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鳥取県社協ニュース  
令和３年２月 
【第１９４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。 
 
 

鳥取県福祉研究学会第 14 回研究発表会のご案内 
 「鳥取県福祉研究学会」は、私たち福祉に関わる者が広く連携し、その持てるノウハウ等を共有

し、これからの福祉のあり方を研究していくことで研鑽を深め、お互いの資質向上を図ります。 

 

日 時 令和３年２月１３日（土） 10：20～14：35 

会 場 鳥取看護大学・鳥取短期大学 

参加対象 県内に所属・在住する福祉に関する業務に従事している方 

     福祉に関する調査研究をしている方、その他福祉に関心を持つ団体・個人 

内 容 10：20～ 研究発表 

     13：00～ 第 13 回県知事賞受賞研究の発表 

     13：20～ 公開講座 

           テーマ「感染症対策～新型コロナウイルス感染症の対応～」（仮題） 

           講師 鳥取看護大学看護学部看護学科 教授 荒川 満枝 氏 

     14：20～ 授賞式・閉会 

参 加 費 一般参加者・発表参加者 1,000 円  学生・障がい当事者 500円 

     ※参加費は当日受付でお支払いください 

     ※事前申込が必要です。詳しくは事務局にお問い合わせください。 

≪問い合わせ先 鳥取県福祉研究学会事務局（福祉人材部内） 0857-59-6336≫ 

 

 

あいサポートメッセンジャーステップアップ研修のご案内 
 あいサポーター研修の講師役である“あいサポートメッセンジャー”を対象に

障がいと人権についての理解を深めていただくとともに、先輩メッセンジャーか

ら講師役としての技術・ヒントを習得するための研修会です。メッセンジャー同

士の交流会も同時開催します。 

 

日 時 令和３年２月２２日（月）13：30～16：00  

会 場 倉吉未来中心 セミナールーム 3 

内 容 ○「障がい」と「人権」について～人権学習資料「HOPE!」を使った学習の提案～ 

      講師：公益社団法人鳥取県人権文化センター  

次長兼上席専任研究員 尾崎 真理子 氏 

     ○いろいろな研修方法とコツについて 

      講師：鳥取市人権推進課 あいサポートメッセンジャー 田中 秀幸 氏 

     ○あいサポートメッセンジャー交流会 

対 象 あいサポートメッセンジャー 30名程度 

申込期限 令和３年２月１２日（金） 

≪問い合わせ先 福祉振興部 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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申込フォーム 

QR コード 

福祉の就職フェア＆ガイダンスとっとり 2021 春のご案内 
 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

ナーなどを設置し、福祉人材の確保推進と就職活動の支援をします。 

 

日時・会場 【東・中部】令和３年３月１３日（土） 13：15～16：00 

            とりぎん文化会館 小ホール 

      【西  部】令和３年３月１８日（木） 13：15～16：00 

            米子コンベンションセンター 国際会議室 

      ※前半・後半で法人ブースが入れ替わります。 

       参加法人は県社協ホームページからご確認ください。 

      ※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。 

参加対象者 県内の社会福祉施設等に就職・転職を希望される一般の方、 

      令和３年３月、令和４年３月卒業予定者（大学・短大・専門学校）、 

      保護者の方（保護者のみの参加も可）、 

介護助手・介護補助等の仕事に興味がある高齢者の方 等  

対 象 職 種 介護職、保育士、相談・支援・指導員、看護職、介護支援専門員、ホームヘルパー、 

栄養士、調理員、作業療法士、理学療法士、事務職、介護助手（介護補助）、 

子育て支援員、その他福祉施設等で働く職種（正職員、非常勤・パートを問いません） 

参 加 方 法 当日参加も可能ですが、法人ブースで面談できる人数を制限しています。そのため事前

申込を受け付けています。申込の詳細は県社協ホームページでご確認いただくか、電話

等にてお問い合わせください。 

 ≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

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。 

コロナ禍における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３年３月３日（水） 13：30～15：40 

開催方法 オンライン開催（Zoom 使用） 

     会場参加：県立福祉人材研修センター ホール 

     ※講師はオンライン上で講演・説明を行います。 

会場では、オンラインの内容をスクリーンに投影いたします。 

定 員 オンライン参加：100 名   

会場参加：100 名 

対 象 者 社会福祉施設・事業所の苦情解決責任者、第三者委員等 

内 容 【講 演】苦情解決における管理者の役割、苦情対応を含めた組織マネジメント 

           講師：日本女子大学 人間社会学部 社会福祉学科 

              教授 久田 則夫 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 

申込期限 令和３年２月１５日（月） 

申込方法 申込フォームからお申し込みください 

 

≪問い合わせ先 福祉サービス運営適正化委員会 0857-59-6335≫  
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困難者に対する相談支援事業（えんくるり事業） 
第 1 回相談員連絡会開催のご案内 
 生活が困窮に陥る方の多くは、多様で複合的な課題を有し、社会的にも孤立状態にあるため問題が

