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  7月 5日から続いた豪雨災害により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、 

被災された地域の皆さま、その家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。 

  県社協は、市町村社協、鳥取県、全社協、中国ブロック社協、共同募金会、関係団体等と連携を密 

にし、支援体制を構築して被災地の皆様の一日も早い復興支援のため全力で取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

（1）智頭町災害ＶＣ支援  

  7/10 立ち上げ支援（県社協 前田主幹、倉吉市社協 塚根常務、八頭町社協 藤田主任、 

若桜町社協 田中主事・小倉主事） 

  7/11 災害ＶＣ支援（県社協 辻中主幹、鳥取市社協 山本係長・平島主事、八頭町社協 

田中主事） 

  7/12 災害ＶＣ支援（県社協 辻中主幹、鳥取市社協 山本係長・平島主事、八頭町社協 

中野主事） 
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①県社協の動き ②被災地への人的支援  

③義援金等の募集 ④情報発信 ⑤今後の予定 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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鳥取市伏野 1729-5 
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7月 9日 県内近隣市町社協へ職員派遣等について協力依頼（智頭町災害 VC支援） 

7月 10日 智頭町災害ボランティアセンター開設 

（県社協職員 1名、市町社協職員 4名派遣）7月 10日～13日まで 

県内全市町村社協へ職員派遣等について協力依頼（中国ブロック支援） 

中国ブロック幹事県として広島県へ先遣隊（職員）派遣（2名） 

7月 11日 中国ブロック幹事県として岡山県へ先遣隊（職員）派遣（2名） 

鳥取県へ職員派遣について協力依頼（災害 VC支援） 

7月 12日 台風7号及び梅雨前線による災害 被災地へのブロック派遣に係る情報共有会議

（全社協）への出席 

7月 13日 岡山県・広島県内災害ボランティアセンターへ職員派遣（第 1クール・15名） 

7月 16日 岡山県・広島県内災害ボランティアセンターへ職員派遣（第 2クール・12名） 

7月 18日 鳥取県災害ボランティア隊（第 1陣） 出発・活動～19日（岡山県総社市） 

7月 19日 岡山県・広島県内災害ボランティアセンターへ職員派遣（第 3クール・10名） 

7月 22日 岡山県・広島県内災害ボランティアセンターへ職員派遣（第 4クール・9名） 

7月 25日 岡山県・広島県内災害ボランティアセンターへ職員派遣（第 5クール・7名） 

7月 26日 鳥取県災害ボランティア隊（第 2陣）出発・活動～27日（岡山市北区・倉敷

市） 

平成 30年 7月豪雨災害中国ブロック情報共有会議への出席（広島市） 

8月 1日 災害対応ブロック幹事県・市社協会議への出席 

1．県社協の動き 

2．被災地への人的支援 
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  7/13 災害ＶＣ支援（県社協 辻中主幹、鳥取市社協 山本係長・平島主事、八頭町社協 

中野主事） 

  7/15 災害ＶＣ閉所 延べボランティア活動者数 85人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）先遣隊派遣（災害ＶＣ支援） 

   7/10～12 広島県（県社協 山本部長・中村主幹） 

   7/11～12 岡山県（県社協 前田局長・朝倉部長） 

 

（3）第 1クール職員派遣（災害ＶＣ支援） 

7/13～16 岡山県岡山市北区社協（県社協 池田主事、鳥取市社協 茂上係長） 

  〃  岡山県倉敷市社協（県社協 朝倉部長、県 藤内課長補佐、木原係長、安井主事、 

明里主事） 

  〃  岡山県総社市社協（県社協 松田主事、県 新高課長補佐、小寺課長補佐、榎田係長、 

              山本主事） 

  〃  広島県広島市社協（倉吉市社協 塚根常務・池田課長・西田生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、 

廣芳係長） 

  〃  広島県三原市社協（県社協 前田主幹・濱本主幹・福山主事） 

  〃  広島県東広島市社協（境港市社協 西原主任、日吉津村社協 涌谷地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

  〃  広島県呉市社協（若桜町社協 田中主事、北栄町社協 柴山主事） 

 

   第 2クール職員派遣（災害ＶＣ支援） 

7/16～19 岡山県岡山市社協（県社協 杉本主事、森主事） 

  〃  岡山県総社市社協（若桜町社協 鎌谷局長、八頭町社協 谷村係長・藤田主任・ 

田中主任） 

     〃  広島市南区社協（倉吉市社協 坂本係長・黒川主事） 

     〃  広島市呉市社協（県社協 中村主幹・永見主事） 

     〃  広島県東広島市社協（米子市社協 森本室長、琴浦町社協 西本課長） 

 

