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地震などの災害時にも、平常時にも生かせる 

「気づき」と「実践力」を身につける新資格！ 

「  」資格取得講座 
～ 2011 年９月１日開講 ～ 

No.0001No.0001No.0001No.0001    

 社会貢献事業の環境を創造・支援する、一般財団法人社会貢献事業財団（東京都新宿区。代表

理事：畑中 稔）では、ＮＰＯ法人日本ケアフィットサービス協会（サービス介助士資格認定団体）、

ＮＰＯ法人シュアティ・マネジメント協会、防災ボランティア支援機構の協力により、平常時に

も地震などの災害時にも生かせる防災防災防災防災とととと介助介助介助介助のののの「「「「気気気気づきづきづきづき」」」」とととと「「「「実践力実践力実践力実践力」」」」をををを持持持持つつつつ人材育成人材育成人材育成人材育成のためののためののためののための

資格資格資格資格「「「「防災介助士防災介助士防災介助士防災介助士（（（（Suring CareSuring CareSuring CareSuring Care----FitterFitterFitterFitter）」）」）」）」のののの認定認定認定認定と、同資格取得のための「「「「防災介助士資格取得防災介助士資格取得防災介助士資格取得防災介助士資格取得

講座講座講座講座」」」」（総監修：目黒公郎 東京大学教授）を 2011201120112011 年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日にににに開始開始開始開始いたします。 

  

防災介助士(Suring Care-Fitter)とは、いつも人々 

が安心して暮らせるシュアティ(Surety)※に満ちた社 

会づくりに貢献する人々のための資格です。 

防災介助士は、防災防災防災防災のののの専門的専門的専門的専門的なななな知識知識知識知識・・・・方法方法方法方法と、高齢 

者・障がい者をはじめとする、すべての人々に対する 

「「「「おもてなしのおもてなしのおもてなしのおもてなしの心心心心」」」」とととと介助技術介助技術介助技術介助技術を、体験体験体験体験しながらしながらしながらしながら学学学学ぶぶぶぶ    

ことで、様々な状況下で適切に対応できる実践力を身 

につけます。 

 平常時平常時平常時平常時のみならずのみならずのみならずのみならず地震地震地震地震などのなどのなどのなどの災害時災害時災害時災害時をををを含含含含めためためためた多様多様多様多様なななな    

場面場面場面場面でででで活躍活躍活躍活躍できるできるできるできる、、、、企業企業企業企業やコミュニティのリーダーのやコミュニティのリーダーのやコミュニティのリーダーのやコミュニティのリーダーの    

育成育成育成育成にににに大大大大いにいにいにいに役立役立役立役立つつつつ資格資格資格資格です。    

《《《《本件本件本件本件にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先》》》》    

一般財団法人 社会貢献事業財団 防災介助士推進事業局（担当：向笠） 

所在地：〒162-0846 東京都新宿区市谷左内町５番地８ 

電話：03-3513-0966  FAX：03-3513-0967 

E-MAIL：contact@fsoco.org  URL：http://www.fsoco.org 

 

※シュアティ…近年の大規模化する自然災害や現代の社会的な要因による人為災害の連続、あるい

は米国の同時多発テロなどの発生などに対し、「平常時における信頼性」「異常時に

おける安全性」「テロなど人間の悪意に対するセキュリティ」を包括する概念として

米国サンディア国立研究所により提唱されました。 

 

 

このたびのこのたびのこのたびのこのたびの東北関東大震災東北関東大震災東北関東大震災東北関東大震災によりによりによりにより被災被災被災被災されたされたされたされた皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに、、、、心心心心よりおよりおよりおよりお見舞見舞見舞見舞いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

一日一日一日一日もももも早早早早くくくく復興復興復興復興されますようおされますようおされますようおされますようお祈祈祈祈りいたしますりいたしますりいたしますりいたします。。。。    

