
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．福祉専門職対象 意識調査 
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福祉専門職対象 防災対応力向上研修 受講後調査 

 
「防災と福祉の連携による個別支援計画作成促進事業」実行委員会では、令和３（2021）

年度の事業を評価・分析し、今後の展開を検討する際の基礎資料とすることを目的に、本年
度及び昨年度の防災対応力向上研修を受講した福祉専門職を対象に「受講後調査」を実施し
た。研修受講後の意識や取り組みの変化を尋ねている。 

なお、調査結果の詳細・分析については、今後、研究機関の調査や関連学会での発表に活
用予定である。 
 
≪調査概要≫ 
■対   象  本研修受講者 818 名（484 事業所） 

本年度（令和３年度）受講者 463 名、昨年度（令和２年度）受講者 355 名 
      
■方   法  対象者の所属する事業所（一部個人宅）に調査票を送付。 
        回答方法は Google フォームによる web 回答または FAX での回答とした。 
 
■有効回答数  476 名（web 回答 239 名 FAX 回答 237 名） 
        うち、本年度受講者 310 名、昨年度受講者 116 名 
 
■期   間  令和４（2022）年 2 月 2 日（水）〜2 月 18 日（金） 
 
≪調査結果（抜粋）≫ 

研修内容を事業所内で共有しましたか 本年度受講者 昨年度受講者 
伝達講習をした 15.8% 23.5% 
定例会議等で研修内容を報告した 25.8% 27.1% 
研修資料を回覧した 29.0% 33.7% 
上司に報告はしたが事業所内での共有はしていない 10.3% 6.0% 
特に何もしていない 8.7% 5.4% 
未記入 1.0% 0.0% 
その他 9.4% 4.2% 

【その他内訳】 
・事業所内職員が一緒に受講した  
・一人事業所のため など 
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研修受講後、利用者の防災に対する支援で取り組ん
だことをすべて選んでください（複数回答） 

本年度受講者
(総回答数 820) 

昨年度受講者
(総回答数 530) 

利用者宅の危険度をハザードマップで確認した 20.0% 15.7% 
利用者宅の築年数や耐震補強、家具の固定等の住環
境を確認した 

3.7% 4.7% 

利用者の災害に対する備え（水等の備蓄）を確認し
た 

9.0% 8.1% 

利用者の避難所の確認をした 23.0% 21.3% 
避難所に移動する際の課題について利用者と話し合
った 

10.1% 13.0% 

地域住⺠との普段のお付き合いについて利用者に確
認した 

11.0% 12.3% 

災害時の避難行動について福祉サービス（フォーマ
ルな）関係者と話し合った 

4.8% 4.5% 

災害時の避難行動についてインフォーマルな関係者
と話し合った 

3.0% 3.4% 

既存のケアプラン等に利用者の避難行動について記
載した 

5.9% 7.4% 

利用者の災害時個別支援計画を立てた 2.0% 3.6% 
利用者のマイ・タイムラインを作成したり、その必
要性について利用者と話し合ったりした 

1.5% 1.7% 

特に取り組んだことはない 5.0% 4.0% 
その他 1.1% 0.4% 

【その他内訳】 
・行政と協力して研修企画を行なっている  
・市作成の「我が家の防災メモ」を配布した  
・避難行動要支援者名簿の登録をするよう声かけをした 
・⺠⽣委員との交流会に参加 
・法人内での災害訓練時に共有した 
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・本人が地域との関わりを望んでいない場合、または地域から孤立している場合。自治会
や地域の関わりが薄く、どこから連絡を取ればいいのかわからない場合。 

・なるべく他人の世話にはなりたくないという考えの利用者が多いことや、地域住⺠自体
が高齢化していて、連携と言っても簡単ではないと感じている。 

・今まで、⺠⽣委員など住⺠に近い方々と連携して支援することがほとんどなかったため
に、家族の⼾惑いを受け⽌めながら、いろいろな人を巻き込み支援していくことに自分
自⾝も⼾惑いがある。 

