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これまで本県では、災害対策基本法上の「要配慮者」という用語を使用せず、「災害時

要援護者」として表記してきた。 
今回改訂の「兵庫県災害時における要配慮者支援指針」においては、法令用語と異な

ることへの混乱を避ける観点から、法令用語である「要配慮者」に変更している。 
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１ 指針策定の経緯と目的 
 
(1) 経緯 

   兵庫県では、阪神・淡路大震災において高齢者や障害者等の被災後の生活支援など、そ

の支援のあり方に多くの課題を生じたことから、震災の教訓等を踏まえ、平成 14 年に「災

害弱者支援指針」を定め、いわゆる災害弱者（要配慮者）の支援に取り組んできた。 

  さらに、本県に甚大な被害をもたらした平成 16 年台風第 23 号災害においても、風水害

時の情報伝達や避難支援等に関する課題が顕在化したため、内容を大幅に拡充し、「災害

時要援護者支援指針」として市町向けのモデルマニュアルを作成してきた。 

  その後も、平成 23 年の東日本大震災において多数の要配慮者が犠牲となった津波の発

生、平成 28 年の熊本地震における震災関連死など、自然災害が生じるたびに新たな課題

が生じてきた。 

また、近年は地球温暖化の影響を受けて、豪雨災害が多発している。平成 30 年７月豪

雨災害では、西日本に甚大な被害をもたらし、特に岡山県では、相次ぐ河川の決壊により

高齢者等が逃げ遅れ、その命を失うなど、あらためて要配慮者の避難の難しさが浮き彫り

になった。 

そのため、本県においても南海トラフ巨大地震を見据えて、より的確な防災減災活動が

実践できるよう、平成 29 年３月に「ひょうご防災減災推進条例」を制定し、この条例の

趣旨を踏まえて「災害時要援護者支援指針」を改訂し、防災と福祉の連携強化等を通じ、

地域における個別避難計画作成等の取組を促進してきた。 

令和３年には、国において、多発・激甚化する豪雨災害に備えて、災害対策基本法の一

部を改正し、避難勧告の避難指示への一元化や個別避難計画の作成を市町の努力義務とす

るなど所要の整備を図ったところであり、本県においても「ひょうご防災減災推進条例」

を改正するとともに、これまでの指針を改め、「災害時における要配慮者支援指針」とし

て、個別避難計画作成の体制整備や優先度に応じた個別避難計画の作成方法等、新たな内

容を加え、市町の取組がさらに加速するよう改訂を行うこととした。 

 

(2) 目的 

   本指針は、市町において作成する「災害時における要配慮者支援マニュアル」のガイド 

ラインとなるもので、市町等における要配慮者支援のための日頃の備えと災害時の迅速か

つ的確な取組に資することを目的としている。 

本県では平成 30 年度から要配慮者の支援に携わる福祉専門職の参画を得て、福祉専門

職対象の防災対応力向上研修やケアプランと併せての実効性のある個別避難計画の作成

等、防災と福祉の連携による取組を先駆的に進めてきた。 

このたび災害対策基本法の改正に伴い、国の指針において、優先度が高い者について今

後５年程度で個別避難計画の作成に取り組むこととされた。そのため、今回の改訂では、

これまでの取組の成果を踏まえ、個別避難計画作成の推進体制の整備や優先度の考え方等

を示し、今後５年間で全ての市町において優先度の高い全ての避難行動要支援者の個別避

難計画の作成ができるよう、要配慮者支援を計画的かつ着実に推進していく。 
 

２ 本指針における用語の定義 
 
(1) 法令等との関係による用語の見直し 

これまで本県では、阪神・淡路大震災以降継続して使用してきたことなどから、敢えて
法令等の用語と異なり、「要配慮者」を「災害時要援護者」と表記し、「個別計画」を「個
別支援計画」と表記してきたが、今回、これらの用語については、法令用語と異なること
への混乱を避ける観点から、その表記を見直している。  
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(2) 主な用語 

要 配 慮 者 

※改訂前の災害時要援護者 

高齢者や障害者、乳幼児等の防災対策において特に配慮を要す 

る者 

避難行動要支援者 

要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがあ

る場合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な

避難の確保を図るため特に支援を要する者 

個 別 避 難 計 画 

※改訂前の個別支援計画 

避難行動要支援者について、個人の具体的な避難支援方法等を

定めた計画 

地 区 防 災 計 画 
市町内の一定の地区の居住者及び事業者が行う自発的な防災

活動に関する計画 

避難支援等関係者 
避難支援等の実施に携わる関係者（例:消防、警察、民生委員・

児童委員、市町社会福祉協議会、自主防災組織等） 

避難支援等実施者 避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要

支援者について避難支援等を実施する者 

避 難 支 援 組 織 
地域で活動する様々な避難支援等関係者によってネットワー

ク化された団体 

 

３ 要配慮者と避難行動要支援者 
 
(1) 要配慮者の考え方 

本指針において、要配慮者とは、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、妊産

婦、乳幼児・児童、日本語に不慣れな外国人等で、次のような特性があり、避難行動時や

その後の避難生活時において困難な状況に置かれ、特に配慮を要する者である。 

 

【災害時に留意すべき要配慮者の特性】 

 

○ 自分の身の危険を察知出来ない。 

○ 危険を知らせる情報を受け取ることが出来ない。 

○ 身の危険を察知出来ても救助者に伝えることが出来ない。 

○ 危険を知らせる情報を受け取っても、対応行動が出来ない。 

○ 同居の家族だけでは避難させることが困難な状況にある。 

○ 災害時に被災地等で生活する際に何らかの配慮が必要である。 

○ 性別や年齢により不利益な取扱い等を受けやすい状況にある。 

○ 避難所等での生活が困難で、自宅や車中での避難を余儀なくされている。 

○ 広域で避難しており、所在が行政等に把握されず孤立している。 
 
※ 本指針では、あらかじめ要配慮者としての対応を考えておくべき住民を対象に記述

しているが、旅行者や災害による負傷者等、災害発生後に支援の必要性が顕在化する

者についても、災害発生後に網羅的に調査のうえ、本指針に準拠した支援が求められ

る。 
 
(2) 要配慮者の特徴的なニーズ 

災害ステージの変化に応じ、要配慮者一人ひとりのニーズに対応した支援を行うために
は、その特徴的なニーズを把握しておく必要がある。 
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【特徴的なニーズ】 
 区        分 特徴的なニーズ(例) 

高 
 
齢 
 
者 

ひとり暮らし高齢者 
○同居者がいないため、情報の入手が遅くなる場合があり、早めに情
報を伝達し、避難支援を行う必要がある。 

寝 た き り 高 齢 者 
○自分の状況を伝えることが困難であり、被害の発生や支援が必要か
否か等、支援する側から確認する必要がある。 

○自力で行動出来ず、避難時には車いす等の器具が必要である。 

認 知 症 高 齢 者 
○自分の状況を伝えることが困難であり、被害の発生や支援が必要か
否か等、支援する側から確認する必要がある。 

○自分で判断し行動出来ず、避難支援等の援助が必要である。 

身 
 
体 
 
障 
 
害 
 
者 

視 覚 障 害 者 

○視覚による情報の入手が困難であり、音声によって情報を伝達し、
状況の説明を正確に行うことが必要である。 

○日常生活圏内でも避難が困難な場合があるため、避難支援等の援助
が必要である。 

聴 覚 障 害 者 

○音声の認識が困難でサイレン等が聞こえないため、災害時は回転灯
や電光文字表示など視覚的に状況把握できるものが有効である。 

○文字、絵図、コミュニケーションボード、UDトーク等音声認識アプ
リ、手話等を活用した情報の伝達、状況の説明が必要である。 

 
盲 ろ う 者 
 

○視覚と聴覚の両方に障害をもつため、情報の入手や自分の状況を伝
えることが困難であり、支援する側からの確認・援助が必要である。 

○自力での移動が困難なため、避難支援等の援助が必要である。 

音 声 ・ 言 語 機 能 
障 害 者 

○自分の状況等を伝える際、音声による会話が困難な者や、失語症な
ど脳の言語中枢が損傷して言葉が上手く使えない者には、筆談、絵
図、コミュニケーションボード等を活用した情報の伝達、状況の説
明が必要である。 

肢 体 不 自 由 者 
○自力歩行が困難な場合が多く、避難時には車いす等の器具が必要で
ある。 

内 部 障 害 者 
難 病 患 者 等 

○外見から障害の有無が分からず、自力歩行が出来る者も多いが、治
療、医療資材、医薬品等が必要であり、医療機関による支援が必要
である。 

○自力歩行が困難な場合には、車いす等の器具が必要である。 
○人工呼吸器装着者等は電源や医療機関の支援が必要である。 
○人工透析患者等は定期的に透析を行うため、医療機関の支援が必要
である。 

知 的 障 害 者 

○状況の認識が充分でなく、環境の変化による動揺が見られる場合が
あり、落ち着かせながら、安全な場所への誘導が必要である。 

○コミュニケーションボード等を活用し、文字、絵図等も活用した分
かりやすい方法で情報の伝達、状況の説明が必要である。 

精 神 障 害 者 

○動揺が見られる場合があり、落ち着かせることが必要である。 
○幻聴や幻覚により、情報を聞き入れないことがあるため、丁寧な誘
導が必要である。 

○服薬を継続する必要があり、医療機関の支援が必要である。 

乳 幼 児 ・ 児 童 
○状況の認識が充分でなく、自力での行動が困難なため、避難支援等
の援助が必要である。 

妊 産 婦 
○母体保護及び緊急時における医療機関との連携が必要である。 
○素早い行動が困難であり、配慮した避難支援が必要である。 

外 国 人 
(日本語に不慣れな者) 

○日本語の理解が困難で、多言語による情報提供が必要である。 
○文化や慣習の相違を理解した上で、配慮が必要である。 

 

(3) 要配慮者と避難行動要支援者の関係 

要配慮者のうち、災害が発生し、または災害が発生する恐れがある場合に自ら避難する

ことが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者が避難

行動要支援者となる。このため、支援の必要性が高いか、低いかという観点から自主防災
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組織や民生委員・児童委員等の意見も聞きながら、対象者の重点化、優先化を図り、避難

行動要支援者名簿を精査し、個別避難計画を作成していく必要がある。 

 

【地域で生活する様々な人たち（要配慮者と避難行動要支援者の関係）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
４ ひょうご防災減災推進条例 
 
(1) 条例制定・改正の背景 

平成 25 年に災害対策基本法が改正され、市町長は避難行動要支援者名簿に記載された

情報を、本人同意や当該市町条例に本人の同意がなくても名簿情報の提供を可能とする特

別な定めがある場合に、災害発生に備えた避難支援の実施等に必要な限度で、消防機関や

警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会等の関係機関に提供出来るようになった（災

害時等緊急を要する場合は、本人の同意がなくても名簿情報の提供は可能）。 

これにより、避難行動要支援者に関する名簿情報の提供、ひいては個別避難計画の作成

も進んでいくものと期待された。 

しかし、実際には本人同意の取得が難航し、また、条例に特別な定めを設けるといった

措置等も充分に進んでいないこと等から、平常時の名簿情報の提供も大きく進むことはな

かった。そこで迫り来る南海トラフ巨大地震等に備え、要配慮者に対する支援を強化する

ため、市町は条例制定等の法制上の必要な措置を行うものとするとともに、地域における

防災力の向上等を図ることを目的として、平成 29 年３月、兵庫県ではひょうご安全の日

を定める条例を改正し、ひょうご防災減災推進条例を制定した。 

その後も頻発する自然災害に際して、多くの要配慮者が犠牲となる中、令和３年、円滑

かつ迅速な避難の確保と実施体制の強化を図るため、個別避難計画の作成を市町の努力義

務とするなど、災害対策基本法の一部がさらに改正された。 

これを踏まえて、本県においても、個別避難計画の作成が一層進むよう本条例を改正し、

所要の整備を行うこととした。 

 

(2) 条例の規定 

① 各主体の取組(概要) 

ひょうご防災減災推進条例では、県・市町・事業者・自主防災組織等・県民等の５つ

の主体別に、安全で安心な社会づくりを進めるために必要な取組を規定している。なお、

以下の点を令和３年度に改正している。 
 

○ 個別避難計画については、従前自主防災組織等が主体となって取り組むこととしてい
たところ、災害対策基本法改正により、個別避難計画作成が市町の努力義務とされたこ
とを踏まえ、個別避難計画作成主体を市町であると明記するとともに、自主防災組織等
は引き続き個別避難計画作成に参画することとした。 

○ 地域に避難行動要支援者の情報を提供するための措置について、災害対策基本法改正
を踏まえ、避難行動要支援者名簿に加え、個別避難計画情報についても同様の措置によ

〈避難行動要支援者〉 
自ら避難することが困難な住民 

 社会福祉施設の入所者や 
長期入院患者を含む 

〈要配慮者〉避難行動やその後の避難生活に配慮を要する者
 

自宅で生活する住民 
 

自宅外で生活する住民 
 

    グループホームの生活者を含む 
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り提供するよう追加することとした。 
 

取 組 主 体 取 組 の 概 要 

県 
○ 県民が行う耐震等防災減災のための活動の支援 
○ 防災減災に関する研究等の支援 
○ 市町が行う防災減災の取組を促進する事業         等 

市 町 

○ 指定避難所の指定及び整備等を行う事業 
○ 個別避難計画の作成等避難行動要支援者や特に配慮を要す 
る者を支援する事業 
○ 避難行動要支援者名簿の情報及び個別避難計画情報を自主 
防災組織等に提供するための法制上の措置等の実施    等 

事 業 者 
○ 災害時の事業継続等に必要な措置を定めた計画の策定 
○ 災害時の従業員ボランティア活動の推進 
○ 災害復旧等に要する物資等提供のための協定締結   等 

自主防災組織等 
○ 地区防災計画の提案及び防災減災活動の実施 
○ 個別避難計画の作成への参画及び防災訓練      等 

県 民 等 
○ 災害時のボランティア活動 
○ 互いに支え合う地域社会づくりに資する活動     等 

 

② 市町及び自主防災組織等の取組に関する規定(抜粋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（市町の取組） 
第３条 市町は、防災減災の取組を推進するため、次に掲げる事業に取り組むも
のとする。 

(１) 災害対策基本法（以下「法」という。）第 49 条の７第１項に規定する指定 
避難所の指定及び整備等を行う事業 

(２) 法第 49 条の 14 第１項に規定する個別避難計画（以下「個別避難計画」と
いう。）の作成等法第 49 条の 10 第１項に規定する避難行動要支援者（以下「避
難行動要支援者」という。）その他の特に配慮を要する者を支援する事業 

(３) ～(５) (略) 
２ (略) 
３ 市町は、災害の発生に備え、自主防災組織等（法第２条の２第２号に規定す
る自主防災組織、自治会等の民間団体をいう。以下同じ。）に対し避難行動要支
援者の法第 49 条の 11 第１項に規定する名簿情報又は法第 49 条の 15 第１項に
規定する個別避難計画情報を提供するため、法第 49 条の 11 第２項ただし書又
は第 49 条の 15 第２項ただし書に規定する特別の定めを設ける条例を制定する
等法制上の措置その他の必要な措置を行うものとする。 

 
（自主防災組織等の取組） 
第５条 自主防災組織等は、法第 42 条第３項に規定する地区防災計画の提案及び 
当該計画に基づく防災減災のための活動に取り組むものとする。 

２ 自主防災組織等は、個別避難計画の作成への参画及び当該計画に基づく防災 
訓練等に取り組むものとする。 
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１ 要配慮者支援の基本的な考え方 
 
(1) )要配慮者本位の避難支援の推進 

     災害時の被災者のうち、とりわけ支援を要する人の概念は、昭和 60 年前後の火災や土

砂災害で高齢者や障害者等の顕著な被害を背景にした「災害弱者」、平成７年の阪神・淡

路大震災を契機とした被災後の生活支援のあり方も背景にした「災害時要援護者」から、

命を守るための避難行動の重要性とその避難対策も見据えた「要配慮者」と「避難行動

要支援者」等に至るまで、国内における大きな災害を経るごとに、その概念は変遷して

きている。現在では、避難行動時からその後の避難生活に及ぶフェーズに応じた支援を

進めていかなければならない。 

    要配慮者の範疇に関しても、認知症高齢者や文化・習慣の異なる在留外国人、外国人

旅行者の増加等、その範疇が広がる中、それぞれの特性に応じた避難支援が求められて

いる。 

   また、平成 27 年の第３回国連防災世界会議で策定された「仙台防災枠組 2015-2030」

における「インクルーシブ（排除のない）」で「アクセシブル（障壁のない）」な要配慮

者の意思を尊重した防災減災対策を推進する旨の宣言や、平成 28 年の障害者差別解消法

の施行に伴い、災害時を含め障害者に対する合理的配慮の提供が行政機関には義務とな

り、自治会等には努力義務（※）となるなど、国内外双方から要配慮者本位の支援が求

められている。 

行政機関や自治会等においては、このようなことを踏まえ、避難行動時や避難所等に

おいて、その負担が過度でないかぎり、要配慮者への支援にあたることを心がけなけれ

ばならない。 

※ 令和３年に成立した改正障害者差別解消法により、合理的配慮が民間事業者に義

務づけられ、３年以内に施行される。 

 

(2) )災害時ケアマネジメントの確立 

要配慮者の特性は個人によって様々で、災害時においても、平常時のケアマネジメン

トを基本に置くことが重要である。 

それぞれの意思や能力を尊重し、本人が持つ潜在的な力を引き出すことで、要配慮者

は生活や環境をコントロールすることができるようになると考えられている（エンパワ

メント）。エンパワメントには、要配慮者の「自助力」を最大限に高める効果も期待され、

どのような配慮、ひいてはどのような支援を必要とするかにも繋がる。そのため、エン

パワメントを充分に引き出したうえで、平常時からの事前準備・災害時の避難・避難後

の生活までを含めた「災害時ケアマネジメント」として、支援を組み立てていく必要が

ある。 
 
【平常時のケアマネジメント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 要配慮者支援の基本的な考え方                  - 第２編 - 

社会的ケアを必要とする人々に対し、最も効果的かつ効率的なサービスや資源を提供する

とともに、そのサービス等が有効に利用されているかを継続的にモニタリング・評価するこ

とを言う。 

ケアマネジャーや相談支援専門員等の福祉専門職の重要な役割である。 
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【災害時のケアマネジメントに基づく支援の組み立て】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 防災と福祉の連携 

 ① 要配慮者対策と包括的な支援体制の連携 

    地域共生社会の実現を目指して各市町で包括的な支援体制の整備が進められる中で、

社会福祉法人等は施設やヘルパーなどの人材を有し、平常時に高齢者や障害者等に多く

のサービスを提供しており、平常時における要配慮者の支援システムが構築されている。

災害時にあってもこのようなシステムが働き、要配慮者の避難支援と被災後であっても

サービス等を継続することが求められる。このような平常時から災害時まで一貫したケ

アマネジメントを行っていくためには、災害時の要配慮者対策と包括的な支援体制の連

携が重要である。 

そのためには、平常時と災害時にはその対応が異なるなどの問題はあるものの、円滑

な要配慮者支援の実現に向けて、それを乗り越えて相互理解を一層深め、相互の対策を

連携して進めていく必要がある。 

※ 包括的な支援体制は地域包括ケアシステムの理念を高齢者だけでなく障害者や子ど

もなども対象に含めて普遍化したものであり、地域住民及び関係機関の相互の協力によ

る地域生活課題の解決が求められている。こうした福祉分野の新たな動きも的確に把握

しておく必要がある。 

 

 ② 市町における福祉部局と防災部局の連携 

   要配慮者対策と包括的な支援体制を連携して進めていくためには、高齢者等の福祉施

策を進める福祉部局において災害時におけるケアマネジメント体制の構築を図るととも

に、当該要配慮者の置かれた災害リスクや効果的な安全確保行動等の検討に当たって、

防災部局と連携を図る必要がある。 

福祉部局が有する要介護度、障害の支援区分等の個人情報や介助の手法等のノウハウ、

防災部局が有する地域のハザード情報や安全に避難するためのノウハウ等、相互に活用

されることが望ましい。 

そのためには、平常時から要配慮者支援班の設置や要配慮者支援推進会議を開催して

おくことが有効な手段となる。（第３編参照） 

 

 ③ 地域における福祉専門職や避難支援等関係者等の連携 

   ケアマネジャーや相談支援専門員等の福祉専門職は、補助具等活用の有無、医薬品の

服用等、要配慮者一人一人の状況を熟知し、ケアプランの作成等を通じて、信頼関係を

築いている。自主防災組織等の避難支援等関係者は、地域において要配慮者対策を円滑

に進めるに当たっては、近隣の人的・物的資源を把握し、災害時には住民の相互協力の

もと支援活動等を行う。 

要配慮者の特性等に応じた実効性の高い対策を実現していくためには、こうした福祉

災害時ケアマネジメントの視点に基づく要配慮者支援により、ニーズのミスマッチを防止

（要配慮者本人の意思や特性に配慮した事前準備～災害時の避難～避難後の生活までを含

む総合的な支援により、直接死・災害関連死のリスクを軽減）する。 

  
要配慮者本位  

どんなことができるか 
どのような支援が必要か 

 

エンパワメント 

避難時の支援 
避難後の支援 

生 活 
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専門職と地域の避難支援等関係者とが連携して対応に当たることが最も有効であり、そ

のためにも様々な方法により、連携体制を築いておくべきである。 

 

【様々な連携方法】 
 

○ 福祉専門職とのネットワークを作り、福祉施設の見学や福祉講習会への参加等を通じ、避難 
支援等関係者の支援技能・技術を向上する。 

○ 社会福祉協議会や障害者団体と連携し、福祉に対する住民の理解力を高める。 

○ 自立支援協議会の防災部会や地域ケア会議等に自主防災組織等が参画し、地域内の要配慮者 

情報や留意点等を把握しておく。 

○ 自主防災組織等との連携が円滑に進むよう、県や市町等の行政機関が福祉専門職に対して防 

災知識の習得等を目的とした研修を実施する。 

 

また、要配慮者支援においては、医療機関（入院）との連携も重要になる。災害時に主

たる介護者が介護できない場合等に短期間施設で介護を実施する緊急入所等で活用する

特別養護老人ホームや障害者支援施設は、概ね二次医療圏域単位で設置されており、連携

に当たって、県は、市町域内だけに限定せず、二次医療圏域内でのネットワークづくりを

推進する。 

 

(4) 自助・共助の体制確立 

  災害時の避難に関しては、「自助」の考え方に基づき、自身はもとより家族や友人、福

祉サービス事業者等幅広いマンパワーの活用、さらに「共助」としての地域での支え合い

が必要である。 

  要配慮者においても、住まいの耐震化や室内安全対策、食料の備蓄など自らできること

は自ら率先して進めるとともに、本人の自助力が決して高くないことも踏まえて、家族が

支え合える体制をしっかり構築しておく必要がある。 

  そのうえで、地域の自主防災組織、自治会、民生委員・児童委員等が連携して共助の体

制を確立し、避難行動時における支援の実践や避難所の運営協力等、地域住民が力を合わ

せて、要配慮者への支援を行っていくことが必要である。 

 

① 血縁 （家族の繋がりによる支援） 

日頃から要配慮者自身が、自ら防災対策を実践するとともに、同居する家族等がいる

場合は、緊急時にしっかりとサポートできる自助の体制を構築しておくことが重要であ

る。 

要配慮者が一人暮らしをしている場合も、家族等は平常時から状況を確認するととも

に、地域の避難支援等関係者や福祉事業者とも綿密に連絡を取り合い、常に防災意識を

高めておき、要配慮者を家族等の「絆」で物心両面からしっかりと支えることは、災害

時に有益である。 

近隣住民へは緊急時の連絡先として家族の電話番号（固定電話、携帯電話番号とも）

を伝えておくとともに、災害が発生した際の状況確認や支援等をあらかじめ依頼してお

くこと、台風接近時などの場合にあっては、家族が地域とともに事前に要配慮者の避難

支援を行うなどの調整をすることが必要である。 

また、介護者の高齢化（老老介護）が進んでいる場合や、要配慮者が行動障害を有す

る障害者や重症心身障害者等である場合は、同居していても、家族だけでの対応が難し

いこともあり、各家庭の個別事情を踏まえて「自助」「共助」「公助」を組み合わせた支
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援体制の構築が必要である。 

