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あらためて・・・

▲災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者の個別避難計画の作成
が市区町村の努力義務となったから？
▲居宅介護支援事業所や相談支援事業所など、すべての介護サービス事業
所に、事業所BCPの策定等が義務付けられたから？

◎災害時に誰一人取り残さない防災を実現するため
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どうして、個別避難計画の
作成に取り組むの？

それもあるけど

その先にあるもの

この取組で、当事者・地域・関係者がつながることにより
地域のあらゆる課題の解決策の糸口を見出すことや
地域共生社会の実現、地域活性化につなげていく

「あのとき助けに行っていれば・・・」
をなくしたい！

当事者に自分の命を諦めさせない！



これまでの取組経過について
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協議会・研修会等 WG会議等 モデル地区 その他(関係機関等との連携)

４月 庁内・庁外への協力依頼・準備 庁内・庁外への協力依頼・準備

５月 24日 第１回協議会 24日 第１回両WG会議

６月
９日 保健・福祉専門職対象防
災力向上研修会

18日 第２回高齢者WG会議
28日 第２回障がい者・医療的

ケア児者WG会議

７月 28日 第２回協議会
6日 両WG会議リーダー打合せ
19日 両WG会議リーダー打合せ

８月
モデル地区検討
優先順位チェックシートとりまとめ

6日 障がい・医療的ケア児者
構成機関会議

11日 市内ケアマネ協議会
取組説明会

９月
30日 【障がい】モデル地区との打ち合わせ

(本人・地域同意)

2日 市内民生委員児童委員
会長会説明

１０月

7日 【医ケア】保健所打ち合わせ
12日 【高齢】モデル候補者取組説明

(本人同意)
17日 【障がい】モデル地区住民説明会
19日 【高齢】モデル地区区長説明

(地域同意)
21日 【障がい】ケース会議・避難訓練

1日 市内ケアマネ協議会会長副
会長打ち合わせ

15.16.19.20.26日
市内民生委員児童委員
説明会

１１月 １９日 【医ケア】臨床工学技士等との打合せ
２５日 市内民生委員児童委員

説明会



これまでの取組経過について
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協議会・研修会等 WG会議等 モデル地区 その他(関係機関等との連携)

１２月

３日【高齢】モデル地区
当事者・地域個別避難計画理解研修会

10日【高齢】当事者アセスメント実施
１６日【医ケア】臨床工学技士との打合せ
２１日【医ケア】

停電時・災害時の避難を考える会開催
２４日【高齢】モデル地区 地域調整会議

１３日 モデル実施者の主治医へ
の説明

R4.１月

13日【障がい】モデル地区 完成計画配布
２０日【高齢】モデル地区 訓練事前打合せ
２５日【高齢】避難訓練

1３日 国モデル事業
第５回ノウハウ共有MTG

R4.２月

R4.３月 １４日 第３回協議会 ４日【高齢】モデル地区 完成計画配布

22日
市内ケアマネ協議会取組
報告説明会

２４日
障がい・医療的ケア児者
構成機関会議

25日 市医師会への報告



【今年度の重点取組】
①庁内・外の関係者との連携・連結

②新たなキーマンとの協力
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防災と保健・福祉の連携による高島市個別避難計画作成推進協議会

実務者レベルでの２つのワーキンググループを設置し個別避難計画の作成方法を検討

障がい者・医療的ケア児・者WG 高齢者WG
相談支援専門員等を中心とする計画作成 介護支援専門員等を中心とした計画作成

市では今年度、個別避難計画の作成を推進するため、庁内・外の関係者で構
成する協議会を設置し、取組内容の協議や検討を行いました。

【重点取組①】庁内・外の関係者との連携・連結



第１回協議会、第１回WG会議(令和3年5月24日(月))開催
協議会内容
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両WG会議内容
・障がい・高齢分野におけるこれまでの取組について
→WGメンバーの情報共有
・優先順位チェックシートの検討について
→シートの内容の確認（チェック項目の過不足やハザード状況による点数化等）
・アセスメントシートの内容確認
→これまで障がい分野で取り組んできたシート等の検証と高齢分野への展開、
タイムラインの追加等

