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はじめに 

 兵庫県で阪神淡路大震災後も、石川県能登沖地震や新潟中越地震、そ 

して東日本大震災、熊本地震と忘れられない地震が起こっています。ま 

た、自然災害は地震だけではなく、近年豪雨災害も頻繁に起こってお 

り、災害が日常と隣り合わせです。 

阪神淡路大震災後に生まれた子どもがすでに成人式を終える時代とな 

り、経験したことのない方々が増えることで、災害時の対応が忘れ去ら 

れることを多くの経験者が危惧しています。  

そこで、経験者の知恵や研究成果等を踏まえ、助産師の活動をマニュ 

アルとして残していくことは、助産師にとって母子や女性の命を守って 

いくために不可欠です。兵庫県助産師会は H26 年に、「兵庫県助産師会 

災害支援マニュアル」を作成し、組織体制や緊急連絡方法などの取り決 

めを行ってきました。今回、近年の特徴的な災害への対応や、新たな避 

難手段など SNS等の発展などにより、このマニュアルを改訂することと 

なりました。 

災害時助産師は、自分の身を守り、共に助け合い、母子や女性の家族 

を守るという使命があります（自助、共助、公助）。そのための行動を 

会員が自律的に行えるために、日頃らから備え、発災時の動きなど会員 

が理解しておくことの手引きとしてこのマニュアルは作成しています。 

「天災は忘れた頃にやってくる」と言われますが、最近は忘れない頃に 

もやってきています。会員の皆様には、このマニュアルを熟読し、助産 

師の役割を遂行いただきたいと切に願います。 

 

一般社団法人 兵庫県助産師会 

災害対策委員会 担当理事 高田 昌代 
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Ⅰ. 災害時の情報収集と情報提供 

1. 発災時の会員の安否確認及び被災状況報告 

発災時には、その被害の大きさや範囲を鑑み、会長の判断によって、 

会員の安否確認のための一斉メールを、会長が配信する。会員は、受け 

取った一斉メールに記載されている「災害時返信用メールアドレス」に 

安否並びに被災時の状況を報告する。 

一斉メールが届かない会員には、各部会長が事前に把握している会 

 員の希望する方法にて、安否を確認する。確認後、災害時専用アドレス 

に、報告を行う。 

但し、会長に難があった場合には副会長が、各部会長に難があった場 

 合には災害対策担当理事が役割を代行する。 

 

               会員情報報告 

会 長           災害対策委員会 

 

               

                

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メール未登録会員 各部会長 

メール登録会員 

一斉メール配信 災害時専用メールアドレスに返信 
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メールでの報告内容は、 

① 件名：安否（無事・被災有・援助必要の有無）等を記載 

② 本文：会員氏名、可能であればメール返信時、希望する事柄、周り

の被災状況（建物の様子、交通、電気、水道などのライフラインの

使用ができるか等）を記載する。 

 

【メール返信用例文】 

From: 兵庫花子 ●●＠△△.com          

To:（返信専用のアドレス）mwhyogolifemail@gmail.com  

件名：無事です。                 

本文： 

○○部会、兵庫花子です。JR神戸駅前にいます。怪我はありません。

JR 神戸駅周辺の建物は倒壊ありません。電車は止まっています。 

 

 災害時返信用メールで返信された会員の情報は、災害対策委員会

委員が確認、集約、分析して、会長に報告する。 

 会長は、必要時に会員から得た被災状況を、会員に一斉メールで

情報提供する。 
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２. 発災後の災害に関する情報提供や情報収集が必要の連絡 

  災害に関する情報提供並びに、継続して会員から情報提供を必要

とする場合の連絡は、会長が会員へ一斉メール配信する。 

 

Ⅱ.  災害時における組織体制 

1. 災害対策室の設置 

兵庫県内において、自然災害（地震、風水害、土砂災害、豪雪等）

による被害が生じた場合、会長、理事、災害対策委員長が相談を行

い、被災状況に応じて災害対策室を設置する。 

2. 災害対策室の構成員 

      災害対策室の構成員は、会長、副会長、災害対策委員会担当理事、

災害対策委員長の 4 名とする。 

3. 災害対策室の設置場所 

災害対策室は、原則、兵庫県助産師会事務所とする。ただし、兵庫

県助産師会事務所の被災状況に応じて、会長＊が 2 次拠点の設置が

必要と判断した場合は、助産所管理者と相談して、他の施設に拠点

を置くことを考慮する。 

      ＊会長：会長の被災状況に応じて、2次拠点の設置場所の判断は、災害対策室の構 

成員が代役となる場合もある。  
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4. 災害対策室構成員の役割 

