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報　告

障害のある学生の災害時を考えるワークショップの実践

木谷 恵*，村田 淳**

［要約］
自然災害や事故等，様々な災害が頻発する昨今，京都大学学生総合支援センター障害学

生支援ルームでは， 2 名の障害学生を中心に，2018年11月から2019年 3 月にかけて「障害
のある学生の災害時を考えるワークショップ」を行った。本ワークショップはあくまで災
害時に学生らの安全を確保するために，大学として必要な対策を検討するための取り組み
であったが，進めていくなかで，学生自身が自分のことや周囲の環境について考え，それ
を他者にも発信するといった「セルフアドボカシー 1）」の重要性を確認する機会になった。
一方で，大学組織全体における災害時への対策，また関連部署や地域との連携が今後の課
題であることも明らかとなった。

［キーワード］
障害学生支援，高等教育機関，災害，要援護者，避難訓練

1 ．はじめに

2011年の東日本大震災では，障害者の死亡率は被災住民全体の約 2 倍だったと言われている（藤

井，2013）2）。また同時に，多くの支援者も犠牲となった。これらに対する反省から2013年の災害対

策基本法改正において市町村に「避難行動要援護者名簿」の策定が義務付けられるなど，避難時に

おける様々な対策が始まりつつある。しかしながら，障害者や高齢者などの要援護者の防災計画は

遅々として進んでおらず，「個別の避難計画」の策定率は2018年時点で全国平均は約 1 割程度に留

まっている（立木，2018）。

大学等の高等教育機関においても，学生及び教職員等の生命，身体の安全を図ることなどを目標

に定めた文部科学省防災業務計画が定められ，各大学において災害時対策として様々な準備や計画

が講じられている。しかしながら，そうした事例は数少なく，筆者らが知る限りでは，障害のある

学生らを考慮に入れた対策はほとんど進んでいないと言わざるを得ない3）。

京都大学においても「京都大学危機管理基本計画」にはじまり，様々なマニュアルが作成されて

いるが，学生用の対応マニュアルに「災害時要配慮者への配慮」として障害者や外国人等に触れる

一文があるのみで，その他のいずれの計画やマニュアルにおいても要援護者の避難等に関わる記述

は見当たらない。災害時，障害者には多くの困難が生じ，場合によっては自力で避難することが非
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常に難しいことが予想されるにも関わらず，実際には有効な手立てがほとんど講じられないままの

