
突然おそってくる災害に対して、高齢者や障害のある人などの要配慮者（災害時要援護者）は

情報の取得ができない、1 人で避難ができないなど不安を抱えることになります。そのような状

況の中、地域の皆さんによる安否確認や避難支援等は、要配慮者にとってとても心強いものです。

市や県などの行政機関が行う公的支援には限界があり、特に災害発生直後の安否確認や避難支

援等には地域の皆さんの協力が欠かせません。

この制度の趣旨にご理解をいただき、近隣に住む要配慮者（災害時要援護者）の方々への支援

体制づくりにご協力くださいますようお願いします。

避難行動要支援者（右図）ご本人の同意により

市が作成・提供する地域避難支援制度登録者名簿

（以下「登録者名簿」という）を活用し、災害が

起きたときに手助けを必要とする方に対して、自

治会・自主防災組織、ご近所の方など地域の皆さ

んが連携して支援を行っていく制度です。

要配慮者（災害時要援護者）

避難行動要支援者

災害時、あなたの助けが必要な人がいます

地域で守ろう！

災害時、あなたの助けが必要な人がいます

地域で守ろう！

災害時、あなたの助けが必要な人がいます

地域で守ろう！

西宮市地域避難支援制度

POINT 地域のことをよく知っている、民生委員・児童委員や社会福祉協議会等とも連携

しながら支援体制を整えましょう。

避難行動要支援者

④制度への登録（同意）

西宮市役所

③制度の周知
登録申請書の送付

②制度の周知
登録の呼びかけ

避難支援団体・サポーター
（自主防災組織・自治会・

ご近所の方など）

①避難支援団体の登録（確認書）

⑤登録者名簿の提供

⑥個別避難支援計画の作成
普段の見守り
災害時の支援

良好な関係づくり

地域避難支援制度
のしくみ

１  地域にしかできない要配慮者（災害時要援護者）支援があります

２  地域避難支援制度とは
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自宅で生活している人たちのう
ち、自力避難が困難で、避難にあ
たって特に支援を要する人

