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※「世田谷区介護保険ＦＡＸ情報便」は、介護保険関連の情報を事業者等へお知らせするものです。 

区のホームページにＦＡＸ情報便を掲載しています。ホームページに掲載のＦＡＸ情報便（ＰＤＦファイル）にはＵＲＬにリ
ンクを設定していますのでご活用ください。 

目次から探す⇒福祉・健康⇒高齢・介護⇒介護保険事業者向け情報⇒世田谷区介護保険ＦＡＸ情報便等⇒ 

世田谷区介護保険ＦＡＸ情報便                             

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/002/d00015548.html ページ番号「15548」  

  ※トップページの上部にある検索窓に「ページ番号」を入れて検索すると直接ご覧になれます。 🔍 15548 

 １ 世田谷区からの事務連絡  

（１）介護保険課の窓口が移転しました 

本庁舎整備等に伴い、介護保険課の一部の係の窓口が移転し、介護保険課は分庁舎（ノバビル）１階、２階が窓口とな

りました。なお、住所や電話番号の変更はありませんが、一部 FAX 番号が変わりました。 

移転後の窓口 

係 窓口 電話番号 FAX 番号 

管理係 分庁舎（ノバビル）２階 ５４３２－２２９８ ５４３２－３０５９ 

資格保険料係 分庁舎（ノバビル）１階 ５４３２－２６４３ ５４３２－３０４２ 

保険給付係 分庁舎（ノバビル）１階 ５４３２－２６４６ ５４３２－３０４２ 

事業者指定・指導担当 分庁舎（ノバビル）１階 ５４３２－２２９４ ５４３２－３０４２ 

事業者支援担当 分庁舎（ノバビル）１階 ５４３２－２８８４ ５４３２－３０４２ 

介護認定審査事務係 分庁舎（ノバビル）２階 ５４３２－２９１２ ５４３２－３０５９ 

 

【お問合せ】介護保険課管理係  電話：５４３２－２２９８  ＦＡＸ：５４３２－３０５９ 

 

（２）介護保険負担限度額認定証の更新について 

令和４年６月１日付にて、既に介護保険負担限度額認定証をお持ちの被保険者の方々へ「令和４年度介護保険負担限

度額認定証更新のご案内」を郵便にて発送いたします。令和４年度分も引き続き介護保険負担限度額認定証が必要な場

合は、更新申請が必要となります。 

目次から探す⇒福祉・健康⇒高齢・介護⇒介護保険制度のしくみとサービス⇒介護保険サービスについて⇒ 

負担限度額認定証 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/001/002/d00014807.html ページ番号「14807」 

【お問合せ】介護保険課保険給付係  電話：５４３２－２６４６  ＦＡＸ：５４３２－３０４２ 

 

（３）高齢者への「熱中症予防シート」の配付協力について 

  熱中症患者の多くは高齢者であり、室内で発見されることが多くあります。区では、様々な機会を捉え、７５歳以上のひ

とり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、孤立の恐れがある高齢者の方に、室内の見やすい場所に貼って室温上昇に

気をつけていただくよう、液晶温度計の付いた「熱中症予防シート」を配付しています。 

「熱中症予防シート」の配付にご協力いただける場合は、別添「熱中症予防シート送付申込票」をご記入の上、FAX にて

お申込下さい。(配付は、在庫がなくなり次第終了となります。) 

目次から探す⇒福祉・健康⇒高齢・介護⇒介護保険事業者向け情報⇒世田谷区介護保険ＦＡＸ情報便等⇒ 

世田谷区介護保険ＦＡＸ情報便 最新号⇒添付ファイル「熱中症予防シート送付申込票」 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/002/d00145871.html ページ番号「145871」 

【お問合せ】世田谷保健所健康企画課  電話：５４３２－２４７２  FAX：５４３２－３０２２ 

関係者で情報を共有してください 

 

 

第２４８号（令和４年５月２５日） 

発行 世田谷区高齢福祉部介護保険課 

電  話  ０３－５４３２－２２９８ 

ファクシミリ ０３－５４３２－３０５９ 

ここ☆ ここに掲載した情報の詳細は、発行日の翌日以降、 

「世田谷区公式ホームページ」でご覧いただけます。 

 検索 
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（４）「男女共同参画先進事業者表彰」の募集について 

仕事と家庭生活の両立支援、女性の活躍推進、誰もが働きやすい職場環境づくりなどに積極的に取り組む企業を表彰

します。詳しくは区のホームページをご覧ください。 

申込期限：令和４年６月３０日（木） 

申込方法：応募用紙に必要事項を記載の上、オンライン手続き、持参、郵送またはファクシミリでご応募ください。 

目次から探す⇒くらし・手続き⇒人権・男女共同参画⇒男女共同参画推進事業⇒男女共同参画先進事業者表彰 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/008/001/d00030716.html ページ番号「30716」 