・地域差がある。意識の高い地域だと進めやすさはあると思うが、そもそも経験していな
いとなると、説明しても入りづらさはある。地域の人たちが防災の研修・勉強会に参加
する機会も少ない。 

・近隣、地域住⺠に依頼しても「責任を持てない。荷が重い」と難色を示されることがあ
る。そう言われてしまうと、こちらとしてもそれ以上強くお願いしにくい。 

・利用者個人と地域を結び連携し、安全を確保することは難しい。なぜなら手段がわから
ないから。ケアマネは利用者の情報をよく知っている。この情報を共有し、その一歩先
は行政・地域包括等が積極的に導いて体制を作っていけたらと思う。 

・表に出ている社会資源は把握し易いが、表に出ていない社会資源の方が多い。 
・個人情報の取り扱い。 
・ケアマネ個人が地域の社会資源に直接アプローチし、つなぐのは難しい。自治会や老人

会などと連携していかなければいけないので業務時間内に行うことができない。 
・ケアマネに求められることが多すぎて時間が足りない。 
・本人や家族の「困っているけど、自分たちのことをあまり周りの人に知られたくない」

「できれば頼りたくない」という思い。尊重もしないといけないが、このままでは…と
ジレンマを覚える時がある。 

・地域のシステムが昔とは変わってきており活発ではない。また短期間で役員が変わる。
持ち回りで役の一つとして⺠⽣委員をやっていることが多く、以前とは様変わりしてお
り期待するような役割は担ってもらえない。また、相談支援専門員の責務が多すぎる。
そこまで時間を割ける事業所は少ないのではと思う。 

 
 
  

利用者と地域の社会資源の連携を進めるにあたって難しいと感じることは何ですか 
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研修受講後、利用者の住む地域や地域住⺠に関し
て、意識していることはありますか（複数回答） 

本年度受講者
(総回答数 572) 

昨年度受講者
(総回答数 305) 

担当の⺠⽣委員を確認するようにしている 20.1% 18.4% 
担当の⺠⽣委員と連携を取るようにしている 7.0% 8.5% 
地域での人間関係（知人等）を確認するようにして
いる 

28.1% 30.2% 

地域の社会資源を調べるようにしている 20.5% 21.6% 
インフォーマルサービスをケアプランに位置付け
るようにしている 

15.4% 13.1% 

特に何も取り組んでいない 6.3% 6.9% 
未記入 0.3% 0.0% 
その他 2.3% 1.3% 

【その他内訳】 
・独居高齢者、高齢夫婦のみの世帯等を優先した確認、⺠⽣委員や自治会⻑との連動 
・独居の方については家族の関わりがどの程度か確認するようにしている 
・サービス等利用計画に項目として記載するようになった など 

 
研修受講後、「個別避難計画」を作成しましたか 本年度受講者 昨年度受講者 
行政からの依頼により昨年度作成した 2.0% 8.4% 
自主的に昨年度作成した 2.3% 1.8% 
行政の依頼により今年度作成した 3.3% 2.4% 
自主的に今年度作成した 1.0% 0.0% 
行政からの依頼により今年度中に作成予定 2.3% 2.4% 
自主的に今年度中に作成予定 2.9% 3.0% 
行政からの依頼により来年度中に作成予定 2.6% 3.0% 
自主的に来年度中に作成予定 15.0% 10.8% 
作成していない（作成の予定はない） 68.4% 65.1% 
未記入 0.3% 0.6% 
複数選択 1.0% 2.4% 

【複数選択内訳＝各 1 名】 
■本年度受講者 
・行政からの依頼により昨年度作成した、行政の依頼により今年度作成した 
・自主的に今年度作成した、自主的に今年度中に作成予定 
・自主的に今年度中に作成予定である、自主的に来年度中に作成予定 
■昨年度受講者 
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・行政からの依頼により昨年度作成した、行政からの依頼により今年度中に作成予定 
・行政からの依頼により昨年度作成した、自主的に昨年度作成した 
・自主的に昨年度作成した、行政の依頼により今年度作成した 
・自主的に昨年度作成した、自主的に今年度中に作成予定 
 

