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はじめに
日本はユーラシア大陸の東縁に位置し、北東から南西に約3000kmに亘って広がる弧状列
島であり、地震、津波、暴風、豪雨、地すべり、洪水、高潮、火山噴火、豪雪など、世界で
も類のない多種多様な災害に見舞われやすい自然状況下にある。
国土庁防災局（2001）
『日本の災害対策』によれば、災害とは、一般的には、人間の社会
的生活や人命が、異常な自然現象のような外力により、急激に撹乱され、被害を受けた場合
の原因と結果を合わせた趣旨で用いられている。異常な自然現象等の外力が、人間の営み、
社会経済活動等に影響を及ぼす場合に災害となる。
また、近年の都市化、高齢化、国際化、情報化等、社会構造の変化により災害脆弱性の高
まりが見られる。その為、毎年のように多くの人命と財産が失われている。最近では、阪神
淡路大震災1995（平成７）年、中越地震（中越大震災）2004（平成16）年、能登半島地震
2007（平成19）年、中越沖地震2007（平成19）年、直近では岩手・宮城内陸地震2008（平成
20）年等、忘れる暇もなく災害が起こっている。
国、公共機関及び地方公共団体は、これらの社会構造の変化に十分配慮しつつ、逐次、修
正を加えながら防災対策を推進している。とりわけ高齢者、障害者、外国人等、いわゆる災
害時要援護者の増加が見られる中で、要援護者としての障害者への対策は緊急な課題であ
る。本研究の最終目標は、災害という切り口を通して夫々の地域に適した社会サービスが行
われ、共生社会の実現に幾分でも寄与することを願って計画した。
本論では、まず日本の防災の歴史を辿り、社会の大きな変容の中にあって、また、様々な
災害を経て、災害対策がどのように変化してきたか、特に要援護者の対策がどのように変化
してきたかを、国の「防災基本計画」や都道府県、市町村の「地域防災計画」の対策を通し
て検討することにした。本論では、災害時要援護者の支援対策として、2004（平成16）年７
月13日の「７.13新潟豪雨災害」
、同年10月23日の「中越大震災」と立て続けに大災害を経験
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し、既存の防災体制の根本的な見直しを迫られた新潟県を例にとり、その「新潟県地域防災
計画」について「中越大震災」の前後を比較検討し、考察を加える。
１．日本の防災対策の歴史と課題
１）日本の防災対策の歴史
日本の災害対策に関する制度は、窮民救助の「備荒儲蓄法」1880（明治13）年まで遡るこ
とができる。
「備荒儲蓄法」は罹災困窮者に対する食料、小屋掛料、農具及び種穀料の支給
並びに、地租納税不能者に対する租額の補助、貸与を内容とするものであった。その後1890
（明治23）年以降大規模な風水害が相次ぎ1899（明治32）年には、「罹災者救助基金法」が施
行された。各道府県は最低50万円（当時の金額）の基金を設け、国がその一部について補助
金を支出した。その後、数次にわたって改正され、1947（昭和22）年、「災害救助法」が制
定されるまで、
「罹災者救助基金法」によって被災者の救助が行われた。
1947（昭和22）年制定の「災害救助法」では、被災者の救助という災害応急対策を組織的
に行うための救助活動全般にわたる規定を設けるとともに、救助費用についての国庫と都道
府県との分担関係を明らかにしている。1961（昭和36）年には、「災害対策基本法」が制定
され、災害対策に対する制度の充実が図られた。
（１）
「災害対策基本法」1961（昭和36）年
「災害対策基本法」は、1959（昭和34）年の高潮・暴風・大雨などにより大災害となった
伊勢湾台風を契機として制定された法律である。この法律で特に留意した点として１災害対
策の総合化

