災害時要配慮者の避難支援の手引き

第2部

知っていただきたいこと

第2部

みんなで逃げる、みんなで助かるために
第1部では、
この手引きの基本的な考え方について説明してきました。
第2部では、
「みんなで逃げる、
みんなで助かるために」
、
どう取り組むか具体
的にご説明します。
ここに示した図は、
役割に応じた取組の全体像です。

避難行動に支援が
必要な方の把握

避難場所や避難経路の確認
一人ひとり

取り組んでいただきたいこと

●取組みの全体像（津波浸水域の場合）

要支援者

避難経路の
確認など

名簿情報の提供への同意
② 同意
① 同意の確認

地域

安全安心な地域づくり

避難場所や
避難経路の
点検など

平常時の名簿の活用
内容確認、
抜け漏れのチェック

市町村

災害発生時の対応

地域津波避難
計画の策定

地域でもつ
情報の提供
③ 名簿情報の
提供

避難場所や
避難経路の
整備など

避難行動要支援者
名簿の作成

フィードバック

フィードバック
改正災害対策基本法（平成25年6月）
で
新たに加えられた取組です。
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災害時要配慮者の避難支援の手引き

対策基本法
（平成25年6月）
施行で、
避難行動要支援者名簿の作成の市町村への義務づけ

知っていただきたいこと

これまでも、
災害時要援護者対策として様々な取組が行われてきましたが、
改正災害

第2部

と同意を得た名簿を避難支援等関係者に提供できることが法的に位置づけられました。

地域で協力しながら
「訓練」の実施

取り組んでいただきたいこと

一人ひとりの『避難支援
プラン
（個別計画）』
を作成

発災時における
避難支援・安否確認

要支援者
情報提供、
意思表示

訓練への参加

支援者

自主的な避難

協力申し出

協力
参加呼びかけ

訓練の実施
安否確認

計画の
提出

避難行動要支援者
名簿の反映

アドバイス
訓練の支援
（大規模な防災
訓練の実施）

フィードバック
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避難のための
情報伝達

災害発生時の対応

地域への
支援

避難生活の支援

個別計画
の作成

参加

避難行動
要支援者の
避難支援

安全安心な地域づくり

協力依頼

災害時要配慮者の避難支援の手引き

第2部

知っていただきたいこと

安全安心な地域づくりは、
ここからスタートです
それでは、いよいよ
「地域で取り組んでいただきたいこと」に話を進めていき
ましょう。

取り組んでいただきたいこと

地域で協力して取り組むことが
大切になります！
「できることから」で構いませんので、ぜひ実行に移してみてください。

ステップ2

P25をみる

安全安心な地域づくり

「個別計画」をつくる
〜 地域で避難のことを考える 〜
■作成された「名簿」をもとに実効性
のある避難支援が行われるために、
避難支援が必要な一人ひとりの避

ステップ1

難計画（個別計画）の作成をお願い

P19をみる

します。

「名簿」をつくる
災害発生時の対応

〜地域でお互いのことを知る〜
■日頃のみなさんの関わり合いか
ら、支援が必要な方を把握してい
ただき、必要な支援が届くよう、
行政への情報提供もお願いします。

17

災害時要配慮者の避難支援の手引き

第2部

知っていただきたいこと

ステップ3

取り組んでいただきたいこと

「訓練」する

P37をみる
〜地域で行動する〜

■一人ひとりの「個別計
画」は、時間をかけて完
璧なものを作ろうとす
るよりも、一度作ってみ
て、地域での避難訓練
などを通じて、徐々に
改善していきましょう。
ら、
お互いができる支援
を行うことが大切です。
■避難訓練などの地域の活動を通じて、
より実効
性が高い個別計画づくりと、災害に強い地域
づくりをお願いします。

ޯࡍࠫߢߪޔ
߽߁ዋߒৼካߦ
ߘࠇߙࠇߩข⚵ࠍ
⸃⺑ߒߡ߈߹ߔߨ

災害発生時の対応

ࠬ࠹࠶ࡊߏߣߦ
ߢ߈ࠆߎߣ߆ࠄዋߒߕߟ
ㅴߡߊߎߣ߇
ᄢಾߥࠎߛߨ㧋

安全安心な地域づくり

■地域全体が協力しなが
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災害時要配慮者の避難支援の手引き

知っていただきたいこと

ステップ
1

第2部

「名簿」をつくる

地域の名簿づくりがはじめの一歩
いざという時に助け合ってみんなで避難するためには、支援を必要としてい
る方を把握することが重要です。そのために、市町村では
「避難行動要支援者

取り組んでいただきたいこと

名簿」を作っています。
しかし、
行政だけの力では支援の必要な人全員を抜かりなく把握することは難し
いと考えられますので、
地域のみなさんの名簿づくりへのご協力が必要です。

