
Ⅲ．「災害発生対応施設職員ノウハウ研修事業」について
（本書の作成経過）

東日本大震災の発生をきっかけに、本会経営者部会・施設部会の協働のもと、
平成23年度から４年間にわたり取り組んできた「災害発生対応施設職員ノウ
ハウ研修事業」について紹介します。 
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Ⅲ．「災害発生対応施設職員ノウハウ研修事業」について 

東日本大震災の発生から約半年が経過し
た平成 23 年 9 月、本会経営者部会・施設部
会では、「災害支援施設職員ノウハウ研修カ
リキュラム策定委員会」を立ち上げました。
この背景には、被災地支援を継続していく

中であらためて感じた協働の大切さ、本県の防
災・減災の備えとしてやらなければならない
ことが数多くあるという現状認識がありま
した。「被災地から支援を求められたときに、
あらかじめ学んでおくべきことが分かりに
くく、そのまま現場に入らざるを得なかった」
との声も多く、この経験は、神奈川県内の福
祉施設が被災した場合、全国から駆けつける
支援者をどのように受け入れ、調整していく
か、平常時からの学習が必要であるという教
訓につながっています。 
そこで、委員会では、福祉施設職員が平常

時から学ぶべきこととして、①被災地へ職員
を派遣する場合、②当県が被災し支援者を受
け入れる場合の大きく２つの場面について
整理し、研修カリキュラムの策定を進めるこ
ととしました。 
委員会では、本会経営者部会・施設部会会員の

での社会福祉法人・福祉施設関係者、学識経験
者に加え、県保健福祉局のオブザーバー参加
のもと、議論を進めました。 

委員会の取り組みとして特筆すべきは、徹
底した現地ヒアリングを行ったことです。 
「どんなに想像をめぐらせても、被災した

状況は計り知れない」「被災地では、社会福
祉法人・福祉施設としてどのような動きが求
められたのだろうか」「発災から 1 週間の初

期段階、外部から応援が入らない段階での対
応を知りたい」など、発災当時の様子や現在
に至るまでの気持ちの変化等について、社会
福祉施設経営者・職員の立場から疑問点を整
理し、実際に被災地を訪問して聞き取りを行
いながら、課題整理を進めました。 
計３回にわたる被災地ヒアリングを行っ

た中で、特に印象深かったことが「当初想定し
ていなかった人々が福祉施設に避難し、一
し、一定期間を共に過ごした」という現実で
す。「自衛隊のヘリコプタ―で救助された方
が、たまたま施設のそばにあった空き地に降
り立ち、そのまま福祉施設で昼夜を過ごした」
というエピソードもありました。 

 本県の社会福祉法人・福祉施設職員の間で
どのようなことを共有していけばよいか。委
員会では、次の４つの大事にすべき視点を整
理しています。 
 第１に「施設利用者の被災時の様子を理解
すること」、第２に「その上で、施設職員と
しての災害時の基本的なスタンスを理解す
ること」です。また、社会福祉法人・福祉施
設は、地域の中の一資源としての役割がある
ことから、第３の視点として、「地域住民の
避難先となる想定や、地域住民の協力を得な
がら施設内の災害対応を乗り越えていく想
定を伝えていくこと」を挙げました。 
 さらに、第４の視点として、「当該市区町
村内・県内・県外からの外部支援をどのよう
に受け入れ、対応していくか」についても触
れています。これは災害発生時には、福祉施
設も職員自身も被災し、今までの建物・設備
やマンパワーでは到底対応しきれない事態
が想定されるからです。
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Ⅲ．「災害発生対応施設職員ノウハウ研修事業」について 

カリキュラム策定にあたって行った被災
地ヒアリングの内容は、ガソリンや通信手段
の確保、地域住民とのかかわり、支援者の役割
分担やチーム運営の大切さ等、多岐にわたり
ます。それらを整理してまとめてみると、研
修会のテーマとして、物資・備蓄のガイドラ
インの整備や避難所の運営、ＢＣＰ（事業継
続計画）の考え方、災害時に円滑に物事を進
めていくためのコミュニケーションスキル
やリーダーシップ、ストレスマネジメントな
ど、さまざまな要素が考えられました。 
 そこで委員会では、それらのテーマを災害
発生以降の時系列に沿った研修カリキュラ
ムとしてまとめました。

　時間の経過とともに被災地の支援ニーズや
対応も変化してくることから、①災害発生前、
②初期（生命維持期：災害発生当日～３日）、
③次期（外部支援受入期：４日～１週間）、
④中期（本来機能復旧期：８日～１カ月）、
⑤終期（復興期：１カ月以降）の５つのス
テージに分けて整理をしています。 
そして、まずは「１st ステップ」として、