２災害対策の計画化

３災害が国の経済および社会の秩序の維持に重大な影響

を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合に対処する体制を確立することの３点を挙げて
いる。
（２）
「防災基本計画」1963（昭和38）年以降
現在の「防災基本計画」1963（昭和38）年は、「災害対策基本法」1961（昭和36）年第34
条第１項に基づき、中央防災会議が作成する政府の防災対策に対する基本的な計画であり、
日本の災害対策の根幹となるものである。
①特色
災害の種類に応じて講じるべき対策が容易に参照できるような構成である。災害予防・
事前準備、災害応急対策、災害復旧・復興という時間的順序によって記述している。また、
国、地方公共団体、住民など、各主体の責務を明確にするとともに、それぞれが行うべき対
策をできるだけ具体的に記述している。
防災基本計画の策定はその後、地震対策、自然災害対策、原子力災害対策など、何度も修
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正が行われ、近年の都市化、高齢化、国際化、情報化等の社会・経済構造の変化に十分配慮
して、常に的確かつ適切な対応が図られるように努めている。現在の「防災基本計画」は
2007（平成19）年３月に修正されたものである。
②防災基本計画の作成・修正の記録
日本の災害対策の根幹となる「防災基本計画」の作成・修正は社会の変容に伴う災害の変
化、組織の改革などにより、年毎に見直しが行われている。
昭和38年「防災基本計画の策定」が行われ、昭和46年には地震対策、石油コンビナートの
対策で一部修正された。平成７年には自然災害対策で全面修正が行われた。また平成12年に
は５月に原子力災害対策全面修正が行われ、同年12月には中央省庁等改革に伴う修正が行わ
れた。平成14年には風水害対策編及び原子力災害対策編が修正され、平成16年には震災対策
編が修正された。平成17年には自然災害に係わる各編で見直しが行われ、高齢者の避難支援
強化など修正された。更に平成19年には防衛庁の防衛省への移行に伴う修正が行われ、現在
に至っている。
③体系
「防災基本計画」は現在の災害対策の根幹をなすものであり、中央防災会議（註）が作成
する災害分野の最上位計画として、防災体制の確立、防災事業の促進、災害復興の迅速適切
化、防災に関する科学技術及び地域防災計画において重点をおくべき事項について、基本的
方針が示されている。
（注）中央防災会議
総理府に設置、会長は内閣総理大臣、委員は防災担当大臣をはじめとする全閣僚、指定公
共機関の長４名（日本銀行総裁、日本赤十字社社長、NHK会長、NTT社長）、学識経験者
４名が任命され、
「防災基本計画」の作成、実施の推進を図っている。
（３）
「地域防災計画」1963（昭和38）年以降
中央防災会議が作成する「防災基本計画」に基づき、指定行政機関及び指定公共機関は防
災業務計画を、地方公共団体は「地域防災計画」を策定する。地方公共団体の各都道府県市
町村は、地域により自然環境、産業、人口密度等が大きく異なるため、夫々の地域に即した
「地域防災計画」を策定している。地域で大きな自然災害などを受けた年は、その貴重な経
験を「地域防災計画」に取り入れ、年々改善されている。
２）日本の防災対策の成果と課題
日本の防災対策は国の策定する「防災基本計画」を基本としているが、地方公共団体が自
然災害その他の貴重な経験を踏まえて「地域防災計画」を年毎に見直し、他の都道府県もそ
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の成果を取り入れ、互いに向上を目指している。また最近は、近隣の都道府県が積極的に応
援に駆けつけ、阪神淡路大震災では全国からボランティアが応援するなど、防災対策の上で
重要な役目を果たしている。結果として災害を共有する事で日本の防災対策を向上させてい
る。課題はこのような援助活動が機能する為の行政と民間との共働である。
３）災害時における要援護者
いわゆる「災害時要援護者」とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し災害から身を守る
ために、安全な場所に避難する等の災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々をいい、
一般的に高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊婦等があげられている。要援護者は新しい環
境への適応能力が不十分であるため、災害による住環境の変化への対応や避難行動、避難所
での生活に困難を来すが、必要な時に必要な支援が適切に受けられれば、自立した生活を送
ることが可能である。
なお、要援護者情報の収集・共有に取り組んでいくに当たっては、現在の市町村の取組状
況に関する次のア、イ、ウの例などを参考に、対象者の考え方（範囲）を明らかにし、重点
的・優先的に進めていくことが重要である。
ア、介護保険の要介護：要介護３（重度の介護を要する状態で、立ち上がりや、歩行などが
自力でできない状態など）以上の居宅で生活する者を対象としている場合が多い。
