
演題受付番号：PR0077

発表題目：非常時における発達障害児者の合理的配慮のジレンマに
当事者と向き合うソーシャルワーク

副題：熊本地震・新型コロナ禍・九州豪雨における当事者との共助活動から考える

会員番号007191
キーワード：発達障害・災害ソーシャルワーク・セルフヘルプグループ

◆所属

立命館大学衣笠総合研究機構生存学研究所 客員研究員

近畿大学九州短期大学保育科 兼任講師

障害児者相談支援事業所 発達協働センターよりみち センター長

山田裕一

Mail:hoikushi@kumadai.jp

℡090-4585-8859

日本社会福祉学会研究大会（2020）



目的・方法・倫理的配慮

• 研究目的

– 災害・コロナ禍という非常時において、すべての人々が余裕を失っている状況下で
、対応が後手に回りやすい障害者、特に対応の必要性が認識されにくい発達障害
等に対する合理的配慮の難しさ（ジレンマ）と必要なソーシャルワークのあり方につ
いて検討する。

• 研究の視点および方法

– 熊本地震をはじめ、災害時における発達障害当事者会等の共助活動を中心とした
、当事者グループ・災害ボランティア・相談記録等をソーシャルワークの視点で分析
し、考察する

• 倫理的配慮

– 一般社団法人日本社会福祉学会研究倫理規程及びガイドラインを遵守し、個人を
特定できない形にデータを加工した上で、事例については当事者に発表の同意を
得ている。

見えない社会的弱者を取り残さない 皆が余裕を失っている非常時

共助活動×ソーシャルワーク

着目されにくい多様なマイノリティーを無理なく社会的包摂を目指す



熊本地震の社会的背景
東日本大震災 熊本地震 生じた状況

津波もあり、地域が広範
囲で壊滅している場所が
多い

被害はまだらで「被災感」に
温度差がある

復興の団結に亀裂が入るよう
な事態が多く生じた印象

震度7クラスの地震は一
度きり

震度7クラスの地震が短期
間で二度連続で起こった

建物に入ることの心理的不安
の大小の差が激しく、車中泊
やテント泊の人が多数。

住む家が完全になくなっ
てしまった人が多数

最新の耐震基準の家の多く
は残っている

近隣でも被害格差が激しく、被
災感も多様である。

避難所を複数回転々とし
た障害者が多い

福祉避難所が機能せず、民
間の自主避難所が身体障
害者を受入

発達障害者・精神障害者は福
祉避難所等からも受入を断ら
れることがあった。。

成人の発達障害当事者
の被災状況についての報
道がほぼない

当事者グループ発信の情
報は新聞等に取り上げられ
た。

成人の発達障害者が災害でど
んな状況にあるのかがある程
度周知された。

【熊本地震：「都市存続型地震」と表現した奥田知志氏（公益財団法人 共生地域創造財団 理事長 他）のコメント】

「町のインフラを含めたあらゆる機能が津波によって消失、崩壊し、人の生き死にを含めて、何事もあきらめるしかな
かった東北のケースと比べると、幸いにも被害が限定的だったため何事もあきらめがつかない。

余震が怖いからこそ避難する人が多いが、だからといって遠隔地避難するまでの決断はできない」と東日本大震災と
の違いを述べている。都市機能が部分的に残り、被災の状況も極めて多様であり、復興に向けた選択肢が多いがゆ
えの「迷い」が様々な問題が起きている。
出典：Yahoo!JAPANニュース（2016）『「避難所」より「車」。孤立する被災者の選択』http://news.yahoo.co.jp/feature/192

