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福祉避難所の指定等に関する協定書の締結式の実施について 

 

奈良市では、災害弱者対策として福祉避難所の設置に取り組んできました。

民間の介護老人福祉施設等との間で調整を重ねてきました結果、それぞれの施

設等のご協力をいただき、福祉避難所の指定等に関する協定締結の運びとなり

ました。つきましては、下記のとおり締結式を実施します。 

 

記 

 

１ 日時：平成２４年１２月２７日（木）１０：００～１１：００ 

 

２ 場所：市庁舎中央棟６階正庁 

 

３ 主催 奈良市 

 

４ 内容 

（１）協定締結先（細部は別紙） 

  ア 介護老人福祉施設等 ３７法人４５施設 

  イ 奈良市社会福祉協議会（総合福祉センター等の指定管理者） 

  ウ 奈良県訪問看護ステーション協議会（看護師等の派遣） 

エ 日本ホームヘルパー協会奈良県支部（ホームヘルパーの派遣） 

※ 県立養護学校（３校） 県教育委員会と調整中  

（２）実施要領 

   本協定の締結先を代表して、施設等の代表者 1 名と市長が相互に協定書

を取り交わし、その後、市長が各施設に協定書をお渡しします。 

   

５ 補足説明 

（１）福祉避難所とは 

   災害時に高齢者や障害をお持ちの方などのうち、一般の避難所では避難

生活に困難が生じる場合、二次的に避難していただく施設。介護老人福祉

施設や介護老人保健施設などの民間施設と奈良市総合福祉センターなどの



公的施設に設置します。 

（２）福祉避難所の指定 

  ア 福祉避難所（公的施設） １０施設 

    総合福祉センター、老人福祉センター（東・西・南・北）、都祁・月ヶ

瀬福祉センター、県立養護学校（奈良、奈良西、奈良東）（調整中） 

  イ 福祉避難所（民間施設） ３７法人４５施設 

    介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、障害者

施設 

 

添付書類 

 ・ 「協定締結先一覧」 

・ 「要援護者に対する支援形態」 

 ・ 「要援護者を福祉避難所へ受入れるまでの流れ」  

  

   



