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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）介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書等の提出について 

令和４年１０月の報酬改定で、介護職員等ベースアップ等支援加算（以下「ベースアップ等加算」）が創設されます。令和

４年１０月からベースアップ等加算を算定する場合は、提出期限までに計画書等を提出する必要があります。提出期限ま

でに計画書等の提出がない場合、ベースアップ等加算の算定開始月が遅れることとなり、遡及して算定することもできま

せん。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３１日（水）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⇒ 

介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書等の提出について（地域密着型サービス） 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/005/d00198848.html ページ番号「198848」 

◆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 介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について  

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/006/d00198994.html ページ番号「198994」  

【お問合せ・提出先】  

＜居宅サービス＞東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 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 

 

（２）高齢者世帯の住宅用火災警報器の更新について 

平成２２年４月１日よりすべての居室、台所、階段に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。 

区は、高齢者世帯への火災警報器の設置促進のため、平成２１年度の単年度事業として、ひとりぐらし又は高齢者の

み世帯等を対象に火災警報器を設置しました。火災警報器は設置後１０年が交換の目安とされているところ、設置から既

に１３年が経過し、機器の更新時期を迎えています。そこで、平成２１年度に設置した世帯を含む高齢者世帯と接する際

に、①定期的に点検ボタンを押す等して正常に作動していることの確認、②電池交換の必要性、③機器本体は１０年を目

安に交換が推奨されていること、等についてご周知いただくようご協力をお願いします。点検・交換の詳細については、

「区のホームページ」にリンクを貼っておりますので、ご参照ください。 

目次から探す⇒福祉・健康⇒高齢・介護⇒高齢者の各種サービス⇒ひとりぐらし・高齢者のみ世帯の方へのサービス⇒

火災安全システムの給付 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/004/002/d00007041.html ページ番号「7041」      

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

関係者で情報を共有してください 
 
 

第２５０号（令和４年７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 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/002/d00015548.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/005/d00198848.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/006/d00198994.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/004/002/d00007041.html
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（３）救急通報システム「消防直接型」の新規受付終了について 

世田谷区が実施する「住宅火災通報システム」及び「救急通報システム（①消防直接型）」について、現行使用する機器

の製造中止を受けて、令和４年８月３１日（水）をもって、サービスの新規受付を終了します。 

※救急通報システムの「消防直接型」の新規受付は終了しますが、「民間代理型」は継続して新規受付を行います。 

※居宅での生活をより安全にする用具（電磁調理器・自動消火装置・ガス安全システム）を給付する火災安全システム

事業は、継続して実施します。 

詳細は区のホームページをご参照ください。 

◆救急通報システム 

目次から探す⇒福祉・健康⇒高齢・介護⇒高齢者の各種サービス⇒ひとりぐらし・高齢者のみ世帯の方へのサービス⇒

救急通報システム「愛のペンダント」 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/004/002/d00007048.html ページ番号「7048」

◆火災安全システム 

目次から探す⇒福祉・健康⇒高齢・介護⇒高齢者の各種サービス⇒ひとりぐらし・高齢者のみ世帯の方へのサービス⇒

火災安全システムの給付 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/004/002/d00007041.html ページ番号「7041」 

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

【お申込み】総合支所保健福祉課 

 

（４）東京都の介護人材対策関連事業について 

東京都福祉保健局より、介護人材対策関連事業の取組みについて周知がありました。 

◎TOKYO 働きやすい福祉の職場宣言事業所の募集について 

働きやすい職場づくりに取り組むことを宣言する福祉事業所の情報を求職者等に広く公表することで、人材の確保と 

定着を応援する取組みを、平成３０年１月より実施しています。 

詳細については、公益財団法人東京都福祉保健財団のホームページをご参照ください。 

＜東京都福祉保健財団ホームページ＞ https://www.fukushizaidan.jp/204sengen/ 

◎令和４年度東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業の募集について（東京都より） 

東京都では、介護職員宿舎の借り上げに必要な経費を助成しています。令和４年度より、福祉避難所要件に該

当しない事業所への支援を拡充しています。助成金の申請区分により、申請スケジュールが異なりますので、

公益財団法人東京都福祉保健財団のホームページをご確認ください。 

＜東京都福祉保健財団ホームページ＞ https://www.fukushizaidan.jp/304shukusha/ 

 

（５）POPEYE 特別編集冊子「きみも福祉の仕事してみない？」反響調査へのご協力のお願い 

「特定の誰かのためだけじゃなく、どんな人にも開かれているのが福祉なのだ（本文より）」。 
当課では、福祉分野のイメージを変える魅力をクリエイティブな視点から発信し、若者の福祉分野への就労につながる

ことを目的として、株式会社マガジンハウス/POPEYE とのタイアップ冊子「君も福祉の仕事してみない？」を発行しました。 

今回、本冊子をきっかけに区内福祉施設へ就職を決めた方に感想を伺いたく、インタビューを実施いたします。貴所に

就職された方で該当の方がいましたら、下記問い合わせ先までお知らせいただけますと幸いです。 

・調査内容：本冊子をきっかけに区内福祉施設に就職を決めた方に感想等をお聞かせいただくものです。 

２問程度（２００字程度）への回答。 

・対   象：令和３年１０月以降貴所に就職した方、内定者 

・期   間：令和４年８月２２日（月）まで 

・謝   礼：せたがや Pay ５００ポイント 

【お問合せ】工業・ものづくり・雇用促進課  電話：３４１１－６６６２  FAX：３４１１－６６３５ 

 

