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鳥取県社協ニュース  
平成３１年３月 
【第１７１号】 

                  

 

 

 
 

 

 

 

           

 

 
 

 

 

 

福祉の就職フェア＆ガイダンスとっとり２０１９春のご案内 

～福祉のココロ、活かせるトコロ（職場）～ 
 

社会福祉施設等の職場に就職を希望する人や関心のある人、社会福祉職場への

転職を希望している人等を対象に、社会福祉事業を運営する事業所等の人事担当

者と採用に関しての情報交換できる場を設け、また、社会福祉職場の種類や資格等

に関する各種相談コーナーなどを設置することで、福祉人材の確保推進と就職活

動の支援を目的に開催します。 

◆日  時 平成３１年３月１７日（日）13：15～16：00 

◆会  場 ホテルモナーク鳥取 仁風の間  

◆対  象 ①県内の社会福祉施設等に就職を希望される一般の方 

②２０１９年３月卒業予定者（大学・短大・専門学校など） 

③２０２０年３月卒業予定者（大学・短大・専門学校など） 

④保護者の方（同伴、単独どちらも可） 

⑤介護助手として働くことを希望しておられる方 

⑥福祉の職場に関心のある方 

⑦社会福祉事業を実施されている事業所等 

◆日  程 12:30 13:15  13:30         14:00                               16:00   

受 

付 

開 

会 
法人 1 分 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 
福祉の就職ガイダンス・面談会 

閉 

会 

◆内  容 （１）法人 1 分プレゼンテーション（13:30～14:00） 

参加法人が限られた時間でそれぞれの職場の魅力を伝えます。 

      （２）福祉の就職ガイダンス・面談会（14:00～16:00） 

【法人ブース】 

県内で事業所を運営する法人等のブースで、人事担当者や職員から事業内容や職場の

雰囲気等の説明を受けることができます。 

参加法人は本会ホームページでご確認いただけます。 

【福祉職場等各種相談コーナー】 

各公共機関による就職に関する各種相談、人材バンク登録や資格取得方法等について

の相談を受付けます。 

【介護助手相談コーナー】 

今年度から始まった中高年齢の方向けの新しい介護の働き方「介護助手」についての

就職相談を受け付けます。 

【資料情報コーナー】 

各法人の広報物や、福祉人材センター等の発行物の閲覧、配布を行います。 

◆参 加 費 無料 

◆参加申込 事前申し込み不要、当日会場で受付を行います。 

◆問い合わせ先 福祉人材部 TEL 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 

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://4.bp.blogspot.com/-PXbZB3QtIq8/UZNyHFkUv9I/AAAAAAAASg8/ZEZRB4pPQco/s800/syougatsu_sakura.png
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中高年齢者向け介護の入門講座 

５０～６０代から学ぶ介護教室（スタート編）のご案内 
 

主にこれから介護に関わる中高年の方を対象に、基礎知識や、コミュニケーションの取り方、簡単な介

護技術などを学ぶ機会として、本研修を開催します。 

◆日時・会場 【東部会場】平成３１年３月２０日（水）10：00～12：00 福祉人材研修センター 

 【中部会場】平成３１年３月２０日（水）14：00～16：00 倉吉体育文化会館 

 【西部会場】平成３１年３月１９日（火）13：30～15：30 米子ふれあいの里 

       ※各会場開始 30 分前より受付します。  

◆対  象 ５０～６０歳代の高齢者で介護に興味のある方（介護業務未経験） 

       ①介護の現場で働いてみたい方 

       ②地域の世話人・ボランティアで高齢者に関わる人 

       ③家族・自分の将来を考えて介護について学んでおきたい方 

◆内  容 講義・実習 

       講義①「介護保険の基礎知識」 

講義②「認知症の理解・コミュニケーションの心得」 

実習「ワンポイント介護技術講座」（車いす介助、移乗のコツ、手技など） 

※シニア世代の新たな働き方「介護助手」の説明コーナーもあります！ 

◆講  師 OFFICE IMAGINE 代表 林原 豊 氏 

◆参 加 費 無料 

◆申込期限 ３月１５日（金） ※定員（各会場２０名）になり次第、申込を締切ります。 

◆問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336 

 

平成 30 年度保育士確保定着支援事業  

エルダー制度導入園の成果報告会のご案内 
 

エルダー制度とは、新人・若手保育士の定着率向上を目的として、新人（若手含む）職員に対して先輩

職員（エルダー）が１対１で寄り添い、仕事や人間関係の悩みなどを気軽に相談できる、精神的なサポー

トに重点を置いた制度です。 

今年度はエルダー制度導入モデル園として「社会福祉法人 あすなろ会」「認定こども園 倉吉幼稚園」

をモデル園として指定し、各園で取り組みを進めていただきました。今後、県内において更に新人育成・

定着に向けて制度導入の参考にしていただけるよう、成果報告会を開催します。 

◆日  時 平成３１年３月１９日（火）13：30～16：00 

◆会  場 倉吉交流プラザ視聴覚ホール 

◆定  員 １５０名（先着順） 

◆日程・内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆講師・講評 あだち人材育成研究所 代表 足立 博俊 氏 

◆参 加 費 無料  

◆申込期限 ３月１３日（水） 

◆問い合わせ先 福祉人材部（鳥取県保育士・保育所支援センター） TEL 0857-59-6336 

 