施設入所者や入院患者等は含まれません。



自宅で生活している人たちのうち、以下の要件①〜⑥のいずれかに該当し、災害が起きたときに、

自力で避難することが困難な方のことをいいます。

地域避難支援制度に賛同し、避難行動要支援者への日頃からの声かけや災害が起きたときの安

否確認や避難支援等に協力していただける団体（自治会・自主防災組織など）に避難支援団体と

して登録していただきます。また、その構成員やご近所の協力していただける方を避難支援者（以

下「サポーター」という）といいます。

市から登録者名簿の提供を受けるには、市に確認書を提出していただき、避難支援団体として

登録する必要があります。

自治会、町内会、自主防災会、

社会福祉協議会支部・分区など

※原則、マンション管理組合は

　対象としておりません。

① 要介護３〜５の認定を受けている方

② 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種をお持ちの方（心臓、じん臓機能障害のみ

　 で該当する方は除きます）

③ 療育手帳Ａをお持ちの方

④ 精神障害者保健福祉手帳１・２級をお持ちのひとり暮らしの方

⑤ 市の生活支援を受けている難病の方

⑥ ①〜⑤以外で避難支援団体が支援の必要を認めた方

POINT 災害時にはサポーターも同じように被災されていることから、可能な範囲での支

援をお願いしております。サポーターが責任を負うものではありません。

POINT
まずは、避難支援団体が受け持つ地区範囲を決めましょう。その際は、対象者が自治会へ

加入・非加入に関わらず 地区範囲内の住民全体を対象とした取組みをお願いします。

３  避難行動要支援者とは

４  避難支援団体・避難支援者（サポーター）とは

５  避難支援団体として登録するには

2

確認書

① 避難支援団体が受け持つ「地区範囲」

② 支援活動の内容について

③ 個人情報の取り扱いについて

≪避難支援団体の例≫

自治会、町内会、自主防災会、

社会福祉協議会支部・分区、

マンション管理組合、地元企業など



避難支援団体は、登録者名簿等の提供を受けたときは、以下の①〜⑦に掲げる事項を遵守しな

ければなりません。

避難支援団体として登録したら、避難支援制度の取組みを開始することを広報してください。

市から周知ビラを提供します。

地区範囲内の避難行動要支援者に対して、市から登録申請書を送付します。中には内容が理解

できないなど、登録申請書を送付しただけでは登録されない方もおられます。また、地域の中に

は対象外の方でも避難支援が必要な方がおられるかも知れません。そのような方に対して登録勧

奨をお願いします。

市は、支援に必要な個人情報を避難支援団体へ提供することに同意された避難行動要支援者の

情報について、登録者名簿を作成し、避難支援団体へ提供します。

① 名簿情報の漏えいや拡散がないよう適切に管理すること。

② 第三者へ名簿情報を提供しないこと。

③ 名簿情報は原則として複製及び転写をしないこと。

④ 名簿の紛失等がないように適正な管理下に置くこと。

⑤ 避難支援活動以外の目的に使用しないこと。

⑥ 原則として組織の代表者が名簿を管理すること。

⑦ 避難支援団体において、団体の代表者以外の者がサポーターとなる場合は、当該サポー

 　ターが受け持つ避難行動要支援者に係る情報のみを必要かつ最小限の範囲で伝えること。

POINT 同時にサポーターの募集を開始しましょう。

９  登録者名簿（個人情報）の取り扱いについて（確認書抜粋）

６  地域住民への取組み開始の周知

７  市からの登録申請書の送付と地域での登録勧奨

８  登録者名簿の提供について
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POINT
サポーターには、担当する避難行動要支援者の情報を個別避難支援計画などによ

り提供するようにしましょう。また、その際にはサポーターに個人情報の取り扱

いについて遵守することを確認の上、提供するようにしましょう。

POINT

どこにどんな人が住んでおられるのか。それは地域の皆さんが一番

よく知っています。気になる方が地域におられたら登録勧奨しましょ

う。また、家族の支援を受けられるなど、登録されない方には「マ

イ避難プラン」の作成を推奨してください。マイ避難プランの詳細は、

市のホームページまたは右の QR コードから確認できます。 QRコードは㈱デンソーウェーブの
登録商標です



支援活動は、地域によって様々です。地域の実情に応じた取り組みをしましょう。

日頃からの見守りや声かけ、制度への登録勧奨、登録内容の変更確認、地域行事（防災

訓練等）への参加の働きかけなどをお願いします。名簿に基づいて個別避難支援計画をつ

くり、担当するサポーターを決めます。個別避難支援計画とは、支援が必要な方一人ひと

りに対して、災害時に『「誰が」「どこに」「どのように」避難支援するのか』といったことを、

事前に決めておくものです。

平常時の支援活動 〜事前の準備〜

避難情報などの伝達や安否確認、避難場所等への避難支援を可能な範囲でお願いします。

安全な場所へ避難

（家族や知人が支援できる場合など）

近所の方に助けを求める

必要に応じて119番通報

避難支援団体・自主防災会などへ連絡
１人で対応しようとせずに、

救援を呼びましょう。

安全な場所へ避難

災
害
発
生

T
E
L

安
否
確
認

10  支援活動の内容について

災害時の支援活動 〜サポーターの支援活動フローチャート（例）〜

支援不要

支援の依頼を受ける

連絡が取れない

支援が必要 一人で支援

（誘導などの
　簡単な手助け）

生き埋めなど
救助が必要

支援不要

・避難場所など

【津波の場合は】

・鳴尾御影線以北
・津波避難ビル、

マンションなど
の３階以上へ津波など避難に

緊急を要する
１人では避難
支援が困難

訪
問

避
難
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POINT 2
サポーターが一人では対応できない場合もあるの