社会貢献事業財団社会貢献事業財団社会貢献事業財団社会貢献事業財団とととといたいたいたいたしましてもしましてもしましてもしましても、、、、復興支援活動復興支援活動復興支援活動復興支援活動をををを行行行行ってまいりますのでってまいりますのでってまいりますのでってまいりますので、、、、    

ごごごご協力協力協力協力のののの程程程程、、、、何卒宜何卒宜何卒宜何卒宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    
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■□■■□■■□■■□■    防災介助士防災介助士防災介助士防災介助士    資格取得講座資格取得講座資格取得講座資格取得講座のののの特色特色特色特色    ■□■■□■■□■■□■    
「「「「専門知識体系専門知識体系専門知識体系専門知識体系のののの習得習得習得習得」「」「」「」「実務経験実務経験実務経験実務経験のののの体得体得体得体得」「」「」「」「資質資質資質資質・・・・姿勢姿勢姿勢姿勢・・・・倫理観倫理観倫理観倫理観のののの会会会会得得得得」」」」の３つにより、地震などの災害時

にも、平常時にも、多様な状況に適切に対応できる「実践力」を養成します。 

●●●●専門知識体系専門知識体系専門知識体系専門知識体系のののの習得習得習得習得    

「防災」と「介助」およびその組み合わせである「防災介助」を体系的に学べるテキスト・映像教材を使用

し、専門性の高い知識を身につけます。 

●●●●実務経験実務経験実務経験実務経験のののの体体体体得得得得    

災害疑似体験、高齢者疑似体験などの体験型プログラムを通し、日常生活では経験することのできない「気

づき」を導き、平常時にも災害時にも主体的に活動するための経験を積みます。 

●●●●資質資質資質資質・・・・姿勢姿勢姿勢姿勢・・・・倫理観倫理観倫理観倫理観のののの会得会得会得会得    

講座を通してコミュニティや組織に対するリーダーシップ力を養うことにより、防災や介助の社会的価値

を実現するために求められる資質と姿勢、そして倫理感を会得します。 

    
 

■□■■□■■□■■□■    防災介助士防災介助士防災介助士防災介助士    資格取得講座資格取得講座資格取得講座資格取得講座のののの概要概要概要概要    ■□■■□■■□■■□■    
《《《《受講期間受講期間受講期間受講期間》》》》    

お申し込みから最長 12か月以内です（原則課題提出６か月以内、延長制度あり）。 

    

《《《《学習内容学習内容学習内容学習内容》》》》    

「シュアリング防災編」「サービス介助編」の２種類のテキストと映像教材（ＤＶＤ）による自宅学習を行い、

課題を提出します。 

課題合格後に２日間の実技教習を受講し、検定試験を受験します。 

※別途、社会貢献事業財団資格審査委員会の審査基準による、学習内容の一部免除規程があります。 

※一定の運動量を伴うカリキュラムがありますので、健康状態に不安のある方はお申し込み前にご相談くだ

さい。（妊娠中の方は受講できません） 

    

《《《《防災介助士認定証防災介助士認定証防災介助士認定証防災介助士認定証》》》》    

検定試験合格者は防災介助士の登録申請をします。申請には、消防署、日本赤十字社などが主催する救急

救命講習を受講した「救命技能認定証」が必要です。登録後に認定証が授与されます。 

（救急救命講習は、各実施機関に直接申し込んで別途受講してください） 

 

 

 

 

 

 

 

《《《《受講料受講料受講料受講料》》》》    

一般受講者（予定価格） ５７,７５０円（税込）    

※サービス介助士２級取得者など学習内容一部免除の方は、別途お問い合わせください。 

※防災介助士資格の登録有効期間は３年間です。有効期間内に別途定める資格継続規定に基づき 

更新登録要件を満たした後、更新手続きをすませてください(別途費用が必要となります）。 
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■□■■□■■□■■□■    受受受受講講講講のののの流流流流れれれれ    ■□■■□■■□■■□■    

 

