
平成元年、健康福祉会館で初めて開催された風船バレー大会。

後にこの大会開催を機に町田市高齢者福祉施設運営協議会が発足いたしました。風船バレー

大会は入居者の重度化などの面から２０年目で終了となりましたが、人材育成・確保に関す

る活動を積み重ね、２０１１年４月に町田市介護人材開発センターが正式に発足しました。

オープン時の事務局員は１人配置でしたので、町田市社協の皆様の温かいご支援が本当に

心強かったです。感謝に耐えません。

介護人材育成と就労支援を中心に展開していた事業も「人材バンク」の発足により、念願

の「町田の介護は町田で支える」が叶いました 。また、認定調査の委託業務を受諾して、

経営不安をかなり払拭することができました。

町田市社協の事務室を一部お借りしてスタートした事務局は、原町田に介護人材バンクを残して山崎町のグランハー

ト町田に移りました。医療モールの皆様との連携や楽しいイベントの数々、そして「バルRelace」のお食事に癒された

りと地域連携の貴重な経験をさせていただきました。

このほど、原町田の新たなビルに事務局とバンクを集約することにより、今まで以上に連携して稼働するようになり

ました。この建物の１階では求人広告を掲示し、会員事業所のＰＲも充実できるようになりました。

コロナ禍においてもオンラインによる情報交換や研修会などを継続することができ、会員相互に行き交えるアプリも

起動して事業所を支えるばかりでなく、就労する個々職員が安心して従事していかれるような支援も開始となりました。

この１１年間は会員の皆様、そして町田市や関係諸団体の皆様の深いご理解とお支えで運営して参ることができまし

た。目指す課題は山積みですが、新年度も皆様方と共に町田の介護を支える人材の確保、育成、定着にあたってまいり

たい所存です。どうぞ宜しくお願いいたします。

一般社団法人

町田市介護サービスネットワーク

常務理事 鶴田 尚子

町田市介護人材開発センター

１１年間を振り返ると・・・

◆研修会場の準備、後片付けなど。研修に参加し、
効果などのモニタリング
（委員活動は無報酬ですが、サポートしている研修
の参加費は免除（無料）となります。）

◆年２回の委員会の参加
（働きやすい職場環境のつくり方、事業所が抱え
ている問題改善、現場職員が求めている/当セ
ンターが検討している研修プログラム・・・など意見
交換の場を設けています。）

◆研修会だけではなく、「アクティブ福祉in町田」や
「介護カフェ」に参加して事務局の支援・・・等

会員施設/事業所の職員により
構成している委員会です。
事務局の事業の支援をしていただきます。
他施設の職員と交流することができます。

新年度あいさつ

ネットサポート
委員会 運営委員会

介護保険施設、介
護保険事業所団体、
専門職団体などで
構成している委員
会です。

ネットワークサポート委員会と運営委員会
は原則、年2回同日に開催しています。
※第1回目は6月13日（月）
・当センターの事業報告
・アクティブ福祉in町田’22について
・各団体の活動の現況、意見交換

など予定しています。



v

市内の介護施設で働いている、
働いてみたい外国人の方を対象
に日本語レベル等に合わせたグ
ループ学習を行います。町田市内の医療・介護・福祉関係機関に

所属する職員、学生からの日々の実践、学
び等の発表・報告がされる大会です。

昨年度は「オンライン」による開催となりました
が、今年度は会場での開催を予定していま
す。

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・応援する機会でもあります。

ほかにも「介護川柳」の募集を行い、作品を
ホームページで発表します。

発
表

介
護
川
柳

研修を通して、専門性の向上を図り、個人の尊厳や自立支援を実現する
ケア、適正なサービスの提供を目指すことを目的とした研修、また施設・事
業所に就労した人材の定着を支援することを目的とした研修を会場開催の
ほかにオンライン形式などを取り入れて実施しています。

開催月 研修名 開催日 講師

６月 介護基礎研修 高齢者の権利擁護を考える 6月23日（木） 熊倉 千雅 氏

７月 介護中上級研修 介護過程 7月6日（水） 浦尾 和江 氏

８月
介護基礎研修 介護現場のリスクマネジメント 8月29日（月） 黒澤 加代子 氏

相談援助研修 上級編 全5日水曜日：8月3日、24日、9月7日、28日、10月19日 佐藤 ちよみ 氏

９月 テーマに沿った研修 虐待防止 9月22日（木） 川崎 裕彰 氏

１０月
テーマに沿った研修 感染症のBCP 10月27日（木） 萩原 正子 氏

介護中上級研修 リーダーシップ 10月6日（木） 貝塚 誠一郎 氏

１１月 テーマに沿った研修 認知症ケア 11月29日（火） 竹田 幸司 氏

１２月 介護福祉士国家試験受験対策直前講座 筆記編 12月3日（土） 是枝 祥子 氏
上 靜子 氏

予定

介護中上級研修 未定 ‐ ‐

町田市共催研修 ICT ‐ ‐

就労継続支援研修 福祉職のためのメンタルヘルス ‐ ‐

介護の日本語教室
月３回 水曜日 原則オンライン開催
１５：００―１６：００
介護の仕事で使う日本語をレベルに合
わせて 少人数のグループで学びます。
これから介護の仕事をしたい人は、

