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生活困窮者等自立相談支援事業と関係事業の連携強化を図るために
９月24日(木)、メルパルク熊本において、
「生活困窮者等自立相談
支援事業相談支援員及び関係事業担当職員合同研修会」を開催し、市
町村社協、市行政、社会福祉法人配置の相談支援員及び市町村社協の
生活福祉資金・地域福祉権利擁護事業の担当職員等98名が参加しまし
た。
今回の研修会は、自立相談支援事業における相談支援の流れや事業
の具体的な展開方法、生活福祉資金貸付事業の改正点と事務取扱いの
方法等について理解を深めるとともに、自立相談支援事業と生
計困難者レスキュー事業、生活福祉資金貸付事業、地域福祉権利擁護
【各事業との連携方法を説明】
事業との連携を強化することを目的に企画したもので、開会挨拶の
後、事業担当課から、各事業の目的や役割、具体的な業務内容、具
体的な自立相談支援事業との連携方法などについて説明しました。
その後の質疑応答・意見交換では、生活福祉資金貸付の具体的な
ケースや自立相談支援事業の利用者が生活保護受給となった場合の
フォローアップ、生活福祉資金や地域福祉権利擁護事業をプランに
位置付ける際の留意点などについて検討し、情報を共有しました。
また、研修終了後に開催した、主任相談支援員の情報交換会には、
19名が参加し、各市町の事業の実施状況や課題について情報交換を
行いました。この情報交換会は、今後、定期的に開催し、主任相談
支援員間のネットワークづくりと課題の検討などを行う予定です。
【主任相談支援員の情報交換会】

阿蘇地域住民が災害ボランティアセンターを運営！ －阿蘇地域災害VC設置訓練－
８月30日(日)、久木野総合福祉センターで南阿蘇村社協が設置主体
となり、地震・噴火・土砂災害を想定とした｢阿蘇地域災害ボランティ
アセンター設置訓練｣を実施しました。
今回の訓練は、｢熊本県・阿蘇地域総合防災訓練｣の一環としており、
また、阿蘇ブロック社協主催の阿蘇地域災害ボランティア養成講座の
一環としても実施しました。
本養成講座の受講者である阿蘇地域住民の方々は、センターのスタ
ッフ役を担い、それをサポートする形で阿蘇ブロック社協と県社協の
計33名の社協職員が携わりました。
【活動内容の詳細を説明】
災害ボランティアセンターに全国から駆け付けるボランティア役には、熊本大学学生災害復旧支援団体
｢熊助組(くますけぐみ)｣、日本青年会議所九州地区熊本ブロック協議会(ＪＣ熊本)、山都町社協災害ボラ
ンティアセンターサポーター養成講座受講者など約120名の方々が参加し
ました。
訓練実施にあたっては、ＪＣ熊本からボランティア用のスポーツドリン
クをご提供いただきました。
また、阿蘇地域振興局、南阿蘇村役場、トラック協会、南阿蘇村消防団、
災害ボランティアセンターが連携し、救援物資の搬送訓練が行われるなど、
災害時に備えた関係機関との連携も深めることができました。
県内市町村社協や関係機関からの視察も多く、センター設置への理解・
【救援物資を運搬する熊助組】 協力がなお一層深まる訓練となりました。
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災害時のＳＮＳ活用術を学ぶ