・国における高齢者や障害者等の避難の実効性確保に向けた取組について
【内閣府（防災担当）職員より説明】

・高島市における今後の取組概要等について
【市社会福祉課担当者より説明】

・市内の個別避難計画作成の取組事例紹介
【市内相談支援センター担当者より説明】



第２回WG会議開催
高齢者WG会議（令和３年６月１８日（金））
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障がい者・医療的ケア児（者）WG会議（令和３年６月２８日（月））
・オブザーバーとして、市内相談支援事業所の相談支援専門員数名が参加
・前回の振り返り
・災害リスクの高い地域について
・優先順位チェックシートについて（高齢者WG会議を踏まえて内容の検討）
・アセスメントシートの内容確認（現行のシートにタイムラインを追加）

・前回の振り返り
・「ケアプラン」への災害時対応の落とし込み事例の紹介
「ケアプランさくら」ケアマネジャーT様より説明
・アセスメントシートの内容について（安心防災帳の活用）
・災害リスクの高い地域について
防災課より説明



協議会内容
第２回協議会(令和3年7月28日(水))開催
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・経過報告および両WG会議における取組検討結果の報告について
→優先順位チェックシートの作成(更新)と個別避難計画の様式
・今後のスケジュールと推進体制について
・滋賀県からの情報提供について

協議会やWG会議の資料は
滋賀県HPにUPして
いただいています！

この取組の関係機関・関係者への説明
市内の相談支援事業所への説明会(令和3年8月6日(金))
市内ケアマネ協議会への説明会(令和3年8月11日(水))
市内各民生委員・児童委員協議会の皆様への説明

(令和3年10月15日～)

.
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①優先順位チェックシートの作成（更新）
②個別避難計画の様式の検討

（４+１のシート作成）
➂計画作成の標準的な取組フローの検討

協議会とＷＧ会議における協議・取組内容



①優先順位チェックシートの活用と計画作成の優先順位について】

検証結果（一部）
有効件数 1,914件
平均年齢 84.68歳
平均値 38.38点（最大：８６点 最小３点）
合計６０点以上 ２０５件（全体の10.71%）
⇒優先して個別避難計画を作成する者（ハイリスク者） 11

今年度作成(更新)した優先順位チェックシートを用いて、点数の高い方から優先して個別避難計画作成を進めます
湖西介護支援専門員連絡協議会と連携した取組

目的
①今後５年間で優先度の高い方（ハイリスクの方）について個別避難計画の作成を求められていることから、要介護・要支
援の方々の全体像の把握と、計画を作成すべき対象者の検討
②ケアマネジャーの方々の防災意識の高揚とこの取組への理解浸透

優先順位チェックシートの活用を、実際に市内事業所のケアマネジャーの皆様に依頼しました

チェックリスト作成対象者
グループホーム・特養・サ高住等の施設に入所されている方以外のケアマネジャーが担当されている利用者全員
→１，９３０人分のチェックリストを提出いただく

依頼期間
令和３年８月１１日～９月１７日（約一か月間）

倫理的配慮
個人情報保護の観点から、個人が特定されない配慮をいただくよう依頼

『ハザード状況』、『心身の状況』、
『社会的孤立』の重要視している

３要素がすべて高得点



個別避難計画の作成対象となる人は・・・
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住民全体

優先して個別避難計画を作成する者
（下記の３つのポイントのすべてに概ね当てはまる方）
・地域におけるハザード（浸水・土砂災害）の状況
・避難行動要支援者本人の心身の状況等
・居住実態・社会的孤立

避難行動要支援者名簿登載者
・身体障がい者（1.2級）
・療育手帳Aを所持する知的障がい者
・精神障がい者（1.2級）
・要介護・要支援認定者
・75歳以上の単身世帯者

一般的な要配慮者
Ex.障がい者、高齢者、子ども等

高島市では避難行動要支援者名簿掲載者のうち、
【地域におけるハザード（浸水・土砂災害）の状況】
【避難行動要支援者本人の心身の状況、情報取得や判断への支援が必要な程度】
【独居等の住居実態、社会的孤立の状況】のすべてに概ね当てはまる方の計画作成を進めます

約46,000人

約26,000人

約5,200人

約220人

(高島市における人数)



②個別避難計画の様式（４+１のシート）
計画の様式については、これまで障がい分野で使用してきた４つの様式（A~D）に、E）マイ
タイムラインと地域のタイムラインを加えて個別避難計画とします。
当事者力アセスメントで使用する安心防災帳の完成版も必要に応じて添付します。
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+
安心防災帳（完成版）

