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さ い が い じ  よ う は い り ょ し ゃ

ひ な ん し え ん



このガイドブックについて

１ページ

ガイドブックのもくてき
　このガイドブックは、災害時に高齢者や障害者など
福祉的な支援が必要な方々に対する行政の様々な
取組を紹介し、地域の皆さまに少しでもご協力を
いただくためのきっかけとして作成しました。

どこに避難すれば
よいのかな？

　（答えは２ページへ）

市町村はどんな支援
をしているのかな？

　 （答えは３ページへ）

日頃から準備
できることは？

　 （答えは４ページへ）

ひなん しえん じゅんび

「災害時要配慮者」 ってなに？
さいがいじ ようはいりょしゃ

　高齢者や障害者、妊産婦の方など、避難するときや
避難所で生活するときに、福祉的な支援が必要な方を
「災害時要配慮者」といいます。

　災害がおこると、「けがをして、動きが不自由になる」
「メガネをなくして、ものが見えなくなる」など
だれもが災害時要配慮者になる可能性があります。

※1

さいがいじようはいりょしゃ

こうれいしゃ しょうがいしゃ にんさんぷ

※１ 市町村によって名称や範囲が異なります。



１．一般の「避難所」へ

避難・移送先について

災害の発生

２．福祉避難所や専門施設へ

支援者は要配慮者と一緒に近隣の避難所（体育館など）へ移動します。

要配慮者・ケガ人

（一般の避難所で対応できない要配慮者）

「福祉避難所」へ

個
別
避
難
計
画
に
よ
っ
て
直
接
避
難
を
誘
導
す
る
市
町
村
も

移
送

避
難

「病院」・「社会福祉施設」へ（詳しくは3ページへ）

どこに避難すれば
よいのかな？

　

ひなん いそうさき ひなん

（緊急を要するケガ人・重度要配慮者）

ひなんしょ

ふくしひなんしょ せんもんしせつ

２ページ

ふくしひなんしょ

ようはいりょしゃ

びょういん しゃかいふくししせつ

じゅうどようはいりょしゃ

一般の避難所では対応が難しい
要配慮者は市町村の判断で移送します。

重度の
要配慮者

(早めの避難が重要です)

避難所に逃げることが危険な場合
 ・ 自宅にとどまり、高い場所に逃げる
 ・ 近くの集会所など安全な場所へ逃げる



市町村の３つの取組
とりくみしちょうそん しえん

ようはいりょしゃめいぼ

　「要配慮者名簿」は、避難に支援が必要な要配慮者の方たち
の氏名や年齢、支援が必要な理由などをまとめた名簿です。
災害が起こったときの安否確認や支援等に活用します。

　市町村では、支援者の方が名簿を共有できるように
個人情報の保護に配慮した制度の整備を進めています。

ようはいりょしゃめいぼ

１．「要配慮者名簿」の作成

ひなんしょ ふくしひなんしょ

（京都府内の「福祉避難所」の一覧は６ページへ）

2．「避難所」や「福祉避難所」の整備
　体育館など、一般の「避難所」の整備のほか、特別養護老人
ホームや宿泊施設など、要配慮者の支援に必要な設備・人材
が整った「福祉避難所」の設置を各地で進めています。

3ページ

とくべつようごろうじん

・  福祉避難所は、要配慮者の方や、その支援者が利用するために
   設置します。
・  人数に限りがあるため、受け入れできない場合がございます。
・  福祉避難所は、災害時に必ず設置されるものではありません。！

※1※2

市町村はどんな支援を
しているのかな？

※１ 市町村によって名簿の呼び方は異なります。
※２ 要配慮者のうち、特に避難に支援が必要な方を「避難行動要支援者」
　　といい、市町村は避難行動要支援者の名簿を作成する義務があります。

こべつひなんけいかく

　「個別避難計画」は、市町村が避難に支援が必要と判断する
要配慮者一人ひとりに対して、災害時の避難の注意点や避難
生活で必要な医薬品などの支援をまとめた計画書のことです。
　その作成に向けた取り組みを進めていますが、計画の作成
には要配慮者の方と地域の皆さまのご支援が必要です。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

