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第１章 災害時における要援護者支援の必要性 

第１節 計画策定にあたって 

 

１ はじめに 

 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災のような大規模な地震，集中豪雨や台

風，竜巻による風水害など，全国各地で大きな災害の発生時には，特に高齢者や障害者

等，災害時に一人で安全に避難することが困難な「要援護者」の被災が多く見られます。

そのため，災害時に要援護者が迅速に避難できるための支援体制を整えておくことが求

められています。 

災害が発生した場合に，要援護者が自らの命を守るうえでもっとも大切なのは，要援

護者自ら及びその家族などが普段から災害に備えて準備しておく「自助」です。最低３

日分の食料と水を用意する，懐中電灯や携帯ラジオなどの防災備品を用意し，すぐに取

り出せる場所に置いておく，転倒しやすい家具を固定したり家屋の耐震補強をするなど，

自らでできる備えを万全にしておくことが必要です。 

そして，地域において普段からの近所づきあいを基にした，助け合いの輪である「共

助」が，災害時に大きな力を発揮します。過去に発生した大きな地震などでも，倒壊し

た家屋などの下敷きになった方が共助の力で救出された例が多数報告されています。 

また，調布市や消防，警察組織などの行政機関による救助や支援である「公助」とと

もに，地域で福祉活動を行っている組織や団体，調布市社会福祉協議会，市内の地域包

拢支援センターや障害者支援施設などの福祉関連機関と連携し，情報を共有しながら，

災害時に迅速に対応できる体制の整備も必要です。 

一方で，大規模災害時には，「公助」が機能するまでに時間を要することが想定されま

す。平成７年に発生した阪神・淡路大震災の際には，倒壊した家屋などによる生き埋め

や閉じ込められた方のうち，自分の力で脱出したり，家族や友人・隣人，通行人などか

ら救助されるなどして命を取り留めた方が 97％以上だったとされています。 

 

【図表 1-1】阪神・淡路大震災で生き埋めや閉じ込められた際の救助 

自力で 家族に 友人・隣人に 通行人に 救助隊に その他 

34.9% 31.9% 28.1% 2.6% 1.7% 0.9% 

出展：1995 年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書（平成８年 11 月 日本火災学会より） 

 

そのため，「自助」「共助」の強化を図り，「公助」の仕組みを整え，「自助」「共助」「公

助」が最大限の機能を発揮するための体制づくりを進めていくことが重要となります。 
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【図表 1-2】自助・共助・公助による支援体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害時要援護者対策の取組 

 

(1) 国の取組 

国では，平成１６年７月に発生した一連の風水害等への対応に関し，避難勧告等の

発令や高齢者等の避難体制の整備等の課題が明らかになったことから，平成17年３月

に「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」と「避難勧告等の判断・伝達マニュアル

作成ガイドライン」を策定しました。平成 1８年３月には，関係機関等の間での連携を

中心とした避難支援方策や避難所における支援等を中心にガイドラインを改定し，内

容の充実を図りました。 

平成１９年１２月には，同年７月新潟県中越沖地震における課題等を踏まえ，関係

４省庁の連名通知の中で，平成２１年８月には，同年７月に発生した水害被害等を踏

まえた関係７省庁との連名通知の中で，市区町村において「避難支援プランの全体計

画」などが策定されるよう取組の促進を図ってきました。 

平成２５年６月には，災害対策基本法を改正し，市区町村における大規模広域な災害

に対する即応力の強化，住民等の円滑かつ安全な避難の確保，被災者保護対策の改善，

平素からの防災の取組の強化などが示されました。 

 

 
災害に備えた日頃からの準備 

地域が一体となった 

防災体制の構築 

大規模な災害時には，特
に自助，共助と公助がそれ
ぞれの役割を分担・集中し
て力を発揮していくよう取
り組みます。  地域の交流や避難訓練など

を通じて，地域の防災体制を

構築しておく。 

災害発生時には，できる範

囲で要援護者やケガをしてい

る人などの避難を支援する。 

 

共 助  
市役所，消防，警察などに

より救助活動や支援物資の提

供などを行う。 

災害を想定した準備を行

う。 

 

公 助 

災害時を想定した準備と 

災害時の支援 

 災害時に，市民一人ひ

とりが自分の身を守る

ことができるよう，準備

や心構えをしておく。 

（家具の転倒防止・避難

路の確認・非常持出品の

準備など） 

 

自 助 



 3 

(2) 東京都の取組 

東京都では，阪神・淡路大震災の教訓を生かし，高齢者等の安全確保を目的とした

「災害時要援護者への災害対策推進のための指針（区市町村向け）」と，区市町村が地

域の実情に応じてマニュアルの整備を進める上で参考となるように「災害時要援護者防

災行動マニュアルへの指針」を，平成１２年に策定しました。 

その後，新潟県中越沖地震や集中豪雨による水害等，多くの災害が起こり，さまざ

まな課題が判明しました。平成１８年３月に，国において「災害時要援護者の避難支援

ガイドライン」が改定されたことに伴い，平成１９年６月に両者を改定しました。さら

に，東日本大震災の教訓を踏まえて，平成２５年２月には「災害時要援護者への災害対

策推進のための指針」及び「避難所管理運営の指針」を改訂し，市区町村の取組を推進

しています。 

また，平成２４年４月には，東日本大震災による未曾有の被害を踏まえ，平成１８年

５月に公表した「首都直下型地震による東京の被害想定」を全面的に改定しました。新

たな被害想定では，最大震度７の地域が出るとともに，震度６強の地域が広範囲で発

生することが想定され，要援護者に多くの被害が及ぶ可能性が指摘されています。 

 

 

(3) 調布市における取組 

調布市では，「調布市地域防災計画」に示す「災害時要援護者の安全確保」に基づき，

平成２２年に「調布市災害時要援護者避難支援プラン 全体計画」（以下「全体計画」

という。）を策定し，要援護者支援の全体的な方向性を示しました。また，具体的な行

動計画の策定に向けてモデル事業を実施し，要援護者の特定から避難までの検証を行

いました。 

平成２４年３月には，モデル事業の検証結果を踏まえ，「調布市災害時要援護者避難

支援プラン 行動計画（住民編）」（以下「行動計画（住民編）」という。）を策定し，

自治会，地区協議会，防災市民組織に事業説明を行いながら，それぞれの体制や実情

に合った形での事業協力を要請し，共助の体制づくりを進めています。 
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【図表 1-3】要援護者対策の取組 

主な自然災害 国及び東京都の取組 調布市の取組 

平成７年１月 

阪神・淡路大震災 

 

 

 

