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災害発生対応施設職員ノウハウ研修推進委員会 
委 員 長 代 理   豊 田  宗 裕 

　それまで経験したことのなかった、何もかもが想定外と言われた「東日本大
震災」から5年の歳月が過ぎようとしています。この間、多くの方々が直接の被
災地である東北の地において復旧活動に携わり、その災害の規模の大きさを
目の当たりにすると同時に、あらためて防災・減災に対する取り組みの必要性
を強く感じたことでしょう。この思いは今後も決して忘れることなく、自分たちの毎
日の業務実践に活かすことを心掛けるとともに、この経験を確実に次代に継承
していくことを、私たちは行わなくてはならないと考えています。
　本委員会がこの4年間に取り組んできたことは、まさにこうした思いを社会福
祉実践の現場で働く職員が継承し、如何に自分たちの身近なものとして実施
していけるかを目標としたものであったと思います。幸いにも直接的な被災を免
れた本県での取り組みを考えるにあたって、委員会がいつも留意していたのは
「被災時の状況をできる限り具体的に理解し、自分たちの実践につなげられる
ようにする」ということでした。そのため、研修の実施に当たっては可能な限り現
地での状況把握に努め、またそれに対応した実践現場での具体的な対応策
の検討を行ってきたことがありました。事務局を始め多くの方々のご協力やご
支援をいただき、非常に有意義な実践結果に触れる事ができたことは、研修
事業を進める上で大きな力になったと考えております。
　しかしながら、検討を進めるほどこうした対応策は到底一律に定義化できる
ものではないということを実感し、その場で対応する職員一人ひとりの対応力
が大きな役割を担うと言うことを改めて知ることとなりました。まさに「福祉実践
は人である」ということを再認識し、改めて人づくりの大切さを痛感したことが
正直な感想だと私自身考えております。まだまだやり残したことも多くありますが、
本研修事業がこれからの実践を考える上で一つの参考になればと、切に願っ
てやみません。
　最後になりますが、こうした検討と実践の機会を提供して下さった神奈川県
社会福祉協議会経営者部会・施設部会の皆様方に、厚くお礼を申し上げる
次第です。
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付録「災害発生対応施設職員ノウハウ研修に関する資料」
本会ホームページ（http://www.knsyk.jp/）からご覧いただけます。 

研修カリキュラムの柱「５つの視点」 

研修カリキュラムの柱からみた求められる人材像、情報・動き 

研修カリキュラムの全体構成 

開催要綱、当日資料、事前・事後レポート様式（平成24年度～26年度） 

防災関連情報（ホームページ等） 
本会ホームページにリンク先を掲載しています。 

＜防災・災害情報＞
神奈川県庁 防災・災害情報（雨量推移情報、土砂災害情報、津波浸水想定、箱根火山情報、避難所情報、地図情報、
リンク集等）
首相官邸（災害・危機管理情報） 内閣府（防災情報）
国土交通省（災害・防災情報） 
総務省 消防庁（災害情報） 
気象庁 防災情報（気象警報・注意報、土砂災害警戒情報、台風情報、洪水予報、竜巻注意情報、地震情報、津波情
報、緊急地震速報）
厚労省（災害対応） 
(福)全国社会福祉協議会（被災地支援・災害ボランティア情報） 
(福)中央共同募金会（災害ボランティア・市民活動支援制度）
(福)神奈川県社会福祉協議会（災害時専用ページ）
かながわ災害ボランティアネットワーク
(公財)かながわ国際交流財団（災害時の外国人のための多言語支援情報サイト）
かながわ障害者 IT支援ネットワーク（障害者のためのアプリケーションソフト「緊急時・安否確認」）
神奈川県総合防災センター（地震・風水害・消火・煙避難・通報体験コーナー、防災 DVD・ビデオ、災害パネルの
貸し出し、各種展示等）

＜ライフライン＞ 
電気 東京電力
ガス 東京ガス
水道 神奈川県内広域水道企業団 神奈川県営水道
電話 災害用伝言ダイヤル（１７１） ＮＴＴ東日本
   災害用伝言板 ＮＴＴドコモ ＫＤＤＩ SoftBank Y! mobile