で、複数のサポーターを定めておきましょう。

POINT 1
障害のある人に関することは ： 

　「障害者総合相談支援センターにしのみや」 

高齢者に関することは ： 

　お近くの

　「高齢者あんしん窓口（地域包括支援センター）」

などに相談することができます。

どういう支援が必要か悩んだとき

サポーター

避難困難理由

必要な配慮

避難場所

持参物

かかりつけ医等

地域　まもる　TEL

目が不自由

災害情報を知らせて欲しい

A 小学校（地図・ルート）

白杖、常備薬、ラジオ

〇〇クリニック

個別避難支援計画（例）

要支援者氏名　西宮 太郎



・市内で震度５強以上の地震が発生した場合

・地区範囲内で避難勧告または避難指示（緊急）が発令された場合

・地区範囲内で災害に伴う停電が発生した場合（人工呼吸器等を装着している登録者に限る）

以下のいずれかの状況となった場合、安否確認や避難支援等を可能な範囲で行っていただいた後、

状況が一旦落ち着いた時点で、結果について市にご連絡ください。

※上記以外の状況の場合、市への連絡は不要です。またこの基準は、必要に応じて避難支援団体の判断で安否確認を

行うことを妨げるものではありません。

※災害の状況によっては市から安否確認の依頼をすることがあります。

災害時の助け合いは、地域の共助の精神を基礎にして成り立っています。サポーターになった

からといって、災害時の支援について責任や義務を負うものではなく、万一、助けられなくても

責められるものでもありません。サポーター自身が被災される状況も考えられますので、まずは

ご自身やご家族の安全を確保していただいた上で、情報伝達や安否確認、避難支援等を可能な範

囲でお願いします。

要配慮者（災害時要援護者）の様々な特性について知っておきましょう。

高齢者 車いすを利用している人

耳の不自由な人 知的障害・精神障害・認知症状のある人

目の不自由な人

・まず、声をか
けましょう。

・相手と目線を
合わせて短い
言葉でゆっく
りと話しまし
ょう。

・見える位置に立って、口を大き
く動かして話しかけるようにし
ましょう。

・手話や筆談、身振りを交えて正
確な情報を伝えましょう。

・まず動揺している気持ちを落ち着かせま
しょう。

・なるべく短い言葉で話し、言葉で理解さ
れない場合は、様子に応じて安全な場所
に誘導しましょう。

・車いすの支援を
行う前に声をか
けましょう。

・かがんで相手と
同じ目線で話し
ましょう。

・まず、声をかけま
しょう。

・歩く速さは、相手
に合わせ、方向転
換する時には、そ
の行動の前に声を
かけましょう。

POINT
「にしのみや防災ネット」に登録しておきましょう。災害時等に市か

らの緊急情報（避難勧告等）が自動で携帯電話のメールに届きます。

登録は、以下のアドレスまたは右のＱＲコードからできます。

http://bosai.net/nishinomiya/

POINT
● サポーター本人や家族の安全を守ることが最優先です。

● 避難することを拒んだ人の説得まで求められていません。

［参考] 要配慮者（災害時要援護者）との接し方

○○○
します
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11  安否確認や避難支援等を行う基準について

12  避難支援者（サポーター）の安全確保について

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です



6

よくある質問よくある質問よくある質問

＜制度全般＞

Ｑ１ 制度の登録対象（要件①〜⑤）となる人は地域で何人ぐらいいますか。

Ａ１ 避難行動要支援者は市内に約８千人強おられます。必要に応じて活動する地区範囲内の人数

を事前にお伝えすることもできます。
　

Ｑ２ 市から提供された登録者名簿の情報は更新されますか。

Ａ２ 一度登録者名簿をお渡ししても、新たに支援が必要となり登録申請されたり、転出等により

支援の必要がなくなることがありますので、1 年に 1 回名簿を更新し避難支援団体へ提供し

ます。また、名簿提供後に新規登録等があった場合は、登録者リストを別途お渡しします。
　

Ｑ３ 地域安心ネットワークとの違いはなんですか。

Ａ３ 地域安心ネットワークは、日常の生活不安の解消を主な目的としており、情報の提供先は市

と民生委員に限定し避難支援団体への情報提供はできません。また、登録対象も６５歳以上

の方、身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方と、幅広くしております。なお、地域避難

支援制度は災害時の避難支援体制づくりが主な目的で、情報提供に同意された方の登録者名

簿を避難支援団体等へ提供することができます。別制度となりますので、地域安心ネットワー

ク登録者に対しても別に登録が必要となります。

　
＜登録勧奨時＞

Ｑ４ 要支援者本人が登録申請書に記入できないときはどうすれば良いですか。

Ａ４ 身体状況などの理由により、本人が記入できない場合は、原則として家族の方が代筆し申請

してください。ただし、申請書に記載された個人情報を避難支援団体等に提供することを確

認し、同意を得る必要があります。

　
＜サポーター関係＞

　

Ｑ５ サポーターはどのような人を選べばいいですか。

Ａ５ 避難支援団体と要支援者本人が話合いの上、サポーターを選んでください。災害時に安否確

認や避難支援等を行っていただく必要がありますので、近くに住んでおり、緊急時に早く駆

けつけられる人がよいと考えます。

　
＜補 償＞

Ｑ６ 活動中にけがなどをした場合の保険について、市の補助はありますか。

Ａ６ 個別避難支援計画に記載されているサポーターに対して、「兵庫県ボランティア・市民活動

災害共済（天災危険補償プラン）」の保険料を市が補助します。保険についての問合せは、西

宮市社会福祉協議会ボランティアセンター（0798-23-1142）、補助制度についての問合せは、

地域防災支援課まで。

お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先

◎ 地域避難支援制度・避難支援団体の登録に関すること 

　 地域防災支援課　TEL：0798-35-3599　FAX：0798-36-1990

● 要介護認定を受けている方の登録に関すること

● 障害者手帳をお持ちの方の登録に関すること

● 難病の方の登録に関すること

介護保険課  TEL 0798-35-3314

障害福祉課  TEL 0798-35-3147

健康増進課  TEL 0798-26-3669

R２.３　1,500


