
取組の名称 取組の趣旨 取組の内容 実施期間 HPリンク

中央区
区のおしらせちゅうおう

（区広報紙の活用）
介護の日について周知

介護の日についての周知及び区内介護事業所職員のインタ

ビューを紹介する記事を掲載。
令和３年11月11日（木） －

中央区
介護の現場から～職員イン

タビュー～

職員へのインタビューにより介護職の魅力を発信す

ることで、区民の介護職への興味・関心を高める。

また、インタビューにより介護職への就職に興味を

持った方に対して、各種支援策の情報を提供するこ

とで、介護職への就職を促進する。

①ホームページに区内介護サービス事業所の職員のインタ

ビューを掲載する。

②ホームページに各種支援策の情報について掲載する。

令和３年11月11日（木）

https://www.city.chuo.l

g.jp/kenko/kaigo/jinzai

/kaigosyokai.html

中央区
在宅療養支援研修

(在宅療養に関わる講演会)

中央区在住・在勤・在学者を対象に在宅療養に関す

る趣旨普及と、知識の向上を図る。
講演名「在宅療養とACP(人生会議)」

令和３年11月20日(土)

①13時45分～14時45分

②15時～16時

https://www.city.chuo.l

g.jp/kenko/zaitakuiryot

okaigo/kaigo_gokazoku

nokatamuke/symposiu

m.html

港区
港区介護保険サービス従事

者永年勤続表彰事業

港区内の介護サービス事業所に長年にわたり従事

し、地域の高齢者の福祉増進のために尽力された介

護職員に対し、表彰する。

11/15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。

①区内事業所に平成24年4月1日から継続して勤務し、事業

者からの推薦を受けた者

②区内事業所に11年以上勤務し、令和2年度までに港区の永

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

令和３年11月15日（月） －

港区
港区介護のしごと面接・相

談会

区内でサービスを提供する介護従事者を確保するた

め、港区社会福祉協議会及びハローワーク品川等と

協力し、区内の介護事業所の出展により、介護のし

ごと面接・相談会を開催し、区内の介護事業所の人

材確保を支援します。

①面接・相談会

②介護の資格相談コーナー
令和３年11月11日（木）

https://www.city.minat

o.tokyo.jp/kaigojigyou/

2015081103.html

令和３年度 福祉人材確保重点実施期間に関連する取組

https://www.city.chuo.lg.jp/kenko/kaigo/jinzai/kaigosyokai.html#
https://www.city.chuo.lg.jp/kenko/kaigo/jinzai/kaigosyokai.html#
https://www.city.chuo.lg.jp/kenko/kaigo/jinzai/kaigosyokai.html#
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令和３年度 福祉人材確保重点実施期間に関連する取組

新宿区 介護人材入門的研修事業

福祉に興味がある介護未経験の区民を主な対象とし

て、より広い裾野から、区内介護サービス事業所へ

の介護人材の参入および確保を図るために、介護の

仕事の魅力・やりがいを紹介する講座、介護人材入

門的研修およびおしごと相談会を実施する。

①介護の仕事を知る講座：１回

②入門的研修：１回（６日間、計２４時間）

③おしごと相談会：１回

①介護の仕事を知る講座

・・令和3年11月10日（水）

　　10時～12時

②入門的研修

・・令和3年11月11日（木）

　　　　　  11月15日（月）

　　　　　  11月18日（木）

　　　　　  11月22日（月）

　　　　　  11月24日（水）

　　　　　  11月29日（月）

　　10時～15時40分

　　※最終日のみ10時～16時

③おしごと相談会

・・令和3年11月29日（月）

　　※おしごと相談会は最終日の

　　　研修終了後に実施。

http://www.city.shinjuk

u.lg.jp/fukushi/kaigo01

_000003.html

文京区
アクティブ介護文京2021

～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。

展示や動画上映などを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＆施設の紹介

②介護士の資格を持つお笑い芸人と介護事業所の“推し”ス

タッフが介護の魅力やヒミツを語る動画の上映・配信

③介護事業所の活動を紹介するスライドショー上映

④福祉用具展示・体験

⑤介護の魅力発見シネマ上映会：上映作品「ケアニン～あ

なたでよかった～」

令和3年11月16日（火）

10:00～16：00

※シネマ上映会は

①10：30～12：30

②13：45～15：45

https://www.city.bunky

o.lg.jp/tetsuzuki/kaigo/j

inzai/active.html

文京区 福祉のしごと相談・面接会

介護・福祉事業所のPR及び相談・面接を通じて、介

護・福祉のしごとの理解を得るとともに、人材確保

を図る。

①介護・福祉事業所のPR

②就労等に関する相談・面接

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

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

令和3年10月30日（土）

11:00～14:00

http://www.bunsyakyo.

or.jp/information
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令和３年度 福祉人材確保重点実施期間に関連する取組

