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第 1 回 大船渡市「いのち・くらし復興塾」 

 

標題 「被災地における介護・弱者対策のあり方」 

岩手県立大学教授 佐藤 嘉夫 

 

■被災地における弱者 

残念なことに、岩手県では福祉避難所という考え方を県庁が最初から強く打ち出さなかったので、

高齢者、障害者など支援が必要な人へ配慮がなく、避難所でみんなが助け合ってなんとかやったとい

うことですが、そこに医師とか介護職の人とか、専門職の人たちがボランティアで入りました。避難

所の生活の中で、災害弱者の人たちがいることが住民に理解されたということです。 

釜石の鵜住居小中学校では、子どもたちがとっさにそれぞれに逃げたということで、家族がてんで

んばらばらに逃げる「津波てんでんこ」が高く評価されています。しかし、子ども自身できちんと判

断ができにくい存在であるということを私たちは理解しておかないといけません。この震災の中で、

手を差し伸べなければいけない人たちがいるということを、あらためて教えられたのではないかとい

うふうに思います。 

三陸は山伝い、海伝いに分散して集落がありますが、そういうところは交通・通信網が途切れて、

どうなっているかわからない、いろいろな支援が届かないというふうなことがあります。ですから、

道路などの交通事情によって地域的な弱者が生じるということもあるわけです。 

復興とか再建、あるいは生活再生を考えたときに、非常に大きいのは経済的な弱者です。避難所に

いるときはみんな平等で、同じ生活をして、同じものを食べて、同じように助け合っていたものが、

仮設に移って、住宅の建設が始まれば、それぞれ自分の責任でというところに戻っていきます。その

ときに、経済的な格差というものが、これからの住宅の再建やまちづくりに影響すると思われます。 

山田や大槌のように中心部が被災で大きな変ぼうを遂げてしまったまちは、中心部の周辺の被害が

少なかったところに人が取り残されて生活をしています。しかし、まちの中心部がなくなってしまっ

たので、バスも通ってこなければ店もないという状況です。もともと散らばっていた集落ではないと

ころに、地域弱者が生まれているということです。 

また、仮設にいても出歩かないで引きこもってしまうこともありますし、車を持たない人たちは自

分の行きたいところになかなか行けないという地域弱者が生まれます。 

仮設にいるといろいろ情報が集まってくるわけですが、仮設ではないところの人たちは、情報が来

ないとか、従来の自治会などの力が弱くなって、みんなで知恵や力を出すことが不足するということ

が地域の問題として今あるわけです。 

被災地における弱者とは、震災が弱者そのものを生み出すという側面と、もともとあった弱者が震

災によって浮き彫りになったという、両方の意味があると思います。 

 

■すべての人の尊厳や権利は保障される 

子ども、障害のある人、高齢者についても、一人一人を人間として、その尊厳と権利が等しく公平

に保障され、確保されるべきであり、社会福祉や社会保障の領域では、尊厳ということ、そして権利

ということが、当たり前のこととして、国際的な考え方としていわれています。それはどんな場合で

もそうであるべきだということです。 
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避難所で、こんな大変なときに何をわがままを言っているんだとか、みんな大変なんだからといっ

ても、みんな同じように大変なわけはないでしょう。みんなそこには違いがあります。大変な中でも、

より大変な人たちの尊厳というものを守らなければいけないということです。私たちの社会がそうい

うことを徹底してやってこなかったということが、災害のときに現れたということです。 

そのように、もともとは尊厳と権利は等しく保障されるということがあって、そのあとで、さまざ

まな弱者といわれる人たちが自分の志を貫く「自律」、普通の人と同じように暮らす「自立」、そうし

た生活を保障することが大事だということです。 

この弱者といわれる人たちは、子どもは独立して子どもの考えや意見というのはありますが、生活

者としてはもちろん自立していないわけですから、子どもや障害のある人や高齢者については、そう

いうことを達成するために何らかの社会的支援が必要です。社会的に支援が必要だということと、そ

の自律や自立を尊重して、その人の尊厳や権利を認め保障するということは、矛盾することではない

わけです。私たちは、そこのところをきちんと区別して、その２つを結び付けておくことが大切です。 

自律とか自立ということを言うときに、１人の力だけで自立しているような人は存在しないわけで

す。歴史的にも、個人個人が自分で立って、自分で何でも決めているような、そんな人間が集まって

社会を形成しているということはなかったわけです。いつも社会というのは一人一人が自立して、自

律しつつ、そしてお互いに助け合っています。依存し合ったり助け合ったりするということと自立す

るということを組み合わせて生きているわけです。 

 