 

② 地縁等（様々な繋がりによる支援） 

行政から避難行動要支援者の情報を提供しても、自治会等にそれを受け止め、活用し

ていく意識と体制がなければ実効性のある避難に結びつかないため、防災訓練の際に実

際に要配慮者の避難誘導訓練を取り入れることにより顔見知りになっておくほか、地域

のイベントなどを通じて近所のつながり（地縁）の充実を図っていく。そのためには、

日頃から近所の人たちによる外出時の手引きや重い荷物を持ってあげるなどの思いやり、

声かけや見守りが行われるような地域コミュニティづくりを進め、災害時における対応

力の向上を図ることが重要である。 

また、家族や親戚などの「血縁」に加え、事業所や支援ボランティア、介護保険サー

ビス事業者など、要配慮者が日頃からつながっている様々な「縁」を充実させ、要配慮

者が安全で安心して暮らせる地域社会の実現をめざす。 

 

(5)「助かった命を守る」切れ目のない支援 

  避難行動要支援者が、災害に直面している時だけでなく、被災後の生活においても命の

危険にさらされることがあるため、助かった命を守り、災害関連死を防ぐため、必要な人

に必要なサービスを提供できるように、避難実施後においても、切れ目なく対策を講じて

いく必要がある。 

特に、日常生活を営んでいた地域コミュニティの存在は大きいため、避難行動要支援者

が疎外感や孤独感を抱くことのないよう、支援の各段階において、コミュニティとの関わ

りを維持することに努める。 

また、避難生活が長引く中では、生きがいづくりや自立支援を含む総合的なケアが必要

である。 
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【本指針が想定する支援のモデルフロー】 

平常時、災害発生前、災害発生後を通して、市町防災部局・福祉部局が中心となり、切れ

目のない要配慮者支援を行う体制を整備する。 
  
○:平常時 

市町災害対策 
(防災部局中心） 

 避難支援組織 
避難行動要支援者 要配慮者支援班 

（福祉部局中心） 
役員等(窓口) 避難支援等関係者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

○:災害発生前 

市町災害対策 
(防災部局中心） 

 
避難支援組織 避難支援等実施者 避難行動要支援者 要配慮者支援班 

（福祉部局中心） 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

避難訓練の実施 

避難支援組織の整備 

本人・地域
記入の個別
避難計画等
の作成 

個別避難計画の作成（福祉専門職・避難支
援組織等と連携） 
個別避難計画作成優先順位の決定 
ハイリスク者の個別避難計画を優先的に作成 

定期的な名簿更新 

避難支援等実
施者の選任の
協力 

必要に応じて名簿提
供についての本人の
意向を確認 

避難方法、避難場所等を相談 

避難支援
ﾏｯﾌﾟ作成 

避難行動要支援者名簿の作成 
福祉専門職・避難支援組織等から情報収集 

配布 

本人の希望
を聴取 

名簿共有に
関する意思
表示 

必要な情報
を提供 

避難所の指定・ 
環境整備 

情報伝達体制の 
整備 

備蓄物資の準備 
避難行動要支援者名
簿の情報を提供 

制度の広報・地域説明会の開催 

個別避難計画情報の提供 

配布 

必要に応じた個別避難計画見直し 

高齢者等避難
の発令 

避難開始 
要配慮者支援推進会
議開催 

避難所の開設 

避難支援・避難 避難所の運営 

安否確認・集約 

避難所運営委員
会開催 

（災 害 発 生） 

被災者台帳整備 

避難指示発令 

要配慮者支援班の設置 

要配慮者支援推進会議の開催 

避難支援行動を開始 
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○災害発生後 
  災害発生後は、被災者ローラー作戦による新たな要配慮者の探索、要配慮者トリアージ
による福祉避難所等への移送の決定、専門家による支援を実施することで、避難行動要支
援者の安全・安心な生活への復帰を目指す。 

 

要配慮者以外の者 

（地域（自宅等）） 

要配慮者 

［地域（自宅等）で生活］ 
社会福祉 
施設入所 

医療機関 
入院 

 

 

 

 

 

自宅・ 
親戚宅等 

（在宅避

難等も含

む） 

指定緊急避難場所 
(一時避難ビル、公園
等） 
 
 
 
 
 
 

一般避難所 福祉避難所 福祉施設 医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
自宅・ 
親戚宅等 
（在宅避
難等も含
む） 

指定緊急避難場所 
 
 
 
 
 
 

一般避難所 
仮設住宅 

福祉避難所 福祉施設 医療機関 

 

 

 

 

 

災  害  発  生 

入院患者 
安全確保 

入所者 
安全確保 

○支援スタッ
フ配置 

○要配慮者用
食料・物資
の供給 

○要配慮者用窓口
設置 

○避難所の環境整
備（個室等） 

○要配慮者用食

料・物資の供給 

被災者ローラー作戦の実施 
○保健師・看護師等を中心として、自主防災組織等の地域住民の協力を

得て、全被災者を対象に健康状態や福祉ニーズを調査 
○必要に応じて避難行動要支援者名簿を本人同意なしで応援チーム等に提供 
○名簿登載者に加え被災による新たな要配慮者を探索 
○災害が収束するまで繰り返し実施 

専門家による支援 
○必要に応じてこころのケアな

どの専門家チームを投入 

事業継続 

緊急入院 

○救助・救出 
○避難所として追

加指定 
○食料・物資・情報

の提供 

移送 

ボランティアとの連携 

人工透析・在宅酸素療養患者・難病患者等への医療支援 

被害を受けた場合は患
者・入所者を他施設へ 

介護保険サービスや障害福祉サービス等の継続提供 

それぞれのふさわしい場所へ（安全・安心な生活への復帰） 

 
保健医療福祉 
サービスの提供 

要配慮者トリアージ 
○保健師・看護師・精神保健福祉士等が支援が必要な人の優先度を決定 

※社会福祉施設や精神

科病院等は土砂・洪水災

害等に脆弱な区域に立

地しているものもある

ため、緊密な状況確認を

実施 

安否確認 
緊急避難 

個別避難計画に従って
避難 

緊急入所 
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 (6) 避難に関する意識の醸成と実践活動に向けた啓発 

 ① 防災リテラシーの向上 

防災リテラシーとは、防災についての正確な理解をもとに、災害やハザードに係る状

況・情報を理解･認識し、これらに応じた適切な行動を実践できることをいう。 

地域住民の確実な避難実施を推進するためにも、要配慮者をはじめ地域住民に対して

防災リテラシーを向上してもらい、災害時にはその力を活かした行動が取れるよう、避

難意識の醸成や防災教育の推進、普及啓発等を図っていくことが必要である。 
 

 ② 地域住民の実践活動に向けた啓発 

地域住民が普段から協力して災害に備えた実践活動をすることで、防災意識の向上に

繋がり、ひいては災害時の避難行動に円滑に移ることが可能になる。 

そのためには、地域住民が助け合い、日常から避難路を確認しながら逃げる訓練や地

域で防災について考える機会となる研修会等、啓発活動を展開していかなければならな

い。 
   
【実践活動の例】 

 

 

 

 

 

 

 

【要配慮者対策における各主体の主な役割】 

各主体 平常時 
災害時 

避難行動時 避難後 
 
 
 
 
要配慮者 
本人・家族 

○災害に備え事前の話合い 
○個別避難計画への必要事項 

記載 
○命を守るための個人情報の 

利用（自治会等への提供） 
○行事に参加するなど地域と 

の関係の維持 
○当事者団体や支援者グルー 

プとの関係の構築 
○薬剤・器材の備蓄 
○避難訓練への参加 

○入手しにくい薬剤・器 
材の持ち出し 

○かかりつけ医・利用し 
ている介護保険サー 
ビス等の情報の携帯 

○自主防災組織や避難 
支援等実施者に自ら 
連絡をとっての避難 

○避難所管理者等にニ 
ーズを的確に伝達 

自治会 
自主防災組織等 

○避難支援組織の設置 
○本人・家族との協議の取り 

付け 
○避難行動要支援者名簿の厳 

重な管理 
○個別避難計画の作成への参 

画（避難行動要支援者一人 
ひとりの避難支援等実施者 
選任の協力） 

○地区防災計画の作成 
○防災マップ等の作成 
○避難訓練の実施 

○高齢者等避難や避難 
指示等の情報伝達 

○避難行動要支援者の 
避難支援 

○避難行動要支援者ら 
の安否確認 

○避難所運営への参画 
○要配慮者を発見した 
場合は避難所の管理 
者に通報 

○避難所における要配 
慮者への配慮（年齢・ 
性別・障害特性等） 

○要配慮者の状態の把 
 握 

地域住民 

○自治会・自主防災組織の活
動への協力 

○地域における防災の実践活
動 

○避難支援等実施者選任等個
別避難計画作成への協力 

○避難訓練等への参加 

○避難情報に従った率 
 先した避難 
○周囲への声かけ 
○避難行動要支援者の 

避難支援への協力 

○避難所運営への協力 
○要配慮者への理解、 
支援 

 
 

   

○ 家族で話し合い、避難場所をあらかじめ決めておく取組 
○ 大声で津波到来を叫びながらてんでばらばらに避難路を逃げる訓練 
○ 避難に関する研修会の実施 
○ 避難したことを示す標識（シール等）の作成・配付 
○ あいさつ等、日頃からの近所づきあいによる信頼関係づくり             等 
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各主体 平常時 
災害時 

避難行動時 避難後 

民生委員・ 
児童委員 

○要配慮者の状態の把握 
○要配慮者の生活に関する相 

談対応、助言その他の援助 
○福祉サービスを適切に利用 

するために必要な情報の提 
供、その他の援助 

○福祉事業者との連携・活動
支援 

○個別避難計画作成への参画 

○情報伝達等 ○要配慮者の状態の把 
 握 

消防団（員）・ 
水防団（員） 

○消火訓練・応急手当訓練の 
実施 

○広報及び啓発による災害予 
 防 

○事前の取り決めに基 
づく防潮水門の閉鎖 

○水防活動の実施 
○被災者の救助 

－ 

社会福祉協議会 

○小地域福祉活動、地域の見 
守り活動の支援、防災マッ 
プ等の作成 

○ボランティア育成、ボラン 
ティアセンターの運営 

○地域福祉推進計画の策定・ 
地域福祉の推進 

○民生委員・児童委員との連
携、要配慮者への生活支
援・権利擁護 

○個別避難計画作成への参画 

○民生委員・児童委員 
等による情報伝達等 
に対する支援 

○福祉事業者との連携・ 
活動支援 

○在宅被災者のニーズ 
調査 

○災害ボランティアの 
受入やコーディネー 
ト（災害ボランティ 
アセンター） 

○被災福祉施設の支援 
○生活資金貸付 

介護保険サー 
ビス事業者・ 
障害福祉サー 
ビス事業者等 
（訪問系等） 

○災害時の支援について市町 
等との協定締結 

○個別避難計画等の作成支援・ 
助言 

 

○サービス利用者の安 
否確認 

○避難支援 

○介護保険サービス等 
の継続 

○避難所での介護保険 
サービス等の提供 

介護保険サー 
ビス事業者・ 
障害福祉サー 
ビス事業者等 
（通所系等） 

○災害時の支援について市町 
等との協定締結 

○個別避難計画等の作成支援・ 
助言 

○耐震化等事業継続に備えた 
対策の実施 

○福祉避難所として市町等と 
の協定締結 

○サービス利用者の安 
全確保・安否確認 

○避難支援 
○福祉避難所の開設へ 
の協力 

○介護保険サービス等 
の継続 

○福祉避難所の運営へ 
の協力 

福祉施設 
（入所系） 

○耐震化等事業継続に備えた 
対策の実施 

○定員外受入可能人数の確認 
○福祉避難所として市町等と 

の協定締結 

○入居者の安全確保 
○必要に応じて他施設 
等への入居者の転送 

○福祉避難所の開設へ 
の協力 

○福祉避難所の運営へ 
の協力 

○緊急入所に対応 
（定員外受入等） 

市 町 

○要配慮者の支援に関する事 
項が盛り込まれた市町地域 
福祉計画の策定 

○要配慮者支援班の設置、要 
配慮者支援推進会議の開催 

○情報伝達体制の整備 
○一般避難所・福祉避難所の 

指定 
（施設管理者等と協定締結） 
○避難所施設の環境整備 
○食料・物資の備蓄 
○避難行動要支援者名簿の作 
 成 
○避難行動要支援者名簿及び 

個別避難計画の情報共有を 
推進するための条例等制定 

○個別避難計画の作成 
○防災と福祉の連携 

○避難指示等の発令 
○安否情報の集約 
○施設の被害状況の確認 
○避難所の開設 
○食料・物資の提供 
○関係機関による要配 

慮者支援推進会議の 
開催 

○被災者ローラー作戦 
の実施 

○被災者トリアージの 
 実施 
○必要に応じて専門家 
 チームの投入 
○介護保険サービスや 
 障害福祉サービス等 
 の提供調整 
○県等への応援の要請 
 

県 

○市町研修会の開催 
○防災リーダーの育成 
○自主防災組織の活動支援 
○防災と福祉の連携（研修会開

催、関係団体との連携促進、
個別避難計画作成促進等） 

○広域的な福祉避難所協定締
結等の推進 

○県管理施設等の被害 
 状況の確認 
○関連情報（気象、防災、 
災害等）の整理・提 
供 

○関係機関による連絡 
 会議の開催 

○食料、物資、人材支 
 援 
○県内市町、関西広域 
 連合、国への支援調 
 整 
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２ 市町地域福祉計画の活用 
 

市町地域福祉計画は、地域福祉の推進主体である地域住民等の参加を得て、地域生活の

課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策の内容や量、体制等につ

いて、多様な機関や専門職も含めて協議の上、計画を整備し、定期的に調査、分析及び評

価を行うことになっている（社会福祉法第 107 条）。 

  この計画の整備に当たっては、避難支援体制の整備や名簿の情報提供、個別避難計画の

作成等（必要ならば個別避難計画の作成率等も）も反映させることにより、災害時も含め

た地域福祉の向上のみならず、防災分野と福祉分野の取組のさらなる連携の向上が期待さ

れる（老人福祉計画や障害福祉計画に反映することも考えられる）。 

 

【地域福祉計画で要配慮者支援を位置付けている例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［姫路市地域福祉計画（令和３年３月策定）］ 

 近年の自然災害による甚大な被害発生などにより、防災意識が高まってきています。 

そのような中、本市では、総合防災訓練の実施や、災害時における福祉避難所に関する

協定の締結、災害時要援護者地域支援協議会による避難支援体制の整備などに取り組ん

でいます。 

実態意向調査の結果では、避難支援者になることについて、「自分の家族、親族であれ

ば、避難支援者になっても良い」が６割、「友人、知人であれば、避難支援者になっても

良い」が４割となっています。一方で、隣近所で支援を必要とする人（高齢者・障害者

（児）等）がいる世帯を「知らない」の割合が約６割となっています。 

今後も災害時に介助などの特別な支援を必要とする人の避難支援体制の整備を進める

とともに、福祉避難所の運営体制の充実を図ります。 

 

【重点方策】 

自治体（市域全体）  

○福祉避難所運営体制の充実 

災害時に介助や見守りなど特別な支援を必要とする人が安心して避難生活を送ること

ができるよう、福祉避難所の開設・運営訓練や器材整備等を行い、運営体制の充実を図

ります。 

 

日常生活圏域（複数の中学校区）  

○地域拠点施設における要援護者支援 

福祉避難所として、保健福祉サービスセンターや特別支援学校等の公共施設を活用す

るとともに、要援護者にかかる生活支援のノウハウを有する特別養護老人ホーム等の福

祉施設等における受入体制の整備を推進します。 

 

自治会圏域（小学校区）  

○地域に根ざした要援護者支援と見守りの推進 

災害時要援護者地域支援協議会において、災害時要援護者台帳の登録や避難行動要支

援者名簿情報の提供を通じ、災害時に自力で安全な場所への避難が困難な高齢者や障害

のある人等の災害時要援護者を把握するとともに、避難支援訓練や研修会を実施するな

ど、地域の実情に応じた支援体制づくりに取り組むことにより、平常時における地域の

見守りや支え合いを推進します。 
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１ 地域における避難支援体制の整備 
 
(1) 基本的な考え方 

災害時に避難行動要支援者の迅速かつ安全な避難を図るため、自主防災組織、民生委員・
児童委員、自治会等地域で活動する団体等による「避難支援組織」の設置など地域の避難
支援体制を整備する。 
避難支援体制の整備に当たっては、あらかじめ制度の仕組みや内容について広報や地域

での説明会等を重ね、地域住民や避難行動要支援者本人、家族等の理解を求める必要があ
る。 
また、地域行事への避難行動要支援者の参加や避難行動要支援者と地域住民との懇談会

の開催など、日頃から避難行動要支援者と地域との交流の場を設けるよう自主防災組織等
に働きかけ、地域コミュニティの共助意識の醸成を図る。 

 
(2) 地域における避難支援体制の整備 
 ① 避難支援組織の設置 

自主防災組織単位を基本に、以下の点に留意して地域で活動する様々な組織や団体の
参画を得て、地域ぐるみで避難行動要支援者の避難を支援する体制を整備する。 

 
○ 整備に当たっては、個別避難計画の作成をはじめ地域における要配慮者対策の確実な
実施を図るため、自主防災組織や自治会などの既存のコミュニティ組織を核に、地域
の事業者、教育機関、社会福祉施設や社会福祉協議会がすすめる小地域福祉活動など
との連携も検討する。 

○ 自主防災組織単位では避難支援等実施者の確保ができないなど、避難支援体制の構築
が困難な場合、概ね小学校区内の近隣の自主防災組織が協働して避難支援組織を作る
ことも検討する。 

○ 自治会や自主防災組織が存在しない地域については、隣接する避難支援組織の対象エ
リアの拡大でカバーするほか、マンションの管理組合等を巻き込んで新たに組織を立
ち上げることも検討する。 

○ 地域に存在する医療・福祉の専門家を把握し、協力を求める。 
○ 組織の運営に当たっては、避難行動要支援者本人や家族の参加・意向反映に留意する
とともに、自治会に加入していない住民も含めるように地域内で働きかける。 

 

【避難支援組織（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 災害に備えて                                       - 第３編 - 

○福祉・医療関連機関 

 ・民生委員・児童委員  ・社会福祉協議会（福祉委員等） ・身体障害者相談員等 

 ・福祉ボランティア団体 ・老人クラブ          ・民生・児童協力委員 

 ・福祉・看護関係事業者 ・各種障害者団体        ・子ども会    等 

○防災等関連機関 

 ・自主防災組織、消防団、婦人防火クラブ  等 

○その他 

 ・学校、企業  等 



 

16 
 

【専門家の例】 

 

 

 

 

 

 

【姫路市における避難支援組織】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 避難行動要支援者名簿の掲載不同意者への対応担当者の選定 
避難行動要支援者名簿の掲載不同意者リストについて、緊急時に市町から避難支援組

織に情報が開示される場合に備え、その緊急対応等にあたる担当者をあらかじめ決めて
おくなど、余裕をもった体制整備を心がける。 

 
(3) 市町における体制の整備 
 ① 要配慮者支援班の設置 

福祉関係部局を中心とした横断的な組織として「要配慮者支援班」を設けるなど、要
配慮者の支援業務を的確に実施するための体制を整備する。 

 
 【要配慮者支援班のイメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 

・医師、看護師、保健師 

・ケアマネジャー（介護支援専門員）、相談支援専門員、訪問介護員（ホームヘルパー） 

・精神保健福祉士、社会福祉士 

・語学通訳者、手話通訳者 等 

○○地区災害時要援護者支援協議会 

監事 

会長 
副会長 
会計 

・ ・ 

・（
老
人
ク
ラ
ブ
会
長
） 

・（
婦
人
会
長
） 

・社
協
支
部
長 

・消
防
団
分
団
長 

・民
生
・児
童
委
員 

・単
位
自
主
防
災
会
長 

地
区
連
合
自
主
防
災
会 

社
協
支
部 

（婦
人
会
） 

（老
人
ク
ラ
ブ
） 

消
防
団
分
団 

○○地区住民 

［位置づけ］ 
 平常時は、防災関係部局や福祉関係部局等で横断的なプロジェクトチームを設置 
 災害対策本部設置時には本部における班として位置づけ 
［業  務］ 
 平常時：要配慮者情報の共有化、要配慮者参加型の防災訓練の企画・実施、広報等 
 災害時：高齢者等避難の発令情報等の伝達業務、避難支援、安否確認・避難状況の把 

握、避難所の要配慮者担当等との連携・情報共有等 
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② 要配慮者支援推進会議の開催  
各地区の避難支援組織と連携し、市町における避難行動要支援者対策を推進していく

組織として、平常時から関係機関、当事者団体や支援団体等による要配慮者支援推進会
議を設置する。その上で、関係機関等との連携方策をあらかじめ協議・決定し、必要に
応じて協定を締結するなど連携強化に努める。 
個別避難計画の作成に当たっては、当該会議を避難支援等関係者間の連絡会議に位置

づけ、福祉専門職等の参加を促し、個別避難計画作成優先度の判断やそれに基づく対象
地区・対象者の選定、本人・地域記入の個別避難計画作成の相談・指導等を行うことも
検討する。 
なお、福祉部局が主催する会議（自立支援協議会、地域ケア会議）に防災部会を設置

し、これらを要配慮者支援推進会議として活用することも検討する。 
 

【主な構成員（例）】 

 

 

 

 

 

 

 
③ 人材の育成 

職員に対して災害対応と要配慮者支援の両者の研修を行い、市町域内の関係団体や外
部からの応援チームとの調整ができる人材や、要配慮者支援対策のできる人材の育成に
努める。 
また、地域の共助力を高めるため、自主防災組織等に対し、障害特性の理解促進（発

達障害、高次脳機能障害等）や配慮事項、支援方法等に関する学習会や福祉施設見学会
を開催するほか、福祉事業所を対象とする防災訓練等を通じ、災害時の避難誘導や発災
直後の安否確認、避難所での生活支援等において、自らの生命、安全を守りつつ、要配
慮者の支援に協力してもらえる住民や関係団体における支援人材の育成を図る。 

 
④ 受援力の向上 

大規模災害時には広域的な応援も含め、様々な人的・物的資源を有効に活用していく
ことが必要となる。 
そのため、事前に支援の受入・配置の計画策定や体制整備を進めるとともに、専門的

な知識や経験を有する職能団体や NPO、ボランティア、社会福祉協議会等と協定を締結
するなど、関係団体との連携を強化する。 
また、被害が大規模で市町域内の資源で対応することが困難となる場合に備え、近隣

市町・県等との応援協定の締結や、応援チームや組織の受入を想定した受援計画の策定
など、受援力の向上に努める。 

 
(4) 避難支援訓練等の実施  

要配慮者支援班や避難支援組織等が主導して、地域ぐるみの避難支援訓練等を実施する
ことにより、実効性のある要配慮者支援体制の確立を図る。 
避難訓練等を実施するに当たっては、企画段階からの要配慮者本人や家族、支援者らの

参加も視野に入れ、情報伝達、避難支援等が実際に機能するか点検しておく。 
  なお、訓練の実施に際しては、ボランティア保険等の加入を検討する。 
 
 
 
 

・行政防災関係部局（○○課）  ・行政福祉関係部局（○○課） 
・健康福祉事務所        ・民生委員・児童委員 
・社会福祉協議会        ・各種障害者団体  ・ボランティア団体 
・地域包括支援センター     ・福祉施設 
・老人クラブ          ・消防団、自主防災組織等の防災組織 
・自治会組織          ・その他、構成員 
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２  避難行動要支援者名簿の整備 
 
(1) 基本的な考え方 

災害時に安否確認、避難支援及び生活支援を的確に行うため、県が有する情報も含めて
市町において平常時から避難行動要支援者の所在情報等を把握し、それらの情報を自治会
や避難支援等実施者が災害時に活用できるよう、避難行動要支援者名簿として整理してお
く。 
また、行政の保有する情報をもとに形式的な要件で線引きした場合、実態との間に齟齬

