
研修カリキュラムの柱からみた求められる人材像について                                       ◇＝被災した場合の対応 ◆＝被災地支援の対応 

この研修で大事にする視点 
能
力 

時系列 
初期（生命維持期） 

当日～３日（７２時間） 

次期（外部支援受入期） 

４日～１週間 

中期（本来機能復旧期） 

８日～１カ月 

終期（復興期） 

１カ月～ 

必要な活動 初期対応 
外部支援・救援物資コーディネート 

福祉避難所運営 
本来機能復旧① 本来機能復旧② 

(1)被災地の状況を理解すること 

 被災により、施設の状況や高齢者・

障害者など利用者の状況がどのよう

に変化し、どのような対応が求められ

るか実際の様子を知り、理解する。 

①
価
値
観
・
姿
勢 

 

②
知
識
・
情
報 

求められる人材像 

（“心理状況の変化の理解”） 

（“ニーズの把握”） 

◇けが人や犠牲者、行方不明者などの

人命に関する情報や避難者数、ﾗｲﾌﾗｲ

ﾝ状況を的確に把握できる。 

◇混乱、動揺、不安を理解し、その解

消に向けた行動を取ることができる。 

◇自宅での生活再開状況や緊急支援

ニーズを的確に把握できる。 

◇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を行

うことができる。 

◇個別ニーズの高まりや災害関連制

度の施行関連の動きを的確に把握で

きる。 

◇衛生状態の把握やアメニティな欲

求を理解し、適切な相談・支援ができ

る。 

◇孤立地域、仮設住宅の設置・入居状

況を的確に把握できる。 

◇安定した生活（財政・仕事・仮設住

宅からの異動）欲求を理解し、適切な

相談・支援ができる。 

(2)災害時の基本的なスタンス、心理

状況、考え方を学ぶこと 

 経験によって得られる臨場感を伝

えていくことは難しいが、その中でも

置かれる状況を想定できるような内

容から、身につけるべき視点、基本的

な考え方を理解する。（ひとりひとり

の意識の持ち方、臨み方を考えてい

く。） 

求められる人材像 

（“スタッフの被災への理解”） 

（“外部支援の理解”） 

（“様々な決断”） 

◇スタッフの被災と向き合い、安全確

保に向けた行動を取ることができる。 

 

◆共感と客観視（冷静さ）の両面を持

って、被災地支援の必要性について検

討することができる。 

◆地元スタッフの不安の除去、防波堤

となることができる。 

◇スタッフの状態を把握し、当面の運

営体制を決定することができる。 

◇外部支援の受け入れを決定できる。 

◆被災者主体、被災地中心を前提とし

て支援を行うことができる。 

◆地元スタッフに寄り添い、被災地域

の特性や風土、文化を理解できる。 

◇外部支援の適切なコーディネート

を行うことができる。 

◇外部支援の継続について見通しを

立てることができる。 

◆固定観念を持ち過ぎず、柔軟な対応

により支援を行うことができる。 

◆自分のところで完結しなくても良

い（後につなぐ）視点で活動ができる。 

◇中長期的視点を持って、本来機能復

旧に向けた計画・行動を取ることがで

きる。（事業ができる場所、スタッフ、

財源の確保など） 

◆チームプレー（総合力）を発揮し、

長期的な支援を展開できる。 

◆地元の力量、ペースに合わせる。（無

理をさせ過ぎない、受け入れやすいも

のに） 

(3)社会福祉法人として地域との接点

を考えること 

 災害が起きたときは、それぞれの法

人や施設内の動きに留まらず、利用者

の家族や地域住民、周辺の機関・施

設・団体等との関係を考えていくこと

となる。家族との関係、地域との関係

などを想定できるようにする。 

求められる人材像 

（“地域との絆を活かす”） 

◇地元との平時からのつながりや資

源を活かす（食糧や寝具などを融通し

合うなど）。 

◇利用者だけではない被災者同士の

集まりができることを理解し、適切な

対応ができる。 

◇地元の協力者と連携できる。 

◆被災前からの地域課題（産業・経済

状況も）を理解できる。 

◆地元とのギャップについても適切

に対処できる。 

◇直接な被災の程度だけでなく個々

の生活課題やコミュニティとの関係

などにも目を配ることができる。 

◆平時の姿や取り組みを踏まえた支

援を行うことができる（被災前の地域

の様子、日頃の地域福祉活動やボラン

ティア・市民活動の取り組み状況など

を知る）。 

◇被災をきっかけとした地域づくり

を考え、多方面に伝えることができ

る。 

 