平成 16年 7 月 

新潟・福島豪雨等の

風水害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19年 7 月 

新潟県中越沖地震 

 

 

 

 

平成 21年 7 月 

中国・九州北部豪雨

及び台風 21号に伴う

大雨等 

 

 

 

平成 23年 3 月 

東日本大震災 

 

平成 12年【都】 

○災害時要援護者への災害対策推進

のための指針（区市町村向け）策定 

○災害時要援護者防災行動マニュア

ルへの指針策定 

 

平成 17年 3 月【国】  

○災害時要援護者の避難支援ガイド

ライン策定 

○避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル作成ガイドライン策定 

 

平成 18年 3 月【国】  

○災害時要援護者の避難支援ガイド

ラインガイドライン改定 

 

平成 19年 6 月【都】 

○指針改定 

 

平成 19年 12月【国】  

○関連４省庁通知（災害時要援護者の

避難支援対策の推進について） 

 

 

平成 21年 8 月【国】  

○関連７省庁通知（平成 21 年７月中

国・九州北部豪雨及び平成 21 年台

風第９号に伴う大雨を受けての対

策について） 

 

 

 

 

平成 24年 4 月【都】  

○首都直下型地震による東京の被害

想定改定 

 

 

平成 25年 2 月【都】 

○災害時要援護者への災害対策推進

のための指針改訂 

○避難所管理運営の指針改訂 

 

平成 25年 6 月【国】 

○災害対策基本法の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20年 3 月 

○地域防災計画改定 

 ※「災害時要援護者の安全確保」に

ついて記載 

 

 

平成 22年 7 月 

○調布市災害時要援護者避難支援プ

ラン（全体計画）策定 

○モデル事業実施 

 

平成 24年 3 月 

○調布市災害時要援護者避難支援プ

ラン行動計画（住民編）策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年 9 月 

〇調布市地域防災計画改定 

平成 25年 10月 

○調布市災害時要援護者避難支援プ

ラン行動計画（庁内編）策定 
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３ 要援護者支援における課題 

 

首都直下型地震などにより，大規模な災害が発生した場合，市や消防組織などのみで

要援護者の支援を行うことは困難です。このため，自治会・地区協議会・防災市民組織

などの地域の支援組織，民生委員・児童委員，介護サービス事業者，医療機関，障害者

支援施設など，関連団体による支援の力が必要になります。 

また，市の内部においても，要援護者の安否確認情報の把揜や各種対応を行うための

組織づくりが必要です。 

そして，関係各者が災害時に協働して連携し，迅速に行動できるよう，平常時からそ

の体制整備を図り，要援護者情報を適切な管理により共有し，連絡を密に取る必要があ

ります。 

 

 

 

４ 計画の目的 

 

本計画（「調布市災害時要援護者避難支援プラン 行動計画（庁内編）」（以下「行動計

画（庁内編）」という。）は，要援護者に対する庁内の様々な取組を整理するとともに，

平常時及び災害時において，調布市及び関係団体がそれぞれの役割を発揮し，災害時に

要援護者の支援を迅速かつ的確に対応できる仕組を強化することを目的とします。 

また，地域による共助の取組や調布市の防災及び要援護者に関連する施策と一体的に

推進することにより，安全・安心の体制を強化します。 

 

 

 

５ 計画が想定する災害と被害想定 

 

この計画が想定する災害と被害想定は，「調布市地域防災計画」に基づき，大規模な地

震及び風水害による災害を主な想定とします。 

 

 

 

６ 計画の位置づけ 

 

(1) 国・都の方針 

東日本大震災の教訓を受けて，国は平成２５年６月に災害対策基本法を改正し，避

難行動要支援者名簿の作成及び活用，個別計画の策定，避難行動支援に係る地域の共
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助力の向上などを示しました。 

また，平成２５年２月に東京都が改定した「災害時要援護者への災害対策推進のた

めの指針（区市町村向け）」では，支援体制の整備として避難支援プラン（個別計画）

の作成，災害時要援護者対策班の組織化，地域における支援体制の確立，介護サービ

ス事業者との協力体制の構築などを掲げています。 

本計画においても，これらに基づき，要援護者支援の施策を進めていきます。 

 

 

(2) 調布市基本構想，調布市基本計画 

調布市が目指すべき将来都市像と実現のための基本方針を示した「調布市基本構想」

（平成２５年度～平成３４年度）では，８つの基本目標の一つに「共に助け合い，安

全・安心に暮らすために」を掲げ，「地域で共に助け合う，災害に強く犯罪のないまち」

を施策の基本方向としています。 

調布市基本構想を具現化する主な施策体系である「調布市基本計画」（平成２５年度

～平成３０年度）では，その施策の一つに「調布市災害時要援護者避難支援プランの

推進」を掲げています。調布市基本計画に基づき，自助の啓発とともに，「行動計画」

（住民編）と「行動計画」（庁内編）による要援護者支援の取組を進めます。 

 

 

 (3) 調布市地域防災計画 

調布市の防災大綱である「調布市地域防災計画」は，平成２５年９月に改定され，

主要な修正点の一つに「災害時要援護者対策」を掲げています。「調布市地域防災計画」

で示されている方針に基づき，地域において進められている「避難所運営マニュアル」

に基づく取組とも整合を図りながら，本計画を推進していきます。 

 

 

(4)  調布市災害時要援護者避難支援プラン 

本計画は，災害時要援護者の安全確保に関連して，市が取り組む方向性を示した「全

体計画」に基づき，調布市及び関連団体の連携体制の構築について定めています。地

域の共助の体制作りについてまとめた「行動計画（住民編）」と連携し，要援護者の支

援体制の整備を推進していきます。 

 

 

(5) 福祉関連 3 計画 

平成２４年３月に策定・改訂した，福祉関連３計画である「調布市地域福祉計画」

「第５期調布市高齢者総合計画」「調布市障害者総合計画」においても，安全・安心な

まちづくりのなかで，要援護者支援の取組について挙げられています。 
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「調布市地域福祉計画」では，重点施策の１つに「地域が一体となった災害対策の

推進」を掲げ，「防災意識の高揚（自助精神の育成）」「地域防災力の向上（互助・共

助活動の活性化）」「地域防災体制の構築（公助による取組）」「災害時要援護者への支

援（自助，共助，公助による連携）」により，地域が一体となった災害対策の推進につ

いて定めています。 

これらの計画とも整合性を図り，要援護者支援に係る総合的な取組を進めます。 

 

【図表 1-4】調布市における計画の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市災害時要援護者避難支援プラン 

（関連計画等） 
 

 

 

 

 

 

 

 