 1) 会長 

 会員の安否確認や、災害に関する情報収集、情報提供（被災状況

や会員の今後の活動、災害支援の要請等）を、一斉メールを用い

て情報配信＊を行う。 

＊情報配信：災害対策室設置の有無に関わらず実施できる。 

 「一般社団法人 兵庫県助産師会」として迅速な決定や指示が

必要な場合は、会長が行う。 

 兵庫県内における被災状況に応じて、近畿地区助産師会から支

援を受ける必要がある場合は、近隣の助産師会会長に必要な支

援を依頼する。  （H25.6 近畿地区災害対策委員会申し合わせ事項） 

 

２）副会長 

 日本助産師会、兵庫県、市区町村、その他関連機関との連携・情

報交換を行う。 

３）災害対策委員会理事及び委員長 

 災害対策委員会理事、委員長は、委員と共に、会員からの災害に

関する連絡メール（安否確認の返信、災害に関する情報提供、災

害支援の参加の可否の連絡等）の確認、集約、分析を行う。 
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 災害対策委員会で得られた会員の情報は、会長、災害対策室に報

告する。  

 

Ⅲ. 日常からの備え 

１.  事務局使用時の避難経路、「備え」グッズの確認 

   事務局入り口のドアに避難経路、備蓄品の置き場を記載している。 

２.  災害時支援マニュアルの常時携帯 

１）「助産師が行う 災害時支援マニュアル（2017 年改訂版）」 

        

東日本大震災、関東・東北豪雨、熊本地震などを反映した 

大幅な内容の改訂  

万が一災害に遭遇した際にすぐに役立つ内容 

A５版 80ページ 1,500円(税抜き) 日本助産師会出版 

 

２）「兵庫県助産師会 災害時支援マニュアル」（本誌） 

３. 自分自身の日常の備え 

参考になる情報サイトの紹介 

・地震イツモノート（jishin-itumo.com） 

・人と防災未来センター（dri-ne.jp） 

・KOBE 防災ポータルサイト（「SONAE to U?」） 

・「東京都防災」アプリ     ＊その他、災害情報サイトやアプリがある。
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４．被災時の連絡方法の確認 

・災害用伝言ダイヤル「１７１」（１７１をダイヤル） 

・災害用伝言版（携帯各社の公式メニューや専用アプリから） 

・災害用伝言版 web１７１（web１７１で検索） 

・SNS（Facebook、Twitter、LINE、Instagramなど） 

５. 日本助産師会災害ボランティアへの登録 

・日本助産師会ホームページ（www.midwife.or.jp）から登録で 

きます。登録は無料です。 

「日本助産師会」→「会員専用ページ」→「災害ボランティア登録」 

  ＊全国の助産師会から、災害時の情報提供の共有ができます。 

  ＊ボランティア保険が自動加入されます。 

6. 助産師会 災害用ビブスの活用 

・会員には、災害用ビブスを配布する。 

・会員は、退会時、事務局へ返却する。 

・災害支援時や研修時に「災害用ビブス」を着用する。 

＊災害用ビブスを着用することで、兵庫県助産師会の会員であるこ 

との証明となる 

  ＊研修時に、「災害用ビブス」を着用することで災害時に兵庫県助産 

師会の会員としての災害支援活動の広報を行う。 
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  ・関係機関連絡先一覧 

 

１）兵庫県内 

兵庫県庁 078－341－7711（代） 
神戸市役所 078－331－8181（代） 
神戸市 危機管理室 078－322－6232 
兵庫警察本部 078－341－7441（代） 

 

２）関連団体 

（社）日本助産師会 03－3866－3054（代） 
Fax：03－3866－3064 

（社）兵庫県助産師会 078－362－2737 
Fax：078－362－2737 

（社）兵庫県医師会 078－231－4114（代） 
Fax：078－231－8111 

（社）兵庫県歯科医師会 078－351－4181（代） 
Fax：078－351－6655 

（社）兵庫県薬剤師会 078－341－7585（代） 
（社）兵庫県看護協会 078－341－0190（代） 
日本赤十字社 兵庫県支部 078－241－9889（代） 

