県 民 意 見 整 理 台 帳
「災害時における要配慮者支援マニュアル作成指針」改定素案に関する県民意見
及び県民意見に対する県の考え方

○ 意見募集期間 平成30年12月21日（金曜日）から平成31年１月21日（月曜日）
○ 意見募集の結果
意見提出件数 34件
意見提出者数 10人
〇 意見内容及び意見の反映状況
・意見内容
区
ア 基本的な考え方
イ 避難行動支援
ウ 避難生活支援
エ 広域支援

分

計

延べ件数
2件
11件
20件
1件
34件

・意見の反映状況
区
分
Ａ 新たな指針に反映しました。
Ｂ 新たな指針には反映していませんが、ご意見のあっ
た施策等は既に取り組んでいます。
Ｃ 今後の政策運営の参考とします。
Ｄ 反映できません。
Ｅ その他（感想・質問等）
計

延べ件数
17件
0件
13件
1件
3件
34件

意見
受付
内容
番号
区分
1

イ

意見の概要
P.26の注7の「やさしい日本語と英語」を「ひらがな文と英
語」に修正してください。

A

p3
2

ア

要配慮者の一般的な特徴と主な留意事項
区分：高齢者
一般的な特徴の項目に運動器機能（関
節・骨・筋肉）と順表記されているが、主に骨によって関
節は構成されるため（骨・関節・筋肉）の表記の方が正し
い。修正をお願いします。

反映
区分

A

p25 １ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・
避難訓練実施への支援とタイトルにあるが、その下の内容
に、訓練、防災訓練、合同訓練、共同訓練等の表記がな
い。
「助言・指導に加えて合同の訓練を実施することが望まし
い。」等の表記を検討してほしい。

3

イ

5

6

7

8

9

ウ

エ

ウ

ウ

ア

p48 4-1-2県内市町村及び関係団体との支援体制の確立
に【かながわ災害福祉広域支援ネットワーク】として構成
団体名がp49に渡って表記されているが、見にくいため１
ページ内にすべての構成団体が見えるような表記、校正を
希望いたします。
３－７－２ 災害発生後の対応
「１ 市町村は、各地区の避難所の避難者リストから外国
人を抽出し、国籍別に外国人のリストを作成する。」とあ
りますが、避難施設において作成する避難者リストでは、
国籍は収集していません。国籍はセンシティブな問題なた
め、収集は困難と考えます。
「3-2-1 社会福祉施設等への支援」の１行目、「3-2-2
社会福祉施設等の被災状況の情報収集」の２行目に“障害
児者施設等”との表記がありますが、法令上の名称ではな
いと思われますので、「神奈川県障がい者計画」の表記と
整合をとり、“障がい児者施設等”とすることが適当では
ないかと思いました。

マニュアルが素晴らしいものに作成されて、この通りに整
備されれば幸いに思います。しかし、市内でも地域格差が
あり改めてご意見をさせて頂きます。

３

イ

要配慮者利用施設における避難訓練実施への支援
市町村は、要配慮者利用施設において浸水想定区域や土砂災害
警戒区域等の実情に応じた避難訓練が実施されるよう支援するこ
とが重要である。支援の方法として、各施設が行う避難訓練への
助言・指導の他、情報伝達訓練も合わせて、地域の関係施設や関
係団体と市町村の関係部局が共同で訓練を行うことも有効であ
る。
御意見については、記載を「応急仮設住宅」に統一しました。

A
御意見については、53ページの記載に反映しました。
A

E

A

国籍別に外国人のリストを作成することについては、国・地域に
よって様々な文化や生活習慣があるので、円滑な避難所運営のた
めには重要だと考えますが、各地域の実情に応じて、国籍別の外
国人リストが作成できなくても、外国人にも配慮した運営ができ
るよう、市町村へ促してまいります。
現在改定作業を行っている「かながわ障がい者計画」では、
「害」の表記については、法令等の名称及び法令等で定められて
いる用語などで漢字表記が使用されている場合、又は機関、団体
等の固有名詞が漢字表記となっている場合を除き、原則として平
仮名で記載しています。本マニュアル作成指針でも同様の考え方
で整理をすることとし、39ページの記載に反映しました。
（修正前）障害児者施設
（修正後）障がい児者施設
御感想は、本指針に基づく市町村支援の取組にあたり参考とさせ
ていただきます。

