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はじめに 

 

 

平成２３年３月１１日の東日本大震災発生から，１年が経

過しました。 

マグニチュード９という世界最大級規模の大地震，想像を

超える大津波，福島第一原子力発電所の事敀は，東北地方を

中心に未曾有の被害をもたらし，今なお行方の分からない方

や，厳しい避難生活を強いられている方がおられます。改め

て，犠牲になられた方々の御冥福を衷心よりお祈りし，被災

された方々に心からお見舞いを申し上げます。 

 

平成７年に発生した阪神淡路大震災において，倒壊した住宅などの下敷きになった方

を救出したのは，その多くが近隣の住民の方であったといわれています。その他にも，

近所づきあいから発展した平時からのつながりにより，台風や震災の際に的確な安否確

認が行われ，多くの命が救われた事例が報告されています。首都直下型地震の発生がそ

の切迫度を増しているといわれる中，核家族化の進展や個人情報保護意識の高まりなど

により，人間関係が希薄化しやすい現代の社会において，地域住民のつながりによる助

け合いである「共助」の重要性が，改めて見直されています。 

このたび策定した「調布市災害時要援護者避難支援プラン 行動計画（住民編）」は，

地域で活動されている自治会や地区協議会などの組織の皆様による，災害時に安全に避

難することが困難な高齢者や障害のある方などへの支援体制を整備するため，その方針

についてまとめたものです。 

計画の策定にあたりましては，地区協議会，自治会連合協議会，民生児童委員協議会，

老人クラブ連合会，障害者（児）団体連合会など多くの関係機関の方々に貴重な御意見

を賜りました。また，パブリック・コメントを通じて市民の皆様から広く御意見をお寄

せいただきました。関係各位の御尽力にこの場をお借りして，改めて御礼申し上げます。 

今後は計画を着実に実施し，防災力の充実に向けて，地域のつながりを深めていくと

ともに，一人ひとりの具体的な支援策などについては，本計画を基に地域の皆様と協働

しながら検討し，進めてまいりますので，引き続きの御協力をお願いいたします。 

 

 

平成２４年３月 

調布市長  長 友 貴 樹 
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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 計画策定の背景 

平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災や，平成２３年３月１１日に発生し

た東日本大震災においては，住宅の倒壊や火災，津波などにより，多くの犠牲者が出ま

した。平成２３年８月に発生した台風１２号は，河川の氾濫などを引き起こし，西日本

を中心に多くの犠牲者が出ました。 

こうした過去の災害では，高齢者や障害者など，安全な避難のために援護が必要であ

った方の被害も多くみられました。また，甚大な災害においては，行政機関が本格的に

救助活動を開始するのに数日を要することもありました。 

一方で，阪神・淡路大震災では約 3 万 5，０００人が倒壊した家屋などの下敷きにな

ったなか，その半数以上を近隣の住民の方が救出したとされ，多くの命が救われました。

また，平成１９年３月に発生した能登半島地震では，石川県輪島市の旧門前町において

多数の住居が全壊・半壊しましたが，民生委員があらかじめ作成していたみまもり用の

地図などによる平時からの交流や，日ごろからの訓練により，発生後数時間で高齢者な

どの安否確認を行ったことで，被害を最小限に留めることができたとされています。 

こうしたことから，災害に備えた地域のつながりの力が，改めて見直されています。 

 

２ 計画の目的 

平成１７年に内閣府が作成した「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」により，

災害時に一人で避難することが難しい方（以下「要援護者」という。）に対して，地域

の支え合い・助け合いによる避難支援の取組が全国で始まりました。 

この「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。）は，災害に備えて，地域組織（自治会，地区協議会若しくは

自主防災組織）と要援護者の助け合いの取組についてまとめたもので，要援護者への避

難支援体制の整備を図り，地域の安全・安心の体制を強化することを目的とします。 

 

３ 計画が想定する災害 

この計画では，「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。 

 

４ 計画の位置づけ 

この計画は，「調布市地域防災計画」及び「調布市地域福祉計画」などに掲げられて

いる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「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。）に基づき，地域

における取組についてまとめたものです。 

また，この計画は，市及び関連団体における要援護者情報の共有や，災害発生時の情
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報共有体制などにより，関係機関相互の連携強化を図る「調布市災害時要援護者避難支

援プラン 行動計画（庁内編）」（平成２４年度策定予定）などと連携し，要援護者の

支援体制の整備を推進していきます。 

 

