オフィス園崎 2021（令和3）年度 活動実績一覧
都道府県名

事業名

主催

宮城県

宮城県沿岸社協連携復興支援会議

宮城県社会福祉協議会

宮城県

仙台都市圏15市町村合同研修会

仙台市社会福祉協議会

福島県

災害支援ネットワークIWAKI研修会

災害支援ネットワークIWAKI

福島県

福島県避難者支援研修会

福島県社会福祉協議会

福島県

ふくしま生活困窮者支援ねっと

ふくしま連携復興センター

茨城県

特別養護老人ホーム玉樹 防災対策・BCP策定アドバイザー業務（1年間）

社会福祉法人紬会

茨城県

防災科学技術研究所客員研究員業務

防災科学技術研究所

茨城県

防災科学技術研究所南海トラフ情報交換会（全2回）

防災科学技術研究所

茨城県

茨城県災害初動期対応チームメンバー養成研修

茨城県社会福祉協議会

茨城県

茨城県災害派遣福祉チーム員（DWAT)登録研修①②

茨城県社会福祉協議会

茨城県

茨城県市町村社協事業継続計画（BCP）研修

茨城県社会福祉協議会

茨城県

古河市災害ボランティア センターシンポジウム

古河市社会福祉協議会

栃木県

栃木県災害ボランティアネットワーク会議

栃木県社会福祉協議会

栃木県

災害ボランティアセンター実践力強化プロジェクトとちぎ①②

栃木県社会福祉協議会

栃木県

災害ボランティアセンター実践力強化プロジェクトとちぎリーダー・サブリーダー会議

栃木県社会福祉協議会

栃木県

那須烏山市社会福祉協議会災害Vコーディネーター研修

那須烏山市社会福祉協議会

群馬県

ぐんまDWAT ロジスティクス検討会

群馬県社会福祉協議会

群馬県

ぐんまDWAT 拡大委員長会議

群馬県社会福祉協議会

群馬県

ぐんまDWATブラッシュアップ研修/合同研究会

群馬県社会福祉協議会

群馬県

ぐんまDWAT養成研修

群馬県社会福祉協議会

群馬県

ぐんまDWAT「DWAT派遣シミュレーション」（総合防災訓練延期分）

群馬県社会福祉協議会

群馬県

ぐんまDWAT 平時の活動委員会

群馬県社会福祉協議会

群馬県

群馬県災害VC運営スタッフ養成研修会①②

群馬県県民活動支援・広聴課

埼玉県

埼玉県災害対応力研修（災害VC編）

埼玉県社会福祉協議会

千葉県

淑徳大学相談援助実習指導Ⅱ講義

淑徳大学実習教育センター

千葉県

千葉県ボランティアセンター・市民活動支援センター合同研修会

千葉県社会福祉協議会

千葉県

千葉県DWATチーム員養成研修

千葉県社会福祉協議会

千葉県

千葉県DWAT登録時研修（２コマ録画）

千葉県社会福祉協議会

千葉県

千葉県浦安市災害ボランティア養成講座

浦安市社会福祉協議会

東京都

サイボウズ災害支援セミナー

サイボウズ

東京都

サイボウズ防災デジタルアドバイザー（1年間）

サイボウズ

東京都

日生協災害支援に関する連続セミナー

日本生活協同組合連合会

東京都

ファンドレイジング協会総会「みんなで作戦会議」

日本ファンドレイジング協会

東京都

せたがや防災ＮＰＯアクション勉強会（現地）

せたがや防災ＮＰＯアクション

東京都

せたがや防災ＮＰＯアクションオンライン勉強会

せたがや防災ＮＰＯアクション

東京都

「災害時の移動支援を考える」制作会議、執筆

全国移動サービスネットワーク

東京都

日本社会事業大学地域福祉論Ⅱ特別講義

日本社会事業大学

東京都

日本社会事業大学レクチャー

日本社会事業大学

東京都

東京学芸大附属国際中等教育学校講義

学芸大附属国際中等教育学校

東京都

震災リゲイン連載執筆（年間4号）

震災リゲイン

東京都

キリスト教支援関係者での被災地支援インタビュー（意見交換）

オペレーション・ブレッシング・ジャパン

東京都

日本キリスト教奉仕団臨時理事会/業務執行会議

日本キリスト教奉仕団

東京都

日本キリスト教奉仕団BCP研修

日本キリスト教奉仕団

東京都

板橋区社会福祉法人施設等連絡会研修会

板橋区社会福祉協議会

東京都

東京災害福祉広域支援ネットワーク「災害時の福祉専門職等の連携による要配慮者支援を考える」セミナー（録画）
東京都社会福祉協議会

東京都

港区防災普及啓発ワーキングセミナー（芝浦海岸地区、お台場地区）

港区、ダイナックス都市環境研究所

東京都

ホワイトペーパー「ハイレジリエントな未来を共創する」制作助言

NTTデータ経営研究所

東京都

市民の参加と協働を進める多様なコーディネーション実践研究集会2022分科会

日本ボランティアコーディネーター協会

東京都

災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（支援P）中核的運営支援者養成研修検討委員会 中央共同募金会、さくらネット

