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一般社団法人町田市介護サービスネットワーク 町田市介護人材開発センター 

   

2021 年度 事業計画書（案） 

はじめに 

町田市介護人材開発センターは 2011年に町田市、町田市高齢者福祉施設運営協議会、町田市社

会福祉協議会の３者による任意団体として設立され、翌 2012年 4月に法人格を得て一般社団法人町

田市介護サービスネットワークが運営を行うこととなりました。そして、今年度はセンター設立から 10年となりま

す。今後も、町田市の外郭団体の一つとして行政とのパートナーシップを築きながら、会員である市内高齢者

福祉施設・介護保険事業所と協働し、医療・福祉に携わる関係機関・団体の協力を得て、連携しながら事

業を展開してまいります。 

町田市では、2021年度より始まる「（仮称）町田市いきいき長寿プラン 21-23」の基本理念として「高

齢者の尊厳が守られ、人生の豊かさが実感できるまち ～地域で支えあい健やかで自分らしさを感じられるまち

の実現～」が掲げられています。町田市においては、2025年には市民の 3割弱が高齢者、2040年には高

齢化率が 35％を超えると予想されており、計画の中で 3 つの基本目標、８つの基本施策が定められており、

そのなかの重点施策として「介護人材の確保・育成・定着」が盛り込まれています。この重点施策に連動して、

「介護人材バンク機能強化による多様な担い手の確保」、「中核となる専門人材の育成・定着」に向けた事業

を展開していくことが重要であると考えています。 

新型コロナウイルス感染症感染防止のために会員事業所はじめ、すべての関係者の皆様が奔走されていま

す。その影響は 2021年度も続くことが予想され、そのような状況にあっても、人材の確保・育成・定着が進め

られるよう、オンライン相談やスマートフォンで閲覧しやすい求人求職および情報発信アプリケーションなどの活

用、オンラインやハイブリッド方式の研修など ICT を活用してまいります。また、ICTの活用により、会員間の連

携のみならず、地域の医療・介護・福祉に携わる関係者との多職種連携が推進されるよう、当センターのネット

ワークが寄与できるように努めていきます。 

2021年度の具体的な事業展開については、リニューアルしたホームページやアプリ、フェイスブック等の SNS

で積極的に情報発信を行っていきます。 

 



 
一般社団法人町田市介護サービスネットワーク 町田市介護人材開発センター 

2021 年度 事業計画書（案） 

2 

 

2021年度重点取組み 

１．介護人材バンク機能強化による多様な担い手の確保 

ハローワーク共催の面接会、市民センターを会場とした出張相談会、常設の職業紹介窓口等に加

え、新たに介護人材バンク主催の相談面接会を開催します。また、オンライン相談やスマートフォンで閲

覧しやすい求人求職情報の発信などにアプリケーションを用いて、ICTの活用の拡充をします。また、介

護事業所での就労を希望する外国人向けの日本語学習支援や、アクティブシニアや子育ての一段落し

た女性など介護未経験者を対象としたセミナーなどを開催し、多様な担い手の確保を推進します。 

 ２．中核となる専門人材の育成・定着 

介護職のスキルアップのためにテーマ別・職層別の研修や、事業所の垣根を越えた職員交流の場の

創出など定着支援に資する取組みを行います。研修等の実施にあたっては、対象者の利便性を考慮

し、ICTの活用を推進します。 

 

人材確保事業 

町田市介護人材バンク事業と日本語学習支援事業の２事業で構成する。 

１ 町田市介護人材バンク事業 

  年齢・資格にとらわれない求職者の就労相談、雇用情報の提供、求人求職登録、マッチング、紹介、見

学・面接等の同行を行います。就労後も定期的なヒアリングなどを行い、就職活動開始から就労後まで支援

します。また、多様な担い手の就労促進を目的として、介護未経験者を対象としたセミナーを開催します。介

護人材バンク通信、メールでの情報発信のほか、LINEなどでのオンライン相談、ホームページやアプリでの求

人検索機能などを活用し、効果的な情報を発信していきます。 

事

業

所 

１．介護・福祉ミニ面接会  （ハローワーク町田共催） 

 ・対象：会員 

 ・内容：求職者に対する企業説明、ブースでの面談 

年 11回 

毎月第 3水曜日 

定員：7法人 

２．地域密着型就職面接会・福祉のしごと相談面接会 

（町田市社協主催・協力）  

年 1回 

３．仮称）町田市介護人材バンク就労相談・面接会（新規） 年 2回 

４．町田市介護保険事業所介護職員雇用動向基礎調査 年 1回 

 

５．就労相談会 

① 出張型就労相談会：地域の市民センターなどで開催 

② 研修プラス型就労相談会：市民を対象とした研修会で開催 

 

①年 10回 

②年 3回程度 
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求

職

等 

   介護の入門的研修、まちいきヘルパー養成研修など 

 

