
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲令和３（2021）年 7月 28日（水）但馬長寿の郷 

２．福祉専門職対象 防災対応力向上研修 
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福祉専門職対象 防災対応力向上研修 
避難行動要支援者の日常生活を支援している福祉専門職（ケアマネジャーや相談支援専

門員ら）を対象に、防災の基礎知識や要支援者へのアセスメントの手法などを学ぶ研修を実
施した。個別避難計画を作成し、地域住⺠と共有する実践力を習得するのが狙いで、本年度
で４年目となる。兵庫県の「防災と福祉の連携による個別支援計画作成促進事業」に沿って
計画の作成報酬を申請する際には、この研修を修了していることが条件の一つとなってい
る。 

「対面方式」での開催を中心としながらも、コロナ禍が続く状況を踏まえ、本年度は内容
を大幅に見直した。講義「誰一人取り残さない防災に向けて……」は前年度、立木茂雄・同
志社大学社会学部教授の指導・助言を受けた兵庫県社会福祉士会の連携支援員が講師を務
めていたが、立木教授本人による講義動画を視聴する方法に変更した（その他の講義・演習
は、引き続き連携支援員が担当）。受講者同士のグループワークも取りやめ、新たに書き下
ろした「福祉専門職と作る個別避難計画 事例テキスト」を使った個人ワークへと切り替え
た。Web 会議システム「Zoom」を使った「完全オンライン方式」の開催にも取り組んだ。 

「対面方式」は県内計 12 会場で、「完全オンライン方式」は２回開催した。本年度から
「主任介護支援専門員更新研修」の受講申し込みに活用できるようになったこともあって
か、受講者は過去最高の 713 人（県外などを含めた実人数は 747 人）にのぼった。 
 
■目標 
１．災害や防災に関連する一般的な知識や日本の現状について理解する 
２．避難行動要支援者に対し、個別避難計画の作成や防災の取り組みへの支援を実施でき

る人材を育成する 
３．地域住⺠と個別避難計画を共有し、実践できる人材を育成する 
 
■プログラム 
【午前】 

動画視聴・講義① 
「誰一人取り残さない防災に向けて、福祉関係者が身につけるべきこと」

講義②  避難行動要支援者の避難行動支援に関する制度の概要 
【午後】 

動画視聴 大分県別府市の取り組み（個別避難計画作成編・避難訓練編） 
講義③  「当事者力アセスメントの目的と手法」 
演習   「地域力アセスメントの目的と手法〜個別避難計画作成演習〜」 
動画視聴 大分県別府市の取り組み（避難生活編） 

 
■受講料：無料 
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■開催日時・会場・受講者数 
 

月 日 曜 会場 受講者数 修了証 
発行者数 

7 19 月 兵庫県福祉センター １階ホール  47 39 

７ 28 水 但⾺⻑寿の郷 郷ホール 74 74 

8 13 金 姫路じばさんびる 901 会議室  72 72 

8 31 火 宍粟防災センター ５階ホール  52 51 

9 9 木 
三田市総合福祉保健センター 

多目的ホール 
65 64 

9 17 金 太子町丸尾建築あすかホール 38 37 

9 30 木 尼崎商工会議所 701 会議室  53 50 

10 ５ 火 加古川市総合福祉会館 大ホール  77 76 

10 18 月 淡路市立津名公⺠館 大会議室  ８ ８ 

10 25 月 姫路じばさんびる 901 会議室  37 37 

10 29 金 丹波市氷上住⺠センター 24 24 

11 ２ 火 こうべ市⺠福祉交流センター 201 教室 39 38 

11 30 火 オンライン（Zoom 開催） 115 103 

12 19 日 オンライン（Zoom 開催） 46 40 

受講者数（県外などを含めた実人数） 747  

修了証発行者数  713 

「主任介護支援専門員更新研修」受講申し込みのための履修証明書発行者数  （155） 
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■動画視聴・講義① 
「誰一人取り残さない防災に向けて、福祉関係者が身につけるべきこと」 

福祉サービスの輪が、災害時にはむしろ足かせになる。地域とのつながりが、利用者の命
の危機に直結する。福祉専門職にまずその事実と向き合ってほしいとの思いから研修の冒
頭、NHK の番組『ハートネットＴＶ』から切り出された６分間の動画を見てもらった。 

岡山県倉敷市真備町で暮らす知的障害のある⺟親と幼い娘。充実した福祉サービスの支
援を受けて仲良く過ごしていた二人を平成 30（2018）年の⻄日本豪⾬が襲った。 

普段から接する福祉専門職が電話で「地域の小学校にすぐ避難しよう」と伝えたところ、
⺟親は「場所がわからない」。家事を支援するヘルパーも「ひなんできそうかな？ 大丈夫？」
と LINE で問いかけたが、「警察の人か しょうばうしょの人がきたらだとおもう 近所づ
きあいないから」（原文ママ）という答えが返ってきた。 

容赦なく降り続く⾬。近くを流れる川の水位が急激に上昇する。福祉専門職らは近所の誰
かが声をかけてくれればと祈った。だが、避難することのないまま、⺟子は命を落とした。
福祉専門職らは後悔の念を込めて振り返る。「⺟子が頼る先を福祉中心にしてしまったのは、
自分たちではないか」「ご近所とのつながりをつくろうという概念がなかった。それがあれ
ば、結果は違っていたのではないか」と。 
 

重い問いかけを含んだ動画の後は、立木教授による
講義動画の視聴へと移った。著書のブックレット『誰
一人取り残さない防災に向けて、福祉関係者が身につ
けるべきこと』（萌書房）に沿った内容となっている。 
 
