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（１）なぜ、外部支援が必要か
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災害発生前の“地域”

需要/ニーズ資源（地元）

資源（外部）
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大規模災害発生直後

需要/ニーズ
（被災者の困り事）

資源
（地元）

資源
（外部）

支援したい
と考える人

資源（外部）

地元と外部の
つなぎ手が
必要！

・被災による需要の爆発的拡大
・被災による地元資源の縮小
・地元とつながっていない大量の外部資源
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災害支援期～復旧期

需要/ニーズ
（被災者の困り事）

資源
（地元）

資
源
（
外
部
）

資源（外部）

外部調整者と
地元受援者が必要

解決

・外部の力を借りて需要を減らしていく

つなぎ
の場
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需要/ニーズ
（被災者の困り

事）
資源

（地元）

資源（外部）

外部から地元中心
の支え合いへの
移行の働きかけ

つなぎ
の場

生活支援・復興期

資
源
（
外
部
）

・地元での支え合いを基本に
・災害でつながった外部者との息の長い連携
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災害ごとに支援の対応は異なる
災害の種類

地震、台風、豪雨、土砂災害、雪害、竜巻、津波、高潮、噴火、断水、重油事故、
原発事故・・・

被災範囲

単発か他地域同時か

被災地域の特性

大都市・地方都市・農林漁村、人口密集地・過疎地・高齢化地域、平坦地・山間
地・海辺・川沿い等

季節

春夏秋冬、暑さ・寒さへの対応

支援必要期間

短期間・中期間・長期間等

ひとつとして同じ災害はなく、これに加えて、その地域の独自性、文化、関係性等、同じ
地域が一つもないことから、支援のスタイル・アプローチは全て異なる



201104陸前高田市（H23東日本大震災）

被災前の街並みが
想像できないほどの津波の爪痕
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地震による倒壊

200708西山ＩＣ付近（H19中越沖地震） 10



液状化に見舞われた埋め立て地

201103浦安市の震災2日後（H23東日本大震災）

電柱や標識が曲がり、地面から泥と水が噴き出し続ける 地盤沈下して吹き出た泥に埋まる自動車

11



201409広島市安佐南区（Ｈ26広島土砂災害）

山津波とも言われる土石流
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200907防府市（Ｈ21中国九州北部豪雨）

土砂により半分埋まった家と自動車
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201010龍郷町役場前崖崩れ（H22奄美豪雨）

土砂崩れにより道路が遮断されて支援が遅れること
も
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200607鹿児島さつま町（H18鹿児島豪雨）

水害により出た大量の災害ゴミと
心配される衛生状態
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町の機能が停止してしまう
201104大槌町役場（H23東日本大震災）

201604宇土市役所（H27熊本地震）

201807倉敷市役所真備支所

（H30年7月豪雨）
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そして、放射能災害
いつまでも手つかずの被災地に

20110717広野町（H23東日本大震災） 17
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外部支援の
力を活かす
地域の「受
援力」

• 「受援力」（支援を受ける力）
災害時に外からの支援を地域で受け入れる環
境・知恵などのこと

• 「受援力」がもたらすもの
外の力をうまく引き出すことが、被災地の復興
を早める

• 「受援力」を高めるために
被災地側から、どのような状況なのか積極的に
伝えることが地域の「受援力」を高める一歩と
なる

災害にみまわれる事態となる前の平時から、
被災したら支援を受け入れることが大切であることを
意識しておくことの重要性



（2）福祉支援の現状とその必要性

19



避難生活支援と復興が不十分なことから、「関連死」があとと絶たない現実
例）熊本地震：死亡270名（直接死50名、災害関連死220名）

被災者は平常時よりより多くの福祉的支援を必要としていること

復興の道のりは長く、生活を支える支援は、まさに「福祉」の本領

復興とは被災した地域そのものが元気を取り戻す作業 ＝ まさに「地域福祉」

自立困難な被災者の多くは、災害前からの課題を抱える住民であるという事実

（2019.4.12熊本県発表）

ふだんのくらしのしあわせを
取り戻すために
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避難所の問題から福祉的視点の必要性を考える

