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福祉の就職フェアとっとり 2019 夏～新たなジダイ 新たなフクシ～のご案内 
 

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面談し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や福祉の就職セミナーを提供す

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・会場 【東部会場】令和元年５月１８日（土）13：15～16：00 

            とりぎん文化会館 小ホール 

【西部会場】令和元年５月 26 日（日）13：15～16：00 

ガイナックスシアター（イオン米子駅前店 3 階） 

◆参加対象 ①県内の社会福祉施設等に就職を希望される一般の方（福祉職の経験有無問わず） 

②来春大学・短大・専門学校などを卒業される方 

③保護者の方（同伴、単独どちらも可） 

④福祉の職場に興味・関心のある方（どなたでも） 

◆内  容 （1）法人１分プレゼンテーション 

求人面談・求職相談を行う前に、参加法人担当者による職場紹介プレゼンテーションを行

います（希望法人のみ）。 

      （2）求人面談・情報交換コーナー 

        現在及び２０２０年３月卒業予定学生の求人を募集している法人・施設・団体等の人事担

当者が就職希望者と直接面談し情報交換できる場です。 

※参加法人については、鳥取県社会福祉協議会ホームページに掲載予定です。 

      （3）求職相談コーナー 

○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。 

○資料情報コーナー 

参加法人、福祉人材センター等の発行物の閲覧、配布 

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

受付 開会 
法人 1分 

プレゼンテーション 

求人面談コーナー 

求職相談コーナー 

閉

会 

◆参 加 費 無料 ※事前の申し込みは不要です。当日、会場で受付けます。  

◆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） 
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第４２回緑陰大学のご案内                とっとり県民カレッジ連携講座  

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、住民同士の支え合い・助け合いに加え孤立しない

ための居場所づくり、活動を支える人づくり、福祉サービスにつなげる仕組みづくりが求められます。 

 「地域共生社会」の実現が叫ばれる昨今、福祉活動に携わる関係者のみならず広く地域住民の方を対象

に、これからの地域福祉の充実をより一層図ることを目的に開催します。 

◆日  時 令和元年６月７日（金）１３：００～１６：００ 

◆会  場 ハワイアロハホール 

◆対  象 福祉・保健・医療関係役職員、教育関係者（学校・公民館・教育委員会等）、企業関係者、 

      学生、ボランティア、社会福祉に関心のある方   

※定員４８０名になり次第締め切ります。 

◆内  容 テーマ 「生きやすい社会のカタチ～身近な地域で支える基盤づくり～」 

【講演１】13：10～14：30 

「長期化するひきこもる人と家族への支援 

～地域支援ネットワークと地域社会資源を活用した支援の考え方と実際～」 

           講師 日本福祉大学 名誉教授 竹中 哲夫（たけなか てつお）氏   

【講演２】14：40～16：00 

「児童虐待の解消に向けた子育て家庭への支援 

～地域で支える人づくり・まちづくりの可能性～」 

講師 淑徳大学 教授 柏女 霊峰（かしわめ れいほう）氏  

◆日  程  12:00   13:00   13:10            14:30  14:40             16:00 

 

 

◆参 加 費 １，０００円 ※障がい者手帳をお持ちの方・介助者等・学生は無料 

◆申込期限 ５月２４日（金） 

◆問い合わせ先 福祉振興部 TEL 0857-59-6334 

 
 

 

※詳細はそれぞれの問い合わせ先にご確認ください。 

 
◆支え愛マップ啓発 DVD 
『支え愛でまちづくり！「支え愛マップ」でつながる地域』を作成しました 

本会では、「支え愛マップ」の作成などを通じて、支援を必要とする人

が身近な地域で安心安全に暮らすための取り組みを支援する「災害時にお

ける支え愛地域づくり推進事業」を実施しています。 

災害が起こった時には、地域の住民同士で支え合うことが求められます。

そのためには、普段から住民同士のつながりを作っておくことが必要です。

支援が必要な人がどこにいて、避難所まで安全な道を使ってどのように避

難するのか、「支え愛マップ」（防災福祉マップ）を囲んで、みんなで話

し合ってみませんか？ 

元気な男の子のキャラクター「マッピー」と一緒に「支

え愛マップ」を作ってみましょう！ 

DVD はビデオライブラリーで貸出も行っているほか、 

YouTube からもご覧になれます。 

QR コード（YouTube）はこちら→ 

【問い合わせ先】地域福祉部 TEL 0857-59-6332 

 

 

受付 開会 講演１ 休憩 講演２ 閉会 

お知らせ 
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◆ビデオライブラリー新規購入・追加設置しました！ 
 

