




はじめに 

 
 南海トラフ地震や津波、兵庫県南部を走る山崎断層での地震の発生といった災害リスクに関する報道

を目にする機会が増えている。2018 年度は大阪府北部地震や 7 月豪雨災害をはじめ、県内でも台風襲来

による瀬戸内海沿岸部の被災など、災害が多い１年となった。この年に始まった兵庫県の「防災と福祉の

連携促進モデル事業」は福祉専門職の協力を得て、高齢者や障害者等の避難行動要支援者が地域住民と

一緒に避難するための個別支援計画作りに取り組んできた。1市 1町でスタートしたその動きは、2019年

度には 36市町へと広がり、各市町はその地域特性に応じた多彩な取り組みを展開してきた。 
このモデル事業を総括する県のシンポジウムや各市町の避難訓練などが 2020年 2月末ごろから、新型

コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、少なからず中止・延期になる事態となった。だが、多くの地域

は、この事業をきっかけに防災意識を高め、「誰ひとり取り残さない避難」に向けて確実な一歩を踏み出

している。各市町の取り組みや事業に携わった行政職員・住民組織責任者への意識調査などを通じ、この

1年の成果と課題を振り返りたい。 
 
災害時要援護者と避難行動要支援者について 

災害時要援護者：高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する人（要配慮者） 
避難行動要支援者：災害時要援護者のうち、発災時に自ら避難することが困難であり、迅速な避難の確保

を図るために支援が必要な人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高齢者、障害者、妊婦、乳幼児、日本語に不慣れな外国人等 

避難時に特別な支援を要する者 

 要介護度の高い高齢者、重度障害者、 

医療的ケアを要する者等 

地域住民 

災害時要援護者＝要配慮者 

在宅生活者 

（グループホーム、サ高住、有料老人ホーム等含む） 

避難行動要支援者 

社会福祉施設入所者 

（特養、障害者支援施設等） 

入院患者 

（一般病院、精神科病院等） 

重点的な 

支援対象 

 高齢化の進展、在宅医療・介護の推進、障害者支援施設等からの地域移行により、支援対象とな
る避難行動要支援者の数は今後も増加 

 災害対策基本法上は「要配慮者」が法令用語であるが、従来から馴染みのある用語であること等
を踏まえ、本県では当面、「災害時要援護者」も引き続き利用 

出典：兵庫県防災企画課 
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用語集

●本報告書では、以下のように用語を使用している。

■防災と福祉の連携促進モデル事業に関連した用語

「災害時要援護者」

高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児・児童、日本語に不慣れな外国人などで、防災対策に配
慮を要する人のこと。
災害対策基本法上は「要配慮者」と定義されているが、兵庫県では「災害時要援護者」と

いう用語が、①阪神・淡路大震災以降継続して使用され、県民に定着していること、②事前
準備から災害時の避難、避難後の生活までを含めた時間経過を持った言葉であることから、
引き続き「災害時要援護者」を使用している。

「避難行動要支援者」

「災害時要援護者」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であり、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に避難行動に支援が
必要な人。本事業では、その中でも、特に高齢者、障害者を対象としている。
なお、本報告書の『市町モデル事業』報告の記載では、「災害時要援護者」と「避難行動

要支援者」を同じ意味で用いている市町もある。また、「要配慮者」「当事者」「本人」と
いった表現も、基本的に「避難行動要支援者」を指している。

「避難行動要支援者名簿」

市町が作成している避難支援が必要な人の名簿のこと。災害時にはこの名簿を活用して避
難行動要支援者の安否確認や救出・救助を行う。名簿に掲載されている人の同意を得て、自
主防災組織、自治会や民生委員等に提供することができる。

「個別支援計画（マイプラン）」

正式名称は、「避難行動要支援者のための個別支援計画（マイプラン）」。詳しくは兵庫
県発行「平成29年度災害時要援護者のための個別支援計画作成の手引き」（下記ＵＲＬ）を
参照。「災害時ケアプラン」等と言われる場合もある。
→ ＵＲＬ： https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk37/documents/tebiki.pdf

「福祉理解研修」

対象となる地区の自主防災組織及び住民を対象に、避難行動要支援者の障害特性等を理解
するための研修。具体的には、高齢者や障害者等に対する合理的配慮、高齢者の模擬体験、
車いすの使用方法など市町や地域により内容は異なる。地区のハザード（4ページ参照）につ
いても同時に学ぶ。

「当事者力アセスメント」

福祉専門職が避難行動要支援者に対して行うアセスメント。「安心防災帳」を用い、平常
時の福祉サービスや家庭環境等や本人の防災リテラシー（4ページ参照：リスク理解・備えの
自覚等のいわゆる自助力）を確認する。「安心防災帳」を用いることで、本人の防災リテラ
シーを高めることが期待できる。

「地域力アセスメント」

地域での避難支援に利用可能なフォーマル資源（消防、利用している福祉サービス事業所、
病院、地域包括支援センター等）、インフォーマル資源（自治会、民生委員、当事者団体
等）についてのアセスメント。自治会等で所有している避難支援のための資機材や平日昼間
の若年人口数等も併せて確認する。
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「調整会議（ケース会議）」

対象の避難行動要支援者（及び家族）と、支援関係者（地域の支援者、近隣住民、民生委
員、自主防災組織役員、自治会役員、担当福祉専門職、行政、地域包括支援センター、社会
福祉協議会等）が集まり、避難行動要支援者の心身や家族等の状況、地域とのつながり、ま
た、平常時の福祉サービス利用の状況を共有する。その上で、災害時の個々の避難支援に関
する方針を協議する場である。
本報告書では「調整会議（ケース会議）」と表現するが、市町によっては「ケア会議」

「個別支援会議」「ケアプラン検討会」等の名称を用いている場合もある。

「安心防災帳」

正式名称は「自分でつくる安心防災帳」。
国立障害者リハビリテーションセンター研究所
福祉機器開発室福祉デザインワークショップに
よって開発された、災害時の備えについてシー
ルを用いて行うアセスメントツール。
本事業では、防災対応力向上研修と、モデル

地域での個別支援計画立案の際、アセスメントに
使用している。
本報告書の中では「安心防災帳」という表現を

用いる。

「エコマップ」
社会福祉の支援において、利用者と家族や外部の人や組織などの社会資源との関係性を表す
マッピング技法。関係性を視覚化することで、置かれている状況を整理し、生活の中の課題
や解決の糸口を考えることに役立つ。本報告書で紹介しているエコマップは、平常時を黒で
左に、災害時を赤で右側に描くが、これは従来のエコマップの機能を拡張し、災害時の関係
性や支援を把握できるものである。

「避難訓練」

避難行動要支援者が地域の支援者と共に避難所まで避難を行う訓練。市町により、地区の
「防災訓練」（避難訓練だけでなく、消火器使用訓練、炊き出し等も含む）の一環として行
う場合もある。
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「防災部局」

行政の防災や危機管理を担当する部局。市町により「防災安全課」「危機管理課」等、
様々な名称があるが、本報告書では主に「防災部局」と表現する。

「福祉部局」

行政の福祉を担当する部局のこと。市町により「健康福祉課」「社会福祉課」等、様々な
名称がある。また、「高齢福祉課」「障害福祉課」等、対象を特化している場合もあるが、
本報告書では主に「福祉部局」と表現する。

「地域住民組織」

地域住民により組織される「自主防災組織」「自治会」「連合自治会」「隣保」「組」な
どの組織。地域によって様々な組織や名称があるが、本報告書では主に「地域住民組織」と
表現する。

■ 福祉に関する用語

「民生委員」
厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応

じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める。民生委員法に規定されている特別職の地
方公務員である。独居等高齢者宅の訪問や、地域住民の生活相談や援助を行なう。
本モデル事業では、避難行動要支援者と、地域住民や福祉専門職とをつなぐ役割を担って

いる場合が多く見られた。
なお、民生委員は児童委員を兼務しており、「民生児童委員」と呼ばれる場合もあるが、

本報告書では主に「民生委員」と表現する。

「福祉専門職」

本事業においては、平常時に避難行動要支援者の福祉サービス利用の計画作成や調整等の
支援を行う専門職を指す。主には高齢分野（介護保険）における「ケアマネジャー」や、障
害分野における「相談支援専門員」のこと。本報告書では「福祉専門職」と表現する。

「ケアマネジャー」

介護保険サービスの利用者に対し、ケアプラン（介護サービス計画）の作成や介護保険
サービスの調整といった、ケアマネジメントを行う専門職。正式には「介護支援専門員」。
本報告書では「ケアマネジャー」と表現するが、「ケアマネ」「ＣＭ」と略す場合もある。

「相談支援専門員」
障害者の生活を支援し、障害福祉サービスなどの利用計画の作成等、障害者のケアマネジ

メントを行う専門職。

「コミュニティソーシャルワーカー」

地域で支援が必要な人と、地域の人材や制度・サービス・住民の援助などを組み合わせた
り、新しい仕組みづくりのための調整やコーディネートを行ったりする（例えば、社会福祉
協議会や高齢分野では地域包括支援センター等に所属する職員）。「ＣＳＷ」と略す場合も
ある。

「地域包括支援センター」

高齢者の暮らしを介護・医療・保健・福祉の側面から支える総合相談窓口。主任ケアマネ
ジャー、保健師等、社会福祉士が所属し、暮らしのさまざまな相談に応じる。行政が設置す
るが、民間法人に運営を委託している市町も多い。「包括」や「地域包括」と略される場合
があり、「あんしんすこやかセンター（神戸市）」など独自の愛称をつけている市町もある。
また、明石市の「地域総合支援センター」のように高齢者に限らない総合相談窓口として設
置されている場合もある。
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「社会福祉士（会）」

社会福祉士は国家資格を得た相談援助の専門職。地域包括支援センターや病院地域連携室
をはじめとし、福祉・介護・医療・教育・司法などさまざまな分野で活動している。本事業
では、兵庫県社会福祉士会に所属する社会福祉士が、本事業実行委員会と行政・地域をつな
ぐ連携支援員として各市町に赴き、研修や取材を行った。なお、社会福祉士会は社会福祉士
の職能団体であり、各都道府県で独自の事業展開を行っている。

「連携支援員」

正式名称は「防災と福祉の連携促進モデル事業連携支援員」。本事業の研修運営や各市町
のイベント取材などをする兵庫県社会福祉士会の会員のこと。報告書の中での「兵庫県社会
福祉士会」は「連携支援員」を指す。

■防災に関する用語

「ハザード（マップ）」

ハザードとは危険を意味する言葉であるが、本報告書では「ハザード」は災害を引き起こす
自然の力（例えば地震・台風・大雨・津波）を意味している。「ハザードマップ」は各市町
で作られている災害の発生と被害の大きさの想定を記入した地図であり、津波、洪水、土砂
崩れなどハザードの種類別に作成されていることが多い。

＊インターネットでのサイトでもハザードマップを確認することができる。
参考：兵庫県ＣＧハザードマップ ＵＲＬ： http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/

「防災リテラシー」
「防災リテラシー」は、災害についての情報を適切に処理する能力のこと。地域の災害リ

スクや必要な備え等、防災に関する正しい知識を持ち、必要な支援を求めることも含めて、
災害発生時に適切な行動をとることができる能力である。本モデル事業では、地域住民や当
事者の防災リテラシーの向上を目指し、各市町で開催された「福祉理解研修」の中で説明が
行われた。

