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障害者に災害情報は届いたか
 ～中越地震被災の視覚障害者・聴覚障害者聞き取り調査から～

坂井律子　 　　

 1.　はじめに

災害が起きたとき，その原因や被害規模，
避難の必要性などを伝えるいわゆる「災害情
報」1）は，被災地の人々の命を守る重要な情報
である。災害後の調査では，停電や家屋倒壊
などによって，普段情報を得ているメディア
が役に立ちにくいことや，自治体情報の流れ
方の課題などがこれまでに指摘されてきた 2）。
こうした課題に加えて，視覚や聴覚に障害が
あり，映像や文字情報・音声情報などを獲得
することに何らかの支援が必要な人々が激甚
災害にあった場合，「災害情報」の獲得はさ
らに困難になる 3）。
本稿は 2004年10月23日に起きた新潟県中

越地震の際，視覚障害者と聴覚障害者がどの
ように情報を得，行動したのかを聞き取り調
査した結果である。合計20人に，発災から
の時間経過に沿って行動を個別に聞き取るこ
とで，障害者への情報伝達にどのような課題
があるか，またどのような工夫をすれば情報
が伝わるのかを考えることをめざした。また
聞き取りの中から浮かび上がった，新しい放
送・通信メディアによる情報の流れ方の変化
についても，若干の報告を試みたい。

 2.　調査の概要
調査対象：
視覚障害者 10 人
　小千谷 3人，十日町 3人，長岡 4人。
　 9人が全盲。1人が弱視。
聴覚障害者 10人
　小千谷 5人，長岡 5人
　全員が聾者である 4）。
調査時期：2005 年 3 月～ 4月
調査方法：ひとり 1 時間～ 1 時間半の個別聞
き取りを行った。地震発災時からおよそ 1 週
間後までどのように行動したのか，また「災
害情報」をどのように得たのかについて時間
経過をたどりながら記憶を整理してもらった。

 3.　時間経過ごとの情報取得状況

（1）発災－情報の途絶

17時56分に震度6強，その後18時台に 5
強以上だけでも 5回という激しい余震が続い
た。中越地方を中心に最大時30万1,000戸が
停電。今回話を聞いた 20人中，停電しなかっ
たのは長岡市内在住の 3人だけで，あとの
17人はまず停電によって普段の情報獲得手
段を失っている。
ライフライン断絶の中で，聴覚障害者・視

覚障害者ともに，発災時にまったく情報から
隔絶されてしまった人が多かった。発災1時
間以内で見ると，20人中9人が「特に何の情
報もなかった」と答えている。
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たとえば聴覚障害者のTさんは，外出先か
ら家へ帰る途中のバスの中で地震に遭遇した。
激しい揺れでバスは停車。土砂崩れで道は不
通となり，バスを降りた場所からおよそ 30分，
夜道を歩いて帰らねばならなかった。

家の前にたどり着くと，まわりの家が全壊
していた。近所の人が外に集まっていたので，
その輪の中に入ったという。

結局 Tさんは 1週間後に避難所となった
体育館に入ったがそこでもハンドマイクで伝
達される連絡事項がわからず，苦しかったと
いう（避難所での情報提供のあり方について
は後述する）。
また，視覚障害者で一人暮らしのDさん

は被災したときの様子を次のように語る。

およそ 2時間後に，群馬の知人から電話。
ダイヤル回線の旧式電話だったので停電でも
通じた。それまで何も見えず情報のない中で
Dさんは一人でじっとしていた。
また長岡の視覚障害者Hさんは，住んで

いた団地が倒壊するのではないかと考え，近
所の人と避難所を探して到り着いた。「避難
する間，何の情報もないので非常に長く感じ
られた。動転していたので何も持たずに出た」
と語っている。

（2）最初の 2日間
　 －障害別に分かれた情報獲得手段

発災時の情報の完全な途絶を経て，余震が
一応落ち着きを見せた 2時間後ぐらいから，
少しずつ災害情報を得られるようになる。
表1は聞き取りをした 20人が災害情報を