イ、障害程度：身体障害者（１・２級）及び知的障害者（療育手帳A等）の者を対象として
いる場合が多い。
ウ、その他：一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯を対象にしている場合が多い。
災害救助実務研究会編集『災害救助の運用と実務─平成18年版─』p178
1995（平成７）年１月17日の阪神・淡路大震災（M7.3）は死者・行方不明者6,436人の大
惨事となったが、この時、要援護者の避難状況の把握や、生活情報の提供、救援活動など
は、通信・交通手段が困難なため迅速に行えたとは言えず、対応がかなり遅れ、特に要援護
者が避難所で生活する事の大変さが指摘された。設備的には車椅子の使用は出来ず、障害者
用のトイレもなく、障害者とその家族が避難所では生活しにくいとの理由で、壊れかけた半
壊の危険な家に帰る例も見られた。また、精神病のある方で、震災による恐怖感から奇声を
発するなどの例があり、避難所の他の方に気兼ねして自宅に帰らざるを得なかったケースも
あり、このような震災に於いても、要援護者は、より以上に厳しい状況にあることが浮き彫
りにされた。この事実を踏まえて、国や都道府県でも「防災基本計画」や「地域防災計画」
の中に、初動体制の確立や、ボランティアの受け入れと共に、災害時援護者対策が加えられ
た。併し、その中身はかなり抽象的であり、具体性がなく課題が残された。
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２．新潟県における災害時要援護者支援
１）新潟県と災害被害
新潟県は先に記したように、2004（平成16）年７月13日「７.13新潟豪雨災害」、同年10月
23日「中越大震災」と立て続けに被害を受け、更に2007（平成19）年７月16日には「中越沖
地震」が発生し、このため二重に被災された人々もいるという。
（１）７.13新潟豪雨災害
2004（平成16）年７月13日の「７.13新潟豪雨災害」は梅雨前線がもたらした未曾有の豪
雨により、中越地域に於いて河川の氾濫、堤防の決壊、地滑りなどの土砂災害が発生し、死
者15名、住宅の全半壊約260棟、床上・床下浸水約26,000棟の他、農業、金属、機械などの
地場産業にも甚大な被害が生じた。水害は早めの判断に基づく適切な避難行動が人身被害を
減らすカギとなるが、特に要援護者の同意を前提とした事前把握や、複数の介助者の指名等
の支援体制に不備があり、孤立している避難者を把握出来なかった。
（２）中越大震災
2004（平成16）年10月23日M6.8の地震が中越地方を中心に広い範囲で発生し、土さ崩れ
などによって各地で道路が寸断され集落が孤立し、死者68名、被害を受けた住宅120,837棟、
また、農林業、畜産業、養鯉業などに大きな被害が生じた。また、交通関係の被害により、
県内経済に深刻な影響をもたらした。要援護者については近隣住人の支援が大きかったが、
多様なニーズに対応できる避難・避難所の態勢を整備する必要があるとの問題点を生じた。
（３）新潟県中越沖地震
2007（平成19）年７月16日M6.8の上中越沖を震源とする地震が発生し、激しい揺れと液
状化現象などにより、多くの住宅や商店が倒壊し、住宅39,091棟が被害を受け、交通網も寸
断され、中越大地震に続いて二重の被災者も生じた。要援護者については、特に今回初めて
福祉避難所が設けられ、デイサービスセンターなど９か所が福祉避難所に指定された。多い
時は合わせて一日100人を越える利用者があり、看護師や、介護福祉士などにより24時間体
制で健康管理、身の回りの世話が行われた。
２）
「新潟県地域防災計画」の変遷
新潟県の防災計画の要となる「新潟県地域防災計画」が上記７.13新潟豪雨災害・中越大
震災の二つの災害により大きな被害を受けた後、どのように修正されたかを比較検討する。
「新潟県地域防災計画」の作成・修正の記録
「新潟県地域防災計画」は、昭和63年８月４日に作成されてより、平成元年11月２日、平
成２年９月９日、平成３年11月８日、平成４年９月22日、平成６年３月24日、平成７年３月
23日、平成８年３月25日、平成９年８月14日、平成10年５月14日、平成11年５月20日、平成
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12年６月13日、平成13年６月22日、平成14年６月27日、平成15年11月17日、平成16年９月30
日と、殆ど毎年のように修正が行われた。
併し、平成16年に「７.13新潟豪雨災害」・「中越大震災」と立て続けに大災害に見舞われ
た新潟県は、既存の防災体制に基本的な見直しを迫られ、ようやく３年後の平成19年７月25
日に「新潟県地域防災計画」が修正された。二つの災害を通じて明らかになった様々の課題
の中から特に住民の生命・安全に直接関わる事柄について検証を行い、要援護者の対策には
大幅な修正が行われ、将来の災害に向けての建設的な修正となった。
（１）2004（平成16）年「新潟県地域防災計画」９月30日及び、2007（平成19）年７月25
日「新潟県地域防災計画」の災害時要援護者の安全確保計画の比較
比較：災害時要援護者の安全確保計画について
2007（平成19）年