「シェイクアウト訓練」
2008年にアメリカ合衆国で始まった

地震から身を守るための一斉防災行動訓練。
日本では2012年に初めて行われた。
シェイクアウト訓練では、地震の際の安全

確保行動「まず低く，頭を守り，動かない」
を身につけることを目的とし、メールや放送
等の合図で、それぞれの居場所で身を守る
行動をとる。

加古川市の避難訓練時に行われた「シェイクアウト訓練」↑

画像提供:
効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議

「福祉避難所」
高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児など、避難所では生活の継続が難しいと判断される人の

ための、環境や設備について特別な配慮がなされた避難所。学校等の一次避難所に避難した
後、必要がある場合に開設が要請される。
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防災と福祉の連携促進モデル事業
参加市町

【出典】兵庫県ホームページ（統計）
「人口データ分析ワークシート」
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１．防災と福祉の連携促進モデル事業について

県内外の活断層 

【出典：兵庫県防災企画課】
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防災と福祉の連携促進モデル事業について 

 
 阪神・淡路大震災以降、大規模災害の度に多くの高齢者や障害者が犠牲になっている。 
 避難行動要支援者に対する支援は急務である。本事業では「ひょうご防災減災推進条例」

や「兵庫県災害時要援護者支援指針（改訂）」の趣旨等に基づき、平常時からの地域におけ

る防災・福祉関係者間の連携を深め、要支援者自身も加わって、より実効性の高い「個別支

援計画」の策定等を促進する。そして、避難行動要支援者の安全・安心の確保へとつなげて

いく。 
 
 本事業は、主に福祉専門職を対象とした「防災対応力向上研修」、地域住民が参加する「地

域モデル事業」の二本立てとなっている。 
 「防災対応力向上研修」は、ケアマネジャーや相談支援専門員といった福祉専門職が防災

に関する知識を身につけ、適切な個別支援計画や地域づくりに取り組むことを目指す。「地

域モデル事業」は、要支援者と地域住民、福祉専門職が協力して準備を進め、住民が中心と

なって避難訓練を実施し、地域の防災力を高めることを目標としている。これらのプログラ

ム構成や研修実施に際しては、同志社大学社会学部教授の立木茂雄氏（災害社会学）、人と

防災未来センター主任研究員の松川杏寧氏から監修、助言を受けた。 
 
 これまで、地域での防災や避難時の取り組みとして「避難行動要支援者名簿」の作成が義

務付けられ、各市町でも整備が進められてきた。 
 しかし、名簿には要支援者が避難する際にどのようなサポートを必要としているのか、地

域住民はどのように関わればいいのかといった具体的な方策については記載されていない。

個人情報保護の意識の高まりとともに、名簿そのものの保管や活用も住民組織にとって重

荷だと感じるケースもある。つまり、名簿を作成しただけでは、私たちのそばで暮らしてい

る要支援者を助けることは難しい。一人ひとりの身体や生活状況に合わせた個別支援計画

を策定し、住民らが共有し、避難訓練を通じて個別支援計画を検証し、見直すという作業が

重要となる。 
 
 要支援者と日頃から付き合いのある福祉専門職が、防災や避難生活への備えに関するア

セスメントと助言を担い、さらに地域住民と結びつけられるよう「伴走」する役割も担う。

「誰ひとり取り残さない避難」を展開し、みんなで生き延びるまちづくりへと県内各地域で

第一歩を踏み出すことが、本年度のモデル事業の目的である。 
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【ケース会議等で協議】 

サービス利用のためのケアプラン作成 

及び 

避難のための個別支援計画作成 

相互連携 

防災訓練 

↓ 

併せて個別支援計画も見直し 

福祉専門職による平常時のケアプラン作成に合わせて、自主防災組織等が福祉専門職の協

力を得ながら個別支援計画を作成することで、平常時・災害時を連続的にとらえた実効性

の高い包括的な支援が可能になる。 

自立支援協議会等を活用して関係を強化 

地域モデル事業の全体イメージ 

出典：兵庫県防災企画課 
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ステップ１ 
対象地区・ 
対象者選定 

ステップ２ 
福祉専門職 
防災対応力 
向上研修 

ステップ３ 
福祉理解 
研修 

ステップ４ 
当事者力 

アセスメント 
［目安：１回］ 

ステップ５ 
地域力 

アセスメント 
［目安：１回］ 

ステップ６ 
調整会議 

（ケース会議） 
［目安：１～２回］ 

ステップ７ 
計画の 

検証・改善 

モデル事業の標準的な流れ 

 対象となる地区を選定 

 当該地区で、計画作成対象者となる高齢者・障害者を選定 

【市 5～10人、町 3～5人を目安】 

 福祉専門職（ケアマネジャー・相談支援専門員等）に対し、災害リス

ク等に関する講義や個別支援計画作成演習を実施 

【県主催で複数回実施】 

 各市町で対象となる地区の住民に、障害特性等を学ぶ研修を実施 

 平常時の福祉サービスや家庭環境を確認 

 専用キットを用いて、本人の防災リテラシー（地域の災害リスク理

解・平常時の備え・いざという時の行動の自信）の確認 

 自助で満たせない支援ポイントを明確化 

 地域の支援力（利用可能なインフォーマル資源：近隣関係、昼間の若

年人口数、避難支援資機材の準備状況等）を調査 

 利用可能なフォーマル資源（消防、利用している事業所、病院、地域

包括支援センター等）を調査 

 対象者の支援関係者が集まり、個々の避難支援に関する方針等を協議 

 自主防災組織・相談支援専門員等が中心となり、個別支援計画を作成 

→ 本人同意（文書） 

 対象者を含めた防災訓練を実施 

 訓練時で明らかになった課題を踏まえ個別支援計画を検証・修正 

出典：兵庫県防災企画課 
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２．市町職員対象 実務者研修会 
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市町職員対象 実務者研修会

本年度は、兵庫県が実施する「防災と福祉の連携促進モデル事業」が36市町で展開されることになり、モ
デル事業を円滑に実施するため、担当職員として必要な知識等を習得することを目的とする。
モデル事業の実施においては、防災部局と福祉部局の連携が欠かせないため、原則として各市町の防災

部局及び福祉部局の実務担当者にセットで受講してもらった。

2019年度実績

月 日 曜 時間 会場 受講者数

4 15 月 13：30～16：40 兵庫県福祉センター 203会議室 56

4 22 月 13：30～16：40 加古川市民会館 大会議室 20

4 23 火 13：30～16：40
姫路・西はりま地場産業センター
じばさんびる 501会議室

31

4 25 木 13：30～16：40 豊岡市民会館 大会議室 15

■講師

兵庫県企画県民部防災企画局防災企画課

一般社団法人兵庫県社会福祉士会

■内容
(1)13：30～13：35 『オリエンテーション（5分）』
(2)13：35～13：55 『DVD視聴 別府市での実践事例（20分）』

(3)13：55～14：25    『播磨町・篠山市モデル事業の実績紹介（30分）』
(4)14：25～15：15    『モデル事業の進め方①＋質疑応答（50分）』
(5)15：15～15：30    『DVD視聴 真備町事例（15分）』
(6)15：30～16：10    『モデル事業の進め方② 福祉理解研修について（40分）』
(7)16：10～16：30    『補足＋質疑応答（20分）』
(8)16：30～16：40  事務連絡

■配付資料
・平成30年度「防災と福祉の連携促進事業報告書（参考資料集付き）」
・平成31年度兵庫県内市町職員対象「防災と福祉連携促進モデル事業実務者研修」申込状況
・災害時要援護者（要配慮者）支援に関する来年度モデル事業について（兵庫県防災企画課）
・防災と福祉の連携促進モデル事業市町交付金交付要綱
・2019年度福祉専門職対象「防災対応力向上研修」開催案内
・個別支援計画作成の手引き（平成29年度版兵庫県）
・2019年度播磨町モデル事業【災害時確認書・マイプラン・集約シート】3ケース分
・平成30年度「防災と福祉の連携促進事業報告書」各市町（上限）12部
・避難行動要支援者のための個別支援計画書式（様式例１-表）
避難行動要支援者のための個別支援計画書式（様式例１-表）記入例

（兵庫県災害時要援護者支援指針 平成29年度9月改訂参考様式集より）
※避難行動要支援者のための個別支援計画書式の記入例は、本報告書内資料集134ページに掲載。
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３．福祉専門職対象 防災対応力向上研修 
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福祉専門職対象 防災対応力向上研修

避難行動要支援者（災害時に自力で避難することが困難な人）と普段から接する福祉専門職を対象に、
災害と災害リスクを正しく理解し、福祉サービス従事者や地域住民・自治体職員等と協力し、避難行動
要支援者に対する支援を行うための知識とスキルを身に付ける。また、演習を通じて、避難のための個
別支援計画を作成し、地域住民と共有するための実践力を習得する。

社会福祉士やケアマネジャー等の養成課程において、防災や災害について学ぶカリキュラムは多くは
ない。しかし、例えば兵庫県社会福祉士会は1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の際に、福祉的
な支援をするために災害支援を行った。近年では、福祉専門職が災害直後の被災地に入り、メディカル
チームの後方支援として連携業務、避難所・在宅被災者らを訪問し福祉的支援を担っている。

本研修では、
1．災害や防災に関連する一般的な知識や、日本の現状について理解する
2．避難行動要支援者に対し、個別支援計画の策定や個別の防災の取り組み支援を実施できる
人材を育成する

3．地域住民と個別支援計画を共有し、実践できる人材を育成する ことを目標とする。

2019年度実績
2018年度は「基礎課程」と「応用課程」の2部構成で開催した。本年度は、「基礎課程」「応用課程」
をまとめる形で1部構成とし、開催回数を増やし、県内各エリアで全10回実施した。

■目的：

福祉専門職が基本的な防災や災害の知識を得て、障害者や高齢者等の避難行動要支援者の支援につい
て必要性を認識し、備えるための知識と技術を獲得するための基礎能力を養う。
また、対応力を実際に活用できるよう、個別支援計画の必要性を認識し、立案方法を学ぶとともに、

実際のアセスメントを体験する。アセスメントでは「安心防災帳」を用い、演習を通じて使い方を学ぶ。
個別支援計画立案に向けたアセスメントができるようになるとともに、地域における避難行動要支援

者を含んだ避難訓練の実施に向けて、地域における調整会議（ケース会議）を模擬体験し、避難行動要
支援者と「伴走」し、地域住民へ働きかけ、地域における災害時の支援ネットワーク構築を促進する技
術を身につける。

■対象:ケアマネジャーや相談支援専門員等の福祉専門職

■受講料：1,000円（資料代）

■内容:
◆ＤＶＤ視聴 別府市での実践事例、真備町の事例（25分）

別府市で過去3年に渡って行われた、個別支援計画立案および避難訓練実施について学ぶ。
別府市役所コミュニティソーシャルワーカーの実践と、個別支援計画をたてる相談支援専門員の役

割を具体的に確認するとともに、地域の中で障害のある人とともに避難訓練を実施する様子から、福
祉専門職が担う防災に対する役割について考える。また、倉敷市真備町における2018年豪雨災害時の
実例により、平常時からの地域におけるつながりの重要性を学ぶ。

◆講義：社会モデルとして障害を考える、災害と防災リテラシーの基礎知識を身につける（90分）
防災の基本的な考え方・視点を学び、日本での過去から現在までの災害発生状況や防災の取り組み