E

ご近所さんと顔の見える関係を構築する取組をして安否確
認に協力してもらいたい。
10

28ページ
３ 要配慮者利用施設における避難訓練実施への支援
市町村は、要配慮者利用施設において浸水想定区域や土砂災害
警戒区域等の実情に応じた避難訓練が実施されるよう支援するこ
とが重要である。支援の方法として、各施設が行う避難訓練への
助言・指導の他、情報伝達訓練も合わせて、地域の関係施設や関
係団体と市町村の関係部局が共同で訓練を行うことも有効であ
る。
御意見については、28ページの記載に避難訓練実施への支援につ
いて追記しました。

A

p32以降 p39，40「応急仮設住宅」「仮設住宅」という表
記が不統一。
初出のみ「応急仮設住宅（以下「仮設住宅」という。）」
といった表記が良いかと思います。

御意見については、4ページの記載に反映しました。
（修正前） 関節・骨・筋肉
（修正後） 骨・関節・筋肉

27ページ
(修正前）「１ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作
成・避難訓練実施への支援」
(修正後）「１ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作
成」
A

イ

御意見については、28ページの記載に反映しました。
（修正前） やさしい日本語と英語
（修正後） ひらがな文と英語

御意見については、27ページの記載に反映しました。また、28
ページに避難訓練実施への支援について追記しました。

p25 ２要配所者利用施設等への情報伝達体制の整備
要望２と同様にこちらにも「情報伝達訓練」等を共同で
開催、実施するという旨の表記の追記を検討をしてほし
い。
4

県の考え方

C

8ページに記載のとおり、地域住民同士や地域団体が連携し、地
域の安全を自分たちで守る「共助」は重要です。市町村の取組を
支援するに当たり、参考とさせていただきます。

意見
受付
内容
番号
区分

11

イ

意見の概要
要配慮者名簿の登録が進まない。自治会での把握が困難な
ら地区市民センターで要配慮者の登録を可能にしてほし
い。障がい特性や状況把握の難しさから行動障害が表れ、
避難所生活は困難。福祉避難所へもたどりつけない。意思
表示をした人は登録出来るようにして欲しい。地域の防災
訓練に参加しても見学のみで、現実的でない。個別避難計
画を作成したくても出来ない。

反映
区分

御意見については、避難行動要支援者として、22ページから26
ページまで記載しています。
地域の特性や実状を踏まえつつ、それぞれの課題に応じて、引き
続き市町村を支援していきます。
A

本人と家族が地域の避難所に行けなかった場合でも、近所
の人が要配慮者の安否と所在について報告できる要援護者
受付を避難所に開設してほしい。
12

13

14

15

ウ

ウ

ウ

ウ

C

場の確保について
不安や緊張のために本人が動き回ったり、声を出すこと
が想定される。避難所での居場所については、危険回避や
他者 とのトラブルをなるべく避け、本人と家族が避難所
に留まれるような場を確保できるよう、配慮をしてほし
い。
配給について
本人と本人に付き添う家族1名の場合は、危険回避のため
の見守りが常に必要なケースが多いので、配給の列に並ぶ
ことが出来ない。また車中泊や自宅待機の場合に避難所ま
で受け取りに行くことが困難である。代理の者が受け取り
に行くことが可能なシステムや配給の援助のボラなどの体
制作りを平時に作っておき、発災時に直ちに発動できるよ
うに備えておいてほしい。
トイレについて
下記のような理由により、洋式トイレや簡易トイレがすぐ
に使える状態であって欲しい。周囲の状況を把握出来な
い。（トイレを利用するには長時間列に並ばないといけな
い…尿意や便意を催す前に、トイレに行っておく等の理解
が難しい） 他者に生理的欲求を伝えることが困難。聴覚
や視覚の感覚過敏により、人ごみが苦手で並ぶことが出来
ない …等。
介護者自身も本人を一人待たせてトイレの列に並ぶこと
が困難。介護のためにトイレを我慢するケースが想定され
る。