「個別避難計画の作成」の際に、参加（予定含む）した
内容をすべて選択してください（複数回答） 

本年度受講者
(総回答数 84) 

昨年度受講者
(総回答数 71) 

行政と住⺠組織役員が出席する会議等 25.0% 23.9% 
当事者力アセスメント 19.0% 19.7% 
地域力アセスメント 17.9% 14.1% 
調整会議（ケース会議） 14.3% 15.5% 
避難訓練 21.4% 23.9% 
その他 2.4% 2.8% 

 
 
 

・実際に家を見ることで間取り図では見えなかった段差や手すりの配置、細かな⽣活雑
貨の配置が見られて、簡単にすぐできる災害対策をアドバイスすることができた。 

・近年災害が多い中、独居高齢者も多く、私たちもどう対応して助けられるのかと思っ
ていた。改めて災害に備え、話し合って対応することの重要性を感じた。 

・災害時の安全確保はもちろん、避難時でも必要な対応ができるように個別避難計画が
必要だと感じた。 

・避難所まで行く時間と経路の確認ができたことで、どの時点で避難行動を開始しなけ
ればならないのか本人達が考えることができた。 

・避難支援者も実は支援が必要な人で、避難のタイミングを誤ると共に被害に遭う可能
性があることがわかった。 

・利用者の今までわからなかった社会とのつながりなどを知ることができた。 

・普段は利用者の近隣住⺠と話をする機会がないが、会議を通じてケアマネジャーの存
在を知ってもらえ、住⺠の思いや普段の関わりを知ることもできた。 

 

 

・一人ひとりの個別避難計画を作成するのには少し時間がかかる。 

・個人情報の観点から、家族支援者の情報や近隣支援者の情報をどの程度報告するの
か、難しいと感じた。 

・現時点で行政からの依頼がないと周りの支援者の理解が得られない。 

・本人・家族の状況が変わるため、継続して話し合う場が必要となる。 

・地域との関係性が悪くなるケースもあるのではないかと思った。 

「個別避難計画」を作成して感じたこと（プラスの面） 主なもの 

「個別避難計画」を作成して感じたこと（マイナスの面） 主なもの 
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ケアマネジャー対象 防災に関する調査 

 
 本事業実行委員会では、令和３（2021）年度の事業を評価・分析し、今後の展開を検討す
る際の基礎資料とすることを目的に、前年度に引き続き、兵庫県内のケアマネジャーを対象
に調査を実施した。防災に対する意識や知識、取り組みを尋ねている。 
 なお、結果の詳細・分析については、今後、研究機関の調査や関連学会での発表に活用予
定である。 
 
≪調査概要≫ 
■対 象  一般社団法人 兵庫県介護支援専門員協会 会員（会員数約 2,800 名） 
      ＊前述の「受講後調査」の対象者（令和２（2020）〜令和３（2021）年度 

「防災対応力向上研修」受講者）は除く。 
 
■方 法  兵庫県介護支援専門員協会を通じ、メールで会員に調査の依頼を行った。 
      回答は Google フォームを利用した web 回答とした。 
 
■回答数  74 名 
      【内訳】 ・防災対応力向上研修 未受講者  52 名 
           ・平成 30（2018）年度  受講者   ５名 
           ・令和元 （2019）年度  受講者  17 名 
 
