
Ⅰ．災害発生時、福祉現場に求められる「5つの視点」
東日本大震災の経験は、福祉施設が被災したとき、どれだけ入念な準備をし
ていたとしても“想定外”の事態が起こり得ることを伝えています。 
災害発生時、現場の職員が状況を的確に理解し、判断し、行動することがで
きるか。全国から駆けつける支援者を受け入れ、調整していくことができる
か―。速やかに施設機能を回復し、利用者支援や地域支援に取り組むために
必要な準備とはどのようなことでしょうか。 

各法人・施設の取り組みの手掛かりを探り、具体的な行動に移していくため
に、福祉現場に求められる「５つの視点」と取り組みをまとめました。 

＜視点１＞被災地の状況理解
東日本大震災発生時、現場のリーダーはどのように動いたか。支援活動と

施設運営の実際から、求められる判断と対応について考えます。 

コラム「今なお続く 復興に向けた歩み」     →8ページ 

＜視点２＞災害時の基本的スタンス・心理状況・考え方 
施設現場における一人ひとりの意識の持ち方、想定外の事態への臨み方に

ついて検討し、組織内で共有していくためのワークショップを紹介します。

コラム「見えてきた 私たちの一歩目」      →10ページ 

＜視点３＞社会福祉法人と地域の接点 
地域の福祉拠点としての社会福祉法人・施設の役割を認識し、具体的

な行動につなげていくためのワークショップを紹介します。

コラム「保護者のために休園しない」    →12ページ 

＜視点４＞支援体制の受け入れ 
発災後、どのようにして外部に応援を求めていくか。東日本大震災発

生時の現場リーダーの動きから、外部支援者との協働による体制づくり
のポイントを考えます。

コラム「自分たちで守ること 支援者に委ねること」 →14ページ 

＜視点５＞被災地支援のノウハウ 
被災地への職員派遣の活動紹介を通して、被災施設と外部支援者との

協働体制を進めていく際に大切にしたいポイントを確認します。 

コラム「被災地中心の支援活動～施設支援・在宅支援の視点から～」 
→16ページ 
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Ⅰ．災害発生時、福祉現場に求められる「5つの視点」 

＜視点１＞被災地の状況理解
 キーワード：被災による混乱や動揺、先行きへの不安 

プロローグでは、発災直後に直面するそれぞれの不安や葛藤、悩み、苦しみの心
情を追ってきました。その後も被災地の状況は刻々と変化し、福祉施設は地域の
さまざまな支援ニーズに対応しながら事業再開への道筋を拓いています。
＜視点１＞では、災害発生後の支援活動と施設運営の実際について理解を深めて
いくために、発災から事業再開までの福祉施設の動きについて、(福)石巻祥心会
（宮城県石巻市）事業本部長の鈴木徳和さんの体験を紹介します。

発災当日 避難所として施設を開放        
3月11日、(福)石巻祥心会の役職員が集まり、災害

対策本部を設置しました。 
「社会福祉法人として、施設利用者はもちろん、
避難してくる住民の支援を行う。地域に支えられて
20年、今こそ恩返しのとき」 
理事長が方針を固めたのはその日の夜のことで

した。同日、６事業の拠点を避難所として開放し、
利用者とその家族約180名を受け入れ、炊き出
しを開始し、翌日には法人本部等に地域住民約
50名を受け入れました。通信手段は一切不通だ
ったため、管理職級の職員が朝夕２回集まり、そ
れぞれ見つけてきた課題を話し合いました。一般
避難者への対応や利用者の常用薬の確保など、
現場の判断で役割分担をし、対応していました。 

 発災３日目 「福祉避難所」開設     
発災から３日ほど経つと、食料や水、生活用品、

防寒具は次々と運び込まれ、支援ニーズは通信
機器や入浴設備、ガソリン等の燃料、福祉サービ

ス、住まいの確保などに移行していきました。 
３月13日、法人は入所者が避難し空になった入所

施設に、地域で暮らす障害のある方たちやその家族の
ための「福祉避難所」を開設しました。かねてから
の計画にはなかったため、先の見通しが立たない
ままの立ち上げでした。他にも病院から直接依頼さ
れ、診療後に自宅に戻れずにいる方たちの受け入
れを行いました。支援現場は、施設にやってきた
避難者本人に名前を聞くところから始めるような状
態です。福祉的支援が必要と思われない方もいま
したが、断れる状況でもありません。市役所にも多
くの一般市民が避難しており、発災３日後にようや
く市役所から水が引きはじめるような状態で、行政
の応援も期待できません。法人が自力で乗り切る
ほかありませんでした。 
また、この頃すでに利用者の家族から「（利用者

を）預かってほしい」と悲鳴に近い声が上がりはじめ
ていました。支援物資の受け取りの列に並んだり、
長時間の渋滞を覚悟で買い物に出かけたり、家の
中を片づけることさえ手につかない状況がありまし
た。職員は利用者や家族の安否確認のために避難所を
訪問し、食料を届けたりもしていましたが、避難生活
の長期化が予想される中、法人としていつまでも
緊急支援を続けることはできないと、避難所を閉鎖
するタイミングを考えていました。 
そして翌１４日には、全国からのボランティア受

け入れを開始し、事業再開に向けた体制づくりに着手
しました。 

 発災 1 週間目以降 事業再開への道のり       
震災から半月、３月末には水道や電気も復旧し

始めました。法人ではボランティアや関係団体・企
業からの支援物資を避難所に配ったり、移動入
浴車を提供したり、市役所に法人の車を貸し出し、
連携しながらガソリンを確保するなど、つながりの中
で日々を乗り切っていました。 
４月１日には通所事業を再開。１９日にはガソリ

ンが安定供給されるようになり、２１日には送迎サ

※石巻市ホームページより 
・人口：約16万３千人、約６万世帯 
・高齢化率：24.2％ 
・身体障害者手帳：6,273人、療育手帳：1,056人、
　精神保健福祉手帳：524人 
・仙台市に次ぐ第2の都市。全国有数の水産都市であり、
東部では農業も盛ん。 