６．講座・講習会 

① 特別講座 

・対象：市内在住の介護に関わる仕事（主として周辺業務）への 

就労を希望する方 

・内容：テーマに沿った講座と就労相談会を行う。  

② 基礎介護技術講習会 

・対象：介護の仕事に関心のある方、家族介護者 

・内容：介護技術の基礎、高齢者疑似体験など 

 

 

①年 5回 

2.5時間／回 

講義 1～1.5時間 

定員 20名 

 

②年 3回 

2時間／回 

定員 20名 

市民センター 

７．町田市内における介護職員初任者研修開催状況の情報提供 年 4回 

児

童

・

学

生 

８．小学生向け講座「まちけあ★キッズ 介護の仕事体験」 

・対象：小学生とその保護者 

・内容：介護施設で働く専門職の仕事の体験など 

年 5回 

子どもセンター 

９．町田市内高校・専門学校・大学や市外の学校との連携 

① 「まちけあ★キッズ 介護の仕事体験」の運営ボランティア 

② 学校での特別授業 

③ アクティブ福祉 in町田への参加（2020年度は介護川柳の投票に

参加） 

 

 １０．情報発信（求人・求職等に関わる様々な情報提供） 

① バンク通信（紙媒体） 

② メール配信 

③ 町内会自治会回覧板や掲示 

④ アプリ「まちけあジョブ」 

 

①年 5回 

②随時 

③年 2回 

④随時 

１１．オンライン相談（LINE、Zoom等を活用した求職者の相談、

求人者との面談等） 

随時 

 

２ 日本語学習支援事業 

 １２．外国人向け日本語学習支援 

① 介護の日本語教室 

  ・対象：市内の介護施設で働いている、働いてみたい外国人の方 

 ・内容：日本語レベル等に合わせたグループ学習 

② 「やさしい日本語」講座 

 

 

①月 3回程度 

 

②年 2回 
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人材育成事業 

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

すことを目的としてテーマ別・職層別の研修をオンラインやハイブリッド方式を取り入れて実施します。 

 １３．出張訪問研修 

  ・対象：会員施設・事業所 

  ・内容：依頼されたテーマに沿った講師を派遣する。 

 

市 
 

民 

１４．介護の入門的研修 

  ・対象：介護施設での就労に関心のある方 

  ・内容：厚労省のカリキュラムに沿った介護の基礎的な知識や技術を学ぶ

研修を 5日間(21時間)行う。最終日には修了式、就労相談会を実施

する。 

年２回 

  

１５．まちいきヘルパー養成研修  ※高齢者福祉課受託事業 

  ・対象：「まちいきヘルパー」としての就労に関心のある方 

  ・内容：「まちいきヘルパー」として生活支援を行うために必要な知識や技

術を学ぶ研修を 4日間(20時間)行う。最終日には修了式、就労相談

会を実施する。 

年１回 

 

相 

談 

職 

１６．相談援助研修  

※介護保険課共催 主任介護支援専門員推薦要件研修 

① 初級編 

  ・対象：介護支援専門員、生活相談員、支援センター職員等の相談職  

  ・内容：ソーシャルワークの基礎  

② 上級編 

  ・対象：（主任）介護支援専門員、生活相談員、支援センター職員等 

の相談職 

  ・内容：ソーシャルワークの実践 

 

  

①3回、2時間／回 

定員 40名 

 

②5回、2時間／回 

定員 40名 

新 

任 

層 

１７．介護基礎研修（旧：新任職員研修） 

  ・対象：新任職員、学びなおしをしたい職員  

  ・内容：基礎知識・技能の研修と交流 

      「マナー接遇」、「介護における接遇と基準行動」、「リスク管理と安全衛

生」、「自立支援と尊厳」、「記録」、「医療的な観察の視点」、「介護技

術」等のテーマから。 

※回数、テーマは変更になることがあります。 

 

年 4回 

2時間/回（研修 1.5H） 

定員 20名/回 
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就労継続支援事業 

 
町田市の施設・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てオンラインやハイブリッド方式を

取り入れて実施します。アプリ「まちけあトーク」を活用して継続的効果的な発信を行います。 

 ２０．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 

  ・対象：介護関係者、市民、学生、行政、関係団体他  

  ・内容：医療・介護・福祉をテーマとした実践研究発表、介護川柳、他 

※内容や開催形態は変更になることがあります。 

年 1回 11月 10日 

 

 ２１．合同入職式  

 

年 1回 

 ２２．介護福祉士国家試験受験対策直前講座（筆記編） 

・対象：介護福祉士国家試験の受験を予定されている職員  

年 1回、4時間 

定員 15名 

 ２３．仮称）まちけあカフェ（旧：介護カフェ、サ責カフェ）  

   トークアプリ等を活用して職種ごとや職種・事業所を超え 

た情報・意見交換の場とする。 

月１～2回 

中 

堅 

層 

１８．仮称）介護中上級研修（旧：リーダー育成研修） 

  ・対象：施設・事業所内でリーダー的ポジションにある職員、 

       今後、リーダーとなることを期待されている職員等 

  ・内容：リーダー育成のためのテーマに沿った研修と交流 

      「介護課程の展開（事例）」、「ケアの可視化とチームでの共有」、「コー

チング」、「交流分析（自己を知ることから始める）」、「労務管理の基礎

知識」等のテーマから。 

※回数、テーマは変更になることがあります。 

 