第１章 防災と福祉の考え方 

地震や津波、洪水といった「自然現象＝ハザード」に、｢社会の脆弱（ぜいじゃく）性｣が
重なった場合に災害が発生する。つまり災害は「社会現象」であり、災害リスクは「ハザー
ドと社会の脆弱性」の相互作用によって決まる。脆弱性への視点を持つ福祉専門職がハザー
ドを重ね合わせ、利用者の災害リスクを捉えようとするのが「福祉防災」の考え方である。 
第２章 根本問題 

数々の災害で要支援者に被害が集中する背景や原因は何か。介護保険制度の導入によっ
て居宅支援サービスが整い、在宅で暮らす高齢者や障害者が増える一方、行政の福祉部局と
防災部局の対策は縦割りのままだった。避難に支援を必要とするこのような人々の情報が
結びつかず、助けの手が届かなかったのが大きな理由だといえる。 
第３章 当事者力を高める 
 福祉専門職は、要支援者の「防災リテラシー（災害に関する情報を適切に処理する能力）」
を確認するとともに、地域に潜むハザードの「理解」、持ち出し品など「備え」への自覚、
いざという時には避難する「行動」への自信を深めるべく取り組む必要がある。 

研修動画より▶ 
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第４章 防災と福祉を連結する別府モデル 
課題の解決には、行政の福祉部局と防災部局が連携し、平常時と災害時の備えを切れ目な

くつなぐ個別避難計画づくりが欠かせない。平成 28（2016）年度からそれらに取り組む大
分県別府市の先進事例を取り上げた。 
第５章 災害時ケアプラン調整会議の実施 

災害が発生した直後に要支援者を助けることができるのは地域住⺠。調整会議の場では
地域の力を引き出していく。住⺠と要支援者らを橋渡しする「つなぎ役」（インクルージョ
ン・マネジャー）となるのが、福祉部局と防災部局の担当者ら。福祉専門職は利用者に伴走
する。そのつなぎ役と福祉専門職が扇の要となって関係者を結び、個別避難計画づくりに関
わっていく。 
第６章 合理的配慮の提供 

バリア（障壁）を取り除くための「公正」な取り組みこ
そが合理的配慮。福祉専門職は普段の仕事のなかで、この
考え方に慣れている。「誰一人取り残さない防災」の実現
に向けて、すでに技量を備えた存在である。 
 

動画の最後で立木教授は「福祉と防災が連結することによって、高齢者や障害者の命を守
ることができる。この社会の新たな仕組みづくりに福祉専門職の皆さんにぜひ携わってほ
しい」などと語りかけた。 

また、各章の間では連携支援員が「災害時、避難行動要支援者に被害が集中する根本原因
は？」「当事者力の説明として誤っているものは？」「個別避難計画の作り方で間違っている
ものは？」といった「復習クイズ」を挟み、受講者の理解度を確かめながら進めた。 
 
■講義②「避難行動要支援者の避難行動支援に関する制度の概要」 
 福祉専門職にとって馴染みの薄い防災に関する法制度や用語に触れながら、福祉専門職
に求められている役割について解説した。 

「避難行動要支援者制度」の概要をはじめ、全国
約 99％の自治体で「名簿」が整備されているものの
有効活用されていないこと、災害対策基本法が改正
され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務にな
ったことなどを説明。兵庫県の「防災と福祉の連携
の仕組み」について、「ハイリスク」な当事者を担当
する福祉専門職が地域や行政とつながり、調整会議
を通じて計画の作成に関わるプロセスについて語
った。講義を担当した連携支援員は「事業を進めるには、さまざまな立場の人々がつながる
必要がある。それがこの事業の素晴らしくて難しいところ」と強調した。 

▲研修テキストより 
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■動画視聴・講義③「当事者力アセスメントの目的と手法」 
先駆的な取り組みを進める大分県別府市の１年目を紹介する動画「個別避難計画作成編」

と２年目を取り上げた「避難訓練編」を視聴し、地域住⺠と福祉専門職、行政が参加する調
整会議や避難訓練のイメージを深めてもらった。 
 

続いて、連携支援員が「当事者力アセスメントの目的と手法」と題して講義した。「皆さ
んの今の気持ちはこんな感じでしょうか」と問いかけ、「防災のことって知らないし……」
「本人が『逃げる』っておっしゃるかな」「どんな順番で、何をしたらいいんだろう？」「防
災用のアセスメントって難しそ
う」「計画書って、どうやって作る
の？」「利用者さん全員の計画を
作るの？」など、受講者の今の心
境を推し量ったセリフを例示。こ
れらの「疑問」を一つひとつ解き
ほぐすように説明していった。 

まず、ハザードマップの見方や
ハザードの把握に役立つ Web サ
イトを紹介。次に、災害に関する
法制度や改正の流れに触れ、福祉
専門職が防災や個別避難計画の作成に関わることになった背景を改めて解説した。通常の
ケアプランを作るためのアセスメントと、防災のための「当事者力アセスメント」の違いに
ついても語り、ハザードと心身の状態、地域とのつながりによって「災害リスク」を捉え、
そのリスクの高い人から優先的に計画作成を考える必要があることも説明した。 

さらに、当事者の「防災リテラシー」を高める必要があると指摘。そのためにはハザード
マップを一緒に見ること、「○○さんも準備していますよ」と身近な人の災害への備えを伝
えること、防災の大切さを繰り返し説明することが重要だとした。また、当事者本人から「私
にかまわず逃げてほしい」と言われた際には「周囲の人は一生懸命助けようとします。構わ
ずにはいられません」。また「逃げるのは無理だし……」と返された場合には「一人では難
しいです。だからこそ、前もって考えておくのです」などと諭す会話の例を紹介した。地域
に対する個人情報提供の同意を得ることも不可欠だとした。 

