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Abstract: In the 5 wards of Koto, where the risk of flood damage is high, a study was conducted with the aim of ensuring that people 

with disabilities at home evacuate smoothly. As a result, it became clear that it is difficult to evacuate people with disabilities at home, 

and even if they do, there are problems such as securing power supplies at evacuation centers and securing medical supplies. It 

became clear that the government needed to decide on evacuation sites in advance, avoid confusion, and proceed with the creation of 

hazard maps that responded to obstacles. 

 

１．研究背景 

日本は台風や豪雨による水害が非常に多く，毎年の

ように大きな被害を受け，多くの犠牲者を出している．

江東 5 区では隅田川・荒川・江戸川などの大河川や，

その支流が多く流下する地域であり，海抜ゼロメート

ル地帯の，水害に対して軟弱な地勢にある．また，膨

大な人口を擁しており，他の地域に比べて高い水害リ

スクが懸念されている．また，急速な高齢社会を迎え

ている現在，災害時には高齢者や障害者などの災害弱

者が犠牲となる恐れがあり，実際に東日本大震災では，

障害者の死亡率は健常者の 2 倍であった．避難をする

上で，在宅障害者には多くの課題点がある．また，身

体障害者の在宅割合が一番高く，在宅障害者が避難を

することは困難というケースが多く見受けられている

ことが問題視されている． 

 

２．研究目的 

本研究では，江東 5 区に居住する在宅障害者び同居

者に対し，障害の状況・避難をする際の要望・困難点・

課題点などを明らかにし，在宅障害者及び同居者から

得られた調査結果と，行政が作成している個別支援計

画などの対策を比較し，相違点や新たな課題を明らか

にすることにより，在宅障害者の円滑な避難を可能に

するための一助となる知見を得ることを目的とする． 

 

３．研究方法 

3-1．調査対象地 

本研究では，多くの河川が流下するゼロメートル地

帯の臨海部に位置するとともに，膨大な人口を擁して

おり，他の地域に比べて高い水害リスクが懸念されて

いる江東区・江戸川区・墨田区・葛飾区・足立区の 5

区を対象地とする． 

3-2．調査概要 

対象地に居住する在宅障害者とその同居者に対しア

ンケート調査を行い．対象地の区役所に訪問調査を行

った．それぞれの調査概要を Table1，Table2 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．調査結果及び考察 

4-1．在宅障害者及び同居者に対するアンケート調査 

（1）在宅障害者の状況 

得られている回答から，約 73％が肢体不自由者で，

そのほとんどが車いすを使用しており，「自力での移動

ができない」と回答している．また，避難行動要支援

者が 5 名，要配慮者が 3 名，どちらでもないが 2 名，

無回答が 1 名という内訳である．平日は福祉施設への

通所などで日中に出かけている人が多いが，「休日では

全員が 24 時間在宅している」と回答していた．在宅し

ている平日の朝方・夜間と休日では，在宅障害者は自

力で避難しなければならず，避難時の対策を検討する

必要があると考えられる． 

（2）在宅障害者及び同居者の水害避難に対する意識 

「江東 5 区は水害が多いという現状をどのように知

ったか」という質問では，「テレビや新聞」と答える被

験者が多い中，葛飾区居住の人は「区の広報で知った」

１：日大理工・学部・海建 ２：日大理工・教員・海建 

調査対象 江東5区のに居住している⼈
調査対象者 対象地に居住している在宅障害者及び同居者
調査⽅法 郵送によるアンケート調査
調査内容 障害の状態及び災害時の対策，意識等
回収状況 31.6％（12/38件）
有効回答数 91.7％（11/12件）

Table 1. Outline of the questionnaire 

Table 2. Outline of the on-site survey 
調査対象 江東5区の区役所
調査対象者 対象地の区役所の災害課，福祉課
調査⽅法 訪問による調査
調査内容 ⾝体障害者の総数及び個別⽀援計画の作成状況等
回答状況 墨⽥区・⾜⽴区・江東区
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と回答した被験者が 67％と多く，葛飾区の災害意識が

高いことが分かった．質問から得られた回答の割合を

Figure1 に示す． 

 

 

 

 

 

 