年 3回 

2.5時間/回（研修 2H） 

定員 20名/回 

テ
ー
マ
別 

１９．町田市共催・多職種連携・サービス種別・テーマ等に沿った研修  

  ・対象：各回の研修テーマ等に沿った方  

  ・内容：多職種、サービス種別、トピックスとなるテーマに沿った研修  

      「感染症対策」、「災害対策」、「BCP」、「ICT の活用」、「法令遵守」

等のテーマから。 

※回数、テーマは変更になることがあります。 

 

年 5回 

2時間/回 

定員 各回で設定する 
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 ２４．情報発信 

① メールおよびアプリによる情報提供 

② 町田市介護人材開発センター通信(KJTS)の発行 

 

①随時 

②年 3回 

 ２５．就労継続支援研修 

・対象：介護施設・事業所職員  

・内容：就労継続支援に関するテーマの研修 

     2021年度は「ハラスメント」をテーマにする予定 

※回数、テーマは変更になることがあります。 

年 1回、2時間 

定員 20名 

町田市受託事業 

 
町田市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の進化推進

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、下記事業を実施します。 

 

 ２６．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 

① 協議会開催に係る連絡調整、事務等 

② 協議会に関する啓蒙活動 

③  「Dr.link」の更新 

 

協議会・年 3回 

研修会・年 2回 

その他部会等 

 ２７．要介護認定調査事務受託  

 ２８．まちだ互近助クラブ代表者研修会業務 

・対象：町田市介護予防・日常生活支援総合事業の「まちだ互近助ク

ラブ」の代表者 

・内容：運営に必要となる知識や注意事項に関する研修 

年 1回 

 ２９．介護サービス相談員派遣事業事務局業務 

・内容：介護サービス相談員連絡会の事務局  
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ネットワーク促進事業（法人事業） 

 
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、下記の事業を行います。 

法
人
運
営 

３０．会員総会 年 2回 

３１．理事会 年 4回 

３２．運営委員会 年 2回 

３３．ネットワークサポート委員会 年 2回 

３４．委員会 

町田市共催「人材確保戦略会議」 

 

 

連
絡
会 

３５．町田市高齢者福祉施設部会事務局 

生活相談員部会 

自主的運営を事務局とし

て補佐する。 

活動等はそれぞれの連絡

会の計画に沿ったものとす

る。 

３６．町田市通所事業所連絡会事務局 

３７．町田市福祉用具事業所連絡会事務局 

３８．町田市訪問看護ステーション連絡会事務局 

３９．町田市有料老人ホーム連絡協議会事務局 

４０．町田市訪問マッサージ連絡会事務局 

４１．町田市グループホーム連絡会事務局 

４２．町田市訪問介護事業者協議会 

関
係
団
体 

４３．町田市老人保健施設事務長・相談員意見交換会 年 2回予定。 

４４．町田市内の事業種別連絡会との連携及び支援 

・町田市ケアマネジャー連絡会 

・町田市小規模多機能連絡会 

 

 

各連絡会と相談しながら連

携していく 

 

 ４５．センター事業等の広報活動 

ホームページや Facebook等を活用した事業等の紹介 
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【運営委員会・委員推薦団体】 
１． 町田市高齢者福祉施設部会 

  ２． 町田市介護老人保健施設 
３． 町田市ケアマネジャー連絡会 
４． 町田市通所事業所連絡会 
５． 町田市訪問介護事業者協議会 
６． 町田市グループホーム連絡会 
７． 町田市訪問看護ステーション連絡会 
８． 町田市社会福祉協議会 
９． 町田社会福祉士会 

１０． 町田市介護福祉士会 
１１． 町田市福祉用具事業所連絡会 
１２． 町田市特定施設事業所連絡会 

 

【推薦委員を派遣している外部委員会】 

１． 町田市介護保険事業計画・高齢者福祉計画審議会  
２． 町田市地域密着型サービス運営委員会 
３． 町田市高齢者支援センター運営協議会 
４． 町田市介護保険苦情相談調整会議・介護苦情解決専門員 
５． 町田市高齢者虐待防止連絡協議会 
６． 町田市老人ホーム入所判定委員会 
７． 町田市中学生職場体験推進協議会 
８． 町田市男女平等参画協議会 
９． 町田市社会福祉協議会評議員 

１０． 町田市社会福祉協議会ボランティアセンター運営委員会 
１１． 町田市社会福祉協議会共同募金配分推薦委員会 
１２． 町田市社会福祉協議会第 5次地域福祉活動計画推進委員（策定） 
１３． 町田市支えあい連絡会（生活支援コーディネーター） 
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