そして、当事者力アセスメントの手法として、兵庫県社会福祉士会が開発した「防災対応
力向上シート」（106 ページ参照）への記入の仕方を具体的に示しながら解説した。災害時
の備えを確認する「防災チェックリスト」を受講者自身にも試してもらったほか、当事者宅
の耐震性やペットの存在、避難準備にかかる時間にも留意する必要があることを伝えた。気
象状況などの変化に合わせながら時系列で行動する「マイ・タイムライン」への記入方法を
確認し、「最初の疑問が少しは解けたでしょうか」と呼びかけて締めくくった。 
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■演習「地域力アセスメントの目的と手法〜個別避難計画作成演習〜」・動画視聴 
 実行委員会が新たに書き下ろした「福祉専門職と作る個別避難計画 事例テキスト」を使
い、個人ワークを実施した。 
 この事例は、架空のまち「兵庫県ほほ
えみ市」が舞台。避難に関心を示さず、
「自分の家で死ねたら本望や」という 86
歳の夢前岩男（ゆめさき・いわお）に、
ケアマネジャーの兵庫太郎が粘り強く、
災害への備えを促していく。個別避難計
画の作成に向けて、当事者の家族や行
政、地域住⺠とも情報を共有し、地域と
一緒に開催する調整会議では当事者の
代弁役を務め、避難訓練にも参加する。 

本事業には当事者や地域住⺠、行政、福祉専門職ら多彩な立場の人々が関わる。いつ、誰
が、何を考えて、どのように行動するのか。当事者の普段の生活をよく知る福祉専門職は避
難準備に携わるにあたって、どのような役割を果たし、関係者とどのように連携していくの
か。関係者が本事業への理解を深める一助になればと、時系列に沿ってわかりやすく展開す
るストーリーとなっている。 
 受講者はこの事例を読みながらワークに取り組んだ。例えば、当事者の状態像が描かれた
シーンでは、災害への備えをめぐる課題をアセスメントしているつもりで読み込み、「防災
対応力向上シート」に必要事項を記入。調整会議を控えた場面では、会議で話し合うべき課
題や会議運営の留意点などを考えた。さらに「防災対応力向上シート」を個別避難計画に見
立てて加筆し、記入例と見比べながら、自らの理解を振り返った。 

講義を担当した連携支援員は他にも、福祉専門職は当事者が本来持っている力を発揮で
きるよう、課題解決に当事者自身が取り組めるようサポートする「エンパワメント」への意
識を持つ必要があること、調整会議における当事者らの思いを想像し、理解することが肝心
だと伝えた。そして、最後に故・岩間伸之大阪市立大教授が提唱した「個と地域の一体的支
援『一つの事例が地域を変える』」というソーシャルワークの機能を紹介。この事例テキス
トのように、本事業の趣旨が地域に浸透し始めると、住⺠が多数の当事者の生活ニーズを理
解し、普段の生活においても当事者を気にかけるようになり、インフォーマルな支援ネット
ワークが構築されること、さらに住⺠の防災意識を変え、地域コミュニティの再生につなが
る可能性を持っていることにも触れて、話を結んだ。 
 

演習の後、大分県別府市の動画「避難生活編」の一部を視聴した。障害者が避難所で生活
する際の支援や合理的配慮をめぐって、地域で事前に備えておく必要性についても受講者
に考えてもらい、約 6 時間に及ぶ研修プログラムを終えた。 
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福祉専門職対象 防災対応力向上研修 アンケート結果 

研修終了後に各会場で実施したアンケートの結果は以下の通りである。 
 
≪アンケート概要≫ 
■対 象  令和３年度 福祉専門職対象 防災対応力向上研修（全 14 回）受講者 
■方 法  Google フォームを使用したウェブアンケート。研修次第に掲載したアンケー

トフォームの URL または QR コードを読み取り、回答してもらった。また、
研修終了１週間後を締め切りとして、パソコン等からの回答を受け付けた。 

■対象者数及び回答者数 
開催日 会場 受講者数 回答者数 回答率 

７月 19 日 兵庫県福祉センター 47 名 36 名 76.6％ 
７月 28 日 但⾺⻑寿の郷 74 名 58 名 78.4％ 
８月 13 日 姫路じばさんびる 72 名 48 名 66.7％ 
８月 31 日 宍粟防災センター 52 名 46 名 88.5％ 
９月９日 三田市総合福祉保健センター 65 名 54 名 83.1％ 

９月 17 名 太子町丸尾建築あすかホール 38 名 34 名 89.5％ 
９月 30 日 尼崎商工会議所 53 名 52 名 98.1％ 
10 月５日 加古川市総合福祉会館 77 名 59 名 76.6％ 

10 月 18 日 淡路市⽴津名公⺠館 ８名 ８名 100.0％ 
10 月 25 日 姫路じばさんびる 37 名 34 名 91.9％ 
10 月 29 日 丹波市氷上住⺠センター 24 名 20 名 83.3％ 
11 月２日 こうべ市⺠福祉交流センター 39 名 36 名 92.3％ 