東京都

JVOAD全国フォーラム2021情報分科会

全国災害支援団体ネットワーク（JVOAD）

東京都

JVOAD全国フォーラム2021宗教分科会

全国災害支援団体ネットワーク（JVOAD）

神奈川県 神奈川県社協第2種第3種会員向け研修会

神奈川県社会福祉協議会

神奈川県 神奈川県福祉広域ネットワーク（DWAT)基礎研修

神奈川県社会福祉協議会

神奈川県 川崎市社会福祉施設協議会研修会

川崎市社会福祉施設協議会
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神奈川県 第２回広域連携かながわ図上訓練

日本ファシリテーション協会

神奈川県 神奈川県社協第二種・第三種正会員連絡会（障がい）研修

神奈川県社会福祉協議会

新潟県

新潟県

ICT を活用した災害ボランティアセンター運営に関する研修会

新潟県

新潟県災害支援コーディネーター養成研修「中級編」

新潟県社会福祉協議会

福井県

福井県内社協職員協研修会（BCP)

福井県社会福祉協議会

長野県

長野市域災害時支援ネットワーク交流会

長野市災害ボランティア委員会

長野県

長野県伊那市災害時被災者支援研修会

伊那市社会福祉協議会

長野県

長野県生協連「災害時に生協ができる支援を考える学習会」

長野県生活協同組合連合会

長野県

長野県知的障がい福祉協会施設長研修会（BCP）

長野県知的障がい福祉協会

長野県

長野県災害福祉チーム員養成研修①②

長野県社会福祉協議会

長野県

長野県 県内社協向けBCP導入講座（録画）

長野県社会福祉協議会

長野県

長野県 社会福祉施設向けBCP導入講座（録画）

長野県社会福祉協議会

長野県

長野県社協ふくしカンタンマップ実証実験発表会

長野県社会福祉協議会

岐阜県

岐阜災害時専門ボランティア受入推進事業アドバイザリー会議（全4回）

ぎふNPOセンター

岐阜県

岐阜県笠松町災害ボランティアコーディネーターフォローアップ研修

笠松町社会福祉協議会

静岡県

静岡県長泉町社会福祉法人連絡会（ながいずみーる）計4回

長泉町社会福祉協議会

静岡県

静岡県長泉町法人個別相談（全3箇所）

長泉町社会福祉協議会

静岡県

熱海市土砂災害支援活動

静岡県社会福祉協議会

静岡県

静岡県社協災害福祉支援アドバイザー（1年間）

静岡県社会福祉協議会

静岡県

熱海市・社協職員向け支え合いセンター勉強会

静岡県社会福祉協議会

静岡県

熱海市支え合いセンター相談訪問

静岡県社会福祉協議会

静岡県

関東ブロック組織・ボランティア業務担当者研究協議会

静岡県社会福祉協議会

静岡県

静岡県災害検証会議（県社協・県V本部）

静岡県社会福祉協議会

静岡県

静岡県介護保険部会全体会

静岡県社会福祉協議会

静岡県

静岡県市町社協会長研修

静岡県社会福祉協議会

静岡県

静岡県（賀茂圏域）市町社会福祉協議会『業務継続計画（ＢＣＰ）』策定のための役職員研修会 下田市社会福祉協議会

静岡県

静岡県志太榛原地区広域連携事業 研修会

藤枝市社会福祉協議会

静岡県

静岡県市町社協災害 ボランティア担当者人材育成 研修会 運営編②③

ダイナックス都市環境研究所

静岡県

静岡県三島市 災害ボランティアコーディネータースキルアップ講座

災害ボランティアコーディネーター三島

静岡県

静岡県東部社協連絡会研修会

富士市社会福祉協議会

愛知県

金城学院大学現代社会問題講義収録

金城学院大学

愛知県

愛知県美浜町減災カレッジ

美浜町社会福祉協議会

三重県

四日市市災害ボランティアセンター・スーパーバイザー研修 （全5回）

四日市市社会福祉協議会

三重県

四日市市社協福祉ゼミナール録画

四日市市社会福祉協議会

三重県

三重県桑員ブロック社協災害時広域連携協議会研修会

東員町社会福祉協議会

三重県

いなべ市災害ボランティアコーディネーター養成研修①②

いなべ市社会福祉協議会

三重県

三重県災害派遣福祉チーム（三重県ＤＷＡＴ）登録員資質向上研修

三重県社会福祉協議会

滋賀県

災害支援ネットワークしが研究会

しがNPOセンター

京都府

京都府ボランティア担当者会議

京都府社会福祉協議会

京都府

