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第１章 総則 

１．１ 趣旨 

自然災害が発生したとき、人々の生命を守るという点から重要なことは、人々が安全な場所へ

円滑に避難できることです。しかしながら、高齢者や障害者の方々の中には、何らかの手助けな

しには、避難が困難な方も多くおられ、近年のゲリラ豪雨などに代表される突発的災害により、

多くの方が死傷しているという実態があります。 

また、地震災害時においても、これらの方の円滑な避難や、早期の救助、またその支援体制

づくりが大変重要であると言われています。 

そこで、このような方を「災害時要援護者」（以下「要援護者」といいます。）と呼び、要援護者支

援に関する取り組みが急務となっています。 

また、要援護者の避難支援においては、地域住民と行政の協働が欠かせないことから、災害

時の対応において中心的な役割を担う自治体と、そこにお住まいの地域住民の方々が力を結集

し、「自助」、「共助」、「公助」が一体となって、災害時にひとりも見逃さないという取組みを進めな

ければなりません。 

草津市災害時要援護者避難支援プラン（以下「避難支援プラン」と言います。）は、災害発生時

における要援護者への支援を適切かつ円滑に実施するため、本市における要援護者の避難支

援対策について、その基本的な考え方、進め方を明らかにするものです。 

なお、本プランの実施にあたっては、既に各町内会において取り組まれている要援護者対策

との連携に十分配慮することとします。 

 

１．２ 位置付け 

 避難支援プランは、草津市地域防災計画中の第３部第１０章に規定する災害時要援護者安全

確保計画および第４部１７章に規定する災害時要援護者対策計画のうち、避難支援に関する事

項を具体化するものです。 

 また、この計画は随時、市で内容を検討し、見直しを行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【草津市地域防災計画抜粋】 

第３部 第１０章 災害時要援護者安全確保計画 

 第３ 事業計画 

  自力で避難することが困難な高齢者・障害者等要援護者を適切に避難誘導するため、

市に災害対策本部・避難対策部に要援護者支援班を編成し、地域住民や自主防災組織等

との連携を図りながら、平常時から支援プラン（一人ひとりのプラン）の作成を徹底し、適切

な避難誘導体制の整備に努める。 

第４部 第１７章 災害時要援護者対策計画 

 第２ 要援護者応急対策 

１ 災害発生以前の対策 

（１）隣近所や自治会における要援護者に対する救護・支援体制の整備 

（４）地域社会の協力による要援護者に対する支援対策の確立 
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１．３ 基本方針 

１．３．１ 対象とする者 

  要援護者とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らの身を守るために安全な

場所に避難するなど、災害時において適切な防災行動をとることが、特に困難な人のことで、一

般的には、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、難病患者、外国人等が対象となります。 

要援護者の中には、医療機関への入院や施設への入所、又は家族との同居にあるなど、日

常的に特定の者から支援を受けられる人も、相当数含まれています。 

このプランでは、家族以外の第三者の支援がなければ避難できない在宅の者を要援護者と位

置づけて、避難支援を重点的かつ優先的に進めます。 

１．３．２ 対象とする災害および地域 

  この避難支援プランは、風水害、地震等全ての災害を対象とし、対象地域は市内全域としま

す。 

 

