令和２年度 福祉人材確保重点実施期間に関連する取組
取組の名称

中央区

港区

取組の趣旨

取組の内容

中央区在住・在勤・在学者を対象に在宅
在宅療養支援研修（訪問診
療養に関する趣旨普及と、知識の向上を 講演名「聞いてみたい！訪問診療医のお話」
療医による講演会）
図る。

実施期間
令和２年11月14日(土)
①14時～15時10分
②15時20分～16時30分

11/12に開催する表彰式にて、以下に該当する者に対し、
表彰状及び記念品を授与する。
港区内の介護サービス事業所に長年にわ
① 区内事業所に平成23年4月1日から継続して勤務し、事
港区介護保険サービス従事 たり従事し、地域の高齢者の福祉増進の
業者からの推薦を受けた者
令和２年11月12日(木)
者永年勤続表彰事業
ために尽力された介護職員に対し、表彰
② 区内事業所に11年以上勤務し、令和元年度までに港区
する。
の永年勤続表彰を受けていない者で、事業者からの推薦を
受けた者

アクティブ介護2020
～文京みんなの集い

区内の介護サービス事業者で構成する
「アクティブ介護実行委員会」が主催
し、文京区や文京区社会福祉協議会が共
催して行う、介護の普及・啓発や介護人
材の確保・育成を目的としたイベント。
イベントを通して、明るく楽しく介護の
魅力を発信する。

オンライン配信も交えた介護のイメージアップイベント
①手作りパネルによる事業所＆施設紹介
令和２年11月26日（木）
②ゲストによる参加事業所紹介レポートのオンライン配信
10時～16時
③事業所職員＆ゲストによる介護の魅力を伝えるオンライ
ン配信

①介護・福祉事業所のPR
介護・福祉事業所のPR及び相談・面接を ②就労等に関する相談・面接
令和２年11月26日（木）
福祉のしごと相談・面接会 通じて、介護・福祉のしごとの理解を得 ③無資格・未経験者に対する福祉のしごと入門ガイダンス
11時～14時
るとともに、人材確保を図る。
④東京都福祉人材センター・ハローワークによる就職相談
文京区
※オンライン面接も実施

介護すてき発見！
バーチャルバスツアー

区内の介護施設（有料老人ホーム＆通所施設）をオンライ
介護の現場で働いている職員の話や利用
ンによりバーチャル訪問。ゲストと一緒にオンラインで施 令和２年12月26日（土）
者とのふれあいを通じて、介護の仕事へ
設見学や利用者との対話を行い、若手職員から現場の話を 13時～15時（予定）
の興味・関心を高める。
聞く。

・講演会タイトル
「-人生100歳時代到来-健康長寿と支え合いのまちづくり
文京区に住民登録のある方を対象に、介
介護予防（フレイル予防）
～つながりが健康をつくる～」
護予防の必要性について広く周知し、理
講演会
・講師
解を促す。
「東京大学高齢社会総合研究機構特任研究員 神谷哲郎
氏」

令和２年11月13日（金）
14時～15時30分

介護の日についての理解と認識を深め、
介護従事者、介護サービス利用者及び介 ○パネル展示
たいとう「介護の日」ＰＲ 護家族を支援するとともに、利用者、家
令和２年11月9日(月）
台東区
イベント2020
族、介護従事者、それらを取り巻く地域 ※例年実施していたイベントはコロナウイルス感染症の影
～11月13日(金）
社会における支え合いや交流を促進す
響により今年度は中止。
る。

HPリンク

https://www.city.chuo.lg
.jp/kenko/zaitakuiryotok
aigo/kaigo_gokazokunok
atamuke/symposium.ht
ml

－

近日公開予定

http://www.bunsyakyo.o
r.jp/information

近日公開予定

近日公開予定

－

令和２年度 福祉人材確保重点実施期間に関連する取組
取組の名称

墨田区

取組の趣旨

介護の仕事に関心があり就職を希望する
方と区内の求人事業者を結びつけること
すみだ介護のおしごと合同
①区内の求人事業者との相談や面接の実施
により、介護人材の確保に資することを
説明会
②相談コーナーの設置
目的とする（ハローワーク墨田と共
催）。

「令和２年度介護の日
記念行事」の実施

しぶや区ニュース
（区広報誌の活用）

実施期間

令和２年11月6日(金)

・各種高齢者福祉サービスに関するパネル展示及びパンフ
・介護制度の周知
レット配布（介護サービス、介護施設、介護予防、認知症
・高齢者の生活や介護、介護予防に役立
令和2年11月6日(金)
等にかかる普及啓発）
つ情報の発信
～11月11日(水)
・介護の仕事の喜びなど介護職を目指す方へ向けたメッ
・介護職従事者からのメッセージの紹介
セージカードを募集して展示する。

「自宅に近いところで仕事をしたい」
「福祉のしごとに関心がある」という方
ふくしのしごと市
に福祉の仕事への理解を広げ、福祉の職
大田区
福祉のしごと相談・面接会 場で働きたい等の就労意欲のある方と求
人事業者を結びつけることにより、福祉
人材の確保に資することを目的とする。

渋谷区

取組の内容

介護保険制度について周知

HPリンク

https://www.city.sumida
.lg.jp/eventcalendar/ken
ko_hukushi/ta90100020
1901150902.html