とともに、発災後からの避難や救助、時間経過による支援の移り変わりについて学ぶ。防災リテラ
シーの重要性や避難行動要支援者に対する合理的配慮についても学ぶ。

◆演習：ハザードの理解と避難のための個別支援計画作成のための当事者力アセスメント（90分）
当事者役に対して福祉専門職が実際に安心防災帳を使ってアセスメントを進めていく様子を見なが

ら、各グループで安心防災帳を用いて模擬的に体験する。
◆演習：避難に向けた個別支援計画作成のための調整会議を模擬的に体感する（120分）

調整会議を兵庫県社会福祉士会連携支援員がロールプレイで実施し、受講者は模擬的に体験する。
同時に各グループでエコマップを作成、地域住民として会議への参加を体験し、調整会議の意義や進
め方を学ぶ。
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月 日 曜 時間 会場 受講者数

5 28 火 9：55～16：30 兵庫県福祉センター 5

6 4 火 9：55～16：30 姫路・西はりま地場産業センターじばさんびる 62

6 11 火 9：55～16：30 丹波篠山市丹南健康福祉センター 30

6 18 火 9：55～16：30 兵庫県福祉センター 45

7 5 金 9：55～16：30 豊岡市民会館 38

8 1 木 9：55～16：30 加古川市民会館 65

8 19 月 9：55～16：30 姫路・西はりま地場産業センターじばさんびる 88

9 2 月 9：55～16：30 洲本市文化体育館 84

9 12 火 9：55～16：30 兵庫県福祉センター 21

12 12 水 9：55～16：30 三田市役所南分館 24

受講者総数
（半日の受講含む） 462名

修了者総数 453名

■講師：

 同志社大学社会学部教授 立木 茂雄 氏

 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター
松川 杏寧 氏・辻岡 綾 氏

 兵庫県社会福祉士会連携支援員

■開催日時・会場・受講者数：

演習の様子

避難行動要支援者とケアマネジャー役らによるロール
プレイを見ながら、各グループで安心防災帳を実際に使
用した。
また、調整会議（ケース会議）のデモンストレーショ
ンでは、エコマップを作成し、調整会議を体感した。

修了証書見本
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■アンケート結果： 有効回答数（n=419）

9

77

144

154

29
2

4１．年齢（n=419） 20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

未記入

292

113

14

３．ケアプラン作成歴（n=419）

あり

なし

無回答

301

63

45

10
５．研修を知ったきっかけ（n=419）

行政担当者

社会福祉士会

その他

無回答

1．年齢

20歳代 9 30歳代 77 40歳代 144

50歳代 154 60歳代 29 70歳以上 2

無回答 4

2．職種

ケアマネジャー 234 相談支援専門員 50

その他 130 無回答 5

3．ケアプラン作成歴

あり 292 なし 113

無回答 14

4．災害支援経験

あり 84 なし 327

無回答 8

5．本研修を知ったきっかけ

行政担当者からの案内 301

兵庫県社会福祉士会からの案内 63

その他 45

無回答 10

234

50

130

5

２．職種（n=419）

ケアマネジャー

相談支援専門員

その他

無回答

84

327

8
４．災害支援経験（n=419）

あり

なし

無回答
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◆内容について

講義：「社会モデルとして障害を考える、災害と防災リテラシーの基礎知識を身につける」の評価

【意見・感想（抜粋）】

よかった点、肯定的な感想としては下記のような内容が挙げられていた

《防災について》

・福祉と防災がつながっていることが理解できた
・災害時に備える意識を持ちながら職務につくことが大切である
・災害時のことを想定した対応について利用者や家族と話し合いの場を持つことの必要性を感じた
・福祉職の私たちになぜ「防災」の知識が必要なのかをとても丁寧に教えていただき理解できた
・当事者（利用者）が自分のこととして捉えてもらう必要があると学んだ
・別府市や倉敷市のＶＴＲを見るだけでも導入に大きく影響すると感じた
・当事者やその家族が防災リテラシーを学ぶ機会がうばわれていることを初めて知った。まず当事者自
身が考える機会を持ってもいいかもしれない

・医療モデルが中心となる被災地の中で生活モデル、社会モデルとのバランスをいかにとって進めてい
くかが重要だと思います。可能であれば「本人のできること」もしっかりとアセスメントする（スト
レングス）

《地域とのつながりについて》

・フォーマルだけ充実させるリスクを学び、インフォーマルの大切さを利用者に伝えていきたい
・いき届いた福祉サービスが場合によっては利用者の不利益になることもありショックだった
・地域の商店街、市場へ伝えたい
・地域の人との日々のつながりの大切さ、要配慮者にとって地域の人を含めた避難訓練の実施や協議の
重要性が理解できた

・コミュニティソーシャルワーカーさんと一緒に地域ケア会議を行っていくことが大切だと思った
・避難訓練に参加することを利用者に勧めたいと思った
・真備町の親子のビデオを見て、日頃の近所づき合いの大切さや必要性を感じました。心に残ります
・利用者は福祉関係者で囲まずに地域とつながっていることが大切。ＣＭも地域とのつながりが必要だ
と改めて感じた。地域と一緒に支援！

・災害についての情報をしっかり把握し、日頃からの近所づき合いが大切であることにも気づかされた

《関係者の連携について》

・自治体・福祉関係・地域が同時に取り組む必要があると感じた
・個人の活動では、限られることが多く、地域や行政の協力が必要
・行政と一緒に伝えて行く必要と行政内やいろいろな機関の横のつながりが必要だと思う
・少しでも周りに理解してもらえるよう働きかけなくては！！と思いました

1．防災リテラシーについて、以前から知っていましたか？

はい 83 いいえ 332

どちらでもない 2 無回答 2

2．講義内容を地域の人に伝えたら、避難訓練の必要性を理解してもらえそうですか？

はい 285 いいえ 101

どちらでもない 16 無回答 17

3．この時間全体の満足度は？

とても良かった 192 良かった 210

あまり良くなかった 9 良くなかった 1

無回答 7
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当事者や地域に事業を進めていく中での不安要素としては下記の点が挙げられていた

《自身が説明を行う場合について》

・福祉理解研修を含め、伝える難しさはあるが、当事者の立場に立ち、理解を求めていきたいと思う
・地域の皆さんに伝え理解をいただくには更に学びが必要と感じる
・自分なりに理解しましたが、地域の方を巻き込む程の言葉の力は持っていないと感じます

《地域の理解について》

・地域で理解を得るのは難しいと思うが、必要性を強く感じる
・とても重要なことだと思うが、自分達の生死もかかっている状況でそれぞれの役割を重く感じる人も
いるのではないかと思う。理解を得るのに時間がかかりそう

・災害について危機感の薄い地域である為、必要かなと思っても「この地域は大丈夫」という考えの方
が多い。繰り返し伝えることが重要と思っている

・自身の家族にも介護保険利用者がいるが、高齢化がすすみ、地域で協力するというより「自分は助け
てもらう人」という意識が強い

《自身の業務について》

・ケアマネに求められる仕事が年々増え、減らないことに息が詰まる思い。早くＡＩに助けて欲しい
・計画事業所としての収入が赤字というのもあるが、一人で抱えている件数が120件を超えている部分も
あるため、災害時の計画まで手が届くのか自信がない

演習：「ハザードの理解と避難のための個別支援計画作成のための当事者力アセスメントをする」の評価

1．当事者力アセスメントの必要性や確認する点が理解できましたか？

はい 413 いいえ 1

どちらでもない 1 無回答 4

2．安心防災帳の使い方は理解できましたか？

はい 381 いいえ 18

どちらでもない 7 無回答 13

3．この時間全体の満足度は？

とても良かった 181 良かった 214

あまり良くなかった 18 良くなかった 1

無回答 5

【意見・感想（抜粋）】

期待要素としては、下記のような内容が挙げられていた

《安心防災帳について》

・ゲーム感覚で利用者のアセスメントをし、また必要な事柄をわかっていただくのに役立つと思った
・何が足りないかを視覚化でき、本人・支援者も理解がしやすいと思う
・シールを貼ることで漏れなく備えが出来ると思った
・チェックリストを点検することで、できていない点を明確にすることが出来た
・キットを用いることで多くの人と必要な支援を共通理解しやすいと思いました
・今後、業務をする中で防災を意識してアセスメントしていきたいです
・課題を可視化するという点で有効だと思いました
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《この事業に対する期待感》

・自分の役割が見えたと思う
・住民さんの気付きがあるよう、楽しみながら取り組む
・信頼関係を築いておくことが大事
・インフォーマルな社会資源が発災当初は特に重要
・早速プランに盛り込んでいきたい
・方向性を理解出来た
・支援計画の考え方は大切だと思う
・正式な仕組みとして整えられることを希望する
・細かいところまで、利用者さんのことを知らないと思った。特に体調不良時の緊急の話はしても災害
のことは詳しく聞くことはなかった

不安要素としては以下のような内容が挙げられていた

《安心防災帳について》

・安心防災帳が高すぎる
・シールを貼るのに時間がかかった
・数回に分けてのアセスメントが必要で負担感が大きい
・出来る自信はあるが、時間のかかり具合が絶望的
・今の状態のままでは活用できる自信がない
・使い方が良く分からない
・予算的な問題が大きい
・防災帳の使い方は理解できましたが、これを全対象者に作成していくとなると時間がかかることに加
え、当事者の理解度によっても作成に苦労するだろうなと感じました

《漠然とした不安》

・実際に出来るか不安
・ケアマネの業務量が増えることが不安
・途方も無い仕事量に苦しくなった
・障害者と高齢者で対象によって思いやとらえ方の違いはあるのかなと思う
・専門職によっては意識に差がある
・行政主体で会議体を作って欲しい
・想定外をもう少し考えたほうがよいと思う
・モデルケースの人のように自分の課題として向き合う人は少ない。災害時は「この家で死ぬからい
い」と答える人が多く、その敷居が高い

演習：「避難に向けた個別支援計画作成のための調整会議を模擬的に体感する」演習の評価

1．過去に地域ケア会議等で地域住民へ専門職として話す機会はありましたか？

ある 150 ない 262

どちらでもない 1 無回答 6

2．調整会議の目的や開催までの流れは理解できましたか？

はい 402 いいえ 10

どちらでもない 4 無回答 3

3．この時間全体の満足度は？

とても良かった 159 良かった 221

あまり良くなかった 27 良くなかった 3

無回答 9
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【意見・感想（抜粋）】

期待要素としては、下記のような内容が挙げられていた

《調整会議について》

・地域でも作成の機会があれば取り組みたい
・雰囲気作りが重要になる
・一緒に考えてもらう場を作ることで協力体制が得られ、資源を開拓できる
・避難のためのアセスメント、事前準備の重要性の理解が深まった
・一体感がうまれそう
・当事者の代弁者として語ることが出来るように、普段から信頼関係を作ることが大切だと思った
・必要な視点、計画という事は良く分かりました
・地域の方も一緒に考えていくことで、いろいろなアイデアや気付きがあると思った
・地域住民自身がまず会議の必要性を理解すること、「自分ごととして」考えることがまず必要だと感
じました

・地域の方々と日頃から連携を図っていく
・エコマップ等、作成例のワークで自分のケースに生かせると思いました
・日常からの協議と協働の機会を、どうコミュニティの中でつくっていくか、そのための圏域設定が大
変大事だと思います。災害をも見据えた地域包括ケアシステムを進めていく必要がある
・エコマップから、地域資源をいかに多く探り出し、理解しているかが大切だと思う
・ＣＳＷ側はどこをゴール、目的にしてファシリテーションしていくのか、よく検討した上で調整会議
にのぞむ必要があると思います