    ※防災介助士取得講座受講開始～検定試験合格までの間に、消防署・日本赤十字社などが主催する救急救命講習を 

受講してください。 

「救命技能認定証」を添えて防災介助士登録申請し、登録後に防災介助士認定状・認定証が授与されます。 
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○○○○    テテテテキストのキストのキストのキストの主主主主なななな内容内容内容内容        ○○○○    
    

【【【【シュアリングシュアリングシュアリングシュアリング防災防災防災防災編編編編】】】】    【【【【サービスサービスサービスサービス介助編介助編介助編介助編】】】】    

第第第第１１１１部部部部    防災介助防災介助防災介助防災介助エントリーエントリーエントリーエントリー    

第１章 防災介助の基本理念    

第２章 防災介助の社会的背景 

第３章 防災介助の必要性 

第４章 防災介助の構成および学び方 

第第第第２２２２部部部部    防災介助士防災介助士防災介助士防災介助士としてのシュアリングとしてのシュアリングとしてのシュアリングとしてのシュアリング防災思考防災思考防災思考防災思考    

第１章 シュアティ 

第２章 コミュニティ 

第３章 防災介助士の活動 

第第第第２２２２部部部部    防災介助士防災介助士防災介助士防災介助士としてのサービスとしてのサービスとしてのサービスとしてのサービス介助思考介助思考介助思考介助思考    

第１章 ジェロントロジー 

第２章 ホスピタリティ・マインド 

第３章 防災介助士の接遇 

第第第第３３３３部部部部    平常平常平常平常時時時時からのシュアリングからのシュアリングからのシュアリングからのシュアリング防災防災防災防災    

第１章 災害とはなにか 

第２章 自然災害による被害と防災 

第３章 人為災害の被害と防災 

第第第第３３３３部部部部    平常時平常時平常時平常時からのサービスからのサービスからのサービスからのサービス介助介助介助介助    

第１章 障害とはなにか 

第２章 障がい者への理解と介助 

第３章 高齢者への理解と介助 

第第第第４４４４部部部部    災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおけるシュアリングシュアリングシュアリングシュアリング防災防災防災防災    

第１章 災害時必要技術とはなにか 

第２章 緊急救助技術を身につける 

第３章 災害時の避難行動 

第４章 災害時の避難所運営 

第第第第４４４４部部部部    災害災害災害災害時時時時におけるにおけるにおけるにおけるサービスサービスサービスサービス介助介助介助介助    

第１章 災害時要援護者とはなにか 

第２章 災害による命と心 

第３章 災害時の医療・救護 

第４章 災害時の情報コミュニケーション 

第第第第５５５５部部部部    関連法規関連法規関連法規関連法規およびおよびおよびおよび制度制度制度制度    第第第第５５５５部部部部        関連法規関連法規関連法規関連法規およびおよびおよびおよび制度制度制度制度    

補助資料補助資料補助資料補助資料    他他他他    補助資料補助資料補助資料補助資料    他他他他    

※各章の内容は、現時点で収容予定されているものですので、若干変更される場合がございます。 

 

 

○○○○    映映映映像教材像教材像教材像教材（ＤＶＤ）（ＤＶＤ）（ＤＶＤ）（ＤＶＤ）のののの特徴特徴特徴特徴    ○○○○    

「災害対応循環体系」（右図）にそって、地震・津波・    

風水害・火山・火災・伝染病などの災害の実例ごとに、 

災害発生から復旧・復興、防災までの一連の流れを学 

べる構成になっています。 

また、「災害対応循環体系」の各局面について、さ

まざまな災害のケースを横断的に学ぶこともできま

す。 
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○○○○    実技教習実技教習実技教習実技教習カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム（（（（一般受講一般受講一般受講一般受講））））    ○○○○    
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●●●●    事業内容事業内容事業内容事業内容    ●●●● 
(1) 共育、文化、芸術に関する優れた研究及び事業業績に対する各種の賞の授与 