・法人認可：平成３年７月 
　宮城県石巻市を拠点に障害者支援を提供 
・施設入所支援（１カ所・定員40名） 
・生活介護（４カ所・定員90名） 
・就労継続支援（４カ所・定員130名） 
・就労移行支援（１カ所・定員10名） 
・地域活動支援センター（１カ所・定員10名） 
・共同生活介護（14カ所・定員70名） 
・相談支援センター（２カ所） 
・被災状況 
・死者４名（理事２、職員１、利用者１） 

 ・グループホーム１棟流出、２棟全壊 
 ・公用車 多数水没 
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■宮城県石巻市の状況

■(福)石巻祥心会について

ービスを再開しました。また、４月６日には福祉避難



所解消に向けた仮設住宅建設の補助金が決定し、ケア
付き仮設住宅の建設計画を進めることができました。
この計画には福祉避難所からの移行先を確保し、行先
を確保し、通常事業を再開する目的もありました。
ただ、特別な福祉ニーズのない住民の避難生活も
続いていたため、最終的には行政に移行先の調整に
入ってもらいました。６月下旬の仮設住宅完成を待ち、
７月３日に福祉避難所を閉鎖しました。 
　５月には石巻市・東松島市・女川町の協力のも
と、近隣２市１町に住む在宅障害者の全戸訪問
を行いました。それまで各機関・団体がそれぞれに
被災状況調査を行っていましたが、安否確認が
何度も重なったり、支援の手が届かないケースもあ
りました。県外からの応援職員が加わったこともあり、
さまざまなニーズが見つかった結果、サービスの提
供量は自然増となりました。 
一方、法人のスケールメリットをいかし、これまで

約150人の職員が一丸となって支援を行ってきま
したが、被災後は採用募集をかけてもなかなか人
が集まらず人材不足の課題を抱え続けています。 

 「施設だけではできない」を見つけよう   
　(福)石巻祥心会では被災後、職員アンケートを
行い、発災当時の取り組みを振り返っています。回答
から「家族の安否が分かるまで仕事が手につかな
かった」「一瞬の判断によって助かる命もあれば、
助からない命もある」など、自ら被災しながらも難し
い決断に迫られていたことがうかがえます。 
今後に備え、防災の取り組みをどのように進め

ていけばよいか。鈴木さんは「細かなマニュアルより、
法人として大枠の方針を決めておくことが大切」だ
と話します。法人規模や事業内容、地域性などを 
踏まえ、災害時に事業を中断するのか、施設利用

者の範囲内で対応するのか、地域住民を含めてサ
ポートをするのか、あらかじめ法人の方針を伝え
ておくことで職員の心構えができ、各家庭に必要な
備えを考えるきっかけにもなるといいます。 
「これまで職員の被災想定が足りなかった。どんな
事態が起こり得るか話し合っておけばよかった」
　この言葉の背景には、「施設の自助の限界は想像
以上に早く訪れる」という鈴木さんの実践知があり
ました。施設だけでは自己完結できないと職員が気
づいているからこそ、周囲に目が向き、日常的な関
わり方にも意識が向けられます。被災経験を通じ
て芽生えた危機感は「その人らしい暮らしを守り支
えるために、自分たちにできることは何か」という福
祉職員としての原点を問い直しています。 

大規模災害発生！  

求められるリーダーの動き 

 今なお続く 復興に向けた歩み 
３．１１あの想像を超える震災を経験した私たち。 
路頭に迷ったその日の夜に決まった一つの指標。 
『新しいものを掴むためには、今握っているものを離さないと掴めない。 
囲うな！必要な場所に必要な支援を』 

困っているのは自分たちだけではないと気持ちを奮い立たせ、支援をする日々。しかし被災地で、被災
者が気持ちだけで支援し続けるには限界がありました。そのような状況の中、神奈川県の方々や全国
各地からの支援は本当にありがたかったし、助けられたし、気持ちも救われました。 
被災した私たちがその支援に応えられることは、当時の状況や困難を伝えていくことではと考え、私見
ではありますが、皆さんに伝えなければならないことは２つ。 
１．その地域で災害が発生した時に、自分はどういう環境に置かれ、どう動かなければならないのか。 
  それは、職場だけのルールではなく、家族等にも伝わっているか。 

２．ＢＣＰや福祉避難所の運営も大事。でもそれは助かった後の話。 
  まずはどうすれば自分自身が助かるのか、また他者を助けることが出来るのか。 

この２点が特に重要だと今は考えています。震災後に建設された仮設・福祉グループホームの本設化
や震災後に増大した福祉ニーズへの対応など、石巻もまだまだ復興の道半ばですが、一つひとつ着実
に取り組んでいきたいと思います。 

(福 )石巻祥心会 
事業本部長 

鈴木徳和さん  
〈宮城県石巻市〉  

9

（初期：災害発生から72時間）
　□　人命に関する情報や避難者数、ライフライン
　　　の状況把握
　□　混乱・動揺・不安を理解し、その解消に向け
　　　た行動
（次期：4日～1週間）
　□　自宅での生活再開状況や緊急支援ニーズの把
　　　握
　□　緊急支援ニーズを理解し、外部支援の申し出と
　　　の適切なマッチング
（中期：8日～1カ月）
　□　個別ニーズの高まりや関連制度の動きの把握
　□　被災者の衛生状況や生活物品ニーズの把握、
　　　適切な相談・支援
（終期：1カ月以降）
　□　孤立地域、仮設住宅の設置・入居状態の把握
　□　安定した生活（財源・仕事・仮設住宅からの
　　　転居等）に向けた適切な相談・支援

