
阪神淡路大震災での障害者たちの助け合い
ネットワークから「ゆめ風基金」は発足しました

この16年間にさまざまな自然災害が起こり
海外も含めて計6,017万円（3/31現在）を

被災地の障害者に届けてきました

今、16年間でたまった基金2億円を東北・関東の
被災した障害者に届け、活用し始めています

「生命」の課題に直面する被災障害者や
福祉作業所をサポートし

息の長い支援活動を続けています
どうぞ、会員になってゆめ風基金を支えてください
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NPO法人　ゆめ風基金・事務局
〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-14-1-108
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郵便振替口座 00980-7-40043「ゆめ風基金」

これまでの救援金　9/26現在 98,912,600円
3/12 神戸ＮＧＯ協働センターの被災障害者調査　50万円

3/16 自立センター「福祉のまちづくり」（田村市）の障害者救援活動　100万円

3/22 いわき自立センター（いわき市）の障害者救援活動　100万円

 視覚障害者文化振興協会の被災調査活動　10万円

3/28 自立生活センター郡山（いわき市）の障害者救援活動　100万円

4/1 被災地障がい者支援センターふくしま　500万円

 被災地障がい者センターみやぎ　500万円

 東北関東大震災被災障害者救援本部東京　500万円

4/4 心のネットワーク（宮城県）の障害者救援活動　5万円

4/8 すまいる作業所(仙台市）の豆腐製造用ボイラー再購入　115万5000円

 被災地障がい者センターいわて　200万円

4/12 NPO法人みどり会（仙台）施設再建　150万円

4/19 東日本大震災障がい者新潟支援センター　180万円

4/22 被災障害者の緊急避難所（新潟市）の風呂改造　150万円

4/25 被災地障がい者センターいわて　300万円

4/27 心のネットワークみやぎの拠点づくり　250万円

 多夢多夢舎中山工房の再建　1,209,600円

5/1 被災地障がい者センターみやぎ　300万円

5/8 被災地障がい者センター東北　1,000万円

5/20 自立センター「福祉のまちづくりの会」の施設補修　100万円

6/10 被災地障がい者センター東北　500万円

6/28 障害当事者被災地派遣プログラム　300万円

 障害者の生きる場働く場「フリースペースソレイユ（仙台市）」の再建　500万円

 障害者の働く場「社福法人みのり会（名取市）」の再建　375万円

7/1 被災地障がい者センター東北　300万円

8/19 NPO法人さんりく・こすもすのグループホーム再建　500万円

 NPO法人ひまわりの増設とグループホーム新築　500万円

 東北の子供たちに放射能から離れて休める機会をつくる「大阪でひとやすみ」　13万円

8/23 岩手、宮城、福島の3拠点　500万円

8/30 双葉町から二本松市に避難したNPO法人「アクセスホームさくら」改装費　200万円

9/2 NPO法人かまいし共生会かみくり荘改修費　84万円

9/3 被災障がい者センターおおふなと事務所借り入れ資金　100万円

9/12 被災地障がい者支援センターみやぎ　500万円

9/14 障がい者新潟支援センター　85万円

 シンポジウム「震災と停電をどう生き延びたか」　10万円

9/15 被災地障がい者支援センターいわて　200万円

9/26 被災地障がい者支援センターみやぎ　4,828,000円
2011年9月26日更新
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緊急時避難準備区域

計画的避難区域

30km

福島第一原発
1号機建屋で水素爆発（12日）。4人けが
3号機建屋で水素爆発（14日）。自衛官含め11人けが
2・4号機で爆発音、4号機で火災（15日朝）
4号機で火災、3号機から白煙（16日朝）

福島第二原発
クレーン作業で作業員2人死亡

震源Ｍ9.0
3月11日14：46
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5人死亡
五浦海岸の六角堂が消失

