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障害者の芸術活動支援 伏木に「ばーと◎とやま」開所 北日本新聞 2018 年 7 月 14 日
県障害者芸術活動支援センター「ばー
と◎とやま」の開所式は１４日、高岡市伏
木古府元町のアートＮＰＯ「工房ココペ
リ」
（米田昌功代表）で開かれ、芸術活動
を通じ、障害者の社会参加の拡大につな
げる拠点の開設を祝った。
障害者らの作品は「アール・ブリュッ
ト（生（き）の芸術）
」と呼ばれ、独創性
が美術界で注目を集めている。２０２０
年の東京五輪・パラリンピックに向け、
国が支援に力を入れている。県もより積
極的
に支
援す
るた
め、
同セ
ンタ
ーを
設け
る こ
と に
した。
コ
コ ペ
リ は
０ ９
年 に
発足。
県内の作家を発掘し、月２回ワークショップを
開くほか、展覧会を企画するなど障害者のアート活動を支援している。
先駆的な取り組みが評価され、県から事業の委託を受けた。米田代表がセンター代表を
務め、人材の育成、ネットワークづくり、相談窓口の開設、展覧会の開催などに取り組む。
「ばーと」は「Ｂｅ（存在または生）」と「ＡＲＴ（芸術表現）」から、障害があってもな
くても、誰もが創作に夢中になれるようにとの願いが込められている。

開所式には関係者１６人が出席。米田代表が「多様性を認め合う社会づくりにつなげた
い」とあいさつ。向栄一朗県議、大村政人県障害福祉課長、吉澤実市福祉保健部長、ココ
ペリ理事の長谷川総一郎富山大名誉教授が祝辞を述べた。
問い合わせはばーと◎とやま、電話０７０（２６４３）０７９６（火曜～金曜）
。

ふるさと納税、みんなでお返し 大月のやまびこ支援学校、笹一酒造と商品化…小遊三さ
んも協力
産経新聞 2018 年 7 月 14 日
大月市のふるさと納税の返礼品として、県立やまびこ支援学校（富浜町宮谷）と笹一酒
造（笹子町吉久保）
、同市出身の落語家、三遊亭小遊三さんが協力し、
「純米酒とお猪口（ち
ょこ）
、徳利（とっくり）セット」を商品化した。純米酒は「やまびこのしずく」と名付け、
ラベルは子供による富士山の絵。小遊三さん直筆で商品名などを記した。酒器も同校生の
手作りだ。
商品は約１年半前、やまびこ支援学校の事務職員が発案し、市と笹一酒造に提案した。
棚橋雅一教頭は「作業学習で陶芸に携わる高等部の生徒の力を生かし、市の税収増にも
貢献できる、という思いで提案した」と振り返る。小遊三さんには、出身校の県立都留高
校を通じて協力を依頼した。小遊三さんは「書いてあげるよ」と快諾したという。
棚橋教頭は「特別支援学校と地元企業などが共同企画した返礼品は、全国初だと思う。
地域への恩返しと障害のある児童・生徒への理解を深めてほしいと考えた」と話す。
１万５千円以上の寄付に対する返礼品で、中身は７２０ミリリットル入り純米酒が２本
と、お猪口と徳利。酒２本のみのセットは１万２千円以上の寄付が対象。純米酒は笹一酒
造の「夢山水」
。大月や都留市産の同名の酒米を１００％使用した。
同社の担当者は「米の香りと柔らかな口当たりが特徴。ほどよい米のうまみがゆっくり
と舌に広がり、さしみから煮物まで多くの和食と合う」と話す。
今月から、ふるさと納税返礼品の専用サイト「さとふる」に掲載されている。同社に併
設する酒類販売店「酒遊館」でも、１本１８００円（税込み）で販売している。

倉吉市 防災計画修正 要配慮者の支援環境整備へ／鳥取 毎日新聞 2018 年 7 月 14 日
倉吉市地域防災計画の今年度の修正として、要配慮者（高齢者や障害者など）の支援環
境を整える記載が盛り込まれた。一昨年の県中部地震での経験を踏まえ、避難所で要配慮
者を的確に把握し、行政などが迅速に支援することが狙い。
計画には、支援の必要性を意味するヘルプマークやベストなどの着用を促す意向を盛り
込んだ。また、避難所で記入してもらう避難者カードに「要配慮者としての支援希望」の
有無を記入できる項目も増やした。
市障がい者地域自立支援協議会（相見槻子会長）は修正に先立ち、障害者支援団体など
にアンケート。「一度避難所で過ごしたが（環境になじめず）居づらかった」「過ごせるか
どうか不安（だったので行けなかった）
」などの回答があった。これらを踏まえ、対策を計
画に反映するよう市に要望していた。
同協議会の筏津充代副会長（５７）は「見えない障害者（知的障害など）は自分から支
援が必要ですと発することができない。なんらかの手段で意思表示できるのはありがたい」
と話した。
【阿部絢美】