＜コラム＞



Ⅰ．災害発生時、福祉現場に求められる「5つの視点」 

＜視点２＞災害時の基本的スタンス・心理状況・考え方
キーワード：被災者主体・被災者中心、共感と客観視（冷静さ）、中長期的視点

ここまで、災害時に起こるさまざまな“想定外"の出来事とそこに直面する施設職員
の動きを追ってきました。当時の振り返りから、施設職員に求められる冷静さ、
素早い判断力や行動力、家族や住民に寄り添う共感の姿勢等が見えます。 
震災の記憶を風化させず、この経験に学んだことを神奈川での具体的な実践につ
ないでいくために、施設現場での取り組みのヒントを紹介します。 

 マニュアル作りの前に…
大雨や台風による河川の氾濫、土砂災害、大

雪による集落の孤立など、東日本大震災以降も
深刻な災害が頻発しています。社会福祉法人・
施設では、備蓄品の購入や保管場所の確保、避
難計画や事業継続計画（ＢＣＰ）の作成、職員行
動マニュアルや研修会の見直し、地域協定の締
結など、さまざまな取り組みが推進されています。 
ただ、どれだけ準備を重ねても“想定外”が発生

するのが災害時です。ここまで紹介してきたとおり、
福祉施設が被災すると、建物や設備だけでなく、
家族や関係者とのつながり、職員体制など、これ
まで当たり前にあった環境が遮断されます。 
利用者の命を守り、暮らしを守り続けることがで

きるか。新任者や非正規採用の職員であっても、
福祉施設の一員として目の前の出来事を冷静に
受け止め、必要な判断ができるか。法人理念や施
設の方針を理解し行動する職員が育っているか。災害
時、福祉施設の組織力が試されるようです。 

 災害に強い人づくりとは
これまで経験したことのない「もしも」を検討しよう

にも、平常時の延長線上にある手がかりがなくては
職員にとって空を掴むようなものかもしれません。 
　<視点１>でご登場いただいた鈴木さんは被災の
経験を踏まえて、「自分の考えを持つ。考えているこ
とを伝える。考えをもとに実行する。動きながら相
談しながら軌道修正していく。日ごろから動きなが
ら考える訓練を」と話します。 
東日本大震災の際、「速やかに利用者を家族

のもとへ送り届けるように」という管理者から指示を
受けた職員が、送迎中に津波の恐れがあると判
断し、急遽送迎を取りやめて避難したことで命が救
われた例がありました。また、鈴木さんの所属する
社会福祉法人では、理事長が早い段階で「地域への拠
点開放」の方針を示し、当初予定になかった福祉避
難所開設を受け入れたことで、後々の利用者支
援の際に、多くの住民から賛同と支援が得られた
といいます。 

運営規模の小さな社会福祉法人では、組織の体力や
地域の中での役割を見極め、「まずは施設をもとの姿
に戻そう」という共通認識のもと、事業の早期再開
につないでいったという報告もありました。 
災害時、たくさんの支援ニーズが寄せられたとし

ても、その場の期待にすべて応えられるとは限りま
せん。振り返ってみて「こうしておけばよかった」と反
省することはあっても、刻々と変化する中で「これが
正解」と言えるものもありません。私たち福祉現場
の職員が目指す防災の取り組みは、利用者の生 

地震発生、あなたはどう動きますか？ 

□　大きな地震が発生しました。経験したこと
もないような揺れです。利用者や職員の悲
鳴が聞こえてきます。 

□　余震が収まり、立って歩ける程度になって
きました。全員で体育館に避難することに
なりました。 

□　携帯電話のワンセグ放送を確認すると、大
津波警報が発令されています。 

□　利用者の一人が「家に帰る」と落ち着かな
い様子になってきました。 

□　日が暮れましたが電灯がつきません。後か
ら体育館に避難してきた人が「電車が止ま
っている」と教えてくれました。 

〈本会「追体験プログラム」シナリオより抜粋〉
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STEP１ 自分の動きをイメージする
　「あなたはどのように行動しますか？」
　「なぜ、そのように判断したのですか？」

STEP２ 職員同士で共有する
　「職種などによる視点の違いはありますか?」

STEP３ 関係者や地域住民と共有する
　「施設だけでは解決できないことは？」
　「関係者や地域住民の役に立てることは？」



活を守るために、地域の中でよりよい循環を作って
いくためにどうしたらよいか問い続けること、地域と
のつながりを見直し続けることです。 

 職員の意識を高めるワークショップ

東日本大震災の被災地を訪れた人の多くは、
目の前に広がる被害の大きさに圧倒され、震災の
記憶を心に刻んだことと思います。被災地での多く
の犠牲、苦しみや悲しみの中から得た経験を私た
ちは伝え続けねばなりません。取り組みの出発点
は「危機感の共有」です。被災直後の施設の様子
をイメージすること、現場の緊迫した空気、不安や
緊張感を体感しながら、地域の中で施設職員が
取り組むべきことについて話し合っていきましょう。 
「課題が多すぎて何から手をつけたらよいか分か

らない」という声も聞かれますが、そもそも防災の取
り組みに「ここまでやっておけば大丈夫」というゴー
ルはありません。取り掛かりやすいところから少しず
つ積み重ねていくこと、通常業務の延長線で考え
ていくことがスタートラインです。 

ワークショップ 「震災発生！どうする、私!?」
「避難所運営ゲーム（HUGゲーム）」
避難所運営者として、次々とやってくる避難
者や運び込まれる物資・機材、寄せられる苦
情や要望に対応していくゲーム。 

＜コラム＞ 見えてきた 私たちの一歩目 

東日本大震災から2年目となる平成25年2月のノウハウ研修に
参加させていただきました。被災者でもある講師の方の言葉には思い
が込められており、職員一人ひとりの判断が明暗を分けること。指示待
ちの職員では、時を選ばず発生する自然災害に太刀打ちできない。災
害対策には「人づくりが急務」という気づきを得ました。 