が生じる可能性があるため、民生委員・児童委員等の持つ情報で補正したり、地域の避難
支援体制を整備する際に得られた情報を用いて、できるだけ精査する。 
併せて、寝たきりの高齢者や行動障害を有する障害者、重症心身障害者等は避難行動時

により大きな負担や困難を伴うことから、これらの者は避難行動要支援者名簿の中からあ
らかじめリストアップしておき、できるだけ早急に個別避難計画の作成を行う対象として
おくことが望ましい。 
なお、災害発生後に作成する被災者台帳（個々の被災者の被害の状況や支援の実施状況、

支援に当たっての配慮事項等を一元的に集約した台帳）とのリンクにも配慮する。 
 

(2) 避難行動要支援者の範囲 
避難行動要支援者名簿の対象者は、自ら避難することが困難な者であって、その円滑か

つ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要するものである。一方で、避難支援等実施
者などの地域資源には限りがあるため、真に避難支援が必要な者に限定すべきである。 
例えば、「65 歳以上の高齢者は全て避難行動要支援者」というような整理をすることな

く、この中にあっても要介護度などを踏まえ、支援がなければ避難が出来ない者と情報伝
達の手段によって自ら避難が出来る者を分けて、名簿を整備するなども考えられる。真に
避難支援が必要でないものが数多く名簿に掲載されることにより、災害時の避難支援に支
障が生じることのないよう、避難行動要支援者の整理には留意する必要がある。 
避難行動要支援者の範囲の基準の設定には様々な考え方があるが、一般的には以下の者

を、標準的な避難行動要支援者として扱うことが考えられる（内閣府「避難行動要支援者
の避難行動支援に関する取組指針」（令和３年５月改定）等参照）。 

 

 
上記を基本として、以下の点にも留意し、自主防災組織や福祉専門職、民生委員・児

童委員等の意見も聴き、真に支援を要する者を網羅する。 
 
   ○ 要介護１であっても、認知症があり、支援を必要とするケースがある。 
   ○ 65 歳を超えて障害福祉サービスから介護保険サービスに移行した視覚・聴覚障

害者で、生活上の困難は大きいが、介護認定は比較的軽度になるケースがある。 
   ○ 障害者によっては、スティグマ（偏見）等の問題から、身体障害者手帳を取得

していない者も多い。 
 

① 介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 19条第１項に規定する要介護認定を受けている者の

うち、要介護３以上の判定を受けている者 

② 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条第４項の規定により身体障害者手帳の

交付を受けている者のうち、同法施行規則第５条第１項第２号に規定する障害の等級が１級ま

たは２級である者 

③ 「療育手帳制度について」（昭和 48 年９月 27 日付厚生省発児第 156 号事務次官通知）に規定

する療育手帳の交付を受けている者のうち、障害程度の判定がＡである者 

④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45 条第２項の規定

により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害の等級が１級または２級で

ある者 

⑤ その他、単身世帯や高齢者のみの世帯の者、特定疾患を抱える者、乳幼児・児童、妊婦、外国

人等のうち、特別な支援を要する者 
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   ○ 障害支援区分（例えば３以上）や自立支援医療の受給状況等も勘案することが望
ましい。 
○ 社会福祉施設の入所者や病院の長期入院患者は、避難行動要支援者の対象に含ま
れないが、グループホームについては、当該施設の立地条件などにより避難が難し
いことが予想される場合は、その入居者は避難行動要支援者の対象に含まれること
がある。 

 

(3) 避難行動要支援者名簿の作成 
 ① 市町内部組織が把握する名簿情報 

市町内部で把握している要配慮者に関する情報等に基づき、避難行動要支援者名簿を
作成する。 
名簿作成に当たっては、地域において作成された名簿や収集された情報などを加える

ことが望ましい。 
避難指示発令時等に、対象区域内の避難行動要支援者を迅速に特定・把握するために

は、住所情報に加えて地図情報が不可欠であることから、市町内部で把握している避難
行動要支援者に関する情報を電子データ化、GIS 化をしておくことが望ましい。 

 

【避難行動要支援者名簿に登載する情報（例）】 

 

 

 

 

 

【市町が有する要配慮者関係情報（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

【避難行動要支援者名簿（例）】 

 
 
 
 
 
 
 

② 県健康福祉事務所が把握する名簿情報 
県は、健康福祉事務所（政令市、中核市を除く）で把握している難病患者等について、

その身体の状況等を斟酌し、それらの情報を取り出せるよう整理するとともに、最新の
ものに更新しておく。 
 
※ 市町長は避難行動要支援者名簿の作成のために知事に対して情報提供を求めるこ 
とができる（災害対策基本法第 49 条の 10 第４項）。 

担当部門 情 報 源 把握対象者 

住民登録担当 住民基本台帳 高齢者・乳幼児・児童・外国人 

福祉担当 

身体障害者更生指導台帳 

要介護認定台帳 

療育手帳交付台帳 

精神障害者保健福祉手帳 

身体障害者 

要介護高齢者等 

知的障害者 

精神障害者 

保健担当 妊娠届 妊産婦 

番

号 

氏

名 

性

別 

生年月日等 
住所 

電話番号 

FAX 番号 
避難先 

同居者

の有無 

避難支援等

実施者の有無 

利用中の医療・

福祉サービス 

本人の 

状況 生年月日 年齢 

１            

２ 

・ 

・ 

           

・基本的な情報 

  対象者氏名、生年月日、性別、住所 

・その他の情報 

  対象者住所・電話、同居家族の有無、同居家族名・続柄、利用している医療・介護サービ

ス、かかりつけ医、その他避難支援に必要な情報（身体の状況等） 等 



 

20 
 

【健康福祉事務所が有する要配慮者関係情報（例）】 
 
 
 
 

 
③ 地域内で把握する情報 

自治会及び自主防災組織等の地域団体による見守り活動や声かけ運動、避難支援マッ
プづくりなど平素から住民同士、顔の見える関係を築く取組を支援し、個人情報の保護に
配慮しながら地域内の要配慮者を把握しておくよう働きかける。 
その際、地域で活動する社会福祉協議会、NPO やボランティア、育児サークルとその支

援者、障害者団体、外国人コミュニティ・支援団体などとの連携も図る。 
なお、地域内に社会福祉施設等がある場合は、それらと連携を密にして、施設や入所

者の状況等を可能な限り把握する。 
 
(4) クラウド型被災者支援システムの活用検討 

現在、国で開発中のクラウド型被災者支援システムの活用も検討する必要がある。市町
で作成済の避難行動要支援者名簿をクラウド型被災者支援システムに取り込み、ハザード
マップ上危険な区域に住む者を抽出できる。さらにその者用の個別避難計画のひな形を印
刷できる。独居等社会的孤立の状況を調査する必要はあるが、優先度の高い避難行動要支
援者の絞り込み等に活用できる。 
当該システムは令和３年度中に開発し、令和４年度から運用される見込みである。 
また、名簿作成に当たっては個人番号（マイナンバー）の利用が可能となっている。行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正され、避難
行動要支援者名簿の作成・更新事務について、個人番号の利用ができることとなった。 
クラウド型被災者支援システムにマイナンバーを連携させることで、市町の事務の負担

軽減及び効率化につながるとともに、避難行動要支援者名簿に記載した事項等の更新を随
時、迅速に行うことが期待される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当部門 情 報 源 把握対象者 

保健担当 難病患者リスト 難病患者(在宅人工呼吸器装着者) 
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【クラウド型被災者支援システムの概要（内閣府資料）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 名簿の更新 

市町は住民の転入・転出、要介護認定、身体障害者手帳交付等の事務を通じて避難行動
要支援者名簿を定期的に更新し、最新情報を自治会等の避難支援等関係者に提供する。 

避難行動要支援者の現況の把握については、社会的孤立の防止対策等とともに進めてい
くことも望ましい。 

 

【現況の把握の例】 

 

 

 
 
 
３ 避難行動要支援者名簿の共有 
 
(1) 基本的な考え方 

避難行動要支援者の安否確認や避難支援などを、迅速に漏れなく行うには、支援者が避
難行動要支援者の住所や身体の状況などの情報を事前に把握しておく必要がある。災害に
対しては、支援者が迅速に避難支援を行う必要があるため、市町で把握した避難行動要支
援者名簿を平常時から自主防災組織等の地域団体に提供し、共有しておく。 

避難行動要支援者の個人情報は、犯罪等に使われる恐れもあることから、共有に当たっ
ては情報管理を徹底する。 

 

○小地域見守り活動事業（高砂市） 

 住民で組織する小地域福祉推進組織（小地域福祉部会）において、年間を通じ要配慮者の見

守り活動を実施している。普段と違う状況があった場合は、市社協、地域包括支援センターに

連絡することとなっている。 
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(2) 個人情報保護との関係 
 ① 個人情報の取り扱い  

各市町の個人情報保護条例では、避難行動要支援者名簿情報の事前提供は本人の同意
が前提となっているが、災害対策基本法では、避難行動要支援者が拒否又は不同意の申
出をした場合を除いて、避難行動要支援者名簿情報の提供を可能にするなど、市町の条
例に特別の定めがある場合には、同意を要しないこととされている。「個人情報保護審議
会の意見を聴き、公益上の必要があると認めた時」といった個人情報保護条例上の例外
規定を根拠とする場合も該当する。ひょうご防災減災推進条例では、平常時であっても
避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者名簿の情報提供ができるよう、各市町にお
いてこのような特別の定めを設ける条例の制定といった法制上の措置を行うものとして
いる。 

 
 ② 名簿を地域に提供する際の本人同意  

避難行動要支援者に、名簿情報の共有に関する同意・不同意の確認を行うに当たり、
あらかじめ広報紙等で案内をしておき、情報共有の趣旨説明を兼ねて個別訪問を行うほ
か、郵送（視覚障害者を対象とする場合は点字や SP コード等による対応、知的障害者を
対象とする場合はルビを付す等の配慮が必要）によって一斉に確認を取る等の方法があ
る。どの方法を用いるにせよ、単に「同意」「不同意」の選択肢を設けるだけではなく、
不同意の場合はその理由も併せて確認することで、どのような点に不安を抱いているの
か、誤解をしているだけなのか等を把握することができる。  
個人情報保護審議会に諮問を行う場合は、公益性を立証するために、外部提供するこ

との必要性や提供する範囲、提供する個人情報、管理方法（提供先との協定書の締結等）
等について、全体像を示すことで理解を得やすくなる。 

 
【個別条例を制定している例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 適正な管理の方法 
個人情報保護法では、自治会を含む全事業者に、個人情報収集時における利用目的の

明示や保管する個人情報の管理が求められる。 
災害対策基本法では、避難行動要支援者名簿情報の提供先には守秘義務が課されてい

る（災害対策基本法第 49 条の 13）。情報提供先にどのような情報管理措置を求めるか
の具体的な内容は地域防災計画で定めることとなっている（同第 49 条の 12）が、本人
の同意を得ないで名簿情報の提供を可能とする条例の定めを設ける場合（同第 49 条の
11）は、提供を受けた名簿情報の管理方法（協定書の締結等）を併せて規定することも
考えられる。 
情報の適正な管理の方法としては、具体的には個人データの漏洩、滅失、毀損の防止

その他その個人データの安全管理のための必要な措置を講じることや、本人からの請求
があった場合の誤りの訂正手続き等である。さらに、個人情報の保護に関する研修会を

・神戸市における災害時の要援護者への支援に関する条例 

○主なポイント 

 ①要援護者支援団体の規定   ：団体からの申請により情報提供 

 ②情報提供についての本人同意 ：不同意の意思表示がないときは同意と推定、不同意者の 

情報についても緊急時には提供 

 ③守秘義務等         ：団体と市との間の協定締結、名簿管理者の特定 

 

・明石市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例 

○主なポイント 

 ①情報提供についての本人同意：不要（情報提供を望まない場合は市に届出が必要） 

 ②避難行動要支援者名簿の保管：小学校区コミュニティ・センターその他公共施設で保管 
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定期的に開催することが望ましい。 
 

【市町個人情報保護条例における例外規定の例と適用の考え方】 

条文の例 考え方 

本人の同意があると

き 

○本人の同意の範囲内で利用・提供が可能である。 

○郵送や訪問で本人の同意を得るのが一般的。包括的な同意を取ることが望 

ましい。 

○条例の定めや審議会で、積極的な拒否がない限り同意があったものと推定 

する方式（逆手上げ方式）をとっている市町もある。 

法令又は条例に定め

があるとき 

○法律又は別の条例、あるいは保護条例中の例外規定の追加による利用・提 

供することが定められた場合は可能である。 

○本人の意に沿わない場合が起こりうることから、本人に対して十分説明し 

理解を得る必要がある。 

個人の生命、身体又

は財産の保護のため

緊急かつやむを得な

いと認められるとき 

○本人の同意がなくても（情報共有を拒否している場合でも）提供が可能で

ある。 

○災害の直前・直後でないと提供できないため、避難支援には間に合わない

恐れがある。 

○被災した要配慮者は災害関連死の危険に直面していることから、復旧期で

あっても福祉サービス事業者や市町域外からの応援職員ならびに信頼でき

る支援団体等に積極的に情報を提供し、安否確認と支援を実施するべきで

ある。 

明らかに本人の利益

になるとき 

○災害時に命を守ることを目的としていることから、市町の判断で利用・提 

供が可能である。 

「相当の理由」「合理

的な理由」「公益上の

理由」「特別の理由」

があるとき 

「事務の執行に必要

不可欠」であるとき 

○災害時の安否確認、避難支援等の支援を円滑かつ迅速に行うため、平素か

ら要配慮者情報を共有することは、「相当」、「公益上」等の理由がある、あ

るいは、「事務の執行に必要不可欠」であるといえ、市町の判断で、福祉部

局の名簿を防災部局で利用する等の目的外利用・提供が可能となる。 

○利用・提供する個人情報の範囲、情報提供の相手方は、災害時支援に必要

な最小限とし、情報漏洩防止の徹底を図る必要がある。 

審議会の意見を聴い

て、公益上の必要そ

の他相当の理由があ

ると実施機関が認め

るとき 

○他の例外規定がない場合は、個人情報保護審議会の意見を聴いて利用・提

供を決定する。 

○災害時に命を守ることを目的としていることから、積極的に利用するべき

である。 
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【個人情報保護審議会に諮問して名簿の提供を図っている例（神奈川県小田原市）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 市町内部における情報共有 
避難行動要支援者名簿を作成するために実施機関内部で目的外利用することは、認めら

れている（災害対策基本法第 49 条の 11 第１項）。 
ただし、目的外利用は名簿の作成に必要な限度において認めるものであるため、共有す

る情報の種類等については、その範囲内で各市町において判断する。 
 
(4) 外部との共有 
 ① 避難行動要支援者名簿を平常時から地域に提供するための条例の制定 

ひょうご防災減災推進条例に基づき、各市町において、避難行動要支援者名簿の事前
提供に関する条例の制定等を通じて避難行動要支援者名簿情報の地域への提供を促進し、
避難行動要支援者支援を円滑に進められる地域づくりを行う必要がある。 
 

 ② 外部機関への提供 
避難支援や救助活動の実施が必要となる警察や広域消防事務組合等の外部の機関にも

避難行動要支援者名簿情報を積極的に提供する。 
 
③ 地域住民への提供 

市町は避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難
支援等関係者に避難行動要支援者名簿情報を提供する（災害対策基本法第 49 条の 11 第
２項）。個別避難計画の作成を進めるためにも、事前提供を積極的に進める必要があるが、
共有する情報量が多ければ多いほど、情報管理や更新が難しくなることから、目的に応
じた必要最低限の情報の共有を行う。 
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伊丹市では、避難行動要支援者の制度概要や名簿の活用などを記載した「避難行動要支

援者名簿の活用手引き」を自治会等に周知している。その際、市町で把握する避難行動要

支援者の情報を反映し、併せて避難支援等実施者や避難先、避難経路等を追加で記載する

ことのできる「避難支援プラン」を配布しており、地域の避難支援を推進している。 

④ 災害時における応援要員やボランティアなどの支援者との情報共有 
現に災害が発生し、又は災害が発生する恐れがあり、避難行動要支援者名簿登載者の

生命又は身体を保護するため、必要があるときは、本人の同意の有無にかかわらず、第
三者に名簿を提供することが可能である（災害対策基本法第 49 条の 11 第３項）。 
災害時あるいは発災直後だけでなく、災害後数日間の時間が経過した後であっても、

自宅などに取り残された避難行動要支援者が命の危険にさらされている可能性があるた
め、安否確認や生活支援にも活用できるよう、自主防災組織などの地域団体だけでなく、
外部からの行政の支援チームや信頼できる支援団体等へも避難行動要支援者名簿情報を
提供する。 
なお、災害時には、災害ボランティアをはじめ、様々な支援者が被災地を訪れ、なか

には「被災者のニーズ調査を行うので高齢者のリストがほしい」などの要望が行政に寄
せられる例もある。これらの者は身分が必ずしも明らかでない場合が少なくなく、情報
漏洩の防止措置をとることも困難であるため、災害ボランティアセンター等に寄せられ
た本人からの支援要請に限って必要最小限の情報を提供するなど、個人情報の管理には
十分留意する必要がある。 

 

(5) 外部と情報を共有する場合の留意点 
避難行動要支援者名簿は、その性格上個人情報保護を大前提に適切な管理、使用が求め

られる。避難行動要支援者の情報を共有する際には、個人情報の漏洩を防止するため、情
報管理の徹底を図る。 

 

 ① 外部の関係機関との情報共有 
警察署や消防本部、社会福祉協議会等の関係機関・団体と情報を共有する場合は、個

人情報の取り扱いに関する覚書を交わす等により個人情報漏洩防止の徹底を図る。 
情報提供を受けた者には守秘義務が課せられている（災害対策基本法第 49 条の 13）。

罰則規定は設けられてないが、職務として避難支援等に関わる者、例えば消防や警察の
場合は、地方公務員法に基づき、守秘義務違反に対する罰則規定が適用される。 
避難行動要支援者名簿情報が漏洩し、民事上の損害賠償が提起された場合には、不法

行為や信義則違反に問われる可能性があるので、十分に留意する。 
 
 ② 地域における情報共有 

自治会長や自主防災組織のリーダー等に避難行動要支援者名簿を提供する際は、併せ
て取扱マニュアルを交付し、情報を提供する相手方を特定する、個人情報の取扱いに関
する学習会を開催するなどにより、慎重な取扱いの徹底を図るほか、必要に応じて誓約
書の提出を求めるなど、情報管理の徹底を図る。 
なお、別に、条例により住民に守秘義務を課すことも考えられる。 
 

【マニュアル周知の例】 
 
 
 
 
 

 
【地域住民に守秘義務を課している事例】 

 
 
 
 
 
 

区分 市町 内  容 

条例に規定 神戸市 ・名簿管理者は知り得た個人の秘密を漏らしてはならない 

・支援活動を行わなくなった後もまた同様とする 

協定で対応 豊岡市 ・名簿を提供している区長連合会、民生委員・児童委員連合会及び消

防団と協定を締結し、秘密の保持を義務づけ 
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③ 地域特性に応じた対応の工夫 
地域によって自治会への加入率等に差があり、地縁関係が強固な地域もあれば、近隣

での付き合いが乏しい地域もある。こうした地域特性に応じて、例えば、都市部では、
マンション管理組合に避難行動要支援者名簿を提供する等、地域にとって最も取り組み
やすく、効果的な方法で対応することが重要である。情報共有が円滑に進まない地域の
場合、発災後における全被災者の安否確認（被災者ローラー作戦）及び避難支援が極め
て重要になるため、災害時を想定してこれらの訓練等も実施しておく必要がある。 
 

(6) 情報共有を望まない者への対応 
何らかの事情により名簿情報の提供を望まない者（不同意者）がいる場合、本人の意思

は尊重する必要があるものの、一方で行政が当人の避難支援の必要性を把握していながら
放置することは適切ではない。 

不同意者のうち、明らかに自力避難が困難で、家族等の支援者もいない者については、
避難行動要支援者の名簿作成とあわせ、情報共有を望まない者の名簿を作成する。平常時
は福祉部局等で保管・更新しておき、避難を要する状況になった場合に避難支援等関係者
に所在情報を提供して安否確認や避難支援を要請する等の対応策を検討する（災害対策基
本法第 49 条の 11 第３項の規定により、災害時には避難行動要支援者の情報を本人同意な
しで外部に提供することができる）。 

また、平常時には不同意者が当該地域に何人在住しているかといった個人を特定できな
い範囲で、十分な情報管理のもと、あらかじめ避難支援等関係者に対して情報提供し、必
要に応じて対応策を地区防災計画に組み込む等、それに対応できる体制を用意してもらう
などの対策を講じておくことが望ましい。 

 

４ 個別避難計画の作成 
 
(1) 基本的な考え方 

個別避難計画は、避難行動要支援者一人ひとりについて、災害時の情報伝達から避難所
等への避難支援まで、一連の活動を記載した具体的な計画である。令和３年の改正災害対
策基本法では、市町がその作成の努力義務を負うとともに、同年改定された国の「避難行
動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」では、避難行動要支援者のうち優先度の高
い者について、令和３年度からおおむね５年間でその個別避難計画を作成することとされ
た。 
作成を進めるにあたり、まず、市町において優先度を踏まえて５年間で個別避難計画作

成を行う対象範囲を定める必要がある。国の取組指針で示されている、地域におけるハザ
ード状況、対象者の心身の状況・情報取得や判断への支援が必要な程度、独居等の居住実
態・社会的孤立の状況の３つの判断要素のうち、県の指針では、まず土地のハザードがあ
る地域を特定して、よりリスクの高い地区から順番に、地区ごとに優先的に個別避難計画
作成を行うこととする。なお、市町によっては、個別避難計画作成対象者の決定の前に、
避難行動要支援者名簿に登載されている避難行動要支援者が真に避難支援が必要な者で
あるか見直す必要があることにも留意する。 
次に、地区ごとに個別避難計画作成を進めるに当たっては、５年間ですべての個別避難

計画を市町主導の方式で作成することは困難であることから、地区内の避難行動要支援者
について、国の判断の３要素を活用し、優先度が高い者については市町主導で作成するこ
とを基本としつつ、優先度が相対的に高くないと判断される者については、本人・地域記
入による作成（作成後に市町に報告）も取り入れることで、５年間ですべての優先度の高
い対象者の個別避難計画の作成を終えることを目標とする。 
なお、この優先度の判定も行う調整機能を有する機関（要配慮者支援推進会議の活用な

ど）の設置を検討する必要がある。 
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【優先度を踏まえた個別避難計画作成のフロー図】 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) 個別避難計画の優先度の考え方 
① 避難行動要支援者の範囲の見直し 

各市町では、既に避難行動要支援者名簿を作成しており、避難行動要支援者が特定さ
れているが、市町によっては、必ずしも避難支援を要しない高齢者も相当数含まれてい
ると思われる。 
ついては、個別避難計画作成の過程においてその精査を図り、避難行動要支援者の範

囲の見直しを検討していくとともに、特に優先度の高い対象者の個別避難計画作成に当
たっては、避難支援等実施者や福祉専門職など地域の資源に限りがあることから、計画
作成に取り組む前に、次の心身の状況の判断基準（例）等を参考に、真に避難支援が必
要であり個別避難計画の作成が必要かどうかという観点から、避難行動要支援者の範囲
の見直しを行う必要がある。 
一方で、避難行動要支援者名簿に登載されていないが、避難に支援が必要な者もいる。

例えば、軽度の精神障害があるが、市町からも連絡が取れず、地域からも孤立している
ようなパターンなど、自分で声を上げることが困難で地域からの支援が期待しにくい者
がいることがある。 
このような者に対しては、防災部局と福祉部局が連携して、市町からのアプローチを

図るほか、民生委員・児童委員、自主防災組織等にこのような者がいないか依頼するな
どして把握に努め、個別避難計画作成範囲に追加する。 

 
【心身の状況の判断基準（例）】 
 

  要介護度３以上、身体障害者手帳１・２級、療育手帳 A判定、精神障害者保健福祉手帳 
１・２級、特定医療費（指定難病）受給者証所持者  

 
 