行政処分 障害者通所支援施設、指導員ら常駐せず／佐賀 毎日新聞 2018 年 7 月 14 日
県は１２日、障害者通所支援施設「児童ルーム とすさるく」
（鳥栖市）と施設を運営す
るＮＰＯ法人「さるく」
（福岡市早良区、長瀬慎一代表）を児童福祉法に基づいて行政処分
にした。３カ月間、新規利用者の受け入れを停止する。

障害者福祉課によると、施設と法人は未就学児の生活指導などを手掛けており、２０１
７年１０月１日～１２月１２日、営業時間帯（午前８時～午後４時）に児童発達支援をす
る管理責任者や指導員を常駐していないなどの違反をしていた。受給した障害児通所給付
費約３０万円の返還を求める。
発達障害や自閉症などがあって施設を現在利用している未就学児７人への影響はない。
【松尾雅也】

大学倶楽部・法政大

子ども食堂ネットワーク、前橋で１５日設立大会 湯浅教授が講演
毎日新聞 2018 年 7 月 14 日
子どもに無料や低額で食事を提供する「子ども食堂」を群馬県内で運営している人たち
の連携を進めるため、「こども食堂ネットワークぐんま」が７月１５日に設立される。「設
立大会～地域の子どもをみんなで支えるために」が同日午後１時～４時半、前橋市新前橋
町の県社会福祉総合センターで開かれ、社会活動家で法政大学教授の湯浅誠さんが講演す
る。参加無料。
県が把握している県内の子ども食堂は３３カ所（４月末現在）
。設立大会を主催する県社
会福祉協議会によると、新たに子ども食堂を始めたい人や手伝いたい人、行きたいと思っ
ている人を結び付ける▽既に運営している人同士が交流し、子ども食堂の輪を広げる－－
ことが目的。食中毒予防や保険の加入方法など適切な運営に向けた勉強会も予定している。
１５日は、高崎、伊勢崎、みどり各市（いずれも群馬県）にある子ども食堂の活動紹介も
ある。
申し込みは所属（機関・団体名）と氏名などを書いて、設立準備会事務局（県社会福祉
協議会内）にファクス（０２７・２５５・６４４４）またはメール（shien@g-shakyo.or.jp）
で送る。問い合わせも事務局へ。
【鈴木敦子】

発達障害児家族に先輩ママが助言

静岡で活動の場広がる

静岡新聞 2018 年 7 月 14 日

「マミーズ・チャット・カフェ」主催の「おしゃべり会」
で、母親たちの話に耳を傾ける小山浩世さん（左）と渡
辺愛さん＝静岡市葵区

発達障害の子どもを育てる親の立場で、診断
を受けて間もない当事者家族などの相談に乗る
「ペアレントメンター」の活動の場が静岡市内
を中心に広がっている。行政主催の親子教室で
スタッフを務めたり、メンター自ら交流会を企
画したりして、
「後輩」の不安軽減に尽力してい
る。
ペアレントメンターは、日本自閉症協会が２００５年に養成を開始し、厚生労働省が発
達障害児と家族の支援施策の一つに位置付けている。県内では静岡市発達障害者支援セン
ター「きらり」が１０年度から養成講座を開始し、１７年度までに５７人が修了した。県
自閉症協会も１０年度から養成している。
静岡市は言葉などの発達が気になる１～３歳児の親子を対象にした教室などに派遣する。
親と近い立場のメンターは参加者の緊張を和らげるという。保護者同士の交流会でも進行
役として活躍する。
「きらり」の養成講座を初期に修了した小山浩世さん（５１）＝静岡市＝は１３年、同
じく修了生の渡辺愛さん（４４）＝同＝とピアサポート（仲間同士の助け合い）グループ
「マミーズ・チャット・カフェ」をつくった。未就園児から小学３年までの親を対象にし
た「おしゃべり会」を月１回、市内で開く。
小山さんの中学生の次男は３歳の時に知的障害と自閉症の診断を受けた。１歳半健診で