何から（あるいは誰から）得たのかについて
分類したものである。この図を見ると地震発
生からの時間経過と障害の種類によって，情
報の取得法に特徴があることがわかる。
視覚障害，聴覚障害という障害別にそれぞ

れ被災からの時間経過ごとに，情報獲得手段
の特徴を整理してみる。

視覚障害者

I : 翌朝（10月24日朝）まで
① いちばんの情報獲得手段はラジオ
視覚障害者は日ごろからラジオのヘビー

ユーザーである。今回聞き取りをした 10人
のうち 8人は現在鍼灸院を開業している。最
初の揺れが来たとき 6人は自宅兼仕事場の鍼
灸院で仕事中だったが，全員がラジオをかけ
たままにしていた。普段から情報を得たり音
楽を聴いたりすると同時に，ラジオの音の聞

バスが止まったとき，ほかの乗客や運転手
さんが危険を知らせてくれているようだっ
たが自分は耳が聞こえないので，何を言っ
ているのか，何が起きているのかよくわか
らなかった。（長岡・聴覚・Tさん）

紙も鉛筆もなかったので近所の人とは，地
面に文字を書いて筆談した。近所の人は「心
配ないよ」と地面に書いてくれた。その後
数日，近所の人たちは避難所へ行くかどう
か相談していたようだが，よくはわからな
かった。（同上・Tさん）

最初の揺れが来たときコタツの中で首まで
もぐって寝ていた。下からグズグズっと来
て物干し落ちる，電灯も笠ごと飛んで落ち
た。テレビはついていたが落ちたときに切
れてそれきり。3回の余震の間，じっと我慢。
何も落ちてこないところへ行ってじっとし
ていた。立つとふらふらするので畳にぴっ
たり身体をつけてじっとしていた。（小千谷・
視覚・Dさん）



18 放送研究と調査　SEPTEMBER 2005

こえ方でスピーカーからの距離を測り，自分
の位置を知るなどの使い方をしているためだ
という。こうした固定ラジオは停電と同時に
聞くことができなくなったが，携帯ラジオ，
カーラジオ，固定電池ラジオに切り替えて情
報を得た人が多かった。

② 避難所へ行くときの判断材料は近所の人の話
地震が起きた日の夜，どこですごしたかを

まとめると，
　　避難所・・・5人（表 1 ○印）
　　自宅・・・3人
　　外（テント）・・・1人
　　車の中・・・1人
である。
避難所へ行った 5人が避難所の場所を知っ

た経緯や避難すべきかどうかの判断には，ほ
とんど「近所の人の話」が関わっている。避
難行動には，近所の人たちからの情報が非常
に重要であったことがわかる。また同時に，

1 回目の揺れが収まったとき，盲導犬の
ドッグフードと携帯ラジオをリュックに準
備した。近所の人と避難所に行くべきか相
談するときも私の携帯ラジオを聞かせてあ
げて皆で参考にした。山古志の状況など何
が起きているのかよくわかった。（長岡・
視覚・Gさん）

