
要援護者の特性と必要な配慮等      ～参考：大阪府作成「災害時要援護者支援プラン作成指針」～ 
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 避難行動等の特徴 特徴的ニーズ 
配慮事項 

情報伝達時 避難誘導時 避難生活時 

視覚障害者 

・被害の状況を知ることができない（視覚に

よる緊急事態の察知が不可能な場合が多

い）。 

・災害時には住みなれた地域でも状況が一変

し、いつも通りの行動ができなくなる。 

・避難所等慣れない場所で行動することが難

しい（単独では素早い行動ができない）。 

・視覚による緊急事態等の各地が不可能な場

合や瞬時に覚知が困難な場合が多いため、

音声による情報伝達及び状況説明が必要。 

・日常の生活圏外では、介護者がいないと避

難できないため、避難誘導等の援助が必

要。 

・役所からの広報、その他生活に関する情報

等が来た時には、必ず知らせる。 

・わかりやすい口調で伝える。 

・音声情報で複数回繰り返す。 

・点字や拡大文字のほか、指点字や触手話、

指文字、手のひら書きなど、一つないし複

数の組み合わせでコミュニケーションを

とり情報提供に努める。 

・盲ろう者通訳・介助員を避難所等に派遣す

る。 

・安否確認及び避難所への避難誘導（歩行支

援）を誰が行うのか、あらかじめ取り決め

ておく。 

・白杖等を確保する。 

・日常の生活圏であっても、災害時には環境

の変化から認知地図が使用不能となる場

合があることに配慮する。 

・避難所内の案内を行う。特に、トイレや水

道などの場所確認のための誘導を行う。 

・仮設トイレを屋外に設置する場合は、壁伝

いに行くことができる場所に設置する等、

異動が容易にできるよう配慮する。 

聴覚障害者 

・音声による情報が伝わらない（視覚外の異

変・危険の察知が困難。音声による避難誘

導の認識ができない）。 

・緊急時でも、言葉で人に知らせることが難

しい。 

・外見からは障害のあることが分からない。 

・知的障害や肢体障害、精神障害などの障害

を併せ持つ重複聴覚障害者もいることに

留意。 

・音声による避難・誘導の指示が認識できな

いため、手話・要約筆記・文字・絵図等を

活用した情報伝達及び状況説明が必要。 

・重複聴覚障害者の場合には、さらに併せ持

つ障害に応じたニーズがあることに留意。 

・正面から口を大きく動かして話す。 

・文字や絵を組み合わせた筆談で情報を伝え

る（常時筆記用具を用意しておく）。 

・盲ろう者通訳・介助員、手話通訳者及び要

約筆記者を避難所等に派遣する。 

・掲示板、ファクシミリ、Ｅメールを活用し

た情報提供を行うとともに、文字放送専用

テレビを避難所に設置することに努める。 

・重複聴覚障害者の場合には、さらに併せ持

つ障害に応じた支援が必要になる。 

・手話や文字情報によって状況説明を行い、

避難所等へ誘導する（筆記用具等を用意し

ておく）。 

・重複聴覚障害者の場合には、更に併せ持つ

障害に応じた配慮が必要になる。 

・伝達事項は、紙に書いて知らせる。 

・派遣された手話通訳者、要約筆記者等にも

協力を求める。 

・重複聴覚障害者の場合には、更に併せ持つ

障害に応じた配慮が必要になる。 

言語障害者 

・緊急時でも、言葉で人に知らせることが難

しい。 

・外見からは障害のあることが分からない。 

・自分の状況等を伝える際、音声による会話

が困難であるため、手話・筆談等による状

況把握が必要である。 

 ・手話や文字情報によって状況説明を行い、

避難所等へ誘導する（筆記用具等を用意し

ておく）。 

・伝達事項は、紙に書いて知らせる。 

・派遣された手話通訳者、要約筆記者等にも

協力を求める。 

肢体不自由者 

・自分の身体の安全を守ることが難しい。 

・自力で避難することが難しい。 

・自力歩行や素早い避難行動が困難な場合が

多いため、車いす等の補助器具が必要であ

る。この場合、メンテナンスキット（空気

入れ、パンク修理、工具）も必須である。 