 

 

 

 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/004/002/d00007048.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/004/002/d00007041.html
https://www.fukushizaidan.jp/204sengen/
https://www.fukushizaidan.jp/304shukusha/
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 ２ 研修・講演会等のご案内  

（１）「中小企業向け助成金の活用～雇用関係助成金の紹介を中心に～」【オンライン開催】 

日   時：令和４年８月９日（火）午後２：００～午後４：００ 

講   師：岡本 雅行氏（東京都社会保険労務士会 世田谷支部所属 社会保険労務士） 

内   容：第一部では、助成金活用の基礎知識について、第二部ではお薦めの助成金の紹介をいたします。 

これから助成金を活用したいと考えている事業所の方は是非ご参加ください。 

対   象：事業主、人事・労務担当者 

申   込：専用予約サイト（https://reserva.be/sanchaoshigotocafe） よりお申し込みください。お申し込みいただきました

ら、開催日３日前に視聴用 URL を送ります。 

【お問合せ】三茶おしごとカフェ（世田谷区産業振興公社）  電話：３４１１－６６０４  ＦＡＸ：３４１１－６６９０ 

       （三茶おしごとカフェ https://www.setagaya-icl.or.jp/oshigotocafe/top.html） 

【担当所管】工業・ものづくり・雇用促進課  電話：３４１１－６６６２  ＦＡＸ：３４１１－６６３５ 

 

（２）世田谷区 精神障害者ピアサポーター養成・活躍支援事業 精神障害者ピアサポート研修 

自身の障害や病気の経験を活かし仲間として支え合い活動する、精神障害者ピアサポーターの養成研修を開催します。

ピアサポーターと協同した活動を希望する方、関心のある方も一緒に傍聴参加できます。 

日   程：基礎研修全４日間、ステップアップ研修全６日間 （詳細は下記ホームページをご覧ください） 

会   場：東京リハビリテーションセンター世田谷１階 地域交流スペース 

対   象：①精神障害又は精神疾患の経験がある者で、ピアサポーターの担い手となることを希望する１８歳以上の区

民。 

体調の安定している方。 

② ピアサポーターと協同して活動することを希望する方・ピアサポーターの活動に関心のある方。 

募   集：対象者①１５名、②１０名（応募者多数の場合、抽選） 

申   込：下記、区ホームページから、電子申請にてお申し込みください。 

目次から探す⇒福祉・健康⇒障害のある方⇒世田谷区精神障害者ピアサポート研修 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/002/d00198399.html ページ番号「198399」 

申込期限：令和４年８月１９日（金） 

【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 

 

 

 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。 

 

 

 

 

https://reserva.be/sanchaoshigotocafe
https://www.setagaya-icl.or.jp/oshigotocafe/top.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/002/d00198399.html
https://www.setagaya-jinzai.jp
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（１）令和３年度 福祉のしごと 魅力向上・発信シンポジウム （公開講座） 

「働きやすい職場環境の整備に向けて～世田谷区福祉事業所調査の結果を踏まえて～」 【動画研修】 

日   程：令和４年５月１日（日）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：中村 秀一 氏（世田谷区地域保健福祉審議会会長 国際医療福祉大学 大学院教授 

一般社団法人 医療介護福祉政策研究フォーラム理事長） 

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 

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。 

 

（２）認知症ケア研修（支援力向上）「認知症ケアにおける多職種連携によるチームケア」 【動画研修】 

日   程：令和４年８月２５日（木）午前１０：００～９月２６日(月)午後５：００＜２４時間視聴可＞ 

講 師：河合 幸人 氏（東京都認知症介護指導者） 

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８月２２日（月） 

 

（３）介護技術研修（現任）「再点検！移乗介護 我流介護になっていませんか？」【ライブ研修】 

日 時：令和４年９月７日（水）午後６：００～午後８：００ 

講 師：堀口 将 氏（世田谷福祉専門学校 介護教員） 

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 

申込期間：令和４年８月２日（火）から９月１日（木） 

 

（４）キャリアパス（チームリーダー）研修 【集合研修】 

日 時：令和４年９月１２日（月）・２０日（火） 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） 

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、主任・係長級の役職にあり、 

        「部下・後輩」への指導を行なう立場にある方 

②本来の介護業務と併せ、部下・後輩への指導も主たる業務である方 

事前課題：①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。 

②研修終了後、事後課題と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９月２日（金） 

 

＜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 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊事業所のみなさまへ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 事業所の名称やＦＡＸ番号が変更になる場合は、ＦＡＸ情報便の登録情報の変更のため、区への届出をお願いします。 

また、事業所の廃止の場合も届出をお願いします。届出の様式（世田谷区介護保険ＦＡＸ情報便 登録申込書）は、以下の

区のホームページよりダウンロードして使用してください。 

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 

 
次回の定期便は令和４年８月２５日（木）午後７時以降の予定です。 

https://www.setagaya-jinzai.jp