避難所 ～1時間 ～2時間 ～4時間 ～6時間 ～12時間 ～24時間 ～2日 ～3日 ～4日 ～5日 ～6日

視
覚
障
害

Aさん 十日町

○

人のラジオ 携帯電話

Bさん 十日町

○

近所の人 避難所での
説明 テレビ

Cさん 川西 固定ラジオ
（電池）

役場の
スピーカー

Dさん 小千谷

○ 固定電話
カーラジオ 避難所での

説明
周りの人
（避難所）

テレビ
（避難所）近所の人

Eさん 小千谷 △ 近所の人 娘の携帯
メール

避難所の
回覧板

Fさん 小千谷

○

近所の人
周りの人
携帯電話

Gさん 長岡 携帯ラジオ ラジオ テレビ

Hさん 長岡
○ 避難所の

説明
ラジオ
（避難所）

Iさん 長岡 携帯ラジオ 固定電話

Jさん 長岡 固定ラジオ
　固定電話

聴
覚
障
害

Kさん 小千谷

○

カーテレビ
近所の人　 知人の

携帯テレビ携帯メール

Lさん 小千谷 職場の人 新聞 プリペイド
携帯メール

Mさん 小千谷 家族（町内放
送の内容） 家族の話 携帯メール

Nさん 小千谷 家族（カーテ
レビ内容） 携帯メール

Oさん 小千谷 家族（カーテ
レビ内容） 新聞

Pさん 長岡 近所の人 家族の
携帯メール

電話・FAX
テレビ

Qさん 長岡

○

携帯メール 避難所の
貼り紙

Rさん 長岡 携帯メール 人の
携帯テレビ

Sさん 長岡 家族（ラジオ
の内容） 近所の人 携帯メール

Tさん 長岡 △ 近所の人の
筆談

表1　いつ，何から（誰から）情報を得たか

　　ラジオ　　　人からの話　　　避難所での情報　　　携帯メール　　　　テレビ○は24時間以内，△は2日目以降に避難所へ行った人
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避難所へ行かなかった人はラジオからの情報
があったからこそ冷静に家にとどまれたとい
う側面もあるかもしれない。
 
　II : 翌朝から翌日（24 日朝～夕）
① 避難所での情報伝達の不足
避難所へ行った視覚障害者の人たちは，避

難所での館内放送や，ハンドマイクを使った
役所や消防署の人の話を情報源としている。
そばにいる人に貼り紙を読んでもらった人も
いた。しかし，その情報は的確に届いていた
とは言えない。

Aさんが「テントの中で人が持っているラ
ジオの音が聞こえたので耳をそばだてた。余
震がいつまで続くのか切実に知りたかった」
と語るように，この時点では避難所に被災者
用のテレビやラジオは用意されていない。こ
のため，避難所に入ってからも，被災当日と
同様「近所の人の話」が非常に重要であった。

聴覚障害者

　I : 翌朝（10 月 24 日朝）まで
① 情報はすべて人を介して伝えられた

今回の聞き取りに応じてくれた聴覚障害者
の方々は全員が聾者で，普段の会話は手話を
用いている。調査も全員，手話通訳を介して
行った。普段，テレビは字幕デコーダーを用
いて字幕放送を見るほか，NHKの手話ニュー
スも見ている。また被災時にCS障害者統一
機構のデコーダーを設置していた人が 1人い
た。聴覚障害のある人たちは，後に述べるよ
うに普段は携帯メールをよく用いているが，
被災直後は通じにくかった。また停電によっ
てテレビと字幕デコーダーも使えなくなった。
初日の夜どこですごしたかを聞くと
　車の中・・・7人
　自宅・・・1人
　外・・・1人
　避難所・・・1人

であった。車中ですごした人が多かったため，
カーテレビを見た人が 3人いた。しかしカー
テレビには字幕デコーダーがないので，耳の
聞こえる家族や知人に手話や口話に翻訳して
もらってはじめて知ることができた，という。
また自治体から各戸に伝えられた避難情報も
家族による翻訳が必要だった。

翌日，市の人が来て説明していた。余震が来
たら逃げやすいように出口近くにいたので，説
明が遠くて声が届かない。体育館は800人ぐ
らいの人であふれていた。（長岡・視覚・Hさん）

避難所では掲示板があったようだが見えな
い。役所か消防の人がハンドマイクで話して
いる連絡は聞こえた。（十日町・視覚・Aさん）

車のテレビの放送内容については，「こん
なことをやっていた」と隣近所の人たちの
話を耳の聞こえる息子が聞き，口話で伝え
てくれた。子供同士が同級生なので隣近所
とは親しい。（小千谷・聴覚・Kさん）

娘がニュースの内容を教えてくれた。また近
所の人から娘を通じて食べ物が向こうにあ
るよ，とか教えられた。（小千谷・聴覚・Nさん）

携帯が通じたのでほかの人が遠くの親戚に
電話，その情報を教えてもらった。私たちの
場合，近所の人からの情報がとても大切です。
しかし，避難所でラジオを配ってくれたらと
ても助かったと思う。（小千谷・視覚・Fさん）