「避難行動要支援者名簿」って
なんのこと？

避難行動に
誰かの手助けが
必要な方の情報を
まとめた名簿だよ

安全安心な地域づくり

普段は、
円滑で迅速な
避難のための事前準備に
取り組むために使うよ
災害時には、
避難を確認するために
活用されるんだ

何に使うの？

災害発生時の対応

なんで

行政が持っている情報だけでは
本当に避難支援が必要な方の把握が
十分にできないこともあるんだよ

行政さんたちだけで
なるほど。
わしらが協力しないと、 つくれないの？
現実にあった
名簿にならんのだな

例えば 8０歳でも
比較的元気なまもるくんの
おじいちゃんみたいな方もいるし、
55歳でも健康を害して早く歩くのが
難しいっていう方も
いるからね

ふむ ・・・
ふむ
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災害時要配慮者の避難支援の手引き

名簿を通じて信頼関係もつくる

名簿ってなに？

市町村で作成された名簿は、ご
本人の同意があれば、消防機関や警
察、民生委員、自主防災組織など、避
難支援の関係者に提供することができます。

名簿づくりを通じて、
登録される方々と地域のみなさん
の良い関係づくりを進めていきましょう。

＜同意を得るための様式例＞
フリガナ
氏名
生年月日

性別

男

・

女

取り組んでいただきたいこと

名簿をつくることだけが
目的じゃなくて、
みんなが助け合ったり、
いざというときに必要な情報が
さっと出せるようになることが
大切なんだね！

知っていただきたいこと

基本のページ 1

第2部

住所
□ 介護保険の認定を受けている

） 等級：

□ その他
［特記事項］

電話番号

FAX 番号

携帯電話番号

メールアドレス

※同意いただいた場合、

の欄に障害名等を記載し、
避難支援等関係者に提供します。

避難行動要支援者は、
避難支援者への情報提供に同意することにより、
避難行動支援者（地域等）から災害
発生時における避難行動の支援を受ける可能性が高まりますが、
避難行動支援者自身や家族等の安全が前提
となるため、
この同意によって、
災害時の避難行動の支援が必ずなされることを保証するものではなく、
また、
避
難支援者は、
法的な責任や義務を負うものではありません。
また、
同意するかしないかを判断するために、
市町

安全安心な地域づくり

避難支援を
必要とする
理由

要介護状態区分：

□ 手帳所持：障害名（

村からの詳細な説明を求めることもできます。

高知県の様式例では、
日頃の見守り活動と
又は身体を災害等から保護を受けるために、
上記の内容（氏名、
生年月日、
性別、
障害種別等の内容、
連絡先）
災害時の避難支援を
及び障害名や病名等を、
○○市防災計画に定める避難支援等関係者に提供することに、
一体的に行えるように
□ 同意します
工夫がされています！
上記の内容を理解し、
日頃の見守り活動や、
災害時の避難の支援、
災害発生後の安否の確認、
その他の生命

平成△△年○月◇◇日 氏名：
※同意の意志について変更の申出がない限り自動継続とします。
避難支援等関係者が訪問調査を行いますので、
その際はご協力ください。
※あなたの避難計画を作成するため、

20

災害発生時の対応

□ 趣旨を十分理解した上で、同意しません

災害時要配慮者の避難支援の手引き

第2部

知っていただきたいこと

地域でお互いのことを知る

ステップ 1
名簿をつくる

名簿に抜け漏れがないか、地域の支援者のみなさんで名簿の確認をお願いします
みなさんの周りにいる
「災害時に一人で避難することが困難な方」を把握し
ていただき、行政が作成する
「名簿」に登載されているかの確認をお願いしま

取り組んでいただきたいこと

す。ご自身が「避難に支援が必要な方」であれば、名簿に登録されているか
確認しておきましょう。

まずは行政が名簿をつくり、情報を共有します
▶ 名簿の作成例
①行政は、行政内部で把握している情報をもとにリストアップ

市町村によって、
具体的な手順は
異なります

②リストアップされた方に対して、情報を提供することの同意の
取得
「同意が得られた方」
の名簿を、
地域の避難支援関係者に提供
③

安全安心な地域づくり

地域の避難支援関係者に提供された名簿に登載されるべ
き方のお名前がない場合、
2つの理由が考えられます。
② ご本人から情報提供の同意を
いただいていない

① 行政が把握できていない
地域からの情報提供を
お願いします！

同意を得るためのご協力をお願いします！

災害発生時の対応

この名簿を災害時はもとより日頃から活
用していただくことが安全安心な地域づく
りにつながります。
ご本人をはじめ、
みなさ
んの情報提供の同意へのご理解とご協力
をお願いします。