協 定 締 結 先 一 覧 

施設・協会等 対象数 法人数 施設数 

介護老人福祉施設 ２０ 

３７ 

２０ 

介護老人保健施設 ９ ９ 

介護療養型医療施設 ２ ２ 

障害者施設 ２９ １４ 

施設等合計 ６０ ３７ ４５ 

県立養護学校 ３ － ３ 

奈良市社会福祉協議会 １ １ － 

奈良県訪問看護ステーション協議会 １ １ － 

日本ホームヘルパー協会奈良県支部 １ １ － 

（２４年１２月１７日現在） 

（県と調整中、来年協定を締結予定） 



協定締結先の細部 

 法人名 施設名 区 分 

１ 
社会福祉法人 大倭安宿苑 

長曽根寮 介護老人福祉施設

２ 障害者支援施設菅原園 障害者施設 

３ 
社会福祉法人 ｶﾄﾘｯｸ聖ﾖｾﾞﾌﾎ

ｰﾑ 
サンタマリア 介護老人福祉施設

４ 社会福祉法人 晃宝会 あじさい園 介護老人福祉施設

５ 社会福祉法人 奈良市和楽園 和楽園 介護老人福祉施設

６ 社会福祉法人 南都栄寿会 西ノ京苑 介護老人福祉施設

７ 
社会福祉法人 福寿会 

平城園 介護老人福祉施設

８ ならやま園 介護老人福祉施設

９ 社会福祉法人 万葉福祉会 万葉苑 介護老人福祉施設

１０ 社会福祉法人 秋篠茜会 こがねの里 介護老人福祉施設

１１ 社会福祉法人 大和清寿会 なら清寿苑 介護老人福祉施設

１２ 社会福祉法人 奈良苑 学園前西 介護老人福祉施設

１３ 社会福祉法人 広瀬福祉会 香梅苑 介護老人福祉施設

１４ 社会福祉法人 大和会 すずらん苑 介護老人福祉施設

１５ 社会福祉法人 サンライフ サンライフ明日香 介護老人福祉施設

１６ 
社会福祉法人 大和まほろば

会 
かがやきの苑 介護老人福祉施設

１７ 社会福祉法人 楽慈会 らくじ苑 介護老人福祉施設

１８ 社会福祉法人 嘉耶の会 梅花苑 介護老人福祉施設

１９ 社会福祉法人 博遊会 トマトホーム 介護老人福祉施設

２０ 医療法人 岡谷会 やくしの里 介護老人保健施設

２１ 医療法人 清和会 サンライフ奈良 介護老人保健施設

２２ 
医療法人 康仁会 

ロイヤルフェニックス 介護老人保健施設

２３ 西の京病院 介護療養型医療施設

２４ 医療法人 北寿会 アップル学園前 介護老人保健施設

２５ 
社会福祉法人 

大和高原育成福祉会 
ももたろう 介護老人保健施設

２６ 医療法人 松本快生会 大和田の里 介護老人保健施設

２７ 医療法人 宝山会 佐保の里 介護老人保健施設

２８ 医療法人 泰山会 秋  篠 介護老人保健施設

２９ 医療法人 あすか会 アンジェロ 介護老人保健施設

３０ 医療法人 新仁会 奈良春日病院 介護療養型医療施設



３１ 

社会福祉法人中川会 

フリーシュタッドなかが

わⅠ番館 
障害者施設 

３２ 
フリーシュタッドなかが

わⅡ番館 
障害者施設 

３３ プレゼントなかがわ 障害者施設 

３４ 
ル・エンゲージなかがわ

３番館 
介護老人福祉施設

３５ 社会福祉法人わたぼうしの会 たんぽぽの家 障害者施設 

３６ 社会福祉法人ならやま会 障害者支援施設いずみ園 障害者施設 

３７ 
社会福祉法人青葉仁会 

あおはにの家 障害者施設 

３８ 萌あおはに 障害者施設 

３９ 
社会福祉法人 史明会 

障害者支援施設ボイス 障害者施設 

４０ リノ 介護老人福祉施設

４１ 社会福祉法人あゆみの会 
オープンスペース’ＡＹＵ

ＭＩ’ 
障害者施設 

４２ 
特定非営利活動法人 かかし

の会 
作遊所かかしの家 障害者施設 

４３ 特定非営利活動法人マーブル まーぶる 障害者施設 

４４ 医療法人財団北林厚生会 サポートセンター夢 障害者施設 

４５ 医療法人平和会 リベルテ 障害者施設 

４６ 社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会 指定管理者 

４７ 一般社団法人 奈良県訪問看護ステーション協議会 看護師等の派遣 

４８ 日本ホームヘルパー協会奈良県支部 ホームヘルパーの派遣

 

 



要援護者に対する支援形態 

最優先要援護者 

（中） （高） （低） 

優先的に福祉避難
所・病院へ 

家族がいればもしくは声
をかければ大丈夫な人 

福祉避難所入所 
（民間施設） 

福祉避難所入所 
（公的施設） 

福祉スペース 
（一般避難所） 

トリアージの実施 
障害の分野（身体・知的・精神・高齢等） 

要 援 護 者 ： 約 ２ 万 ７ 千 人 

（奈良市総合福祉センター、 
奈良県立養護学校等１０施設） 

（小中学校、公民館等） 
（介護老人福祉施設、 
介護老人保健施設、 
介護療養型医療施設、 
障害者施設等） 



要援護者を福祉避難所へ受入るまでの流れ 

避 難 

１次避難所 

支援対策部 
（生活支援班） 

福祉政策課 

長寿福祉課 

障がい福祉課 

転所調整 

福祉スペース 

福祉避難所 
（公的施設） 

福祉避難所 
（民間施設） 

市役所 

受入調整 

転所 

本部事務局 
統括班 通 報 

・ 福祉避難所の開設状況 
・ 受入人数 
・ その他特異事項 等 

保健救護部 
（保健、救護班） 

連携 

【各施設所管課】 

病 院 受入調整 

トリアージチーム 
 （ケアマネ・介護士・ 
看護師、自治会長、 
民生委員等） 
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