
令和元年12月19日
福知山市市民総務部危機管理室

要配慮者の避難について

資 料 ４-１



１ 「避難行動要支援者名簿」の経過について

平成17年 内閣府「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」

平成19年 全国民生委員児童委員連合会

・平常時から要援護者に関する情報（住所、情報伝達体制、支援等）を記載した災害時要援護者名簿を作成す
るとともに、要援護者に対して、複数の支援者を定めるなど、具体的な避難支援計画を策定しておくことが推
奨された

・全国で多発する大災害を踏まえ、民生委員制度創設90周年で「災害時一人も見逃さない運動」を提唱

平成25年 全国民生委員児童委員連合会

・「民生委員・児童委員による災害時要援護者支援活動に関する指針」を策定

平成25年 災害対策基本法の改正（平成26年4月施行）

・災害時要援護者に代わり「要配慮者」「避難行動要支援者」の用語が定義付け

※要配慮者…高齢者、障害者、乳幼児その他特に配慮を要する者

※避難行動要支援者…災害が発生、そのおそれがある場合に自ら避難することが困難であって、円滑、迅速

な避難の確保に特に支援を必要とするもの

・整備が推奨されてきた災害時要援護者名簿を避難行動要支援者名簿として、名簿の作成が義務付けられた。

この名簿に関する情報は、平常時においては本人の同意を得て、地域の関係者に事前提供することができ、

災害発生時またはその恐れがある場合には、本人の同意の有無に関わらず地域への提供が可能とされた。

また、要支援者一人ひとりの個別計画の策定が望ましいとされた
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【 改正 災害対策基本法 】
第三節 避難行動要支援者名簿の作成等

（避難行動要支援者名簿の作成）

第四十九条の十 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。

（名簿情報の利用及び提供）

第四十九条の十一 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を要しない。

（名簿情報を提供する場合における配慮）

第四十九条の十二 市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により名簿情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受ける
者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該名簿情報に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護す
るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
（秘密保持義務）

第四十九条の十三 第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報の提供を受けた者（その者が法人である場合にあつては、その役員）若しくはそ
の職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者
に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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２ 災害時要配慮者避難支援事業について

・高齢者や障害のある人など、災害時に避難支援を必要とす
る要配慮者に対して、手上げ方式による本人の同意を得て、
地域に名簿を提供、近隣住民や自治会、自主防災組織、民生
児童委員など地域で連携し、日頃の見守りや避難支援に役立
てる仕組み

制度フロー

平成31年3月31日現在の登録者数

１，１０４人

・平成25年度の災害対策基本法の改正により、自治体に「避
難行動要支援者名簿」の作成が義務付け

・毎年度名簿を更新、有事の際には、本人の同意を経ずして、
自治会長や民生委員、消防団等の避難支援者に提供可能

地域の要配慮者支援に活用。マイマップ作成において具体的実施内容を検討

区 分 人 数

要介護認定３ ８１３人

要介護認定４ ５５６人

要介護認定５ ３２２人

身体障害者手帳第１種 １，０３５人

精神障害者保健福祉手帳
１級・２級

２５１人

療育手帳Ａ ２５１人

難病患者のうち、自力避
難困難

１００人

その他 １，１０４人

計（実数） ３，６７２人

平成31年3月31日現在 ※上記人数は区分の重複を含む

災害時に同意なしで地域への名簿提供が可
能であるが、具体的にどのようにして提供し、
地域で活用するのかが課題

⇒事前に地域と共有する必要がある

１ 福知山市災害時要配慮者避難支援事業

２ 避難行動要支援者名簿

第１回避難のあり方検討会 資 料 ４-５より

福知山市制度
・同意有り（手上げ）
・事前に地域に提供
・地域で活用

災害対策基本法
・同意なし

・事前に市で名簿を
整備、毎年度更新

・災害時には同意な
しで名簿の提供が
可能
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３ 福知山市災害時要配慮者避難支援事業 様式
（ 裏 面 ） 

３ 避難支援に関する情報 

昼間過ごす部

屋の位置 

１階の居間 

 

（簡単な地図等を手書きで 

御記入ください） 

     

寝室の位置 

１階の居間 

 

（簡単な地図等を手書きで 

御記入ください） 

 

広域避難所 ○○○地域公民館 

特記事項 

※避難時に留意が必要なことを御記入ください。 

・足腰が弱っているため、避難には付き添いがあるほうがよい。 

 

