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災害ボランティアセンターへの九州ブロック及び中国・四国ブロック社協応援職員

派遣のお礼 ～令和2年7月豪雨～

令和２年７月豪雨災害では、県及び市町村災害ボランティアセンターの運営を円滑に進める

ため、「九州ブロック社会福祉協議会災害時相互協定」に基づき大分県社協（幹事社協）と調整

をすすめ応援職員の派遣要請を行いました。

県災害ボランティアセンターの運営支援には、７月 22 日（水）から８月 31 日（月）までに 14

名の九州ブロック社協職員を派遣いただき、２カ所の市町村災害ボランティアセンターの運営支

援には、７月 30 日（木）から９月 20 日（日）までに 49 名の九州ブロック及び中国・四国ブロ

ック社協職員を派遣いただきました。コロナ禍での応援職員の派遣要請でもあったことから派遣

前から派遣後においても体調管理や感染予防対策等を講じていただくなど、これまでにない対応

が求められました。このような状況下にもかかわらず応援職員を派遣いただきました関係者の皆

様に心からお礼を申し上げます。

また、全国の社協からは寄附金、支援金及び支援物資の提供などの支援をいただきました。重

ねてお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

令和２年度豪雨災害に伴う災害ボランティアセンターの活動（第３報）

【八代市復興ボランティアセンター設置のお知らせ】

被災後、八代市災害ボランティアセンターには、これまでに県

内各地から6,000名を超えるボランティアの皆様に駆けつけて

頂きました。９月23日（水）からは「八代市復興ボランティアセ

ンター」として、拠点を八代市西宮町から坂本町の地域福祉セン

ターへ移転し、いままで道路が寸断されていた被災地区を中心

に、引き続き支援が行われています。

写真(右)は、災害により停電した地区での清掃作業に発電車（日産

自動車からの支援車）を使用したボランティア活動であり、県内初め

ての取り組みとなりました。

【球磨村災害ボランティアセンター開設のお知らせ】

これまでは人吉市災害ボランティアセンターの球磨村における拠

点「サテライト」として活動されていましたが、10月20日から「球磨

村災害ボランティアセンター」として独立されました。今後は、

未だ手付かずの家屋の泥出しや片付けに加え、復旧に向けた相談に対応するなど各世帯の状況

に応じた支援活動が行われます。

市町村名 災害ボランティアセンター状況 活動曜日

八代市 9/23から八代市復興ボランティアセンターへ移行・移転（坂本町） 金・土

人吉市 人吉市災害ボランティアセンターは継続中 金・土・日

球磨村 10/20から球磨村災害ボランティアセンターを開設 金・土・日

芦北町

津奈木町

10/5から通常ボランティアセンターへ移行（芦北町ボランティア

センター・津奈木町ボランティアセンターとしてそれぞれ活動中）

ボランティア登

録者へ随時依頼

≪10 月末現在の災害ボランティアセンター状況≫

八代市復興ボランティアセンター

「発電車」を使用した活動
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11月は、ボランティア月間です！

本会と市町村社協では、平成元年から11月を「ボランティア月間」

と定め、さまざまな活動やイベントをとおして、県民の皆様にボラン

ティア活動の意義や役割、その必要性などの認識を深めてもらう啓発

月間としています。

本年もこの月間を契機とし、「『ありがとう』でつながるくまもとの

輪」をキャッチフレーズに、誰もが、いつでも、どこでも、気軽に、楽

しくボランティア活動に参加できるような「ボランティアの町・うる

おいの町」づくりを推進しています。また、市町村社協においては、広

くボランティア活動が行われる社会づくりのため、市町村ボランティ

ア連絡協議会やボランティア団体等との連携が進められています。

なお、県内各地で実施される啓発事業・行事は、本会ホームページ

で紹介しています。

第23回介護支援専門員実務研修受講試験に921名が受験

10月11日(日）、熊本学園大学と熊本大学を会場に「介護支援専門員

実務研修受講試験」を実施し、今年度は1,036名の受験予定者のうち、

921名が受験しました。(昨年度の受験者は1,034名)

