
播磨町（石ヶ池地区）

播磨町の概要
■面積：9.13㎢ ■人口：34,609人 ■世帯数：14,913世帯
■高齢者人口：9,329人 ■高齢化率：26.96％ ■障害者手帳所持者数：1,743人

石ヶ池地区の概要
■人口：511人 ■世帯数：252世帯
■地域の特徴：
石ヶ池地区は、1960年代に池を埋め立てて造成された新興住宅地であり、建築基準法改正以前に

建築された建物が多い。また少子高齢化が著しく進行しているため、他地区と比較しても高齢化率
は高いが、自治会活動が活発に行われている。2018（平成30）年度に引き続き、本事業に取り組ん
でいる。

取り組みの概要

昨年度の経緯を踏まえ、本年度は地域づくりコーディネーターを迎えて、各種研修から避難訓練まで
さまざまな研修を開催し、地域皆で考える場を持ち、事業を進めている。

住民向け研修１

■日 時：2019年5月26日（日）18：30～
■参加者：住民約30名
■内 容：昨年度の振り返りと今年度の事業概要説明
◆地域で支え合う必要性及び事業の目的を確認した。
◆地域住民としての災害時避難の当事者意識について確認した。
◆日常的にどんな準備をしているか話し合った。

住民向け研修２

■日 時：2019年7月28日（日）10：00～
■参加者：住民約50名
■内 容：
◆地域住民の防災意識向上のため「クロスロードゲーム」を実施。
ゲームの体験を通じて、防災や災害について話し合うきっかけ
とし、話し合いの重要性や防災意識の向上を図った。

◆福祉専門職、地域づくりコーディネーター等関係者打ち合わせ。
要支援者の災害時ケアプランづくりの方向性について協議。

住民向け研修３～地域力アセスメント～

■日 時：2019年9月28日（土）
■参加者：住民約50名
■内 容：地域資源の発掘
◆それぞれが、自分の「エコマップ」を描くことで災害への意識
を高めた。

◆エコマップを描くことで、出来ること、助けてほしいことなど、
それぞれ自分自身の状況を把握し、地域資源との関連を考える
きっかけとした。

◆福祉専門職、地域づくりコーディネータ-等関係者打ち合わせ。
災害時ケアプランの実施状況、調整会議の内容について協議。

播磨町（石ヶ池地区）

－ 47 －



播磨町（石ヶ池地区）

避難訓練

■日 時：2020年1月26日（日）9：00～12：00
■場 所：石ヶ池新公園、石ヶ池集会所
■参加者：住民＜自主防災会、自治会＞、

当事者、当事者家族、
地域づくりコーディネーター、
ケアマネジャー、相談支援専門員、
播磨町自立支援協議会、
播磨町＜危機管理グループ、福祉グル－プ＞、
兵庫県社会福祉士会など計約120名

■内 容：
◆発災想定時に各自シェイクアウト訓練の実施
◆集合場所に集まる。自宅を出る際には「玄関に傘を掛
ける＝避難完了の合図」を実施
◆集合場所で人数確認を行い、石ヶ池公園まで全員で歩く
（実際の避難先の想定は「大中遺跡公園」）
◆集会所に戻り、炊き出しの試食
◆避難訓練の振り返り
・傘を出す合図をしている家が予想以上に多かった。
・昨年度の反省から、今年は支援が必要な人を先頭集
団にして歩いたが、実際の災害のときは、全員が同
じスピードで歩くのは難しく、避難所に到着するの
が遅くなる可能性が考えられる。ルール作りが大切。
・避難用のリヤカーや手押し車の台数を増やしたほう
がいい。
・今回の当事者は3名だったが、実際はもっと大勢い
る。隣近所に声を掛け合い、傘を確認出来たらいい。

調整会議（ケース会議）

■日 時：2019年10月19日（土）
■参加者：当事者3名、当事者家族、ケアマネジャー2名、

相談支援専門員、地域づくりコーディネーター、
播磨町職員

■内 容：
◆専門職が支援し描かれた当事者のエコマップを参考に、
避難について考えた。
◆認知症が進行した場合など、避難が難しいケースがある
ことがわかった。

地域づくりコーディネーターとして地縁組織に
関わり街づくりをサポートする佐伯亮太さんの話

地域づくりで大切なのは、「自分たちで決
められること」だと思っています。今回のモ
デル地区ではクロスロードゲームやワークシ
ョップなどを通じて「いざというときどうす
るか」を住民同士でしっかり話し合える地域
を目指しました。話し合いのプロセスを経る
ことで地域全体で防災意識が向上しました。結果的には、要
配慮者も地域の一人として参加できる地域となり、調整会議
や防災訓練にはたくさんの人が参加しました。この事業が終
了しても、継続できる地域になっていったと思います。

播磨町（石ヶ池地区）
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西脇市

西脇市の概要
■面積：132.44㎢ ■人口：40,684人 ■世帯数：17,141世帯
■高齢者人口：13,177人 ■高齢化率：32.39％ ■障害者手帳所持者数：2,416人

■過去の災害等：
2004（平成16）年10月の台風23号では、死者・負傷者が出た。住宅も半壊、床上・床下浸水が
あった。2011（平成23）年9月の台風12号でも、住宅の半壊、床上・床下浸水の被害を受けた。

取り組みの概要

西脇市では、2018(平成30）年度に行った「避難所開設時の各自治会（自主防災会）の活動内容に係る
調査」の結果を踏まえ、2019（平成31）年度から市内全域において各自治会の地区防災計画の見直しを
進めていくこととなっていた。よって、特定の地域を定めずにモデル事業の一部を組み込んで実施した。

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年5月
■参加者：西脇市＜防災安全課、社会福祉課、長寿福祉課＞
■内 容：西脇市の方針として、今年度は特定のエリアを選定して実施するのではなく、各自治

会の地区防災計画の見直しに合わせ、要援護者名簿の作成や、支援体制の構築を目指
していくことを確認

住民への説明

■日 時：2019年5月23日（木）
■場 所：西脇市生涯学習まちづくりセンター
■内 容：連合区長会総会において、区長等に対し、地区防災

計画の見直し及び避難時の個別支援計画について
趣旨説明を実施

◆避難時の支援体制を整える必要性から、要援護者名簿提供
申請を随時受付け、提供できる体制をとっている。
◆個別支援計画作成希望のある対象者を中心に、支援計画を作成していく。
◆6月以降、市内全8地区の区長会や依頼のあった自治会等に対して趣旨説明を行った。

西脇市
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西脇市

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年6月 6日（木）上野自治会
2019年7月19日（金）津万地区
2020年1月25日（土）小苗自主防災会

■参加者：各地区住民＜自主防災会、自治会＞
■内 容：2018年7月の西日本豪雨についての動画を見ながら、災害時の避難についての説明

福祉専門職への説明

■日 時：2019年8月7日（水）
■場 所：西脇市立大野隣保館
■参加者：ケアマネジャー及び相談支援専門員
■内 容：個別支援計画の作成支援について説明

調整会議（ケース会議）

3月に実施予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期した。

災害時要援護者のための個別支援計画 記入例

← 防災マップ（洪水・土砂災害編）
は

全域版のほかに、市内を6地区に
分けた拡大版も作成し、より詳細
な情報を知ることができるよう
工夫している。

防災マップ（地震編） →

御所谷断層帯地震の想定震度を
色分けして表示している。

西脇市
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小野市（黍田町）

小野市の概要
■面積：93.84㎢ ■人口：48,560人 ■世帯数：19,951世帯
■高齢者数：13,574人 ■高齢化率：27.95％ ■障害者手帳所持者数：2,492人

黍田（きびた）町の概要
■人口：466人 ■世帯数：193世帯
■地域の特徴：毎年熱心に防災訓練に取り組んでいる地域であり、地域住民の防災意識が高い。
■過去の災害等：
数十年前にＪＲ市場駅周辺が冠水したことはあるが、近年は大きな水害は発生していない。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年3月～7月
■参加者：小野市＜防災部局、福祉部局＞、黍田町自治会、ケアマネジャー、当事者
■内 容：事業の趣旨説明

関係者打ち合わせ
当事者決定

◆事業を実施することが決定した前年度3月の時点から、防災部局、福祉部局の間でどのように
事業を展開させていくのか打ち合わせを行った。
◆事業の実施地域については、地域住民の防災意識が高い黍田町自治会で調整に入ることとし
た。また、6月27日～7月16日にかけて、担当ケアマネジャーが所属する事業所との調整を行
うとともに、7月中に、当事者宅へ訪問して、事業概要の説明をし、当事者と支援者を決定し
ていった。

防災訓練関係者打ち合わせ（1回目）

■日 時：2019年7月31日（水）
■場 所：防災センター会議室
■参加者：小野市＜防災部局、福祉部局＞、黍田町自治会＜区長、副区長＞
■内 容：要支援者避難支援訓練について実施要領協議

福祉理解研修について実施要領協議

防災訓練町内会議（1回目）

■日 時：2019年8月10日（土）
■場 所：黍田会館
■参加者：黍田町自治会＜区長、副区長ほか防災訓練執行部＞町内15地区各班長、副班長
■内 容：防災訓練概要説明、役割分担協議

防災訓練関係者打ち合わせ（2回目）

■日 時：2019年8月21日（水）
■場 所：防災センター会議室
■参加者：小野市＜防災部局、福祉部局＞、黍田町自治会＜区長、副区長＞
■内 容：8月10日の町内会議を踏まえた協議、福祉理解研修について協議

小野市（黍田町）
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小野市（黍田町）

防災訓練町内会議（2回目）・地域力アセスメント

■日 時：2019年8月24日（土）
■場 所：黍田会館
■参加者：黍田町自治会＜区長、副区長ほか防災訓練執行部＞町内15地区各班長、副班長

小野市＜防災部局、福祉部局＞
■内 容：防災訓練及び当事者避難訓練の詳細確認、地域力アセスメント

避難訓練

■日 時：2019年9月8日（日）9：00～11：00
■場 所：黍田会館敷地内
■参加者：地域住民約120名、

小野市＜防災部局、福祉部局＞
兵庫県社会福祉士会

■内 容：自宅から各班ごとで定めた場所まで避難
受付後、消火訓練、炊き出し訓練等を
行う

◆黍田町として訓練を行っており、今回で8回目を
数える。
◆子どもや、杖をついた高齢者など、幅広い年代が訓練に参加した。

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年9月8日（日）10：00～11：00
■場 所：黍田会館
■参加者：地域住民約50名、

小野市＜防災部局、福祉部局＞、
兵庫県社会福祉士会

■内 容：「避難行動要支援者について」
講義及び体験

◆避難行動要支援者制度がなぜ必要なのか、自分の
命は自分で守る（自助）とともに、共助、公助に
ついても考える。
◆高齢者疑似体験装具を装着し、避難行動要支援者
の身体特性を知る。

参加当事者へのアセスメント等説明

■時 期：2019年12月（当事者ごとに実施）
■場 所：各当事者自宅
■参加者：当事者、当事者家族、担当ケアマネジャー
■内 容：事業概要に沿って、計画作成のためのアセスメントの実施

振り返り

■日 時：2020年1月8日（水）、1月10日（金）、1月30日（木）
■場 所：黍田会館
■参加者：黍田町区長、各支援担当者、当事者または家族、地域包括支援センター

担当ケアマネジャー、小野市＜防災部局、福祉部局＞
■内 容：
関係者が集まり、当事者Ａさん、Ｂさん、Ｃさんの振り返りシートをもとに、避難訓練の結果
について情報交換を行った。そのうえで、各当事者の個別支援計画を完成させた。

小野市（黍田町）
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加西市（九会地区＜鶉野中町＞）

加西市の概要
■面積：150.22㎢ ■人口：44,302人 ■世帯数：18,056世帯
■高齢者人口：14,398人 ■高齢化率：32.50％ ■障害者手帳所持者数：2,677人

九会（くえ）地区の概要
■人口：6,230人 ■世帯数：2,493世帯
■地域の特徴：
市の南東部に位置し、加古川市、小野市、加東市と隣接。市内でも地域の活性化に積極的に取り
組んでいる地域であり、防災訓練についても継続して実施している。
■過去の災害等：
市内全域において、過去に大きな災害の経験がなく、危機感はあまりない。しかし、山崎断層帯
の地震が起きた際には、被害が想定される。

鶉野中町（うずらのなかちょう）（九会地区内）の概要
■人口：388人 ■世帯数：189世帯

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時期と内容：
◆2019年5月：加西市1名＜危機管理課＞

→地区の代表自治会長へモデル事業内容を説明。
→九会地区での実施決定、あったか友愛推進大会（2019年7月6日）を
福祉理解研修に充てることなどを決定。

◆2019年9月：加西市1名＜危機管理課＞、加西市社会福祉協議会5名＜ケアマネジャー＞
→個別支援計画の進捗状況確認（当事者5名決定）

◆2020年1月：加西市1名＜危機管理課＞、加西市社会福祉協議会5名＜ケアマネジャー＞
→個別支援計画の進捗状況確認。
（当事者力アセスメント、調整会議等の実施状況）

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年7月6日（土）9：00～12：00
■場 所：農村環境改善センター（南部公民館）
■参加者：地域住民 約70名、

ＮＰＯ法人災害ボランティア加西らかん10名、
加西市2名＜危機管理課＞、
加西市社会福祉協議会5名など計約90名

■内 容：九会地区の「あったか友愛推進大会」内で実施

◆防災と福祉の連携促進モデル事業説明（市危機管理課）
ハザードマップと災害時の情報収集について
◆講義：ＮＰＯ法人災害ボランティア加西らかん
・自然災害の様相と避難
2014（平成26）年丹波市豪雨、西日本豪雨での教訓
「垂直避難」
・災害時に備える用品と物資
防災用品の現物展示、使い方の説明

◆図上訓練・グループワーク：
ＮＰＯ法人災害ボランティア加西らかん
・災害弱者を守るのは誰か
・災害時支援の同意がないＡさんを避難させるには？
・自主避難所には不安と空腹を訴える住民が20名
町役員のあなたは、どう対処する？

加西市（九会地区＜鶉野中町＞）
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加西市（九会地区＜鶉野中町＞）

地域力アセスメント
■日 時：2019年8月3日（土）19：00～20：00
■場 所：鶉野中町公民館
■参加者：地域住民10名、ＮＰＯ法人災害ボランティア加西らかん10名、

