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特集

町田市 介護サービス事業所人材連携に関する協定を締結

市内の介護サービス事業所で、新型コロナウイルス感染症が発生した場合に
おいても、介護サービス提供体制を維持することを目的として、「町田市介護
サービス事業所人材連携に関する協定」を締結しました。本協定は、町田市と
町田市介護人材開発センターが、市内の特別養護老人ホームまたは老人保
健施設の運営法人それぞれと、三者協定を締結するものです。
これに基づき、市内の介護サービス事業所で新型コロナウイルス感染症が発
生し、介護にあたる職員が不足した場合に、協定を締結した法人から応援職
員を派遣します。その際は可能な限り近隣法人から、応援職員を派遣します。
町田市及び町田市介護人材開発センターは、応援職員を円滑に派遣できる
よう調整を行います。

名 称 町田市介護サービス事業所人材連携に関する協定

協定期間 2020年10月1日から2021年3月31日まで

協定内容 新型コロナウイルス感染症により介護職員が不足した介護サービス事業所に対する
応援職員の派遣に関する協定を締結

締 結 先 市内特別養護老人ホーム運営法人15法人（18施設）
市内老人保健施設運営法人5法人（5施設）
一般社団法人町田市介護サービスネットワーク 介護人材開発センター ※2020年12月1日時点

2021年3月より町田市介護人材開発センターのホームページを

リニューアルいたします。ご利用いただく皆さまにより使いやすく、わかりやすく

情報をお伝えできるホームページとなるよう、ホームページプロジェクトを立ち

上げ、メンバーの皆さまよりご意見をいただきながら、ページ構成やデザインに

工夫を重ねました。プロジェクトの皆さま、ご協力ありがとうございました。

これまで以上に使いやすく、わかりやすいサイトにするべく、一人でも多くの方

に見ていただけるよう工夫しながら、内容の充実を図ってまいります。

また、「まちけあトーク」「まちけあジョブ」の2つのアプリを作成しました。｢まちけ

あトーク｣では今まで以上に介護保険関係の方との繋がりを強く、｢まちけあ

ジョブ｣では介護の仕事を見つけやすく、相談しやすくなるようにしていきます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 続きは次ページへ
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今度のホームページは見ていただく皆さまに、見やすく、使いやすくなるように考えて
みました。専門職の方が研修はいつあるのか、市民の方が参加できる講座はいつ
あるのかなど、「新着情報」やカレンダーで見つけることができるようになりました。
ぜひ、ブックマークに追加してチェックしてください！！

受付中の研修もわかりやすく！申込みまでもスムーズに！

ホームページのTOP画面には広告掲載もできます！

ｸﾘｯ
ｸ！！ ｸﾘｯ

ｸ！！

申込み
フォームへ

あっという間に

今度のホームページリニューアルで作成中のアプリ
その名も「まちけあトーク」と「まちけあジョブ」！

「まちけあトーク」は登録すると、町田市で働く介護に携わる方々が日ごろの困ったことや、

ちょっと相談したいこと、いまさら聞けないかなと思うこと、などをなんでも気軽につぶやくことができる、
コミュニケーションツールです。
専門職の団体ごとや知りたいテーマごとにグループを作り、掲示板として活用したり、教えて欲しい
ことを質問として投稿し、回答をもらえる知恵袋として活用したりと、さまざまな意見交換や情報
交換ができる場として、ご利用いただけます。
これを使えば、「新しいQ&Aがでました！」とURLなどを添付すれば、新しい情報をいち早く登録
した皆さんの間で共有することができるようになります。

「まちけあジョブ」では求人情報をわかりやすくお伝えし、より気軽に求人票を

見られるようになります。また、職歴や性格、趣味などから介護の職業適正を診断し、
お仕事を紹介します。介護未経験の異業種の方も、この診断を通して求人検索に
すすむことで、介護の仕事にチャレンジしやすくなります。

新しい仕組みで町田市の介護保険事業所を応援します。

http://machida-kaigo.org/


リニューアル後は、市民の方に向けた情報と法人ご担当者向けの情報を項目ごとに表示することで、
見やすくなります！また「よくある質問」の掲載や求人検索アプリの導入など、分かりやすい情報
提供により、就労支援に活用していきます！

リニューアル後のホームページ解説！
～ 町田市介護人材バンク版 ～
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求人情報をわかりやすく掲載！

こだわり検索・地図から検索など、
求職者の知りたい情報から求人情報を
見ることができます。

アクセス解析のＩＣＴ化！

地図から検索

こだわり検索

今の求職者が何を求めているのか…⁉
何を知りたいと思っているのか…⁉

検索ワードなどから解析し、求人担当者へお伝え
できるようになります！

スマホからも検索可能！

求人申込もわかりやすくなります！

採用担当者の方へ、人材紹介についてや手数料について、
また助成金についても案内。よくお受けする質問につい
ても掲載し、求人のお申込みが分かりやすくなります。

＊新規の求人票をお出しいただく際は空欄のないようにお願いします。
仕事内容や勤務時間等もできる限り詳しい記載をお願いします。
備考欄等での事業所アピールも大歓迎です！

