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鳥取県社協ニュース  
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災害ボランティアセンター運営模擬訓練 in 湯梨浜町 開催のご案内 
 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。 

災害ボランティアセンターの設置主体は平時から地域のさまざまな課題を住民主体で解決するため

に活動している社会福祉協議会となりますが、その運営においては住民や関係機関と連携し、その機

能を発揮することが求められています。 

 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のか考え実践

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 令和元年１２月１日（日）10：30～16：10  

会 場 湯梨浜町中央公民館 大講堂等 

対 象 市町村社会福祉協議会役職員（所属を問わず） 

     開催町民・行政・関係機関・団体職員や会員、協力者 

     県内災害ボランティア関係機関 

日 程  
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 

  ※昼食については汁物の炊き出しを予定しています。昼食時にはランチミーティングを予定して

いるので必ず会場で食事をとってください。 

  【町外の方】おにぎりやお弁当を各自ご持参ください。 

【湯梨浜町内の方】お弁当を用意しています。 

内 容  

 

 

 

 

 

 

 

     【講義】昨今の災害の状況や災害ボランティアセンターの基礎知識、普段の住民活動との

関わり、社協や関係機関・団体・協力者との連携など、センターの担う役割を中

心としながら、災害時だけでなく平時から取組むべきことについて考えます。 

     【模擬訓練】各班・役割に分かれ、災害ボランティアセンターを模した会場で運営訓練を

行います。訓練で得る気づきを、今後の取組みに活かします。 

一部の参加者は町内に出かけて訪問調査の訓練を行います。 

申込期限 令和元年 11 月 8 日（金） 

≪問い合わせ先 福祉人材部 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 

Facebook https://www.facebook.com/tkensyakyo 

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） 

【災害想定】 

令和元年１１月２８日（木）に湯梨浜町を震源として震度 6 弱の地震が発生。町全

体に家屋等に被害が出ている状況。住民の安否確認を終え、余震も落ち着いたことか

ら、湯梨浜町社会福祉協議会は、湯梨浜町災害対策本部と協議の上、１２月１日

（日）に湯梨浜町中央公民館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。 
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令和元年度福祉職場の環境改善研修会 

『聞く力』のスキルアップ研修会～OJT を円滑に進めるために～のご案内 
近年、福祉・介護現場において職員の人材不足や離職率の高まりは、高齢化社会における大きな課

題となっています。こうした課題を受け、人材確保の体制や職員が働きやすい勤務環境を整えるため

に、本年度は、「聞く」ことにポイントを絞って学びます。「聞く力」は、ＯＪＴを進める中で必要

なスキルです。「聞く力」を身につけるだけで、自施設でのあらゆるコミュニケーションシーンに有

効に作用します。「聞く力」をしっかりと習得し、良好なコミュニケーション構築のための基本を体

得することで、介護職員の離職防止および定着につなげていくことを目的に開催します。 

 

日 時 令和元年 12 月 6 日（金） 10：00～16：00 

会 場 新日本海新聞社中部本社ホール 

講 師 株式会社話し方教育センター 伊槻 紀子 氏 

 

 

 

対 象 県内の社会福祉施設の経営者、管理者、施設長、育成担当者 

※鳥取県保育士等キャリアアップ研修マネジメント分野に指定。 

定 員 ６０名 

申込期限 令和元年 11 月２５日（月）    ≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

令和元年度あいサポートメッセンジャー養成研修会のご案内 
 本県では、障がいへの理解を深め、誰もがお互いの人格と個性を尊重し支え合う共生社会を県民の

皆さんと一緒につくっていく“あいサポート運動”を展開しています。そこで、本研修会では、あい

サポート運動の推進役・講師役となる“あいサポートメッセンジャー”の養成を行い、その活動を通

じて運動の更なる県民への理解を深めます。 

 

