社会福祉法人 幹福祉会
日本社会福祉弘済会助成事業

ヘルパー派遣事業所における災害時対応研修
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ホームヘルパーやガイドヘルパーは個々の利用者宅や外出先で単独で業務を行なって
いる場合が多く、派遣業務中に大規模災害に遭遇した場合、利用者さんの安全確保やヘ
ルパー自身の安全確保、事業所への連絡手段などを自分自身で考えて行動し」なければ
なりません。また、ヘルパー派遣事業所では地域に分散している利用者さんやヘルパー
さん達の安否確認方法など、どのようにすれば良いでしょうか。
この研修では、大規模災害発生時のヘルパー自身の対応方法や心構え、ヘルパーを派
遣している事業所としての準備と心構えについて具体的に学習します。
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日本社会福祉弘済会

平成１９年度「日社済社会福祉助成事業」

開催日程
２００８年

９月１８日（木）１０：００～１６：３０
９月１９日（金）１０：００～１６：００

の２日間

開催会場
１日目
２日目

内

午前：東京都庁防災センター 午後：新宿モノリス 地下１階会議室
終日：新宿モノリス 地下１階会議室（新宿区西新宿２－３－１）

容

「東京都の防災・安全対策」 「災害時要援護者対策について」
「被災現場からの提言」 「派遣事業所の対応と準備」
上記内容について、見学・講義・シンポジウム・グループワーク等を通じて学習します

参 加 費
１,０００円（資料代）

受講対象
・訪問介護事業・居宅介護事業・移動支援事業を実施している事業者に所属する方
ホームヘルパー・ガイドヘルパー・事業所管理者・サービス提供責任者・ケアマネー
ジャー・コーディネーター・事務担当者等。
・その他、研修内容に関心のある方
今回の研修は、ヘルパー及びヘルパー派遣事業所における対応と準備に特化した内容
となっております。その旨ご理解頂ければどなたでもご参加頂けます。

定

員

５０名（先着順）

受講申込方法
①申込み方法
本紙要項添付の申し込み用紙に必要事項を記入の上、幹福祉会本部に郵送もしくは
ファックスでお申込み下さい。（受付期間内必着）
②申込み受付期間 2008 年 ７月１日～９月１０日まで

受講者決定
受講申込の方には、「参加票」をお送り致します。当日ご持参下さい。

研修日程表
日

程

時 間
9:30 受付

容

会 場

「東京都の防災・安全対策」
東京都における災害対応の全体像について総合的に学習します。
講師

東京都総務局

総合防災部

12:00

東京都
防災センター

10:00

内

９/１８ 休 憩
移 動
（木） 13:30 「東京都における災害時要援護者対策」についてのシンポジウム
ュアルへの指針」を元に、東京都における災害時要援護者対策の概要を学習します。

シンポジスト

16:30

東京都福祉保健局 総務部 総務課
新宿区区長室 危機管理課
NPO 法人りとるらいふ（新潟県上越市）
理事長 片桐公彦氏
東村山市北部地域包括支援センター
所長 鈴木博之氏

新宿モノリス会議室

「災害時要援護者への災害対策推進のための指針」や「災害時要援護者防災行動マニ

（NPO 法人東京都介護支援専門員研究協議会理事長）

9:30
10:00

野口俊彦（社会福祉法人幹福祉会 理事長）
コーディネーター 大里宣之（社会福祉法人幹福祉会）
受付

片桐公彦氏（新潟県上越市）
西川紀子氏（新潟県柏崎市）

ノ

休

理事長
代表理事

憩

会
議
室

「まとめ」 この研修を地域防災にどう生かすか

ス

16:00

「派遣事業所の対応と準備」
災害発生時、ヘルパーとして取る行動と、行動の背景となる事業
所からの支援について学習します。また、自らの活動地域において
どのような対応と準備が必要か、１日目２日目の講義内容を踏まえ
つつグループワーク等を通じて学習します。
講師 NPO 法人りとるらいふ 片桐公彦氏
NPO 法人トライネット 西川紀子氏
大里宣之（社会福祉法人幹福祉会）