４ 避難支援者 

1 

氏名 山田 二郎 ✔近隣者 □その他（      ） 

住所 福知山市 ○○○○○番地 電話番号 △△△―△△△―○○○○ 

2 

氏名 鈴木 花子 ✔近隣者 □その他（      ） 

住所 福知山市 ○○○○○番地 電話番号 △△△―△△△―●●●● 

3 

氏名 福知 三郎 □近隣者 ✔その他（  親戚  ） 

住所 福知山市 ○○○○○番地 電話番号 △△△―△△△―■■■■ 

※登録していただいた個人情報は避難支援者及び避難支援等関係者に提供されます。御近所の中からできるだけ多く選

んでいただき、その方の了承を得たうえで記入してください。 

 

５ 関係者確認欄 

避難支援に関係する機関・担当者名 電話番号・FAX番号 

自治会長 自治 四郎 △△△―△△△―＊＊＊＊ 

民生児童委員 民生 京子 △△△―△△△―▲▲▲▲ 

自主防災組織 自主 五郎 △△△―△△△―◇◇◇◇ 

消防団 消防 六郎 △△△―△△△―◆◆◆◆ 

その他（         ）   

その他（         ）   

※この計画に関係する支援機関・避難支援者はボランティア精神に基づき支援をするものであり、責任を課すものではありません。 

この計画に記載された情報は、災害発生時に地域の支援により生命の安全をはかるものであり、それ以外の用途

に使用したり、他に情報を流したりすることを禁止します。 

福知山市長  

（様式１） 

災害時要配慮者名簿及び個別避難支援計画 

登録申請書（兼名簿情報等提供同意書） 

福知山市長 様 

１ 災害時要配慮者避難支援名簿への登録を希望します。 

２ 避難支援を受けるために名簿情報等を避難支援者及び避難支援等関係者へ提供することに同意します。 

 

 

申請日    年  月  日 

１ 登録者基礎情報 

氏 名 

フリガナ フクチ タロウ 

自治会 ○○○自治会 

（  ○ 組） 
福知 太郎    ○男・女 

生年月日  大正●●年●●月●●日生（●●歳） 
緊急時の家族の連絡先 

□同居  ✔同居以外 

世帯主 福知 太郎 
続  柄 本人 

氏 名 福知 一郎 
続

柄 
長男 

世帯人数 ○人 

住 所 
〒 ６○○－○○○○ 

福知山市 ○○○○○番地         
住 所 

〒 ○○○－○○○○ 

京都府○○市○○○○ 

電話番号 

自 宅 △△△―△△△―△△△△ 

電話番号 

自 宅 △△△―△△△―□□□□ 

FAX △△△―△△△―△△△△ 勤務先 △△△―△△△―□□□□ 

携帯電話 △△△―△△△―△△△△ 携帯電話 △△△―△△△―□□□□ 

 

２ 支援に関する情報 

支援が必要な

理由 

✔ひとり暮らし高齢者 □高齢者世帯 ✔介護保険要介護(要支援)認定者 □障害のある人 

□日中に高齢者ひとり、または高齢者のみとなる世帯 □妊産婦及び乳幼児 

□留守家庭の子ども □日本語に不慣れな人 □その他（               ） 

支援してほし

い内容等 

※避難場所で必要となる薬や機器等がありましたら御記入ください。 

・耳が聞こえづらい。 

・普段服用している薬がある。 

元気であるこ

とを伝える印 

※新聞が溜まっていないか等、普段の生活のなかで近所の人に気にかけてほしいことを御記入ください。 

・新聞が溜まっていたら様子を見てほしい。 

・毎日カーテンを開けているので、朝から開いていないときは気にかけてほしい。  

緊急通報シス

テムの設置 
○有  ・ 無 

かかりつけの

病院・医院 

○○○医院 

            ℡ △△△―△△△―×××× 

 

（裏面に続く）

災害時要配慮者 

（申請者）氏名 

 福知 太郎           印 

（代理人）自治 四郎 （自治会長） 

個別支援計画書を兼ねている
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４ 自治会長、民生児童委員へのヒアリング（地域における要配慮者への対応）

・地元自治会では、毎年、要配慮者の情報を住宅地図におとし、自治会役員で共有
・災害時には組長が組内の要配慮者の安否確認等を行っている
・要配慮者マップについては、独自の作成であるため、100％網羅できているわけではない
・惇明地域の他の自治会でも取り組みをされているが、車両での要配慮者の移送には時間を要している
・民生児童委員との連携については、できているところいないところが分かれる
・民生児童委員は要配慮者の実態を把握しているが、個人情報保護により自治会には提供できない
・惇明地域の防災委員会の取り組みとして、アンケートも実施。まちなかでは寝たきりの方の避難が課題
・ケアマネージャーも対象者が多く十分な対応ができないようだ
・個別支援計画も十分進んでいない。義務化になれば責任問題も生じる

