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鳥取県社協ニュース  
令和２年１２月 
【第１９２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。 
 
 

 

 

あいサポーターステップアップ研修のご案内 
 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、身体障がい（肢体不自由）、精神障がいの理解をさら

に深めていただき、今後の活動に役立てていただくため開催します。  

 

日 時 令和２年１２月１４日（月） 13：30～15：45 

会 場 倉吉未来中心 セミナールーム 3 

内 容 研修① 「身体障がい（肢体不自由）の理解」 

         講師：福永 幸男 氏（全国脊髄損傷者連合会山陰支部長） 

     研修② 「精神障がいの理解」 

          講師：鳥取県精神障害者家族会連合会 

申込締切 開催日の 7 日前 

≪問い合わせ先 福祉振興部 0857-59-6344≫ 

 

 

令和２年度生活困窮者自立支援セミナー開催のご案内 
 コロナ禍において、生活相談窓口には、これまでになく多くの在日外国人から相談が寄せられてい

ます。外国人技能実習制度についても社会問題化してきている中で、これまで以上に在日外国人につ

いて理解を深め、地域に暮らす一員として支えあっていくことが求められます。 

そこで、地域で暮らす在日外国人の実態やコロナ禍における現状、必要な支援等について理解を深

めるとともに、在日外国人のみでなく、高齢者や障がい者など多様な方々を社会で受け止め、お互い

に支えあう地域共生社会の実現へ向け、地域住民の理解促進、支援関係者等のスキルアップを目的と

したセミナーを開催します。 

 

日 時 令和３年１月２５日（月） 13：00～15：30 

開催方法 オンライン開催（Zoom 使用） 

     オンラインでの参加が難しい場合は、県立福祉人材研修センター ホール にて視聴いただ

けます。 

内 容 講演「在日外国人支援と地域共生社会の推進（仮）」 

     講師 一般社団法人ダイバーシティ研究所 代表理事 田村 太郎 氏 

     説明「県内在日外国人の現状とコロナ禍における相談状況（仮）」 

     講師 公益財団法人鳥取県国際交流財団 

対 象 者 生活困窮自立支援事業に関する機関・関係者、在日外国人支援関係機関・関係者 

     民生委員・児童委員、その他福祉関係機関・関係者、一般県民等 

定 員 ○オンライン参加 90 名  ○会場（県立福祉人材研修センター）参加 30 名 

申込期限 令和３年１月８日（金） 

≪問い合わせ先 地域福祉部 0857-59-6332≫ 

 

                   
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） 

12 月 3 日～12 月 9 日は「障害者週間」です。     
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鳥取県福祉研究学会 研究発表募集のご案内 
 福祉に関する業務に従事している方や福祉に関する調査研究している方を対象に日頃の活動や研究

成果の発表を募集します。 

 

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 ※部門別の発表を募集します 

       （２）ポスター発表 

 応 募 締 切 令和２年１２月２２日（火） 

 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） 

  

 

 

 

 

≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

令和２年度保育者の育成・定着研修のご案内 
 保育現場でのエルダーメンター制度の活用をはじめ『人材確保の方策』『同僚性の創出』『新人育

成計画の策定』等の様々な視点から理解を深め、職場内の育成・定着環境を構築し、保育者の確保に

繋げることを目的とし開催します。 

 

日 時 令和３年１月１５日（金）13：30～16：30 

開催形式 Zoom ミーティングを使用したオンライン研修 

内 容 【テーマ】若手保育者の育成法～組織の活性化は若手の成長がカギ！ 

     【講師】白梅学園大学子ども学部教授 師岡 章 氏 

対 象 者 保育所、認定こども園、幼稚園等の管理職の方 

定 員 80 名 

※申し込みが必要です。詳しくはホームページをご確認ください。 

≪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≫ 

 

 

 

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≫ 

 

 

【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） 

第 14 回研究発表会の開催 

日時：令和３年２月１３日（土）１０：２０～１５：５５（予定） 

会場：鳥取看護大学・鳥取短期大学（倉吉市福庭８５４）          
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令和 2 年度学生のための福祉の職場見学支援事業のお知らせ 
 学生を対象に、実際の職場を見て、働いている方のお話を聞き、福祉の職場を知っていただく機会

を支援します。福祉分野への進学や就職を考える参考としていただくきっかけとします。 

 

実施期間 令和 2年 10 月 1 日～令和 3 年 3月 31 日  

     随時受け付けています。次年度以降も実施する予定です。 

見 学 先 県内の社会福祉施設、社会福祉協議会 

対象職種 介護職、保育士、相談員、社会福祉士等 

対象人数 1～10 人 

≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

介護のお仕事出張就職相談会日程のお知らせ 
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。 

相談は無料です。職場の見学同行も、ご相談に応じます。 

 

  ハローワーク鳥取 ハローワーク倉吉 ハローワーク米子 

１２月 １２月１６日（水） １２月１日（火） １２月９日（水） 

１月 １月２０日（水） １月５日（火） １月１３日（水） 

２月 ２月１７日（水） ２月２日（火） ２月１０日（水） 

３月 ３月１７日（水） ３月２日（火） ３月１０日（水） 

≪問い合わせ先 福祉人材部 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≫ 

 

 

Facebook で情報発信しています！！ 
 

←こちらの QR コードまたは県社協ホーム

ページからアクセスできます。 

たくさんの“フォロー”“いいね”お待ち

しています。 

≪問い合わせ先 総務部 0857-59-6331≫ 

 

 

 
全国社会福祉協議会発行の月刊誌の申込など詳しい情報は下記ホームページをご覧ください。 

http://www.tottori-wel.or.jp/p/soumu/toshoassen/ 
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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（火） とっとり方式普及啓発研修/地域 米子市 

2（水） 災害ボランティアリーダー研修会/人材 新日本海新聞社中部本社 

4（金） 

17（木） 
福祉職場の看護職員研修会/人材 倉吉体育文化会館 

21（月） 生活困窮者自立相談支援事業主任研修会/地域 WEB 

24（木） 市町村社協ボランティアセンター連携強化会議/人材 倉吉福祉センター 

 

福祉団体行事予定（１２月） 

日付 内容 会場 

2（水） 民生委員児童委員継続養成研修会第②日目/民協 

福祉人材研修センター 

倉吉体育文化会館 

米子コンベンションセンター  

2（水） 技能実習指導員講習/介福会 倉吉体育文化会館 

5（土） 介護福祉士国家試験模擬試験/介福会 倉吉体育文化会館 

6（日） 介護支援専門員研修会/ケアマネ協 WEB 

8（火） 第 4 回編集会議/育成会 福祉人材研修センター 

9（水） 地域支え合い事業研修会/老ｸ連 倉吉体育文化会館 

9（水）～ 

  13（日） 
第 2 回乳児保育研修会/育み協 WEB 

13（日） ひとり親家庭研修会/母寡連 倉吉市上井公民館 

13（日） ひとり親家庭子どもの養育啓発事業(中部)/母寡連 倉吉市上井公民館 

15（火） 第 3 回障がい者安心サポート体制検討委員会/育成会 倉吉体育文化会館 

18（金）～ 

  22（火） 
施設長研修会/育み協 WEB 

20（日） ひとり親家庭子どもの養育啓発事業(東部)/母寡連 さざんか会館 
 
※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。 
 

◆年末年始 休館日のお知らせ◆  
１２月２９日（火）～１月３日（日）は休館となります。 

《 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 》 

 