◆ジャンルを超えた広い視野での協

力体制の構築または提案などができ

る。 

(4)支援体制の受け入れについて 

 それぞれの法人や施設において、自

分たちで守るべきこと、支援者に委ね

ることを整理し、それが円滑に行われ

るための方策や準備について考える。 

①
価
値
観
・
姿
勢 

求められる人材像 

（“方針決定”） 

（外部との調整”） 

（“事前想定”“普段からの取組”） 

◇経営理念 

◇事前想定 

◇自分たちで守るべきことを整理す

ることができる。 

◇外部の人が入ってくるという気持

ちを理解する。 

◇ボランティアの受け入れについて

決定し、対応することができる。 

◇被災地外の資源を活かすつなぎ役

となることができる。 

◇先を見通した姿を思い描くことが

できる。 

(5)被災地支援のノウハウを学ぶこと 

 被災地の福祉施設の運営の実際の

様子を知り、理解するとともに、自分

たちが受け入れる立場になった場面

を想定し、どのように運営すれば円滑

かつ継続性をもって支援を行うこと

ができるか考える。 

③
技
術
・
技
能 

求められる人材像 

（“ノウハウ＝技術・技能”） 

◆ファーストコンタクトの取り方に

ついて（災害協定、姉妹都市、文化交

流など） 

◆コミュニケーションの取り方につ

いて（言うべきタイミングと伝え方に

ついて） 

◆地元特性・文化に合わせた支援につ

いて 

 

◆風通しの良い運営について  ◆活動内容、運営状況、スタッフ厚

生などから求められるスタンスや担

うべき役割を判断することができる。 

 
（社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 経営者部会・施設部会「災害発生対応施設職員ノウハウ研修推進委員会」作成） 



 

研修カリキュラムの柱からみた求められる情報・動きについて 

この研修で大事にする視点 キーワード 求められる情報・動き 中柱 想定される状況 

(1)被災地の状況を理解すること 

 被災により、施設の状況や高齢者・障害者など利用

者の状況がどのように変化し、どのような対応が求め

られるか実際の様子を知り、理解する。 

◇被災による混乱や動揺 

◇先行きへの不安 

（どのように変化） 

時期によって 

◇けが人や犠牲者、行方不明者などの人命に関する情報や避難

者数、ライフライン復旧状況 

◇自宅での生活再開状況や緊急支援ニーズ 

◇個別ニーズの高まりや災害関連制度の施行関連の動き 

◇孤立地域、仮設住宅の設置・入居状況 

「心理状況の変化」 

①利用者＋家族 ②ｻｰﾋﾞｽ提供者（施設職員） 

③住民 

「時期のおさえ」 

①発災～４８時間（または７２時間） 

②～１週間 ←災害ＶＣ、外部支援 

③～１ヶ月 ←衛生状況悪化、ｱﾒﾆﾃｨな欲求 

④～１年  ←安定した生活 

       財政・仕事・仮設からの移動 

「ニーズの変化」 

「これまでの役割とこれからの役割」 

（福祉施設・事業所から地域の社会資源に） 

“心理状況の変化” 

“混乱”“動揺”“不安” 

“希望” 

 

“被災者同士の集まり” 

 

“地元スタッフの被災” 

 

 

“ニーズの把握” 

“新たな役割” 