加西市2名＜危機管理課＞、加西市社会福祉協議会5名
■内 容：地域の状況について、避難場所について、地域住民について

当事者力アセスメント・調整会議（ケース会議）
■時 期：2019年11月～2020年1月実施

■場 所：要支援者宅

■内 容：要支援者、家族、担当ケアマネジャーが個別に実施

避難訓練
■日 時：2019年11月23日（土）9：00～12：00
■場 所：繁昌町公民館
■参加者：要支援者4名、消防団5名、地域住民約100名、

加西市2名＜危機管理課＞、加西市社会福祉協議会2名、
ＮＰＯ法人災害ボランティア加西らかん5名など

計約120名

■日 時：2019年12月1日（日）9：00～12：00
■場 所：鶉野中町公民館
■参加者：要支援者3名、消防団3名、地域住民約100名、

加西市2名＜危機管理課＞、加西市社会福祉協議会2名、
ＮＰＯ法人災害ボランティア加西らかん5名、
兵庫県社会福祉士会2名など計約120名

■内 容：
◆要支援者の避難訓練（一般住民も避難訓練を行う）
◆福祉理解研修、モデル事業についての説明（危機管理課）
◆自然災害と早期避難について
～私たちが見た最近の自然災害と災害に備えるべきことから～

◆災害に備える用品と物資
◆寸劇（鶉野中町有志）
◆避難訓練の振り返り
【参加者の声】
・大型台風ならどこへ避難したらいいか。
・公民館に備蓄品を備えてほしい。
・鶉野地区では水害は考えにくく、台風時は近所同士で
声をかけ合い、協力して早めの避難を心掛けたい。
・災害が起きる実感がない。自宅で様子を見る人が
多いのではないか。
・小学校は遠く、公民館を避難所にしたら避難する人が
増えるのではないか。
・定期的に防災訓練をしたほうが良い。
・災害が少ない地域だからこそ、災害が起こった時には
他地域からの受け入れができるのではないか。

【区長よりひとこと】
地区内の会社には多くの外国人労働者がいるが、今回の訓練には呼
びかけていない。災害時、外国人にどのような方法で連絡をとったら
いいのか。今後、住民とともに雇用主を交えて考えていく必要がある。
言葉が通じない人や、耳が聞こえない人への対応が今後の検討課題
となり、携帯アプリの利用も有効でないかと考えている。

ＮＰＯ法人
災害ボランティア加西らかん：
東日本大震災等の災害ボラン
ティアをきっかけに設立。防災
士も多数所属しており、加西市
を中心に市や自治会の防災訓練
や防災講演を行うなど精力的に
活動している。

加西市（九会地区＜鶉野中町＞）
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加東市（河高地区）

加東市の概要
■面積：157.55㎢ ■人口：40,050人 ■世帯数：16,607世帯
■高齢者人口：10,539人 ■高齢化率：26.30％ ■障害者手帳所持者数：2,065人

河高地区の概要
■人口：1,303人 ■世帯数：460世帯
■地域の特徴：
一級河川である加古川が近くを流れており、過去から水害が多く、防災意識が非常に高い地域で
ある。また、地区内での防災体制も整備されており、要支援者の支援、避難所の開設・運営も地区
独自に進めている、市内における先進地区である。
■過去の災害等：
2004（平成16）年の台風23号、2018（平成30）年7月豪雨（実際に避難所を開設した）。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年4月～6月
■参加者：加東市＜防災課・福祉総務課・高齢介護課＞

河高地区

■内 容：地区へ事業の趣旨説明、参加当事者の決定、スケジュール調整
◆主体的な防災への取り組みがあるため、現在の体制に不足部分を補足し進めていく。
◆地区の体制は整備されているため、アセスメント等をまとめて実施する。
◆地区の現状の確認
・地区独自で避難行動要支援者名簿を活用して体制づくりを行っている。
・各隣保ごとに支援者等を決めてファイリングし共有している。

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年9月4日（水）13：30～15：30
■場 所：河高交流センター
■参加者：住民9名＜地区役員、民生委員＞、

加東市＜防災課、福祉総務課、高齢介護課＞、
加東市社会福祉協議会

■内 容：事業の概要、スケジュール説明、
加東市の避難行動要支援者制度の説明、
防災と福祉のつながり、連携の重要性

当事者力アセスメント・地域力アセスメント・調整会議（ケース会議）

■日 時：2019年9月26日（木）13：30～15：30
■場 所：河高交流センター
■参加者：住民＜地区役員、民生委員、当事者＞、

加東市＜防災課、福祉総務課、高齢介護課＞、
加東市社会福祉協議会、担当ケアマネジャー

■内 容：地区の体制の確認
当事者ごとの現状の確認
必要な支援の確認

加東市（河高地区）
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加東市（河高地区）

避難訓練

■日 時：2019年11月30日（土）9：00～11：30
■場 所：河高交流センター
■参加者：当事者、当事者家族、河高地区住民、担当ケアマネジャー、

加東市＜防災課、福祉総務課、高齢介護課＞、加東市社会福祉協議会、加東警察署、
兵庫県社会福祉士会など 約80名

■内 容：水害想定（加古川の水位上昇、午前9時に警戒レベル3発令）で訓練を実施。
◆ 9：00 要支援者が支援者とともに車で避難を開始

河高交流センターに到着後、看護師による
血圧測定を実施

◆ 9：20 避難行動についてのアンケート調査実施
◆ 9：50 段ボールベッドの組み立て、

強度についてデモンストレーション
◆10：00 加東警察署より避難時の担架（毛布、

ジャンパー、リュックサックの活用）の説明
◆10：30 非常食試食会

（梅粥、キノコご飯、ビスケット）
◆10：50 振り返り（全員にマイクが回る）

■参加者の声：
・幹線道路から一本中に入ると、道路が狭いため、
迎えに行く時の車を選ぶ必要がある
・今日通った道は、交通量が少なく安全な道だと思って
選んだが、いざというとき、水が溜まっていて非常に
危険がある場所だったことに気がついた
・避難してきたものの、裏にある池が決壊したら、
ここは避難所として適さないのではないか
・日常と非日常の隙間を埋めることの大切さを思った

■市職員の所感：
・当初「災害時も家におる」と消極的だった当事者が事業の経過とともに、自分を心配してく
れている人々の存在に気づき、平常時からの準備や避難の大切さを認識し、積極的になられ
ていた。いざという時に助けに来てくれる地域の人がいることが安心につながることを実感
した。

・避難訓練を欠席するとあらかじめ分かっている人に対しても、支援者が自主的に安否確認の
ため自宅を訪問し、元気であることを避難所に報告に来てくれた。「そんなん、当たり前
や」と言われ、地域の防災に対する意識の高さを実感した。

【区長からひと言】
支援者の個人情報の取り扱いは、区長としても、大変気を遣ってい
ます。ですが、折角、行政から情報を提供してもらっているのに、
「個人情報が漏れること」を心配して使わないというのは、データが
役に立っていないことになります。我々は、預かったデータから、隣
保ごとに「要支援者」を抽出し、各隣保長に情報提供しています。そ
して、主となる支援者をその隣保内で考えてもらい、いざという時に
はその人を中心に助け合おうという体制を整えてきました。また、名
簿は、各役員が管理するのではなく、交流センターにて管理を行い、
避難要否の電話確認も、この交流センターからかけています。更に、
定期的にデータ更新を行っています。
河高地区は、加古川の氾濫で過去にも床上浸水があったエリアです。
大雨の際には、避難所を開設し、避難者受け入れ対応もしました。
2018（平成30）年7月の西日本豪雨の際も、3日間、避難所の開設・運
営をしました。今後も、適切な情報提供と、避難者が安心して避難で
きる環境づくりを考えていく必要を実感しています。

加東市（河高地区）
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多可町（中安田区）

多可町の概要
■面積：185.19㎢ ■人口：20,772人 ■世帯数：7,607世帯
■高齢者人口：7,354人 ■高齢化率：35.40％
■身体障害者手帳所持者数：1,068人 ■療育手帳所持者数：224人

中安田区の概要
■人口：502人 ■世帯数：169世帯
■過去の災害等：
集落の南部が浸水想定区域。2018（平成30）年7月豪雨の際には水路があふれ、床下浸水が10数軒
発生した。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年10月 集落の区長にモデル事業の趣旨を伝え、協力を依頼
10月21日（月）避難行動要支援者の障害者から事業参加への理解を得る
10月31日（木）避難行動要支援者の高齢者から事業参加への理解を得る
11月21日（木）町生活安全課、福祉課、町社会福祉協議会などと打ち合わせ
11月25日（月）区長と全体的なスケジュールを調整

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年12月19日（木）19：00～
■場 所：中安田公民館
■参加者：要支援者家族、住民約20名＜自主防災組織、自治会＞、

多可町＜生活安全課、福祉課＞、
町社会福祉協議会、兵庫県社会福祉士会など計約30名

■内 容：
「防災と福祉」をテーマに、町生活安全課と福祉課の担当者が
リレー形式で講義。それぞれ15～20分程度、資料やＤＶＤを使い
ながら、「防災について普段から考えておくべきこと」「福祉的
なケアが必要な人への支援のあり方とは」などについて話した。
その後、参加者らは町社会福祉協議会の担当者らからアドバイ
スを受けながら、車いすの操作をしたり、視覚障害や聴覚障害の
疑似体験をしたり、障害者の誘導の仕方についても学び、感想を

述べ合った。

グループワークの終了後、要支援者
家族と自治会役員が、地域の航空写真
を見ながら、自宅から避難場所への経
路を確認。ため池が多いということに
気づき、「意外と危ない地域かもしれ
ない」と話す場面もあった。

多可町（中安田区）
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多可町（中安田区）

当事者力アセスメント

■時 期：2020年1月
■内 容：
ケアマネジャーと相談支援専門員が、それぞれ担当する要支援者や家族と面談し、災害発生時
への備えの中で、すでに準備ができているものと今後必要なものとを分類した。また、要支援者
が避難する時や避難所で過ごす際に、必要な配慮についても確認。個別支援計画案を作成した。

調整会議（ケース会議）

■日 時：2020年1月28日（火）18：30～21：00
■場 所：中安田公民館
■参加者：要支援者家族、

住民約15名＜自主防災組織、自治会＞ 、
多可町＜生活安全課、福祉課＞、
担当ケアマネジャー、相談支援専門員、
兵庫県社会福祉士会など計約25名

■障害のある息子 地域とつながるきっかけに
中安田区の要支援者の1人は、呼吸器系の疾患のため「在宅酸素療法」をしている高齢の男性
Ａさん、もう1人は重度の身体・知的障害のある男性Ｂさんだ。
この2人の身体・生活の状況や、どんな医療・福祉サービスを受けているのかを地域住民が知

り、個別支援計画案を基に避難方法や避難後の生活などについて話し合う調整会議が開かれた。

まずＡさんのケースについて検討した。担当ケアマネジャーは、Ａさんは外出時には携帯酸素
ボンベが欠かせないこと、すぐに息切れすることから車いすでの避難が望ましいことなどを説明。
住民からは酸素ボンベの重さや持続時間、身体介助の方法などについて質問があった。そして車
いすを押したり、酸素ボンベを運んだりするためには、支援者として3～4人が必要だということ
を確認。地震によって道路が被害を受けて車いすが使えない場合には、毛布を担架がわりにして
Ａさんを運ぶことも決めた。

続いてＢさんの避難について話し合った。相談支援専門員は、Ｂさんの普段の暮らしぶりを理
解してもらえればと、Ｂさんが専用の車いすに乗ったり、ベッドに横になったりしている写真を
載せた資料を配布した（会議終了後に回収）。また、言葉によるコミュニケーションや意思表示
が難しく、体温調節機能が弱いなどといった避難生活の際に懸念される点についても説明した。
住民らは熱心に耳を傾け、避難所ではＢさんが過ごしやすいよう和室を使い、停電時でも暖を取
れるよう石油ストーブを準備することなどを確認し合った。
会議に出席したＢさんの母親は「正直、参加に迷いはあったが、地域の皆さんがここまで考え
てくれるのは、本当にありがたいこと。障害のある息子が地域とつながるきっかけになればと
思っています」と話した。

多可町（中安田区）
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多可町（中安田区）

避難訓練

■日 時：2020年2月23日（日）10：00～12：00
■場 所：農村婦人の家（町指定避難所）、中安田公民館
■参加者：要支援者、要支援者家族、

住民約20名＜自主防災組織、自治会＞ 、
多可町＜生活安全課、福祉課＞、
担当ケアマネジャー、相談支援専門員、
兵庫県社会福祉士会など計約30名

■参加した経験や思い 「大きな意味」
山すそに家屋が建ち並び、田畑が点在する中安田区。要支援者2人の個別支援計画を検証する
避難訓練は「震度6強の直下型地震が発生した」という想定で実施された。
「発生」から10分後、重度の身体・知的障害のある男性Ｂさん宅に防災ヘルメットをかぶった
支援者らが駆けつけた。Ｂさんの乗った電動車いすを5～6人で囲むように進み、急なスロープは
バックでゆっくりと下りながら、町指定避難所の「農村婦人の家」へと向かった。

車いすを押していた男性は、障害者が暮らすグループホー
ムに勤務。普段から車いすを扱っているが、電動タイプは初
めてといい、「ずっしりと重い感じがする。気を使うね」。
農村婦人の家に到着した後、Ｂさんの母親や相談支援専門員
に操作方法やブレーキの仕組みを改めて確認していた。
もう1人の要支援者、呼吸器系疾患のある高齢男性Ａさん

は入院中のため、担当ケアマネジャーが代役として車いすに
乗り、支援者らとともに到着した。

それから参加者は中安田公民館に移動。段ボールベッドの
組み立てや非常食の試食をした後、意見交換会に臨んだ。
まずＢさんについて、支援者の男性から「今回は車いすを
押すだけだったが、Ｂさんが乗り降りする際の介助も経験し
ておくほうがいいと思った。車いすを動かす時や止める時に
Ｂさんにひと声かけることも大事では」という提案があった。
母親は「本人は訓練中すごく静かにしていたが、相当緊張

していたからだと思う」、相談支援専門員は「避難場所やそ
の雰囲気を経験したことで、これからは本人の緊張感も和ら
ぐだろう。訓練には大きな意味があったと感じる」と話した。

続いてＡさんの避難をめぐり、支援者の男性が「家の中に入らせてもらって、Ａさんの過ごす
部屋と玄関の位置関係などが理解できた。もしもの時にも動きやすいと思う」と言うと、担当ケ
アマネジャーも「携帯酸素ボンベの置き場所も、確認してもらえてよかった」と応じた。さらに
「避難する際、車いすを先頭にして進みがちだが、誰かが先に歩き、車いすがついていくという
ほうが要支援者も安心できると思う」と指摘。「道路のわずかな段差でも、車いすにはかなりの
振動として伝わる。マンホールを避けて進むといった配慮も必要かもしれない」と付け加えた。
集落の区長は「モデル事業はいい経験になった。これを今後の近所づき合いや地域の関係づく
りに生かしていきたい」と話していた。