2004（平成16）年

［関係機関］ 県、病院局、警察本部、市町村、防災関係 ［関係機関］ 項目なし
機関、社会福祉施設等
計画の方針
（１）基本方針

１基本方針

災害時に必要な情報の把握が困難であったり、自らの

障害者、高齢者、外国人などの災害時要援

行動等に制約のある災害時要援護者の安全や心身の健康 護者は、災害の認識や情報の受理、自力避難
状態等に特段の配慮を行いながら、避難からその後の生 等が困難な状況にあるため、県、市町村、防
活までの各段階において、ニーズに応じたきめ細やかな 災関係機関及び社会福祉施設等は相互に連携
支援策を講ずることができるよう、県、市町村等の行政 し、近隣住民をはじめとした地域社会で災害
と日頃、災害時要援護者の身近にいる地域住民、関係団 時要援護者を支援する体制づくりを推進し、
体及び社会福祉施設、医療施設等とが協力しながら、そ 災害時における災害時要援護者の安全確保を
れぞれの役割を適切に行うことができる体制を確立する。 図るものとする。
※以下「避難所」には福祉避難所を含む。
［災害時要援護者の安全確保計画の体系］

［災害時要援護者の安全確保計画の体系］

項目なし

情報の把握、啓発、訓練等
・災害時要援護者の把握
・災害時要援護者への広報・啓発
・災害時要援護者向け備品確保
・災害時要援護者対象の防災訓練
避難誘導（避難誘導等）
・避難勧告等情報提供
・避難誘導
・移送
避難所管理等（避難所の設置・運営）
・災害時要援護者の安否確認
・避難所の管理・運営
・災害時要援護者の緊急入所。入院
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生活の場の確保対策
・公的宿泊施設の確保
・応急仮設住宅での配慮
・公営住宅等の確保
保健・福祉対策
保健対策・巡回相談・栄養指導
・こころのケア・訪問看護等
福祉対策・災害時要援護者のニーズ把握等
・福祉サービスの提供
・情報提供
・生活資金等貸与（特別）
社会福祉施設等の支援
・入所者等の安全確保
・災害時要援護者の受け入れ
保健・福祉対策の実施体制の確保
・市町村の実施体制
・県等の支援体制
外国人支援対策
・外国人への防災教育の実施
・外国語による災害情報等の提供方法や相談体
制の整備
ア県