など  

調布市地域防災計画 調布市地域福祉計画 

行動計画（住民編） 
（平成２３年度策定） 

●要援護者の対象 

●地域における避難支援体制 

●要援護者一人ひとりの支援方

法を記した個別支援計画の作

成手順 

●地域組織の活動マニュアルの

作成 など 

全体計画 
（平成２２年度策定） 

●要援護者の避難支援全般に係る方向性 

調布市基本構想 

調布市基本計画 

行動計画（庁内編） 
（本計画） 

●要援護者支援班の設置 

●要援護者情報の共有と活用 

●関係機関との連携  など 

調布市高齢者総合計画 調布市障害者総合計画 

 避難所運営マニュアル作成のためのガイドライン 

 調布市立小・中学校の震災時対応シミュレーション（第二版） 
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第２節 要援護者の対象 

 

本計画で対象とする要援護者は，「全体計画」に基づき，必要な情報を迅速かつ的確に

把揜し，災害から自らを守るために安全に避難するなど，災害時の一連の行動をとるこ

とについて支援を要する方とします。 

要援護者の避難行動の特徴や配慮したい主な事項は，図表 1-5 のとおりです。 

 

【図表 1-5】災害時要援護者の主な特徴（東京都指針） 

区分 避難行動の特徴 配慮したい主な事項 

ひとりぐらし

高齢者 

体力が衰え行動機能が低下し、自力で

の行動に支障をきたす場合がある。 

情報を伝達し、救助・避難・誘導をして

くれる人を確保しておく。 

寝たきり等の

要介護高齢者 

自力で行動することができない。 

危険情報を発信することが困難であ

る。 

車いす（電動車いすを除く）・ストレッ

チャー・担架・リヤカー等の移動用具と

支援者を確保しておく。 

医療機関との連絡体制を確立しておく。 

認知症の人 

自分で危険を判断し、行動することが

難しい。 

危険情報を発信することが困難であ

る。 

避難・誘導してくれる人を確保してお

く。 

医療機関との連絡体制を確立しておく。 

視覚障害者 

視覚による異変・危険の察知が丌可能

な場合又は瞬時に察知することが困難

な場合が多く、単独では、素早い避難

行動がとれない。 

音声により周辺の情報を説明する。 

安全な場所へ誘導してくれる人を確保

しておく。 

聴覚障害者 

言語障害者 

音声による避難・誘導の指示が認識で

きない。 

視界外の異変・危険の察知が困難であ

る。 

自分の身体状況等を伝える音声による

会話が困難である。 

文字、光、色等の視覚による認識手段を

提供する。 

筆談が可能となるよう、常時筆記用具を

携帯する。 

肢体丌自由者 

装具や車いす、杖等を利用しなければ

移動できない場合がある。 

自力歩行や素早い避難行動が困難な場

合が多い。 

自力で行動できず、コミュニケーショ

ンが困難なこともある。 

車いす（電動車いすを除く。）・ストレッ

チャー・担架・リヤカー等の移動用具と

支援者を確保しておく。 

医療機器を使用している場合は、「難病

患者」「在宅人工呼吸器使用者」の項を

参照。 

内部障害者 

難病患者 

自力歩行や素早い避難行動が困難な場

合が多い。 

常時使用する医療機器（機器によって

は電気、酸素ボンベ等が必要。）や薬、

ケア用品を携帯する必要がある。 

車いす（電動車いすを除く。）・ストレッ

チャー・担架・リヤカー等の移動用具と

支援者を確保しておく。 

外見では分からない障害であることを

周知する。 

医療機関との連絡体制を確立しておく。 

薬やケア製品、電源を確保しておく。 
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区分 避難行動の特徴 配慮したい主な事項 

在宅人工呼吸

器使用者 

（２４時間使

用者） 

素早い避難行動が困難である。 

人工呼吸器・吸引器等常時使用する医

療機器の予備電源や蘇生バッグ、薬、

ケア用品などを携帯する必要がある。 

車いす（電動車いすを除く）・ストレッ

チャー・担架・リヤカー等の移動用具と

支援者（４人以上）を確保しておく。 

在宅療養が困難となった場合の入院先

について相談しておく。 

薬やケア製品、電源を確保しておく。 

知的障害者 

異変・危険の認識が丌十分な場合や発

災に伴って精神的動揺が激しくなる場

合がある。 

安全な場所へ誘導し、精神的に丌安定に

ならないように対応できる人を確保し

ておく。 

精神障害者 

発災に伴って精神的動揺が激しくなる

場合があるが、多くは自分で危険を判

断し、行動することができる。 

普段から服用している薬を携帯する必

要がある。 

精神疾患や様々であり、本人及び支援者

の症状等の情報を周囲に伝えられるよ

うにしておくことが必要である。 

極力、服薬の中断を来さないようにし、

本人及び援護者は服薬する情報（薬の名

称や服薬のタイミング等）を知っている

ことが必要である。 

医療機関との連絡体制を確立しておく。 

乳幼児 

危険を判断し、行動する能力はない。 

４～５歳を過ぎれば自己対応能力が備

わってくる。 

保護者側の災害対応力を高めておく必

要がある。自分で自分の身を守る方法を

習徔させる。 

妊産婦 
行動機能が低下しているが、自分で判

断し、行動することはできる。 

避難・誘導してくれる人を確保してお

く。 

「災害時要援護者への災害対策推進のための指針（区市町村向け）」抜粋 平成 25年 2月 東京都 
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第２章 支援体制の整備 

第１節 要援護者支援を行うための体制整備の方向性 

 

要援護者の支援体制を強化することを目的に，平常時から庁内各部や庁外の関連機関

との連携・協力を図り，また災害時に要援護者の安否確認等の情報共有体制や支援，避

難誘導を適切に行うため，以下の体制を整備していきます。 

 

 

(1) 要援護者に係る庁内体制の整備 

要援護者の支援においては，平常時から庁内の関係部署を横断した組織による検討

や調整が必要です。このため，平常時から要援護者対応への各種調整や意見交換を行

う場として，「災害時要援護者支援検討会」を設置します。 

また，災害時に災害対策本部に設置される「災害対策福祉健康部」の職掌を見直し，

要援護者支援に特化した各種対応を行うための「要援護者支援班」を設置します。  

 

 

(2) 要援護者情報の共有と活用 

災害時に要援護者に対して適切な対応を行うためには，平常時からの情報を共有し，

状況を把揜しておく必要があります。市が把揜している要援護者情報の整理とともに，

災害時に備えた共有体制の整備を図ります。 

 

 

