
令和４年７月１日

兵庫県地域福祉課

目 的

近年の災害においては、高齢者や障害者、子ども等の地域の「災害時要配慮者」が、避

難所等において、長期間の避難生活を余儀なくされ、必要な支援が行われない結果、生活

機能の低下や要介護度の重度化などの二次被害が生じている場合もあり、これら災害時要

配慮者の避難生活中における福祉ニーズへの対応が喫緊の課題となっている。

このような状況を踏まえ、災害時において、災害時要配慮者の福祉ニーズに的確に対応

し、避難生活中における生活機能の低下等の防止を図るため、一般避難所等で災害時要配

慮者に対する福祉支援を行う「兵庫県災害派遣福祉チーム（兵庫ＤＷＡＴ（Disaster 

Welfare Assistance Team））」を創設し、災害時の支援体制の充実を図る。
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ＤＷＡＴについて

Ｑ１
ＤＷＡＴとは？

Ａ１

県内・県外において大規模災害が発生したときに、高齢者や障害者等の災害時要

配慮者の福祉サービスを把握し、避難生活中における生活機能低下の防止等を行う

ため、福祉専門職の知識と経験を生かして支援を行うものです。

派遣は強制ではありません。

通常勤務を優先の上、可能な範囲で要請に応じていただくものです。
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Ｑ２
ほっとかへんネットを活用する理由は？

Ａ２

被災地においては臨機応変に支援が求められる可能性が高いことから、チーム

員の知識と経験を有効に活用して支援いただくためには、普段から、地域防災を

始め、地域福祉活動をチームとして活動している「ほっとかへんネット」の仕組

みを活用させていただきたいと考えました。

5

Ｑ１
どのようなスキームで派遣されるの？

Ａ１

国等からの派遣要請に基づき、要請に応じた者によるチーム編成の上、現地

に派遣されます。

派遣日程は５日程度

初日と最終日はチーム同士の引継日となります。

（次ページ参照）

派遣の仕組みについて
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兵庫DWAT体制（発災～協力可否の調整段階）
被災地

国
（被災地から直接の場合も有り）

①国へ要請（SOS！）

兵庫県

②協力可能か打診
（例）｢○月○日～○月○日の5日間、被災地一般避難所に
福祉職員5名派遣できないか｣

ほっとかへんネット南あわじ事務局

A施設 B施設 C施設 D施設 E施設

ほっとかへんネット南あわじ事務局

兵庫県

A市
ほっとかへんネット

B町
ほっとかへんネット

C区
ほっとかへんネット

④各施設へ協力依頼

⑥回答｢4名ならOK！うち１名は３日間で交代します。｣

⑤2名行けます！⑤1名行けます！ ⑤前半の3日間なら
1名行けます！

⑤後半の３日間
1名行けます！

⑤今回は難しい

今後
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兵庫県
兵庫DWAT体制（協力決定～被災地への派遣）

⑦国へ回答｢４名１チームでなら派遣可能｣

国

兵庫県

⑧正式依頼｢ ○月○日～○月○日の5日間、被災地一般避難所に
福祉職員４名の派遣をお願いします｣

ほっとかへんネット南あわじ事務局
⑩正式依頼｢派遣職員のご報告をお願いします｣

A施設 B施設 C施設 D施設

ほっとかへんネット南あわじ事務局

⑪介護福祉士の●●さん

兵庫DWAT派遣チーム兵庫県

被災地

派遣期間（5日間）：○月○日（月）～○月○日（金）
派遣職員（のべ５名）：
事務職 県職員1名が同行
介護福祉士●●（A施設）
介護福祉士●●（B施設）
介護福祉士●●（B施設）
保育士●●（C施設）
保育士●●（D施設）

集合場所：南あわじ市社協（南あわじ市緑庁舎）
※現地までは借上車にて移動

⑫派遣職員の報告

⑪介護福祉士の●●
さんと●●さんの２名

⑪前半３日間を保育士
の●●さん

⑪後半３日間を保育士
の●●さん

⑨正式依頼｢４名１チームで派遣するので、派遣職員のご報告をお願い
します

兵庫DWAT事務局
・現地との連絡調整
・必要物品の準備
・宿泊先の手配
・現地の移動手段の確保（レンタカー手配）等
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Ｑ１
現地でどのような活動を行うの？

Ａ１

ボランティアではありません。

自施設の業務では行わない作業（高所作業、危険物の取扱い等）は、現地で

依頼をされても引き受けないでください。

（次ページ参照）

活動内容について
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【一般避難所の場合】

①福祉避難所への誘導
災害時要配慮者へのスクリーニングを行い、一般避難所内で必要な支援を行うことが著しく困難な者がいる場合には、関係者
と協議の上、本人の理解を十分に得て、福祉避難所等への誘導を行う。