出典：山田裕一（2016）「合理的配慮の再検討―熊本地震における発達障害当事者の苦悩と社会的排除の構造から考
える―」 障害学会研究大会報告を一部改変・図表化

http://news.yahoo.co.jp/feature/192


災害時発達障害者の理解されない避難生活のつらさ
• 感覚過敏（音・匂い等）があり、避難所にいられない

– 避難所：救急車のサイレン、ヘリコプターの騒音、話し声、人の体臭等
が耐え難い

• 先の見通しが立たないとつらい
– いつまで避難生活が続くのか？

• ストレスの自覚がない
– 体調が悪いのにも気が付かない

• 避難所が不安／避難所がわからず車中泊
– 食料・水の確保の方法がわからない？
– 危険な家に住み続けてしまう。

• 仕事に関する困難
– 普段と違う環境下におかれ、不適応に
– 仕事を失う（戦力の優先順位）

• 家族等の身近な人からの否定
– 「お前は障害じゃない！五体満足だから頑張れ」

吐き気・頭痛・いきなり倒れる
（周囲は原因に気が付かない）

【発達障害者】
吐き気・頭痛
いきなり倒れる

【周囲】
弱い・わがまま
理解できない

出典：山田裕一（2016）「合理的配慮の再検討―熊本地震における発達障害当事者の苦悩と社会的排除の構造から考
える―」 障害学会研究大会報告を一部改変



新型コロナ禍・令和2年7月豪雨における発達障害者
新型コロナ禍 豪雨災害 生じた状況

外出の「自粛」というあい
まいな行動制限がいつま
で続くのか見通しが立た
ず苦痛

車が水没し、車中泊はでき
ず、感染の不安から避難所
に行くべきか葛藤している

避難所にいくべきかどうかで熊
本地震の時以上に判断要素
が複雑化している

感覚過敏が原因でマスク
の着用が困難な当事者
が存在する

避難所でマスクをつけてい
ないと非難されるのではと
いう不安

周囲から非難されるのではな
いかとの不安から避難所避難
のハードルが高い

家族同居者は障害に無
理解な家族との接触機会
が増え、ストレスになって
いる当事者が存在する。

被災し、家族と一緒に避難
をすることが更なるストレス
になっている。

新型コロナ禍では在宅避難を
推奨する意見も多く、なぜ「実
家に避難しないか」等と言われ
るととてもつらい

外出に対する不安の解
消がいつなされるのかが
見通しが立たない。

公共交通の運休・道路寸
断・車の水没等、移動手段
が大きく限られている。

普段活用している相談支援・
医療機関等、生活に必要な場
所にアクセスできない

仲間との外食や会合が大
きく制約され、同じ感覚を
持った者同士で悩みなど
を語り合う機会が少ない

炊き出しや相談会等の熊本
地震での取り組みも実施が
できない

些細と思われそうなニーズを
安心して表明する機会が大き
く制限されている。

新型コロナ禍×災害【複合的・重層的な見えざる抑圧】



考察 合理的配慮の要求過程における「社会的障壁」

両者の「物理的負担割合」「精
神的負担感」を適切に評価する

ことの難しさ

他人の気持ちや
立場を考えられ
ない人だね

多様な脳機能メ
カニズムがある
ことを想像でき
ないのだね…

自分のつらさし
か考えていない
よね

感覚過敏によっ
て強い苦痛があ
るのに誰にも理
解されない…

一方的な主張や
要求ばかりする
よね

お互い言い合
えればいいこ
となのに…

相手の感情に配慮して、
対等に伝えあう難しさ

思いきりニーズを伝え合う
「合理的配慮？」の必要性
（ソーシャルワーク？）

コンフリクト

「寛容の強制」「自己排除」

• 共生を標榜する共同体では、障害
者とされる人々は包摂されるべき
存在と捉えられ、排除が起こらな
いように留意される

• 一方、健常者とされる人々に対し
ては、寛容であることが望まれ、
自己の認識を疑い、変容すること
が求められる
出典：村田観弥（2018）『障害支援と関係の教育学
――専門性の権力をめぐって』生活書院

他者変容文化



t

障害者差別解消法における合理的配慮を得る要件
• 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合
• （社会的障壁の除去の）実施に伴う負担が過重でないとき
• 社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない

