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○ 新たに特定事業所加算の届出を行う居宅介護支援事業所の方へ 
平成２７年度の介護報酬改定において、居宅介護支援事業所における特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）の加算算

定要件に、事業所が介護支援専門員実務研修（以下「実務研修」という。）における科目「ケアマネジメントの基礎

技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していることが追加されました。 

 

そのため、新たに特定事業所加算を取得するには、加算の届出に加えて、実務研修の実習受入事業所として

の登録手続きが必要になります。 

 

実習受入事業所の登録手続きについては、以下の実務研修実施機関に直接ご確認いただくか、下記に記載の

ホームページでご確認いただき、加算適用月の前々月の末日までに必ず登録手続き（登録同意書の提出）を行っ

ていただきますようお願いいたします。 

 

なお、この登録手続きが完了しない場合は、加算を取得することができませんので、予め御了承ください。 

 

【東京都介護支援専門員実務研修実施機関】 

公益財団法人 東京都福祉保健財団  

人材養成部 介護人材養成室 ケアマネ担当（研修） 

〒１６３－０７１９  

東京都新宿区西新宿２－７－１ 小田急第一生命ビル１９階 

電 話 ０３－３３４４－８５１２（平日８時４５分から１７時３０分まで） 

ＦＡＸ ０３－３３４４－８５９２ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  東京都福祉保健財団ホーム＞研修を受講される方へ＞東京都介護支援専門員＞実習受入事業

所登録に関する同意書等 

http://www.fukushizaidan.jp/ 
 
 
 

 

  

 

  

○報酬算定・運営基準 
「新たに特定事業所加算の届出を行う居宅介護支援事業所の方へ」 

 

○お知らせ 

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録につ 
いて」 

「TOKYO SOCIAL FES 2016   
～1日で福祉がまるわかり 日本初！福祉の学園祭～ を開催します」 

「消費者被害防止の 3ステップ「気づく！」「声掛け！」センターにつな 
ぐ！」-福祉の見守り力を、消費者被害防止にも活かしてください！」 

「職場研修の強～い味方！職場研修アドバイザーをご利用下さい」 

「訪問看護ステーションに係る個別経営相談会の申込期限を延長しま 
す」 

「平成28年度訪問看護にかかる支援策（補助金等）について【申請受付 
中】」 

「平成28年度 介護職員スキルアップ研修【二次募集中】」 

 

報酬算定・運営基準 
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○新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録について 

特定接種を受けるためには、事前の登録が必要です。 

 ※特定接種とは、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定

に寄与する業務を行う従業者の従業員に対して臨時に行う予防接種のこと。 

 

登録スケジュール 

○申請受付開始 平成２８年１０月１４日（金） 

○申請受付締切 平成２９年１月５日（木） 

 

登録方法 

 特定接種管理システム上で登録申請書に必要事項を入力する。 

 特定接種管理システム 

 https://tokuteisessyu.jp/Vaccine2/login.jsp 

 

訪問介護事業所及び訪問入浴事業所の登録については、 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/index.html 

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種（国民生活・国民経済安定分野）の登録について」をご

覧ください。 

 

介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの施設サービスの登録については、 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/shisetu/oshirase/index.html 

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種（国民生活・国民経済安定分野）の登録について」をご

覧ください。 

 

参考 

厚生労働省ホームページ 

特定接種（国民生活・国民経済安定分野） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108661.html 
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○ TOKYO SOCIAL FES 2016 ～1日で福祉がまるわかり 日本初！福祉の学園祭～

を開催します 

 

広く都民に、介護・障害・保育等、福祉の仕事に親しみを持っていただくため、上智大学・上智社会福祉

専門学校と共催で、「TOKYO SOCIAL FES 2016」を開催します。当日は、最新メカの試用体験等、どなたも

楽しめる企画を実施します。ご家族やご友人と共にご参加ください！ 

 