420人死亡／122人行方不明／4人避難
周辺の10ヶ所以上の集落が全壊。
田老地区では10mの防波堤も乗り越える津波。

2人死亡／2人行方不明
国家石油備蓄基地屋外タンク壊滅。

38人死亡

14人死亡／16人行方不明

7人死亡

604人死亡／214人行方不明
厚さ1m高さ8mの堤防をなぎ倒す津波。
中心街は焼け野原。

802人死亡／576人行方不明
町長も死亡。市街地はほぼ壊滅状態。

884人死亡／198人行方不明

339人死亡／112人行方不明
末崎町などで津波。約3600棟が全壊。

1,554人死亡／394人行方不明
7～8割の世帯が水没。

1,022人死亡／384人行方不明／255人避難
中心部広範囲で津波被害および延焼。

4人行方不明

558人死亡／343人行方不明／8人避難
一時、町民約18,000人半数が避難。
2人死亡

566人死亡／411人行方不明／254人避難
平地はほぼ壊滅。
3,173人死亡／717人行方不明／1,134人避難

1,044人死亡／94人行方不明
66人死亡／5人行方不明
松ヶ浜地区などが壊滅状態。
188人死亡／1人行方不明／48人避難
石油コンビナートなどで火災。

704人死亡／26人行方不明
若林地区で200人あまりの遺体発見。仙台駅も大きな被害。
ターミナルビルは中２階まで浸水、一時1,300人が取り残される。

257人死亡／13人行方不明
671人死亡／20人行方不明

109人死亡／1人行方不明／28人避難
455人死亡／4人行方不明／303人避難

2人死亡／1人行方不明／1,862人避難

11人死亡／2人行方不明／1,790人避難

19人死亡／6人行方不明
5,090人避難

80人死亡／1人行方不明
6,494人避難

30人死亡／5人行方不明／4,114人避難

146人死亡／38人行方不明／7,858人避難

875人避難

6人死亡／1人行方不明／268人避難

1人死亡／1,707人避難

640人死亡／23人行方不明／19,508人避難
海岸付近はほぼ壊滅状態。

310人死亡／38人行方不明

1人死亡

2人死亡

2人死亡
水戸駅に大きな被害

激しい液状化現象 1人死亡

約600棟全半壊

13人死亡

液状化現象

液状化現象

1人死亡（ホンダの研究所） 1人死亡

12人死亡

10人死亡／1人行方不明
藤沼湖が決壊

1人死亡
2,509人避難

1,234人避難

1人死亡／24人避難
1人死亡

3人死亡／40人避難

1人死亡

183人死亡
1人行方不明

911人死亡
72人行方不明

20人死亡／1人行方不明
コンビナートで火災。

4人死亡／98人避難

1人行方不明

中尊寺本堂が
一部破損。

1人死亡

2人死亡(九段会館の天井落下)

4人死亡（火力発電所で転落した作業員）

被災状況と活動拠点

被災地障がい者支援センターふくしま

被災地障がい者センターみやぎ

被災地障がい者センター大船渡

被災地障がい者センター石巻

被災地障がい者センターいわて

県南支部（亘理町）

東日本大震災障がい者新潟支援センター
（避難障害者受入れ）

県北支部（登米市）

宮古支部（宮古市）

ハックの家

拠点 連携拠点

AJU自立の家

すずらんとかたつむりCILたすけっとを中心に4/4設立

福島あいえるの会を中心に4/6設立

CILもりおかを中心に4/12設立

被災障害者、団体への救援物資、ボランティア派遣、介助や送迎など
の福祉サービスの提供、相談支援。被災障害者に関する情報収集、提供、
情報交換、政策提言。被害を受けた障害者作業所などの再建支援
・被災した方（知的障がい・重度身体障がい）と、日中一緒に過ごす。
・流失した就業支援センターの仮事務所へ文房具の支援
・仮設住宅調査（スロープ設置状況・集会所有無・障がい者入居状況）
・障がい者関係の団体を訪問しニーズ調査。つながりを深める。
・障がい者関係機関で行われる、連絡会・報告会等への参加
避難所調査 513ヶ所（8/17 現在）
救援物資の提供 439 件（〃）
個別支援 376 件（〃）
全壊・半壊した障害者作業所などへの再建支援金
12ヶ所／ 31,254,600 円（9/26 現在）