状態にあるといえる。

京都大学における障害学生支援の専門窓口である学生総合支援センター障害学生支援ルーム（以

下，「障害学生支援ルーム」）では，上述の課題意識を背景に，2018年11月から2019年 3 月にかけて

「障害のある学生の災害時を考えるワークショップ」を行った。本論は，ワークショップの内容と

そこで得られた気付きについて報告するとともに，今後に残された課題について述べるものである。

2 ．災害時を見据えた取り組みの検討

2.1　障害学生支援における災害時の課題
障害学生支援ルームは2008年に設置された障害学生支援の専門窓口で，障害があるなどの理由に

より修学上何らかの支援が必要な学生の相談に応じ，学修・研究上の必要に応じた修学支援（教育

上の合理的配慮）を行っている。専任のコーディネーターが障害のある学生らの修学支援にあたっ

ており，支援の中には直接的な支援として，サポーター登録をした学生らが行う視覚障害学生への

ガイドヘルプ，聴覚障害学生への情報保障支援などがある。当然ながら，こうした支援を提供して

いる最中に災害が起こることも考えられるが，現状ではそうした事態を想定したマニュアル等は存

在せず，サポートを行う学生に対しても具体的な対応策は示せていない。そのため，障害学生のみ

ならず，支援をしている学生らの安全確保も考慮に入れた災害時対策を考えることが課題であった。

2.2　ワークショップ実施に至る経緯
2018年度は全国各地で多くの自然災害が起こり，同年 6 月18日に発生した大阪府北部地震では，

京都大学においても大学中のエレベーターが停止したり建物に亀裂が入るなど，影響は少なくな

かった。同日は創立記念日であったことから各事務室が閉まっており，翌日の授業日にもエレベー

ターが稼働していなかったことや余震の心配があったことから，車いすを利用する学生は授業教室

にたどり着くことができなかった。幸い，大きな被害は出なかったものの，京都大学には自力で避

難することが困難だったり，視覚障害や聴覚障害のため周囲で起きている状況を把握しにくい学生

が10名以上在籍している。これら障害学生の状況や特性を考慮に入れた危機の予測，避難方法のあ

り方を検討すべきことは明らかである。

もちろん，このような課題は組織全体で取り組むべき課題であり，個々の状況にだけに目を向け

ていても本質的な改善にはつながらないだろう。しかしながら，自然災害等はいつ起きるか分から

ないため，たとえ個別の取り組みであったとしても，出来ることから改善していくアプローチには

一定の意味があると考えた。そこで第一段階として，日常的な支援等の活動において個々の学生と

接することの多い障害学生支援ルームが中心となり，障害学生本人と共同して災害時の避難を考え

るワークショップを行うことにした。
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3 ．災害時を考えるワークショップの実施

3.1　ワークショップのテーマ設定
可能な限り障害学生自身が自分のことを知り，必要な支援を周りに発信していくことができる

きっかけとなるようなワークショップを目指し，テーマを「EPRP：Emergency	Prediction	&	

Response	Plan（危機予測と自己レスポンス）」と設定した。

EP（危機予測）とは，一般的な危機ではなく，個々にとっての具体的な危機を指すものとし，

それを考えるために，大学や下宿先という自身を取り巻く環境のアセスメントと，障害状況といっ

た自己のアセスメントが必要であるとした。もう一つの RP（自己レスポンス）とは，EP を踏まえ，

災害が起きたときにどのようにインプット（情報の取得）及びアウトプット（ヘルプを出す）をす

るかということを指し，それらのリソースとバリエーションはできるだけ多く提示できる方が良い

とした。

こうしたテーマ設定は，本ワークショップの目標を明確にするとともに，参加した障害学生らが

できるだけ「自分中心」の視点で考えることを意識するための工夫でもあった。そして何より理念

や意識付けに終始するのではなく，具体的な行動に結びつけ，その実現可能性までも視野に入れ考

えることを目指した。

3.2　ワークショップの概要
ワークショップは上述のテーマを具現化するものとして，学内で大地震に遭遇した場合を想定し

て実施した。実施にあたっては 2 名の障害学生（視覚障害 1 名・車いす利用者 1 名）が参加し，災

害時には周囲の手助けが必要になることから避難を補助するための学生が 6 名参加した。障害学生

を中心に 2 グループ（学生 A・学生 B のグループ）に分け，安全確保のためのスタッフも加わり，

1 グループにつき 6 〜 7 名体制で行った。

図 1 のとおり最終的に「個別の避難計画シート」の作成を目標に定め，そこに至るまでに 3 つの

段階（STEP	1 〜 3 ）を設定して取り組むことにした。

図 1：ワークショップの実施プロセスチャート
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計画段階では，まず STEP1で障害学生本人が避難計画シート（原案）を作成することにした。

続いて STEP2では，その原案をもとにした模擬避難を行い，そこでのフィードバックを取り入れ

た最終案を作成することにした。最後の STEP 3 では，STEP 2 の最終案をもとにした再度の模擬

避難とフィードバックを経て完成版「個別の避難計画シート」を作成することにした。

避難訓練は一度やって終わりにするのではなく，「実施→フィードバック」を繰り返すことによっ

て，多くの気付きが得られることを目指した。

3.3　ワークショップの実施内容
2 つのグループに分かれて行った実際のワークショップの内容を表 1 に示す。

表 1：ワークショップの実施内容
学生 A のグループ（視覚障害の学生） 学生 B のグループ（車いす利用の学生）

STEP1 障害学生支援ルームが自治体の個別計画シート
を参考に作成した避難計画シート（連絡先や生
年月日等の個人情報に加え，避難するときや避
難所で気を付けること等を記すもの）をもとに
避難計画シートを作成した。