■期 間  令和４（2022）年 2 月７日（月）〜2 月 23 日（水） 
 
≪結果概要≫ 
 回答者の属性として、ケアマネジャーの経験年数が「10 年〜15 年未満」「15 年以上」が
60.8％と、経験年数の⻑い人が多い。「主任介護支援専門員」資格も 70.3％が所持している。 
 防災対応力向上研修（以下、向上研修）以外にも、防災に関する研修や勉強会に参加した
ことが「ある」のは、全体で 55.4％となり、半数以上が何らかの機会に研修に参加してい
る。向上研修受講者では「ある」が 81.8％、未受講者では「ある」が 44.2％となっている。 
 「自身の被災経験」「災害支援経験」では、受講者、未受講者とも「ない」の割合が 80％
以上と差はなかったが、「自身の防災への取り組み」「利用者への防災への取り組み」につい
ては、いずれも受講者の方が「取り組んだ」という割合が高く、「利用者と地域との関係性」
も、受講者の方が「意識している」割合が高いという結果となった。 
 なお、本報告書には、ケアマネジャーの取り組みに関する調査項目のみを抜粋し掲載して
いる。割合は「受講者」「未受講者」それぞれの回答者に対する割合である。 
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≪調査結果（抜粋）≫ 

【研修や勉強会の内容（抜粋）】 
・職場での研修、防災訓練、災害対策委員会 
・地域包括支援センター主催研修 
・BCP 作成研修 
・避難所運営ゲーム HUG を用いた演習 
・自治会主催の避難所開設訓練 

・市町主催の研修 
・介護支援専門員協会主催研修 
・防災机上訓練 
・住⺠参加型防災研修 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防災に関する研修を受講したり、勉強会に参
加したりしたことがありますか 

受講者（n=22） 未受講者（n=52） 
回答数 割合 回答数 割合 

ある 18 名 81.8% 23 名 44.2% 
ない ４名 18.2% 29 名 55.8% 

自身の防災についての取り組みについて教えてください（複数回答） 

100.0%

54.5%

59.1%

95.5%

36.4%

27.3%

27.3%

13.6%

0.0%

0.0%

13.6%

82.7%

46.2%

48.1%

75.0%

26.9%

13.5%

23.1%

19.2%

1.9%

3.8%

5.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受講者 未受講者

自宅の危険度をハザードマップで確認した 

自宅の築年数や耐震補強、家具の固定等の 
住環境を確認した 

自身の災害に対する備え（水等の備蓄）を 
確認した 

自身の避難所の確認をした 

自身の避難所に移動する際の課題について 
家族と話し合った 

自身の地域住⺠との普段のお付き合いに 
ついて考えた 
災害時の自身の避難行動について    
同僚等の福祉サービス関係者と話し合った 

災害時の自身の避難行動について 
家族や地域住⺠等と話し合った 

特に取り組んだことはない 

自分のマイ・タイムラインを作成したり 
その必要性について家族と話し合ったりした 

その他 
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あなたの利用者に対する防災についての取り組みについて教えてください（複数回答） 

普段のケアマネジメントを行うにあたり、利用者の住む地域や地域住⺠に関して、 
意識していることはありますか（複数回答） 

63.6%

40.9%

59.1%

63.6%

72.7%

4.5%

42.3%

21.2%

61.5%

51.9%

50.0%

9.6%

0% 20% 40% 60% 80%

受講者 未受講者

81.8%

13.6%

40.9%

86.4%

50.0%

59.1%

22.7%

22.7%

36.4%

22.7%

13.6%

0.0%

61.5%

13.5%

7.7%

65.4%

40.4%

36.5%

19.2%

11.5%

9.6%

3.8%

0.0%

9.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受講者 未受講者

利用者宅の危険度をハザードマップで確認した 

利用者宅の築年数や耐震補強、家具の固定等の住環境
を確認した 

特に取り組んだことはない 

地域住⺠との普段のお付き合いについて利用者に確認
した 

災害時の避難行動についてインフォーマルな関係者と
話し合った 

利用者のマイ・タイムラインを作成したり、その必要
性について利用者と話し合ったりした 

利用者の災害に対する備え（水等の備蓄）を確認した 

利用者の避難所の確認をした 

避難所に移動する際の課題について利用者と話し合っ
た 

災害時の避難行動について福祉サービス（フォーマル
な）関係者と話し合った 

既存のケアプラン等に利用者の避難行動について記載
した 

利用者の災害時個別支援計画を立てた 

特に何も取り組んでいない 

地域での人間関係（知人等）を確認するよう 
にしている 

担当の⺠⽣委員と連携するようにしている 

担当の⺠⽣委員を確認するようにしている 

地域の社会資源を調べるようにしている 

インフォーマルサービスをケアプランに位置 
付けるようにしている 
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≪自由記述概要≫ 

