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鳥取県社協ニュース  
平成２９年１０月 
【第１５４号】 

                  

 

 

 

 
 

      

 

 

           

 

 
  

 
 

災害ボランティアセンター運営模擬訓練 in 八頭町のご案内 
 

近年、毎年のように全国各地で局地的な災害が発生しています。被災地では、多くのボランティアによる

活動が行われ、被災地支援の一助として、ボランティア活動には大きな期待が寄せられています。本県にお

いても、平成２８年に鳥取県中部地震が発生した際には１市３町の災害ボランティアセンターで、県内外の

ボランティア５，３９２人（のべ人数）が被災者支援にあたりました。 

本研修は、災害ボランティアセンター運営模擬訓練をとおして、社協として平時に備えておくべきこと、

災害発生後にどのような活動をすればよいかを考え実践し、市町村社協における災害ボランティア支援体制

の構築に資することを目的に開催します。ぜひ、ご参加ください。 

 

 日 時  平成２９年１１月５日（日）午前１０時３０分から午後４時１０分 
 

 会 場  ①【受付・講義・ふりかえり】八頭町立船岡保育所※ 遊戯室（八頭郡八頭町坂田３０番地） 

②【模擬訓練】旧船岡中学校（八頭郡八頭町坂田３０番地） 

※平成２９年４月に開所しており、旧船岡保育所と住所が異なりますので御注意くださ

い。駐車場も船岡保育所を御利用ください。 
 

 対 象  市町村社会福祉協議会役職員（所属を問わず※）・開催町の行政・関係機関 

団体の職員や会員、協力者 

     ※ボランティア担当者のみならず、他部署の職員にもご参加をお願いします。 
 

 日 程 ※ 参加者の状況により日程を変更する場合があります。 
10:00 10:30   10:40    11：40        12:00     13:00     15:00 15:10      16:10 

受
付 開会・ 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
講義 

（60 分） 

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
の体制・運営 

（20 分） 

ﾗﾝﾁﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 
（60 分） 

模擬訓練 
（120 分） 

休
憩 

ふりかえり・
総括（60 分） 

閉
会 

 

 内 容 【災害想定】平成２９年１１月１日（水）に八頭町を震源として震度 6 弱の地震が発生。   

船岡地域を中心に甚大な被害が出ている状況。八頭町社会福祉協議会は、八

頭町災害対策本部と協議の上、11 月 5 日（日）旧船岡中学校に災害ボラン

ティアセンターを設置し、ボランティアの受け入れを行うこととした（詳細

は当日お知らせします）。 
 

①開会・オリエンテーション（10 分） 

②講義（60 分）  

       ③災害ボランティアセンターの体制・運営（20 分） 

         ④ランチミーティング（60 分）災害時を想定した炊出し訓練を行い、訓練に参加する

皆さんに昼食として提供します。 

       ⑥模擬訓練（120 分） 

 ⑦ふりかえり・総括（60 分） 
 

 申 込 締 切    平成 29 年 10 月 18 日（水）まで  

 問い合わせ先   福祉人材部 TEL 0857-59-6336 

 

 

 

                  
鳥取県社会福祉協議会総務部  
〒689-0201 鳥取市伏野 1729-5 

   （県立福祉人材研修センター内） 
TEL 0857-59-6331 FAX 0857-59-6340 

E-mail soumu@tottori-wel.or.jp 

         HP http://www.tottori-wel.or.jp 

本ニュースは、原則として毎月１日（必要に応じて随時）に発行します。 

（配信先：県社協理事・評議員、会員、市町村社協、行政関係機関等） 
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平成 29 年度傾聴ボランティアフォローアップ研修のご案内 
 

本県では、少子高齢化、核家族化の進行及び単身世帯が増加しています。また、住民同士の人間関係の希

薄化により地域からの孤立が問題となっています。このような課題を解決するためには、小地域での住民同

士の支え合い活動が重要となり、生きるエネルギーを高める傾聴ボランティアのニーズが高まっています。  

本研修は、『傾聴ボランティア』の活動者に対し、技術の向上を図ることを目的に実施します。傾聴ボラ

ンティア活動をされている方は、ぜひご参加ください。 
 

 日 時  平成２９年１１月２０日（月）～２１日（火）９時 30 分～１6 時３０分 
 

 会 場  琴浦町生涯学習センター「まなびタウンとうはく」 

 対  象  本会主催の「傾聴ボランティア養成研修」を受講された方・現在、傾聴ボランティア活動   

をしている方。※定員６０名（定員になり次第締め切らせていただきます） 
 

 内 容  第１日目（ １１月２０日 ） 

①ワークショップ（9:30～12:00）     ○実際の活動上の疑問・困り事Ｑ＆Ａ 

②グループワーク＆講義（13:00～14:30） ○傾聴の基本（復習） 

③ロールプレイ実習（14:30～16:30） ○傾聴のスキルを使っての対話訓練① 

第２日目 （ １１ 月２１ 日 ） 

④ロールプレイ実習（9:30～11:30）     ○傾聴のスキルを使っての対話訓練② 

⑤講義＆ロールプレイ実習（12:30～14:30）○傾聴のスキルを使っての対話訓練③ 

⑥グループワーク（14:30～16:30）     ○ふり返り 
 

 参 加 費  ①－⑥フォローアップ研修：２，０００円（①－③、④－⑥のみの参加は各１，０００円） 
 

 申込締切  平成 29 年 10 月 31 日（火） 

 問い合わせ先  福祉人材部 TEL 0857-59-6336 

 

