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Ⅰ はじめに

１．本手引きの作成目的

近年の大規模震災や風水害においては、死者の過半数が高齢者や障害者等を

はじめとする災害時要援護者となっており、これらの人々の避難や避難後の生

活に対する支援は重要な課題となっています。

本県では、新潟県中越地震等の災害を通して把握した課題も踏まえ、平成１

９年３月に「奈良県災害時要援護者支援ガイドライン(第２版)」を策定し、市

町村における災害時要援護者支援の取組促進を図ってきたところです。しかし、

平成２４年４月１日現在で、要援護者の避難支援の前提となる「要援護者名簿」

を策定済みは１６市町村、要援護者一人ひとりについての具体の避難支援プラ

ンである「個別支援計画」の策定は２町に留まっています。更に平成２４年９

月末現在で、１カ所以上福祉避難所を指定しているのは１３市町村となってお

り、いずれも全国平均に比して大きく遅れている状況です。

平成２３年には、東日本大震災や本県においても大きな被害があった紀伊半

島大水害が発生し、高齢者等の災害時要援護者の安否確認や避難支援にあたっ

て、個人情報の取り扱いのあり方が課題となったほか、避難支援者の確保をは

じめとする避難支援体制の確立の必要性が改めて浮き彫りになりました。

県としては、これらの課題に対応するため、平成２４年度には「災害に強い

地域の絆づくり事業」として、地域で要援護者支援活動の中心となる民生委員

向けの「個人情報取扱ガイドライン」を作成し、それに基づく研修を行いまし

た。また、災害時要援護者支援についての県民の理解を深め、協力者を増やし

ていくため、啓発用ホームページやパンフレットを作成しました。

折しも国においても、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害対策基本法の改正

が行われ、市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられるなど、制度

の見直しが行われています。また本県でも地域防災計画の見直しが進められ、

「災害による死者をなくす・人命を守る」ことを最大の目標に、できる限り被

害の減少を図ることとしています。その中で災害時要援護者の避難支援や福祉

避難所の確保は重点項目として取り上げられており、その対応が求められてい

るところです。

そこで今回、「奈良県災害時要援護者支援ガイドライン(第２版)」を見直し、

災害の時系列に則し、災害時要援護者支援の第一歩である「平常時の備え」「避

難行動時の対応」」「発災後数日間の対応」に焦点をあてて、出来るだけ事例も

盛り込みながら、わかりやすい「手引き」として使っていただくことを目的に

この冊子を作成いたしました。市町村において、災害時要援護者対策を進めて

いくうえの一助となれば幸いです。

奈良県災害時要援護者支援検討委員会 委員長 木村 玲欧
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２．災害時要援護者とは

