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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）新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免実施について 

６５歳以上の方へ介護保険料決定通知書を６月１４日付でお送りしました。新型コロナウイルス感染症の影響により主

たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合や、主たる生計維持者の収入の減少が一定程度見込まれる場

合については保険料の減免制度がございます。決定通知書に同封されている「令和４年度介護保険料のお知らせ」や「区

のホームページ」からご覧いただくことができますので、ぜひご周知ください。 

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⇒介護保険資格と介護保険料について⇒ 

介護保険料⇒新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免の手続きについて 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/001/007/002/d00185399.html ページ番号「185399」 

【お問合せ】介護保険課資格保険料係  電話：５４３２－２６４３  ＦＡＸ：５４３２－３０４２ 

 

 

（２）令和３年度 介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善 実績報告書の提出について 

令和３年度に介護職員処遇改善加算等を算定した場合は、令和３年度の実績報告書を提出する必要があります。詳細

は、区のホームページをご確認ください。 

○提出期限：令和４年８月１日（月）午後５：００（必着） 

◆地域密着型サービス 

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⇒地域密着型サービスに関する情報⇒ 

地域密着型サービス事業者の指定・更新・変更等⇒申請・届出等⇒ 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算⇒実績報告の提出について 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/005/d00038466.html  ページ番号「38466」 

◆総合事業 

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⇒介護予防・日常生活支援総合事業に関する情報⇒  

総合事業 介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出について 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/006/d00150190.html ページ番号「150190」 

【お問合せ・提出先】 

＜居宅サービス＞東京都介護保険課処遇改善加算担当  電話：５３２０－４３０５ 

＜地域密着型サービス＞世田谷区介護保険課事業者指定・指導担当  電話：５４３２－２２９４ ＦＡＸ：５４３２－３０４２ 

＜介護予防・日常生活支援総合事業＞世田谷区介護保険課事業者支援担当 電話：５４３２－２８８４ ＦＡＸ：５４３２－３０４２ 

 

 

 

 

関係者で情報を共有してください 
 
 

第２４９号（令和４年６月２７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 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/002/d00015548.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/001/007/002/d00185399.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/005/d00038466.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/006/d00150190.html
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（３）「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」啓発用マグネットシート（車両用）の掲示協力について 

令和２年１０月に施行した「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」の普及啓発のため、マグネットシート（車両用）を

配布します。介護事業所車両へのマグネットシート掲示にご協力いただける場合には、以下「申込方法」のとおりお申し込

みください。枚数によってはご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。 

マグネットサイズ：縦３００mm×横５００mm×厚さ０．８mm（予定） 

申込方法：別添「「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」啓発用マグネットシート（車両用）配布希望票」をご記入の上、

FAX にてお申し込みください。 

申込期限：令和４年７月８日（金） 

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「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」啓発用マグネットシート（車両用）配布希望票 

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

【お問合せ・お申し込み】介護予防・地域支援課  電話：５４３２－２９５４  FAX：５４３２－３０８５ 

 

 

（４）東京都の介護人材対策関連事業について 

令和４年度の東京都における介護人材対策の取組について周知がありました。詳細については、東京都福祉人材セン

ターホームページまたは東京都福祉保健局のホームページを御参照ください。 

＜東京都福祉人材センターHP＞ 

 https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kaigojinzaikakuho.html 

＜東京都福祉保健局 HP＞ 

 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigojinzaikakuho.html 

 

 

（５）令和４年度介護人材対策事業について 

令和４年度の世田谷区における介護人材対策の事業について区HPにまとめて掲載を開始しました。掲載している個別

の事業については、順次募集を開始いたします。以下の URL からご確認ください。 

＜令和４年度介護人材対策事業 HP＞ 

 https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/009/003/d00198113.html ページ番号「198113」 

＜令和４年度 資格取得助成事業＞ 

令和４年３月２５日号にて、掲載ページの URL をお知らせしましたが、変更となりましたのでお知らせします（令和４年度

介護人材対策事業 HP からもアクセスできます）。 

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⇒介護人材対策事業（介護職員・求職者の皆様向け） 

 

   介護職員初任者研修：https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/003/d00190860.html 

介護福祉士実務者研修：https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/003/d00190858.html 

介護福祉士資格取得：https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/003/d00190856.html 