(2)災害時の基本的なスタンス、心理状況、考え方を

学ぶこと 

 経験によって得られる臨場感を伝えていくことは

難しいが、その中でも置かれる状況を想定できるよう

な内容から、身につけるべき視点、基本的な考え方を

理解する。（ひとりひとりの意識の持ち方、臨み方を

考えていく。） 

◇被災者主体、被災地中心 

◇共感と客観視（冷静さ） 

 

◇中長期的視点 

◇地元スタッフに寄り添う ◇被災地域の特性や風土を知る 

◇固定観念を持ち過ぎない 

 

◇自分のところで完結しなくても良い 

⇒横でつながる。後につなぐ 

 

◇チームプレー（総合力） 

「これまでの役割とこれからの役割」 

（自分たちのできる範囲を判断する） 

 

「資源（人的・物的）とのつながり」 

「支援のつながり」 

“地元スタッフの被災” 

 

 

“必要なもの”“不足していたこと” 

“どんな物、どんな支援がどこから” 

(3)社会福祉法人として地域との接点を考えること 

 災害が起きたときは、それぞれの法人や施設内の動

きに留まらず、利用者の家族や地域住民、周辺の機

関・施設・団体等との関係を考えていくこととなる。

家族との関係、地域との関係などを想定できるように

する。 

◇被災前からの地域課題 

（産業・経済状況も） 

 

 

◇平時の姿や取り組みを踏まえ

る 

 

◇被災をきっかけとした地域づ

くり 

◇被災前の地域の様子、日頃の地域福祉活動やボランティア・

市民活動の取り組み状況などを知る。 

◇直接な被災の程度だけでなく、個々の生活課題やコミュニテ

ィとの関係などにも目を配る。 

⇔◇地元の平時からのつながりや資源を活かす。 

  ①住民⇔自治体  

②住民⇔社協  

③住民⇔ボランティア活動への参加 

「あえて日常モード」 

「地元特性・文化に合わせて」 

「得意分野を活かす」 

「地域資源のおさえ」 

①人材・組織 ②活動・ｻｰﾋﾞｽ ③情報 

④風土や文化 ⑤財源・ﾓﾉ ⑥法律や制度 

「ジャンルを超えた広い視野」 

“地域との絆”“地元の協力者” 

（自治会、町内会、地区社協、民生委員、

ボランティア、保健師） 

（青年会議所、商工会議所、企業、商店

会、農協、建設・運送会社、新聞社など） 

（学校、行政、警察、郵便局など） 

 

“地元とのギャップ” 

(4)支援体制の受け入れについて 

 それぞれの法人や施設において、自分たちで守るべ

きこと、支援者に委ねることを整理し、それが円滑に

行われるための方策や準備について考える。 

◇専門職 

◇ボランティア 

◇被災地外の資源を生かすつなぎ方（手） 

◇先を見通した姿の思い描き 

「経営理念」 

「事前想定」 

“自分たちで守るべきこと” 

“支援者に委ねること” 

(5)被災地支援のノウハウを学ぶこと 

 被災地の福祉施設の運営の実際の様子を知り、理解

するとともに、自分たちが受け入れる立場になった場

面を想定し、どのように運営すれば円滑かつ継続性を

もって支援を行うことができるか考える。 

◇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 

◇災害協定、姉妹都市、文化交流 

◇活動内容、運営状況、スタッフ構成などから、求められるス

タンスや担うべき役割を判断すること。 

◇地元の力量、ペースに合わせる。 

⇒無理をさせ過ぎない、受け入れやすいものに 

⇒地元スタッフの不安の除去、防波堤 

「平時のつながりと範囲（圏域）」 

「時期のおさえ」「マンパワーのおさえ」 

「言うべきタイミングと伝え方」 

 

「いままで計画・予定してきたこと」 

“具体的想定” 

“決断” 

“事業継続の判断と急場の運営体制” 

“外部の人が入ってくるという気持ち” 

“継続” 

“財源” 

 
（社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 経営者部会・施設部会「災害発生対応施設職員ノウハウ研修推進委員会」作成） 
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