10月末にHP作成予定

①相談・面接会
各ブースにて、施設・事業所の担当者とお話しできます。
仕事に関する疑問や質問、施設見学等の相談ができます。
②相談コーナー
令和２年11月28日(土)
福祉の資格や、福祉のしごとに関する総合的な相談をお受 13時～15時30分
けします。無資格未経験の方もお気軽にご相談ください。
③資料コーナー
出展事業所に関するパンフレットをご覧いただきます。

https://www.city.ota.tok
yo.jp/seikatsu/fukushi/
hukushinoshigotoichi.ht
ml

介護の日前後の号に介護保険制度の概要について紹介する
令和２年11月1日(月)
記事を掲載。

－

来庁される区民の方を対象に区役所1階ロ
区役所ロビーを使用し、「介護マーク」や在宅サービス等
ビーを利用し、「介護の日」、「介護
令和２年11月9日(月)
を紹介するパネル展示を行う。リーフレットや普及啓発
マーク」及び在宅サービス等の周知や、
～11月10日(火)
グッズの配布を実施する。
認知症に対する普及啓発展示を行う。

https://www.city.sugina
mi.tokyo.jp/

区内特別養護老人ホームの採用担当者が、仕事に関する疑
特別養護老人ホームの合同就職説明会及
令和２年11月13日(金)
豊島区 福祉のしごと相談・面接会
問や質問などに直接応える。求人についての詳しい説明
び相談会
13時～16時
も、各ブースで行う。

https://www.city.toshim
a.lg.jp/379/koureisyazig
yo/documents/2009170
856.html

杉並区 介護の日ロビー展示

介護保険サービス永年勤
荒川区
続従業者表彰

介護保険サービス事業所において、長年
にわたり介護保険サービスに従事し、地
域の高齢者福祉の増進のために尽力した
従業者を表彰することで、その従事者の
意欲向上及び社会的評価の向上に資する
ことを目的とする。

区長からの表彰状贈呈、記念撮影、記念品（手描友禅）贈
呈及び祝賀会（ミニコンサートや軽食を準備）を開催。
令和２年11月11日(水)
令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により表彰
状及び記念品の贈呈のみ

－

令和２年度 福祉人材確保重点実施期間に関連する取組
取組の名称
練馬区

取組の趣旨

取組の内容

区内の介護・障害福祉サービス事業者の
介護・福祉のお仕事フェア
・介護のしごと
人材確保のため、セミナーおよび相談会
in ねりま
・お仕事相談会
を行う。

スタートセミナー

資格の有無を問わず、福祉の仕事に興味
がある方と求人事業者を結びつけること １ 求人事業者との相談や面接
三鷹市 福祉のしごと 相談・面接会
により、福祉人材の確保に資することを ２ 相談コーナー
目的とする。

実施期間
令和２年11月8日（日）

HPリンク

http://www.nerimacarenet.jp/news/

令和２年12月12日(土)

―
【町田市】

町田市と一般社団法人町田市介護サービ
スネットワークが主催し、市内の医療・
第14回 町田市医療・介護・ 介護・福祉に携わる職員の人材の育成・
町田市 福祉研究大会アクティブ福 確保を目的に、その日々の取り組みを多
くの市民や関係機関に紹介し、高齢者福
祉in町田’20
祉・医療・介護への理解を深める機会と
する。
在宅医療推進のための地域
における多職種連携研修会 在宅医療の推進及び多職種連携の促進
の開催
武蔵村山市

認知症カフェの開催

令和２年11月11日(水)公開
※次回大会まで公開予定

・介護制度の周知
・「介護の日」の周知
・介護従事者向けの情報発信

【一般社団法人町田市介護
サービスネットワーク】

http://machidakjkc.jp/active.html
地域の福祉人材等を対象に、「在宅における褥瘡管理と予防ケ
令和２年11月7日（土）
ア」に係る理解及び実践力の強化を図ることを目的として研修会
午後2時から4時まで
を開催する。

認知症カフェを開催することで、認知症の人やその家族が情報
認知症の方やその家族が、地域の人や専門 交換を行うほか、同じ経験をもつ家族同士で語り合うことで、介
令和２年11月17日（火）
家と相互に情報共有し、お互いを理解し合う 護負担の軽減を図る。また、地域の人や専門職についても認知
午後2時から3時まで
場を設置する。
症ケアに係る情報共有を行いつつ、必要に応じて認知症対応力
の醸成を図る。

永年にわたり介護保険に係る事業に従事
西東京市「介護の日」事業
し、西東京市民への功績が特に顕著であ
西東京市 等における介護・看護職員
ると認められる者に対して、表彰を行
永年従事者表彰
う。

日の出町 HP「カイゴのお仕事」

下記について、一般社団法人町田市介護サービスネット
ワークのホームページ上で公表する。
・介護現場や学校で取組んでいる実践や研究の発表
・介護川柳優秀作品の発表

https://www.city.machid
a.tokyo.jp/iryo/old/jigyo
syanokatae/kaigokyomi/
activemachida.html

―

―

西東京市内の介護事業所・施設等の従事者その他の職員を
対象とし、表彰が行われる年度の４月１日において、介護
又は看護に係る業務に、西東京市において１５年以上従事
令和2年11月
し、かつ市民に対してなおその業務を行っているもの、ま
た市民に対する介護又は看護において顕著な功績があると
認めるものに対して、感謝状を贈呈する。

―

日の出町、厚生労働省、東京都が行っている支援制度やイ
ベント等をHPで発信。
令和2年11月
現在、介護と関りがない方が介護に興味を持っていただく
きっかけとなるような情報を発信。

－

★その他、国や他道府県の取組については、以下をご覧ください（厚生労働省ホームページへリンク）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kaigo-day/index.html

