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平成３０年度 権利擁護セミナーのご案内 
 

誰もが安心し、住み慣れた地域で、自分らしく暮らしていくためには、一人ひと

りの権利が守られることが必要です。 

特に、認知症の人、知的障がい者、精神障がい者、子どもたちなど自分の思いを

伝えづらい人たちには、より積極的な権利擁護が必要であり、障害者虐待防止法、

成年後見制度利用促進法の施行も相俟って、“本人の意思を尊重した支援”（意思決

定支援）の実現が強く求められています。 

では、本人の意思を尊重した支援とはいったいどのようなことなのでしょうか。 

本セミナーでは、地域で生活する人たちが、自らを見守り、お互いに支え合える

ような地域をめざし、寄り添う心の在り方、地域生活を支える連携の在り方を考え

るとともに、権利擁護の本質について考えます。 

◆日  時 平成３０年１１月２６日（月）１３：３０～１６：００ 

◆会  場 倉吉未来中心 セミナールーム３ 

◆対  象 県市町村行政の職員、県市町村社会福祉協議会の役職員、社会福祉施設の役職員、 

地域包括支援センターの職員、障害者支援機関の役職員、権利擁護支援センター役職員、 

市民後見人養成講座受講生、日常生活自立支援事業の生活支援員、民生児童委員、 

地域福祉に携わっておられる方、その他権利擁護に関心のある方 

◆日  程 13:00 13:30 13:40                15:40     16:00 

受付 開会 講  演 ※途中休憩あり 質疑応答 閉会 

◆内  容 講演 「意思決定支援の在り方 ～本人を中心とした支援プロセスについて考える～」（仮題） 

      講師 筑波大学大学院 人間総合科学研究科（障害科学専攻）講師 

特定非営利活動法人 PAC ガーディアンズ 理事長 

一般社団法人 日本意思決定支援ネットワーク 代表理事 名川 勝 氏 

◆参 加 費 無料  

◆申込期限 平成３０年１１月１６日（金）  

◆問い合わせ先 地域福祉部  TEL 0857-59-6334 

 

 

 

 

                   
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） 

講師 名川 勝 氏 
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平成３０年度 災害ボランティアセンター運営模擬訓練 in 日南町 
 近年、毎年のように全国各地で広域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。現在も、日本各地の災害ボランティ

アセンターでボランティアが活動しています。 

 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・住民・関係機関が、それぞれの立

場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、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。 

◆日  時 平成３０年１２月１日（土）１０：３０～１６：１０ 

◆会  場 日南町総合文化センター 多目的ホール  

◆対  象 市町村社会福祉協議会役職員（所属を問わず※）…県内及び県外隣接自治体 

開催町の町民・行政・関係機関・団体の職員や会員、協力者 

      県内災害ボランティア関係機関  

◆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） 

訓練説明 

（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３０年１１月２８日（水）に日南町を震源として震度 6 弱の地震が発生。町全体を中心 

に甚大な被害が出ている状況（一部道路に通行止めも発生）。日南町社会福祉協議会は、日南

町災害対策本部と協議の上、１２月１日（土）に日南町総合文化センターで災害ボランティア

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。 

◆アドバイザー 日野ボランティア・ネットワーク 山下 弘彦 氏 

◆参 加 費 無料 

◆申込期限 １１月１６日（金） 

◆問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336 

 

福祉用具展示会＆体験フェスタ 2018in 米子のご案内 

最新の福祉用具を見て・触れて・試す機会を設け、福祉用具の適切な利用について普及・啓発することを

目的として開催します。 

◆日  時 平成３０年１１月２２日（木）１０：３０～１６：３０ 

◆会  場 米子コンベンションセンター １階多目的ホール・ホワイエ  

◆対  象 一般県民、学生、福祉関係者等どなたでもご参加いただけます。 

◆内  容 ○福祉用具展示・体験  

 約５０社の福祉用具メーカーがブース形式で最新の福祉用具を展示します。 

福祉用具の使い方・選び方の説明を聞くことができるほか、体験もできます。 

○特別セミナー（各定員５０名、要事前申込）  

 ①安全な車いすの乗り方  講師 鳥取県米子警察署交通第一課第一係 細谷 由紀恵 氏 

 ②地域の見守り活動と防災力の向上 講師 米子市社会福祉協議会 事務局長 王島 茂 氏  

 ③災害時の要援護者支援について～地域における普段の暮らしから考える～ 講師 み・らいず 松浦 宏樹 氏 

○就職相談コーナー（福祉のお仕事） 

○高齢者疑似体験  

◆参 加 費 無料   

◆問い合わせ先 総務部 TEL 0857-59-6331 

https://2.bp.blogspot.com/-iqLtgrX2ThI/WYAylgfU2jI/AAAAAAABF28/6cfwJ173l2QmTyLlOJw9-p6HhTZI1zfWwCLcBGAs/s800/syokki_kaigoyou_jijogu.png
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※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年度交通遺児激励金の支給対象者を拡大しました 
 