「多可町防災マップ」より

多可町（中安田区）
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姫路市（城巽地区）

姫路市の概要
■面積：534.35㎢ ■人口：536,192人 ■世帯数：238,336世帯
■高齢者人口：141,625人 ■高齢化率：26.41％ ■障害者手帳所持者数：30,779人

城巽（じょうそん）地区の概要
■人口：5,030人 ■世帯数：2,411世帯
■地域の特徴：
市街地中心部にあり、昼間人口（仕事等外部から働きに来る）と夜間人口（住民）の差が大きな
エリア。古くからの住民は高齢世帯が多い。
■過去の災害等：特に大きな災害の経験もなく、「大丈夫」と思っている住民が多い。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年5月～7月
◆5月：対象地区決定
◆7月16日（火）、22日（月）：関係者打ち合わせ ◆7月29日（月）：当事者決定

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年9月11日（水）13：30～15：30
■場 所：姫路市立城巽公民館（姫路市北条口）

■参加者：自治会、城巽サロン参加住民、
姫路市＜保健福祉政策課、地域包括支援課、
危機管理室＞、姫路市社会福祉協議会、
姫路市白鷺・琴陵地域包括支援センター、
兵庫県社会福祉士会など約50名

■内 容：
◆講義：「防災リテラシー」「障害の社会モデル」「合理的配慮」等について姫路市保健福祉

政策課職員が説明
◆車いす体験：公民館の駐車場で、社会福祉協議会、地域包括支援センターのサポートを受け、

車いすの試乗や介助方法を体験。
■感 想：
◆姫路市地域包括支援課職員：
姫路市の保健福祉政策課、地域包括支援課、
危機管理室、そして社会福祉協議会、
地域包括支援センター、自治会の6者が協力し、
ここまで進んできただけでも大きな一歩。
これをきっかけに平常時からの声かけ、見守り、
支え合いへとつなげていければと思う。

当事者力アセスメント

■時 期：2019年11月下旬
（当事者6名に対し、それぞれ個別に実施）

■参加者：当事者、当事者家族、支援者のうち1名、
ケアマネジャー、市職員

■内 容：
◆当事者とケアマネジャーが「安心防災帳」を用い、
個別支援計画を作成
◆支援者（自治会長等）も同席した

姫路市（城巽地区）
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姫路市（城巽地区）

調整会議（ケース会議）

■日 時：2019年12月10日（火）15：00～16：15
■参加者：地域住民15名、姫路市5名＜保健福祉政策課、

地域包括支援課、危機管理室＞、
ケアマネジャー・福祉専門職（地域包括支援
センター含む）5名など計25名

■内 容：
◆避難訓練の日程確認、『命のパスポート』説明
◆ハザードマップ等についての説明
◆当事者ごとのグループに分かれて実施。
避難訓練では水害（浸水する）を想定し、
避難所は市民会館となった。

避難訓練

■日 時：2020年2月2日（日）9：10～10：55
■場 所：姫路市市民会館
■参加者：当事者6名、住民15名＜連合自治会長、自治会長、避難支援者＞、

ケアマネジャー6名、姫路市社会福祉協議会1名、
姫路市5名＜保健福祉政策課、地域包括支援課、危機管理室＞、
県議会議員1名、兵庫県社会福祉士会3名など計37名

■内 容：水害を想定し、当事者6名の避難訓練を行う。
◆ 9：10 住民支援者、福祉専門職が会場に集まり、流れの説明。
◆ 9：40 自治会長と福祉専門職が当事者宅に行き、待機。
◆10：00  「警戒レベル3」発令。連合自治会長より自治会長に連絡。

自治会長より避難支援者へ連絡し、支援者が当事者宅へ迎えに行き共に避難。
◆10：25 避難完了→振り返り、講評（危機管理室、社会福祉士会、県議、保健福祉政策課）

振り返りでは、当事者、支援者、ケアマネジャーが感想を述べる。
◆10：55 終了

■感 想：
◆当事者（高齢女性）：
Ａさん：こんなにしてもらってよいのかな。嬉しかった。
Ｂさん：声をかけてもらってよかった。
Ｃさん：参加できて喜んでいる。

◆支援者：実際は何が起こるかわからない。
道順等、確認できてよかった。

◆ケアマネジャー：
持ち物などを確認することができてよかった。
事前に体験することができてよかった。

■2020年2月19日（水）：振り返り会議を開催

【連合自治会長からひと言】
地域でみんなが協力してくれた。住民にやる気が
あるし、同じ校区で一致団結している。当事者の6名
もがんばって参加してくれた。
訓練の成功失敗ではなく、考えるべき点を見つけ
られる訓練を目指していた。モデル事業に手を挙げ
てよかった。

姫路市（城巽地区）
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神河町（上小田区・南小田区・高朝田区）

神河町の概要
■面積：202.27㎦ ■人口：11,421人 ■世帯数：4,193世帯
■高齢者人口：4,070人 ■高齢化率：35.64％ ■障害者手帳所持者数：710人

取り組みの概要

町内３地区でモデル事業を展開
神河町では、災害発生時に要援護者らが迅速かつ安全に避難できる支援体制を構築することを目的と
した「神河町災害時要援護者支援ネットワーク会議」を2015（平成27）年に設置。住民らで組織する
「自主防災かみかわ」や福祉関係施設、行政など十数団体が参画して協議を続けてきた。
モデル事業の実施に際しては上小田（かみおだ）、南小田（みなみおだ）、高朝田（たかちょうだ）
の3つの区から立候補の手が挙がり、それぞれの地域の実情に即した展開を試みた。

関係者打ち合わせ
■日 時：
2019年5月31日（金）神河町災害時要援護者支援ネットワーク

会議を開催。モデル事業や訓練について
協議。7月にかけて各団体に協力を依頼。

9月 6日（金）自主防災かみかわ会議開催。事業参加に
名乗りのあった3つの区を選んだ。

住民向け福祉理解研修～福祉・防災マップの作成
■日 時：2019年9月28日（土）19：00～20：00
■参加者：自治会役員、民生委員、消防団、神河町＜防災・福祉担当者＞など計10数名
■内 容：
上小田区で想定される災害リスクについて町防
災担当者から説明し、災害への備えや発生後の取
り組みについて話し合った。
メインテーマとなったのが、要援護者への対応。
支援が必要な人や災害時に活用できそうな物資に
ついて意見を交わしながら、住宅地図の上に印を
つけていった。
参加者からは「家族と同居していても昼間は一
人のお年寄りもいる。漏らさないようにしないと」
という声が上がったほか、「各隣保長も要援護者
を把握してくれていることがわかって安心した」
（民生委員）、「地図を作ったことで、もしもの
時に素早い判断ができる」（区長）といった感想が出た。

※重度の要援護者がいなかったことから、個別支援計画の作成や調整会議は見送った。

避難訓練
■日 時：2019年11月10日（日）
■内 容：作成したばかりの福祉・防災マップを活用し、住民らが自主的な避難訓練を実施した。

上小田（かみおだ）区の概要
■人口：185人 ■世帯数：75世帯
■地域の特徴：
地区内すべてが土砂災害警戒区域に指定されている谷の奥地。道路が1路線しかなく、土砂災害
で寸断された場合は孤立化し、救助活動や救援物資の輸送も困難になることが予測される。
■過去の災害等：
2018（平成30）年7月豪雨時に山から崩落した岩石が道路に散乱し、一時孤立状態に。区内2カ
所で土砂崩れが発生し、近隣住民が避難する事態となった。

神河町（上小田区・南小田区・高朝田区）
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神河町（上小田区・南小田区・高朝田区）

南小田（みなみおだ）区の概要
■人口：369人 ■世帯数：134世帯
■地域の特徴：
地区内の大半が土砂災害警戒区域に指定されている山に囲まれた地区。道路が1路線しかなく、土
砂災害で寸断された場合は孤立化する。
■過去の災害等：
2018（平成30）年7月豪雨時に区内1カ所で土砂崩れが発生。近隣住民が避難する事態となった。

当事者力アセスメント

■日 時：2019年10月～11月
■場 所：高齢の要援護者5名の自宅
■参加者：要援護者、家族、

ケアマネジャー、民生委員、
神河町＜健康福祉課＞など

■内 容：
要援護者の日常の生活状況をはじめ、
自宅周辺で予測される災害リスクを確
認。避難行動についても話し合いなが
ら個別支援計画を作成した。参加者か
らは「過去に災害があったとは知らなかった」（ケアマネジャー）、「実際に避難する時の持ち
物がよくわかった」（家族）、「避難時や避難先でどのような配慮が必要なのかが具体的にイ
メージできた」（民生委員）といった意見が出た。

※調整会議は、区の意向との折り合いがつかず未実施。

避難訓練

■日 時：2019年11月10日（日）8：00～10：00
■場 所：南小田区及び集会所
■参加者：要援護者1名、家族、住民＜自主防災組織、自治会、消防団、民生委員＞、

神河町＜住民生活課、健康福祉課＞、小規模多機能型居宅介護「によん神河」など
計175名

■内 容：
区内3カ所に避難所を開設した。要援護者は杖をつきながら家族らとともに最寄りの集会所へ

歩いて避難。町は自主防災組織からの要請を受け、福祉避難所の開設と要援護者の搬送訓練を実
施した。
福祉避難所の開設には、まだ慣れていない住民も多く、訓練に参加した自主防災組織のリー
ダーは「搬送依頼の連絡が遅れ、要援護者を一般避難所でずいぶん待たせてしまったのが、一番
の反省点」と話していた。

神河町（上小田区・南小田区・高朝田区）
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神河町（上小田区・南小田区・高朝田区）

避難訓練

■日 時：2019年11月10日（日）8：00～10：15
■場 所：高朝田区及び集会所
■参加者：要援護者4名、家族、ケアマネジャー、

住民＜自主防災組織、自治会、消防団、民生委員＞、
神河町＜住民生活課、健康福祉課＞、神河町社会福祉協議会、
特別養護老人ホーム「あやめ苑」、兵庫県社会福祉士会など計124名

■福祉避難所を開設 パトカーが先導
高朝田区では、当事者力アセスメントを経て、高齢者4名の個別支援計画を作成した。
調整会議は、区の意向との折り合いがつかずに開催を見送り、避難訓練は、自主防災組織の防災
訓練に組み込む形で実施された。

訓練は、停滞する秋雨前線による大雨に
伴って、土砂災害が発生する可能性が高ま
っている──という想定。午前8時、早目の
避難が必要な災害時要援護者に対応を呼び
かける防災無線のアナウンスが流れると、
消防団員と地域の子どもらが小型リヤカー
を引いて、要援護者のＡさん宅へ。家から
出てきたＡさんは座布団が敷かれたシート
に座り、リヤカーに乗って数百メートル離
れた集会所へと向かった。
住宅や田畑の間を縫う道路を通って10分弱で到着。Ａさんは普段は自力で歩けるというが年々、
体力の衰えを感じ、車の運転も控えるようになったという。「いざという時には、きっとお世話
にならないといけないね」と話した。

集会所から数キロ離れたところにある特別養護老人ホーム「あやめ苑」に福祉避難所を開設す
る訓練も実施された。Ａさんが今度は車いすに座って神河町社会福祉協議会の車に乗り込むと福
崎警察署のパトカーが先導し、あやめ苑へと向かった。パトカーによる先導は、災害時に車で避
難する人たちが集中し、渋滞が発生した場合でも、要援護者らがスムーズに移動できるようにす
る試み。警察側から参加の申し出があったという。

午前8時半には、川の水位が上昇し氾濫の恐れが出てきたとして、地区住民全員に避難訓練へ
の参加を呼びかけるアナウンスが流れた。サイレンが鳴り響くと、幼い子の手を引いた親子連れ
も続々と集会所へと避難してきた。高朝田区は3世代が同居、あるいは近居で生活する世帯が比較
的多いという。おにぎり160食の炊き出しやアルファ米を使ったパック入りご飯の試食、段ボール
箱を使ったベッド作りの実演などもあった。副区長の男性は「地区独自の地域防災計画を作りた
い。要援護者への配慮も一層必要になる」、町の担当者は「防災に福祉の視点を盛り込みながら、
取り組みを一歩ずつ進めていきたい」と話していた。

高朝田（たかちょうだ）区の概要
■人口：267人 ■世帯数：92世帯
■地域の特徴：山すそに多くの家屋が建ち並ぶ地区。

神河町（上小田区・南小田区・高朝田区）
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市川町（西田中区）

市川町の概要
■面積：82.67㎢ ■人口：12,120人 ■世帯数：4,946世帯
■高齢者人口：4,345人 ■高齢化率：35.80％ ■障害者手帳所持者数：734人

西田中区の概要
■人口：624人 ■世帯数：262世帯
■地域の特徴：近年、防災について高い関心を持つ自治会で、町内においては先進的。
■過去の災害等：阪神・淡路大震災の時も大きな被害はなかった。差し迫った緊張感は薄い。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■日 時：2019年5月11日（土）町の防災担当と福祉担当が、西田中区自治会にモデル事業の趣旨
を説明し、実施を依頼。了承を得る

5月17日（金）自治会や民生委員らと相談し、当事者の選定を進める。並行して
担当ケアマネジャーや、相談支援専門員ら福祉専門職にも参加を
依頼

6月11日（火）当事者と家族に事業の趣旨を説明、4名から参加の了承を得る

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年8月24日（土）19：00～21：00
■場 所：西田中区公民館
■参加者：住民36名＜自主防災会、自治会＞、市川町4名＜総務課（防災担当）、健康福祉課＞

■内 容：
「『誰ひとり取り残さない』安心・安全なまちづくり」をテーマに、町の防災担当者と自主防

災会の担当者が講義。町の福祉担当者も避難行動要支援者に対する個別支援計画作成の必要性や、
地域における取り組みの重要性などについて解説した。
参加した住民からは「災害について勉強になった」と

いう声の一方、「高齢者の方が避難できるのかどうか心
配になった」「避難について事前にしっかり打ち合わせ
をしておかないと、もしもの時には混乱する」などと、
戸惑う様子もみられた。
公民館に集まった参加者の顔ぶれを見た町の担当者

の一人は「高齢者以外の関心が低い」と感じた。また、
行政職員だけの講義では説得力に欠けると思ったという。
「災害が起きた時に『最後は行政が何とかしてくれる』
という気持ちが抜けないままの住民も多い。住民の意識
をどのように高めていくのか。大きな課題です」