■どのような復興が望まれるか  

三陸沿岸での調査で、復興に何を期待しますかというときに、「復旧」、元に戻してほしいという思

いの人が四分の一ぐらいいます。それから、「復興」、元に戻すというよりも、もうちょっといいもの

を希望する人が一番多く、４割です。しかし、突拍子もない改革に対しては、それは誰のまちなんだ

という違和感があるということです。なんか自分の居場所がないような感じを皆さん持っておられる

のではないかという気がします。 

ですから、復興を考えるときには、連続性とか継続性というものが大切です。当然私たちは連続性

とか継続性の中で生きているわけですから、時間的にもつながっているわけだし、空間的にも、この

場所を離れたくないというのもそうですし、人のつながりもそうですし、生活の内容も、大して豊か

じゃないかもしれないけど前と同じ生活に戻りたいという思いを持って、復旧や復興を見ていると思

います。そういう気持ちを大事にするということが、新しいやり方との折り合いということだと思い

ます。自分たちに合った暮らし、自分たちで決めた暮らしというものなのかなと思います。 

 

■被災地の甚大な被害 

倒壊家屋の割合を見ると、岩手沿岸では全体の四分の一が倒壊しています。これだけの大きな被害

を、みんなでどんなふうに受け止めていくか、例えば大槌とか山田のように、こんなになってしまっ

たから、まったく新しくつくり替えようという議論も当然あるわけです。しかし、四分の三は倒壊し

なかったという見方もできるということです。この数字は非常に高い倒壊率なので、まちをどう再建

するかという問題と、一つ一つの家族の再建の困難さというものを表しています。 

人的な被害というのは、平成 22 年度から平成 23 年度にかけての人口減少よりも、むしろ平成 23

年と平成 24 年に入ってからのほうが県全体では減少が加速していると報告されています。震災そのも
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のでまちを離れたのではなくて、震災をきっかけに、ワンクッションあって人口が流出しているとい

うことです。被災後の大きな課題の１つは、住民減少、あるいは住民の移動という問題です。５％ほ

ど減少しているわけですが、その中でも大槌、陸前高田では 10％を超えています。 

ただ、もともとそうだったのかというと、国勢調査のデータでは、2009 年、2010 年を見ますと、

沿岸では青壮年層といわれる人たちの流出が止まっていたと考えられるわけです。それが今後はどう

なるのかということですが、見通しの立たない生活に見切りをつけるということで、非常に流出の傾

向が高まっているということです。 

 

■弱者対策の実態 

震災が弱者を浮き彫りにしたという話を先ほどしましたが、その弱者のもともとの形はどうだった

のかということで、１つは地域の弱者です。地域単位で見た場合の地域格差ですが、１人当たりの市

町村民所得を見ると、平成 20 年度、沿岸は県平均の 90.3％ですが、平成 21 年度は 87％まで落ちてい

ます。これだけの大きな格差が同じ県の中にあるということで、そのことに対して、十分な対策が取

られてこなかったのではないかという問題があると感じます。 

市町村別にさらに細かく見ると、沿岸では、釜石、久慈、大船渡の３つがやや高く、一番低いとこ

ろが田野畑です。県平均を 100 とした場合に、田野畑は 66 です。同じ沿岸の中でもこれだけ格差があ

るということです。 

経済的な弱者が具体的な姿を取って現れるのは、生活保護受給者ですが、今岩手県の盛岡は急激に

増えておりますが、全県的には、ほぼ全国と同じぐらいのカーブで増えています。受けている人の割

合が低いから豊かなのかとか、割合が高いから本当に貧しいのかということですが、市町村別に見る

と、必ずしも市町村民所得と対応していないということです。 

1974 年、約 40 年前は岩泉と葛巻が断トツだったわけですが、2010 年を見ると、全県的には岩泉が

一番高く、1,000 人のうち 27 人が生活保護を受けているということです。その次が大槌、宮古、山田、

釜石というふうに並んでいます。岩手県全体では、人口 1,000 人に対して 10 人が生活保護を受けてい

るということです。 

これは弱者として公認された姿ということですが、ある自治体の 374 世帯で、全世帯の 12％ぐらい

ですから、かなり実態を反映していると思いますが、それぞれの家庭の所得が生活保護の何倍ぐらい

に値するかということを算出したものがあります。これで見ると、生活保護基準と同じかそれ以下と

いうのが４割ぐらいあるわけです。生活保護と同じから 1.4 倍ぐらいまでのところが２割、生活保護

の 1.4 倍から２倍までは 17.1％で、２倍以上はわずかに 24％ぐらいしかないということです。かなり

生活は厳しいというふうに思います。 

 

