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１．神奈川県内の取り組み                       
 

● 本県には、高齢福祉施設・事業所を対象とする会員組織が４県市（県域 30 市町村と政令３市）

にそれぞれあり、県社協老施協では、「神奈川県高齢者福祉施設協議会」「横浜市社会福祉協議

会高齢福祉部会」「川崎市社会福祉協議会施設部会老人福祉施設協議会」「相模原市社会福祉協

議会高齢者福祉施設部会」との連携・協働により、各種事業を進めています。 

 

● 災害対策についても、会員施設はそれぞれの立地条件や地域性に応じた自助の取り組みを進め、

４団体では各施設の後方支援や施設相互の協力体制づくりを推進しています。 

 

 

＜対象地域と会員組織＞ 

・県域市町村（横浜市・川崎市を除く）：一般社団法人神奈川県高齢者福祉施設協議会 

・横浜市 ：社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 高齢福祉部会 

・川崎市 ：社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 施設部会 老人福祉施設協議会 

※川崎市老人福祉施設事業協会と連携 

・相模原市：社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 高齢者福祉施設部会 

      ※一般社団法人相模原市高齢者福祉施設協議会と連携 

・県全域 ：社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 施設部会 老人福祉施設協議会【県社協老施協】 

 

⇒次ページから、それぞれの会員組織と災害対応の取り組みを紹介します。 
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 一般社団法人 神奈川県高齢者福祉施設協議会  

 

目 的  高齢者福祉及び介護に関する正しい知識の普及及び理解の促進を図るとともに、高齢者福祉

及び介護に係るサービスの質の向上確保に向けた研修及び調査研究を行い、もって高齢者福

祉及び介護事業の健全な発展と神奈川県民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

     （昭和 43年 4月 1日設立） 

 

正会員  社会福祉法人または地方公共団体が経営する県内（横浜市・川崎市を除く）所在の施設・事

業所の代表者または開設準備責任者 

 

会員数  ３７７施設 ※平成 28年 4月 1日現在 

     主な施設種別：特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、通所

介護事業、地域包括ケアセンター、在宅介護支援センター、認知症対応型共

同生活介護施設、居宅介護支援事業所 

 

組織構成（地区活動） 

※ 横浜市・川崎市を除く地域（県域）を、通常 10 地区に分けて地区別の活動を行っており、災害時

の相互支援においても初動活動等を迅速に行うため、9 地区としている。 

このほか、相模原市に会員施設あり（17 施設） 

 

災害対応の取り組み（平成 28 年度） 

(1)要綱策定・協定締結 災害対策要綱、災害対策基金運営要綱、緊急援助隊要綱 

(2)災害時情報共有体制 ファクスによる情報伝達 

(3)災害対応の課題検討 災害対策委員会（年２回） 

(4)訓練・研修会の開催 情報伝達訓練 

３月 13日に発災想定。当日の利用者数、職員数を確認し地区支部

長へ報告。支部長は取りまとめの上、事務局へ報告。 

(5)被災地支援の取り組み  

 

  

災害対策支部 構成地区 構成市町村 会員数 

第１地区 横須賀支部 横須賀市 ５７ 

第２地区 南湘南支部 三浦市・三浦郡・鎌倉市・逗子市 ４５ 

第３地区 県央東部４市支部 大和市・綾瀬市・海老名市・座間市 ５３ 

第４地区 厚木・愛甲支部 厚木市・愛甲郡 ３５ 

第５地区 秦野・伊勢原支部 秦野市・伊勢原市 ２８ 

第６地区 藤沢支部 藤沢市 ３７ 

第７地区 茅ヶ崎・寒川支部 茅ヶ崎市・高座郡寒川町 ２４ 

第８地区 湘南支部 平塚市・中郡 ３９ 

第９地区 小田原・足柄支部 小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡 ４２ 



3 
 

 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 高齢福祉部会  

 
目 的  地域福祉の推進を目的として、各福祉分野におけるニーズ・課題の集約、共通の基盤に立

った協議、行政等への要望、施策提案等を行う。 

 

