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    「八尾市災害時要配慮者支援指針（素案）」についての市民意見提出制度（パブリックコメント）の実施結果と市の考え方について     

 

 「八尾市災害時要配慮者支援指針（素案）」を策定するにあたり、八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例第１２条の規定に基づき、素案を公

表し、市民意見提出制度（パブリックコメント）を実施しましたので、その結果と提出された市民意見に対する市の考え方を公表します。 

 なお、ご提出いただいたご意見等は、趣旨を損なわない程度で要約させていただいております。 

 

１ 集計結果等 

（１）意見募集期間 

令和２年１月１５日（水）～ 令和２年２月１４日（金） 

 

（２）提出方法別の提出人数及び意見数 

  意見の提出状況は以下のとおりです。なお、意見を踏まえ、素案を加筆・修正するものは２件でした。その他の意見につきましても、今後、

取組を進める中で参考とさせていただきます。 

 

提出方法 提出人数（人） 意見数（件） 

直接持参 ７ １６ 

電子メール １ ３ 

ＦＡＸ ４ １０ 

郵便 ０ ０ 

合計 １２ ２９ 
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２ 市民意見の概要と市の考え方 

 

項目 
掲載 

ページ 
番号 市民意見の主な内容 市の考え方 

本指針の推進体制 2 

 

1 

 

【第 1章 3．本指針の推進体制】 

災害時要配慮者関連の主な役割の欄には、

乳幼児は地域福祉班、母子・難病患者は保健所

班と記載がありますが、子どもの担当は、地域福

祉班と保健所班のどちらになるのですか。 

母子・難病患者とは、小児慢性特定疾病児含めた

難病患者を表していますが、ご指摘を踏まえ、本指針

の推進体制について、保健所班の災害時要配慮者関

連の主な役割の記載の「母子・難病患者」を「難病患

児・者」に改めます。 

なお、災害時要配慮者となる子どもの担当は、地域

福祉班を基本としています。 

本指針の対象者及び避難

支援体制の定義  

 

4 2 【第 1章 5.(1)②避難行動要支援者】 

(5)「日常生活における介助を要する難病患者」

とは、具体的にどのような患者を考えているので

すか。 

「日常生活における介助を要する難病患者」とは、

おおむね１日中人工呼吸器を装着している人や気管

切開をしている人などを想定しております。 

ご指摘を踏まえ、「日常生活における介助を要する

難病患者」の記載に「おおむね 1 日中人工呼吸器を

装着している者、気管切開をしている者等」を追記しま

す。 
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項目 
掲載 

ページ 
番号 市民意見の主な内容 市の考え方 

4 3 【第 1章 5.(1)③避難支援等関係者】 

地域として、自主防災組織、校区まちづくり協

議会、自治振興委員会、町会、地区福祉委員

会、民生委員・児童委員等と列挙していますが、

核となる団体はどこですか。 

情報管理は一元化し、八尾市からの連絡網も

地域にひとつとすべきではないですか。 

災害時の取り組みについては、小学校区の自主防

災組織が中心となることが望ましいと考えております

が、平常時に活動の主体となる団体については、地域

により実情が様々であるため、小学校区単位で協議の

上決めていただいております。 

なお、今後は、地域における地区防災計画の策定

の取り組みと同じ組織が中心となっていただくことが望

ましいと考えております。 

情報管理のあり方については課題であると認識して

おり、今後、地域で順次開催する説明会等を通じて、

地域の実情に応じた実効性のある取り組みとなるよう

協議してまいります。 

－ 4 

 

平常時の備えは誰が行い、災害発生時の対

応は誰がやるかといった、明確なリーディングシ

ステムを構築することが必要であると思います。 

要配慮者の特性や地域の活動内容もさまざまであ

り、市内一律の仕組みを作ることは困難ですが、避難

行動支援の取り組みの実効性を高めるため、P9「第３

章 1.平常時からの備え」、P13～15「第４章 1.災害状

況に応じた避難行動と支援」に、避難行動要支援者本

人・家族、地域、行政、福祉事業者が、それぞれい

つ、何をすべきかを明確にお示ししています。今後に

おいては、地域における説明会を順次開催していく中

で、地域の意見を反映し、マニュアルを完成させてま

いります。 
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項目 
掲載 

ページ 
番号 市民意見の主な内容 市の考え方 

－ 5 

 