町内の放送が「歩いて避難してください」
と言うのを同居している義母が聞いて私た
ちを連れて行ってくれた。私たち夫婦は二
人とも聞こえないので，車内生活の間もト
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聴覚障害者でその日のうちに避難所へ行っ
た人は 10人中1人だけであった。聴覚障害
者の人にも近所の人たちからの情報提供や避
難の誘いは行われていた。なぜ避難所に行か
なかったのかについては後述する。

　II : 翌朝から翌日（24 日朝～夕）
① 避難所での自治体情報を得られなかった
　 聴覚障害者
前述したように，被災当日避難所に行った

人は 1人，翌日になっても 2人にとどまって
いる。このため，避難所に行けばもたらされ
るはずの自治体からの情報が届いていない。
避難所に行かなかった理由として，次のよう
な声がある。

今回ヒアリングした聴覚障害者の中ではた
だひとり，当日避難所に行った長岡のQさ
んは，情報がわからないので自分から市役所
に赴いて要望している。

避難所に行かなかった聴覚障害者は，そこ
で伝達される情報や配られている援助物資

を手に入れることが困難だった。また避難所
へ行った人にも手話通訳や貼り紙が十分でな
く，情報は不足していたことがわかる。

② 携帯メールでの安否確認と情報取得
こうした中で被災翌日以降聴覚障害者の情
報ライフラインとなったのは携帯メールである。
普段から特に若い世代の聴覚障害者は家族

や友人と携帯メールで頻繁に交信している。
ヒアリングした 10人のうち，普段から携帯
メールを使っている人は 7人。使っていない
人は 2人。使いたいが自宅が送受信圏外であ
る人が 1人である。
特に地震後は安否確認に携帯が用いられた。

職場で被災し会社のロッカーから携帯を
持ち出すことができなかった小千谷の Lさ
んは，被災2日目にプリペイド携帯を買って
友人と交信している。この Lさんはテレビ・
ラジオの情報もなく，携帯電話のメーリング
リストで，詳しい震度や安否確認をすること
ができたという（メーリングリストについて
は後述する）。
聴覚障害者の人たちが，情報端末として大

切にしている携帯だが，NHKや民放，ある
いは新聞社の携帯サイトで地震情報が閲覧で

避難所の中学校体育館では館内放送をして
いたが聞こえないのでわからなかった。手
話通訳も貼り紙もなく困ったので市役所に
行って貼り紙の要望をした。私のような聾
者は外見では障害がわからない。自分たち
で聴覚障害の名札をつけるなどの方法が必
要かもしれない。（長岡・聴覚・Qさん）

避難所の場所は知っていたし，近所の人も
避難所に行くように誘ってくれたが，健聴
者ばかりの場所では手話によるコミュニ
ケーションがとれず，すごしにくいと思い
行かなかった。（長岡・聴覚・Pさん）

最初は電波がだめで，何度も試すうちに電
池もなくなり本当に困った。ホームセン
ターに行き，車でできる充電器を買って充
電。母や友達から安否確認のメールがたく
さん来た。（長岡・聴覚・Sさん）

会社がいつ再開か，など友人との情報交換は
すべて携帯メール。充電器は車用品店で買っ
た。小千谷市内の聴覚障害者の仲間18人に
は全員にメールで安否確認した。1週間の間
にメールは200通。（小千谷・聴覚・Kさん）

イレの場所や食料の配給など義父母から教
えてもらった。（小千谷・聴覚・Mさん）
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きることを知っている人は一人もいなかっ
た。こうした情報を障害のある人に周知する
ことは，今後のマスコミの課題であろう。

（3）3日目以降－停電復旧とともにテレビ・

　   ラジオの利用再開

被災3日後からは停電が復旧した避難所に
次第にテレビやラジオが入り始める。しかし
「避難所が鉄筋でラジオが受信できない」（視
覚障害）「避難所にテレビは入ったが，字幕
デコーダーがないのでわかりにくい」（聴覚
障害）などの声から依然として情報が行き届
かない様子がわかる。
自宅や親戚の家に避難した視覚障害者から