＊求人票検索のスムーズな表示のために、現在提出いただいて
いる求人票についても内容確認のご連絡をさせていただくこと
があります。

ミスマッチングのない
人材紹介ができるよう
心掛けていきますので
ご協力をお願いします！

ホームページはもちろん、アプリ
「まちけあジョブ」の導入により、

これまでより気軽に求人票が見れ
るようになります！

希望職種
資格・経験



介護人材開発センターとは？

町田市の外郭団体の一団体として、町田市の補助をもとに、地域の介護･福祉･看護等を担う人材の確保、育成、

就労支援、人材バンク事業を行うほか、町田市安心して暮らせるまちづくりプロジェクト事務局事務、要介護

認定調査事務、要介護認定調査員研修、介護サービス相談員派遣事業事務局などの受託事業を行っています。

こんなことしています

●就労継続支援事業について

介護分野に就労した人材が、人間関係や雇用環

境を原因として離職することを防止し、その定

着を支援することを目的とした事業を実施して

います。

町田市医療･介護･福祉研究大会「アクティブ

福祉ｉｎ町田」では、市民･関係事業所からの

参加者の拡大や地域の医療･介護･福祉の啓蒙等、

内容の充実を図っています。

一人でも多くの方に「介護」について興味を

もっていただく取組みを行ないます。

●その他受託事業について

町田市などからの受託事業を実施し、安定し

た事業運営を目指すとともに、地域包括ケア

システムに向けて町田市の医療･福祉の質の

向上と、地域の高齢者福祉サービス向上に

寄与していくことを目的とした事業を実施し

ています。

就労継続支援事業

・町田市医療･介護･福祉研究大会「アクティブ福祉in町田」
医療、介護、福祉をテーマとした実践研究発表、
福祉用具等の展示、介護川柳、介護人材バンク相談会 など
👉2020年度は、研究発表･介護川柳をオンラインで実施

・介護福祉士国家試験受験対策直前講座(筆記編)
👉科目ごとの内容把握や、出題基準の確認、演習 など

・介護カフェ
👉市内の介護に携わる多職種の職員の集いの場

・サ責カフェ
👉市内の訪問介護事業所の情報交換や学びの場

・オンラインカフェ
👉市内のあらゆる介護施設、事業所とオンラインを活用し、
情報･意見交換を実施。課題解決に結びつけられるような
ネットワークを構築。

その他受託事業

・町田･安心して暮らせるまちづくりプロジェクト事務局事務

・要介護認定調査業務

・まちだ互近助クラブ代表者向け研修業務

・介護相談員連絡会

ネットワーク促進事業

・会員総会、理事会、運営委員会、ネットワークサポート委員会

・人材確保戦略会議

・町田市高齢者福祉施設部会、町田市通所事業所連絡会、
町田市福祉用具事業所連絡会、町田市訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ連絡会、
町田市有料老人ホーム連絡協議会、町田市訪問ﾏｯｻｰｼﾞ連絡会、
町田市ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ連絡会、町田市老人保健施設相談員意見交換会

・医療介護交流会

・会員事業所への情報提供

・センター事業の広報活動

・一般社団法人グランハートでの「地域ケア会議」への参加

などなど、色々な事業に取り組んでいます!!

▼ アクティブ福祉in町田
従来型の会場での研究発表

介護人材開発センターがかなりわかってきた気がしますね☆しましたよね？

▼ 介護福祉士国家試験受験対策直前講座

▲ 町田･安心して暮らせるまちづくりプロジェクト協議会
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▼ まちだ互近助クラブ研修会

▼ 高齢者福祉施設部会 ▼ 通所事業所連絡会オンライン会議

シリ－ズ
いまさら聞きにくいんですが…

●ネットワーク促進事業について

会員組織として、当法人に所属する連絡会や

関係する諸団体･機関と連携し、地域の高齢者

福祉サービス向上に寄与していくことを目的

とした事業を実施しています。

KJTS 2021年(令和3年) 2月 第３号

▼2020年度アクティブ福祉in町田
オンライン研究発表審査の様子



研修実施のご報告2020年 こんなこと やりました

2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、様々な研修会が中止や延期となりました。
そのなかで、新たなツールとしてZoomミーティングなどを使ったオンライン研修が実施されました。
夏以降は、主に市民向けの研修やイベントを会場にて無事に開催することができました。

今後も研修開催のご報告を掲載していきます！
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昨年度は、市内の介護施設にて、いろいろな体験をさせていただいた