自治会長

民生児童委員

・民生児童委員は「災害時一人も見逃さない運動」を掲げ、取り組みを展開してきた
・その中で、東日本大震災では、避難支援中の委員が多く犠牲となった
・その後、災害に備える民生児童委員10箇条が策定され、第１箇条ではまずは自らの命を守ることが定められた
・民児協の取り組みや委員の中には、災害福祉マップを作成し活用している地域もある
・また、要配慮者への災害時の声掛けや避難支援を行っている委員もいる
・民生児童委員が自治会に関わっていない地域もある
・民生児童委員の職務と自治会への関わりとして、理想はマップの共有までできればと思うが統一的にはなっていない
・熱心な民生児童委員が取り組んだことでも、知的障害や精神障害のある人の情報の取り扱いでトラブルになったこと
もある
・自治会の持っている情報、民生児童委員が持っている情報、現状の中では共有は難しい
・課題としては、民生児童委員の自治会での中での位置づけと、個人情報の壁だと思っている
・大江地域や大正地域では福祉マップの取り組みが進んでいる
・手上げ方式の推進も大事だが、登録をしたくない人もいる
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５ 福知山市の災害時要配慮者避難支援の取り組み事例

・毎年度、住宅地図に一人暮らしや障害のある人などの区分ごとの着
色をしたマップを作成、自治会役員、組長と共有

・災害時には、組長が組内の声掛け、安否確認、避難誘導等を行う

・市の要配慮者名簿登録者5名に加えて独自意向調査を実施し、18名
を登録

・支援者11名（役員、防災リーダー、協力者、老人会長、民生児童
委員：避難サポーター）により、車にて三段池体育館に輸送

【避難行動スイッチ】

①由良川福知山水位4.0ｍ超過…支援者を通じ避難行動の準備を通知

②由良川福知山水位5.0ｍ超過なお増水…避難行動開始

③暴風危険スイッチ…危険と判断すれば避難開始「一人で過ごすのが
怖い」

・避難支援本部を三段池体育館に設置、自治会長、サポーター等が常
駐。避難者の支援、情報収集、

帰宅判断などのほか避難所派遣員との連携

・老人会長が参画することにより、要配慮者との関係がスムーズに

・避難所が楽しくなければ避難いただけないとの考えかたから、避難
所に現地本部を設置、市の派遣員との連携も行っている

・平成30年度実績：6回、避難者のべ84名（14名/回）

Ｂ 自主防災組織
（旧市街地、堤防沿い、浸水想定・家屋倒壊等氾濫想定区域等あり、土
砂災害警戒区域なし、68世帯135名）

A 自主防災組織
（市街地、浸水想定なし、土砂災害警戒区域等あり、137世帯308名）

Ｃ 自主防災組織
（大江地区、堤防沿い、浸水想定・家屋倒壊等氾濫想定区域あり、内水
氾濫常襲地、土砂災害警戒区域等あり、59世帯140名）

・各戸に避難支援が必要か聞き取り調査を実施。希望する方には個
別面談を実施し、避難の方法や場所を確認

・本人の同意を得て、避難支援が必要な方を地図に落とし込み、地
域で共有

・誰が誰を支援するのか、個別に避難計画を作成

・支援者が、金屋ふれあいセンターまで移送

・避難者情報カードを作成、避難所に携行する

【避難行動スイッチ】

①避難準備・高齢者等避難開始の発令後、本部で状況確認の上、避
難しやすいタイミングを判断

・令和元年度、計画に基づく訓練を2回実施
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６ 福知山市の課題について

〇個人情報保護の観点から、自治会長、民生児童委員それぞれが持つ情報を共

有できておらず、双方で 「両すくみ」の状況となっている地域もある

〇自治会と民生児童委員が一緒になって取り組み、うまく機能しているところもある

〇障害の種別や程度に沿った避難支援が必要である

〇寝たきりの方など、重度の方の避難をどうするか考える必要がある

（１） 地域で同じスタートラインに立つための個人情報保護
問題の検討が必要！

（２）地域での避難支援及び地域で対応できない要配慮者
の避難についての検討が必要！

7



（２） 福知山市個人情報保護条例

（利用目的による制限）
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

２ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人
情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
３ 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす
おそれがあるとき。
（第三者提供の制限）
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす
おそれがあるとき。
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（利用及び提供の制限）
第11条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報（保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。）を自ら利用し、又は提供してはならない。