京都府市町村ブロック別研修（北部エリア）

京都府社会福祉協議会

大阪府

願生寺福祉避難所プロジェクト（全4回）

願生寺

大阪府

OSN（大阪災害支援ネットワーク）定例会（オンライン）

大阪ボランティア協会

大阪府

OSN（大阪災害支援ネットワーク）定例会（現地）

大阪ボランティア協会

大阪府

自治労東大阪研修会

自治労東大阪労働組合

大阪府

堺市地域福祉フォーラム

堺市社会福祉協議会

大阪府

大阪市西成区社協アドバイザリー

西成区社会福祉協議会

大阪府

大阪府社協災害ボランティアコーディネーター研修会

大阪府社会福祉協議会

兵庫県

兵庫ほっとかへんネットセミナー（兵庫県DWAT)

兵庫県社会福祉協議会

兵庫県

神戸市社協災害支援研修

神戸市社会福祉協議会

奈良県

天理教ひのきしん隊50周年記念ビデオ取材・録画

天理教

奈良県

奈良県災害ボランティア受入連絡調整会議

奈良県社会福祉協議会

奈良県

奈良県災害ボランティアセンター設置・運営に係る研修会

奈良県社会福祉協議会

奈良県

奈良県市町村社協事務局長会 災害時の社協のBCPを考える研修会（総合型社協編）

奈良県社会福祉協議会

奈良県

奈良市・福井市・岐阜市社協災害時等における相互支援に関する協定書調印式研修会

奈良市社会福祉協議会

岡山県

岡山県社協研修企画等アドバイザリー業務

岡山県社会福祉協議会
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岡山県

岡山県くらし復興ささえあいセンター報告書作成アドバイザリー業務

岡山県社会福祉協議会

岡山県

岡山県被 災者生活支援従事者研修【Ⅳ．包括的支援体制構築促進シンポジウム［県域］】

岡山県社会福祉協議会

広島県

広島県市町被災者生活サポートボランティアセンター運営者研修

広島県社会福祉協議会

徳島県

とくしま住民参加型在宅福祉サービス連絡会 ささえあい勉強会

徳島県社会福祉協議会

徳島県

徳島県災害災害ボランティアセンター研修会

徳島県社会福祉協議会

徳島県

徳島県多様な主体間における連携促進のための研修会（基礎研修）

徳島県社会福祉協議会

愛媛県

愛媛県民生児童委員協議会役員研修会

愛媛県社会福祉協議会

愛媛県

愛媛県重信川流域4市町社協連携会議研修会（BCP)

砥部町社会福祉協議会

高知県

高知県災害ボランティアセンター中核スタッフ研修

高知県社会福祉協議会

福岡県

福岡県災害派遣福祉チーム員（DWAT)フォローアップ研修（2回）

福岡県社会福祉協議会

福岡県

福岡県 うきはベース オンライン講座

九州防災パートナーズ

福岡県

車中泊避難所実証実験プロジェクト

九州防災パートナーズ他

佐賀県

佐賀県災害ボランティアセンター運営検証ミーティング⑤⑥

佐賀県社会福祉協議会

長崎県

佐世保こどもふくし協議会BCP研修

こどもふくし協議会

熊本県

熊本県市町村民生委員児童委員協議会会長・副会長研修会

熊本県民生委員児童委員協議会

熊本県

熊本県市町村災害ボランティアセンター設置・運営研修会

熊本県社会福祉協議会

熊本県

熊本県市町村地域支え合いセンターステップアップ研修会

熊本県社会福祉協議会

大分県

大分県災害ボランティアセンター運営リーダー研修会

大分県社会福祉協議会

大分県

大分県中津市つながり減災塾

中津市社会福祉協議会

宮崎県

「宮崎県・県社協・ＮＰＯ防災会議」運営会議

宮崎県社会福祉協議会

宮崎県

宮崎県災害派遣福祉チーム員（DWAT) 登録研修

宮崎県社会福祉士会

宮崎県

宮崎県都城市社協・鹿児島県曽於市社協災害相互応援に関する協定締結式記念講演

都城市社会福祉協議会

宮崎県

宮崎県都城市・鹿児島県曽於市社協職員向け研修会

都城市社会福祉協議会

鹿児島県 宮崎県都城市社協・鹿児島県曽於市社協災害相互応援に関する協定締結式記念講演

曽於市社会福祉協議会

鹿児島県 宮崎県都城市・鹿児島県曽於市社協職員向け研修会

曽於市社会福祉協議会

鹿児島県 鹿児島県社会福祉士会研修会(奄美大島地区支部）

大島地区社会福祉士会
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