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常総市の被災状況と
常総市社協の取り組み

常総市社会福祉協議会
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本日お話させていただくこと

・常総市及び常総市社協の概要

・水害による被災状況

・常総市社協の取り組み

・最後に…災害から学んだこと
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常総市プロフィール

位 置

茨城県の南西部（都心から約55㌔）

南北約２０㌔、東西約１０㌔、

面積約１２３平方km

市の中央に鬼怒川、東側に小貝川、

東部は低地部、西部は丘陵地

人 口 60,461人（30.4.1）

世帯数 21,451世帯（30.4.1）

高齢化率 27.7％（29.9月末）

交 通 南北に国道294号、

東西に354号

南北に関東鉄道常総線

千姫ちゃま
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事務局次長

常総市社協の概要
事務局長

生活支援係 地域支援係 総務係 介護係

心身障害者福祉センター

児童デイサービスセンター

障がい者相談支援センター

水海道児童センター

三坂児童館

支部社協

V・市民活動センター

共同募金

福祉教育

お食事会

V連協事務局

ｼｸ連事務局 など

日常生活自立支援事業

住民参加型

在宅福祉サービス

生活福祉資金 など

法人運営業務

経理 予算・決算

広報

人事・福利厚生

社協会費

予約型乗合交通 など

介護保険事業所

訪問介護

障害福祉サービス

居宅介護支援

区分 人数
一般職 18
福祉専門職 12
臨時・嘱託 17
パート 10

合計 57
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浸水地域 約４０平方km
（市面積 約１２３平方km）

※最大東西約４km、南北約１８km

若宮戸溢水

三坂堤防決壊

水害の被害状況
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若宮戸地区
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三坂地区
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三坂地区
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大生地区

五箇地区
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水海道地区
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住宅被害(H28.9.9現在）

区分 件数

全壊 53
大規模半壊 1,581
半壊 3,484
床上浸水 165
床下浸水 3,084

区分 人数

死者 8
重症 3
中等症 21
軽傷 20

人的被害(H28.12.31現在）

区分 被災当初（9/11現在）

電気
冠水地域停電
（11,300世帯）

水道 11,800世帯

電話 約5,000回線不通

道路
国道294・354号線

主要幹線全線通行止め

鉄道 関東鉄道常総線運休

ライフラインの被害

区分 人数

ヘリコプターによる救助 1,339
地上部隊による救助 2,919

救助

区分 被災当初（9/11現在） 復旧まで

電気
冠水地域停電
（11,300世帯）

1日～7日

水道 11,800世帯
1～2週間

井戸水半年

電話 約5,000回線不通 １～４日

道路
国道294・354号線

主要幹線全線通行止
三坂地区
12/8開通

鉄道 関東鉄道常総線運休 1か月
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避難者

避難場所
被災当初（９/１１）現在

設置個所数 避難者数

市内 26箇所 4,501人

市外 13箇所 1,722人

合計 39箇所 6,223人

避難所避難者

避難指示対象者

１万１２３０世帯 ３万１３９８人

※アンケートでは約２００か所へ１万人以上の方が避難していた

29年12⽉で、⾒なし仮設住宅での避難⽣活者はゼロに
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被災者が主に困ったこと（発災直後）
どう出すか（量、大きさ、人手等）

どこに、どう運ぶか（場所、車両等）

漂流物、不法投棄が多数

食料、水、トイレ、寝るところなどの確保

（どこに避難してよいか）

ライフライン（水、電気、電話、道路等）

支援情報（避難所、ゴミ置き場、罹災証明等）

はどうするのか（やり方が分らない）

のレッカーによる移動と廃車手続き

何もやる気が起きない

車

消毒、床下

情報収集

衣食住

災害ゴミ

その他
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◆フェーズに応じた災害対応

◆避難所の設置・運営

◆災害ボランティアセンターの設置・運営

常総市社協の取り組み
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フェーズに応じた災害対応
10/5 12/1 4/1