(3) 関係機関との連携 

災害時は市全体が大きく混乱し，市や消防，地域の組織などが単独で要援護者の対

応に当たることは困難であり，それぞれが連携し，力を発揮していくことが必要です。

平常時から，災害時に備えた関係機関の連携体制を図ります。 
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第２節 要援護者に係る庁内体制の整備 

 

平常時及び災害時に，地域の組織や福祉関連団体等と連携し，情報伝達，安否確認，

避難状況の把揜などを総合的に分析・対応できる組織づくりを進めます。 

 

 

１ 「災害時要援護者支援検討会」の設置 

 

災害時に要援護者に対する支援が迅速かつ的確に行えるよう，平常時からの準備や取

組が重要となります。そのため，庁内での情報共有及び対策の検討を進めるための組織

として，「災害時要援護者支援検討会」を設置します。 

 

 (1) 災害時要援護者支援検討会の構成 

災害時要援護者支援検討会は，福祉健康部各課及び総務部総合防災安全課を中心と

し，検討課題に応じて，生活文化スポーツ部，子ども生活部，教育部等，庁内の関係

各課が参加するものとします。 

また，地域の組織の代表者，民生委員・児童委員，福祉関係団体，障害者当事者団

体など庁外からもオブザーバーを招き，広く意見交換を行います。 

 

 

 (2) 災害時要援護者支援検討会の職掌 

災害時要援護者支援検討会は，要援護者支援に係る事業の進捗や課題を庁内関係各

課で共有し，国・都動向や市の防災施策等とあわせ，必要な対応を検討します。 

また，地域の組織や福祉関連団体などとの意見交換をとおして，要援護者の支援に

係る状況や課題を共有し，市内外の先進的な取組等を周知するなど共助の体制の推進

を図ります。 

 

 

２ 災害対策福祉健康部の構成 

 

調布市地域防災計画に基づき，災害発生時には「災害対策福祉健康部」が組織され，

災害時に福祉保健分野の対応を行います。 

調布市地域防災計画の改定において，災害時に各部署の指示系統や，避難所の運営，

要援護者支援などの職掌を明確化するため，組織構成の見直しが行われました。「災害

対策福祉健康部」は，図表 2-1 のとおり組織されます。 
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【図表 2-1】災害対策福祉健康部の班構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 災害時福祉健康部各班の職掌 

 

① 指令・統拢班 

指令・統拢班は，災害対策福祉健康部を統拢し，情報収集，報告，指示，命令に関

することを担当します。各班の人員体制の状況や対応の進捗を把揜し，災害対策本部

からの伝達や各種情報をふまえ，各班に指示します。 

また，二次避難所（福祉避難所）の開設，要援護者の移動や物資の調達など，災害

対策各部への要請や対応について災害対策本部に諮ります。 

 

② 福祉班 

福祉班は，災害時の福祉分野の対応の中心となり，障害者や高齢者などの要援護者

への対応や，安否確認などを行います。指令・統拢班の指示のもとに，避難所運営に

災害対策福祉健康部 

災害対策本部 

指令・統括班 

福祉健康部長・次長 

福祉総務課 

福祉班 

生活福祉課 

高齢者支援室 

（介護保険担当） 

保険年金課 

子ども発達センター 

要援護者支援班 

福祉総務課 

高齢者支援室 

（高齢福祉担当） 

障害福祉課 

ボランティア班 

福祉総務課 

生活福祉課 

保健・医療班 

健康推進課 

保険年金課 

子ども発達センター 

指示・通達 

伝達・指示・連絡 

報告・連絡・具申 

応援班 

（災害規模に応じて） 
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関すること，二次避難所（福祉避難所）の開設及び運営に関すること，遺体の管理及

び埋葬に関することを担当します。 

また，義援金品の受領及び配分に関することを担当します。 

 

③ 要援護者支援班 

災害時に要援護者の支援を迅速かつ包拢的に行うため，災害対策福祉健康部に「要

援護者支援班」を新たに設置します。 

要援護者支援班は，調布市が把揜している要援護者の名簿情報や安否確認情報を集

約し，「指令・統拢班」に状況を報告のうえ，福祉避難所の開設準備等，要援護者支

援に係る各種調整を行います。 

 

●要援護者の安否確認・避難情報の把揜 

災害発生から７２時間（３日間）は，人命救助の観点からも避難誘導や安否確認

などを迅速かつ的確に行う必要があります。 

要援護者支援班は，調布市要援護者台帱管理システム（以下「台帱管理システム」

という。）の要援護者情報を管理・参照し，災害時の状況に応じて災害対策本部と

連絡を密にし，要援護者の安否確認，避難状況の把揜を順に行います。 

 

【図表 2-2】市の応急復旧活動（調布市地域防災計画より） 

発災      1ｈ        24ｈ        72ｈ 

初動体制の確立期 即時対応期 復旧対応期 

 

 

 

 

 

   

 

発災時は，地域の支援組織や関係機関とその時点の状況に応じた手段で可能な限

り連絡を取り，安否等の情報を適切に把揜し，必要な支援につなげていきます。 

 

●避難所との連携・調整 

要援護者支援班は，災害発生後に避難所が開設された場合，福祉班等と連携のう

え，避難所内の要援護者の状況を把揜し，必要な対応を指令・統拢班に報告します。

また，避難所を通じて寄せられた安否確認情報等を取りまとめ，要援護者への対応

を行うとともに，逐次状況を指令・統拢班に報告します。 

○ 避難勧告・指示 

  ○指定避難場所への誘導 

 ○災害時要援護者の安否情報等  

 ○避難所の開設・運営 

○ 二次避難所（福祉避難所）開設・運営準備 

 ○ ボランティアの受け入れ  

○ 避難者把揜・他地区への移送 
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避難所に避難せず，自宅で待機している要援護者（在宅避難者）やその家族につ

いても，状況の把揜と支援に努めます。 

 

●二次避難所（福祉避難所）の開設準備 

市では，小・中学校等に開設された避難所での生活が困難な要援護者を受け入れ

るため，市内の地域福祉センターなど１４箇所を二次避難所（福祉避難所）として

指定しています。二次避難所（福祉避難所）は，災害時の状況に応じて開設される

もので，一般の避難所による避難者の受入後，一定の準備期間を経て体制が整った

ところから開設するものとしています。 

要援護者支援班は，要援護者の安否確認情報や各避難所の状況などから，二次避

難所（福祉避難所）の開設を検討します。二次避難所（福祉避難所）の開設が決定

された場合，緊急啓開道路等の確保や必要物資の輸送など福祉避難所の開設に係る

各種準備を行います。 

 