この項目なし

県は、市町村、防災機関、災害時要援護者団体、介護
保険事業者、社会福祉施設等及び地域住民等と協働して
災害時要援護者の安全確保を図るこれらの機関の体制づ
くりを支援する。特に市町村に対しては、「災害時要援護
者の避難支援ガイドライン」を参考にした災害時要援護
者の情報の収集・防災機関への提供のための体制作りの
支援を行うとともに、その進捗状況、実効性等を確認する。
イ市町村
市町村は、避難勧告等の判断・伝達マニュアルや避難
支援プラン等を策定するとともに、実際に避難訓練を行
うなど、県、防災関係機関、介護保険事業者、社会福祉
施設等及び地域住民等の協力を得ながら地域社会全体で
災害時要援護者の安全確保を図る体制づくりを行う。ま
た、職員住民等の災害への意識醸成や、災害時要援護者
への注意喚起等を実施する。
ウ介護保険事業者及び社会福祉施設等
介護保険事業者及び社会福祉施設等の管理者は、施設
内の災害時要援護者の安全確保を図る。県又は市町村か
ら要請を受けた災害時要援護者を受け入れる体制づくり
に努める。
エ外国人雇用企業、留学生が所属する学校及び国際交流
団体など外国人と交流のある団体等（以下「外国人関係
団体」という。
）
外国人関係団体は、外国人が災害発生時に言語、生活
習慣、防災意識の違い等から生じる孤立等を防止するた
めに、県や市町村の協力を得ながら外国人のニーズ等
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を把握するとともに、防災意識の啓発、災害予防対策等を
行う。
オ地域住民、自治会等
地域住民、自治会等は、市町村、防災関係機関、介護
保険事業者、社会福祉施設等の協力を得て地域社会全体
で災害時要援護者の安全確保を図る体制作りに努める。
カ災害時要援護者及び保護責任者
災害時要援護者及び保護責任者は、自らできることに
ついては事前に準備し、災害時の対応に備える。なお、
地域住民から援助が必要なことがあれば、市町村、地域
住民等に対して、情報発信に努める。
（２）積雪期の対応
必要により災害時要援護者の雪下ろし、除雪など必要 この項目なし
な措置を講じる。また、災害時要援護者が入所している
施設管理者は、県、市町村と協力して、避難場所及び避
難経路の確保のため適時除雪等を実施する。
２

県民・企業等の役割（詳細略）

（１）県民・地域の役割（２）民生委員、介護保険事業 この項目なし
者、福祉関係者の役割（３）介護保険事業者及び社会福
祉施設等の役割（４）外国人関係団体の役割（５）企業
等の役割
３

県の役割（詳細略）

（１）避難誘導・避難所の支援等（防災局、福祉保健部） この項目なし
（２）生活の場の確保対策（土木部）
（３）保健福祉対策（福祉保健部）
（４）介護保険事業
者及び社会福祉施設等への支援（福祉保健部）（５）外国
人支援対策（知事政策局）
４

市町村の役割（詳細略）

（１）災害時要援護者の把握、啓発、訓練等（２）避難 この項目なし
誘導・避難所の管理等（３）生活の場の確保対策（４）
保健・福祉対策（５）介護保険事業者及び社会福祉施設
等への支援（６）外国人支援対策（７）市町村地域防災
計画で定める事項
この項目なし

