
災害発生初期対応施設職員ノウハウ研修（1stステップ） 開催要綱 
 

１．趣 旨 

 社会福祉施設の職員として、被災によって施設の状況や利用者の状況がどのように変化し、どのよう

な対応が求められるのでしょうか。実際に宮城県で東日本大震災を経験した施設の体験に学び、身につ

けるべき視点、基本的な考え方を理解します。 

また、施設の持つサービス提供事業者としての機能と地域における社会的役割を果たす機能について

理解し、それを持続していくために必要な「支援体制の受け入れ」「社会福祉法人としての地域との接

点」について考えることを目的に、本研修を開催します。 
 

２．内 容 

 

 

  

 時 間 内    容 講師等 

第
一
日
目 

9:00～9:20 研修オリエンテーション・「研修カリキュラムの

全体構成と本研修のねらい」 

事務局 

9:20～9:50 講義「災害発生時の社会福祉法人のあり方につ

いて」（研修で大事にする 5つの視点） 

(福)中心会理事長 浦野正男氏 

（災害発生初期対応職員ノウハウ研

修推進委員会委員長） 

10:00～11:00 実習「大震災の揺れを体験してみよう」 神奈川消防署 

11:00～12:00 グループワーク①「自己紹介」「午後のグループ

ワークに向けて」 

豊田 宗裕氏 

13:00～14:45 グループワーク②「追体験：震災発生！どうす

る、私！？」・報告 

豊田 宗裕氏 

15:00～16:30 講義「その時、現場では何が起こっていたのか」

～初期の支援活動・施設の実際～ 

(福)みのり会（宮城県名取市） 

短期入所事業るばーと主任支援員 

目黒恵美子氏 

第
二
日
目 

10:00～10:10 二日目オリエンテーション  

10:10～12:00 グループワーク③「目指せ、再興…施設
ｳ ﾁ

だけ、

でいいのかな？」・報告 

(福)みなと舎ゆう施設長 

森下 浩明氏 

13:00～13:30 グループワーク発表  

13:30～15:00 講義「自己完結からの脱却」～外部からの支援

を受け入れるということ～ 

目黒恵美子氏 

15:00～15:30 グループワーク③ 「́講義を聞いての振り返り」

「自施設に活用するには～反省と課題～」 

豊田 宗裕氏 

15:40～16:30 講師からのメッセージ 

研修のまとめ「研修カリキュラムの柱からみた

求められる情報・動きと人材像について」 

浦野 宗裕氏、浦野 正男氏 

目黒恵美子氏、森下 浩明氏 

(福)なごみ福祉会さぎ沼なごみ保育園 園長 古田育子氏 

(福)近代老人福祉協会 ニューバード 施設長 辻田恭子氏 



３．日 時  平成 26年 12月 8日（月） ９：００～１６：３０ 

     平成 26年 12月 9日（火）１０：００～１６：３０ 

４．会 場  神奈川県社会福祉会館 ２階ホール（下記地図参照） 

 

５．対象および定員 

 神奈川県内の社会福祉施設等の職員で、災害時にリーダー的な役割を担うことが期待される方 

： ５０名（先着順） 

 ※受講が決定した際には事前のアンケート（設問１０問程度と自施設で策定している計画の提出等）

をお願いすることとなります。また、研修終了後、研修効果や、その後の法人・施設の動きにつ

いてリサーチさせていただくことがあります。その協力ができる方に限ります。 

※定員を超え、受講できない場合にはこちらからご連絡いたします。 

 ※定員を超えた場合には、一法人より１名の参加とさせていただきます。 

 

６．参加費  ２，０００円 ※参加費については研修会当日徴収致します。 

 

７．申し込み方法 

別紙申込書に必要事項を記入のうえ、平成 26 年 11 月 21 日（金）までにファクシミリにて下記あ

てお申し込みください。 

 

８．申し込み・問い合わせ先 

神奈川県社会福祉協議会 福祉サービス推進部 社会福祉施設・団体担当（担当:松浦・滝澤） 

電話 045-311-1424  FAX 045-313-0737  e-mail sisetu@knsyk.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



災害発生対応施設職員ノウハウ研修（2ndステップ） 開催要綱 
 

１．趣 旨 

 社会福祉施設・社会福祉法人には、災害など非常時だからこそ、利用者や地域に対して一定の役割が

期待されるところです。このため、被災後にあっては速やかに施設機能を回復し、利用者の支援に取り

組めるよう予め準備を進めておくことが肝要であり、避難所として地域の方を受け入れることなども検

討しておかねばなりません。 

 そこで、今回の研修では災害時における社会福祉施設・社会福祉法人としての役割を再確認するとと

もに、実際に宮城県で東日本大震災を経験した施設の体験に学び、身につけるべき視点、基本的な考え

方を理解します。 

また、事業継続計画（BCP）の概要について学ぶとともに、福祉避難所の運営を、演習を通して体験

することにより、社会福祉施設・社会福祉法人として備えておくべきことを理解します。 
 

２．内 容 

 

 