福祉体験交流プラザ「ビデオライブラリー」では、利用者の皆様の要望にお

応えし、DVD の貸出を行っています。研修・個人学習はもちろんレクリエー

ション等にもご利用ください。 

【問い合わせ先】総務部 TEL 0857-59-6330 

 

 

◆福祉人材研修センターの特定天井脱落対策に係る  

改修工事が終了しました 
 

平成３０年８月より行っておりました特定天井脱落対策に係る改修

工事が終了しました。ご不便をおかけしていました出入り口は、通

常通りご利用いただけます。ホールも４月より利用開始となってお

りますのでご利用希望の場合はお問い合わせください。 

【問い合わせ先】総務部 TEL 0857-59-6330 

 

 

 

 

 

人事異動のお知らせ 

  
【異動等（平成 31 年 4 月 1 日付）】 

▶事務局長（事務局長兼総務部長） 前田 恵 

▶総務部副部長兼主幹（総務部主幹）川瀬 亮彦 

▶地域福祉部副部長兼主幹（地域福祉部主幹）中村 裕司 

▶福祉人材部副部長兼主幹（福祉人材部主幹）前田 圭一 

▶福祉振興部副部長兼主幹（福祉振興部主幹）濱本 義則 

▶総務部主幹（総務部主事）石村 紀子 

▶福祉振興部主幹（福祉振興部主事）小林 明美 

▶福祉振興部（地域福祉部）主事 森 レオナ 

▶福祉人材部（総務部）主事 杉本 優江 

▶福祉振興部（地域福祉部）主事 國本 彰一 

▶福祉振興部（総務部）参事 前田 伸二 

▶地域福祉部（鳥取県）主事 塚田 道雄 

▶地域福祉部（鳥取県（派遣期間満了））主事 明里 修平 

 

【研修派遣（平成 31 年 4 月 1 日付）】 

▶鳥取県ささえ愛福祉局長寿社会課（地域福祉部）主事 池田 真弓 

 

【新規採用（平成 31 年 4 月 1 日付）】  【退職（平成 31 年 3 月 31 日付）】 

 ▶事務局次長兼総務部長 今岡 誠一  ▶福祉人材部主事 松田 優子 

 ▶総務部主事 村田 千洋    ▶地域福祉部参事 池添 祥彦 

▶福祉人材部主事 中井 一途   ▶福祉振興部参事 山田 幸男 

    ▶総務部参事 堀 英和    ▶福祉人材部参事 内田 和枝 

▶地域福祉部主事 （鳥取県（派遣期間満了））福山 伸一 
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行事予定 

市町村社協関係行事予定（４月） 

日付 内容 会場 

16（火） えんくるり事業説明会（東部）/地域 県立福祉人材研修センター 

17（水） えんくるり事業説明会（中部）/地域 上井公民館 

19（金） えんくるり事業説明会（西部）/地域 ふれあいの里 

24（水） 支え愛ﾏｯﾌﾟｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成研修（東部①）/地域 県立福祉人材研修センター 

25（木） 支え愛ﾏｯﾌﾟｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成研修（中部①）/地域 倉吉福祉センター 

26（金） 支え愛ﾏｯﾌﾟｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成研修（西部①）/地域 ふれあいの里 

 
 

福祉団体行事予定（４月） 

日付 内容 会場 

２３（火） 社会福祉施設ボランティア担当職員研修会/振興 新日本海新聞社中部本社 

 

※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１０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。 

※平成 31 年 4 月より申込用紙等の様式が変更となります。新しい様式はホームページより 
ダウンロードできます。 

 

◆ゴールデンウイーク 休館日のお知らせ◆ 

※なお、この間は、予約等お問い合わせは、受付できませんので、ご了承ください。 
 

4 月 

27 日 （土） 開館 

28 日 （日） 開館 

29 日 （月） 休館 

30 日 （火） 開館 

5 月 

1 日 （水） 休館 

2 日 （木） 開館 

3 日 （金） 休館 

4 日 （土） 休館 

5 日 （日） 休館 

6 日 （月） 開館 

 

《 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 》 

 

https://4.bp.blogspot.com/-JzS9_6gEO34/Uab3nKBZiAI/AAAAAAAAUQE/K3ci8rUeX6Q/s800/flower_nanohana.png
https://4.bp.blogspot.com/-JzS9_6gEO34/Uab3nKBZiAI/AAAAAAAAUQE/K3ci8rUeX6Q/s800/flower_nanohana.png