■弱者対策の課題 

（１）福祉避難所のあり方 

まず、震災が浮き彫りにした弱者の課題は、緊急時にあっても配慮されるべき尊厳や最低生活の問

題です。緊急事態というのは起こり得るわけですから、起こったときに、どんな状態になるかという

ことです。避難場所はだいたい決まっているわけですから、そのときに、トイレの問題もそうですし、

顔が見えたほうが安心だというけれども、しかし、隣とまったく境目がないよりは、ちょっとした工

夫でたった 30 センチの境をつくるだけでもずいぶん違います。いろんな人たちが避難所に集まって生
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活をするときに、配慮されるべき尊厳とか、最低生活とか、そういうことを想定して備えておくべき

だと思います。 

今回だけではなくて、日本全国のどこでも、震災があったときに、避難所だからいいじゃないかと、

こんなときに何を言っているんだという一言で片付けられてしまうのは間違いではないかというふう

に思うわけです。 

避難所や仮設住宅の与えられた条件の中でも、もっと弱い人への配慮の必要があるのではないかと

いうことが、普段はあまり顔を合わせることのない住民同士の出会いで、共有できたのではないかと

思います。いかなるときでも人間の尊厳の確保のために、福祉避難所のあり方なども含めて、配慮し

なければいけないことがいろいろあるということが、一番の課題です。 

 

（２）社会サービスと生活困難 

仮設住宅に移ったり、あるいは自宅にとどまったりして、少し時間がたてば自分の責任での暮らし

や家族の面倒を見なければいけないという段階になります。そこに社会サービスと生活困難の問題が

あります。 

みんなそれぞれのやり方があって、それぞれ自分たちで責任を持っているのだから、行政はあまり

口出しできないし、みんなのそれぞれを尊重しなければいけないんだということは、もっともらしく

聞こえるわけですが、最初のころは、福祉の事業所や福祉で働く職員も被災して、サービスの提供そ

のものが一時的に止まったり、サービスの量が少なくなったりして、利用量とか利用率が低下せざる

を得ませんでした。これが半年ぐらいあったわけです。今でも人手不足は続いています。 

これに対して、県と国は、被災者については介護サービスの無料化ということをやったのですが、

誰が被災者かということは自治体の判断ということでしたので、確認や証明の発行が遅れた自治体は、

なかなかそういう無料のサービスを受けることができませんでした。 

また、被災証明を持っていない人たちについては、被災の影響というのは直接的に被災だけではな

くて、バスがなくなってしまったとか、施設とかサービスを受ける場所が近くになくなってしまって

通えないとか、そういう問題もあるわけです。最近では、被災証明を持っている人のほうが優先とい

うことで、被災証明を取れなかった人たちがなかなか利用しにくいということが起こっているという

ことです。 

新たな課題としては、仮設が狭いとか、不慣れな環境であるとか、住む場所が変わったことで友達

がいなくなって閉じこもってしまうということなどで、高齢者の心身の状態が悪化しているというこ

とです。 

また、施設や病院が散らばって利用しにくくなったということもあります。県立病院も移動してい

るところが多く、山田病院も山の上に行ってしまったりして、車がないと利用しにくいということが

あります。被災が甚大であった市町村では、多くの地域でまちが崩壊し、交通網の破壊や遮断も起こ

っています。 

それから、要介護度の高い人は、介護者の介護負担が大きくなって、非常に介護者のストレスが高

まっています。高齢者だけが残っている場合には、子どもが自分の親の心配をして、自分たちのとこ

ろに呼び寄せるということが起こっています。 

また、１割負担の問題や、送り迎えしてもらえない場合にタクシーで行くなどの経済的なことが大

きくのしかかって利用しにくいということもあります。利用者間でサービスの利用に格差が生じてい
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るということです。 

地域に取り残された弱者は、介護を含めた生活維持の困難さから施設に入所させたい、あるいは入

りたいと考える人が多いわけですが、希望が多くてすぐには入居できない状況です。特別養護老人ホ

ームは比較的安いですが、施設に入れば６万円台の後半ですが、生活費から入所費などのコストは住

宅の費用も含めて 12～13 万から、15～16 万かかります。経済的な問題で、ますますサービス利用か

ら遠ざけられていくという現実が広がっていると思います。介護している人たちは、これよりもさら

に悪くなったらどうしよう、どうすればいいかわからないという負担感が強いというふうに思います。 

 