（１）支援の対象者

災害時には「自助・共助・公助」と言われます。まずは、自らの命は自らが

守ることが基本ですが、寝たきりの方とか、移動に介助が必要な方など避難に

支援が必要な方々がおられます。一方、大きな災害が発生した場合、交通網の

寸断や多数の負傷者の発生などにより、公的機関が直ぐに救助に行けないこと

が想定されます。このような場合、自力で安全な場所への避難が困難な人は、

避難が遅れ孤立してしまう恐れがあります。そこで、地域で支え合う「共助」

による避難支援が必要になってきます。

平成１８年に作成された国の「災害時要援護者避難支援ガイドライン」では、

災害時要援護者は「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

ために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要す

る人々」となっており、平成２５年に出された国の「災害時要援護者の避難支

援に関する検討会報告書」においては、災害時要援護者は「在宅や地域で生活

をしていた高齢者や障害者等のうち、避難行動や避難生活のために支援を必要

とする者」と整理されています。

また、今般災害対策基本法が改正され、災害時避難行動要支援者は、「災害

が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な

者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの」

（第４９条の１０第１項）と定義されました。

これらの内容を参考に、各市町村において支援の対象となる災害時要援護者

の範囲の整理が必要ですが、具体的には下記のような方々が想定されます。

ア 介護、支援が必要な高齢者

イ 知的障害のある人

ウ 身体障害(肢体、視覚、聴覚、内部)のある人

エ 妊産婦

オ 乳幼児

カ 日本語理解が充分でない外国人

なお、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」において、

「避難行動要支援者」については、一例として次のような例示がされています。

生活の基盤が自宅にある方のうち、以下の要件に該当する方

①要介護認定３～５を受けている者

②身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障害



- 3 -

者（心臓、じん臓機能障害のみで該当するものは除く）

③療育手帳Ａを所持する知的障害者

④精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者

⑤市の生活支援を受けている難病患者

⑥上記以外で自治会が支援の必要を認めた者

なお、この区分はあくまでも目安であり、支援の必要性が高いか低いかとい

う観点から個別に判断し、対象者の重点化、優先化を図ることが重要です。

また、東日本大震災の教訓を踏まえ、要援護者の概念が、今までの「発災前

から要援護状態や障害等の理由により、発災時の避難行動に支援が必要な者」

だけでなく、「避

難途中障害等を

負い、避難支援

が必要になった

者」や「避難後

に避難所等での

生活に支援が必

要となった者」

も含めた整理と

なっています。

(右図参照)

(出典：内閣府「災害時要援護者の避難支援に関する検討会報告書」)
このように発災後、災害による負傷や長期にわたる避難生活などによって健

康を害した人や、病人、旅行者、あるいは例えば避難時に眼鏡等を失ったこと

によってハンディキャップが生じた人なども災害時要援護者となりえます。し

かしながら、このような人々は災害発生後に顕在化することになり、事前に対

策を講じうる部分は少ないと思料されます。

そこで、本手引きでは、平常時にあらかじめ災害時要援護者としての対応を

考えておくべき住民を対象として記述していきます。災害発生後には、改めて

支援が必要な住民がどれほどいるのかを網羅的に調査のうえ、対応が必要な方

については、本指針に準拠して支援していくことが必要と考えます。
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｢災害時要援護者｣と｢避難行動要支援者｣等との関係今般の災害対策基本法改正では、「災害時要援護者」という言葉は使わず「要配慮者」という言葉を用いた。理由としては、これまでの、災害時要援護者を「とにかく避難場所にまで避難させればよい」という硬直したイメージから、上述のとおり避難後に避難所等で新たに生活の支援が必要となる人なども含めた幅広い概念に捉え直す意図があるとされている。但し、国では「要配慮者」と「災害時要援護者」は同義としており、今までの「災害時要援護者」という表現が一般的に馴染みがあれば、それを使用しても可としているため、本手引きでは従前の「災害時要援護者」で記載する。なお、「避難行動要支援者」は名簿作成が義務づけられたため、下図のように災害時要援護者より限定的に整理される。今回、名簿作成が義務づけられた「避難行動要支援者」だけでなく、災害の時系列に則して、支援が必要になる要援護者はそれ以外にもおられる可能性があることに留意して対応にあたることが必要である。

（図は兵庫県災害時要援護者支援指針より引用）｢災害｣の例災害対策基本法では、「災害」を「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害」と定義しており（第
2 条第 1 号）、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故などの自然災害以外の原因による災害も含まれる。なお、近年、局地的豪雨や特別警報が発令されるような大雨のほか、竜巻被害も発生している。また、自然災害では、上記の気象・地質現象以外にも、新型インフルエンザといった生物由来の感染症などもあり、幅広い災害対応が求められている。