不安要素としては以下のような内容が挙げられていた

《調整会議について》

・個人情報の壁
・家族の受け入れが気になる
・地域の人に理解をしてもらえるか
・ＣＳＷの役割を果たせる人の育成が課題と感じた
・連携できるか不安
・実際の会議では、もっと否定的な意見が出てくると思う
・地域の人の不安が本人に伝わり、今後の付き合いに影響しないか心配になる

自由記述（抜粋）
＊今後、当事者へのアセスメント、地域調整会議、避難訓練を行うにあたり、不安な点や気になることを
お書きください。

《全体に対して》

・全体的な負担感の軽減をしないと難しい気がした
・有事の際、自分のことで精一杯になり、利用者の支援まで出来ないと思う
・支援者も災害時には、自分自身の安全や家族の安全で精一杯となる
・個人情報の取り扱いや理解をどこまで得られるか心配でもあり気にかかる
・別府市の動画にもあったように、住民の正直な意見によって当事者の防災やこの取り組みに関する意
欲が低下しないように注意が必要かと感じます。地域の人だけでなく当事者の災害への意識の向上も
働きかけていかないと、なかなか進みにくいかなと感じました（「もう災害来たらそのまま死ぬん
や…」という言う人が多いので）

《避難経験》

・在宅での避難訓練は難しい
・担当エリアは過去に災害が少なく、話をしても他人事
・防災への意識醸成ができるか
・水害の多い地域なので、住民や要配慮者を巻き込んで避難訓練のシミュレーションをしたいと思った
が、どう声をあげたらいいか分からない

・大きな災害を経験した地域とその他の地域では住民の意識に大きな差がある
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《行政への期待》

・地域包括支援センターでもなかなか地域に入っていくことにハードルを感じている。行政からの声掛けが
あれば取り組んでいきやすいか？

・地域が自分たちのこととして取り組むように、行政に誘導してもらいたい
・行政発信で研修に参加したものの、行政担当者は不参加。今後の防災に不安を感じる
・災害時のフォーマルサービスの体制について、方向性を示して欲しい

《リーダーの養成》

・経験者の指導が欲しい
・通常業務でも縦割り
・ケアマネを支援する専門職も必要では

《当事者について》

・当事者自身も災害時の避難について、真剣に考えて頂かなくてはならないと思う
・当事者自身が消極的なこともあると思う
・問題行動のある障害者の対応にも地域の理解が不可欠
・医療的ケアが必要な方への支援
・個人情報保護の観点から、オープンにしたくない家族がいる

《調整会議》

・地域の理解が得られるのかが1つのハードル
・自治会から出た、ずれた使えない意見にどう回答するか
・地域の人を集めてというところはすぐには難しい
・率先するのは、誰ですか？
・自分の立場では調整会議を行うことは難しい
・ポジティブな意見を引き出せるかが不安

《ケアマネジャー、相談支援専門員として》

・日常業務にプラスとなると難しい
・減ることの無い仕事量、ケアマネの仕事量を一回減らしてから増やして欲しい
・自分が実際にケアプランを立てるとなると心配もある
・普段のサービス調整、サービス担当者会議等、帳票作成に追われ災害時にまで手がまわらない
・個人情報への配慮
・避難の働きかけのタイミングや、利用者家族との調整、事前のすりあわせが難しい
・ケアマネの更新研修に位置づけるなど、支援者の認識も必要ではないか
・自分自身が地域や民生委員を巻き込んで、上手くつながっていけるのかには不安がある
・地域の意識が低い現状
・自分自身がコーディネートする自信がない
・当事者へのアセスメントに時間がかかる
・利用者さんに理解してもらうのも大変
・施設として出来ることは何なのか･･･
・独居で認知症の方（自分の意思を伝えられない方）への支援を、どのようにしたら良いかと考えています
・聴きとりをする際に3時間～4時間と言われていました。だいたいＣＭは1回訪問時間を40分～60分として

います。回数を重ね、一歩ずつ行いたいと思います

《コスト》

・（ケアマネが）日々の業務に加えて個別支援計画の作成まで時間を割けるのか、収入にならないこと
を事業者が理解して、これらの業務に従事者を業務に就かせるかという課題はある。

・「安心防災帳」を活用できる力が無ければ、ものすごく時間やパワーを使ってしまう

《情報共有》

・計画書を就労継続支援Ｂ型事業所までおろしてもらえるのか不安

《ペット》

・避難所の多くはペット禁止だと思う
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前向きな感想も見受けられた

《総合的な感想》

・まずはやってみないと始まらない
・準備し、地域で対応していく重要性を理解した
・持ち帰って法人内で話し合っていきたい
・すぐに実践できることは実践していきたい
・利用者さんの顔を思い浮かべながら、身近な問題として講義を聞く事ができた
・このような研修会が福祉の現場で広く浸透していくことを望む
・地元の行政、サービス事業所、民生委員、地域住民とともに学ぶ機会の研修企画が必要だ
・地域福祉は日頃何を行っているのかを自治会や民生委員の枠外でより広めていけたらと思う
・少しでも安心して暮らすことができるまちづくりに協力できたらと思う
・地域主体の避難所運営までを考えるとそれぞれの市町でこの取り組みがもっと重要性をもって
伝わればよいと思いました。偏見（内なる、外なる）がなくなるための取り組みですね

・私自身今回知ることが多かったです。少しずつ理解者を広め対応していきたいです
・地域、支援者、行政の役割がそれぞれ違う事が分かりました。独居で認知症の方を中心に考えていき
たいです

《ニーズ把握》

・利用者さんの災害時のニーズ把握がまず大事
・日頃の地域住民の方々との交流も大事

《調整会議》

・どのように進めていけばいいかイメージを持つことが出来た
・対策や必要な配慮を一緒に考えておくことの大切さを学べた
・住民主体となるよう導いて行くことの必要性を再確認できた
・地域での話し合いの機会をもつことは必要だと感じました

《ケアマネジャー、相談支援専門員として》

・関係機関や地域の方の情報を大切に、当事者の方が安心して避難生活を送れる支援を目指したい
・危機管理の方とも協力していきたい
・重症な人や認知症の人が取り残されないように工夫したい
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【各設問に対する満足度】

４：とても良かった 3：良かった 2：あまり良くなかった 1：良くなかった 無回答

講義 演習 1 演習２
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４．中間進捗状況確認会議 
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中間進捗状況確認会議

モデル事業参加36市町の担当部局を対象とし、モデル事業の進捗状況の確認と、各市町間での情報交換を
行うため、中間進捗状況確認会議を開催した。各市町の防災部局、福祉部局の双方に参加を求めた。

 目 的：モデル事業の進捗状況を確認し、今後の当事者力アセスメント・地域力アセスメント・調整会議
に向けて必要な手順等を学ぶ

 日 程：2019年9月13日（金）
 会 場：兵庫県学校厚生会館3階大会議室

【第1部】 オプションプログラム

第1部はオプションプログラムとして、「福祉専門職対象防災対応力向上研修」未受講の市町職員を対象と
し、「当事者力アセスメント」から「調整会議（ケース会議）」を実践するにあたっての講義とロールプレ
イを兵庫県社会福祉士会連携支援員が行った。

 時 間：10:30～12:00
 対 象：市町職員（モデル事業に関わる福祉専門職の参加も可能）
 参加者：36名（防災部局：13名、福祉部局：23名）

プログラム 内 容

当事者力アセスメントの実践
(1) 当事者力アセスメントの意義と必要性
(2) 安心防災帳を使用した当事者力アセスメントの実際

調整会議の実践
(1) 調整会議の意義と必要性
(2) エコマップを活用した地域力アセスメントの実際

福祉専門職対象防災対応力向上研修のダイ
ジェスト版として、当事者力アセスメント、調
整会議の様子をロールプレイで実施。市町職員
には地域住民役として参加してもらった。
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プログラム 内 容

各市町の要支援者対策取り組み

状況

(1) 消防庁調査結果（速報値）に基づく要支援者対策の取り組み

状況

(2) 難病患者に関する情報共有の推進（厚労省通知等）

(3) 様式作成（福祉専門職と自主防災組織の作成分担、作成事例の

提示）

各市町のモデル事業進捗状況等

(1) 事前照会に基づく進捗状況

(2) 防災対応力向上研修受講状況

(3) 当事者力・地域力アセスメントの具体的内容

（特色ある市町の取り組み等）

(4) モデル事業内容紹介（報告書）のイメージ

事例報告 (1)住民組織へのモデル事業説明の実際（地域との連携）

アセスメント・調整会議等、防

災訓練実施までに求められる市

町の役割

(1)行政担当者に求められる役割

（防災部局と福祉部局の連携の必要性）

(2) 個別支援計画を用いた防災訓練計画の実際

（コミュニティソーシャルワーカーの必要性）

班単位の意見交換
(1) 情報共有と課題の抽出

(2) 課題に対する対応についての意見交換

全体の意見交換 モデル事業展開における課題等についての質疑応答と意見交換

【第2部】 中間進捗状況確認会議

第2部では、防災対応力向上研修や各市町のモデル事業進捗状況等についての報告、神河町における事

例報告等を行った。また、市町職員が班に分かれ、現在の進捗状況等について意見交換を行った。

 時 間：13:30～16:30
 対 象：市町職員（防災部局・福祉部局）

県職員（県民局防災担当・健康福祉事務所企画・地域保健担当）
 参加者：88名（防災部局：40名、福祉部局：48名）
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５．市町モデル事業（市町レポート） 
市町の概要はいずれも 2019年 4月 1日現在の数値です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．市町モデル事業（市町レポート） 
市町の概要はいずれも 2019年 4月 1日現在の数値です。 
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神戸市（兵庫区明親地区）

神戸市の概要
■面積：557.02k㎡ ■人口：1,524,422人（男性：719,771人、女性804,651人）
■世帯数：717,681世帯 ■65歳以上人口:427,956人
■身体障害者手帳所持者数：79,270人 ■療育手帳所持者数：15,800人
■精神障害者保健福祉手帳所持者数：17,561人

明親地区の概要
■人口：14,639人 ■世帯数：8,371世帯 ■要援護者リスト掲載者数：1,761人
■地域の特徴：
阪神・淡路大震災の経験から、地域全体の防災意識が高い。毎年防災訓練に取り組んでいる。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■日 時：2019年3月13日（水）14：30～15：10
■場 所：明親地域福祉センター
■参加者：明親校区防災福祉コミュニティ、明親校区ふれあいのまちづくり協議会、民生委員、

兵庫消防署、兵庫区＜健康福祉課、まちづくり課＞、神戸市＜くらし支援課＞
■内 容：地域からの要請に応じて、要援護者支援の取り組みについて市より説明。

明親地区では、2006年より要援護者支援の取り組みを開始。
2012年に作成した要援護者台帳を更新し、新たに要援護者支援の取り組みについて
検討していきたいとの意向であった。

■日 時：2019年8月14日（水）10：45～12：00
■場 所：社会福祉法人フジの会 モーツァルト兵庫駅前
■参加者：社会福祉法人フジの会、神戸市＜くらし支援課、高齢福祉課＞
■内 容：市と個別支援計画作成のほか、地区の選定や地域の