「日本の避難所は、アフリカ・ソマリアの難民キャンプ以下」

• 『スフィア基準』（地域紛争による難民問題に対応するために作られた国際基準）

・避難所の居住空間は最低限一人当たり3.5平方メートル

・適切なプライバシーと安全が確保され、覆いがある

・最適な快適温度、換気と保護を提供する

・トイレの数は男女比で1：3を推奨（女性は生理や排泄の仕方の違いで時間がかかるため）

・トイレ1つにつき最大20名（初期は50名） 等の基準 に達しない日本の避難所

「寝返りを打つのも難しいような狭いスペース」
「プライバシーがない中で女性は着替えることもままならない」
「トイレは汚くて悪臭がひどく、並ぶ。行かずに済むように、飲み食いを極力抑える」
「車中泊を選ぶしかなく、身体を伸ばして寝ることもできない日々が続いている」 等

⇒ 脱水症状、熱中症、感染症、生活不活発病（エコノミー症候群）等につながっていく
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避難所における様々な課題

マスコミ・取材対
応の問題

〔衛生上の問題〕〔集団生活の問題〕〔不安〕

トイレの衛生面、
使いづらさ

ゴミや埃の対
応

感染症の発生

生活・食事・
就寝が同じ空
間

快適な温度を
保つことの難
しさ

プライバシーの
確保

救援物資分配、
個人所有物持
込に付随する
トラブル

盗難/治安
の問題

うわさや偏見によ
るトラブルペットの持

込

どの情報が最新なの
かわからないことか
らの混乱

避難所運営のイニ
シアチブ問題

来訪者（人捜し、
ボランティア）へ
の対応

アレルギー等配
給食事の問題

福祉的援助を
必要とする方
への配慮

健康の維持をどう行うか
（生活不活発病対策）

女性への配
慮
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指定避難所以外の場所や車中泊が増える
・余震が不安で、建物の中にいられない

・プライバシーが守れない状況が辛い

・人の大勢いる避難所での感染症への不安

・仕事の関係で時間が早い・遅いがあり、周辺への気遣いから

・小さな子ども、発達障害の家族等、周りの目が気になって

・自営業・農業など、離れることができない

車中泊の問題点
・温度の調節が困難（エアコンをつけ続けられない）
・足が伸ばせない（エコノミー症候群に）
・物資や食事の配布（指定避難所における）に合わせることが難しい
・避難所にいないことを理由に、配布対象とされない
・停める場所の確保が難しい（一度移動すると戻ると場所がなくなっている）
・各種支援情報の入手が困難
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問題のある避難所
• 避難所は仕切りがなく、生活スペースが1人1畳程度しかない

• 床に毛布を敷いただけの寝床なので、腰痛や背部痛を訴える人が多い

• 被災者が寝起きする横まで土足のため不衛生

• 通路の埃やごみが舞って避難者が吸いこんでしまう環境

• ペットと避難している人への対応ができていない

• 食事が菓子パンとコンビニおにぎりばかりが続いている

• 支援物資が集積所から避難所への配給が遅れる（届かない）

• 避難所内でのルールがうまく周知されていない

• 避難所の情報掲示が最新状態に更新されず混乱を生んでいる

• 高齢者、女性、妊産婦、子どもへのケアや配慮が不十分

• 避難所での指揮命令系統が明確でない 等

劣悪な避難所環境が、
「災害関連死」や災害
弱者やマイノリティの
方が避難できないとい
う事態を生む
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• プライバシー保護の間仕切り設備

• ダンボールベッドの導入

• 暑さ対策としてエアコン、扇風機など

• トイレ環境の改善（履き物を居住スペースと分ける、汚物処理のルー
ル決め、手洗い環境の確保、掃除当番決め…等）

• 福祉避難所あるいは一般避難所の福祉スペースの設置
（福祉的支援が必要な高齢者・障害者等への対応）

• 役割分担を決めること〔運営本部・名簿受付係・トイレ係・用配慮者支
援係・敷地内導線誘導係・食料物資係…等〕

解決すべき避難所課題
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• 被災地に入ると、「良い避難所」と「劣悪な避難所」が明確に分かれてい
ることを目にする

• ハードの良し悪しだけではなく、むしろ中身（ソフト）部分で避難所の良し
悪しが決まる

• 良い避難所は、環境が良い（清潔、悪臭がない、ものが散乱していない、秩序が

ある、禁止事項ばかりが張り出されていない）上に、挨拶があり笑顔が多いと
いうように、明らかに雰囲気が良い

• 良い避難所の条件
避難者自身の主体性のある運営がなされている
被災者の多様性に配慮した運営がなされている
多数の住民が合議しながら協働して運営されている
情報の風通しがよい

