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　2011年３月11日（金）、14時46分に発生した、
三陸沖・牡鹿半島の東南東約130kmを震源地とす
るマグニチュード９.０の巨大地震は、北日本お
よび東日本の太平洋沿岸の各県に甚大な被害を与
えた。殊に岩手県、宮城県および福島県では、大
津波や放射能により、多くの避難者が他県にも
渡って避難した。
　当時、岩手県陸前高田市の市立第一中学校では
限られたスペースに千人以上が避難し、プライ
ベートな空間を保てないまま雑魚寝をするなど劣
悪な環境を強いられた。また、この時よりエコノ
ミークラス症候群が問題となり、その後段ボール
ベッドの導入が考慮されることになった。しか
し、この10年間に行った災害時リハビリテーショ
ン支援の経験からは、この段ボールベッドはいろ
いろな意味で十分に活用されていないと感じてい
た。
　ところが、昨年来の新型コロナウイルス感染症
対策が、この問題に対する大きな解決に繋がって
きた。すなわち、３密回避により一定のスペース
を確保する必要性が出たことから、段ボールベッ
ドを利用しやすい環境になったのである。
　一方で、このコロナ禍は別の大きな問題を生み
出した。それは、多くの避難所の確保が必要に
なったことである。この対策として各自治体は、

通常の避難所確保以外に、ホテルや旅館への協力
依頼、学校の空き教室や空き家の利用および神社
やお寺との災害協定の締結等を進めている。ま
た、避難所の中でも新しい試みがなされた。本年
２月に震度６強の地震が発生した福島県相馬市
では、コロナ対策としてテント型パーティション
（約２m四方で、高さは約１.４m、上部は開いて
おり世帯ごとに使用）を体育館に並べ、これによ
り避難所を閉鎖するまで感染者は出なかったので
ある。
　新型コロナウイルス感染症も災害と位置付ける
ならば、この10年間は災害発生ごとにその対策は
進歩してきた。一般社団法人日本災害リハビリ
テーション支援協会（JRAT）の組織化に尽力さ
れた、当協会の栗原正紀名誉会長や近藤国嗣副会
長には心より感謝申し上げるが、各市区町村にお
ける避難所等のアドバイスは各県のJRAT隊員の
責任である。
　地域包括ケアシステムにおいて、厚生労働省が
示している図の真ん中には住まいが描かれてい
る。これと同様に災害時においても、居場所が決
まらなければ、その後の支援も進まないのである。
従って、これからの災害時リハビリテーションの
支援の新しい一歩として、この避難所問題について
も会員各位のご協力とご検討を賜れば幸いである。

巻頭言

大井 清文
日本リハビリテーション病院・施設協会 副会長

公益財団法人いわてリハビリテーションセンター 理事長・センター長

東日本大震災から10年
～避難所はどうする～

ざ こ ね
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　新型コロナウイルス感染症も災害と位置付ける
ならば、この10年間は災害発生ごとにその対策は
進歩してきた。一般社団法人日本災害リハビリ
テーション支援協会（JRAT）の組織化に尽力さ
れた、当協会の栗原正紀名誉会長や近藤国嗣副会
長には心より感謝申し上げるが、各市区町村にお
ける避難所等のアドバイスは各県のJRAT隊員の
責任である。
　地域包括ケアシステムにおいて、厚生労働省が
示している図の真ん中には住まいが描かれてい
る。これと同様に災害時においても、居場所が決
まらなければ、その後の支援も進まないのである。
従って、これからの災害時リハビリテーションの
支援の新しい一歩として、この避難所問題について
も会員各位のご協力とご検討を賜れば幸いである。

巻頭言

大井 清文
日本リハビリテーション病院・施設協会 副会長

公益財団法人いわてリハビリテーションセンター 理事長・センター長

東日本大震災から10年
～避難所はどうする～

ざ こ ね
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