがこの話からよく伝わってきます。しかし、この人脈は施設

長のみでつくり上げたものばかりが機能したわけではありません。次の話

58



は、職員個々に築き上げるネットワークの重要性をも物語るものです。

『私だけじゃなくて、職員全体のなかで、そういうふうなもの（個人的

なネットワーク）をもっているのは強いですね。たとえば、職員の仲間も、

退職して辞めていった職員も何人か来ていますし。そうやって、顔を出し

てくれるのは気に留めていることかなっていうのでありがたかった。それ

は、職員一人ひとりがいろいろな部分で関わりをもっているマンパワーが

あるからだと思いますね。自分は管理者ですから、当然いろいろな組織と

の連携を取って、いろいろな要請をしていますし、そういうネットワーク、

つながりは大事にしなければいけないでしょうけど、最終的には、そこに

いる職員同士の関係とかも出てきます。』（施設長）

このネットワークは、自然発生的なものではなく、個々の職員の能動的な

意思によって築かれ、ゆるやかではあるものの、続いているものであるとい

えます。また施設のＯＢ・ＯＧの場合は、退職しても、施設とのつながりを

維持させる何らかの働きかけが施設に求められているようでもあります。

では、フォーマルな組織間でつくるネットワークと、個人が築くインフォー

マルなネットワークの救援には、特徴的なものはあるのでしょうか？

( 4 ) フォーマルなネットワークの強み

『県老施協のほうが、団体やグループで何人か投入できるという調整は

強いですね。個人だと、お願いしても、所属の施設との関係がありますの

で、なかなか難しいっていうのはあります。「俺、行ってきますわ」って、

簡単にいうわけにいかないですから。老施協としては、どこが施設支援に

出せるか出せないか、何人ぐらい出せるか、期間はどのくらい出せるかを、

全部県内の施設に出して、その情報をもらって、それを全部振り分ける。

それを事務局で全部やっていただいたので、非常に大きいですね。』（施設

長）

新潟県老人福祉施設協議会（県老施協）は、県内の老人福祉施設の団体で

あり、中越沖地震では組織をあげて救援に入ったことがわかります。また単

に人を送るだけではなく、事務局が現場のニーズをふまえ、必要人数を加盟

施設に要請し、派遣する人数や期間を調整しています。こうした動きは、地

震発生からどのくらいの時間を経た時点で発動され、いつまで続けられたの

でしょう。
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『老施協は 7 月19日（震災の 2日後）から一応、私らのほうで当面お願

いしたのは 8月10日までだったんですが、最終的には 8月31日までお願い

しました。看護協会は 8月 5日までです。通常のモードに戻ったので、そ

れ以上はお願いする必要がないかなと思いました。21老福連さんは全国区

なので、（施設Ａ）に支援に行かなければならないと、全国的な展開のなか

で支援を募って調整をし、 7 月の終わりから 8月いっぱいにかけて支援に

来てもらいました。これは遠くは九州福岡から、東北は山形、それから東

京、大阪、京都、いろいろなところから来ていまして、その方たちもここ

に大体 2泊 3日とか泊まりながら支援してもらっています。』（施設長）

( 5 ) 応援者に依頼したこと

各ネットワークを通じて人が救援にかけつけて来ることは心強いことで

す。しかし、実際にお願いできる仕事は限られてきます。それをコーディ

ネートすることも、かなりの苦労であるとの声も聞かれます。施設Ａの場合

はどうだったのでしょう。実際、どんな業務や作業をお願いしたのでしょう

か？ 以下は、相談員と施設長の話です。

『現場としては、ボランティアさんがすぐ来てくれて、毎日10名以上、

いろいろな施設の方が来ていただいたんで、それは非常に助かりましたね。

その介護の方に入っていただいて、利用者さんとお話しするのも上手なん

ですよね。すぐ距離を縮められるというか。それでボランティアさんに、

たとえばおむつ交換をお願いしたりとか、入浴介助をお願いしたのではな

くて、お年寄りと話をしていただいたのがほとんどだったんですけど、そ

れが非常によかったですね。職員も、おむつ交換ですとか、食事の準備だっ

たりでストレスがたまっていたと思うんですよ。厳しい勤務になって、い

つもやっている仕事とちょっと内容が変わっていたりとか。そのストレス

がたまっているなかで、いつもと同じように利用者さんと話ができないん

ですね、職員が。そのところをボランティアさんが入ってきて、利用者さ

んとコミュニケーションの部分でかわってくれたので、そこのところは非

常に助かりましたね。ボランティアさんがいなかったら、おむつ交換とか、

リネン交換ですとか、身体介助的なところは職員でもできたでしょうけど、

一緒にお茶を飲んだりとか、お話をしたりとかっていうケアは、あのとき

の職員だとちょっと厳しいかと思いますね。メンタル的なところは二の次
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になっちゃいますので、そこにボランティアの方に入ってもらったのが、

