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令和元年度権利擁護セミナー 
「映像を交えて学ぶ 意思決定支援」のご案内 
 誰もが安心し、住み慣れた地域で、自分らしく暮らしていくためには、一人ひとりの権利が守られ

ることが必要です。特に、認知症の人、知的障がい者、精神障がい者、子どもたちなど自分の思いを

伝えづらい人たちには、より積極的な権利擁護が必要であり、障害者虐待防止法、成年後見制度利用

促進法の施行も相俟って、“本人の意思を尊重した支援”（意思決定支援）の実現が強く求められて

います。 

 では、本人の意思を尊重した支援とはいったいどのようなことなのでしょうか。 

 本セミナーでは、地域で生活する人たちが、自らを見守り、お互いに支え合えるような地域をめざ

し、寄り添う心の在り方、地域生活を支える連携の在り方を考えるとともに、権利擁護の本質につい

て考えます。 

 

日 時 令和２年１月１０日（金）13：30～16：00 

会 場 倉吉未来中心 小ホール 

対 象 者 県市町村行政の職員、県市町村社会福祉協議会の役職員、社会福祉施設の役職員、 

地域包括支援センターの職員、障害者支援機関の役職員、権利擁護支援センター役職員、 

市民後見人養成講座受講生、日常生活自立支援事業の生活支援員、 

民生児童委員、地域福祉に携わっておられる方、 

その他権利擁護に関心のある方 

内 容 講演「映像を交えて学ぶ 意思決定支援 

～ご本人の心からの希望と価値観を踏まえた 

意思決定支援の実現に向けて～」 

講 師 法テラス埼玉法律事務所 シニア常勤弁護士 

水島 俊彦 氏 

申込期限 令和元年１２月２０日（金） 

 

≪問い合わせ先 地域福祉部 TEL 0857-59-6334≫ 

 

 

令和元年度あいサポーターステップアップ研修開催のご案内 
 発達障がい、聴覚障がいの理解を深めるとともに、日常生活等の様々な場面で役に立つコミュニ       
ケーション方法について講義と実技をとおして学びます。 
 日頃、あいサポート運動の推進に取り組んでいただいている“あいサポートメッセンジャー”や 
“あいサポート企業・団体”の皆様を対象に開催します。 
 

日 時 令和元年１２月９日（月） 13：00～16：00 （受付 12：30～） 

会 場 米子コンベンションセンター       

内 容 研修①「大人の発達障がいへの理解」 講師：ペアレントメンター鳥取 

     研修②「聞こえない人への理解」 講師：鳥取県聴覚障害者協会 

申込締切 令和元年１２月５日（木） 

定 員 ３０名程度         

 ≪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 

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

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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令和元年度福祉学習推進者スキルアップ講座 

ものづくりで深めよう福祉のこころ開催のご案内 
 今回は、楽しさを生み出すものづくりを体験的に学ぶことで、福祉学習の場面で、子どもの創造力

やコミュニケーション力、心を元気にするポイントを考えます。 

 学校や地域での福祉学習の取組みがさらに充実するよう、子どもたちに「楽しさ」「笑顔を引き出

す」ものづくりを学びます。 

 

日 時 令和元年１２月２０日（金）13：30～16：00 

会 場 エキパル倉吉 多目的ホール 

対 象 者 市町村・地区社協職員（地域福祉・福祉教育担当）、ボランティアコーディネーター、 

福祉学習サポーター、学校の教職員、社会教育機関の職員（教育委員会、公民館職員）、 

地区で福祉活動をされている方（地域福祉員、愛の輪協力員など）、 

その他興味・関心のある方 

内 容 【講義】小学校や公民館等で携わった時の子どもたちの気持ちの変化をスライドを使って

お話しします。 

     【ワークショップ】ものづくりを通して「楽しさ」「笑顔を引き出す」コツを学びます。 

講 師 中島 淳子 氏 

      

 

 

 

 

 

 

定 員 ３０名 

申込締切 令和元年１２月６日（金） 

≪問い合わせ先 福祉振興部 TEL 0857-59-6344≫ 

 

令和元年度保育士等就職支援セミナー 

とりっぽセミナー２０２０ふゆのご案内 

 保育現場で働きはじめるにあたって必要となる基本知識や実技の習得を目的としたセミナーです。

ブランクのあるかたや保育士未経験のかた、就職について検討中のかたは現在の保育現場の様子を知

っていただくチャンスです。ぜひこの機会にご参加ください。 

 