(２)災害時要援護者の特徴

災害時要援護者は、適切な防災行動をとりにくい個々の特徴があり、その状

況を十分認識し、それに応じた対応をとることが必要となります。
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災害時要援護者の特徴的なニーズ区 分 特徴的なニーズひとり暮ら ・同居者がいないため、緊急事態等の情報が伝わるのが遅れる場合がある。高 し高齢者 ・早めに情報伝達し、避難支援することが必要ねたきり ・自分の状況を伝えることが困難であり、被害を受けていないか、支援の必要齢 高齢者 がないかを支援者側から確認することが必要・自力で行動できないため、避難時は車イス等の補助器具が必要者 認知症 ・自分の状況を伝えることが困難であり、被害を受けていないか、支援の必要高齢者 がないかを支援者側から確認することが必要・自分で判断し、行動することが困難であるため、避難支援等の援助が必要視覚障害者 ・視覚による情報入手が困難。緊迫した音声によって情報を伝え、状況説明を身 正確に行うことが必要体 ・日常生活圏内でも避難が困難な場合があるため、避難支援等の援助が必要障 聴覚障害者 ・音声による避難・誘導の指示が認識できないため、文字、絵図、手話等を活害 用した情報伝達及び状況説明が必要者 音声言語機 ・自分の状況等を伝える際の音声による会話が困難であるため、筆談・手話等能障害者 によりニーズを聞き取ることが必要肢体不自由 ・自力歩行や素早い避難が困難な場合が多いため、車イス等の補助器具が必要者内部障害者 ・外見からは障害があることがわからず、自力歩行できる方も多いが、定期的難病患者等 な治療や特定の医療機材、医薬品が必要となるため、医療機関等による支援が必要・障害の状況によっては自力歩行や素早い避難行動が困難で、車イス等の補助器具が必要となる場合がある。・人工呼吸器装着者などは電源の確保や医療機関の支援が必要・人工透析患者は３～４日以内の透析が必要なため、医療機関の支援が必要知的障害者 ・緊急事態等の認識が不十分な場合や環境の変化による精神的な動揺が見られる場合があるため、気持ちを落ち着かせながら、安全な場所への誘導が必要・コミュニケーションボードなどを活用し、絵図、文字などを組み合わせて理解しやすい方法で情報を伝える精神障害者 ・災害発生時には、精神的動揺が激しくなる場合があるため、気持ちを落ち着かせることが必要・服薬を継続することが必要であるため、自ら薬の種類を把握しておくとともに、医療機関による支援が必要乳幼児・児童 ・緊急事態の理解が十分ではなく、自力での避難や、避難そのものが困難な場合があるため、適切な誘導が必要妊産婦 ・避難後の母体の保護及び緊急時の産科医療機関との連携が必要・素早い避難が困難な場合が考えられる日本語に不慣れ ・日本語での情報が十分理解できないため、多言語や絵図による情報提供が必な外国人 要・文化や慣習の違いから誤解や摩擦が生じる場合があるため、十分な配慮が必要 （兵庫県災害時要援護者支援指針より引用）
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３．災害時要援護者支援の基本的な考え方