すごくよかったですね。』（相談員）

『（学生には）大きくは、利用者さんが精神面ですごく困っているので、

話を聴くのがメインですね。男性の学生さんは、力仕事ができるので、大

きなものを片づけてもらったり。それをお願いしました。

被災された方のメンタル面では、話を聴くだけでいいんですよ。それが

仕事です。物品もないし、何もきちんとしたことができないんで、本当に

聴いてあげることをしたりとか。いろいろなところの職員が来られました

けど、来るときに、「僕は事務なんだけど、行けって言われたので来ました

けど、事務をしていて（介護）わからないので」って言って、「歌ができる

から」って、ギターを 1本持ってきましたけどね。そこでみんなで歌を歌っ

たりとか。「しようがないから、ゲームを持ってきました」って、何かゲー

ムを持ってきて、じゃあみんなとやろうかみたいなこと。そういうのを

やってくれる。福祉の施設にいる職員で、介護だけじゃなくて、聴いたり

とか、歌を歌ったりとか、いろいろなことができる人がいました。逆にそ

ういう部分でも助かるんですよ。

介護をやっている職員だと、「この人、ちょっとひげが伸びているから、

洗面器とタオルとか、何かないですか」とか言って、そこできれいにして

あげるとか、「何をしましょうか」って言う人もいるんだけど、「こういう

ものはないですか」とか、それに振り回されたのもあります。』（施設長）

2 人の発言からは、応援スタッフには利用者の精神面でのサポートをお願

いし、大変助けられたことがわかります。また施設長の言葉からは、日常介

護業務に携わっている応援者は、利用者を前にして経験上、具体的なケアを

能動的に行っていることがわかります。この場合、利用者の個々の状態を把

握することと、利用者に接して実施した事柄、あるいはそのときに気づいた

ことなどを記録に残すことが必要となります。東日本大震災の被災地では、

介護福祉士会がボランティアに入ったとき、これらの記録が整っていないこ

とに困惑し、独自で記録物をつくり、共有した例が聞かれます。これについ

てはどう対処したのでしょう。

『うちの職員の補助で来ているので、職員のほうで記録をして、やって

もらうのはそっちのほう（具体的な介護）っていうことになると思うんで

すね。だから直接、大きなものを全部任せてやるってことではなかったと

思いますね。その人の情報も説明しなきゃならないこともありますし。』

（施設長）
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応援に入ったスタッフをコーディネートすることと、業務の補助をお願い

する場合の最低限の利用者情報の照会、補助業務実施後の結果報告の共有方

法等は未確立であり、今後の課題といえます。

★考えてみよう

問 1 介護施設としては、救援としてどんなネットワークに期待できるでしょ

うか？

問 2 人的な援助に入ってくださった人々へどんな業務のサポートをお願いで

きるでしょうか？

問 3 援助に入ってきてくださった人々に利用者の状況や障害の特性等を速や

かに理解していただくために、日ごろから備えておくことにはどんなこと

があるでしょうか？

( 6 ) 災害対応者の証言から学ぶ実践のアドバイス―きっかけは中

越地震

以上見てきたように、中越沖地震で大きな被害を受けた施設Ａでは、個人

または組織的なネットワークによって急場をしのいできたことがわかりま

す。個人のインフォーマルなネットワークはともかく、フォーマルなネット

ワーク組織との関係はしっかり確立させておくことが望まれます。中越沖地

震では、フォーマルなネットワーク組織である県老施協が速やかに機能して

おり注目されます。

『やはり基盤になっているのは、中越地震だと思うんですね。中越地震

のときに、中越地区の施設が大きな被害を受けた、それで各方面から支援

をしなきゃいけないというときに動いたもののひとつに、県老施協が中心

になって、支援物資と人とをコントロールしながら、派遣をしていった。

その関係で、中越沖地震のとき、特に中越地区の施設関係は、あのときに

支援してもらったから、今回は支援に行くぞというのもありましたし。』（施

設長）

中越地震は2004（平成16）年10月に発生したものですが、そのときの経験

から災害時のネットワークが生まれ、それが 3年後に起こった中越沖地震で

も威力を発揮したことがわかります。

では、地震をはじめ、災害に見舞われることが少なくない状況で、県老施
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協として中越沖地震を経たあとに、このネットワークをもう少し強力にしよ