 
【利用者の特性、地域の支援力についての不安】 

利用者に対しては、「独居」「近くに親族のいない方」の避難行動について不安の声が多か
った。また、「寝たきり」「認知症」の方が避難所で過ごせるか、避難所に行かない独居、高
齢者が自宅避難で過ごせるかどうかが心配だという、避難後に対する不安の声もあった。利
用者との連絡手段について、「難聴」「電話しか連絡手段がない」「電話もない」方に対して、
どのように避難を呼びかけたり、安否確認をしたりすればよいか心配だという意見が多く
あった。 

「医療依存度の高い方」に対しては、「支援マニュアル（病院搬送や停電時の対応など）
を作ってはいるが、実際そのように対応できるかどうか心配」、「避難所に移動してからの透
析患者の透析について、医療との連携が取りにくい」などの問題点が挙げられた。 
 地域と利用者の関係では、「地域とのつながりが少ない人」が心配という声が多く、「地域
で必要な支援をお願いしたい」という、地域による支援に対する期待がある一方で、「高齢
化地域で日中支援者となりえる就労可能年齢人口が極端に少ない。地域の支援者が極端に
偏る」という、地域の支援力についての不安の声もあった。 
 
【発災時についての不安】 
 発災時については、「自身も被災している可能性がある中で、利用者の支援をする余裕が
あるか」「家族を優先したいが、その場合にも利用者に対して不安や自責の念が⽣まれると
思う」等、自身と利用者の被災が重なる中での支援をどうしたらよいだろうかという不安が
多い。また、「複数いる利用者のうち、どの利用者に対する、どのような支援を優先すれば
よいのか不明」という声もあった。「予期せず災害が起こった時に緊急対応ができるか不安」
「夜間に避難指示が出た時にどうすればよいか」という、業務時間外の対応についての不安
も寄せられた。 
 事前に備えることができる水害に対しては、「浸水地域の平屋に居住する利用者について、
以前、早めに緊急ショートステイを手配できた。今後、災害時のショートステイの空き状況
が心配」という意見があった。 
  
【防災、災害への備えについての不安】 
 災害への備えとして、「何から取り組むのか、誰と協働していくのかが分からない」「具体
的に何を整備する必要があるか分からない。考えていることが正しいのかどうか分からな
い」「平時の備えはどうしたらよいか」という、取り組む必要性を感じているが、どうすれ
ばよいか分からないという声があった。 

災害時の利用者の支援に関して、心配なことや不安なことを自由にご記入ください 
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 また、実際、備えに取り組んでいるケアマネジャーからは、「ケアプランに避難所を明記
して話し合いをするものの、『どんな災害になるかわからない』『誰が助けてくれるかわから
ない』など、具体的な話に進まないまま終わってしまう。個別避難計画を作成してみたが、
実効性が不明で、この手の話し合いは必要なのかと感じてしまう」という意見があった。本
年度の介護報酬の改定で、3 年以内に全ての介護保険サービス事業者に BCP（事業継続計
画）の作成が義務化された。これに伴い、「早急に BCP を作成しなければと思うが、業務優
先になってしまう」という声もあった。 
 
 

 
【備えとして取り組めること】 

本人の防災への意識を高めることが必要だという意見が多かった。そのための取り組み
として、「本人の意向確認、心づもりの確認」「避難についてどのような意識をもっているか
確認する」「日頃から災害時についての話をする」「具体的に話をする機会を作る」「個別避
難計画の目的や意味を伝える」という具体策が挙げられた。「ケアマネジャー任せでは対応
できないことを意識してもらい、自分で自分の身を最低限守る行動を意識してもらう」とい
う意見もあった。 
 