災害時には何が起こるかわかりません。支援が遅れることも想定されます。

したがって、避難行動要支援者であっても、万一の際に、どこに、誰とどうや

って避難するか、何を持って逃げるかなどを決めた「マイ避難プラン」を作成

しておくなどの「自助」の取り組みが求められます。そのうえで、自助では対

応しきれない部分を、下表にあるように様々な主体が連携・協力して支援して

いく体制整備を進めていくことが市町村の責務となっています。災害時要援護者支援に係る各主体の主な役割平常時 避難行動時 避難後災害時要援 ○災害に備えた事前の話し合い ○入手しにくい薬剤・器材を持 ○避難所管理者護者本人・ ○自らの避難計画(マイ避難プラン)の作成 ち出す 等にニーズを的家族 ○命を守るための個人情報の利用（自治会等 ○かかりつけ医・利用している 確に伝える。への提供） 介護サービス等の情報を携帯○行事に参加するなど地域との関係の維持 ○自主防災組織や避難支援○当事者団体や支援者ｸﾞﾙｰﾌﾟとの関係構築 者に自ら連絡をとって避難○薬剤・器材の備蓄○避難訓練への参加自治会・自 ○避難支援組織の設置 ○避難準備情報や避難勧告 ○避難所運営へ主防災組織 ○本人・家族との協議の取り付け 等の情報伝達 の参画等 ○避難行動要支援者名簿の管理 ○避難行動要支援者の避難 ○災害時要援護○個別支援計画の作成（避難行動要支援者 支援 者を発見した場一人ひとりに避難支援者を選任） ○避難行動要支援者らの安否 合は避難所の管○防災マップ等の作成 確認 理者に通報○避難訓練の実施 ○避難所における災害時要援護者への配慮民生委員・ ○災害時要援護者の状態を把握 ○情報伝達・避難支援を実施 ○災害時要援護児童委員 ○災害時要援護者の生活に関する相談に応 者の状態を把握じ、助言その他の援助を実施○福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助○社会福祉事業者との連携・活動支援消防団（員） ○消火訓練・応急手当訓練の実施 ○水防活動 －水防団（員） ○広報及び啓蒙による災害予防 ○被災者の救助
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平常時 避難行動時 避難後社会福祉協 ○小地域福祉活動、地域の見守り活動の支 ○民生委員・児童委員等によ ○在宅被災者ニ議会 援、防災マップ等の作成 る情報伝達・避難支援に対す ーズ調査○ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営 る支援 ○災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ○地域福祉推進計画の策定・地域福祉の推 ○社会福祉事業者との連携・ の受入れ、ｺｰﾃﾞ進 活動支援 ｨﾈｰﾄ（災害ＶＣ）○民生・児童委員との連携、要援護者への生 ○被災福祉施設活支援・権利擁護 への支援○生活資金貸付在宅介護事 ○災害時の支援について市町村と協定締結 ○サービス利用者の安否確認 ○介護・看護サ業者 ○避難支援 ービスの継続訪問介護事 ○避難所での介業者 護・看護サービス提供の実施福祉施設 ○施設の耐震化等事業継続に備えた対策の ○入居者の安全確保 ○福祉避難所の実施 ○必要に応じて他施設等へ 運営に協力○避難マニュアルの作成、避難訓練の実施 入居者を転送 ○緊急入所に対○定員外受入可能人数の確認 ○福祉避難所開設に協力 応（定員外受入○福祉避難所として市町村と協定締結 等）○食料・物資の備蓄、非常用発電機等の整備市町村行政 ○要援護者の支援に関する事項が盛り込ま ○避難勧告等の発令 ○ローラー作戦れた市町村地域福祉計画の策定 ○安否情報の集約 の実施○災害時要援護者支援班の設置 ○施設の被害状況の確認 ○被災者ﾄﾘｱｰ○情報伝達体制の整備 ○避難所の開設 ｼﾞの実施○避難所・福祉避難所の指定（施設管理者等 ○食料・物資の提供 ○必要に応じてとの協定締結） ○関係機関による連絡会議 専門家チームを○避難所となる施設の環境整備 の開催 投入○食料・物資の備蓄 ○介護ｻｰﾋﾞｽの○避難行動要支援者名簿の作成 提供調整○県等に応援要請県 ○市町村研修会の開催 － ○食料、物資、○防災リーダーの育成 人材支援○自主防災組織の活動支援 ○県内市町村、近隣府県、国への支援調整（「兵庫県災害時要援護者支援指針」を参考に当県で作成）
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４．災害時要援護者対策の時系列活動の概要

災害発生後は、避難行動要支援者名簿登載者に加えて新たな要援護者も探索

してニーズに対応した支援を提供していきます。

(「兵庫県災害時要援護者支援指針」を参考に当県で作成)※上図は、災害時要援護者支援の一つの例であり、全てがこれにあてはまるわけではない。例えば福祉避難所が当初から開設されない場合は、５５ページの亘理町のような形も想定される。
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Ⅱ 平常時の備え