うといった動きはあったのでしょうか。

『災害があったときにどういうふうにしたらいいかというのは、そのあ

とに検討をさせてもらったのですが、実際それは、今動いていないです。

たとえば関東で起きたときに、そこに各施設が直接入れるわけではないか

ら、どこかに拠点をつくって、1回集めて動かなきゃいけないだろうとか。

あるいは、行くのであれば、各施設に 1名派遣をお願いするとか、 1週間

1名派遣を要請するとかいうのも、 1つの提案じゃないかなと。それを組

み入れていくことで、できるのかなっていうことはありますね。

老施協に加入している、たとえば特養であれば、県内に150施設ぐらいあ

るんですが、その150の施設から一人ずつ出していただければ150人は集ま

る。150人を 5日間、ないし 1週間の期間で派遣すれば、1つの施設として

は一人 1週間なんだけど、全体を集めると、かなりの量の人が支援に行け

る。組織でやるのであれば、そのほうが非常に動きとしてはいいかもしれ

ない。』（施設長）

残念ながら、被災時に救援のためのネットワークをどう機動させていくか

については、具体的な制度として確立していないのが現状のようです。その

原因は、制度そのものをつくり上げることにあるのではなく、別のところに

あるように推測されます。上記の施設長の発言には、ネットワークをどう機

能させていくかの参考となる内容が含まれていて注目されます。

6 ケースメソッド 5
･ ･･････

通常業務に戻ったときのマンパワーの温度差

ライフラインが復旧し、施設が通常業務に戻ってきて、応援スタッフの人

数も減ってくると、ようやく各職員の内面には安堵感が生まれてきますが、

健康面で影響が現われはじめるようになります。実際の現場はどうだったの

でしょう。また、そうした新たな状況をどのようにして乗り越えて行ったの

でしょうか？ ここでは、施設Ａの施設長と職員からの聴き取りを交えなが

ら、被災直後の勤務の実態を含め、これらについてその実際を追うとともに、

対処法を考えていきます。
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( 1 ) 被災直後の勤務状況

施設Ａにおいて、明らかな非常時の期間は地震発生からの約 2週間と見る

ことができます。この間、職員の勤務形態も大きく変更を強いられています。

特にデイサービス担当職員はそれが顕著で、被災によってデイサービスは休

業し、フロアが避難所になったことから、その対応に追われ、相談員は通常、

夜勤はありませんが、急きょ夜勤にも入りました。また寮棟といわれる入居

者が生活するフロアの職員も勤務変更によって避難所となったデイサービス

のフロアの応援に入り、夜勤をしました。当時、寮棟の相談員であった職員

もその一人で、このときの勤務を次のように振り返っています。

『一番ハードな勤務は、デイサービスの相談員ですね。ふだんはデイサー

ビスは夜勤がないにもかかわらず、入り明けで休む間もなくまた入り明け

で。

私は 1階（デイサービス、臨時避難所）、2階（寮棟）の両方を見ていた

んですけど、朝 8 時半から出て、夕方 5時15分までの勤務なんですが、そ

のあと夜 9時、10時ぐらいまで今度は 1階の方に入りました。 1階は、人

数が足りなかったので、そっちの方の介助に入っていましたね。食事介助

だったりとか、寝つけない方が帰らせてくれって帰ろうとするわけですが、

その方とお話したりですとか。それと片づけですかね。物が全部倒れて壊

れていましたので、とりあえずの生活スペースとして全部ばっと脇にやっ

て中央をあけましたけど、まだ割れ物も残っていたりですとか、棚が倒れ

たままのもありましたので、そういった片づけをはじめの数日間はやって

いたこともあります。そのあとは、ほかの介護職員と同じように夜勤に

入って、 1階の夜勤もやりましたし、 2階の夜勤もやりました。時間的余

裕がないですね。ほとんど朝 8 時ぐらいに来て、夜は10時、11時、12時ぐ

らいまでここにいて、帰ってすぐ寝るような状況でした。』（寮棟相談員）

( 2 ) モチベーションを維持するための工夫や配慮

職員のなかにも、自宅が被害を受けている人は少なからずいました。にも

関わらず皆、目の前の利用者へ向き合い、身体的・精神的介護を提供してい

ます。重なる勤務変更もあり、応援のスタッフがあるものの、職員は疲労困

憊状況にあるのはいうまでもありません。とすれば、現場の指揮者には職員

のモチベーションを維持させるための工夫や配慮が必要になります。どんな
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ことをしたのでしょうか。