こべつひなんけいかく

3．「個別避難計画」の作成

※１ 市町村によって名称や範囲が異なります。

※1

。

必要に応じて市町村が設置の判断をします。

しえん



日頃からできること
ひごろ じゅんび

きんじょ

１．近所の人たちと知り合いに！

ふくしひなん

　「福祉避難サポーター」とは、避難所において
要配慮者のニーズに対応できる人材のことです。
ひとりでも多くの方のご協力をお願いいたします。

ふくしひなん

３．「福祉避難サポーター」になろう！

日頃から準備
できることは？

　

4ページ

ようはいりょしゃ

ひなんけいかく

　災害時には、けがをするなど、だれもが要配慮者になる
可能性があります。
　ご家族や支援者と話し合い、皆さま一人ひとりに合った
「わたしの避難計画」を作成・準備しましょう！！
（「わたしの避難計画」の様式は次のページへ）

２．「わたしの避難計画」を作成！
ようはいりょしゃ

ひなんけいかく

　災害時には、地域の人たちの協力が大切です。ご近所の
方や要配慮者の方とお話をして、知り合いになりましょう！
また、日頃から、地域の行事や防災訓練などに積極的に
参加し地域に住んでいる人たちのことを知りましょう。



わたしの避難計画 作成日:　平成　　年　 月　 日（　）

ひ な ん け い か く
ご家族や支援者で話し合い

作成しましょう
　

型明治 ・ 大正 ・ 昭和 ・ 平成   　年　 月　 日 （     歳）

（氏名）

(氏名)

（続柄）

(続柄)

（連絡先）

(連絡先)

避難ルート
（自宅から 

 避難所までの図）

お名前

住所

血液型

男 ・ 女性別

わたしの状況

（移動の状況 車いすなど）

緊急連絡先
（携帯電話）

かかりつけの
お医者さん（連絡先）

いつも使っている
くすり

避難する時
気をつけること

避難所で
気をつけること

支援者
（家族など）

※ 方位を書き込んでください

生年月日

（氏名）

(氏名)

（続柄）

(続柄)

（連絡先）

(連絡先)

利用している福祉サービス

その他気をつけること

5ページ

（支援が必要な状況）

じゅうしょ

せいねんがっぴ けつえきがた

せいべつ

きんきゅうれんらくさき

なまえ



京都府内の福祉避難所一覧 
(平成２６年3月末日現在)

山科区

下京区

京都市内(全190ヶ所 )