１．災害時要援護者避難支援プランの策定

災害時要援護者の避難支援にあたっては、次のステップの取り組みを行い、

災害時に備え準備をしておくことが必要です。また、個別支援計画の策定に併

せ、地域で要援護者も参加した防災訓練を行うことも有効です。＜全体計画・避難行動要支援者名簿・個別支援計画作成の流れ＞１ 全体計画・地域防災計画の策定 P10~11 参照避難行動要支援者に係る全体的な考え方を整理し、地域防災計画に重要事項を定めるとともに、細目的な部分も含め、地域防災計画のの下位計画として全体計画を定める。
２－１要援護者（要配慮者）の把握 P11~17 参照関係部局等が把握している要介護高齢者や障害者等の情報を把握する。
２－２避難行動要支援者名簿の作成、更新と情報の共有 P2 ､ 13~14 ､ 18 参照要介護状態区分、障害支援区分、家族の状況等を考慮し、避難行動要支援者の要件を設定し名簿を作成する。避難支援に必要となる情報を適宜更新し共有する。
２－３ 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 P18~19 参照平常時から名簿を提供することに同意を得られた避難行動要支援者について、消防、警察、民生委員、自主防災組織等の避難支援等関係者に名簿を提供する
３ 個別支援計画の作成 P20~23 参照地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、市町村や自治会長、民生委員等が中心となって、避難行動要支援者と打ち合わせ、具体的な避難方法等について個別支援計画を作成する。
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２．全体計画の策定

災害時要援護者対策に取り組むにあたっては、災害時要援護者対策に係る全

体的な考え方を盛り込んだ「避難支援プラン(全体計画)」を策定し、災害時要

援護者の範囲や、自助・共助・公助の役割分担、支援体制といった方針を明確

化しておく必要があります。

今般の災害対策基本法改正において、避難行動要支援者名簿の作成等が規定

されましたが、これを制度として運用していくにあたり、市町村においては、

まず、当該地域における災害特性等を踏まえつつ、避難行動要支援者の避難支

援についての全体的な考え方を整理し、地域防災計画に重要事項を定めること

になりました。

具体的には、国の「避難支援プラン全体計画のモデル計画(平成２０年２月)」

などが参考になりますが、市町村内で取り組みが進んでいる地域の事例や意見

を組み入れるなど、地域の実情に即した計画になるような工夫が必要です。県

内では、約７割の市町村が既にこの全体計画を作成済みとされていますが、未

作成の市町村におかれては、他の市町村の例も参考にされ、早急に作成される

ようにしてください。また、国の指針（「避難行動要支援者の避難行動支援に

関する取組指針」（平成２５年８月 内閣府））では、地域防災計画の下位計画

として、従来の全体計画を位置付け、策定することが適当としていますので、

全体計画を既に策定済みの市町村におかれても福祉部局と防災部局が連携して

対応されるようお願いします。参考 全体計画に盛り込む事項地域防災計画において定める必須事項・避難支援等関係者となる者（改正災対法§49の11② 後述「第１ ２ 全体計画・地域防災計画の策定に当たっての留意事項」（P14）参照）・避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲（改正災対法§49の10① 後述「第２ ２ 避難行動要支援者名簿の作成」（P16）参照）・名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法（改正災対法§49の10① 後述「第２ １ 要配慮者の把握」（P15）参照）・名簿の更新に関する事項（改正災対法§49の10① 後述「第２ ３ 避難行動要支援者名簿の更新と情報の共有」（P19）参照）・名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために市町村が求める措置及び市町村が講ずる措置（改正災対法§49の12 後述「第２ ２ 避難行動要支援者名簿の作成」（P16）及び
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「第２ ４ 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供」（P20）参照）・要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮（改正災対法§56 後述「第３ １ 避難のための情報伝達」（P25）参照）・避難支援等関係者の安全確保（改正災対法§50② 後述「第３ ２ 避難行動要支援者の避難支援」（P27）参照）・名簿作成に関する関係部署の役割分担・避難支援等関係者への依頼事項（情報伝達、避難行動支援等の役割分担）・支援体制の確保（避難行動要支援者1人に対して何人の支援者を配するか、避難行動要支援者と避難支援等関係者の組合せ）・具体的な支援方法についての避難行動要支援者との打合せを行うに当たって、調整等を行う者（以下、「コーディネーター」という。）・あらかじめ避難支援等関係者に名簿情報を提供することに不同意であった者に対する支援体制・発災時又は発災のおそれがある時に避難支援に協力を依頼する企業団体等との協定締結・避難行動要支援者の避難場所・避難場所までの避難路の整備・避難場所での避難行動要支援者の引継ぎ方法と見守り体制・避難場所からの避難先及び当該避難先への運送方法 他「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」より引用参考 大和郡山市災害時要援護者避難支援計画（全体計画）香芝市災害時要援護者避難支援計画（全体計画）※ その他の市町村でも全体計画が策定されています。
３．災害時要援護者の所在の把握