避難所の格差問題
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（3）緊急期における福祉支援体制
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災害時の福祉支援体制整備に
向けたガイドライン

• 東日本大震災以降、災害福祉広域支援ネットワークの構築が、厚生労働省主導で進
められてきた

• 各都道府県では、福祉専門職による災害時の支援にあたる職員の育成とネットワー
クの構築が徐々に始まってきた

• 平成28年の熊本地震、平成29年の九州北部豪雨でも、支援活動が始まり、議論が進
み、ネットワークを設置した都道府県の数も大幅に増えた

• 平成30年5月、厚生労働省社会･援護局長通知で、ガイドラインが発出された

• 平成30年7月豪雨の際には、岡山県DWATが受け皿となり、岩手県・京都府・静岡
県・群馬県・青森県のそれぞれの災害福祉広域支援ネットワークから支援者が公費
により派遣され、岡山県倉敷市の中での支援にあたった

• 令和元年東日本台風では、被災地長野県には群馬DWATが避難所開設中、最後まで
寄り添っての支援を実施した

（平成30年5月31日厚生労働省社会･援護局長通知）
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2021年1月厚生労働省部局長会議資料より 30



DWATに求められる活動内容

• （医療のスクリーニング後の）福祉避難所（福祉スペース）への誘導

• 要配慮者へのアセスメント（保健師等別の専門職との重複に注意）

• 避難生活における日常生活への支援

• 相談支援

• 避難所の環境整備 等

これらについて、地元主体を基本原則に
避難所で活動する他分野の支援者との連携の上で

支援を行うことが求められる

31



• 災害時福祉専門職系
• 災害派遣福祉チーム（DWAT/DCAT）
• 災害福祉広域支援ネットワーク・サンダーバード

• 福祉防災コミュニティ協会

• 全国災害福祉支援連絡協議会準備会（災福協）

• 平時からの福祉専門職系
• 日本社会福祉士会（JACSW）

• 日本医療社会福祉協会（JASWHS）

• 日本介護福祉士会（JACCW）

• 日本精神保健福祉士協会(JAPSW)

• 日本相談支援専門員協会（NSK）

• 日本介護支援専門員協会(JCMA)

• 日本ソーシャルワーク教育学校連盟（ソ教連）

• 全国コミュニティライフサポートセンター（CLC）

• 全国民生委員児童委員連合会

• 全国社会福祉法人経営者協議会

• 全国老人福祉施設協議会（JS）

• 全国ホームヘルパー協議会

• 日本知的障害者福祉協会（JAID）

支援者の数（絶対量）が被災地に足
りていない現状
これら同業者専門職組織間の顔の見
える関係は十分とはいえない
加えて分野を超えた連携もこれから
の課題といえる
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福祉分野の災害時の被災地支援



他にも多様な災害支援組織・専門職組織が被災地では活動しています

• 災害支援全般全国ネット
• 災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（支援P）
• 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）
• 震災がつなぐ全国ネットワーク
• 東日本大震災全国ネットワーク(JCN）

• 災害支援専門家系
• 緊急災害対策チーム（BERT）
• 宗教者災害支援連絡会（宗援連）
• 情報支援レスキュー隊（ITDART）
• 日本社会情報学会災害情報支援チーム（JSIS-BJK）
• 日本青年会議所災害支援ネットワーク(JC災害支援ネットワーク)

• 省庁系
• 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）
• 事件現場医療派遣チーム（警視庁ＩＭＡＴ）
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• 災害時医療専門職系
• 災害派遣医療チーム（DMAT）

• 急性期災害リハビリテーションチーム（DART）

• 日本医師会災害医療チーム（JMAT）

• 災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）/ 健康管理支援チーム（保健師チーム）

• ディモート（DMORT）

• 災害派遣精神医療チーム（DPAT）

• 日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）

• 大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会（JRAT）

• 緊急被ばく医療支援チーム（REMAT）

• 徳洲会災害医療救援隊（TMAT）

• 災害派遣獣医療チーム（VMAT）

• 民医連災害支援チーム（MMAT）

• 全日本病院協会災害時医療支援活動班（AMAT）

• 災害支援ナース

• 全国訪問ボランティアナースの会 キャンナス

• 災害歯科保健医療チーム

• 災害医療支援薬剤師

• 平時からの医療専門職系
• 日本看護協会(JNA)

