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鳥取県社協ニュース  
平成３０年９月 
【第１６５号】 

                  

 

 

 
 

      

 

 

           

 

 
 

 

 

 
 

平成３０年度 苦情受付担当者研修会（西部会場）のご案内 
 

社会福祉事業の経営者は、提供する福祉サービスについて、常に利用者等からの苦情に対し適切な解決

に努めることが求められています。とりわけ受付段階における対応は極めて重要であり、対応の仕方等に

よっては大きなトラブルに発展することもあります。 

 このため、受付担当者（主に初心者）の方を対象に苦情相談対応における基本

を学び、認識を深めていただくことを目的として研修会を開催します。 

◆日時・会場 【西部会場】 

平成３０年９月２７日（木）１３：３０～１６：００  

米子ふれあいの里 中会議室 

◎講師：鳥取県西部総合事務所  人権相談員 中川 正純 氏 

※なお、東部・中部会場については８月号で御案内し、参加申込は終了しています。 

◆対  象 社会福祉施設、事業所の苦情受付担当者（主に初心者） 

先着８０名（１施設１名に限定） 

◆申込期限 平成３０年９月１８日（火）  

◆問い合わせ先 福祉サービス運営適正化委員会  TEL 0857-59-6335 

 

 

平成３０年度社会福祉法人会計実務研修会Ⅲ 

社会福祉法人の財務管理の理解～経営強化に資する財務状況の分析と利用～のご案内 
 

社会福祉法人は、効率的で健全な法人経営を確保することによって、社会からの役割、期待に応えて行く

ことが求められています。この研修会は、社会福祉法人の財務状況の分析と利用を通して適切な財務管理の

方法を学び、経営組織の強化を目的として開催いたします。 

◆日  時 平成３０年１０月２４日（水）１３：３０～１６：００ 

◆会  場 新日本海新聞社中部本社 ホール 

◆対  象 社会福祉法人・施設の役職員等（定員１００名）※定員になり次第、締め切りとします。 

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

 

 

  

◆内  容 ①財務分析の目的 ②財務分析の視点 ③社会福祉法人の経営指標  

④経営指標の利用 ※電卓を持参してください。 

 講師 池原公認会計士事務所 公認会計士 池原 浩一 氏  

◆参 加 費 ２,０００円  

◆申込期限 １０月１７日（水） 

◆問い合わせ先 福祉振興部 TEL 0857-59-6344 

 

 

                   
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 

受付 開会・講義 質疑応答 閉会 

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） 

https://3.bp.blogspot.com/-olBaPxDoJL0/VahTtOA-sGI/AAAAAAAAv3U/KkyqU0OCERY/s800/money_choubo.png
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「生計困難者に対する相談支援事業（えんくるり事業）相談員連絡会」のご案内 

生活が困窮に陥る者の多くは、多様で複合的な課題を有し、社会的にも孤立状態にあるため問題が深刻化

しているのが現状であり、課題解決にあたっては、既存の制度の対象とならない事案に対応していく機能が

求められています。そこで、本事業における相談員は、要支援者の生活課題を把握し、利用可能な制度はな

いか、既存の社会資源が活用できないかを精査し、他に支援する手段がない場合は制度外の対応を行うなど、

要支援者の地域での自立を目指した生活を継続的に支援する役割を担うこととされています。 

ついては、本事業に携わる相談員を対象に、課題解決のための専門的な知識や手法を理解し、相談支援機

能の強化を図ること及び相談員同士が互いに情報共有し、支援において連携・協働していくためのネットワ

ーク構築を目的とした連絡会を開催します。 

◆日  時 平成３０年９月１９日（水）１３：３０～１６：３０ 

◆会  場 新日本海新聞社中部本社 ２階ホール  

◆対  象 えんくるり事業に携わる相談員（定員１００名程度） 

◆日  程 13:00 13:30 13:35    14:35  14:45        15:30  15:40        16:25  16:30 

 