 平成２９年度「災害時における支え愛地域づくり推進事業」補助金制度のご案内 
 

保地域に暮らしている 「要支援者（※）」 を支えるための、災害発生時の避難支援の仕組みなど、住民

同士でつくる取組みを支援します。 

※本事業の補助を受けた住民組織等は、翌年度以降、県社協主催の研修等での実践発表にご協力いただき

ます。 

 補助対象 住民自治を行うための意思決定機関（総会、役員会など）があり、それに基づく活動や予算   

を確保されている最小単位の区域。（町内会、集落、自治会、公民館など） 

 対象経費 報償費、旅費、需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費）、 

役務費（通信運搬費、手数料、保険料）、使用料及び賃借料、備品購入費 

 申込締切 平成 29 年 12 月 15 日（金） 

 問い合わせ先 最寄りの市町村社会福祉協議会 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時要支援者対策 
促進事業 

○支え愛マップの作成 
○要支援者の特性に 
 応じた個別避難訓練 
 の実施  
○要支援者の見守り、 
 避難支援等に係る研修会・ 
 講演会の開催 など 

補助限度額 
１住民組織あたり 

5 万円以内 

H28 年度までにわが町支え愛活動支援事業の 
補助を受けていない住民組織が対象 

災害時要支援者対策 
のための 

住民組織間交流事業 

○自治会間の交流を促進する  
 ための研修や助言の実施 

補助限度額 
１件あたり 
3 万円以内 

H28 年度までにわが町支え愛活動支援事業の 
補助を受けた住民組織が対象 

既に支え愛マップづくりに取り組んだ自
治会等が、これから取り組む自治会等に
対し研修や助言を行うなどの普及啓発に
向けた取組。 
※対象経費は、報償費のみ 

災害時要支援者対策 
ステップアップ事業 

補助限度額 
１住民組織あたり 

10 万円以内 

自治会長・町内会長や福祉推進員などが
リードし、住民が自らの地域の福祉課題
を話し合う。支え愛マップを活用して問
題を共有し、「支え愛」の充実を目指す。 

H28 年度までにわが町支え愛活動支援事業の 
補助を受けた住民組織が対象 

○支え愛マップづくりで認識・ 
 共有された避難支援に係る 
 課題解決に向けた取組 

災害時の障がいのある方の個別避難支
援、認知症徘徊模擬訓練など、支え愛マ
ップづくりで共有した避難支援に係る課
題の解決に向けた取組。 

※H27,28 年度にこの事業の補助を受けている場合は対象外

となります。 

「地域支え愛会議」の立ち上げ ○ 

災害時要支援者対策 
モデル事業 

H28 年度までにわが町支え愛活動支援事業の 
補助を受けていない住民組織が対象 

補助限度額 
１住民組織あたり 

10 万円以内 

○支え愛マップの作成 
○要支援者の特性に応じた個別 
 避難訓練の実施  

○支え愛マップづくりで認識・ 
 共有された「支え愛避難所※」 
 の点検・資機材の整備  

※町内会の集会所等、住民が自主的に設
ける避難のための施設（鳥取県防災及び
危機管理に関する基本条例第２条１項第
９号に定める施設） 

「地域支え愛会議」の立ち上げ 
 ・運営 

○ 
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助成金情報 ※詳細はそれぞれの問い合わせ先にご確認ください。 
 

◇平成３０年度「キリン・地域のちから応援事業」「キリン・福祉のちから開拓事業」 

/公益財団法人キリン福祉財団 
キリン福祉財団は、障害があってもなくても、高齢者でも子どもでも、日本人でも外国人でも、同じ地域

やコミュニティで生活する一員として、共に理解し合い・支え合う共生社会の実現を願い、地域における障

害児・者、高齢者、子ども等の福祉向上に関わる、幅広いボランティア活動を実施する団体に対して助成し

ています。 詳しくは、キリン福祉財団のホームページをご覧ください。 

【応募期限】平成２９年１０月３１日（火）当日消印有効 

【住所】〒164-0001 東京都中野区中野四丁目１０番２号 中野セントラルパークサウス 

公益財団法人 キリン福祉財団 

【TEL】03-6837-7013   【HP】http://www.kirinholdings.co.jp/foundation/ 

◇２０１８年度年賀寄付金配分団体の公募/日本郵便株式会社 
日本郵便は、社会の発展に大きく貢献することを目的に、全国各地の社会貢献・地域貢献活動を行う多くの

団体に年賀寄付金を配分しています。 詳しくは日本郵便のホームページをご覧ください。 

【応募期限】平成２９年１１月１０日（金）当日消印有効 

【住所】〒100-8798 東京都千代田区霞が関一丁目 3 番 2 号 

日本郵便株式会社 総務部内 年賀寄附金事務局 

【TEL】03-3504-4401 【HP】http://www.post.japanpost.jp/kifu/ 
 

◇2017 年度社会福祉事業 ＮＰＯ基盤強化資金助成 「認定ＮＰＯ法人取得資金」の助成 

/公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団 
損保ジャパン日本興亜福祉財団は、福祉及び文化の向上に資することを目的に、主として障害児・者、高