災害発生後、その所在及び安否を確認し、適切な支援を迅速に行っていくた

めには、日頃から、高齢者・障害者等の所在その他の状況を把握しておくこと

が必要です。平成２５年６月に災害対策基本法が改正され、市町村における避

難行動要支援者名簿の作成が義務化されました。

また、今までも市町村の個人情報保護条例の運用で可能とされていましたが、

この改正に併せ、要援護者の個人情報を市町村内部で目的外利用できることや

本人同意の下で、自主防災組織や自治会長、民生委員等に外部提供できること

も改めて確認されました。

したがって、名簿未策定市町村においては、早急な名簿作成が求められます。
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参考 災害対策基本法(抜粋)第４９条の１０（避難行動要支援者名簿の作成）市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの（以下「避難行動要支援者」という。）の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置（以下「避難支援等」という。）を実施するための基礎とする名簿（以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。）を作成しておかなければならない。２ 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。一 氏名二 生年月日三 性別四 住所又は居所五 電話番号その他の連絡先六 避難支援等を必要とする事由七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項３ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。４ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。第４９条の１１（名簿情報の利用及び提供）市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報（以下「名簿情報」という。）を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。２ 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者（次項において「避難支援等関係者」という。）に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同じ。）の同意が得られない場合は、この限りでない。３ 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ること
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を要しない。
(１)名簿に記載する情報

これまで、名簿に記載する項目には特に定めがありませんでしたが、今回避

難行動要支援者名簿作成が義務化されるにあたり、名簿に記載しなければなら

ない項目が規定されました（第４９条の１０第２項）。したがって、現行の災害
時要援護者名簿において不足している場合は補充収集する必要があります。逆

に、現行の災害時要援護者名簿の内容が改正災害対策基本法に基づき作成

される避難行動要支援者名簿の内容に実質的に相当している場合には、

当該名簿を法第 49 条の 10に基づくものとして地域防災計画に位置づけ

れば、改めて避難行動要支援者名簿を作成する必要はありません。

なお、名簿様式に特に定めはありませんが、例としては次のようなものがあ

げられます。

「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」より引用
(２)情報の把握方法

これまで、災害時要援護者の個人情報の主な把握手法は次の３つの方法があ

るとされてきました。

関係機関共有方式

個人情報保護条例において、事務に必要な限度で、かつ相当な理由がある

と認められるときに保有個人情報の目的外利用・提供が出来る旨の規定が整

備されていれば、これを活用して、災害時要援護者本人の同意を得ずに、平

常時から関係機関等の間で行政の福祉関係部局等が保有する情報を共有する

方式
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同意方式

災害時要援護者本人に直接働きかけ、必要な情報を収集する方式

手上げ方式

災害時要援護者登録制度について、広報・周知した後、自ら名簿等への登

録を希望した方の情報を収集する方式

しかし、上述したとおり、災害対策基本法の改正により、法により関係機関

の情報共有が認められることとなりましたので、市町村の個人情報保護条例の

如何に関わらず、防災部門や福祉部門など市町村内のそれぞれの機関で保有し

ている要援護者に係る情報を共有し、名簿作成を行うことが可能になりました。

例えば、行政内部で保有する要援護者に係る情報として次のようなものが名簿

作成に活用できると考えられます。行政内部で把握している情報の例◆高齢者介護認定台帳、住民基本台帳、在宅福祉サービス利用者名簿、一人暮らし高齢者名簿◆身体障害者身体障害者手帳交付台帳、補装具・日常生活用具利用者名簿、ガイドヘルパー派遣者リスト◆知的障害者療育手帳交付台帳、◆精神障害者精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療費の申請受理簿◆難病患者特定疾患治療研究事業の医療費助成認定簿◆妊産婦、乳幼児母子手帳、住民基本台帳
(３)関係機関からの情報の取得