言葉が出なかったため経過観察になったが、当時はすぐに通える親子教室などはなく、１
人で不安を抱えた。同じ境遇の母親たちと出会えた時に「心から共感してもらえた」と安
堵（あんど）し、その経験が活動の原動力になっているという。
このほど開かれたおしゃべり会には３０、４０代の母親５人が参加した。
「子どもの聴覚
過敏が気になるが、イヤーマフ（防音保護具）を付けたほうがいいか」「偏食でカレーばか
り食べているが、どうすればいいか」―。母親たちは日常生活での困り事を語り合い、小山
さんと渡辺さんは経験談や自身が今向き合う課題を伝えた。
４０代母親は「専門家には質問しにくいささいなことも、先輩ママには聞きやすい」と
語る。小山さんは「メンターとの関わりは不安解消にまではならなくても、軽減にはつな
がると思う。子育てに見通しが持てるよう寄り添っていきたい」と意欲を示した。

福祉 8 施設・団体に助成 就労や自立支援へ タイムスふれあい事業
沖縄タイムス 2018 年 7 月 14 日
沖縄タイムス社は１３日、福祉関係の
施設や団体を支援する第１５回タイム
スふれあい事業の贈呈式を那覇市久茂
地の本社で開き、障がい児・者の発達や
就労、自立などを支援する事業所８施
設・団体に計２００万円を贈った。
「タイムスふれあい事業」の助成を受けた施
設・団体の代表ら＝１３日、那覇市・沖縄タ
イムス社

障がい者の自立や就労をサポートする一般社団法人がじゅまる「自立・就労センター希
望の大地」
（浦添市）では、施設内に設置するクーラーを購入する。高嶺豊理事長（６９）
は「利用者が熱中症にならないか心配していた。これからの暑い夏を乗り越えられる」と
笑顔で話した。
精神障がい者の就労を支援するてるしのワークセンター（南風原町）は、利用者が使う
パソコンの購入費用に充てる。職員の上里早織さん（４９）は「今までは中古を使ってい
たため、修理にお金がかかっていた。新しいパソコンを購入し活用したい」と感謝した。
同事業は２００４年度に始まり、今回を含めて延べ９２団体に助成。武富和彦社長は「読
者をはじめとした地域に恩返しできることに喜びを感じる」とあいさつした。
「共同作業所スオウの木」は竹富町西表島の同施設で贈呈する予定。そのほかの贈呈先
は次の通り。
浦添市障がい児（者）の療育・育成・自立支援をめざす会「ドレミサークル」
（浦添市）
▽就労継続支援Ｂ型事業所「みみの木」
（那覇市）▽燦花「くくるばな」
（宜野湾市）▽地域活
動支援センター３型ふれあいセンター（那覇市）▽特定非営利活動法人うりずん（浦添市）

追跡

浜田市・ひとり親家庭、介護人材育成事業 難しい、移住者定着 厚遇も世帯半減、
定員割れ／島根
毎日新聞 2018 年 7 月 14 日
食事介助を行う介護職員。島根県浜田市でも深刻な人手不
足が続いている（写真の人物と本文は関係ありません）＝
同市で、竹内之浩撮影

ひとり親家庭を対象にした移住促進策として、浜
田市が全国に先駆けて２０１５年度から始めた「シ
ングルペアレント介護人材育成事業」。介護施設で
の勤務を条件にした最大約４００万円の支援は大
きな反響を呼んだが、移住した１３世帯は現在、７