会 員  横浜市内に所在する公立・民間社会福祉施設のうち、下記施設種別にあたる施設 

 

会員数  ２９８施設 ※平成 28年 4月 1日現在 

主な施設種別：特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、シ

ョートステイセンター、地域ケアプラザ、地域包括支援センター、老人福

祉センター 

 

組織構成（地区活動） 

№ 地区名 構成市町村 会員数 

1 東部ブロック 
鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、

保土ケ谷区 
36 

2 西部ブロック 旭区、泉区、瀬谷区 46 

3 南部ブロック 
港南区、磯子区、金沢区、栄区、戸塚

区 
38 

4 北部ブロック 港北区、都筑区、緑区、青葉区 38 

  ※ただし、地域ケアプラザ分科会におけるブロック分けは別の定めがあるため、地域ケアプラザ

分科会員（140 施設）は上記会員数には含まれない。 

 

 

災害対応の取り組み（平成 28 年度） 

(1)要綱策定・協定締結 なし 

(2)災害時情報共有体制 インターネット上のアンケートサイトを利用 

(3)災害対応の課題検討 ○災害対策プロジェクト 

・高齢福祉部会会員施設及び地域ケアプラザ分科会会員施設から、東

西南北ブロックより各１名ずつ選出。計 8名。 

○行政との折衝 

・横浜市と特別避難場所の運用に関する検討を開始した。 

(4)訓練・研修会の開催 〇被災状況報告訓練 

市内相互支援システムの構築に向け、2月 13日に実施。インターネッ

ト上のアンケート有料コンテンツを使用し、会員施設に対して一斉訓

練を行った。 

(5)被災地支援の取り組み 義援金 
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 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 施設部会 老人福祉施設協議会  

 
目 的  施設利用者への質の高い、安定したサービスの提供を第一の目的として、関東ブロック及

び首都圏等の関係諸団体と連携を図りながら、制度に関する情報収集を行い、改善を働き

かける。また、会員間の連携や地域との関わりを強化し、研修等を通して職員の資質を向

上させることで、各会員施設が地域においてその役割を果たしていくことを目指す｡ 

 

 

正会員  川崎市内に所在する社会福祉法第２条に規定される公立・民間社会福祉施設 

 

 

会員数  ４９施設 ※平成 28年 4月 1日現在 

主な施設種別：特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、デイサービスセ

ンター 

 

 

組織構成（地区活動） なし 

 

 

災害対応の取り組み（平成 28 年度） 

(1)要綱策定・協定締結 なし 

(2)災害時情報共有体制 協議会での情報共有体制なし 

※市での情報共有体制あり（市から各施設が防災無線機の貸与を受

け、市を中心とした情報共有体制が構築されている。） 

(3)災害対応の課題検討 災害プロジェクト委員会 

川崎市内を複数のエリアに分けて、それぞれの特性を考慮し委員を

選出。施設長、施設運営に係る役職員、計 8名で構成 

(4)訓練・研修会の開催 ＢＣＰ研修会 

市内施設のＢＣＰ策定率の向上に向け、3 月 3 日に実施。第 1部に

コンサルティング会社による「老人福祉施設でのＢＣＰ作成ポイン

ト（震災編）」の説明、第 2 部にＢＣＰ策定済み施設による「施設

によるＢＣＰ策定・運用事例の紹介」を行う。 ※平成 29 年度以

降もＢＣＰ策定率向上のための取り組みを継続的に実施予定 

(5)被災地支援の取り組み 義援金 
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 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会 高齢者福祉施設部会  

 
目 的   高齢者福祉施設が使命とする高齢者の支援等を基本に、地域福祉の推進とサービスの質的

向上を図るため、相模原市内の社会福祉法人が運営する高齢者福祉施設及び事業所相互の連

携と共通課題について研究、協議を行い、相模原市内に所在する施設及び事業所の健全な発

展と相模原市の高齢者福祉の推進に寄与すること。 

 