11 月 30 日 オンライン（Zoom） 115 名 102 名 88.7％ 
12 月 19 日 オンライン（Zoom） 46 名 44 名 95.7％ 

合計 747 名 631 名 84.5％ 
 
■事業所所在地別回答者数（名） 

神⼾市 26 尼崎市 28 ⻄宮市 38 芦屋市 21 伊丹市 12 宝塚市 22 
川⻄市 17 三田市 15 猪名川町７ 明石市 44 加古川市 77 高砂市 22 
稲美町 １ 播磨町 ３ ⻄脇市 12 三木市 １ 小野市 ９ 加⻄市 19 
加東市 11 多可町 ３ 姫路市 19 神河町 ２ 市川町 ０ 福崎町 ６ 
相生市 ０ たつの市 20 赤穂市 10 宍粟市 39 太子町 ７ 上郡町 ６ 
佐用町 ９ 豊岡市 32 養父市 15 朝来市 ６ 香美町 10 新温泉町１ 
丹波篠山市 6 丹波市 18 洲本市 １ 南あわじ市 4 淡路市 ４ その他 28 
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≪結果概要≫ 
属性〜ケアマネジャー・相談⽀援専門員が３分の２、経験年数 5 年以上が 6 割以上 
 アンケート回答者は、「40 歳代」以上が 83.0％を占めている。27 年前に発生した阪神・
淡路大震災の記憶がある世代である。職種は、「ケアマネジャー」が 54.8％、「相談⽀援専門
員」が 10.9％で、研修の主たる対象である「福祉専門職」が３分の２を占めた。その他、イ
ンクルージョン・マネジャーの役割を担う可能性のある「地域包括⽀援センター職員」が
12.5％、「社会福祉協議会職員」が 4.6％と、昨年度のそれぞれ 10.4％、1.2％より多い。「行
政職員」では、「福祉部局」5.1％、「防災部局」1.6％となっている。 
 ケアプランの作成経験は「ある」が 80.7％、作成経験年数は「5 年以上」が 64.1％と、経
験の⻑い人が多く、昨年度の回答の 56.1％より多い。本年度より本研修は、「主任介護⽀援
専門員更新研修」の受講要件を満たすために活用できるようになったが、そのことも影響し
ていると思われる。主任ケアマネジャーは、居宅介護⽀援事業所の管理者である等、ケアマ
ネジャーに指導や助言を行う役割を担っている。多くの主任ケアマネジャーが本研修を受
講し、防災対応力を向上させることは、一般のケアマネジャーに対しても波及効果が高いと
期待できる。 
 災害⽀援の経験は、13.8％が「ある」と回答。内容としては、阪神・淡路大震災、東日本
大震災、熊本地震、⻄日本豪⾬等における災害ボランティアセンターの運営、避難所の巡回、
泥かき等のボランティアが多く、地域住⺠としての消防団活動や避難所運営等もあった。 
 
研修内容の理解度は高い。「防災リテラシー」の認知度は 19.5％ 
 研修以前に「防災リテラシー」を「知っていた」のは 19.5％。昨年度の結果（「知ってい
た」が 18.4％）と比べても、大きく変化はない。 
 研修内容の理解度を尋ねる質問では、「当事者力アセスメントの必要性・確認点」、「防災
対応力向上シートの使い方」、「地域調整会議の目的や開催までの流れ」について「理解でき
た」と答えたのはいずれも約 99％と高い数字を示した。 
 一方で、「地域の人に災害時個別⽀援計画の必要性を理解してもらえそうか」との問いに
対して「はい」と回答したのは 77.2%であり、22.8％は地域の人の協力に対して不安を感じ
ていることがわかる。後述する自由記述でも、地域住⺠の理解や連携について不安を感じる
回答が多く見られている。しかし、昨年度は「はい」が 72.9％、一昨年度が 68％であり、
年々、地域の理解に対して期待する割合が増えている。「地域ケア会議等で、地域住⺠へ話
をする経験の有無」に関しては、「経験あり」が 56.6％、「ない」が 43.3％であった。昨年
度は「経験あり」が 46.4％であり、年々増加している。 
 
自身の防災については、97.6％が何らかの取り組みを行っている 
 受講者自身及び、担当利用者の「被災経験の有無」「防災に関する取り組み」を聞いた。
「自身の被災経験の有無」については、29.0％が「被災経験あり」と回答した。そのうち、
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大多数が「阪神・淡路大震災」であり、その他は「平成 16 年台風 23 号等の水害」「東日本
大震災」等となっている。 
 「自身の防災に関する取り組み」（複数回答）については、97.6％が「何らかの取り組み
を行っている」と回答している。具体的には、「ハザードマップで自宅の危険度を確認した」
84.8％、「避難所の確認をした」62.1％、「緊急持ち出し袋を用意している」32.8％であった。
「研修前からマイ・タイムラインを知っていた」は 13.8％であり、昨年度の 7.4％より増え
ているものの、他の取り組みと比べて認知度は低い。 
 
利用者に対する防災の取り組みをしたことがあるのは 64.0％ 
 「利用者に対しての防災に関する取り組み」（複数回答）では、何らかの「取り組みをし
たことがある」が 64.0％だった。昨年度の 67.1％よりやや低い。何らかの取り組みをした
人のうち、取り組んだ内容を見ると、「避難所の確認をした」36.5％、「ハザードマップで利
用者宅の危険度を確認した」34.5％、「災害時の対応について利用者と話し合った」30.9％
となっている。昨年度はそれぞれ、59.6％、52.7％、48.4％であった。 
 
被災した利用者の⽀援では、「安否確認」が 51.9％ 
 「利用者の被災経験の有無」については、「ある」が 16.8％、「ない」が 40.7％、「わから
ない」が 38.7％だった。「ある」場合に、「被災した利用者に対する取り組み」を聞いたとこ
ろ、何らかの取り組みをした人 10.4％のうち、その内容（複数回答）は、「安否確認をした」
51.9％、「緊急サービス調整をした」17.0％、「避難の⽀援をした」12.3％となっている。 
 