② 優先作成地区の特定と作成年次計画の策定 

ア 優先作成地区の特定 
市町内の地区の中から、地域に何らかのハザードがある地区を優先作成地区として

選定することとする。 
実際の災害はハザードのある地域で繰り返し発生しているものの、住民になかなか

周知されず効果的な避難対策につながっていないことから、個別避難計画の優先作成

 

(内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」フロー図を参考に作成) 

対象者の個別避難計画作成の優先度判定 (判定で考慮すべきポイント) 
○地域におけるハザードの状況 
○対象者の心身の状況 
○独居等の居住実態、社会的孤立の状況 
 

市町が主体で計画作成 
（福祉専門職・避難支
援組織等と連携） 

市町から本人・地域記入の働きかけ 

※ 市町の限られた体制下では、早期に計画を作成するために、優先度が高い対象者であ
っても市町主体で作成する計画づくりと平行して、状況に応じて本人・地域が記入する
計画づくりも進めることが適当 

市町で計画作成が可能 
となった場合は優先度 
を踏まえて市町主体で 
作成 

高い 相対的に低い 

早急な着手作成が可能 
可能 困難 

本人・地域が記入し計画作成 

ＳＴＥＰ１ 

ＳＴＥＰ２ 
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に当たっては、市町が地域の各地区のハザードを再認識し、それに応じた避難行動要
支援者の避難支援を行う必要がある。 
具体的な特定方法としては、地域におけるハザードの種別ごとに、洪水、高潮、津

波、ため池それぞれの浸水想定区域や、土砂災害警戒区域、崩壊土砂流出危険区域、
山腹崩壊危険区域に該当する避難行動要支援者数を地区ごとに把握し、該当する避難
行動要支援者のいる地区を優先作成地区として特定する。特定された地区内に居住す
る避難行動要支援者数の合計が個別避難計画作成目標となる。 
さらに、地区ごとに該当する避難行動要支援者数を延べ数で足し上げて、総数の多

い地区から優先して作成を行うものとする。 
 
【算定例】 
 
例えば、A～Kの 11 地区からなる市町で、合計 2,900 人の避難行動要支援者が居住する場

合について、土地のハザードの有無を判定すると、I、K地区を除く９地区が優先作成地区と
して特定され、該当避難行動要支援者の延べ数の多い地区から順に、丸数字のとおり優先順
位が決定できる。 
 
【地区割（例） 丸数字は優先順位】 
 
 A 地

区 
B 地

区 

C 地

区 
D 地

区 
E 地

区 
F 地

区 
G 地

区 
H 地

区 
I 地

区 
J 地

区 

K 地

区 
計 

避難行動要支援

者数(見直し後) 

100 200 300 200 100 500 700 400 200 100 100 2,900 

判断基

準 

洪水 20 40 30 20 15 100 100 60    385 

高潮 40 80 60 26 27       233 

津波 20 40 30 20 18       128 

土砂      40 50 80  60  230 

ため池    20 10   16    46 

計（延

数） 

80 

⑦ 

160 

① 

120 

⑤ 

86 

⑥ 

70 

⑧ 

140 

④ 

150 

③ 

156 

② 

0 60 

⑨ 

0 1,022 

該当避難行動要

支援者（実数） 

60 80 100 60 40 80 100 90 0 60 0 670 

 
イ 地区内の個別避難計画作成方法の振り分け 

個別避難計画は市町主導による作成が望ましいが、効率的に作成するため、本人・地
域記入による個別避難計画作成も取り入れることができることとされている。 
作成方法の振り分けを行うために、地区内の避難行動要支援者について、国の取組指

針を参考に、次の３つの判断要素を踏まえ、優先度が高い者（◎）は市町主導作成とし、
優先度が相対的に高くない者（〇）は本人・地域記入による作成とする。 
 

【３つの判断要素】 
（ア）地域におけるハザードの状況 
   優先作成地区の特定に用いた地域におけるハザードのうち、家屋倒壊等地区をはじめ、

想定浸水深が高い地区、津波到達時間の早い地区等に居住する者は優先度が高い（◎）
とする。 

   一方で、浸水想定区域にあっても、現行の耐震基準を満たすマンション等で想定浸水
深以上の階層に居住する者などは優先度が相対的に高くない（△）とも考えられる。 
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【地域におけるハザードの状況】（基準例） 
 

ハザードの種類 優先度が高いと判定する基準(例) 基準とする理由 
洪水ハザードエリア 浸水想定区域 0.5m 以上 

（国土交通省 洪水浸水想定マニ
ュアル（第４版）） 

避難が困難となる水深 

家屋倒壊等氾濫想定区域 洪水時に家屋の流失・倒壊
をもたらすような氾濫流が
発生する恐れがある範囲 

高潮ハザードエリア 浸水想定区域 0.5m 以上 
（農林水産省・国土交通省 高潮
浸水想定区域図作成の手引き
Ver.2.10） 

避難が困難となり孤立する
可能性のある水深 

津波ハザードエリア 浸水想定区域 0.3m 以上 
（内閣府 南海トラフの巨大地震
モデル検討会（第２次報告）） 

避難行動がとれなくなる 

土砂災害ハザードエ
リア 

土砂災害警戒区域 急傾斜地の崩壊等が発生し
た場合に、住民等の生命又
は身体に危害が生ずる恐れ
があると認められる区域 

崩壊土砂流出危険区域 山腹崩壊や地すべりによっ
て発生した土砂が土石流と
なって流出し、災害が発生
する恐れがある渓流 

山腹崩壊危険区域 山腹の崩壊や落石により、
災害が発生する恐れがある
山腹斜面 

地すべり危険箇所 地すべりによる災害が発生
する恐れがある山腹斜面 

急傾斜地崩壊危険箇所 急傾斜地の高さが 5m 以上か
つ、地表面が水平面に対し
て 30 度以上であり、人家等
に被害を及ぼす恐れのある
箇所 

ため池ハザードエリ
ア 

浸水想定区域 0.5m 以上 避難が困難となる水深 

 
（イ）対象者の心身の状況、情報取得や判断への支援が必要な程度 
   前述の心身の状況の判断基準（要介護度３以上、身体障害者手帳１・２級、療育手帳

A判定、精神障害者保健福祉手帳１・２級、特定医療費（指定難病）受給者証所持者な
ど）にあたる者は優先度が高い（◎）と考えられるが、その中でも情報の取得や避難の
判断が可能であり、歩行に耐えうる者などは優先度が相対的に高くない（〇）と考えら
れる。 
このように、心身の状況には、心身の状態（心身の状況①）と避難に関する能力（心

身の状況②）の両面があることから、両方の区分で優先度が高い（◎）に当てはまる項
目がある者は、優先度が高い（◎）として、市町主導の個別避難計画作成の対象とする。 
この他、医療機器（人工呼吸器等）使用のため電源を必要とする者については、優先

度が高い（◎）として市町主導の個別避難計画作成の対象とするべきである。 
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  【心身の状況①】（基準例） 
心身の状況① 優先度が高い 優先度が相対的に高くない 

要介護度 ３以上 ２以下、要支援 
身体障害者手帳 １・２級 ３級以上 
療育手帳 A 判定 B（１）（２）判定 
精神障害者保健福祉手帳 １・２級 ３級 
特定医療費（指定難病）受
給者証  

所持 不所持 

 
【心身の状況②】（基準例） 

心身の状況② 優先度が高い 優先度が相対的に高くない 

情報（避難指示等）の取得 不可能 可能 
意思伝達（助けを呼べる） 不可能 可能 
自力での移動（車いす等の
補助具を使うことも可能） 

不可能 可能 

 
（ウ）独居等の居住の実態、社会的孤立の状況 
   独居や避難に支援を要する高齢者のみの世帯で、家族以外との付き合いがほとんどな

く、避難支援等実施者が近隣にいないなど、社会的孤立の状況にある者は優先度が高い
（◎）とする。 
また、同居者がいる避難行動要支援者であっても、家族が高齢者や障害者等であった

り、世帯に複数の避難行動要支援者がいる、同居家族が不在がちであるなど、同居者の
支援力が弱い場合は、優先度が高い（◎）と考えられる。このような者が避難行動要支
援者名簿から漏れていないかを、改めて確認しておくことも必要である。 
独居等社会的孤立の状況の確認が進んでいない場合、福祉専門職の協力を得て対象者

の社会的状況のアセスメントを行い、真に避難支援が必要な者の絞り込みを行うことも
重要である。 

 
 【居住実態等】（基準例） 

本人の状況 優先度が高い 優先度が相対的に高くない 
居住実態 独居（避難支援を要する

者のみの世帯を含む） 
家族と同居 

家族の状況 避難支援が困難 避難支援が可能 
家族以外（親族等）の
避難支援 

避難支援が困難 避難支援が可能 

 
【作成方法の振り分け例】 
 
避難行動要支援者ごとに３つの判断要素を踏まえ、優先度が高い（◎）が１つでもある

場合は、判断を（◎）として市町主導の個別避難計画作成を行う。（◎）がない場合は、
本人・地域記入による個別避難計画作成（〇）とする。また、地区のハザードに（△）が
つく者で他に（◎）がつかない場合は、優先的な作成を見合わせることも検討する。 
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ウ ５年間の年次計画（暫定）の策定 
まず、ハザードによる優先作成地区特定と地区の優先順位を踏まえて、５年間の年次

割を決定する。それが個別避難計画の５か年暫定の目標となる。 
当該年度の目標については、下記例のように、概ね平均する計画と、初年度について

は件数が上がりにくいため、件数を少なめに設定し、後年度は事業推進に伴う学習効果
を見込んで尻上がりに伸びていくことを想定した計画も考えられる。 
福祉専門職の属する福祉事業所の管轄範囲や、避難支援等実施者の確保に当たっての

広域での調整などを勘案して、優先順位の高い地区とその隣接地区等をまとめて作成す
ることも合理的である。 
また、年度ごとの作成数の偏りを防ぐため、一部の個別避難計画作成を次年度に繰り

下げたり、前年度に繰り上げたりするなど、適宜必要な調整を行うものとする。 
 
【年次割（例）】（４(2)②ア地区割（例）を年次割した例） 

 
 
 
 

次いで、各年度の各地区ごとに市町主導の個別避難計画作成か本人・地域記入の個別
避難計画作成かに振り分けを行い、作成方法も含めた全体計画とする。 

 
【全体計画（例）】（４(2)②イ作成方法も含めて年次割した例） 

 
 
 
 
 

 
(3) 個別避難計画の作成方法 

個別避難計画の作成については、市町が主体となって、庁内外の避難支援等関係者と連
携し、避難行動要支援者本人や家族の同意のもと、進めていかなければならない。 
自治会単位の研修会等が定期的にある場合、そのような場を活用して協力を要請する。

個別避難計画作成に消極的な地域については、個別避難計画作成など防災をテーマにした
活動に取り組むことで、地域コミュニティ再生の動機付けになり得ることを伝えるなど、
作成の必要性を理解してもらうために、普及啓発や粘り強い説明等が必要となる。 
一方で地域の個別避難計画作成への気運が高まっている場合は、その機を逃さず市町が

NO 氏名 ３つの判断要素 総合評価 
1 神戸太郎 地域のハザード ◎ ◎（市町主導による個別避

難計画作成） 心身の状況 〇 
居住の実態 ◎ 

2 阪神花子 地域のハザード 〇 ◎（市町主導による個別避
難計画作成） 心身の状況 ◎ 

居住の実態 〇 
3 播磨一郎 地域のハザード △ ◎（市町主導による個別避

難計画作成） 心身の状況 ◎ 
居住の実態 〇 

4 但馬明子 地域のハザード 〇 〇（本人・地域記入による
個別避難計画作成） 心身の状況 〇 

居住の実態 〇 
5 丹波三郎 地域のハザード △ △（本人・地域記入による

個別避難計画作成、優先作
成を見合わせる） 

心身の状況 〇 
居住の実態 〇 

年度 令和 4年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 計 
作成地区 

（作成数） 

B 地区（80） 

H 地区（90） 

G 地区（100） 

F 地区（80） 

C 地区（100） 

D 地区（60） 

A 地区（60） 

E 地区（40） 

J 地区（60） 

 

9 地区（670） 

年度 令和 4年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 
作成方
法の振
分 

地区 市町 本人 地区 市町 本人 地区 市町 本人 地区 市町 本人 地区 市町 本人 
B 50 30 G 60 40 C 60 40 A 30 30 J 30 30 
H 55 35 F 40 40 D 40 20 E 20 20    

計 計 105 65  100 80  100 60  50 50  30 30 
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支援し、個別避難計画作成の推進を図ることも重要である。 
 
① 推進体制の整備 

個別避難計画作成には多くの避難支援等関係者が関わることになる。庁内の防災・福
祉部局はもとより、庁外の自主防災組織、自治会、民生委員・児童委員、福祉専門職な
ど多岐にわたる。これらの関係部署・関係者の連携・協働体制の構築が重要である。 
特に、ケアマネジャーや相談支援専門員等の福祉専門職は、日頃からケアプラン等の

作成を通じて、避難行動要支援者本人の状況等を熟知している。そのため、福祉専門職
の参画を得ることは極めて重要である。 
また、個別避難計画を作成するに当たっては、関係部局のメンバーが変更になった場

合でも個別避難計画作成を円滑に推進できるよう、マニュアル作成・引継ぎ等を実施す
ることで、個別避難計画作成を推進する機能が維持できるような体制を構築しておくこ
とが重要である。 
 

【推進体制の例】 

滋賀県高島市：市域内の庁内外との連携体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

京都府福知山市 : 市域を超える庁内外の連携体制 
 

 

 

 

 
 
 
② 個別避難計画の主な内容（例） 
  各市町において、下記の内容を記載できるよう個別避難計画の様式を作成する。個別
避難計画の記入例は付録（参考様式）を参照。 
 
 ア 災害対策基本法で定められた事項 

（ア）避難行動要支援者本人の氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その
他の連絡先、避難支援等を必要とする事由 

（イ）避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先 
（ウ）避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

 
イ その他の事項 
（ア）緊急時の情報伝達ルート（避難行動要支援者への情報伝達ルート） 
（イ）避難行動要支援者の健康状況、要支援情報、必要な配慮 
（ウ）普段利用している医療・介護保険サービス事業者等、かかりつけ医 
（エ）避難支援時の留意事項（人的協力体制、避難先（医療機関や福祉避難所など 

の搬送先を含む）、避難支援手段（車両、移動用具等）等） 
（オ）避難時に携行する医薬品 
（カ）避難先での留意事項 

※ 個別避難計画作成に当たっては、災害の種別によって避難方法や避難先を変 

社会福祉協議会・医療関係
者・ケアマネ・自治会等 

京都府 
 
災害対策課・地域福祉推 
進課・中丹西保健所 

福知山市要配慮者個別避難計画 PT 

 
危機管理室・社会福祉課・障害者福祉課・高齢
者福祉課・地域包括ケア推進課 
 

兵庫県丹波市 

高島市個別避難計画作成推進協議会 
 
社会福祉課(事務局)・防災課・障がい福祉課 
訪問看護ステーション・健康推進課 
地域包括支援課・長寿介護課 

高島市民生委員児童委員 
協議会連合会 

高島市介護サービス事業者
協議会 

湖西介護支援専門員連絡協議会 

高島保健所 

高島市障がい者自立支援協議会 

高島市社会福祉協議会 
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える必要があることに留意 
 
③ 個別避難計画作成方法 
   優先度が高い者に対して、市町主導の個別避難計画を作成する場合、概ね以下のよう
な流れとなる。 
 
 ア 着手から作成までの流れ 
（ア）個別避難計画を作成することについての本人同意を得る。その際には、個別避難

計画の情報提供についても説明しなければならない（郵送等で説明する場合を含む）。 
（イ）個別避難計画作成に協力する福祉専門職に対し、災害リスク等に関する講義や個別 

避難計画作成演習を実施する。 
（ウ）避難支援等実施者となる自主防災組織や住民へ個別避難計画作成に関する説明を行

う。この後、本人の状況に応じて福祉理解のための研修を実施する。 
（エ）市町等が福祉専門職と連携して当事者力アセスメントを実施する。 
（オ）市町等が主導して地域力アセスメントを実施する。 
（カ）市町等が避難支援等関係者を招集して、調整会議（ケース会議）を開催し、個別

避難計画を作成する。 
（キ）個別避難計画情報を避難支援等実施者や避難先などに情報提供するとともに、個

別避難計画の実効性を確保するため、防災訓練を実施して検証し、修正点があれば
反映させる。 

 
※ 学校園に在籍している要支援者に、学校園で過ごしている時間の個別避難計画やマ
ニュアルがある場合は、保護者の了解のもと学校園から情報提供を受け、在宅時の個
別避難計画作成の参考にする。 
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【作成手順のイメージ図】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 本人の同意取得と個別避難計画の情報提供 
個別避難計画作成の着手に当たっては、まず本人の同意を得ることになるが、その

際には以下の事項を説明する必要がある。 
（個別避難計画情報提供についての説明事項） 
・ 平常時には、災害に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定め
るところにより、避難支援等関係者に個別避難計画情報が提供されること、条例に特
別の定めがある場合を除き、提供について避難行動要支援者及び避難支援等実施者の
同意が得られない場合は個別避難計画情報が提供されないこと 
・ 災害時には、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するため、避難支援
等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報が
同意なくとも提供されること 

 
ウ 避難行動要支援者本人の同意との関係 

個別避難計画の作成に避難行動要支援者本人の同意が得られない場合、市町には当
該避難行動要支援者の個別避難計画作成の努力義務はない。 
しかし、優先作成目標の設定に当たり、同意がないことによって当初に作成対象か

市町主導の個別避難計画作成 
(優先度が高い) 

本人・地域記入の個別避難計画作成 
(優先度が相対的に高くない) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 個別避難計画作成への本人同意、個別避難計画情報提供の本人への説明 

２ 福祉専門職に対する災害リスク等に関する講義
や個別避難計画作成演習を実施 

３ 自主防災組織等に個別避難計画作成についての説明や
福祉理解に対する研修を実施 

６ 本人・地域による個別避難
計画の作成 

４ 当事者力アセスメントを実施し、本人の自助力等を確認 

６ 調整会議の開催  
支援方針の協議、避難支援等実施者の選任、個別
避難計画作成 

７ 実効性を確保する取組（防災訓練の実施や、個別避難計画の共有等） 

５ 地域力アセスメントを実施し、地域の支援力等を確認 

８ 市町へ個別避難計画を提出 

２～５ 本人・地域等の関係
者が相談して、情報共有 

個 別 避 難 計 画 完 成 
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ら外すのではなく、作成経過中においても、福祉専門職や民生委員・児童委員、自治
会役員などを含め、日常から関係性のある人が関与することにより、同意につなげる
よう丁寧に対応することが必要である。 

 
エ 当事者力アセスメント 

市町が、福祉専門職等の協力を得て、本人の自助力（居住地域の災害リスクの理解度、
平常時の備え・いざという時の行動の確認、非常時持出品の備え、自力歩行能力、家族・
近隣住民との人間関係等）を確認し、自助で満たせない支援ポイントを明確化する。 

このとき、国立障害者リハビリテーションセンター（埼玉県）が開発した「自分でつ
くる安心防災帳」を使用することも有効である。 

 
オ 地域力アセスメント 

市町が、自治会や自主防災組織等の地域団体等から、地域の支援力（利用可能なイン
フォーマル資源：近隣関係、日中の若手住民数、移送用の車いすやリヤカー、備蓄食料
など避難支援資機材の準備状況、非常用電源の有無、コミュニティの人間関係等）を調
査するとともに、利用可能なフォーマル資源（病院、利用中の事業所等）を確認する。
また、このときに避難場所や避難経路を確認し、車いす移動での障壁や、夜間移動時の
電灯等の調査も行うことが望ましい。 

 
カ 調整会議 

市町が避難支援等関係者を招集して、調整会議（ケース会議）を開催する。当事者力
アセスメント・地域力アセスメントの結果に基づき、対象者に必要な支援やその対応な
ど、個々の避難支援に関する方針等を協議し、避難支援等実施者を選任する。自主防災
組織・ケアマネジャー等が中心となり、個別避難計画を作成し、文書で本人同意を得る。  
この際、病状等いわゆるセンシティブ情報など、避難支援等実施者には開示しても、

他の人には知られたくない情報があるので注意する。 
 

キ 避難支援等実施者の確保と避難行動要支援者とのマッチング 
個別避難計画の作成の最大のポイントであるが、地域住民や自治会、自主防災組織、

消防団等に加え、地域に事業所や社宅等を有する企業等も含めて、避難支援等実施者を
幅広く確保し、避難行動要支援者とのマッチングを行うことが重要である。 
避難支援等実施者を募る際には、住民に対して、①自らと家族の安全が最優先である、

②代替者・補助者の指名や避難支援組織等のバックアップの用意、③事故発生時の対応
などについて説明し、理解を求める。 
避難支援等実施者の不足やその負担軽減のために、何人かの避難支援等実施者が役割

分担し避難支援を実施することで、複数の避難支援等実施者（組織等）が複数の避難行
動要支援者に対応することも考えられる。 
このような場合でも、優先度が高いと判断した市町主導の個別避難計画作成の対象者

については、可能な限り避難支援等実施者のマッチングを行うよう努めるとともに、特
に寝たきりなどで、心身の状況により避難支援等に困難を来す場合については、近隣の
介護施設等の福祉事業者による支援も検討する。 

 
ク 避難支援等実施者の責任 

避難支援はあくまで地域における助け合い・共助の活動であることから、避難支援等
実施者には必ず支援しなければならないという義務が課せられるものではない。また、
避難支援中に避難行動要支援者に与えた損害についての責任は、民法第 698 条で規定す
る緊急事務管理（緊急時に行われる行為）であり、悪意または重大な過失がない限り、
原則として問われない。 
避難支援中に支援者が事故にあった場合に備え、社会福祉協議会が提供する「兵庫県

ボランティア・市民活動災害共済」（事前に社会福祉協議会に団体登録をしておくこと
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等が必要）に加入するなどの対応を検討する（上記共済では、天災による事故も対象と
するプランが用意されている）。 
災害の規模によっては、死亡・重度障害等の場合には、災害弔慰金等の対象となる場

合もある。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【避難支援等実施者の心理的負担を和らげる取組（例）】 

 
 
 
 
 
ケ 本人・地域記入の個別避難計画 
（ア）計画の概要 

個別避難計画作成の優先度が相対的に高くない者については、  
本人・家族や自主防災組織等が協力して、個別避難計画を作成す 
ることができる。 
本人・地域による個別避難計画の作成と手順は、下記のように 

簡略化することが想定される。優先度の高いすべての避難行動要 
支援者に対して、今後５年間で個別避難計画を作成するため、市 
町主導の個別避難計画作成に加えて、この本人・地域による個別 
避難計画作成も促す必要がある。作成手法については、県ホーム  
ページに掲載している「個別避難計画作成の手引」（https://web.pref.hyogo.lg.jp/ 
kk37/saigaijiyouengosha.html）等を参照。 
 また、自主防災組織等が個別避難計画作成に取り組む場合、ひょうご安全の日推進
事業を活用できる。本事業では、作成に要した経費の助成や作成に当たっての指導・
助言を行う専門家（大学教員、防災士など）の派遣を実施している。詳細はひょうご
安全の日推進県民会議ホームページ（https://19950117hyogo.jp/calendar/）を参照。 
なお、本人・地域記入の個別避難計画についても、避難行動要支援者全体の避難支

援状況を把握するため、地域で個別避難計画を作成した場合、報告を求める仕組みを
作ることが必要である。 

 
（イ）本人・地域記入の計画作成方法（自主防災組織等の動き） 

a 個別避難計画を作成することについての本人同意を得る。その際には、個別避難計
画の情報提供についても説明しなければならない。 
b 本人・地域等の関係者が相談して、情報共有する。 
c 本人・家族と自主防災組織等が協力して個別避難計画を作成する。 
d 個別避難計画情報を避難支援等実施者や避難先などに情報提供するともに、個別避
難計画の実効性を確保するため、避難訓練を実施して検証し、修正点があれば反映

【民法】 
（事務管理）  
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者（以下この章において「管理
者」という。）は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その
事務の管理（以下「事務管理」という。）をしなければならない。  