ヴィラ山科、長楽園、山科苑、京都市日ノ岡老人デイサービスセンター、山科障害者授産所/山科身体障害者福祉会館 、東旺苑、

やましな学園/山科障害者デイサービスセンター、京都市百々老人デイサービスセンター、京都市山科老人デイサービスセンター、

いわやの里、おおやけの里、特別養護老人ホームそらの木、アビイロードやましな、洛和ヴィラアエル、山科積慶園、ケアハウス 山科、

陽だまりクラブ共同作業所、香東園やましな、介護老人保健施設 香東園やましな

京都市修徳特別養護老人ホーム、西七条、京都市菊浜老人短期入所施設、ぬくもりの里、京都市崇仁老人デイサービスセンター、

じゅんぷう、京都市島原老人デイサービスセンター

京都市本能特別養護老人ホーム、壬生老人ホーム、ポプラの木、洛和ヴィライリオス、西の京、かしの木学園、夢花咲塾あけぼの、

京都市御池老人デイサービスセンター、京都市聴覚言語障害センター/京都市西ノ京障害者授産所、みやこ壬生作業所

交流広場ライフアート、大照学園更生部、大照学園授産部、エクセレント東山、修道洛東園、洛東園、NPO法人くすの木共同作業所、

京都市東山老人デイサービスセンター、なづな学園

市原寮、花友しらかわ、静原寮、花友はなせ、ケアハウスやまびこ、博寿苑、おおはら雅の郷、紫雲苑、しずはうす、

フェアウインドきの、友々苑、茶山のさと、ユニティ長谷、バプテスト老人保健施設、テンダーハウス、北山ふれあいセンター、

修光学園、京都市飛鳥井学園、HOLYLAND

西陣憩いの郷、京都市上京老人デイサービスセンター、NPO法人福祉作業所ホープ、デイセンターふらっと、十四軒町の家、

京都市小川特別養護老人ホーム

にしがも舟山庵、原谷こぶしの里、紫野、ユーカリの里、リブル北山、ヴィラ上賀茂、京都市柊野特別養護老人ホーム、和順の里、

こぶしの里サテライト今宮、地域密着型総合ケアセンター きたおおじ、ライブリィきぬかけ、おおみや葵の郷、がくさい、

デイサービス音希（生活介護）、京都市紫野障害者授産所、レスピラール花の駅、京都ライトハウス

6ページ

右京区

アムールうずまさ、嵐山寮（特養・短期・デイ）、嵐山寮（養護）、嵐山寮特別養護老人ホーム うたの、梅津富士園、花友にしこうじ、

株式会社ひかり キアーロ事業所、健光園、愛宕ゆうこうの郷、（福）全国手話研修センターコミュニティ嵯峨野、みやこ西院作業所、

パッショーネ、嵐山寮小規模特別養護老人ホームひろさわ、高齢者総合福祉施設健光園 あらしやま、ケアハウス西院、はなぞの、

京都市西院老人デイサービスセンター、ケア・スポット梅津、マリアンヌ、リーベン嵯峨野、はなふるさと、加音西京極作業所、

重度障害者通所介護じゅらく、京都市うずまさ学園/京都市太秦障害者デイサービスセンター、豊和園

伏見区

あじさい苑、ヴィラ向島（特養・短期・デイ）、サウスヴィレッジ向島（軽費）、城南ホーム、そせい苑、淀の里、ケアハウス久我の杜、

京都市東高瀬川老人短期入所施設、ももやま、アールそせい、介護老人福祉施設まどか、あじさいガーデン伏見、ベテスダの家、

京しみず、第二京しみず、桃寿苑、介護老人保健施設ハーモニーこが、介護老人保健施設ケアコミュニティ淀、京都市ふしみ学園、

井伊掃部町デイセンター、板橋の町家ほっこり、伏見障害者授産所/伏見障害者デイサービスセンター、なるたき、ぐんぐんハウス、

社団法人京都手をつなぐ育成会伏見工房、愛隣デイサービスセンター、ヴィラ稲荷山、深草センターほっこり、稲荷の家ほっこり、

京都老人ホーム（特養・短期・デイ）、京都老人ホーム（養護）、特別養護老人ホームフジの園、当区別養護老人ホームみやびのその、

藤城の家、深草福祉農園、ケアハウスプラスしこうえん、ヴィラ端山、同和園（特養・短期・デイ）、京都市春日丘老人短期入所施設、

同和園（養護）、小栗栖の家ほっこり、醍醐の家ほっこり、介護老人保健施設醍醐の里、京都市醍醐老人デイサービスセンター、

老人保健施設白寿、障害者支援施設 光輝

西京区

シオンの里、京都市桂川特別養護老人ホーム、京都市桂川療護園/京都市桂川障害者デイサービスセンター、京都厚生園、西山寮、

ワークハウスせいらん、洛西けいゆうの里、シミズひまわりの里、京都市障害者支援施設大原野の社、障害者支援施設 洛西寮、

沓掛寮、桂の泉学園、沓掛寮デイサービスセンター、洛西ふれあいの里療護園/洛西ふれあいの里デイサービスセンター、

洛西ふれあいの里更生園、洛西ふれあいの里授産園

南区
吉祥ホーム、京都市久世特別養護老人ホーム、故郷の家・京都、ビハーラ十条、京都市東九条特別養護老人ホーム、京都太陽の家、

マムクオーレ、マムクオーレⅡ、京都市陶化老人デイサービスセンター、京都市洛南障害者授産所、エルファ共同作業所、塔南の園、

京都市洛南身体障害者福祉会館、成望館、西寺育成苑、日本自立生活支援センター ワークス共同作業所

東山区

中京区

左京区

上京区

北区

(1/3ページ：全382ヶ所)