日頃の関わり合いから、本当に避難支援が
必要な方を把握していただくなど、支援が
必要な方が名簿から抜け漏れないよう、ご
協力をお願いします。

参考 ＞＞

災害時に一人で避難することが困難な方の情報把握例

（１）民生委員等による、日頃の見守り、声かけ等から得た情報
（２）自主防災組織等による、地域での防災訓練・防災マップづくり等を通じて得られた情報
（３）福祉サービス事業所等による、日頃の活動から得られた情報
（４）自治会による、日頃の活動から得られた情報
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災害時要配慮者の避難支援の手引き

成が義務化されましたが、ご本人の同意がないと地域の避難支援者に提供で
きません。
ご本人の同意があれば、
「名簿」をもとに避難支援が必要な一人ひとりの避
難計画を地域のみなさんと一緒に作成することができ、
いざという時の支援や
日頃の見守りにつながります。
名簿に登録する必要があるみなさんに、名簿に記載される内容や、名簿の
活用目的、提供先などについてご理解いただいたうえで、
名簿の活用や避難支援の取組に同意して
いただき、ご自身も積極的に関わっていただ

病気や障害のことを
周囲に知られるのは気が進まない・・・
という方がいらっしゃるみたい

代理の方は、
ご本人の親権者や
法定代理人などが
考えられますね

※災害時には、避難行動要支援者の生命又は身体を保護するために特に必要がある時は、同
意の有無に関わらず、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に名簿情報を
提供することがあります。
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そういう方たちに
「災害の時だけではなく、
普段から見守ってもらえるから安心」
と
思ってもらえるよう、
私もがんばるわ

安全安心な地域づくり

くことが大切です。

重い認知症や障害などで
個人情報の取り扱いに
ご本人が同意できるかどうか
判断できない場合は、
ご本人の代わりに、
代理の方から
同意を得ることもできます

取り組んでいただきたいこと

災害対策基本法が改正されて、市町村による避難行動要支援者の名簿の作

知っていただきたいこと

「ご本人の同意」が大切な理由

第2部

災害時要配慮者の避難支援の手引き

知っていただきたいこと

ステップ 1
名簿をつくる

第2部

地域でお互いのことを知る

名簿もメンテナンスをしないと古びてしまいます
名簿は一度つくって終わりというわけで
はありません。
名簿の管理は行政で行って

取り組んでいただきたいこと

いますが、情報の更新には地域からの情
報提供など、みなさんのご理解、ご協力が

こまめな手入れが
大切なのは、
我が家のぬか床と
同じだねぇ

必要不可欠です。

名簿情報の管理が大切です
名簿の情報が避難支援等関係者以外に広がらないよう、行政だけでなく地
域でも個人情報の管理に注意が必要です。

安全安心な地域づくり

情報管理の
ルール
づくり

●管理者の特定
（できるだけ限定した方が良い）
●管理場所の特定
（厳重に保管できる場所）
●閲覧ルールの特定
（複製の禁止、持ち出しの禁止等）
●更新のルール
（いつ、誰が、どのように更新するのか。
また引き継ぎ方法）
●データ消去のルール
（転居や死亡情報の取り扱い）

名簿情報が簡単に
持ち出せないようにして
もらわないと不安だねぇ

災害発生時の対応

うちの地区では
名簿情報の管理者を決定して、
紙の名簿情報は金庫に保管する
ことにしました

また、
名簿情報のデータを保存した
パソコンにパスワードをかけて、
情報の更新やデータの消去など
管理者しかできないようにして、
情報が漏れないようにということを
考えました
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日頃の支え合いや見守り活動は、災害時に大きな力を発揮します。
高知県では、
『災害への備え』と
『日頃の見守り活動』を別々の取組とせず、一
※20ページの
「様式の例」に、
「日頃の見守り活動」の言葉を入れていますが、これは
高知県独自の取組です。

名簿は発災時の避難行動の支援だけなく、日頃の見守り活動や地域での避
難訓練など地域行事への呼びかけなどに活用することができます。
見守りや地域活動を通じて、顔が見える関係や気軽に助け、助けられる地域
づくりを進めることが、災害への大きな備えにつながります。
詳しくは第３部をご覧ください。

名簿を普段の生活にも
役立てていこう、
というのが新しい
考え方なんだよ

わかった！
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まもるも日頃の生活の中で、
助けが必要なんじゃないかな
と思う人がいれば、
お父さんに教えてほしいな

安全安心な地域づくり

名簿ってつくったら終わりって
いうわけじゃないんだね

取り組んでいただきたいこと

体的に行うことを提案しています。

知っていただきたいこと

名簿を活用した日頃の支え合い、見守り活動へ

第2部

災害時要配慮者の避難支援の手引き

知っていただきたいこと

ステップ
2

第2部

「個別計画」をつくる

いざという時にやるべきことを具体的にするのが
「個別計画」
災害が起こった直後は、
周りも自分も混乱していて、
とても大変な状況になる
ことが予想されます。
いざという時のためには、
「普段から」
一人ひとりがどのよう