例えば難病患者に係る情報等、市町村で把握していない情報の取得が避難行

動要支援者名簿の作成のため必要があると認められるときは、関係都道府県知

事その他の者に対して、情報提供を求めることができるという規定が今回盛り

込まれました（第４９条の１０第３項）。この規定では、必ずしも提供機関の

応諾義務はありませんが、県の場合は奈良県個人情報保護条例第６条において、

「法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき」は個人情報の提供ができ

るとされていますので、情報提供の依頼に際しては、法令に基づく依頼である

ことを書面をもって明確にして行ってください。
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(４)情報把握にあたっての留意事項

①情報収集しやすい地域づくり

上記のように、行政内部には多くの情報がありますが、人の暮らしは変化が

つきものですし、場合によっては福祉行政サービスを受けていない要援護者が

いるかもしれません。したがって、より的確に要援護者名簿を作成するために

は、民生児童委員や自治会役員など地域の方々の協力を得て一軒一軒訪問調査

を行い、要援護のニーズ情報を収集することが理想的です。しかし、この方法

は多大な手間がかかるとともに、住民の中には自らの個人情報を他人に伝える

ことを躊躇する方もおられると思います。要援護者の方々が安心して地域の方

々に情報提供ができる雰囲気づくりが大切であり、地域全体で個人情報保護の

意識向上の取り組みを行っている事例もあります。

また、防災意識とコミュニティー意識は比例すると言われており、お祭りな

どの地域行事などを活性化することで地域コミュニティーを育んでいくことも

大切です。参考事例１ 福岡県北九州市若松区の事例若松あんしんネットワークは、地域の自治会や医師会、社協などで構成され、各団体が連携してまちづくりを進めていくための組織。このネットワークでは、様々なまちづくり活動に加えて、個人情報保護法や個人情報の保護と活用に関する勉強会や地域での研修会の実施、「若松区の地域団体活動のための個人情報取扱の手引き」の作成などを行い、安心して個人情報を提供してもらえるように地域団体にも管理体制が必要であることを啓発している。参考事例２ 秋田市手形山中町町内会の事例｢子どもみこし｣を活用した夏祭りを開催し、近隣町内からも多くの子どもたちが参加して世代間の交流を広げている。また、子どもたちが高齢者を迎えに行くなどの工夫をしながら実施した避難訓練･炊き出し訓練も好評である。
ここで課題となるのは、自らの個人情報の提供を拒む要援護者に係る情報収

集のあり方です。このように情報提供を同意されない場合は、先ずは、情報提

供は災害時にご自身の生命の安全を守るためにしていただくという趣旨をよく

説明いただくことが大切ですが、それでも賛同いただけない場合は、市町村に

おいて不同意者名簿を作成し､役所内部で収集している情報を整理しておきま

す。なお、今回の災害対策基本法の改正により、災害時に、要援護者の生命又

は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、本人の同意

の有無にかかわらず支援機関にその個人情報を提供することが出来ることにな

りましたので、避難を要する状況になった場合には避難支援組織等に所在情報
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を提供して安否確認や避難支援を要請する等の対応策も考えられます。

(改正災対法第４９条の１１)