正会員  相模原市内で社会福祉法人が設置・経営する施設・事業所の代表者（当該施設・事業所の開

設者、管理者又は当該開設者若しくは管理者が指定するものをいう。）又は開設準備責任者。 

 

会員数  １０５施設 ※平成 28年 4月 1日現在 

主な施設種別：養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービス

センター、老人短期入所施設、グループホーム、小規模多機能型居宅介護事

業所等 

 

組織構成（地区活動） 

№ 地区名 会員数 

1 中央区 36 

2 南区 46 

3 緑区 23 

 

 

災害対応の取り組み（平成 28 年度）(一般社団法人 相模原市高齢者福祉施設協議会としての取り組み) 

(1)要綱策定・協定締結 平成２１年１２月 相模原市との間に「災害時における被災高齢者の

緊急受入れに関する協定」締結 

(2)災害時情報共有体制 ホームページを活用した情報共有体制を構築中 

(3)災害対応の課題検討 災害対策部会 

(4)訓練・研修会の開催 平成２８年１０月２６日 ＢＣＰ作成セミナー 

平成２９年３月 被災情報伝達訓練 

(5)被災地支援の取り組み 義援金 

 

 

※ 一般社団法人 相模原市高齢者福祉施設協議会の会員は、社会福祉法人相模原市社会福祉協議会の

「高齢者福祉施設部会」の構成員となり、連携・協働している。 
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 社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 施設部会 老人福祉施設協議会  

 
目 的  サービスの質の向上や地域貢献を目指した社会福祉施設の自主的な活動の推進 

・ 福祉現場の現状をもとに福祉サービスの質の向上を目指した取り組みや、地域におけ

る福祉課題に対し、施設の専門性を活かした取り組みが進むよう協議を行います。 

 

正会員  社会福祉法人が経営する老人福祉法上の老人ホーム、老人デイサービスセンター等  

 

会員数  ３２１施設 ※平成 28年 4月 1日現在 

主な施設種別：特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、デ

イサービスセンター 等 

 

組織構成（地区活動） なし 

※県内施設間の連携を図るべく、神奈川県高齢者福祉施設協議会、横浜市社会福祉協議会高齢福祉

部会、川崎市社会福祉協議会施設部会老人福祉施設協議会、相模原市社会福祉協議会高齢者福祉

施設部会と連携して事業を進めています。 

 

災害対応の取り組み（平成 28 年度） 

(1)要綱策定・協定締結 なし 

(2)災害時情報共有体制 県社協災害対応指針（平成 23年 3月）による 

(3)災害対応の課題検討 災害対応検討委員会（平成 25～28年度） 

(4)訓練・研修会の開催 社会福祉法人・施設災害対応研修会（経営者部会・施設部会主催） 

(5)被災地支援の取り組み 第 15 回かながわ高齢者福祉研究大会にて熊本地震義援金募金活動。

同募金について全国老施協を通じて送金。 

 

 

※関東ブロック・全国組織等との連携                              

● 平成 28 年 4 月に発生した熊本地震では、被災地域の会員組織を拠点とし、物資及び人的支援

について、九州ブロック・全国の応援体制が敷かれました。 

● 本県の各会員組織においても、災害時の相互応援・協力体制として、関東ブロック圏や全国の

社会福祉経営法人・老人福祉施設等がネットワークを組み、連携しています。 

《主な組織・団体》 

・ 関東ブロック高齢者福祉施設協議会 

・ 公益社団法人全国老人福祉施設協議会 ・公益社団法人全国社会福祉法人経営者協議会 

・ 社会福祉法人全国社会福祉協議会   ・厚生労働省 等 
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 神奈川県 保健福祉局 福祉部 高齢福祉課  

「災害時被害状況確認システム」 

内容 

・ 大規模地震等が発生した際、事前にメールアドレスを登録した施設等に一斉に被害状況調査メール

を送信し、状況の返信を受けることより、迅速に施設の被害状況を確認する。 

・ 各施設から報告された被害情報は逐次システムに集積され、県や市町村（行政担当者）が迅速に確

認でき、的確な初動対応に活用するねらい。 

 