は，余震のたびに入るテレビのニュース速報
が「最初だけピピンピピンと音がして後はテ
ロップになることを改善してほしい」5）とい
う指摘が 4人からあった。内容がわからず心
配がかえって募る，という意見である。聴覚
障害者からは「手話による放送が少なく，もっ
と増やしてほしい」（長岡・聴覚・Rさん な
ど 3名）「緊急ニュースの時はランプで知ら
せてほしい」（小千谷・聴覚・Mさん）など
の声があった。
一方評価する声としては，NHK新潟放送

局が時間ごとにまとめて放送したラジオの生
活情報6）やコミュニティFMの地域ごとの情
報が非常によかった，という声が多かった。

 4.　災害情報伝達の課題と新たな動き

（1）障害者にとっての避難所

ここまでの聞き取り結果から，視覚障害や
聴覚障害のある人たちは，災害情報伝達の障
壁として次のような 4点を指摘していると考
えられる。

● 停電を中心とするライフラインの断絶 
● 避難所そのものへの行きづらさ
● 自治体情報の伝達方法の課題
● テレビ・ラジオなど放送の課題
である。 このうち，避難所そのものが障害者
たちに非常に「行きにくい」「行きたくない」
ものになっていることについて補足したい。
まず物理的な困難，段差やトイレの遠さなど
の障壁がある。

ライフラインが途絶した中で，自治体情報
は，避難所経由でしか入手しにくい。避難所
に行けないことは，情報からも隔絶されるこ
とにつながる。
建築物のバリアフリー化を進める「ハート

ビル法」は平成6年から施行されている。し
かし「学校」は平成15年まで同法の対象とさ
れてこなかったため，ほかの建築物より対策
が遅れている。「学校」のバリアフリー化は，
災害時の避難所となる側面からも急務である
と言えよう。
また，阪神大震災をはじめとする過去の災

害時の話が流布していることもわかった。人
から聞いた話がいっそう避難所への足を遠の
かせたことがうかがえる。

体育館の中は広い。トイレは 5箇所。3年
生と 5歳の孫に手を引かれて大勢の中をか
き分けていくのが大変だった。疲れたり，
びっくりしたりで何もわからない。（十日
町・視覚・Bさん）

避難所で，盲導犬を連れた人が入れてもらえ
なかったといううわさを聞いた。排泄の問題
もあり，受け入れられないのではと思い，避
難所には行かなかった。（長岡・視覚・Gさん）

家は一部損壊の被害を受けたが避難所に行
くつもりはなかった。阪神の被災者の話を
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また，近所の人とテントをつくってそこで 3
日間生活した，小千谷の聴覚障害者Oさんは，
ライフラインがすべて止まり携帯は圏外だっ
た。このため4日目に新聞が配達されるまで近
所の人の話以外の情報はなかったという。避
難所で伝えられる情報は人づてに手に入れた
が，「もし聴覚障害者専用の避難所があったら
行っていたと思う」と語る。今回の中越地震で
は，一般の人たちにとっても，公的な避難所の
居住性の悪さが車中や自宅近くへのゲリラ的避
難の原因だったことが指摘されているが 7），障
害のある人たちにとってはよりいっそう「行き
づらい場所」だったことを銘記する必要がある。

（2）情報の途絶をカバーしたもの

こうした情報の伝達困難の中で，それをカ
バーし，大切な情報をもたらしたものもまた，
ヒアリングから浮かび上がった。
①家族・近所の人の助け
特に聴覚障害者の場合，音声情報を口話や

手話に翻訳してくれる家族の存在は不可欠な
ものであった。しかし，長岡のQさんが指
摘するように，手話通訳の派遣は本来自治体
の責務であるという考え方もある。家族の協
力を前提とすると，それがない場合に障害者
は大変困ることになる。同居している義父母
に自治体の放送や近所の人の話を翻訳しても
らった小千谷のMさんは「今はおじいさん
やおばあさんがいるからいいけれど，もし亡
くなったら私たちだけでどうするのか」と不
安を語っていた。