• 日本公衆衛生協会（JPHA）

• 日本赤十字社・・・

34

被災地では様々な専門
家と場面を共にするこ
とが。
どのような方がどのよ
うな看板を背負って被
災地入りしているか、
事前に知ることの意味
は大きい。

医療・保健といった近接領域との
連携の場面が多い



（2019年5月22日）「被災地に対する社協ネットワークの役割と支援の提案／全社
協・地域福祉推進委員会」をもとに、長野県社協で加筆修正したものに加筆

地元社会福祉法人の地域公
益活動のネットワーク等

この期間が
非常に長い
ものとなる

長期的・多面的なか
たちで、生活再建へ
の支援に社会福祉
協議会が関わるこ
とが今後標準化さ
れることが見込ま
れる
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（4）緊急復旧期以降の福祉支援の必要性
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（2019年5月22日）「被災地に対する社協ネットワークの役割と支援の提案／全社
協・地域福祉推進委員会」をもとに、長野県社協で加筆修正

長期的・多面的なか
たちで、生活再建へ
の支援に関わる社
会福祉協議会への
支援の引継を意識
する必要性
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地元社会福祉法人の地域公
益活動のネットワーク等



生活支援相談員設置に至る経緯
1995年 阪神・淡路大震災
「生活援助員（LSA：Life Support Adviser）」という名称で活動。

応急仮設住宅の高齢者・障害者世帯の見守りを福祉専門職が実施

2004年 中越大震災
「生活支援相談員」の名称で配置
長岡市、小千谷市、十日町市、川口町、山古志村の各社協各所3名。
2004年度は緊急雇用創出特別基金事業から、2005～09年度は新潟県中越大震災復興基金事業から雇用。

2011年 東日本大震災
復興庁の設置、生活支援相談員配置の予算化
2011年、岩手県内を例にとると、16市町村社協に185名、県社協に17名。2020年3月末、115名と4名が継続。
2011～14年は緊急雇用創出事業臨時特例基金・「絆」事業の地域コミュニティ復興支援事業、2015年～復興特別会計・被災者見守り・相談支
援事業から雇用。

2016年 熊本地震
「地域支え合いセンター」の設置が定められ、受託した各市町村社協等で雇用。
2017年4月、16市町村社協に約370名、県社協に12名。
生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱に位置づけ：地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり等事業。

38



令和3年3月厚生労働省社会･援護局関係主管課長会議資料より 39



令和3年3月厚生労働省社会･援護局関係主管課長会議資料より 40



生活支援相談員の役割
三つの職務
① 「ニーズ把握」発見・気づく役割（全戸訪問）
② 「個別支援」一人ひとりの要援助者への支援（訪問活動）
③ 「地域支援」住民のつながり、助け合いの活動の支援を行う（コミュニティ形成活動）

活動の種類
見守り活動（健康面・精神面・日常生活・話相手…）
福祉サービスや各種生活支援サービスの利用援助
資金の相談（生活福祉資金等）
社会参加支援（サロンや行事）
消費者被害等から守る

専門職や関係機関との連携
既存のサービスを優先的に活用
介護保険サービス（地域包括支援センター）、障害福祉サービス、日常生活自立支援事業制度サー
ビス、ボランティアセンター、民生委員・児童委員等

被災者を支えるための
ソーシャルワークが

求められる
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支え合いセンター/復興支援センターの支援

借り上げ仮設
（市内・市外） 公営住宅在宅避難 建設仮設

生活支援相談員による見守り・相談支援
現況の調査、見守り・巡回、専門機関へのつなぎ等

統括生活支援相談員による支援

被
災
市
町
村

県
相談員への研修、連絡会議開催、専門職・アドバイザー派遣等
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岡山県くらし復興サポートセンターHPより

平成30年7月豪雨

岡山県内主要被災地
（2市）における生活
支援相談の現状
（被災後3年目）
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復興期の課題