その気づきを胸に、ノウハウ研修の手法を取り入れた研修を自施設でやりたい、と上司に相談したと
ころ、深い理解のもと神奈川県社協のご協力もいただき、全職員対象の必須研修の位置づけで翌３月に
実現しました。この研修から大きなヒントを得、当施設の防災訓練や研修の在り方が変わったといえます。
翌4月には防災委員会が設置され、以降委員会のメンバーが「災害に強い人づくり」という視点を

継続し、現在も様々な企画を打ち出しています【写真下】。どれも、決断と行動を実際に求める訓練や
研修です。もうひとつ、ノウハウ研修で得た気づきに「地域とのつながり」があります。福祉施設に避難を
求める地域の方に対し、「『うちはもう手いっぱいだから』と、断ることは絶対にできない」という講師の方
の言葉が印象的でした。地域の社会福祉法人として、災害時に職員が一丸となって地域の方を受け
入れる。その志の部分から日々育むこと、地域と支え支えられる関係性を築くことが今後の課題です。 

まだ一歩目を踏み出したばかりですが、もしもの時に「職員一人ひとりが
いたから、減災ができた」と言えるよう、学びを生かし全職員で歩みを進め
て参りたいと思います。 

(福)くすのき 
総務部長 

松本由佳さん

施設独自のシナリオを準備し、館内図や職員配置を確認しながら
初期対応を検討する防災訓練の様子。「介護主任が不在のときに
地震が起きたら」など、あえて人員体制が弱い場面を設定すること
で非常時への危機感が生まれ、日ごろの職員間のコミュニケーショ
ンや地域との関係について見直すきっかけになりました。  

施設の課題に気づき
必要な準備を考えていくために

施設利用者だけでなく、 
地域の様々なニーズに気づきながら  
災害災対策を考えていくために  

今すぐ確かめたい！

あなたから始める“施設の自助”の第一歩

※ワークショップの内容・方法等は
参考資料をご覧ください
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□　どのような災害が起こりやすい地域ですか。
□　備蓄品はどこに、どれだけ保管していますか。
□　災害時の持ち出し物品がどこにあるか知ってい
　　ますか。すぐに持ち出せる場所にありますか。
□　施設から一番近い避難所はどこですか。
□　送迎経路にある避難所を知っていますか。
　　実際に行ったことはありますか。
□　夜間・休日に災害があったとき、誰と連絡を取
　　り合い、どのように対応しますか。
□　理事長や施設長、先輩職員が不在のときに災害
　　が起きた場合にどうしますか。

〈神奈川県厚木市〉 



Ⅰ．災害発生時、福祉現場に求められる「5つの視点」 

＜視点３＞社会福祉法人と地域の接点
キーワード：被災前からの地域課題、平時の姿や取り組み、被災をきっかけとした地域づくり

<視点１・２>では、災害発生直後の利用者・職員の安全確保や福祉サービスの再開
に向けた取り組みを中心に紹介してきました。その実践には、地域とのつながり
を大切にする社会福祉法人の一貫した姿勢がありました。
ここでは利用者家族や地域住民の方々、関係機関・施設・団体等との関係性を踏まえ
つつ、福祉施設の強みを生かした取り組みをどのように進めていくか、社会福祉法
人と地域との接点について考えます。

 災害時に試される地域との絆   
本会が社会福祉施設を対象に行った災害発生

対応施設職員ノウハウ研修の参加者アンケート結果
をみると、「災害に備えて地元や地域とのつながり
がある」と回答したのは全体の65.9％で、連携先と
して「自治会・町内会」が最も多く挙がりました。
具体的な取り組みでは、「協定の締結」「施設が避難
所として機能する」という内容が半数以上を占めて
います。一方で、「つながりがない」と回答した福祉
施設も３割を超えており、地域とのつながりの頻度
や度合いについて温度差をうかがわせる結果でし
た。【グラフ】 
自法人・施設での取り組み課題に関する回答では、

「職員の確保」「利用者の避難誘導・避難先」「物資・
備蓄の備品」の順に多くなっています。 

東日本大震災では、支援ニーズの増大と慢性
的な人材不足に直面した際、「利用者を見守って
くれるボランティアの存在に大いに助けられた」と報
告があり、近隣住民との間に信頼関係を築き、地
域の福祉拠点として住民に認知されていることが、
災害時にも生かされていることが分かりました。 
つながりの希薄化が言われる中、震災の経験は、

地域の絆の大切さにあらためて気づかせてくれまし
た。人と人とのつながりに励まされ勇気づけられるこ
と、そこには苦しく厳しい状況だからこそ気づくことの
できた人々の温かさがありました。 

皆さんは、災害時に施設に駆けつけてくれる人・
利用者の様子を気にかけて訪ねてきてくれる人たち
の顔がどれだけ思い浮かぶでしょうか。これまでど

「地域の力を借りて、施設利用者のために対応で
きそうなことはありますか？」 
「法人や施設の力を使って地域住民に役立てそ
うなことはありますか？」 

地震発生から３日 

福祉施設の自助に限界が見えたとき 

あなたはどう動きますか？ 

□ 停電のため職員も利用者も帰宅できません。 
出勤予定だった職員も来られません。 

□ 不眠不休で疲れ切っているところ、同僚の看護師
から「一人暮らしの母の介護に専念するため退職
を考えている」と打ち明けられました。 

□ 利用者の薬がなくなってしまいました。病院は車
で片道30分程度の場所にありますが、交通事情
が悪く、どれだけ時間がかかるか分からないため、
利用者を連れていくことは難しそうです。 

□ 電気が通じ、通信機器が使えるようになりました。
関係機関から応援職員が得られるかもしれません。
そんなとき、利用者の保護者から「子ども連れで
は家の片づけも進まない。事業を再開してほしい」
と相談が入りました。 