また，今回ヒアリングした視覚障害者の多
くは長年地元で鍼灸院を営んでおり，地域で
深い信頼関係を結んでいる。このため，一人
暮らしでも孤立することなく近所の人と一緒
に行動している。しかし，個人的ネットワー
クを前提にしすぎるとその地域に住み始めて
間もない人や仕事をしていない人などが孤立
する危険性もある。個人の資質に左右されな
い支援システムが求められる。
②小さな自治体のアナログ情報
自治体の規模が小さく地縁が強いところで
は旧式のアナログ情報が威力を発揮した。た
とえば，旧越路町（現在は市町村合併で長岡
市）では被災5日目の 28日から，避難所の全
員（ひと家族に 1枚）に町の防災課から災害情
報回覧板が配布された。避難所の開閉，学校
の再開，交通，ライフライン，旅館への宿泊
の斡旋，仮設風呂の情報などA4版の新聞が
毎日発行された。28日の第1号ですでにエコ
ノミークラス症候群の注意も掲載されている。
この情報が非常に役立ったという小千谷のE
さんは避難先である娘の嫁ぎ先で情報版に慣
れていたので，家に帰ってからのほうが生活
情報がなくて不安になったと語っている。
また，旧川西町（現 十日町市）では生活情

報が，昔の火の見やぐらや役場の屋上に備え
付けのスピーカーから流された。

③新しい通信手段 : 携帯MLによる安否確認
役に立ったものとして，携帯メールによる

メーリングリスト（ML）を使った安否確認シ

水道がいつ出るか，おにぎりがいつ配られ
るか，などの情報が流された。昔の 5人組
の名残である「嘱託員」がこの放送で呼ば
れ，各家に物資を配ったので心強かった。
（旧川西・視覚・Cさん）

読んでいたので，障害者が行っても迷惑だ
ろうと思った。家が崩れるのではないかと
いう不安があり，娘の車で一晩を明かした。
（長岡・視覚・Iさん）
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ステムを挙げた聴覚障害者が 3人いた。
このメーリングリストを作ったのは仙台の

IT 企業プラスヴォイス社。もともと聴覚障
害者が使いやすい携帯電話や，テレビ電話の
販売をしていた同社は，新潟のユーザーの安
否確認をしようと活動を始める。地震発生か
ら約1時間後の18時59分に25人にメールを，
19時26分には 52世帯へ FAXを送信。20時
には情報提供用のホームページ掲示板を設け
災害情報を掲載した。翌24日午前2時には
同社のユーザー以外の人も情報を得られるよ
う，メーリングリストへの自動登録システム
をホームページ上に設置した。
ヒアリングでは，このメーリングリストに

より，仲間の安否確認と，「震度などの情報
が得られた」（聴覚・Lさん），という声があっ
た。安否については本人や知人からの情報の
メール送信により最終的に 180人の安否が確
認されている。また，震度や避難先での生活
情報に関わる自治体情報は，同社が宮城県の
災害情報本部を通して新潟県災害対策本部に
確認し情報がやり取りされた 8）。
④通信規制の変更 
今回，携帯メールが比較的よく通じた背景

には輻輳対策がある。電話回線の輻輳の問題
は阪神大震災以来，大きな問題となってきた。
阪神の際は固定電話回線が輻輳し，携帯はま
だ普及が本格的でなかったため比較的よく通
じたとされる。しかしその後の芸予地震など
では携帯電話の本格的普及により，今度は携
帯通話とメール双方が激しい輻輳のため通じ
なくなった。
携帯がさらに普及した中越地震で携帯メー

ルが通じやすかったのはこの地震の直前に回
線の規制の仕方を携帯電話会社が変更してい

たためである。
災害が起こるとその被災地に安否確認など

の通話が殺到する。このため，交換機が機能
停止に陥って警察や消防などの緊急回線ま
でダウンするのを防ぐために緊急回線以外を
大幅に規制する。これが輻輳で，このために
かかりにくくなる。しかしこの輻輳によっ
て 2003年の宮城県北部地震の際には「携帯が
通じない」ことが大きな問題となり，聴覚障
害者たちはメールのやり取りができず非常に
困ったという。
この宮城県の地震以後，総務省東北通信局