関係性について打ち合わせを行った。

地域力アセスメント

地域での災害時緊急対応計画『地域おたすけガイド』を作成する
ためのワークショップで、地域の資源等についても話し合った。

■日 時：①2019年10月17日（木）18：00～20：00
②2019年11月21日（木）18：00～20：15
③2020年 1月23日（木）18：00～20：20

■参加者：明親校区防災福祉コミュニティ、
まちづくりアドバイザー、兵庫消防署

■内 容：
①地域の地図を確認しながら、危険個所及び災害時に
活用できそうな防災資機材庫等の抽出作業を行った。
②前回抽出した危険個所、災害リスク及び活用できそう
な資源等を確認。
想定する災害を決め、自助共助として何をするべきか
話し合い、地域全体の避難行動計画である『地域おた
すけガイド』へ盛り込む項目を確認した。
③前回までの議論の内容を『地域おたすけガイド』に
落とし込み、内容を確認した。

■参加者の感想：
・防災マップ等、『地域おたすけガイド』として作成
したものを各家庭にしっかり周知する必要がある。
発災時に計画通りに動くことができるか不安。

神戸市における防災福祉コミュニティ（自主防災組織）
出典：神戸市HP

神戸市（兵庫区明親地区）
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神戸市（兵庫区明親地区）

今後の取り組みについて

■日 時：2020年3月17日（火）13：30～14：20
■参加者：明親校区防災福祉コミュニティ、

神戸市＜くらし支援課＞、兵庫区＜健康福祉課＞
■内 容：
今後の取り組み方針について検討。
今年度は、地域全体の避難行動計画を策定したところであり、
来年度は全体計画に基づき、福祉専門職や福祉事業所も含め、
年度内の訓練実施を目標に、検討していく予定となった。

神戸市における災害時要援護者支援の取り組み

神戸市では、2013年4月より、「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」に基づき、
コーディネーターを派遣するなどによって、地域全体の要援護者支援体制の構築および訓練の実施、要
援護者の個別支援計画の作成を進めている。
2019年度は、市内3地区にコーディネーターを派遣し、ワークショップを5回開催。要援護者支援マッ

プや地域全体の避難支援行動計画を作成し、安否確認訓練を実施した。

≪北区での取り組み例≫
＊第１～５回ワークショップ
■日 時：2019年5月～11月
■参加者：自治会等地域団体、民生委員、福祉専門職、地域包括支援センター、ＮＰＯ法人、

社会福祉士、北区＜健康福祉課＞、神戸市＜くらし支援課＞
■内 容：
◆要援護者支援マップの作成
→要援護者の支援の必要性の度合い分け、
避難経路の確認

◆地域全体の避難支援行動計画の作成
◆避難支援者の募集
◆要援護者宅の個別訪問（事前アセスメント）
→身体状況や想定している避難先の確認
◆避難所に避難者が避難した際、生活支援のために、
支援者（民生委員）は避難所にて見守りを行う

＊安否確認訓練
■日 時：2019年11月17日（日）
■内 容：
地震発生を想定し、要援護者の安否確認訓練を実施。
事前に配布した『無事ですタオル』を掲出。

＊訓練のふりかえり会
■日 時：2019年11月28日（木）
■地域の方からの声：
◆要援護者宅を全戸訪問したことで、要援護者自身の
防災意識が上がる様子を感じた。
◆人工呼吸器装着者などの医療依存度の高い方を、専門知識がない人が動かすことは怖い。
医療的ケアが必要な方に対しては、かかりつけ医や保健師などの医療専門職の参画も
必要ではないか。

【防災福祉コミュニティ委員長からひとこと】
地域全体の避難行動計画を策定したが、個々の要援護者
の避難支援については、やはり福祉の専門知識が不足して
いるため、福祉事業所や、福祉専門職と一緒に取り組んで
いきたい。要援護者それぞれの特性に配慮した避難行動計
画を策定することで、計画の実効性が高まると思う。

神戸市（兵庫区明親地区）
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西宮市（日野町自治会）

西宮市の概要
■面積：100.18㎢ ■人口：483,694人 ■世帯数：221,382世帯
■高齢者人口：115,135人 ■高齢化率：23.8％ ■障害者手帳所持者数：23,318人

日野町自治会の概要
■人口：約2,000人 ■世帯数：670世帯
■地域の特徴：
近くを武庫川が流れており、河川氾濫が起きると浸水する恐れがある地域である。年1回、防災イ
ベントを開催し、地域住民への防災意識の向上を図っている。
■過去の災害等：阪神・淡路大震災では被害があった。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年8月～9月
■参加者：西宮市＜地域防災支援課、健康福祉局＞
■内 容：実施地域を確定

日野町自治会へモデル事業の説明
参加当事者、ケアマネジャーへの説明と対象者決定
スケジュール概要の決定
福祉理解研修の日程調整など

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年10月27日（日）10：00～11：00
■場 所：日野町集会所
■参加者：「日野町オータムフェスタ」に参加

していた住民30名
西宮市4名＜防災部局、福祉部局＞ 兵庫県社会福祉士会2名

■内 容：
◆「防災と福祉の連携促進モデル事業について」
個別支援計画を作成し、避難訓練を実施するた
めの事前研修として、「防災と福祉」のテーマ
での講義。
◆「障害の理解について」の講義と西宮市作成のビデオ鑑賞を行う。
■参加者の声：「こんな機会がないと勉強できないので、良かった」

「ビデオがあったので分かりやすかった」
「知っていることも、より理解が深まった」

当事者力アセスメント

■日 時：2019年11月20日（水）10：30～11：40
■場 所：すこやかケア西宮
■参加者：当事者・当事者家族、

地域住民2名＜自治会＞、
ケアマネジャー、西宮市2名＜防災部局＞

■内 容：
「自分でつくる安心防災帳」をもとに生活状況
や日頃の備えについて確認し、現状把握も行った。
また、備えについても、更に必要なものとそうで
ないものについて意見を交わした。地域による支
援についても、どのようなことが必要か検討する
ための洗い出しを行った。

西宮市（日野町自治会）

、
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【自治会長よりひと言】
阪神・淡路大震災から25年経ち、住民の間でも記憶がだん
だん薄れてきている中で、気を引き締めるいいきっかけとな
りました。今回のモデル事業においては、お一人分の個別支
援計画を順を追って丁寧に検討することができました。です
が、エリア内には、少なくとも10名ほどの要支援者がいらっ
しゃいます。今後、その方たちの計画をどうやって立ててい
けばいいのか、自主防災組織としても検討していきたいです。

西宮市（日野町自治会）

地域力アセスメント

■日 時：2019年12月4日（水）10：00～11：00
■場 所：日野町集会所
■出席者：当事者家族、地域住民2名＜自治会＞、

ケアマネジャー、西宮市2名＜防災＞、
兵庫県社会福祉士会2名

■内 容：
前回の安心防災帳を使った当事者力アセスメント
を経て、今回は地域力アセスメントを実施。現在の
生活の様子、サービス利用状況を確認しながら、エ
コマップを作成し、いざという時にどの様に避難す
るのか、また地域の力を活用できるのかについて検討。
■当事者家族の声：
今回、このような事業の対象者の家族として、災害時の備えについて深く考えるようになりま
した。実際は、避難せずに自宅で過ごせたら安心だと思っています。また、本人の状態の変化が
あるので、その都度検討することが大切なのだと思っています。

調整会議（ケース会議）

■日 時：2020年1月22日（水）10：00～11：00
■場 所：日野町集会所
■参加者：当事者家族、地域住民2名＜自治会＞、ケアマネジャー、西宮市2名＜防災＞、

兵庫県社会福祉士会2名
■内 容：避難訓練の開催日時、内容について最終打ち合わせ

避難訓練

■日 時：2020年2月16日（日）13：00～14：30
■場 所：自宅～日野町集会所
■出席者：当事者、当事者家族2名、住民3名＜自治会＞、ケアマネジャー、

西宮市＜防災＞2名、兵庫県社会福祉士会
■内 容：災害時個別支援計画に基づいた避難行動と、その検証
◆本来の避難場所は瓦木中学校であるが、雨天で
あったことから、避難場所を日野町集会所へ変
更して実施。

■振り返り：
◆地震の場合は、周囲がどのような状況に崩壊し
ているか分からない。阪神・淡路大震災の時、
このあたりの道路はガタガタだった。今日は中
学校まで行かなかったが、安全に避難できる視
点で道を再確認しておきたい。
◆水害についても、意識が必要だ。
◆玄関が使えなかった時の脱出ルートの確認も必
要かもしれない。

◆今日使用したのは室内用の車いすだが、ノーパ
ンクタイヤの車いす、大きな車輪の車いすについても検討してみたい。

西宮市（日野町自治会）

－ 30 －



芦屋市（打出小槌町）

芦屋市の概要
■面積；18.47㎢ ■人口：95,488人 ■世帯数：44,431世帯
■高齢者人口：27,536人 ■高齢化率：28.84％

打出小槌町の概要
■人口：1,686人 ■世帯数：754世帯
■地域の特徴：
地区防災計画策定中の地域で、防災への関心が高い地域。また、自治会として例年の防災訓練で

安否確認訓練を実施している。阪神・淡路大震災で倒壊した家屋の多くが、マンションに建て替わ
り、現在は住民の60％がマンション住まい。エリア内の避難所は幼稚園である。
■過去の災害等：阪神・淡路大震災を経験。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年5～7月
■参加者：芦屋市＜防災安全課、高齢介護課、障害福祉課、地域福祉課＞、社会福祉協議会、

自主防災会、自治会、民生・児童委員、当事者家族
■内 容：モデル地区について、打出小槌町を選定

当事者についての選定、年間スケジュールについての確認

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年9月28日（土）14：00～16：30
■場 所：打出教育文化センター
■参加者：住民＜自主防災会、自治会、民生・児童委員＞、

芦屋市＜防災安全課、高齢介護課、障害福祉課、地域福祉課＞、社会福祉協議会、
兵庫県社会福祉士会など

■内 容：
◆芦屋市から、芦屋市の要配慮者支援施策の現状について説明
◆兵庫県社会福祉士会による講義

■参加者の声：
◆講義の内容は分かりやすかったが、自治会は
事務量が増えて大変な状況。この大変さを、
行政側はどう理解してくれているのだろうか

◆「防災リテラシー」の大切さがよく分かった
◆要配慮者名簿を渡されても、どう活用してい
いかわからなかった。今日の研修で当事者へ
の声かけの方法が理解できたような気がする

調整会議（ケース会議）

■日 時：2019年10月15日（火）12：30～14：15
■場 所：打出教育文化センター
■参加者：当事者＜高齢者＞、当事者家族、ケアマネジャー、自主防災会、民生・児童委員、

近隣住民、芦屋市＜防災安全課、高齢福祉課、地域福祉課＞、社会福祉協議会、
芦屋健康福祉事務所、兵庫県防災企画課、兵庫県社会福祉士会

■内 容：当事者の日頃の生活状況の確認、エコマップ作成（平常時、災害時）
想定される地震（南海トラフ地震、六甲・淡路島断層帯地震）とライフラインの復旧
想定についての情報確認
訓練当日の避難行動について確認