第２章 避難支援体制の構築 

２．１ 支援体制の整備 

２．１．１ 市における避難支援体制の整備 

市は、この避難支援プランの円滑な運用を図るため、関係部局が協力して要援護者の避難支

援のための業務を行うものとします。 

市は避難支援プランを実効力のあるものとし、要援護者に対する避難支援業務を的確に実施

するため、地域防災計画に基づき、災害時要援護者支援班を設置します。 

２．１．２ 災害時要援護者支援班 

① 位置付け 

  ＜平常時＞ 市役所内関係課の横断的なプロジェクト・チームとして活動します。 

  ＜災害時＞ 災害対策本部避難対策部内に独立した班として設置します。 

② 構成 

  ＜平常時＞ 社会福祉課、長寿福祉課、介護保険課、障害福祉課、健康増進課、危機管理

課、まちづくり協働課、河川課で構成し、避難支援体制の具体的な推進に当たっては、民

生委員児童委員協議会、町内会組織（自主防災組織）、社会福祉協議会、滋賀県等と連

携を図りながら進めるものとします。 

  ＜災害時＞ 長寿福祉課長を班長とし、長寿福祉課、介護保険課、障害福祉課で構成し、災

害対策本部の避難対策部内に設置します。また、民生委員児童委員協議会、町内会組織

（自主防災組織）、社会福祉協議会等との連携を図るものとします。 

③業 務 

＜平常時＞ 要援護者支援施策の啓発、要援護者リスト、要援護登録者リストの作成・管理、

個別支援プランの作成支援、要援護者参加型の防災訓練の計画・実施等を行います。 
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＜災害時＞ 要援護者の安否確認・避難状況の把握、避難所等との連携・情報共有を行い

ます。 

２．１．３ 地域における避難支援体制の構築 

民生委員児童委員協議会、町内会組織（自主防災組織）等は、災害時の避難支援体制を構

築するため、日頃から、地域の要援護者の所在や状態について把握するとともに、地域での支

援ネットワークづくりに努めるものとします。 

また、要援護者の避難支援を行う者（以下「避難支援者」といいます）は、原則として、近所に

居住する人の中から選定するものとし、要援護者本人（家族等含む）による依頼又は町内会（自

主防災組織）による指名により決定するものとします。 

このとき、避難支援者は、自主防災組織内の要援護者支援班や町内会の組、班等の単位で

の選定も可能とし、班長等に依頼することができるものとします。 

なお、要援護者に対しては、要援護者の支援は避難支援者の善意の協力により行われること

や支援者の不在や被災などにより、要援護者の支援が困難となる場合もあり、要援護者の自助

が必要不可欠なことについて、十分に周知することとします。 

 

２．２ 関係機関の役割 

２．２．１ 草津市の役割 

 ＜平常時＞ 

① 要援護者情報の集約 

② 要援護者リストの作成・管理・更新 

③ 要援護登録者リストの作成・管理・更新 

④ 民生委員児童委員への要援護者リスト、要援護登録者リストの提供 

⑤ 避難支援プランの周知および個別支援プラン作成についての啓発等 

⑥ 個別支援プラン作成についての作成支援 

⑦ 福祉避難所施設の指定および運営体制の確保 

⑧ 避難準備情報等の情報伝達体制の整備 

⑨ 要援護者避難訓練の実施および地域避難訓練への指導・協力 

⑩ 避難支援プランの修正 

＜災害時＞ 

① 避難準備情報等の発令・伝達 

② 安否確認・避難状況の把握 

③ 避難所の開設 

④ 福祉避難所施設への受入要請 

⑤ 避難所で組織される災害時要援護者班と連携した要援護者への支援 
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２．２．２ 滋賀県の役割 

 ＜平常時＞ 

① 市が行う要援護者避難支援対策への支援 

② 要援護者避難支援対策の啓発等 

③ 難病患者のうち特定疾患医療受給者の要援護者情報登録のための同意確認、情報提供 

２．２．３ 町内会組織（自主防災組織）の役割 

 ＜平常時＞ 

① 避難支援者の選任 

② 個別支援プランの作成支援・管理・更新 

③ 災害時要援護者班の設置 

＜災害時＞ 

① 要援護者および避難支援者への避難準備情報等の伝達 

② 避難支援者との連携・協力 

③ 要援護者の避難支援、安否確認 

２．２．４ 民生委員児童委員協議会の役割 

 ＜平常時＞ 

① 要援護者情報の把握 

② 要援護者リストの管理、更新 

③ 要援護登録者リストの管理、更新 

④ 要援護者への訪問・啓発 

⑤ 要援護登録のための同意確認 

⑥ 要援護者情報更新にかかる調査 

⑦ 個別支援プランの作成支援、管理、更新 

⑧ 避難支援者の選任の協力 

＜災害時＞ 

① 要援護者および避難支援者への情報伝達支援 

② 避難支援者との連携・協力 

③ 要援護者の避難支援、安否確認 

２．２．５ 草津市社会福祉協議会の役割 

＜平常時＞ 

① 避難支援プランの周知および個別支援プラン作成についての啓発等 

② 個別支援プランの作成支援 

③ 要援護者避難訓練および地域避難訓練への協力 

＜災害時＞ 

① 災害ボランティアセンターの運営 
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２．２．６ 草津市ボランティア連絡協議会の役割 