被災地障がい者（支援）センター

被災地障がい者センターいわて

東北関東大地震・津波、その被害と「ゆめ風基金」の動き

災害発生後、ゆめ風基金は全国に広がるゆめ風ネットの内の
被災地域のネットと連絡を取り、被災地の障害者の状況把握を始める

そして、事務局（大阪）より職員を被災地に派遣、状況の把握・支援体制の確立を急いだ

併せて、被災した障害者の活動拠点への資金支援も始める

現地で支援活動をしていた団体と連携を深め
その団体を中心とした被災地障がい者センターを宮城・福島・岩手各県に設立する

宮城県南部（亘理町）・北部（登米市）に拠点支部も開設した

また、継続的に各地でカンパ活動を展開している

2011年9月26日更新



被災障がい者の声被災地障がい者センターふくしまレポート

○60代女性　人工関節　ベッドなく寝起き大変。以前から通院しているいわき市内に住む場所が欲しい→その後連絡をするが避難所を移転されている。

○70代男性　聴覚　補聴器の補助金もつかず、収入も少なく買えない

○関節が痛い。しばらくは薬もない。痛みが強かったが、医飾が来たため、薬もらい今は楽。次の避難所に行ってほしいと言われるが、今後のことも分からず、もう少しここにいたい。二本松市内に居住

希望

○60代男　アルコール依存症　避難所にはおらず、自宅にいる。人づきあい少ない。物置のような建物に住んでいる。通院はしていない。安否確認をしてほしい　→郡山市地域保保健課へ連絡。保健

士が訪問予定。

○40代女　下肢　自宅が半壊。避難所内の移動、トイレ等が不便→後日連絡するが避難

○10代男　重度重複　集団生活が長期化することで、周囲から心ない言葉をもらうことがある。

○50代女性　左半身麻痺　自宅が自主避難区域。避難所の風呂に椅子があれば危険なく、1人で入れる。男女で時間が分かれているため、家族介助が難しい。息子が知的障がい。時々遠くに行って

しまうので心配。→相談支援員に報告。

○30代男性 上記女性の息子　避難所での生活は眠れない。家に残した犬・猫が心配。早く家にかえりたい。

○30代男性　知的　 1日なにもすることがない。作業所に通えない。家に帰りたいが帰れない。

○30代女性 アルコール依存症　埼玉へ 4月転居の予定だが、引き続き福祉サービスが受けられるか。入院中で、リハビリ訓練中だったので、埼玉で治療の継続ができるのか。→相談支援員に報告

○女性　多発性硬化症　移動先で医者の診察が受けられるか、薬をもらえるか心配。

○女性　精神　通っていた作業所の仲間のことが心配。作業所に連絡するがつながらない

○50代女性　精神　服薬をしていたが、本人が嫌 毎日たいくつ。夜眠れず、避難所を夜歩き、戸の開閉がうるさいと苦情。現在は家族で個室にいる。病院につながていない。

○50代女性　精神　余震が恐く、夜は自宅に帰るが、日中は避難所に来ている。避難者ではないため、昼に避難所にいることに遠慮がある。

○リウマチのためプレトニン服用。抗体低下。感染症がこわい。原発が不安

○入所施設利用者　避難先を転 と々してきた。

○60代女性　難病　特定疾患の手帳を紛失。家族でもいいので、手続きをしてほしいと言われるが、家族も障害があり、難しい。→その後連絡をするが避難所を移転されている。

