
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．市町職員対象 実務研修と意見交換会 
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防災と福祉の連携による個別支援計画作成促進事業 実務研修 

 
 県内市町の実務担当者（防災部局・福祉部局）に、本事業の進め方などを説明し、今後の
事業推進や計画作成にいかすことを目的に開催した。 
 
■開催日時 令和 3（2021）年 4 月 20 日（火）14：00〜16：00 
 
■開催方法 Webex を使用したオンライン開催 
 
■内  容 

時 間 内 容 
14：00〜14：25 避難行動要支援者の現状や国の動き 

・近年の災害における高齢者等の被害状況 
・災害対策基本法の改正について 
・避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針の改定 
・個別避難作成及び作成経費に対する地方交付税措置について  
・兵庫県の避難行動要支援者に対する支援の状況 

14：25〜14：40 ひょうご安全の日推進事業について 
14：40〜14：55 【事例発表①三田市】令和２（2020）年度の取り組みについて 

・地区の選定理由、対象地区の状況、計画作成までの流れ 
・作成事例、振り返り  

15：05〜15：20 【事例発表②宍粟市】令和２（2020）年度の取り組みについて 
・地域防災計画、過去の災害について 
・令和元（2019）年から令和 2（2020）年の本事業の取り組み 
・今後の取り組みについて  

15：20〜15：50 防災と福祉の連携による個別支援計画作成促進事業の推進方法 
・避難行動要支援者全体の計画作成パターン 
・事業展開のための具体的な連携 
・自主防災組織対象の福祉理解研修  

15：50〜16：10 質疑応答 
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防災と福祉の連携による個別支援計画作成促進事業 市町意見交換会 

 
 県内市町の担当者を対象に、個別避難計画の記載方法や実務的な情報提供を行うととも
に、本事業の取り組みについて意見交換を通して計画作成にいかすことを目的に開催した。  

なお、県⺠局や地域包括支援センター、社会福祉協議会など本事業の関係機関職員もオブ
ザーバーとして参加した。 

第１回 

■開催日時  
令和３（2021）年９月 14 日（火）13：30〜16：40 

 
■開催方法  

Zoom を使用したオンライン開催 
 
■内  容 

時 間 内 容 
13：30〜14：25 講演「誰一人取り残さない防災に向けて、 

自治体担当者が身につけるべきこと」 
講師 立木 茂雄 氏（同志社大学社会学部教授） 

14：25〜14：55 令和３年度防災対応力向上研修実施状況について 
防災対応力向上シートの使い方について 

15：05〜16：20 ブレイクアウトセッションによる意見交換と共有 
４〜５市町が８班に分かれ上記テーマについて意見交換をした 
【テーマ１】 
避難行動要支援者支援事業の昨年度までの取り組みと 
今年度の取り組みについて 
【テーマ２】 
事業推進上の課題と課題解決の方策について 

16：20〜16：30 講評 
立木 茂雄 氏（同志社大学社会学部教授） 

16：30〜16：40 事務連絡 
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第２回 
 

■開催日時  
令和３（2021）年 11 月 12 日（金）13：30〜16：40 

 
■開催方法  

Zoom を使用したオンライン開催 
 
■内  容 

時 間 内 容 
13：30〜13：50 兵庫県災害時要援護者支援指針の改訂について 

・避難行動要支援者に係る国の動き 
・ひょうご防災減災推進条例の改正 
・県の要援護者支援指針の改訂のポイント（案） 

13：50〜14：50 【事例発表 加古川市】 
・本事業展開以前の取り組みと現状 
・避難行動要支援者登録書兼同意確認票（見本） 
・個別避難計画（見本） 
・個別避難計画作成対象者の優先順位の考え方 
・町内会、福祉専門職への働きかけについて 
・対象地区での事例、参加者の声 
・振り返りと今後について  

15：00〜16：20 ブレイクアウトセッションによる意見交換と共有 
８〜９市町が４班に分かれ、テーマ１とテーマ２とで班を替えて 
意見交換をした 
【テーマ１】 
・避難行動要支援者名簿掲載者の精査 
・個別避難計画作成優先順位の考え方などについて 
【テーマ２】 
・庁内連携で特に難しかった点 
・自主防災組織への働きかけで工夫した点などについて 