民生委員は独居高齢者は把握していますが、

家族と同居されている高齢者や障がい者は把握

していません。同意者リストを活用した支援の取り

組みについては、民生委員は手が回らないた

め、他の団体で行ってほしいです。 

P6 「第１章 7.方針１」に記載のとおり、本指針は地

域（共助）、行政（公助）が連携して、福祉事業者の協

力を得ながら、様々な関係機関が協力し合って進めて

いくことを基本的な考え方としており、地域の実情に応

じた協力体制の構築が不可欠であると考えておりま

す。また、「同意者リスト」の平常時における活用につ

いては、P11 「第２章 ２.避難行動要支援者情報の共

有に向けた取り組み」に記載のとおり、社会福祉協議

会とも連携しながら地域の取り組みを支援してまいりま

す。 

－ 6 

 

 地域は多岐にわたる役割があり、役員は、まち

協、福祉、自治振、他を兼務している状況で、さ

らに、後任者がなかなか見つけ難く高齢化も進ん

でいます。この取り組みに関しては地域で協力し

なければならないと考えていますが、地域の担い

手が不足している中で、負担が重く地域になん

でも押し付けになっているように思います。 

P6 「第１章 7.方針１」に記載のとおり、本指針は、

地域（共助）、行政（公助）が連携して、福祉事業者の

協力を得ながら、様々な関係機関が協力し合って進め

ていくことを基本的な考え方としており、それら全ての

関係機関の協力が不可欠であると考えており、地域の

みに負担を押し付けるものではありません。 

 

－ 7 

 

地域ボランティアをどのように考えているのか、

有償ボランティア等の考え方は無いのでしょう

か。また、役所の OB(再任用）等の人が地域に入

って行うことも有るのではないでしょうか。 

本指針は、P6 「第１章 7.方針１」に記載のとおり、

本指針は地域（共助）、行政（公助）が連携して、福祉

事業者の協力を得ながら、様々な関係機関が協力し

合って進めていくことを基本的な考え方としておりま

す。現時点で有償ボランティアや市役所 OB 職員の活

用した取り組みは想定しておりません。 

「同意者リスト」の作成 10 8 

 

「同意者リスト」を小学校区ごとに作成とありま

すが、町会・自治会単位ではないのですか。 

事業開始当初より、小学校区単位で同意者リストを

作成しておりますが、地域の実情に応じてご要望があ

れば、個人情報保護に配慮の上、地域の取り組みに

必要な範囲で小学校区内の町会ごと及び民生委員ご

とに区分して提供している場合があります。 
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項目 
掲載 

ページ 
番号 市民意見の主な内容 市の考え方 

「同意者リスト」の地域への

提供 

5、10 9 

 

【P5 6.(2) 本文 2行目～3行目 】 

「地域への同意者リストの提供を進めてきまし

た。」とありますが、同意者リストの提供は、最近だ

けではないのですか。当初は出張所に、町会長

が見に行くとなっていたのではないでしょうか。 

平成 26 年度から名簿情報の提供に関する同意確

認を行い、平成 28 年度からは市内の全小学校区を対

象として、同意者リストの提供を順次進めており、小学

校区ごとに地域で選ばれた代表者に対して提供して

おります。 

同意者リストの取り扱いの方法は、出張所等に保管

している同意者リストを閲覧していただく方法と、出張

所等で同意者リスト管理責任者として登録していただ

き、避難行動要支援者の支援に必要な範囲で同意者

リストを受領していただく方法があります。 

今後においては具体的な行動内容について、対応

マニュアルを作成するとともに、地域に対する説明会

を順次開催していく予定です。 

「個別避難計画」の作成 

 

11 10 個別避難計画を作成する主体を支援者から当

事者（本人・家族）に改めたことで、支援者側が

当事者側のニーズを受けとめやすくなると思いま

す。 

避難行動要支援者本人と家族があらかじめどのよう

に避難するかを決めておき、避難の際にどのような配

慮や支援が必要かを考えておくことが有効であるという

観点から、可能な範囲で平常時からの災害の備えをし

ていただきたいと考えております。 

6、11 11 

 

「個別避難計画」の管理等については、支援活

動に不都合がないよう適正に管理しながら情報

の共有を行い、実効性を高めることができるよう

にする必要があると思います。 

 

避難行動支援の取り組みの実効性が高まるよう、

「個別避難計画」の運用等について、今後作成する対

応マニュアルに定めてまいります。 
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項目 
掲載 

ページ 
番号 市民意見の主な内容 市の考え方 

11 

 

12 

 