• 大きくは、住宅再建のこと、健康面のことの2つに支援が必要な状況

• 住宅再建に関係する専門家や専門機関、業者との連携が欠かせない

• 日常生活の大きな変化から健康面に問題
（身体機能低下、心理的精神的負担増）
⇒医療･介護･福祉の専門機関・専門職の支援が必要に

• 被災度合いの違い、生活再建力の違いから、住民間の格差が広がって
くる（住民間の分断への危惧）

復興期の被災者支援は、「重層的支援体制整備事業」「生活支援体制整備事業」
「生活困窮者自立支援事業」といった、多機関協働による包括的な支援を行うス
キームの「災害時モード」ともいえるもの。社協が被災者支援に長くにわたって
関わっていく流れとなってきたのは、ここに理由がある。
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（5）コロナ禍における被災者支援の変化
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• 7月3日に被災

• 7月6日先遣隊（事務局）が状況把握

• 7月7日から第1クール開始

• 社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員等の混成チーム

• 8月31日の第14クールまで

• 派遣人数延べ262人（うち事務局47人/日）

• 派遣先は3つの避難所（これがすべて）

• ニューフジヤホテル（7/6～19）、ウオミサキホテル（7/20～
8/6）と金城館（7/20～8/31）

静岡DWAT（2021年熱海土砂災害）での活動
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47210708 ニューフジヤホテル



静岡DWAT コロナ禍での活動注意点

• 活動場所の専門家によるチェック

• 除菌スプレーの活用

• 支援者の詰め所の換気の徹底

• 黙食の徹底

• ワクチン2回接種OR毎朝の抗原検査
（途中から保健所の指導により）
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静岡DWAT 主な活動と特徴

• 健康体操の実施（7/13～ 1日２回。部屋への引きこもり対策の
一環）

• 福祉なんでも相談（８/１～）

• ダンボールベッドの設置（金城館にて。JRATとともに）

• 地域支え合いセンターへのつなぎ（移行に向けた打ち合わせや、
避難所支援者間での地域支え合いセンター説明会など）

• 保健医療チームとの連携も密に行った
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コロナ禍で変わったこと

多勢の人が集まる（密になる）ことを避ける方式を採用

避難所における厳格な感染防止対策

県外からの応援を躊躇する（近隣での支援に留める）方向が強まる

オンラインを使っての、被災地と県域との情報共有が円滑に効率よく行わ
れるように

ボランティア保険はネットによる加入を推奨

ボランティアの事前登録制、個人のス
マートフォンを使ったQRコード受付

場合によっては不特定多数のボラ
ンティアの関わりを避けることも

より一層、地域での支援者やボラン
ティアの育成が求められるように

ZOOMによる情報共有会議、短時
間のミーティング

ボランティア保険料は活動参加者
負担に統一
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（6）平時の体制作り、チーム作りの重要性
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平時に取り組んでおくことのポイント

登録チーム員が研修受講からトーンダウンしないための工夫
・研修は一度きりでなく、断続的なフォローアップの重要性

他の分野の支援者への相互理解の促進
・保健・医療分野をはじめ、災害ボランティア/NPOなど、被災地で
連携する可能性がある関係者について、理解を深める
・場合によっては、他分野の研修会に参加するなど

チーム員の中のリーダー層の育成に取り組んでおくこと
・全員が並列な関係では仕組みは動かない
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チーム員自身の自発的学びの場を用意すること
・チーム員でテーマ別、分野別などでの学習会
・役割分担別（ロジスティックス役、コーディネーター役など）の勉
強会など
・チーム員主導が望ましい

災害時に連絡調整・引継・情報共有を行うツールに使い慣れておく
・情報共有ツールとして、Facebook/messengerなどを用いて、日
常的な情報交換、発信・受信に慣れておく
・それによりチーム員同士の横の繫がりができていく

平時に取り組んでおくことのポイント
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登録前基礎研修
（検討会）

ブラッシュアップ研修

課題解決ワーキング

ぐんまDWAT先遣隊

①広報･情報発信に関する検討委員会
②平時の活動調査･研究委員会
③研修･企画に関する検討委員会

①避難所派遣シミュレーション
②避難所アセスメント訓練
③多様な団体との連携･協働について
④災害時の生活を支える法制度等
⑤避難所における感染症対策 等

①災害派遣福祉チームの活動について
②避難所･避難生活を支えるために
③災害時に求められる様々な福祉支援活動
④運営支援者に求められる者

……
災害派遣福祉チームの派遣に関する協定締結後、災害福祉
支援NW構成団体より推薦されたメンバーで組成し、4名の
外部アドバイザーの協力により組織化。

★『チーム員養成カリキュラム』を作成

機能強化の取り組み

①コーディネート機能に関する検討会
②専門性向上のための研究会

（高齢者、障害者、子ども･女性の3分野）
③ロジスティクス機能に関する検討会

A

B

C

D

長野の経験

岡山の経験
～ チーム員主体で検討･協議する機会 ～

※先遣隊＋活動派遣者等で組織化
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広報・情報発信に
関する検討委員会