□ 全壊した事務所の移転先の候補物件が見つかり
ました。立地・広さに申し分はありませんが購入
が条件で、価格は1000万円です。法人には現在
1000万円の借金があります。

□ 連休に向けボランティア活動希望者が殺到して
います。正直なところ、一度に大人数で来られて
も困ります。でも断ってしまったら、今後ボラン
ティアが来てくれないかもしれません。

（質問)災害に備えて、 
地域とのつながりはありますか？ 

(平成26年度災害発生対応施設職員ノウハウ研
修(2ndステップ)参加者アンケート結果より) 
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◎地域住民や関係機関・団体との連携に
　注目してみよう！



れだけ地域に根差した事業に取り組んできたか、
地域の中で共に生きる福祉施設として積極的に地
域住民とかかわり、地域に貢献してきたか。福祉
施設と地域の絆が問われています。 

 社会福祉法人だからこそ、できる 
社会福祉法人制度改革を控え、社会福祉事

業の中心的な担い手として社会福祉法人が地域
にどう向き合っていくか、その取り組みに視線が注
がれています。地域におけるさまざまな福祉ニーズ
にきめ細かく対応し、既存の制度では対応できな
い人々を支援していくこと、営利企業などでは実施
することが難しく、安定的・継続的に供給されること
が望めないサービスについても積極的に供給する
ことにより、地域社会に貢献していくことが、私たち
社会福祉法人の使命です。高い公益性・非営利
性を備えた地域の社会資源として、災害発生時
においても早期に事業を再開し、住民に必要な福
祉サービスを提供し続けることが期待されます。 
また、各福祉施設が専門とする分野・種別ごと

の福祉サービスに限らず、行政機関との結びつき
や全国ネットワークという強みを生かして地域の情
報拠点となったり、栄養士や看護師などさまざま
な職種の専門性を生かして、避難所で生活する人
たちの健康管理を側面的にサポートするなど、災害
時にはそれぞれの施設の持つ強みを地域の力に変え
ていくこともできるはずです。施設の本来機能が停止
している間、ボランティア活動に参加することも地
域貢献のひとつです。 
地域の中でできることを探り続けていくことが、社

会福祉法人の本来の姿勢ではないでしょうか。 

ワークショップ 

災害時、地域で果たす福祉施設の役割 

自施設と地域の社会資源との接点が、災害時に
どのような課題対応につながるのか。相互に助
け合う地域とのつながりと広がりについて考え
るグループワークです。 

■　具体的な手順
①施設とかかわりのある地域の社会資源を付
せんに書き出します。 

②同種類のものを一つにまとめて分類し、グ
ループごとにタイトルをつけます。 

③どのような課題対応の際、②のグループと
連携すると有効なのか、タイトルの横に解
説を加えていきます。 

④出来上がった関連図をもとに、自法人・施
設が地域社会に果たすべき役割について話
し合います。 

■ 議論を共有するポイント 
「地域との関係性に特徴はありましたか」 
「具体的なつながりづくりに向けて 
必要なことは何ですか」 

＜コラム＞ 保護者のために休園しない ～私たちの役割とは～

震災の日、ラジオから得る情報では状況が呑み込めず、経験し
たことのない事態の中で、子どもたちを守る、保護者のもとに返すと
いうことだけを考え動いたというのが当日の私たちでした。保護者の
安否と連絡を確保する職員と、安心して過ごせる子どもたちの環境
を作る職員とに分かれ、「大丈夫、大丈夫」と笑顔を心がけました。 

その日、最後の保護者と連絡がついたのは日付が変わる頃でした。「明日は土曜日。利用する保護
者は少ないが、震災ゆえに職場に向かう保護者はいるだろう。明るくなったら所内の被害状況を確認し、
どのような受け入れができるか…。役所と連絡を取り動き出さねば…。」など考え、まんじりともせぬ夜を
過ごしました。
 翌朝、保育所に残った最後のお子さんを保護者の手にお渡しした後、会社に行かねばならない保護者
から保育を依頼され受け入れをしました。結局、ライフラインが完全に途切れてしまい、多くの保護者が
自宅待機となり、保育所を利用する家庭は少数でした。保育所復旧のための職員数名を残し、その他その
他の職員は「私たちが今できることは」と考えて動き、避難所に避難された方への炊き出し等の作業に連
業に連日あたることになりました。 

震災翌日から受け入れをしていたことで、実際利用していなくても、復旧への行動を起こせ、職場復帰
もできるという安心感が保護者の中にあったことは間違いなく、子どもたちに遊びの場があったことを含め、
保育所を開所していたことは大きな意義があったと思います。 

名取市増田保育所 
所長 

郷内真由美さん 
〈宮城県名取市〉

お祭りやバザーなど 
地域行事にもっと力を入れよう

挨拶ひとつで 
施設の印象が 
変わるかもしれない

施設の設備を 
提供できるかな 
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Ⅰ．災害発生時、福祉現場に求められる「5つの視点」 

＜視点４＞支援体制の受け入れ
 キーワード：専門職、ボランティア 

東日本大震災では、全国から支援物資や寄附金、ボランティアが集まりました。
一方、刻々と変わる被災状況や支援ニーズをどのように伝え、必要な支援を求め
ていくか、支援の受け入れや調整について多くの課題を残しています。
ここでは、(福)みのり会（宮城県名取市）主任支援員の目黒恵美子さんのお話を
もとに、被災した立場からみる外部支援者との協働のあり方について考えます。

 震災発生 難航する家族への安否連絡    
(福)みのり会は、知的障害や身体障害のある

方の日中活動支援事業を中心に展開する社会
福祉法人です。 
３月１１日、事業所にいた利用者・職員全員で

体育館に避難しました。施設長から家族に連絡を
取るよう指示がありましたが、取るものも取らず避
難したような状況で、通信手段は職員がたまたま
ポケットに入れていた携帯電話が数台といった程
度。電話・メール・家庭訪問など、考えられるすべ
ての手段を使って安否を伝えました。 
車中泊で夜を明かし、翌日を迎えても家族と連