【計画の体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市災害時要援護者避難支援プラン 

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 

●個別支援計画（P.14参照）の

作成手順 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を示す。 

個別支援計画 
（平成２４年度から作成予定） 

●要援護者一人ひとりの支援方

法を記載した個別の計画。市

と協定を締結した地域組織の

支援担当者と要援護者が対面

のうえ，順次作成 

マニュアル（仮） 
（平成２４年度作成予定） 

●協定を締結した地域組織が支

援に取り組む際の手引書 

調布市基本構想 

調布市基本計画 

行動計画（庁内編） 
（平成２４年度策定予定） 

●要援護者情報の庁内共有体制 

●災害時の庁内・関連部署の 

連絡体制など 
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第２節 要援護者の対象 

 

１ 要援護対象者の範囲 

全体計画において，要援護者は，必要な情報を迅速かつ的確に把握し，災害から自ら

を守るために安全に避難することなど災害時の一連の行動をとるのに支援を要する方と

しています。 

一方で，地域組織において要援護者が多数いる場合，希望するすべての方を最初から

支援する方針を立てることは困難です。 

そのため，この計画では，災害時の避難において特にリスクが高いと想定される以下

の標準案に該当する方を要援護対象者とし，優先して検討します。 

 

【要援護対象者の標準案】 

 

在宅で生活し，下記のいずれかに該当する方 

 

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 肢体丌自由 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。「愛の手帳」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，標準案の対象外とします。 

 

 

２ 要援護対象者以外で援護を希望する方について 

要援護対象者以外で援助を希望する方については，各地域組織において支援担当者の

状況などを踏まえ，追加を検討するものとします（P.15 参照）。 
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第３節 地域における支援体制 

 

１ 地域における支援体制の考え方 

災害から身を守るためには，なによりもまず，市民一人ひとりが普段から災害に備え，

災害時に適切な対応と行動をとること（自助
じ じ ょ

）が大切です。次に，被害の状況に応じて，

救出などの迅速な対応が必要となり，隣近所をはじめとした地域における初動の取組

（共助
きょうじょ

）が求められます。 

一方で，大規模災害時には，行政機関による救援体制（公
こ う

助
じ ょ

）が整うまでに時間を要

することも想定されます。 

そのため，この計画では，市と協定（P.11 参照）を締結した自治会，地区協議会や自

主防災組織に市が要援護者の名簿を提供し，地域組織と要援護者の平時からの交流をと

おして，地域における共助の輪を広げていきます。 

また，市は自助の啓発や共助の体制づくりの支援について取り組み，災害時の自助・

共助・公助の連携を図ります。 

 

【自助・共助・公助の取組】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民一人ひとりの災害への準備 

地域の取組 

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。 

行政機関の取組 

 
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，平時

から準備や心構えをし

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 

 要援護者の情報を共有し，

災害を想定した準備を行う。 

災害時には，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。 

 

 

公 助 
 近所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 
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２ 支援組織の役割 

市と協定（P.11 参照）を締結した地域組織（以下「支援組織」という。）は，平時に

要援護者を訪問して住居の状況や身体の状況などについて確認し，災害発生時には災害

に関する情報伝達や安否確認などによる支援を行います。 

また，要援護者の支援を想定した避難訓練（Ｐ.18 参照）などをとおして，実際の支

援における課題などを確認し，共助の体制づくりを進めます。 

 

【支援組織と市・行政機関の役割】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平時の取組】 

●要援護者への訪問，交流  

●要援護者の個別支援計画の作成

（P.14 参照） 

●個別支援計画の定期的な内容の

確認（更新） 

●要援護者の支援を想定した 

避難訓練などの実施 

【災害時の取組】 

●避難情報などの伝達と安否確認 

●避難誘導 

支援組織 

【平時の取組】 

●地域での支援を希望する要援護

者の情報提供・情報管理 

●要援護対象者のうち，意向調査未

回答の方への対応 

●災害時に備えた要援護対象者リ

ストの配備 

【災害時の取組】 

●避難準備勧告，警告などの発信 

●災害情報の提供 

●安否確認の状況把握 

●要援護対象者のうち，意向調査

に同意しなかった方への対応 

●要援護対象者リストの防災関

連機関などへの提供 

市・行政機関 
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第２章 要援護者への支援の方法 

第１節 支援の流れ 

 

支援組織による要援護者への支援の流れは，以下のとおりです。 

 

【支援の流れ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 対象エリア内の要援護対象者リストの整理 

⑤ 要援護対象者に支援の意向を確認（意向調査） 

② 支援を検討する地域組織と市が協議 

⑥ 同意を得た要援護対象者の名簿（要援護者名簿）を 

市が支援組織の代表者に提供 

⑦ 要援護者の支援方法，支援担当者などを決定 

同意 

① 要援護者支援に関する広報・周知 

 

③ 支援組織（支援を決定した地域組織）と市が協定締結 

 

⑧ 個別支援計画に名簿情報を記入 

 

 

⑨ 支援担当者が要援護者宅を訪問し，個別支援計画を作成 

⑩ 個別支援計画（原本）を市が回収  

 

 

⑪ 個別支援計画（写し）を要援護者と支援組織に提出 

 