ぐんまDWAT
課題解決ワーキング

①平時の活動に関する調査
②群馬県総合防災訓練の企画
③保健所単位の訓練･研修等の調整

①広報活動用パンフレットの作成
②活動ビブスのデザイン
③SNS等を活用した情報発信の検討
④マスコミ等への広報活動 等

……

西日本豪雨（岡山県）での活動経験を基に、チーム活動強化の
ために、必要な取り組みや見直し等を行うため、先遣隊の中に
3つの委員会を設置し、課題検討を行う体制を導入（*振り返り
会議の総括）。

①研修カリキュラムに関する検討
②登録・養成研修の企画運営
③ブラッシュアップ研修の企画運営

Ⅰ

平時の活動調査・
研究委員会

Ⅱ

研修・企画に関する
検討委員会

Ⅲ
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コーディネート機能に
関する検討会

ぐんまDWAT
機能強化の取り組み

①高齢者支援
②障害者支援
③子ども･女性支援

①保健･医療分野との連携体制整備
②ボランティア･NPO等の多様な団体との連携
③社協を中心とした地元組織との連携
④士業等との連携･協働体制の整備

……
西日本豪雨（岡山県）、令和元年東日本台風（長野県）での
活動経験を基に、チーム機能強化のために、先遣隊だけでなく、
実際の活動経験者を中心に検討会や研究会を組成。

★先遣隊＋活動派遣者で構成

①情報発信に関するスキルの標準化
②避難所MAPの作成･更新スキルの標準化
③後方支援チームの役割検討 等

Ⅰ

専門性向上ための
研究会

Ⅱ

ロジスティクス機能に
関する検討会

Ⅲ

★調整班での活動経験者を中心に組成
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（２）平時の取り組み・派遣活動実績

●平時の取り組み

①研修活動
・登録研修（１日）
・養成研修（２日間）
・スキルアップ研修
・先遣隊ブラッシュアップ研修
※その他（医療分野、保健分野と連携した研修）

②訓練
・県総合防災訓練（県域）
・避難所運営訓練（保健所・保健福祉事務所圏域）
・派遣シミュレーション（チーム単位）

③委員会等活動
・広報･情報発信に関する検討委員会
・平時の活動調査･研究委員会
・研修･企画に関する検討委員会
・専門性向上のための研究会（①高齢者、②障害者、③子ども･女性）
・コーディネート機能に関する検討会
・ロジスティクス機能に関する検討会

ぐんまDWAT資料より
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（7）平時の活動に+αとして必要な災害時の視点とは

58



59

その通りではありますが、災害時には平時とは異なって求められる
ポイントがあります。

平時の取り組みを災害時に活かす
専門性を支援に活かす ・・・・

支援の三原則を意識すること
外部支援者としての姿勢
スピード感と情報量の違い（情報共有について）

平時のほっとかへんネット
活動に＋αで必要な視点



支援の三原則

「被災者中心・地元主体・協働」

を考える
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61

被災者中心
に立ち返る

専門職として支援
できることを追求
したい、専門性を
活かした支援をし
たい…

の落とし穴

• 混乱の真っ最中である被災直後は、避難所を含む被災地すべてが
混乱の最中にある

• 避難所の中で不足することやニーズは緊急を要し、少しでも人手
が欲しい状況がある

• 避難所等で会う被災地の行政や社協（その職員）は、自身が被災
している中での地元支援者である事実

• SOSは被災地から出ない。被災者もSOSは上手に出せない

必ずしも、支援に入ったタイミングが福祉専門職としての役割が求
められる場面であるとは限らない
外部支援者は「いま、そこで求められる支援（ニーズ）」にまず対
応するのが役割と心得る
「こんなことをするために支援にきたのではない」は支援者目線の
発言。「こんなこと」も必要な場面がある。
何のため、誰のための支援なのか。すべては被災者のために。「被
災者中心」の原則を忘れない。
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地元主体の
支援を
今一度考える

