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鳥取県社協ニュース  
令和２年７月 
【第１８７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。 

 

福祉の就職・転職フェアとっとり 2020 夏のご案内 
 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

る場を設けます。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行います。 

 

日時・会場 【東中部】令和２年８月１９日（水） 13：15～16：00 

           とりぎん文化会館 小ホール  

※前半・後半で法人ブースが入れ替わります。 

      【西部】令和２年８月８日（土） 13：15～16：00 

          米子コンベンションセンター 多目的ホール 

 

 

 

       

 ≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

保育士等就職支援セミナーとりっぽセミナー2020 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知識の修得を目的としたセミナーです。保育制度に

関する動向や保育士需要について解説するほか、絵本の専門アドバイザーが、現場で役立つ読み聞かせ

の手法や手遊び等を実演します。保育士資格をお持ちの方、子育て支援員の方などのご参加をお待ちし

ています。 

 

日時・会場 A：令和２年８月２９日（土）倉吉未来中心 セミナールーム 2 

      B：令和２年８月３０日（日）とりぎん文化会館 第 4会議室 

      C：令和２年９月６日（日）米子コンベンションセンター 第 1会議室 

      D：令和２年１１月１３日（金）とりぎん文化会館 第 4会議室 

      E：令和２年１１月１８日（水）米子コンベンションセンター 第 1会議室 

      ※各日程開催時間は 13：30～16：30 

 対 象 者 保育園、認定こども園、幼稚園等に復職（就職）を検討している方 

 内 容 １．保育制度に関する動向と保育士需要 

       ２．保育現場の様子と保育士の役割 

       ３．絵本の読み聞かせ実技 

       ４．就職、就職準備金等の相談会（参加任意） 

 実 技 講 師 日程A   おはなしグループがらがらどん代表 池田 緑 氏  

      日程B・D  鳥取市子どもの読書活動推進委員長 山田 節子 氏 

      日程 C・E  絵本の会「ほしのぎんか」代表   渡邉 眞子 氏 

申 込 期 限 各会場開催日 3日前まで 

≪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 0857-59-6342≫  

 

                   
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） 

当日参加も可能ですが、今回は法人ブースに座る人数を制限するため、事前に申し込みがあった方を優先

します。電話でお問い合わせいただくか、「福祉の就職・転職フェアとっとり 2020夏 申込書」 

（県社協HP 掲載）にて申し込みください。  
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福祉職場オンライン合同就職説明会 

「話しんさいな！オンライン説明会」のご案内 
昨今の新型コロナウイルスの影響により各地で合同就職説明会や面談会が中止・延期となっており、

２０２１年新卒者の就職活動にあたり、情報を得られる機会が少なくなっています。そうした学生を支

援するため、実際の合同就職説明会に代えて、ビデオ会議システムにより自宅や施設をインターネット

上の会議室につないで、複数の求職者と法人の人事担当者が合同で面談を行う「オンライン説明会」を

実施します。 

※法人からの説明だけでなく、実際の説明会のように学生から質問等もできる双方向型で実施します。 

 

実 施 方 法 ビデオ会議システム「ＺＯＯＭ」を用い、法人担当者は各事業所で、

学生は自宅で PC、スマートフォンを通じて、インターネット上の

会議室で説明や意見交換を行います。実際に移動・集合する必要は

ありません。 

      会議時は匿名・顔出しなしでも参加ができます。 

      ＜参加にあたって必要なもの＞ 

       ・インターネットに接続できる環境と端末（ＰＣ／スマートフォン／タブレット） 

・端末に内蔵または外部接続している Webカメラならびにマイク 

日時・参加法人  

         

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※開催時間は各会場 16：30～18：10です。 

東・中・西部は就職を希望する地域でお選びください。複数参加もできます。 

   法人の詳細は告知サイト（http://www.tottori-wel.or.jp/p/jinzai/7/2/）をご覧ください。 
 
 定 員 各会場 30名 

参加対象者 来春大学・短大・専門学校などを卒業する予定で、県内の社会福祉施設等に就職を希望さ

れる方 

参 加 方 法 ①福祉の求人求職サイト「福祉のお仕事」（https://www.fukushi-work.jp/）で、鳥取

県福祉人材センターに求職者登録（無料）をしてください。 

（登録済の方は必要ありません） 

       ②インターネット上の専用フォーム（https://forms.gle/3K1jokzbuCoMMCd98） に

アクセスし、必要事項を入力して送信してください。 

 申 込 期 限 各開催日午前 10時まで 

≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

  

 
令和２年７月１日（水） 

・社会福祉法人 鳥取県厚生事業団 

・社会福祉法人 あすなろ会 

・社会医療法人 仁厚会 

【東部①】高齢者・障がい者施設 
 
令和２年７月３日（金） 

・社会福祉法人 さとに会 

・学校法人 鳥取学園 

・社会福祉法人 鳥取こども学園 

 

【東部②】児童関連施設 

 
令和２年７月６日（月） 

・社会福祉法人 赤碕福祉会     ・社会福祉法人 敬仁会 

・社会福祉法人 鳥取県厚生事業団  ・医療法人／社会福祉法人 日翔会 

・社会医療法人 仁厚会 

【中部】全種別福祉施設 

 
令和２年７月８日（水） 

・株式会社 デマンド 

・医療法人／社会福祉法人 日翔会 

・社会福祉法人 こうほうえん 

 