２ 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、そ
の意思に従って事務管理をしなければならない。  

（緊急事務管理）  
第六百九十八条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるた
めに事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じ
た損害を賠償する責任を負わない。 

○ 豊岡市 
  登録した地域の避難支援等実施者については、市がボランティア保険料（兵庫県ボランティ

ア・市民活動災害共済「天災危険補償プラン」掛金１人 600 円）を負担している。 
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させる。 
e 市町の防災または福祉部局へ個別避難計画を提出し、確認を受ける。 
 

(4) 個別避難計画情報の共有 
市町と地域等で協力して作成した個別避難計画を平常時から自主防災組織等の地域団

体に提供し、共有しておく。 
避難行動要支援者の個人情報は、犯罪等に使われる恐れもあることから、共有に当たっ

ては情報管理を徹底する。取扱いは、避難行動要支援者名簿と同様である。 
なお、災害対策基本法の規定により、本人同意のある場合や、市町の条例に特別の定め

がある場合（「個人情報保護審議会の意見を聴き、公益上の必要があると認めた時」とい
った個人情報保護条例上の例外規定を根拠とする場合を含む）は、平常時であっても地域
に対して個別避難計画情報の提供ができる。各市町において条例の制定といった法制上の
措置を行う必要がある（個人情報保護については、避難行動要支援者名簿の共有の考え方
と同様）。 

 
【マイ避難カード】 
 
  兵庫県では、災害の危険が迫っている時に、「いつ」「どこ

に」「どのように」避難するかをあらかじめ自分で確認、点

検し、書き記しておき、自宅内の普段から目につく場所に掲

出しておくなど、いざという時の避難行動に役立てるための

カードである、「マイ避難カード」作成を推進している。 

  避難行動要支援者だけでなく、誰でも作成できる。個別 

避難計画を補完するものとして活用することも有効である。 

 
 
 
 
 
【マイ・タイムラインの要素が入った個別避難計画】 
 
  マイ・タイムラインとは、住民一人ひとりのタイムライン（防災行動計画）であり、例えば台

風等の接近による大雨によって河川の水位が上昇する時などに、自分自身がとる標準的な防災行

動を時系列的に整理し、自ら考え命を守る避難行動のための一助とするものである。 

  一般社団法人兵庫県社会福祉士会では、マイ・タイムラインの要素を盛り込んだ防災対応力向

上シートを作成している。（http://www.hacsw.or.jp/） 

個別避難計画の要件を満たしていれば、個別避難計画として扱う、あるいは、個別避難計画を

補完するものとして併せて作成することも有効である。 

 

５ 避難情報の伝達 
 
(1) 基本的な考え方 
  令和３年５月、災害対策基本法の改正に伴い、避難情報のあり方が包括的に見直されて
おり、新たな避難情報について、要配慮者の特性に配慮した上で広く周知し、効果的に避
難情報を伝達する体制を整備する必要がある。 

 
(2) 新たな避難情報等 

避難情報については、今般の見直しで、高齢者等の避難行動要支援者の早期避難を促す
ため、「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」に変更された。また、避難す
べきタイミングを分かりやすくするため、従来の「避難勧告」と「避難指示」が一元化さ
れるとともに、「緊急安全確保」が新たに創設された。 
避難行動要支援者を含めた住民に避難情報変更の趣旨を広く周知する必要がある。 
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【新たな避難情報等】（内閣府ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【避難情報等一覧】 

 
【津波警報・注意報の分類ととるべき行動】 

 
(3) 情報伝達手段の整備 

要配慮者への情報伝達については、多様な伝達手段の確保が求められる。複数の手段に
よる情報提供により、より確実な情報伝達を行うため、例えば、聴覚障害者は目に見える
情報、視覚障害者には音声による情報など、個々のニーズに応じた情報伝達手段が必要で

種 類 発令時の状況 住民に求める行動 

高齢者等 

避難 

○災害が発生する恐れがある状況 

○災害リスクのある区域等の高齢者等が危

険な場所から避難するべき状況 

高齢者等は危険な場所から避難 

（避難支援等実施者は支援行動を開始） 

避難指示 

○災害が発生する恐れが高い状況 

○災害リスクのある区域等の居住者等が危

険な場所から避難するべき状況 

危険な場所から全員避難 

緊急安全 

確保 

○災害が発生又は切迫している状況 

○居住者等が身の安全を確保するために指

定緊急避難場所等へ立退き避難すること

がかえって危険であると考えられる状況 

命の危険があることから直ちに身の安

全を確保 

 

区分 とるべき行動 

津波注意報 海の中にいる人は、直ちに海から上がって海岸から離れる。注意報が解除されるまで海

に入ったり海岸に近づいたりしない。 

津波警報 沿岸部や川沿いにいる人は、直ちに高台や避難ビルなどの安全な場所へ避難する。 

津波は繰り返し襲ってくるので、津波警報が解除されるまで、安全な場所から離れない。 大津波警報 
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ある。 
災害情報及び避難情報等が正確に要配慮者に伝達されるよう、ファクシミリ、インター

ネット（SNS、E メール）、ケーブルテレビの活用等、要配慮者の態様に応じた伝達手段の
整備を図る。 

 
【情報伝達手段（例）】 

 

(4) 要配慮者への情報伝達の配慮 
① 障害者への対応 
（ア）障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供 

障害者から合理的配慮の求めがあった場合は、障害者差別解消法により、過重な負

担ではない範囲内で対応しなければならない（市町手話言語条例等を定めている場合

はその規定も参照）。 

 

【障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（イ）専門人材の育成等 

情報伝達に必要な専門的技術を有する、盲ろう通訳・介助員、手話通訳者及び要約
筆記者等を確保するため、県及び社会福祉協議会等の関係団体が実施する養成事業を
周知するなど、市町内に在住する人材の養成に努めるとともに、協力者名簿を作成し、
そのネットワークの構築を図る。 

 

② 外国人への対応 
（ア）支援体制の構築 

外国人に対しては、日頃から外国人コミュニティ・支援団体及び NGO 団体との連携
を密にし、災害時の協力体制の構築を図るため、連絡協議会等の設置を検討する。ま

対象者 手  段 （例） 
視覚障害者 広報車、防災行政無線、コミュニティFM、受信メールを読み上げる携帯電話 

聴覚障害者 

携帯電話・スマートフォンなどへのメールを使った聴覚障害者災害等緊急時情

報発信システム、防災アプリによる通知、ファクシミリ、インターネット（SNS

、Eメール、携帯メール等）、テレビ放送「目で聴くテレビ」（アイドラゴン）、

点滅灯、掲示板 

盲ろう者 
見えない・聞こえない障害で、自ら情報を取得することが困難であるため、支

援する側から情報を伝える。（盲ろう者の手のひらに文字を書いて伝える等） 

肢体不自由者 
フリーハンド用機器を備えた携帯電話・スマートフォン、広報車、防災行政無

線等による音声情報、掲示板等による文字情報 

 特定の障害者（介助者を含む）から、合理的配慮の提供を求める意思の表明（言語とは限ら

ない）があった場合に、過重な負担にならないのであれば、対応しなければならない（行政機

関は法的義務、事業者は努力義務（※））。 

 過重な負担か否かは、①事務・事業への影響の程度、②実現可能性の程度、③費用・負担の

程度、④事務・事業規模、⑤財政・財務状況から、個別事案ごとに総合的に判断する。 

 なお、合理的配慮の提供ができないと判断した場合は、障害者に対して理由の説明が求めら

れる（聴覚障害者から手話による対応を求められた場合、「手話ができない・手話通訳者が手

配できないから対応不可」とするのではなく、代替的手段として筆談によるコミュニケーショ

ンを提案する）。 

※ 令和３年に成立した改正障害者差別解消法により、合理的配慮が民間事業者に義務づけら

れ、３年以内に施行される。 
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た、防災研修、避難所生活に関するルールブックの作成等により、災害予防対策を進
めておく。 
なお、在関西総領事館へ緊急時に連絡できる体制を整備しており、市町においてこ

うした取組とも連携し、外国人に対する支援体制の充実を図る。 
さらに、外国人の雇用の多い事業所に対し、防災に係る研修会を開催するなど、事

業所内での防災教育の実施を促進するよう努める。 
 
（イ）情報伝達の配慮 

情報伝達手段の確保として、日本語に不慣れな外国人に対しては、災害情報等の翻
訳、避難所への通訳者の派遣等によって災害情報等の伝達や相談業務を行うため、通
訳ボランティア等の登録制度を設けるなど、翻訳や通訳に協力してもらえるボランテ
ィア等の確保を図る。 
また、避難場所や避難標識等の表示を多言語で行うよう努めるとともに、避難場所

の所在等の情報については、市町のホームページにおいて多言語で発信するほか、多
言語の防災パンフレット等を作成し、外国人に配布する。あるいは、「やさしい日本
語」で伝える方法もある。 
さらに、多言語で放送を行っている FM CO・CO・LO や FM わいわい等と連携すると

ともに、ひょうご E（エマージェンシー）ネット等の媒体を活用し、災害時における
外国人への迅速な情報伝達を図る。 
 

【内閣府の発信情報】 
 

 
 
 
 

 

【ひょうご Eネット】 
 

 

 

 

 

 

【Disaster Management Audio Materials】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内閣府の防災情報のホームページ（http://www.bousai.go.jp/kyoiku/gensai/ 

index.html）では、平易な日本語を使用した外国人向けの防災に関するポスター（『外国

人のための減災のポイント（やさしい日本語と多言語 QR コード対応）』）を公開している。 

なお、この方法は知的障害者に対しても応用が可能である。 

 地震、津波や洪水などの災害情報の定型文（英語・スペイン語・中国語など９言語）を

提供している。防災訓練や災害時の広報に活用できる。 

 外国人に対し、携帯電話のメール機能を利用して、12 言語（英語・韓国語・簡体中国語・

繁体中国語・タイ語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語・インドネシア語・

ポルトガル語・ベトナム語）に翻訳・定型化した緊急情報を発信する。 

登録方法は http://bosai.net/ まで 



 

41 
 

【要配慮者への情報提供の際の配慮事項（例）】 

 
６ 地区防災計画の作成 
 
(1) 基本的な考え方 

災害から命を守るためには、「自助」「公助」に加え、地域での助け合いである「共助」
が重要であり、そのためにも地域からのボトムアップ型の地区防災計画づくりを促進して
いくことが必要である。 

  地区防災計画は、地域住民等がお互いに支援し合う「共助」の活動内容を記載するもの
とされており、要配慮者対策を行う上でも非常に有効なツールの一つである。 
また、地区防災計画の策定・実践を通じて、地区の防災力の向上だけにとどまらずコミ

ュニティの活性化にも寄与することが期待できる。 
 

(2) 地区防災計画の内容 
地区防災計画の内容は、素案の作成主体が自由に定めることができ、地区のハザードの

状況や、安否確認・避難のルールや方法など、平常時から復旧・復興時まで段階に応じた
内容を盛り込むことが考えられる。要配慮者対策については、平常時からの要配慮者の把
握から、災害時の情報伝達、安否確認、避難支援、その後の避難生活支援など、地区内の
要配慮者等の状況を踏まえ、具体的な記載を心がけると良い。 

 

 

 

 

 

対象者 配  慮  事  項 

視覚障害者 

○ わかりやすい口調で伝える。    
○ 音声で複数回繰り返す。 
○ 拡大文字による情報提供を行う。 
○ 点字による情報提供に努める。 
○ ガイドヘルパー等を避難所等に派遣する。 
○ E メールを活用した情報提供（音声読み上げ機能使用）。 

聴覚障害者 

○ 顔を見合わせ、表情や口形が見えるように話す。筆談や文字、絵図、
コミュニケーションボード等を組み合わせて情報を伝える。 

○ 手話通訳者、要約筆記者を避難所等に派遣する。 
○ 掲示板、ファクシミリ、SNS、E メール、UD トーク等音声認識アプリを

活用した情報提供を行うとともに、避難所ではテレビの字幕表示機能
を ON に設定する。 

盲ろう者 

○ 見えない・聞こえない障害で、自ら情報を取得することが困難である
ため、支援する側から情報を伝える。（盲ろう者の手のひらに文字を書
いて伝える、拡大文字や点字が有効な盲ろう者にはその対応をとる。） 

○ 盲ろう者向け通訳・介助員を避難所等に派遣する。 

知的障害者 
○ 具体的に、わかりやすく情報を伝える。 
○ コミュニケーションボードなどを活用し、絵図、文字などを組み合わ

せて理解しやすい方法で情報を伝える。 

精神障害者 
○ 精神的に不安定になる場合があることに配慮し、正確な情報伝達を行

う。 
○ リラックスした雰囲気で警戒心を抱かせないように伝える。 

日本語に不慣れ
な外国人 

○ 多言語及び絵図による情報提供を行う。 
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【地区防災計画の内容（例）】 

①平常時 ②災害警戒時 ③応急対応時 ④復旧・復興時 

・要配慮者把握、支援の

整理 

・防災訓練 

・活動体制 

・連絡体制 

・避難路確認 

・食料備蓄    等 

・情報収集、伝達 

・連絡体制 

・状況把握 

・気象情報確認 

・避難判断 

・要配慮者への対応（情

報伝達等）   等 

・安全確保 

・初期消火 

・救出、救助 

・避難誘導 

・避難支援 

・要配慮者への対応（安

否確認、避難支援等）  

         等 

・被災者支援 

・復旧・復興活動支援 

・要配慮者への対応（避

難生活支援）  等 

 
(3) 地区防災計画素案の作成主体 
   地域で地区防災計画の素案を作成する場合、地区防災計画素案の作成主体としては、自
主防災組織、自治会、マンション管理組合、事業者による組織、地域づくりのための地域
運営組織など、構成員が支援し合える様々な組織が主体となり得る。 

 
(4) 地区防災計画素案作成の流れ（例） 
    地区防災計画の素案作成に当たっては、以下のような流れが想定される。なお、「公助」
との適切な連携が重要であることから、説明会やワークショップの開催などを通じ、素案
作成の段階から市町職員が伴走型で支援するのが望ましい。 
① 地区防災計画素案の作成主体、作成作業のリーダー、作成スケジュールなどを地域住
民等で議論し、決定する。 

② ハザードマップ等を用いたり、実際に地区を歩いて回って危険な箇所を把握するなど、
地区防災計画を作成しようとしている地区の災害リスクを把握する。 

③ 地区で行う共助活動の内容を整理する。このとき、要配慮者を支援する方法について
も検討しておく。（(2)「地区防災計画の内容」参照） 

④ 共助活動の担い手を定め、役割分担を整理する。この時、要配慮者の状況把握や支援
を実施する者は、個別避難計画と整合性を取って整理しておくことが望ましい。個別避
難計画作成の広域的支援や作成の進捗管理を記載することも検討する。 

⑤ 災害警戒時から、地域での活動をタイムラインにより示し、共助活動を整理する。 
⑥ 災害時に活動できるよう、平常時における要配慮者が参加した訓練や防災意識の向上
を図る普及・啓発、避難行動要支援者名簿の管理、個別避難計画の作成、防災教育等平
常時から取り組むべき内容を整理する。 

 
(5) 個別避難計画との連携 

避難支援等関係者などが主体となって、地区防災計画を作成するに当たっては、個別避
難計画において記載された避難支援の内容を前提として、両計画の整合性を取り、それを
地区の避難訓練等で実践することで、地区としての避難行動要支援者の避難支援体制が確
立できる。また、地区防災計画作成を契機に、地区全体の要配慮者避難対策を進め、個別
避難計画作成へ取組を拡大していくことも考えられる。 
 

【地区防災計画と個別避難計画の連携の事例】  
 
○内郷高坂町（高坂 2・3・4 区）（福島県いわき市） 

地区内の自主防災組織等が連携して、役割分担を決め、避難行動要支援者の支援体制を整備

している。 

具体的には、避難行動要支援者の直接的な避難支援は個別避難計画において定めた避難支援

等関係者が行い、地区防災計画で各区ごとに災害時の体制を定め、間接的な避難支援（災害時

の避難誘導など）を実施することとしている。 
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  ○三善地区（愛媛県大洲市） 

   地区防災計画に、地域内の要配慮者を把握し、状況調査を行い、災害が起きた場合に避難する

際の支援者等を予め依頼するなどの対策を講じることとしている。 

また、災害の状況・被災地域及び被災する恐れのある地域などの情報を入手した場合、要配

慮者対策で決定している避難支援等実施者に連絡することや、地域住民から避難に関する支援・

協力等の要望があった場合、避難誘導班等と連携して対応するなど、避難行動要支援者の避難

支援を定めている。 

 
(6) 地区防災計画の実効性確保 

地区防災計画作成には、地域の中核的人材や避難支援等関係者への啓発・研修等を通じ
た人材育成が必要である。 
また、個別避難計画や地区防災計画を作成しても、それを実際の災害時に活用し、実効

性のある避難支援ができなければ画餅となる。日頃から地域住民と要配慮者が顔の見える
関係を形成し、災害時に要配慮者が迅速に避難できるような支援体制を整え、市町や地域
の防災訓練に要配慮者避難支援訓練を組み込み、両計画の有効性を検証する必要がある。
また、避難支援を行う者が実際の福祉現場を見学したり、研修を受けるなど、スキルアッ
プを図ることが望ましい。 
 

(7) 市町地域防災計画への規定 
  地区防災計画の素案を作成した場合、市町防災会議に提案することができる。市町防災
会議は、市町地域防災計画に地区防災計画を位置づけるよう地区居住者等から提案を受け、
必要があると認めるときは、市町地域防災計画に地区防災計画を定めることとする。必要
がないと判断した場合は、その理由を提案者に通知する。 

 

【地区防災計画（素案）に避難行動要支援者を記載している例】 
  
○神戸市北区筑紫が丘自治会 
 同自治会では、地区防災計画（素案）に避難行動要支援者を記載し、避難の際の行動計画
を定めている。 
 

土砂災害警戒時の行動手順 

 

■行動のタイミング 

神戸市北区に神戸市の警戒レベル３（高齢者等避難）が発令された時 

 

１ 災害時要援護者に電話する（丁目毎）／５～９丁目の崖近くの家屋が対象 

○会長・副会長・まちづくり協議会で連絡を取り、誰が要援護者に連絡するかを決める。（基本：副会

長） 

青「警戒レベル３が発令されました。安全な場所に避難して下さい」  

黄・赤「警戒レベル３が発令されました。避難されますか？ どうしますか？避難される場合は、こ

れから避難支援に伺いますので、出かける準備をお願いします。どうされますか？」 

○避難できない人、「避難しない」という人には、できるだけ安全な場所（家の２階、崖と反対側など）

に誘導する。（※あくまでも、基本は避難場所への避難です。） 

○兵庫県地域別土砂災害危険度の情報のこの地域の「土砂災害危険度推移グラフ」を参考に状況を確

認する。 

○警戒レベル４発令時には、再度電話連絡する。 

 

２ 会長又は副会長の指示で、支援者（班長・副班長）は、自動車で筑紫が丘自治会館に集合する。 

○副会長・班長・副班長・まちづくり協議会役員を中心とする支援者は、自動車で自治会館に集合 

（車のない人は、家で待機）、本部は自治会館とし、会長が詰める。 
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 ○NPO 法人と民生委員のリーダーがまず避難所（中学校、小学校）へ電話して状況を確認し、必要があ

れば避難所へ行き、状況を再確認して、NPO 法人、民生委員、老人会、社会福祉法人、社会福祉士、

障害者支援施設他のメンバーに連絡し、避難所へ来てもらう。 

 

３ 災害時要援護者宅（黄・赤）の避難支援を行う 

 ○集まった支援者で、訪問する支援先を分担し、家で待機のメンバーにも連絡する。５～９丁目の崖の

状況を確認するメンバー（無線機持参）も決める。 

○車に要援護者を乗せ、緊急避難場所（小学校または中学校）まで避難させる。（車は２人体制） 

○受入避難先が決まっている要援護者については、道路などの状況に応じて避難先へ避難させる。 

○対応が難しい場合は消防署へ連絡する。 

 

４ 撤収の段取 

○神戸市発令の「警戒レベル３・４」の解除を確認した後、無線機持参で５丁目～９丁目の警戒地域を

見回り、異常が無いことを確認できれば、解散とする。 
 

土砂災害時の５丁目～９丁目の要援護者世帯数                   （単位：人） 

 青（電話連絡のみ） 黄（１人で避難支

援） 

赤（２人以上で避

難支援） 

計 

５丁目 ４ １ １ ６ 

６丁目 ２   ２ 

７丁目  １ １ ２ 

８丁目 ２ ２ ２ ６ 

９丁目 ２ ５  ７ 

計 １０ ９ ４ ２３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（兵庫県防災士会提供資料） 

 
 
７ 安全な避難先の確保 
 
(1) 命を守るための緊急避難 

要配慮者は一般に避難に時間を要する。高齢者等避難の発令等により早めの避難行動を
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促す必要があるが、津波が迫っている場合や夜間、水害時に周囲が既に冠水している場合
など、危険な状況が生じている場合には、あらかじめ決められた指定緊急避難場所ではな
く、近隣の高い建物や、自宅の２階への移動など自分でできる最低限の身を守る行動をと
ることも考慮する必要がある。このような避難先を個別避難計画に記載しておくことも重
要である。 
特に津波の避難に関して、強い揺れ又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合は、危

険な場所から一刻も早い避難が必要である。市町が避難指示等を発令する前に、自主的か
つ直ちに避難行動をとることが望まれる。避難する場所は市町が指定した津波避難ビルや
津波の指定緊急避難場所、高台にある親戚の家など、多様な避難先をあらかじめ考えてお
くことが重要である。ただし、既に津波が到達してしまった場合は、可能な限り高い場所
へ避難し、自身でできる最低限の身を守る行動をとることも考えておく必要がある。また、
津波は複数回にわたり押し寄せ、津波警報の解除までに１日かかる場合もあるため、波が
引いても安易に帰宅することがないよう注意する。 
 

【水害・津波の際の避難場所の例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ 原則、その場を立ち退くことが重要であるが、どうしても避難時間が確保できない場合は付近の津波

避難ビルや自宅の可能な限り高い場所等に避難する。 

周囲が既に浸水している場合は無理に移動しない。 

 
【避難場所の種類】 

 

【住民が避難場所を決めている例】 

 

 

 

 

 

区 分 定  義 
指定緊急避難場所 災害時の危険を回避するために一時的に避難する場所 

（小規模な広場、公園や津波から逃れるための避難ビルなどを市
町が指定） 

一般避難所 災害により避難生活を余儀なくされた場合に一定期間の避難生活
を行う場所（地域の小中学校などを市町が指定） 

福祉避難所 要配慮者を受け入れるために必要な配慮がなされた避難所で、地
域の福祉施設などを市町が指定及び協定等によって確保 

（※） 

避　難

水平移動

垂直移動

その場を
立ち退く

その場に
とどまる

災害時に命を守るための
避難場所

安全を確保
できる空間

指定施設

安全なマンションの高い階など

自宅の２階
マンションの高層階

近くの小学校など

集落集会所
近隣の高層建物

 神戸市は、津波で浸水する恐れのある地域において、地域住民による地域津波防災計画の策

定に取り組んでいる。計画策定に併せて、神戸市と住民団体が連携して施設管理者と交渉を行

い、津波避難ビルを選定している。 
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(2) 感染症禍における分散避難と避難所運営 
新型コロナウイルスなどの感染症流行時にあっては、感染症拡大防止に留意した避難が

必要となる。 
感染症禍では、人と人との距離の確保が求められるため、避難所だけでは避難者全員を

収容できないことも想定される。このため、浸水想定区域などハザードのある地域に居住
する避難行動要支援者は、台風等が接近する前に、市町が設置する避難所ではなく、浸水
想定区域にないホテルや旅館、安全な地域の知人・親戚宅などに、自主的に避難すること
や自宅が安全であれば自宅にとどまることも考慮する必要がある。 
また、マスクや消毒液を配備して、感染症対策を行うとともに、避難所を追加指定して

おき、十分な収容定員を確保する必要がある。 
なお、避難所の運営については別途県の「避難所管理運営指針」「新型コロナウイルス

感染症に対応した避難所運営ガイドライン」等を参照。 

 
【宿泊施設等への分散避難に対する補助の例】 

 
 
 
 
 
 

 