災害により、災害以前からの地域課題が可視化される
それらの課題に向き合えるのは地元の人だけ（その人たちを支える

のが外部支援者）

長期的に被災者を支えることを見据えた持続可能な支援

被災地に「あるべき論」や過去の被災地との比較は不要
地元には地元のこれまでの文脈・関係性・文化背景がある
過去の災害VCとのアプローチの違いには“事情”があると思うこと
「提案」の丸投げ、課題の「掘り起こし→置き去り」は御法度

被災者（地元・住民）をエンパワメントする、自立を促す支援
を意識していく

避難所の運営主体は、「避難者自身」であることを忘れない

支え合いの地域を再建するための関係づくり

支援過多の依存状態、突き放した自己責任論ではない自立支援

(緊急期後)その支援は地元の役割や生業を阻害していないか



なぜ「協働」が必要なのか

• 被災された方々の抱える課題（生活課題）を様々な社会資源（リソース）を投
入して解決を図る

• 被災によりダメージを受けた地域コミュニティ、あるいは仮設住宅での生活と
いう新たなコミュニティの中での地域課題と向き合っていく

• これらを実現するためには、多様な主体と「役割分担」をすることで、支援の
幅を拡げること

被災者に提供できる「支援の幅と可能性を広げる」ために

「協働」：共通目標に基づく複数の個人や集団が、それぞれのもつ制約を超えて目標を実現するために、共
同活動における役割分担を明確にし、相互に他者への協力と、時には批判的緊張関係をも含みながらて進め
ていく活動のあり方（社会福祉辞典より抜粋）
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その構成員が「対等」に「主体性をもって」動く協働体制となっている
かどうか（事務局 VS 構成員になっていないか）。

それぞれの役割を議論し、コンセンサスを得る作業を行っているか。

文章に落としきれない様々な災害時に遭遇する事態に、互いに話し
合って進められる関係を築けているか(信頼関係の構築）。

「マニュアル」「協定」は、『考え方ガイド』であるべき。
動きを規制するもの（手順書等）であってはいけない。

協働するには、まずは「相手を知る」こと、次に自分を知ってもらうこ
と。

多岐にわたる被災者ニーズに対応するには、多様な分野が協働し、連
携して協力する他に解決する方法はない（ひとつの分野でできることは
限られる）

あらためて協
働とは

協定締結、連絡
会議等協議体
の結成、マニュ
アル策定を平時
に取り組むのは
良いが・・・



被災地の地元支援者の苦悩

• 被災した地方自治体の職員（避難所にも従事）、保健師（避難所などに従事）、災害
ボランティアセンターを運営している社会福祉協議会の職員の多くは、大なり小なり
自ら被災して避難生活をしながらも、不眠不休の緊急支援を続けている状況があると
いう事実

• にもかかわらず、苛立つ住民から罵声を浴びることを甘んじなければならない

• 行政に「上げ膳据え膳」を要求する住民も。避難所の運営主体は被災者・住民自身で
あるという大前提を忘れてはならない

• 最悪は、自分は帰る場所のある外部支援者が、被災地の支援関係者にあるべき論やプ
レッシャーをかける発言を行うこと

災害支援の最後の決め手は、「想像力」と「判断力」です
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兵庫県が誇る「ほっとかへんネット」の平時
からのネットワークを存分に活かして、
災害時のDWATによる支援体制を充実さ
せていきましょう！

少しでも災害関連死をなくす
（亡くならなくてよい命を救う）

ために…
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https://www.officesonozaki.net/

Facebookのアカウントがある方は、ぜひつながりましょう！
@shuji.sonozaki  (『園崎 秀治』で検索できます。メッセージ付で友達申請くだされば嬉しいです)

“オフィス園崎”
として活動して

います

• 2021年、より柔軟により積極的に、全国各地の防災・減災活
動支援、被災地支援に貢献するために独立。

• 被災地支援の三原則『被災者中心・地元主体・協働』を旨と
する「 OfficeSONOZAKI（オフィス園崎）」として活動を開始
しました。

• これまで自分の眼で直接見て支援に関わってきた災害・被災
地の実際をふまえて、現実的で実効性のある防災・減災、災
害支援体制の構築をめざします。
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