日時・会場 【西部】令和２年１月１８日（土） 米子コンベンションセンター第２会議室 

     【東部】令和２年１月１９日（日） とりぎん文化会館第４会議室 

      ※各会場 13：00～16：00（受付 12：30～） 

対 象 者 保育士資格をお持ちで保育士としてブランクがある又は未経験などの方 

子育て支援員研修を受講中又は修了された方 

保育士試験に挑戦中の方 

内 容 「保育士不足や保育料無償化など保育に関する話題って最近多いよね」などの話題や「最 

近いろいろな保育施設ができているけど、多過ぎてよくわからない」などの疑問につい 

て、DVD視聴や保育士・保育所支援センターの解説でわかりやすくお伝えします。 

また、実技講習として鳥取県子ども読書アドバイザーによる 

絵本の読み聞かせのポイントレッスンを行います。 

その後は講師や参加者を交えて、お茶を飲みながら交流会も 

行います。 

定 員 各会場１０名 

申込期限 各会場開催の３日前 

 ≪問い合わせ先 鳥取県保育士・保育所支援センター TEL 0857-59-6342≫  

～講師紹介～ 

２００３年工芸品（クラフト）を主にアート活動 

を始める。２００４年アトリエを開設。以降、 

公民館・小学校・企業等のイベントにものづくり 

講師として携わっている。 
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鳥取県福祉研究学会「第 13 回研究発表会」研究発表募集‼ 
 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（分野別の発表を募集します） 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     （２）ポスター発表（分野別の募集はしません） 
   
応募締切 令和元年１２月２５日（水） 

応 募 先 鳥取県福祉研究学会事務局 

（鳥取県社会福祉協議会 福祉人材部内） 

開 催 日 令和２年２月１５日（土）10：20～15：50（予定） 

会 場 鳥取看護大学・鳥取短期大学 

 

 

≪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

ばなりません。 

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

な仕組みとして、県内の介護施設において「介護助手」の導入が始まっていま

す。介護助手とは、介護施設で部屋の掃除や食事の配膳・片付け、ベッドメイ

ク、シーツの交換、趣味活動の手伝い、話し相手など、介護の補助的な仕事を

担っていただく方です。 

詳しくは、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≫ 

  

No 分野 研究発表例 

1 高齢者福祉（施設系） 介護、高齢者虐待防止、認知症ケア、地域密着サービス、 

生きがい対策等 2 高齢者福祉（在宅系） 

3 障がい児・者福祉 生活介護、生活自立訓練、就労支援、社会参加促進等 

4 児童福祉 
児童養護、保育、情緒発達支援、母子・父子家庭支援、児童

虐待・ＤＶ防止等 

5 地域福祉 地域福祉計画、住民福祉活動、福祉教育、ボランティア等 

6 その他社会福祉領域 
共生型ホーム、生活保護、成年後見、権利擁護、企業ＣＳＲ、

食育等 
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行事予定 

市町村社協関係行事予定（１２月） 

日付 内容 会場 

１（日） 災害ボランティアセンター運営模擬訓練/人材 湯梨浜町中央公民館 

３（火） 生活困窮者自立支援事業実践研修会/地域 とりぎん文化会館 

３（火） 

４（水） 
介護の入門的研修①・②（西部地区）/人材 米子東病院 

６（金） 「聞く力」のスキルアップ研修会/人材 新日本海新聞社中部本社 

１０（火） 

１１（水） 
介護の入門的研修③・④（西部地区）/人材 米子東病院 

１１（水） キャリアパス対応生涯研修過程（管理職員）/人材 倉吉体育文化会館 

１７（火） 第 1回えんくるり事業運営委員会/地域 県立福祉人材研修センター 

 
 

福祉団体行事予定（１２月） 

日付 内容 会場 

４（水） 食を考える研修会/児入協 米子市文化センター 

8（日） 子育て支援事業/母寡連 上灘公民館 

９（月） 地域支え合い事業研修会/老ｸ連 倉吉体育文化会館 

１３（金） 市町村老連会長会・臨時総会/老ｸ連 倉吉体育文化会館 

１８（水） 新カリキュラム対応介護実習指導者研修/介福会 県立福祉人材研修センター 

２０（金） 第 1回職員研修会/県母協 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２年６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した。 
新しい様式はホームページよりダウンロードできます。 
 

◆１２月 休館日のお知らせ◆  
１２月２９日（日）～１月３日（火）は年末年始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 》 