芦屋市（打出小槌町）
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芦屋市（打出小槌町）

安否確認訓練

■日 時：2019年11月10日（日）8：30～9：15
■場 所：打出公園から要配慮者の各家庭へ訪問

（名簿登録者は自宅で待機）
■参加者：要配慮者名簿登録者29名、自主防災会、

芦屋市＜防災安全課、地域福祉課、高齢介護課、障害福祉課＞、
社会福祉協議会、兵庫県社会福祉士会

■内 容：
「令和元年度 打出小槌町防災訓練」の一環で行われる。
打出小槌町独自の取り組みとして行っている安否確認ツール「黄色の

フラッグ」を、要配慮者名簿登録者に、当日朝8時30分までに自宅に掲出
しておいてもらう。福祉情報班のメンバーが訪問し、その確認を行うと
同時に、防災訓練への参加を呼び掛けた。

避難訓練

■日 時：2020年1月25日（土）11：20～12：10
■場 所：当事者自宅～芦屋市立小槌幼稚園
■参加者：当事者3名、当事者家族、自主防災会、自治会、芦屋市＜防災安全課、地域福祉課、

高齢介護課、障害福祉課＞、社会福祉協議会、
兵庫県社会福祉士会 計30名

■内 容：
避難所開設訓練（小槌幼稚園）の開催に合わせて実施。

実際に、当事者、当事者家族に避難所である小槌幼稚園
まで、支援者とともに自宅から避難。幼稚園の避難所とな
る部屋等の確認をしてもらう。
■実際に避難してみて：
ケース会議で案として出ていた、「車いすで階段を降り

る」ことについては、今回は見送ることとなった。
よって、エレベーターで階下まで移動、その後、幼稚園

まで避難した。
幼稚園の中にも小さな段差があり、また幼児向けサイズの部屋のレイアウトであることから、

どこまで安全に過ごせるのかについては、今後も検討が必要な印象を持った。

【自主防災会 役員の方の話】

打出小槌町は、もともと防犯・防災の意識も高く、

空き巣狙いに注意を促す看板を作成したり、安否
確認ツールとして、「黄色のフラッグ」を活用する
ことについて考えてきました。
毎年、防災訓練を行っていますが、今年度はさらに

「避難所開設訓練」として、小槌幼稚園が閉まってい
る時間帯に、避難しなければならなくなったことを
想定して、鍵の開け方、避難所を開設した際の手順
の確認、不足している物品の確認等、実際に現地で
ひとつずつ確認し、話し合いの場も持ちました。
これからも、日頃からの住民間の顔の見える関係を

大切にしながら、助け合える関係を構築していきたいです。

芦屋市（打出小槌町）
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伊丹市（北野自治会）

伊丹市の概要
■面積：25.09㎢ ■人口：197,973人 ■世帯数：81,992世帯
■高齢者人口：50,786人 ■高齢化率：25.6％ ■障害者手帳所持者数：10,332人

北野自治会の概要
■人口：3,588人 ■世帯数：1,665世帯
■地域の特徴：
自治会として、年に4回程度、災害時要援護者支援に関する連絡会を開き、要援護者の避難行動対
策に取り組んでいる地域。市内において、先進自治会であり、自治会と民生・児童委員間の連絡が
密に取り合えている
■過去の災害等：
1994（平成6）年9月豪雨、1995（平成7）年1月阪神・淡路大震災、2014（平成26）年9月豪雨

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年4月～5月
■参加者：伊丹市＜総務部危機管理室、福祉部局＞
■内 容：モデル事業実施地域確定、住民向け説明会（5月18日）

ケアマネジャー及び要援護者の協力決定

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年8月24日（土）19：00～20：00
■場 所：北野センター
■参加者：住民30名＜自治会＞、伊丹市＜総務部危機管理室、健康福祉部地域福祉室＞
■内 容：車いすの操作法など

地域力アセスメント

■日 時：2019年10月19日（土）19：00～20：00
■場 所：北野センター
■参加者：住民30名＜自治会＞、伊丹市＜総務部危機管理室＞
■内 容：北野地区の地域資源の確認など

当事者力アセスメント

■日 時：2019年11月1日（金）13：30～14：30
■場 所：伊丹市防災センター
■参加者：ケアマネジャー、伊丹市＜総務部危機管理室＞
■内 容：個別支援計画の策定に係る調整

調整会議（ケース会議）

■日 時：2019年12月21日（土）18：30～19：30
■場 所：北野センター
■参加者：北野自治会32名、

伊丹市3名＜総務部危機管理室＞、
地域包括支援センター職員1名、
ケアマネジャー1名、
兵庫県社会福祉士会2名

■内 容：6名分の個別支援計画を策定

伊丹市（北野自治会）

。
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伊丹市（北野自治会）

【地域包括支援センター職員・ケアマネジャーの話】

避難訓練

■日 時：2020年1月26日（日）10：00～12：30
■場 所：北野地区（当事者自宅）→伊丹スポーツセンター体育館（避難所）

→社会福祉法人共同の苑ケイメゾンときめき（福祉避難所）
■参加者：当事者2名、伊丹市＜総務部危機管理室、健康福祉部＞
■内 容：対象となった当事者2名が、自宅から避難所、更に福祉避難所まで避難

①自宅から伊丹スポーツセン
ター体育館（避難所）へ避難

②伊丹スポーツセンター体育館
（避難所）に到着

③避難所から福祉避難所へ移動 ④福祉避難所に到着

伊丹市内は、阪神・淡路大
震災以降も、例えば2018年6
月に発生した大阪府北部地震
の時には停電があり、電源確
保が課題となりました。今回
のモデル事業は、「いつ起こ
るかわからない災害に備える
ことの必要性を、専門職と地
域の皆さんが一緒に考え、そ
して取り組む」きっかけにな
りました。防災には熱心な地
域なので、今後も一緒に活動
できると思います。
（地域包括支援センター

岬さん）

今回のモデル事業を機に、
「災害時のプランを立てる」
という新たな視点を持ちまし
た。そして、例えば医療依存
度の高い人たちをどう避難行
動に移せばいいのか、難聴で
放送の音が聞こえない人にど
うやって危険を知らせたらい
いのか等、「非日常の環境で
起こる様々な課題を想定して
おくことの大切さ」という気
づきを得ました。想像をめぐ
らせ、ご利用者様に伝えてい
きたいです。
（ケアマネジャー

酒井さん）

伊丹市（北野自治会）
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三田市（けやき台）

三田市の概要
■面積：210.32㎢ ■人口：112,373人 ■世帯数：46,233世帯
■高齢者人口：26,931人 ■高齢化率：23.97％ ■障害者手帳所持者数：5,756人

けやき台の概要
■人口：9,366人 ■世帯数：3,197世帯
■地域の特徴：
三田市のニュータウン地区で、毎年熱心に防災訓練等に取り組んでいる。
2018（平成30）年度には、地域が主体となって個別支援計画（マイプラン）の策定に取り組んだ。
■過去の災害等：
建物はすべて1981（昭和56）年以降に建てられ、道路なども整備された地区。被災経験はない。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年11月～12月
■内 容：
◆対象地域の決定
◆12月11日（水）福祉専門職対象防災対応力向上研修 参加者：27名
◆12月19日（木）～20日（金）福祉専門職との個別打ち合わせ

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年12月21日（土）13：00～15：00
■場 所：けやき台コミュニティハウス
■参加者：住民13名＜自治会役員、民生委員、けやき防災会＞、

三田市4名＜危機管理課、障害福祉課、
協働推進課＞、三田市社会福祉協議会2名、
ケアマネジャー等3名、
介護サービス事業所2名、兵庫県防災企画課1名、
兵庫県社会福祉士会など 計約25名

■内 容:
◆モデル事業と今後の予定の説明
◆真備町の知的障害者親子の被災ケースについて
（ＤＶＤ視聴）：三田市
◆地域力アセスメント（グループワーク）：
「けやき台の利用可能な社会資源について」

◆車いす操作、目の不自由な人への支援方法について：
介護サービス事業所

■社会資源の抽出から出てきた意見（抜粋）：
◆事前に役割を決めておくべきでは？
隣家や近所の人の力が頼りになるのは、
阪神・淡路大震災の時に経験済み。
◆中学生に対して、車いす介助の講習を開催し、
災害時にも力になってもらえる体制を作っておく
べきではないか？
◆避難所運営について、近隣の自治会とも協議して
おくことが必要だと思う。特に、中学校になると、
他の自治会からの避難者とも一緒に過ごすことに
なる。
◆夜間、屋外での訓練、水たまりや障害物があった
ときの車いすの押し方、避難するときの経路の確
認等も大切だと思う。

三田市（けやき台）

－ 35 －



三田市（けやき台）

当事者力アセスメント・調整会議（ケース会議）

当事者10名について、それぞれ当事者力アセスメント及び調整会議を個別に開催した。

■時 期：2019年12月下旬～2020年2月上旬
■場 所：自宅、けやき台コミュニティハウス、けやきの郷（介護事業所）
■参加者：当事者、当事者家族、近隣住民＜支援者、自主防災会役員＞、

担当ケアマネジャー、三田市＜危機管理課、障害福祉課＞、
兵庫県社会福祉士会など（当事者によって異なる）

≪当事者Ａさんの会議≫

■内 容：
現在の生活のアセスメント及び当事者が自宅から避難する際の支援の必要性の確認。
計画を作成しながら地域の社会資源について再確認、避難訓練当日の行動予定の確認。

◆エコマップは担当ケアマネジャーが紙面に書きながら、参加者全員で状況を確認した。
◆自主防災会副会長が防災士であり、地域の被災についての可能性を、ハザードマップ等を使
用しながら、わかりやすく当事者家族に説明し、自主防災会で作成している避難行動計画書
について内容の確認を進めていった。
◆自宅玄関を出てすぐ階段が15段ほどあり、避難時に階段をどのような方法で降りるかが課題
となったことから、避難訓練の前に、今回自主防災会で購入した「エアストレッチャー」
をＡさんの自宅外階段で使ってみる訓練を行うことになった。
◆なぜ自治会が避難所として小学校を推奨しているのか理解したが、中学校が近いことから中
学校に避難したいなどの率直な意見もあった。

避難訓練

■日 時：2020年2月23日（日）
13：00～15：00

■場 所：けやき台小学校、
けやき台コミュニティハウス

■参加者：
地域住民＜当事者9名、避難支援者、
自治会役員、防災防犯部員、
けやき防災会他）＞
三田市＜危機管理課等＞、兵庫県、
兵庫県社会福祉士会など 計61名
■被害想定：
阪神地区に台風が接近し、気象庁が大雨特別警報を発令。
三田市は12時55分に避難所を開設。台風に伴う強風で送電線
が切れ、けやき台地区では12時35分から停電しており復旧の
めどはたっていない。

三田市（けやき台）
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三田市（けやき台）

≪振り返り会議≫
14：00 振り返り会議を開催。体調を考慮し支援者のみ出席した。（住民20名、三田市等13名）

内容：マイプランの検証、気づいたことの洗い出し、モデル事業に関する感想など

◆参加者の感想
・歩道はデコボコしているため普段は気づかなかったが、
車いすでは振動が大きく、車の心配はあったが、あえて
車道を歩いた。
・エアストレッチャーは足が露出してしまい、体が冷える
ので寒い日は考慮が必要。避難時間は23分かかった。
上部は2人で対応したが持ち上げが重たく負担が大きかった。
・避難開始まで24分かかった。いつもと雰囲気が違い拒否が
あった。面識がないと行動してくれない。車での移動も
考えないと。
・通常と違う緊張感がある。支援者が訪問後、トイレの介助や
補聴器の交換を行い、計画通りにならないこともいい経験となった。
・支援者は後方から歩いていたため、声をかけることができなかったが、全盲者にとって、
歩道の樹々の枝が出ていたため、危ないと感じた。
・夜や雨天時の避難は、声も届きにくかったりする。拡声器等の備品の整備が必要。
・近隣同士のつながりが薄く、救急車が来ても出てくる人は少ない状況で、避難の声掛けを
どのタイミングで行ったらいいのかと思う。
・つながりの構築には、班単位の茶話会の復活が有効。地域の雰囲気も良くなると思う。
・高齢化が進むと支援者も高齢になり、支援者がいなくなることが懸念される。