合格発表は、12月２日(水)午前10時から県総合福祉センター１階ロ

ビー及び県庁本館１階ロビーに合格者の受験番号を掲示するととも

に、全受験者に合否通知書でお知らせします。なお、本会ホームペー

ジでも同日午前10時過ぎに掲載する予定です。

また、合格者を対象とした「介護支援専門員実務研修」を、令和３年

１月から５月にかけて15日間の日程で実施し、受講修了者は介護支援

専門員として県に登録のうえ、実働できることとなります。

6年間で890件の相談を受け約1,850万円の支援を実施～生計困難者レスキュー事業～

生計困難者レスキュー事業は、県社会福祉法人経営者協議会（県経営協）が実施主体となり、

平成27年4月から実施されています。

事業の財源は、県経営協会員からの拠出金で賄われ、複数の社会福祉法人による公益的な取組

み（社会貢献活動）として展開されています。

事業開始から6年間で890件の生計困難者からの相談を受け付け、そのうち874件についての支

援が行われ、終結しました。

また、終結した件数のうち738件に対しては、食材・日用品等の現物給付や電気・ガス・水道等

のライフラインの支払代行など約1,850万円分の支援が行われました。（令和2年3月31日時点）

今年度は、60件の新規相談を受け付け、昨年度から継続された支援と合わせ64件の支援が終結

しました。うち、56件で約160万円分の支援が行われました。（令和2年9月30日時点）

レスキュー事業は、「最後のセーフティーネット」である生活保護制度を補完する役割も担う

結果となっており、今後の事業の拡がりが期待されるところです。

「社会福祉士・精神保健福祉士資格取得支援事業」のご案内

本会では、福田令寿人材育成基金により、県内の民間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。この事業

は、福祉に携わる職員の専門性の向上と人材育成を支援することを目的として実施しています.

事業の詳細は、本会ホームページでご確認ください。

◆ 募集期間：令和２年 11 月２日（月）～令和２年 12 月 23 日（水）

◆ 助成金額：10 万円

◆ 助成対象人数：７名

※募集要項も、本会ホームページからダウンロードできます。

【試験会場の様子】
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各課トピックス ＊お問合せは、県社協各課まで