当事者やその家族の災害への備え
について確認するツール



➂個別避難計画作成の標準的な取組フロー

要支援者名簿の中から、ケアマネ
ジャーや相談支援専門員等が関
わっておられる方のうち、優先順位
チェックシートを用いて、計画作成
の優先度の高い方々を検討

【①計画作成対象者・地域の決定】

↓
市社会福祉課に優先順
位チェックシートを提出
し、内容を共有・確認

↓

〇本人（家族）
同意
個別避難計画
の説明
＋同意書
＋聴き取り

【②当事者・地域住民対象研修】

〇地域同意
区長・自治会長
民生委員等に
個別避難計画の
説明
+同意書
+聞き取り

これまでの取組を踏まえ、個別避難
計画のシート(A～E)を作成（整理）す
る。
完成した計画を、市社会福祉課へ提
出。

完成した個別避難計画を、当事者、
ケアマネジャー、相談支援専門員、市
社会福祉課、区・自治会、民生委員等
へ配布し、災害時に活用いただく。

※本人および地域の同意を得るタイミングで、
当事者および地域力アセスメントについて実施
できる場合は、同時に行うことも想定

【③当事者力・地域力アセスメント】

【④地域調整会議（ケース会議）】

避難行動要支援者に対する
個別避難計画の必要性や、
地域における取組の重要性などに
ついて理解を深める。

当事者および地域の防災力の
アセスメント（聞き取り）を行い、
当事者が避難するために必要な
情報を整理する。

各アセスメントの結果に基づき、当
事者に必要な支援やその対応につ
いて、打ち合わせを行う会議。
当事者と支援者の発災時の行動を
記載した「マイ・タイムライン」と「地
域タイムライン」を作成する。

【⑤個別避難計画の作成】

【⑥防災訓練・避難訓練の実施】

作成した個別避難計画の実効性を検
証するために、防災訓練（避難訓
練）を行う。訓練実施後、計画変更
の必要性があれば、計画を修正し、
個別避難計画の完成とする。

【完成・関係者への配布】

③④を同時に行うことも想定

・・・・区・自治会の皆様（その中でも計画作成対象者の支援者や関係者）に関わっていただきたい取組・会議等



それぞれの得意分野を活かした役割分担

15日頃からの取り組み(得意分野)を活かし、連携して個別避難計画の作成を推進！
行政(市職員)専門職(ケアマネジャー・相談支援専門員・保健師・訪問看護師等)

行政の役割
・取組関係者間の連携調整
・市役所内の関係部局(防災・福祉・保
健・医療分野等)による連携した取組サ
ポート
・要支援者名簿や作成した計画等の情報
管理 等

専門職の役割
当事者との信頼関係を活かし・・・
・当事者(その家族)への取組説明
・取組への同意
・優先順位チェックリストの作成
・各種会議での当事者の代弁・サ
ポート 等

区・自治会

区・自治会の役割
地域の資源(人材や備蓄品)を把握されているので・・・
・区・自治会内の関係者の調整
・支援者の検討・つなぎ役
・備蓄品の更新・確認 等



個別避難計画は避難行動要支援者に普段から関わっておられ、
信頼関係を築いておられるケアマネジャーさんや相談支援専門
員等の保健・福祉専門職の方々等の協力を得て作成します。
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防災 ×