16：20〜16：40 講評 
立木 茂雄 氏（同志社大学社会学部教授） 
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４．個別避難計画作成の進捗に関する調査 
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個別避難計画作成の進捗に関する調査 

兵庫県では平成 30（2018）年度から、福祉専門職（ケアマネジャー、相談支援専門員等）
が地域とともに個別避難計画を作成する本事業を進めている（モデル事業期間含む）。 

令和 3（2021）年には災害対策基本法が改正されて、計画の作成が市町村の努力義務とな
り、優先度が高い避難行動要支援者の計画作成を「おおむね５年程度」で完了するよう求め
られることになった。コロナ禍の影響も続くなか、県内 41 市町がどのような取り組みを進
めているのか、今後どのような方針で臨むのかなどを尋ねるため、「個別避難計画作成の進
捗に関する調査」を実施した。 

法改正を受けて、個別避難計画の書式改訂や作成の優先度を検討している市町が目立っ
た一方、今後は本事業と市町独自の施策を組み合わせて進めようとする動きも浮き彫りに
なった。 
 
≪調査概要≫ 
■対 象：兵庫県内 41 市町 
■方 法：事業窓口担当者へメールで依頼。 
     関係部署で回答を取りまとめてもらい、メールで回答。 
■期 間：令和 4 年 2 月 25 日（金）〜3 月 18 日（金） 
■回答数：41 市町 
 
 
≪質問内容≫ 
問１．貴市町の体制や組織についてお尋ねします。 

問１-１．県主導の本事業に庁内外で関わっている部局や組織をすべてご記入ください。 
問１-２．本事業と関わりの深い自主防災組織や福祉専門職に対し、どの部局が連絡調整
の窓口となっていますか。 

 
問２．貴市町の令和３年４月１日現在の人口、世帯数、高齢者人口、高齢化率、障害者手帳
所持者数（重複所持含む）を教えてください。 
 
問３．個別避難計画についてお尋ねします。 

問３-１．本年度、３月末までの作成件数（見込みを含む）を教えてください。 
県主導の本事業分   ※本事業の枠組みを活用して、補助金を申請される分を指します 
市町独自の施策分   ※市町独自の取り組みで作成された件数を指します 

問３-２．どのような書式を使っていますか。 

①県の推奨書式  ②市町の独自書式  ③その他 
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問３-３．問３-２で「②市町の独自書式」と答えた市町にお尋ねします。 
独自書式において「こんな工夫をした」という点、今後改善したいポイントなどを教え

てください。 
問３-４．災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町の努力義務となりまし
た。この動きをどのように受けとめていますか。貴市町の状況に近い番号を一つ選んでく
ださい。 

①県主導の本事業を、積極的に推進したい 
②県主導の本事業を、ひとまず継続したい 
③県主導の本事業に取り組む準備を始めたい 
④市町独自の施策を、積極的に推進したい 
⑤市町独自の施策を、ひとまず継続したい 
⑥市町独自の施策に取り組む準備を始めたい 
⑦具体的に何から手をつけていいのか、わからない 
⑧その他 

問３-５．個別避難計画作成の優先度を決めましたか。 
①決めた  ②決めていない  ③検討中 

問３-６．問３-５で「①決めた」と答えた市町にお尋ねします。 
優先度の基準を教えてください。 

問３-７．問３-５で「②決めていない」「③検討中」と答えた市町にお尋ねします。 
苦労している点、悩んでいる点などについて教えてください。 

 
問４．県主導の本事業についてお尋ねします 

（独自施策に取り組んでいる市町は「問５」へお進みください）。 
問４-１．本事業にいくつの地区で取り組みましたか。 
問４-２．本事業に取り組んだ地区のうち、最も進んだ地区を一つ取り上げ、実施した（実
施予定の）スケジュールをご記入ください。 

・地区名 
・自治会等への趣旨説明 
・関係機関の打ち合わせ 
・当事者・支援者の決定 
・地域住⺠への福祉理解研修 
・当事者力アセスメント 
・調整会議・地域力アセスメント 
・避難訓練・避難経路確認 

問４-３．本事業に関して年度当初、何件の個別避難計画作成を目標にしていましたか。 
問４-４．その目標はどの程度、達成できましたか（できませんでしたか）。その理由は何
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ですか。 
問４-５．本事業に関して、来年度は何件の個別避難計画作成を目標にしていますか。 
問４-６．問４-５で「目標件数は未定」の市町にお尋ねします。目標決定のプロセスとそ
の時期をお聞かせください。 