当事者力アセスメント

■日 時：2019年11月16日（土）、11月28日（木）、12月13日（金）
■内 容：
当事者はいずれも高齢者。夫婦二人暮らしのＡさん・Ｂさん宅、そしてＣさん宅、Ｄさん宅

を順次、福祉専門職と町の福祉担当が訪問した。
平常時の福祉サービスや家庭の状況を聞き、「安心防災帳」という専用キットを当事者と一緒

に使いながら、災害リスクへの理解や備えの現状、避難時の行動などについて確認した。

市川町（西田中区）
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市川町（西田中区）

調整会議（ケース会議）

■日 時：2019年12月21日（土）、12月22日（日）、2020年1月21日（火）
■場 所：西田中区公民館
■参加者：当事者家族、住民＜自主防災会、自治会＞、民生委員、担当ケアマネジャー、

地域包括支援センター職員、市川町＜総務課（防災担当）、健康福祉課＞
■内 容：
◆会議を3回に分けて開催。初回はＡさん・Ｂさん夫婦について、続いてＣさん、そしてＤさん
の避難方法などについて話し合った。
◆Ａさん
・普段の移動は車が中心。長い距離を歩くことは難しい
・防災無線が聞こえない可能性がある
＜対応＞
・横に付き添って見守りながら歩く
・声かけをして避難を知らせる
◆Ｂさん
・車いすの利用が欠かせない
＜対応＞
・公民館にある車いすを利用するため、
災害時には公民館の鍵を開けるようにする
◆Ｃさん
・外出する機会が極めて少なく、近所づきあいがほとんどない
・普段は4点杖を使用しており、避難時にスムーズに歩くことは厳しい
＜対応＞
・避難時には車いすを利用
◆Ｄさん
・担当ケアマネジャーらが、Ｄさんの障害特性や避難時の留意点などを説明。エコマップを
作成しながら、家族や自治会メンバーらとアイデアを出し合った。

避難訓練

■日 時：2020年2月9日（日）9：00～10：00
■場 所：西田中区公民館
■参加者：当事者、当事者家族、

住民約20名＜自主防災会、自治会＞、
民生委員、担当ケアマネジャー、
市川町＜町長、総務課（防災担当）、健康福祉課＞

■住民意識に大きな差 これからの課題
調整会議を受けて作られた個別支援計画に基づき、避難訓練が
実施された。
小雪が舞う寒い朝。体調を考慮して、ＡさんとＢさん夫婦は参
加を見合わせ、住民がＣさんの代役を務めることとなり、当事者
はＤさんのみの参加となった。
午前9時20分に地震発生──という想定。住民らはシェイクアウ
ト訓練の後、当事者宅に赴き、リヤカーを使って公民館まで避難
した。
訓練後の会議では「当事者を一人でリヤカーに乗せるのは難し
い。人手が必要」「寒さ対策として、毛布の準備は欠かせない」
「避難経路に街灯やガードレールがないため、道路の端を通るのは
危ないことがわかった」などといった意見が交わされた。
自主防災会の会長は「防災に福祉の視点を採り入れるきっかけ
にはなったと感じる。ただ、住民の意識の差が大きい。それを縮
めていく方策を考えなければ」などと話した。

市川町（西田中区）
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福崎町（山崎地区）

福崎町の概要
■面積：45.79㎢ ■人口：19,261人 ■世帯数：7,751世帯
■高齢者人口：5,426人 ■高齢化率：28.17％ ■障害者手帳所持者数：961人
■個別支援計画作成状況：
町が提供した避難行動要支援者名簿をもとに全33自治会において個別支援計画（459人）作成済。

山崎地区の概要
■人口：1,064人 ■世帯数：429世帯
■地域の特徴：
2018（平成30）年度の地域相互見守りモデル事業のモデル地区であり、日頃からの支え合い体制
づくりに熱心に取り組んでいる地域。町内で高齢化が他の地域より進んでいる。
■過去の災害等：今まで被災歴はなく、災害に対しての危機感はあまりない。

取り組みの概要

■個別支援計画 2011（平成23）年度から着手

福崎町では、2011（平成23）年度から個別支援計画の作成に取り組んでおり、2016（平成28）年度～
2017（平成29）年度には、地域包括支援センターが全自治会をまわり、説明会を実施。個別支援計画の
一斉更新を行った。2018（平成30）年度には、全自治会に避難行動要支援者名簿を提供し、各自治会に
おいて名簿に基づいた個別支援計画の作成・更新作業に取り組み、2019（平成31）年4月に個別支援計画
の作成が完了した。
2019（平成31）年度は、昨年度までの取り組みを踏まえ、より実効性のある個別支援計画を目指し、
本モデル事業に取り組んだ。

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年5月～10月 ※月1回開催される山崎地区地域支え合い会議を主に利用

■内 容：
◆5月～ 7月：対象地区の決定。区長へ依頼。

山崎地区支え合い会議で事業概要の説明。
福祉専門職、事業所への説明・依頼。当事者の決定。スケジュール調整。

◆8月～10月：調整会議、避難訓練等について協議。

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年8月3日（土）13：00～
■場 所：山崎公民館
■参加者：山崎地区住民56名

福崎町3名＜健康福祉課、地域包括支援センター＞

■内 容：
①防災と福祉について
②福崎町の取り組みについて
③防災と福祉の連携促進モデル事業について

当事者力アセスメント

■時 期：2019年9月～10月頃
それぞれの調整会議（ケース会議）までに個別に実施。

■場 所：当事者の自宅
■内 容：当事者と福祉専門職とで安心防災帳を作成

防災対応力向上研修

2018年6月18日
同志社大学 社会学部

立木 茂雄

山崎区のための
災害時福祉理解研修

『誰ひとり取り残さない』
安全・安心な“まちづくり”

兵庫県 防災と福祉の連携促進事業

作成：兵庫県社会福祉士会 災害支援委員会

自分の地域を考える（山崎地区）

34
作成：兵庫県社会福祉士会 災害支援委員会

高齢化率は
４０％

要支援・要介護認定率は
６％

高齢者の一人世帯率は
１２％

【参考】 山崎地区人口１，０５７人（Ｒ1.6末現在）

福崎町（山崎地区）

－ 67 －



福崎町（山崎地区）

調整会議（ケース会議）

当事者3名につき、個別に開催した。

■日 時：①Ａさん（障害者） 2019年9月18日（水）16：00～17：00
②Ｂさん（高齢者） 2019年9月21日（土）13：30～14：30
③Ｃさん（高齢者） 2019年10月2日（水）13：30～14：30

■参加者：住民＜当事者、当事者家族、地域支援者3名、担当民生委員＞、福祉専門職、
福崎町＜健康福祉課、地域包括支援センター＞、兵庫県社会福祉士会等 各10～12名

※ 住民参加者は、当事者、地域支援者3名（数年前から決定）、担当民生委員に絞り、
それぞれコンパクトに開催。

■場 所：
①②山崎公民館 ③福崎町文化センター

■内 容：
・避難訓練の概要説明
・エコマップの作成
→本人の身体状況や平常時の生活状況を共有

・避難する際の注意事項等を確認

■感 想：
◆当事者・当事者家族
一人のために大勢が集まってくれてありがたい。避難訓練への参加は初めてだが安心できる。

◆地域支援者
だいぶ前に地域支援者を引き受けたものの、実際にどう動いたらいいか分からず不安だった。
今回、具体的に支援方法を確認できてよかった。

◆福祉専門職
災害時は自分たちは駆けつけることはできないので、地域支援者さんの存在は大きい。
今回お会いできてよかった。

◆町担当職員
災害時の避難について話し合うことで、普段の生活、地域とのつながりなどを見直すきっかけ
にもなり、それぞれとても良い会議だった。
【例】要介護状態になってから家に閉じこもりがちだった当事者の方が、今回の会議に出席し、

地域の方と話し合う中で、気持ちが外向きになり、地域とのつながりが再構築できた。

福崎町（山崎地区）
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福崎町（山崎地区）

避難訓練

■日 時：2019年10月27日（日）9：00～11：00
■場 所：山崎公民館
■参加者：Ａさんチーム：本人、母、地域支援者3名、相談支援専門員

Ｂさんチーム：本人、妻、地域支援者3名、ケアマネジャー
Ｃさんチーム：本人、妻、地域支援者3名、ケアマネジャー
自治会長、民生委員3名、福崎町＜健康福祉課、防災担当、地域包括支援センター＞、
兵庫県＜防災企画課＞、兵庫県社会福祉士会など計約30名

■内 容：
◆地震想定の避難訓練。9：00に地震が発生。サイレンが鳴り、訓練放送が流された。
◆調整会議（ケース会議）で決定した避難方法に沿って、それぞれの自宅から地域支援者とともに
避難場所である「山崎公民館」に避難。
（Ｃさんは「福崎町文化センター」に避難後、「山崎公民館」に移動した。）
福祉専門職は避難の様子を見守った。
◆避難後、振り返りの意見交換を行った。
・実際に避難してみて、決めていた経路や方法について見直しが必要ではないかとの意見が出た。
・夜間や道路状況が悪い場合の想定のほか、一緒に避難する家族に対するフォロー、また支援者
自身も荷物を持って避難した方がよかったといった反省等、様々な意見交換が活発に行われた。
・普段からの備えや訓練を継続することの大切さを共有できた。

【区長からひと言】
この地域では14～15年ぶりの避難訓練だった。防災と福祉の連携を
きっかけに、こういう機会をつくることができてよかった。
いざという時に1人の犠牲者も出さないためには、訓練を1回限りで
終えてはいけない。挙がった課題を一つひとつ解決していくためにも、
訓練を続けていくことが課題かもしれない。

2019年7月に
完成したばかりの
公民館で開催！

福崎町（山崎地区）
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相生市（千尋・佐方地区）

相生市の概要
■面積：90.43㎢ ■人口：29,526人 ■世帯数：13,315世帯
■高齢者人口：10,393人 ■高齢化率：35.20％ ■障害者手帳所持者数：1,646人

モデル地区の概要
相生市では2地区で実施した
○千尋（ちひろ）地区 ■人口：731人 ■世帯数：333世帯
○佐方（さかた）地区 ■人口：1,528人 ■世帯数：667世帯
■地区の特徴：自治会が地域活動に熱心である
■過去の災害等：海及び川に接しており、過去に大雨による被害で、床下・床上浸水があった

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年5月
■内 容：
◆防災・福祉＜高齢・障害＞事業計画、地域選定、役割について協議（計3回）
◆対象地域と対象者を選定
◆防災と福祉の連携の必要性、モデル事業説明を行い、実施地域に了承を得る

＜千尋地区＞

対象者決定・当事者力アセスメント

■日 時：2019年7月19日（金）9：30～11：00
■場 所：当事者宅
■参加者：当事者、当事者家族、ケアマネジャー、

相生市＜防災＞
■内 容：
◆市職員より当事者へ事業概要の説明
◆計画作成のためのアセスメント

住民向け福祉理解研修・地域力アセスメント・調整会議

■日 時：2019年9月20日（金）19：00～21：00
■場 所：総合福祉会館 101研修室
■参加者：当事者家族、千尋連合自治会、相生市＜危機管理、長寿福祉＞、

地域包括支援センター、相生市社会福祉協議会＜担当ケアマネジャー、地域担当＞
■内 容：
◆防災について＜相生市防災監より＞
◆福祉理解研修＜地域包括支援センターより＞
◆地域力アセスメント
◆当事者力アセスメントの結果について共有
◆今後の予定について、訓練実施日等調整

相生市（千尋・佐方地区）

－ 70 －



相生市（千尋・佐方地区）

<佐方地区＞

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年9月26日（木）19：00～21：00
■場 所：佐方福祉センター
■参加者：佐方自治会＜連合自治会長、連合副会長2名、女性部長、社協支部長、

ときわ会会長、消防団分団長＞、
相生市5名＜危機管理課、社会福祉課長、長寿福祉室長＞、
地域包括支援センター、相生市社会福祉協議会

■内 容：
◆防災について＜相生市防災監より＞
◆福祉理解研修＜地域包括支援センターより＞
◆意見交換・質疑応答
・要支援者名簿の作り方について
・事業の進め方について
・そもそも当事者の情報が地域ではわからない
こともある
・避難、避難所の生活も含め、自分で考えて
行動すること、自分の身は自分で守ることを、
住民の皆さんも認識して欲しい
・「自助」の啓発方法について
・個別支援計画をしっかりと作ってはどうか
⇒佐方地区で2名（高齢者、障害者）の方に協力
をお願いし、モデル的に防災と福祉、地域で
協働して個別支援計画の作成を行いたい

当事者力アセスメント・地域力アセスメント

■日 時：2019年10月23日（水）19：00～21：00
■場 所：佐方福祉センター
■参加者：当事者、当事者家族、佐方自治会連合会＜会長、連合副会長2名＞、

佐方南栄町自治会＜会長、班長＞、佐方本町自治会＜会長、幹事、班長＞、
相生市7名＜危機管理課、長寿福祉室、社会福祉課＞、
地域包括支援センター、相生市社会福祉協議会2名、
障害者基幹相談支援センター1名

■内 容：
◆当事者と、別の当事者家族が参加
◆それぞれのケースについて、2グループに分かれ当事者力アセスメント、地域力アセスメント
を実施

相生市（千尋・佐方地区）
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たつの市（みどり野自治会、小神自治会、中垣内自治会）

たつの市の概要
■面積：210.87㎢ ■人口：76,600人 ■世帯数：30,617世帯
■高齢者人口：22,951人 ■高齢化率：30.10％ ■障害者手帳所持者数：4,060人

みどり野自治会、小神自治会、中垣内自治会の概要
■人口：2,255人 ■世帯数：871世帯
■地域の特徴：
山地や農地が広がるのどかな地域。3自治会とも市立揖西東小学校区に含まれる。過去に大きな災

害の発生はないものの、全国で災害が起きている状況を受け、自主防災会の意識も高まっている。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ（第1回庁内打ち合わせ会）
■日 時：2019年5月20日（月）16：00～
■場 所：庁舎3階 議会図書室
■参加者：地域福祉課、地域包括支援課、高年福祉課、危機管理課、各課長及び担当者
■内 容：
◆実施スケジュールについて
◆事業交付金交付申請及び事業計画書について
◆予算措置について
◆対象地区及び当事者について
◆福祉専門職対象防災対応力向上研修について