 ・自力で避難することが困難な場合には、車

いすやストレッチャー等の移動用具等を

確保することが望ましいが、移動用具が確

保できない場合には、担架やリヤカーの使

用、おんぶなどにより避難する。 

・車いすが通れる通路を確保する。 

・家具の転倒防止などの安全を確保する。 

・車いす用のトイレを確保する。 

内部障害者 

・自力歩行や素早い避難行動が困難な場合が

ある。 

・外見からは障害のあることが分からない。 

・心臓、腎臓、呼吸器などに機能障害があり、

人工透析など医療的援助が必要な場合が

ある。 

・医薬品を携帯する必要がある。 

・常時医療機材（人工呼吸器、酸素ボンベな

ど）を必要とする人がいる。 

・自力歩行や素早い避難行動が困難な場合が

あるため、車いす等の補助器具が必要であ

る。 

・医薬品や医療機材を携帯する必要があるた

め、医療機関等による支援が必要である。 

・ストマ装用者にあってはストマ用具が必要

である。 

 ・常時使用している医療機材を確保するほ

か、医薬品を携帯するとともに、自力で避

難することが困難な場合には、車いすやス

トレッチャー等の移動用具等を確保する

ことが望ましい。移動用具が確保できない

場合には、担架やリヤカーの使用、おんぶ

などにより避難する。 

・医療機関等の協力により巡回診療を行うほ

か、定期的な治療の継続のための移送サー

ビスを実施する。 

・医療機材の消毒や交換等のため、清潔な治

療スペースを設ける。 

・食事制限の必要な人の確認も必要。 

・薬やケア用品の確保も必要。 

・ストマ装用者にあってはトイレや水道など

の水洗い場・補装具置場等が必要。 

・各種装具・器具用の電源確保が必要。 

知的障害者 

・急激な環境の変化に順応しにくい。 

・一人では理解や判断することが難しく（緊

急事態等の認識が不十分な場合）、環境の

変化による精神的な動揺が見られる場合

がある。 

・緊急事態等の認識が不十分な場合や環境の

変化による精神的な動揺が見られる場合

があるため、何が起こったかを短い言葉や

文字、絵、写真などを用いてわかりやすく

伝えて事態の理解を図るとともに、日常の

支援者が同伴するなどして、気持ちを落ち

着かせながら安全な場所へ誘導する必要

がある。 

・具体的に、短い言葉で、わかりやすく情報

を伝える。 

・絵、図、文字などを組み合わせて、理解し

やすい方法で情報を伝える。 

・精神的に不安定になる場合があることに配

慮する。 

・一人でいる時に危険が迫った場合には、緊

急に保護する。 

・災害の状況や避難所等の位置を、短い言葉

や文字、絵、写真などを用いてわかりやす

く説明するとともに、必要に応じて誘導す

る。 

・動揺している場合には、日常の支援者が同

伴するなどして、気持ちが落ち着くよう支

援することが大切である。 

・環境の変化を理解できずに気持ちが混乱し

たり、精神的に不安定になる場合があるの

で、短い言葉や文字、絵、写真などを用い

て避難所での生活を分かりやすく伝えて

理解を図るとともに、日常の支援者が適切

に話しかけるなど気持ちを落ち着かせる

よう配慮する。 
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 避難行動等の特徴 特徴的ニーズ 
配慮事項 

情報伝達時 避難誘導時 避難生活時 

精神障害者 

・災害発生時には、精神的動揺が激しくなる

場合がある。 

・自分で危険を判断し、行動することができ

ない場合がある。 

・ふだんから服用している薬を携帯する必要

がある。 

・災害発生時には精神的動揺が激しくなる

場合があるため、気持ちを落ち着かせる

ことが必要である。 

・服薬を継続することが必要な人が多いた

め、日頃から自ら薬の種類を把握するよ

う指導するとともに、医療機関による支

援が必要である。 

・具体的にわかりやすく簡単に情報を伝え

る。 

・精神的に不安定になる場合、精神保健福祉

士など専門職種に連絡をとるなど配慮す

る。 

 