＜平常時＞ 

① ボランティア関係団体への啓発 

② 避難支援者の選任の協力 

＜災害時＞ 

① 災害ボランティアセンターの運営の協力 

２．２．７ 老人クラブ連合会、障害者団体、社会福祉施設、地域包括支援センター等の役割 

＜平常時＞ 

① 要援護対象者への啓発、同意促進への協力 

② 要援護者情報および避難支援者情報の提供 

＜災害時＞ 

① 避難支援、安否確認への協力 

２．２．８ 湖南広域行政組合消防局、草津市消防団の役割 

＜平常時＞ 

① 要援護者の避難支援体制整備への協力 

＜災害時＞ 

① 消防・水防活動 

② 被災者の救出・救護、避難誘導活動 

 

第３章 要援護者の把握 

３．１ 要援護者リストの作成 

市は、市域における要援護者を把握するため、一般的に要援護者と言われる方のうち特に支

援が必要な対象者として考えられる高齢者、障害者について、市が保有する情報から要援護者

リストを作成するものとします。 

 なお、難病患者のうち特定疾患医療受給者については、滋賀県において作成し、管理します。 

 

３．２ 市の要援護者リストの対象者 

要援護者リストの対象者は、次に掲げる者のうち、在宅の者とします。 

① ７５歳以上のひとり暮らし高齢者 

② ７５歳以上の高齢者のみで構成される世帯の者 

③ 介護保険法に規定する要介護度認定において、要介護１以上の認定を受けている者 

④ 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受け、同施行規則別表第５号

身体障害者障害程度等級表の１級又は２級に該当する者 

⑤ 「療育手帳制度について」（昭和４８年９月２７日厚生省事務次官通知）に規定する療育手

帳の交付を受け、同通知に規定する程度区分のうちＡ１又はＡ２の判定を受けた者 
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⑥ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交

付を受け、１～３級に該当する精神障害を有する者 

⑦ 前各号に準じる状態にある者で、自ら要援護者であることを申し出た者 

 

３．３ 情報の収集 

３．３．１ 市による情報の収集 

市は、要援護者リストを作成するため、草津市個人情報保護条例第１０条の規定に従い、市

が保有する次に掲げる台帳から要援護者の要件に合う者の情報を収集するものとします。 

① 住民基本台帳 

② 高年齢者台帳 

③ 要介護認定台帳 

④ 身体障害者手帳交付台帳 

⑤ 療育手帳交付台帳 

⑥ 精神障害者保健福祉手帳交付台帳 

３．３．２ 収集する情報の項目 

① 要援護者氏名 

② 性別 

③ 生年月日（年齢） 

④ 住所 

⑤ 要援護者の要件区分 

⑥ 世帯構成員情報 

⑦ 身体等の状況（介護認定、障害手帳の有無等） 

⑧ 町内会名 

⑨ 管理コード（要援護者、町内会） 

 

３．４ 要援護者リストの適正管理 

３．４．１ 保管及び使用の制限 

市は、草津市個人情報保護条例に基づき、適正に保管するとともに、次に掲げる目的にのみ

使用できるものとします。 

① 要援護者の把握及び情報の更新 

② 要援護者の個別支援プランの作成促進 

③ 要援護者の避難支援および安否確認 

３．４．２ 情報の更新 

市は、要援護者情報は次のとおり更新を行うものとします。なお、情報の更新がなされた場合

は、速やかに情報共有者へ提供するものとし、不要となった変更前の情報は適正に廃棄するも

のとします。 
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① 市保有データの最新化による年１回の定時更新 