出典：愼英弘（2015）「合理的配慮に関する一考察」四天王寺大学大学院研究論集（10）5-22
※報告者が加筆・図表化

意思表明
なし

過重
負担

意思表明に
リスクがある
場合は？

表明できない
／難しい
場合は？

誰がどう
やって
決める？

「障害者権利条約や差別解消法の趣旨から判断する以外になく、そうした観点か
ら見ると、合理的配慮の提供によって保障される障害者の人権や平等な機会又は
待遇を受けることの重要性、さらにはこれらが奪われることによって生じる被害
の性格や程度を考慮してもなお、それらを超える著しい不利益が相手方に生じる
場合を『過重な負担』というべきである。」

出典：東俊裕（2015）「障害者差別解消法と合理的配慮」法律時報87巻1号※下線は報告者

【発達障害当事者】
合理的配慮が行われな
いことによって生じる

不利益

【周囲】
合理的配慮の提供によって

生じる精神的負担感
（常識観点からの不当感）

苦痛の過小評価

負担感の過小評価
必要最低限の要望

妥当性の疑問・反発

合理的配慮について対等に対話できない構造

※報告者作成



当事者主体共助活動
×ソーシャルワーカー

8連携：くまもと災害ボランティア団体ネットワーク（K-VOAD)
一般社団法人minori http://minori.main.jp/ 出典：共助活動で使われた実際のチラシ（当事者作成）

http://minori.main.jp/


発達障害当事者主体共助活動がもたらした意義
• 支援を待つのではなく、自分たちの力を還元する活動の開始

– 震災支援ネットワーク組織に加盟「最も小さくされたものに偏った支援を！」
• 些細なニーズでも傾聴され、共に考えてもらえる環境

– 同じ障害を持つ当事者のためにピアによる相談支援活動
• 避難所での相談支援、在宅被災者の様々な困りごとを他団体につなぐ

– 被災者全般の車中泊調査・炊き出し・夜回り相談にも参加
• 支援する/されるという関係性の一時的な逆転

• 活動を通しての気づき
– 「聴いてもらう側」から「聴く側」になる体験による当事者の心理的変化

• 自分たちでも役に立つことができるという自信の回復
• 支援する側に回ったことで安心して自分も支援を受けられる。

– 活動を共にする他の団体の人々の認識の変化
• 障害者の○○さんではなく同じ目標を共有した仲間
• 「発達障害の人って不思議だけど面白い」（ネガティブイメージが先行しないで済む）

発達障害当事者会に対する肯定的評価
偏見

偏見をあまり感じず、障害をカミングアウトでき
安心して配慮を求められる環境



「合理的配慮」という概
念・戦略でどう解決？

●「合理的配慮」という概念の限界/ソーシャルワークはどう向き合う？

【身体障害がある法律研究者のとある講演会での批判】
・「合理的配慮」という概念を「戦略的観点」からは否定すべきではない。

合理的配慮という概念
を見直す方向性？

コンフリクトを低減するための当事者発信の知恵・工夫

A.発達障害当事者災害手帳作成マニュアル

B.MIZICA(みぢか)特集熊本地震と発達障害

https://unevennpo.wixsite.com/decoboco

※入手先
熊本県発達障害当事者会Little bit
×NPO法人凸凹ライフデザイン作成の冊子

自らの特性や必要な合理的配慮について他者に
伝えるための工夫について例文を踏まえて書き
込むことができる。（改訂予定）※寄付協力を

熊本地震の際の発達障害当事者の声なき声
を表出させまとめた冊子

●微妙な感受性の違いを十分に想定した当事者が発信しやすい形式で
の「対話」を通した「代弁」「環境調整」「ソーシャルアクション」
・当事者主体の共助の活動と協働することでソーシャルワークの深化につながる。

名称変更？
概念深化？
制度補完？

C.わたしたち☆発達障害特集発達障害者たちの仕事
熊本地震後、みなし仮設の相談員になった発
達障害当事者の声/周囲の人の声双方を掲載

【問題提起】
・脳機能（感受性）に隔たりがある者同士の「合理性」は共通化することが困難
・他の人の配慮が「おざなり」「なおざり」になる（ずるい）という批判

https://unevennpo.wixsite.com/decoboco