深刻化しています。さらに昨今の新型コロナウイルスの影響により、困りごとを抱え、生計が苦しく

なる方・家庭が増え、地域における課題が顕在化してきています。 

こうした課題の解決にあたっては、既存の制度での対応はもとより、制度外での対応や社会資源の

活用、法人間の連携による支援等が求められます。 

そこで、本事業に携わる相談員を対象に、特にコロナ禍における支援について、相談員同士が互い

に情報共有し、法人が連携・協働して具体的な支援を進めていくことを目的として開催します。 

 

日 時 令和３年２月１５日（月） 13：30～16：10 

開催方法 オンライン開催（Zoom 使用） 

     ※1 人 1台インターネット環境が整った PC（カメラ・マイク機能付）をご準備ください 

対 象 者 えんくるり事業に携わる相談員 50 名程度 

内 容 事務局説明：現状とコロナ禍での取組みの必要性 

     事 例 報 告：コロナ禍における支援の取組み事例報告 

     グループ討議：各法人が連携してできる支援についてグループで検討する 

申込期限 令和３年２月８日（月） 

≪問い合わせ先 地域福祉部 0857-59-6332≫ 

 

医療・ヘルスケア（介護・福祉）分野セミナー 
介護人材の確保と定着の強化に向けてのご案内 

 県内の介護等福祉施設の方を対象に全国的にも先進的な取組みで成果を上げている福祉施設の事例

を紹介し、介護人材の確保と定着につなげることを目的としています。 

 

日 時 令和３年２月１９日（金） 13：30～16：00 

開催方法 オンライン開催（Zoom 使用） 

内 容 介護人材の確保状況と定着強化に向けた取組について 

     ～働きやすい職場づくり、人材育成、 

定着のためのノウハウ、秘訣を学ぶ～ 

講 師 株式会社リクルートキャリア HELPMAN JAPAN グループ 

     シニアエバンジェリスト 坂本 宗庸 氏 

申 込 先 鳥取県地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会事務局 

      電話：0857-26-847７ FAX：0857-26-8336 

      メールアドレス：tottorichipro＠pref.tottori.lg.jp 

≪問い合わせ先 福祉振興部 0857-59-6344≫ 

 

 

令和２年度「介護のお仕事パンフレット」を作成しました！ 
 学生・保護者の方向けに介護の仕事に就いて理解を深めてい

ただくための資料として、「介護のお仕事パンフレット」を作

成しました！介護の仕事について、職場や資格の紹介・実際の

スケジュールがわかる介護福祉士の方のインタビュー等をとお

して紹介します。また、介護の仕事への支援制度や養成校の情

報も掲載しています。 

 パンフレットは２月に県内の高等学校へ配布予定です。 

 

 

 

≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 
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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≫ 

 

 

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 

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≫ 

 

 

 

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 

 

 
 

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８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。 
 

◆２月 休館日のお知らせ◆  

２月１１日（木）、2 月２３日（火）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 》 
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行事予定 

市町村社協関係行事予定（２月） 

日付 内容 会場 

8（月） コミュニティソーシャルワーク実践力強化研修/地域 県立福祉人材研修センター 

15（月） えんくるり事業相談員連絡会/地域 WEB 

19（金） ふれあい・いきいきサロン世話人交流研修会（中部）/地域  新日本海新聞社中部本社 

22（月） ふれあい・いきいきサロン世話人交流研修会（西部）/地域  米子コンベンションセンター  

26（金） ふれあい・いきいきサロン世話人交流研修会（東部）/地域  県立福祉人材研修センター 

 

福祉団体行事予定（２月） 

日付 内容 会場 

1（月） 第 3 回企画委員会/老ク連 WEB 

3（水）～ 

7（日） 
主任保育士研修会/育み協 WEB 

8（月） 第 2 回正副会長会/育み協 県立福祉人材研修センター 

9（火） 

10（水） 
介護福祉士養成実習施設実習指導者研修会①②/介福会 倉吉体育文化会館 

11（木） 親子で写真を撮りましょう(西部地区)/母寡連 双美写真館 

12（金）～ 

16（火） 
障がい児保育研修会/育み協 WEB 

12（金） 第 4 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 

15（月） 第 5 回理事会/母寡連 上井公民館 

17（水） 第 4 回正副会長会/老ク連 県立福祉人材研修センター 

18（木） 職員研修会/老施協 WEB 

21（日） 子育て支援事業/母寡連 上井公民館 

22（月）～ 

28（日） 
中国ブロック保育士会リーダーセミナー/育み協 WEB 

23（火） 農業体験(収穫)/母寡連 湯梨浜町内 

24（水） 新カリキュラム対応介護実習指導者研修/介福会 倉吉体育文化会館 

24（水） 

25（木） 
介護福祉士養成実習施設実習指導者研修会③④/介福会 新日本海新聞社中部本社 

25（木） 初任・初級保育士研修会/育み協 WEB 

25（木） 介護職種の技能実習指導員講習/介福会 新日本海新聞社中部本社 

26（金） 第 10 回全国権利擁護セミナーin 鳥取/育成会 とりぎん文化会館、WEB 

28（日） 幹部研修会/母寡連 倉吉体育文化会館 
 
※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。 

 