【お問合せ】高齢福祉課管理係  電話：５４３２-２３９７  ＦＡＸ：５４３２-３０８５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/002/d00145871.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kaigojinzaikakuho.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigojinzaikakuho.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/009/003/d00198113.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/003/d00190860.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/003/d00190858.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/003/d00190856.html
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（６）令和４年度 世田谷区介護従事者等合同入職式・永年勤続表彰 代表者への表彰式を開催しました 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和４年度は従来の集合方式の式典を取りやめ、新入職員と永年勤

続職員の代表者に表彰状等の授与を行いました。また、区内介護事業所の皆様に向けた介護事業所の方々からのリレ

ーメッセージ動画を作成いたしましたので、以下の区 HP よりご覧ください。 

＜動画の内容＞ 

  ①区長より、永年勤続被表彰者代表及び新規採用職員代表への表彰状・メッセージカードの贈呈式 

  ②区長より、介護従事者の方へのメッセージ 

  ③介護事業所の方々からのリレーメッセージ 

① ～③の内容については、区のＹｏｕＴｕｂｅアカウントにて動画を公開します。以下の区 HP よりご覧ください。 

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⇒介護人材対策事業⇒ 

介護人材対策事業（介護職員・求職者の皆様向け） 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/009/002/d00198814.html ページ番号「198814」 

【主催】世田谷区介護従事者等合同入職式・永年勤続表彰実行委員会 / 世田谷区 

【お問合せ】高齢福祉課管理係  電話：５４３２－２３９７  ＦＡＸ：５４３２－３０８５ 

 

（７）高齢者訪問理美容券の利用について 

要件や利用可能な施設についてのお問い合わせが増えています。改めてご確認ください。 

理美容店に行くことが困難な寝たきり等の方を対象に、ご家庭に理美容師が訪問し、理美容を行うサービスです。 

対象者：６５歳以上で要介護３～５の方で理美容店に行くことが困難な方 

利用者負担金：１回１，０００円 

＜留意事項＞ 

・理美容店の店舗やデイサービス等ではご利用になれません。 

・次の①～⑤の場合には対象者ではなくなります。券が残っていても使用できません。 

①状態が改善し、理美容店に行けるようになった場合、②要介護３～５に該当しなくなった場合、③介護老人福祉施設、 

介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、病院に入所又は入院した場合、④理美容サービスが行える設

備が整っている又は決まった日時に固定の理美容サービスが受けられる施設に居住した場合、⑤転出した場合や長期入

院等の場合 

目次から探す⇒福祉・健康⇒高齢・介護⇒高齢者の各種サービス⇒介護が必要な方へのサービス⇒ 

訪問理美容サービス 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/004/001/d00007037.html ページ番号「7037」 

【お問合せ】高齢福祉課事業担当  電話：５４３２－２４０７  ＦＡＸ：５４３２－３０８５ 

【お申込み】住所地のあんしんすこやかセンター又は総合支所保健福祉課 

 

（８）世田谷ひきこもり相談窓口「リンク」紹介動画配信（支援者向け）について 

区は、本年４月に年齢を問わないひきこもり相談窓口「リンク」を開設しました。ひきこもり支援では、当事者やご家族そ

れぞれの状況に合わせ、様々な職種・機関が一緒になって考え連携しつづけながらサポートをすることが求められます。 

福祉等支援に関わる皆様に「リンク」を知っていただくため、下記のとおり動画を作成いたしました。全体２０分程度で概

要をまとめております。ご視聴いただけましたら幸いです。 

動画内容：「リンク」開設について/ぷらっとホーム世田谷 窓口紹介/ 

世田谷若者総合相談センター メルクマールせたがや 事業紹介/ 

世田谷ひきこもり相談窓口「リンク」紹介/ 

「リンク」のひきこもり世帯相談事例から見えてきたこと 

視聴方法：右の二次元コードまたは URL を参照（URL：https://youtu.be/0aI2QUvgZeI） 

そ の 他：動画は４月末に収録しており、その後更新された資料等反映されておりません。 

今後、内容更新した動画を公開いたします際は、改めてお知らせいたします。 

【お問合せ】生活福祉課  電話：５４３２－２９１７  FAX：５４３２－３０２０ 

 

 