－市町村災害ボランティアセンター設置・運営研修会－

９月３日(木)、熊本市の未来会議室において、３名の講師を招いて｢地域福
祉活動推進のためのＳＮＳ(ソーシャル ネットワーキング サービス)活用術
を学ぶ｣をテーマに市町村災害ボランティアセンター設置・運営研修会を開催
し、社協職員等37名が参加しました。
中央共同募金会の城 千聡 氏からは、今までの災害支援の中で経験した実例
を踏まえて、災害時に目まぐるしく変化する状況と様々な場面に対応できるよ
う、幾つかの媒体を情報発信の手段として持っておくことと、それを活用でき
る技術を日ごろから備えておくことの重要性等について説明がありました。
【中央共同募金会 城氏】
日本青年会議所九州地区熊本ブロック協議会(ＪＣ熊本)の井 陽太 氏の講
義・演習では、フェイスブックとツイッターの操作・活用について
実際にパソコンを使用して体験することができました。
ＪＣ熊本の岡村 光洋 氏は、ＳＮＳを活用するうえでの公式ガイ
ドライン策定の重要性について、過去の判例も踏まえて話されまし
た。
ＳＮＳを活用することが目的ではなく、地域支援のための１つの
手段として重要視されていることを共有した研修会となりました。
【JC熊本 岡村氏】
【JC熊本 井氏】

第34回九州身体障害児者施設研究大会

熊本大会を開催

９月10日(木)・11日(金)の両日、熊本市のＫＫＲホテル熊本におい
て「第34回九州身体障害児者施設研究大会」を開催し、九州各県の障
害者支援施設等の施設長や職員311名の参加がありました。
初日の開会式の式典では、九州社会福祉協議会連合会会長表彰が行
われ93名の方々が受賞されました。
式典後は、厚生労働省 障害福祉課長 田中佐智子 氏から「障害保
健福祉施策の動向」についての行政説明をいただき、その後は、４分
科会に分かれて、大会テーマでもある「基礎を固めて羽ばたこう～障
害者権利条約を踏まえたサービスの向上～」を要旨として、意見発表
や熱心なグループ討議を行いました。
２日目は、全体会において各分科会の座長による前日の分科会報告を行いました。
また、記念講演では「壁なんて破れる」と題し、内閣府障害者政策委員会委員で、㈱電通パブリックリレ
ーションズの大日方 邦子(おびなた・くにこ)氏からの講話がありました。
大日方氏は、1998年の長野パラリンピックのチェアスキー(滑降)で
金メダルを獲得し、日本人初の冬季パラリンピック金メダリストにな
られ、同大会に５連続出場し、引退されるまでに計10個のメダルを獲
得されておられます。
同氏は、
「５歳の時に交通事故で右足を失いました。当時、両親は『ど
んなことでも、やりたいならやってごらん。一緒にやり方を考えよう』
と言って、諦めない気持ちを育んでくれました。今後は、パラリンピ
ックに対する関心を高め、
『可能性に挑戦することのすばらしさ』をア
ピールしていきたい。」と締めくくり、２日間の大会を終了しました。
【パラリンピック金メダリスト 大日方氏】

車椅子寄贈のお礼 ～

住友生命保険相互会社

様 ～

９月８日(火)、住友生命保険相互会社熊本支社様及び住友生命労働組合
熊本支部から、県内の市町村社協に対して、車椅子６台が寄贈されました。
市町村社協への寄贈は平成12年から毎年行われており、16年目の今年で
合計105台となります。これまでに寄贈いただいた42の市町村社協では、
外出機会の少ない高齢者や障がい者の社会参加のための車椅子の貸出し
や外出支援、小中学校の子ども達を対象にした車椅子の体験を通した福祉
教育など、様々な福祉活動に活かされています。
本年度の寄贈先は以下のとおりです。
<熊本支社２台> 阿蘇市社協、あさぎり町社協
<労働組合本支部４台>
荒尾市社協、山鹿市社協、芦北町社協、水上村社協
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【目録の贈呈】
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TEL 096-324-5454 ／ FAX 096-355-5440

TEL 096-324-5470／ FAX 096-355-5440

◆共同募金運動のお知らせ◆
本年も10月１日から12月31日まで、３か月にわたり共
同募金運動が皆様のお住まいの地域や職域等において全
国一斉に展開されます。
福祉施設、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等への支援
をはじめ、安心・安全なまちづくり支援、高齢者・障が
い者の支援活動、災害復旧支援など多様な地域福祉の推
進を図るため、本年度の熊本県の募金目標額は、２億９
千万円となっています。みなさまのご協力をお願いしま
す。