(3) 避難所における要配慮者への配慮 
 ① 避難所の環境整備 

災害から一時的に難を逃れる緊急時の避難場所とは異なり、中長期にわたって被災者
が生活する場所として市町が指定する避難所で、想定される避難者数を受け入れられる
よう指定に努める。 
地域における個別避難計画の作成過程や避難訓練の実施などを通じて、地域住民が避

難しやすい、要配慮者が過ごしやすい施設を特定し、避難所の指定に努める。また、避
難所においては、畳の部屋、学校の保健室などを要配慮者用のスペースとして確保した
り、精神障害者や発達障害者、内部障害を有する身体障害者等、虚弱高齢者や妊産婦な
どに対して専用のスペース（部屋）を提供するほか、要配慮者が、少しでも過ごしやす
い環境をつくるため、以下のような避難所の環境整備に努める。 
また、このような環境整備を円滑に進めるためには、避難所に入った段階で、避難支

援等関係者から個別避難計画の引継ぎを受けておくことで、一人ひとりの状況や特性に
応じた適切な対応を図ることができる。 
 
○ バリアフリー化に努め、段差解消のためスロープ等を設けるなど、通路や廊下の安全確保を

図る。 

○ 暑さ寒さ対策を実施する。 

○ カーテンやパーティション等により、プライバシーの確保に配慮する。 

  ○ 障害者向けのトイレ、ポータブルトイレ等の確保を図る。 

  ○ 介護ボランティアや通訳ボランティア等の配置に努める。 

  ○ コミュニケーションボードの活用等、多様な意思疎通手段を考慮する。 

  ○ 年齢や性別等にも配慮する（着替え、トイレ等）。 

 
 ② 多様なニーズへの対応 

避難所では、要配慮者に限らず、避難者の多様なニーズに対応するため、相談窓口の
開設や保健師による定期的な健康相談、こころのケアの専門家の派遣等の体制について
検討しておく。併せて、避難者の年齢、性別、障害の有無その他の事情に応じて、優先
的な対応や特別な配慮が必要となるため、避難所において、平等性や公平性だけではな
く、ニーズに応じて優先順位をつけて対応する場合もあることについて周囲に理解を求

避難行動要支援者が宿泊施設に避難する場合、一定の条件のもとに補助を実施している自

治体（愛媛県宇和島市など）がある。 

また、感染症対策ではないが、災害リスクが特に高く、個別避難計画が未作成である者を

対象に、市内のホテル・旅館等の宿泊施設へ避難した場合の宿泊経費と移動経費を補助する

事例（豊岡市）がある。 
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める。 
 

【特別なニーズへの対応・配慮】 

支援に当たっては、「年齢、性別、障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時

期に応じて適切に被災者を援護すること」が求められる（災害対策基本法第２条の２第５

号）。 

 

(4) 福祉避難所の指定 
 ① 福祉避難所の必要性 

一般の避難所は、階段や段差が多いこと、障害者用のトイレがないことなど、必ずし
も要配慮者に配慮したものとはなっていない場合が多いため、生活全般において身体に
負担がかかり、ADL（日常生活動作：Activities of Daily Living）や QOL（生活の質：
Quality of Life）の低下をもたらす可能性がある。常時介助が必要な者にとっては、一
般の避難所での生活は大きな困難を強いられる。また、精神障害者や発達障害者、内部
障害を有する身体障害者等、外見上障害を有することが分かりづらく、周囲から理解を
得づらい者にとって、ストレスが増大し、心身状況が悪化する恐れがある。 
このため、災害時に要配慮者等を受け入れ、安心して生活ができる体制を整えた施設

を福祉避難所として指定することが必要である。 
 

 ② 指定に当たっての留意点 
福祉避難所の指定に当たっては、施設の安全性の確保が重要であり、土砂災害警戒区

域や浸水想定区域の区域外にある施設を指定することとしている。指定する場合でも、
例えば、土砂災害警戒区域内にある施設を指定する場合は、市町地域防災計画において
要配慮者の円滑な警戒避難を実施するために必要な土砂災害に関する情報伝達を定める
こととしている（詳細は、兵庫県「福祉避難所運営・訓練マニュアル」参照）。 
また、福祉避難所の設置手続き、福祉避難所での支援の内容・方法、費用負担等を明

確にするため、施設側の受入事情を踏まえて市町と指定する施設との間で協定を締結し
ておく。例えば、特別養護老人ホームでは障害者の受入・対応が困難であり、身体障害
者を中心とする障害者支援施設では精神障害者の受入・対応が困難である。これらの事
情を考慮せずに受入を求めることは、要配慮者や当該施設職員に過重な負担を与える可
能性がある。 
福祉避難所として指定した場合は、当該施設が福祉避難所であることを示す表示を掲

げるとともに、ハザードマップや避難支援マップに掲載するなどの方法により、その所
在や避難経路等を、要配慮者を含む地域住民に対して周知する。一方で、福祉避難所に

避 難 所 で の 配 慮 

女性の場合 

○着替えや授乳 

○性的被害の回避 

○生理用品、入浴、トイレ利用への配慮 

○身体的介助を必要とする場合、同性による介助の配慮 

本人及び両親への配慮 

障害児の場合 

○喀痰吸引など医療的ケアを要する場合、食材を細かく切る、すり潰す必

要がある等、通常の食べ物が摂れない子供も多いが、支援物資はこのよ

うなケースを想定しておく。 

○知的障害や発達障害を有する場合、環境の変化への不安が強く、奇声や

徘徊など他の避難者とトラブルになりやすいので、個室の用意等を検討。 

○保護者だけに避難支援の負担を強いることは難しく、学校や児童施設が 

閉鎖されると、ケアの負担が増え、心身ともに疲労するため、保護者へ

のニーズを聞くなど支援する。 
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は、要配慮者の家族や介助者を除き、それ以外の者は避難できない旨を周知することも
必要である。 
さらにバリアフリー改修など、福祉避難所の良好な環境の確保が求められるが、市町

にはこれを促進するための支援も検討する必要がある。 
 

 ③ 福祉避難所における支援等 
福祉避難所に相談等に当たる支援員等を配置し、日常生活上の支援を行うとともに、

要配慮者の生活状況等を把握し、必要な保健・福祉サービスを提供する。一方で、福祉
避難所に高齢者や障害者を隔離することにならないよう、本人の意思や希望を尊重する
必要がある。 
 

※ 福祉避難所の運営等については、兵庫県の「避難所管理運営指針」「福祉避難所運営・
訓練マニュアル」「新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営ガイドライン」等
を参照。 

 

 【要配慮者の態様と福祉避難所設置の考え方（例）】 

 

 【福祉避難所確保に向けた取組（例）】 

 

 

 

 

 

【県内における福祉避難所（例）】 

 

 

 

 

 
 

 【他府県における特徴的な福祉避難所等】 

 

 

 

 

 

 

 

態 様 福祉避難所の設置 

虚弱高齢者、乳幼児・児童、妊産婦など生活支

援が必要な者 

一般の避難所の別室（畳の部屋、学校の保健室

等）、助産所 

がん患者、人工透析患者などの病弱者 国民宿舎、ホテル等の宿泊施設 

要介護度の高い高齢者、行動障害を有する障害

者等 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害

者支援施設等 

○社会福祉施設や病院との事前協定 

○民間協力事業者への協力の呼びかけ（宿泊施設、福祉作業所等） 

○福祉避難所として利用可能な施設のリストアップ 

 （施設のバリアフリー化、トイレの状況、畳の部屋の有無などを考慮） 

○学校等の指定避難所における「福祉目的スペース」確保の可能性の確認 

○公的施設：地域福祉センター、公民館、住民センター 

○福祉施設：特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム（ケアハウス等）、 

デイサービスセンター、在宅福祉センター、老人憩の家、障害者支援施設、 

障害者通所施設（生活介護等）  等 

○宿泊施設：公共宿泊施設、青年の家、民間ホテル 

○大阪府堺市：障害者通所施設、短期入所施設、グループホームを指定 

○千葉県我孫子市：民間保育園を指定 

○千葉県千葉市：専門性の高いサービスは必要としないが、指定避難所での避難生活に困

難が生じる高齢者や障害者等に対し、特別な配慮をした避難所（＝福祉

避難室）を学校などの指定避難所内に必要に応じて開設 
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【災害救助法が適用となった場合に対象となる福祉避難所の費用】 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(5) 福祉避難所への直接避難 
令和３年５月に災害対策基本法施行規則が改正され、福祉避難所の受入対象者を特定し、

特定された要配慮者やその家族のみが避難する施設であることを指定の際に公示する制
度が創設された。 
福祉避難所へ直接避難したいという避難行動要支援者の要望に配意し、直接避難が必要

と判断されるものには、上記公示制度を活用して、個別避難計画の作成等を通じ、避難先
である福祉避難所ごとに、事前に受入対象者の調整等を行い、福祉避難所への直接避難を
促進する必要がある。 
併せて直接避難の調整ができた避難行動要支援者については、直接避難の避難先となる

福祉避難所を個別避難計画に明記することが重要である。具体的な流れとしては、避難先
となり得る施設と調整し、災害時の福祉避難所に指定されるよう働きかけを行い、施設が
了承した場合、直接避難に備えた体制が整い次第、当事者が直接避難を実施する福祉避難
所を明記した個別避難計画を作成する。市町は調整後に、避難する者を特定して公示を行
う。 
受入対象者を特定した公示制度の活用により事業者への理解促進に努め、福祉避難所の

指定の促進を図っていくことが必要である。 
 
【直接避難希望者と受入施設との調整の流れ】（例） 
① 福祉避難所となる社会福祉法人等の直接避難の受入可能人数を調査する。 
② 直接避難が対応可能な福祉避難所と運営協定を締結するなど、施設管理者との合意形
成を図る。 

③ 避難行動要支援者に対し、福祉避難所への直接避難を希望する者の調査を行う。 
④ 福祉避難所への直接避難を希望する者に対し、福祉専門職等がアセスメントを実施し、
福祉避難所の説明や避難所までの移動方法、避難支援等実施者の選定について協議する。 

⑤ 自主防災組織等地域と連携して、避難支援等実施者の選定等地域の対応を協議する。 
⑥ 調整会議を開き、本人・家族・福祉専門職・自主防災組織等が参画して、直接避難を
明記した個別避難計画を作成する。 

⑦ 福祉避難所となる施設の管理者と確認の上、避難する者を特定して公示する。 
⑧ 作成した個別避難計画を元に福祉避難所と連携して適宜防災訓練を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○災害救助法の対象となる福祉避難所の費用 

・概ね 10人の対象者に１人の生活に関する相談等にあたる職員等の配置経費 

 ・高齢者、障害者等に配慮した簡易洋式トイレ等の器物の費用 

 ・紙おむつ、ストーマ用装具など要配慮者の日常生活上の支援を行うために必要な消耗

器材費 

○介護保険制度等による対応 

 ・社会福祉施設への緊急入所、ショートステイ等による対応 

 ・避難所や避難先の旅館、ホテル等でのホームヘルプ 
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【直接避難の取組例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) 社会福祉施設等における事業継続体制の構築と避難確保計画の作成 

県、市町は、災害時の福祉サービスの継続や早期再開が求められるため、社会福祉施設
や福祉サービス事業者に対し、事業継続計画（BCP）の策定を促すよう、啓発に努める。 
これらの施設では、管理者等が水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律に基づく避難確保計画を作成することとされている。 
特に、洪水や高潮の浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に位置し、市町地域防災計

画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設（社会福祉施設、病院等）の管理者等
は、避難確保計画の策定及び避難訓練を実施した場合には、市町に報告することとなって
いる。もし、避難確保計画を作成していない管理者等がいた場合は、市町は避難確保計画
を作成するよう指示する必要がある。要配慮者利用施設の管理者等から報告を受けた市町
は、必要な助言又は勧告を行う。 
また、社会福祉施設は、福祉避難所として重要な役割を果たすことになるため、平常時

から地域社会との連携や交流を進めておくとともに、防災訓練や施設相互間の応援協定な
ど、備えに万全を期すことが望ましい。 
 

 【社会福祉施設等に求められる対策（例）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８  避難後の生活支援に備えた体制整備 
 
(1) 社会福祉法人相互間の協力体制の構築 

県、市町は、社会福祉施設が被害を受けた場合に、入所者の生活支援を相互に行うこと
ができるよう、社会福祉法人同士で相互応援に関する協定を締結するなど社会福祉法人相
互間の協力体制を構築するよう働きかける。 
また、県、市町は、社会福祉施設等の関係団体と協議し、緊急入所等の対応を円滑に進

めるため、協力体制の構築について検討する。 
なお、東日本大震災や熊本地震において、要配慮者を支援するマンパワーの確保や必要

な支援の提供が困難な状況があったため、国において福祉・介護職員の派遣等の広域的な
支援体制の構築が進められていることから、それらの活用も視野に入れて体制を検討する。
当該市町の福祉避難所に避難支援等関係者を受け入れることが困難で、他市町や近隣府県

○上越市 

  市内の福祉施設と運営協定を締結し、直接避難対象者全員の個別避難計画を作成して、直

接避難を可能にしている。直接避難の対象者は３ヶ月ごとに更新するが、その際約 150 名の

新規候補者が出る。市職員が事前調査をして約 50 名程度まで絞り込み、個別避難計画を作

成する過程で、福祉避難所と調整し、直接避難できる仕組みを作り上げている。また、指定

一般避難所内には福祉避難スペースを設けている。 

○熊本市 

大規模災害時（原則、災害救助法の適用時）に必要に応じ、障害児等とその家族を対象と

し、市内の特別支援学校との事前の協定に基づき「福祉子ども避難所」を設置している。対

象となる者とその家族は直接避難が可能となっている。 

○施設の耐震化、家具等の固定 

○緊急時の職員体制、緊急連絡網の整備 

○入所者・職員の安全確保策 

○非常食及び医薬品等の備蓄 

○防災設備・資機材（小型発電機、組立式水槽、備蓄倉庫等）の整備 

○他施設との連携 

○食料・物資等を迅速に調達する方策 

○定期的な防災訓練、研修の実施        等 
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への移送手段の調達が困難な場合には、県に調整を依頼することも検討する。 
 
【災害福祉広域支援ネットワーク】 
 

 
 
 
(2) 介護・看護事業者等との連携 

ケアマネジャー、相談支援専門員は、個別避難計画の作成時に当事者力アセスメントや
調整会議等で重要な役割を果たす。これらの役割にとどまらず、介護・看護事業者等は平
常時から高齢者等に接していることから、災害時における情報伝達、安否確認等あるいは
事業者が福祉避難所の指定を受けた上で、普段から接している要配慮者である利用者の介
護サービスの提供を実施するなど、被災後の生活支援にも重要な役割を果たす。このため、
介護・看護事業者等からこれらの協力を得られるよう、協力協定の締結等を検討する。 

 
【介護・看護事業者等との協力協定の例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 難病患者等特別な配慮を要する者への対応 

人工呼吸器、酸素供給装置等を使用している在宅の難病患者等に対しては、健康福祉事
務所、消防署、病院など関係する機関と連携し、避難支援等実施者とともに、搬送先の医
療機関やその医療機関等への搬送方策などを明確にしておく。 
また、在宅人工呼吸器装着難病患者については、兵庫県が「在宅人工呼吸器装着難病患

者災害時支援指針」を策定し、支援体制の整備を進めており、これとの整合性に留意する。 
なお、NPO 法人兵庫県腎友会が「透析患者災害時支援名簿」の作成を進めるなど、患者

団体等における取組も進められていることから、これらの団体等との連携を図る。 

 
(4) 食料品、生活用品等の準備 

食料品については、保存食の多様化を踏まえ、乾パンなど画一的なものにならないよう、
要配慮者に配慮した食料品の備蓄を検討する。備蓄が困難な場合は、民間企業等との間に
協定を締結することなどにより、調達体制の整備を図る。 
同様に、要配慮者に必要な生活用品等についても確保を図る。 
また、アレルギー対応食や常備薬などの特殊なニーズについては、要配慮者本人ができ

るだけ自ら用意するように求めることも必要である。 
なお、物資を備蓄する場合は、学校、病院や老人保健福祉施設等との協定締結等により

備蓄場所の確保を図るとともに、保管場所を数カ所に分散させるなどの配慮に努める。 
 
【備蓄物資等（例）】 

種 類 物   資 

食 料 品 粥・流動食品、粉ミルク、離乳食、ハラール認証食品、野菜ジュース、野菜スープ等 

生 活 用 品 車いす、杖、老眼鏡、補聴器、紙おむつ、ストーマ用具、簡易トイレ等 

そ の 他 哺乳瓶、カセットコンロ、医薬品、衛生用品、ホワイトボード、パーティション等 

 国では、都道府県、社会福祉協議会、社会福祉法人等をネットワーク化し、災害時に全国から

福祉・介護職員の支援チームを派遣するシステムの構築を進めようとしている。 

災害時における港区と介護事業者との要介護高齢者等の支援に関する協定（東京都港区） 

〔協定内容〕 

 ○サービス利用者の安否確認・情報収集 

 ○安否情報等の報告 

 ○必要な介護サービスの継続提供 

 ○避難先の避難所への介護サービス提供 

 ※安否情報等は、各事業者から区内５地区に設置している高齢者相談センター（地域包括支

援センター）に報告し集約 
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１ 支援体制の確保 
 
(1))市町の体制 

災害時は、市町に災害対策本部が設置されるが、その中に「要配慮者支援班」を設置す

る。要配慮者支援班は、要配慮者支援の司令塔として、要配慮者の情報の集約、基本的な

指示や情報提供、関係機関や外部からの対応等のコーディネート等を行う。 
 
【要配慮者支援班の業務（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(2) 要配慮者支援推進会議の開催 

要配慮者支援に関わる関係機関、災害ボランティアセンター、当事者団体や支援団体等 

による要配慮者支援推進会議を適宜開催し、関係機関等の支援活動の実施状況や人的・物

的資源の状況、避難所等における要配慮者のニーズを把握し、情報共有と活動内容の調整

を図ることにより、効率的かつ効果的な支援活動を実施する。 

    

(3) 災害ボランティアセンターと連携した支援体制の確立 

災害救助活動及び災害復旧活動には、災害ボランティアの活動が効果的であることから、

社会福祉協議会等と連携し、迅速に災害ボランティアセンターを立ち上げ、災害ボランテ

ィアの受入を開始するとともに、災害ボランティアセンターと連携した支援体制を確立す

る。 

 

(4) 県健康福祉事務所等との連携 

県健康福祉事務所等と緊密に連絡をとり、必要に応じて助言、保健師の派遣等の支援を

要請する。 

 

(5) 広域的なバックアップの要請 

  災害規模が大きく、市町域や県域内で対応出来ない場合は、関西広域連合構成府県市や 

全国自治体からの応援が必要となる。 

 その場合は、市町災害対策本部等が、県を通じて県内外の関係機関に対し、保健医療や

介護の専門人材、災害応援に経験のある人材等の派遣を要請することになる。 

 

２ 情報の提供 
 
(1) 情報の種類 

災害時に高齢者等避難等の避難情報や被害状況等を速やかに提供することは、要配 

慮者の円滑な避難につながるため、正確な情報を迅速に提供する。 

 

 

４ 災害時の取組                        - 第４編 - 
 

○ 要配慮者の安否及び避難の状況、健康状態の一元的な把握 
○ 要配慮者のニーズの把握 
○ 要配慮者への対応の検討及び対策の実施 
○ 外部からの支援の必要性判断 
○ 外部からの応援部隊のコーディネート 
○ 要配慮者への保健・福祉サービス等の提供に係る調整 
○ 要配慮者からの相談への対応 
○ その他要配慮者の支援 
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(2) 情報提供の方法 

要配慮者が情報から孤立しないよう、要配慮者の態様に応じた多様な情報提供手段の活

用を図る。 

また、福祉サービス事業者、支援団体、外国人コミュニティ・支援団体等の関係団体に

対しても情報提供を行い、協力を求める。 

 

３ 安否確認、救助・避難支援の実施 

(1) 基本的な考え方 

風水害や津波など、発生までに時間がある災害については、避難支援組織等が地域住民

に対して情報伝達するとともに、避難誘導、避難支援を行う。 

地震や大規模事故などの突発的な災害の場合は、避難支援組織等が発生後に地域住民の

安否確認を行い、救助・避難支援を実施する。 

 

【風水害・津波の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

【地震等の場合】 

 

 

 

 

 

 

 
 
(2) 安否確認 

災害が発生したときは、直後から避難行動要支援者名簿等に基づき、地域の避難支援組

織、福祉サービス事業者や支援団体を通じて避難行動要支援者等の安否確認を行い、要配

慮者支援班等において集約する。 

なお、避難行動要支援者名簿に記載されていない要配慮者についても、避難支援組織等

の協力のもと、可能な限り安否確認を実施する。 

 

① 地域における安否確認 

避難支援組織等が避難行動要支援者名簿情報や個別避難計画情報を活用し、要配慮者

の安否確認を、被災状況を勘案しながらできるだけ速やかに行う。 

この場合、市町から事前に避難行動要支援者名簿情報や個別避難計画情報が提供され

ている避難行動要支援者に加え、事前の避難行動要支援者名簿等の情報提供に同意して

いなかった者についても、災害時には市町からの情報の提供を受け、安否確認を行う。 

 

② 関係機関等による安否確認 

管内の社会福祉施設及び福祉避難所として指定している施設の被害や負傷者等の状況

を把握する。また、障害者団体、家族会、患者会など、要配慮者に関係する当事者団体

からも情報収集を図る。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

高齢者等避難
の発令、津波
警報の発表 

情報伝達 

避難支援 

  
避難状況
(安否情
報)を行
政に報告 

地震発生 

生き埋め等の救助活動 

安否確認 
（救助の必要性確認） 

危険な自宅からの避難

 
避難状況
(安否情
報)を行
政に報告 
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外国人については、外国人コミュニティ・支援団体等及び NGO などの関係団体等から

も被害状況を把握する。また、外国人学校、領事館等の建物の被害状況を確認するとと

もに、外国人がよく利用する施設等に対しても連絡を取り、状況を確認するよう努める。 
 
【安否情報の集約方法（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 救助・避難支援 

災害の規模によっては、消防及び警察等による救助活動に時間を要したり、対応しきれ

ないことも想定される。特に急を要する場合には、高齢者等避難の発令、津波警報発表時

の避難支援や災害発生直後の避難行動要支援者の救助及び避難支援は、地域住民の協力に

より対応することが求められる。 

避難支援組織は、避難行動要支援者名簿情報や個別避難計画情報に基づいて、避難行動

要支援者を救助し､避難所等へ避難支援を行う。 

なお、避難行動要支援者名簿に記載されていない要配慮者についても、避難支援組織等 

の協力のもと、可能な限り救助・避難支援を実施する。 

避難地域の避難支援組織等で救助や避難支援が対応できないケースについては、消防、

警察等に対して救助を要請する。 

被災状況によっては、自主防災組織等が機能しないことも考えられる。避難支援組織に 

連絡が取れないなど、状況が把握できない場合には、消防及び警察等と協力し、行政側か 

ら積極的に情報提供を行って、避難行動要支援者名簿等に基づき、可能な限り迅速に救助

及び避難支援を行う。 
 

【救助・避難支援時の配慮事項（例）】 

対象者 配  慮  事  項 

寝たきりの 
高齢者 

車いす、ストレッチャー等の移動用具の使用が望ましいが、確保できない場合
には、担架やリヤカーの使用、おんぶなどにより避難する。 

視覚障害者 
白杖等を確保する。必要に応じて手引き・誘導により避難する。また、日常の

生活圏であっても災害時には環境の変化から認知地図が使用不能となる場合があ
ることに配慮する。 

聴覚障害者 
手話や筆談（筆記用具等を用意しておく）によって、状況説明を行い、避難所

等へ誘導する。 

肢体不自由者 
自力で避難することが困難な場合には、車いすやストレッチャー等の移動用具

等を確保することが望ましいが、移動用具等が確保できない場合には、担架やリ
ヤカーの使用、おんぶなどにより避難する。 

内部障害者 
難病患者 

常時使用している医療機材を確保するほか、医薬品を携帯するとともに、自力
で避難することが困難な場合には、車いすやストレッチャー等の移動用具等を確
保することが望ましい。 