ウ

A

C

C

A

ウ

避難所における要配慮者への支援については、ボランティアとの
積極的な連携に努めることを19ページに記載しています。また、
車中泊や自宅待機の場合の物資供給については「在宅避難の要配
慮者への支援」として40ページ以降に記載しています。御意見は
今後の取組の参考とさせていただきます。

「要配慮者に配慮した環境整備」については、「一番困ってい
る人」から柔軟かつ機敏に対応することが必要であり、この点に
ついて、地域住民の理解を得る取組が重要である」（P32）と記
載しています。トイレについてもこの考え方に基づき対応してい
くことと考えますが、御意見は今後の取組の参考とさせていただ
きます。

居住地域外でも災害にあうことがあるので、他の市区町村
でも要配慮者と認めて、必要な支援を受けられるようにし
てほしい。
17

本県の「避難所マニュアル策定指針」（平成30年3月）では安否
確認の必要性（P19)について記載し、「避難所は、地域の避難者
への支援拠点として、在宅避難者を含めた地域において避難生活
をおくる避難者に対する情報の収集、発信や救援物資の支給等を
行うものとする」（P23)と示しており、受付をはじめとする具体
的な避難所の運営については、避難所運営主体である市町村の判
断によります。
御意見については、「要配慮者に配慮した環境整備」として、障
がい者の場の確保について「一般の避難者と居住空間を区別する
などの工夫が必要」（P31）と記載しています。

事前に避難所の要配慮者のエリアが決められている（マ
ニュアルに明記されている）と安心できる。
16

県の考え方

C

移転先（福祉避難所）の写真が必要（移動の提示のため）

御意見については、「要配慮者に配慮した環境整備」として障が
い者の場の確保について「一般の避難者と居住空間を区別するな
どの工夫が必要」「避難所の集団生活になじめない場合も多いた
め、福祉避難所スペース（室）や個室を利用できるようパーテー
ションで区切るなど配慮した支援が必要」（P31）と記載してい
ます。
本県の「避難所マニュアル策定指針」（平成30年3月）では「避
難所への入所の際の対象者について、地域外から来て、帰宅する
ことが困難である者についてもあらかじめ検討しておく」こと
や、「災害発生時に要配慮者を優先的に入所させる」ことを検討
するよう示しており、居住地域外の避難者（要配慮者）の受入れ
については、避難所情報を踏まえた避難所運営主体である市町村
の判断によります。御意見は今後の取組の参考とさせていただき
ます。
御意見については、7ページの記載に反映しました。
（修正前）※ 共通する主な留意事項として、～必要に応じて簡
単な図等一目でわかるものを利用することが有効である。

18

ウ

A

移転等の情報は、本人への情報提示のため早めに知りた
い。コミュニケーションと認知に障害があるので、伝える
ための手段を作る時間と本人が納得するための時間が必
要。『言って、すぐ動ける』という訳にはいかない。
19

ウ

(修正後）※ 全般的な留意事項として、～必要に応じて簡単な
図や写真等一目でわかるものを利用するなど、要配慮者の特性に
合わせた情報の伝達が必要である。

御意見については、7ページの記載に反映しました。
（修正前）※ 共通する主な留意事項として、～必要に応じて簡
単な図等一目でわかるものを利用することが有効である。
A

(修正後）※ 全般的な留意事項として、～必要に応じて簡単な
図や写真等一目でわかるものを利用するなど、要配慮者の特性に
合わせた情報の伝達が必要である。

意見
受付
内容
番号
区分
20

ウ

意見の概要
医療情報などの保管先は、家族のほかに学校や施設など複
数確保の対応が必要。

反映
区分
C

御意見については、個人情報の取扱いについて配慮しつつ、今後
の取組の参考とさせていただきます。

C

避難所における要配慮者への支援については、ボランティアとの
積極的な連携に努めることを19ページに記載しています。御意見
については、今後の取組の参考とさせていただきます。

C

避難所における要配慮者への支援については、ボランティアとの
積極的な連携に努めることを19ページに記載しています。御意見
については、今後の取組の参考とさせていただきます。