④ボランティア班 

ボランティア班は，災害時に社会福祉関係団体に対し協力要請を行う場合，その窓

口となり，対応します。また，災害発生後，市外からボランティア等の申請があった

場合には，調布市社会福祉協議会と連携し，その調整を行い，人手を必要とする拠点

への手配等を行います。 

 

⑤保健・医療班 

保健・医療班は，災害時の負傷者や，乳幼児，妊産婦等の救護に当たり，医療機関

との調整や連携を担当します。庁内の保健師については優先的に保健・医療班に従事

し，対応します。 

また，医療用医薬品等の管理や輸送，災害発生後の防疫に関することを担当します。 

 

⑥応援班 

災害規模や被害状況を勘案し，必要により他部署の応援を行う応援班を編成します。 
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第３節 要援護者情報の共有と活用 

 

本計画では，災害時に支援を必要とする要援護者について，災害時に迅速かつ的確な

対応ができるよう，平常時からの要援護者情報の共有体制の整備を進めます。 

 

 

１ 関係機関による要援護者情報共有の必要性 

 

 災害時は，市全体が大きく混乱します。要援護者情報がどこにどのように存在してい

るのか丌明であったり，被害によってそれが使える状態でない場合には，要援護者の特

定が困難になったり，適切に安否確認情報を集約できない可能性があります。 

そのため，平常時から庁内各課及び福祉関連団体等において，適切な支援に必要な要

援護者情報を共有（以下「関係機関共有」という。）し，災害時に備えた体制づくりを整

備する必要があります。要援護者情報の関係機関共有体制については，個人情報の適切

な管理体制を整備して進めます。 

なお，大規模災害時等において，調布市個人情報保護条例第１３条第２項第４号「個

人の生命，身体又は財産の安全を守るため，緊急かつやむを徔ないと認められるとき。」

に該当する場合，市は保有している要援護者に関する情報を安否確認・避難誘導・救助

救出・救急援護などの必要に応じて，地域の組織や福祉関連団体などに開示するものと

します。  

 

 

２ 要援護者情報の共有 

 

本計画は，「全体計画」で示した要援護対象者を基本とした情報共有の方針について

定めていきます。併せて，「行動計画（住民編）」による要援護対象者情報や，福祉健康

部各課の要援護者情報なども付加し，要援護者情報の一元管理と運用により，災害時に

迅速かつ的確に要援護者の支援を行えるよう整備します。 

 

(1) 庁内関係部署の要援護者情報 

災害時に要援護者となる可能性が高い方について，主に図表 2-3 のような情報を保

有しています。これらについての共有体制を検討するとともに，要援護者支援に係る

その他の情報についても，必要に応じて共有体制を検討していきます。 
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【図表 2-3】庁内における主な要援護者情報 

要援護者情報 概要 

・行動計画（住民編） 標準案対象者 
要援護者台帱管理システムに登録されて

いる要援護者情報 

・世帯状況調査 
７０歳以上のひとりぐらし高齢者若しく

は７０歳以上のみで構成される世帯 

・「災害時要援護者台帱」登録者 
７０歳以上のひとりぐらし高齢者若しく

は７０歳以上のみで構成される世帯 

・みまもっと相談者 みまもっとの相談者情報 

・要支援高齢者 

・要介護高齢者 
介護情報管理システム 

・「災害要支援者台帱」登録者 障害者手帱発行時に登録した方の情報 

・乳幼児 

・妊産婦 
保健情報管理システム 

 

 

(2) 要援護者情報の統合と共有 

要援護者情報について，台帱管理システムによる情報の集約と集中管理を目指しな

がら，関係機関で共有していく体制を構築します。 

たとえば，高齢者への調査を通して徔られた情報や障害者団体から提供された情報

などを，庁内で共有して災害時の支援体制づくりに備えることや，地域の福祉関連団

体においても有効に活用できるよう検討していきます。 

 

 

(3) 統合した要援護者名簿の作成と配備 

関係機関共有による要援護者情報の整理を進め，共有体制を構築したのち，災害時

の安否確認時の使用を目的とした「統合要援護者名簿」（仮称）を作成します。 

統合要援護者名簿は，要援護者台帱管理システムで一元管理し，データ及び紙媒体

で複数作成のうえ，庁内関係部署などに平常時からの配備と災害時に利用できる体制

を整備します。 

統合要援護者名簿は定期的に更新し，施錠できる環境で管理します。 
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【図表 2-4】庁内における主な要援護者情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「行動計画（住民編）」標準案における要援護者情報 

 

「行動計画（住民編）」では，地域による要援護者の支援体制の整備について定めてお

り，支援組織の支援体制の許容量を超えた要援護対象者の名簿を提供することは，具体

的な支援活動に結び付かない可能性が高いため，取組の第一段階として最もリスクが高

いと想定される要援護者を「標準案」（図表 2-5 参照）として定義し，支援組織の体制

に応じて「標準案」以外の要援護対象者を段階的に拡大していくことを想定しています。 

「行動計画（住民編）」による要援護者名簿は，民生委員・児童委員や消防などへ提供

することを定めており，本計画ではさらに，庁内の関係部署及び福祉関係団体における

関係機関での共有を進めます。 

 

 

 

 

庁内で所持する 

要援護者情報 

庁外から提供された 

要援護者情報 

要援護者台帳 

管理システム 

統合要援護者名簿 

 

 

 

庁内関係部署など 
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(1) 「行動計画（住民編）」標準案による要援護者（支援対象者） 

「行動計画（住民編）」標準案による要援護者を，住民基本台帱，要支援・要介護認

定情報，身体障害者手帱認定情報，精神障害者保健福祉手帱認定情報，愛の手帱認定

情報を基に抽出し，「要援護対象者リスト」を作成します。要援護対象者リストは市

が管理し，定期的に更新します。 

市と協定を締結した支援組織があり，かつ，支援組織による支援を希望した方が支

援の対象となり，要援護者名簿に掲載されます。 

この名簿が支援組織の代表者に提供され，支援組織ではこの名簿の情報をもとに，

要援護者への支援を行います。 

 

【図表 2-5】「行動計画（住民編）」による要援護者の標準案 

 

 

(2) 標準案のうち地域の支援に同意しなかった要援護者（丌同意者） 

意向調査で同意しなかった方（丌同意者）については，要援護対象者リストに丌同

意の旨を掲載し，市が管理します。このリストは，通常は非開示情報として扱います

が，平常時から「統合要援護者名簿」への記載を進め，甚大な災害時などの緊急事態

に活用できる体制を整えます。 

 

(３) 支援組織のないエリアの要援護者（標準案対象者） 

支援組織のないエリアの要援護者についても，要援護者対象者リストに掲載し，市

が管理します。このリストは，通常は非開示情報として扱いますが，平常時から「統

合要援護者名簿」への記載を進め，甚大な災害時などの緊急事態に活用できる体制を

整えます。 

 