絡がつかない利用者、連絡はとれても迎えに来ら
れずにいる家族もいました。「なるべく早く利用者が
安全に過ごせる場所をつくりたい」という思いから、
その日の午前には、内陸部にある拠点に移動しま
した。そこには不安で家に居られない利用者と帰る
に帰れない職員がおり、隣接する町の集会所に避
難する住民も増え続けているようでした。 

職員の被災 慢性的な人手不足      
発災から２日、職員は不眠不休の状況でした。支

援の長期化を覚悟した施設長は職員全員に帰宅指

示を出し、「自分の家庭を優先して、来られる状況
になったら出勤してほしい」と伝えました。 
そして通勤できる職員、自宅に帰れずにいる職

員を中心とした勤務表をつくり、避難者のための夜
勤は法人職員全員でやりくりしました。自転車を調
達して出勤する職員、自宅が倒壊したため避難
所から出勤してくる職員もいました。全職員を合わ
せても30数名ほどの法人規模のため、コミュニケー
ションが取りやすかったことも確かです。 
ただ、これまで通所事業の経験しかなかったの

で戸惑うことも多く、被災した職員だけでローテーシ
ョンを回していくことに限界も見えていました。 

 近隣住民との“お互いさま”       
施設に帰宅困難者がいること、近隣住民も避

難していること、おおよその人数などを市役所に報
告し、避難所として登録してもらっていたので、食
料や支援物資が次々と届くようになっていました。 
施設長は「拒まず、滞留させず、必要な場所に

必要なだけ持っていく」という方針を徹底しました。
物資は利用者・家族・地域の皆さんに配布し、職
員も必ず持ち帰るようにと施設長が声を掛けました。
職員に声を掛ければ必要なものは必要なだけ持ち
帰ってよいことにし、誰からも見える場所に物資を
保管していました。足りない物は書き出して掲示し、
情報を共有するようにしていました。 
それでも食料の備蓄もなく、利用者の食事の栄

養バランスに悩むこともありました。そんなとき食料
や寝具を融通してくれたのは住民の方たちでした。温
かい食事を差し入れてくださったり、利用者の見守
りを行ってくれたり、日ごろのつながりが大変に活か
され、地域に支えていただいたと思います。 

助けを求める経験の少なさ        
発災から２日目、宮城県の障害者福祉協会から被

災状況を問い合わせるファクスが届いていました。 
「施設が水浸しになっているが、人的被害なし。帰宅
できない利用者・職員が施設に避難している。マット、
毛布、食料、消毒用アルコールがほしい」と直ちに返信

■ 宮城県名取市の状況
・人口：７万２千人（平成23年4月現在） 
・仙台市の南東に隣接。仙台空港があり、人口は増
加傾向にあった。 

・太平洋に面し、肥沃な土地、温暖な気候。平野部
が広く居住環境に適している。 

■ (福)みのり会について
・法人認可：平成１3年１０月 
　名取市を拠点に障害者支援を提供 
・生活介護 ・地域活動支援センター 
・就労継続支援 ・相談支援センター 
・被災状況 
 ・死者１名（自宅にいた利用者１） 
・通所更生事業所(現・生活介護事業所) 全壊 
・地域活動支援センター 全壊 
・就労継続支援 一部破損 
 ・公用車 ２台流出 ・職員自家用車23台流出
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しました。後日分かったことですが、このファクスか
ら被害が小さいと判断されていたようです。同じ地区
でも揺れの大きさや被害の様子は全く異なっていま
した。何のために何がどのくらい必要なのか、もっと
具体的に伝えるべきでした。ただ、当時は外部に応援
を求めるということすら頭になかったというのが現
実でした。職員派遣の提案があったときも、正直なと
ころ「えっ、お願いしていいんですか」という思いでし
た。支援する立場には慣れている私たちですが、支
援を受ける側としての発想の転換、「被災者」という
意識が追いついていませんでした。 

 受け入れることで広がる支援の輪    
震災から６日経ち、テレビが見られるようになっ
たころから、様子を気にかけて見に来てくれた人や
その人の口づてにボランティアが集まってくれました。
おかげで少しずつ職員も休みをとれるようになりまし
た。常に人手は不足していましたが、「何とかしなく
ては」という思いはあっても、助けを求める発想はあ
りませんでした。当然、施設から外部にも発信して
いませんでした。ボランティアを受け入れるきっかけ
になったのは、市外の社協からの「ボランティア活
動希望者を受け入れてもらえるか」という連絡でし
た。「混乱期に乗じて素性のよく分からない人が入
ってくるのでは」という心配もありましたが、地域の方 

たちがボランティアに入ってくださっていたこともあり
思い切って受け入れることにしました。 
当時、私たち施設職員を動かしていたのは、災

害から生き残った者としての使命感でした。あらゆる
支援をいただき、支援現場にも応援に入っていた
だくことで、緊張感を持ちながら、自分たちの役割
を確認しながら頑張ることができたと思います。そし
て、「来る者は拒まず」という法人の方針があった
からこそ、前に進む気持ちになれたのだと思います。 

＜コラム＞ 自分たちで守ること 支援者に委ねること 

初めに、あの日から間もなく５年になりますが、今もなお私たちのこ
とを忘れずに応援してくださる皆様に感謝いたします。 
当日の利用者様・支援者共に何とか安全な場所へと避難はし