（３）子どもへの援助 

子どもたちは非常に適応力があるように見えますが、子どもたちの心の傷というのは非常に深いも

のがあって、それは学校の先生方からいろいろ報告されており、長期的な課題になるといわれていま

す。 

学校の先生からの報告では、子どもは、思い出したときに支えてくれる社会関係や、家族や友達と

コミュニケーションがうまくいっているかとか、自分や自分の家族のこれからの生活がどうなるのか

ということを子どもは不安に思っているわけです。そういうことが絡まり合っているので、カウンセ

リングだけでなくて、もっと総合的な援助をしていかないと駄目ですねという話をしていましたが、

まったくそのとおりだと思います。 

子どもについては、学習支援ということで、直接的な支援、環境的な支援、経済的支援といういろ

んな形で課題が浮き彫りになっているわけですが、全国から学生ボランティアが入ったり、私ども県

立大学も含めて、一部の大学でも授業料等の減免措置、免除したり、半分にしたりというのがもとも

とあるわけですが、震災を理由にしたことについては、あまり長く続かないので、その次どうするか

ということがあります。 

県のほうでは、「いわての学び希望基金奨学金」というものを立ち上げていますが、奨学金は貸付

なので、貸付と貸与のところをどんなふうにしていくかということです。 

子どものことに関しては、沿岸の厳しさというのは、高校生の進学率に表れています。高校を卒業

した人の短大と大学への進学率は全国平均と 20％も差があります。岩手県の平均と７ポイントも差が

あります。大学にやるというのは授業料だけではなくて生活費がかかるので、ここから大学に出すと

いうのは非常に厳しいと思われます。反対に、沿岸は高校で就職する人の割合が高いということです。 

 

■弱者対策のあり方（福祉サービスの運営や提供） 

（１） 住宅再建 

住宅の再建については、地域別の個別計画に対して、どこまで住民が発言力を持って、行政と一体

になって決めていけるかということがあります。行政を待たないで自分たちで取りまとめたところも

もちろんあるわけですが、これからアイデアを出し合い、自分自身が決めていくときに、経済的な格

差による意見の違いが浮き上がってくるわけです。 

経済的になんとかなる人と、非常に厳しい人と、なんともならない人では、当然一致するまでには

時間がかかります。熟するまで議論するということで、民主的な手続きを経て決めていくということ

が、なかなかできにくいと思います。ここではそのリーダー養成という意味もありますので、リーダ

ーとなる人材は口を出すのではなくて、脇にいて、時々何か少しアドバイスしてくれるような人もあ
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ればいいのかなというふうに思います。 

経済的なことと付き合わせて考えると、多様なニーズに合わせた多様な住居というのを、どうして

も考えざるを得ないのではないかと思います。意見が一致するのではなくて、それぞれの求めている

ものが違うという前提で、まちをつくっていくということです。 

例えば持ち家と借家を截然（せつぜん）と分けるのではなくて、今は借家に入るけれども、例えば

それがいずれ持ち家になるということです。国や県が建てて 10 年とか 20 年とか貸して、その時点で

それを払い下げてもいいというような組み方をするということです。また、親の世代だけ住むのか、

子世代だけ住むのかということについても、人が住み替わることを前提に考えるということです。同

じように、借家か持ち家かというのではなくて、一戸建てと集合住宅みたいなもので変換が利くとい

うものや、あるいは、集合住宅だけれどもメゾネットタイプとか、持ち家風なんだけれども、一軒一

軒ばらばらに建っているのではなくて、少しつなげて建てるとか、そういう工夫をするということで

す。 

借地、借家についても同じで、例えば国や県が土地を用意して、しばらく貸してくれて、いずれ生

活の再建が軌道に乗った時点で、その土地も譲り受けるというふうな連動的なやり方をしないと、な

かなか進まないのかなということを考えました。 

 

