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新型コロナウイルス禍における県社協の感染防止対策等について
現在、本会では新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、来訪の方々に対して事務所内への入室を制限させていただい
ています。ご来訪の際には、入口付近の職員にお声がけ下さい。併せてマスクの着用、手指消毒などの感染防止対策をお願いし
ます。 引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
■問い合わせ先 総務企画部 総務経理係

☎0852-32-5970

「福祉・保育の仕事 就職・転職フェアしまね」を開催します！
島根県内の福祉職場に就職を希望する方、また転職をお考えの方への支援を目的に開催します。
参加の際には事前申込が必要となります。 詳しくは、島根県福祉人材センターのホームページをご確認ください。
日時
会場

9月11日（金） 18:00～20:00
12日（土） 10:00～12:00、13:30～15:30
いきいきプラザ島根 体育室 （松江市東津田町1741-3）

■問い合わせ先 法人支援部 人材確保係 ☎０８５２－３２－５９５７
ｈttps://www.shimane-fjc.com/news/79/1187

令和 2 年度 介護の入門的研修 受講生募集！！
介護人材のすそ野を広げ、福祉・介護サービス事業や地域活動を支える人材を育成することを目的として「介護の入門
的研修」を下記の通り県内 3 会場で開催いたします。ご家族やお知り合いの方の中に興味・関心のある方がおられました
ら、ご案内下さい。
★対象者
次のいずれかに該当する方
・介護に関心がある方で、現在介護職として就業していない方／ これから介護の職場に就業を希望される方
※企業等で定年退職を予定している方、中高年齢者、子育てが一段落した方など、広く募集します。
★会場・開催期日・定員・申込締切
会 場
東
部
西
部

開催期日（３日間）

会

場

雲南市

10 月 2 日(金)
～10 月 4 日（日）

三刀屋健康福祉センター

益田市

11 月 11 日(水)
～11 月 13 日（金）

益田市立市民学習センター
（益田市元町 11-26）

川本町

10 月 28 日(水)
～10 月 30 日（金）

悠邑ふるさと会館

（雲 南 市 三 刀 屋 町 三 刀 屋 1212-3）

（邑智郡川本町大字川本 332-15）

定員

申込締切

１０名

9 月１６日（水）

１５名

10 月２３日（金）

１５名

10 月１２日（月）

■問い合わせ先 法人支援部 人材確保係 ☎０８５２－３２－５９５７
https://www.shimane-fjc.com/jobseeker/369

令和 2 年 7 月島根県豪雨災害義援金募集について
島根県共同募金会では、7 月の豪雨災害の被災者を支援することを目的に義援金を募集しています。
募集期間

義援金受入口座

現金書留による送付先

９月３０日（水）まで
金融機関

支店名

口座番号
普通預金
2381238
普通預金
0007411

山陰合同銀行

津田支店

島根県農業協同組合

本店

ゆうちょ銀行

00970-6-237595

名義等
社会福祉法人島根県共同募金会
島根県共同募金会災害用
島根県共同募金会
令和2年7月豪雨災害義援金

〒690-0011 松江市東津田町1741-3
社会福祉法人 島根県共同募金会
※あて名のところに「救助用郵便」と明記することで郵便料金が免除されます。

※各金融機関への振込手数料などの詳細は、島根県共同募金会のホームページをご覧下さい。
■問い合わせ先 社会福祉法人島根県共同募金会 ☎０８５２-３２-5977

島根県共同募金会

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業における慰労金に係る会計処理について
経営支援係（経営相談窓口）からのお知らせです。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の申請については、県の所管課から周知されていますが、この事業の中
で、介護及び障害福祉サービス等の分野にあっては、勤務する職員に対して「慰労金」が支給されます。基本的には、法人
が受給職員を取りまとめて申請し、支給額を代理受領することになりますが、あくまで、職員が受け取るものですので、入金
時の勘定科目は「預り金」で処理してください。
また、県が提示した申請マニュアルによると、国保連に請求した場合は、介護報酬や障害福祉サービス等報酬の振り込み
口座に入金されることになっていますので、介護報酬等や他の助成金とは明確に区分して経理し、間違いなく職員に配分で
きるように留意が必要と思われます。
なお、このことは、県の法人所管課と突き合わせ済みですので、申し添えます。
■問い合わせ先 法人支援部 経営支援係 ☎0852-32-5958

「～豊かな人生の学び舎～くにびき学園」開講！
リニューアルした「くにびき学園」が、いよいよ９月からスタートします。
受講者の状況は下記のとおりです。 学園の様子等について、くにびき学園ホームページにて随時更新していきますので、
ぜひご覧ください。
受講者数
年齢幅（平均年齢）
地域推薦者数
既卒者数
東部校 37名（定員50名）
59～84歳（平均68歳）
8人
4人
西部校 19名（定員25名）
60～85歳（平均70歳）
2人
5人
■問い合わせ先 東部校：地域福祉部長寿社会振興係 ☎0852-32-5981
西部校：石見支所 ☎0855-24-9336
くにびき学園ホームページ
https://www.kunibiki-gakuen.jp

福祉・保育のお仕事相談会（10 月開催分）
出雲、大田、浜田、益田地域において、福祉事業所の面談
会を定期的に開催しています。
求職者の方と直接お話ができる機会ですので、ぜひご参
加ください。
事業所の参加方法については、福祉人材センターHP を
ご参照ください。参加希望の事業所は福祉人材センターま
でご連絡ください。
１０月８日
(木)
出雲

１０月１４日
(水)
浜田

１０月２１日
(水)

１０月２８日
(水)

益田

大田

■問い合わせ先
法人支援部 人材確保係 ☎0852-32-5957
https://www.shimane-fjc.com

本会職員を募集しています！
令和 3 年 4 月 1 日採用予定の職員を募集しています。
採用予定人数 ２名
職 種 総合事務（社会福祉関連事業の企画・実施）
下記要件のいずれも満たす方
・昭和60年4月2日以降に生まれた者（35歳
以下）・学校教育法に基づく大学卒業者また
受験資格 はこれと同等以上の学力を有する者(令和3年
3月卒業見込者を含む)
・普通自動車運転免許 (AT限定可) を所持
する者
受付期限
9月25日(金) 必着
※ 選考方法等詳細は、本会ホームページをご覧ください。
■ 問い合わせ先

総務企画部 総務経理係
☎0852-32-5970
https://www.fukushi-shimane.or.jp/pwm/recruit2270.html

福祉サービス事業従事者研修
今月から受講申込の受付を開始する予定の研修は以下
の通りです。
要項が整い次第、福祉人材センターのホームページに随
時アップしますので、ご確認の上お申し込みください。
なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止や
延期となる可能性がありますので、あらかじめご承知おきく
ださい。
中堅職員スキルアップ研修Ⅰ
社会福祉法人会計実務研修〔中級コース〕
保育士等キャリアアップ研修〔食育・アレルギー対応〕
保育士等キャリアアップ研修〔保健衛生・安全対策〕
認知症介護実践研修〔実践者研修〕
■問い合わせ先
法人支援部 研修係 ☎0852-32-5975
https://www.shimane-fjc.com

令和2年度しまね県民福祉大会の中止について
10 月１７日(土)に開催を予定していました標記の大会
につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から開催を中止いたします。
関係の皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、何
卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
■問い合わせ先 総務企画部 企画係
☎0852-32-5955

全社協発行の月刊誌は、下記に掲載の「本会扱いの
チラシ」でお申込み下さい！
https://www.fukushi-shimane.or.jp/pwm/
book.htm

この通信は、会員や関係の皆様にお送りしています

・・・ 毎月 1 回発行・・・