たものの、施設の被災状況も確認できないまま、ご家族と連絡の取 
れない利用者様たちとの避難生活を開始しました。しかし、職員も自宅が流失し避難所暮らしになった
り、通勤の足もないという限られた条件下での支援を迫られました。もともと、日中活動の通所事業しか
経験のなかった職員たちにとって、宿泊支援は未知のものでした。どの職員も喪失感の上に、精神的
にも肉体的にも限界という時期があっという間に来ていました。宿泊されている利用者様ばかりでなく、自
宅で通所再開を待つ利用者様を安全に受け入れるには、自分たちだけではどうしようもない状況下でし
た。「再開のために支援の手が欲しい」その発信に答えてくださった方々が居りました。神奈川、東京、
山梨から何度も足をお運びくださり、その時々に応じた物資をお運びいただき、仮施設再開に合わせて
組織だった支援者の派遣をしていただいたことは、今でも信じがたい事実です。 
私たち自身が今にも折れてしまいそうな状況下で、初対面の支援者を次々と受け入れることは多く

の施設では行っていなかったことです。利用者様のプライバシーを守ることが優先され、自分たちの支
援方法をさらけ出すことを避けたいのであれば、自分たちだけで支援を継続するしかないのです。私たち
は毎週新しい支援者が来ることで、モチベーションを下げることなく利用者様への丁寧な支援を継続す
ることができました。利用者様たちもいろんな人が自分たちを応援してくれているということを実感し、毎
週金曜日は「またきてね」の言葉とともに笑顔と涙のお別れ会が行われておりました。リピーターになって
くださる支援者も居りました。物資についても、必要な時と届けていただく時のタイムラグがある場合もあり
ましたが、今すぐ必要な物が地元で調達できない期間も長かったので、物資・人ともお断りするという考
えはありませんでした。私たちの必要以上のものが集まればさらに必要な方々へ差し上げることで、お互
いさまの関係を作っていたと思います。 
通所施設を新天地で再開し、この春には念願だったグループホームをはじめることができそうです。

　皆様の応援のおかげでここまで来ることができました。これからも皆様の応援に感謝しつつ、利用者様
への支援に尽力してまいります。 

(福)みのり会 
目黒恵美子さん 
〈宮城県名取市〉

どんなことを？どれくらい？ 

被災した福祉施設のSOS発信

■外部の施設職員に頼んだこと
・施設利用者の日中活動、避難者の夜間支援  

→４月から6カ月間、毎週2～3名 
・相談支援事業 

→４月から８カ月間、毎週1名 

■住民・関係者・ボランティアに頼んだこと
・仮設施設の開設準備 
・施設の清掃、被災書類の復元作業 
・施設利用者や宿泊者の食事作り など 

■提供してもらったもの・借りたもの
事務機器、文房具、日用品、家具、衣類、家電、
食品、建物の補修資材、活動拠点、車、燃料、
駐車場、自転車、車椅子、事業用物品（さおり
織機・布・糸）、広報媒体、活動資金 など 
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Ⅰ．災害発生時、福祉現場に求められる「5つの視点」 

＜視点５＞被災地支援のノウハウ
 キーワード：ファーストコンタクト、コミュニケーション、風通しの良い運営 

東日本大震災では、多くの福祉施設職員が被災地に赴き、全国の関係者と共に復
興支援に取り組みました。職員派遣では、現地の様子が分からないまま支援に入
らざるを得ないことも多く、被災地支援のあり方について課題を残しています。
ここでは、いち早く被災地への職員派遣をスタートした県内団体の取り組みから、
被災地での支援活動について考えていきます。

 急がれる ファーストコンタクト
神奈川県知的障害施設団体連合会（以下、「県
知連」）では、４月１０日から８月２０日まで、宮城県
石巻市及び仙台市の通所施設や福祉避難所に
支援スタッフ等を派遣し、主に被災した障害者や
家族の皆さんの支援に従事しました。（計１０２日間、
のべ８８１人） 
　この職員派遣は、先行して現地に入っていた県
外の現地調査チームからの応援要請に始まりまし
た。災害発生直後から県内施設の多くは国の派遣
要請に応じるべく準備をしていましたが、災害発生
から３週間が経っても具体的な指示はなく、会員
施設から「義援金や物資輸送の他にもできること
はないか」と声が上がり始めていた頃でした。 
　そこで、４月１日から３日間、宮城県に実態調査
を行い、その際に訪れた施設や宮城県知的福祉
協会から県知連に直接要請を受け、神奈川から
の職員派遣をスタートすることになりました。 
被災した施設は応援要請も出せないほどひっ迫し 

た状況で、特に避難所となった施設や水没した施設

に達していました。速やかな人的派遣が求められ
は休みなしの支援を続けており、職員の疲労も極限

る状況にあっても、被災地からの要請や行政の動
きを待っていては必要な支援が届かないことに気づ
かされました。 
※参考：神奈川県知的障害施設団体連合会「東日本大震災
災害派遣報告集～私たちは忘れない」 (H26.3.11発行) 

 継続性ある応援体制を目指して  
  「今こそ神奈川の結束を示すとき」 
　４月８日、N神奈川県介護支援専門員協会は、支援
専門員協会は、被災地への応援派遣「かながわケアマ
ネ隊」の結成に向け、県内の福祉サービス事業所にそ
う呼び掛けました。 
  1隊あたりの編成は３～５人とし、各職場で休みを取
ることができそうな日数を考慮した上で、活動期間
は３日間としました。ここには志ある人たちの参加
機会を確保し、被災地支援に向けた協力者の輪を着 

＜コラム＞  被災地中心の支援活動 ～施設支援の視点から～

(福)石巻祥心会の運営する「福祉避難所ひたかみ園」
での私たちのミッションは、福祉的にニーズのある方々への
暮らしのお手伝いでした。 
普段行っている施設利用者の支援とは異なるボランティ 

アであったため、参加した職員は避難されている方々とのかかわりに戸惑う場面もあったようです。 
また、派遣チーム８名が一週間で総入れ替えするため、４月当初は引継ぎがうまくできず、避難され