・災害の状況や避難所等の位置を伝えると

ともに、必要に応じて無理のないやり方

で誘導する。 

・動揺している場合には、時間を取り気持

ちが落ち着くよう支援することが大切で

ある。 

・孤立してしまうことが多いため、知人や仲

間と一緒に生活できるよう配慮する。 

・服薬を継続するため、本人及び援助者は薬

の名前、量を知っておくこと、例えばお薬

手帳などの利用が必要。 

・関係医療機関との連絡・支援体制が必要。 

難病・特定疾患患

者 

・疾患によって、身体障害者手帳を所持し、

あるいは、障害者に準ずる状態にあること

から、それぞれの障害特性に配慮した対応

をとる必要がある。 

・治療法が確立していない疾患であることか

ら、日常的に必要な医薬品等を確保する必

要がある。 

・肢体が不自由な場合や、外見からは障害

があることが分からない場合があるた

め、それぞれの病態や症状に応じた避難

誘導等の援助が必要である。 

・人工呼吸器や人工透析などの医療的援助

が必要な場合がある。 

・慢性疾患患者が多く、医薬品の確保につ

いて医療的援助が必要な場合がある。 

・視覚、聴覚に障害がある場合や、認知症を

伴う場合もあり、それぞれの状態を把握

し、理解しやすい方法で情報を伝えること

が必要である。 

・肢体不自由者や、内部障害者と同様に、

車いすやストレッチャー等の移動用具を

確保することが望ましい。 

・常時使用している医療機材を確保するほ

か、医薬品を携帯することが望ましい。 

・医療機関の協力による巡回診療の実施や、

人工呼吸器や人工透析をはじめ生命に関

わる医療援助を必要とする患者の医療機

関への早期移送。 

・服薬を継続するための医薬品の確保。 

認知症高齢者 

・時間、場所、人に関する検討が混乱するこ

とがある。 

・食事をしたことを忘れて要求するなど、最

近の出来事をすっかり忘れることがある。 

・言葉が出てこなかったり、意味を理解でき

ないことがある。 

・身の回りの物の用途がわからなくなること

がある。 

・急激な環境の変化への適合が難しい。 

・服の着替えがうまくできないことがある。 

・環境の変化にぜい弱である。 

（以上の症状は環境の変化により大きく左

右されやすい） 

・緊急事態等の認識が不十分な場合や、環

境の変化による精神的な動揺が見られる

場合があるため、日常の支援者が同伴す

るなど、気持ちを落ち着かせる必要があ

る。 

・具体的に、短い言葉で、分かりやすく理解

しやすい方法で情報を伝える。 

・動揺している場合は、日常の支援者が同

伴するなどして、気持ちが落ち着くよう

支援することが大切である。 

・環境の変化を理解できずに気持ちが混乱し

たり、精神的に不安定になる場合があるの

で、日常の支援者が、適宜話しかけるなど

気持ちを落ち着かせるよう配慮する。 

外国人 

・日本語が十分理解できない場合がある。 ・正確な情報の伝達方法や伝達できる人が

必要となる。 

・やさしい日本語、絵や文字の組み合わせ、

ジェスチャーなどにより、わかりやすく伝

える。 

・多言語により情報提供を行う。 

・通訳や翻訳者との連携を図り、避難所では協力者を配置することが必要となる。 

妊産婦 

・おなかが大きいなど身動きがとりにくい

（分娩後に身体が回復しないなど）。 

・走ることができない、重いものをもてない

など、一般の人と同じように行動できな

い。 

・安心できる生活環境の確保をし、周囲か

らの暖かい関わりを促し、メンタルケア

を重視する必要がある。 

・必要な情報の把握は可能である（ホルモン

バランスの変化、体型の変化、出産への不

安などにより感情の起伏が大きくなるの

で、伝達方法の配慮が必要な場合もある）。 

・素早い行動が困難な場合も想定されるた

め、家族や避難支援者の適切な避難誘導

を心掛ける必要がある。 

・避難所での、医師・医療の確保、防寒・   

避暑、トイレ対策、横になるスペース、分

娩対応などが必要である。 

・体調管理が難しいので、毛布等の保温用品、

栄養のある食料などが必要である。 

乳幼児 

・自立しての避難ができない。保護者や保育

者等が連れて避難することが必要である

（ただし、複数の子どもを一度に避難させ

ることは難しい）。 

・乳幼児の生活環境への影響が大きいこと

に配慮するとともに、保護者へのメンタ

ルケアを重視し、孤独な育児の抱え込み

を防ぐ必要がある。 

・情報の把握、情報の発信ができないので、

保護者や保育者を通じて安心できるよう

な配慮が必要である。 

・自立しての行動ができないので、安心で

きる言葉掛けなど適切な避難誘導が必要

である。 

・避難所での、授乳室の確保、防寒・避暑、

衛生面の確保、子どもが泣いても大丈夫な

環境などが必要である。 

・おむつ、粉ミルク、離乳食、水、衣類など

が必要である。 

 