階段の昇降時に使用することを想定したマニュ
アル原案を障害学生本人が一から作成した。避
難を援助するために集まった周囲の人々の人数
に応じて避難方法を変える内容であった。
例：	3 〜 4 人集まった場合は車いすを抱えて階

段を降りる， 2 人集まった場合は本人を抱
えて階段を降りる（車いすは置いていく）

STEP2 【模擬避難の内容】
利用頻度の高い教室（ 2 階）から避難場所まで
の模擬避難を複数回実施した。避難経路，避難
にかかった時間，必要な援助について確認した。

【フィードバック】
・	手引きや介助をする周囲の人が何に気を付け

れば良いのか分からなかった。もっと本人が
積極的に情報を伝えた方が良いのではないか
例：（手引きでは）肘の辺りを持たせてほしい，
危険なものはないですか？等の声かけ。

・	周囲の人にとってどのような情報が必要かと
いう点からの分析が必要ではないか。

【最終案作成にかえての打ち合わせ】
今回の最終目標を，「個別の避難計画シート」
を作成するのではなく，「避難時に周りの人た
ちに伝えるべき情報は何か」を知るためのディ
スカッションにかえる。

【模擬避難の内容】
階段の昇降場面で複数人が車いすを担ぐ模擬避
難を複数回実施した。車いすの持ち手，担ぐ人
数や位置，タイミング，掛け声等を確認した。

【フィードバック】
・	車いすの持ち方を工夫することで，負荷軽減，

安全性向上が図れそうなことが分かった。
・	持ち上げられる方（本人）が指示内容をあら

かじめ想定しておくと良いのではないか。
・	集まった人数によって避難方法を変えるので

はなく，「○人来てください」と具体的に伝
えた方が良いのではないか。

【シート最終案の作成】
「車いすごと運んでください」ということ以外
に本人による声かけの内容もシートに記載した

（本人用の台本として）。
例：	「ゆっくり・安全に」を都度言う，「広いと

ころで降ろしてください」等
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4 ．ワークショップの考察

4.1　「避難計画シート」の必要性に関する差異
当初，ワークショップ実施の最終目標は「個別の避難計画シート」を作成することであったが，

完成を目指したのは学生 B のみで，学生 A は作成しないことになった。その理由には，学生 A は

避難時，そもそも視覚障害があることからシートを周囲の避難者とともに確認するということがな

く，避難計画シートが手元になくても避難できていたことがある。

一方で学生 B が避難するためには，学生 B の身体的な事情から可能な限り車いすごと持ち上げ

てもらう必要があった。持ち手の場所や持ち方を示すためには写真等を用いて視覚的に示すことが

効果的であることから，個別の避難計画シートの作成に変更はなかった。

このことから，障害に基づくニーズの違いを前提に避難計画の検討を進めていく必要があること

が分かった。

図 2：模擬避難の様子

STEP3 【ディスカッション】
《参加メンバー》
本人，模擬避難参加の学生，学生 B，障害学生
支援ルームの発達障害当事者スタッフ，同支援
ルームの教職員

《テーマ》
それぞれの視点（障害当事者，支援者）から，
援助要請の具体的な方法について話し合う。

《話し合いの結果》
支援を頼まれた人が戸惑って避難の遅れや危険
につながらないよう，伝えるべき事項をできる
だけ少なく，短時間で伝える方法を確認した。
また被災時に支援者になるかもしれない人を