長期避難用の荷物を取りに一時的に自宅へ帰り、準備をす
るために本人の見守りをしてくれる人が必要。
21

22

ウ

ウ

運搬のボランティアさんが必要（本人の見守りを依頼する
のにも、本人の混乱を避けるためにも、何度も往復するの
は難しい）
避難所の場所割は、パニック防止のためにパーテーション
が欲しい。

23

ウ

A

医療や福祉の専門家による相談支援が必要。
24

25

26

27

28

29

30

ウ

ウ

イ

ウ

イ

イ

イ

A
てんかん、精神症状やアレルギー等、常時服薬が必要な人
が多い。緊急時における薬の処方などの医療に関する支援
が必要。

避難行動要支援者についての個別計画作成については、義
務化として、行政、地域、支援者団体等と連携して作成
し、その計画が実効性を持って機能する仕組みを作ってほ
しいです。

福祉避難所について
熊本地震での経験を生かした記載をして下さい。熊本地震
では市の福祉避難所176施設のうち34か所しか開設できな
かった。市民に知らせていなかった。人員も不足。福祉避
難所に一般住民が押し掛けた。このため、①福祉避難所の
役割・場所を市民にしっかりと知らせること、②福祉避難
所への要配慮者の避難受入（判断）方法を整えておくこ
と、③福祉避難所の運営スタッフをスタッフも被災して避
難所に来れないことも想定しておくこと、④避難所の環境
についてスフィア基準に準拠すること。

P20、22 個別計画の策定
「市町村又はコーディネーターが中心となって…」コー
ディネーターの役割、人選が曖昧過ぎて皆取り組みたがら
ないだろう。何か別の更新時（サービス利用等）に一緒に
取り組むことも考えるべきではないか。民生委員は障がい
者への知識が少ない。だからといってやめるのではなく、
巻き込み、知識をつけてもらうようにしていく必要があ
る。
P8 社会福祉施設等への緊急入所、P9情報伝達手段
入所から地域へという流れの中、「等」とはどこを指す
か。入所ではない施設をしっかり考えなくてはいけない。
知的、発達障害者への対応はどうなるか。

P21 要配慮者の把握
登録に関して申請様式なので自治体により名簿は進んでい
ないと思う。支援者のマッチングに関してはもっと遅れて
いるので、自治体に差が出ないよう県からもしっかり言っ
ていくべき。

県の考え方

A

C

御意見については、「要配慮者に配慮した環境整備」として障が
い者の場の確保について「一般の避難者と居住空間を区別するな
どの工夫が必要」「避難所の集団生活になじめない場合も多いた
め、福祉避難所スペース（室）や個室を利用できるようパーテー
ションで区切るなど配慮した支援が必要」（P31）と記載してい
ます。
御意見については、「避難生活支援」として「医療、相談、ケア
等を行う専門の巡回チーム等を組織して避難所を巡回する。」
（P32）と記載しています。
御意見については、「医療的ケア」として「避難先の居住環境に
配慮し、医療の確保対策のみならず、患者・家族の生活面での
QOLを高めることも必要である。」（P44）と記載しています。

災害対策基本法により、避難行動要支援者名簿の作成について
は、市町村に義務付けられていますが、個別計画については国の
取組指針により「策定することが望まれる」とされています。
個別計画策定の義務化については反映できませんが、要配慮者の
特性に応じた個別計画の速やかな策定について市町村に引き続き
働きかけていきます。
御意見については、福祉避難所の周知、整備等として、33ページ
及び34ページに記載しています。
なお、より詳細については内閣府（防災担当）の「福祉避難所の
確保・運営ガイドライン」（平成28年4月）に記載があります。

A

要配慮者の特性に応じた個別計画の速やかな策定について、先行
事例の情報提供などを通じて、引き続き市町村に働きかけていき
ます。
C

E

知的障害や発達障害の方々の災害時の緊急入所先は、主に障害者
支援施設となりますが、短期入所サービス事業所やグループホー
ムなど、夜間もサービスを提供している事業所についても、状況
に応じて受入れ先となることが考えられます。