ふ くし ひ な ん し ょ

福祉避難所は発災時にただちに設置されるものではなく、災害の規模に応じて市町村が設置を判断します。！
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京都府内の福祉避難所一覧 
(平成２６年3月末日現在)

長岡京市

大山崎町

宇治市

城陽市

久御山町

八幡市

京田辺市

井手町

宇治田原町

木津川市

笠置町
和束町

南山城村

精華町

亀岡市

老人福祉センター竹寿苑、特別養護老人ホーム旭が丘ホーム、特別養護老人ホーム竹の里ホーム、
特別養護老人ホーム天神の杜、特別養護老人ホーム第二天神の杜、老人保健施設アゼリアガーデン、
介護老人保健施設マムフローラ、障がい者地域活動センター乙訓の里、乙訓若竹苑、乙訓ポニーの学校、
地域福祉センターきりしま苑、向日が丘支援学校

京都府立宇治支援学校、宇治川福祉の園、槇島福祉の園、志津川福祉の園、ワークセンター宇治作業所、
デイセンター宇治作業所、天ケ瀬学園通所部、天ケ瀬学園入所部、天ケ瀬寮、天ケ瀬苑、同胞の家、
宇治明星園、宇治明星園白川、宇治さわらび園、笠取ふれあい福祉センター、ヴィラ鳳凰、宇治作業所のびのび

特別養護老人ホーム ひだまり平川、特別養護老人ホーム ひだまり久世、特別養護老人ホーム ビハーラ本願寺、
特別養護老人ホーム 梅林園

京都府立八幡支援学校

特養 京都八勝館、特養 京都ひまわり園、特養 有智の郷、老健施設 石清水、老健施設 梨の里、
京都府立八幡支援学校、石清水八幡宮青少年文化体育研修センター

特養九十九園、特養セピアの園、特養つつきの郷

老人福祉センター 玉泉苑、老人福祉センター 賀泉苑、井手町立玉川保育園、井手町立多賀保育園、
井手町立いづみ保育園、いづみ人権交流センター

老人福祉センター「やすらぎ荘」、保健センター

株式会社ハーフ・センチュリー・モア サンシティ木津、特別老人ホーム山城ぬくもりの里、
小規模多機能型居宅介護湧出ぬくもりの里、ワーキングセンターいづみ、いづみ児童デイサービス かも、
特別養護老人ホームゆりのき、西木津ぬくもりの里、加茂ぬくもりの里

笠置町ディサービスセンター

和束町老人福祉センター

南山城村保健福祉センター

社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 特別養護老人ホーム 神の園、株式会社けいはんなプラザホテル、

京社会福祉法人 盛和福祉会 児童養護施設・乳児院 京都大和の家、社会福祉法人 精華町社会福祉協議会、

医療法人社団 医聖会 介護老人保健施設 とちのき、都府立南山城支援学校、社会福祉法人 相楽福祉会

特養 亀岡園、特養 第二亀岡園、特養 亀岡友愛園、特養 亀岡たなばたの郷、介護老人保健施設 こもれび、
介護老人保健施設 陽生苑、社会福祉法人 松花苑 かしのき、社会福祉法人 松花苑 みずのき、
社会福祉法人 花ノ木

乙訓(全20ヶ所 )

山城 (全58ヶ所 )

南丹 (全18ヶ所 )

ふ くし ひ な ん し ょ

大山崎町老人福祉センター長寿苑、大山崎町保育所、大山崎町第2保育所、大山崎町第3保育所、
特別養護老人ホーム洛和ヴィラ大山崎、洛和グループホーム大山崎

向日市 特別養護老人ホーム 向陽苑、 特別養護老人ホーム サンフラワーガーデン 

南丹市
特別養護老人ホーム長生園、特別養護老人ホームヴィラ多国山、特別養護老人ホームはぎの里、
特別養護老人ホーム美山やすらぎホーム

福祉避難所は発災時にただちに設置されるものではなく、災害の規模に応じて市町村が設置を判断します。！
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京都府内の福祉避難所一覧 
(平成２６年3月末日現在)