文京区
介護に関する入門的研修

～介護の基本を知ろう！～

介護人材のすそ野拡大及び多様な人材の参入促進に

向けて、介護未経験者が介護に関する基本的な知

識・技術を習得することで、介護分野への就労の

きっかけとする。

介護に関する基礎講座を実施（3時間）

①介護に関する基礎知識（1.5時間）

②介護の基本（1.5時間）

※研修終了後、希望者には介護事業所への就業支援も実施

令和3年12月7日（火）

13:15～17:00

https://www.city.bunky

o.lg.jp/tetsuzuki/kaigo/j

inzai/nyuumon.html

文京区

～文の京フレイル予防プロ

ジェクト～

介護予防講演会

文京区に住民登録のある方を対象に、介護予防の必

要性について広く周知し、理解を促す。

・講演会タイトル

「老年学者が考えた、コロナ禍におけるフレイル予防術－

長引く自粛生活で健康を守る秘訣とは？－」

・講師

東京大学高齢社会総合研究機構特任研究員　田中友規氏

令和3年11月5日（金）

14:00～15:30

https://www.city.bunky

o.lg.jp/hoken/koresha/

kenko/yobo/koenkai.ht

ml

台東区
たいとう「介護の日」ＰＲ

ウィーク2021

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護家族を支援すると

ともに、利用者、家族、介護従事者、それらを取り

巻く地域社会における支え合いや交流を促進する。

○パネル展示

〇啓発物品の配布

〇介護職ＰＲ映像の放映

令和3年11月8日(月）

 ～11月12日(金）

https://www.city.taito.l

g.jp/event/fukushi/03k

aigonohi.html

台東区
台東区で介護に出会おう

カイゴ就職フェア

介護職に興味のある方、転職を考えている方に対し

て区内介護事業所と相談する場を設け、介護人材の

確保を図る。

・相談会

興味のある事業所のブースに直接行き、お話を聞いていた

だけます。

令和3年11月13日（土）

https://www.city.taito.l

g.jp/kenkohukusi/korei

/jigyoshanokata/kaigoji

nzaikakuho.html

墨田区
すみだ介護のおしごと合同

説明会

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を目的とする（ハロー

ワーク墨田と共催）

➀区内の求人事業者との相談

や面接の実施

②相談コーナーの設置

令和3年11月12日（金）

https://www.city.sumid

a.lg.jp/eventcalendar/k

enko_hukushi/ta901000

201901150902.html

世田谷区 せたがや介護の日

介護についての理解を深め、介護サービス利用者・

その家族、介護従事者等を支援するとともに、地域

社会の支えあいと交流を促進させる。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年度に引き続き、開催
中止とした。

https://www.city.taito.lg.jp/event/fukushi/03kaigonohi.html#
https://www.city.taito.lg.jp/event/fukushi/03kaigonohi.html#
https://www.city.taito.lg.jp/event/fukushi/03kaigonohi.html#
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令和３年度 福祉人材確保重点実施期間に関連する取組

渋谷区
しぶや区ニュース

（区広報誌の活用）
介護保険制度について周知

例年、介護の日前後の号に介護保険制度の概要について紹

介する記事を掲載。
令和３年11月1日号（予定）

渋谷区
第２回 福祉・介護のおしご

とフェア inしぶや

福祉・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により、介護

人材の確保に資することを目的とする。

①説明会・面接会

各ブースにて、施設・事業所の担当者と話をすることができ

ます。無資格未経験の方も歓迎します。

②イベント・展示会

実際に施設で使用されている福祉機器を展示、体験もできま

す。

令和３年11月20日（土）

13時～16時

（受付時間12時30分～

　　　　　15時30分）

https://www.fukushijin

zai.metro.tokyo.lg.jp/w

ww/contents/16305462

03700/index.html

杉並区 介護の日ロビー展示
来庁される区民の方を対象に区役所1階ロビーを利用

し、普及啓発事業を行う。

区役所ロビーを使用し、「介護マーク」や在宅サービス等

を紹介するパネル展示を行う。リーフレットや普及啓発グッ

ズの配布、フレイル予防のための測定会を実施する。

令和3年11月8日～9日
https://www.city.sugina

mi.tokyo.jp/

荒川区
介護保険サービス永年勤続

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３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３年11月11日（木） －

練馬区 介護スタッフ研修

介護に関する基礎的な知識や技術に関する研修を実

施することで、介護未経験者の介護分野への参入の

きっかけを作り、介護人材の確保を図る。

介護予防・日常生活支援総合事業のうち、区独自基準の訪

問サービスの従事者を育成する研修を実施する。研修修了

者を対象に、区内の訪問介護サービス事業所との就職相談

会を開催する。

（令和3年11月1日）、

令和3年11月4日、8日、11日、15日、16日

https://www.city.nerim

a.tokyo.jp/hokenfukushi

/kaigohoken/kaigo-

jinzai.html

足立区
介護のしごと相談 ・面接会

身近な地域に居住する潜在的福祉人材を掘り起こし

求人事業者と結び付けて、常態的に不足している介

護事業所の人材を確保する。

足立区内の介護事業所25法人のブースを設置して、仕事の

説明や就職相談・面接をハローワーク足立との共催で行

う。

令和3年11月17日（水曜日）
－

https://www.city.suginami.tokyo.jp/#
https://www.city.suginami.tokyo.jp/#
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足立区 介護従事者永年勤続褒賞