○90代女性　被災前は杖で歩行をしていたが、被災後車いす。娘：このまま寝たきりにならないか心配。本人：早く家に戻りたい。

○不明　糖尿で退院したばかり。避難所の食生活ではまた悪化してしまうかも。

○農家の方　当分はと言われるが、当分が長い。あきらめとくやしい気持ちが半々。二次避難をするが、その後の見通しもたたない。

○40代女性 てんかん　避難時に薬手帳を持参したため、薬をもらうことができた。障害のことを受付の職員にも伝えているが、体育館を歩きまわたりすることで、周囲から白い目で見られる。地元に戻れ

ないと何をしてゆけばよいかわからない。地元に戻り、仮設住宅からでも稲作を始めたい。

○不明　旅館に移動が始まっているが、情報が入らなくなるのではと不安。持病があるため食事内容で病状が左右される。お世話になっているので、これ以上のお願いはできずにいる。入浴・洗濯にも

お金がかかり、先が見えないのが不安。

○60代女性　身体　5か所目の避難所。別の避難所で役場の人に健常者も障害者も大変なのは同じだと言われ違和感を感じる。先の見通しがみえす、いつまでこの生活が続くのか知りたい。

○不明　統合失調症　被災時入院中。持病があるため郡山の病院に転院後、現在の避難所へ。医療費はかからないが生活してゆくのにお金が大変。杖を買うのも実費。車いすのリースも保証人が欲し

いといわれた

○不明　精神　本人の希望で移動。個室対応している。他の避難所も行ったが、難しい。まだ保健師との信頼関係できていない。

○女性　知的　当初は避難所Xに行ったが慣れず騒いだため親戚を頼ってここへきた。現在は仕切りや遊ぶ所があり落ち着いている。二次避難所の旅館へ移る事になっている。以前では支援学校に通学し、

避難先の廃校になった小学校に行くことになるがその支授学校に行くのか、養護学校に行くのか迷っている。支援学校にいた介助員 3人は解雇になったので今まで通りにならない。また、放課後支援も

受けていたがどうなるのか不安。

○6歳男児　脳性まひ　家族で避難中。個室で家族で生活。現避難所で3ヶ所目。次の所で個室が保障されるか。

○30代　精神　母と一緒に避難。ここで3ケ所目の避難所。大部屋で集団生活。母が立てなくなったことが心配→後日連絡するが避難所を移転されている。

○女性　精神　被災前に親を亡くし箱神的に不安定。一日中正座しており、体操等に誘うと笑顔になる。親以外の身内、支援者は不明。保健師が巡回。

○男性　下肢　歩行困難。3階の教室から降りるのに、同部屋の方から支扱をもらっている。トイレは洋式しか使用できないが、3階のトイレは和式のみなので2階に降りていかなければならない。

○10代女性　脳性まひ　歩行はできるがよく転ぶので、頭などにコブができている。明日には家族で二次避難所のホテルに移動する予定。

○90代男性　入院先先から移動してきた。1人で来られ自立できているとの話だが、介助が必要と思われる。役場職員も多忙で何をどうしていいのかわからない。

○10代男性　脳性麻痺　避難指定区域から避難。障がいを持っている方は家族や周囲が温かく対応しているが、この兄弟（？）はかまってもらえない。家族へのケアも必要。

○70代女性　下肢　杖をついてゆっくり歩いている。ベッド、シヤワーチエアーあればいい。

○70代女性　精神　津波で家が流され避難。東京からの医療チームが毎日巡回に来ている。

羅患して10年。最近症状が艮くなっていたが、被災して家を失い、再び落ち込む。現在も避難所でほとんど横になっている。

○80代男性　半身まひ　地震と津波で家もペッドも電動車いすも壊れた。2，3日は消防署にいたがもその後は避難所。被災してからの1か月間一度しか入浴していない。長男は漁業をしていたため現