【お問合せ】人権・男女共同参画課  電話：６３０４－３４５３  ＦＡＸ：６３０４－３７１０ 

 

 

 ２ 研修・講演会等のご案内  

（１）認知症当事者のための社会参加型プログラム事業説明会【オンライン開催】 

通所介護事業所等において、認知症当事者の方が自ら意欲的に参加できるデイサービスプログラム（軽作業やボラン

ティア活動等）を実施することにより、認知症当事者の孤立防止や家族の介護負担の軽減を図ることを目的とした、認知

症当事者のための社会参加型プログラム事業説明会を開催します。昨年度は「折り鶴プロジェクト」や「希望の木」作成活

動等を行いました。(※昨年度の詳細は、右下の二次元コードまたは下記 URL を参照。) 

https://setagaya-ninsapo.jp/programs/publicparticipation.html 

事業説明会では、今年度実施を予定している「希望の木プロジェクト」と、「にんさぽギャラリー」についてご案内する予

定です。お忙しい折とは存じますが、ぜひご参加ください。 

配信日時：令和４年６月１６日（木）午後６：３０～午後８：００【Zoom を使用したオンライン開催】 

対    象：世田谷区内でサービスを提供する医療・福祉サービス事業所職員、あんしんすこやかセンター職員 

申込期限：令和４年６月１４日（火） 

申込方法：メール本文に①参加者氏名、②所属機関名、③所属機関所在地を記載の 

うえ、世田谷区認知症在宅生活サポートセンター 

< Email：info.dhs@sakura-urban.jp>あてお申込みください。お申込みいただ 

いたメールアドレス宛に、ミーティング ID をお送りします。 

【お申込み先・お問合せ】世田谷区認知症在宅生活サポートセンター 

電話：６３７９－４３１５  FAX：６３７９－４３１６  担当：荒川 

【担当所管】介護予防・地域支援課  電話：５４３２－２９５４  FAX：５４３２－３０８５ 

 

 

（２）世田谷区精神障害者等支援連絡協議会 第５回世田谷区ピアサポート活動ワーキンググループ 

～意見交換会 “皆でこんなピアサポート活動をやりたい”を話そう～ 

自身の障害や病気の経験を活かし大切にしながら行う様々な活動 （ピアサポート活動）を増やし、広げていくことを目

指し開催しています。全５回のワーキンググループの最終回は、皆様と意見交換会を行います。 “皆でこんなピアサポー

ト活動をやりたい！”、“こんなピアサポート活動があったらいいな”を、グループワークで自由に出し合いましょう。 

日    時：令和４年６月１３日（月）午後１：３０～午後４：００ 

会    場：東京リハビリテーションセンター世田谷  

※新型コロナウイルス感染症の蔓延状況により、オンライン開催に変更する場合があります。 

対    象：障害当事者、ご家族、支援関係者、関心のある方等 

募    集：３０名（応募者多数の場合、抽選） 

申込方法：下記、世田谷区ホームページから、電子申請にてお申込みください。 

目次から探す⇒福祉・健康⇒地域保健福祉⇒保健福祉に関する審議会・委員会等⇒ 

世田谷区精神障害者等支援連絡協議会⇒ピアサポート活動ワーキンググループ 

     https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/005/002/002/002/d00197788.html ページ番号「197788」 

申込期限：令和４年５月３１日（火） 

【お問合せ】障害保健福祉課障害保健福祉担当  電話：５４３２－２２４７  FAX：５４３２－３０２１ 

 

 

【認知症当事者のための 

社会参加型プログラム事業】 
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 ３ 世田谷区福祉人材育成・研修センターからのご案内  

≪研修・講演会等案内≫ 

  詳細・申込方法等については、世田谷区福祉人材育成・研修センターのホームページをご覧ください。 

 (世田谷区福祉人材育成・研修センター https://www.setagaya-jinzai.jp) 

【ライブ研修（ライブ配信）】の受講方法 

   ①受講申込者の登録メールアドレス宛に、Ｚｏｏｍ接続用のＵＲＬをお送りします。 

   ②指定された日時にオンラインにて研修を受講します。 

【動画研修（録画配信）】の受講方法 

   ①受講申込者の登録メールアドレス宛に、視聴用ＵＲＬが届きます。 

   ②動画視聴期間に視聴します。 

   ※視聴期間の開始日と終了日以外は、２４時間繰り返し視聴可能です。再生速度は調整ができます。 

   ③動画視聴後に研修報告・アンケートを提出します。 

 

（１）ケアマネジャー研修 実践力向上【新任】 「事例演習」【動画・ライブ研修】 

日   時：①動画研修 令和４年６月１３日（月）午前１０：００～７月５日（火）午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