日時・会場 令和元年１１月１４日（木）13：30～15：30 県立福祉人材研修センター 

対 象 者 市町村社協職員、県・市町村行政職員、学校教員、あいサポート企業（団体）の職員 

障がい福祉サービス事業所等職員、その他障がいのある方への支援に関心のある方 

内 容 説明「あいサポートメッセンジャーの役割・教材について」 

鳥取県社会福祉協議会職員 

講義・演習「あいサポート研修を伝えるコツ」 

      講師：あいサポートメッセンジャー 

倉吉市障がい者地域生活支援センターはっぴぃ 今西 賀子 氏 

定 員 ５０名程度 

申 込 期 限 研修開催日の１週間前までに申し込みください。 

そ の 他 研修修了者には、鳥取県から終了証が交付され、あいサポートメッセンジャーとして登

録されます。 

≪問い合わせ先 福祉振興部 TEL 0857-59-6344≫ 

 

令和元年度あいサポーターステップアップ研修開催のご案内 
 発達障がい、聴覚障がいの理解を深めるとともに、日常生活等の様々な場面で役に立つコミュニ       
ケーション方法について講義と実技をとおして学びます。 
 日頃、あいサポート運動の推進に取り組んでいただいている“あいサポートメッセンジャー”や 
“あいサポート企業・団体”の皆様を対象に開催します。 
 

日時・会場 【中部】令和元年１１月１８日（月） エキパル倉吉 

      【西部】令和元年１２月９日（月） 米子コンベンションセンター 

       ※各会場 13：00～16：00 （受付 12：30～） 

内 容 研修①「大人の発達障がいへの理解」 講師：ペアレントメンター鳥取 

      研修②「聞こえない人への理解」 講師：鳥取県聴覚障害者協会 

申 込 締 切 各会場、開催日の７日前 

定 員 各会場３０名程度         ≪問い合わせ先 福祉振興部 TEL 0857-59-6344≫ 

【内容】 

聞くことの意義と価値～ＯＪＴを円滑に進めるために、聞く能力への基礎知識 

職場を活性化させる聞き方の基盤、部下育成ヒヤリングの実際、さらに聞く力を高めるために 
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令和元年度 介護の入門的研修のご案内 
介護に関心がある方を対象に、介護に必要な知識や技術を学んでいただくための研修です。経験が

ない方にも、介護の基礎を講師がわかりやすくお伝えします。 
介護する人・される人が、お互いを支え合いながら安心して生活するにはどうしたら良いかなど、考
えるきっかけをつくってみませんか。 
全日程を終了された方には修了証書を発行します。 
また、研修終了後は、介護の仕事に興味があり施設等で就職を希望される方に対して、鳥取県福祉

人材センターと協力し、就労に向けてご支援します。 
 
会 場 
開 催 日 
内 容 

 
 
 

※1,3,4 日目 10：00～16：00  2 日目 9：30～16：00 
※各会場定員 ３０名 

講 師 鳥取県介護福祉士会 
対 象 者 介護に関心がある方で、現在介護職として就業していない方 

これから介護の職場に就業を希望される方 
≪問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336≫ 

 

とっとり介護フェア×ゆるスポ 2019 のご案内 
 １１月９日（土）に鳥取県民体育館において、「とっとり介護フェア×ゆるスポ 2019」を開催
します。「ゆるスポ」や介護福祉機器体験など子どもからお年寄りまで楽しめるイベントとなってお
ります。たくさんの方のご来場をお待ちしております。 
 

日時 令和元年１１月９日（土）10：30～15：00 

会場 鳥取県民体育館 サブアリーナ 

   ※上履きをご持参ください 
 
～ゆるスポとは～ 

「ゆるスポーツ」の略で年齢・性別・運動神経に 

関わらずだれもが楽しめる新スポーツのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

≪問い合わせ先  

福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

県立福祉人材研修センター予約申込受付のご案内 

令和２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。 
ホールは１年前、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。 
※平成３１年４月より申込用紙等の様式が変更となりました。 
新しい様式はホームページよりダウンロードできます。 
 

◆１１月 休館日のお知らせ◆  
１１月３日（日）、１１月２３日（土）は祝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 》  

 東部 

県立福祉人材研修センター 

西部 

米子東病院 東館 
内容 

１日目 １１月２０日(水) １２月３日(火) 
介護に関する基礎知識、介護の基本 

介護における安全確保 

２日目 １１月２１日(木) １２月４日(水) 認知症の理解、障がいの理解 

３日目 １１月２６日(火) １２月１０日(火) 
基本的な介護の方法 

４日目 １１月２７日(水) １２月１１日(水) 

