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鳥取県社協ニュース  
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令和元年度第１回支えあいマップ関係者連絡会 

みんなで一緒に考える『しあわせなまち』～支え愛マップに取り組んでみよう～  
平成２８年１０月に発生した鳥取県中部地震、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、安否確認や避難体制の整備など共助による住民相互の支え合いは、日常的に育ま
れていることが重要であるとあらためて認識されています。また、これからの地域コミュニティは、支
え合いが「支え手と受け手」に常にわかれるのではなく、住民それぞれが役割を持ち、自分らしく活躍
できる社会が求められています。 
本連絡会では、支え愛マップづくりを通じて、「こんな地域にしたい」という思いを日常的な支え合

い活動等につなげていくことを目的に年 2 回開催いたします。第１回目は、講義やワークショップを
通して支え愛マップの手法を学ぶとともに、住民主体で進める防災体制の強化や平常時における支え
合いについて学びます。 

 
日時・会場 ５月２９日（水）  県立福祉人材研修センター 中研修室 
      ６月４日（火）  新日本海新聞社中部本社 ホール 
      ５月３１日（金）  米子市福祉健康総合センターふれあいの里 中会議室１・２ 
       ※各会場 13：00～15：30（受付 12：30 より） 
対 象 者 支え愛マップに興味のある方、災害発生時の避難が心配な方、地域に様子が気になる人が 

いる方、自治会の取り組みをサポートされている方、支え愛マップに取り組んでみたいと
思っている方 

参加申込 申し込みが必要です。詳しくはお問い合わせください。 
申込期限 令和元年５月２４日（金）まで 
内 容 講 義  『笑顔あふれる安心のまちづくり』 

講師：日野ボランティア・ネットワーク  森本智喜 氏 

ワークショップ  『支え愛マップづくりを体験してみよう！』 

講師：日野ボランティア・ネットワーク  森本智喜 氏 

≪問い合わせ先 地域福祉部 TEL 0857-59-6332≫ 

 

 

令和元年度福祉サービス苦情解決事業研修会のご案内 
 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切
な解決に努めなければならないとされています。苦情解決に積極的に取り組むことは利用者の事業者
に対する信頼を高め、福祉サービスの質の向上を図ることにつながります。 
 この研修会は、福祉サービス提供事業所における苦情解決責任者、第三者委員などを対象に、具体
的な事例を交え、利用者保護を基本とした苦情対応のあり方、苦情解決のさらなる充実について研さ
んを深め、福祉サービスの質の向上に寄与することを目的として開催します。 
 
日時 令和元年６月２５日（火）13：30～16：00 
場所 ハワイアロハホール 大ホール 
対象 社会福祉施設・事業所の苦情解決責任者（役職員、理事等）、第三者委員等 
内容 【講  演】「福祉におけるクレーム対応について」 

～クレームから築く人間関係・クレーム対応のスキルを学ぼう～ 
          講師 弁護士法人 翼・篠木法律事務所 代表弁護士 篠木 潔 氏 
   【行政説明】「福祉サービス評価事業について」 
          鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課 課長 田中 学 氏 
参加費 無料 
申込期限 ６月１７日（月） 

≪問い合わせ先 福祉サービス運営適正委員会 TEL 0857-59-6335≫ 

 

                   
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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令和元年度 市町村社会福祉協議会新任職員研修 
社会福祉協議会は、地域住民が抱える様々な生活課題と向き合いその解決に取り組んでいるところ

であり、近年は社会問題の多様化とともに期待される役割も増してきています。その職員において
は、一人ひとりが住民との信頼関係を築き、期待されている役割を認識しながら、地域福祉を推進し
ていくことが求められています。 
 この研修会では、社会福祉協議会の理念や職員が持つべき視点、社会から期待される社協の機能、
現在の社会状況など、社協人財としての基礎的な知識・視座について学ぶことを目的とします。 
 

日  時 令和元年５月２０日（月）  9：50～16：00（１日目） 
     令和元年５月２７日（月）  10：00～16：00（２日目） 
会  場 県立福祉人材研修センター ２階 中研修室 
     倉吉未来中心 １階 セミナールーム１   

※１日目と２日目で会場が異なりますのでご注意ください 
内 容 【1 日目】講 義『社会福祉の動向と地域福祉』 

講師 武庫川女子大学 教授 松端 克文 氏 
講義『鳥取県の地域福祉の現状と社会福祉協議会の役割』 

              講師 鳥取県社会福祉協議会 地域福祉部 副部長 中村 裕司 
講 義「社協に期待すること～当事者視点から～」 

              講師 鳥取県車いすバスケットボール協会理事長 福永 幸男 氏 
     【2 日目】講 義・演習「コミュニケーションのとり方・接遇について」 

講師 Ｐ-Create 代表 松下 香寿美 氏 
ワークショップ「なりたい自分！これからの自分！」 

 実践発表 智頭町社会福祉協議会 楮原 裕介 氏 
倉吉市社会福祉協議会 入澤 裕美 氏 

           メッセージ 『明日の社協職員に期待すること』 
講師 鳥取県社会福祉協議会 地域福祉部 部長 朝倉 香織 

対 象 者 おおむね在職期間３年未満の職員（定員３０名程度） 
参 加 費 無料 
申込期限 令和元年５月１０日（金）まで 

≪お問い合わせ先 地域福祉部 TEL 0857-59-6332≫ 

 