前向きな意見の多かった自由記述。本人の意識や地域との調整・連携に不安も 
 自由記述では、「研修全般を通じて、良かった点や悪かった点、印象に残った点など」、「今
後、当事者へのアセスメント、地域調整会議などを実施するにあたり、不安なことや気にな
ること」について聞いた。 
 研修全般については、「命に関わることだという意識を強く持った」「利用者の暮らしを⽀
えるために防災の視点も重要であることが分かった」「日頃から地域とのかかわりを持つこ
との大切さを学んだ」「防災が地域コミュニティの再生のきっかけになるということが印象
的だった」といった、前向きな意見が多かった。自身の担当利用者に対して、「ハザードマ
ップや避難経路を確認したい」等、すぐに実践していきたいという声も多くあった。 
 一方で今後の不安については、「利用者自身、家族の意識」「地域の理解を得られるか」「地
域力（高齢化や過疎化など）」「地域に対して誰が調整していくのか」「地域住⺠との会議を
うまく進行できるか、本人の代弁ができるか」といった点が挙げられていた。また、「地域
と行われる様々な会議体の整理が必要」「BCP（事業継続計画）とどのように関連させるか」
「福祉専門職同士や行政等との連携」についての意見もあった。業務への負担感を訴える声
もあった。 
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≪アンケート結果（抜粋）≫  注：実施したアンケートと設問の順序を一部変更している。 
                                     n=631 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

【災害⽀援の内容】（抜粋） 
■災害 
・阪神・淡路大震災 
・東日本大震災 
・熊本地震 
・⻄日本豪⾬（倉敷市真備町） 
・佐用町水害  など 

■⽀援内容 
・災害ボランティアセンター  
・安否確認 ・泥かきボランティア 
・ニーズ調査・要望の聞き取り 
・仮設住宅等訪問 ・傾聴ボランティア 
・職能団体からの⽀援派遣 
・⽀援物資配送準備、輸送  

職種 

ケアマネジャー 346 名 54.8％ 
相談⽀援専門員 69 名 10.9％ 
高齢者施設・サービス事業所職員 19 名 3.0％ 
障害者施設・サービス事業所職員 17 名 2.7％ 
地域包括⽀援センター職員 79 名 12.5％ 
社会福祉協議会職員 29 名 4.6％ 
行政職員（防災部局） 10 名 1.6％ 
行政職員（福祉部局） 32 名 5.1％ 
その他 30 名 4.8％ 

プラン作成経験年数（ｎ=509） 

1 年未満 36 名 
1〜3 年未満 72 名 
3〜5 年未満 75 名 
5〜10 年未満 166 名 
10〜15 年未満 97 名 
15 年以上 63 名 

災害⽀援の経験 

ある 87 名 13.8％ 
ない 544 名 86.2％ 

7.1%
14.1%

14.7%

32.6%

19.1%

12.4%

ケアプラン作成経験年数

1年未満
1-3年未満
3-5年未満
5-10年未満
10-15年未満
15年以上
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【被災経験の内容】（抜粋） 
・阪神・淡路大震災が大多数 
・平成 16 年台風 23 号 他の水害 
・東日本大震災 
・大阪北部地震      など 
 

研修で紹介した「防災リテラシー」について、以前から知っていましたか 

はい 123 名 19.5％ 
いいえ 508 名 80.5％ 

研修を通じて、災害時を見据えた「当事者力アセスメント」の必要性や確認
するべき点を理解できましたか 
はい 630 名 
いいえ １名 

「防災対応力向上シート」の使い方が理解 
できましたか 
はい 627 名 
いいえ ４名 

調整会議の目的や開催までの流れについて、 
理解できましたか 
はい 622 名 
いいえ ９名 

研修の内容を地域の人に伝えたら、個別避難 
計画の必要性を理解してもらえそうですか 
はい 487 名 
いいえ 144 名 

あなたは過去に地域ケア会議などで地域住⺠に専門職として話す機会はありましたか 

ある 357 名 56.6％ 
ない 274 名 43.3％ 

あなたは被災した経験がありますか 

ある 183 名 
ない 443 名 
未回答 ５名 

77.2%

22.8%

地域住⺠に個別避難計画の
必要性を理解してもらえそうか

はい いいえ

29.0%

70.2%

0.8%

自身の被災経験の有無

ある
ない
未回答

-18-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【その他の内容（抜粋）】 
・アセスメントの際、項目に取り入れている 
・担当利用者全員に災害時の避難等について聞き取る取り組みを職場で行っている 
・事業所で避難訓練を実施（施設） ・送迎ルートを確認している（通所施設） 
・地域の調整会議に同席 
・地域の避難訓練、防災マップ作りに参加した 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

あなたが担当する利用者は被災した経験
がありますか 
ある 106 名 
ない 257 名 
わからない 244 名 
未回答 24 名 

230
218

195
122

23
191

36

0 50 100 150 200 250

535
392

207
189

87
19
15

0 100 200 300 400 500 600

あなたは担当する利用者の防災に関する⽀援に取り組んだことがありますか（複数回答） 

あなた自身の防災に関する取り組みについて選んでください（複数回答） 

避難所の確認をしたことがある 

研修の前から「マイ・タイムライン」に 
ついて知っていた 

ハザードマップで自宅の危険度を 
確認したことがある 

緊急持ち出し袋を準備している 
地域の避難訓練に参加したことがある 

その他 

その他 
特に取り組んだことはない 

災害時の対応について関係者と話し合った 
災害時の対応について利用者と話し合った 

ハザードマップで利用者宅の 
危険度を確認した 

避難所の確認をした 

未回答 

（名） 

未回答 

（名） 

16.8%

40.7%
38.7%

3.8%

利用者の被災経験の有無

ある
ない
わからない
未回答
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【研修構成、内容、運営について】 
・⽴木教授の話は分かりやすく、取り組みの必要性や実際の作業内容などが理解できた。