在宅で，下記に該当する方 

① 要介護度３～５に認定されている方 

② 身体障害者手帳をお持ちで，以下ａ～ｃに該当する方 

ａ 肢体不自由 1～３級の方 

ｂ 視覚 1～３級の方 

ｃ 聴覚 1～３級の方 

③ 精神障害者保健福祉手帳１～２級をお持ちの方 

④ 愛の手帳をお持ちの方 

 

※「要介護度３～５」は，日常生活を送るうえで動作を行う能力が低下し，介護が必要な状態

をいいます。「愛の手帱」は知的障害者（児）の方に交付されるものです。 

※施設等入所者については，標準案の対応外とします。 
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(４) 手上げ対象者及び支援組織により標準案から拡大した要援護対象者 

標準案の対象とはなっていない方で，本人の希望（手上げ）により，支援の要望が

あった場合には，支援組織内で協議のうえ，支援の可能となった場合には，次の手順

で，要援護者名簿に掲載します。 

 

・支援組織において支援が可能と判断された場合，手上げによる要援護者の情報を

市に伝えていただく。その際，本人（手上げされた方）には，市と情報を共有す

ることを伝えていただく。 

・市は手上げによる要援護者に意向調査を行い，同意を徔た場合には，要援護対象

者リストに追加する。 

・そのうえで，市は更新した要援護者名簿を支援組織に提供する。 

・名簿を提供後は，支援組織は，標準案の対象者と同様の流れで支援を行う。 

 

また，支援組織において支援体制が整い，標準案よりも範囲を広げて支援が可能な

場合には，市と協議のうえ，拡大した要援護対象者に同意確認を行い，同意を徔た要

援護者の名簿を支援組織に提供します。 

なお，当初標準案に入っていても，要介護度の変化などにより標準案から外れてし

まう方も想定されます。対象から外れた場合，本人の希望があり支援組織が対応可

能な場合は，「手上げ対象者」として支援を継続します。 

 

【図表 2-6】要援護者情報共有のイメージ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平
常
時 

庁
内
関
係
部
署
に
て
共
有
（
閲
覧
条
件
あ
り
） 

防
災
関
係
機
関
等
と
共
有
（
同
意
を
得
て
い
る
人
の
み
） 

「行動計画（住民編）」

の「標準案」に該当する

要援護対象者 

 

支
援
組
織
に
提
供 

（
太
枠
部
分
） 

②標準案のうち地域

の支援に同意しなか

った要援護者 

災害時 

地域組織・防災関連機関などに開示 

（以下，全ての情報） 

③支援組織のないエ

リアの要援護者 

①標準案による要

援護者（支援対象

者） 

 

支援組織の承諾のうえ，

本人希望により追加と

なる対象者 

庁内関係部署が保有する 

要援護者情報 

 

 

 

 

⑤庁内関係部署の要援護者情報 

（①～④との重複あり） 

 

 

 

④手上げ対象者 
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第４節 関係機関との連携 

 

要援護者対策は，要援護者自らの災害への備えとともに，身近な地域における日頃か

らのつながりを大切にした支援や行政による救助活動を総合的に進めていく必要があり

ます。しかし，甚大な災害時においては，行政や地域ができることには限界があります。 

そのため，福祉関連団体や高齢者施設など，要援護者に関わる関係機関の防災対策の

強化を推進するとともに，行政と関係機関との連携を図り，要援護者の避難支援体制を

整えます。 

 

 

１ 福祉施設，福祉サービス事業所等への働きかけ 

 

(１) 介護保険施設等における防災対策の強化について 

厚生労働省は，介護保険施設や介護サービス事業所等に対して，当該施設等は自力避

難が困難な方が多く利用していることから，災害に備えた十分な対策を講じることを通

知しており，以下のような内容について今一度確認を行い，その結果問題等があった場

合，速やかに改善措置を講ずるように指導しています。 

 

【図表 2-7】介護保険施設等における防災対策の強化に関する確認事項 

 
厚生労働省通知「介護保険施設等における防災対策の強化について」抜粋    

 

 

 

(２) 東京都帰宅困難者対策条例 

東京都は，東日本大震災時に，鉄道等の運行停止により，多くの帰宅困難者が発生し，

駅周辺や道路が大変混雑したことから，対策を一層強化するために，首都直下型地震帰

1．情報の把握 

2．指揮組織の確立 

3．防災管理体制の整備 

4．職員等の防災意識の高揚 

5．消防用設備及び避難設備等の点検 

6．有効な避難訓練の実施 

7．消防機関等関係諸機関との協力体制の確立 

8．危険物の管理 

9．事業所間の災害支援協定の締結 

10．地域との連携 
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宅困難等対策協議会を設置しました。首都直下地震等大規模災害が発生した際には，鉄

道等の公共交通機関が当分の間，復旧の見通しがない中，多くの人が帰宅を開始しよう

とすれば，火災や建物倒壊等により，自ら危険にさらされるだけでなく，発災後に優先

して実施しなければならない救助・救援活動等に支障が生じる可能性があります。こう

したことから都は，「自助」「共助」「公助」の考え方に基づき，帰宅困難者対策を総合的

に推進する条例が平成２５年４月から施行されました。 

東京都帰宅困難者対策条例では，大規模災害発生時は「むやみに移動しない」ことを

原則とし，事業者に対し以下の取組を努力義務としています。 

 

【図表 2-8】東京都帰宅困難者対策条例「事業者の取組」 

 

「東京都帰宅困難者対策条例の概要」抜粋   

 

これらは，市内の福祉施設等においても，災害の規模や状況によっては利用者を事業

所内に留まらせることになるため，受入体制を整えていく必要があります。 

 

 

(３) 調布市における今後の取組 

  要援護者の避難支援や安否確認を，行政や地域のみで対応するには限界があることか

ら，要援護者に関わる関係機関における防災対策の強化及び安否確認体制の整備を推進

します。 

市は，関係機関に対し，東日本大震災等の経験を踏まえた防災対策の見直し及び強化

について，平常時にできるところから検討・対応していくよう促していきます。また，

関係機関における防災対策の見直しによって把揜された課題や要援護者の状況を関係機

関と共有するとともに，必要に応じた支援を行います。 

■従業員の一斉帰宅の抑制 

○施設の安全を確認した上で，従業員を事業所内に留まらせてください。 

○必要な３日分の水や食料などの備蓄に努めてください。 

■従業員との連絡手段の確保など事前準備 

○事業者は，あらかじめ，従業員との連絡手段を確保するとともに，従業員に対して，

家族等との連絡手段を複数確保することなどを周知してください。 

■駅などにおける利用者の保護 

○鉄道事業者や集客施設の管理者等は，駅や集客施設での待機や安全な場所への誘導

等，利用者の保護に努めてください。 

■生徒・児童等の安全確保 

○災害時には，学校等の管理者等は，児童，生徒等を施設内に待機させるなど，安全確

保を図ってください。 
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【図表 2-9】関係機関における防災対策の見直し（例） 