なお、神戸市の「災害時の要援護者への支援に関する条例」では、要援護者

名簿の登載者を増やすために、明らかに拒否していない場合は「同意した」と

みなす規定が設けられています。参考 神戸市災害時要援護者支援条例（抜粋）第７条 市長は，第３条第１項の規定に基づく体制の整備を推進するため，次に掲げる者の個人情報（神戸市個人情報保護条例（平成９年10 月条例第40 号。以下「保護条例」という。）第２条第１号に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を本人（個人情報から識別され，又は識別され得る当該個人をいう。以下同じ。）の同意を得て収集し，及び要援護者支援団体に提供することができる。（中略）４ 第１項の規定に基づき個人情報を収集し，及び要援護者支援団体に提供することについて本人の同意を求めた場合において，本人による不同意の意思が明示されなかったときは，同項の規定の適用に関しては，これらのことについて本人の同意を得ているものと推定する。参考事例３ 奈良市で名簿作成した際の状況奈良市は、地震や風水害などの時に支援が必要な障害者や高齢者らの情報をまとめた「災害時要援護者名簿」が完成したと発表した。名簿は市と民生委員らが安否確認や避難誘導などに活用する。市によると名簿の作成は県内１２市で初めて。 名簿に載るのは身体・知的・精神障害者、難病患者、要介護・要支援の高齢者、７０歳以上の独居者ら計２万２７１人。氏名、住所、生年月日、電話番号、障害の種類、緊急連絡先などを記載した。年１回更新する予定。 民生委員が昨年６～９月、対象者を戸別訪問した。同意が得られた人は普段から市と民生委員が名簿を共有する。同意しなかった人は、災害が起きた時に限って、市から民生委員に名簿を提供する。訪問を拒否した約２６００人は記載を見送った。市は今後、自主防災組織との共有も検討する。(２００９年２月２０日 毎日新聞)
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②名簿情報の更新

災害時要援護者の状況は常に変化しうることから、名簿情報を更新する期間

や更新のための仕組みについて予め構築し、名簿情報を最新の状態に保つこと

が必要です。名簿更新の取り組み例１．新たに当該市町村に転入してきた要介護高齢者、障害者等や、新たに要介護認定や障害認定を受けた者のうち、避難行動要支援者に該当する者を避難行動要支援者名簿に掲載するとともに、新規に避難行動要支援者名簿に掲載された者に対して、平常時から避難支援等関係者に対して名簿情報を提供することについて同意の確認を行う。２．転居や死亡等により、避難行動要支援者の異動が住民登録の変更等により確認された場合は、避難行動要支援者名簿から削除する。なお、避難行動要支援者名簿の記載事項として法 49条の 10 第 2 項に示している「住所」については、各人の生活の本拠（民法第 22 条）であり、必ずしも住民基本台帳に記載されている住所に限定されないこと、「居所」については、人が多少の期間継続して居住しているが、その場所とその人の生活との結びつきが住所ほど密接でなく、生活の本拠であるというまでには至らない場所であることに留意されたい。また、避難行動要支援者が社会福祉施設等へ長期間の入所等をしたことを把握した場合も避難行動要支援者名簿から削除する。（「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」より引用）
③情報の外部提供をどうするのか

災害時には、本人の同意を得ないで要援護者の個人情報を支援者に提供する

ことが出来ますが、いざというときの円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結び

つくため、市町村は、個人情報について、平時においても避難支援等の実施に

必要な限度で避難支援等関係者に提供することが求められています。（災対法

４９条の１１第２項）

また、個人情報の共有にあたっては、外部提供に係る本人同意をしっかり取

ることと、個人情報の提供先である避難支援等関係者が適正な情報管理を図る

よう、市町村において適切な措置を講ずるよう努めることが求められています。

（同法４９条の１２）

この同意は口頭でもかまいませんが、状況に照らし本人が実質的に同意して

いることが必要になります。また、同意についての判断能力を有しない場合な

どは親権者や法定代理人等から同意を得る形でもよいとされています。

さらに、個人情報を避難支援等関係者に提供する場合に、市町村が講ずる措

置としては例えば、次のものがあげられます。
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市町村が講ずる措置例・避難行動要支援者名簿には避難行動要支援者の氏名や住所、連絡先、要介護状態区分や障害支援区分等の避難支援を必要とする理由等、秘匿性の高い個人情報も含まれるため、避難行動要支援者名簿は、当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供すること・市町村内の一地区の自主防災組織に対して市内全体の避難行動要支援者名簿を提供しないなど、避難行動要支援者に関する個人情報が無用に共有、利用されないよう指導すること・災害対策基本法に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを十分に説明すること・施錠可能な場所への避難行動要支援者名簿の保管を行うよう指導すること・受け取った避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう指導すること・避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内部で避難行動要支援者名簿を取扱う者を限定するよう指導すること・名簿情報の取扱状況を報告させること・避難行動要支援者名簿の提供先に対し、個人情報の取扱いに関する研修を開催すること （「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」より引用）同意書の例

この様式はあくまでも例です。（「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」より引用）