クイズで理解を確認する方法もよいと思った。 
・動画視聴で会議のイメージがつかめた。いくつかの動画での実際の声が印象的だった。 
・講義と復習や演習がテンポよく組み合わされていて受講しやすかった。 
・事例があり、作成手順がわかりやすかった。 
・事例を通してシートを作成した点がわかりやすかった。 
・テキストがしっかりしていて理解しやすかった。 
・防災対応力向上シートがすぐにでも活用できそうだと思った。 
・事前に資料が郵送されており、Zoom 研修で効率よく学ぶことができた。〔オンライン〕 
・コロナ禍で大人数の集まる場所での研修参加は不安があるが、オンライン研修で安心し

て受けることができ、こちらの方が集中できた。〔オンライン〕 
・いろんな人が集まっているので、意見交換ができるプログラムが欲しかった。 
・後半の個別避難計画づくりの部分の時間比重を上げて欲しかった。 
・質疑応答の時間が欲しかった。 
・内容が濃く、1 日では理解が難しかった（2 日間や半日を 2 回等の方がよいかも）。 
 
【感想】 
・誰一人取り残さない個別避難計画に、自分が関わることができることに、身の引き締ま

る思いがした。 
・正直、災害時は仕方ないかなと思っていたが、諦めたらいけないこと、自分達で助けら

れるかもしれないことを学び、考えが変わった。 
・「福祉専門職はすぐに利用者にかけつけられない、だからこそできる備えがある」。この

言葉で備えること、個別避難計画の必要性をとても感じた。 

「ある」という方は、被災した利用者に対してあなた自身が取り組んだことについて、
当てはまる項目をすべて選んでください（複数回答） 

研修全般を通じて、良かった点や悪かった点、印象に残った点など（抜粋） 

55
18

13
1

12
83

0 20 40 60 80 100

安否確認をした
緊急サービス調整をした

避難の⽀援をした
その他

特に取り組んだことはなかった
被災当時は担当していなかった

（名） 
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・意識を変えて、今すぐ行動や実践に取りかかるきっかけとなった。 
・防災に対して我がこととして取り組むという意識を持つことが大切。 
・福祉と防災の連携が必要なことは以前から思っていたが、どう連携すればいいのかわか

らなかった。今回の受講で連携と重要性について理解でき、モヤモヤがなくなった。 
・利用者の暮らしを⽀えるために、防災の視点も重要であることが分かった。 
・ケアマネジャーだが、ケアの調整以外にも利用者を取り巻く環境や災害リスクを考えて

いかないといけないことを改めて感じた。 
・防災に関して詳しく受講したことは初めてだったので、まず基礎として学べる貴重な機

会となった。 
・ハザードマップや、災害時の対応の仕方、災害時の言葉がけなど理解できた。 
・福祉専門職がなぜ⽀援や準備をしていく必要があるのか、具体的な側面および基本から

学ぶことができた。 
・防災と福祉のロジックが同じであり、アセスメントの範囲を広げ関心を深めることで個

別避難計画につなげられることがわかった。 
・命に関わることだと意識を強く持った。必要性を改めて確認した。一度の働きかけでは

なく、再々声かけし、避難の必要性を利用者に日頃から意識してもらう重要性を確認で
きた。 

・役割として負担が大きいなぁと思った。でもこれは私も地域住⺠であることが前提で、
その上で専門職ということだと理解した。後悔しないよう、前向きに取り組みたい。 

・地域での避難訓練にも参加した方がいいと思った。 
・常に危機管理意識を持ち、地域住⺠に発信していくことが大切だと思った。 
・制度について理解が深まった。進めることによって地域コミュニティの再生のきっかけ

になるというのが印象的だった。生活⽀援コーディネーターとして、連携して地域に根 
ざした活動ができるように努めたい。 

・地域に密着することがずっと言われて来たが、 
 ようやく具体化してきたように思う。 
・アセスメントの重要性と、やはり、福祉や介護 
 サービスだけではない、地域の力が大切だと痛 

感した。 
・防災を通して、コミュニティを変えていけるこ 

とにやりがいと不安も感じた。 
・福祉サービスばかりで成り⽴っている生活の非 
 常時の危うさを感じた。事例の当事者も、地域 
 との関係性を復活させることが出来て、生きる 

価値を見いだせたと思う。今回の研修に参加 
し、利用者の生活の詳細や、地域性まで理解し 
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きれていないことを実感した。防災のことだけでなく、何かの時に、協力してくださる 
地域住⺠や、受け入れてくださる事業所に、利用者のことを理解してもらえるだけの情 
報を、しっかり持っていなければいけないと思う。 

・日頃から地域との関わりを持つこと、合理的配慮の考えの大切さを学んだ｡ 
・当事者力と地域力については災害に関わらず、日々地域で自⽴した生活を⽀援するため 
 に役に⽴つ。 
・福祉サービスの調整で⽀援を完結させてしまっていることは、防災だけでなく、地域と 
 のつながり自体を稀薄にしてしまうことになるのだと、改めて気づいた。 
・防災をきっかけにして、地域診断、地域福祉について改めて学ぶことができ、とても勉 