【「リンク」紹介動画】 

 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/009/002/d00198814.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/004/001/d00007037.html
https://youtu.be/0aI2QUvgZeI
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 ２ 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）世田谷区福祉人材育成・研修センター 公開講座 

「事例 MANGA で学ぶ よりよいケアの実現～ 実践例より ～」 

日   程： 令和４年６月１日（水）午前１０：００～令和５年３月３１日（金）午後５：００ 

 ※視聴開始日、終了日以外は、２４時間視聴可能です。 

内   容： 第１部 “ちょこっとカンファ”でチームづくり・ケアづくり （排泄ケア編・入浴編） 

        第２部 利用者さんの「その人らしさ」を知ろう （食事編・記憶編） 

受講方法： 動画視聴期間であれば、誰でもいつでも研修センターホームページ上にて動画が視聴できます。 

申し込み不要です。 

 

（２）令和４年度 感染症対策研修 （公開講座） 

「福祉サービス従事者に必要な感染対策～新型コロナウイルスの対策を中心に～」【動画研修】 

日   程： 令和４年７月４日（月）午前１０：００～令和５年３月３１日（金）午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

講   師： 森下 幸子氏（公益社団法人日本看護協会 看護研修学校 認定看護師教育課程教員） 

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

受講方法： 動画視聴期間であれば、いつでも研修センターホームページ上にて動画が視聴できます。 

申し込み不要です。 

 

（３）ケアマネジャー研修 専門性向上【共通】 「ケアマネジャーに求められるファシリテーション力」 【ライブ研修】 

日   時： 令和４年７月１２日（火）午後２：００～午後５：００ 

講   師： 福島 喜代子 氏（ルーテル学院大学教授） 

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７月７日（木） 

 

（４）対人援助技術研修「本人・家族とのコミュニケーション」 第２回 【ライブ研修】 

「福祉職に求められるコミュニケーションのテクニックとスキル」 

日   時： 令和４年７月１２日（火）午後２：００～午後４：００ 

講   師： 諏訪 茂樹 氏（東京女子医科大学准教授） 

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 

申込期限： 令和４年７月７日（木） 

 

 

 

 

 

https://www.setagaya-jinzai.jp
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（５）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） 

 

（６）認知症ケア研修 認知症の理解「医学的視点からの理解と支援」【動画研修】 

日   程： 令和４年７月２０日（水）午前１０：００～８月２２日（月）午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

講   師： 遠矢 純一郎 氏（医療法人社団プラタナス 桜新町アーバンクリニック 院長） 

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職員 

申込期限： 令和４年７月１４日（木） 

 

（７）高次脳機能障害支援力向上研修「基礎」【動画研修】 

高次脳機能障害の基礎的理解と支援～明日から使える支援のコツ～ 

日   程： 令和４年７月２９日（金）午前１０：００～８月２９日（月）午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

講   師： 今村 由美子 氏（世田谷区立保健センター 専門相談課 高次脳機能障害相談支援担当 作業療法士） 

        紫尾田 リエ 氏（世田谷区立保健センター 専門相談課 高次脳機能障害相談支援担当 公認心理師） 

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職員 

申込期限： 令和４年７月２０日（水） 

 

（８）認知症ケア研修 支援力向上「認知症の人と家族への支援」 ※登録ヘルパー助成対象研修 

日   程： 令和４年８月１日（月）午前１０：００～９月１日（木）午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

講   師： 市川 裕太 氏（東京都認知症介護指導者、世田谷認知症介護指導者会） 

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職員 

申込期限： 令和４年７月２５日（月） 

 

（９）食支援（栄養・調理）研修 「高齢者の低栄養予防のための調理と工夫」【動画研修】 

日   程： 令和４年８月１６日（火）午前１０：００～９月１５日（木）午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

講   師： 村上 奈央子氏（地域栄養サポート自由が丘 管理栄養士） 

対   象： 世田谷区内でサービスを提供する訪問介護事業所のホームヘルパーやサービス提供責任者、 

医療・福祉サービス従事者等 

申込期限： 令和４年８月９日（火） 

 

＜Zoom 初めてレッスン＞ 詳細は研修センターホームページをご覧ください。 

    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。 

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・詳細は、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) 

【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 

 
次回の定期便は令和４年７月２５日（月）午後７時以降の予定です。 

https://www.setagaya-jinzai.jp