『メッセージも出しましたね。それは声もかけますけれどもね。なかな

か全員に行きわたるというか、文書で言ったほうが伝わる場合もあります

のでね。文書をみんなが集まるところに張ったりしたりしながら。』（相談

員）

1 つには、職員向けに文書を掲示しました。次の文書は地震発生から 3日

後の2008（平成20）年 7月19日付けのものです。職員への労いと、非常事態

に対処すべきこと、留意点が的確に記されています。

「寮棟職員の皆様へ。本当にお疲れさま」

まず、本当にお疲れさまです。毎日ありがとうございます。（施設Ａ）が被災

した地域住民を受け入れていることは皆さんご承知のとおりです。その結果、

皆さんの勤務シフトを変更しなければならなくなったことも、先日お伝えした

とおりです。皆さん、快く勤務変更を引き受けていただいて、本当に感謝してい

ます。ありがとうございます。今のような状態がもう少し続くと思われます。

これからも変更をお願いすることがあると思いますが、ご協力をよろしくお願

いいたします。以下連絡事項。（中略）

二丁目は勤務変更に伴って職員が少なくなっています。三丁目、二丁目の負

担がとても大きくなっています。一丁目、五丁目の職員は、声をかけたり目配せ

して、三丁目、二丁目のフォローをお願いします。（中略）以上。文責○○。

また、職員への具体的な配慮について相談員は次のように振り返ります。

『自宅が被害に遭っている職員には、一応その勤務時間帯は勤務をして

もらいますけれども、残業とかは一切なく、もうすぐに上がってもらった

り。勤務表をつくる上でもちょっと優遇したりはしました。だから、私と

か主任は、勤務時間が終わってもほとんど11時、12時までここにいたんで

すけど、それ以外の現場の介護職員さんは、時間が来たらすっと上がって

もらう。ボランティアさんも来てくれているから、その時間帯だけそのス

トレスをちょっと隠して、いつもどおりの笑顔でやってくださいよという

話はしました。』（相談員）

現場指揮者からは労いの言葉や配慮があったことは相談員からの言葉で確

認できますが、実際、最前線で利用者に向き合う職員の姿は、この相談員の

目にはどのように写ったのでしょう。
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『疲れたと思いますけれどもね。やり方もいつもと同じようには回らな

いし、ご飯の配膳の方法とか、介助の場所も違うとかというなかでも、一

生懸命やってくれていたと思いますね。自分のうちでも風呂にも入れない

ですし、疲労はあったと思うんですけれども。でも、たとえばストレスが

たまっているからと、利用者さんの声かけに対して無視したりとか、きつ

い言葉を言ったりとか、ぞんざいな介護をするということは見られなかっ

たと思いますね。

隣に自衛隊のお風呂があったっていうのもよかったと思うんですよね。

職員も当然自宅でガスも水も出ないから、お風呂に入れないんですけれど

も、自衛隊の一般の人向けのお風呂が終わった後に、施設Ａの職員さんど

うぞなんて声をかけてくれたんですよ。なので、自分らの勤務が終わって、

その時間まで残っていれば自衛隊のお風呂に入れるというのがありました

ので、入浴して帰っていく職員もいましたし、何ていうのか、厳しい勤務

の状況ですけれども、ところどころに息を抜けるところがあったんですよ

ね。その職員同士とか、あと利用者さんと一緒に冗談を言って息を抜いた

りですとか、そうやってお風呂に入れるごほうびみたいなのがあったりで

すとかがありましたので、ストレスで息詰まってカリカリするというのは

なかったですね。』（相談員）

非常時で現場職員自身、精神的に、また肉体的に追い詰められながらも、

高齢者福祉を担う専門家として、真摯に利用者へ向き合い、その使命を果た

していったことがわかります。こうした職員の気持ちを支えるものは何で

しょう。相談員は言葉を続けます。

『ちょこっとしたことなんですけど、息を抜けるところがあると、 1週

間、 2週間、 3 週間ぐらいは大丈夫なような気がしましたけどね。そうい

うのが何にもなくて、災害時でもいつもと同じような介護、ケアを継続さ

せなくちゃいけないことばかりに集中すると、職員がもたなかったかもし

れないです。逆に、みんな災害時で緊急なんだから、最低限のことだけ、

できることだけに集中して、職員の不安、心身のバランスも考えながらやっ

ていくというのは、大事でしょうね。いつまでその緊急事態が続くかわか

らないですから、 1か月、 2か月もちこたえさせるためには、職員の心身

のバランスに気を遣わなくちゃならなかったかと思います。』（相談員）
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( 3 ) 平常時に向かう過程での疲労