 時 間 内    容 講師等 

第
一
日
目 

9:30～9:45 

（15分間） 

研修オリエンテーション・「研修カリキュラムの

全体構成と本研修のねらい」 

事務局 

9:45～10:20 

（35分間） 

講義①「災害発生時の社会福祉法人のあり方に

ついて」（研修で大事にする 5つの視点） 

(福)中心会理事長 浦野正男氏 

（災害発生対応施設職員ノウハウ研

修推進委員会委員長） 

10:30～12:00 

（90分間） 

講義②「その時、何が起こったか～事業再開か

ら仮設住宅へ移行するまで～」 

(福)石巻祥心会（宮城県石巻市） 

事業本部長 鈴木徳和氏 

13:00～14:30 

（90分間） 

グループワーク①「自施設を振り返って」 横浜国際福祉専門学校顧問 

豊田 宗裕氏（災害発生対応施設職員

ノウハウ研修推進委員会委員長代理） 

14:30～15:00 グループワーク①続き：グループワーク発表 豊田 宗裕氏 

15:00～16:30 

（90分間） 

講義③「BCP計画を立てよう」 

・施設・法人が問われる責任、果たすべき役割 

・BCP計画の例・作成手順 

㈱浜銀総合研究所 

第
二
日
目 

9:30～9:40 二日目オリエンテーション  

9:40～12:00 

（140分間） 

演習「福祉避難所のイメージを持とう」 

・やってみよう HUG（避難所運営ゲーム） 

(福)みなと舎 ゆう 

施設長 森下浩明氏 

・事務局 

13:00～14:30 

（90分間） 

グループワーク②災害時、地域で果たす施設の

役割 

豊田宗裕氏 

14:30～15:00 グループワーク②続き：グループワーク発表  

15:15～16:30 

（75分間） 

講義④「地域とつながろう」・研修のまとめ 

 ・委員からのメッセージ 

豊田 宗裕氏 

災害発生対応施設職員ノウハウ

研修推進委員会委員 



３．日 時  平成２７年２月１７日（火） 

     平成２７年２月１９日（木）※時間はいずれも９：３０～１６：３０ 

 

４．会 場  神奈川県社会福祉会館 ４階研修室（下記地図参照） 

 

５．対象および定員 

 神奈川県内の社会福祉施設等の職員で、災害時にリーダー的な役割を担うことが期待される方 

： ５０名（先着順） 

 ※過去に「災害発生対応施設職員ノウハウ研修（1st ステップ）」を受講された方を優先します。 

※受講が決定した際には事前のアンケート（設問１０問程度と自施設で策定している計画の提出等）

をお願いすることとなります。また、研修終了後、研修効果や、その後の法人・施設の動きにつ

いてリサーチさせていただくことがあります。その協力ができる方に限ります。 

※定員を超え、受講できない場合にはこちらからご連絡いたします。 

 ※定員を超えた場合には、一法人より１名の参加とさせていただきます。 

 

６．参加費  2,000円／人 （受講が決定した方は、研修初日に現金で申し受けます） 

 

７．申し込み方法 

別紙申込書に必要事項を記入のうえ、平成２７年１月１３日（火）までにファクシミリにて下記あ

てお申し込みください。 

 

８．申し込み・問い合わせ先 

神奈川県社会福祉協議会 福祉サービス推進部 社会福祉施設・団体担当（担当:滝澤・松浦） 

電話 045-311-1424  FAX 045-313-0737  e-mail sisetu@knsyk.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 平成 26 年 2 月に開催した、標記研修会では 2 日間のプログラムの中で追体験や実際に被災された施

設の 

方のお話等、施設へ持ち帰り実践をするヒントを少なからず得たことと思います。 

 しかしながら、研修に参加した方の意識だけが変わっても、施設内での災害に対する意識が変わらな

くては、いざ災害が発生したときに十分な対応をすることは困難です。また施設で研修内容を報告した

り、法人・施設内で新たに取り組みを進めようとしても、思うように進まない方もいるのではないでし

ょうか。 

 そこで、標記研修会に参加された皆様が、研修会で得たものを施設へ持ち帰り、どう反映し、取り組

まれているのか、何に苦労したり行き詰まりを感じているかなどを話し合い、情報交換をすることで施

設での取り組みのヒントにしていただくために本座談会開催致します。 

 ＜参加費無料＞ 

【 日 時 】 平成 2６年８月 26日（火）  

14時～16時 

【 会 場 】神奈川県社会福祉会館  

2階 第 2会議室 

【参加対象者】平成 25年度災害発生時 
       初期対応職員ノウハウ研修 
        に参加された方   

 

【プログラム】 
 午後 2時    開会 
 午後 2時～3時 グループワーク 
 午後 3時～   まとめ 

 

 

 【申込み・問合せ先】 

 

 

 

 

 

 
 

 

お手数をかけしますが、参加・不参加に関わらず、同封のアンケートの回答にご協力ください。 

 社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 

福祉サービス推進部 社会福祉施設・団体担当 

  〒221-0844 

   横浜市神奈川区沢渡 4-2 

  TEL：045-311-1424  FAX：045-313-0737 

  

 

～参加者の皆様の声～ 

＜自施設に持ち帰りたいこと＞ 

・一人ひとりの判断力の養成 

・臨機応変さを養う 

＜聞いてみたいこと・知りたいこと＞ 

・各法人のマニュアル作りの状況 

・日頃からの地域交流の方法 

（事後レポート抜粋より） 