個別避難支援計画は作成して終了ではなく、

作成することから始まります。支援する人とされる

人とのマッチング、される人の特性、支援する人

の技量等、実際に行動することが大切です。また

避難支援の体験は、季節ごとや雨の日のなど複

数回実施し、個別避難支援計画の見直しを繰り

返すことで初めて個別避難支援計画は完成され

ます。突然顔も見たことが無い人が来ても支援は

できません。 

個別避難計画の作成には、平常時からの関係づくり

が重要であり、様々な災害を想定した訓練等の体験を

通じて、随時見直していくことも重要であると考えてお

ります。避難行動要支援者本人の状態や地域の実情

に応じた実効性のある取り組みとなるよう、今後順次開

催していく説明会等において、取り組みの趣旨等につ

いてしっかりと説明し、働きかけてまいります。 

「避難行動要支援者名簿」

の作成 

10 

 

13 避難行動要支援者名簿を、出張所に保管する

のであれば、地域は、町会長などが出張所に見

に行くことにし、まち協・福祉委員会などが保管

するのは避けるべきではないでしょうか。名簿は、

毎年更新なのでその方がいいと思います。地域

からは要求しないと名簿は提供してもらえないの

ではないでしょうか。 

P10 「第３章 ２．避難行動要支援者情報の共有に

向けた取り組み」にあるとおり、避難行動要支援者名

簿は各出張所等に保管することとしております。なお、

平常時におきましては、避難行動要支援者名簿の提

供はできませんが、同意者リストについては地域にお

ける住民間の関係づくりを目的とした取り組みに対して

提供することは可能です。 

発災時の「避難行動要支

援者名簿」の提供 

12 14 災害時の取り組みで不同意者、未同意者の情

報を含む名簿を急に提供されても現場では混乱

します。事前に情報提供する方法を提案いただ

きたい。 

災害時には、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判断する場合は、避難支援等

の実施に必要な限度で、不同意者、未同意者の情報

を含む避難行動要支援者名簿を地域へ提供すること

となります。 

不同意者に対しては本指針策定の周知を、返信の

ない未同意者に対してはさまざまな機会を通じて、災

害時避難行動支援の取り組みについてご理解いただ

けるよう丁寧に説明等を行い、避難行動要支援者の情

報を地域へ提供できるよう働きかけてまいります。 
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項目 
掲載 

ページ 
番号 市民意見の主な内容 市の考え方 

福祉事業者の協力 

 

－ 15 

 

 

寝たきりの人は、移動が困難で福祉事業者の

協力が必要です。 

移動が困難な方への避難支援につきましては、P6 

「第 1 章 7. 方針１」に記載のとおり、地域（共助）、行

政（公助）が連携して、福祉事業者とも協議を行った上

で協力を得ながら、災害時に適切なタイミングで安全

な場所に適切に移動（避難）することができるよう、移

動が困難な避難行動要支援者を移送する仕組みの確

立に努めてまいります。 

－ 16 当事業所の災害発生時のマニュアルには、事

業所スタッフや登録ヘルパーなどに連絡を取り、

避難支援を行うこととなっていますが、福祉事業

者でも、災害が起こると自分の家族の安全が第

一となるため、どこまで支援者を確保できるのかと

いう問題があります。また、ひとりの利用者が複数

の事業所を利用されている場合がほとんどである

ため、どの事業所が誰の避難計画を担当してい

るのかということが明確である必要があります。特

に介助が必要な人には個別具体的な計画が必

要です。 

避難支援等関係者の確保につきましては、可能な

範囲での協力をお願いしたいと考えております。 

また、P11 「第２章 ３. 災害に備えた計画づくりの

取り組み」に記載のとおり、個別避難計画については、

避難行動要支援者と家族が主体的に関わり、必要に

応じて、地域、行政、福祉事業者が協力して作成する

ものとしております。個別避難計画の運用の詳細につ

いては、別途マニュアルに定めてまいります。 

避難所について 

 

－ 17 

 