連携による個別避難計画作成

市、保健・福祉・看護・医療職、地域（区・自治会、民生委員、自主防災組織等）
その他当事者に関わるあらゆる関係者が連携し個別避難計画づくりを進めます

保健・福祉・看護・医療

【重点取組②】新たなキーマンとの協力



保健・福祉専門職を対象とする防災力向上研修

日時：令和３年６月９日（水）開催
場所：高島市役所新館３階
受講対象者：県内介護支援専門員、相談支援専門員、社会福祉協議会、市町担当者等
受講人数：現地約５０名、リモート参加約１００名
（内容）
・【事前講話(研修)】「誰ひとり取り残さない防災に向けて、福祉関係者が身につけるべきこと」(閲読)
・個別避難計画作成のための当事者アセスメント演習 ・マイタイムライン作成演習
・災害時エコマップ作成演習 ・ケース会議（調整会議）の模擬体験
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目的：保健・福祉専門職をはじめとする個別避難計画の作成に関わる方々が、それぞれの立場
や役割において計画作成の一連の取り組みの目的や理解浸透を図ること
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モデル事業の成果
①当事者（その家族）の意見を最大限に尊重すること
→説明会や地域調整会議、避難訓練等で当事者が話しやすい環境を作る
→当事者が心身の状況等を包み隠さず話していただくことにより各種会議が活性化
（地域が本気で対応を考えていただける）
→避難の際もしっかりとどのように避難するかを伝え、了解の上、行動に移すことが大事
②キーマンはやはり専門職！
→普段からのお付き合い・信頼関係を築いておられる（当事者の取組への理解促進）
→当事者の心身の状況はもちろん、家族・近隣住民との関係等、様々なことに精通されている
→当事者の代弁者としても役割を果たされる

➂地域ぐるみでの取組につなげる
→災害時に普段関わっているケアマネジャー・相談支援専門員等は駆け付けることができない
→災害に備える取り組みであり、普段の課題解決の糸口にもつながる取り組みである

実際に取り組みを
行ってみて
わかったよ！！



個別避難計画を作ることによって・・・
◎【自助】当事者が災害への備え（対応）ができる
◎【公助】当事者を含めた関係者が、災害時にとるべき行動を明確にすることができ、

みんなの安心・安全につながる
◎【共助】地域の防災力の向上につながる
◎何よりも人命(当時者・支援者)が助かる可能性を高めることにつながります！

19

計画を完成させることも大事ですが、
計画を作成する過程も
大事だと考えています！

◎災害時に誰一人取り残さない防災の実現を目指します！
そして結果的に
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防災×保健・福祉＝安全安心な地域づくり

保健・福祉活動と防災活動が連携することで、地
域づくりの気運が生まれます。個別避難計画の作
成の取組はそのきっかけになります！

防災活動を行うことにより、
よい保健・福祉活動に繋がる

保健・福祉活動を行うことにより、
よい防災活動に繋がる

地域共生社会を目指す取組



取組から見えてきたこと①
◎この取組は社会から求められている取組である
→災害が頻発・広域・激甚化する日本において、ハイリスクの避難行動要支援者の避難支
援方法をどう整理するかについては、 これまでから行政・地域・専門職の間で大きな課題
と認識されていた。しかし、その複雑性、困難性ゆえ、具体的支援方法の明示、確立には
至らなかった(できなかった)。この問題は、現代社会における喫緊の課題であり、この取
組は大切な命を守るため、まさに社会から求められている取組と考えている。
今後はケアマネジャーや相談支援専門員等の新たなキーマンの協力を得て前に進める。

◎新しい防災の常識として信念をもってやり抜く
→「こんなこと本当にできるの？」「もっとほかに効率的なやり方があるんじゃないの？」と言わ
れることもあるが、要支援者の避難の課題の解決策がこの方法であると考え、信念をもっ
て取り組む。 21



◎個別避難計画作成の取り組みは「ハートの対策」
→防災対策はよく
『ソフト対策(情報の整理や訓練などでの避難対策)』と
『ハード対策(ダムや堤防の建設等の物理的な対策)』の
両輪の取り組みが重要と言われる。
個別避難計画作成の取り組みは
『ハートの対策 (当事者・その家族・区・自治会、自主防災組織、
保健・福祉・医療・看護専門職、行政等が心を通わせて行う取組)』
この３つを連結・連携させながら、防災対策を進めることが重要である。22

ソフト対策 ハード対策
＋

ハートの対策

取組から見えてきたこと②



取り組み推進のための課題
①指定福祉避難所制度との連携
→モデル事業の会議内でも、福祉的な配慮が可能な施設に直接避難
していただくことがいいのではとの声があった
→個別避難計画を作成するうえでは必須
→各事業所との個別のマッチングには膨大な労力と時間がかかる
②優先して個別避難計画を作成する方以外の計画作成の方法
→ミドル・ローリスクの方の計画作成の方法の検討
③継続性のある庁内・庁外の連携体制の構築
→継続して取り組むためのスキームの構築やノウハウの蓄積
④本人同意や地域同意を得られない場合の対応について
→粘り強く説得する以外の方法は・・・


