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鳥取県社協ニュース  
令和２年４月 
【第１８４号】 
                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、今後予定されております県社協主催のイベント・

研修等が延期または中止となる場合がございます。開催に変更がありましたら鳥取県社会福祉協議

会ホームページ等でお知らせいたします。 

 

令和２年度ボランティア・市民活動助成事業のご案内 
県内の地域における福祉活動を通じ、地域住民と互いに協力しながらボランティア・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ンティア団体・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 所定の申請書(様式１)に必要事項を記入の上、添付書類とともに主たる活動地域の市町村社

会福祉協議会へ提出ください。様式は県社協ホームページよりダウンロードできます。 

申請期限 令和 2年 4月 24日(金)必着 

≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

 

令和２年度 介護支援専門員支援研修会 

「スーパービジョンの基本と実践」のご案内 
主任介護支援専門員の役割について改めて認識を深めるとともに、援助力を高めるための事例検討や

スーパービジョンの実践等に焦点を当て、主任介護支援専門員として必要な視点やコミュニケーショ

ン力などについて学び、その指導力を高めることを目的に開催します。 

 

日 時 【基礎編】令和 2 年 5月１８日（月） 10：30～16：00  

    【実践編】令和 2 年 5月 19日（火） 10：00～15：30 

会 場 新日本海新聞社中部本社 ホール 

対象者 主任介護支援専門員等 

定 員 各８０名 

内 容  基礎編  主任介護支援専門員の役割や援助力を高めるために必要なこと 

などについて、講義と演習を通して学びます。 

     実践編  スーパービジョンの重要性と実践について演習を通して学びます。 

講 師 株式会社フジケア取締役社長 白木 裕子 氏 

※申込方法等、詳しくは県社協ホームページをご覧ください。 

 新型コロナウイルスの影響により、研修が延期・中止となる場合がございます。 

≪問い合わせ先 福祉人材部 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 

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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福祉の就職・転職フェア 2020 夏のご案内 
福祉の職場に就職・転職を希望する学生・社会人の方と、県内で福祉事業所を運営する法人が集まっ

て採用や業務内容に関する情報交換ができる合同説明会を開催します。福祉のしごとに興味がある方、

未経験の方もサポートしますので、ぜひご参加ください。 

多くの方のご参加をお待ちしています。 

 

日時・会場 【東・中部】令和 2年 5月 17日（日） 13：15～16：00 

            ホテルモナーク鳥取 仁風の間 

      【西  部】令和 2年 5月 30日（土） 13：15～16：00 

            米子コンベンションセンター 国際会議室 

※新型コロナウイルスの影響により延期・中止となる可能性があります。詳しくは県社協 HP にて 

ご確認ください。 

≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

生活福祉資金制度 特例貸付実施のお知らせ 
 社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して生活費等の必要な資金の貸付や生活相談を行う「生活

福祉資金貸付制度」を実施しています。 

 このたび、この制度の対象を新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯にも拡大し、休業や失

業等により生活資金でお困りの方を対象に特例貸付を実施します。 

 ご相談は、お住まいの市町村社会福祉協議会へお問合せください 

 

【休業された方等の世帯向け】 
 
 対 象 者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急か

つ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 

 貸 付 額 10万円以内（一定の要件に該当する場合は 20万円以内となります） 

 措 置 期 間 1年以内 

 償 還 期 限 2年以内 

 利子・保証人 無利子・保証人不要 

 

【失業された方等の世帯向け】 
  
対 象 者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮

し、日常生活の維持が困難となっている世帯 

 貸 付 額 2 人以上世帯・・・月額 20万円以内 

        単 身 世 帯・・・月額 15万円以内 

        貸 付 期 間・・・原則 3カ月以内 

 措 置 期 間 1年以内 

 償 還 期 限 10年以内 

 利子・保証人 無利子・保証人不要      

≪問い合わせ先 地域福祉部 0857-59-6333≫ 

 