知的障害者 
不安から大声や奇声を上げる等の行為があっても叱らず、落ち着かせる。災害

の状況や避難所等の位置をわかりやすく説明し、必要に応じて誘導する。 

避難支援組織等 
(地域の要配慮者の状況) 

社会福祉施設等 
(入所者及び施設の状況) 

当事者団体等 
(会員等の状況) 

市 町 
(情報収集・対策の実施) 
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(4) 避難支援組織等と名簿を共有していない避難行動要支援者への対応 

避難支援組織等への名簿提供に同意せず、避難支援組織等と名簿を共有していない避難

行動要支援者についても、災害の発生により、安否確認や救助・避難支援を要する状況に

なった場合には、避難支援組織等へ本人の同意なしで避難行動要支援者名簿等を提供し、

可能な限り早期の安否確認、救助・避難支援を行う。 

 

(5) 避難支援等実施者の安全確保 

避難支援に際しては、避難支援等実施者本人及びその家族等の生命及び身体の安全が確

保されていることが大前提である。 

避難支援等実施者は、地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援を行う。 

なお、津波浸水想定区域内における避難支援活動については、津波到達までに短い時間

しかないため、「気象庁が発表する津波到達予想時刻までの時間」から「避難時間」（安全

な高台等へ退避するために要する時間）や「安全時間」（安全・確実に退避が完了するよ

う、余裕を見込んだ時間）を差し引いた「活動可能時間」を設定し、それを経過した場合

には直ちに退避するなど、避難支援等実施者の避難ルールを定め、それに従って避難支援

等実施者も確実に避難しなければならない。 

 

【避難支援時間に関するルールの事例】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象者 配  慮  事  項 

精神障害者 
災害の状況や避難所等の位置をわかりやすく説明し、必要に応じて誘導する。

気持ちを落ち着かせることに努め、必要に応じて主治医や保健所の助言を仰ぐ。 

児童 
災害の状況や避難所等の位置を伝えるとともに、自力で避難することが困難な

場合には、適切に誘導する。 

乳幼児 
保護者に災害の状況や避難所等の位置を伝えるとともに、保護者が複数の乳幼

児を抱えている場合などには必要に応じて避難支援を行う。 

妊産婦 

妊娠の時期や個人により身体状態が大きく異なり、本人に確認する必要がある。 
妊娠初期は外見上では分かりにくい。 
妊娠後期は足元が自分ではよく見えず、身動きが取りにくく、ちょっとした歩

行でも息があがりやすくなるため、介助することが望ましい。 

○10 分前撤退完了ルール（宮城県気仙沼市） 
  震災時に消防団活動（水門・陸閘の閉鎖及び避難誘導）に従事している団員が、津波到達

予想時刻の 10 分前までに撤退を完了するとした取り決め 
 
［東日本大震災で明らかとなった課題］ 

気象庁から発表されるどの情報をもって津波到達予想時刻とするのか、誰がどのように団
員にその情報を届けるのかといったことを十分に確認する必要がある。 

 
○15 分ルール（岩手県宮古市田老地区） 
  震災時に消防団活動（水門・陸閘の閉鎖及び避難誘導）に従事することができる活動可能

時間を発災から 15 分とした取り決め 
 
 ※ 一番遠い活動場所（水門）から高台までの避難に 4分 30 秒の時間を要することから、地

震発生から津波の到達（予想）までの所要時間である 20 分から避難時間である 5分（4分
30 秒＋余裕時間 30 秒）を引いた 15 分間を活動可能時間とした。 

  【活動可能時間＝津波到達予想時間－活動場所から避難場所までの最長移動時間】 
 
［東日本大震災で明らかとなった課題］ 

地震発生 15 分後以降に、個人活動として、住民の避難誘導にあたった団員がいた。 
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１ 全被災者を対象とした調査（被災者ローラー作戦）の実施 
 
(1) 基本的な考え方 

要配慮者は、周囲からの理解不足や配慮の欠如から避難所生活に支障をきたしたり、在
宅での生活においても、平常時の介護保険サービスや障害福祉サービス等が受けられず、
心身の健康状態が悪化することがある。このような場合、災害関連死に至る恐れもある。 

また、被災当初は問題がなくても、慣れない避難生活等により、要支援状態等に移行し
てしまう被災者も多い。助かった命を守り、災害関連死を防ぐため、市町の要配慮者支援
班が中心となって自治会・自主防災組織や民生委員・児童委員等の協力の下、保健師、看
護師、助産師等を中心に避難所への巡回健康相談や全戸の家庭訪問を行い、被災者の健康
状態や福祉ニーズを調査する（必要に応じて社会福祉士や精神保健福祉士等の専門家の支
援も仰ぐ。聴覚障害者への調査に当たっては、必要に応じて手話通訳者・要約筆記者など
の情報保障者を同行させる。）。 

この被災者ローラー作戦の実施に当たり、そもそも避難情報が入っていない、避難所ま
での移動手段がない等の理由で取り残されている者がいることを前提に、確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(2) 調査の実施方法 

① 在宅の被災者に対しては、全戸訪問を行い、聞き取り調査を実施のうえ、判明した 
要配慮者の名簿を作成し、フォロー体制を調整する。 

② 避難所においては、避難者名簿を作成する際、入所者一人一人に聞き取り調査を実
施し、要配慮者であることが把握できるようにしておくか、あるいは別途、要配慮者
の名簿を作成の上、避難所の管理者と協力してフォローする。 

③ 調査は地域包括支援センターや社会福祉協議会、災害ボランティアセンターや居宅
介護事業所等と連携して実施する。 

 

 
 
 
 
 

５ 要配慮者に対する生活支援                          - 第５編 - 

災害時要援護者の避難支援に関する検討会資料を参考に作成 

直
後
～ 

２
・ 
３
日

公的な食料・生活物資の支援、被災者支援関連情報

そ 
の
後

※劣悪な条件の避難所環境・在宅避難生活で亡くなる人も多い（災害関連死）

     

自宅を失う・自宅が残る・自宅は当分住めない・自宅だと怖い

要配慮者が置かれがちな状況 
災害発生 

避難所へ行く
（小中高校・市民会館・体育館等） 

妊産婦・乳幼児・障害者・ 
要配慮の高齢者・外国人含む

避難所以外の施設へ行く 
（集会所・ガレージ・事業所など）

妊産婦・乳幼児・障害者・
要配慮の高齢者・外国人含む

自宅にとどまる 
親族知人宅に身をよせる

（在宅避難） 
妊産婦・乳幼児・障害者・ 

要配慮の高齢者・外国人含む

多少の食料備蓄があっても、当日か

翌日にはすぐ尽きる。持ち寄る。
互いに食料を持ち寄って過ごす

備蓄した食料のほか、あるもので過 
ごす。 

プライバシー無し、不衛生 

周囲に迷惑で避難所に居られない 

食料や生活物資、情報が近隣で手に入らない 避難所を出る 
が支援なし 

避難所にもらいに
行くが断られるかも

ボランティア 
の支援も限界
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(3) 主な調査内容 
 ① 心身の健康状態 
 ② 日常生活で困っていること 
 ③ 希望する保健・医療や福祉サービス 
 
２ 要配慮者トリアージの実施 
 
(1) 基本的な考え方 

被災者ローラー作戦による調査結果を踏まえ、「助かる命を救う」という視点に立って、
個々の要配慮者の優先度､ニーズに応じた保健・医療や福祉サービスを調整する。トリア
ージを誰が行うか（保健師、看護師、精神保健福祉士等）、どのタイミングで実施するか、
どのような基準で判断するか等を、あらかじめ決めておく。 

 
(2) 医療機関への移送等 

医療機関等と連携を図り、重症患者等が発生した場合には速やかに医療機関へ移送する。 
また、治療や医薬品、医療機器が必要で、被災地での対応が困難な患者については、被

災地外の医療機関への移送や被災地外への避難も考慮する。 
 
(3) 社会福祉施設等への緊急入所等 

一般避難所や自宅で生活することができない高齢者等については、特別養護老人ホー
ム・障害者支援施設等への緊急入所、ショートステイの利用により対応する。また、保護
者等が児童等を養育することが困難又は不可能な場合は、児童養護施設等への緊急入所の
措置を講じる。 
なお、災害時を含め、やむを得ない事情がある場合は定員を超過して入所者を受け入れ

ることが可能であるため、必要に応じてこれらの規定も活用する。ただし、従来からの入
所者にとって、定員超過での受入は環境変化やサービス量の低下をもたらす可能性があり、
また、自らも被災者であり得る施設職員に過重な負担となる恐れもあるため、これらの要
素も勘案して受入の可否を判断する必要がある。 

 
【東日本大震災における事例（宮城県）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【熊本地震における事例（熊本県）】 
 
 
 
 
(4) 福祉避難所への移送 
① 一般避難所や自宅で生活することが困難な要配慮者については、直ちに福祉避難所に
移送する。その場合、可能な限り本人の状態（高齢者か障害者か）や特性（身体障害者
か知的障害者か等）に適した福祉避難所に移送する。 
② 移送に当たっては、心身の状況や必要とする支援の内容を第一に考えなければならな
いが、必ずしも福祉避難所での処遇を要しない場合は、地域コミュニティとの繋がりの

 施設への入所が必要な高齢者の移送先の確保はもとより、搬送手段の確保が困難であり、

自衛隊のヘリも要請しつつ、県社協と連携し、車両・燃料・運転手の提供を受け搬送を実施

した。 

 また、福祉施設等に対して定員超過による受入を要請する通知を発出するとともに、受入

要請の様式を作成・活用し受入調整を行った。 

  ・被災施設の入所者の受入調整：304 名 

  ・在宅被災者の受入調整   ： 32 名 

 厚生労働省通知によって、定員超過により人員配置基準や施設設備基準を満たさなくなっ

た場合も報酬減額等を行わないという弾力的な措置が行われた。 
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維持という観点から、そのままとどまる方が望ましいこともある。本人の意思・希望を
できるだけ尊重し、適切な判断を行う。 
③ 要配慮者に配慮し、要配慮者の家族や介護者についても、避難状況等を勘案の上、必
要に応じて福祉避難所に避難させる。 
④ あらかじめ確保した福祉避難所のみでは量的に不足する場合は、県（国）と協議の上、
域内の社会福祉施設や公的宿泊施設、旅館・ホテルの借り上げ等により、福祉避難所と
して対応する。 

 
※ 福祉避難所については、兵庫県の「避難所管理運営指針」「福祉避難所運営・訓
練マニュアル」「新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営ガイドライン」
等を参照。 
 

３ 専門家による支援 
 
(1) 基本的な考え方 

要配慮者は非常に多様なニーズを有しており、対応の遅れが命の危険につながる可能性
があるため、医師、看護師、保健師、臨床心理士、公認心理師、社会福祉士、精神保健福
祉士、理学療法士、ホームヘルパー等の専門家による支援チームを設置するなどして必要
なサービスを迅速に提供し、必要に応じて地域の医療機関等へ適切につないでいく仕組み
を構築する。 
専門家による支援は、市町の要配慮者支援班で一元的に調整を行うことが望ましい。  
なお、市町で必要な専門家の確保が困難な場合は、県に対して支援要請を行い、専門家

の確保を図る。 
 
(2) 健康面のケアの実施 

県、市町は、保健師、栄養士、介護福祉士等と連携を図り、避難所や在宅の要配慮者
に対し、適宜巡回して健康相談を実施する。また、要配慮者の心身の健康状態を把握し､
保健指導や栄養指導を行い、疾病の予防や心身の機能低下の予防に努める。医療が必要
な場合や災害前からの治療が中断されている場合は、速やかにかかりつけの医師等の医
療機関に繋ぎ、受診勧奨する。 

 
(3) 保健・福祉サービスの実施 

要配慮者の実態調査に基づき、社会福祉協議会、福祉サービス事業者等と連携した多様
な保健・福祉サービスを提供し、生活を支援する。避難先においても福祉サービス等を継
続利用できるよう、福祉サービス事業者と調整を行う（避難所等の避難先を居宅とみなし
て、訪問介護等の居宅サービスを実施できる）。 
また、熊本地震においては、入所サービスと同様、通所サービスでも定員を超過しての

利用者の受入や、避難所等で障害者等に補装具や日常生活用具が必要となった場合に、耐
用年数等の如何に関わらずに支給・給付できるといった弾力的な対応も行われた。必要に
応じ、これらの仕組みも積極的に活用する必要がある。 
なお、市町の判断により、介護保険サービスや障害福祉サービス等の提供に当たり、利

用者負担を減免等することも可能である。 
 

○ 入浴サービス等の提供 
  ○ 移動支援等の提供 

  ○ 居宅サービス（訪問介護、居宅介護等）の提供 

  ○ 通所サービス（デイサービス、生活介護等）の実施 

  ○ 訪問看護サービスの実施 

  ○ 保育サービスの実施    等 
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【災害派遣福祉チーム（DWAT）の設置】 

 
 
 
 
 
(4) こころのケアの実施 

阪神・淡路大震災では、トラウマ（心的外傷）や PTSD（心的外傷後ストレス障害）な
ど、被災者に対するこころのケアの重要性が再認識された。 
このため、災害時から市町と県（健康福祉事務所、精神保健福祉センター等）、こころ

のケアセンターが連携し、被災者のこころのケア対策を実施する。 
また、こころのケアは生活の再建まで、中長期的な対策が必要である。 

 
  【兵庫県こころのケアチーム（ひょうご DPAT）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 特別な医療ニーズへの対応 
 ① 人工透析を必要とする要配慮者への医療対応 

慢性腎不全患者は定期的かつ継続的な人工透析が不可欠であることから、災害発生後、
避難行動要支援者名簿等から人工透析患者を把握し、その所在を確認するとともに、医
療機関と連絡調整を図り、人工透析患者の受入体制を確保する。 
 

【船舶を利用した医療提供体制の整備】 
  
 
 
 
 
 
 
 ② 難病患者等への医療対応 

難病の治療等には、人工呼吸器等の特殊な医療機器や特定の医薬品が不可欠であり、
常に医薬品を確保し、使用することが求められる。そのため、県健康福祉事務所と連携
して避難行動要支援者名簿等から難病患者等を把握し、その所在を確認するとともに、
医療機関と連絡調整を図り、医薬品等の適切な確保など、難病治療が滞ることがないよ
う治療体制を確保する。 
 
 

 県内外における自然災害、犯罪事件や航空機・列車事故等の大規模災害における被災

者及び支援者に対し、精神科医療及び精神保健活動の支援を行う専門チームとして設置し

ている（平成26年12月～）。 

 ○構成 

  精神科医、精神科看護師、精神保健福祉士または臨床心理士、ロジスティック（県職

員等） 

 ○チーム数 

  ６機関46チーム（各チーム４～５名で構成） 

 ○活動内容 

 ・保健師等チームや医療救護班と連携した精神科医療の提供や支援者支援 

 ・避難所の巡回、仮設住宅の訪問 

 兵庫県は、災害時に県内外の自治体等から派遣要請があった場合に、避難所及び被災者等

の福祉的支援が行えるよう、避難者に対する福祉的な相談及び避難所のバリアフリー化の助

言等を行う災害派遣福祉チーム（DWAT）の活動を令和４年度開始予定。 

 

 県は、県立香住高等学校が保有する実習船「但州丸」を活用し、災害時における物資の搬

送、医療従事者の搬送、医療行為（人工透析等）等について、医師会・医療関係機関等と連

携し訓練等を実施している。 

 県は、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備に関する法律に基づき、国が

行う対策を踏まえつつ、実習船の活用を検討することとしている。 
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【参考 難病等の治療に必要な医薬品等】 
 
 
 
 
 
 
 ③ 在宅酸素療養中の要配慮者への医療対応 

呼吸器や心臓の機能障害等により酸素吸入を必要とする低肺機能の要配慮者において
は、小型酸素ボンベの携帯が必要であり、酸素の充填やスペアボンベが必要となる。そ
のため、低肺機能者である要配慮者を把握し、その所在を確認するとともに、酸素の確
保等を行い、円滑な酸素供給体制を講じる（県は、医薬品、医療機器、酸素等医療用ガ
ス等の調達について、関係団体と協定を締結している）。 

 
【特別な医療ニーズ（主なもの）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 避難所における対応 
 
(1) 基本的な考え方 

一般の避難所においては、避難者全員に対する機会の平等性や公正性が重視されがちで
あるが、要配慮者の多様なニーズを踏まえ、「一番困っている人」を優先する姿勢で柔軟
かつ臨機応変に対応する。 
また、避難所での生活で体調が悪化して災害関連死に至ることがないよう、細心の注意

を図る必要がある（体調が悪化した者がいる場合は、迅速に医療機関等への移送を行う）。 
 
(2) 避難所における要配慮者用窓口の設置 

自主防災組織や福祉関係者、避難支援等実施者の協力を得つつ、各避難所に要配慮者用
の窓口を設置し、要配慮者からの相談対応、確実な情報伝達や支援物資の提供等を実施す
る。 

 
(3) 避難所における要配慮者への対応 

避難所の責任者は、介助者の有無や障害の種別・程度等に応じて優先順位をつけて避難
所のスペース、支援物資等の割り当てを行うとともに、要配慮者が少しでも過ごしやすい
環境をつくるため、避難所の環境整備を行う。特に、コミュニティの維持や意思疎通手段

 ○ パーキンソン病の抗パーキンソン薬 

 ○ クローン病の成分栄養 

 ○ 膠原病のステロイド系薬品 

 ○ 糖尿病のインスリン           等 

対象 必要資機材等 
在宅人工呼吸療法者 アンビューバック、人工呼吸器用バッテリー、手動式又はバ

ッテリー内蔵吸引器、吸引用チューブ 
在宅酸素療法者 酸素濃縮器又は携帯用酸素ボンベ 
人工透析患者 
（腹膜透析患者） 

人工透析液バック、加温器 

特殊薬剤服用者  
 糖尿病患者 血糖測定器、注射器具一式、インスリン 

心疾患患者 ニトロ舌下錠 
臓器移植後患者 免疫抑制剤 

在宅経管栄養療法者 栄養チューブセット、経管栄養剤 
膀胱・直腸障害者 ストーマ用装具、カテーテル（膀胱、直腸用） 

 ※ 薬品・機材の入手が困難な場合は、県に調達を依頼する。 
 ※ 機材の使用やバッテリーの充電等に電気が必要となる場合があるため、必要に応じて関西

電力に対して病院や避難所の優先的な復電を要請する。 
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の確保、年齢・性別等への配慮が重要である。 
また、他の避難者に対してそれらの対応への理解を求め、必要であれば名札等で要配慮

者であることを明示することを検討する。ただし、強制的な措置にならないよう、必ず本
人の意思確認を行い、プライバシー等に十分な配慮を行わなければならない。 
 
【障害者や配慮を有する者に関するシンボルマーク】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(4) 避難所からの迅速・具体的な支援要請 

避難所の責任者は、避難所では対応できないニーズが生じたときは、市町に迅速に支援
を要請する。市町は、関係機関等と連携しつつ対応を図るとともに、市町では対応できな
いものについては、速やかに県等に要請する。 

 
(5) 避難所における介護保険サービス等の利用 

避難所においても居宅サービス（訪問介護、居宅介護等）等の介護保険サービスや障害
福祉サービス等の利用が可能であることから、避難者に対して介護サービスの利用が可能
であることを積極的に呼びかける。 

また、東日本大震災や熊本地震では被保険者証の紛失や車いす等のレンタル、利用料の
減免、市町を越えて避難した方のサービス利用や新たな介護認定等に関して特例が認めら
れていたため、厚生労働省からの通知に注意して適切に対応する。 

 
※ 避難所については、兵庫県の「避難所管理運営指針」「新型コロナウイルス感染症

に対応した避難所運営ガイドライン」等を参照。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

内部障害者や難病患者、義肢を使用している者、妊娠初期の女性等、外見上は分かりづら

いが、支援や配慮を必要とする者であることを示す各種のシンボルマークが活用されてい

る。国際的に定められたものや法律の定めによるもの、団体や行政機関が提唱しているもの

等いくつか種類がある。避難所等でこれらマークを身に付けている者がいれば、配慮を要す

る必要がある。 
 
【例】 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 

 

ヘルプマーク 
（東京都考案、兵庫県でも配布） 

ハートプラスマーク 
(ハート・プラスの会) 

マタニティマーク 
(厚生労働省) 

 

※ 上記はシンボルマークの一例であり、詳細は兵庫県ホームページ参照
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/hw20_000000028.html 
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【避難所における対象者別の配慮事項（例）】 

対象者 配 慮 事 項 

高齢者 ○不便な避難生活で急速に活動力が低下し、寝たきり状態になりやすいの

で、健康状態に配慮するとともに、可能な限り運動できるスペースを確保

する。 

○認知症高齢者は、急激な生活環境の変化で精神症状や問題行動が出現し

やすく、認知症も進行しやすいので、生活指導、機能訓練等を行い、精神

的な安定を図る。 

○トイレに近い場所に避難スペースを設ける。 

○おむつをしている方のために、おむつ交換の場所を別に設ける。 

視覚障害者 ○仮設トイレを屋外に設置する場合は、壁伝いに行くことができる場所に

設置する等、移動が容易にできるよう配慮する。 

○音声で複数回繰り返すなど情報伝達方法に配慮する。 

○ホワイトボード記載事項や掲示物の内容は、音声でも知らせる。 

○ガイドヘルパー等を派遣する。 

○身体障害者補助犬（盲導犬・聴導犬・介助犬）を同伴して避難した場合は、

両者を分離してはならず、補助犬が常に補助犬ユーザーのそばにいる状態

にする。（補助犬を拒んではならないことや補助犬の同伴については法律

により定められている） 

聴覚障害者 ○伝達事項は、紙に書いて知らせる。 

○手話通訳者、要約筆記者等を派遣する。 

○簡易型電光掲示板やホワイトボード等による情報伝達を行う。 

○UD トーク等音声認識アプリを利用する。 

盲ろう者 

 

 

○見えない・聞こえない障害で、自ら情報を取得することが困難であるた

め、支援する側から伝達事項を伝える。（盲ろう者の手のひらに文字を書

いて伝える、拡大文字や点字が有効な盲ろう者にはその対応をとる。） 

○盲ろう者向け通訳・介助員を派遣する。 

肢体不自由者 ○車いすが通れる通路を確保する。 

○トイレのスペース確保に配慮する。 

内部障害者 

難病患者 

○医療機関等の協力により巡回診療を行うほか、定期的な治療の継続のた

めの移送サービスを実施する。特に人工呼吸器の電源確保や人工透析患者

の定期的な透析に留意する。 

○医療機材の消毒や交換等のため、清潔な治療スペースを設ける。 

○人工肛門造設者用のオストメイトトイレの所在を把握し、対象者に周知

する。 

知的障害者 ○環境の変化を理解できずに気持ちが混乱したり、精神的に不安定になる

場合があるので、気持ちを落ち着かせるよう配慮する。 

○コミュニケーションボードを使うなど絵や図、文字等を組み合わせて情

報を伝える。 

精神障害者 ○疲れやすく、対人関係やコミュニケーションがストレスになることもあ

るので、１人で過ごせるスペース等、落ち着くことができる環境を整え

る。 

○保健所が精神科救護所となっているので、必要に応じて医師の診断等を

仰ぎ、服薬等を行う。 
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対象者 配 慮 事 項 

発達障害者 ○突発的変化に対する不安や抵抗、こだわりが強く避難所生活になじめな

いこともあるので、プライバシーを保てるスペースを確保するよう配慮

する。 

○音や光に過敏な者もいるので、あらかじめ周囲に理解を求めておく。 

乳幼児・児童 ○乳幼児のためのベビーベッド、授乳の場を用意する。 

○退行現象、夜泣き、吃音、不眠、チックなどの症状に留意し、精神的安定

が図られるよう配慮する。 

○ミルク用の湯、哺乳瓶の清潔、沐浴の手だての確保等に留意する。 

女性 〇更衣室や物干し場、トイレを男女別に設置する。 

〇入浴設備は男女ごとに時間帯を分け、受付を設置する。 

〇性的被害に合わないよう、照明や死角に留意する。 

〇炊き出しや家事等、固定的な性別役割分担に陥らないようにする。 

〇生理用品や下着は女性担当者が配布する。 

〇女性の相談員を配置し、相談に対応する。 

妊産婦 ○安静に休息ができるスペースや搾乳、授乳できるスペースを設ける。 

日本語に不慣

れな外国人 

○必要に応じて、通訳ボランティア等を派遣する。 

 
５ 在宅の要配慮者への対応 
 

避難所等に避難せず、自宅で生活している要配慮者に対しては、自主防災組織や関係団
体等の協力を得て、定期的に声かけを行うなど、安否を確認するとともに、心理的に孤立
しないよう配慮する。 