ている方々にご迷惑をお掛けすることがありました。そのため5月から、夕方16時までに職員が現地入
りし、リーダーはその晩夜勤に入り、前チームのリーダーと引継ぎをするように変更し、情報の漏れがな
いように対応しました。派遣期間中は毎晩、その日の支援について振り返りを行い、派遣チームとして
の団結力を深めました。また、現地のチームリーダーと神奈川で後方支援を行うコーディネーターとの
間では、常に連絡をとり合いながら、現地で起きた課題に臨機応変に対応する体制をとりました。 
神奈川チームが支援に入った２つの事業所は、津波の大きな被害がなかったため、支援の合間に石

巻市や周辺地域の視察も行いました。現地でしか実感できない、想像を超えた津波の脅威や被災の
現実に感じることが多かったようです。得がたいことを多く体験しました。被災地支援にかかわった多くの
職員が現地で得た経験を何らかの形で伝えることが大事であり、今後の使命だと話しています。

神奈川県知的障害施設団体連合会
副会長 河原雄一さん 

((福)藤沢育成会 湘南だいち施設長)
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実に広げていこうという意図もありました。ただし、実



質的に活動ができるのは２日目と３日目の午前の
１日半に限られてしまうため、現地での継続性ある
支援体制づくりを課題としていました。 
被災地への思いと行動がちぐはぐなまま、派遣

者の自己満足や支援の押し付けになってしまうこと
だけは避けなくてはなりません。そこで同協会では、
出発前に派遣目的や活動内容、被災地の状況等
を伝える事前説明会を開催し、派遣先での申し送り
や現地スタッフとの全体ミーティングを日課としまし
た。支援内容の固定化とともに事前説明会を割愛
した陣もありましたが、即席チームをまとめるリーダ
ーの負担が大きくなった反省から、職員派遣の基本
部分の徹底に努めました。 
　刻々と変化する現地ニーズを把握し、派遣職員
に確実に伝え、事前に派遣チーム内のコミュニケ
ーションを整えておくことが、被災地中心の支援活
動に向けた基盤となっています。 
※参考：特定非営利活動法人神奈川県介護支援専門員協会
「かながわケアマネ隊活動報告書（第1次～第６次）

 派遣職員へのフォロー
ご紹介した２団体の取り組みをさらにみていくと、

事前の丁寧な連絡調整と併せて、派遣後のフォ
ローにも力を注いでいることが分かります。県知連
では派遣職員の見送りと出迎えを毎回欠かさず、協会
では、別日に総括会議を設けて活動終了後の意見交換
の場を作っていました。 
被災地派遣に参加する職員の多くは「何かひと

つでも役に立とう」と思って現地入りしますが、非常
事態にある被災地に、知識や経験を生かされるよう
な活動が用意されているわけではありません。頭で
は分かっていても、現地の活動に物足りなさを感じ 
たり、支援のあり方にもどかしさを感じながら帰ってく

る職員、厳しい被災の現実に直面し、無力さに心
を痛めたまま本来業務に戻っていく職員もいます。 
継続的に支援体制を整え、被災地支援の質を

高めていく意味でも、迷ったこと・悩んだこと・悔や
まれたこと・現地では話しづらかったことなど、派遣
職員が率直な思いを語り合い、気持ちを整理して
いく時間が必要です。 
　被災地派遣の経験から学び、振り返りにより得た
ことは、神奈川の福祉施設が被災したとき、全国
から駆け付ける支援者をどのように受け入れ、調
整し、コミュニケーションを図っていくか。円滑かつ
継続性を持って復興に取り組んでいくための重要
なヒントになるはずです。 

被災地中心の支援活動 ～在宅支援の視点から～

(Ｎ)神奈川県介護支援専門員協会は、東日本大震災発
災時、県内の意思あるケアマネージャーを募り、「かながわケ
アマネ隊」を結成し、４月１５日より宮城県石巻市と女川町を
中心に派遣を行いました。（派遣人数：のべ２２７名） 
支援活動は、石巻市による要援護者の把握（ローラー作戦）への参加、女川町の要請による避難所や
仮設住宅への訪問、高齢者の生活課題の調査、また就労支援として訪問介護員育成研修過程２級の講習会
への講師派遣などを行いました。 
派遣方法は「数珠繋ぎ方式」とすることで前の隊と次に支援に入る隊の情報共有を図り、現地の職
員の方に何度も同じ説明をさせて負担をかけないように配慮しました。また、派遣先での役割が何であっ
ても「専門家の仕事ではない」と判断するのではなく、「何としても現地の人の役に立とう！」「現地の
職員の方が直接やらなくてもいい仕事は積極的に我々が引き受ける」という姿勢で業務の補助をさせ
ていただきました。ともすると、災害があった場合は“ゼロからのスタート”と思いがちですが、ゼロではなく、
むしろ“マイナスからのスタート”であるという視点を持っていないといけないです。重要なのは現地の人に
寄り添って、現地の方の望む活動を共同できることが何よりも大切だと思います。 

（N）神奈川県介護支援専門員協会
理事  山﨑正之さん  
(災害支援委員会委員長)

応援職員を受け入れるとき、派遣するとき 

求められるリーダーの動き

＜応援職員を受け入れる＞
□ 職員（職員の家族を含む）の被災状況を把

握し、当面の運営体制を決定する 
□ 自分たちで守るべきこと、外部支援に委ね

ることを判断する 
□ 外部支援の継続性について見通しを立てる 
□ 中・長期的視点をもち、本来機能の復旧に向

けた計画・行動をとる 

＜応援職員として派遣される＞
□ 現地スタッフに寄り添い、被災地の特性や風

土、文化を尊重する 
□ 被災地の置かれた状況やペースに合わせる 
□ 派遣活動の成果にこだわらず、総合力を発揮

し、長期的な視点で活動する 
□ 派遣職員間のコミュニケーションを図る 

＜応援職員を送り出す＞
□ 大きすぎる宿題を与えない 
□ 活動終了後の休暇を確保する 
□ 職員が活動の経験を語る場を設定する 
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＜コラム＞