支援開始 

 

【市】 

【地域組織】⇔【市】 

【地域組織】⇔【市】 

 

【市】 

 

【市】⇒【要援護対象者】 

 

【市】⇒【支援組織】 

【支援組織】 

 

【支援担当者】 

 

【要援護者本人・家族

など】⇔【支援担当者】 

 

【支援組織】⇒【市】 

【市】 

 



7 

 

① 要援護者支援に関する広報・周知 【市】 

市は，市報，ホームページ，紙媒体，説明会などを通じて，地域組織などによる要

援護者への避難支援について周知を図ります。 

 

② 支援を検討する地域組織と市が協議 【地域組織】⇔【市】 

地域組織に対し，該当エリアで標準案（P.3 参照）により要援護者に該当する方の

数などの資料を市から提供し，事業の詳細や個人情報保護，障害者への理解などにつ

いて説明や質疑応答を行います。地域組織は，該当エリアの民生委員・児童委員など

とともに，支援の可否について検討します。 

 

③ 支援組織（支援を決定した地域組織）と市が協定締結 【地域組織】⇔【市】 

支援組織と市の間において，名簿など個人情報の取扱などについて定めた協定

（P.11 参照）を結びます。 

 

④ 対象エリア内の要援護対象者リストの整理 【市】 

市は，要援護対象者（要援護者の標準案（P.3 参照）に該当する対象者）を「要援

護対象者リスト」にまとめて管理します（P.9 参照）。支援組織の該当エリア内の要

援護対象者を，要援護対象者リストから作成します。 

 

⑤ 要援護対象者に支援の意向を確認（意向調査） 【市】⇒【要援護対象者】 

支援組織の該当エリア内に居住する要援護対象者に対して，支援組織による支援の

意向を確認するため，市が意向調査を行います。同意を得られなかった方（丌同意者）

については，市は要援護対象者リストに丌同意の旨を掲載して管理します（P.10 参照）。 

 

⑥ 同意を得た要援護対象者の名簿（要援護者名簿）を市が支援組織の代表者に提供 

【市】⇒【支援組織】 

同意を得た要援護対象者の情報を「要援護者名簿」として紙媒体にまとめます。こ

の名簿を支援組織の代表者に提供します。提供した名簿については，「名簿管理責任

者」（支援組織の代表者など）が保管します（P.11 参照）。 

 

⑦ 要援護者の支援方法，支援担当者などを決定 【支援組織】 

要援護者名簿を基に，支援組織による支援を開始します。支援の方法や「支援担当

者」を検討し，決定していきます（P.12 参照）。 

 

⑧ 個別支援計画に名簿情報を記入 【支援担当者】 

名簿管理責任者が管理している要援護者名簿を支援担当者が参照し，支援にあたる

要援護者の情報を「個別支援計画」（P.14 参照）の基本情報の欄に転記します。 
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⑨ 支援担当者が要援護者宅を訪問し，個別支援計画を作成 

【要援護者本人又は家族など】⇔【支援担当者】 

支援担当者が要援護者を訪問し，要援護者本人又は家族などと話合いのもとに個別

支援計画を作成します。 

 

⑩ 個別支援計画（原本）を市が回収 【支援組織】⇒【市】 

個別支援計画を，一度市が回収します。 

 

⑪ 個別支援計画（写し）を要援護者と支援組織に提出 【市】 

個別支援計画の写しを市が２部作成し，要援護者本人と支援組織代表者に写しを１

部ずつ提出します。個別支援計画の原本は，市が保管します（P.15 参照）。 
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第２節 要援護者の情報収集と名簿の作成 

 

１ 要援護対象者の抽出 

市は，要援護の対象者を把握するため，「標準案」（P.3 参照）の要援護対象者を，

住民基本台帳，要介護認定情報，身体障害者手帳認定情報，精神障害者保健福祉手帳認

定情報，愛の手帳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。 

 

２ 要援護対象者への意向確認 

市は，協定を締結した支援組織のエリア内に居住する要援護対象者に対し，要援護対

象者リストを基に意向調査を行います。この意向調査では「支援組織による支援の必要

性」，「支援組織への自身の個人情報の提供」及び「民生委員・児童委員，消防，警察

組織への情報提供」などについて，要援護対象者の意向を確認します。要援護対象者は，

同意・丌同意いずれかの意思表示を確認し，署名のうえ，市に返送します。 

また，要援護者から支援組織に対し，訪問に際しての留意事項など事前に伝えたい連

絡事項についても調査票に記載します。 

 

３ 要援護対象者本人が返答できない場合 

身体の状況などにより要援護対象者本人が調査票に記入及び署名することが難しい場

合は，要援護者の家族などが代理で署名します。 

 

以上により，同意を得られた要援護対象者を「要援護者名簿」としてまとめます。 

 