リ

13:00

モ

９/１９
（金）

NPO 法人りとるらいふ
NPO 法人トライネット

宿

講師
12:00

新

「被災現場からの提言」
新潟県中越地震、新潟県中越沖地震の現場最前線での活動経験か
ら、ヘルパー派遣事業所の果たす役割と、ヘルパー個々人の行動指
針や事業所の対応について学習します。

会場

会場案内

☆新宿モノリス

交通案内
新宿駅（ＪＲ・都営地下鉄新宿線・小田急線・京王線）から徒歩約１０分
都庁前駅（都営地下鉄大江戸線）から徒歩約５分（都庁は０分）
新宿西口（地下バス乗り場）から都営バス又は京王バス（都庁循環）
※車でのご来場はご遠慮下さい
申し込み

お問い合わせ

（法人本部）〒190-0012 東京都立川市曙町 1-13-14 鈴木ビル１F
TEL 042-540-1230 FAX 042-540-2012
メールアドレス（代） honbu@mikifukushikai.jp
ホームページ

http://www.mikifukushikai.jp

社会福祉法人幹福祉会のご紹介

当法人は、障害当事者が組織運営する「自立生活センター」を母体とし
１９９７年に設立されました。
法人の意志決定機関である理事会・評議委員会メンバーの多くが障害を持つ人
障害者（児）を家族に持つ人たちで構成されており
「障害者自身がサービスのつくり手になること」
を基本理念としています。
現在は日常生活を支えるヘルパー派遣と育成を中心に据え
障害者の地域生活を支える事業を展開しています。

訪問介護員養成研修（２級ヘルパー）

障害者自立支援法に基づく

重度訪問介護従業者養成研修

居宅介護・移動支援・相談支援

行動援護従業者養成研修

介護保険法に基づく

視覚障害者移動支援従業者養成研修

訪問介護・居宅介護支援

全身性障害者移動支援従業者養成研修

難病患者等ホームヘルパー派遣事業
高次脳機能障害者介護等事業

知的障害者移動支援従業者養成研修

等

ヘルパー／介護職スキルアップ研修

実施事業は地域により若干異なります

オーダーメイド研修

詳細についてはお問い合わせ下さい

研修講師派遣

等

幹福祉会の各事業所のご案内
《幹福祉会 本部事務所》
〒190-0012 東京都立川市曙町 1-13-14 鈴木ビル
TEL 042-540-1230 FAX 042-540-2012 honbu@mikifukushikai.jp
◇ヘルプ協会〔たちかわ〕

〒190-0012

東京都立川市曙町 1-13-14 鈴木ビル１Ｆ

ＴＥＬ ０４２（５２６）２８９８ ＦＡＸ ０４２（５２１）１６６４
◇ケア八王子

〒192-0046

東京都八王子市明神町 4-14-1

ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾘﾋﾞｭｰ八王子 303

ＴＥＬ ０４２６（４６）５０１０ ＦＡＸ ０４２６（４６）５０１０
◇幹福祉会東大和

〒207-0014

東京都東大和市南街 1-22-6 ｼﾃｨｰｺｰﾄ南街 1F

ＴＥＬ ０４２（５６５）３７３９ ＦＡＸ ０４２（５６５）３７４３
◇ヘルプ協会くにたち

〒186-0005

東京都国立市西 2-20-10

第２村上ビル

ＴＥＬ ０４２（５７６）０２９７ ＦＡＸ ０４２（５７６）０２９８
◇幹福祉会昭島

〒196-0022

東京都昭島市中神町 1163-6

ＴＥＬ ０４２（５４９）７７１２ ＦＡＸ ０４２（５４９）７７１４
◇ヘルプ協会国分寺

〒185-0032

東京都国分寺市日吉町 2-13-26

あずさ館１－Ｂ

ＴＥＬ ０４２（５８０）２７１５ ＦＡＸ ０４２（５８０）２７１６
◇ケア府中

〒183-0055

東京都府中市府中町 2-20-13

丸善ﾏﾝｼｮﾝ１Ｆ

ＴＥＬ ０４２（３１４）２７３４ ＦＡＸ ０４２（３１４）２７３６
◇サポート日野

〒191-0031

東京都日野市高幡 2-9

ｳｲｽﾃﾘｱｶﾞｰﾃﾞﾝ１Ｆ

ＴＥＬ ０４２（５９２）９２３３ ＦＡＸ ０４２（５９２）９２３３