避難訓練

≪当事者Ｂさん（障害者）の訓練≫
小児麻痺にて車いすを使用。母と支援者3名で避難した。

12：55 支援者が当事者宅へ集合。
13：00 避難の声掛けをするも、たくさんの人がいることに驚き、「家に居る」と言われる。

家族は家から出て、誰もいなくなることを根気よく説明し、13：24に避難を開始できた。
13：35 避難所到着後、けやき台コミュニティハウスで受付。

【防災防犯部長からひとこと】
今回の避難訓練で、避難に際し準備しておくべき備品は何なのか整

理しておく事、車いす、エアストレッチャー等の扱いを支援者が訓練
しておく必要がある事など、多くの課題が浮かび上がった。避難行動
要支援者とのコミュニケーションや避難支援技術についても、日頃か
ら訓練しておくことが必要だと感じた。
昨年度作成した79名の方のマイプランでは、未記入の項目もかなり

あったが、今回はケアマネジャーの協力により、ほぼ全項目記載され
たマイプランの作成ができた。
避難行動要支援者の避難支援は、地域住民の協力なくしては出来な

いことを改めて感じた。信頼できる避難支援を行うためには、良好な
コミュニティの構築が必要であると考えている。

三田市（けやき台）
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猪名川町（槻並自治会）

猪名川町の概要
■面積：90.41㎢ ■人口：31,116人 ■世帯数：12,536世帯
■高齢者人口：8,921人 ■高齢化率：28.67％ ■障害者手帳所持者数：1,498人

槻並（つくなみ）自治会の概要
■人口：208人 ■世帯数：87世帯
■地域の特徴：
自治会としての防災意識が強く、また、避難行動要援護者支援制度の理解も高い。支援団体も

2018（平成30）年度に立ち上がっている。
■過去の災害等：
周囲を山に囲まれ、一部、土砂災害警戒区域に含まれている。2018年7月には豪雨や台風の影響に

より、消防団消防車の水没、家屋の損傷、土砂崩れ、倒木、農地災害等が発生した。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ
■日 時：2019年6月8日（土）
■場 所：槻並自治会館
■参加者：自治会役員8名、猪名川町2名＜福祉課＞
■内 容：モデル地区を「槻並自治会」とした理由を説明し、モデル事業に参加することを了承。

今後のスケジュールを確認。
6月～8月 福祉専門職への防災対応力向上研修

支援団体への福祉理解研修
10月～12月 個別支援計画の作成
1月～2月 防災訓練

福祉専門職調整会議
■日 時：2019年7月10日（水）
■場 所：町総合福祉センター
■参加者：ケアプランセンター2事業所・猪名川町地域包括支援センター、猪名川町＜福祉課＞
■内 容：モデル事業の概要を説明し、対象者の選定に至った経緯を説明。

事業への理解が得られ、研修などへの参加を了承。

住民向け福祉理解研修
■日 時：2019年11月17日（日）14：00～15：30
■場 所：槻並自治会館
■参加者：住民12名、猪名川町＜福祉課、総務課危機管理室＞
■内 容：
兵庫県社会福祉士会より、災害時の支援団体の役割を中心

に講演を実施。参加者からは、「本地区は、谷間にあり砂防
河川もある立地であり、災害時には孤立する可能性がある。
高齢者も多いことから、的確な情報収集と早期の声掛け、早
期の避難が重要であることが理解できた」との声があった。

避難訓練
■日 時：2020年3月1日（日）10：00～
■場 所：槻並自治会館
■参加者：住民15名＜当事者2名＞、猪名川町＜福祉課、総務課危機管理室＞
■内 容：風水害を想定し、避難訓練を実施。当事者の自宅を訪れ、避難先である自治会まで

移動がスムーズに行くか検証した。

猪名川町（槻並自治会）
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明石市（浜西自治会）

明石市の概要

■面積：49.42㎢ ■人口：302,965人 ■世帯数：137,802世帯
■高齢者人口：78,612人 ■高齢化率：25.95％ ■障害者手帳所持者数：17,020人

浜西自治会の概要

■人口：約3,650人 ■世帯数：約1,600世帯
■地域の特徴：
まちづくり協議会と連携して、自主防災活動を行っており、民生委員、総合支援センター等とも連

携が図れている。
■過去の災害等：
南海トラフ地震において、震度6弱程度の揺れが想定されている。大きな河川は近くにないが、ため

池の氾濫や傾斜地での土砂災害が発生する恐れがある。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年5月～7月、9月～11月
■内 容：
◆5月～6月：自治会、民生委員、まちづくり協議会、総合支援センター、明石市関係課で打ち合わ

せを実施
→明石市関係課から地域への趣旨説明
→対象候補者の抽出、決定
→地区の確定

◆6月～7月：福祉専門職、対象候補者に協力依頼し、対象者が確定
◆9月： 明石市関係課より福祉専門職へ事業の取り組み状況、今後の予定を説明
◆10月： 自治会、まちづくり協議会、総合支援センター、明石市関係課で第1回調整会議の日程、

進め方等確認
◆11月： まちづくり協議会の会議において、避難訓練（2020年3月8日）の協議

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年8月28日（水）10：00～11：30
■場 所：浜西コミュニティプラザ
■参加者：住民＜自治会、民生委員、まちづくり協議会＞、

福祉専門職、総合支援センター、
明石市＜総合安全対策室、福祉総務課、
障害福祉課＞、兵庫県社会福祉士会など計約20名

■内 容：明石市総合安全対策室職員が講義を行った
◆災害とは何か、防災リテラシーについて
◆明石市内での災害想定、行政の取り組み
・風水害への備え
・明石川流域防災カメラの設置
・ハザードマップの改訂
・南海トラフ地震：明石市の被害想定
～最大震度6強、最高津波水位2ｍ、浸水面積24ha

・災害時には避難所が地域の拠点に
・平成30年7月豪雨 岡山県倉敷市への支援活動報告

◆障害の社会モデル、合理的配慮について
・顔の見えるコミュニティづくりを

■感 想：
従来の防災研修を基に「誰ひとり取り残さない」地域を目指して、福祉的な要素を加えた研修を

実施した。研修後は地域の会合で話をしてほしいとの要望もあり、一定の効果があったのではない
か。研修を民生委員と福祉専門職の顔合わせの場とするなど、更に工夫できるところもあった。
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明石市（浜西自治会）

当事者力アセスメント

■時 期：2019年10月～11月
■内 容：各福祉専門職が当事者への聞き取りを行い、エコマップの基礎情報など調整会議（ケー

ス会議）に向けた資料を作成。

第1回調整会議（ケース会議）

■日 時：2019年11月26日（火）10：00～15：50
■場 所：魚住小学校コミセン
■参加者：民生委員、ケアマネジャー、

相談支援専門員、
うおずみ総合支援センター、
明石市＜総合安全対策室、福祉総務課、
高齢者総合支援室、障害福祉課＞など
当事者1名につき4名程度

■内 容：
◆2020年3月8日（日）訓練までのスケジュール説明
◆当事者（8名）ごとにエコマップを作成し、ケース共有と避難のための個別支援計画の検討
（避難方法、経路、避難支援者の検討）
◆第2回調整会議までの調整事項と役割の確認
・現在の心身の状況、家族の状況、近所づきあい、利用している福祉サービス等、エコマップ
を作成しながら、民生委員と福祉専門職が情報を共有。そのうえで、避難経路や支援者、避
難の際に注意すること等、検討を行った。
「地域の方に娘のことを知ってもらいたい」という母親の思いが伝えられたり、
「耳が遠いため、大きな声で呼びかける必要がある」「パニックになりやすい」
「人に頼ることが苦手なため、できるところはご自身で行って頂く」等、
具体的な話し合いとなった。
・避難に必要な道具の再検討や、支援者の再検討など、調整会議（ケース会議）
での意見を基に、再度、個別支援計画（案）を見直すこととなった。

第2回調整会議（ケース会議）

■時 期：2019年11月26日（火）～2020年2月7日（金）までの間
■内 容：第1回のグループで日程を調整してもらい、

2月7日（金）までに当事者、避難支援者を加えた第2回
調整会議（ケース会議）を開催。
エコマップの再確認、個別支援計画（案）の協議等を行った。

避難訓練（中止）

下記の通り、開催予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。

■日 時：2020年3月8日（日）9：00～13：00頃（魚住校区防災訓練の中で実施）
■場 所：当事者自宅～魚住小学校
■内 容：「安否確認カード」を掲示した後、支援者と合流し避難所まで避難。

避難所に到着し受付などを体験後、福祉避難室において意見交換会を実施。

魚住まちづくり協議会が
独自に作成した
「安否確認カード」

明石市（浜西自治会）
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加古川市（尾上町安田地区）

加古川市の概要
■面積：138.48㎢ ■人口：264,847人 ■世帯数：114,532世帯
■高齢者人口：71,914人 ■高齢化率：27.2％ ■障害者手帳所持者数：13,267人

尾上町安田地区の概要
■人口：約3,000人 ■世帯数：1,250世帯
■地域の特徴：
地区の災害危険に応じた避難体制の確立に向けた取り組みを、世代を超えて実施している。
加古川本流の決壊などによる浸水や、台風接近時の高潮の恐れがあるため、これらを念頭に置いた
避難計画の策定、避難訓練を実施している。
阪神・淡路大震災の時には、さほど大きな被害はなかったが、大雨・台風接近時には警戒している。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ
■日 時：2019年5月31日（金）
■内 容：モデル事業のスケジュール概要について決定。
◆実施地域の避難行動要支援者のうち、参加当事者（以下、要支援者）として、要介護認定を
受けている方5名を選出。事業実施の旨、了承を得た。
同時に、福祉専門職の支援者として同地域の福祉職（ケアマネジャー）5名にも事業実施の了
承を得た（要支援者は最終的に4名となる）。
◆関係者の打ち合わせは随時開催した。

住民向け福祉理解研修
■日 時：2019年9月3日（火）9：30～11：30
■場 所：安田公会堂
■参加者：町内会長、町内会役員、民生委員など

地域住民9名、
地域包括支援センター4名、
ケアマネジャー2名、
加古川市2名＜危機管理課＞、
兵庫県社会福祉士会2名、
計19名

■内 容：
◆地域のハザードについての学習
◆三つのキーワード「防災リテラシー」「障害の社会モデル」「合理的配慮」についての学習
◆個人情報のシートを用いながら、何が必要かグループワークを行った。

加古川市（尾上町安田地区）
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加古川市（尾上町安田地区）

当事者力アセスメント
■時 期：2019年9月
■場 所：要支援者自宅
■内 容：要支援者と担当ケアマネジャーが個別に実施した。

調整会議（ケース会議）
■日 時：2019年11月1日（金）9：30～11：00
■場 所：安田公会堂
■参加者：要支援者2名、要支援者家族1名、

町内会長、町内会役員、民生委員など
地域住民9名、
地域包括支援センター4名、
ケアマネジャー1名、社会福祉協議会2名、
加古川市2名＜危機管理課＞、
兵庫県社会福祉士会2名 計23名