世帯と半減した。曲がり角に立つ事業の今を調べた。【竹内之浩】
「子どもに『お母さん、変わったね』と言われた。私が精神的に安定して話しかけやす
くなったようです」
。小学生男児２人を持つ東日本出身の４０代女性が語る。離婚のつらい
思い出が残る古里を離れたかったのと、事業の手厚い支援に魅力を感じて応募。現在は市
内の特別養護老人ホームで働き、来年の介護福祉士試験を目指して勉強を続ける。「浜田に
来た決断は正解だった」と力を込めた。
介護職員の不足と人口減対策として１５年５月から１期生を募り、現在は今月末まで６
期生３人を募集中。セールスポイントの支援とは、最初の１年を研修期間として１５万円
以上の給与や養育費３万円、家賃補助最大２万円を毎月支給。他に転居支度金３０万円や
中古車の無償提供、研修後２年の勤務で最大１００万円の支給もあり、市民からは厚遇へ
の批判が聞かれるほど。施設側の支出などを除く市の負担は１人当たり約１８０万円とい
う。
移住後のフォローにも力を入れる。研修中は移住者ごとに寄り添う生活相談員を置き、
担当の政策企画課も２カ月おきに直接悩みを聞く。親身な支援に、移住者からは「ここま
で行政がやってくれるなんて」という声が多く聞かれた。さらに子どもの預かりサービス
の半額助成を夜間に広げ、放課後児童クラブ利用料の半額助成を新設するなど、育児と両
立しやすい勤務環境の整備を進める。これらは事業の当事者だけでなく市内のひとり親全
てを対象にした。
だが定着は難しい。初年度募集の１、２期生で計３人が昨年度、浜田を離れた。２人は
実家の事情や結婚が理由だが、１人は職場の人間関係が原因だったという。これで各４世
帯いた１、２期生は共に１世帯だけとなった。また、４、５期生の募集では計１０人の定
員に対して３人しか確保できず、現在の６期生も応募が少なかったため、期間を２カ月延
長した。市は全国的な人手不足による雇用状況の改善で移住者が減ったとみている。
同課の岡橋正人課長は「移住者と仕事のミスマッチをなくすため、より丁寧な説明と密
接なコミュニケーションに努めたい」と述べる。久保田章市市長は「移住者は新たな人生
を踏み出し、市にとっても国やメディアから注目されて意義がある。施設からのニーズが
ある限り続けたい」と話している。

ドキュメントＤＶＤ上映会

医療ケアの子、理解を

あす中京 ／京都
毎日新聞 2018 年 7 月 14 日
医療的なケアの必要な子供らの生活を追ったドキュメントＤＶＤ「風よ吹け！ 未来は
ここに！！」の上映会が１５日午後１時半から、京都市中京区のハートピア京都である。
意見交換会もあり、人工呼吸器をつけながら地域で暮らす子供や青年の家族が発言する。
入場無料。
ＤＶＤは２０１６年８月、人工呼吸器を使う人や家族などで作る「バクバクの会」
（大阪
府箕面市）が製作。教育や医療、福祉の支援者らと人工呼吸器の使用者や家族がつながる
機会として、また、自宅や施設にとどまらない地域での生活への一般の理解を広げること
も目的に全国で上映会を開いている。
意見交換会では、芝崎直子さん（５５）＝中京区＝が発言する。息子の晃次さん（１８）
は小学３年の頃から人工呼吸器をつけ始め、北総合支援学校（北区）高等部を今春卒業し
て市内の介護施設に通所している。中学２年の終わりごろに授業中の保護者の付き添いが
不要になるなど、受け入れ環境が徐々に改善されていった経過などを、苦労した点を交え
て話す予定。
同会関西支部の七里のり子さんは「来場の皆さんの意見を参考にしていきたい」と参加
を呼びかけている。
定員７０人で事前予約優先。申し込み、問い合わせは七里さん（０７７・５８９・２４
６７）
。詳細は同会ホームページ（https://www.bakubaku.org/)。【国本ようこ】

チャリティーコンサート

音楽と福祉の輪を あす香芝

／奈良
毎日新聞 2018 年 7 月 14 日
香芝市から音楽と福祉の輪を広げようと、福祉施設などでの演奏会を企画する「カナデ
ミール」主催のチャリティーコンサートが１５日、香芝市藤山１の市ふたかみ文化センタ
ーで開かれる。
智弁学園奈良カレッジ小６年の原田奏子さんがベートーベンの「ピアノソナタ第１番」
や、ショパンの「即興曲第１番」を演奏するほか、草笛四郎さんが昭和の名曲を歌い、市
立香芝中学校吹奏楽部がミュージカル曲などを奏でる。カナデミールの原田陽子代表は「コ
ンサートが人や地域の絆を深めるきっかけになれば」と話す。
会場には募金箱を設置。集まったお金はｉＰＳ細胞研究基金や香芝市の社会福祉協議会
などに寄付される。
演奏会は午後２時～３時半（開場は午後１時半）
。入場無料。問い合わせは原田さん（０
９０・３０５３・６９７８）
。
【大笹久光】