取り組んでいただきたいこと

に避難し、
地域のみなさんで助け合っていくか考えておくことが重要です。
そのために、みなさんにつくっていただきたいのが「個別計画」です。

「個別計画」ってなんのこと？

安全安心な地域づくり

どんなことが
書いてあるの？

避難の時や
避難後の生活に助けが
必要な方一人ひとりの
ための計画のことよ

「支援が必要な方がどこに
住んでいるか」
「どのような支援を必要としているか」
「誰が、どこ
（避難場所等）に
どのような手段（徒歩・車いす等）で
避難支援するのか」
「緊急連絡先」などについて
書いてあるのよ
個別計画の様式は、
市町村によって異なります
それぞれの地域で確認する
ようにしてください

災害発生時の対応

つくるときにどんなところに
気をつけないといけないの？

一人ひとり必要としている
支援が違っているから、
ご本人やご家族、
避難支援の関係者などが
具体的に話し合って
つくっていくことが
大切なのよ
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個別計画ってなに？

「個別計画」をつくる前に必ず読んでください！
支援が必要なご本人やご家族が積極的に個別計画づくりに参加いただき、
自治会や自主防災組織の方々などと話し合いながら、いざという時にご本人の

ポイント 1 避難に時間的余裕がある災害
（風水害）
と
余裕のない災害
（地震による津波災害）
を分けて考える
個別計画を作成する際には、津波のような避難する時間的余裕がない災害と風水害
と区別して検討しましょう。高知県独自の
「個別計画」の様式例ではお住まいの地域
が、津波浸水域の場合には、津波と風水害と区別して記載するようにしています
（次
ページ参照）。

●市町村のホームページ：地域防災計画などに被害想定が掲載されています
●「【高知県版】南海トラフ巨大地震による被害想定について」などを参考にしてください
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/higaisoutei-2013.html

ポイント 2

「個別計画」をつくるにあたって守りたいこと

安全安心な地域づくり

※津波の到達時間予測は地域によって異なりますので、まず地域の被害想定を確認して
ください。

取り組んでいただきたいこと

状態に合った避難支援が行われるよう、具体的な計画づくりが必要です。

知っていただきたいこと

基本のページ 2

第2部

個別計画を作成する前に、行政や避難支援関係者、ご本人の間で共通の認識をもつ
ことが大切ですので、参考にしてください。
●個人の考えを押し付けない！
●支援者の限界に配慮する！
計画の中で支援する方を決めたとしても、災害時にその方が外出しているかもしれません。い
ざという時には地域全体で、協力し合いながら、助け合うことが大切ですので、
「作成したら終
わり」でなく、避難訓練などを通じて、地域のみなさんで理解し合うことが重要です。
●無理な作成はしない！ でもあきらめない！！
個別計画を作成する場合、
「避難を支援する方がみつからない」
「避難の仕方が決まらない」な
どの壁にぶつかることも考えられます。一度に解決しようとせずに、
「まずは決められること」か
ら進めて行きましょう。

26

災害発生時の対応

行政や地域、
支援する方、
支援を受けるご本人が協力し、
具体的な話し合いを通じて作成していくものです。

災害時要配慮者の避難支援の手引き

知っていただきたいこと

ステップ 2
個別計画を
つくる

第2部

地域で避難のことを考える

みんなで知恵と思いやりを持ち寄ってつくりましょう
個別計画の様式は、市町村の状況や支援を必要とする方の特性に合わせ
た支援を行うため、
市町村ごとに定めます。
ここでは、
高知県が示すモデル様式

取り組んでいただきたいこと

（津波浸水域を持つ地域の個別計画）を例示していますので参考にしてくだ
さい。

＜モデル様式と記入例＞ ※記入例は青文字で表記
モデル様式

1
個別計画作成の
対象となる方の情報を把握
▶ 29ページ

安全安心な地域づくり

ご本人やご家族、
避難支援者の打合せの
調整や支援者間の役割分担の調整など
を行う世話人
（コーディネーター）
が大切
です。

災害発生時の対応

日常生活の支援者については、身近な
方々の協力を得ることが望ましいと考え
ます。

避難準備支援者の決定
▶ 29ページ

2

空欄は気にせず、
まずはできるところから
埋めていくことが
大切なのね
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災害時要配慮者の避難支援の手引き

●平常時の準備を手助けする人
（避難準備支援者）
②
●避難する時に避難が必要なことを知らせ、一緒に避難する人
（避難行動支援者）
③
●避難所等で避難生活を送る際に気にかけたり手助けをする人
（避難生活支援者）
④