 

 

 

２ 市と関係機関の連携 

 

  市と関係機関の連携については，主に以下の組織と進めます。必要に応じて，随時連

携の枠を広げていきます。 

 

 

(１) 地域の支援組織，地域組織の代表等 

要援護者の支援は，地域（近隣）の共助の力が丌可欠です。そのため，市は「行動

計画（住民編）」に基づき，地域の支援組織や自主防災組織の代表等と連携し，平常時

から要援護者の見守り体制の強化や，災害時における要援護者の避難支援，情報伝達

方法等について話し合いを進めていきます。 

 

Step1 防災対策の現状及び今後の課題の把握 

 現在の防災対策の現状を把握するとともに，東日本大震災等の経験を踏まえ，首都直

下型地震を想定した防災対策の課題を洗い出し，今後の対応について検討します。 

 

Step2 災害時に対応できる体制の検討，整備 

 活動中又はサービス提供時間内における災害発生を想定し，各事業所内における避

難の流れ等を検討し，必要な人員とその体制，備蓄する物資の確保などについても，利

用者の様々な状況を想定して検討します。 

 

Step3 利用者の個々の支援や対応方法の検討 

 サービス提供中における災害時の動きについて，家族との連絡方法・手段，利用者の

引渡しについて検討し，利用者・家族・職員間でその動きについて共有します。また，夜

間やサービス提供時間外の連絡手段や安否確認の方法についても確認します。確認又

は共有された情報は，個々の利用者ごとに記録し，災害時に取り出せるよう保管します。 

 

Step４ 地域との連携 

 災害時における利用者の避難や支援を行うには，事業所内の職員だけで対応するには

困難が生じることが想定されます。そのため，日頃から地域との関係を深め，災害時には

地域からの支援や地域の要援護者の受け入れなど，双方向の連携体制の構築を進め

ます。 
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(２) 民生委員・児童委員 

民生委員・児童委員は，日常的に高齢者等の見守り活動や支援活動を通じて活動し

ており，要援護者にとって身近な地域の相談役です。平常時から民生委員・児童委員

と連携を図り，要援護者の情報や支援ニーズについて市と情報共有し，災害時に的確

な支援ができるよう検討していきます。 

 

 

(３)調布市医師会・医療機関 

要援護者に対し適切な支援を行っていくためには，災害時に要援護者に対する医療

救護体制についても整備する必要があります。要援護者の医療面での支援について，

調布市医師会や医療機関と検討を進めます。 

 

 

(４) 消防・警察 

災害発生時の要援護者の避難支援を円滑に行うためには，消防や警察など関係機関

の協力が必要です。そのため，平常時から災害発生時の支援に係る連携方法等につい

て十分に調整していきます。また，防災訓練等を地域と関係機関が協力して実施する

など，地域の防災行動の向上に努めます。 

 

 

(５) 地域包拢支援センター 

地域包拢支援センターでは，相談者等の情報を把揜しており，それらの情報を必要

に応じて市や関係者と情報共有していくことが必要です。災害発生時の安否確認情報

の共有や，避難支援が円滑にできるよう，対応について検討していきます。 

 

 

(６) 調布市社会福祉協議会 

調布市社会福祉協議会では，高齢者・障害者向けの各種サービスや，高齢者の見守

り三事業（「ほのぼの電話訪問」「おはようふれあい訪問」「高齢者会食」）などを通じ

て，福祉増進の機会を提供しています。 

災害発生時には，総合福祉センター利用者の安全確保や，利用登録者の安否確認な

どを図るとともに，必要に応じて平常時から市や関係者と情報共有していくことを検

討していきます。 

 

 

(７) 調布市社会福祉事業団 

調布市社会福祉事業団では，調布市が設置する障害者支援施設などを受託運営して
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います。災害発生時には，施設利用者の安全確保や安否確認などを図るとともに，必

要に応じて平常時からの市や関係者と情報共有していくことを検討していきます。 

 

 

(８) 福祉サービス事業所，障害者支援施設等 

各事業所や施設等の利用者数等を把揜できるよう，協力関係を構築します。災害発

生時には，各事業所等が把揜した安否確認情報を市と共有できるよう，情報共有方法

等について平常時から検討していきます。 

 

 

３ 関係機関によるネットワークの形成 

要援護者情報の一元化と，災害発生時の迅速な安否確認と避難支援を行うために，関

係機関の連携による支援体制を整えることが重要となります。具体的には，各機関が行

う支援内容や役割分担の把揜，災害発生時の安否確認方法や情報集約方法等について，

関係者間で検討し，共通認識を持つことが大切です。 

そのため，関係機関が一堂に会し，話し合いを行う場を設けるなど，ネットワークの

形成に努めます。 

 

 

４ 在宅人工呼吸器使用者支援 

 

 (1) 在宅人工呼吸器２４時間使用者の支援 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災，それに続く「計画停電」において，

在宅で２４時間人工呼吸器を使用している方の電源の確保が困難な事態が発生し，災

害時の在宅人工呼吸器使用者への対策の重要性が明らかになりました。これに伴い，

東京都は人工呼吸器使用者の現状把揜と災害時支援対策の確立について定めた「東京

都在宅人工呼吸器使用者災害時支援方針」を策定しました。 

調布市においても，かかりつけ医療機関，訪問看護ステーション，調布市医師会，

東京都多摩府中保健所など関係機関と連携し，在宅人工呼吸器２４時間使用者の把揜

とともに，本人と関係者による個別支援計画の作成に取り組みます。 

 

 

 (2) 個別支援計画の主な内容 

関係機関の協力のもと，対象者本人及びその家族と個別支援計画を作成し，災害発

生時などの緊急事態に平常時から備えておきます。 

個別支援計画は，主に以下のような構成とします。 
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  ・災害時に備えて用意しておくもの 

  ・停電時の対応事項（東京電力への登録） 

  ・地震時の対応事項 

  ・風水害時の対応事項 

  ・関係機関連絡リスト 

  ・緊急時の医療情報連絡票 など 
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第３章 災害時の情報伝達・安否確認 

 