「水害が起きた際に避難をするか」という質問では，

72.7％が「避難をしない」と回答し，車・自転車・徒

歩で避難をすると回答したのはそれぞれ 1 件だった．

「避難をしない」と回答した被験者の中で，87.5％が

家庭で車を所持しているにも関わらず，避難をしない

理由としては，「周りに迷惑をかける」「移動も困難な

上，必要なものが多い」等が挙げられたため，障害者

本人が家族への負担を非常に気にかけていることが把

握できた．次に，「近所の人と交流があるか」という質

問に対し，81.8％が「ある」と回答している．しかし，

「避難の際に，近隣住民からサポートを受けられるか」

という質問には，「受けられる」と回答したのは 33.3％

であった．「受けられる」と回答した被験者は，「町内

会での交流があり，障害の事を理解してもらっている」

と回答し，ただ挨拶を交わすだけの交流ではなく，障

害を理解してもらうことが重要だと考えられる．「受け

られない」「わからない」と回答した被験者からは，「近

所の人が高齢者ばかり」「実際に避難をする際にはサポ

ートしてくれるか不明」という意見が挙げられた．ま

た，避難をする際の要望として「人手が必要」という

意見が得られたため，近所の人だけでは足りず，広い

範囲でサポートしてくれる人が必要だということが分

かった． 

（3）個別支援計画及び行政に対する要望・改善点 

個別支援計画を作成している被験者からは「区に状況

を把握してもらうことで生存確認・救助につながる」

「必要なことが分かり現実的」などのメリットが挙げ

られた．デメリットとしては「ただ作っただけで活用

が見えてこない」という意見が挙げられた．行政に対

する要望・改善点として「電源の確保」「避難する福祉

避難所をあらかじめ決めてほしい」「薬やおむつなどの

医療品の確保に不安がある」「小学校に避難をしてから

福祉避難所に避難をするのは移動が困難」という意見

が得られた．電源の確保は注入・吸引・胃ろう食の作

成など，様々な場面で必要とされるため，整備の重要

性が高いと考えられる． 

4-2．行政への質問から得られたこと 

現在，墨田区・足立区・江東区への訪問調査にて，

回答を得られた．それぞれの身体障害者数・在宅割合・

個別支援計画の作成状況を Table3 に示す． 

 

 

 

 

（1）個別支援計画について 

調査により，足立区の個別支援計画作成状況は，体

障害者数のわずか 1％という結果であり，墨田区と江

東区の作成が遅れていることが分かった．在宅障害者

及び同居者の意見を，行政が把握できていないことが

考えられるため，行政は在宅障害者及び同居者の意見

を把握する必要があると考えられる． 

（2）ハザードマップ・過去の水害避難からの改善点 

ハザードマップに関しては足立区・江東区では色覚

障害に対応しているが，3 区とも音声・点字の資料等

は作成されていないのが現状であるため，今後，聴覚・

視覚障害に対応したハザードマップ作成の必要がある

と考えられる．過去に起きた水害からの改善点として

は，「浸水区域内の避難所への避難があった」「68 万人

中 3000 人程度の避難でも混乱があった」という回答が

得られた．このことから，混乱を避けるため，災害別

の避難所を住民に周知する必要があると考えられる．

また，医療ケアを行う場所の確保など，障害者にとっ

て過ごしやすいように，福祉避難所への一次避難を可

能にする必要性もあると考えられる． 

 

５．まとめ 

調査により，避難をする人が少なく，避難がどれほ

ど困難かということが分かった．また，避難をしても

避難所の電源・医療品の確保が十分ではないという課

題があるため，行政はポータブル発電機の設置や，緊

急時の医療品の保管をする必要があると考えられる．

そして，過ごしやすい環境を作るために，福祉避難所

への一次避難を可能にする必要があると考えられる．

次に行政は一人ひとりの課題点を把握するため，個別

支援計画の作成を進め，ハザードマップには音声・点

字を取り入れる必要があると考えられる．今後は，ア

ンケートの回収率を上げ，まだ訪問出来ていない区へ

の調査を進め，さらに詳細な分析を行う予定である． 
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Figure 1. Questions for persons with disabilities and 
cohabitants living at home 
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Table 3. Current status as determined from the survey 
⾝体障害者数 在宅割合 個別⽀援計画作成状況

墨⽥区 7,989⼈ 不明 未だ作成されていない
⾜⽴区 不明 不明 200⼈（⾝体障害者のみ）
江東区 15,520⼈ 99.60% 11,180⼈(障害者以外も含む)
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