１ 日  時  平成２８年１１月１３日（日曜日）午前１１時から午後５時まで 
 

２ 場  所  上智大学 四谷キャンパス（千代田区紀尾井町７−１ 「四ツ谷駅」徒歩２分） 
 

３ 入場料等 無料。どなた様でもご参加いただけます。 
 

４ 主な実施内容（抜粋） 

（１）谷さん・北澤さんも驚く！福祉の“神技”ステージ 

重量級男性も簡単に動かせる！？パラリンピアン・谷（旧姓：佐藤）選手と、元サッカー日本代表・北澤

氏を招き、理学療法士による匠の技と介護ロボットの共演による神技を披露します。 

（２）Human Welfare Conference 2016 

  「日本一かっこいい介護福祉士」の杉本浩司氏をはじめ、福祉新時代を切り拓く若きリーダーが 

一堂に会すトークセッション。現役看護師の YouTuber・関根理紗さんも登壇します。 

（３）グッドデザイン大賞受賞パーソナルモビリティ試乗＆軽労化スーツ着用体験 

  次世代型パーソナルモビリティ「WHILL」に乗ってキャンパス内を走行できるほか、「スマートスーツ」

着用で驚きの筋力を手に入れられる体験企画を実施します。 

（４）暗闇エンターテイメント ダイアログ・イン・ザ・ダーク 

  「純度１００％の暗闇」を体験したことはありますか？世界中で人気を博すソーシャルエンターテイメ

ントと完全タイアップ！ 
 

５ 特設サイト等 

  上記のほか、ライブやVR体験など様々な企画を実施します。詳細は以下のURLをご覧ください。 

  ☞ http://www.tokyosocialfes.com/ 

  ★美容系 YouTuber・関根理紗さんによるイベント告知動画も配信中！ 

 
【問合せ先】福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課 原田、冨永 （03-5320-4049） 
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○ 「消費者被害防止の３ステップ「気づく！」「声掛け！」「センターにつなぐ！」 

―福祉の見守り力を、消費者被害防止にも活かしてください！― 
 

★「高齢者見守り人材向け出前講座」お申込み 受付中！              

受講された方にはテキスト「高齢者見守りハンドブック」を差し上げます！     

                                                  
高齢者の消費者被害が一向に減りません。高齢者を狙う悪質商法の被害を 

早期に発見し、消費生活センター等へ連絡していただくため、高齢者を見守る 

方々のご協力が必要です。 
 
そこで、都では介護事業者、ケアマネジャー、ホームヘルパー、民生委員 

・児童委員、町会・自治会、老人クラブほか地域の高齢者見守りネットワーク 

のメンバー等を対象に、都内各地で出前講座を開催しています。講座では、 

消費生活問題に詳しい相談員などが、高齢者を狙う悪質商法の手口や被害発見 

のポイント、被害発見時の対応などについて、分かりやすくご説明します。 

 

講義内容 高齢者を狙う悪質商法の手口、対策、見守りのポイント、被害発見時の対応等    

★テキスト「高齢者見守りハンドブック」をご用意します。 

講師派遣期間 平成２８年４月１日（金曜日）から平成２９年３月３１日（金曜日）まで 

（土日祝日も実施） 

講義時間 原則 午前１０時から午後８時までの間で、１～２時間程度 

（この時間帯以外をご希望の場合はご相談ください。） 

講師派遣場所 都内のご希望の場所 

費用 無料 

申込条件 原則１０人以上  

 都内の介護事業者、福祉団体、民生委員・児童委員、医療機関、配送事業者、 

町会・自治会、老人クラブほか地域の高齢者見守りネットワークの関係者、区市

町村等 

申込受付期限 平成２９年３月７日（火曜日）まで 【先着３００回】 

申込方法 都・区市町村の消費生活センター窓口または、ホームページ「東京くらしＷＥＢ」

からダウンロードにより申し込み用紙を入手し、必要事項記入の上、３週間前までに

下記へＦＡＸしてください。 

 

【東京都生活文化局ホームページ】⇒東京くらしＷＥＢ＞学びたい＞出前講座（講師派遣） 

＞高齢者見守り人材向け出前講座 

(http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/de_koza/kourei.html） 
【お申込み・問合せ先】(公社)全国消費生活相談員協会事務局 

FAX 03-5614-0743＜FAXのみの受付＞ 

ＴＥＬ03-5614-0635（月～金曜日午前９時３０分～午後５時＜祝日・年末年始除く＞） 

 

お知らせ 

無料 
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○ 職場研修の強～い味方！職場研修アドバイザーをご利用ください 
 
「人材育成をしたいけれど、忙しくて研修を実施できない」「OJT を実際どのように取り組んでいけばよ

いかわからない」など、職場研修に関するよろづ悩み事がありましたらご相談ください。 

中央福祉学院『職場研修担当者研修会インストラクター養成コース』修了者が、研修の効果的な実施方法

や研修のしくみの構築方法について助言いたします。 

【対象施設】小・中規模の福祉施設等・介護保険施設や居宅サービスの事業所等 

【費  用】無料 

【申込方法】所定の相談依頼書(様式１)でお申込みください。依頼書受理後、担当者よりご連絡いたします。 

※相談依頼書のダウンロードはこちらから※ 

【東京都福祉人材センター研修室ホームページ】 

http://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kensyu/3-kibankyoka.html#support 

 

【お申込み・問合せ先】東京都福祉人材センター研修室ＴＥＬ ０３－５８００－３３３５ 

【所 管】生活福祉部地域福祉推進課福祉人材対策担当 ＴＥＬ ０３－５３２０－４０４９ 

 

 

 

 