 
６ その他の生活支援 
 
(1) 要配慮者専用の相談窓口の設置 

福祉サービス、健康に関することなど要配慮者特有の相談に対応できる体制を整えるた
め、民生委員・児童委員、ケアマネジャー、相談支援専門員、障害者相談員や関係団体等
の協力を得て、要配慮者専用の相談窓口を開設する。 
また、相談窓口には、手話通訳者、要約筆記者等を配置するほか、在宅の要配慮者に配

慮した巡回相談、専用電話・専用ファクシミリの設置など、多様なコミュニケーション手
段を備えた相談体制の整備に努める。 
外国人は、言語や生活習慣、文化の相違から、生活に大きな支障が出る恐れがある。こ

のため、外国人の相談窓口を平常時から設置している場合は、これを相談拠点として、設
置していない場合は、必要に応じて通訳ボランティア等の協力を得て多言語による外国人
専用の相談窓口を開設し、相談に応じるとともに、ニーズ等の把握を行う。 

 
(2) 生活支援情報の提供 

車いすや紙おむつなどの生活用品を必要とする要配慮者及びその介護者に対し、どこに
行けば、どのような物資が入手できるかについて災害発生後早い時期に情報提供を行う。 
 

 【要配慮者に提供する情報（例）】 
 
 
 
 
 

○避難所の場所    ○避難所への安全な経路    ○家族の安否 
○食料品、生活用品などの物資の入手方法       ○相談窓口 
○保健・福祉サービスなどの生活支援情報       ○診療可能な医療機関 
○罹災証明・応急仮設住宅の申込みに関すること                等 
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とりわけ、在宅の要配慮者に対しては、広報車等を利用するほか、必要に応じて戸別訪
問や回覧板を活用するなど、個別に対応する。 

 
(3) 要配慮者に配慮した食事の提供 

乳幼児に対しては、粉ミルクや離乳食を迅速に提供する。また、高齢者等には温かい食
事ややわらかい食事、内部障害者には病態に応じた食事、食物アレルギーのある者への配
慮など、要配慮者の態様に応じた食事を提供するよう努める。また、ムスリムなど外国人
の食文化へ配慮することも検討する。 
また、避難生活が長期化する場合は、適温食の供給や栄養バランスの考慮等、質の確保

に配慮した食事を検討する。 
 
(4) 生活用品の提供 

要配慮者が必要とする車いす、杖、紙おむつ、ストーマ用装具、簡易トイレなどの生活
用品等については、あらかじめ備蓄しているものに加え、不足する分については、民間企
業等との連携により、適切に提供するよう努める。 
 

(5) 社会福祉施設及び入所者への支援 
県、市町は、社会福祉施設等の関係団体との協力体制のもとに、緊急一時入所等が円滑

に実施されるよう受入体制の整備について支援を行うとともに、社会福祉施設においては、
社会福祉施設相互間で調整を図り、入所者の生活支援を実施する。 
 

(6) 当事者団体による支援活動に対する配慮 
所属団体の活動を通じて、要配慮者自身による要配慮者への支援が行われる場合がある

ため、要配慮者の避難状況等の情報を提供するなど、これらの支援活動が円滑に行われる
よう配慮する。 

 
(7) 介護保険サービス等の利用促進 

訪問介護等の介護保険サービスや障害福祉サービス等は、避難所だけでなく避難先の親
戚・知人宅や旅館・ホテルからでも利用可能である。また、被災により新たに介護認定や
障害支援区分認定が必要となった人に対し、市町において迅速に認定作業を行う。 
さらに、市町域を越えて避難してきた要配慮者に対しても厚生労働省の方針を確認の上、

適切に対応する。 
 
(8) 多言語による対応 

外国人に対しては、災害情報等の伝達や相談業務を適切に行うため、通訳ボランティア
等を相談窓口及び避難所等に派遣するほか、遠隔通訳等も活用し、多言語による対応を実
施する。 
また、外国人が医療機関において安心して診療を受けられるよう、平常時から医療通訳

体制の構築を検討する。 
 
７ 応急仮設住宅等における対応 
 
(1) 応急仮設住宅の整備 

応急仮設住宅は一時的な住まいであるとはいえ、被災者の復興に向けた日常生活の拠点
であり、大規模災害時には入居期間が数年にわたることもあることから、バリアフリー化
等応急仮設住宅自体の快適性の向上や「ふれあいセンター」などの交流・集会場所の設置
など、要配慮者の居住環境に配慮した整備に努める必要がある。 
入居者の身体状態にあわせた手すりの設置等の適切な住環境整備を支援するため、理学

療法士、作業療法士等による訪問支援を検討する。 
また、賃貸型応急住宅として利活用できる民間賃貸住宅などの情報収集に努めるなど、

被災者のスムーズな入居、生活支援等を検討する。 
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(2) 応急仮設住宅への入居 
入居者の選定に当たっては、要配慮者を優先して選定するよう配慮すべきであるが、知

らない土地での慣れない生活や新たな人間関係の構築には困難を伴うことが予想される
ことから、家族での入居やグループでの入居など被災前の人間関係を維持できるよう配慮
する。なお、精神障害者等継続的な服薬治療を要する者によっては、かかりつけのクリニ
ック等から離れ過ぎてしまうと医療中断に繋がる恐れ等もあるため、十分に留意する必要
がある。 
 

(3) 福祉仮設住宅の設置 
県、市町は、被災前の居住地に比較的近い地域において、保健・福祉施策による生活支

援を受けながら生活することができ、介護等を受けやすい構造及び設備を有する要配慮者
向けの福祉仮設住宅を設置するよう努める。 
 

(4) 応急仮設住宅入居者への支援 
 ① 見守り活動の実施 

応急仮設住宅の居住者等による声かけや手話通訳者等を含むボランティア団体等の協
力を得て、巡回訪問による見守り活動を行い、要配慮者が孤立しないよう配慮する。 
賃貸型応急住宅入居者については、支援者に要配慮者の所在が不明になり、支援が届

かなくなる懸念がある。被災者台帳の整備・活用等により、保健師等による定期的な巡
回訪問等を通じて心身の状況確認を行うとともに、継続的に保健・医療や福祉サービス
が使えるように支援を行う必要がある。その際、健康診断の結果の活用等により、災害
関連死や孤独死を防ぐことが重要である。 
 

② 緊急通報装置等の整備 
応急仮設住宅に移ったひとり暮らし高齢者等には、緊急通報装置等を整備し、自らの

緊急事態を知らせることができる体制整備に努める。 
 
(5) 賃貸型応急住宅における社会的ケア 

賃貸型応急住宅は対応の迅速性等が高く評価される一方で、地域コミュニティから隔離
されることで、見守り支援等のネットワークから漏れ、孤立化に至る恐れも指摘されてい
る。被災者台帳等を活用することで、賃貸型応急住宅での生活者を把握し、社会的ケアを
提供していかなければならない。 
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１ 様式 避難行動要支援者のための個別避難計画 
２ 様式 記入例 避難行動要支援者のための個別避難計画 
  
 ※この様式は一例であり、各市町や自主防災組織等で使用している様式の変更を求め

るものではありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

付録１（参考様式）               
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（様式例１－表） 
避難行動要支援者のための個別避難計画 

基礎情報 

氏名
ふりがな

  年 齢   歳 性別  

住所  

電話  F A X  

E-mai l  

家 
族 
構 
成 
・ 
同 
居 
情 
報 
等 

 

居 
住 
建 
物 

建築時期  構 造  
耐震診断  家具固定  

見取図 

※寝室の位置、普段いる部屋等 

要 支 援 
情 報 

介 護 認 定                    （認知症）有・無 

障害者手帳  

そ の 他 
留 意 事 項  

利用中の 
医療福祉 
サービス 
（学校園等

を含む) 

介 護 保 険 / 
 総 合 事 業 

サービス  
事業所名  電話  

障 害 福 祉 / 
 児 童 福 祉 

サービス  
事業所名  電話  

医 療 機 関 名 称  電話  

家 族 等 
緊 急 
連 絡 先 

① 
氏名
ふりがな

  続柄等  住 所  

電話  FAX  E-mail  

② 
氏名
ふりがな

  続柄等  住 所  

電話  FAX  E-mail  

緊急時の 
情報伝達  

特記事項  
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（様式例１－裏） 
 

避難誘導時 
の留意事項  

避難時携行 
医 薬 品 等  

避難先での 
留 意 事 項  

避 難 場 所 
避 難 経 路  

備 考  

 

避難支援等

実 施 者 

① 
氏名
ふりがな

  続柄等  住 所  

電 話  FAX  E-mail  

② 
氏名
ふりがな

  続柄等  住 所  

電 話  FAX  E-mail  

③ 
氏名
ふりがな

  続柄等  住 所  

電 話  FAX  E-mail  

 
令和  年  月  日 
 
 上記の内容について、誤り等がないことを確認しました。 
 
                  氏  名                  
                  代理署名                  
                  （本人との関係）  
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（様式例１－表）                             記入例 
避難行動要支援者のための個別避難計画 

基礎情報 

氏名
ふりがな

 兵庫
ひょうご

 一郎
いちろう

 年 齢 53 歳 性別 男 

住所 神戸市中央区下山手通５－10－１ 

電話 078-XXX-XXXX F A X 078-XXX-XXXX 

E-mai l Ichiro_Hyogo@abc.com 

家 
族 
構 
成 
・ 
同 
居 
情 
報 
等 

 

両親は京都府在住 
疎遠でほとんど連絡なし 
 
妹（大阪府在住）が隔週

で様子を見に来る 
 
４年前に障害者支援施設

を退所後、グループホー

ム生活を経て、昨年７月

から一人暮らし 

居 
住 
建 
物 

建築時期 昭和 63 年 構 造 木造２階建 
耐震診断 未実施 家具固定 未実施 

見取図 

※寝室の位置、普段いる部屋等 

要 支 援 
情 報 

介 護 認 定                    （認知症）有・無 

障害者手帳 身体障害者手帳３級（体幹）、療育手帳Ａ（知的、自閉症） 
そ の 他 
留 意 事 項  

利用中の 
医療福祉 
サービス 
（学校園等

を含む) 

介 護 保 険 / 
 総 合 事 業 

サービス  
事業所名  電話  

障 害 福 祉 / 
 児 童 福 祉 

サービス 居宅介護 

事業所名 ＧＥＮＫＩ介護事業所 電話 
XXX-
XXXX 

医 療 機 関 名 称 ひょうご整形外科クリニック 電話 
XXX-
XXXX 

家 族 等 
緊 急 
連 絡 先 

① 
氏名
ふりがな

 兵庫
ひょうご

 はなこ 続柄等 妹 住 所 大阪府池田市〇〇〇 

電話 XXX-XXXX FAX XXX-XXXX E-mail XXX@bbb.or.jp 

② 
氏名
ふりがな

 神戸
こ う べ

 隆
たかし

 続柄等 相談支援専門員 住 所 神戸市中央区〇〇〇 

電話 XXX-XXXX FAX XXX-XXXX E-mail XXX@ddd.or.jp 

緊急時の 
情報伝達 

できるだけゆっくりと分かりやすい言葉を使用する。 
漢字の多い書類は理解が困難であるため、図やひらがな、ルビを活用する。 

特記事項 歩行は可能だが、体幹障害があるため迅速な移動は困難である。 
パニックの際は自傷行為の可能性がある。 

 

寝室 

居間 

玄関 
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（様式例１－裏） 
 

避難誘導時 
の留意事項 

介助者による強制的な移動はパニックをもたらす恐れがある。自力歩行が

可能であるため、差し迫った危機ではない限り、避難の必要性を分かりや

すく説明し、誘導することが望ましい。また、人見知りであるため、でき

るだけ面識のある近隣住民が支援を行う方が良い。 

避難時携行 
医 薬 品 等 オキシトシン、リスパダール 

避難先での 
留 意 事 項 

他人との接触が苦手であり、混雑した環境ではパニックになる可能性が高

い。できるだけ個室環境を用意することが望ましい。なお、●●商店の店

主Ａ氏に信頼を置いており、本人の不安感が大きい場合はＡ氏と話をする

と落ち着きを取り戻す可能性がある。 

避 難 場 所 
避 難 経 路 

避難場所：〇〇小学校 
 
 
 
 
 
 
 

備 考 ○○小学校の前は道路が狭く、避難者で混雑することが予想されるので、

混乱しないようにゆっくりと誘導する。 

 

避難支援等

実 施 者 

① 
氏名
ふりがな

 兵庫
ひょうご

 二郎
じ ろ う

 続柄等 近所 住 所 神戸市中央区〇〇〇 

電 話 XXX-XXXX FAX XXX-XXXX E-mail XXX@ggg.or.jp 

② 
氏名
ふりがな

 兵庫
ひょうご

 三郎
さぶろう

 続柄等 近所 住 所 神戸市中央区〇〇〇 

電 話 XXX-XXXX FAX XXX-XXXX E-mail XXX@hhh.or.jp 

③ 
氏名
ふりがな

 兵庫
ひょうご

 四郎
し ろ う

 続柄等 近所 住 所 神戸市中央区〇〇〇 

電 話 XXX-XXXX FAX XXX-XXXX E-mail XXX@jjj.or.jp 
 
令和 ４ 年 ５ 月 20 日 
 
 上記の内容について、誤り等がないことを確認しました。 
 
                  氏  名  兵庫 一郎           
                  代理署名                  
                  （本人との関係）   
 

自宅 

〇〇 
小学校 

（道路狭小） 
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ひょうご防災減災推進条例 
 

            制定：平成 17 年３月 28 日 条例第 42 号 
            最終改正：令和 ３年 10 月６日  条例第 37 号 

 
 平成７年１月 17 日未明、兵庫県南部を襲った地震は、一瞬にして多くの尊い人命と財産
を奪い去った。 
 阪神・淡路大震災は、自然への畏敬の念、共同体意識が希薄となった都市生活の脆(ぜい)
弱さを明らかにし、これまで効率と成長を重視し、安全と安心の視点をおろそかにしてきた
社会に大きな警告を発した。 
 私たちは、この経験から、命の尊さを再確認するとともに、地域での助け合い、国内外か
らのボランティアの支援等を通じて、人と人とが支え合うことの大切さを改めて実感した。 
 県民、民間団体、市町、県、国等が一体となって創造的復興を目指した結果、高齢者等を
地域で見守る活動、県民一人ひとりの主体的な社会活動等今後の成熟社会を支える取組が広
がり、平素から災害による被害の軽減を図る減災の取組も進んでおり、安全で安心できる社
会を築いていく災害文化ともいうべきものが広がりつつある。 
 阪神・淡路大震災の経験と教訓をいつまでも忘れることなく、併せてこれを知らない県民
には正しく伝え、この経験と教訓を活かして、これからの災害に備えることが私たちの責務
であることを強く自覚する。これは、東日本大震災、熊本地震等においても改めて認識され
た。今後、防災減災の取組を一層推進することにより、安全で安心な社会づくりを進めるた
め、この条例を制定する。 
 
（ひょうご安全の日） 
第１条 阪神・淡路大震災の経験と教訓を継承するとともに、いつまでも忘れることなく、
安全で安心な社会づくりを期する日として、１月 17 日をひょうご安全の日と定める。 

（県の取組） 
第２条 県は、防災減災の取組を推進するため、次に掲げる事業に取り組むものとする。 
 (1) 県民等（県民、民間団体及び事業者をいう。以下同じ。）が行う耐震等防災減災のため

の活動を促進する事業 
 (2) 防災減災に関する研究等を支援する事業 

(3) 創造的復興の成果の発信、阪神・淡路大震災の経験の継承等ひょうご安全の日の趣旨
にふさわしい事業 

 (4) 防災減災の取組を推進する体制を整備する事業 
 (5) 市町が行う防災減災の取組を促進する事業 
 (6) 前各号に掲げるもののほか、防災減災の取組を推進するために必要な事業 
２ 県は、関係行政機関及び県民等と連携して前項の事業を推進するために必要な措置を行
うものとする。 

（市町の取組） 
第３条 市町は、防災減災の取組を推進するため、次に掲げる事業に取り組むものとする。 
 (1) 災害対策基本法（以下「法」という。）第 49 条の７第１項に規定する指定避難所の指

定及び整備等を行う事業 
 (2) 法第 49 条の 14 第１項に規定する個別避難計画（以下「個別避難計画」という。）の

作成等法第 49 条の 10 第１項に規定する避難行動要支援者（以下「避難行動要支援者」
という。）その他の特に配慮を要する者を支援する事業 

 (3) 地域で災害に対処するための能力である地域防災力の向上に資する事業 
 (4) 防災減災の取組を推進する体制を整備する事業 
 (5) 前各号に掲げるもののほか、防災減災の取組を推進するために必要な事業 
２ 市町は、県及び防災関係機関と連携して県民等の自発的な防災減災のための活動を促進

付録２（ひょうご防災減災推進条例）               
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するものとする。 
３ 市町は、災害の発生に備え、自主防災組織等（法第２条の２第２号に規定する自主防災
組織、自治会等の民間団体をいう。以下同じ。）に対し避難行動要支援者の法第 49 条の 11
第１項に規定する名簿情報又は法第 49 条の 15 第１項に規定する個別避難計画情報を提
供するため、法第 49 条の 11 第２項ただし書又は第 49 条の 15 第２項ただし書に規定す
る特別の定めを設ける条例を制定する等法制上の措置その他の必要な措置を行うものと
する。 

（事業者の取組） 
第４条 事業者は、災害時においてもその事業を継続し、又は早期に再開するための必要な
措置を定めた計画の策定及び当該計画を実施するための体制の整備に取り組むものとす
る。 

２ 事業者は、地域における災害への備えに関する活動、災害時の従業員のボランティア活
動を促進する取組その他の防災減災のための活動に取り組むものとする。 

３ 事業者は、災害復旧等に必要な物資又は役務の円滑かつ迅速な提供を行うための協定を
県及び市町と締結する等県及び市町が実施する防災減災のための事業に協力するものと
する。 

（自主防災組織等の取組） 
第５条 自主防災組織等は、法第 42 条第３項に規定する地区防災計画の提案及び当該計画
に基づく防災減災のための活動に取り組むものとする。 

２ 自主防災組織等は、個別避難計画の作成への参画及び当該計画に基づく防災訓練等に取
り組むものとする。 

（県民等の取組） 
第６条 県民及び民間団体は、地域における災害への備えに関する活動、人と人とが支え合
う地域社会づくりに資する活動、災害時のボランティア活動、ひょうご安全の日の趣旨に
ふさわしい活動その他の防災減災のための活動に取り組むものとする。 

 
   附  則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
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［あ行］ 

SP コード 文字情報を内包した二次元コードの一種で、専用の読取装置を使
用し、音声により文字情報を聴くことができるコード 

ADL Activities of Daily Living 
日常生活を送るために必要な動作で、食事、排泄、入浴、衣服の着
脱、移動、起居動作等のこと 

エンパワメント 女性や障害者、その家族等がより内発的な力を持ち、自らの生活を
自らコントロールまたは自立できる力を得ること 

 
［か行］ 

QOL Quality of Life 
物理的な豊かさやサービスの量、身辺の自立だけでなく、精神面を
含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念 

グループホーム 高齢者や障害者が少人数（５～10 人程度）で共同生活を営む住居 
ケアマネジメント 社会的ケアを必要とする人々に対し、最も効果的かつ効率的なサー

ビスや資源を提供するとともに、そのサービス等が有効に利用され
ているかを継続的にモニタリング・評価すること 

ケアマネジャー 介護支援専門員のことで、介護保険利用者の相談に応じ、介護サー
ビス計画(ケアプラン)を作る福祉専門職 

ケアプラン 介護保険制度における受給サービスの利用計画のことで、心身状態
や家族状況、利用者の希望等を踏まえ、サービスの種類・回数・時
間・場所等を定めたメニュー 

個別避難計画 避難行動要支援者について、個人の具体的な避難支援方法等を定め
た計画 

合理的配慮 障害者が日常・社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁を取り除
くため、状況に応じて行われる配慮 

コミュニケーシ
ョンボード 

知的障害者、自閉症、聴覚障害者のコミュニケーション支援を目的
として作成された図版 

 
［さ行］ 

サービス等利用計
画 

障害福祉サービス等を利用する障害者の総合的な援助方針や解決
すべき課題等を踏まえ、サービスの種類・回数・時間・場所等を定
めたメニュー 

GIS Geographic Information System 
道路やビル等の地図データと、それに付随する情報（ビル名、店名
等）を統合的に扱える地理情報システム 

自主防災組織 災害による被害の予防活動を行う地域住民主体の任意団体 
社会的障壁 社会的生活を営む上で妨げとなる社会的な制度や慣行 
社会福祉士 高齢者・障害者・児童等全ての領域を対象とした相談援助の福祉専

門職 
障害者支援施設 障害者に対し、主として夜間に入浴・排泄・食事等の介護等の支援

を行うとともに、日中にも生活介護・自立訓練・就労移行支援等の
障害福祉サービスを提供する施設 

 
 

付録３（用語集）               
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ショートステイ 短期入所のことで、介護者が疾病、冠婚葬祭その他の理由で家庭に
おいて介護できない場合に、要介護者を短期間入所させる事業 

精神保健福祉士 精神障害者の保健・福祉に関する専門的知識と技術を持ち、社会復
帰への相談援助を行う者として位置付けられた福祉専門職 

センシティブ情報 個人情報の中でも特に取扱いに留意すべき情報 
相談支援専門員 障害福祉サービス等の利用計画の作成や地域生活への移行・定着

に向けた支援等、障害者の全般的な相談支援を行う福祉専門職 
 
［た行］ 

地域包括ケアシス
テム 

地域に生活する高齢者の住まい・医療・介護・予防・生活支援を一
体的に提供するための支援体制 

地区防災計画 市町内の一定の地区の居住者及び事業者が行う自発的な防災活動
に関する計画 

賃貸型応急住宅 地方公共団体が民間賃貸住宅を借上げて被災者に供与するもの 
DPAT Disaster Psychiatric Assistance Team 

大規模な自然災害、深刻な事件や事故が発生した際に被災者支援等
を行う精神医療チーム 

トリアージ 災害・事故現場等において、一時に大勢の負傷者が発生した時に、
重症度によって治療の順番を決めること 

 
［は行］ 

PTSD Post-Traumatic Stress Disorder 
強烈なショック体験や強い精神的ストレスが心のダメージとな
り、時間が経過しても、その経験に対して強い恐怖を感じるもの 

避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場
合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の
確保を図るため特に支援を要する者 

避難支援組織 地域で活動する様々な避難支援等関係者によってネットワーク化
された団体 

避難支援等関係者 地域防災計画に基づき、避難支援等に携わる関係者（消防、警察、
民生委員・児童委員、市町社会福祉協議会、自主防災組織等） 

避難支援等実施者 避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援
者について避難支援等を実施する者 

福祉専門職 ケアマネジャー、相談支援専門員など、平常時から要配慮者に支援
を行っている福祉を専門とする職 

福祉避難所 一般避難所で過ごすことが困難で、特別な支援が必要な高齢者や
障害者向けに設けられる避難所であり、施設との調整により、直接
避難も可能 

 
［や行］ 
要配慮者 高齢者や障害者、乳幼児等の防災対策において特に配慮を要する

者 
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高橋 実芳子 特定非営利活動法人兵庫県防災士会理事長 

立木 茂雄 
（座 長） 同志社大学社会学部教授 

戸田 達男 社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会地域福祉部長 

中尾 篤也 西宮市総務局危機管理室地域防災支援課長 

西野 佳名子 一般社団法人兵庫県社会福祉士会事務局長 

原田  泰三 豊岡市政策調整部防災課長  
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