３．４．３ 情報の共有 

要援護者リストに記載された情報は、社会福祉課で管理するものとし、民生委員児童委員協

議会と情報共有するものとします。 

 

第４章 要援護者登録制度と個別支援プランの作成 

４．１ 要援護者登録制度 

４．１．１ 制度内容 

第３章で整備する要援護者リストに記載された個人情報は、個人情報保護条例に基づき保護

されており、市、民生委員児童委員協議会など法令によって守秘義務が課せられた者のみの取

扱いとなります。 

しかしながら、災害時に要援護者の避難支援や救助を円滑に行うためには、避難支援者や民

生委員児童委員協議会、町内会組織（自主防災組織）等がその情報を共有し、日頃から要援護

者とコミュニケーションを図り、災害の発生に備えておく必要があります。 

そこで、地域における要援護者の支援体制を整備するため、要援護者に対し、個人情報保護

条例の規定による個人情報の目的外利用を行い、要援護登録者リストを整備する制度を構築す

るものです。 

４．１．２ 登録方法 

要援護者の登録は、「手挙げ方式」および「同意方式」によるものとし、方式毎の内容、対象者

は以下のとおりとします。 

① 手上げ方式 

市で作成した要援護者リストから、手上げ方式に該当する対象者に市が通知し、同意を

確認するものとします。対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、自ら要援護者と

申し出た者とします。 

また、難病患者のうち特定疾患医療受給者については、滋賀県が該当者に通知し、同意

を確認するものとします。 

② 同意方式 

    市の依頼に基づき、民生委員児童委員協議会が要援護者本人に直接働きかけ、同意を

得る方式を言います。市で作成した要援護者リストから同意方式該当者リストを作成し、民

生委員児童委員が対象者へ訪問し、同意を確認するものとします。 

４．１．３ 要援護登録者リストで収集する項目 

    要援護者リストで収集した項目に、同意確認項目を追加して整理するものとします。 
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４．２ 要援護登録者リストの適正管理 

４．２．１ 保管及び使用の制限 

市は、草津市個人情報保護条例に基づき、適正に保管するとともに、次に掲げる目的にのみ

使用できるものとします。 

① 要援護者の把握及び情報の更新 

② 要援護者の個別支援プランの作成促進 

③ 要援護者の避難支援および安否確認 

４．２．２ 情報の更新 

市は、要援護者情報は次のとおり更新を行うものとします。なお、情報の更新がなされた場合

は、速やかに情報共有者へ提供するものとし、不要となった変更前の情報は適正に廃棄するも

のとします。 

① 市保有データの最新化による年１回の定時更新 

４．２．３ 情報の共有 

要援護者リストに記載された情報は、社会福祉課で管理するものとし、民生委員児童委員協

議会と情報共有するものとします。 

 

４．３ 個別支援プランの作成 

要援護者の避難誘導を迅速かつ円滑に行うため、要援護者本人又は家族等とともに、個々に

対応する支援の方法、支援に関する必要事項等を示した個別支援プランを作成するものとしま

す。 

個別支援プランは、同意確認時に本人、家族等の記載により作成するものとし、各同意確認

者が作成支援を行うことができるものとします。また、各関係機関は必要に応じて、個別支援プ

ランの作成に係る指導・協力を行うこととします。 

 

４．４ 個別支援プランの内容 

 個別支援プランには、登録者リストに記載された項目と併せて避難支援に必要な次に掲げる

事項を記載します。 

 ① 要援護者情報（氏名、住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス、居住建物の状況、避難

所、身体等の状況等） 

 ② 緊急時の家族の連絡先（氏名、続柄、住所、電話番号、FAX 番号等） 

③ 避難支援者情報（氏名、関係、住所、電話番号、FAX 番号等） 

④ かかりつけ医および携行する医薬品等 

⑤ 緊急通報システムの有無 

⑥ 避難支援や避難生活上の留意事項 
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４．５ 個別支援プランの適正管理 