関係者打ち合わせ（第2回庁内打ち合わせ会）
■日 時：2019年7月24日（水）13：30～
■場 所：庁舎3階 議会図書室
■参加者：地域福祉課、地域包括支援課、高年福祉課、危機管理課、各課長及び担当者
■内 容：
◆当事者について
◆自治会への説明、依頼について
◆防災対応力向上研修について

関係者打ち合わせ（第3回庁内打ち合わせ会）
■日 時：2019年12月9日（月）15：00～
■場 所：庁舎3階 301会議室
■参加者：地域福祉課、地域包括支援課、危機管理課、各課長及び担当者
■内 容：
◆当事者の現在の状況把握について
◆住民対象ワークショップの開催について
◆福祉専門職との事前打ち合わせについて

関係者打ち合わせ（福祉専門職との打ち合わせ会）
■日 時：2019年12月26日（木）15：00～
■場 所：庁舎3階 301会議室
■参加者：地域福祉課、地域包括支援課、危機管理課、各課長及び担当者、

福祉専門職7名＜ケアマネジャー、相談支援専門員＞
■内 容：
◆個別支援計画作成ワークショップについて
◆ワークショップの進め方について
◆揖西東小学校区地域連携防災訓練について

たつの市（みどり野自治会、小神自治会、中垣内自治会）
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たつの市（みどり野自治会、小神自治会、中垣内自治会）

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年12月3日（火）19：00～20：30
■場 所：たつの市立揖西公民館 大会議室
■参加者：自治会＜自主防災会＞、民生委員、

たつの市関係課職員＜危機管理担当部局、
福祉担当部局＞など計約40名

■内 容：
◆モデル事業について説明
◆兵庫県社会福祉士会の連携支援員による研修を開催、
3自治会の住民約30名が参加した。近隣地域では夜間
の防災訓練をしたという話題が出た際、住民からは
「自分たちの地域でも実施するべきでは」との声が上がった。

調整会議（ケース会議）

■日 時：2020年1月15日（水）19：00～
■場 所：たつの市立揖西公民館 大会議室
■参加者：当事者、家族、自治会＜自主防災会＞、

民生委員、近隣住民、福祉専門職＜ケア
マネジャー、相談支援専門員＞など約40名

■内 容：
◆当事者の生活状況や避難に関する意識の確認
◆避難方法及び支援者の役割を検討
◆個別支援計画作成
◆訓練当日の避難行動について確認
「障がいをもつ方の個別避難支援プランづくりガ
イド」を参照

避難訓練

■日 時：2020年2月16日（日）9：00～
■場 所：たつの市立揖西東小学校
■内 容：
◆災害想定は、震度6強の地震発生による土砂災害及び、ため池決壊による浸水害
◆当事者も参加し、リヤカーを用いた避難誘導を行った
◆揖西東小学校区地域連携防災訓練に合わせて避難訓練を実施
◆避難先の小学校体育館内の福祉避難スペースで個別支援計画の検証
◆ドローンによる避難誘導の説明と実演

たつの市（みどり野自治会、小神自治会、中垣内自治会）
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赤穂市（東有年自治会）

赤穂市の概要
■面積：126.85㎢ ■人口：47,612人 ■世帯数：20,424世帯
■高齢者人口：15,174人 ■高齢化率：31.87％ ■障害者手帳所持者数：2,409人

東有年（ひがしうね）自治会の概要
■人口：666人 ■世帯数：313世帯（いずれも「はりま台自治会」を含む）
■過去の災害等：
2004（平成16）年の台風21号による水害で、多数の住宅が浸水被害を受け、防災への関心は高い

地域。自治会・自主防災組織も活発で住民の結束は固い。また、2018（平成30）年度から赤穂市民
病院の医師の協力を得ながら、個別支援計画の作成に取り組んでいる。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年5月23日（木）東有年自治会にモデル事業に取り組みたい旨を説明し、了承を得
た。

5月30日（木）赤穂市＜社会福祉課、危機管理担当＞、地域包括支援センター、
障害者基幹相談支援センターが事業の実施方法について協議。

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年6月8日（土）
■場 所：東有年自治会館
■内 容：
自治会役員ら約20名が出席。東有年自治会エリアの災害危

険度をハザードマップで確認しながら、この日までに事業へ
の参加が決まった避難行動要支援者8名への対応を話し合った。
協議の中で支援が必要な住民が他にもいることがわかり、対象者が14名に増加。ハザードマッ
プを活用することで、地域住民も災害時の対応を具体的に再確認することができた。

当事者力アセスメント

■時 期：2019年9月3日（火）ケアマネジャーにアセスメント方法などについて説明
2019年10月～2020年2月

■内 容：
東有年自治会内にある高齢者施設のケアマネジャー3名が「安心防災帳」を活用しながら要支援
者にアセスメントを実施した。対象者14名のうち6名が断り、8名となったが、自治会やケアマネ
ジャーが説明を続けた結果、2名が応じ、最終的には10名に。個別支援計画も10名分作成した。

調整会議（ケース会議）

■日 時：2019年12月15日（日）
■内 容：
避難訓練を要支援者2名に絞った個別訓練としたことから、調整会議はあえて設定しなかった。
訓練直前の打ち合わせ及び直後の反省会を「調整会議」と捉え、要支援者の身体状況や暮らしぶ
りも含めて地域で話し合った。

赤穂市（東有年自治会）
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赤穂市（東有年自治会）

避難訓練

■日 時：2019年12月15日（日）13：30～14：45
■場 所：有年中学校
■参加者：赤穂市＜社会福祉課、危機管理担当＞、東有年自治会、民生委員、赤穂市民病院、

赤穂防災士の会、赤穂市訪問看護ステーション、高齢者施設施設長、ケアマネジャー、
関西福祉大学の学生ボランティア、兵庫県社会福祉士会など計27名

■市民病院の医師 地域と行政の「つなぎ役」に
訓練の中心を担ったのは、週に一度、地域の診療所を訪れる赤穂市民病院の医師だった。
この日の訓練は、地域住民らが指定避難場所となっている市立有年中学校の体育館を出発して
2人の要支援者宅に赴き、車いすに乗ってもらって避難ルートの危険ポイントを確認しながら戻っ
てくるという計画だった。
体育館に参加者が集まり、調整会議（ケース会議）を兼ねた打ち合わせが開かれた。要支援者
の状況説明の後、挨拶に立った医師は「個別支援計画に基づく避難訓練に住民が参加するのは、
赤穂市でここが初めて。 『一人残らず必ず助ける』という計画のモデルとなるのがこの地区だ」
と力を込めた。

東有年自治会では、プライマリ・ケアに取り組むこの医師が地域と行政の「つなぎ役」となっ
てモデル事業が進められている。市民病院では、これまでに在宅医療の患者約100人を対象にした
避難計画を独自に作成してきた。だが、東有年自治会のエリアがかつて水害に襲われた際、避難
計画のなかった高齢者が逃げ遅れ、かろうじて助かったというケースがあったという。
医師は患者に対してだけ避難計画を作成するのは不公平ではないかとの思いから、市内で暮

らす支援を要する住民約3000人を対象にした避難計画作りに取り組みたいと考えている。

訓練に参加した要支援者の1人は、独り暮らしの高齢女性Ａさん。ボランティアの男子学生が
車いすを押す様子を、住民たちが一緒に歩きながら見守り、時折アドバイスを送っていた。到着
すると学生はホッとした表情で「福祉施設の中で車いすを押したことはあったが、外は初めて。
マンホールや小石も多くて、室内とは感覚が全然違う。緊張した」。過去の水害時に体育館に避
難した経験があるというＡさんは「皆さんに支えられて、安心して避難できた」と話した。

関係者による反省会

■日 時：2019年12月15日（日）15：00～16：15
■場 所：東有年自治会館
■内 容：
訓練参加者のうち約20名が出席し、それぞれ感想を
述べ合った。住民からは「地区には街灯も少ないし、
避難がもし夜間だったら大変だと思った」「1人で助け
に行くのは、正直言って無理」「要支援者以外にも高
齢者は多い。誰を優先すればいいのか」などと不安を
訴える声が目立った。一方、「県内の他のモデル地区
では、どのような取り組みをしているのか知りたい」
「支援者としてもっと勉強していくべきだと思った」
といった前向きな意見も出ていた。

モデル事業以前から訓練の必要性を
地域に働きかけてきた赤穂市民病院
の一瀬直日医師の話

「災害の危険があれば避難する」
と心に決めておくことで、
早めの避難行動ができる
と思う。
また、避難後の生活で

必要となる荷物（おむつなど）を事
前に避難所に預けておくことができ
れば、要支援者の安心感も増し、よ
りスムーズな避難へとつながるので
はないだろうか。
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宍粟市（下町自治会）

宍粟市の概要
■面積：658.54㎢ ■人口：37,709人 ■世帯数：14,645世帯
■高齢者人口：12,938人 ■高齢化率：34.31％ ■障害者手帳所持者数：2,296人

下町自治会の概要
■人口：368人 ■世帯数：142世帯
■地域の特徴：地域に昔から住む世帯と、新たに転入してきた世帯が混在している。
■過去の災害等：

2004（平成16）年に土砂災害があったが、大きな被害とはならず。その後、砂防工事をした地域
である。自治会内に大きなため池があり、2018（平成30）年豪雨災害では、公民館に避難した人も
いた。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年4～7月
■場 所：宍粟市役所、宍粟市社会福祉協議会、居宅介護支援事業所（会議により異なる）
■参加者：複数回の会議開催であり、会議により参加者は異なる。

消防防災課4名＜行政職、防災相談員＞ 、
健康福祉部7名＜行政職、保健師、主任ケアマネジャー＞ 、
自主防災組織1名＜自治会長＞ 、
市社会福祉協議会3名＜支部長、主任ケアマネジャー、ケアマネジャー＞ 、
居宅介護支援事業所3名＜主任ケアマネジャー＞ 、
相談支援事業所2名＜相談支援専門員＞

■内 容：
モデル地区として山崎町下町自治会を選定。当事者の選定。今後のスケジュール確認。自治会

長へ趣旨を説明し同意を得る。当事者の担当ケアマネジャーと相談支援専門員へ趣旨を説明し、
同意を得る。
ケアマネジャー及び相談支援専門員らから、同意があった当事者とその家族へモデル事業の趣

旨説明、意思確認を行う。

自治会役員向け事業趣旨説明及び福祉理解研修

■日 時：2019年8月3日（土）19：00～20：30
■場 所：下町公民館
■参加者：住民11名＜自治会長、民生児童協力員、隣保長＞ 、

福祉専門職2名〈居宅介護支援事業所の主任ケアマネジャー、相談支援専門員＞ 、
宍粟市4名＜消防防災課、介護福祉課＞

■内 容：
◆消防防災課より、宍粟市総合防災訓練実施要領に基づき説明。介護福祉課より、防災と福祉
の連携促進モデル事業について趣旨説明と協力依頼。

◆車いす操作について実技を踏まえ説明。訓練当日に実施する段ボールベッドと簡易トイレの
組み立て実技計画の説明（モデル事業実行委員会作成のスライド活用）。

◆自治会役員と担当ケアマネジャー、相談支援専門員との顔合わせ。当事者の病状や障害の特
性等を説明。

◆訓練当日の担当者をそれぞれ決定し、自宅から一時避難所である下町自治会公民館への避難
経路や公民館のスロープ、トイレ等の状況、一時避難所から福祉避難所への避難経路確認。

◆自主防災より、行動訓練・避難誘導訓練・避難所開設訓練・情報収集と伝達訓練・初期
消火訓練実施計画について説明。

宍粟市（下町自治会）
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宍粟市（下町自治会）

避難訓練

■日 時：2019年9月1日（日）7：50～10：30
■場 所：下町公民館、山崎スポーツセンター
■参加者：地域住民、自治会、消防団、当事者3名及び家族、民生委員、

福祉専門職＜ケアマネジャー、相談支援専門員＞、
宍粟市＜福祉担当部局、保健師＞

■内 容：当事者の自宅から一時避難所である公民館へ、公民館から福祉避難所への避難訓練
◆宍粟市総合防災訓練に合わせて実施された。
◆災害の想定
午前8時に山崎断層帯を震源とするマグニチュード7.7、震度6強の地震が発生。山崎町内では、
激しい揺れにより多数の建物が倒壊した模様。水道や電気といったライフラインが断絶した
ほか、大規模な山崩れにより集落が孤立。被害の全貌が確認できず、余震が続いている状況。

◆避難所（下町公民館）8：00～9：10
・当事者の自宅に近隣住民が迎えに行き、公民館に避難。
段ボールベッド・簡易トイレの組み立て訓練
・放水、消火器使用訓練（当事者は見学）
・当事者及び支援者は車で福祉避難所へ

◆福祉避難所（山崎スポーツセンター体育館）9：30～10：00
・福祉避難所での受付体験
・持参した防災グッズの確認
・振り返り

◆参加者の声
・当事者
「地域訓練に参加するのは初めて」「簡易トイレの高さが低くて少し怖かった」
「段ボールベッドは思ったよりしっかりしていた」
・地域住民（支援者）
「段ボールベッドに背もたれがいるのではないか？」
・相談支援専門員
「実際の段ボールベッドやトイレ等を見ることができてよかった」
・行政職員
「地域には障害のことを伝えていなかった方が、当事者として参加してくれた。地域との
つながりができればうれしい」

宍粟市（下町自治会）
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宍粟市（下町自治会）

当事者力アセスメント

■時 期：2019年9月～11月
■場 所：各当事者の自宅
■参加者：住民10名＜当事者3名＞、福祉専門職5名、宍粟市6名＜介護福祉課、障害福祉課＞
■内 容：
安心防災帳を活用し、当事者の日常生活を確認。平常時と災害時のエコマップを作成し参加者
で共有する。その後「災害時に私に必要な確認書（案）」を作成。

地域力アセスメント・調整会議（ケース会議）

■時 期：2019年10月～11月
■場 所：各当事者の自宅
■参加者：住民14名＜当事者3名＞、福祉専門職5名、宍粟市6名＜介護福祉課、障害福祉課＞
■内 容：
◆当事者力アセスメントで作成した「安心防災帳」の説明に加え、新たな情報等がないか確認。
◆「災害時に私に必要な確認書（案）」の説明と補足確認。確認後「（案）」を消す。
◆当事者力アセスメント時に作成したエコマップに基づき検討する。
◆既に避難訓練が終了しており、振り返りや避難行動要支援者のための個別支援計画の作成、
支援者への依頼と同意。

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年9月29日（日）9：00～10：30
■場 所：下町自治会公民館
■参加者：住民38名＜当事者1名＞、福祉専門職1名、宍粟市2名＜介護福祉課＞
■内 容：住民が参加しやすいように、日曜日の「ふれあい喫茶」に合わせて開催した。