       ②ライブ研修 令和４年７月１４日（木）午後２：００～午後５：００ 

講    師：桑原 典江 氏（やさしい手下高井戸居宅介護支援事業所 管理者） 

対    象：世田谷区内でサービスを提供している介護支援専門員および地域包括支援センター職員  

申込期限：令和４年６月８日（水） 

 

（２）認知症の緩和ケア研修「日本版ＢＰＳＤケアプログラム」（３日制） 【前期】 

日   時：１日目 令和４年６月１３日（月）～７月１５日（金） （e ラーニングによる研修） 

       ２日目 令和４年７月２７日（水） （オンラインによる研修） 

       ３日目 令和４年９月２１日（水） （オンラインによる研修） 

※認知症の緩和ケア研修を修了するためには、上記全日程の研修の受講が必要です。 

受講方法：１日目 東京都が実施する日本版BPSDケアプログラム研修（アドミニストレーター研修）を、上記日程の期間内

に e ラーニングで受講します。 

２日目・３日目 上記日程の午前１０：００～正午と午後２：００～午後４：００の２グループに分けて、２時間程度

のオンラインによる研修を行います（時間の指定は原則できません）。 

定   員：４０名 

対   象：①日本版 BPSD ケアプログラムの利用を希望する世田谷区内の医療、福祉サービス事業所又は地域包括支

援センター等の職員 

       ②全ての研修（３日制）に参加が可能な方 

申込期限：令和４年６月６日（月） 

 

（３）サービス提供責任者研修【現任１】「自立支援につながる訪問介護計画」【動画研修】 

日   時：令和４年６月２２日（水）午前１０：００～７月２１日（木）午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

講   師：佐藤 ちよみ 氏（一般社団法人ＴＳＫ 代表） 

対   象：世田谷区内でサービスを提供している訪問介護事業所のサービス提供責任者やサービス提供責任者を 

めざしている方等 

申込期限：令和４年６月１４日（火） 

 

（４）人材確保・人事管理セミナー「働きやすい職場環境づくりに向けて」 

～管理者・リーダーのための感情マネジメント～【動画研修】 

日   時：令和４年６月２７日（月）午前１０：００～７月２９日（金）午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

講   師：藤野 和良 氏（藤野経営労務管理事務所 特定社会保険労務士） 

対   象：世田谷区内でサービスを提供している医療・福祉サービス事業者の管理者やリーダー又は人事担当者、この 

研修テーマに関心のある方等 

申込期限：令和４年５月３１日（火） 
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（５）高齢・障害支援力向上 Sofuku 講座「移乗介助とおむつの基礎」【動画研修】 

日   時：令和４年６月２８日（火）午前１０：００～７月２８日（木）午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

講   師：柴田 純和 氏（世田谷区保健センター専門相談課 理学療法士） 

髙地 正樹 氏（株式会社サンハート） 

加藤 裕司 氏（株式会社ディスパース） 

対   象：世田谷区内でサービスを提供している医療・福祉サービス事業所の職員等 

申込期限：令和４年６月２２日（水） 

 

（６）メンタルヘルス研修 「グリーフサポートに関する基礎知識」【動画研修】 

視聴期間：令和４年６月２９日（水）午前１０：００～７月２８日（木）午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

講   師：世田谷区世田谷保健所健康推進課職員 

石井 千賀子 氏（石井家族療法研究室、世田谷区グリーフサポート検討会会長） 

小嶋 リベカ 氏（世田谷区グリーフサポート検討会委員） 

対   象：世田谷区内でサービスを提供している医療・福祉サービス事業所の職員等 

申込期限：令和４年６月２４日（金） 

 

（７）セクシャルマイノリティ研修「多様性を認め合い 自分らしく暮らせる地域社会を目指して」【動画研修】 

日   時：令和４年６月３０日（木）午前１０：００～７月２９日（金）午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

講   師：永易 至文 氏（パープル・ハンズ事務局長、行政書士、編集者） 

佐々木 宰 氏（パープル・ハンズ理事、介護福祉士、社会福祉士） 

世田谷区生活文化政策部 人権男女共同参画課職員 

対   象：世田谷区内でサービスを提供している医療・福祉サービス事業所の職員等 

申込期限：令和４年６月２３日（木） 

 

（８）ケアマネジャー研修 実践力向上【リーダー】 リーダー養成【動画・ライブ研修】 

日   時：①動画研修 令和４年６月３０日（木）午前１０：００～７月２９日（金）午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