「潜在的支援者」と捉え，日頃から自身の障害
を知ってもらうことの重要性を確認した。

【最終案を基にした模擬避難の実施】
・	再度，階段での車いす昇降の模擬避難を行っ

た。マニュアルに記載した通りに車いすを持
ちあげ，援助者の立ち位置や体制，声かけの
内容，そのタイミングを確認した。

・	模擬避難実施直後に，最終案を微調整した	
「避難計画シート完成版」を作成。模擬避難
で撮影した写真を挿入しビジュアル的に分か
りやすいよう工夫。より安全にできるよう，
援助する人はヒールを履いていないことや荷
物を持ち運びする人を確保すること等も追記
した。

まとめ 学内報告会を実施し，学生自身も発表を行った。 5 部署からの教職員16名と当事者学生含む学生
2 名の参加があった。
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4.2　支援者と被支援者の視点
学生 A，B ともに，避難時は 1 人で逃げることが非常に難しく，周囲の支援は不可欠である。そ

こで両者ともに支援を周囲に依頼するところから実際の支援中の声かけまで，一通りのシミュレー

ションを行った。大学内で災害が発生した際，支援を担うかもしれない人々とは，授業の担当教員

や周りの受講生であり，普段から支援に携わる者ではないことが多い。そのため，初めての人に支

援を要請するということを想定した。

模擬避難後のフィードバックのなかには，支援を手伝った学生らからの戸惑いの声がいくつか

あった。被支援者の状況が分からないために何が必要とされているかが分からず，戸惑っている時

間が逃げ遅れにつながるかもしれないこと，複数人が車いすを持ち上げる場面では全員の動きを合

わせなければ危険につながることなど，障害学生の視点だけでは気付きにくかったことがいくつか

浮かび上がった。

このようなプロセスから，支援を要請する学生も「手引きをしてください」や「車いすごと運ん

でください」のように目的のみを伝えるのではなく，必要となる支援をより具体的に，場合によっ

ては指示を与えるような言い方で明確に言い切ることが重要であることを確認した。

4.3　日常と非日常のつながり
予定を変更して行った学生 A のディスカッションには，学生 B や発達障害の当事者として障害

学生支援ルームで勤務するスタッフも参加した。これは4.2での気付きを得て，周囲の者への働き

かけ（アウトプット）のあり方に焦点をあてて考えてみる必要があると考えたためであった。私生

活において日常的に支援を利用している発達障害当事者スタッフからは，通常時の支援とは異なり

支援の枠組みが明確でなくなる災害時には，周囲の人に必要となる支援を「伝える」だけでは不十

分で，いかに「動いてもらうか」といった行動レベルにまで照準を合わせた指示内容を発する必要

があるのではないかとの指摘があった。これは今回のワークショップの実践を通して得られた経験

的な気付きを，より明確にするものであった。

また日常的に身体介助を利用している学生 B からは，初めての介助者に入ってもらう際には熟

練の介助者からヒントを得て指示内容を伝えるようにしているというエピソードが紹介され，一人

で考えているだけでは限界があり，参照する他者があってはじめて自身が必要とする支援内容を周

りにも伝えることができるという話があった。

これらの発言は，日常の支援場面におけるやり取りが災害時にも応用できることを示すもので

あったといえる。本ワークショップは，あくまで災害時に学生らの安全を確保するために，大学と

して必要な対策を検討する目的で取り組んだものであったが，ワークショップを進めていくなかで，

学生自身が自分のことや周囲の環境について考え，それを他者に発信していくことの重要性を確認

する機会にもなった。これは災害時対策のみならず，学生らの日常的な生活や教育上の合理的配慮

においても共通する重要な気付きであったと思われる。障害学生自身が中心となって自分に必要な

ことを考え，それを周囲に伝えていくといったプロセスを経験できたこと自体が，「セルフアドボ

カシー」につながる取り組みであったといえるのではないだろうか。
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5 ．成果と課題