避難場所や避難経路、
避難方法の決定

3

▶ 31ページ

モデル様式

取り組んでいただきたいこと

避難行動支援者の決定と

避難まで
「時間がある場合」
と、
「あまり時間がない
場合」
では、
支援できる方が異なると考え、
記載欄を
わけています。
特に難しい
「あまり時間がない場合」
は、
地域の団体
名を入れておき、
災害発生の日時により、
臨機応変な
対応をすることが考えられます。

知っていただきたいこと

モデル様式では、
「支援者」
を以下の３パターンに分けることで、
支援する方たちの
選択肢を増やし、
できるかぎり皆で協力しながら支援することを考えています。

第2部

安全安心な地域づくり

▶ 35ページ

避難後については、普段から介護等を支援してい
る団体等が中心となり支援するのもよいでしょう。

5

同意の署名
▶ 35ページ

29〜36ページも
参考にしてね！
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災害発生時の対応

避難生活支援者の決定

4

災害時要配慮者の避難支援の手引き

知っていただきたいこと

ステップ 2
個別計画を
つくる

第2部

地域で避難のことを考える

「個別計画」をつくる時の
基本的な流れについて

うちの地区では、
この様式で、
山本さんの個別計画を
つくってみました

必ずしも、
この様式や策定の流れに
こだわらなくても
いいですよ

ここでは前のページでお示ししたモデル
取り組んでいただきたいこと

様式に沿って基本的な流れを説明します。

1

個別計画作成の対象となる方の情報を把握しましょう
個別計画には、氏名、生年月日、性別、住
所のほか、
その人の身体状況や配慮が必要
なこと、
緊急時の連絡先などを記載します。
個別計画に情報を記載する時は避難行

安全安心な地域づくり

動要支援者名簿なども活用しましょう。
▶ 世話人を見つけましょう
その方と避難支援者とをつなぐ世話人
（全体調整を行っていただく方）がいると
スムーズです。世話人になる人は、民生委
員や社会福祉協議会、自主防災組織、自治
会の方などが考えられます。
僕も！
幼馴染の
よしみで
私が手伝うよ

災害発生時の対応

2

避難準備支援者を決定
しましょう

日頃の災害に備えた準備を手伝う人
（避
難準備支援者）を見つけましょう。その際
には、上記の世話人の方に調整をお願いし
てもよいでしょう。
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災害時要配慮者の避難支援の手引き

作成に携わっていただきたい方々

知っていただきたいこと

ポイント 1

第2部

どんな人が個別計画に携わるのか、具体的に例を挙げますので、イメージを持っていただ

▶ 作成の調整役
（世話人）
名簿の提供を受けた避難支援関係者
（自治会長、自主防災会長、民生委員児童委
員、社会福祉協議会など）
が協力し、
まず世話人
（コーディネーター）
を決定し、
ご本人と
打ち合わせながら、
支援者の決定など、
計画づくりを進めることが考えられます。
▶ 支援者
以下には、避難支援者として考えられる人についてパターン別に記載していますの
で、参考にしてみてください。
準備

避難準備支援者として考えられる人
●ケアマネジャー…避難行動要支援者の方が必要な支援を理解している
●友人…気心が知れている人には頼みやすい
●自主防災組織…地域で活動する人なので協力が得やすい
●隣近所…近くに住んでいるので、日頃からの支援が受けやすい
避難行動支援者として考えられる人
●家族

安全安心な地域づくり

●家族

行動

取り組んでいただきたいこと

ければと思います。

●隣近所…すぐに支援できる可能性が高い
●同僚…日中であれば、一番近くにいる可能性が高い
絞らない方が、支援者の心理的な負担が少なく、臨機応変に対応できる
生活

避難生活支援者として考えられる人
●隣近所…例えば、避難行動の支援は難しい方でも、避難生活支援者に
なってもらうことで、つながりが強くなる
●ケアマネジャー…避難行動要支援者の方が必要な支援を理解している
●特定のボランティア…専門性が高く、避難行動要支援者の特性に応じた
支援を頼みやすい
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災害発生時の対応

●地域の団体…特に避難するまでの時間が短い災害では、
支援者を個人に

災害時要配慮者の避難支援の手引き

知っていただきたいこと

ステップ 2
個別計画を
つくる

第2部

地域で避難のことを考える

取り組んでいただきたいこと
安全安心な地域づくり

3-1

避難行動支援者を決定しましょう

災害が起こった時に、避難を支援する方
（避難行動支援者）を決
定しましょう。その際には、世話人の方が、ご本人の意向も確認し
ながら調整を行うことが適切です。
また、一人の支援者に役割が集中しないよう、適切な役割分担を
心がけることも大切です。