実際、施設が平常時に向かう過程での職員の疲労はどうだったのでしょう。

施設長の目には次のように写ったようです。

『一番は、職員（応援スタッフ）が、ぱっといなくなったわけじゃなく

て、だんだん引いていったので、少しずつ平常の状態に戻っていくなかで、

（施設Ａの）職員に疲れが出てきたというのが正直なところですね。最初

のときは、やるしかない。それがだんだん平常業務に戻ってきたときに、

安心感から緊張が解けていって疲れを覚えるのだと思います。あと、今で

もあるのは、地震が起きると、あのときのことが頭のなかに残っています

ね。それは職員、みんなそうですね。フラッシュバックっていいますかね。

今でも、あのときこうだった、ああだったって、それはもう、ずっとです

ね。』（施設長）

安心感から疲れが現れることは容易に推測されます。同時にその後、フ

ラッシュバックのような現象にも駆られることがわかります。このことに関

連して相談員も次のように話しています。

『あのときはもう、自衛隊も来て、取材のマスコミさんもたくさん来て

いて、ヘリコプターも飛んでいて、テレビでも映像が流れてきて、そのと

きはみんな緊急時だから、疲れも感じないんですけど、 1週間ぐらいして

落ち着いてきて、周りが静かになってくると、どんと一気に疲れが出てき

ますよね。それは感じましたね。

揺れとかには、ものすごく敏感になって、みんないいますけど、少し揺

れると、当時のことがフラッシュバックでこう。涙ぐむ職員もたまにいま

すけどね。 3 .11の映像を見ても、やっぱり思い出す。私もそうですけど、

結構全員、思い出すんじゃないですかね。』（相談員）

寮棟の介護職員で、被災当日は早出の勤務にありながら、その日は午後11

時まで残って利用者の対応に当たり、その後も勤務変更で 1階の夜勤にも当

たった寮棟の介護職員は疲労について次のように話しています。

『寝る時間がないのとで、なかなか疲れがとれなかったです。あとは精

神部分が結構ダメージが大きかったかなと思います。それプラス疲れだっ

たので。恐怖もありますし、やっぱり業務を長くやっていることによって、

自分のなかで身体的な疲れ、プラス精神的にも厳しくなってしまうんです
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よね。夜勤も続きますし、夜勤も長いですよね。震災後の16時間は非常に

長く感じてしまいました。地震後の利用者さんって、やっぱり表情も違い

ますし、ダメージが大きかったと思います。利用者さん、安定はしていた

と思うんですが、やっぱりちょっと違いますよね。そのなかでケアという

か、支えていく、プラス本当に何もないように一晩まず過ごすということ

ですよね。緊張はしました。』（介護職員）

一方、デイサービス部門の相談員で、前出の職員同様、当初集中的に夜勤

を繰り返した職員は、少し異なる思いであったことを話しています。

『（地震が）起きた瞬間から、いつまでこの状況が続くのかなっていうの

が、ちょっと頭にありましたけど。終わっていったとき（平常時に戻って

いく過程）に、ああ、（応援の人々が）少なくなって、もう大変だっていう

か、そういうのはなかったですね。疲労感というか、多少、疲れもあった

でしょうけれども、最初のインパクトがすごかったんで。だいたい、独居

の方を迎えに行くまでは、外がどうなっているか、ちょっとわからなかっ

たんですよ。 1歩出てみたら、もう地盤がすごくなっていて、倒れている

家もあったし、そこで、これはいつまで続くのかって、ちょっと思いがあっ

たので。そっちのほうの不安のほうが大きかったですね。だから、終わっ

たときのことは、あまり覚えていないっていうか、いつ、いつから平常に

できるかな？という感じでしたね。』（デイサービス職員）

この職員の場合も、揺れに対する驚きと恐怖が大きく、それが強いインパ

クトを与えたことがわかります。ここにも上に記したフラッシュバックに共

通するものを見出すことができます。

平常時に向かう過程で職員に疲労が現れることは、施設長や職員の振り返

りからわかってきました。しかし、幸いにもその疲労はその後の業務に支障

を来すほどに大きなものとはなっていません。そこには、何らかの支援、職

員を支える何かがあったと推測されます。相談員の次の話はこの点で注目さ

れます。

『マンパワー、派遣されてくるほかの施設の職員さんが、結構長くおら

れたんですよ。地震のあと、ちょっと覚えていないんですけど、1か月経っ

てもいた方も。人は代わるんですけど、 1か月経っても一人、二人いらし

たような気がするんですが、やっぱりそういう方がいると、支えにはなり

ましたね。まったく忘れられているんでなくて。そういう（職員派遣）施

設さんがあったのは、励みになりましたね。』（相談員）
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これは、応援スタッフの数が減少しつつあるなかでの確かな援助です。こ