5.1　ワークショップの成果と課題
ワークショップの成果や課題を確認するとともに，全学的な対策を進めていくための提言の場と

して，学内教職員向けの報告会を実施した。報告会では学生 A，学生 B も自らの気付きと得られ

た成果について報告を行った。報告会には，障害学生らの所属部局や危機管理対策担当部局からの

参加もあり，計20名近くが参加した。

参加者からの質問で，模擬避難では大学が指定する一時集合場所が使用されていなかったのでは

ないかとの指摘があった。確かに今回は一時集合場所を経由せず避難場所に向かっていた。しかし

ながらその理由には，一時集合場所は現在多くの自転車が駐輪されており，特に視覚障害のある学生

にとっては非常に危険な場所となっていることがあった。これは一例ではあるが，このようにワーク

ショップを通じて得られた障害学生の避難時の課題や状況について参加者に共有することができた。

現在まで，京都大学では学生の一斉避難訓練は実施されていない。今後，大学全体で避難訓練を

行うことは難しくても，特に災害時のリスクが高い障害学生の所属する学部や関係する部署などが

連携し取り組みを行うことが可能であると考える。本ワークショップでは，第一段階として障害学

生支援ルームが中心となって行ったが，今後は関連部署等も関わる取り組みとして広げていくこと

が必要だと考えている。

5.2　総合的な災害時対策の必要性
本ワークショップは学内に限定して実施したが，学生らは多くの時間を下宿先で過ごし，災害が

発生すれば，地域に設置される避難所に避難することになる。災害対策基本法により，自治体でも

「避難行動要援護者名簿」の策定が義務付けられ，そこに記載された情報は消防団や自主防災組織，

福祉関係者等と共有することが可能となっている。京都大学のある京都市においても，一定の要件

を満たす高齢者や障害者の名簿を作成しており，「京都市地域における見守り活動促進事業」にお

いては，同名簿を日ごろから関わりのある支援機関に提供することによって，日常的な見守り活動

の延長上に緊急時における支援体制構築を目指すとしている。

しかしながら同名簿には，京都市に住民票がなかったり京都市から障害者手帳の交付を受けてい

ない者は記載されない。例えば，下宿生で住民票が他府県に残っている場合や地域の福祉サービスを

利用していない学生らは同名簿に記載されないことになり，安否確認や安全の確保が十分に行われな

い可能性がある。今後は支援が必要な障害学生の情報を大学と自治体とが共有するなどし，大学だ

けでは限定されてしまう学生らの安全対策を，広く共同で検討・実施していく必要があると考える。

6 ．おわりに

本ワークショップにより，京都大学における障害学生の災害時対策を考える第一歩を踏み出すこ

とができた。そのことは一つの成果であったと考えるが，一方では課題がより浮き彫りになったと
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［注］

1）	ここでは，障害のある者が障害に関わって，自分自身や他の障害者のために「主張したり，行動する」

ことを指し，セルフ・アドボカシーを獲得するためには，「一人ひとりの障害者が，自分自身を尊重

する」こと，「自信をもつこと」，「自分たちの権利やニーズを知ること」（中園康夫監訳，1999）を

学ばなければならないという考えを採用している。

2）	NHK（2011年），宮城県による行政調査（2012年），河北新報社（2012年）それぞれが行った独自調

査を紹介し，障害者の死亡率が障害のない人々の 2 倍以上になっていることを指摘している。

3）	近畿管区行政評価局が本学含む近畿地方の 7 国立大学法人を対象に行った調査報告書には「防災訓

練及び避難訓練における障害のある学生に配意した取組の状況をみると，いずれの大学もそのよう

な取組を行っていない」とある（2017年11月『障害のある学生等に対する大学の支援に関する調査』）。

	 また，2019年 3 月11日に東京大学「障害と高等教育に関するプラットフォーム形成事業」にて実施

されたワークショップ「障害学生支援と防災を考える」に参加した全国18大学中，障害のある学生

が確実に参加できる形で訓練を実施している大学は 5 大学で， 3 割に満たなかった。比較的，関心

の高い大学が参加していたと思われるが，多くの大学で障害のある学生たちの災害時対策が行われ

ていない。
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