仕事の相談もできます。



◆まちけあ★キッズ
かいごのお仕事体験

◆学校での特別授業

市民向け研修では介護未経験の方を対象に研修・
講習会を開催しています。
「入門的研修」と「まちいきヘルパー養成研修」は、
最終日に就労相談会を開催しており、介護の仕事
をはじめようとしている方の就労につながっています。
就労相談会への法人参加もお待ちしています。ああ

あ





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努めています。

連絡会年間スケジュール（予定） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

事
務
局

町田市高齢者福祉施設部会 11日 13日 14日 16日 3日

生活相談員連絡会 20日 予定 予定

町田市通所事業所連絡会 19日 17日 14日 12日 16日 13日 11日 15日 13日 17日 14日 総会
14日

ブロック会 24日 予定

認知症デイサービス部会 予定 予定

小規模通所事業所部会 予定 予定

通所リハビリ部会 予定 予定

町田市福祉用具事業所連絡会 26日 16日 21日 18日 15日 20日 17日 15日 19日 総会
16日

町田市訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ連絡会 14日 総会
12日 9日 14日 8日 13日 10日 12日 9日 9日

町田市有料老人ﾎｰﾑ連絡協議会
14日
総会
22日

12日 7日 12日 予定 予定 予定 予定 予定 予定 予定 予定

町田市訪問ﾏｯｻｰｼﾞ連絡会 総会
18日 9日 5日 2日 6日 6日 24日 7日

町田市ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ連絡会 予定

町田市訪問介護事業者協議会 19日 総会
17日 21日 16日 18日 15日 20日

14日
研修
21日

連
携

町田市老人保健施設意見交換会 25日 予定 予定 予定

町田市ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ連絡会 26日 28日 予定 24日 23日

町田市小規模多機能連絡会 予定 予定 予定 予定 予定 予定

「まちけあトーク」は、町田市で介護に携わる方や関心のある
方が情報共有・交換ができるアプリです。
[オープントーク]では日ごろの疑問を話し合ったり、Q&Aの

投稿もできます。[クローズトーク]では町田市内の介護保険
関係事業所連絡
会内での連絡や情報共有など
に活用していただいています。

また、町田市や関係団体の
情報を受け取ることもできます。

出張訪問
研修事業
のご案内

詳細は、
ホームページをご覧ください。

まずは、お電話やメールで
ご相談ください！
Tel: 042‐860‐6071 
Mail: info@machida‐kjkc.jp

施設、事業所内で
行なう研修内容に
応じて、講師を
ご紹介します。



当センター開催の研修などのご案内以外にも…
町田市など行政機関や会員事業所、市内の関連

事業の情報などメールやFAXを利用して、情報
提供をしています。
当センターが発信する情報をご活用ください。

「会員情報の変更」手続きで事業所のメールア
ドレスを登録や変更ができます。

是非とも、メールアドレスをご登録ください。

ホームページの入力フォーム画面よりご入力ください。
(https://machida‐kaigo.org/memberQuit)

入力内容を送信していただくだけです。（用紙のご提出は不要です）

「当センターホーム画面」⇒「つながる（ご案内・連絡会）」⇒「ご案内（会員情報変更）」⇒「変更届のフォーム」
※「退会届のフォーム」は、退会（休止）する場合にご利用ください。

「事業所 入会届・変更届・退会届」もしくは「事業所情報シート（変更届）」をFAX・メールでご提出することも可能です。
※上記のひな型書式が必要な時は、事務局までお申し出ください。

広告掲載料金
12か月 100,000円
6か月 55,000円
詳細はホームページ をご覧ください。
(https://machida‐kaigo.org/)

クリック！

当センターのホームページにバナー広告を
掲載すると、無料で「アクティブ福祉in町田」
大会冊子の広告掲載や、
ウインドウサイン広告掲示
などの特典があります！

［お問合せ先］
☎ 042‐680‐6071 詳しくは、画面上の青いボタンをクリック クリック！