 
問５．県主導の本事業以外の独自施策に取り組んでいる市町にお尋ねします。 

問５-１．本年度はどのような個別避難計画作成や避難行動要支援者対策に取り組みまし
たか。 
問５-２．本事業の枠組みを活用しない理由を教えてください。 

 
 
≪調査結果≫ 

以上の質問のうち、問３以降の個別避難計画の作成に関する項目を中心に紹介する。その
他の回答概要はこの欄では割愛し、第５章の「市町レポート」にその内容の一部を盛り込む
こととする。 
 
「県の推奨書式」17 市町 「独自書式」は 25 市町 

問３-２では、各市町が使用している個別避難計画の書式について尋ねた。災害対策基本
法の改正に伴って改定された内閣府の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指
針」には、個別避難計画に掲載すべき項目（法定要件）として「避難行動要支援者の氏名、
生年月日、性別、住所、電話番号、避難支援等を必要とする事由」や「避難支援等実施者の
氏名や名称、住所、電話番号」「避難施設や避難場所」などが明記されている。 

「県の推奨書式」を活用していたのは 17 市町、「市町の独自書式」は 25 市町（複数回答
含む）。２市町が「その他」を選び、「地域独自の書式を使用」「独自書式を作成中」と回答
した。なお、「書式を併用している」という主旨の回答が３市町からあった。 
 
問３-２．（個別避難計画は）どのような書式を使っていますか。 
県の推奨書式 17 
市町の独自書式 25 
その他 2 

 
「２次元コード」「団体名記載欄」…工夫あれこれ 
 「独自書式」を使っている市町に対し、問３-３では書式で工夫した点や今後改善したい
ポイントを尋ねた。従来から計画の作成に取り組んでいる市町のなかには、この法定要件を
満たしていない書式を使っているケースもあるとみられ、少なくとも９市町が今後、書式の
見直しや改訂を検討していると回答した。 
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以下、回答の一部を紹介する。 
 
【工夫した点】 
・必須となる事項を中心として、全体で A４両面１枚に収まるようにした。 
・「必要な支援」欄を大きくしてほしいという声が多かったため、記載枠を拡大した。 
・「利用中の医療福祉サービス」の欄を増やした。 
・できるだけ専門用語は記載しないようにした。 
・案内文にハザードマップを閲覧できる２次元コードを挿入した。 
・（作成時は）対象者宅で紙に書き込むケースが多いため、２次元コードで作成のポイン

トを参照できるようにした。 
・「支援者記載」欄に個人名を記載することを負担に感じている地域住⺠が多いため、少

しでも負担感を軽減できるよう、「団体名記載」欄を追加した。 
・「避難支援者になることは責任が重く、負担を感じる」との声を踏まえ、名称を「避難

サポーター」とし、個人での選定が難しい場合は市と協議のうえ、自主防災グループ等
団体の選定も可とした。 

・県の推奨書式を少し改訂して使用している。自宅の見取り図や避難所までの経路を記入
することが福祉専門職には負担感があったこと、その内容が調整会議で共有できること
から、記載を省いた。 

・計画への記載内容を「いつ、だれが、だれを、どこへ避難させるのか」という項目に絞
っており、自治会でも作成しやすい様式にしている。 

 
【改善したいポイント】 
・今後、避難経路図や避難方法を記載していく必要がある。 
・避難経路図として Google マップ等を活用しているが、対象者により縮尺が異なるため

枠内に収まることが困難な事例もあり、課題となっている。 
・不足している情報（家族構成、建物情報、避難経路など）を追記する方向で作成するこ

とを検討したい。 
・国（内閣府）の「クラウド型被災者支援システム」を採用しない場合は、法定事項を満

たすため、また県の推奨書式に近づけるため、現行システムを改修したいと考える。 
・内容が充実した書式を作成できたものの、実際使用してみると、考えることや記入する

ことが多く、取りかかりの妨げになったほか、「そこまで詳しい情報を出したくない。
受け取りたくない」という意見も出た。今後は（対象者が）どのような人か、どのよう
な場合にどのような支援が必要か、という情報をメインに記入する書式に改善してい
く。 