「まちけあキッズかいごのお仕事体験」でしたが、今年は夏休みに5つの

子どもセンターにて「出張 まちけあキッズかいごのお仕事体験」を実施する

ことができました。

3法人の職員の方々にご協力いただき、車いすの操作や試乗などを行な

う介護士体験、食形態の説明やとろみ付けの実演、手洗いチェッカーを

使った正しい手洗い実践ができる栄養士体験、問診ロールプレイ、聴診

器や体温計を使った計測などができる看護師体験、など様々な体験を

プロから直接学びました。

市内の小学生95名の参加があり、夏休みのひとときを楽しみました。

ここから未来のまちだの介護を担う人材が生まれてくれたら嬉しいです。

まちけあキッズ かいごのお仕事体験 in 子どもセンター

昨春からこれまでに行われたことのご報告です。（一部抜粋）

・新任職員市長応援メッセージ ・まちけあキッズかいごのお仕事体験

・介護の日本語教室 ・女性のお仕事応援セミナー ・介護人材バンク特別講座

・介護の入門的研修 ・まちいきヘルパー養成研修、ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修 ・接遇マナー研修

・介護職員基礎研修 ・相談援助研修(初級編、上級編) ・まちだ互近助クラブ研修会

・法令遵守･運営基準･法改正研修(ケアマネ、訪問介護、通所介護、福祉用具、有料老人ホーム)

・アクティブ福祉in町田‘20 ・認定調査員新規研修、フォローアップ研修

・サ責カフェ、介護カフェ、オンラインカフェ ・介護福祉士国家試験受験対策直前講座 等

介護の入門的研修 & まちいきヘルパー養成研修

町田市民を対象として、介護未経験者が介護に関する基本的

な知識を学ぶ「介護の入門的研修」、要支援の高齢者宅に訪

問し家事援助をするための、知識や技術を学ぶ「まちいきヘル

パー養成研修」がそれぞれ実施されました。

感染症予防対策のなかでとても制限の多い研修でしたが、無

事に「入門的研修」、「まちいきヘルパー養成研修」ともに28名

ずつの方が修了されました。

研修後には、様々な法人にご参加いただき、就労相談会も実

施しました。まちだの介護を支える仲間が一人でも増えてくれたら

いいなと思います。

会場開催の予定を変更し、今年度はZoomを使ったオンラインで「相談

援助研修」を開催しました。慣れない環境での研修は、参加者の方にも

ご不便をおかけしてしまいましたが、Zoom接続練習なども実施し、初級

と上級合わせて90名程のご参加をいただきました。

オンラインでの研修は、はじめのころは話しにくさや聞きにくさを感じていたよ

うですが、皆さまの対応力の高さであっという間に使いこなし、グループワー

クとなるブレイクアウトルームでの事例検討もおおいに盛り上がるようになり

ました。会場で実際に集まり、顔を見ながらの研修が出来ないコロナ禍で

も、皆さまのご協力で研修が実施できたこと、とても感謝しております。

【Zoom開催】相談援助研修･初級編、上級編
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センターでは、2019年度から町田市内の介護施設で働いている、働いて

みたいという外国人の方を対象に、介護の仕事に必要な日本語を学ぶ

教室を開催しています。

今年度からは新型コロナウイルスの影響で教室に集まることができなくなっ

たため、Zoomによるオンラインで学習しています。参加者は自宅からや、

職場のパソコンから参加しており、Zoomのブレイクアウトセッション機能を

活用して、日本語の習得状況に合わせた少人数のグループに分かれて

学習しています。参加者の母国は、中国、フィリピン、ベトナム、ネパール、

スリランカの5か国、さまざまな国出身の方が参加しています。

日本語の勉強だけでなく、仕事のこと、生活のこと、気軽に話せる雰囲気

のなかで楽しい時間を共有しています。

この教室は、講師だけでなく、外国人職員の方が参加できるよう勤務

時間の調整やパソコンの使用に協力してくださる施設の皆さんにも支え

られています。いつもありがとうございます。

10月には１グループが、1度だけ会場に集まって学習することができました。

毎週、オンラインで顔を合わせてはいましたが、やはり実際に会えるとなると

盛り上がります。みんなで再会を喜びました。

まだ一度も実際に会ったことのない参加者もいるため、教室に集まって

学習ができるようになる日を心待ちにしています。

▲ イッツコム 地モトNEWS による取材

▲ 国際交流センター機関紙 ぼろんてぃえ による取材

外国人のための 介護の日本語教室

町田市介護人材開発センター
TEL：０４２-８５１-９５７８

Email：info@machida-kjkc.jp

町田市介護人材バンク
TEL：０４２-８６０-６４８０
Email：genki@machida-kjkc.jp

広告 を掲載

このKJTSは年３回発行されます。

市内介護･福祉関連事業所や学校、公共施設
にて配布され、介護に関わる方や市民の方

などに向けた広告宣伝に、幅広くご利用

いただけます。

広告料：１枠 10,000円
３枠まで利用可能。

※詳しくは事務局まで。
042-851-9578 求人情報も掲載できます!!

してみませんか？

☻

だけどテストには出ない！ のおしごと

最新の情報や詳細については
介護人材開発センターホームページ

をご確認ください。

http://machida-kjkc.jp/

一般社団法人 町田市介護サービスネットワーク
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