交通事故によりかけがえのないお父さん、お母さんを亡くされた交通遺児（当年度高等学校卒業まで）の方

に対する激励金の支給事業を行っています。 

  

 

 

 

【 対 象 者 】○父母（「養子縁組をした場合にあっては、養父母とする」以下同じ） 

又はそのいずれかが交通事故により死亡、又は父母が重度の後遺症を存することとなっ

た者（父母のいずれかが交通事故により死亡した後において、その配偶者が再婚した場

合を除く。但し、当年度内に限り該当する。） 

〇父母が死亡した後に、その他親族等に扶養されていたもので、当該親族等が交通事故に

より死亡、又は当該親族等が身体に重度の後遺症を存することとなった者。 

【激励金支給基準】１人につき 

①翌年度４月に小学校入学予定の幼児 ５０,０００円 

②翌年度４月に中学校入学予定の児童 ５０,０００円 

③当年度末に中学校卒業予定の生徒  ５０,０００円 

④その他（①～③を除く）児童・生徒（現小・中学生）２０,０００円 

⑤幼稚園・保育園・在宅を含めた全ての乳幼児    ２０,０００円 

⑥当年度末に高等学校卒業予定の生徒 7０,０００円 

⑦高校１・２学年の生徒 ３０,０００円 

【 問い合わせ先 】福祉振興部 TEL 0857-59-6344 
 
 
 
 

 
 

 

 

県立福祉人材研修センター予約申込受付のご案内 

 

平成３１年５月の研修室等の利用申し込みの受付を開始しました。        

研修室等は６ヶ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。 

本センターでは現在、特定天井脱落対策にかかる改修工事のため、出入り口を変更しておりま

す。ご利用の際は東側（多目的工作室側）の出入り口をご利用ください。 

工事の詳細については、随時ホームページにてお知らせいたします。 

 

◆１１月休館日のお知らせ◆  

３日（土）・２３（金）は祝祭日のため休館となります。 
 

《 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 》 

 

 

お知らせ 
 

✿支給対象者を高等学校卒業までに拡大しました （下記⑥・⑦） 

✿対象世帯の所得制限はありません 

✿当年度高等学校等卒業までの乳幼児、児童、生徒で下記に該当する方へ支給します。        
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行事予定 

市町村社協関係行事予定（1１月） 

日付 内容 会場 

1（木） 

～２（金） 
キャリアパス生涯研修課程（管理職コース）/人材 倉吉体育文化会館 

３（土） 

～６（水） 
ねんりんピック富山大会２０１８/地域 富山県 

５（月） 生活困窮者自立支援セミナー/地域 県立図書館 

６（火） 

～７（水） 
傾聴ボランティアフォローアップ研修/人材 琴浦町社会福祉センター 

２２（木） 福祉用具展示会＆体験フェスタ 2018in 米子/総務 米子コンベンションセンター 

２５（日） 啓発研修/地域 誠道公民館 

２６（月） 権利擁護セミナー/地域 倉吉未来中心 

 
 

福祉団体行事予定（1１月） 

日付 内容 会場 

9(金)  介護の日啓発活動/老施協 東・中・西部地区各主要駅前 

１０（土） ファーストステップ研修会⑭/介福会 倉吉交流プラザ 

１０（土） 

～１１（日） 
第 7 回手をつなぐ育成会中国四国大会・本人大会/育成会 

とりぎん文化会館 

鳥取産業体育館 

１１（日） いきいき長寿の祭典・とっとり介護フェア２０１８/人材 あやめ池スポーツセンター 

２１（水） 県民生委員児童委員大会/民協 米子コンベンションセンター 

２１（水） 

～２２（木） 
第６２回全国母子生活支援施設研究大会/母子支援協 ホテルニューオータニ 

２３（金） 基礎研修Ⅰ②/社士会 倉吉体育文化会館 

２４（土） 基礎研修Ⅱ⑦/社士会 倉吉体育文化会館 

２５（日） 基礎研修Ⅱ⑧/社士会 倉吉体育文化会館 

２６（月） 健康づくり介護予防活動研修会/老ク連 倉吉体育文化会館 

２７（火） 

～２８（水） 
先進地視察研修/経営協 神戸市 

２９（木） 

～３０（金） 
中国ブロックカントリーミーティンクﾞ in 鳥取/老施協 米子コンベンションセンター 

３０（金） ファーストステップ研修会⑮/介福会 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。 
 

 

 

 