②災害時要配慮者へのアセスメント（健康調査、ラウンド）
災害時要配慮者に必要な支援を行うため、事前に関係者間での情報共有・調整が行ったうえで、その家族構成や要介護度、
病歴、服薬等、日常生活上の留意事項等に関するアセスメントを実施。

③日常生活上の支援
災害時要配慮者の避難生活に伴う生活機能の低下等の二次被害を防止し、安定的な避難生活が確保さ れるよう、その食事
トイレ、入浴の介助等の日常生活上の支援を行う（過度な支援を行うことのないよう、必要に応じチームにおいてケース会議等を
実施し、支援対象者ごとに支援内容の検討・検証を実施）。

④相談支援（福祉（要配慮者）相談窓口、何でも相談）
発災から時間の経過に応じ、福祉ニーズは変化していくことが見込まれることから、これらを把握し、その抱える課題を適宜解決して
いくため、一般避難所内に相談スペースを設置するなどにより、必要な相談支援を行う。

兵庫DWAT体制（被災地での活動） 被災地 一般避難所の場合

派遣先責任者（行政の避難所担当者等）
※活動期間中は、派遣先責任者の指揮・指示に基づき活動する

兵庫DWAT派遣チーム ＜現地での活動場所は派遣要請元からの指示による＞
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兵庫DWAT体制（被災地での活動）

⑤一般避難所内の環境整備
災害時要配慮者の良好な生活環境を確保するため、生活スペースや車いすの通路の確保、段差の解消、トイレ環境の改善、キッズ
スペースや授乳スペースの設置等、一般避難所内の必要な環境整備を行う。

⑥本部、都道府県との連絡調整、状況等の報告
一般避難所内で解決が困難な福祉ニーズがある場合等には、本部を通じて、都道府県災害対策本部に対応を依頼するなど、必

要な連絡調整を行う。また、定期的に本部に対して、活動の実施状況について報告を行う。

⑦後続のチームへの引継ぎ
後続のチームがある場合には、アセスメントの結果や必要な支援内容等について、適切に引継ぎを行う。

⑧被災市区町村や避難所管理者との連携
チームの活動に当たっては、被災市町村災害対策本部や一般避難所の管理者から活動内容の承認を得るなど、当該市区町村等と

十分に連携を図る。

⑨他職種との連携
保健医療関係者が保有する情報と、チームの保有する情報等とを共有するため、一般避難所等における情報共有のための会議へ

の参加又は当該一般避難所の管理者等と協議の上、開催の呼びかけを行う。

⑩被災地域の社会福祉施設等との連携
被災地域の自立性を尊重する観点から、当該地域における社会福祉施設等との連携、協働を可能な限り積極的に図る。

（災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン4.(2)）

被災地外から応援に入るのは、被災地域が災害で失った支援力をカバーするためであり、復旧に集中するための｢リリーフ｣
であることから、チームの活動当初から自分たちがいなくなっても大丈夫な状態を目指した活動を心がける必要がある。
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Ｑ２

平常時はどのような活動を行うの？

Ａ２

（次ページ参照）
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各施設から推薦された方をチーム員として登録します。
できる限り多くの法人・施設から、できる限り多くのチーム員の登録をしていただきたいと考えております。

登録された方については、平常時についても、主に以下２点の取り組みにご協力いただきたいと考えております。

●DWATの実践事例等を学ぶ研修会への参加

●自施設での勤務やほっとかへんネットの通常時の活動においても、災害に強い地域づくりを意識した取り組み

兵庫DWAT体制（平常時の活動、チーム員について）

平常時の活動について
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Ｑ３

他府県の活動実績は？

Ａ２

●平成28年４月熊本地震 （２０１６年４月） 県内派遣・県外派遣

● 〃 10月台風10号災害（２０１６年８月） 県内派遣

●平成30年７月豪雨災害 （２０１８年７月） 県内派遣・県外派遣

●令和元年東日本台風 （２０１９年７月） 県内派遣・県外派遣

●令和２年７月豪雨 （２０２０年７月） 県内派遣

●令和３年７月大雨 （２０２１年７月） 県内派遣

（次ページ参照）
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熊本地震（2016年4月）
• 益城町に熊本県チームが県内派遣され、熊本県からの依頼で広域
派遣された2府県のチームと共に1か所の一般避難所を拠点に活動
する