台風などの
時には、
お隣りの
斉藤さん一家が山本さんと
一緒に避難することに
なりましたが、
斉藤さんが不在の時は、
近隣の自治会メンバーで
支援します！

特に、避難の余裕時間が短い災害で、個人名での支援者の決定
が難しければ、団体名を記載し、団体の中で支援に関する情報を
共有しておく方法もあります。

災害発生時の対応

3-2

避難場所や避難経路、
避難方法を決定しましょう

できる限り、
ご本人やご家族の方々にも参加してい
ただき、話し合いの中で、避難場所、避難経路、避難
方法を決定しましょう。
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車いすで
避難できる経路を
考えようかね

いいで
すね！

災害時要配慮者の避難支援の手引き

支援する方々をどのように確保するか

知っていただきたいこと

ポイント 2

第2部

高知県では、
「津波浸水域」における個別計画のモデル様式は、独自に、
むように工夫しています。
▶ 避難行動支援者がなかなか決まらない場合
津波災害を想定すると、避難支援の時間が短いなどの理由で、
「避難行
動支援者」が決まらない、ということも考えられます。
津波災害に対しては、個人名ではなく、自主防災組織や自治会などの団
体名を記載し、地域で避難支援の方法などを共有する方法もおすすめし
ています。

取り組んでいただきたいこと

津波災害と風水害に区別することで、個別計画の作成ができるかぎり進

ただし、その場合でもまずは、津波以外の災害に対しては、避難行動支
る関係のなかで地域の共助力を高めていただきたいと考えています。
▶ 避難行動支援者を決める場合の注意点
（例）
●支援を必要とする方やご家族の希望する方を優先するなど、信頼関
係が築きやすい方を支援者とする。
●災害時に、支援者の不在や支援者自身が被災しているなど支援でき
ない場合を想定して、
できるだけ複数名を決めておく。

安全安心な地域づくり

援者を決めていただき、訓練への参加や日頃からの見守りなど、顔が見え

●支援者には、あらかじめ役割を説明する。
①
「個別計画」づくりへの関わり
●支援者が、災害時の対応への負担感を抱き、不安にならないよう、
「ま
ずは、支援者ご本人やそのご家族の安全を第一に、その時の可能な範
囲で支援する」ということを、地域住民や自主防災組織、避難行動要
支援者やそのご家族などに確認する。また、地域で訓練をしてみる。
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災害発生時の対応

②日頃から気にかけていただき、
状況の変化の把握などを行ってもらう

災害時要配慮者の避難支援の手引き

知っていただきたいこと

ステップ 2
個別計画を
つくる

ポイント 3

第2部

地域で避難のことを考える

避難方法と避難場所について

一人ひとりの避難方法や避難場所について、ご本人を含めた関係者の同意のもと

取り組んでいただきたいこと

に個別計画を作成してください。
また、地域の防災マップなども参考にしましょう。
▶ 津波浸水が予想される区域では
「地域津波避難計画」を参考に！
国の防災基本計画の中で、
津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため、
「地域
津波避難計画」
の作成が推進されています。津波浸水域を持つ地域の方は、
この計画
に基づいて
「個別計画」の作成を進めてください。右に示すワークショップ※の事例な
どを参考にしながら、一体的に取り組むことが有効です。

安全安心な地域づくり

高台や津波避難タワーなどの
指定緊急避難場所
（津波避難場所）

指定避難所や地域の
公民館・集会所など

高台にあるお寺や
神社など

また
「どうやって避難するか」についても、地域で事前に話し
合う必要があります。
（リヤカー・車椅子などでの搬送や車両の
利用についての具体的な検討を行っている地域もあります。）

災害発生時の対応

※ワークショップとは … ある課題に対して、参加者
がアイデアを出し合い、対応を決定する会議の
一種
（P48を参照）
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だから
事前の話し合いが
大切なんだね

どこに
どうやって
逃げるのかを
とっさに決めるのは
難しそう

災害時要配慮者の避難支援の手引き

避難する場所の種類

●指定緊急避難場所
洪水や津波などの災害が発生した場合に、まず避難する場所。県では特に津波から一時的
に避難するための高台や避難ビル、津波避難タワーなどを
「津波避難場所」と呼んでいる。

参考 ＞＞ 「地域津波避難計画」の策定フローの一例
地域の住民が参加しやすいプログラムを計画する。

ワークショップの運営準備

参加人数の見積

30〜40人程度を目安に自主防災組織等を通じて呼びか
けを行う

会場の手配

プロジェクターやホワイトボードなどが使用可能で、地図
を広げて意見交換ができる会場を手配する。

地図・用品等の手配

避難マップの作成のため、白地図、住宅地図、カラーペン
などの筆記用具を準備する。

配付資料の作成

地震の基礎知識や津波の発生メカニズム等、事前に提供
すべき資料を作成する。

会場設営・運営準備

積極的な意見交換が行えるよう、机の配置等の工夫や、
運営スタッフの役割分担を行う。

各グループの成果を取りまとめ、津波ハザードマップを
作成する。

成果の取りまとめ

作成した津波ハザードマップに基づき、避難訓練を行い、
必要であれば、マップの見直しを行うとともに、今度の課
題についても明らかにする。

津波避難訓練の実施
（ワークショップの運営準備）
ワークショップの実施

津波ハザードマップ、避難訓練をもとに、今後、住民が自
ら取り組んでいく事項とその態勢について検討を行う。

地域津波避難計画の作成

津波ハザードマップ、今後の取り組みを合わせ、地域津波
避難計画として、取りまとめを行う。
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災害発生時の対応