・現在の様式を使用して数年経過したが、今後は県や他市町を参考に、例えばマイ・タイ
ムラインの導入など、見直しを検討したい。 
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「本事業進める」19 市町 「独自施策」は 16 市町 
 問３-４では、災害対策基本法の改正で個別避難計画の作成が市町の努力義務となったこ
とを受けて、今度の取り組みの方向性を尋ねた。 
 県主導の本事業について「積極的に推進したい」としたのは 7 市町、「ひとまず継続し
たい」は 9 市町、「取り組む準備を始めたい」は 3 市町で、計 19 市町が本事業を進める方
針とした。一方、市町独自の施策を「積極的に推進したい」としたのは５市町、「ひとま
ず継続したい」は９市町、「取り組む準備を始めたい」は２市町で、計 16 市町が独自施策
に取り組む方向と回答した。 

「その他」の５市町は、「地域の取り組みを推奨しつつ、必要に応じて県事業を活用し
たい」「県主導の事業に捉われず、県等と連携し本市に有効な施策等を積極的に推進す
る」「本事業と町独自事業を並行して実施したい」「もともと市独自で作成していた個別避
難計画を、県事業を参考にして深めていき、法令で定められている内容を満たし、実効性
のある個別避難計画に近づけるように取り組んでいく」など。本事業と独自施策を組み合
わせて展開すると答えた市町が目立った。 
 
問３-４．災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町の努力義務となりまし
た。この動きをどのように受けとめていますか。貴市町の状況に近い番号を一つ選んでく
ださい。 
①県主導の本事業を、積極的に推進したい ７ 
②県主導の本事業を、ひとまず継続したい ９ 
③県主導の本事業に取り組む準備を始めたい ３ 
④市町独自の施策を、積極的に推進したい ５ 
⑤市町独自の施策を、ひとまず継続したい ９ 
⑥市町独自の施策に取り組む準備を始めたい ２ 
⑦具体的に何から手をつけていいのか、わからない １ 
⑧その他 ５ 

 
作成の優先度 「決定」は 7 市町 
 問３-５では、個別避難計画を作成する優先度を決定したかどうかを尋ねた。内閣府の「取
組指針」では、「優先度が高い避難行動要支援者から作成することが適当」とされ、「考慮す
べきポイント」として、①地域におけるハザードの状況（洪水・津波・土砂災害等の危険度
の想定）、②避難行動要支援者本人の心身の状況、情報取得や判断への支援が必要な程度、
③独居等の居住実態、社会的孤立の状況、が挙げられている。 

質問に「決めた」と回答したのは７市。一方、「決めていない」は９市町、「検討中」が 25
市町だった。８割を超える市町が、優先度の決定に苦慮したり、慎重になったりしている様
子がうかがえる。 
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問３-５．個別避難計画作成の優先度を決めましたか。 
決めた ７ 
決めていない ９ 
検討中 25 

 
さらに、優先度を「決めた」という市町に問３-６でその基準を、「決めていない」「検討

中」と答えた市町には問３-７で苦労している点や悩んでいる点について尋ねた。心身の状
況やハザードといったデータで一律に絞り込んでいいのかという葛藤や、対象者や地域の
理解を得ることの難しさなどについて触れた意見が寄せられた。 

以下、回答の一部を紹介する。 
 
【優先度の基準】 
・重症心身障害児者、24 時間人工呼吸器装着患者、要介護５のハザードエリア居住者。 
・要介護３以上、身体障害者手帳１・２級、療育手帳 A、精神障害者保健福祉手帳１級、

ハザードエリアに居住、福祉専門職等からの情報。 
・公的な福祉サービスを利用している人で、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の危険な

区域に居住している人を優先的に作成していく（ハザードマップで確認）。 
・①ハザードにかかっている地域に居住している、②要介護 4 または 5、③一人暮らし、

高齢者世帯など環境的に避難できない、という３点をすべて満たす人から優先的に作成
する。 

・ハザードマップ上の洪水浸水想定区域と土砂災害警戒区域内に居住する避難行動要支援
者について、優先度が高い人と設定した。まずは土砂災害警戒区域内に居住する避難行
動要支援者に対して案内を出した。 

