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世田谷区介護サービスネットワークの災害対策への取組 

平成12年介護保険法施行後に世田谷区が中心となって「介

護事業者連絡会」として設立。介護保険課が事務局となる。 

平成15年世田谷区社会福祉事業団に事務局が移管になる。 

平成17年会費制を導入する。 

平成19年世田谷区と世田谷区社会福祉事業団で設立した

世田谷区福祉人材育成・研修センターに事務局が移管にな

る。 

平成19年世田谷区と「災害時応援協定」締結。 

平成20年会員対象の「災害時アンケート」実施。 
「防災マップ」と「介護職員災害時行動マニュアル」作成。 



世田谷区介護サービスネットワークの災害対策への取組 

平成23年3月11日東日本大震災発生。 
平成23年11月区内全介護事業所を対象に「災害時アンケー

ト調査」実施。報告書作成（平成24年8月） 
平成24年砧地域ご近所フォーラムで世田谷区介護サービス

ネットワークの活動紹介。 
世田谷区「災害時要援護者支援に関する介護事業者と の
連携強化に向けた図上演習等支援事業」に参加。 

平成25年 砧地域ご近所フォーラムでパネル発表。アンケー
ト報告書配布。 
「防災マップ」改訂版発行。 
世田谷区「災害時要援護者支援に関する介護事業者と の
連携強化に向けた図上演習等支援事業」に参加。 



介護事業者がなぜ災害対策に力を入れるのか？ 

阪神淡路大震災と東日本大震災の記憶 
多くの高齢者、要支援者が亡くなった。 

介護事業者の役割として 
高齢者や障害者の心身の状況を把握する。 
生活環境や家族関係もよく知っている。 

震災等発生時に利用者の安否確認を行うことは事業者の使
命である。 

できる準備をし、災害発生時に備えることも使命である。 
避難所などで介護サービスを提供することも前提として考え

なければならない。 
実行ある対策は行政や地域住民、医療関係者、他介護事業

者などと連携することが求められている。 



平成7年1月17日 
 

阪神淡路大震災の記録 



















平成23年3月11日 
 

東日本大震災の記録 















































大災害にどう備えるのか 



世田谷で震度７の震災が発生すると（直後） 

家屋や建造物の倒壊､地盤液状化現象の発生 
大火災（群発）の発生 
物の落下 
津波（沿岸部）の発生 
交通事故の発生 
けが人の救出、行方不明者の捜索、安否確認 
インフラ（電気、ガス、水道、電話など）の障害発生 

医療機器の停止 
交通機関の停止・混乱 
医療・介護を含む公共サービスの停止・混乱 
水、食料などの供給停止・混乱 
帰宅難民の発生 



世田谷で震度７の震災が発生すると（72時間以降） 

行政による避難所の開設と運営 

飲料水、食料、毛布などの配布 

救援物資の整理配布 

避難所での医療・介護の提供のための準備 

安否確認（継続する） 

行政サービスの再開 

インフラ復旧開始 

被害の全体像の把握 

 

 



被害を最小にする（減災）のために 

家具の転倒防止対策、家屋や塀の補強 
緊急時の家族との連絡方法の確認 
常備薬を常に7日分多く持っている。 
飲料水、食料などの備蓄（7日分） 
笛（呼子）を常備する。 
避難所、医療救護所、二次避難所の場所の確認 
避難訓練に参加する。 
ご近所と交流をもつ。 

避難袋をつくっておく。 

お薬手帳、小銭、下着、着替え、預金通帳のコピー、水、保

存食料、懐中電灯、ラジオ、防寒グッズなどを入れておく。 

 
 