津波避難ハザードマップを作成するため、
グループでの
検討作業だけでなく、現地での調査なども行いながら成
果をとりまとめる。

ワークショップの実施

安全安心な地域づくり

プログラムの立案

取り組んでいただきたいこと

●指定避難所
避難できる施設として、市町村が指定した避難する場所
●指定外避難所
避難所には指定されていないが、地区集会所などに住民が避難することで、自然発生的に
できる避難所
●福祉避難所
一般の避難所では生活が難しく、特別な支援が必要な高齢者や障害のある方などのため
に開設される避難所

知っていただきたいこと

参考 ＞＞

第2部

災害時要配慮者の避難支援の手引き

知っていただきたいこと

ステップ 2
個別計画を
つくる

取り組んでいただきたいこと

4

第2部

地域で避難のことを考える

避難生活支援者を決定しましょう
避難が完了した後の、
避難生活を支援する避

私は山本さんの
避難生活支援者に
なるわ

安全安心な地域づくり

難生活支援者を決定しましょう。
支援者は、
同じ

私も
手伝います！

避難場所に避難する人の中から日常生活をサ
ポートできそうな人を選びましょう。
担当ケアマネジャーや相談支援事業所、担
当ヘルパー等に相談してみるのもよいでしょ
う。

5

避難の時のお手伝いは
難しくても、
その後の
生活の面でお手伝いが
できそうだねぇ

ご本人から同意をもらいましょう

災害発生時の対応

個別計画をつくる際には、
ご本人やご家族、
支援者が話し合いながら進めていく
ことが重要です。
作成した個別計画は、地域と行政との連携の強化にもつながります。
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災害時要配慮者の避難支援の手引き

皆さんが、
個別計画を作成される際の参考としていただくため、
Ｑ＆Ａにまとめまし
た。
決方法がないか、地域でも考えてみてください。

Ｑ．避難の際に支援の必要な方が、支援
（個別計画）の対象から漏れな
いようにするには、どうしたらいいの ?
A．個別計画を地域の中で作成していくためには、市町村の「避難行動要支援者名

簿」
に掲載されることが必要です。支援の必要な方が名簿から漏れないようにす
るため、
ご本人や、
地域の方からの申し出などによる情報の把握をお願いします。

A．避難を支援する方を決めるときには、市町村から名簿の提供を受けた避難支
援等関係者
（（例）自治会長、自主防災会長、民生委員児童委員など）が協力し

て、まず世話人
（コーディネーター）となる方を決定し、世話人を中心にご本人の
意向も確認しながら調整を進めていきましょう。

Ｑ．
避難を支援する方を決める際に、気をつけることは？

安全安心な地域づくり

Ｑ．支援が必要な方と、避難を支援する方とのマッチングを行うには？

取り組んでいただきたいこと

あくまでも一例ですので、もっと良い解決方法があるかもしれません。より良い解

知っていただきたいこと

個別計画作成Ｑ＆Ａ

第2部

A．一人の方に役割が集中しないように、支援する方の年齢や、地域の実情に配慮し
ながら、
適切な役割分担を心がけましょう。

災害発生時の対応
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災害時要配慮者の避難支援の手引き

知っていただきたいこと

ステップ
3

第2部

「訓練」する

計画した避難方法を試してみる
どんなによくできた避難計画でも、
大災害の時に初めてやってみるではうまく
いきません。普段から、
地域での訓練を通じて、
支え合いの関係づくりを進めま

取り組んでいただきたいこと

しょう。
個別計画を作成しても、
いざという時に
うまくできるとは限らないよね

どうして
訓練が必要なの？

そのためにも、
日頃から訓練などを通じて、
支援する人や支援される人が
支え合う関係づくりが
重要なんだよ

安全安心な地域づくり

たとえば、
年に１回か２回程度
個別計画を作成した人を
中心に訓練を
するのがいいだろうね

いつ、誰がやるの？

災害発生時の対応

たくさんの人が集まって、
実際にやってみなければ
いけないのは、
やっぱり少し
大変だよね

どんなところが難しいの？

ただし、
計画をつくる時以上に
地域のみんなの絆が
強まったと感じるね
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訓練ってなに？