や総務省は各メーカーとともに規制について
の改善策を検討し，回線規制の方法が変更
された 9）。NTTドコモでは 2004年4月15日
にメール回線を通話回線と分けた。中越地震
の際にはMOVAの通話回線は 87.5%の規制
を受けたがメールは規制されなかったのであ
る 10）。今回の聞き取りで発災当日にメールが
通じなかったのは，輻輳ではなく中継基地局
の物理的被災によるものと考えられる。こう
して 1日後からとはいえ携帯メールが通じて
いたことは，聴覚障害者にとって大きな力と
なった。宮城県北部地震の際の経験が生かさ
れたことを考えると，災害後に当事者の声を
関係機関が受け止めることは非常に重要だと
考えられる。
今回の聞き取りでは，視覚障害者に携帯

メールを使っている人はいなかったが，実は
視覚障害者用にメールを音声変換できる携帯
電話機も発売されている。新潟県視覚障害者
福祉協会によれば，今後端末の改良が進めば，
視覚障害者の情報獲得手段の一つになること
は十分に考えられるという。携帯メールの輻
輳対策は非常に重要だ考えられる。
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（3）多様化するメディアとユーザーによる使い分け
今回の中越地震の特徴のひとつとして平塚
千尋は「旧来のマスコミとは違った新しいメ
ディアが定着・機能した」11）ことを挙げてい
る。中でも注目されたのはコミュニティFM
だが，障害のあるユーザーの中にもメディア
ごとの強みを知って，使い分ける人たちが現
れている。

また障害者放送協議会が 2月28日に開いた
シンポジウムでは，避難所で「パパラビジョ
ン」が役立ったという声が紹介されていた 12）。
「パパラ」とは人が集まる場所という意味で，
「見えるラジオ」（FM多重放送波を利用した
データ放送）の放送内容を，電光掲示板にテ
ロップで表示するものである。FM文字多重
放送は現在同時に 256 チャンネルの情報発信
が可能で，地域別の情報を送信し，受信機側
で必要なチャンネルだけを受けることができ
る。「FM新潟」，および臨時災害 FM局「な
がおかさいがい FM」が全国 FM放送協議会
の協力で市役所や避難所など 32箇所にパパ
ラビジョンを設置。長岡チャンネル，小千谷
チャンネルなど 5地域に分けて風呂の開始時
間や道路の復旧情報などを送信した。全国
FM放送協議会によると，エリアごとに細分
化された情報で，かつ自治体が発した正確な
情報だったこと，文字が大きく，静かなこと
などが好評だったという 13）。

「見えるラジオ」は 200万台が普及し，そ
の後製造が中止されているが，今回の中越地
震後「見えるラジオ」そのものも再評価すべ
きであり，聴覚障害者や避難所に配るべきだ
という声も聞かれた。

 5.　障害者への情報保障
新潟県視覚障害者福祉協会では，被災後

2 ヶ月目に当たる 2004年12月に，被災地の
38市町村に，「被災状況調査」を行った。こ
の調査で，各市町村に，「視覚障害者に対し
て情報・移動介助等に配慮したことはあるか」
を聞いたところ結果は表2のようになった。
回答をよせた38自治体のうち23自治体が「特
に配慮したことはない」と答えている。安否
確認や訪問をした自治体も，高齢者や単身世
帯に限っているところが多く，移動介助は避
難所からの単身者の帰宅に限られるなど，多
くが視覚障害者への特別な対策を講じていな
かったことが浮き彫りとなった。
聴覚障害者についても，今回聞き取りをした

10人の中に，自治体からの情報伝達や移動介
助などの特別な配慮を受けた人はいなかった。
国では今年，災害時要支援者への対策とし
て避難情報をほかの人たちより早く伝達する
「避難準備情報」を新しく設けた。しかし災害
対策マニュアルの中に要支援者に対する特別

普段は朝から深夜便までNHKラジオ。阪
神の経験者の話を聞いて，避難所情報等な
らコミュニティFMだろうと思った。「FM
ながおか」を聞くと市内のどこが停電して
いるとか線路の向こう側の被害がひどそう
だとか全部やっていた。約 2 時間聞いて
NHKに戻した。（長岡・視覚・Iさん）