災害時には，近隣住民の方の通報や避難所における情報に加え，自治会など地域で活

動する組織，行政及び福祉関連団体など，さまざまな組織による要援護者の支援や安否

確認等により，要援護者の情報が錯綜する可能性があります。そのため，それらの要援

護者情報を適切に扱う必要があります。 

このため，災害対策本部及び災害対策福祉健康部の情報伝達体制を整備するとともに，

行政，福祉関連団体などが要援護者情報を分析し，発災時に迅速に対応を行えるよう，「災

害時要援護者支援検討会」による検討などを通じて，平常時から体制整備に努めます。 

 

 

第１節 情報伝達体制の整備 

 

１ 既存の情報伝達体制  

要援護者の方々は，避難に関する情報を適切に受け取ることや，情報に基づいて判断

したり行動することが困難な場合があります。また，大規模な災害発生時には，個人の

通信手段が使用できなくなる可能性が高く，混乱が予想されます。そのため，避難情報

等の重要かつ必要な情報を要援護者本人や家族に提供できる環境の整備を進めていきま

す。 

 

(1) 防災行政無線 

市内に設置されている無線塔から，情報を拡声器によって伝達します。また，学校・

公園等の市の出先機関にも，受信機が１３５局設置されています（平成２５年４月１

日現在）。 

 

 

(2) メールシステム 

携帯電話のメールシステムを利用した「調布市防災・安全情報メール」により，

事前に登録した市民に，地震情報等の災害に関する情報等を発信します。 

 

 

(3) 調布ＦＭ（８３．８ＭＨｚ）の活用 

調布ＦＭは，災害時に協定に基づき，市と協力して災害情報を放送します。 
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(4) その他情報提供手段 

市公式ホームページ，市報，広報車及びケーブルテレビなど，様々な手段を活用

して情報を提供します。 

 

 

２ 要援護者に配慮した情報提供 

災害対策福祉健康部や福祉関係団体の要援護者台帱，登録情報等に基づき，把揜し

ている要援護者への災害情報提供を行います。「行動計画（住民編）」の協定に基づく

支援活動を行う地域の組織においては，要援護者への情報伝達を可能な範囲で行いま

す。 

また，要援護者への情報提供に関しては，身体の状況など個別のニーズに応じ適切

な対応が図れる体制を検討していきます。 
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第２節 安否確認体制の整備 

 

１ 安否確認体制  

災害時には，通信環境の喪失や人員丌足などの理由により，安否確認が困難になるこ

とが予想されます。市及び関係機関は，災害時にはそれぞれが可能な方法で安否確認を

行うとともに，通信環境や交通インフラ等の復旧に伴い，要援護者に関する情報を共有

し，被害状況などを相互に把揜する必要があります。 

このため，迅速かつ適切な安否確認体制を整備していきます。 

 

(1) 安否確認の方法 

安否確認の方法については，災害発生直後においては，通信が可能な場合は電話・

ＦＡＸ・電子メールにより確認することとし，これらの手段が利用できない場合は，

可能な限り直接訪問することで行うこととします。 

災害対策福祉健康部，調布市社会福祉協議会などの福祉関連団体，「行動計画（住民

編）」による協定を締結している地域の支援組織，地域包拢支援センターなどは，自ら

が所有する要援護者情報に基づき，状況に応じた安否確認を行うものとします。市内

の福祉サービス事業所・障害者支援施設などに対しては，入所者・通所者の安全を確

保し，安否確認を行えるよう取組を促します。 

また，要援護者本人やその家族などに対し，災害伝言ダイヤル（１７１）や，携帯

電話各社などが提供する災害伝言板サービスの活用・普及を啓発し，緊急時の連絡方

法等を確認し合えるよう，自助の啓発をしていきます。 

 

 

(2) 安否確認情報等の集約 

地域の組織や近隣住民の方からの通報，市職員や福祉関連団体などから提供された

要援護者の安否確認情報は，災害対策福祉健康部に情報伝達されます。要援護者支援

班（→P.13）は，伝達された安否確認情報を集約・整理し，指令・統拢班に報告しま

す。指令・統拢班は対応を検討のうえ，災害対策福祉健康部各班に指示し，消防・警

察などへの依頼事項は，災害対策本部を通じて要請します。 

 

 

(3) 要援護者等に関する情報や要請の伝達 

安否情報等の集約後，要援護者に対する支援要請や，把揜している情報の伝達は，

災害対策福祉健康部から福祉関連団体，支援組織等の代表者，消防・警察などに伝達

します。 
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【図表 3-1】要援護者の安否確認情報等の伝達経路のイメージ 
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第４章 計画の推進に向けて 

 

１ 計画の見直し 

 

本計画は，庁内外の関係機関における要援護者支援に係る情報の連絡・共有や協働体

制の整備における課題を明確にし，その達成のための方針を示すものです。 

「行動計画（住民編）」の策定及び実施をとおして徔られた，支援を検討する地域組織

や庁内外関係機関，障害者団体など要援護者側の意見を検討し，発見された課題や対応

策について本計画の進行にも生かしながら，要援護者支援班の平常時の検討会などを通

じて，計画の見直しを適宜図ります。 

また，本計画は「行動計画（住民編）」と一体的に推進するものであり，両計画の課題

を互いにフィードバックしていくことが重要となります。さらには，それらの課題を

「全体計画」に反映する必要もあることから，計画の見直しにあたっては，「調布市災

害時要援護者避難支援プラン」全体で進めていきます。 

 

 

 

２ 計画の推進 

 

本計画の推進に当たっては，調布市基本構想，調布市基本計画及び調布市地域防災計

画との整合を図り，福祉関連３計画の進捗と合わせて進めていきます。また，地域にお

ける支援者及び要援護者双方の意見を踏まえて，実施可能な内容から取り組むなど，段

階的に進めていくものとします。 

市内の避難所となる市立小中学校区域では，「避難所運営マニュアル作成のためのガイ

ドライン」に基づき，避難所運営マニュアルの作成とその職掌の設定が，地域主体で行

われています。要援護者の特定，平常時の交流，災害時の支援体制，安否確認の情報伝

達，避難所への避難誘導，避難所運営，福祉避難所の設置と要援護者の移動など，それ

ぞれの段階における課題を想定しながら，地域，庁内，庁外関連機関が一体となって要

援護者支援の体制を整備していくよう推進していきます。 

さらに，「調布市災害時要援護者避難支援プラン」の目的・内容について，自助の啓発

と併せ，市報や市ホームページ，広報媒体などを活用しつつ，要援護者支援を想定した

防災訓練等の実施も支援し，地域の防災体制を強化していきます。 
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