◆既に避難訓練が終了しており、宍粟市介護福祉課より下町自治会の総合防災訓練・防災と福
祉の連携促進モデル事業について振り返る。
◆宍粟市は、高齢化率が高く認知症の方が多い。避難訓練では、認知症の方の参加もあり、福
祉理解研修では、防災のみならず、認知症サポーター養成講座を行い、認知症に対する理解
と認知症の当事者や家族を応援する応援団の養成をした。

宍粟市（下町自治会）
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太子町（太子苑自治会）

太子町の概要
■面積：22.61㎢ ■人口：34,190人 ■世帯数：13,572世帯
■高齢者人口：8,943人 ■高齢化率：26.16％ ■障害者手帳所持者数：1,496人

太子苑自治会の概要
■人口：986人 ■世帯数：411世帯
■地域の特徴：
行事が盛んに開催されており、自治会としてまとまりがある。大雨の際に浸水被害が発生しやす
い地域がある。

取り組みの概要

「要支援者名簿」900名のリスト 重度障害の親子を選んだ理由

モデル事業に参加する地区や要支援者の選定に際し、太子町では「本当に支援が必要な人のケースに
正面から取り組むべきだ」として、「災害時避難行動要支援者名簿」に登載されている約900名の状況を
すべてチェックすることから始めた。
要介護度や障害者手帳の種別・級、年齢などに基づいて「避難所に一人で行くことが困難」「支援す
る家族がいない」などといった観点から、支援の必要度を4段階で判定。各自治会の活動実績も考慮しな
がら、対象者を絞り込んでいった。
その結果、認知症の母Ａさんと身体障害1級の息子Ｂさん、ともに難病患者の母Ｃさんと息子Ｄさんと
いう2組の親子が暮らす太子苑自治会に依頼することになった。

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年5月 8日（水）自治会長にモデル事業について説明し、協力を依頼。
5月16日（木）ＡさんとＢさん親子に事業について説明、参加への承諾を得る。
5月17日（金）ＣさんとＤさん親子に事業について説明、参加への承諾を得る。
5月20日（月）自治会長から事業参加への承諾を得る。

当事者力アセスメント

■要支援者
Ａさん：80代女性。要介護3。認知症のため、慣れない

環境では誘導が必要。
Ｂさん：60代男性。身体障害1級。両脚にまひがあり、

外出時は電動車いすを使用。

Ｃさん：60代女性。要介護3。右目は見えず耳も聞こえ
ない。歩行可能だが外では車いすを使用。

Ｄさん：40代男性。母と同じ難病で言語障害がある。
屋内外ともに車いすを使用し介助が必要。

■日 時：2019年10月11日（金）ＣさんとＤさん親子宅を担当ケアマネジャー、相談支援専門員、
町職員が同行訪問。筆談にてやり取り。避難支援者や災害時に
必要な品々、外出方法などについて確認した。

10月18日（金）ＡさんとＢさん親子宅を担当ケアマネジャー、相談支援専門員、
町職員が同行訪問。Ｂさんから聞き取り。災害時にもできるだ
け自宅で避難生活を送りたいとの希望を受け、食料などの物資
が行き届くよう、支援者らと取り決めておく必要があることを
確認した。

太子町（太子苑自治会）
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太子町（太子苑自治会）

調整会議（ケース会議）

■日 時：2019年10月28日（月）10：00～11：15
■参加者：ＣさんとＤさん、住民5名、担当ケアマネジャー、相談支援専門員、町職員計約10名
■内 容：
親子の自宅で、心身の状況や介助方法、避難時の持ち物、避難経路について確認した。これま
で親子を遠巻きに見守っていた住民から、普段のゴミ出しや家の周囲の清掃を手伝うといった申
し出もあり、モデル事業が地域と関わるきっかけとなる様子もうかがえた。

■日 時：2019年11月6日（水）16：30～17：30
■参加者：ＡさんとＢさん、自治会長、住民、民生協力員、担当ケアマネジャー、相談支援専門

員、町職員ら計13名
■内 容：
親子の自宅で、普段の生活状況をよく知る民生協力員から説明を受け、外出方法などについて
も支援者全員が共有した。支援者は「もしもの時」を想定し、要支援者が常用している薬を持ち
出す方法を考えたり、ブレーカーの位置を確認したりしていた。

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年11月10日（日）18：00～19：00
■場 所：太子苑自治会館
■参加者：住民約20名＜自治会役員＞、太子町職員6名＜防災担当、福祉担当＞、

兵庫県社会福祉士会など計約30名

■内 容：
「誰ひとり取り残さない地域をめざして」をテーマに、町職員が講演。パワーポイントの資料
を活用しながら、東日本大震災や西日本豪雨による避難行動要支援者の被災状況、避難行動へと
結びつく「防災リテラシー」、日頃からの近所付き合いの重要性などについて話した。

避難訓練

■日 時：2019年11月17日（日）9：00～11：15
■場 所：太子苑自治会館
■参加者：要支援者4名、住民約40名、

担当ケアマネジャー、相談支援専門員、
町職員10名＜防災担当、福祉担当＞、
兵庫県社会福祉士会など計約55名

■ホワイトボードで「筆談」
地震を想定した訓練が繰り
広げられた。
聴覚障害のある要支援者の
Ｃさん宅に到着した支援者ら
は、小型のホワイトボードに
「地震が起きたこと」「これ
から一緒に避難すること」な
どを書いて伝え、Ｃさん、Ｄ
さん親子の車いすを押して自治会館に避難した。支援に携わった住民の一人は「『大丈夫か』と
声をかけてくれる近所の方も多く、日頃の付き合いが大切だと実感した」と話した。
自治会館では、集まった住民らが段ボールベッドを組み立てたり、非常食を試食したりする
「模擬避難所体験」も実施された。

太子町（太子苑自治会）
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上郡町（河野原自治会）

上郡町の概要
■面積：150.26㎢ ■人口：14,962人 ■世帯数：6,447世帯
■高齢者人口：5,571人 ■高齢化率：37.23％ ■障害者手帳所持者数：984人

河野原自治会の概要
■人口：87人 ■世帯数：38世帯
■地域の特徴：
自治会として毎年防災訓練に取り組んでいる地域。町内においても、防災意識が高い。
■過去の災害等：2004（平成16）年、2009（平成21）年に、台風による浸水被害に遭った。

取り組みの概要

庁内において、各担当課、職員の得意分野を生かし、細かく役割分担していたことが、上郡町の特徴。
各担当課から複数の職員がこの事業に対応し、更に、危機管理部局と福祉部局を見渡せる室長級も参画
した。また、ケアマネジャーと行政を、介護保険係が橋渡しする中、1人の担当者に負担がかかり過ぎな
いよう、お互いにコミュニケーションをよく取り、役割を遂行していった。

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年5月
■参加者：上郡町＜健康福祉課、住民課＞、

自治会
■内 容：
◆河野原自治会へ事業概要説明、
スケジュール概要を説明、当事者決定

住民向け福祉理解研修・避難訓練

■日 時：2019年7月14日（日）10：00～11：30
■場 所：河野原公民館
■参加者：自治会長、消防団、一般住民 計19名、

上郡町＜健康福祉課＞、消防署
■内 容：
◆自主防災計画の確認
・消火器、消火栓、ホースの設置場所確認と、
使用方法を知る
・自主防災組織による水害、地震時の避難場所
確認
◆心肺蘇生法を体験により習得する
・2班に分かれて心肺蘇生法の実習
◆この時点で、個別支援計画はまだ作成して
おらず、元々から予定されていた避難訓練
開催時に、モデル事業の概要説明を実施した
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上郡町（河野原自治会）

地域力アセスメント

■日 時：2019年7月17日（水）
■場 所：住民宅
■参加者：自治会長、民生委員
■内 容：事業概要、スケジュール概要等について確認した

当事者力アセスメント

■日 時：2019年7月25日（木）15：00～
■場 所：当事者Ａさん宅、当事者Ｂさん宅（各々宅で実施）
■参加者：Ａさん、ケアマネジャー

Ｂさん、ケアマネジャー
■内 容：個別支援計画作成のためのアセスメント

調整会議（ケース会議）（計4回）

■日 時：2019年8月1日（木）11：00～
■場 所：上郡町役場
■参加者：自治会長、ケアマネジャー2名、役場職員2名
■内 容：個別支援計画の作成時期等について協議した

■日 時：2019年9月2日（月）9：00～
■場 所：住民宅
■参加者：自治会長、ケアマネジャー
■内 容：ハザードマップを参考にして、車いす、担架等の

必要性、避難方法等についての意見交換
近隣協力者の方の情報
（どの程度までの協力が可能か確認）

■日 時：2019年9月6日（金）
■場 所：当事者Ａさん宅
■参加者：Ａさん、自治会長、ケアマネジャー
■内 容：個別支援計画について面談で説明、確認の上、了承を得た

不足している物資を確保していただくことについて、了承を得た

■日 時：2019年9月17日（火）
■場 所：当事者Ｂさん宅
■参加者：Ｂさん、自治会長、ケアマネジャー
■内 容：個別支援計画について面談で説明、確認の上、了承を得た

不足している物資を確保していただくことについて、了承を得た
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豊岡市（下陰区）

豊岡市の概要
■面積：697.55㎢ ■人口：81,416人 ■世帯数：33,145世帯
■高齢者人口：26,786人 ■高齢化率：32.90％ ■障害者手帳所持者数：4,791人

下陰（しもかげ）区の概要
■人口：2,747人 ■世帯数：1,141世帯
■過去の災害等：
2004（平成16）年10月20日に襲来した台風23号によって水害に見舞われた地域。以降、毎年熱心
に防災訓練に取り組んでおり、避難所を開設する訓練も実施している。

取り組みの概要

■支援者のボランティア保険料を負担
豊岡市ではモデル事業がスタートする前の 2017（平成29）年度から、避難行動要援護者の個別支援
計画に記載された支援者を対象に、市が保険料を負担してボランティア保険に加入する独自の取り組
みを始めている。
支援者の心理的な負担を軽減し、各区（町内会）による個別支援計画の作成を促すのが狙い。支援
者が活動中にケガをした場合や、誤って他人にケガをさせた場合に保険金が支払われ、避難訓練中の
事故も対象となる。これまでに下陰区を含む市内約半数の区で、個別支援計画の作成やボランティア
保険への加入が進められている。

関係者打ち合わせ
■時 期：2019年7月16日(火) 下陰区役員にモデル事業の概要を説明。

7月31日(水) 下陰区役員に再度説明し、事業参加への同意を得る。
8月～ 要援護者として3名に参加を打診。下陰区と調整を進める。
12月 歩行が困難な70歳代の男性Ａさんに、下陰区役員と市の防災・福

祉の両担当者が面談し、モデル事業の概要について説明。参加の
承諾を得る。

■住民向け福祉理解研修は見送り
下陰区では2004年10月の台風23号による水害以降、
独自の防災訓練や、区役員（隣保長）を対象とした
ＤＩＧ（災害図上訓練、ディグ）に毎年取り組んで
いることなどから、福祉理解研修の実施は見送った。

※ＤＩＧ
Disaster（災害）、Imagination（想像力）、

Game（ゲーム）の略。参加者が大きな地図を囲み、
話し合いながら避難場所や危険箇所を書き込むこ
とで、地域の災害リスクを浮き彫りにしていく。
「頭の防災訓練」とも呼ばれる。

当事者力アセスメント
■時 期：2020年1月
■内 容：
担当ケアマネジャーが、Ａさんと家族から心身の
状態や生活状況を聞き取り、個別支援計画の素案を
作成した。 「豊岡市防災マップ」より
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豊岡市（下陰区）

地域力アセスメント
■日 時：2020年2月27日（木）
■場 所：下陰会館
■内 容：
要援護者Ａさんの担当ケアマネジャーや下陰区役員、市の防災・福祉部局の担当者が出席した。

ケアマネジャーが事前に作成した個別支援計画の素案に基づいて、避難場所やルートなどについ
て協議。地域のハザードや支援の具体的な方法についても意見を交わし、Ａさんと家族の意向も
踏まえて、素案を修正することにした。

調整会議（ケース会議）
■日 時：2020年3月10日（火）14：00～15：15
■場 所：下陰会館
■参加者：要援護者、要援護者家族、地域住民＜下陰区役員、民生委員、民生協力員＞、

担当ケアマネジャー、豊岡市社会福祉協議会、
豊岡市4名＜高年介護課、社会福祉課、防災課＞、兵庫県社会福祉士会など計16名

■「空振りでも構わない」 早めの判断と行動に議論集中
担当ケアマネジャーがＡさんの心身の状態や生

活状況を説明した後、豪雨による水害を想定した
避難について議論が交わされた。過去に被害に遭
った地域とあって、参加者からは口々に「早めの
判断、早めの避難が大切」といった意見が出た。
個別支援計画の素案では当初、避難先としてＡ

さんの自宅2階と近隣の中学校の体育館が記されて
いた。だが地域との協議を進める中で、自宅付近
は3メートルを超える浸水が想定され、Ａさんの健
康管理の面からも体育館での避難生活は難しいことがわかってきた。
このため調整会議では、車いす用のトイレやエレベーターのあるコミュニティセンターや、市

内に住む息子家族宅への避難が新たに提案された。ただ、いずれも自宅から数キロ以上離れてい
るため、車での避難が前提となる。道路が冠水する前の早めの判断と行動が不可欠となるうえ、
天候次第では避難が〝空振り〟となる可能性もある。
家族からは「やっぱり自宅の2階が過ごしやすい」という発言があった一方、ケアマネジャー

や住民からは「家から逃げられなくなるのが一番怖い」「冠水する前なら地域も最大限支援でき
る」「迷った時はまず避難した方がいいと思う」などといった声が上がった。Ａさんは「空振り
でも構わない。早め早めに行動を起こす必要があるということがよくわかった」と話した。
この日の議論を基に再度調整会議を開き、個別支援計画の完成に向けて協議することになった。

■日 時：2020年3月25日（水）14：00～15：15
■場 所：下陰会館
■参加者：要援護者、要援護者家族、地域住民＜下陰区役員、民生委員、民生協力員＞、

担当ケアマネジャー、豊岡市社会福祉協議会、
豊岡市4名＜高年介護課、社会福祉課、防災課＞など計14名

■内 容：

Ａさんや下陰区役員、住民、市の防災・福祉部局などが集まり、前回の調整会議の内容を反映
した個別支援計画について協議した。避難先として息子宅やコミュニティセンターを盛り込むこ
とにしたほか、避難時の連絡体制や支援の具体的な方法などについて確認。さらにこの日の意見
を踏まえて担当ケアマネジャーが再度、個別支援計画を修正し、完成させることになった。

