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発行／鳥取市中央人権福祉センター 〒680-0823 鳥取市幸町151 

☎（0857）24-8241 fax（0857)24-8067 

 根拠のない噂を「風評」といいます。風評による偏見は人権侵害につなが
ります。大規模な災害は、多くの命を危険にさらし、人々の暮らしのすべて
を奪い理不尽な苦しみを強いるものです。それに加え、風評を信じ込むこと
によって差別事象や学校でのいじめ等さまざまな問題が発生しています。 
 こうした事態そのものが被災者の人権を大きく損なっているのだというこ
とを忘れてはなりません。 

高齢者や障がい
者等の災害時要
配慮者の避難 

災害 
  と 

 人権 

避難所ストレス
による対人トラ
ブル 

風評被害やデマ 

避難所生活におけ
るプライバシーの問
題など 

 
 災害が発生した時、被災した全ての人たちの身の上に人
権上の問題が起きる危険性が生じます。そして、通常の生
活の中では感じたことのない不安感やストレスを感じてし
まうはずです。その結果、特に高齢者・障がい者・外国
人・女性・子ども・病気の人・妊婦といった立場の人に人
権侵害が起きやすい可能性があります。 
 そこで、普段から災害時において私たちが一人ひとりの
事情を考慮しながらどのような人権意識をもって対応をす
ればよいか考えておくことが大切です。 

災害時における人権問題 
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【より親しんでいただける広報紙へ！】 ア ン ケ ー ト 受 付 中！ 
 
人権福祉センターの広報紙をお読みいただきありがとうございます。 
アンケートにお答えいただけたら幸いです。 回答はこちらをアクセ

 

✿子どもや高齢者、また体の不自由な方

などには避難の段階から支援が必要とな

る場合があります。 

✿避難所の和式トイレが不便だったり、

少しの段差でもストレスになる場合があ

ります。 

✿視聴覚障がいのある方や外国人の方に

とって避難所でさまざまな情報を得るこ

とが困難な場合があります。 

 

災害時に配慮が必要な方 

 他にもさまざまな場面が考え

られます。 

 みなさんの身近なところに災

害時に配慮や支援が必要な方は

いないか、またどのような配慮

や支援が必要かを日頃から考え

ておくことが大切です。 

13:30〜16:30   

  ３/５   

 （日）   

生徒さんと向き合い取り組んできた識字、日本語教室 

～夜間中学での学びとアイデンティティ保障～ 

奈良県外国人教育研究会 金 孝誠 さん 

参加申込みは 中央人権福祉センターまで（電子申請、電話、FAX） 

お
申
込
み 

テ
ー
マ 

講 

師 

電子申請、電話、FAXでお申込みください 
※申込締切          ２月２８日（火） 

 定員:３０名 

会 

場 

お
申
込
み 

人権交流プラザ２階 研修室（幸町151） 

電話番号 （０８５７）２４－８２４１ 
  F A  X    （０８５７） ２４－８０６７ 
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地域（こども）食堂開催について 
  開催曜日については、変更の場合があります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、
延期・中止になることもあります。市ホームページにて最新情報をご覧いただき、各食堂へ事前確認・予約
の上ご利用くださいますようお願いします。 