 備蓄などの準備については、「用意を一緒に確認する」「備蓄食品の確認」「持ち出し袋の
確認」「緊急時の情報を冷蔵庫に保管しておく」等という意見があった。一方で備蓄につい
ての問題として、「継続的に支援していくにはケアマネジャーだけでは支援が出来ない。備
蓄の定期的な管理となると難しい」という意見があった。また、住環境の面では、「家具固
定や配置を変える提案をしたり、一緒に確認して対策を考えたりすること」「自宅環境を整
える。居室から玄関までの動線や玄関周りの環境の見直し」という取り組みも挙げられた。 
 
 ケアマネジャーとして準備できることとして、「避難所の把握」「利用者が住む地域の防災
情報の把握」「介護保険証や情報提供書、薬剤情報等の紙ベースでの保管」「緊急連絡先の把
握」などの意見があった。阪神・淡路大震災の時、施設で被災者を受け入れた経験から、「避
難所から施設への移動がスムーズに行えるように、各種の情報は紙ベースで保管しておく
必要がある」という意見もあった。 
 
 地域とのつながりを重視する声も多く寄せられた。本人に対する働きかけとして、「イン
フォーマルな身近な支援者を確保し、相談するように勧めている」「地域との関わりについ
て知る」「地域の避難訓練に実際に参加して、地域との関わりを持っておくなど、利用者本
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人に地域との関係性が必要であることを理解してもらう」などの意見があった。 
 一方で、地域に対する働きかけでは、「⺠⽣委員の会などに参加し、普段から情報共有を
図る」「近隣住⺠への支援の依頼」という意見のほか、「行政や地域包括と一緒に地域とのネ
ットワークづくりを行う」「家族や近隣住⺠、⺠⽣委員、行政やフォーマルサービスの方々
とのネットワーク構築」「地域住⺠と利用者が日ごろから挨拶のできる関係かどうかが重要。
つながりをつくることが大切だと考えている」などという、地域や行政と連携した地域のネ
ットワークづくりに、ケアマネジャーも参画することが必要であるという意見も多かった。 
 
 個別避難計画について、「実際に動ける個別避難計画を本人・家族を含めて地域の人や行
政と一緒に立てるよう取り組まないといけないと思う」「個別避難計画に参画していくこと」
という意見があった。 
 一方で、「マイ・タイムラインの作成と模擬訓練等ができればよいが、多くの人の調整が
難しいので、ケアマネジャー個人や事業所だけではできない。行政等と一緒に考えていけた
らと思う」「この家に寝たきりの方が住んでおられるということを近隣の方にお知らせして
おくことが大切だと思うが、個人情報でもあり実現できていない」という、実践する際の問
題点もあげられた。 
 
 事業所内での取り組みとして、「災害時に慌てず行動できるような計画を立てるために、
日ごろから職場内でも話題に挙げ、災害時の動きの確認ができるようなツールを作成する」
「事業所としてツールやマニュアルを整備する」「職員間の連携方法の取り決め」「ケアマネ
ジャー同士で災害時の支援について情報交換できる場があればよいと思う」といった意見
があった。 
 

そのほか、「独居の高齢者や障がい者で家族の関わりが薄いところは、ケアマネジャー等
の福祉系コーディネーターの関与が必要だと思う。一方で行政は、福祉職に対しては、まず
自身の安全を確保してからチームで安否確認の支援をするということ、市⺠に対しては、自
助が基本だということを啓発してほしい」という声があった。 
 
【発災後に取り組めること】 
 発災直後に取り組めることとして、「利用者の安否確認」「医療依存度の高い利用者の調整 
対応」「介護保険施設(⻑期·短期)への緊急入院入所の調整」、数日後からは、「避難⽣活の支
援」「仮設住宅での⽣活支援」、⻑期的には「⽣活再建への支援」「健康管理体制や⽣活不活
発病への支援」「こころのケア」という意見があった。 
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