４．５．１ 情報の共有、管理及び使用の制限 

個別支援プランは、要援護者本人のほか、市、避難支援者、民生委員児童委員協議会、町内

会組織（自主防災組織）、消防局等、要援護者が同意した人のみが共有できるものとし、管理責

任者は、町内会組織（自主防災組織）とします。 

なお、個別支援プランの情報を、法令等により守秘義務が課せられている関係機関以外と共

有する場合、情報の提供を受ける機関は、「個別支援プランに係る秘密の保持に関する誓約書」

を市に提出するものとし、個人情報の漏洩が発生しないように十分なセキュリティ対策を講じるも

のとします。 

また、個別支援プランの情報は、要援護者の避難支援や安否確認に関する目的以外に使用

してはならないものとします。 

４．５．２ 情報の更新 

 個別支援プランの適切な更新は、災害時における迅速かつ的確な支援を実施するために不可

欠であるため、避難支援者、町内会組織（自主防災組織）、民生委員児童委員協議会等は、対

象者の異動や状況の変化を把握した場合は、要援護者による確認のもと随時に追加や修正を

行い、常に計画の内容を適正に保つよう努めるものとします。 

なお、尐なくとも年１回は、個別支援プランに記載された事項を確認することとし、各関係機関

は必要に応じて、個別支援プランの更新に係る指導・協力を行うこととします。 

 

第５章 情報伝達・避難誘導の実施 

５．１ 情報伝達 

５．１．１ 情報伝達体制 

（１）市 

市は、災害時における災害準備情報や災害関連情報について、要援護者本人にとどまら

ず、その家族や支援者に対しても広く周知を図るものとします。また、国の「避難勧告等の判

断・伝達マニュアル作成ガイドライン」を踏まえ、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を作成

し、避難準備情報、避難勧告・指示等を発令する判断基準を明確化するものとします。 

（２）避難支援者 

情報伝達を行う避難支援者は、市が発表する避難準備情報を入手したときは、直ちに自ら

が担当する要援護者本人又はその家族への連絡を試み、災害の状況を説明するとともに避

難に対する心構えと準備を進め、速やかな避難を促すものとします。 

５．１．２ 情報伝達ルート 

災害準備情報等の伝達については、市の市内一斉緊急放送システムや災害情報メール配信

等を通じて、各町内会長（又は自主防災組織の代表者）、避難支援者、要援護者等へ行うものと

します。 
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また、特別養護老人ホーム等の災害時要援護者施設等への情報伝達については、市から行

うものとします。 

５．１．３ 情報伝達手段 

電話回線の混雑や停電等による通信手段の途絶等にも対応できるよう情報の伝達手段は、

特定の伝達手段にとらわれることなく、多様な情報伝達手段の確保に努めるものとします。 

情報伝達手段例 音声 文字 

市の広報車、消防団車両による広報 ○  

放送事業者（テレビ、ラジオ）への情報提供による放送 ○ ○ 

コミュニティＦＭとの災害協定による緊急放送 ○  

電話、ＦＡＸ、◎災害情報メール配信サービス ○ ○ 

◎市内一斉緊急放送システム ○  

◎主となる情報伝達手段 

 