事業者として取り組んでいること 

各介護事業者の災害対策の状況把握（アンケート調査実
施） 

災害マップの作成 
避難所や主要な施設のみを載せた地図。利用者の家を書き
込めば、安否確認などに利用できる。 

介護職員災害時行動マニュアルの作成 
災害時にあわてないように、災害時の対応についてまとめて
ある冊子（持ち歩きよう）。 

緊急連絡先リスト 
利用者宅に置いておく。緊急時の連絡先のほか避難所名な
どを記載する。災害マップの一部をコピーして避難経路など
を記入する。 

備蓄リストの作成 
利用者ごとに備蓄品をチェックするのに使用する。 



防災には地域連携を高めることが不可欠 

災害発生初期には地域が力を合わせて被害を最小にする
行動を取る必要がある。（救援はすぐには来ない。） 

要介護・支援者を支援するのは 
行政・あんしんすこやかセンター 
医療機関・訪問看護ステーション・薬剤師など 
介護事業者(複数のことが多い) 
民生委員 
近所の住民 
家族 
本人 

いざというときのため、普段から連携することが必要 



世田谷区はどんな対策をしているのか 

事業者、住民団体との協定の締結 
災害時の役割分担を決める 
区の役割を決める 

「災害時要援護者支援に関する介護事業者との連携強化に
向けた取り組み」平成23年度から 
ワーキンググループの立ち上げ 

構成メンバー(事業者) 
居宅介護支援事業者(ケアマネ) 
訪問介護事業者 
通所介護事業者 
あんしんすこやかセンター 
訪問看護事業者 
 



世田谷区はどんな対策をしているのか ２ 

世田谷区の構成 
災対統括部災害対策課 
地域本部拠点隊 
地域本部地域振興課 
地域本部保健福祉課 
災対保健福祉部計画調整課 
災対保健福祉部障害施策推進課 
災対保健福祉部介護保険課 
災対保健福祉部介護予防・地域支援課 
災対保健福祉部地域福祉課 
災対医療衛生部健康企画課 



世田谷区はどんな対策をしているのか ３ 

図上演習の実施 
地震が①どこで、②どの程度の規模で、③いつ(時間帯）発

生するか分からないので、一定の条件を決めて行う模擬演
習である。 
各介護事業者と行政との連携を行う訓練である。 
平成24年度から始まった。 

災害時応援協定の締結 
世田谷区介護サービスネットワークのほか 
障害者団体などと協定を結び、災害発生時の協力体制を整
備している。 

備蓄 
食料、飲料水、毛布、発電機、懐中電灯など 
 



世田谷区介護サービスネットワークの対策から 

災害マップ(白地図) 
・避難所、医療救護所、まちづくりセンターなどの基本的な情
報のみを掲載してある。 
・利用者宅周辺をコピーし、利用者宅や避難路などを書き込
んで災害時の避難に利用する。 
・介護職員の自宅を書き込むこともできる。 

緊急連絡表 
・家族、病院、民生委員、介護事業所などを記入しておき、災
害時の緊急連絡に利用する。 

緊急時安否確認リスト 
・要介護度、独居かどうか、住居の構造、家族の状況などか
ら安否確認に優先順位を決めたリスト。 
・災害発生時にはこのリストに従って手分けして安否確認を
行う。 

図上演習、避難所運営訓練などに参加。 
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赤十字社員による応急手当の訓練 
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砧地域ご近所フォーラムにも参加しました 





現状の到達点と今後の課題 

災害時対応マニュアルの見直し 
多くの事業者がマニュアルを作っているが実効性が問題。 

事業者も被災するので人員の確保ができるかどうか。 
安否確認の結果をどのように集約するか。 
利用者が無事かどうかの情報をどのように共有するか。 
行政がどのように被災者を支援するのか。 
医療関係者との連携をどのようにするか。 
災害がいつ起こるのか。 

朝、昼、夜、平日かどうか、休日かどうか。 
事業者、従業者がどこにいるか。 
インフラ(電気、電話、水道、ガス、道路など）の状況。 



これから取り組むこと 

様々な状況を想定した訓練 
震度、発生時間帯を数多く想定した訓練を行う。 

マニュアル問題 
事業者によって異なるマニュアルの標準化 

従業者の訓練 
事業所の末端まで情報を共有し、定期的に訓練を行う。 

備蓄の再検討 
支援が届くまでの日数は3日か5日か 
備蓄品と量の再検討が必要。 

区民、区民団体、事業者、行政間の連携の方法 
事業種によっても対策の進み具合が異なる。 

事業者の意識の向上 



連携して取り組みましょう 

災害の被害を最小にするため 
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