被災自治体に支援職員の派遣急ぐ 総務相
NHK ニュース 2018 年 7 月 14 日
今回の豪雨災害で被災した自治体で、「り災証明書」の発行などを担当する職員が不足する
おそれがあることから、野田総務大臣は、全国知事会などに協力を求めて、職員の派遣を
急ぐ考えを示しました。
野田総務大臣は 14 日、岐阜県関市を訪れ、津保川の水があふれ、多くの住宅が浸水する被
害が出た現場などを視察しました。
このあと、野田大臣は記者団に対し、豪雨災害で被災した自治体で今後、被災者が支援金
などを受け取るのに必要な「り災証明書」の発行や、避難所の運営を担当する職員が不足
するおそれがあることから、全国知事会などに協力を求めて、職員の派遣を急ぐ考えを示
しました。
野田大臣は「被災地の皆さんが１日も早く、安心して元の暮らしに戻れるよう、支援に万
全を期したい」と述べました。
今回の豪雨災害では、被災した自治体の支援に協力するパートナーの自治体を決めて、職
員を派遣するという新たな仕組みが活用されていて、総務省によりますと、広島、岡山、
愛媛の３県の自治体に、これまでに全国 20 の自治体から 313 人の職員が派遣されていると
いうことです。

西日本豪雨

３連休「力になりたい」

酷暑の中、支援に奔走
毎日新聞 2018 年 7 月 14 日
西日本豪雨の被災地は１４日、３連休の初日を迎え、ボランティア活動が本格化した。
全国から大勢の人が駆け付け、酷暑の中、土砂の撤去や家屋の掃除、家財道具の片付け、
支援物資の仕分けなどに奔走した。
全国社会福祉協議会によると、１３日午後８時現在、１２府県５８市町で災害ボランテ
ィアセンターが設置された。特に被害の大きい広島、岡山、愛媛３県の社協は、３連休で
延べ計約１万８０００人以上のボランティア活動を想定している。
大規模な浸水被害が出た岡山県倉敷市真備町地区では、１４日朝から多数のボランティ
アが被災家屋の片付け作業に取り組んだ。倉敷市ではこれまでボランティアを市内在住者
に限定していたが、受け入れ態勢が整ったため同日、全国から受け入れ始めた。受付会場
の倉敷市玉島長尾の中国職業能力開発大学校の周辺では、被災地に入ろうとする人の車で
渋滞が発生した。

大規模な土砂崩れで１０人以上が亡くなった広島市安芸区でもボランティアの受け入れ
を開始。区総合福祉センター前には約３０人が列を作った。広島出身で山口県防府市の会
社員、大塚功司さん（５６）は「力になりたいと思って来た」と話した。
岐阜県関市でも、県内外から大勢のボランティアが集まった。家屋から泥をかき出した
り、使えなくなった家具などを処分したりと作業に取り組んだ。市総合福祉会館「わかく
さ・プラザ」に設置された市災害ボランティアセンターでは午前９時時点で個人２４０人
以上と、団体参加で１０団体７１人が登録した。
午前中から酷暑となった中、互いに声を掛け合い、明るい雰囲気で作業に励んだ。大垣
女子短大（同県大垣市）の小西文子教授（５０）は、福祉コースの学生４人と参加。助け
が必要かを尋ねる仕事を割り当てられ、さっそく各戸を回って歩いた。学生の一人、大間
鈴子さん（１８）は「今まで参加したことが無かったので、これを機会に被災地域で力に
なりたいと思います」と話した。
【林田奈々、佐藤英里奈、今野悠貴、横田伸治、兵藤公治】

【西日本豪雨】福祉避難所の利用進まず…告知不足か
産経新聞 2018 年 7 月 14 日
西日本豪雨の被災地で、ケアが必要な高齢者や障害者ら災害弱者を受け入れる福祉避難
所の利用が進んでいない。被害が大きい岡山県倉敷市、広島市、愛媛県宇和島市では災害
弱者を含め約２９００人が避難生活を余儀なくされているものの、利用は１４日時点で約
２０人にとどまる。過去に一般避難者が殺到した事例があり、存在を積極的に知らせてい
ないことが、妨げの一因となっている。