５．２ 避難誘導 

５．２．１ 避難誘導体制 

 （１） 市 

市は、避難準備情報等の発表の状況や避難所の開設状況を把握し、避難支援者や関係団

体等からの照会等に迅速に対応するほか、福祉避難所等との連絡、支援を要請する関係機

関との連絡を密にするなどして迅速かつ的確な避難誘導を実施するものとします。 

また、福祉避難所が指定されている場合、支援者や関係機関からの問い合わせに対して受

け入れ可能な施設に関する情報を提供することにより避難誘導を支援するものとします。 

（２）避難支援者 

避難誘導を行う支援者は、市が提供する避難準備情報等や災害関連情報を入手したとき

は、個別支援プランに基づき要援護者の状況に応じた付き添い又は補助を行い、最寄の指定

避難所へ誘導を行うものとします。 

５．２．２ 避難誘導における留意事項 

平常時においては、要援護者の避難経路を確認しておくよう努めるものとし、避難経路の選定

に当たっては、洪水初期の浸水が予想されるアンダーパスなどの危険な箇所を避け、要援護者

の避難・搬送形態を考慮した避難経路を選定するなど、安全な避難の確保に努めるものとしま

す。 

避難誘導時においては、風雨が強い場合や浸水が始まっているなど避難支援者自身の安全

が確保できない状況においては、無理をしての外出は控え、市の災害時要援護者支援班、消防

局、消防団等に状況を連絡して応援を要請するものとします。 

また、ショック等による急激な容態の悪化や怪我をした要援護者については、速やかに消防局

への連絡を行い、緊急手当てや入院可能な医療機関への搬送を行うものとします。そのほか、

医療行為が必要な要援護者についても、かかりつけの医療機関等との連携を図るものとしま
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す。 

 

第６章 避難所における支援 

６．１ 避難所の開設 

市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、市地域防災計画に定める基準に基づ

き、速やかに避難所を開設し、避難所を受け入れる体制を整えるものとします。 

また、避難所を開設したことについて、多様な伝達手段を活用して市民へ周知するものとしま

す。 

 

６．２ 避難所の環境整備 

 要援護者は、日常的に介護、支援等が必要な場合が多く、避難所に指定されている施設にお

いても介護等が必要となるケースが想定されます。 

 とりわけ避難所生活が長期化する場合には、要援護者に対して日常的な介護・支援等が必要

となります。 

 市は、地域防災計画で指定する避難所について、要援護者の利用にも配慮して次のような環

境整備に努めるものとします。 

（１）施設の整備改善 

① 段差解消、手摺りの設置等のバリアフリー化 

② トイレの洋式化、身体障害者用トイレへの改良、新設 

③ 給湯設備の設置 

（２）仮設等による対策 

① 要援護者等のための別室の確保 

② 乳幼児、成人向けおむつ交換場所の確保 

③ 間仕切り等によるプライバシーの確保 

④ トイレに近い場所への要援護者エリアの確保 

⑤ 車いすが通行可能な通路の確保 

⑥ 畳、カーペット、扇風機、ストーブ等の配置 

⑦ 車いす、簡易ベッド、障害者対応型仮設トイレ等の配置 

⑧ 医療機器の使用に伴う仮設電源の確保 

なお、これらの環境整備に必要な設備については、備蓄で対応するほか、関係団体、事業者

との事前協定を締結するなどにより、通常時から対応策を講じておくこととします。 

 

６．３ 福祉避難所の設置 

６．３．１ 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、障害者用トイレがないことなど、必ずしも高齢者や
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障害者等に配慮した構造になっていないほか、常に介助が必要な者にとっては、その特性に応