「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 0857-59-6342≫ 
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「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≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
 

◆ゴールデンウィーク 休館日のお知らせ◆  
４月２９日（水）、5月 3日（月）、5月 4日（火）、5月 5日（水） 
は祝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 》 

 

 

人事異動のお知らせ 
 

【異動等（令和 2年 4月 1日付）】 

▼事務局長兼福祉振興部長（事務局長） 前田 恵 

▼総務部副部長兼主幹（福祉人材部副部長兼主幹）前田 圭一 

▼地域福祉部副部長兼主幹（総務部副部長兼主幹）川瀬 亮彦 

▼福祉人材部副部長兼主幹（地域福祉部副部長兼主幹）中村 裕司 

▼総務部主事（鳥取県（派遣期間終了）） 池田 真弓 

▼地域福祉部主事（福祉人材部主事）  秋本 玲志 

▼地域福祉部主事（福祉人材部主事） 石谷 ゆい  

▼福祉人材部主事（総務部主事） 永田 敦美 

▼福祉人材部主事（地域福祉部主事）  居川 有沙 

 

【新規採用（令和 2年 4月 1日付）】  【退職（令和 2年 3月 31日付）】 

▼総務部付 参事 田中  学       ▼福祉振興部長 山岡 正博 

▼福祉人材部 参事 宮本 一郎      ▼総務部付参事 岸本 照之 

▼福祉人材部参事 勝原 公一 

▼地域福祉部主事 （鳥取県（派遣期間満了）） 

塚田 道雄 
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福祉人材研修センターからのお知らせ 
 

◆Wi-Fi 設置について 
いつも県立福祉人材研修センターをご利用いただきありがとうございます。本センターで

は、ご利用者みなさまの利便性向上のため、Wi-Fi を設置しました。令和２年４月１３日

（月）から利用可能となります。ご活用ください。 

【設置場所】 

 福祉体験交流プラザ内、ホール、中研修室、第１・２小研修室、学習室 

 

◆敷地内全面禁煙について 
いつも県立福祉人材研修センターをご利用いただきありがとうございます。本センターで

は、健康増進法の改正に準じて、令和２年４月１日から敷地内を全面禁煙といたします。敷地

内禁煙に伴い、令和２年３月３１日には、現在の喫煙スペースを撤去いたします。みなさまの

ご理解とご協力をお願いいたします。 

また、福祉人材研修センター周辺での路上喫煙等は、近隣住民のみなさまへご迷惑となりま

すので、あわせてご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。 

≪問い合わせ先 県立福祉人材研修センター 0857-59-6330≫ 

 

 

 

行事予定 

市町村社協関係行事予定（４月） 

日付 内容 会場 

2（木） 日常生活自立支援事業専門員連絡会（中部）/地域 倉吉福祉センター 

2（木） 日常生活自立支援事業専門員連絡会（西部）/地域 ふれあいの里 

3（金） 日常生活自立支援事業専門員連絡会（東部）/地域 さわやか会館 

16（木） 生活福祉資金貸付審査等運営委員会/地域 県立福祉人材研修センター 

17（金） 生活困窮者自立相談支援事業初任者研修会/地域 県立福祉人材研修センター 

21（火） 生活福祉資金貸付事業担当者説明会/地域 倉吉福祉センター 

28（火） 日常生活自立支援事業 第 1回実務者会議/地域 倉吉福祉センター 

 
 

福祉団体行事予定（４月） 

日付 内容 会場 

13（月） 第 1回代議員会/知福協 倉吉未来中心 

14（火） 市町村老連事務局担当者会議/老ク連 倉吉体育文化会館 

15（水） 第 1回施設長会/就労協 倉吉体育文化会館 

26（日） いちばん星の会/育成会 まなびタウンとうはく 

27（月） 監事会・第１回正副会長会/老ク連 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。 

※最新の開催情報は本会ホームページに掲載しています。 

 
 