（２）所得補償よりも現物補償 

福祉のほうでは、所得補償よりも現物補償という考え方が震災時には重要という気がします。例え

ば、みんなが要介護になるわけではなくて、65 歳以上の人口で見ると、80％以上の人はサービスを利

用していません。80 歳を超えても、介護サービスを利用している人は 34～35％なので、利用していな

い人も結構多いわけです。 

そういうものを所得補償で置き換えるというのは非常に難しい面があります。所得補償は一律に補

償するので、個別の世帯がどんなふうに困っているかということについて、一つ一つの世帯の状況を

反映しにくいわけです。そういう意味で、子ども手当のように一律にやると、どういう効果があった

ということが見えにくいわけです。何に使われたかもわからないし、逆に個別差を拡大することもあ

り得るということです。 

一方、生活保護などの個別補償は対象が限定され、受給者と住民との間に差別感情が生まれやすい

ということがあります。個別補償はそれぞれの家庭の事情を厳密に判断しますので、どうしてもそこ

に、誰でもが胸を張って権利を行使するという形になりにくいという、周りの人たちの目とか意識の

問題もあります。 

現物補償は、生活財、住宅、保険、医療、福祉、教育などのサービスを社会サービスとして低額ま

たは無料で提供するということです。医療についても、被災地は１年間は１割の減免があったわけで

す。高齢者医療の無料化についても、かつてはやっていたわけです。 

なぜ現物補償かというと、医療や介護などは、誰がいつ病気になるかわからない、自分がなるかど

うかわからないというもので、予測がつきません。家計にとっては特別な支出で、いくらかかるかわ

からない、いくら払えばいいかわからないというものです。だから備えようがないし、備えようとす

ると、非常に大きな額になってしまいます。 

このような特別な支出は個人が得をするわけではありません。病気になって、医療費がただだから

得をしたわけではないわけです。福祉のサービスが必要になったときにサービスを受けても、何か得
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したわけではなくて、元の状態に戻してもらっただけなのです。ですから、それは誰でも納得しやす

いと思います。命や体に関わることで、多くの場合は急を要することが多いわけですが、それは誰も

が平等に尊重されなければなりません。現物補償であれば、権利として必要なサービスをいつでも利

用できるということです。 

現物給付は、社会全体の支出の削減に非常に効果的です。医療を無料化して予防活動に力を入れれ

ば、医療費が削減できます。医療費が減ると病院が赤字になるから無料化をやめるというのは変な話

であり、とんでもないことです。 

 

（３）インフォーマルな支援 

介護の分野では、例えば介護者支援ということですが、要介護の人たちで施設に入っている人たち

は、まだ多くないわけです。全国平均では、今施設利用者が 40％ぐらいで、家庭で介護している人の

ほうが多数です。家庭で介護している人に対して、介護保険を使って、あとはなんとかしなさい、私

たちは関係ありませんという態度でいいのでしょうか。 

私どもがいろいろ提案をしているわけですが、まずは行政の責任で実態の把握をするということで

す。介護保険ができてから、介護保険をどうするかということだけにきゅうきゅうとしていて、家庭

で介護をしている人たちが実際どうなっているかということについて、まったく自治体は把握してい

ません。 

そういう中で震災が起こったということで、家庭で介護している人たちを拾い上げたのは、みんな

訪問介護事業者の人たちです。ですから、老老介護とか、介護離職者とか、社会問題になっていると

ころにきちんとメスを入れて、行政が実態を把握するべきです。介護者の負担、強いストレスをどう

やって軽減するかということです。 

介護者が仕事を十分にできないということも含めて、家庭で介護するということはいろいろ費用が

かかるわけですから、介護者に対して手当てを出すべきです。ドイツの介護保険は、家庭で介護して

いるということは、社会がやるべきことをたまたま家庭でやっているという考え方です。家庭で介護

している者は好きでやっているとか個人の善意でやっているのではなくて、社会の代わりに個人が家

庭で介護しているというふうに考えるべきです。だから介護者の手当ては介護者への専門的な支援と

いうことです。 

ヨーロッパでは施設そのものをつくらない、施設に入れないということで、1990 年代に入ってから

施設の建設が止まっております。今は家庭で介護する、家庭や地域で介護するということで、介護者

への専門的な支援ということが大きな政策的課題になっているわけです。 

 

（４）子どもへの支援 

子どもについては、高等教育の保障ということです。高校までは無償化できたわけですから、大学

ももうちょっと踏み込んでできるでしょう。沿岸部では特別な大きな現金支出がなければ、つつまし

い生活が成り立っているわけです。子育て世代の青壮年層の流出理由は、なんといっても子どもの教

育です。 

国の責任による授業料の無償化または低額化は、今は給付型の奨学金を拡充するということが行わ

れていますが、高等教育を保障するということが教育の機会均等を実質化していく上で非常に重要な

ことです。子どもにそういった支援をすることは社会的な合意も得られやすいし、子どもの教育に金
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がかからないのだったら沿岸に残るということもあると思います。これは山間部の過疎地の場合も同

じです。そういう意味で、社会的に大きな効果があると思います。 

例えば 200 万人の大学生に、毎年 100 万ずつ授業料を全額保障したとしても２兆円です。それは全

員の場合の話ですから、まったく夢みたいな話ではないということです。ヨーロッパの大学の多くは

授業料が無料というふうなこととか、公営の学生寮がいろいろあるとか、そのようなことも含めて、

高等教育の問題について、弱者への支援ということで対応を考えていく必要があるのではないかと思

います。 
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