避難訓練（予定）
■日 時：2020年6月ごろ
■内 容：
下陰区福祉委員会の活動に合わせて、Ａさんの個別支援計画に基づいた避難訓練を実施する予

定。なお、豊岡市では2015年から毎年8月の最終日曜日に市総合防災訓練を実施しており、2020年
は風水害を想定した訓練を計画している。
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養父市（八木谷地区）

養父市の概要
■面積：422.91㎢ ■人口：23,510人 ■世帯数：9,399世帯
■高齢者人口：8,814人 ■高齢化率：37.49％ ■障害者手帳所持者数：1,845人

八木谷地区の概要
■人口：82人 ■世帯数：30世帯
■地域の特徴：地域防災に関して、熱心に取り組んでいる地域である。
■過去の災害等：
1959（昭和34）年9月の伊勢湾台風で、八木谷川の堤防が破堤し、数軒の民家や納屋が全半壊した。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■日 時：2019年8月25日（日）
■場 所：八木谷区公民館
■参加者：区役員6名、養父市1名＜社会福祉課＞
■内 容：
◆住民向け福祉理解研修の最終確認
◆避難行動要支援者の選定について
◆モデル事業の大まかなスケジュールの説明

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年9月1日（日）
■場 所：八木谷区公民館
■参加者：住民40名＜当事者1名＞ 、養父市3名＜社会福祉課、防災安全課＞

■内 容：区民がモデル事業の趣旨と概要等を理解するための研修を行った。
◆避難行動要支援者について
◆最近の災害における被害状況
◆要援護者（要配慮者）支援の仕組み
◆要援護者（要配慮者）支援の課題
◆防災と福祉の連携促進モデル事業
◆モデル事業の標準的な流れ
◆2019年度防災と福祉の連携促進事業
全体イメージ
◆地域住民と行政・福祉専門職・社会
福祉士会の関係図
◆ビデオ「別府市での取り組み2018」
「真備町事例」の視聴

当事者力アセスメント

■日 時：2019年10月21日（月）
■場 所：当事者の自宅
■参加者：福祉専門職2名、養父市＜社会福祉課＞
■内 容：安心防災帳を参考にしながら本人の状態等を聞き取り、整理を行った。
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養父市（八木谷地区）

調整会議（ケース会議）

■日 時：2019年10月27日（日）
■場 所：八木谷区公民館
■参加者：住民7名、福祉専門職3名、養父市＜社会福祉課、防災安全課＞
■内 容：モデル事業当日のスケジュール、支援者の役割確認

避難訓練

■日 時：2019年11月10日（日）8:30～
■参加者：八木谷地区住民、

養父市＜防災安全課、社会福祉課＞ 、
市社会福祉協議会
＜地域福祉課、ケアマネジャー＞

■内 容：
8：30 訓練開始
8：35 支援者は避難者宅へ、避難行動要支援

者（当日は代役）を自宅から誘導。自
宅前の階段は何とか降りることができ
たが、車いすでの移動が必要と判断し
て、消防団員に車いすを要請。車いす
にて八木谷公会堂へ移動する。

8：40 「公会堂裏より、出水を確認」。避難
先の公会堂へ到着したが、要支援者の
体調不良により、福祉避難所へ車両で
搬送する判断に至る。
「搬送要請」。車両を手配し、実際に
搬送する手順の確認。

9：00 屋外での訓練終了
9：10 振り返り
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朝来市（溝黒区）

朝来市の概要
■面積：403.06㎢ ■人口：30,497人 ■世帯数：12,353世帯
■高齢者人口：10,380人 ■高齢化率：34.04％ ■障害者手帳所持者数：1,424人

溝黒区の概要
■人口：121人 ■世帯数：45世帯
■地域の特徴：
過去に台風による大雨で何度か浸水した地区であり、日頃から防災について考え、避難訓練等に
も熱心に取り組んでいる。
■過去の災害等：
伊勢湾台風、1990（平成2）年台風19号の際に、近くを流れる与布土川が氾濫し、集落内の多くの
家屋が浸水した。過去に台風による大雨で何度か浸水した地区である。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■日 時：2019年8月8日（木）
■場 所：溝黒区地蔵堂
■参加者：溝黒区役員4名、朝来市5名＜防災安全課、ふくし相談支援課、社会福祉課＞
■内 容：モデル事業の概要説明、溝黒区での事業実施協力依頼

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年10月27日（日）
■場 所：山東高齢者共同生活の家
■参加者：当事者・当事者家族11名、ケアマネジャー5名、

朝来市6名＜防災安全課、ふくし相談支援課、社会福祉課＞など計33名

■内 容：
防災安全課から最近の災害の発生状況、
地区防災計画や要援護者支援計画（個別
支援計画）の重要性等について説明。
ふくし相談支援課から現在取り組んで
いる災害対応個人マニュアルの作成状況
等について説明。
社会福祉課から災害時要援護者台帳に
ついて説明。

当事者力アセスメント（福祉理解研修後に分科会として実施）

■日 時：2019年10月27日（日）
■場 所：山東高齢者共同生活の家
■参加者：当事者・当事者家族9名、ケアマネジャー5名、

朝来市2名＜ふくし相談支援課＞
■内 容：市独自の様式を用いてアセスメントを実施。日頃の生活状況、避難時の協力者、

緊急連絡先、非常持出品等の確認
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朝来市（溝黒区）

地域力アセスメント（福祉理解研修後に分科会として実施）

■日 時：2019年10月27日（日）
■場 所：山東高齢者共同生活の家
■参加者：住民6名＜当事者・当事者家族2名＞、朝来市3名＜防災安全課、社会福祉課＞
■内 容：溝黒区における過去の災害の発生状況、区内の危険個所、避難場所、避難経路、

情報伝達手段、地域資源、人材等を確認

調整会議（ケース会議）

■日 時：2019年12月15日（日）
■場 所：山東高齢者共同生活の家
■参加者：住民15名＜当事者・当事者家族9名＞、

朝来市5名＜防災安全課、ふくし相談支援課、社会福祉課＞
■内 容：避難経路、避難場所への移動方法、協力者の割り振り、情報伝達手段、夜間の場合の

準備品等について検討

避難訓練

■日 時：2020年2月24日（月・祝）10：00～
■場 所：山東高齢者共同生活の家
■内 容：台風による大雨を想定
◆区民の名簿を使い区民の安否確認を実施する。家族全員不参加の場合は携帯電話等を
使って安否確認を実施する。
・事前に訓練への参加不参加を報告し、その際に援助が必要な人は申し出ることとする。
・援助が必要な申し出があった場合には、区から避難の応援に行くこととする。
・援助が必要な申し出への避難の応援は、訓練だけでなく実際の災害のときにも行う。

玄関からサポーターの介助で家の
外へ出て、車椅子まで移動した。

敷きパッドを利用して寝たまま移
動する訓練を実施した。

玄関から避難する。段差に気を付
けて車椅子を誘導・操作した。
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香美町（村岡区板仕野）

香美町の概要
■面積：368.77㎢ ■人口：17,621人 ■世帯数：6,552世帯
■高齢者人口：6,786人 ■高齢化率：38.51％ ■障害者手帳所持者数：1,489人

村岡区板仕野の概要
■人口：89人 ■世帯数：34世帯
■地域の特徴：
標高420ｍの山間地域で夏期は涼しいが、冬期は常時積雪が1.5～2ｍと過酷な生活環境。小規模で
高齢化率が47.3％と非常に高い地域であるが、防災減災活動を積極的に展開している。
■過去の災害等：
2004（平成16）年の台風23号による豪雨の際、集落内の河川に架かる橋の護岸が洗い流され、落
橋した。避難する際に橋を渡る必要がある3世帯は、事前に避難しており、孤立する住民は出なかっ
たものの、住民の命に直結する危険性のある事案であった。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ
■日 時：2019年7月1日（月）、7月9日（火）
■場 所：香美町役場、板仕野区集会所
■参加者：板仕野区長、香美町5名＜防災安全課、福祉課＞
■内 容：モデル事業概要説明、対象者の選定、スケジュール

調整。

住民向け福祉理解研修
■日 時：2019年8月7日（水）
■場 所：板仕野区集会所
■参加者：住民15名、福祉専門職1名、

香美町4名＜防災安全課2名、福祉課2名＞
■内 容：防災安全課からモデル事業の概要説明と個別支援

計画の概要説明、福祉課から高齢者福祉体験研修。

避難訓練
■日 時：2019年8月25日（日）
■場 所：板仕野区内
■参加者：住民35名＜当事者1名＞、福祉専門職1名
■内 容：町全体の防災訓練にあわせて実施。風水害を想定し、

避難・避難誘導訓練や災害時要援護者への避難支援
訓練を最重点項目として実施した。

当事者力アセスメント
■日 時：2019年10月24日（木）、31日（木）、11月7日（木）
■場 所：当事者宅
■参加者：住民13名＜当事者3名＞、福祉専門職1名、

香美町2名＜防災安全課、福祉課＞
■内 容：安心防災帳を使用しながら、平常時のサービス利用や家庭環境などを当事者、家族、

地域の支援者で確認。

調整会議（ケース会議）（延期）
■日 時：2020年
■場 所：当事者の自宅
■参加者：住民13名＜当事者3名＞ 、福祉専門職1名、香美町2名＜防災安全課、福祉課＞
■内 容：個別支援計画に基づいて、当事者、家族、地域の支援者で避難計画を確認。
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新温泉町（奥町地区）

新温泉町の概要

■面積：241.01㎢ ■人口：14,459人 ■世帯数：5,681世帯
■高齢者人口：5,515人 ■高齢化率：38.14 ％ ■障害者手帳所持者数：1,040人

奥町地区の概要
■人口：226人 ■世帯数：75世帯
■地域の特徴：
奥町地区は、地区内に2級河川の大栃川が流れている。山に囲まれ、田んぼの多い地区。高齢者も

多い。防災意識が高く、地域力の高い地区である。
■過去の災害等：
地区内に土砂災害警戒区域がある。過去に被災経験はないが、農地災害の経験がある。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■日 時：2019年7月20日（土）19：00～
■場 所：奥町ふれあいセンター
■参加者：奥町地区役員10名
■内 容：事業概要の説明及び取り組みの依頼

当事者力アセスメント・住民向け福祉理解研修・調整会議（ケース会議）

■日 時：2020年2月27日（木）19:00～
■場 所：奥町ふれあいセンター
■参加者：住民、福祉専門職、新温泉町<防災部局>

計15名
■内 容：
・先進地の大分県別府市のＤＶＤ視聴とパワーポイ
ント資料により、モデル事業の意図や目的を確認し
た。
・ケアマネジャーの情報と地区の情報を持ち寄り、
また、避難経路や危険個所については、拡大図面を
使用し、計4名分の個別支援計画を作成した。
・個別支援計画の作成については、福祉専門職と地
区の情報があることによって、中身のある個別支援
計画になるということを全員の共通認識にすることができた。

避難訓練（2020年度実施予定）

■日 時：未定
■場 所：奥町地区内
■参加者：住民参加者数未定、福祉専門職4名、新温泉町4名の予定

新温泉町（奥町地区）
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丹波篠山市（東岡屋自治会）

丹波篠山市の概要
■面積：377.59㎢ ■人口：41,658人 ■世帯数：17,414世帯
■高齢者人口：14,045人 ■高齢化率：33.7％ ■障害者手帳所持者数：2,720人

東岡屋自治会の概要
■人口：1,190人 ■世帯数：461世帯
■地域の特徴：
市内260自治会のうち、2番目に人口が多い。近年、大きな災害経験はないものの、地域には大き

な川が流れており、一部が土砂災害警戒区域に含まれる。全国的に災害が増えていることから、自
治会の防災意識が高まっている。また自治会長が民生委員・児童委員協議会長を務めており、モデ
ル事業にも理解がある。

取り組みの概要

モデル事業２年目 多角的に展開

丹波篠山市は播磨町とともに2018年度からモデル事業を開始した。災害時個別支援計画の作成を担う
ケアマネジャーらへの研修を18年度中に実施。それらの経験をベースに2年目の19年度は、調整会議や避
難訓練はもちろん、独自に企画したフォローアップ研修や市民フォーラムなどを多角的に展開した。

住民向け福祉理解研修

■時 期：2019年5月～6月
■内 容：
東岡屋自治会の住民向けに福祉理解研修
を実施し、モデル事業参加への協力を依頼、
了承を得た。また、高齢者や障害のある当
事者4名に対し、ケアマネジャーと市が事業
の概要を説明。参加の了承を得た。

■時 期：2019年5月25日（土）、6月30日（日）、8月25日（日）
■参加者：住民、丹波篠山市＜防災部局、福祉部局＞、兵庫県社会福祉士会
■内 容：
◆「誰ひとり取り残さない防災」をめざして
防災と福祉の連携や、地域の協力、個別支援計画の必要性についての講義。
◆避難訓練について
丹波篠山市直下を走る御所谷断層の詳細図や被害想定を紹介し、取るべき行動について説明。

当事者力アセスメント

■当事者
Ａさん：一人暮らしで日常生活のすべてに介助が必要。ヘルパーやデイサービスを利用。
Ｂさん：目が見えにくく、外出時には歩行器が必要な高齢者。
Ｃさん：難聴で、杖を2本使って歩く90歳代。一人暮らし。
Ｄさん：強い腰痛があり、歩くことに不安がある。昼間は高齢者だけの世帯。

■時 期：2019年8月5日（月）、7日（水）、13日（火）、22日（木）
■内 容：
当事者4名のそれぞれの自宅に担当ケアマネジャーと市担当者が一緒に訪問。本人と家族を交え、
モデル事業の先進地域・大分県別府市での取り組み（アセスメント、調整会議、避難訓練の様
子）を紹介するＤＶＤを視聴し、「安心防災帳」を使ったアセスメントを実施。本人と家族らで
できること、避難行動のために手伝ってほしいことを整理し、エコマップにまとめた。

丹波篠山市（東岡屋自治会）
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丹波篠山市（東岡屋自治会）

ケアマネジャー向けフォローアップ研修

■日 時：2019年8月21日（水）
■参加者：ケアマネジャー、相談支援専門員、丹波篠山市＜防災部局、福祉部局＞

■内 容：
市内のケアマネジャーらを対象に、個別支援計画立案に向けたフォローアップ研修を実施した。
事例検討のグループワークでエコマップを作成したほか、当事者本人のコミュニケーション力や
近所づきあいの現状、自宅周辺の状況などを確認。調整会議で話し合う内容についても整理した。