 

福祉の就職フェアとっとり 2019 夏 
 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 

      （２）求人面談・情報交換コーナー 

      （３）求職相談コーナー 

参 加 費 無料 

≪問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336≫ 
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令和元年度 介護専門職研修会のご案内 

 
会 場 東部会場 鳥取県立福祉人材研修センター 
     中部会場 ①倉吉総合看護専門学校 ②新日本海新聞社中部本社 ③倉吉体育文化会館 

④倉吉未来中心 ⑤まなびタウンとうはく 
     西部会場 ①米子東病院 東館 ②米子コンベンションセンター 
対 象 者 医療、福祉、保健の分野に勤務する専門職及び福祉系有資格者等 
     「新人研修」については、経験年数 3 年以内 
     「起居・移乗・ポジショニングに関する指導者育成研修」については、施設内の指導的立場

の職員で全日程参加可能な方 
受 講 料 1,000 円（3 時間）、2,000 円（6 時間）、6,000 円（指導者育成研修） 
参加申込 事前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 福祉人材部 TEL 0857-59-6336≫ 

 

 

令和元年度ボランティア・市民活動助成のご案内 

 県内の草の根的な地域福祉活動に関わるボランティア・市民活動の振興を図ることを目的に、ボラ

ンティア団体等に助成を行います。 

 
対象団体 ①県内で活動するボラティア団体・グループ ②県内で活動する非営利の団体 
対象事業 【一般助成事業】①ボランティア・市民活動の啓発普及事業 

②ボランティア・市民活動についての研修・講座開催事業 
③ボランティア・市民活動に必要な機材整備事業 
④ボランティア・市民活動に関するその他の事業 

      【特別助成事業】他団体に先駆け取り組もうとする事業で効果が期待できる事業 
助 成 額 【一般助成事業】 1 団体につき 20 万円を限度とします 
     【特別助成事業】 1 団体につき 30 万円を限度とします 
申請方法 申請書を本会事務局へ電話または FAX にてご請求ください。また、ホームページよりダ

ウンロードできます。 
申請期限 令和元年 5 月 17 日（金）必着 

≪問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336≫ 

内    容 時  間 東部会場 中部会場 西部会場 

記録の書き方 13：30～16：30 ― 1/22(水)③ ― 

コミュニケーションは介護のもと 13：30～16：30 ― 9/24(火)③ ― 

高次脳機能障害 13：30～16：30 ― 7/4(木)② ― 

感染防止対策 13：30～16：30 11/13(水) ― 8/20(火)② 

認知症 13：30～16：30 8/5(月) 2 月 10 月 

嚥下障害 13：30～16：30 ― 10/16(水)④ 9/18(水)② 

口腔ケア 13：30～16：30 ― 12/13(金)③ 7/16(火)② 

高齢者向けの介護食 10：00～13：00 10/29(水) 12/19(木)⑤ ― 

高齢者と楽しむレクリエーション 13：30～16：30 2/7(金) 11 月 1 月 

入浴介助 
9：30～12：30 

8/29(木) ― ― 
13：30～16：30 

排泄 9：30～16：30 10/2(水) ― 10/3(木)① 

褥瘡 9：30～16：30 11/8(金) ― 9/10(火)① 

起居 

9：30～12：30 ― 7/25(木)① 10/24(木)① 

13：30～16：30 
6/19(水) 

11/20(水) 
― 9/26(木)① 

移乗 13：30～16：30 
7/31(水) 

12/11(水) 
7/25(木)① 

9/5(木)① 

10/24(木)① 

ポジショニング 13：30～16：30 
8/23(金) 

1/24(金) 
8/6(火)① 

8/27(火)① 

10/8(火)① 

新人研修 9：30～16：30 9/13(金) ― 8/8(木)① 

起居・移乗・ポジショニングに 

関する指導者育成研修(３日間) 
9：30～16：30 

11/29(金) 

11/30(土) 

1/10(金) 

― 

11/1(金)① 

11/2(土)① 

12/6(金)① 
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ビデオライブラリー新刊のご案内 
視聴覚教材として福祉に関するＤＶD 等の貸出を行っています。学習・会議・研修会等にご利用くだ

さい。ビデオライブラリー一覧、利用申込書はホームページに掲載しています。 
 【貸出受付】 月曜～金曜９：００～１７：００（土日は事前予約のみ可） 
 【貸出本数】 お１人様５本まで  【貸出期間】 最長１５日間 
 【 利用料 】 無料 ※配送等が必要な場合は送料をご負担いただきます。 
～新刊～ 

≪問い合わせ先 総務部 TEL 0857-59-6330≫ 

 