強になった。 
・防災という点において、当事者力を知る福祉専門職は、本人と地域を橋渡しする重要な 
 役割であることを認識した。 
・避難行動要⽀援者は「助けられる」側かもしれないが、要⽀援者がいることで、その地 
 域でボランティア、助け合いのつながりづくりの担い手ができるということを念頭に、 
 個別⽀援と地域⽀援に取り組んでいきたいと思う。 
・本人主体、住⺠主体とは何かということが納得、理解できた。 
・人は差し迫った状況でないと動けないもの。それを納得してもらうような説明ができる 
 のが福祉専門職だと実感した。 
・利用者の安全安心を第一に考え、今後プランに組み込んでいきたい。 
・防災対応力向上シートが活用できる。自分の担当利用者に早速使ってみようと思った。 
・iPad を使って、避難所までの経路を利用者と一緒に確認することを、担当者会議等で実 

際にやってみようと思う。 
・防災意識を持てるようになった。改めて利用者宅とハザードマップを照らし合わせた 

い。 
・たくさんの気づきがあった。頭のどこかで、ここは大丈夫、という意識が働いている自 
 分に気がついた。防災グッズも見直してみたい。そして、同僚たちにも伝えようと思 

う。利用者にも伝えられるようにテキストの復習もしたい。 
・最初から災害、危機を全てを対象に 

するのではなく、想定される災害種 
別ごとに整理したシートなどで取り 
組む方が良いかもしれない。 

・担当している中で、１〜２件程度、 
検討しないといけないケースがある 
ということに気付くことができた。 
生きるためのプランなので、利用者 
との話はしやすいと感じる。 
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・地域の協力の前に同業者、市役所との連携が必要だと思った。 
・市役所と地域をつなぎながら、大切な利用者の命を守る方法を考えつつ、進めていきた 

い。 
・今後、重度の方は福祉避難所へ直接避難ができるようになるが、福祉避難所と避難者の 

マッチングを行政が行うことになっている。避難者選定等で福祉関係者がますます重要 
になると思う。 

・本人、家族、地域、関係機関ときめ細かな連携を持たなければいけない。 
・仕事だけでなく住んでいる地域でも何かできたらと考えさせられた。 
・研修の中で実際の演習を行うことで、利用者についてだけでなく、自身の意識向上にも

つながった。 
・時間を要する⽀援だが、国が法律を改正する必要があるほど危機感があるのだから、し

っかり説明がいると思う。市が十分に必要性を指導すれば、もっと⽀援者は増えると思
う。 

・災害を経験しているかどうかでやはり意識が違うと感じた。また避難訓練を地域で行う
ことでその地域の結束力が強くなることを感じた。 
 
 

 
 
 
【当事者自身・家族に関して】 
・利用者の中には「避難してまで助かろうとは思わない」という意見がある。避難の大切

さを伝えて分かってもらえるかが心配。 
・当事者自身に、自分の個人情報を周りに知られることへの抵抗感があると思われる。了

承を得るための説明力が問われると感じた。 
・地域の人たちとの協働自体を拒否する、拒む家族への必要性の説明に、どれだけの時間

と気力を要するのだろうと思う。 
・障害や何らかの問題がある方は、地域との関係が希薄になっている場合が多く、巻き込 

んでいくために、うまく声かけしていくこ 
とが必要で、うまく話ができるか、経験が 
必要だと思う（私一人では難しい場合もあ 
るので家族や行政も協力してもらいたい）。 

・当事者に災害時のことを理解してもらい、 
 アセスメント作成に本気になってもらえる 

までの道のりが大変である。大変な人ほど 
⽀援が必要な人なので、自分自身の気持ち 

今後、当事者へのアセスメント、地域調整会議などを実施するにあたり、不安なことや
気になること（抜粋） 
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が切れないようにしたい。また研修を受けて、自分の意識や視点を見直していきたい。 
 
【地域の理解、調整会議の調整や会議について】 
・地域調整会議の主体がどこかがよくわからない。行政主体なのか、福祉専門職主体で調 
 整を行うのか、わからず不安（実際開催の声かけを誰が行うのかが課題だと思う）。 
・ある程度人数をまとめて調整会議ができるとよいと思う。 
・地域調整会議を行うにあたって、地域包括⽀援センターやコミュニティソーシャルワー 

カーが地域住⺠とのかけ橋を担うことが多いと思うので、日ごろからもつながりが持て 
る関係づくりを意識しようと感じた。 

・地域調整会議で、地域住⺠からうまく意見を引き出していけるかどうか。日ごろから関
係性を築いていく必要性があると感じた。 

・地域との話し合いの際、地域住⺠の心理的・物理的負担に配慮しながらも、協力が得ら
れるような話し合いの方法を考えていくこと。 

・地域住⺠から突っ込んだ意見が出た時の対応が不安。 
・様々な課題が出ると思うが、地域、その他の関係者と連携して解決していけるかが不安

（経験がないため）。 
・自分が地域住⺠にうまく説明できるのか。利用者の代弁者となれるか。 
・地域住⺠の理解や受け入れについて。当事者や当事者家族を含めての会議だと、地域住

⺠からのストレートで率直な意見が、当事者の傷をえぐることになる。より地域との関
わりに距離を置くことにならないか不安な要素ではある。 

・避難の方法について、ガイドヘルパー等の福祉サービスでなんとかならないか、と言わ
れる気がする。 

・調整会議の際、地域住⺠に出てきてもらえるのか。開催したとしても、利用者の状態像
を地域住⺠にきちんと説明ができるのか不安。誰がインクルージョン・マネジャーを担
うのかによって、今後の対応がうまくいくかどうか変わってくると思う。 