 

 

 

 
  

◆内  容 （１）多重債務問題の実際と法テラスについて  

法テラス鳥取法律事務所 常勤弁護士 田坂 一也 氏 

（２）生活福祉資金貸付制度の概要について  

鳥取県社会福祉協議会 地域福祉部主事 秋吉 大輔  

（３）事例検証：えんくるり事業における支援事例の検証 グループ協議 

◆参 加 費 無料 

◆参加申込 参加をご希望の方は下記までお問い合わせください。 

◆問い合わせ先 地域福祉部 TEL 0857-59-6332 

 

平成３０年度支え愛マップ啓発研修 

支え愛マップをつくろう～笑顔あふれる安心のまちづくり～のご案内 
 

地域の気になる人、気になることなどの情報をまとめた「支え愛マップ」は、住民が主体となって取り組

むことで、地域の現状が把握でき、お互いに顔の見える関係が作られていきます。そうすることで、地域の

ことは地域で見守るという意識が生まれ、見守りや居場所づくりなどの日常の支え合い活動へとつながるこ

とが期待されています。また、こうした支え合いの気持ちが育まれた地域では、鳥取県中部地震や、豪雪時

の支援等、地域の支援の仕組みづくりにもつながっています。 

◆日時・会場  

○平成３０年 ９月１２日（水） 若桜町公民館  

○平成３０年１０月 ５日（金） 米子コンベンションセンター 

○平成３０年１０月３１日（水） 鳥取県立生涯学習センター  

※各会場１３：３０～１６：００（受付１３：００より） 

◆対  象 どなたでもご参加いただけます。 

◆内  容 【講義・ワークショップ】 

支え愛マップのねらいと意味について学ぶとともに、実際、支え愛マップ  

を活用している事例等について紹介します。 

ワークショップでは、みんなで支え愛マップづくりを体験します。 

講師 日野ボランティア・ネットワーク 森本 智喜 氏 

◆参 加 費 無料 

◆参加申込 参加をご希望の方は下記までお問い合わせください。 

◆問い合わせ先 地域福祉部 TEL 0857-59-6332 
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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。 

 

 
◇鳥取県福祉研究学会「第１２回研究発表会」研究発表を募集します！ 
 

【学会からのメッセージ】 

何度も試行錯誤を重ね、ようやく生み出される成果があります。少し視点を変えるだけで思いがけない発

見をすることもあります。 

私たちは、皆さんのこうした努力を応援し、専門性やノウハウを共有して、鳥取県域の福祉社会の発展向

上を図りたいと思っています。 

研究発表は、社会福祉に関わる活動、研究等を行っている方が日頃からの成果を発表する場です。また、

それは「自らを試し、自らを磨くこと」に他なりません。 

皆さんの意欲的なチャレンジをお待ちしています！！ 

【発表対象者】鳥取県内に所属・在住する福祉に関する業務に従事している者、福祉に関する調査研究を

している者、その他福祉に関心を持つ団体・個人 

【 募集内容 】(1)口述発表(分野)  