■内 容：
◆モデル事業と福祉理解研修の振り返り
◆災害時の避難支援について（グループワーク）
要支援者ごとに、町内会役員、民生委員、ケアマネジャー、その他の福祉職で計4グループ
に分かれ、個別支援計画について確認した。

避難訓練
■日 時：2019年11月2日（土）8：25～11：00
■場 所：安田公会堂、尾上小学校
■参加者：要支援者2名、要支援者家族1名、

町内会長、町内会役員、民生委員など地域住民9名、
地域包括支援センター4名、ケアマネジャー1名、
社会福祉協議会2名、加古川市2名＜危機管理課＞、
兵庫県社会福祉士会4名など計約25名

■内 容：尾上地区町内会連合会防災訓練に併せて実施
◆要支援者2名を支援者が自宅に迎えに行き、安田公会堂へ
一次避難
◆安田公会堂にて、シェイクアウト訓練
◆尾上小学校に二次避難し、振り返り会議開催
◆車いす使用訓練
→車いすの使用方法がわからなかったという意見が振り
返り会議で出たため、急きょ実施した
◆終了後、防災訓練の煙体験や消火器使用訓練に各自参加

■感 想：
◆要支援者：一人暮らしなので、一人では何もできない。
助けに来てくれたら安心。地域の行事に久しぶりに参加
し、知人たちに会えたのもうれしかった。
◆要支援者：避難訓練に参加して、危険な場所が確認出来た。
段差があるが勝手口から出られるようにしたらスムーズだ
とわかった。薬を忘れた。訓練でも忘れるのだから、実際
に災害に遭ったらどうなるか心配。
◆要支援者家族：参加することを決めた後は「えらいことに参加してしまった」と思っていた
が、実際に話し合いを行ったり、訓練に参加してみて、本当によかった。
◆ケアマネジャー：昨年の大雨の際、他の利用者の避難を調整したこともあったので、関心は
あった。参加できてよかった。
◆町内会役員：地区で20数名の要支援者がいるが把握できていない。民生委員とも協力し、少
しずつ組織を固めていっている。
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高砂市（山ノ端地区）

高砂市の概要
■面積：34.38㎢ ■人口：90,930人 ■世帯数：38,807世帯
■高齢者人口：25,834人 ■高齢化率：28.40％ ■障害者手帳所持者数：4,649人

山ノ端地区の概要
■世帯数：91世帯
■地域の特徴：過去に浸水被害などを受けた地域であり、自治会の防災に対する意識が高い。
■過去の災害等：2011（平成23）年台風12号により、多数の床上・床下浸水の被害を受けた。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■内 容：
モデル地区決定後の2019年5月以降、頻繁に山ノ端自治会長と連絡を取り、
高砂市高年介護課、危機管理室を交え、今後のスケジュール、当事者等について
予定の練り直しや情報共有を行った。

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年9月8日（日）10：00～11：30
■場 所：山ノ端集会場
■参加者：山ノ端自治会、

高砂市＜高年介護課・危機管理室＞、
兵庫県社会福祉士会など計約25名

■内 容：
◆講義：兵庫県社会福祉士会連携支援員が、

『誰ひとり取り残さない』をテーマに、
「防災リテラシー」「障害の社会モデル」
「合理的配慮」について説明を行った。

◆ワークショップ（自主防災組織）：
『南海トラフ地震について』
自主防災組織では、これまでも定期的、
継続的に勉強会を行ってきた。

当事者力アセスメント

■日 時：2019年11月26日（火）9：00～10：30
■場 所：山ノ端集会場
■参加者：当事者、地域住民約15名、

ケアマネジャー、
高砂市2名＜高年介護課＞

■内 容：ケアマネジャーの意見を参考に、身体状況、生活環境について確認

■行政担当者の感想：
当事者、地域住民とも、ケアマネジャーの意見に真剣に耳を傾けていた。
当事者のアセスメント終了後に地域全体の防災対策に話が波及し、山ノ端地区の防災意識の
高さを感じた。
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高砂市（山ノ端地区）

調整会議（ケース会議）

山ノ端地区の中で班分けをしており、2月下旬から3月上旬に
かけて、班ごとに実施する予定であった。
しかし、下記以外の班については新型コロナウイルスの影響
で実施が中止となる（今後の開催については未定）。

≪Ａ班での調整会議（ケース会議）≫

■日 時：2020年2月23日（日）
■場 所：山ノ端集会場

■参加者：当事者4名、地域住民8名＜内、自治会長1名、民生委員1名＞、
手話通訳2名、高砂市＜危機管理室3名、高年介護課2名＞、計19名

■内 容：想定される災害ごと（風水害、地震、火災等を想定）の支援方法、情報伝達方法、
支援者などについて検討、確認。

◆当事者が、ろうあ者2名、高齢者2名であったため、多様なケースの検討、情報の共有を
することができた。
会議の中で、当事者への情報伝達方法だけでなく、班内で連携するための連絡体制の検討
などの話が出ており、『誰ひとり取り残さない』まちづくりを実践することができている。

避難訓練（年度内は中止）

2020年3月に実施を予定していたが、
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
大人数が集まることが難しくなり、当初の予定を変更。
情報伝達訓練や垂直避難訓練を実施する方向で
自治会長と調整中であるが、日時は未定である。

【自治会長からひとこと】
我々の地区は、これまでに浸水被害を経験し、「自分たちの地

域は自分たちで守らなければならない」という思いを強く持って
います。今回の事業では「誰ひとり取り残さない」まちづくりの
ために今何ができるか改めて考えさせられました。
ケース会議ではスムーズに当事者の状況を確認、共有出来まし

たが、課題も明確になりました。例えば、人工透析をされている
方が避難されたときの対応です。行政が調整するにも限界があり
ます。国レベルでの制度化が必要ではないでしょうか。
5年後、10年後と刻々と状況が変わる中、今は支援者である方も

要支援者に移行していくでしょう。粛々と「避難行動要支援者制
度」に取り組み、要支援者が抱える課題を、ひとつひとつ解決し
ていきたいと思います。
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稲美町（草谷自治会）

稲美町の概要
■面積：34.92㎢ ■人口：31,138人 ■世帯数：12,534世帯
■高齢者人口：9,575人 ■高齢化率：30.60％ ■障害者手帳所持者数：1,641人

草谷自治会の概要
■人口：800人 ■世帯数：320世帯
■地域の特徴：
地区の北側には雑木林が広がり、昨今は大規模な太陽光パネルの設置のもと、土砂災害が懸念さ
れている。また、集落を横断する形で草谷川が流れ、豪雨の際の浸水に対する防災意識が高い。地
域に草谷断層が走り、集落の中心に草谷川が流れていることから、危機意識が高い地域である。軽
トラックを所有する家が多い。
■過去の災害等：
阪神・淡路大震災の時もさほど大きな被害は出ず、差し迫った緊張感はない。

取り組みの概要

関係者打ち合わせ

■時 期：2019年4月～8月
■場 所：稲美町コミセンホール、役場内
■参加者：草谷自治会役員、ケアマネジャー、稲美町＜地域福祉課・健康福祉課・危機管理課＞ 、

町社会福祉協議会
■内 容：
◆モデル地区について、草谷自治会（自主防災組織）を選定
◆当事者についての選定、年間スケジュールについての確認

住民向け福祉理解研修

■日 時：2019年11月17日（日）
■場 所：草谷公民館
■参加者：100名、稲美町6名＜地域福祉課、健康福祉課、危機管理課＞ 、町社会福祉協議会2名
■内 容：
草谷自治会が毎年実施している防災訓練に合わせて、兵庫県の防災と福祉の連携促進モデル事
業の一環として福祉理解研修を実施した。なお、自治会の意向で、防犯に関するテーマも併せ持
つこととなり、警察・消費生活相談関係の最近の啓発資料を使用し、説明を行った。

当事者力アセスメント

■日 時：2020年1月20日（月）
■場 所：当事者の自宅
■参加者：住民3名＜当事者2名＞ 、福祉専門職1名、

稲美町2名＜危機管理課、健康福祉課＞、
兵庫県社会福祉士会2名

■内 容：
関係者で進め方を協議し、当事者2名（夫婦）の
自宅へ向かい、同居家族の意見も参考にしながら、
2名の当事者力アセスメントを安心防災帳を用いて
行った。防災マップにより草谷地区の災害時におけ
る状況等を確認し、避難場所は100mほど離れた集会
所を想定した。
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稲美町（草谷自治会）

調整会議（ケース会議）

■日 時：2020年2月1日（土）19：00～19：30
■場 所：草谷地区公民館
■参加者：草谷自治会自治会長ほか14人、稲美町社会福祉協議会1人、ケアマネジャー1人、

稲美町2人＜地域福祉課、危機管理課＞、兵庫県社会福祉士会
■内 容：
◆防災と福祉の連携促進モデル事業の経過について、防災訓練案の説明（被害想定、避難手順、
場所、協力依頼等）

◆調整会議
・エコマップの確認と地域資源の活用 → 一輪車による避難の提案あり
・当事者の状況について → 当日不参加となった場合は代役を立て実施する

避難訓練

■日 時：2020年2月23日（日）9：00～10：00
■場 所：当事者の自宅から集会所
■参加者：自主防災組織役員、民生委員及び児童委員、

消防団、稲美町社会福祉協議会、兵庫県社会
福祉士会

■内 容：
◆(想定・方法）震度7の地震が発生した想定で避難訓練
を行い、誘導には、車いすを使用した。

◆(避難所開設訓練）段ボールベッドの組み立て、チェー
ンソーを使い倒木の切断訓練を行った。

◆(準備物）拡声器、車椅子、担架、板、のこぎり、チェ
ーンソー、ブルーシート、体育館シート、毛布、軍手、
警棒、ヘルメット、無線 等

◆参加者の声：
（当事者）最初は、災害があったら家と一緒に最期を迎え
るのだと思っていたが、今日こうやって皆さんに助けに
来てもらい、逃げることができるのだとわかった。
その為の準備をしておく大切さもわかった。何かあった
ら、助けに来てくれると思うと安心だ。

（消防団）車椅子の操作等初めての事もあり勉強になった。
（役 員）自宅から公民館までの移動は、交通量も多く通
行人が驚いた表情をしていたので、「訓練旗」の準備が
必要ではないか。

（自治会長）毎年、自治会で訓練を行っている。今年度は
福祉との連携ということで、11月の研修に始まり、本日
の訓練を行うこととなった。本日の反省点をふまえ、次
年度以降の訓練につなげていきたい。

（危機管理課長）町の総合防災マップにも記載しているが、
災害発生時には、まず自分の命を守り、次に家族の命を守る。そして、地域の命をみんな
で守っていただきたいと思っている。今日はこの3番目の訓練であり、ぜひ地域で訓練内
容を共有していただきたい。

【自治会長よりひとこと】
草谷には断層があり、草谷川が流れ、山の斜面ではがけ

崩れの心配もあります。近年では高齢者が増え、それにと
もない要支援者も増えてきました。福祉と防災が連携した
訓練は、とても良い経験を得る機会となりました。反復し
て訓練を行うことが大切ですから、続けていきたいと思い
ます。

稲美町（草谷自治会）
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