・当事者と地域の人が良い関係性を日ごろから保つことができるか気になる。 
・地域性による地域での理解や協力体制についての不安（災害に対する危機管理の意識が 

希薄な地域、田舎で地域が孤⽴している、新興 
住宅地、閉鎖的な地域など）。 

・自治会⻑など数年で交替する⽴場の人達の理解 
 を得ること。 
・年々高齢者は増加する一方、人と人のつながり 

が以前より希薄になり、自治会など既存の組織 
への加入率も低下している現状をどうしたら変 
えていけるのか、身近な要⽀援者のことを我が 
こととして考えてくれる人を増やしていけるか 
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が心配。 
・地域によって、防災意識や障害理解に差があると思うので、それぞれに合わせた調整が

うまくできるかどうか不安。 
・近隣住⺠の協力が得られるかどうか。⺠生委員や町内会⻑などはとても協力的だと思う 

が、協力者の人数としては⾜りない。近隣住⺠も高齢となってきており、いざという時
に自分の役割があることに負担に感じる人がいるかもしれない。近隣に協力者が得られ
ない時の対応をどのようにしたらよいのかも聞きたかった。 

・避難訓練等も実施するとなると、かなり地域の理解と協力が必要だと感じる。一ケアマ
ネジャーが動くだけではどうにもならないことも多いと思うので、行政と協働で取り組
まなければならないと思う。そこをどううまく進めていけるかが疑問。 

・地域住⺠の理解が必要であり、本人の個人情報保護も考えながら進めていくには、ケア
マネジャー一人だけでは難しいと感じ
た。地域包括⽀援センターや市役所の関
係者と協力しながら少しずつ進めていく
必要があると思った。 

・地域の包括を巻き込まないと進まないの 
かなと思う（何でもかんでも包括という 
のもいかがなものかとも感じる）。 

・各市町の行政担当者や自治会の姿勢によ 
って進行に大きな差が出ると思った。そ 
こを進めるための技量も必要だと感じた。 

・非常に難しい地域課題だけに、座学だけではなく経験を積むことが必要と感じた。特に
関係者や地域の理解を得ていくプロセスはとてもハードルが高そうである。私は福祉専
門職ではなく防災関係者なので、そういう人間も地域ケア会議に関われるのか教えても
らえればと思う。 

・当事者へのアセスメントは普段しているアセスメントに追加して、理解してもらえそう
だが、災害に対する理解は人それぞれなので、地域調整会議開催はとてつもない労力を
使わないと開催できないのではないかと感じた。 

・自分の担当地域は高齢化地域なので要⽀援者の数も多く、⽀援者となり得る人材も高齢
者であり、人材の確保に苦戦するのではないかと思う。地域力だけではどうにもならな
い不安と、ケアマネジャーが実際の災害時に何ができるのかと考えると、準備は必要だ
が現実化できるのかと懸念が拭えないし、まだまだ課題が多いと感じる。 

・実際利用者を思い描くと、家族も排他的であったり、地域に協力できる人がいなかった
りする。隣近所も要⽀援者ばかりの場合、誰が助けてくれるのか。必要性を説いても
「また今度ね」で終わりそうだ。実際の被災時には恐らく近所の若い世代も協力いただ
けるだろうが、訓練や計画への協力を見込めるのは、よほど地域のつながりが強くない
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と難しい。そういう「街」でのケース例も出していただきたい。 
・独居や高齢者世帯が多く、地域で取り組む必要性があり、理解していただくことを始め

ていかないといけないと思った。ケアマネジャーの関わりが増えると思った。 
・介護保険の担当者会議、地域ケア会議、地域調整会議、第二層協議体…。色々な地域住

⺠との会議の整理をしないと忙しそうに思う。 
・地域の理解、個別⽀援のモデルとなる事例を通して成功体験を地域とともに作っていき

たい。認知症の徘徊模擬訓練の理解のある地域から取り組めたらと考えている。 
 
【その他】 
・（個別避難計画作成の）一連の流れにはかなりの時間を要するという印象を持った。 
・通常業務に加えての仕事量の増加や時間の捻出。一度⽴てても、見直しの頻度など。 
・災害対策として自らにも重要な役割があることが理解できた。それに伴い、仕事量の増

大への不安も感じる。 
・当事者力アセスメントは必要なことだと思うが、ケアマネジャーの責任と仕事の役割が

ますます増してくる。福祉関係者が一体となって協力していかないと難しいと思った。 
・周りの福祉関係者（包括内や居宅ケアマネ）の理解を得るためにうまく説明できるか。 
・普段の⽀援と併せて行うことになるので、実務的な不安はあるが、必要な取り組みだと

思う。これぞ、ソーシャルワークの実践である。 
・計画を作成したい人ほど地域の⽀援者や一緒に避難する人が思い浮かばない。いなけれ

ば作成できないのだろうか？介護保険サービスを利用しておらず、担当ケアマネジャー
がいない人はどうすれば？ 

・個人情報の使用同意を得てから、その後どのような機関がどのように保管し、どのよう
に活用するのか。 

・令和３（2021）年度の介護報酬改定で義務づけられた、BCP（事業継続計画）とどう関 
連づければよいのか？  

・会議などを見学できる機会があれば、自身が行う際の参考になると思う。 
・知識及び経験が少なすぎて不安を感じる。もっと、災害時のプランを⽴てるための研修

を行ってほしい。 
・普段から学校や地域で、防災意 

識を高め、知識を広める防災教 
育が必要だと思う。 

・自治体の防災担当課も市⺠に分 
かりやすいＰＲをしてほしい。 
 
 
▶研修テキスト（左）と事例集（右） 
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