＜交通情報＞ 
JR東日本 JR東海  ・ 京急電鉄  ・ 小田急電鉄  ・ 江ノ電グループ シーサイドライン
横浜市交通局（市バス・地下鉄）  ・ 東京急行電鉄 相鉄グループ

＜道路情報＞ 
国土交通省道路局（道路情報提供システム、道路防災情報）
日本道路交通情報センター NEXCO 東日本 神奈川県道路公社 首都高速道路株式会社
神奈川県 道路管理課 国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所

  ・ 



参考資料等 
一部資料について、本会ホームページにリンクを掲載しています。 

<マニュアル・指針・手引き等>
〇全般 
・ 東京都「防災ブック『東京防災』」（平成 27年 7月）  
・ 横浜市消防局「減災行動のススメ」（平成 24年 3月第 3版）  
・ (福)福井県社協「社会福祉施設における災害対策の手引き～利用者等の安全確保のための防災に関する意識及び

取組の強化のために～」（平成 23年 7月）  
・ 宮崎県延岡市防災推進室「防災・復興対策ノウハウ集」（平成 22年 8月） 
・ 消防庁「防災研修カリキュラム・講師用教材の検討及び作成に関する検討委員会報告書」（平成 20年 10月）  

〇子ども 
・ 経産省「保育施設のための防災ハンドブック」「防災訓練用対応ケース集」（平成 24年度）  
・ 日本子ども虐待防止学会 社会的養護ワーキンググループ「社会的養護における災害時『子どもの心のケア』手

引き」（平成 23年 3月）  
〇高齢 
・ 大阪府福祉部「介護保険施設等における地震防災対策マニュアル作成の推進について」（平成 17年度発行、平成

23年 5月一部修正）  
・ (特非)日本防火技術者協会 老人福祉施設・学校教育施設の避難安全性に関する研究会「高齢者福祉施設の夜間火

災時の防火・避難マニュアルー特別養護老人ホームを例としてー」（平成 27年 5月） 
・ (福)東京都社協「高齢者福祉施設におけるBCP（事業継続計画）策定ガイドライン（震災編）」（平成 24年 4月） 
・ (公財)東京都福祉保健財団「福祉施設の防災マニュアル作成ガイド」（平成 24年 11月） 
・ (公社)全国老人保健施設協協会「介護老人保健施設 震災マニュアル」（平成 24年 3月） 

〇障害 
・ 神奈川県「かながわ障害福祉施設ＢＣＰ作成支援ツール」（平成 27年４月）  
・ 岩手県／(福)岩手県社協「東日本大震災から学ぶ災害への備え 障がいがある方たちの災害対応のてびき」（平成

25年 5月）  
・ 神奈川県障害者社会参加推進センター「災害弱者を支える地域の輪」（平成 24年 11月）  
・ (一社)日本自閉症協会「自閉症の人たちのための防災ハンドブック」（平成 24年 3月）  
・ コミュニケーション・アシスト・ネットワーク（CAN）「災害時の言語聴覚障害者への支援について」（平成 23

年） 
・ 神奈川県障害者自立生活支援センター「障害者のための防災マニュアル 2008」  
・ 障がいを持つ人の防災研究会（事務局：(認 N)いわき自市立生活センター）「障がいを持つ人の防災提言集～大震

災・津波・原発事故を経験したフクシマから」（平成 26年） 
〇外国籍・アレルギー 
・ (公財)かながわ国際交流財団「外国人住民サポートアイデア集～防災・減災編」（平成２6年 3月）  
・ (特非)ALサインプロジェクト「食物アレルギー災害時用ゼッケン」「食物アレルギーサインプレート」「食物アレ