【要援護者名簿作成の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意 

標準案による要援護対象者を抽出 

＜意向調査の項目＞ 

●個人情報の地域への提供 

●地域住民による支援の希望 など 

要援護対象者リストを作成 

協定を締結した支援組織のエリア内に居住

する要援護対象者に対し，意向調査 

支援組織に要援護者名簿を提供 

要援護者名簿の作成 

不同意 

丌同意者の情報を反映 
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４ 丌同意者への対応 

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。丌同意者を含む要援護対象者リストについては，通常

は非開示情報として扱いますが，甚大な災害時などの緊急事態には，地域組織や防災関

連機関などに市が開示するものとします。 

 

【災害発生時の情報提供についての基本的な考え方】 

 

調布市個人情報保護条例第１３条第２項４号「個人の生命，身体又は財産の安全を守るた

め，緊急かつやむを得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，地域組織

や防災関連機関などに開示するものとします。 
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第３節 支援組織への要援護者名簿の提供と管理 

 

１ 個人情報の管理 

要援護者名簿は支援組織が支援を行ううえで丌可欠ですが，市民の個人情報であるた

め，厳密な管理が求められます。地域組織に対し，市は個人情報保護に関する説明を行

ったうえで，市と地域組織において締結する「災害時要援護者の支援に関する協定書」

の中で，名簿など個人情報の取扱などについても定め，適正な管理が行われるようにし

ます。 

協定では，要援護者名簿の個人情報の漏えいを防止するため，適切に管理すること，

避難支援事業以外の目的に使用しないこと，複写しないこと，支援組織の外部に提供し

ないことなどの遵守事項を定めています。 

なお，P.20 に「災害時要援護者の支援に関する協定書（案）」を掲載しています。 

 

２ 要援護者名簿の提供と支援組織における保管 

協定の締結時，支援組織において「名簿管理責任者」を定めます。名簿管理責任者は，

原則として協定を締結する地域組織の代表者とします。代表者が変わる場合は，改めて

協定を締結することとします。 

市は，名簿管理責任者に，要援護者名簿を紙媒体で提供します。名簿管理責任者は，

施錠できる書庫などに要援護者名簿を保管します。 

地域組織の代表者以外の方が名簿管理責任者となる場合は，市と協議のうえ，「調布

市災害時要援護者避難支援事業名簿管理者届」を市に届け出ることとします。名簿管理

責任者に変更があった場合及び名簿管理責任者の住所，氏名などに変更があった場合も，

同様に届け出るものとします。 

 

３ 新しい名簿の提供と古い名簿の返還 

市は，要援護者名簿について年１回をめやすに更新します。支援組織は，新しい名簿

の提供と引き換えに，古い名簿を市に返還します。 

   

４ 要援護者名簿に登載される情報 

要援護者名簿に登載する要援護者の情報は以下のとおりです。 

● 要援護者の氏名 

● 要援護者の性別 

● 要援護者の生年月日 

● 要援護者の住所 

● 要援護者の電話番号・ファクシミリ番号 

● 要援護者の登載事由区分（要介護高齢者，肢体丌自由者，視覚障害者，聴覚障害者，

知的障害者，精神障害者などの別） 

● 要援護者の属する世帯の世帯主氏名 

● 要援護者から支援組織に申し伝えたい事項 
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第４節 支援方法の決定と個別支援計画の作成・保管 

 

１ 要援護者の支援方法，支援担当者などの決定 

支援組織の中で，要援護者名簿を基に，支援方法や支援担当者を検討し，決定してい

きます。 

調布市は，市内でも地域によって年齢構成や地形，住宅の形態（戸建・集合など），

住宅の密集度など，その特性はさまざまであり，また，地域によって住民の関わり方も

異なるため，支援方法も地域の状況に即したものにしていく必要があります。 

ここでは支援の基本パターンを示します。これらを参考に，支援開始時にそれぞれの

地域の特性や実情に応じた支援体制を支援組織において検討します。 

 

パターン①：支援担当者を決めて支援（支援担当者特定型） 

１人の要援護者に対して，支援担当者を数名決めて支援する方法です。要援護者が比

較的，散在する地域などに有効な方法です。一方で，支援担当者をある程度確保する必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要援護者が分散している場合などに有効 

支援担当者（特定） 

要援護者 

組織の代表者 

支援担当者が複数いる場

合は，組織の代表者と連

絡を取る人を決める 



13 

 

パターン②：チームで支援（チーム対応型） 

複数の要援護者の住居をひとまとまりの区分とし，それぞれの区分をチームで支援す

る方法です。集合住宅や住宅街などで，要援護者がある程度まとまっている場合などに

有効な方法です。 

集合住宅であれば棟単位，住宅地であればブロック単位などで支援チームを作り，そ

のチームを総括するチーム代表者を置きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援担当者（チーム代表者） 