在仕事がなく、この男性の行く先を早めに決めたいと思っている。

○不明　知的　以前避難していた方が他府県に避難。避難先に作業所がなく困っている。

○7才男児高機能自閉・5才女児アスペルガー　家族 4人自宅で生活している。収入が無くなり、貯蓄を切崩して生活している。食料事情も苦しくなってきたので、避難所にもらいに行くが支給できない

とのこと。社会福祉課の貸付を利用したらと言われたが、返済のあてがないのに借りることはできない。食料がなくなりそう。子どもたちもストレスがたまり、パニックを起こすこともある。日中過ごす場が

ほしい。他にも同じ境遇の人がいる。→連携施設が対応。物資を届ける予定。

○不明　ポータブルトイレが使えないため、避難指定区域内の施設で入浴。介助者の休みがない。

○不明　精神　保健所と連携している。病院に通院していたが薬がもう切れる。公立病院のほうで受診する。

○男性　精神 病院に行っていない。医者の往診もない。→訪問者がその場で病院へ連れてゆく。

○60代男性　身体　生後 20年寝たきり。現在は杖歩行。小高地区から避難してきた。3回の移動に次ぐ移動で体調を崩した。今後は●●へ行く予定。自衛隊の風呂が何度かきたが、その場所までの

歩行が困難なため、地震以来風呂に入っていない。移動するまえに、もっとわかりやすい情報がほしい。やっと落ち着いたと思う頃にまた移動で混乱する。

○40代女性　肢体・筋ジス？　避難指定区域から避難。筋ジスの疑いがあり、医療機関に受診後地震。理学療法とリハビリを行っている。手帳はまだない。郡山の避難所 Yに移動したいが、交通手段

がない。避難所 Yは同じ村の人が多い。さみしいので早く移動したい。かかりつけの理学療法士が避難所 Yにいる。避難所 Yには確認が取れている。

○避難所 A　133 名が避難している。障害者は今朝他へ移動した。入れ代わりが激しく、現状の把握が難しい

○避難所 B 衛生状態が悪い。駐車場の車内で生活してる人がいる。（よく眠れない）

○避難所 C　ホテルや旅館への二次避難が始まっているが、子ども、介腰が必要な高齢者が優先でまだ何も知らされてないひともいる。建物は階段が多い。個室になっている。

○避難所D　介護が必要なかたから二次避難を始めており、足の悪い人は昨日移動した。随時その他の人も移動していく予定。同じ町内の人であるが、つながりがないのか障害者の存在を分かっていて

も気まずそうにしている人もいる。

○避難所 E　約 30名が避難している。ひざが悪く入浴困難な高齢者がおり、社協に介助イスを借りに行ったが断られた。認知症で、徘徊などがひどく心配している。→その後連絡するが本人は移転され

ていた。

○避難所 F　介助の必要な方がいる家族が避難している。設備は整っており、用具の不足はない。職員曰く、今後、精神的なケアが必要になってくるのではないか。

○避難所 G　自殺者が多くなっている。社協の避難所では5人 1チームで24時間体制でやっている。行政はあまりできない。スタッフ不足。避難所を見守るスタッフが欲しい。70代の障害者の入浴介

助ができない。

○避難所H　避難しなければならなくなるか心配。ここで生活するのであれぱ解雇される。

○避難所 I　140 名が生活。行政がなかなか協力してくれない。

○作業所 J　作業所を仮設する費用等のためにお金が必要。 
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呼びかけ人からのメッセージ



避難所に避難するも居場所のない障害者（3月 11 日、仙台長町小学校）

避難所の掲示板（4月 6日）



災害当日、事務所で一夜を明かす（3月 11 日、仙台 CIL たすけっと）

水浸しになった被災地（3月 27 日、気仙沼）



街の面影は無い…（4月 13 日、陸前高田）

被災したデイケアセンターを訪問する（4月 1日、石巻 祥心会）



持ち主を待つ被災した物品（5月 25 日、名取）

壊滅的被害を受けた街に立つ（5月 4日）