ルギー緊急時カード」 
〇ボランティア 
・ 災害ボランティア活動支援プロジェクト会議事務局 (福)中央共同募金会「災害ボランティア活動支援者のため

のハンドブック」（平成 21年） 
・ (福)神奈川県社協「社会福祉施設のボランティアコーディネーション指針 はじめの一歩」（平成 18年 3月） 

 
<調査研究事業報告書>
・ (福)神奈川県社協「災害への整備状況等に関する調査報告書̶福祉関係者における相互の連携をめざして̶」（平成
26年 7月）  

・ (福)東京都社協「災害発生時の要援護者支援における福祉施設等の役割と可能性̶調査結果と提言」（平成25年3月） 
・ (公社)全国老人福祉施設協議会／老施協総研「平成 24 年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業
分）事業 特別養護老人ホームにおける災害時の事業継続計画・復旧に関する調査研究事業報告書 災害対応力向上
のためのガイドライン」（平成 25年 3月） 

・ (株)富士通総研「平成 24 年度セーフティネット支援対策等事業費補助金社会福祉推進事業 災害福祉広域支援ネッ
トワークの構築に向けての調査研究事業報告書」（平成 25年 3月） 



厚労省援護局社会・福祉基盤課「災害時における福祉・介護分野の広域的な支援ネットワークの構築について」（平成
24年 11月 29日） 
(株)富士通総研「被災時から復興期における高齢者への段階的支援とその体制のあり方の調査研究事業報告書」（平成
24年 3月） 
(株)浜銀総合研究所「平成 25 年度老人保健健康増進等事業 高齢者向け住まいにおける防災対策としての訓練のあ
り方に関する調査研究とその普及啓発事業」（平成 26年 3月） 
(株)浜銀総合研究所「平成 25 年度厚労省社会福祉推進事業 地域継続計画（DCP）の観点を取り入れた事業継続計
画（BCP）のあり方に関する調査研究事業 災害に強い地域づくり～ふだんのくらしを再興するためのBCP策定～」
（平成 2６年 3月） 
(株)浜銀総合研究所「平成 24 年度厚労省社会福祉推進事業 福祉事業所における事業継続計画（ＢＣＰ）策定ガイ
ドライン 災害に強い事業所づくり～社会福祉事業におけるＢＣＰ 方法と実践～」（平成 25年 3月） 
(株)浜銀総合研究所「平成 23 年度厚労省 セーフティネット支援対策等事業費補助金 社会福祉推進事業 突発的
に発生する緊急事態における社会福祉事業の継続に向けたモデル事業継続計画（BCP）策定とその普及事業～地域の
ネットワーク活用に着も臆したアプローチ～」（平成 24年 3月） 
(福)全社協 障害関係団体連絡協議会／災害時の障害者避難等に関する研究委員会「災害時の障害者避難等に関する
研究報告書」（平成 26年 4月） 
(公社)神奈川県高齢者福祉士施設協議会「高齢者福祉施設等における災害時の対応についての研究事業報告書̶阪
神・淡路大震災、新潟県中越地震の教訓を生かして̶」（平成 19年 3月） 

<東日本大震災の記録等>
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～3 年前の記憶がここに」（平
成 26年 3月 11日） 
(特非)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）」（平成 23年 4月～11月） 
(福)宮城県社協「復興 明日への絆２ 3,11 東日本大震災から 3年間の歩み」（平成 27年 3月発行）、「復興 明日へ
の絆 3.11 東日本大震災から一年」（平成 24年 3月） 
(福)全社協「2011.3.11 東日本大震災への社会福祉分野の取り組みと課題̶震災から一年の活動を踏まえて̶」（平
成 25年 3月） 
(福)全社協「東日本大震災災害ボランティアセンター報告書」（平成 24年 3月） 
日本障害フォーラム（JDF） 映画『生命（いのち）のことづけ～死亡率 2倍 障害のある人たちの 3.11～』（平成
25年） 
東北関東大震災障害者救援本部 映画『逃げ遅れる人々～東日本大震災と障害者』（平成 24年） 





災害発生、そのとき私たちはどう動くか 
～災害発生対応施設職員ノウハウ研修推進事業報告書～ 
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