支援担当者 

要援護者 

住宅街や集合住宅などで，要援護者が複数いる場合などに有効 

棟ごとに支援チ

ームづくり 

ブロック単位など

でチームづくり 

組織の代表者 

連携（情報伝達など） 
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２ 個別支援計画の内容 

個別支援計画は，要援護者の一人ひとりに対して，支援体制や避難時に必要な情報な

どを記入したカードです。以下に，個別支援計画（案）を示します。 

 

 

 

【個別支援計画（案）】 

氏名 □男   □女 生年月日 平・昭・大・明   年  月  日 

世帯主 住所 

ＴＥＬ FAX 

名簿搭載事由区分 
□要介護高齢   □肢体丌自由   □視覚障害   □聴覚障害 

□精神障害    □知的障害    □その他（          ） 

要援護者から支援組織に申

し伝えたい事項（自由記載） 
 

障害などの状況（支援のために必要な事項） 

障害の状況：  

歩行の状況：  

服薬の有無 □有 ・ □無 

支援にあたっての留意点・避難に必要な道具 

同居家族（続き柄・年齢） 住まい形態 建物 住居（寝室）階数 エレベータ 

続柄   歳 

続柄   歳 

□戸建   □集合 階建て   階  □有  □無 

特記事項  

緊急時家族など連絡先（メールアドレス含） 

氏名 住所 TEL メールアドレスなど 

    

    

支援担当者・支援担当チーム 避難場所 

        TEL: 

        TEL: 
  

作成日・検討事項等 希望する連絡方法 

年   月   日 □訪問    □電話    □ファックス 

□電子メール 

（メールアドレス：              ） 

□その他（                  ） 

年   月   日 

年   月   日 

 

要援護者や家族の方と支援担当者が 

話合いを通じて記入する部分 

市から支援代表者に提供した要援護者名簿から， 

支援担当者が記入する部分（基本情報） 
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３ 個別支援計画の作成手順 

支援担当者は，名簿管理責任者の持つ要援護者名簿の中から，支援にあたる要援護者

の氏名や住所，性別などの情報（P.11 参照）を個別支援計画の基本情報に転記します。 

支援担当者は，要援護者の氏名などの基本情報を記入した個別支援計画を持って，要

援護者宅を訪問し，要援護者本人や家族などと直接話合いのもとに，要援護者の状況を

可能な範囲で個別支援計画に記入していきます。要援護者の訪問にあたっては民生委

員・児童委員とも協力し，支援を進めます。 

 

４ 個別支援計画の保管 

支援担当者により作成した個別支援計画の原本を一度，市が回収します。市は，個別

支援計画の写しを２部作成し，要援護者本人と名簿管理責任者に対し，写しを１部ずつ

提供します。写しは，要援護者本人と名簿管理責任者が大切に保管します。個別支援計

画の原本は市が保管します。 

支援組織においては，名簿管理責任者が要援護者名簿と同様に個人情報の保護に配慮

して個別支援計画を保管します。 

なお，市が管理する個別支援計画は，甚大な災害などの緊急事態には，防災関連機関

などに開示するものとします（P.10 参照）。 

 

５ 個別支援計画の更新 

支援組織には，年１回をめどに市との情報交換を行います。市は，年１回をめやすに

要援護対象者リストを更新し，更新後の要援護対象者について，支援組織に情報提供を

行います。 

支援組織は，新たに加わった要援護者の支援や転居などによる要援護者の削除ととも

に，継続して支援する要援護者についても，作成した個別支援計画を可能な範囲で更新 

します。 

 

６ 古い個別支援計画の処分について 

個別支援計画の更新などにより古くなった個別支援計画は市が回収し，裁断破棄しま

す。 

 

７ 手上げによる要援護者の追加 

支援組織において，標準案（P.3 参照）以外の要援護者の追加が可能な場合は，該当

エリアで自発的に支援を希望する方（手上げによる要援護者）の支援について検討しま

す。支援組織において支援可能な場合は，市は手上げによる要援護者に意向調査を行い，

同意を得た場合は要援護対象者リストに追加し，更新した要援護者名簿を支援組織に提

供します。 
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第５節 災害時における支援 

 

１ 災害時の支援の開始 

災害時は，同じ震度の地震であっても地域特性や住まいの特性によって，避難が必要

となる場合と自宅などで様子をみたほうがよい場合など，状況によって対応が異なるこ

とが想定されます。 

このため，支援組織は，個別支援計画作成時に確認した要援護者の状況や市からの情

報を踏まえて，要援護者の安否確認や情報提供を開始することとします。 

市では，調布市地域防災計画において，非常配備体制の基準，避難勧告・避難指示な

どの基準を設けています（P.23，24 参照）。 

 