特に配慮したことはない 23

安否確認または訪問をした 6

防災無線を活用した 6

移動介助を行った 2

震災情報の点字版を出した 1

表 2　視覚障害者に対して情報・移動介助等に配慮したことはありますか
（新潟県視覚障害者福祉協会調べ）



25放送研究と調査　SEPTEMBER 2005

な対策を設けている自治体はまだ少ない 14）。
また，阪神大震災を契機として各障害者団

体も災害時対応マニュアルを作成している
が，10年が経過し，「新しいメディアが台頭
している現在，見直して現実に即したものに
しなければならない」（新潟県視覚障害者福
祉協会，松永秀夫理事長）との指摘がある。
また「ボランティアや救援物資の必要な場所
などを被災者の方から放送や行政に発信して
ゆく必要がある」（長岡・視覚・Jさん）とい
う声もあった。
新しいメディアが普及しユーザーの使い分

けが始まっていることは今回の聞き取り調査
からも浮かび上がった。こうした新しい成果
を生かし，災害情報を障害のある人にも的確
に届ける努力が，自治体，放送，通信など情
報を「伝える側」に求められている。
〔復興の途上で，長時間の聞き取りに応じて
くださった 20 人の障害者の方々に心より感
謝いたします。ありがとうございました。〕

（さかい りつこ）

注
1）    「災害情報」といわれるものの中には地震の場

合，災害因・被害情報・警報・避難情報・行
動指示（火を消してくださいなど）・生活情報・
安否確認・救援，ボランティア情報などを含む。
（中村功「安否情報と情報化の進展」廣井脩編
『災害情報と社会心理』北樹出版，2005 年」）

2）    廣井脩「情報伝達体制」東京大学新聞研究所
編『災害と情報』東京大学出版会，1986 年

3）    災害時の障害者への情報伝達の調査として，
田中淳「JCO 臨海事故時の聴覚障害者」『東
京大学社会情報研究所調査研究紀要』No15, 
2001 年 

4）    新潟県視覚障害者福祉協会と新潟県聴覚障害
者協会から紹介を受け，本人の承諾を得られ
た方に聞いた。

5）    ニュース速報のテロップ時に音をつけるかど
うかは各局の間で対応が分かれている。

6）    NHK新潟ではラジオ第 1放送に「被災地の皆
さんへ」という特設番組を設け，地震後 3週間，
1 日 7 時間の生活情報の放送を行った。また
AM波受信困難世帯のために地震後 1週間は
FM波による同一放送も実施している。

7）    避難所へ行けない障害者についての問題提起
として『できることからはじめよう～災害弱
者防災ハンドブック～』災害時における障害
者の支援・救援を考える会編集，2004 年。ま
た一般の人たちが避難所を避けたことは産経
新聞 10 月 31 日付

8）    http://www.plusvoice.co.jp，『聴覚障害者の情
報と文化』2005 春号，No49 にも報告がある。

9）    「大規模地震などの災害時における重要通信確
保に向けて」（総務省平成 15 年 7 月 1 日発表），
「災害時等における通信確保に向けた電気通信
事業者の取り組み」（総務省平成 16 年 1 月 16
日発表），「平成 16 年新潟中越地震電気通信事
業における被害・復旧等の状況及び今後の対
応」（平成 16 年 12 月総務省電気通信技術シス
テム課）。また中越地震と輻輳については中村
功「大規模災害と通信ネットワーク」『予防時
報 220』。

10）  ただし FOMAは回線を分けていなかったた
め，通話，メールとも50％規制された。

11）  平塚千尋『災害情報とメディア 新版』北樹出版，
2005 年 

12）  拙稿「中越地震の経験をどう生かす」『放送研
究と調査』2005 年 4 月号

13）  全国FM放送協議会『報告書 新潟県中越地震
被災地の JFNデータ放送（見えるラジオ）の
取り組みについて』2004 年 11 月

14）  消防庁が2004年 9月に実施した調査によれば，
援助が必要な高齢者や障害者を把握している
市町村は約 2 割にとどまっている。一方で，
障害者の人たちのプライバシー保護の観点か
ら，個人の把握が進まないという実情もある。