時系列①～③における職員対応を中心に、研
修会を組み立てていきました。

《平成23年度の取り組み》
・ 「災害支援施設職員ノウハウ研修カリキュラ

ム策定委員会」の立ち上げ 
・ 委員会開催（６回） 
・ 被災地及び県内ヒアリング 

第 1 回研修会は、委員会立ち上げの翌年、
平成 24 年 8 月に開催しました。前述の５つ

の視点を踏まえつつ、「災害発生時にリーダー
的役割を発揮できる人づくり」「平常時、災
害対応の取り組みを継続的に推進する人づ
くり」「県内外から支援者を受け入れる際、窓
口になれる人づくり」を目的に参加を呼び掛
けたところ、案内通知から３日で定員に達す
るなど、社会福祉法人・福祉施設の関心の高
さがうかがえました。

＜講義＞ 福祉施設の被災を追体験
研修講師には、被災地ヒアリングにご協力

いただいた、宮城県名取市で障害者施設を運
営する（福）みのり会の笠井晃施設長（当時）
にお越しいただき、被災前後の施設の様子や、
発災当時の一日ごとの職員の動きについて、
時間の経過とともにお話しいただきました。
笠井さんは当時を振り返り、職員対応の４

つのポイントとして、①正確な情報に基づく
安全性、②チームワークによる継続性、③拠
点があることによる安定性、④来るものは拒
まない姿勢、オープンスタンスがもたらした
絆・社会性を挙げました。 
会場は水を打ったように静かになるときも

あり、また当時を思い出し笠井施設長自身も
感極まる場面もあり、３月11日をみんながあら
ためて思い返し、そして、その教訓を大切にす
る気持ちをひとつにしました。

＜グループ討議＞ 施設職員として何を考え、何に
取り組み、どう行動するか
笠井さんの実践報告を踏まえ、研修参加者

はグループ討議を行いました。「利用者や職
員等の安否確認や本来サービス提供のため
の体制構築について」のテーマでは、安否確
認の方法として、一斉メール配信やトランシー
バーの導入などの意見が出されたほか、施設
外への避難を想定した場合には利用者の服
薬内容やアレルギーに関する情報の共有化
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など、具体的な視点が上がりました。 
また、「地域住民・地元との関係づくり」

については、自治会や商店街とのつながりの
強化、日ごろから付き合いのある給食業者と
の食材に関する協定を結ぶ等の意見が出さ
れました。
　グループ討議を受けて、笠井さんは「備蓄が
尽きそうになったとき、食材や寝具を融通して
くれたのは地域の方だった。施設が流出したと
き、拠点探しをしていた時も空き物件や業者を
紹介してくれたのは、施設利用者の保護者や地
域の方々だった」と伝えています。 

《平成24年度の取り組み》
災害発生初期対応施設職員ノウハウ研修推進
委員会の開催（２回）  
災害発生初期対応施設職員ノウハウ研修（1st
ステップ）の開催（３回）  

第 1 回研修会の反省を踏まえ、翌年は研修
参加者の「事前チェックリスト」「事後レポー
ト」の改善に取り組みました。また、発災当
時の状況を体感するため、新たに起震車体験
を取り入れ、１stステップ研修会を開催しま
した。併せて、２nd ステップ研修会の持ち方
についての検討を進めました。 
また、平成 26 年度には、社会福祉法人・

福祉施設が災害対応の見直しに向けて具体
的に動き出すためにどのような後方支援が
必要か検討し、前年度までの研修参加者を対
象とした「フォローアップ座談会」を開催。
１st ステップ研修会を継続しつつ、参加者の
関心が高かったＢＣＰ（事業継続計画）策定
に関する講義や「避難所運営ゲーム（ＨＵＧ
ゲーム）」を取り入れた２nd ステップ研修会
を開催しました。

研修参加者からは「自施設に持ち帰り、具

体的な実践につなげることのできる組織体
制づくり」「すべての職種・階層・職位の責
任や役割、権限移行を含めた検討と共有」「災
害発生時を見据えた、自施設や所在地域のア
セスメント手法」「地域で果たすべき福祉施
設の役割に関する意識付け、地域との接点づ
くり」など、取り組みの課題が挙がりました。

《平成25年度の取り組み》
災害発生対応施設職員ノウハウ研修推進委員
会の開催（２回） 
被災地ヒアリング（１回） 
災害発生初期対応施設職員ノウハウ研修（1st
ステップ）の開催（１回） 