２ 災害時の情報提供 

市は，災害発生時には緊急情報や避難情報などの提供を行うとともに，その周知に努

めます。 

市内各所に設置された無線塔による防災行政無線，調布エフエム放送（83.8MHz），

防災フリーダイヤル（0800-8000-903），調布市市民防災情報メール，市ホームペ

ージや防災関連機関の広報車などを通じて，各種情報を発信します。 

 

３ 要援護者への支援活動 

支援組織は，自身及び家族の安全を確保したうえで，要援護者に対し，電話やファッ

クス，電子メール，直接訪問などにより災害情報の伝達及び安否確認などを行います。

災害の状況により，個別支援計画の内容に基づいて，近隣住民などとの協力により要援

護者の避難支援を可能な範囲において行います。 

 

４ 安否情報の伝達 

確認できた要援護者の安否情報について，市や防災関連機関への伝達方法は，各支援

組織の状況や地域特性などを踏まえ，協定締結時に支援組織と市において協議します。 

 

５ 避難場所 

要援護者の避難場所については，協定締結時に支援組織と市で協議し，個別支援計画

作成時に支援担当者と要援護者が確認します。 

 

① 震災の場合 

震災の場合の避難場所は，「避難所」と，「一時避難場所」「広域避難場所」が指定

されています。 

 

● 避難所 

地震などによる家屋の倒壊，焼失などで被害を受けた人または現に被害を受ける恐

れのある人を一時的に受け入れ，保護するために開設する市立小中学校・都立高校を
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いいます。市内で３２か所指定されています。 

 

● 一時避難所 

避難所へ避難する前に，近隣の避難者が一時的に集合して安否確認などを行ったり，

避難者が避難のために一時的に集団を形成する場所です。集合した人々の安全が確保

されるスペースを有する公園，農地，空地などをいいます。 

 

● 広域避難場所 

大地震時に発生する延焼火災やその他の危険から避難者の生命を保護するために

必要な面積を有する大規模公園，緑地などのオープンスペースをいいます。市内で

１０か所指定されています。 

防災に関する情報や市内避難場所の地図などについては，「調布市防災マップ」に

て示しています。 

 

② 風水害の場合 

風水害の場合は，市内を流れる河川の浸水想定地域以外の学校施設及び公共施設２１

か所を避難所として指定しています。風水害の場合，地震による避難所とは異なる場所

への避難が必要な場合があります。 

なお，洪水については，「調布市洪水ハザードマップ」において，多摩川浸水想定区

域や野川・仙川・入間川浸水予想区域をはじめ，浸水の可能性がある地域について浸水

状況のめやすを示しています。 
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第６節 要援護者支援のための避難訓練の実施 

 

１ 避難訓練を通じた支援体制の強化 

支援体制の整備が進んだ段階で，要援護者の支援を想定した情報伝達や安否確認，避

難場所への誘導などを避難訓練により行います。 

特に，災害時に有効な支援を行うためには，災害を想定したうえで実際の動き方をシ

ミュレーションすることや，問題点・課題などを抽出し，対策を講じておくことが重要

です。また，訓練前に行う事前の準備（打ち合わせなど）も，支援内容を検証するうえ

で役立ちます。あわせて，避難訓練を通じて，支援担当者と要援護者が交流し，理解を

深めることなども支援体制の強化につながります。 

市も地域の訓練に積極的に参加することで，支援組織と市の役割分担を確認したり，

情報伝達の方法などの問題点・課題を洗い出し，避難支援体制の改善につなげていきま

す。 

 

２ 有効性を検証できる訓練の実施 

個別支援計画などを活用しながら有効性を検証できる訓練として，以下のものを行い

ます。また，訓練を通して得られた結果や支援組織内の意見などから，これら以外の方

法についても検討します。 

 

① 要援護者本人や家族と支援担当者が参加する訓練 

要援護者本人や家族と支援担当者が訓練に参加することで，お互いの顔を知ること

ができ，意思疎通や課題などが明確になります。 

 

② 実際に自宅から避難所まで避難する訓練 

実際に自宅から避難所まで避難することで見えてくる問題点などを確認することが

できます。また，必要に応じて避難経路を変更したり，災害の状況に応じて複数の経

路を検討しておくことなどができます。 

 

③ 予定している避難支援方法を実践する訓練 

避難支援を想定している方法（車いすや歩行補助での実施）で実践することで，要

援護者の状況を支援担当者が理解しながら問題点を確認できます。 
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第３章 計画の進行と検証 

 