総 務 企 画 課 地 域 福 祉 課

TEL 096-324-5454 ／ FAX 096-355-5440 TEL 096-324-5470／ FAX 096-355-5440

◆第２回理事会及び評議員会のご案内◆

〇第２回理事会 11月10日(火) 15:00～

県総合福祉センター5階「研修ホール」

【内容】補正予算の承認、評議員候補者の推薦

について 等

〇第２回評議員会 11月18日(水) 13:30～

ＫＫＲホテル熊本2階「五峯」

【内容】補正予算の承認について

◆令和２年７月豪雨に伴う地域支え合いセンター

が設置されました◆

この度の豪雨災害で大きな被害を受けた７市町村

（八代市、人吉市、芦北町、津奈木町、相良村、山江村、

球磨村）に、地域支え合いセンターが設置されました。

今後、被災者の方々の見守りや生活再建に向けた

支援に取組んで参りますので、ご相談ください。

※地域支え合いセンターは、各市町村の社会福祉

協議会が受託し実施しています。

施 設 団 体 支 援 課 福 祉 資 金 課

TEL 096-324-5462／ FAX 096-355-5440 TEL 096-324-5475／ FAX 096-355-5440

◆ソウェルクラブへの新規会員募集のご案内◆

福利厚生センター(ソウェルクラブ)の新規会員

を募集しています。有料老人ホームや医療系の介護

保険施設･事業所なども加入対象となっています。

ご加入いただくと、グルメイベントや国内ツアー

などの会員交流事業に低価格で参加でき、職員の

リフレッシュや親睦など福利厚生の充実にお役立

ていただけます。

詳細は、施設団体支援課へお問合わせください。

◆｢生活福祉資金の手引」(令和２年度版)を配布◆

今年度も全社協から「生活福祉資金の手引」（令和

２年度版）が発行され、各市町村社協の本所及び各

支所へ配付しています。本書は各社協における貸付

事業の実務上の手引書として大変有用なものです。

今後は、来年度の進学に向けて、教育支援資金に

関する相談が多く寄せられることが見込まれます。

本会が作成している「業務運営の手引き」と併せて、

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

◆介護就職デイ（地域別面談会）のご案内◆

開催日 開催場所

11月10日(火) ハローワーク菊池

11月11日、17日、18日

19日、24日、25日
ハローワーク球磨

11月11日(水) ハローワーク玉名

11月11日(水) ハローワーク宇城

11月19日(木) ハローワーク天草

◆リーフレットをご活用ください◆

当センターでは、「地域福祉権利擁

護事業」の概要や契約までの流れを

説明するためのリーフレットを作成

しています。

相談者への説明用としてだけでな

く、サービス利用の促進ために各市

町村社協で開催される研修会などに

もご活用ください。

ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 運 営 適 正 化 委 員 会

TEL 096-324-5436 ／ FAX 096-324-5427 TEL 096-324-5471 ／ FAX 096-324-5456

◆避難所運営ゲーム｢ＨＵＧ(ハグ)｣、

災害対応カードゲーム｢クロスロード｣の貸出について◆

ボランティアセンターでは、県内市町村社協へ避難所

運営ゲーム「ＨＵＧ」や災害対応カードゲーム「クロス

ロード」の無償貸出しを行っています。住民向けの福祉

教育や防災･減災の講座等にご活用ください。

【ＨＵＧ(ハグ)】 避難所に避難者をどのように配置するか

などの難しさを体験する図上訓練ゲーム

【クロスロード】 二者択一のクイズ形式で災害時の自分

と異なる考え方を共有するカードゲーム

◆「福祉サービス苦情解決事業第三者委員」

研修会開催のご案内◆

日 時 11月30日(月) 13:00～15:15

会 場 ＫＫＲホテル熊本

講 義 第三者委員の活動について

講 師 熊本学園大学非常勤講師 相藤 絹代 氏

対象者 第三者委員のみ

参加費 1人1,000円

※今年度の研修は、新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、参加定員を削減して開催します。



日 曜 場所 開始時刻 担当 主催団体等

1 日

令和元年度(2019年度)介護支援専門員実務研修(13日目) KKRホテル熊本 9:30 人材

◇☆ 日本信号株式会社 義捐金目録贈呈式 第1会議室 10:00 施設

社会福祉法人来所相談･社協活動支援･相談室(専門相談:社会保険労務士) 事務局 13:30 施設･地域

3 火

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク宇城) 宇城市 10:30 人材

◎◇ セブン-イレブン･ジャパン「商品寄贈による社会福祉貢献活動」協定披露･贈呈式 益城町 10:30 地域 セブン-イレブン･ジャパン

□ 地域福祉権利擁護事業市町村社協個別訪問 甲佐町･氷川町 9:45 権利

☆ 県老人福祉施設協議会 第4回正副会長会議 KKRホテル熊本 11:00 施設 県老施協

☆ 県老人福祉施設協議会 第3回役員会 KKRホテル熊本 13:00 施設 県老施協

◇ 第2回市町村地域支え合いセンター基礎研修会 八代市 13:05 地域

令和元年度(2019年度)介護支援専門員実務研修(14日目) KKRホテル熊本 9:30 人材

全国経営協 第5回常任協議員会【Web】 事務局 13:00 施設 全国経営協

☆ 新型コロナウイルス対応再就職支援プログラム 千里殖産ビル 14:00 人材 (株)アートワーク

◇ 第1回官民の被災者支援主体間の連携推進のための中核人材育成研修会 KVOAD 14:50 ボラセン 内閣府

県保育協議会 第8回常任理事会 KKRホテル熊本 15:00 施設 県保育協

7 土 ☆ 第2回介護の仕事「基礎講座」 第4会議室 13:00 人材

8 日 □ 山都町災害ボランティアセンター設置訓練 山都町 9:00 ボラセン

9 月 県保育協議会給食部会 第7回常任委員会 第1会議室 9:30 施設 県保育協

ブロック協議会担当部課長会議【Web】 第2会議室 10:00 施設 全国経営協