区内の介護サービス事業所に勤務する従事者の意欲

向上と介護事業に対する社会的評価の向上を図るた

め、成績優秀な永年勤続従事者を永年勤続褒賞とし

て顕彰することを目的とする。

毎年「介護の日」に式典を開催し、区内の事業所で長年（5

年、10年、15年）勤務した介護従事者（非常勤を含む）に

対し、褒状・記念品の贈呈と、記念撮影を行う。

令和2年度・令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影

響により、式典は開催せず、褒状と記念品の贈呈のみ。

令和3年11月12日（金）

9時～正午

令和3年11月15日（月）

9時00分～16時30分

－

江戸川区

令和3年度江戸川区介護人材

採用力強化セミナー『コロ

ナ禍における介護事業者の

採用活動のポイント』

介護事業者向けセミナー及び相談会

【1回目】採用の基礎視点と採用計画の立て方

【2回目】ウィズ・ポストコロナ時代に求められる新たな採

用活動

・採用コンサルタントによる無料個別相談会

【1回目】12月6日（月）

【2回目】12月22日（水）

https://kaigohr.com/se

minar-

post/edogawa2021

江戸川区 介護の担い手研修【A課程】

介護分野への参入のきっかけを作ると共に、介護業

務に携わる上での不安を払拭することで多様な人材

の介護業務への参入を目的とする。

①研修内容

・介護保険制度の理解

・認知症の理解

・介護予防・認知症体操など

②相談会

・区内介護事業所からの説明や担い手となるための相談会

11月24日（水）～11月25日（木） 近日公開予定

八王子市 福祉のしごと就職フェア

市内介護サービス事業所及び障害福祉事業所に就労

を希望する者を対象に就職相談会を開催すること

で、市内福祉人材の確保に資することを目的とす

る。

「出展事業所ブース」：出展事業所（20～30事業所）が個

別ブースにて就職相談に応じます。

「閲覧ブース」：出展事業所の求人票やパンフレット等の

閲覧ができます。

「総合相談ブース」：福祉分野（介護・障害）の就労につ

いて、市担当者が相談に応じます。

第１回：

令和３年12月10日（金）

13:00～16:00

第２回：

令和４年２月頃

https://www.city.hachi

oji.tokyo.jp/kurashi/wel

fare/004/006/p023919.

html

三鷹市 福祉のしごと 相談・面接会

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により、福祉人材の確

保に資することを目的とする。

１ 求人事業者との相談や面接

２ 相談コーナー
令和３年11月13日（土） ー
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青梅市 介護の日イベント

介護に関する認識と理解を深めるとともに、介護に

携わる方の支援などを目的として、介護に関する啓

発を行う。また、市内施設の紹介や施設に関する相

談会の実施を通して人材の確保を図る。

・「初めての介護～家族に支援が必要になったら～」を

テーマとした歩行補助杖やおむつの紹介・選び方について

の講座

・市内介護施設の紹介、作品展示

・地域包括視線センターや施設職員による介護に関する相

談会

・介護予防に関するパンフレット等の配布

令和３年11月11日～12日

町田市

第１５回 町田市医療・介

護・福祉研究大会

アクティブ福祉in町田’２１

本大会では、毎年度、町田市内の医療・介護・福祉

関係機関に所属する職員、学生が日々の実践、学び

等の発表・報告をする。各発表・報告を通じて、

日々の実践や学びを多くの市民や関係機関の皆様と

共有・理解しつつ、医療・介護・福祉に携わる方々

を労い・応援し、町田市内高齢者機関の医療・介

護・福祉の更なる発展を願う機会にもなっている。

（１）実践・研究発表

新型コロナウイルス感染防止の中での医療・介護現場や地

域での取り組み、日頃の実践・研究の発表や利用者サービ

ス向上の取り組み、医療・高齢者福祉・地域福祉に資する

取り組みをテーマとして、動画による発表を行う。

（２）介護川柳

町田市民や施設職員等が、介護の仕事、家族介護、地域の

支え合いでの体験や思いを表現した川柳をホームページ等

で紹介する。

令和3年11月10日（水）
https://machida-

kaigo.org

小金井市
「お元気サミット・介護み

らいフェス」展示会

市が実施する施策の市民への普及啓発及び市内介護

事業所が行っている活動の普及啓発、介護人材の確

保に関する取組を行う。

・介護事業所の求人情報の展示

・認知症や高齢者施策に関する展示等
令和3年11月10日（水）及び11日（木） ー

日の出町
HPへ「カイゴのお仕事」掲

載

・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

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。

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。

令和３年11月公開予定 作成中

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kaigo-day/index.html

★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://machida-kaigo.org/#
https://machida-kaigo.org/#
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kaigo-day/index.html#