「保育のお悩み相談窓口」のお知らせ 

鳥取県保育士・保育所支援センターでは、現役の保育士及
び就職支援をさせていただいた保育士の就職後の定着支援と
して、悩み事をお聞きする相談窓口を設置しています。 
スタッフが解決に向け悩み事を共有します。また、専門的

な内容は、ご希望により専門機関への橋渡しを行います。 
相談は電話・メール・来所でも受け付けますので、お気軽に
ご相談ください。 
（来所される際は、事前に時間をご予約ください。） 
≪問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0587-59-6342≫ 

 

介護の出前講座「知ってみよう！介護のこと」 
 鳥取県内の中学生や高校生、保護者の方を対象に、実際に働いている介護職員を講師やゲストティ
ーチャーとして、出前講座を行い、高齢者や介護の知識、介護の仕事の魅力を伝えます。福祉教育や
人権教育、キャリア教育などの授業や研修にご活用ください。 
 
対 象 中学校・高等学校の生徒、PTA 
その他 希望に応じて講師を派遣します（費用無料）。希望開催時期の２週間前までに申し込みが必

要です。詳しくは本会ホームページに掲載の募集要項等をご確認ください。 
≪問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336≫ 

 

「介護助手」募集中！ 
 今後、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により、福祉施設等で介護を

担う人材が不足していくことから、介護人材の確保は、団塊の世代が後期高齢
者になる令和 7 年(2025)年に向け、喫緊かつ社会的要請の強い課題です。介
護・生活支援に携わる人材を社会全体として確保する取組を進めていかなけれ
ばいけません。 
こうした社会的要請にこたえる取組みとして、元気な高齢者の方々の活躍の

場の創出と介護従事者の確保・定着を図る新たな仕組づくりを推進するため、
県内の介護施設において「介護助手」の取組みが始まります。 
介護助手のお仕事に興味のある方は、ぜひお問い合わせください。 

≪問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336≫ 

題  名 内  容 

支え愛でまちづくり「支え

愛ﾏｯﾌﾟ」でつながる地域 

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。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？ 

認知症の人から学ぶ～ｸﾘｽﾃ

ｨｰﾝ･ﾌﾞﾗｲﾃﾞﾝ講演より～ 

若年性認知症と診断された後、認知症の啓発のために夫ポールさん

とともに書籍を出版し講演活動をおこなっています。 

介護の技術を考えよう！ 

持ち上げない！滑らせる！ 

移乗介護の現状と問題点/スライディングシートをベッド上で使用/

トランスファーボードによる座位移乗/スライディングシートを座位

移乗で使用/車いす上で姿勢を正す/ストレッチャーへの移乗 

わたしのいきかた 

在宅医療キャラクター「たくい先生」と「りょうこさん」が、在宅

医療の利用者、サポートしている方々のインタビューとともに、在

宅医療のしくみや鳥取県の事例を紹介します。 

この世界の片隅に 
日本アカデミー賞受賞。第 2 次世界大戦下の広島・呉を舞台にすず

を取り巻く人々の日常を描く。 
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行事予定 

市町村社協関係行事予定（5 月） 

日付 内容 会場 

9（木） 支え愛マップインストラクター養成研修②（東部）/地域 県立福祉人材研修センター 

10（金） 支え愛マップインストラクター養成研修②（中部）/地域 倉吉福祉センター 

11（土）

～23（木） 
因伯シルバー大会/地域 県民体育館他 

13（月） 市町村社協常務・事務局長会議/地域 新日本海新聞社中部本社 

14（火） 支え愛マップインストラクター養成研修②（西部）/地域 ふれあいの里 

14（火） 生活困窮者自立支援事業担当者連絡会（東・中）/地域 県立福祉人材研修センター  

17（金） あったかハート♥おたがいさま事業モデル社協連絡会/地域  ヴィレステひえづ 

18（土） 福祉の就職フェアー２０１９（東部会場）/人材 とりぎん文化会館「小ホール」  

20（月） 市町村社協新任職員研修①/地域 県立福祉人材研修センター  

24（金） 生活困窮者自立支援事業担当者連絡会（西）/地域 西部総合事務所 

26（日） 福祉の就職フェアー２０１９（西部会場）/人材 米子市「ガイナックスシアター」  

27（月） 市町村社協新任職員研修②/地域 倉吉未来中心 

29（水） 支え愛マップ関係者連絡会（東部）/地域 県立福祉人材研修センター 

31（金） 支え愛マップ関係者連絡会（西部）/地域 ふれあいの里 
 

福祉団体行事予定（5 月） 

日付 内容 会場 

19（日） 第 1 回総会・研修会/ケアマネ協 まなびタウンとうはく 

22（水） 介護福祉士基本研修①/介福会 県立福祉人材研修センター  

25（土） 介護福祉士ファーストステップ研修①/介福会 倉吉体育文化会館 

28（火） 

29（水） 
介護福祉士養成実習指導者研修会①・②/介福会 新日本海新聞社中部本社 

30（木） 介護福祉士基本研修②/介福会 県立福祉人材研修センター  

※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 
令和元年１１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。 

《 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 》 