じた専用の避難所（以下「福祉避難所」という。）の設置について、一般の避難所とは別に指定す

るよう努めるものとします。 

６．３．２ 福祉避難所の対象者 

福祉避難所の対象者は、要援護者をはじめ、避難所での生活に支障をきたすため、避難所生

活において何らかの特別な配慮を必要とする者で、身体等の状況が介護保険施設や医療機関

等に入所・入院するに至らない程度の在宅の者とします。また、対象者を介助する家族等も対象

者とともに避難することができるものとします。 

６．３．３福祉避難所となる施設 

市は、福祉避難所として利用可能な施設の状況を把握するものとします。利用可能な施設と

は、次に掲げる施設とし、原則として耐震、耐火、鉄筋構造を備え、バリアフリー化されているな

ど、要援護者の利用に適しており、かつ、生活相談職員等の確保が比較的容易である既存施設

を活用することとします。 

① 老人福祉施設、老人保健施設等 

② 障害福祉サービス事業所等 

③ 一般の避難所で、介護や医療相談等を受けるための空間を確保できる施設 

６．３．４  福祉避難所の指定と利用 

 市は、前記の施設等に対して福祉避難所の設置について広く協力を求め、協力を得られる施

設を福祉避難所として指定することができるものとします。 

 市は、福祉避難所を指定する場合は、当該施設との間で、災害発生時における福祉避難所の

設置運営に関する協定をあらかじめ締結し、受け入れる際の要件、受入可能人数、費用負担等

について明らかにしておくことにより円滑な福祉避難所の開設、受入、運営を図るものとします。 

また、市は、災害時において指定した福祉避難所を開設しようとする場合は、あらかじめ当該

施設管理者と十分な連絡調整を図り受入れ可能状況を把握し、本来の機能や入所者・利用者

への処遇に支障をきたさないよう十分に配慮するものとします。 

なお、福祉避難所の利用は、緊急避難的な利用の場合であり、通常当該施設から提供される

サービスの水準を期待するものではないため、特別なサービスを必要とする場合は、緊急入所、

ショートステイ等を活用するものとします。 

 

６．４ 運営における留意点 

６．４．１ 避難所生活での配慮 

避難所には、要援護者の要望を把握するため、災害時要援護者班等が中心になり、町内会組

織（自主防災組織）や福祉関係者、避難支援者、ボランティアの協力を得ながら、要援護者用相

談窓口を設けることとします。その際、女性のニーズを把握するため、窓口に、女性も配置する

などの配慮を行います。 
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また、避難生活が長期化する場合は、高齢者、障害者等の心身の健康管理や生活リズムを

取り戻す取り組みが重要であることから、保健師等による健康相談、二次的健康被害（エコノミ

ークラス症候群、生活不活発病等）の予防、こころのケア等、福祉関係職員による相談等の必要

な生活支援を必要に応じて実施するものとします。 

そのほか、視覚障害者や聴覚障害者等に対する伝達方法については、音声だけでなく、掲示

も併用するなど特段の配慮を行うものとします。 

 

第７章 要援護者の避難訓練の実施 

７．１ 要援護者の避難訓練 

（１） 市の防災訓練 

市の防災訓練では、地域住民や要援護者、支援者が積極的に参加し、要援護者の居住情報

を共有し、避難準備情報等の伝達の確認、具体的な避難支援方策の検証や障害物の確認等を

行うことにより、地域全体の防災意識の向上が図ることができると考えられます。 

このため、草津市防災総合訓練や水防訓練、地域の防災訓練などの訓練において、要援護

者に対する情報伝達や避難支援、福祉避難所設置運営訓練などの訓練を行うこととします。 

（２） 要援護者、支援者、関係機関の防災訓練 

要援護者の避難を迅速かつ適切に行うためには、要援護者と支援者との信頼関係が不可欠

であることから、町内会組織（自主防災組織）は、防災活動だけでなく、声かけや見守り活動等、

地域における各種活動との連携を深めることが重要となります。 

また、在宅の要援護者を適切に安全な場所へ避難誘導するためには、避難支援者を中心とし

た近隣のネットワークづくりをすすめ、地域住民の協力関係をつくることも重要です。 

このため、町内会組織（自主防災組織）が中心となり、民生委員児童委員協議会の協力のも

と、要援護者や避難支援者とともに、要援護者の避難計画の作成や避難訓練等を行うことによ

り、支援体制の充実・強化を図るものとします。 
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　草　津　市　長　様 平成　　年　　月　　日作成

続柄 担当民生委員

子 青　花子

【要援護登録者】

住所 生年月日 男　・　女

方書 自宅・携帯

ＦＡＸ・メール

加入町内会 草津町

有　・　無 有　・　無 指定避難所 草津小学校

かかりつけ医

該当に○

○

○

○

避難支援や避難生活上の留意事項（裏面の問診にお答えいただき、必要であれば追記してください。）

【緊急時の家族等の連絡先】

氏名 続柄

第１ 草津　一郎 子

第２ 本陣　花子 ケアマネ

【避難支援者の連絡先】

氏名 続柄

第１ 水森　裕子 隣人

第２ 烏丸　次郎 自主防災組織

事務欄

受付担当課 個人ｺｰﾄﾞ 処理年月日 年　月　日

＊避難支援者は、ボランティア精神に基づき支援されるもので、支援者の不在や被災などにより、支援が困難となる場合も
あります。要援護者ご自身の備えも大切です。
＊この台帳に記載された情報は、災害発生時に地域の避難支援により生命の安全を図るものであり、これ以外の用途に使
用したり、他に情報を流したりすることを禁止します。