 
【苦労している点・悩んでいる点】 
・優先度については、本市が所有するデータ（心身の状況やハザードの状況）を基に絞り

込みをしている。だが、データ上では見えてこない「8050 問題」や「老老介護」といっ
た実態を見逃さないために、どのような選定方法がいいのか苦慮している。 

・従来から独自の方法で地域支援者とともに個別避難計画を作成してきた。今までのやり
方から転換する場合、一部からは「従来のやり方の否定」とも捉えられる恐れがあり，
携わってくれている地域の人々の信頼を失う可能性がある。 

・優先順位をつけて作成した場合、その対象者が死亡したり、施設に入居したりすること
も多く、作成実績につながりにくい。また、地区ごとに作成したとしても、新たな対象
者が生まれるため、それが最善の方法なのか検討する必要があると考えている。 

・災害リスクの高い川の流域を中心に沿岸部等の浸水想定区域の優先度が高いと考えてお
り、その地域を中心に計画作成を進めている。一方、対象者の心身の状況や社会的孤立
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等の線引きは難しく、現状は検討が進んでいない。本市の計画作成対象者は「避難行動
要支援者名簿掲載者」のうち「福祉専門職がつく方」としており、名簿掲載範囲の精査
等についても関係部署で協議しているが結論が出ていない。 

・要介護３〜５の高齢者や身体障害者手帳１・２級等を所持している人でも、それぞれの
身体状況・家族構成・ハザード情報などによって、本当に避難時に支援が必要かどうか
を判断する必要があるため、データで一律に抽出することが難しい。 

・ハザードの状況や要介護度、障害の度合いを照らし合わせて優先度を決めていく際の関
係課との調整。 

・関係課が使用しているシステムが統一されておらず、一括管理ができない。 
・優先度は、身体の状況、地域の特徴や家族構成等を考慮して決定する必要があり、非常

に困難。今後は現場で活躍されているケアマネジャーと連携をとりながら、優先度を決
定して事業を進める必要があると考えている。 

・福祉専門職に主導してもらいたいが、取り組みに温度差があり、基準の設定が難しい。 
・地域の実情に応じて作成を進めている。要支援者自身が地域と交流がない、または積極

的な交流を望んでいない場合も多い。市が優先度を決めて、計画策定を促しても、地域
の実情に合致しておらず、自主防災組織にとって過度の負担になり、かえって協力が得
られなくなる恐れがある。 

・何を優先すべきか悩んでいる。優先度を検討することも重要だが、要支援者全員に対し
て計画作成をすることが目標なので、自主防災組織と協力し、できるだけ多くの計画作
成を進めているという状況。 

・地域によっても事情が異なるため、画一的な対応が難しい。 
・地区選定を優先するか、要介護度等の避難の困難度を優先するかで悩んでいる。 
・要支援者名簿とハザードマップを照合して優先者を抽出することは可能だが、作成には

当事者等の同意が必要で苦慮している。 
・ハザード内に住む要支援者を優先して策定することは決まっており、次年度に要支援者

支援システムにハザードマップを取り込む予定にしている。自主防災組織とは名簿掲載
者に関する情報交換（収集）をしているが、優先順位付けの具体的な項目の決定には至
っていない。 

・何を基準として、要支援者の支援の度合いを判断するのかが難しい。 
・身体障害者の優先度を単に等級だけではなく、障害の部位によって決めるべきかどう

か。また、新たな優先度を導入した際、これから作成する人は水準の高い個別避難計画
になり、すでに作成済みの人は、実効的ではない計画の可能性もある。その差が懸念さ
れる。 

・個人情報の提供について、どこまで理解していただけるか。 
・災害時の警戒区域等を考慮して優先度を検討しているが、地区の協力や理解を得るのが

難しい。 
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・優先度の高い人の選定について、まず福祉専門職が気になる人からリストアップしてい
く方法を試みたが、その方法の決定までには至っていない。 