社説 被災地支援 生活再建の知恵絞ろう
京都新聞 2018 年 07 月 14 日
西日本の広い範囲に大雨特別警報が出されて１週間が過ぎた。
河川の氾濫や土砂崩れの被害を受けた地域では、道路など生活インフラの復旧作業が始
まっている。６０人を超える行方不明者の捜索活動も続いている。
一方で、これから進捗（しんちょく）に差が生まれかねないのが、浸水被害を受けた住
宅の後片付けや清掃など、個々の被災者の生活再建だ。被災地には高齢者だけの世帯が多
い。自宅に流れ込んだ大量の土砂を前に途方に暮れている人もいる。被災弱者をきめ細か
く支援することが必要だ。
今週末からの連休で、ボランティアとして被災地で活動する人も多いのではないか。京
都市のボランティア団体は福知山市内で被害を受けた家の清掃などに取り組む予定だ。
ただ、被災地に向かう道路は各所で寸断されている。求められる活動もさまざまだ。現
地で混乱せず適切な活動をするために、被災自治体が提供するボランティア募集情報を確
認してほしい。
被災地も猛暑が予想されている。乾いた泥やほこりを吸い込まないためのマスクやゴー
グルはもちろん、肌を露出しない服装で身を守って行動したい。スコップなどの資機材や
食料、水の持参は不可欠だ。被災地に負担をかけないよう心がけたい。
被災地を訪れなくとも、ふるさと納税制度を活用して被災自治体を支援する方法がある。
ふるさと納税を紹介する大手インターネットサイトでは、被災を申し出た自治体に対す
る返礼品なしの寄付を受け付け、すでに３億円を超える金額が集まっている。
被災者個人に渡るのは義援金で、ふるさと納税は自治体への寄付になる。どちらも重要
だ。自分はどちらを望むのかを考えて選んでほしい。
避難生活をしている被災者は６千人を超える。京都府内でも約９０人が避難している。
政府は公営住宅や民間賃貸住宅など約７万１千戸を確保し、順次、入居者の募集を始める
という。
ただ、確保した住宅が全て被災者の望む場所にあるとは限らない。多くの被災者は地元
で暮らしながら生活再建を目指すはずだ。

広範囲で冠水した岡山県倉敷市真備町などでは町内に仮設住宅建設を望む声が出ている
という。
今回の災害の規模は大きく、復旧・復興作業の長期化は避けられない。国や自治体は被
災者の声にしっかり耳を傾ける必要がある。

社説 災害弱者 誰一人置き去りにしない支援を
愛媛新聞 2018 年 7 月 14 日
西日本豪雨では多くの高齢者が犠牲になった。昨年の九州北部豪雨でも身元が判明した
人の大半が７０歳以上だった。土砂災害や集落孤立に見舞われやすい山間部や島では、特
に過疎高齢化が著しい。
「災害弱者」をどう守るかという懸案の課題に、今改めて、真正面
から向き合わなければならない。
犠牲者の中には、自身が寝たきりだったり、介護している家族がいたりして逃げ遅れた
とみられる人がいる。水が迫っても足が不自由で２階に上がることができなかったと唇を
かむ遺族の証言もある。避難が重要だと分かっていても、一人で逃げられない人は多い。
住民を支える民生委員も、いまや８割が６０代以上。「老老避難」は重い現実としてのしか
かる。
それだけに万が一の際、一人一人について誰が助け出すか事前に決めておくことが重要
になる。法で義務づけられた要支援者名簿の作成は進んだが、避難経路や支援者を決める
個別計画は難航している。支援者を決めていても不在時の心配もある。この難題を地域で
話し合い、きめ細かくシミュレーションしなければならない。自治体が専門知識を持った
職員を養成し、地域に派遣して実態に合わせた計画をともに練り、継続的に支援すること
も必要だろう。
災害弱者は避難に時間がかかり、少しでも早い行動が命を左右する。福岡県朝倉市は昨
年の豪雨を受け、気象や河川水位など複数の災害情報を同時に監視し、危険が迫る地域を
ピンポイントで予測できる最新鋭のシステムを導入した。高齢者や妊婦ら支援が必要な人
に、市が直接電話して避難誘導することも可能になる。防災行政無線での呼び掛けは豪雨
時には特に聞こえにくく、高齢者はインターネット情報も得にくい。迅速かつ多様な情報
伝達方法を、各地で導入することが重要だ。
避難先にも課題がある。体の不自由な人を迎え入れる福祉避難所は民間施設に委託して
いるケースが多いが、いざというときに機能するか再検証する必要がある。
熊本地震では、指定していた福祉避難所が被災して開設できず、介護士や物資の不足で
多くが受け入れられなかった。日常でも福祉スタッフが不足しており、非常時対応が困難
なことは目に見えている。被災地以外から人手を確保して融通する一元的な窓口を、国や
都道府県が整備するなど、広域連携の仕組みと財政支援を求めたい。
在宅の場合も、被災住宅の片付けなどに助けが欠かせない。介護サービスや医療支援の
継続など、誰一人置き去りにしないケアが不可欠だ。
誰もが要支援者となりうる。災害弱者を基準とした対策を考えることで、住民同士や行
政との連携も強めることができる。知恵と力を合わせて命を守る体制を強化することは、
近く発生が危ぶまれる南海トラフ巨大地震への大きな備えでもある。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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