訓練の振り返りは、
「個別計画」や
「名簿」に
しっかり反映しよう

取り組んでいただきたいこと

車いすやリアカーを使って防災避難訓練に参加する様子（中土佐町）

知っていただきたいこと

基本のページ 3

第2部

訓練は実施したあとの振り返りも重要です。訓練でうまくいかなかったこと
ていきましょう。また、
「個別計画」を修正することもお忘れなく。

訓練は僕も参加して
お手伝いができるね
名簿や計画づくりでは
あんまり僕の出番が
なかったから
がんばるよ！

若いうちからたくさん参加して、
基本的な動きや
地域のルールを体で覚えるのは
とってもいいことだね
まもるたちが大きくなった時には、
この地域の団結力はとっても強く
なっているはずさ

災害発生時の対応

訓練って
みんなと仲良くなれるし、
普段見かけない人と
会うことができるね

安全安心な地域づくり

や、もっとこうしたほうがいいという気づきがあったことは、しっかりと記録し

それに
やる度に上手になっていくから
すごくためになってる
感じがする！
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第2部

知っていただきたいこと

取り組んでいただきたいこと

ステップ 3
訓練をする

訓練で
「個別計画」
で決めたことができるか試してみましょう
充実した
「名簿」や、良い
「個別計画」が作成されても、災害時にしっかりと活
用できるかどうかわかりません。

取り組んでいただきたいこと

まずは平常時に、支援が必要な方と支援する方が一緒に訓練に参加し、安
否確認や避難誘導などの練習をしておくことで、
これから取り組まなければなら
ない課題が明らかになります。
そして、
明らかになった課題について、
地域で話し
合い、
行政や関係機関と協議しながら一つずつ解決していくことが大切です。

名簿の
活用

●名簿に掲載されている方に訓練参加を呼びかける
●実際に名簿を使用した安否確認訓練の実施
●名簿に掲載されている方への災害時避難に関するアンケート
や意識調査を実施
●要支援者情報を記入した「要支援者マップ」
の作成

安全安心な地域づくり

個別計画
の検証

●訓練時に実際の個別計画に沿った支援を実施してみる
●要支援者と支援者とが一緒に個別計画を確認する
▶具体的に、
避難の各段階では以下のような支援を実施する

訓練が、
避難に
必要な懐中電灯を
物置から出す
いいきっかけに
なったよ

避難準備…要支援者が、災害発生直後に非常用持ち出し
袋をすぐに持ち出す準備をするなどの避難準
備を支援する

災害発生時の対応

訓練のために
避難開始…避難する場所まで個別計画に決めた方法での
改めて読んでみると、
避難行動を支援する
個別計画にいろんなことが
決められているね。
避難直後…市町村と協力して安否確認を行う
いい勉強になるよ
避難生活…要支援者の避難生活のために情報伝達や物資

の調達などの支援を行う
訓練に参加したことで、
私の耳が聞こえないことを
みなさんに理解してもらえたわ
今まで、気づいて
なかった人が
たくさんいたみたい！

訓練のために、
改めて読んでみると、
個別計画にいろんなことが
決められているね
実践できるか
試してみないとね
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知っていただきたいこと

ポイント 1

第2部

訓練でのチェック項目

訓練の実施にあたっては、避難を支援される人と支援する人両方の安全確保が達
点検してみましょう。

避難場所までの距離、避難時間

チェック
項目例

避難に必要な道具等の確認
避難支援に必要な人員の確認
その方の状態に応じた避難方法の確認

地域の中で、理解や協力の輪を広げていきましょう！
解いただき、活動いただくことが重要です。避難支援活動への参加者が多いほ
ど、一人ひとりの負担も減り、人と人とのつながりも深くなります。
避難訓練を行う際には、避難行動要支援者と地域の方々の双方が参加しや
すい環境づくりを心がけるなど、より多くの方々に体験していただくことが大切
です。避難訓練などを通じて、支え合いの輪を広げていくことが、支援が必要
な方の“ 孤立 ”を防ぐことにつながります。支え合いの地域づくりをみんな

安全安心な地域づくり

地域の力を高めていくためには、より多くの方々に避難支援の取組にご理

取り組んでいただきたいこと

成できるかの検証が大きな目的となります。情報の伝達や避難行動の支援について

で進めていきましょう。

同じことを思ったわ！
ちなみにこの前の訓練では、
わたしは車いすの人の支援者役で
参加してみたの
そういう経験を
訓練でさせてもらえると、
サポートする時に
すごく役立ちそう

じゃあ、僕は今度
耳の聞こえない人の役を
やってみよう！
いざというときに、愛ちゃんの
役に立てるもの！
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訓練って
本番前の準備段階から
気がつくことがあったり、
ためになることが
たくさんあるよね