時 間 内   容 

13：00～13：30 受付 

13：30～14：10 
「保育士定着確保支援事業について」鳥取県社会福祉協議会 

講義「エルダー制度並びにエルダー制度導入研修の概要」  

14：10～14：40 報告 認定こども園倉吉幼稚園  

14：40～14：50 休憩 

14：50～15：20  報告 あすなろ会  

15：20～15：30 質疑応答 

15：30～16：00 

行政説明 （県子育て応援課） 

＜幼児教育・保育の無償化及び保育士等キャリアアップ研修の

最新の状況＞について説明 
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みんなで一緒に考える『しあわせなまち』～第２回支え愛マップ連絡会【中部会場】～のご案内 
 

平成３０年７月に発生した西日本豪雨など多くの自然災害が発生する中、災害発生時の安否確認や避

難体制の整備など、共助による住民相互の避難支援の重要性があらためて認識されています。 

本連絡会では、支え愛マップづくりの先進的な取組みの紹介や取組みの成果、課題等について情報交

換を図ることで、災害時の地域の防災体制の強化及び地域の支え愛の仕組みづくりにつなげることを目

的に開催します。 

◆日時・会場 平成 31 年 3 月１５日（金）13：30～16：30 新日本海新聞社中部本社  

◆対  象 支え愛マップに取り組んだことのある地域の方、その他興味のある方 

      市町村社協、市町村行政 （定員 ６０名程度）     

◆日  程 13:00 13:30   13:35         14:00              15:00  15:15         16:15   16:30 

受付 開会  事例発表 ワークショップ 休憩 
意見交換会 

（※） 

社協

のみ 
閉会 

※「意見交換会」の参加対象は、市町村社協職員、県市町村行政職員のみ 

◆内  容 ①事例発表 

支え愛マップづくりの事例をもとに、気づきや課題、成果等について参加者で共有し、 

今後に向けた展開を考えていきます。 

         講 師 日野ボランティア・ネットワーク 森本智喜 氏 

発表者 自治会長等、市町村社協職員 

②ワークショップ 

       各地域で支え愛マップづくりを行ってみて、気づきや課題等についての意見交換等 

③意見交換会 

       （1）今年度の振り返り・課題等について 

       （2）平成３１年度の推進方策について 

◆参 加 費 無料 

◆参加申込 参加申し込みが必要です。詳しくは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 

 

 

 

※詳細はそれぞれの問い合わせ先にご確認ください。 

 

 

◆第一生命労働組合鳥取支部より車いすが贈呈されました 

 
 

◆「フェイスブック」随時更新中！ 
 

 

 

 

 

 

お知らせ 
 

鳥取市の県立福祉人材研修センターで２月２０日、車椅子贈

呈式が行われ、第一生命労働組合鳥取支部から鳥取市社会福祉

協議会、倉吉市社会福祉協議会にそれぞれ車椅子２台ずつが寄

贈されました。 

 贈呈式には、関係者約３０名が参加し、第一生命労働組合鳥

取支部中尾勝彦執行委員長は「平成１８年より毎年車椅子の贈

呈活動を続けている。多くの方々のために有効に活用して欲し

い」とあいさつされました。 

【問い合わせ先】福祉人材部 TEL0857-59-6336 

鳥取県社会福祉協議会では実施する事業や生活に役

立つ情報など様々な情報を facebook でお届けして

います。沢山のフォローお待ちしています！ 

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

【問い合わせ先】総務部 TEL 0857-59-6331 

QR コード 
ホームページからもフェイスブックを

ご覧いただけるようになりました。 



4 

 

行事予定 

市町村社協関係行事予定（３月） 

日付 内容 会場 

１（金） 第２回社会福祉施設経営者協議部会協議員会/振興 福祉人材研修センター 

７（木） ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修/人材 倉吉福祉センター 

１３（水） 第 3 回理事会/総務 福祉人材研修センター 

１５（金） 支え愛マップ第２回連絡会（中部）/地域 新日本海新聞社中部本社 

１７（日） 福祉のガイダンス＆就職フェア２０１９春/人材 ホテルモナーク鳥取 

２２（金） 第２回評議員会/総務 福祉人材研修センター 

 
 

福祉団体行事予定（3 月） 

日付 内容 会場 

１（金） 第 4 回理事会/経営協 福祉人材研修センター 

３（日） 第４回理事会/母寡連 上井公民館 

 ４（月） 第２回総会/老施協 新日本海新聞社中部本社 

 ５（火） 理事会/育成会 しらはま交流センター 

 ９（土） 東部地区研修会/社士会 鳥取市さざんか会館 

１１（月） 第３回青年部会・第２回理事会/育み協 倉吉体育文化会館 

１７（日） 第２回社員総会/母寡連 上井公民館 

１８（月） 障がい者安心サポート体制検討委員会/育成会 倉吉市上井公民館 

２５（月） 第２回総会/育成会 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９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。 

 
※本センターの特定天井脱落対策にかかる改修工事（第Ⅱ期）は３月で終了いたします。 

 正面玄関および多目的工作室側の出入り口は現在、通常どおりご利用いただけます。 

 

◆３月 休館日のお知らせ◆ 

３月２１日（木）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 》 