調整会議（ケース会議）

■日 時：2019年9月11日（水）
■内 容：調整会議の進め方と避難訓練の役割分担について、コアメンバーが改めて確認した。

■時 期：2019年9月5日（木）、14日（土）、21日（土）
■場 所：富山会館
■参加者：当事者、住民、自治会役員、担当ケアマネジャー、ヘルパー、地域包括支援センター、

市社会福祉協議会、丹波篠山市＜防災部局、福祉部局＞、兵庫県＜防災企画課＞、
報道関係者、兵庫県社会福祉士会など計約25名

■内 容：
近隣住民や担当ケアマネジャーらが当事者とともに避難支援方法を検討する調整会議が、3回に
分けて開かれた。
参加した住民らは、ケアマネジャーやヘルパーから当事者の身体状況や暮らしぶりを聞いて、
具体的な支援の場面をイメージできた様子。「こんな場合はどうすれば？」「こうしておいてく
れたら、自分たちも対応できる」などと話しながら、実際に車いすを持ち上げてみたり、当事者
の身体を動かす際に留意すべきことについて質問したりしていた。
当事者本人も「平常時からご近所と関わりを持っておきたい。自分でできる備えはしておく」
と前向きな表情だった。
その後、調整会議で検討した内容を踏まえ、担当ケアマネジャーらが個別支援計画を作成した。

丹波篠山市（東岡屋自治会）
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丹波篠山市（東岡屋自治会）

避難訓練

■日 時：2019年10月6日（日）8：30～
■場 所：富山会館を中心とした東岡屋自治会エリア
■参加者：当事者4名、住民・自治会役員約100名、

丹波篠山市＜防災部局、福祉部局＞、地域包括支援センター、
市社会福祉協議会、担当ケアマネジャー、
兵庫県＜防災企画課＞、兵庫県社会福祉士会など計約130名

■車いすのハプニング 貴重な経験
震度6強の大規模地震が発生したという想定。小雨の中、当事者4名はグループに分かれて支援

者に付き添われ、自宅から車いすやリヤカーに乗って避難した。各グループは道路の段差などを
確認しながら富山会館へ。道中、車いすのフットサポートが突然外れるハプニングも起きた。

会館に到着後、訓練に参加した人たちがグループごとに車座になり、感想や意見を述べ合った。
車いすに乗った当事者は「近所の方々が手伝ってくれて安心できた。素直にうれしかった」と話
し、サポートした住民の男性も「災害が発生して、いきなり『車いすを押して』と言われても戸
惑ったと思う。もしもの時に備え、この貴重な経験を生かしていきたい」などと話した。また、
ケアマネジャーの女性は「『避難』を具体的にイメージできた。一人では逃げられない当事者の
どのような情報を住民の方々に知っておいてもらうべきなのか、改めて考えたい」と振り返った。

最後にこのモデル事業の監修にあたった同志社大学社会学部の立木茂雄教授（災害社会学）が
「福祉の専門職と地域が一緒になって進めていく画期的な試み。取り組んでみて初めてわかるこ
とも多く、貴重な機会となった。きっかけとして今回の訓練は大成功だ」と締めくくった。

参加者との意見交換会
■時 期：2019年10月～11月
■内 容：避難訓練までを終え、市の防災部局・福祉部局と、モデル事業に参加したケアマネ

ジャー、地域包括支援センター職員、地元自治会長らが順次、意見交換をした。

福祉専門職向け研修会
■日 時：2019年12月18日（水）
■内 容：モデル事業に参加したケアマネジャーから、市内の他のケアマネジャーや相談支援専

門員に向けて説明する研修会を開催。今後、誰が担当になっても同様の役割が果たせ
るように経験や情報を共有し、課題について検討した。55名が参加した。

丹波篠山市（東岡屋自治会）
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丹波篠山市（東岡屋自治会）

防災と福祉の連携促進フォーラム

■日 時：2020年2月24日（月・祝）13：30～16：00
■場 所：四季の森生涯学習センター・多目的ホール

■内 容：
丹波篠山市のモデル事業を振り返り、市民らに広く

発信する「防災と福祉の連携促進フォーラム」が開か
れた。近年、各地で地震や豪雨災害が多発していると
あって、市民や自治会関係者らの関心も高く、会場は
ほぼ満席に。約400人が議論に耳を傾けた。

■基調講演
同志社大学の立木茂雄教授＝写真＝が基調講演した。過去の数々の災害

を振り返り、高齢者や障害者に被害が集中する背景や原因について分析。
2000年の介護保険制度の導入によって、居宅支援サービスが整い、自力で
の避難が難しい高齢者も在宅で暮らすようになった▽入所施設が反対運動
にあい、防災上危険な場所に立地せざるをえなかった──などを挙げた。
さらに人口減・高齢化・核家族化が進む中、家族や地域頼みの支援にも

限界があると指摘。その解決策として「当事者自身の『防災リテラシー』
を高め、平常時と災害時を切れ目なくつなぐ個別支援計画作りが欠かせな
い」と強調した。行政の防災部局と福祉部局が連携し、福祉専門職が協働
する大分県別府市の先進事例を紹介しながら「丹波篠山市もすでにトップランナーだ」と話した。

■当事者の思い
続いて丹波篠山市視覚障害者福祉協会の辻本一郎会長が登壇した。「当事者の思い」として、

「災害が起きた時、視覚障害者には避難所や避難経路で何が起きているのかがわからない」と不
安な心情を打ち明け、「情報を伝えてもらう方法を皆さんと考えていければ」などと語った。

■パネルディスカッション
立木教授がコーディネーターを務め、モデル事業に関わった4人のパネリスト＝表＝が討論した。

谷田自治会長は、地域でも高齢化が進む中、
防災訓練に福祉的な要素がプラスされるのは願
ってもないことだと考えて参加を決めた。だが、
住民らの関心を高めることに苦心したという。
毎月の広報紙で趣旨を伝え、福祉理解研修も3回
にわたって開催。先進的な活動とあって全国紙
でも報道された。「それが住民のモチベーショ
ンアップにつながったと思う」と振り返った。
ケアマネジャーの酒井さんは、防災について

考えるいい機会だと思って取り組んだ。担当し
ている高齢者は近所づき合いのない人も多かっ
たが、調整会議や避難訓練の後、「自分のこと
を近所の人たちに知ってもらえてよかった」と
話してくれたという。「挨拶程度でも普段から
つながっておけば、きっと役に立つ」と語った。

一方、丹波篠山市で防災を担当する大上係長は毎年、小学校区単位の防災訓練を実施してきた
ものの、当事者の訓練はできていないことが気になっていた。「当事者とつながっていた福祉部
局やケアマネジャーと連携することで、その課題に取り組むことができたと感じる」と話した。
また、松本副課長はモデル事業の一連の流れを振り返って「当事者と地域、ケアマネジャーと

行政がうまくつながれたことが一番の収穫」と語り、今後については、東岡屋自治会とは別の地
域に展開する「広める」と、地域やケアマネジャーが取り組みやすいようにアセスメントツール
や調整会議の方法を工夫する「深める」の二本立てを意識して進めていきたい、と力を込めた。
立木教授は「住民とつながる防災部局と、当事者とつながる福祉部局が協働し、福祉専門職の

力が加わることで『誰ひとり取り残さない防災』が実現できる」と話した。

新型コロナウイルスによる感染防止のため、
来場者にはマスクが配られ、アルコール消
毒液も随所に設置された

パネリスト：
谷田 章男さん（東岡屋自治会長）
酒井 志保美さん（ケアマネジャー）
大上 敬之さん（市民安全課防災係長）
松本 ゆかりさん（長寿福祉課副課長）
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丹波市（市島町南自治会）

丹波市の概要
■面積：493.21㎢ ■人口：64,380人 ■世帯数：25,795世帯
■高齢者人口：21,574人 ■高齢化率：33.50％ ■障害者手帳所持者数：4,593人

市島町南自治会の概要
■人口：223人 ■世帯数：82世帯
■地域の特徴：
過去に大きな被災事例はない。2014（平成26）年に市内の他地域で豪雨による土砂災害が起きた
際にボランティアで支援に赴いた住民も多く、自治会長をはじめ、防災への意識が高い。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年5月10日（金）市防災部局と福祉部局の担当者が集まり、モデル事業の地区選
定について協議。防災活動に積極的な市島町南自治会が候補に
挙がる。

6月 4日（火）市防災部局と福祉部局の担当者が自治会長に会い、モデル事業
への参加を要請。

6月21日（金）自治会の役員会で事業の趣旨と概要を説明。参加の了承を得る。
これらの協議と並行して、当事者の選出を開始。市に避難行動
要支援者として申請をしている高齢者の中から数名を選び、その
担当ケアマネジャーが所属する事業所に「防災対応力向上研修」
への参加を依頼。

7月26日（金）自治会の役員に事業のスケジュールを説明。当事者の選出につ
いても話し合った。

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年8月18日（日）
■場 所：市島町南自治会公民館
■参加者：住民52名、丹波市3名＜地域包括支援課＞

■内 容：
市福祉部局の担当者が、兵庫県社会福祉士会が作成したパワーポイント資料を使い、モデル事
業の意図や目的を説明した。

当事者力アセスメント

■時 期：2019年9月25日（水）当事者Ａさん、Ｂさん、Ｃさんの3名の参加が内定
10月 8日（火）自治会長が3名に事業の詳細を説明。同意書をもらい、正式に参

加が決まった。

■時 期：2019年10月10日（木）、10月17日（木）、10月18日（金）
■内 容：
3日間をかけて当事者3名の自宅に、ケアマネジャーと市福祉部局の担当者2名が訪問。「安心防
災帳」を使って、現時点の備えについて一緒に整理しながら、「災害時にはどのような助けが必
要か」「隣近所の誰から声をかけてもらうか」といった点について話し合った。
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丹波市（市島町南自治会）

調整会議（ケース会議）

■日 時：未実施
■経 緯：
当事者力アセスメントを受けて、市は当事者と地域住民が参加する調整会議を計画。災害時に
は地域としてどのような支援が必要になるのか、当事者の家族と住民はどのように支援を分担す
ればいいのかなどについて議論し、一緒に個別支援計画を作成する段取りを描いていた。だが、
自治会との日程の調整がつかなかったため、開催を断念した。
また、個別支援計画の作成もあえて見送った。ケアマネジャーの負担軽減が主な目的だったが、
当事者力アセスメントで得た「災害時には隣の○○さんに支援者となってもらう」といった情報
については、ケアマネジャーがその支援者から了承をもらった上で、通常のケアプランの中に盛
り込んだ。

避難訓練

■日 時：2019年11月10日（日）8：30～11：10
■場 所：市島町南自治会公民館
■参加者：住民約100名、丹波市4名＜くらしの安全課、地域包括支援課＞、

地域包括支援センター職員、担当ケアマネジャーなど計約110名

■当事者と支援者の「気づき」 地域住民も共有
山すそに田畑が広がり、民家が点在する市島町南自治会エリア。
午前8時半、地区に訓練開始のアナウンスが流れると、住民らが続々と自宅から公民館へと移

動を始めた。当事者のＡさん、Ｂさん、Ｃさんもそれぞれ自分で「シルバーカー」を押して歩い
たり、支援者に車いすを押してもらったりして避難した。

避難を終えて公民館の広間に集まった住民らを前に、市の防災部局の担当者が30～40分程度、
地域で起こりうる災害の想定や非常時への備えなどについて説明した。
一方、別室では福祉部局の担当者が、Ａさん、Ｂさん、Ｃさんとそれぞれの支援者から、避難
した際に気づいたことや、改善すべき点などを聞き取った。
Ａさんらからは「家の中では、アナウンスが聞き取れなかった」「防災のことや地域の災害の
危険性について、もっと知っておくべきだと感じた」という声が上がったほか、支援者からは
「当事者の体調や生活ぶりについて知る機会がほしい」「地域には他にも支援を必要としてい
る人がいるのではないか」「公民館にある車いす1台で足りるのか」といった意見が出た。また、
「私たちが家にいない時に災害が発生したら、どうすればいいのか」といった不安をもらす支援
者もいたという。

訓練の最後には、これらの意見を書き出した黒板を別室から広間に移動させ、集まった住民の
前で発表し、意識の共有化を図ったという。市の福祉部局の担当者は「これまでの訓練とはひと
味違う、住民の方々が自ら考えて行動している訓練だと実感した。これからもこの流れを引き継
いでいけたら」と話した。
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洲本市（仲山水町内会）

洲本市の概要
■面積：182.38㎢ ■人口：43,636人 ■世帯数：19,951世帯
■高齢者人口：15,341人 ■高齢化率：35.10％ ■障害者手帳所持者数：2,083人

仲山水地区の概要
■人口：約350人 ■世帯数：約160世帯
■地域の特徴：
付近を千草川が流れており、特に河川の氾濫には警戒が必要な地域。
町内会は、市内でも熱心に防災活動に取り組んでいる。

■過去の災害等：
2004（平成16）年10月の台風23号により、地域の大半が床上・床下浸水の被害を受けた。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年5月～7月
■内 容：
◆5月に仲山水町内会で実施することを決定。
◆7月に当事者9名を決定した（その後、体調不良のため1名辞退）。

地域力アセスメント・住民向け福祉理解研修・調整会議（ケース会議）

地域力アセスメント、住民向け福祉理解研修、調整会議を同時に開催した。

■日 時：2020年1月21日（火）14：00～16：00
■場 所：安心コミュニティプラザ仲山水会館
■参加者：住民12名＜町内会役員、民生委員、町内住民＞、

洲本市4名＜消防防災課、福祉課＞、
地域包括支援センター1名、
洲本市社会福祉協議会4名、
ケアマネジャー7名、
兵庫県社会福祉士会2名など計30名

■地域力アセスメント：
洲本市消防防災課職員より、地域のハザードについて説明が行われた。
洲本川、千草川が氾濫した場合、ほとんどの場所が浸水する可能性があり、
避難勧告が出たらすぐに避難する必要があることを説明。
また、南海トラフ地震が発生した場合、隣の地区までは津波が来る想定であることを説明。
地区の避難所についても確認した。

■住民向け福祉理解研修：
洲本市社会福祉協議会職員より、
・「正常性バイアス」について
・災害時ボランティアセンターの活動について
・平常時の介護サービス、
障害福祉サービスについて

・高齢者、障害者等への合理的配慮について説明
が行われた。

洲本市（仲山水町内会）

－ 97 －