の応援スタッフ、つまりは人的援助がもたらすものは、具体的な作業の補助

であることはもちろんですが、それ以上に「気に留めて、応援してくれてい

る」という、ひとつの安心感と励みを与えていることがわかります。しかも、

それは大変大きいといえます。

★考えてみよう

問 1 平常時に向かう過程において、職員が受ける疲労は、どんなかたちで現わ

れてくるのでしょうか？

問 2 職員の疲労を少しでも軽減するためには、どんな工夫や配慮があるでしょ

うか？

( 4 ) 災害対応者の証言から学ぶ実践のアドバイス

平常時に向かう過程で職員に疲労が現れることは避けて通れないこととも

いえます。しかし、それを最小限に抑えることが施設には求められます。施

設長の次の発言は、そのひとつの策として一考に値します。

『施設のなかでの役割をある程度決めていかないと、回らなくなるかも

わからないなというのはありますね。いろんなところとの交渉をする、話

をまとめていく部分と、平常業務に戻そうとする対応をしているところの

指示を出すのと、避難してきた人たちを、今度は帰していくところの調整

をしていくのと。もうひとつは、ボランティアさんの関係ですね。そうい

う部分の調整役は、つくっていかなきゃならないのかなと。』（施設長）

すなわち、平常時に向かう過程にあっても、施設では様々な事柄への対応

に迫られており、少なからず混乱状態は続いています。それらに対して的確

な対応をしていくことが職員のひとつのストレスを軽減していくことに結び

つくのであって、そのためには責任ある職員にそれらの事柄を分散して任せ、

物事を進めていくことが必要であることを述べています。
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災害ボランティア活動についてもっと知るための情報

■公益社団法人 助け合いジャパン

http://tasukeaijapan.jp/

「助け合い」の理念に基づき、政府や自治体と連携した東日本大震災復興支援

民間プロジェクト。様々な団体や企業などが企画するボラバス募集状況や災害

ボランティア情報を幅広く提供しています。

■NPO法人 ボランティアインフォ

http://volunteerinfo.jp/about_us

東日本大震災のボランティア情報を集約し、ボランティアしたい人とボラン

ティアをして欲しい人をつなぐために設立された団体。ボランティアのコー

ディネートやボランティア促進・啓発事業も展開しています。

■東日本大震災支援全国ネットワーク

http://www.jpn-civil.net/

東日本大震災の被災者・避難者支援を行う NPO、NGO、企業、団体、ボラン

ティアグループ等が参加する全国規模の支援ネットワーク組織。ボラバスやボ

ランティア・ツアーの募集状況を提供しています。

■全国社会福祉協議会 被災地支援・災害ボランティア情報

http://www.saigaivc.com/

各市町村社会福祉協議会が地震や風水害の被災地で立ち上げる災害ボラン

ティアセンターや復興支援センターの総合情報サイト。社会福祉協議会の災害

ボランティア活動状況や受付情報などを集約しています。

■災害ボランティア活動支援プロジェクト会議

http://www.shien-p-saigai.org/

企業、NPO、社会福祉協議会、共同募金会等で構成される災害ボランティア活

動の全国的ネットワーク組織。平常時は災害支援の調査・研究や人材育成・啓発

活動を行い、災害時はネットワーク機能を活かした被災地ボランティア支援を

行っています。
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■NPO法人 災害福祉広域支援ネットワーク・サンダーバード

http://www.thunderbird-net.jp/

災害時の人的・物的支援を福祉事業所や医療福祉関係者の広域連携による要

援護者支援を展開する組織。外部の支援者が被災した施設等に入り、被災地の

施設職員等が地域で活動する支援ネットワークシステムを構築するなど災害福

祉広域支援に取り組んでいます。

■復興庁

http://www.reconstruction.go.jp/

東日本大震災における政府の復興支援を担う組織。復興に向けた取り組みに

おいて、ボランティア・NPO・公益法人等との連携にも取り組んでいます。
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