   第 3クール職員派遣（災害ＶＣ支援） 

7/19～22 岡山県岡山市社協（県社協 前田参事・石谷主事） 

  〃  岡山県総社市社協（湯梨浜町社協 岡本課長補佐、大山町社協 日野課長） 

  〃  広島県広島市南区社協（倉吉市社協 河本事務局次長・中本主任・林原主任社会福祉士） 

  〃  広島県東広島市社協（米子市社協 船木課長） 

  〃  広島県三原市社協（伯耆町社協 森脇地域福祉活動推進員・森田地域福祉活動推進員） 

 
▲智頭町災害ＶＣの活動 

7 月に発生した豪雨により、智頭町社会福祉協議会で

は 7 月 10 日に「智頭町災害ボランティアセンター」を開設

しボランティアによる支援を行いました。 

主な活動内容は、床下や屋外の泥撤去・納屋の家財移

動でした。 

7 月 15 日に閉所しましたが、町内外の方、鳥取大学の

学生や地元企業・団体など延べ 85 人のボランティアが活

動しました。 
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第 4クール職員派遣（災害ＶＣ支援） 

7/22～25 広島県広島市（鳥取市社協 南條所長、倉吉市社協 松下主事・濵口主事、 

伯耆町社協 西村福祉活動推進員） 

  〃  広島県東広島市社協（米子市社協 仲佐主事、境港市社協 安田常務理事） 

  〃  広島県呉市社協（県社協 小林主事・秋本遥主事） 

  〃  広島県海田町社協（三朝町社協 宮脇主任） 

 

第 5クール職員派遣（災害ＶＣ支援） 

7/25～28 広島県広島市（鳥取市社協 山根ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ副所長・田畑係長、 

南部町社協 小林福祉活動専門員） 

  〃  広島県東広島市社協（境港市社協 松本係長、伯耆町社協 仲村地域福祉活動推進員） 

  〃  広島県三原市社協（県社協 秋本玲主事・山田参事） 

 

第 6クール職員派遣（災害ＶＣ支援） 

7/28～31 広島県広島市（県社協 辻中主幹、鳥取市社協 山本鳥取市総合福祉ｾﾝﾀｰ副所長、 

境港市 加藤主任） 

  〃  広島県東広島市社協（伯耆町社協 佐藤地域福祉活動推進員、大垣地域福祉活動推進員） 

 

第 7クール職員派遣（災害ＶＣ支援） 

7/31～8/3 広島県広島市（県社協 秋吉主事、鳥取市社協 谷村佐治町総合福祉ｾﾝﾀｰ所長、 

             若桜町社協 小倉主事、琴浦町社協 古林係長） 

 

（4）ボランティアによる支援 

 

  ①鳥取県災害ボランティア隊   参加者：12名（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 

随行職員：県社協 山岡部長（隊長）、上田主事、石本運転手 

活動期間：7/18～19 

活動場所：岡山県総社市 

活動内容：被災家屋の泥出しや家財の搬出、片付け等 

 

  ②第 2回鳥取県災害ボランティア隊 参加者：14名（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 

   随行職員：県社協 川瀬主幹（隊長）、中井参事 

活動期間：7/26～27 

活動場所：岡山県岡山市北区・倉敷市真備町 

   活動内容：被災家屋内の土砂撤去や家財の搬出、片付け等 

 

  ③第 3回鳥取県災害ボランティア隊【予定】参加者：15名（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 

   随行職員：県社協 前田主幹（隊長）、池田主事 

   活動期間：8/7～8 

活動場所：岡山県倉敷市真備町予定 

活動内容：被災家屋の泥出しや家財の搬出、片付け等 

 

 

 

（1）鳥取県共同募金会「平成 30年 7月豪雨災害義援金」 

  被災された方々を支援することを目的に義援金を募集。（平成 30年 7月 10日から平成 30年 9月 28日

まで受付）http://www.tottori-wel.or.jp/akaihane/index.html 

3．義援金等の募集 

 

▲第 2陣 岡山市北区での活動 

 

http://www.tottori-wel.or.jp/akaihane/index.html
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（2）中央共同募金会「平成 30年 7月豪雨災害 ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募金」 

  支援を必要としている方を支える活動に助成をおこなうことで、被災地を支援。（平成 30年 7月 10日から 

平成 30年 9月 28日まで受付） https://www.akaihane.or.jp/saigai/2018_july_gouu/ 

  

 

 

（1）県社協ホームページの更新 http://www.tottori-wel.or.jp/ 

（2）福祉救援活動情報 No.1、2（福祉人材部発行） 

（3）平成 30年度 7月豪雨災害 中国ブロック県・指定都市社協情報 No.1、2（総務部発行） 

 

 

 

（1）災害ＶＣ職員派遣 

・第 8クール 8/3～8/6、第 9クール 8/6～8/9、第 10クール 8/9～8/12、第 11クール 8/15～18（調整中） 

（2）平成 30年度第 1回災害ボランティア活動関係機関連絡会の開催 

平成 30年 7豪雨災害（鳥取県内、岡山・広島県等）の各団体の支援状況、今後の支援について情報共有を

図る会議を、（公財）とっとり県民活動活性化センターと連携し開催します。 

8月 9日 県立福祉人材研修センター 

4．情報発信 

5．今後の予定 

https://www.akaihane.or.jp/saigai/2018_july_gouu/
http://www.tottori-wel.or.jp/