A

御意見については、避難行動要支援者として、22ページから26
ページまで記載しています。
地域の特性や実状を踏まえつつ、それぞれの課題に応じて、引き
続き市町村を支援していきます。

意見
受付
内容
番号
区分

31

32

33

34

イ

ウ

イ

ウ

意見の概要
現在の地域防災拠点は、家が倒壊などにより、自宅で生活
できなくなった人たちが一時的に生活するための避難場所
とされていますが、要援護者が日中通所している通所施設
などが被災し、避難が必要な場合などは、基本的には帰宅
困難者という位置づけになり、地域防災拠点での受入れが
出来ないという事が想定されます。状況がある程度落ち着
けば、家族と生活している方などは、自宅に帰宅する事が
最良と思いますが、他地区で単身で生活されている要援護
者が、自宅がある地域防災拠点で単身で生活する事は、か
なりハードルが高いと思われますので、そのような場合、
通所施設がある地区の地域防災拠点で慣れ親しんだ職員及
び地域の支援者と一緒に避難所生活を送れるような施策も
盛り込んで頂ければと思います。

「避難所」運営者に対し、当該地域以外の住民に対する扱
いを粗略にしないよう通達されたい。
私どもの生活介護事業所では、資源回収を作業種目とし
て、日々支援者1名と利用者2名がペアーになりトラックに
乗って出かけます。市町村域を超えての移動も多く、発災
時に事業所に戻ることが困難な場合は、最寄りの避難所に
頼るようマニュアル化しています。

障害者事業所利用者が発災時に通退所移動中であった時の
対策
「３．１１」のときは、たまたま退所時間の前であったの
で、問題が顕在化していませんが、サラリーマンの帰宅困
難以上に事前対策を用意しておく必要があります。
GPS携帯、個人情報漏洩覚悟の「お助け情報」の携行が必要
では。

障害福祉サービス事業所の発災時における利用者に対する
支援指針
発災後に利用者の一部は事業所に通うことが困難となる
ケースがあります。かかる場合でも事業者には利用者に最
大限のサービスを提供することが求められます。しかし、
出席していない利用者は支援実績対象外です。
県として、かかる場合事業者に何処まで支援をすべきかの
支援を示し、国に対し出席不可能な利用者支援に対する正
当な対価支払制度の法制化を具申してください。

反映
区分

C

C

県の考え方
本県の「避難所マニュアル策定指針」（平成30年3月）では「避
難所への入所の際の対象者について、地域外から来て、帰宅する
ことが困難である者についてもあらかじめ検討しておく」こと
や、「災害発生時に要配慮者を優先的に入所させる」（P11）こ
とを検討するよう示しており、居住地域外の避難者（要配慮者）
の受入については、避難所情報を踏まえた避難所運営主体である
市町村の判断によります。御意見は今後の取組の参考とさせてい
ただきます。

本県の「避難所マニュアル策定指針」（平成30年3月）では「避
難所への入所の際の対象者について、地域外から来て、帰宅する
ことが困難である者についてもあらかじめ検討しておく」こと
や、「災害発生時に要配慮者を優先的に入所させる」（P11）こ
とを検討するよう示しており、居住地域外の避難者（要配慮者）
の受入については、避難所情報を踏まえた避難所運営主体である
市町村の判断によります。御意見は今後の取組の参考とさせてい
ただきます。
通勤、通所に伴う要配慮者の帰宅困難対策については、頂いたご
意見を参考に今後の取組の参考とさせていただきます。また、Ｇ
ＰＳ携帯の携行については、個人情報の取扱いについての配慮が
必要であることから、御意見は今後の取組の参考とさせていただ
きます。

C

D

障害福祉サービス事業所等においては条例により、非常災害対策
について、具体的な計画の策定や関係機関との連絡体制等を整備
するとともに、必要な訓練を行わなければならないこととされて
おり、事業者の責務に関しては、基本報酬により評価されている
ものと認識しています。
その他、発災時及び発災後における事業所の対応については、そ
れぞれの立場において可能な範囲で行っていただくものであり、
県が予め定めるものではないものと考えます。