【西部①】高齢者・障がい者施設施設  
令和２年７月１０日（金） 

・社会福祉法人 めぐみの風 

・学校法人 良善幼稚園 

・株式会社 クローバーホールディングス 

 

【西部②】児童関連施設施設施

設 
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鳥取県保育実習等旅費支援のご案内 
 鳥取県外の保育士養成施設に在学する鳥取県出身学生が、鳥取県内の保育所等において保育実習や

就職体験、ボランティア活動を行う際の旅費を助成します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

募集期間 令和２年６月２２日～令和３年１月３１日（当日消印有効） 

     ※なお、募集期間前（令和２年４月１日以降）に行った実習等も対象とします。 

      応募状況により早めに募集を締め切る場合があります。 

申請方法 助成を希望する方は、保育実習等を行った日から速やかに、「助成申請書兼請求書」「保育

士養成施設に在籍していることがわかる書類」を提出してください。 

  ≪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） 0857-59-6342≫ 

 

 

保育現場のエルダー・メンター制度導入助成事業のご案内 
 本事業では、鳥取県内の保育所等においてエルダー・メンター制度を導入する際に必要となる経費を

助成します。制度の導入により保育従事者の働きやすい職場づくりを実現し、定着による人材確保を促

進することを目的とします。 

 

対象事業所 鳥取県内の保育所等を運営し、エルダー・メンター制度の導入により保育従事者の職場

環境の改善に取り組む事業所 

助 成 額 1か所 50,000円（上限） 

対 象 経 費 エルダー・メンター制度の導入に際して必要となる経費 

募 集 期 間 令和２年 6月２２日～令和３年 2月２６日（当日消印有効） 

      ※応募状況によっては早めに募集を締め切る場合があります。 

≪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） 0857-59-6342≫ 

 

 

介護の出前講座「知ってみよう！介護のこと」のお知らせ 
 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。家庭科の授業や

人権学習（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 3ヶ月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。 

【活動事例】 

 

 

 

 

 

≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

  

○福祉教育・人権教育 

 ・県内における高齢化の状況 

 ・高齢者に対する正しい理解促進 

 ・ワンポイント介護技術講座 

○キャリア教育 

 ・介護の魅力発信 DVD「未来に輝け！介護の星☆」上映 

 ・介護の仕事について（内容・やりがい・魅力・楽しさ） 

 ・介護の資格、進路説明 

 ・開催校卒業生からの後輩に向けてのエール 

【応募資格】 
鳥取県外の保育士養成施設に在学し、鳥取県

内の保育所等において保育実習や就職体験、

ボランティア活動を行う鳥取県出身学生 

【助成内容】 
鳥取県内の保育所等で保育実習や就職体験、ボ

ランティア活動を行う際の旅費について助成し

ます。養成施設と実習先保育所等の所在地に応

じて定額で助成します。 

（1人１回のみ、金額上限あり） 
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介護のお仕事 出張就職相談会【ハローワーク倉吉】のお知らせ 
 介護の仕事に関心のある方、介護職場で働きたい方を対象に、鳥取県福祉人材センターの就職支援

コーディネーターによる出張相談会を実施します。鳥取県福祉人材センターの就職支援は、事業所情

報を豊富に持つコーディネーターが、貴方にあった事業所選びをアドバイスします。 

相談は無料です。職場の見学動向も、ご相談に応じます。 

 

会場 ハローワーク倉吉 ４階相談室 

日程 毎月第１火曜日 ※１１月のみ第２火曜日（１１月１０日）に実施します。 

当相談会は、雇用保険の失業認定に係る求職活動に該当します。求職活動証明書を発行することもで

きます。 

≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

行事予定 

市町村社協関係行事予定（７月） 

日付 内容 会場 

2（木） 市町村社会福祉協議会新任職員研修①/地域 県立福祉人材研修センター 

2（木） 

3（金） 
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程（初任者 A)/人材  県立福祉人材研修センター 

3（金） 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 

13（月） 市町村社会福祉協議会新任職員研修②/地域 倉吉福祉センター 

15（水） 

16（木） 
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程（初任者B)/人材  倉吉体育文化会館 

16（木） 中部地区高齢者健康運動会打合せ会/地域 倉吉体育文化会館 

17（金） 介護専門職研修（記録）/人材 倉吉体育文化会館 

17（金） 市町村社協常務理事・事務局長会議/地域 倉吉福祉センター 

20（月） 介護専門職研修（認知症ケア）/人材 県立福祉人材研修センター 

27（月） 東部地区高齢者健康運動会打合せ会/地域 ふれあいの里 

30（木） 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 

30（木） 西部地区高齢者健康運動会打合せ会/地域 県立福祉人材研修センター 
 

福祉団体行事予定（７月） 

日付 内容 会場 

3（金） 第 2 回理事会/老施協 倉吉市上井公民館 

8（水） 第 1 回企画委員会/老ク連 倉吉体育文化会館 

8（水） 第 1 回正副会長会/育み協 県立福祉人材研修センター 

8（水） 第 3 回正副会長会/経営協 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。 

※最新の開催情報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３年１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。 

 

◆７月 休館日のお知らせ◆  

７月２３日（木）、７月２４日（金）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 》 