 

３）保健所 

神戸市保健所 保健課 078－322－6515 
東灘区役所 078－841－4131 
灘区役所 078－843－7001 
兵庫区役所 078－511－2111 
北区役所 078－593－1111 
長田区役所 078－579－2311 
垂水区役所 078－708－5151 
西区役所 078－929－0001 
尼崎市保健所 健康増進課 06－4869－3033 
西宮保健所 健康増進課 0798－26－3154 
姫路保健所 健康課 079－289－1641 
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伊丹健康福祉事務所 072－785－9437 
宝塚健康福祉事務所 0797－72－0054 
芦屋健康福祉事務所 0797－32－0707 
あかし保健所 健康推進室 078－918－5657 
加古川健康福祉事務所 0794－22－9292 
加東健康福祉事務所 0795－42－9446 
中播磨健康福祉事務所 0790－22－1234 
龍野健康福祉事務所 0791－63－5149 
赤穂健康福祉事務所 0791－43－2321 
豊岡健康福祉事務所 0796－26－3655 
新温泉健康福祉事務所 0796－82－3161 
朝来健康福祉事務所 079－672－6863 
丹波健康福祉事務所 0795－73－3776 
洲本健康福祉事務所 0799－26－2036 

 

４）兵庫県災害拠点病院 

 
地域 医療機関情報 電話番号 
神戸 神戸大学医学部附属病院 

神戸市中央区楠町 7-5-2 
(昼)078-382-5111 
(夜)078-382-6510 

神戸市立中央市民病院 
神戸市中央区港島南町 2-1-1 

(昼)078-302-4321 
(夜)078-302-4321 

神戸赤十字病院 
神戸市中央区脇浜海岸通 1-3-1 

(昼)078-241-9295 
(夜)078-241-9295  

兵庫県災害医療センター 
神戸市中央区脇浜海岸通 1-3-1 

(昼)078-241-3131 
(夜)078-241-3131  

阪神南 兵庫県立尼崎総合医療センター 
尼崎市東難波町 2-17-77 

(昼)06-6480-7000 
(夜)06-6480-7000  

兵庫医科大学病院  
西宮市武庫川町 1-1 

(昼)0798-45-6111 
(夜)0798-45-6111 

兵庫県立西宮病院  
西宮市六湛寺町 13-9 

(昼)0798-34-5151 
(夜)0798-34-5151  

阪神北 宝塚市立病院 
宝塚市小浜 4-5-1 

(昼)0797-87-1161 
(夜)0797-87-1161  

東播磨 兵庫県立加古川医療センター 
加古川市神野町神野 203 

(昼)079-497-7000 
(夜)079-497-7000 
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北播磨 西脇市立西脇病院 
西脇市下戸田 652-1 

(昼)0795-22-0111 
(夜)0795-22-0111  

中播磨 兵庫県立姫路循環器病センター  
姫路市西庄甲 520 

(昼)079-293-3131 
(夜)079-293-3131  

姫路赤十字病院 
姫路市下手野 1-12-1 

(昼)079-294-2251 
(夜)079-294-2251 

姫路医療センター 
姫路市本町 68 

(昼)079-225-3211 
(夜)079-225-3211  

西播磨 赤穂市民病院  
赤穂市中広 1090  

(昼)0791-43-3222 
(夜)0791-43-3222  

但馬 公立豊岡病院  
豊岡市戸牧 1094 

(昼)0796-22-6111 
(夜)0796-22-6111  

公立八鹿病院 
養父市八鹿町八鹿 1878-1 

(昼)079-662-5555 
(夜)079-662-5555 

丹波 兵庫県立柏原病院  
丹波市柏原町柏原 5208-1 

(昼)0795-72-0524 
(夜)0795-72-0524 

淡路 兵庫県立淡路医療センター 
洲本市塩屋 1-1-137 

(昼)0799-22-1200 
(夜)0799-23-2727（ 

 ＊兵庫県広域災害・救急医療情報システムより転用 2019 年 3 月 4 日 
  
 