食 堂 名  【連 絡 先】（会  場） 基本開催曜日 

 ささえあい子ども食堂  【0857-27-1064】 
  （西人権福祉センター 西品治674） 

第１土曜日 

 高草ちいき食堂  【0857-24-1763】 
  （高草人権福祉センター 古海715-3） 

第１土曜日 

 江山こども食堂  【0857-53-1542】 
    （江山人権福祉センター 下味野1058-3） 毎週水曜日 

 ふれあい食堂  【0858-85-0135】 
  （河原町コミュニティセンター 河原町渡一木277-1） 第４土曜日 

 けたかくるりこども食堂  【0857-82-3363】 
    （気高人権福祉センター 気高町下光元478－3） 第１･３金曜日 

 希来里（きらり）食堂  【0858-88-0806】 
  （佐治人権福祉センター 佐治町古市71-3） 

第４日曜日 

 サンキッズ子ども食堂   【0857-27-4774】 
  （上町屋老人憩いの家 国府町町屋53-2） 

第２･４土曜日 

 きりんこども食堂  【0857-30-6814】 
  （岩倉地区公民館 立川町6-174） 

第１･３水曜日 

 おたべ食堂（おいしい・たのしい・勉強できる！！）  【0857-22-4206】 
  （修立地区公民館 吉方町1-201） 

第４木曜日 

 こども・若者食堂   【0857-24-8241】 
  （人権交流プラザ 幸町151） 

毎週火曜日 

 ぽっと食堂   【090-8428-3089】 
  （みんなの居場所「ぽっと」 湖山町北1－664） ※定員20名 月曜日〜土曜日 

 てらこやこども食堂   【080-5620-3338】 
  （行徳常忍寺敷地内 デイサービスたちばな 行徳3-976-2） 

毎週金曜日 

 寺子屋みらい   【0857-30-7471】 
  （みらい鳥取 千代水1-138） 

毎週水曜日 

 にじいろcafé   【070-4297-1377】 
  （福祉文化会館 西町2-311） 

毎週木曜日 

 とっとりこども食堂   【070-3789-4565】 
  （文化センター 吉方温泉町3-701） 

毎週火曜日 

 賀露すなばこども食堂   【090-1014-3849】  
  （海陽亭賀露店 西3丁目27-1） 

第３木曜日 

 市役所すなばこども食堂   【0857-24-8241】 
  （すなば珈琲鳥取市役所店 幸町71） 毎週火曜日 

 すなばこども食堂   【0857-24-8241】 
  （すなば珈琲賀露店 賀露町西3-27-1） 

第２･４土曜日 

 おもかげちいき食堂   【090-8360-0306】 
   (面影校区内公民館を巡回） 

第２土曜日 

  南・フレンド食堂  【0857-53-0412】 
     (南人権福祉センター 八坂49-6） 

第2土曜日 

  みなよし食堂  【0857-32-8482】 
  （みんなの実家 南吉方3-215） 

火・金・土曜日 

 みんなの居場所「〇」  【070-5651-1556】 
  （しかの宿「殿町」 鹿野町鹿野1769） 第１水曜日 

 いなばやまキッズサロン 【0875-22-3993、090-7976-4245】        
（鳥取社会生活サポートセンター 稲葉山地区公民館立川5丁目134-7） 第２･４木曜日 

３月 
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    カウンセラー相談 
 

【開催日】 ３月1４日(火)・2８日(火) 

【時 間】 15：00～17：00 

【定 員】 ２名まで 

（※予約制・先着順・１人あたり6０分） 

    夜間弁護士相談 
 

【開催日】 ３月1６日(木) 

【時 間】 18：30～20：30 

【定 員】 ３名まで 

（※予約制・先着順・１人あたり３０分） 

≪お申込み・お問合せ先≫ 

鳥取市中央人権福祉センター 

 （鳥取市人権交流プラザ内） 

TEL : 0857-24-8241 

FAX：0857-24-8067 

 

ご希望の方は、 

中央人権福祉センターまで

ご連絡ください。 

３月  

 人権・生活相談 日程 

 

 センターの場所がわからない場合は、
お気軽にお電話ください。 
           （☎ 0857-24-8241） 

JR鳥取駅から９００m 

１００円バス「くる梨」（全コース赤・青・緑） 
☆「市役所前」下車 450ｍ 

 

【鳥取市中央人権福祉センター 】鳥取市幸町１５１ （鳥取市人権交流プラザ内） 

鳥取市役所 

【住居確保給付金のご案内】 

  家賃の支払いに 

      お困りの方を支援 
離職や廃業、休業等に伴う収入減などに

より、住居を失うおそれがあり一定の要件

を満たす方に、原則３か月間の住居確保給

付金を支給しています。 

① 離職・廃業した日から２年以内、 

  またはやむを得ない休業などにより、 

収入を得る機会が減少している。 

② ①の状態になる前に、世帯生計を 

  主として維持していた。 

③ 下記の収入要件と資産要件を超えて 

  いない。 

世帯員数 
収入要件 

（月額） 

資産要件 

（世帯の預貯金合計額） 

単身世帯 １１３,０００円 ４８６,０００円 

２人世帯 １６1,０００円 ７３８,０００円 

３人世帯 １９1,０００円 894,０００円 

４人世帯 ２17,０００円 
１００万円 

５人世帯 ２4４,０００円 

 ①～③全ての項目に該当する方は、受給要件

を満たす可能性が高いです。 

 中央人権福祉センター（ﾊﾟｰｿﾅﾙｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）

にご相談ください。 

● 
セブン 
イレブン 

交 

通 

案 

内 