(2) ジェロントロジー国際会議の開催及び企画運営 

(3) 社会貢献事業としての新業態の確立と認知の向上及び普及活動 

(4) 社会貢献、社会福祉に関する国内外情報収集、調査、広報及び宣伝活動 

(5) 社会貢献事業に関する研究への助成 

(6) 海外諸国、主として発展途上国における当法人が掲げる事業に対する助成 

(7) 奨学金制度に関する助成 

(8) 検定資格の企画開発、認定及び講座の運営 

(9) 福祉施設及び医療施設の運営管理 

(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

    

□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■    防災介助士防災介助士防災介助士防災介助士    開発開発開発開発・・・・運営組織図運営組織図運営組織図運営組織図    ■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□    

    

●○●●○●●○●●○●（（（（防災介助士防災介助士防災介助士防災介助士    資格認定団体資格認定団体資格認定団体資格認定団体））））    

一一一一般財団法人般財団法人般財団法人般財団法人    社会貢献事業財団社会貢献事業財団社会貢献事業財団社会貢献事業財団    ●○●●○●●○●●○●    
  

 

 

一般財団法人社会貢献事業財団は、社会貢献事業環境の創造・支援を目的に、2011 年 11 月に設立されま

した。共育、文化、学術振興、災害支援、国土開発または保全、防災、環境、資源、エネルギー、社会福祉、

及び社会貢献に関する研究ならびに事業への支援を通じ、世界における社会貢献事業環境を整えることを目

的として活動しています。 
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【【【【ケアフィットファクトリーケアフィットファクトリーケアフィットファクトリーケアフィットファクトリー構想構想構想構想のののの推進推進推進推進】】】】    

「ケアフィットファクトリー」とは、医療、福祉、共育、科学、

芸術、スポーツ施設等が備えられた環境で、高齢者や障がい者、

子どもたちなど、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる人人人人がががが共共共共にににに働働働働きききき、、、、学学学学びびびび、、、、生活生活生活生活するするするする場場場場をををを創創創創

造造造造するするするすることを目的とし、社会貢献事業財団ではこれを推進してい

ます。  

 

《《《《循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト》》》》 

循環型社会プロジェクトとは、循環型社会をマクロ的に捉え、

経済全体の活性化を図る取り組みです。 

廃棄物を資源に再生することはもとより、労働力や生産性まで

視野に入れた新しい価値を創造していきます。 

現在、第一次産業に着目し、新しい技術を取り入れた安心・安全・安定の食物づくりを支援しています。

また、食物残渣や食品廃棄物などのゴミを出さずに再利用するエコフーズシステムを取り入れた循環型社会

を実現していきます。 

    

《《《《防災介助士防災介助士防災介助士防災介助士（（（（Suring CareSuring CareSuring CareSuring Care----FitterFitterFitterFitter））））》》》》 （2011 年９月１日開講予定） 

ＮＰＯ法人日本ケアフィットサービス協会、ＮＰＯ法人シュアティ・マネジメント協会、防災ボランティ

ア支援機構の知恵が統合された資格で、社会貢献事業財団が認定します。（要参照：本書 pp.１～５） 

    

《《《《ジェロントロジージェロントロジージェロントロジージェロントロジー国際総合会議国際総合会議国際総合会議国際総合会議》》》》 

ＮＣＳＡジェロントロジーセンターとともにジェロントロジー※（創齢学）の啓蒙活動、ならびに研究活

動の発表の場として、世界各地でシンポジウムを開催しています。 

※ジェロントロジー：Gerontology。創齢学。一人ひとりが生まれてから死ぬまでの人生を健康に過ごし、 

より生活の質を高め、齢（よわい）を素敵に創り上げていくための学び。 

 

◆◆◆◆ロシアサンクトペテルブルグジェロントロジーロシアサンクトペテルブルグジェロントロジーロシアサンクトペテルブルグジェロントロジーロシアサンクトペテルブルグジェロントロジー国際総合会議国際総合会議国際総合会議国際総合会議 2020202011111111    