高齢者福祉(施設系)、高齢者福祉(在宅系)、障がい児・者福祉、 

児童福祉、地域福祉、その他社会福祉領域 

        (2)ポスター発表 

【 募集期間 】平成３０年８月１日（水）～平成３０年１２月２５日（火） 

【 開催日時 】平成３１年２月１６日（土）１０：3０～１５：３０（予定） 

【 会  場 】鳥取看護大学・鳥取短期大学 

【 そ の 他 】詳しくは本会ホームページに掲載の募集要項をご確認ください。 

【問い合わせ先】福祉人材部 TEL 0857-59-633６ 

 
◇応援します！福祉分野の就労や生活の自立へ～各種資金・準備金貸付のお知らせ～ 

鳥取県社会福祉協議会では各種資金や準備金の貸付を行っています。いずれの資金も条件を満たすと全

額返還免除となります。 

■ 離職した介護人材の再就職の準備金 ■ 

介護職として一定の知識・経験をもち、一度離職した方が、再び介護の仕事に就くのをサポートするた

めに、再就職に係る費用を貸付します。（条件有） 

◎貸付金額……２０万円以内（１人１回限り） 

       【使途例】就職に伴う転居費用、通勤用車両、被服 等 

■ 保育士再就職準備金・保育料一部の貸付事業・預かり支援事業利用料の一部 ■ 

潜在保育士の就職（復職）に向けた環境を整備し、保育士確保を推進するため、就職準備金及び未就学

児を持つ保育士に対する保育料の一部を貸付します。（条件有） 

◎就職準備金……２０万円以内（１人１回限り） 

       【使途例】就職に伴う転居費用、被服 等 

※別に定める保育士の有効求人倍率が一定以上の地域又は被災地域においては 40 万円以内 

◎保育料の一部……月額２万７千円以内（１年間限り） 

◎預かり支援事業利用料の一部……年額１２万３千円以内（２年間限り） 

 

  上記のほかにひとり親家庭の高等職業訓練促進の資金貸付、児童養護施設退所者等自立支援の資金貸

付などを行っています。詳しくは下記までお問い合わせください。 

【問い合わせ先】福祉振興部 TEL 0857-59-6344 

 

お知らせ 
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行事予定 

市町村社協関係行事予定（９月） 

日付 内容 会場 

 １（土） 支え愛マップ啓発研修会/地域 北栄町社会福祉センター 

 5（水） 苦情受付担当者研修会（中部）/運適 倉吉体育文化会館 

 ７（金） ねんりんピック代表者会議/地域 倉吉体育文化会館 

 ８（土） 支え愛マップ啓発研修会/地域 南部町 いこい荘 

１２（水） 支え愛マップ啓発研修会/地域 若桜町公民館 

１２（水） 日常生活自立支援事業生活支援員地区別研修会（東部）/地域 さわやか会館 

１３（木） 日常生活自立支援事業生活支援員地区別研修会（西部）/地域 米子ふれあいの里 

１３（木） 苦情受付担当者研修会（東部）/運適 県立福祉人材研修センター 

１９（水） 第２回えんくるり事業相談員連絡会/地域 新日本海新聞社中部本社 

２８（金） 高齢者健康運動会（中部）/地域 倉吉体育文化会館 

１５（土） 保育士等就職支援セミナー/人材 倉吉未来中心 

 ２０（木） 

～２１（金） 
キャリアパス生涯研修課程（チームリーダーＡ）/人材 県立福祉人材研修センター 

 ２７（木） 

～２８（金） 
キャリアパス生涯研修課程（チームリーダーＢ）/人材 倉吉体育文化会館 

２７（木） 苦情受付担当者研修会（西部）/運適 米子ふれあいの里 
 

 

福祉団体行事予定（９月） 

日付 内容 会場 

 １（土） 

～2（日） 
第 2 回障がい児保育研修会/育み協 

とりぎん文化会館、 

国際ファミリープラザﾞ 

6（木） 
全国私立保育園連盟子どもの育ちを支える運動ブロック

研修会 in 中国・四国ブロック/育み協 
ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ米子 

7（金） 全国私立保育園連盟中四国ブロック会議/育み協 ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ米子 

１１（火） 第 3 回職員研修会/老施協 倉吉交流プラザﾞ 

１３（木） 主任児童委員研修会/民児協 倉吉未来中心 

１３（木） 交通安全地区別研修会（西部）/老ク連 米子コンベンションセンター 

２１（金） 交通安全地区別研修会（中部）/老ク連 倉吉体育文化会館 

２２（土） 第 68 回鳥取県母子寡婦福祉研修大会/母寡連 倉吉未来中心 

 
※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。 
 

 

 

 

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３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。 

◆９月休館日のお知らせ◆１７日（月）、２３日（日）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 》 