《平成26年度の取り組み》
災害発生対応施設職員ノウハウ研修推進委員
会の開催（２回） 
災害発生初期対応施設職員ノウハウ研修（1st
ステップ） フォローアップ座談会の開催（１回）
災害発生初期対応施設職員ノウハウ研修（1st
ステップ）の開催（１回） 
災害発生初期対応施設職員ノウハウ研修（2nd
ステップ）の開催（１回） 

これまでの４年間、災害発生時を見据えた
平常時の取り組み課題や視点の整理、研修カ
リキュラムの開発・実践を通じたリーダーの
育成、種別・分野を超えた福祉施設間の情報
交換の場づくりに取り組んできました。 
平成 27 年度は５年目の節目として、これ

までの取り組みの整理と研修成果の普及、課
題提起を目的とした報告書（本書）の取りま
とめを行いました。福祉施設の分野や種別、
規模や形態、地域性などにより課題は異なり
ますが、社会福祉法人・福祉施設の取り組み
の基礎として、共有すべき視点を継承してい
くことを目的に整理を進めたものです。 
この報告書を活用して、各社会福祉法人・

福祉施設での災害対応の検討・見直しを進め
ていただければと思います。

30



＜災害発生対応施設職員ノウハウ研修推進事業の取り組み経過＞

《平成23年度》
内　容会議名・年月日

内　容会議名・年月日

災害支援施設職員ノウハ
ウ研修カリキュラム策定

委員会 

〔内　容〕 
① 委員長、委員長職務代理者の選出について 
② 委員会のスケジュールについて 
③ 被災地支援について（共有） 
④ 研修カリキュラムの柱について 
⑤ 被災地及び県内ヒアリング報告について 
⑥ 研修カリキュラムの柱と求められる人材像について 
⑦ 研修カリキュラムの全体像について 
⑧ 研修イメージについて 
⑨ 神奈川県の状況について 
⑩ 平成24年度実施研修要綱（案）について 
⑪ 今後の研修ステップについて 
⑫ 事業継続計画（ＢＣＰ）について 

《平成24年度》

災害発生初期対応 
施設職員ノウハウ研修 

推進委員会 
24．9．19
10．22 〔内　容〕 

① 委員長の選出について 
② 第１回研修を振り返って 
③ 第２回研修に向けて 

災害発生初期対応 
施設職員ノウハウ研修 

（参加者51名） 

（参加者42名） 

（参加者40名） 

31

〔委　員〕
　委員長：浦野正男（(福)中心会理事長）、豊田宗裕（横浜国際福祉専門学校顧問）、赤
　間源太郎（（福）相模福祉村理事長）、岩澤貞之（（福）西久保福祉会）、河原雄一（湘
　南セシリア施設長）、森下浩明（ゆう施設長）、関野淳（水平線）
〔オブザーバー〕 加藤芳明（県福祉・次世代育成部）

〔委　員〕
　委員長：浦野正男（(福)中心会理事長）、委員長代理：豊田宗裕（横浜国際福祉専門学
　校顧問）、赤間源太郎（（福）相模福祉村理事長）、岩澤貞之（（福）西久保福祉会）、河
　原雄一（湘南セシリア施設長）、森下浩明（ゆう施設長）、関野淳（ゆるり）

〔テーマ〕　災害発生時の社会福祉法人のあり方について
〔講　師〕　浦野正男（（福）中心会理事長）、森下浩明（ゆう施設長）

〔テーマ〕　・その時、現場では何が起こっていたのか
　　　　　・自己完結からの脱却～外部からの支援を受け入れるということ～
〔講　師〕　笠井晃（（福）みのり会理事・施設長）

〔テーマ〕　研修のねらい
〔講　師〕　豊田宗裕（横浜国際福祉専門学校顧問）

〔テーマ〕　研修カリキュラムの柱からみた求められる情報・動きと人材像について
〔講　師〕　豊田宗裕（横浜国際福祉専門学校顧問）、森下浩明（ゆう施設長）

25． 2．25～26

24．8．9～10

11．19～20

23．9．  6
10．19
11．22
12．26

24．2．  7
3．21



《平成25年度》

災害発生対応 
施設職員ノウハウ研修 

推進委員会 
25．10．25
    12. 　 9

〔内　容〕 
① 委員長、委員長職務代理者の選出について 
② 平成25年度の検討内容について 
③ 平成24年度研修を振り返って 
④ 事前チェックリスト、事後レポートについて 
⑤ 参加者の巻き込み方について 
⑥ 災害発生対応施設職員ノウハウ研修（1stステップ）の持ち方について 
⑦ 災害発生対応施設職員ノウハウ研修（2ndステップ）の考え方について 