避難所である高美小体育館の窓ガラスが割れ

ています。 

避難所施設として適切に管理するため、現地確認し

対応してまいります。 

－ 18 避難所である高美小学校の体育館のトイレの

使用が災害時には使用不可能になるかもしれな

い。 

各指定避難所には、最低１個以上の身障者対応型

の災害用簡易組立トイレ（洋式）及び便袋等を備蓄し

ております。 
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項目 
掲載 

ページ 
番号 市民意見の主な内容 市の考え方 

－ 19 開設委員が発災時に不在で、避難所が開けな

いということにはならないですか。 

発災時早急に避難所が開設されるよう現在、市職員

避難所開設員は各班３名×２班制の計６名体制をとっ

ております。 

－ 20 避難所が複数あることを周知してほしいです。 開設されている避難所であれば誰でもどこでも避難

可能であることと併せて、防災マップ等により指定避難

所を周知してまいります。 

－ 21 避難経路が安心して通行できるようにしてほし

いです。 

全小学校区を対象に令和２年度より策定していく地

区防災計画により、危険個所を把握し、安全な道が選

択できるよう「避難経路マップ」を作成する予定です。 

－ 22 中高安小校区は避難所は体育館だけであり、

車いす用のトイレが無いため、車いすの使用の

方の避難は難しいと考えています。 

各指定避難所には、最低１個以上の身障者対応型

の災害用簡易組立トイレ（洋式）を備蓄しております。 

－ 23 避難場所をあらかじめ決定することが最重要

課題ですが、指定避難所だけでは住民の全戸避

難は無理であり、難しいと考えています。地域の

福祉施設は受け入れてもらえるのか教えてほし

いです。 

まずは安全な場所、または指定避難所に避難する

ことが基本ですが、地域の実情に応じた避難の在り方

を検討してまいります。なお、福祉施設の活用につい

ては今後福祉事業者との協議を進めてまいります。 
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項目 
掲載 

ページ 
番号 市民意見の主な内容 市の考え方 

－ 24 避難所の体育館は板張りのため、段ボールや

厚い毛布が必要です。 

各指定避難所に設置している備蓄倉庫には毛布を

備蓄しており、段ボールベッドについては協定事業者

の支援により支給する予定となっております。 

全般 

 

１ 

 

25 【第 1章 1．本指針の策定の背景と目的 7行目】 

「避難行動要支援者への訪問や個別避難支援

計画の策定等の取り組みを進めてきました」とあり

ますが、個別避難支援計画は 2016年ぐらいで止

まっていませんか。いつになったら完成するので

すか。 

現在、個別避難支援計画を作成している地域は、

全２８小学校区中、５小学校区となっております。今後

も本指針に基づき、特に必要性が高い避難行動要支

援者につきましては、個別避難計画策定の促進につ

ながるよう取り組みを進めてまいります。 

6 26 【第 1章 7.本指針の方針】 

一人暮らしの重度障がい者に対して、「避難行動

の主体は、本人と家族（自助）です。」と言われる

のは「一人で避難できないのなら一人で死ね！」

と言っているのと同じです。 

避難行動要支援者本人と家族が地域や行政、福祉

事業者等とのつながりの中で、あらかじめ避難方法等

を決めておくことが重要であることから、本人と家族

が、平常時から可能な範囲で災害の備えをしていただ

くとともに、災害時には、個別避難計画等に基づき、地

域や行政、福祉事業者の連携による支援を行いたいと

考えております。 

－ 27 日ごろから近所付き合いを大切にして災害が起

きた時助け合うことが一番良いと思います。 

平常時からの地域における住民間の関係づくりが災

害時の避難支援においてもより有効だと考えており、

平常時から同意者リスト等の有効な活用により、地域コ

ミュニティの充実に取り組んでまいります。 
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項目 
掲載 

ページ 
番号 市民意見の主な内容 市の考え方 

－ 28  地震だけや、大雨だけの場合は大きな災害に

なるとは思いません。地震プラス大雨が降った場

合に、高安地域には地溝帯が走り、ため池も多く

あるため、それらが崩れた時に大きな土石流が

発生すると考えられます。しかしこの場合の対策

としては、土石流は道に沿って流れ落ちると思わ

れますので、すぐ避難するのではなく、災害がお

さまってからの避難、要支援者救出をした方が良

いのではないかと思われます。避難途中に土石

流に巻き込まれる場合が各地で多く見受けられ

ます。 また、水害で水につかった場合には高い

建物に避難しなければなりませんが、安全な場

所への移動手段を見つけるのが難しいです。 

災害時要配慮者につきましては、移動が困難で、避

難完了までに時間を要すこともあるため、大雨注意報

等、大雨が予測される段階で避難準備をしていただ

き、大雨が降る前の「避難準備・高齢者等避難開始」

が発令された段階で避難していただくことを災害時対

応のめざす姿としております。 

本指針に基づき、災害時に適切なタイミングで安全

な場所に適切に移動（避難）することができるよう支援

してまいります。 

－ 29 実施要領、資料などわかりやすいものを作成して

ほしいです。また、この活動の周知についてはど

のように行っていくのか教えてほしいです。 

災害時要配慮者支援の取り組みについては本指針

とは別に、具体的な対応方法を記載したマニュアルを

作成する予定です。また、地域に対して、順次説明会

を開催し、本指針の考え方等を説明し、丁寧に周知を

行ってまいります。 
 