・ハザード情報、要介護度、同居人の有無、年齢など、多岐にわたる情報について、どれ
を、どのように優先するのかという点に苦慮している。 

 
【その他】 
・優先度は決めておらず、苦労している点はない。 
・概ね要介護度や障害区分の重い人からという考えはあるが、それよりも住⺠同⼠の避難

支援が可能となる地域づくりを優先して取り組んでいる。 
・名簿提供や研修会等を通じて、地域内での要配慮者支援の機運醸成を図っており、個別

避難計画の作成等は議論していない。 
・個別避難計画の対象者の絞り込みは、今優先すべき事項ではないと考える。「誰か」を

助けるだけの計画づくりは地域の理解が得られない。避難行動要支援者の防災意識が低
いままではなおさらで、最優先すべきは「みんなで助かる」という地域全体の防災意識
の啓発にあると思う。そのために福祉専門職とも連携し、災害時の備えを考えるきっか
けづくりや地域への防災啓発の充実を図ることで、自助・共助に向けた下地づくりを行
っていきたいと考えている。 

・避難行動要支援者登録申請書に住まいの構造、洪水・土砂災害の区域を追加し、災害リ
スクの判断ができるようにした。また、ケアマネジャーと相談支援専門員に対して、昨
年度はハザードマップの見方の研修会、今年度は発災前・発災後のタイムラインづくり
に取り組んだ。来年度はケアマネジャーと相談支援専門員による災害リスクも踏まえた
優先度の判断に基づき、個別避難計画の作成を３パターン（①本人・家族と作成、②本
人・家族、⺠生委員と作成、③本人・家族、⺠生委員、自主防災組織と作成）に分けて
取り組んでいきたいと考えている。 

 
「コロナ禍で実施断念」 影響なお続く 
 問４では、県主導の本事業について質問した。問４-３で年度当初の個別避難計画の作成
目標件数を、問４-４でその達成度や達成できた（できなかった）理由を尋ねた。 
 達成できなかった理由として、コロナ禍に触れた回答は 14 市町にのぼった。「関係者が
集まる機会を控えたため、調整会議が開催できなかった」「訓練そのものが中止となった」
など、コロナ禍が引き続き、本事業の実施に大きな影響を与えている状況が垣間見える。 

以下、回答の一部を紹介する。 
 
【達成できた】 
・作成できた。防災部局と福祉部局、福祉専門職等が連携することにより達成できたと思

う。 
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・達成できた。今年度は 1 地区分の作成を予定し、件数に関しては対象者を選定する際に
絞り込みを行い、現実的に作成可能な数を計上し、目標としていた。 

 
【達成できなかった】 
・実施希望の自治会があったが、コロナ禍で断念。 
・達成度は 30％。コロナ禍を受け、自主防災組織で集まることが難しくなったため。 
・コロナ禍により訓練自体が中止となったため、全く作成できなかった。 
・コロナ禍の拡大防止の観点から、事業を実施するのが困難と判断したため。また、コロ

ナ対策の関連業務（ワクチン接種、臨時特別給付金など）で多忙で、体制が整わなかっ
たのも要因である。 

・まん延防止等重点措置の発令に伴い、地域住⺠への研修や地域調整会議等、事業の実施
を延期することになってしまったから。 

・15 件中９件の計画が策定（避難支援者未記入）され、地区の調整会議で具体的な避難支
援者を確認・記入し、自宅から緊急避難場所までの確認をする予定にしていたが、コロ
ナのまん延防止等重点措置期間に重なり、調整会議が開けなかった。 

・当初想定した件数の作成には至らず、半分の 50 件程度となる見込み。コロナ禍による
影響のほか、今年度は全自治会・町内会に事業案内を送付し、初めて全市的な事業実施
に取り組んだが、地域からは本事業への負担感や責任を重く捉える声が寄せられ、趣旨
を丁寧に説明して、理解してもらうことに想定以上の時間を要したことも大きな要因で
ある。 

・２地区を選定して実施したが、当該地区には当初見込んだほどの対象者がいなかった。 
・達成できなかった。本事業の対象となる要支援者の選定や、個別避難計画の作成の前提

となる避難支援者の選定が各校区において、なかなか進まなかったため。 
・達成度は１割。地域を絞ったことのほか、声をかけた名簿掲載者から計画策定を断られ

たこともあった。計画策定に向けた土壌づくりが大切であると痛感した。 
・４割程度達成（50 件中 22 件作成予定）。今年度は２地区で計画作成を実施したが、途中

で要支援者本人の同意を得られなかったり、要支援者が入院・入所する場合があったり
して、予定どおりの件数を作成することができなかった。 

・目標の件数には達しなかったが、計画作成推進の足掛かりはつかめた。当事者の状況
（精神的、身体的）によって作業が進まないケースがある。 

・目標は達成できていない。理由としては、関係機関（福祉専門職）との連携体制の確立
に優先的に取り組んだため。 

・事業スキームの構築などを優先したため、本年度は目標を設定していない。令和 4 年度
より事業を進める予定。 

・個別避難計画の策定対象となっている人が必ずしも避難訓練に参加するわけではない。
また、避難訓練に参加したい人であっても、地域の理解が十分に及んでいない人がお
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り、計画作成や避難訓練の実施に至らない人がいる。 
 