災害発生初期対応 
施設職員ノウハウ研修 
（１stステップ） 
26. 2．17～18 
（参加者50名） 

《平成26年度》

災害発生対応 
施設職員ノウハウ研修 

推進委員会 
26．6．26

8．26 〔内　容〕 
① 委員長、委員長職務代理者の選出について 
② 平成25年度研修を振り返って 
③ 平成26年度の検討内容について 
④ 災害発生対応施設職員ノウハウ研修（1stステップ）座談会の振り返りについて 
⑤ 平成26年度1stステップ研修について 
⑥ 平成26年度2ndステップ研修について 
⑦ 災害発生対応施設職員ノウハウ研修推進委員会報告書（仮称）について 

災害発生初期対応 
施設職員ノウハウ研修 
（1stステップ） 

フォローアップ座談会 
26. 8．26

（参加者12名） 

災害発生初期対応 
施設職員ノウハウ研修 
（１stステップ） 
26．12．8～9
（参加者49名） 
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内　容会議名・年月日

内　容会議名・年月日

〔委　員〕
　委員長：浦野正男（(福)中心会理事長）、委員長代理：豊田宗裕（横浜国際福祉専門学校
　顧問）、赤間源太郎（（福）相模福祉村理事長）、古田育子（さぎ沼なごみ保育園園長）、
　河原雄一（湘南セシリア施設長）、森下浩明（ゆう施設長）、辻田恭子（ニューバード施
　設長）

〔内　容〕　講義・グループワーク・起震車体験等
〔講　師〕
　豊田宗裕（横浜国際福祉専門学校顧問）、浦野正男（（福）中心会理事長）、目黒恵美子（（福）
　みのり会（宮城県名取市）主任支援員）、森下浩明（ゆう施設長）、河原雄一（湘南セシリ
　ア施設長）、古田育子（さぎ沼なごみ保育園園長）、辻田恭子（ニューバード施設長）、神
　奈川消防署

〔委　員〕
　委員長：浦野正男（(福)中心会理事長）、委員長代理：豊田宗裕（横浜国際福祉専門学校
　顧問）、古田育子（さぎ沼なごみ保育園園長）、森下浩明（ゆう施設長）、辻田恭子（ニュ
　ーバード施設長）

〔内　容〕　講義・グループワーク
〔講　師〕
　豊田宗裕（横浜国際福祉専門学校顧問）、浦野正男（（福）中心会理事長）、目黒恵美子（（福）
　みのり会（宮城県名取市）主任支援員）、森下浩明（ゆう施設長）、古田育子（さぎ沼な
　ごみ保育園園長）、辻田恭子（ニューバード施設長）

〔内　容〕　講義・グループワーク・起震車体験等
〔講　師〕
　豊田宗裕（横浜国際福祉専門学校顧問）、浦野正男（（福）中心会理事長）、目黒恵美子（（福）
　みのり会（宮城県名取市）主任支援員）、森下浩明（ゆう施設長）、古田育子（さぎ沼な
　ごみ保育園園長）、辻田恭子（ニューバード施設長）、神奈川消防署



災害発生対応 
施設職員ノウハウ研修 
（２ndステップ） 
27．2．17、19 
（参加者41名）

《平成２７年度》

災害発生対応 
施設職員ノウハウ研修 

推進委員会 
27．5．26

7．27
10．29

〔内　容〕 
委員長、委員長職務代理者の選出について 
平成26年度研修を振り返って 
平成27年度の検討内容について 
災害発生対応施設職員ノウハウ研修推進事業報告書（仮称）について 
座談会について 
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〔委　員〕
　委員長：浦野正男（(福)中心会理事長）、委員長代理：豊田宗裕（聖徳大学社会福祉学科
　准教授・横浜国際福祉専門学校顧問）、森下浩明（ゆう施設長）、古田育子（さぎ沼なごみ保
　育園園長）、辻田恭子（ニューバード施設長）

〔内　容〕　講義・グループワーク
〔講　師〕
　豊田宗裕（横浜国際福祉専門学校顧問）、浦野正男（（福）中心会理事長）、鈴木徳和（（福）
　石巻祥心会（宮城県石巻市）事業本部長）、森下浩明（ゆう施設長）、古田育子（さぎ沼
　なごみ保育園園長）、辻田恭子（ニューバード施設長）、江嶋哲也（㈱浜銀総合研究所経
　営コンサルティング部主任コンサルタント）

内　容会議名・年月日