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報
を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(１) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(２) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(３) 他の実施機関又は国等の機関に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、
かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(４) 前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提
供することについて特別の理由のあるとき。
３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるものではない。

（１） 個人情報保護法

７ 個人情報保護問題の検討 （関係法令）

（３） 再掲 災害対策基本法
（名簿情報の利用及び提供）

第四十九条の十一 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を要しない。

同意なしで提供できる・・・「他の法令に定めがある場合」



８ 個人情報保護問題の検討 （名簿の共有 全国の事例）

令和元年11月13日付 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者行政担当）、消防庁国民保護・防災部防災課長名『「避難行

動要支援者名簿」の作成及び名簿情報の平常時からの提供の促進等について』の通知では、名簿作成を行っていない市町村の速

やかな作成と、平常時における名簿情報の関係機関、地域等への提供の促進を促した。また、平常時からの情報提供の事例とし

て、条例の定めにより行っている事例が紹介された。

① 条例制定による名簿提供方式 ② 条例制定による逆手上げ方式

9条例制定による名簿の事前提供方式

災害対策基本法では、災害時要支援者名簿の事前提供について、
市町村が同意を得ることを条件とした。

ただし、条例等に特別の定めがある場合には、同意を得ることは要し
ないと定めている。



③ その他-1（松本市） 条例を制定したうえで名簿要件該当者に対し、確認の通知を実施

〇従来の災害時等要援護者登録名簿と避難行動要支援者名簿を統合
〇（仮称）松本市避難行動要支援者名簿に関する条例を制定予定。パブリックコメントを実施し、令和２年４月の施行を目指している

条例案の概要
・名簿の対象者 ：要介護３以上、障害等級１級または２級など。その他手上げによる登録も想定
・名簿の提供先 ：自治会、民生児童委員、自主防災組織、消防団ほか
・情報の項目：氏名、生年月日、性別、避難支援を必要とする理由ほか
・個人情報の適正管理に関する規定

条例制定による名簿の事前提供＋個別意向確認方式 10



2019.11.3京都新聞

９ 要配慮者の避難の検討（福祉避難所について）
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福祉避難所

広域避難所（公設福祉避難スペース含む）

避難困難度　高

施設等

地区避難所
知人宅

自宅垂直避難等

避難困難度　低

要配慮者A
（自立・要見守り）

要配慮者B
（要見守り・一部介助）

要配慮者C
（要介助）

低 高

トリアージ

民間社会福祉連絡

協議会と調整

ケアマネ等の対応に

よる緊急短期入所等

避難

入所

民間社会福祉連絡

協議会と調整

避難

要配慮者の状況別避難態様

① 広域避難所・知人宅等への避難・自宅垂直避難等

② 広域避難所の福祉避難スペースへの避難

③ 広域避難所からトリアージによる福祉避難所への避難

④ 在宅から福祉避難所への避難

⑤ ケアマネ等の対応による緊急短期入所等

・福知山市においても、福祉避難所開設の公表は行わず、個別の対応で行ってきている

・要配慮者の避難については、事前に定まったものではなく、災害の進展等に応じて段階的に対

応を行ってきている

・施設のキャパ等により、避難が必要な方の避難について、全数の対応は困難な状況

（１） 要配慮者の避難の検討（要配慮者の避難フロー）
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2019.10.30京都新聞

・災害時の要配慮者の避難支援につ
いては、要配慮者の身体の状況に応
じた、避難支援が必要となる

・このことから、個別避難支援計画に
福祉的要素を含めた「災害時ケアプ
ラン」作成の取り組みがある

・計画の策定において、地域に加え
て、ケアマネージャー等が参画し、要
配慮者の身体の状況に応じた避難
支援のあり方が計画に盛り込まれる

・災害時ケアプランの目的として要配
慮者の状況に応じた福祉的視点を盛
り込むことに加え、地域での情報共
有や訓練等を通じたスムーズな避難
につなげることなどがあげられる

・また、重度の要配慮者に対して、時
前に施設へのショートステイなどに
よって、確実に避難が行えるような仕
組み等を検討する必要がある

３ 要配慮者の避難について（災害時ケアプランの検討）
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14

１０ 要配慮者の避難について（災害時ケアプラン：兵庫県の取り組み）

企画県民部防災企画局防災企画課提供



今後の方向性

〇避難行動要支援者名簿の事前提供の検討

〇災害時ケアプランの取り組みの検討
・自主防災組織とケアマネージャーの連携による個別避難支援計画

策定の検討

・重度の方、医療的ケアが必要な方の個別避難計画作成のモデル実施

など
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