【その他】 
・計画作成数について、具体的な目標設定はしていない。高齢化によって地域団体が疲弊

しているなか、持続可能な制度設計につながる取り組みやスキーム作りに注力すること
をめざす。 

 
本事業のスキームを活用しない理由 
 問５は独自施策に取り組んでいる市町への質問とし、問５-２では本事業のスキームを活
用しない理由を尋ねた。 

以下、回答の一部を紹介する。 
 
・綿密な計画を作成することは理想であるものの、要支援者一人ひとりの計画作成を進め

るための時間と労力、さらには地域が取り組もうとする意欲が高いことが前提であり、
本市の人口規模では、広く市域の取り組みとしていくことが難しいため。 

・本市では、避難行動要支援者が約 10 万人、そのうち地域等への名簿提供に同意してい
る人が約４万人おり、すべての対象者に県方式での個別避難計画を策定するには、莫大
なコストとマンパワーが必要になる。県が示す作成プロセスを踏んで地域住⺠と計画を
作成することは現実的ではないため。 

・県の事業に取り組んできた自治体の多くが、理想ではあるものの負担に対して、あまり
にも成果が少ないと判断し、市独自の事業展開をしている状況にある。本市もごく少数
の「誰か」ではなく、一人でも多くの「みんな」を助けるという視点の取り組みを推進
していくため、県事業の枠組みでの事業実施は検討しない。 

・県主導の本事業は、県下においても過疎な地域での取り組みモデルを基に制度設計がな
されていると理解している。本市は人口約 20 万人を有し、要支援者も約 9 千人程度と
なっている。県主導の手法を本市に当てはめた際、要支援者一人ひとりにかけるコスト
が大きく、合致しないと理解している。持続可能な事業としていくには、都市部に見合
った取り組みのモデルが必要と感じているため活用しない。 

・当市においては、地域によって取り組みの特性があり、従前からそれに合わせた取り組
みを住⺠主導で行ってもらっており、それが定着している。これらが地域においては実
効性のある避難計画となっており、市内統一の避難計画に変えていくことは現実的でな
いと考えている。今後も地域特性に合わせつつ、本事業を活用したいという地域があれ
ば提案していきたい。 

・本町では、避難行動要支援者の支援に焦点を当てるのではなく、地域全体の防災力の向
上を図ることで、避難行動要支援者への避難支援を含めた「災害に強いまちづくり」を
目指すべきだと考えている。 
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・発災時に支援の主体となる地域住⺠は完全ボランティアである一方、福祉専門職には報
酬が発生し、その一部を市が負担することで、これまで築いてきた市への信頼が失わ
れ、地域住⺠との協働の妨げとなる。また、職員数も不足し、今後さらに減少していく
中で事務量が増加する。一度活用すれば、市として継続・拡大を図る必要があるが、県
事業の継続が担保されていない。 

・本市では以前から、⺠生委員や自主防災組織の無償による協力を得て、個別避難計画を
作成している。しかし、一部であってもこの方針を変え、県事業でケアマネジャーに有
償で個別避難計画を作成してもらうことは、⺠生委員の理解を得ることができないと判
断したため。 

・災害対策基本法により法定義務となっている避難行動要支援者名簿を現に作成している
⺠生委員は無報酬であるのに対して、努力義務である個別避難計画の作成に対して報酬
を支払うことは不公平であるため。 

・（本事業は）数年間で終わる恐れがある補助制度である一方、計画作成や更新業務は、
災害がなくならない限りずっと続いていく。制度が終われば、町の財政負担が増えるこ
とから、これまで取り組んできた町独自の方法でできるだけ成果を上げるべきだと、町
⻑が決定したため。 

・福祉専門職は多忙であり、時間の確保が難しい。 
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