１ 計画の進行 

この計画は，地域における要援護者支援のための基本的な方針と，個人情報保護のル

ールを示しています。各支援組織と市で，地域特性や組織の体制を踏まえ，この計画を

基にした具体的な支援体制について協議していきます。 

市は，計画に基づきながら要援護者支援の取組を広げていくために，さまざまな媒体

を通じて，事業を広く市民に周知するとともに，支援を検討する地域組織に対して，地

域の状況に応じた説明会の実施や相談・助言等を行うなど積極的に支援していきます。 

また，「支援の具体的な方法」，「留意すべき点」や「準備すべき事項」などをわか

りやすくまとめたマニュアル（手引き）を作成し，地域組織や高齢者，障害者団体など

関係者・関係機関に配布します。 

さらに，支援組織間の情報交換の場を設けることや，支援を検討している地域組織と

既に支援に取り組んでいる組織の橋渡しをするなど，さまざまな取組を通じて，支援の

輪を市内に広げていきます。 

 

２ 計画の検証と見直し 

計画の進行とともに，支援組織と要援護者の交流や，避難訓練等の平常時の活動をと

おして得られた課題や意見を定期的に検証し，必要に応じて計画の見直しを行います。 
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資料 

 

【災害時要援護者の支援に関する協定書（案）】 

 

 

災害時要援護者の支援に関する協定書（案） 

 

調布市（以下「甲」という。）と〔協定を結ぶ組織名〕（以下「乙」という。）とは，災害時に援護を要する者

の支援に関し必要な事項を定めるため，次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は，甲と乙との協働により，災害時に援護を要する者（以下「要援護者」という。）への支援

活動を行うために必要な事項を定めることを目的とする。 

（名簿の作成及び提供） 

第２条 甲は，要援護者の名簿（以下「名簿」という。）を作成し，乙にこれを提供するとともに必要な支援を

行う。 

２ 名簿に登載する者は，次のいずれかに該当するもの（施設入所者などを除く。）で，かつ，乙が行う次条に

掲げる活動の対象者となること及び名簿への登載と当該名簿の乙への提供に同意したものとする。ただし，乙

が担当する区域に居住の実態を有する者に限る。 

（１）要介護度３，４又は５の認定を受けた介護保険被保険者  

（２）身体障害者手帳の交付を受けている者で，以下ア,イ又はウのいずれかに該当する者 

ア 肢体不自由１，２又は３級の者 

イ 視覚１，２又は３級の者 

ウ 聴覚１，２又は３級の者 

（３）精神障害者保健福祉手帳１又は２級の交付を受けている者 

（４）愛の手帳の交付を受けている者  

３ 名簿に登載する情報は，次のとおりとする。  

（１）要援護者の氏名  

（２）要援護者の性別  

（３）要援護者の生年月日  

（４）要援護者の住所  

（５）要援護者の電話番号・ファクシミリ番号  

（６）要援護者の登載事由区分（要介護高齢者・肢体不自由者・視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・精神障

害者などの別）  

（７）要援護者の属する世帯の世帯主氏名  

（８）要援護者より乙に申し伝えたい事項 

（要援護者の避難支援） 

第３条 乙は，名簿を利用し，名簿に登載された要援護者に対し，別表第１に例示する個別支援計画を作成し，

避難支援活動を実施可能な範囲において行う。ただし，災害時においては，避難支援を行う者が自己及びその

家族の安全を確保したうえで行うものとする。 

 

1/3 ページ 

1／3 ページ 
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２ 前項に規定する避難支援活動を行うにあたっては，必要に応じ，民生委員・児童委員との連携を図るよう努