ボラセンの変遷

②被災世帯訪問活動

③地域交流の場づくり支援
Ｖ受入方式 週末型

災害フェーズ 復旧期 復興期
市町村社協応援職員 11/30まで

関ブロ応援社協職員 11/15まで

心障協 11/15まで

外部ボラ

安否確認

生活支援系サービス

障害者施設・児童施設 11/初～児童施設再開

サロン活動、支部活動

ボラ連・シク連事業ほか 10/13～予約型乗合交通事業再開 1/中〜再開

共同募金・講座・役員会等 共募、講座、イベント等、年度内中止 10/29理事会、11/5評議員会

全員避難所対応

主な活動

通
常
業
務
の
復
旧

その他
●市のライフライン不通、
社協に問い合わせ殺到

災
害
ボ
ラ
設
置
運
営

10/5～災害ＶＣ移転社協敷地内へプレハブ
　　10/12社協職員間の話し合い

●県共募に活動拠点
　事務所支援資金申請

主なスタッフ

9/10～27 社協職員が24時間体制（3交代で対応）　9/28～12月市職員2名が交代で対応

介護保険サービス、日常生活自立支援事業、生活支援系サービス等利用者状況に合わせ再開

活動できる地域で順次再開

避難所設置・運営

9/11〜VCと避難所に別れ対応
生活支援系S担当は利用者Sの調整

10/初〜施設、介護以外の職員
VCをやりながら担当業務も

支えあいC担当職員６名（通常事業兼務）
それ以外は通常事業（VC土日交代出勤）職員体制

生活支援係新設（相談員６名）
ボラ活動は土日交代出勤で対応

9/10 9/13 11/16

準備期 災害ＶＣ 地域支えあいセンター

主な活動

①災害Ｖ受入れ、活動紹介

Ｖ方式

10/初～障害者施設再開

毎日型 募集型 事前登録型

緊急期
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避難所の設置・運営

●９/１０市から、社協事務所での避難者受け入れと社協職員での避難所運営

の依頼がある。

※社協事務所は指定避難所ではなかった。→災害備蓄品なし（毛布、水等）

●９/２７まで社協職員が３交代で単独運営 ※９/２８～１２月まで市で運営

●避難者人数 最大約１５０名

●毎日の業務

・避難者名簿作成・受付、リスト更新

・炊き出し団体、支援物資等の調整

・避難所運営ボラの確保・調整

・避難者にニーズの聞き取りと現状確認

・トイレ掃除、消毒、水補給

・トイレ介助、眠れない方への対応、傾聴 など
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避難所の様子 写真
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災害ボラセンの設置・運営
①災害復旧ボランティアの受け入れ、活動紹介

延べ活動人数 ３６，３５９人

延べ活動件数 ５，５６４件 （２８/１２/９現在）

※１日最大３，１００人以上の受け入れ

※当センター以外にも多数のボランティアが活動

②被災世帯訪問活動

延べ訪問件数 ９，９０４件 （２９/２/２８現在）

訪問者 １０月～３月 社協職員、ボランティア

２８/４月～ 生活支援相談員６名（市委託）

※水害による困りごと＋以前からの困りごと＝水害以降の生活課題

※社協、ボラで解決できないことを関係各所と連携し対応

③地域交流の場づくり支援（サロン立ち上げ、運営支援）

地域の状況に合わせ、今後、地域で自主運営できるように支援

（主催～助成、アドバイスまでかかわり方は様々）
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最後に・・・災害から学んだこと
①「何を、どのように、どうすれば・・・」から始まった。【避難所】

運営マニュアルはない、物資もない、さぁどうしよう？

避難者応対

電話応対と来客者対応

合言葉は☞どうせやるなら「ここの避難所でよかった」と言ってもらおう！

②災害から知った組織や団体

災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（略称：支援Ｐ）

災害支援団体やＮＰＯ団体の協力

③何のために、誰のための・・・支援なのか？

『人』 『モノ』 『情報』 が、一斉に飛び交う

立場と役割の責務
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ご清聴ありがとうございました。

常総市社会福祉協議会

千姫ちゃま
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