福祉のお仕事説明会2020(ハローワーク菊池) 菊池市 10:00 人材

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク上益城) 御船町 10:30 人材

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク球磨) 人吉市 10:30 人材

社会福祉法人来所相談･社協活動支援･相談室(専門相談:公認会計士) 事務局 13:00 施設･地域

県保育協議会保育士部会 第5回広報委員会 第1会議室 13:30 施設 県保育協
◎○△◇☆□ 県社協 第2回理事会 研修ホール 15:00 総務

福祉のお仕事ミニ面接会2020(ハローワーク宇城) 宇城市 9:30 人材

福祉のお仕事就職面談会2020(ハローワーク玉名) 玉名市 9:30 人材

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク菊池) 菊池市 10:30 人材

△□ 福祉サービス利用援助事業実施社協現地調査 芦北町 13:30 運適

令和元年度(2019年度)介護支援専門員実務研修(15日目) KKRホテル熊本 9:30 人材

福祉のお仕事出張相談会(イオンモール熊本) 嘉島町 10:30 人材

□ 地域福祉権利擁護事業市町村社協個別訪問 阿蘇市 10:00 権利

☆ 共同募金配分申請に伴う聞き取り(知的協、養護協、保育協) 共募事務局 13:30 施設 県共同募金

14 土

15 日

県保育協議会給食部会 第8回常任委員会 第1会議室 9:30 施設 県保育協

☆ 福祉人材採用力向上セミナー パレアホール 13:30 人材

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク八代) 八代市 10:30 人材

福祉のお仕事出張相談会(ゆめタウン光の森) 菊陽町 10:30 人材

□ 福祉サービス苦情解決体制整備状況把握のための事業所巡回訪問 山都町･南阿蘇村 10:30 運適

○ 県障害者施策推進審議会 ホテル熊本テルサ 13:30 総務 県障がい者支援課

社会福祉法人来所相談･社協活動支援･相談室(専門相談:弁護士) 事務局 13:30 施設･地域

県保育協議会 課題別研修児童虐待防止研修 研修ホール 10:00 施設 県保育協

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク阿蘇) 阿蘇市 10:30 人材
◎○△◇☆□ 県社協 第2回評議員会 KKRホテル熊本 13:30 総務

福祉のお仕事就職面談会及び巡回相談(ハローワーク天草) 天草市 9:15 人材

福祉のお仕事面談会2020(ハローワーク球磨) 人吉市 9:30 人材

☆ 県福祉人材･研修センター運営委員会 第4会議室 10:00 人材

○☆ 生活福祉資金貸付審査等小委員会 第1会議室 13:30 資金

☆ 県社会福祉法人経営者協議会 第2回正副会長会議 KKRホテル熊本 14:00 施設 県経営協

△□ 第3回運営適正化委員会 第4会議室 14:00 運適

☆ 県社会福祉法人経営者協議会 第1回及び第2回各委員会 KKRホテル熊本 15:00 施設 県経営協

☆ 県社会福祉法人経営者協議会 第2回理事会 KKRホテル熊本 16:00 施設 県経営協

21 土

22 日

23 月

県保育協議会 乳児保育研修会 KKRホテル熊本 10:00 施設 県保育協

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク水俣) 水俣市 10:30 人材

〇 第2回県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉推進部会 ホテルメルパルク熊本 13:00 総務 県高齢者支援課

阿蘇市地域支え合いセンターコミュニティ形成支援勉強会 阿蘇市 18:00 地域 阿蘇市社協

福祉のお仕事面談会2020(ハローワーク球磨) 人吉市 9:30 人材

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク玉名) 玉名市 10:30 人材

□ 津奈木町社会福祉協議会生活支援ボランティア養成講座 津奈木町 13:30 ボラセン

□ 地域福祉権利擁護事業市町村社協個別訪問 小国町･南小国町 10:30 権利

都道府県･指定都市社協地域福祉担当オンライン意見交換会【Web】 事務局 13:30 地域 全社協

〇 九州地方社会保険医療協議会熊本部会 熊本第二合同庁舎 14:00 総務 九州厚生局熊本事務所

☆ 県老人福祉施設協議会 第2回総会 ホテル熊本ニュースカイ 14:00 施設 県老施協

福祉のお仕事出張相談会 ゆめタウンはません 10:30 人材

県保育協議会保育士部会 第6回広報委員会 第1会議室 13:30 施設 県保育協

福祉の仕事 魅力発信･出前講座(菊池北中学校) 菊池市 14:00 人材

□ 市町村･市町村社協災害対応支援会議【Web】 事務局 14:30 ボラセン 愛知県社協

☆ 九社連児童養護施設協議会 第2回各県会長会議【Web】 第2会議室 15:00 施設 九社連養護協

28 土

29 日

△□ 福祉サービス苦情解決事業第三者委員研修会 KKRホテル熊本 13:00 運適

☆ 県地域訓練協議会･地域ジョブカード運営本部会議 ザ･ニューホテル熊本 13:30 人材 労働局

◇ 第2回官民の被災者支援主体間の連携推進のための中核人材育成研修会 KVOAD 14:50 ボラセン 内閣府
総務・・・総務企画課 地域・・・地域福祉課 権利・・・地域福祉権利擁護センター ボラセン・・・ボランティアセンター

施設・・・施設団体支援課 資金・・・福祉資金課 人材・・・福祉人材・研修センター 運適・・・運営適正化委員会

令和2年度 熊本県社会福祉協議会 11月行事予定表
◎会長 ○常務 △局長 ◇次長 ☆部長 □課･所長

2 月

4 水

5 木

6 金

11 水

12 木

10 火

13 金

16 月

17 火

18 水

19 木

20 金

24 火

26 木

27 金

30 月

25 水
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