２計画の体系
在宅災害時要援護者に対する対策

社会福

祉施設における安全確保対策
この項目なし

３．在宅災害時要援護者に対する対策
（１） 地域コミュニティーの形成等
（２）公共施設及び住宅の安全性向上
（３）情報伝達・避難誘導

この項目なし

４．社会福祉施設等における安全確保対策
（１）防災組織体制（２）施設、設備の安
全強化（３）食料品等の備蓄（４）防災教
育・防災訓練（５）職員の迅速な確保及び地
域住民等との協力体制の構築（６）社会福祉
施設間の協力体制の確立
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考察
以上をまとめると、次のようなことになる。2007年度と2004年度の基本方針を比較すると、
2007年度に於いては災害時要援者に対して、かなり具体的な配慮が見られ、安全確保計画に
も一貫してこの基本方針が生かされている。また、2007年度に於いて県民、企業、県、市町
村の役割分担が詳細に述べられていることである。大きな災害から貴重な経験を踏まえ、具
体的な対策が示されている事が判る。
（２）
「新潟県地域防災計画」が2004年度より2007年度への修正された経緯
2006（平成18）年１月、
「７.13新潟豪雨災害・中越大震災検証委員会」より『検証レポー
ト』及び『提言書』が新潟県に提出された。
『検証レポート』
「水害編」
「震災編」と分けて記載されているが、被災者の救援は特に重複が多い為、本論
では、主として震災編を取り上げた。
基本的な方向としては、自助・共助・公助がうまく機能することにより、効果的な被災者
救援に繋がるため、それぞれの役割や位置付けを見直す必要があること。
平時における対策としては災害時の役割分担について、定期的な意見交換等を行い、連携
を強化する事が挙げられている。要援護者の考えられる対応策と課題として、要援護者の社
会福祉施設への受け入れ体制の整備、要援護者の使用にも配慮した災害時用トイレの開発、
早期に避難者名簿を作成し、適時に更新できるような手法を整備するなど、検証が細かい所
まで及んでいることが分かる。
７.13新潟豪雨災害・中越大震災検証委員会
『提言書』─はじめに（全文）
─
「平成16年度は日本全体にとってまさに「災」の年だった。特に新潟県では７月13日の
「７.13新潟豪雨災害」
、10月23日の「新潟県中越大地震」と、立て続けに大災害に見舞われ、
既存の防災体制の根本的な見直しを迫られることとなった。「７.13新潟豪雨災害・中越大震
災検証委員会」は、尊い犠牲のもとに明らかになった災害の教訓を県、市町村、防災関係機
関の防災対策に反映させるため、二つの災害を通じて明らかになった様々な課題の中から、
特に住民の生命・安全に直接関わる事柄について検証を行った。検証作業では、水害と震災
それぞれについて「情報」
「避難」「救援」という災害時の社会サービスをテーマに、当時の
問題点とその背景にあるものを整理し、対応策等を検証した。この「提言書」は研究者、防
災関係機関、市民、ボランティア、自治体関係者など様々な立場の委員からなる当委員会
が、テーマごとの検討を基に、将来の災害に向けての建設的な対応策を提案するものである。
この提言が、県、市町村の地域防災計画や関係機関の防災に関する計画の見直し、ひいては
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一般県民の防災意識の向上にいささかでも資することを期待する。」平成17年12月

７.13新

潟豪雨災害・中越大震災検証委員会
上記のような「はじめに」を受けた提言により、すべての防災に関する計画の見直しが行
われ、特に災害時要援護者対応としては、要援護者は、それぞれ独自の事情を抱えており、
普段の生活の中での認識と支援活動がなければ災害時の支援活動も期待できないことから、
日常の自主防災活動の中に要援護者支援問題を組み込む必要があること、地域のNPOの中
には日常活動の中で、要援護者と関わったり関係する機関や施設と密接な関係を有するもの
も多いことから、市町村はこれらNPOとの災害時の連携活動を強化するなど、提言は細か
い所まで及んでいる。
（３）
「新潟県地域防災計画」
（震災対策編・風水害対策編）平成16年度より平成19年の修正
について
①

計画修正に係る基本方針
検証委員会により提案された、災害時における関係機関の対応に係る課題を検討して、地

域防災計画の見直しの方向について、
「見直しの５本柱」に集約したうえ、全面的な修正作
業を行った。
②

見直しの５本柱

ア 「住民」
・
「地域」
・
「防災関係機関」の役割分担と責任の明確化
修正作業として家庭・企業などの場で基礎的防災力向上の啓発活動の充実が図られ、防災
知識の普及促進、食料、物資の備蓄が推奨されている。また、自主防災組織の結成が促進さ
れ、県市町村の災害対応力強化の要請が行われている。
イ