住所 電話番号（自宅・携帯）

草津市草津三丁目００－０１
０７７－５６５－４４４４

０９０－７７７７－８８８８

草津市草津三丁目１１－１１
０７７－５６６－５５５５

０９０－９９９９－００００

住所 電話番号（自宅・携帯）

草津市南笠町０番地
０７７－５６３－２２２２

０９０－３３３３－４４４４

草津市草津二丁目０－０
０７７－５６４－３３３３

０９０－５５５５－６６６６

⑦難病患者 ⑧その他の具体的な理由

⑧その他

④身体障害者 ・２００８年３月に介護保険要介護３に認定された

⑤知的障害者

⑥精神障害者

①ひとり暮し高齢者（７５歳以上） ・身体障害は腎不全

②高齢者のみ世帯（７５歳以上） ・尐し認知症の症状がある

③要介護認定者 ・血糖値を下げる薬を６時間ごとに飲んでいる

寝室・居室の位置や状況
・木造２階建　昭和４０年築
・昼夜を問わず、１階西側の寝室で生活

緊急通報装置の有無 災害ネットサービスの有無

医療機関　　　　　　　　　　　　　　　　担当医　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

要援護者区分 具体的な身体の状況

　草津市草津三丁目００－００ 　大正１８年　３月　１日

電話番号等

０７７－５６１－１１１１
０９０－１１１１－２２２２

世帯構成（本人含む）
２人

（配偶者・父母・子・孫・他）
０７７－５６１－１１１１
kusatu@dododo.ne.jp

草津市災害時要援護者登録申請書　兼　個別支援プラン（案）

　私は、草津市災害時要援護者避難支援プランに基づく災害時要援護者登録制度の趣旨に賛同し、同制度に登録すること
を希望します。また、私が届け出た下記の個人情報を市が、町内会組織（自主防災組織）、民生委員児童委員、社会福祉
協議会、消防署に提出することを承諾します。

（ふりがな）
本人氏名

くさつ　たろう （ふりがな）
代理人氏名

くさつ　いちろう

草　　津　　太　　郎　　㊞ 草　　津　　一　　郎　　㊞
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特記事項について、該当するものがあれば番号に○を記載してください。

１　生命を維持するために常用している薬があり、携帯が必要です。

　　（薬名　　                                                                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　目が悪いため、音声で呼びかけてください。

３　耳が聞こえないため、筆談や手話などにより呼びかけてください。

４　耳の聞こえが良くないので、大きな声で呼びかけてください。

５　避難所までの移動に担架が必要です。

６　避難所までの移動に車椅子が必要です。

７　歩きに問題はありませんが、避難所まで付き添いが必要です。

８　人工透析（血液透析、腹膜透析）を行っています。

９　避難所まで酸素ボンベを携帯していきます。

１０　人口呼吸器が必要です。

１１　避難所で酸素ボンベや酸素濃縮機が必要です。

１２　避難所でたん吸引が必要です。

１３　避難所で吸入器（ネブライザー）が必要です。

１４　ペースメーカー等を使用しているので、携帯電話の利用に配慮が必要です。

１５　カテーテル留置をしているため、排尿に配慮が必要です。

１６　人工肛門のためのストマ用装具が必要です。

１７　胃ろうや中心静脈栄養のため、食事に対しての配慮が必要です。

１８　食事に対して配慮（きざみ食）が必要です。

１９　理解することが苦手なので、わかりやすい言葉で話してください。

２０　じっとしていることが苦手なので、配慮が必要です。

２１　こだわりが強いので、配慮が必要です。

２２　認知症ですので配慮が必要です。

２３　精神障害（精神の不安定、幻聴、幻覚）に対するフォローが必要です。

２４　大声を出したり、他害・自傷のおそれがあるので、配慮が必要です。

 