めるものとする。 

（名簿の管理など）  

第４条 乙は，甲から提供された名簿を管理・使用するにあたっては，次の事項を遵守しなければならない。 

（１）名簿の紛失，破損，改ざんその他の事故を防ぐため，施錠のある保管場所を定め，適切に管理すること。 

（２）個人情報の漏えいを防止すること。 

（３）名簿に登載されている個人情報を要援護者の避難支援事業以外の目的に使用しないこと。 

（４）名簿を複写しないこと。  

（５）名簿を保管・管理する者として名簿管理責任者を定め，その者の関与のもとに乙の内部において名簿を使

用すること。 

（６）名簿管理責任者は，原則として協定を結ぶ団体の代表者とする。団体の代表者が変わる場合は，改めて協

定を締結すること。また，団体代表者以外の者が名簿管理責任者となる場合は，市と協議のうえ，別紙第

２に定める調布市災害時要援護者避難支援事業名簿管理者届により市に届け出ること。（名簿管理責任者

に変更があった場合及び名簿管理責任者の住所，氏名などに変更があった場合も同様とする。）。 

（７）名簿の情報を乙の外部へ提供しないこと。 

（名簿登載者の削除） 

第５条 名簿に登載されている者が，その登載を辞退した場合においては，甲は速やかに乙にその旨を連絡しな

ければならない。 

２ 前項の場合においては，乙は速やかに，名簿からその者の情報を削除しなければならない。 

（名簿の返還） 

第６条 乙は，名簿の更新時，その他甲から名簿の返還を求められた場合は，速やかに名簿を甲に返還しなけれ

ばならない。 

（個別支援計画の管理など）  

第７条 乙と要援護者などによって作成された個別支援計画は，次のように扱う。 

（１）乙は，作成した個別支援計画を甲に提供し，甲はこの原本を保管する。 

（２）甲は，乙から提供された個別支援計画を２部複写し，１部を乙に，１部を要援護者に提供する。 

（３）乙は，甲から提供された個別支援計画（複写）を，第４条で定める名簿の管理などと同様に取り扱う。 

（個別支援計画の更新）  

第８条 要援護者の状況・環境に変化が生じたときは，乙は，要援護者などとの話し合いのもとに個別支援計画

を更新する。更新した個別支援計画は，前条と同様の扱いとする。また，個別支援計画を更新した場合は，古

くなった個別支援計画を，市が回収し裁断破棄する。 

（事故発生時における報告） 

第９条  乙は，名簿などの紛失，盗難その他の事故が生じ，又は生じるおそれのあるときは，速やかに甲に報

告し，甲の指示に従うものとする。 

（定めのない事項などの処理）  

第10条 この協定書に定めのない事項又はこの協定書に関して疑義が生じたときは，甲乙協議の上，決定するも

のとする。 

2/3 ページ 
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この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ，各自１通を保有する。 

年  月  日  

東京都調布市小島町２－３５－１ 

甲   調布市  

代表者 調布市長 長 友 貴 樹 ㊞  

 

調布市○○ ○丁目○○番○○号  

乙   〔団体名〕 

代表者            ㊞   

 

 

 

 

【調布市災害時要援護者避難支援事業名簿管理責任者届（案）】 

 

調布市災害時要援護者避難支援事業名簿管理責任者届（案） 

 

年 月 日  

 

調布市長 あて  

 

団体名                 

代表者氏名             ㊞ 

代表者住所               

 

調布市災害時要援護者避難支援事業における，当団体の名簿管理責任者を次のとお

り定めました（変更がありました）ので，届け出ます。 

 

氏名                  

住所                  

役職など                 

 

3/3 ページ 
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【震災時の非常配備体制】 

 

●第２非常配備体制の基準 （市職員の半数程度を配備） 

① 調布市において，震度５強の地震が発生した場合 

② 市内に災害が発生した場合 

③ その他の状況により，調布市災害対策本部長（市長）が必要と認めた場合 

 

●第３非常配備体制の基準 （市職員の全員を配備） 

① 調布市において，震度６弱以上の地震が発生した場合 

② 大規模な災害が発生した場合 

③ その他の状況により，本部長が必要と認めた場合 

 

※調布市地域防災計画から抜粋（平成２０年３月） 

 

 

【水防非常配備体制】 

 

●水防第１非常配備体制の基準 

① 市内に局地的に水害が発生した場合 

② その他の状況により水防本部長が必要と認めたとき 

 

●水防第２非常配備体制の基準 

① 数地域について水害が発生するおそれがある場合又は発生した場合 

② その他の状況により水防本部長が必要と認めたとき 

③ 多摩川がはん濫注意水位に達したとき 

 

※調布市地域防災計画から抜粋（平成２０年３月） 
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【避難勧告などの一覧】 

 発令時の状況 住民に求める行動 

避難準備 

(要援護者避難情報) 

災害時要援護者などの避難行動

に時間を要する者が避難行動を開

始しなければならない段階であ

り，人的被害の発生する可能性が

高まった状況 

災害時要援護者などの避難行

動に時間を要する者は計画され

た避難場所への避難行動を開始

(避難支援担当者は支援行動を開

始) 

上記以外の者は，家族などと

の連絡，非常用持出品の用意な

ど，避難準備を開始 

避難勧告 通常の避難行動ができる者が避

難行動を開始しなければならない

段階であり，人的被害の発生する

可能性が明らかに高まった状況 

通 常 の 避 難 行 動 が で き る 者

は，計画された避難場所などへ

の避難行動を開始 

避難指示 前兆現象の発生や現在の切迫し

た状況から，人的被害の発生する

危険性が非常に高いと判断された

状況，堤防の隣接地など，地域の

特性などから人的被害の発生する

危険性が高いと判断された状況 

人的被害の発生した状況 

避難勧告などの発令後で避難

中の住民は，確実な避難行動を

ただちに完了 

未だ避難していない対象住民

は，ただちに避難行動に移ると

ともに，そのいとまがない場合

は生命を守る最低限の行動 

※ 自然現象のため不測の事態なども想定されることから，避難行動は計画された避難場所などに避難

することが必ずしも適切ではなく，事態の切迫した状況などに応じて，自宅や隣接建物の２階などに

避難することもある。 

 

※ 調布市地域防災計画から抜粋（平成２０年３月） 
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