福知山市

綾部市

舞鶴市

宮津市

京丹後市

伊根町

与謝野町

中丹(全47ヶ所 )

丹後 (全49ヶ所 )

グリーンビラ夜久野、サンヒルズ紫豊館、ニコニコハウス、厚ニコニコハウス・ケアハウス、晴風、五十鈴荘、
三愛荘（ケアハウス）・デイサービス、ほほえみの里、豊の郷、みわの里、障害児施設 福知山学園第一翠光園、
介護福祉施設きらら、特別養護老人ホームえるむ、介護老人福祉施設橘、ホームいさ、特養三愛荘、敬愛荘、
にれの木園、障害福祉サービス事業所 福知山学園第二翠光園、障害福祉サービス事業所 たんぽぽの家、
障害福祉サービス事業所 福知山学園第三翠光園、障害福祉サービス事業所 福知山学園三和翠光園、
障害福祉サービス事業所 ＪＵＭＰ、障害福祉サービス事業所 ききょうの杜、岩戸ホーム、
障害福祉サービス事業所 ふきのとう作業所、障害福祉サービス事業所 ふくちやま作業所

綾部市保健福祉センター、いこいの村聴覚言語障害センター（梅の木寮）、松寿苑、老人保健施設あやべ、
いこいの村聴覚言語障害センター（栗の木寮）、綾部さくらホーム、ミストラル介護センター綾部・とよさと

特養やすらぎ苑、特養グリーンプラザ博愛苑、特養グリーンパーク愛宕、特養真愛の家 寿荘、特養安寿苑、
特養グレイスヴィルまいづる、特養ライフ・ステージ舞夢、老健エスペラル舞鶴、老健アザレア舞鶴、
老健すこやかの森、養護安岡園、障害こひつじの苑 舞鶴、障害みずなぎ学園

特別養護老人ホ－ム天橋の郷、介護老人保健施設リハ・ヴィラなぎさ苑、特別養護老人ホ－ム夕凪の里、
特別養護老人ホ－ム青嵐荘、養護老人ホ－ム成相山青嵐荘、特別養護老人ホ－ム天橋園

峰山総合福祉センター、五箇保育所、大宮南保育所、大宮北保育所、網野幼稚園、網野保育所、島津保育所、
丹後地域公民館、丹後こども園、丹後市民局、平住民センター、弥栄生きがい交流センター、宇川農業会館、
弥栄地域公民館、久美浜市民局、たちばな保育所、こうりゅう保育所、久美浜仮設保育所、峰山仮設保育所

特別養護老人ホーム 長寿苑、伊根町総合保健施設伊根町保健センター、伊根町国民健康保険本庄診療所、
小規模多機能型居宅介護事業所 おきなぎの家、伊根町国民健康保険伊根診療所

特別養護老人ホーム与謝の園、特別養護老人ホーム虹ヶ丘、特別養護老人ホームあじさい苑、
みんなのうち加悦奥、みんなのうち後野、ふれあいホーム神宮寺、グループホーム芳寿館、リフレ加悦の里、
グループホームよさの、デイサービスセンター芳寿館、グループホームふれあい、介護ハウスうえもり、
通所介護事務所のらくろ、生活リハビリ道場、知的障害者入所更生施設夢織りの郷、桜谷なかまの家、
宮津与謝聴覚言語障害者地域活動支援センター、小規模多機能型居宅介護ユメライフはしだて、
与謝野町地域共生型福祉施設やすらの里
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京都府 健康福祉部 介護・地域福祉課

電話：075-414-4556  kaigofukushi@pref.kyoto.lg.jp

発行元・お問い合わせ先

ふ くし ひ な ん し ょ

京丹波町
特養 丹波高原荘、特養 瑞穂山彦苑、特養 長老苑、医療法人丹笠会 丹波笠次病院、
障害者支援施設 丹波桜梅園

(3/3ページ：全382ヶ所)