●岩手県 2016/4/28-5/18(5班)
●京都府 2016/5/12-5/31(3班)

台風10号災害（2016年8月）
• 岩泉町に岩手県チームが県内派遣され、医療・保健の他職種と
の会議体「岩泉保健・医療・福祉・介護連携会議」を設置、2か
所の一般避難所を拠点に保健師らと健康・福祉相談コーナー運
営や相談支援等の悪化防止に取り組む

●岩手県 2016/9/1-10/7
(チーム員54名・ボランティア8名)
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平成30年7月豪雨（2018年7月）
• 真備町に岡山県チームが県内派遣され、岡山県の依頼で5府県から広域派遣されたチームと共に3か所の一般避難所を拠点に活動する
• DMATや保健師等の他職種と連携した支援を実施、ボランティア団体の活用にも取り組む
• 保健所に行政や医療･保健・福祉の団体等の会議体「倉敷地域災害保健復興連絡会議」(KuraDRO)が設置、チーム事務局も参加し
保健・医療・福祉が連携して活動

●岡田小学校※8/22以降岡山県のみ
7/10~9/2 岡山県(13班)
7/20~8/13 京都府(6班)
8/13~8/21 青森県(2班)

●薗(その)小学校
※8/22以降岡山県のみ
7/18~9/2 岡山県(11班)
7/18~7/26 岩手県(2班)
7/24~8/5 静岡県(3班)
8/5~8/13 群馬県(2班)

●二万(にま)小学校
※当初より岡山県のみ
7/18~9/2 岡山県(11班)

災害福祉広域支援ネットワークの推進方策に関する調査研究事業
（平成30年度社会福祉推進事業 ㈱富士通総研）
https://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/elderly-health/2018saigaifukushi.html
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Ｑ１

状況に応じて日数の調整はできるの？

Ａ１

可能です。

施設や派遣職員の状況に応じて、臨機応変に対応したいと考えています。

派遣日数について
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派遣時期について

Ｑ１

いつから？ いつまで？

Ａ１

災害発生後の初期段階（チームが活動する上での安全が確認された時点）から

概ね１か月間程度です。
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Ｑ１
業務として派遣されるの？

Ａ１

ボランティアではなく、行政の依頼で公式に派遣されることから、各施設の

「業務」として、自施設及び派遣職員の状況等を考慮の上、可能な範囲で派遣に

ご協力ください。

職員の身分について
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Ｑ２
福祉施設の人員基準の取扱いはどうなるの？

Ａ２

災害発生の都度、厚生労働省より関係通知が発出されています。

【参考】R2.7豪雨時の国通知

「被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し、人員基準を満たさ

ない場合についても、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、

柔軟な取扱いを可能とする。」
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Ｑ３

年齢等の条件は？

Ａ３

約５日間程度、被災地にて活動を行う体力があることや、ある程度主体的

に活動できる程度に、その職種での従事年数がある者が望ましいと考えてい

ます。

21

Ｑ４

職員の派遣期間中は、資格取得に必要な期間に算入

できるの？

Ａ４

算入できないと考えます。

上記Ａ３に該当する者が派遣されると想定しています。
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Ｑ１ 保険は加入してもらえるの？

Ａ１ 国内旅行総合保険（死亡・後遺障害、入院、通院）に加入します。

※ 兵庫DMAT、兵庫DPATと同程度の保険

Ｑ２ 労災保険と併用できるの？

Ａ２ 併用可能です。

保険について
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Ｑ１
誰が負担するの？

Ａ１

災害救助法に規定する災害救助費の支弁対象となった費用は、県からチーム員に

支給されます（事後精算）。

※ 基本給、日当、その他手当は、県からの支給対象外

※ 実績：旅費、印刷費、消耗品費、車両借上料、車両使用による燃料費

費用負担について
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Ｑ１
誰の指示に従うの？

Ａ１

派遣先責任者（被災地の行政（避難所担当者等）の指揮・指示に基づき活動

していただくこととなります。現地との連絡調整は、同行する兵庫県職員等が

行います。

指示系統について
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Ｑ１
派遣は、自施設に残る職員の負担になるのでは？

Ａ１

災害はどこで起きるかわかりません。災害に備えた福祉支援体制づくりは

「地域における公益的な取組」のひとつであり、利用者、仲間、事業所を守

る相互支援の仕組みでもあります。

ＢＣＰ(事業継続計画)の策定が求められているなか、現地での活動は、自

施設の運営に生かしていただけるものと考えております。

その他
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さいごに

～ 困っている人を見逃さない ～

ほっとかへんネットの輪が広がっていきますよう

ご協力をお願いします
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