 (2011 年４月 11～13 日開催) 

◆◆◆◆ダ・ヴィンチ・ダ・ヴィンチ・ダ・ヴィンチ・ダ・ヴィンチ・気気気気がつくプロジェクトがつくプロジェクトがつくプロジェクトがつくプロジェクト 2012201220122012        

（2012 年４月 15 日～開催予定）  

テーマ：教育から共育へ：若さは賜であり老いは芸術である 

    

《《《《震災震災震災震災復興復興復興復興支援活動支援活動支援活動支援活動》》》》    

この度の東北関東大震災による被害に対する支援のため、社会貢献事業財団をはじめとするケアフィット

グループでは、主にご高齢の方や障がいのある方々への支援活動を行っています。 

震災復興支援活動サイト： http://www.shakaikoukencfg.jphttp://www.shakaikoukencfg.jphttp://www.shakaikoukencfg.jphttp://www.shakaikoukencfg.jp    

 

 

【【【【ケアフィットファクトリーケアフィットファクトリーケアフィットファクトリーケアフィットファクトリー構想構想構想構想図図図図】】】】    

 
各組織と事業のコーディネートと 

ネットワーク化を図ります 

【【【【URLURLURLURL】】】】http://www.http://www.http://www.http://www.fsocofsocofsocofsoco.org.org.org.org         【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】０３０３０３０３－－－－３５１３３５１３３５１３３５１３－－－－０９６６０９６６０９６６０９６６    
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【【【【サービスサービスサービスサービス介助士取得者数介助士取得者数介助士取得者数介助士取得者数】】】】    

（2011 年５月６日現在） 

級 取得者数 

２級 78,229 人 

準２級 3,793 人 

３級 314 人 

 

 

    

●○●●○●●○●●○●（（（（防災介助士防災介助士防災介助士防災介助士    資格開発団体資格開発団体資格開発団体資格開発団体－－－－１１１１））））    

内閣府認証内閣府認証内閣府認証内閣府認証    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人    日本日本日本日本ケアフィットサービスケアフィットサービスケアフィットサービスケアフィットサービス協会協会協会協会    ●○●●○●●○●●○●    
    

    
    
    

    
    
 社会貢献事業財団が所属するケアフィットグループの中核を担う日本ケアフィットサービス協会は、介護

保険制度の実施に伴い、「高齢者を寝たきりにさせない！」をテーマに、一人ひとりにフィットしたサービス

介助技術の普及と共育を図ることによって、高齢者のみならず障がい者や子どもたちも安心して街に出かけ

られる、社会的・心理的環境づくりを目的として、1999 年に設立されました。 

超高齢社会に突入した日本の社会の現状をふまえ、年齢や障がいがあるなしにかかわ

らず、誰もが心豊かに暮らせる社会環境づくりをめざして、共育、広報、社会貢献活動

などを幅広く展開しています。 

また、このたびの社会貢献事業財団が実施する防災介助士資格取得講座のカリキュラ

ムには、サービス介助士の学びも取り入れられています。 

 

《《《《サービスサービスサービスサービス介助士検定取得講座介助士検定取得講座介助士検定取得講座介助士検定取得講座》》》》    

サービス介助士は、「おもてなしの心」と「介助技術」を身につける学びです。街の中で、サービス業の現

場において手伝いを必要としている方に温かな心と適切な介助技術で対応できるスペシャリストです。 

交通旅客業、流通業、宿泊業、金融業などのサービス業や公共施設

（役所、学校など）をはじめとする様々な職場で活躍しており、サー

ビス介助の学びは約 700 法人で導入されています。また、職場だけで

なく、ボランティアや普段の生活の中でも学んだことを活かして様々

な人への手伝いをしています。 

    