登録数  ２,４８０事業所（介護保険事業所総数 4,658、登録率 53％）※平成 29年 3月現在 

 

訓練の実施状況  年１回程度 

 

 

 神奈川県 保健福祉局 福祉部 地域福祉課  

「かながわ災害福祉広域支援ネットワーク」 

設置目的 

災害救助法が適用され又は適用される可能性があると認められる程度の災害（以下「大規模災害」

という。）の発生に備え、関係団体等と協働し、大規模災害時における高齢者や障がい者など特に  

配慮を要する者を支援するため、かながわ災害福祉広域支援ネットワークを設置する。 

 

 

構成団体 ※平成 29年 3月末日時点 

(一社)神奈川県高齢者福祉施設協議会、（公社）横浜市福祉事業経営者会、 

     (一社)相模原市高齢者福祉施設協議会、（一社）神奈川県老人保健施設協会、 

     神奈川県身体障害施設協会、神奈川県知的障害福祉協会、横浜知的障害関連施設協議会、 

     (特非)神奈川県介護支援専門員協会、(公社)神奈川県介護福祉士会、 

(公社)神奈川県社会福祉士会、(福)神奈川県社会福祉協議会、神奈川県 

 

主な活動  (1) 平常時 連絡会の開催、研修等の実施 

(2) 大規模災害時 災害派遣福祉チームの編成 
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＜参考：県社協老施協会員施設の取り組み状況＞ 

 

１．ＢＣＰ策定状況について 

  策定済み 策定作業中 策定予定 予定なし 無回答 計 

全体 
46 39 168 12 3 268 

17.2% 14.6% 62.7% 4.5% 1.1% 100.0% 

県域 

  

24 15 67 8 2 116 

20.7% 12.9% 57.8% 6.9% 1.7% 100.0% 

横浜市 

  

13 11 52 3 1 80 

16.3% 13.8% 65.0% 3.8% 1.3% 100.0% 

川崎市 

  

4 5 24 0 0 33 

12.1% 15.2% 72.7% 0.0% 0.0% 100.0% 

相模原市 

  

5 8 25 1 
 

39 

12.8% 20.5% 64.1% 2.6% 0.0% 100.0% 

 

２．福祉避難所の指定状況について 

  受けている 調整中 受けていない 無回答 計 

全体 
189 2 71 6 268 

70.5% 0.7% 26.5% 2.2% 100.0% 

県域 

  

64 1 50 1 116 

55.2% 0.9% 43.1% 0.9% 100.0% 

横浜市 

  

71 0 9 0 80 

88.8% 0.0% 11.3% 0.0% 100.0% 

川崎市 

  

33 0 0 0 33 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

相模原市 

  

21 1 12 5 39 

53.8% 2.6% 30.8% 12.8% 100.0% 

※平成 27 年度調査結果より（配布数 320、回収数 268、回収率 83.8％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒２章（次ページ以降）では、会員施設の取り組みを紹介します 

Pick up 自施設の被災情報を伝えても、近隣施設の状況を知る手だてがない… 

 

・ 東日本大震災の反省として、施設の被災情報をまとめる組織がなかったこと、あったとしても

十分に機能せず、県内施設・関係者が被災地への支援行動を起こせなかったことがありました。 
 

・ 施設間の相互支援が迅速かつ適切に行われるためには、施設の被災情報等を共有できる仕組み

が必要です。しかし現状では、施設から行政に被災状況を報告しても他施設の被災状況が報告

されず、一方通行の情報伝達にとどまり、情報共有が進まないために、国や県、市町村、会員

組織など、複数の機関・団体から報告依頼を受けたりするなど、施設に不要な負担を引き起こ

しかねません。 
 

・ 行政をはじめ関係機関・団体、地域とのつながりをあらためて見直し、自助の取り組みを進め

ながら、特に配慮が必要な方たちに行き届くような情報共有の仕組みづくりが課題です。 
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