       ②ライブ研修 令和４年８月１０日（水）～令和５年２月２４日（金）の間で全６回 

講    師：山田 美代子氏（西片医療福祉研究会代表） 

佐藤 庸平氏（成城リハケア所長 主任介護支援専門員） 

対    象：以下の条件にすべて該当する方 

      ・（現任または旧現任２）「事例演習２日間」を受講済みの方 

      ・実務経験４年以上の方 

      ・世田谷区内でサービスを提供している介護支援専門員および地域包括支援センター職員  

申込期間：令和４年６月１日（水）～６月２３日（木） 

 

（９）障害福祉の理解研修 「障害福祉の制度概論」～切れ目のない支援を目指して～【動画研修】 

日   時：令和４年６月３０日（木）午前１０：００～８月１日（月）午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

講   師：朝日 雅也 氏（埼玉県立大学保健医療福祉学部 教授） 

世田谷区職員 

対   象：世田谷区内でサービスを提供している医療・福祉サービス事業所の介護職員等 

申込期限：令和４年６月２０日（月） 

 

（１０）ケアマネジャー研修 【共通】 「世田谷区の組織と社会資源」【動画研修】 

日   時：令和４年７月１日（金）午前１０：００～８月１日（月）午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

講    師：世田谷区職員 

対    象：世田谷区内での経験１年未満の介護支援専門員および地域包括支援センター職員  

申込期限：令和４年６月１６日（木） 
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（１１）キャリアパス（中堅）研修 【集合研修】 

日 時：令和４年７月１３日（水）・２０日（水） 両日とも午後１：３０～午後４：３０ 

※２日間の研修です。両日ともご受講ください。 

講 師：秋山 信悟 氏（株式会社ウイ代表取締役社長） 

対 象：①世田谷区内でサービスを提供している福祉サービス事業所に所属し、福祉職務経験年数が概ね３年以上で、

主任・係長等の役職はないが、業務標準の率先遂行を期待される方 

②後輩にアドバイスを行う立場にあり、他職員と協働して業務内容を考察できる方 

事前課題：自分でテキストを購入して事前課題に取り組み、提出期限までに提出します。 

事後課題：研修終了後、事後課題と報告書・アンケートを提出期限までに提出すると修了となります。 

※詳細について下記の研修センターホームページの「募集案内」をご覧ください。 

申込期限：令和４年７月１日（金） 

 

（1２）信頼関係を築くための接遇・マナー向上研修【１回目】【ライブ研修】 

日   時：令和４年７月２２日（金）午後２：００～午後４：００ 

講   師：蜂谷 英津子氏（ＨＯＴシステム株式会社 代表取締役） 

対   象：世田谷区内でサービスを提供している福祉サービス事業所の職員や社会人になって１年未満の方、改めて基

本を学んでみたい方等 

申込期限：令和４年７月１４日（木） 

 

（1３）介護福祉士受験対策講座 

日   時：令和４年１０月１８日（火）、１０月２１日（金）、１０月２５日（火）、１０月２８日（金）、１１月１日（火）、１１月４日（金）、

１１月８日（火）、１１月１１日（金）（いずれも午後６：３０～午後８：３０）、１１月１９日（土）模擬試験（午前９：３０～

午後３：００） 

会   場：世田谷区福祉人材育成・研修センター  

講   師：世田谷福祉専門学校教員 

対   象：介護福祉士国家試験受験予定の方 

費   用：９日間受講３０，０００円[模擬試験５，５００円含む] １日受講３，８００円 模擬試験５，５００円 

        テキスト代３，２３０円（テキスト２，８６０円＋送料３７０円） 

申込期限：令和４年１０月１１日（火） 

 

＜Zoom 初めてレッスン＞ 

    研修センターでは Web 会議システムの Zoom を使用したライブ研修を実施しています。 

Zoom を使ったことがない方や、見ることはできるけど、その他の操作はよくわからないなど Zoom による 

研修受講に不安を感じている方を対象に研修センターホームページでいつでも誰でも視聴できる「Zoom 

初めてレッスン」を公開しています。ぜひ、視聴ください。 

詳細は研修センターホームページをご覧ください。 

日時：令和４年４月から通年  ※２４時間視聴が可能です。  

 

【お問合せ】世田谷区福祉人材育成・研修センター  電話：６３７９－４２８０  FAX：６３７９－４２８１ 

    

 ４ その他  

＜介護保険最新情報＞ 

  厚生労働省より介護保険最新情報が通知されておりますので、内容のご確認をお願いいたします。なお、通知はインタ

ーネット上のＷＡＭＮＥＴ（ワムネット）にて閲覧が可能です。 

   

    介護保険最新情報Ｖｏｌ．１０７７ 「科学的介護情報システム（LIFE）における過去の記録の上書きについて」 

 

 上記以外にも随時情報提供されておりますので、合わせてご確認をお願いいたします。 

 
次回の定期便は令和４年６月２７日（月）午後７時以降の予定です。 