ステージイベントスケジュール 

10：30 オープニングセレモニー 

11：00 「介護男子×介護女子」 

11：30 感謝のメッセージ・表彰式 

14：30 とっとり介護フェア大抽選会 

＆「ゆるスポ」表彰式 

 
【ポート・かーにバル】 
鳥取の味覚、松葉ガニになりきって、パスをしながら

ボールを運ぶスポーツです。   ※事前参加申込要 

【オシリウスの塔】 
「しりもじ」で○を書く

とおしりがふってくる！

画面をおしりで埋めつく

すスポーツです。 

【トントンボイス相撲】 
声でプレイするトントン

相撲。「喉のリハビリ」

になるスポーツです。 

介護福祉機器体験コーナーや介護団体による

ブースの出展、とっとりのグルメ・スイーツの

販売も行います！ 
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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 

６（水） 

７（木） 
介護の入門的研修（中部地区）/人材 倉吉市「アゼリアホール」 

７（木） 東部地区高齢者健康運動会/地域 鳥取県民体育館 

８（金） 生活困窮者自立支援事業担当者連絡会（東・中部）/地域 県立福祉人材研修センター 

９（土） とっとり介護フェア２０１９×ゆるスポ/人材 鳥取県民体育館 

９（土）～ 

１２（火） 
ねんりんピック和歌山大会/地域 和歌山県 

１２（火） 職場のメンタルヘルス対策研修会/人材 倉吉未来中心 

１２（火） 生活困窮者自立支援事業担当者連絡会（西部）/地域 米子コンベンションセンター 

１９（火） 社会福祉協議会広報コンテスト 2019/総務 県立福祉人材研修センター 

２０（水） 

２１（木） 
介護の入門的研修（東部地区）/人材 県立福祉人材研修センター 

２１（木） 支え愛マップ啓発研修（用瀬町）/地域 用瀬町支所 

２２（金） 権利擁護人材育成研修会（生活支援員地区別研修会）基礎編/地域 新日本海新聞社中部本社 

２６（火） 生活困窮者自立支援事業主任相談員研修/地域 中部総合事務所 

２８（水） 権利擁護人材育成研修会（生活支援員地区別研修会）実践編（東・中部）/地域  新日本海新聞社中部本社 

２９（木） 権利擁護人材育成研修会（生活支援員地区別研修会）実践編（西部会場）/地域  米子コンベンションセンター 
 

福祉団体行事予定（１１月） 

日付 内容 会場 

１（金） 高齢者の健康づくり研修会/老ク連 白壁土蔵群周辺 

２（土） 第２回食育研修会/育み協 倉吉未来中心 

５（火） 階層別研修（中堅職員Ⅱ）/児入協 とりぎん文化会館 

８（金） 社会就労センター職員研修会/就労協 鳥取市「ののなファクトリー他」 

９（土） 

１０（日） 
ファーストステップ研修会⑨・⑭/介福会 米子コンベンションセンター 

１０（日） 

１１（月） 
子育て支援事業/母寡連 さざんか会館 

１１（月） 介護の日啓発活動/老施協 鳥取駅、倉吉駅、米子駅 

１４（木） 第４回職員研修会/老施協 新日本海新聞社中部本社 

１６（土） 第５４回鳥取県肢体不自由児者父母の大会/県肢連 倉吉市社公民館 

１９（火） 第 2 回協議員会/児入協 県立福祉人材研修センター 

２０（水） 市町村老連若手会員情報交換会（東部）/老ク連 県立福祉人材研修センター 

２２（金） 市町村老連若手会員情報交換会（中部）/老ク連 倉吉体育文化会館 

２３（土） 家庭生活支援員養成研修会/母寡連 ふれあいの里 

２３（土） 

２４（日） 
ファーストステップ研修会⑮・⑯/介福会 倉吉体育文化会館 

２９（金） 市町村老連若手会員情報交換会（西部）/老ク連 米子コンベンションセンター 

３０（土） 家庭生活支援員養成研修会/母寡連 ふれあいの里 

※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。 