◆社会福祉士、精神保健福祉士
受験資格取得支援事業のご案内◆
本会の福田令寿人材育成基金では、県内の社会福祉事
業に従事しながら、社会福祉士、精神保健福祉士の受験
資格を取得しようとする職員に対して、助成を行います。
平成28年度入学の、社会福祉士または精神保健福祉士
一般養成施設・短期養成施設の通信課程受講を対象とし、
１人あたり10万円(７人まで)を助成します。
詳しくは、本会ホームページをご覧ください。
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TEL 096-324-5462／ FAX 096-355-5440
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TEL 096-324-5475／ FAX 096-355-5440

◆ソウェルクラブ会員交流事業のご案内◆
１ ｢黒川温泉(黒川荘)｣ 現地集合/解散
(1)平成27年11月7日(土)～8日(日）
(2)平成27年11月28日(土)～29日(日)
募集人数 各30名
参 加 費 1人 11,000円
２ ｢ゴルフ大会｣ 肥後サンバレーカントリークラブ
平成27年11月14日(土)
募集人数 40名
参 加 費 1人 5,500円
※詳細は、会員事業所に別途ご案内します。

◆「生活福祉資金の業務運営手引」の配付について◆
今年度も「平成27年度生活福祉資金業務運営の手引(県
版)を作成し、各市町村社協に配布しました。
生活困窮者自立支援制度施行に伴い、関連する総合支
援資金、緊急小口資金の取扱いなど、内容についても変
更がありますので、ご確認ください。
なお、近日中に「生活福祉資金の手引き（平成 27 年度）」
(全国版)を配布予定としておりますので、併せてご活用
ください。

福祉人 材 ・ 研 修 セ ン ター

地域福祉権利擁護センター

TEL 096-322-8077 ／ FAX 096-324-5464

TEL 096-324-5474 ／ FAX 096-324-5456

◆福祉の就職総合フェア
福祉のお仕事就職面接会開催のご案内◆
面接会名
開 催 日
会 場
就職総合ﾌｪｱ
11月23日(月) ＫＫＲホテル熊本
球磨・面接会 11月２日(月) アンジェリーク平安
あそ・面接会 11月５日(木) サンクラウン大阿蘇
うき・面接会 11月６日(金) ウイングまつばせ
菊池・面接会 11月９日(月) ハローワーク菊池
天草・面接会 11月12日(木) 天草市民センター
玉名・面接会 11月16日(月) ハローワーク玉名

◆利用状況のお知らせ◆
地域福祉権利擁護事業は、平成 27 年８月末現在、556
名(熊本市を除く)の方が利用されています。
その内訳は、認知症高齢者が 235 名(42％)、知的障がい
者が 155 名(28％）
、精神障がい者が 140 名(25％）、その
他が 26 名(５％)となっています。
また、平成27年４月から８月までの契約締結件数は、
52件で、熊本市を除く県内44市町村中、43市町村で本事
業が実施されています。

ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー

ご

TEL 096-324-5436 ／ FAX 096-324-5427
◆｢第９回火の国ボランティアフェスティバル宇城大会｣
のご案内◆
11月７日(土)、８日(日)の両日、県内のボランティア
が一堂に集う祭典が、ウイングまつばせをメイン会場に
開催されます。ボランティア、福祉関係者をはじめどな
たでも参加できます。参加申し込みは10月９日(金)まで
となっておりますが、定員になり次第締め切りますので、
お早めにお申込みください。詳しくは、こちらから。
第９回火の国ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ宇城大会
検索
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◆「社会福祉手帳2016年版」頒布について◆
格 １冊 600円
料 ４冊以下注文の場合は300円
５冊以上注文の場合は無料
資料編 社会福祉法等の法令、県関係
機関、県内外の社協、県内の
施設・団体等の名簿、市町村
別人口等一覧など豊富な資
料を掲載しています。
※申込書は本会ホームページからダ
【2015 年版】
ウンロードできます。
価
送

