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お問い合わせ先

TEL：078-362-9870 FAX：078-362-9914 E-mail：bousaikikakuka@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県企画県民部防災企画局防災企画課（防災事業担当）

住所：〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1（兵庫県災害対策センター）

ひょうごけん きかく けんみんぶ ぼうさいきかくきょく ぼうさいきかくか ぼうさいじぎょうたんとうと あ さき

じゅうしょ こうべし ちゅうおうく しもやまてどおり ひょうごけん さいがい たいさく

立木 茂雄
たつき しげお

同志社大学
社会学部教授

どうししゃ だいがく
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「災害多発時代」－平成30年は大阪府北部地震や７月豪雨、北海道胆振東部地震、相次ぐ台風

の襲来等に見舞われました。このような時代を生きる上で、お年寄りや障害のある方などの避難支

援体制の確立は急務です。防災・福祉関係者による協働のもと、自助・共助・公助を強化しながら、

避難のための個別支援計画づくりや防災訓練を着実に進めて行くことが欠かせません。

そこで、今年度、播磨町と篠山市において、ケアマネジャーや相談支援専門員が地域（自主防災

組織等）とともに個別支援計画作りに取り組んできたモデル事業の成果を振り返るとともに、これ

からの防災福祉のあり方を皆で考えます。
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3月7日(木)13:30-16:00日 時
にちじ がつ にち もく 兵庫県中央労働センター

２階大ホール場 所
ばしょ

ひょうごけん ちゅうおう ろうどう

かい だい

特定非営利活動法人生活支援研究会 理事長 野橋 順子
とくてい ひえいり かつどうほうじんせいかつしえんけんきゅうかいりじちょう

のはし じゅんこ

在宅で生活する重度障害者として、避難
支援に関するメッセージを伝えます。
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モデル事業に関わってきた３団体から、成
果と課題等について報告します。
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【障 害 分 野】 播磨町福祉グループ・危機管理グループ
【高 齢 分 野】 篠山市保健福祉部地域福祉課
【人材育成等】 一般社団法人兵庫県社会福祉士会
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災害が起こると、高齢者や
障がいのある人たちに被害が
集中しています。この問題の
根本原因を平時と災害時の
対応の分断に求め、抜本的
な解決は平時の保健・福祉
と災害時の防災部局の対応
が切れ目なく連携することに
あると説きます。
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平成30年度 防災と福祉の連携促進シンポジウム 参加申込書

３月４日（月）必着 送信先FAX番号 078-362-9914

ご記入日 月 日

申込代表者
ご 住 所

電話番号 FAX番号

E - mail

お名前①
所属

・

役職

※FAXでの申込が難しい場合は、上記各項目をご記入の上、次のアドレスまでお送りください。

E-mailアドレス：bousaikikakuka@pref.hyogo.lg.jp

※介助が必要な方については、介助者分を別途お申込みください。

※ご記入いただいた情報は、このシンポジウム以外に利用しません。

※受付完了のご連絡は行いません。定員に達した場合は、こちらからご連絡致します。

■会場所在地

神戸市中央区下山手通6-3-28

■交通のご案内

①神戸市営地下鉄県庁前駅

西出口 西へ徒歩 5〜7分

②神戸高速鉄道花隈駅

東口 北へ徒歩 5〜7分

③JR・阪神電鉄元町駅

西口 西へ徒歩 10〜15分

フリガナ

フリガナ

フリガナ

【開催日時】平成31年３月７日（木）13:30～16:00

【開催場所】兵庫県中央労働センター ２階 大ホール

必要な配慮等 手話通訳・要約筆記・車椅子利用・その他（ ）
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