○○○○サービスサービスサービスサービス介助士介助士介助士介助士２２２２級級級級のののの学習内容学習内容学習内容学習内容（（（（概要概要概要概要））））○○○○    

サービス業の現場を想定した学びでは、お客様それぞれの違いを認識し、「百人百様の介助」を心がけるこ

とが基本となります。ノーマライゼーションの視点、またホスピタリティ・マインドを持ってどのようなお

客様にもご満足いただけるような心を育む講座となっています。 

〔サービス介助士２級実技教習風景〕 ※実習内容の一部です 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者疑似体験 

 

視覚障がい者への案内 
 

車いす操作 
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介助ボランティア活動 

                        

 

２級以外にも、通信講座のみで取得できるサービス介助士準２級、中高生対象のサービス介助士３級（ジ

ュニア・ケアフィッター）があります。また、上級資格として「サービス介助士１級」「サービス介助士準１

級」などの開発を進めています。 

    

    

《《《《海外海外海外海外へへへへ広広広広がるケアフィットがるケアフィットがるケアフィットがるケアフィットのののの学学学学びびびび》》》》 

日本ケアフィットサービス協会は、アメリカ合衆国、インド、台湾に支部を持っています。また中国、韓

国などへのネットワークを構築中です。 

台湾では 2008 年からサービス介助士（安心服務介助士）の資格検定がスタートしています。インドでは、

特に貧困層への様々な福祉活動を基軸とした共育プログラムが進行しています。またアンドラ大学では、NCSA

ジェロントロジーセンターとともに、世界規模でジェロントロジー（創齢学）の研究、普及に努めています。 

    

    

《《《《社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献ネットワークネットワークネットワークネットワーク》》》》    

急増するサービス介助士有資格者が、その豊かな経験と知識をもって活動することにより生まれる心豊か

な共生社会。それこそが日本ケアフィットサービス協会が目指す理想の社会です。 

その構築のために、有資格者の活動を組織として支える「「「「ケアフィットソサエティケアフィットソサエティケアフィットソサエティケアフィットソサエティ倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部」」」」、また有資格

者がそれぞれの才能をもって社会に貢献する「「「「ケアフィットマイスターケアフィットマイスターケアフィットマイスターケアフィットマイスター制度制度制度制度」」」」の運営を行っています。 

 老若男女、障がいのあるなしにかかわらず、すべての人々の心をつなぎ、幸せを追求できる、ケアフィッケアフィッケアフィッケアフィッ

トソサエティトソサエティトソサエティトソサエティのののの構築構築構築構築を目指して活動中です。 

 

〔ケアフィットソサエティ倶楽部活動風景〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【【【【URLURLURLURL】】】】http://www.carefit.orghttp://www.carefit.orghttp://www.carefit.orghttp://www.carefit.org         【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】０１２００１２００１２００１２０－－－－０６１００６１００６１００６１０－－－－６４６４６４６４    

 

スポーツ交流（デフサッカー） 

 

 

各種勉強会（点字勉強会） 
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●○●●○●●○●●○●（（（（防災介助士防災介助士防災介助士防災介助士    資格開発団体資格開発団体資格開発団体資格開発団体－－－－２２２２））））    

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人    シュアティ・マネジメントシュアティ・マネジメントシュアティ・マネジメントシュアティ・マネジメント協会協会協会協会    ●○●●○●●○●●○●    
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《《《《防災介助士防災介助士防災介助士防災介助士    おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先》》》》    

    

 

        防災介助士推進事業局防災介助士推進事業局防災介助士推進事業局防災介助士推進事業局    

担当：向笠 

 

所在地：〒〒〒〒162162162162----0846084608460846        

東京都新宿区市谷左内町東京都新宿区市谷左内町東京都新宿区市谷左内町東京都新宿区市谷左内町５５５５番地番地番地番地８８８８    

電 話：03-3513-0966   

ＦＡＸ：03-3513-0967 

メール：contact@fsoco.org   

ＵＲＬ：http://www.fsoco.org 