 
○ 訪問看護ステーションに係る個別経営相談会の申込期限を延長します 
 

東京都では、都における訪問看護ステーションの経営基盤の強化を支援することにより、訪問看護ステー

ションの安定的な経営を推進し、もって在宅における療養環境の向上と地域包括ケアの推進を図ることを目

的として、都内訪問看護ステーションに係る経営に関する個別相談会を行っています。すでに１０月１２日・

１４日に開催したところですが、１１月１６日・１８日開催分について、定員に若干余裕がありますので、

申込期限を延長して引き続き受け付けております。この機会にぜひお申込みください。詳細は東京都のホー

ムページでご確認ください。 
 

【対象者】 

・都内訪問看護ステーションの経営者・管理者・事務担当者の方  

・訪問看護ステーションの開業を検討している方 
 

【開催日時】  

平成２８年１１月１６日（水）、１１月１８日（金） 

各回共通 １０時００分 ～ １７時１５分 ／ 各事業所 １時間 
 

【東京都福祉保健局ホームページ】 

高齢者＞介護保険＞訪問看護推進総合事業＞訪問看護ステーションに対する個別経営相談会事業 

（ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/houkan/kobetusoudan.html ） 
 

【問合せ先】 

介護保険課 訪問看護推進担当 TEL ０３－５３２０－４２６７ 

 

 

 

お知らせ 
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○ Ｈ28年度訪問看護にかかる支援策（補助金等）について【申請受付中】 
 
東京都では、地域包括ケアの推進を図るため、在宅療養の中心的な役割を担う訪問看護ステーションへさ

まざまな支援を行っており、平成 28年度も補助金事業や研修事業などを実施します。 

 

  事業名 申請期限等 

補
助
金
事
業 

認定看護師資格取得支援事業 

（訪問看護分野の認定訪問看護師資格取得支援） 締切：11月 30日（水） 

 

（※1） 上記期限によらず、雇用する前

に申請が必要です。 

訪問看護師勤務環境向上事業 

（研修等の代替職員確保への支援） 

訪問看護ステーション事務職員雇用支援事業（※1） 

訪問看護師定着推進事業 

（産休・育休・介休取得時の代替職員雇用への支援） 

随時受付け 

（ただし、期限を設定する場合有） 

そ
の
他
の
取
組 

東京都訪問看護教育ステーション事業 

（認定看護師等による同行訪問等の受入研修） 

実施中 各教育ステーションへ直接

申込みください 

管理者指導者育成研修 

（（公財）東京都福祉保健財団へ委託） 

11月～12月実施 

一部追加募集中11月4日（金）〆 

訪問看護フェスティバルの開催 

（（公社）東京都看護協会へ委託） 

H29.1月14日都庁５階大会議場 

申込受付中（締切12月16日） 

詳細はホームページをご覧ください。 

※各事業の詳細や、募集等の最新情報は、随時下記ホームページでご案内いたしますのでご確認ください。 

【ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞ】  東京都福祉保健局ホームページ＞高齢者＞介護保険＞訪問看護推進総合事業 

（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/houkan/index.html） 

 

 

 

【お問合せ先】 介護保険課 訪問看護推進担当 TEL：03-5320-4267  FAX：03-5388-1425 
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○ 平成２８年度 介護職員スキルアップ研修 【二次募集中】 

１ 研修の目的 

   高齢者介護の現場で働く職員が、高齢者の身体の特徴や、多い疾病の概要、健康状態の観察方法や医

療介入の必要性などを学ぶことによって、日常の介護をより安全で質の高いものにするとともに、適切に

医療職等と連携することができるようになることをめざします。 

２ 対 象 

介護保険事業所において常勤の介護職員として２年以上の勤務経験があり、研修受講後に事業所内での

伝達研修を行える方。 

３ 定 員  各コース150人 

４ 受講料  無料 

５ 申込締切（予定）  第２回 平成２８年１２月２日（金） 

            第３回 平成２９年１月５日（木） 

               ※第１回目は募集を終了しました。 

６ 日程・会場   

  下記一覧表のとおり 

   ・研修時間は 1日目は 9時 20分から 17時まで、2日目と 3日目は 9時 30分から 17時までです。 

（受付はいずれも 9時開始） 

コース 1日目 2日目 3日目 

 

 

第２回 

Aコース 

 

平成29年 1月5日（木） 

（会場）東京都社会福祉保 

健医療研修センター 

 

平成29年1月6日（金） 

（会場）東京都社会福祉保 

健医療センター 

 

平成29年1月19日（木） 

（会場）東京都社会福祉保健

医療研修センター 

 

 

第２回 

Bコース 

 

平成29年1月26日（木） 

（会場）東京都社会福祉保健

医療研修センター 

 

 

第３回 

Aコース 

 

平成29年 2月2日（木） 

（会場）東京都社会福祉保 

健医療研修センター 

 

平成29年2月3日（金） 

（会場）日本教育会館 

 

平成29年2月9日（木） 

（会場）東京都社会福祉保健

医療研修センター 

 

第３回 

Bコース 

平成29年2月10日（金） 

（会場）東京都社会福祉保健

医療研修センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 