個々の自治体の対応力不足を補うための「協力体制」の強化
県の市町村支援体制の整備、自治体間の協力体制の強化推進、他の自治体からの応援の受

け入れ体制の整備、行政と民間の協力体制の強化の推進と、具体的な目標の下に協力体制の
目標が掲げられている。
ウ

孤立が予想される集落の自立的防災力の強化
孤立予想集落の事前把握や、道路整備による孤立防止策の実施や、孤立予想集落内の防災

拠点施設の確保、孤立予想集落の住民に対し備蓄や自主防災活動への参加を推奨するなど、
自主防災活動への積極的な参加を奨めている。
エ

避難・誘導体制の強化と避難生活環境の改善による人的被害の極小化
避難・誘導体制の強化として避難情報の基準を設定し、避難情報伝達体制の整備をする。

また、災害時要援護者を事前に把握し、適切に避難させるための「避難支援プラン」を策定
する。
避難生活環境の改善として、特に災害時要援護者のそれぞれの事情に配慮した部屋の配
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置、必要なケア要員の配置、必要な物資の供給など災害時要援護者の避難生活への配慮をす
る。一般の避難所で集団生活が難しい災害時要援護者のために、「福祉避難所」の設置のほ
か、既存の福祉施設などで臨時に受け入れる。
オ

食料・物質の供給体制の強化と質の向上
食糧・物質の供給体制の強化や供給する物質の向上に配慮する体制を整備する。
上記見直しの５本柱の強化の内、エ避難生活環境改善の「福祉避難所」は、中越沖地震で

初めて本格的に開設された。その他、新潟市では要援護者の同意方式による名簿登録など避
難支援計画の作成が徐々に進んでいる。
３．今後の課題
今回は「新潟県地域防災計画」の平成16年より平成19年修正となる端緒となった二つの災
害を通して防災計画の修正に至る経過と、修正案の要援護者に係る項目を検証した。
新潟県は、その後2007（平成19）年７月16日にも「中越沖地震」に見舞われたが、この時
は「阪神淡路大震災」をきっかけに制度化された

福祉避難所

がデイサービスセンターな

ど９箇所に指定され、一日100人を越える人々が利用し、看護士や介護福祉士などにより24
時間体制で健康管理や身の回りの世話が行われた。
今後は要援護者としての障害者が災害当時、どのような立場に置かれ、どのような行動を
したか、また、何が問題なのか、どうしたら良いか等、事例を通して調べ提言できたら良い
と思っている。
おわりに
この研究の目標は、災害という非常時に障害者が地域住民の支援を何処まで受けられるか
ということである。今や障害者への地域社会サービスは、行政だけで行うことは不可能であ
る。一方、障害者に対する一般住民の意識は低く関心も薄い。それは単純な差別意識にも繋
がる。災害という極限の状況を想定した中で、地域社会の関係者を含む住民と行政による共
働により、どのような社会サービスが提供出来るかということが、この研究の最終目標であ
り今後の課題である。今回は立て続けに大きな災害を受けた新潟県の「地域防災計画」の修
正を通して検証し、この研究の課題である社会サービスの大切なことを改めて確認した。
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Supporting Natural Disaster Victims with Special
Needs：Focusing on the Revision of the Regional
Natural Disaster Prevention Strategies in Niigata
Prefecture
KISE, Masae
Aim: Japan is one of the countries which are most frequently hit by natural disasters.
Adding to that, recent notable change in Japanese social life, such as urbanization, aging
of people and ﬂood of information,seems to confuse the matter more. Every year many
people are killed by disasters and their matter more. Every year many people in this
paper, the author examined the present social services from the stand point of the people
in special need at the time of the disaster, with future interest to realization of a symbiotic
society
method: The author ﬁrst traced the history of the plan,for disaster prevention in Japan.
Then the author examined a national plan,
prefectural ome.

Basic Plan of Disaster Prevention

Region Plan of Disaster Prevention

and a

to clarify how they were.

especially in terms of the support of people in special need, and how they were revised
after a big disaster.
Results: The author found that the revised Regional Plan of Disaster Prevention

in

Niigata Prefecture for support of people in special need were more detailed between two
big earthquakes broke out in 2004 and 2006. The author also observed the process the
revision was made.
Conclusions: The author think it necessary to further examine through Case reports
what situations the people in special need will be put on disaster and how they should act.
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