齢者などを対象として活動するＮＰＯの支援、社会福祉の学術文献表彰、学術研究・文化活動の助成などを

実施しています。「住民参加型福祉活動資金助成」では、地域における高齢者・障害者・子ども等に関する

複合的な生活課題に、地域住民が主体となって、包括的な支援を行う活動に必要な資金を助成します。 

 詳しくは、損保ジャパン日本興亜福祉財団のホームページをご覧ください。 

【応募期限】平成２９年１０月２０日（金）１７時 

【住所】〒160-8338 東京都新宿区西新宿１－２６－１ 

        公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団 事務局 

【HP】http://www.sjnkwf.org/ 
 

 

鳥取県福祉研究学会 第 11 回研究発表会研究発表の募集 
  

何度も試行錯誤を重ね、ようやく生み出される成果があります。少し視点を変えるだけで思いがけない発

見をすることもあります。私たちは、皆さんのこうした努力を応援し、専門性やノウハウを共有して、鳥取

県域の福祉社会の発展向上を図りたいと思っています。 

 研究発表は、社会福祉に関わる活動、研究等を行っている方が成果を発表する場です。また、それは「自

らを試し、自らを磨くこと」に他なりません。皆さんの意欲的なチャレンジをお待ちしています！！ 
 

◆募 集 期 間 平成２９年８月１日～平成３０年１月９日 

◆問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336 
 

市町村社協お知らせコーナーを設置しました！ 
 

福祉人材研修センターの福祉体験交流プラザに、「市町村社協お知らせコーナー」を設置しまし

た。県内市町村社協の活動がわかる「社協だより」を置いています。 

ぜひ、ご覧ください。自由にお持ち帰りいただけます。 
 

◆問い合わせ先 総務部 TEL 0857-59-6331 
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行事予定 

市町村社協関係行事予定（１０月） 

日付 内容 会場 

２（月） 
あいサポーター地域実践塾（西部地区②）/振興 米子市「ＮＰＯおおぞら」 

ボランティアコーディネーター養成研修/人材（～3 日） 水明荘 

５（木） 西部地区高齢者健康運動会 米子産業体育館 

１０（火） 支え愛マップづくり啓発研修会 伯耆町農村環境改善ｾﾝﾀｰ 

１４（土） 支え愛マップづくり啓発研修会 八頭町中央公民館 

１５（日） 支え愛マップづくり啓発研修会 北栄町北条農村環境改善ｾﾝﾀｰ 

１７（火） 
社会福祉法人会計実務研修会Ⅱ/振興 新日本海新聞社中部本社 

職場環境改善研修会(ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ)/人材 倉吉未来中心 

２０（金） えんくるり事業運営委員会 県立福祉人材研修センター 

２７（金） 中部地区高齢者健康運動会 倉吉体育文化会館 
 

 

※各事業･研修等の詳細･申込書は本会ホームページに掲載しています。 
 

県立福祉人材研修センター予約申込受付のご案内  

   平成３０年 4 月の研修室等の利用申し込みの受付を開始しました。        

ホールは利用日の 1 年前、他研修室等は 6 ケ月前から予約を受け付けています。 

講演会、発表会、会議、研修会(介護実習、調理実習等)などにご利用ください。 

平成 2９年４月より申込み等の様式の一部（利用申込書、変更申込書）が新しく 

なりました。ホームページからダウンロードしてご利用ください。 

※現在、平成 30 年８月 1 日以降のホールの予約は受け付けておりません。 
 

《 問い合わせ先：県立福祉人材研修センター TEL 0857-59-6330 FAX 0857-59-6360 》 

福祉団体行事予定（１０月） 

8（日） 社会福祉士国家試験・全国統一模擬試験/社士会 倉吉体育文化会館 

9（月） キックオフ会議/社士会 アゼリアホール 

12（木）～ 

13（金） 
家庭生活支援員養成研修会（中部）/母寡連 倉吉体育文化会館 

１４（土） 第 24 回手をつなぐスポーツ祭り/育成会 県民体育館 

１８（水） 第 3 回老人福祉施設職員研修会/老施協 駅パル倉吉 

２０（金） 家庭生活支援員養成研修会（東部）/母寡連 鳥取市文化センター 

２１（土） 第 2 回障がい児保育研修会（東部会場）/育み協 県立福祉人材研修センター 

２２（日） 第 2 回障がい児保育研修会（西部会場）/育み協 国際ファミリープラザ 

２４（火） 
初任・初級保育士研修/育み協 倉吉体育文化会館 

地域支え合い事業研修会/老ク連 まなびタウンとうはく 

２７（金） 家庭生活支援員養成研修会（東部）/母寡連 鳥取市文化センター 

３１（火） 第 2 回施設長研修会/育み協 倉吉未来中心 


