
介護の資格が
無料で取得できます

令和４年度　介護職員資格取得支援事業
これから介護職を目指す方！

東京都内で高齢者介護の仕事をしたい方の資格取得を支援します。
介護職に必要な知識・技術を習得できる研修が、無料で受講できるチャンス！

介護職員初任者研修
令和４年度、生活援助従事者研修の対象講座の開講はありません。

対象の研修

東京都内で介護業務への就労を希望する
●学生（大学生、短大生、専門学生、高校生及び高等専修学校生）
●既卒者、離職者及び就業者の方
ただし、以下の方は対象外となります。
①中学生以下の方
②介護福祉士など、介護職員初任者研修と同等以上の資格をお持ちの方
③介護事業所・施設にて介護職として就業している方
④就職内定の状況にある方

対　　　象

令和５年2月28日火まで
※対象講座の受講日程を人材センターホームページでご確認の上、開講日の15日前までにお申し込みください。応募状況により、
　受付終了が早まる可能性があります。あらかじめご承知おきください。

対象講座の受講期間

無 料
※ただし、研修受講先までの
　交通費や昼食代等は自己負
　担となります。

費　　用

社会福祉法人　東京都社会福祉協議会

東京都福祉人材センター（介護人材担当）

TEL 03-5211-2910
〒102‒0072　東京都千代田区飯田橋 3‒10‒3
 東京しごとセンター7 階

検索フクシロウ

お
問
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先

※本事業の詳細はホームページでご確認いただけます。

東京都福祉人材センターホームページ
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/

申込方法や利用の流れは中面でご確認ください。

チラ
シ中
面も

チェ
ック
！

介護職員初任者研修 生活援助従事者研修
※今年度、対象講座の開講はありません。

働ける業務

訪問介護や在宅・施設サービスで利用者
の身体に直接触れる身体介護業務や生活
援助業務を行えます。

訪問介護サービスのうち、掃除・洗濯・
料理などの日常生活の支援（生活援助
業務）に限ります。

研修時間 130時間 59時間

講座の種類

通学講座
130時間すべて通学して直接指導を受け
ます。

通信講座
130時間のうち約40時間は自宅学習（レ
ポートの提出など） となります。 残りの
約90時間は学校に通い直接指導を受けま
す。 

通学講座
59時間すべて通学して直接指導を受け
ます。

通信講座
59時間のうち29時間は自宅学習（レ
ポートの提出など）となります。残り
の約30時間は学校に通い直接指導を受
けます。

修了試験の有無 あり（１時間以上） あり（30分以上）

施設実習の有無 任意（最大12時間） あり（２時間以上）

身体介護 生活援助両方
OK！ 生活援助

のみ

介護職に必要な知識・技術が学べる研修初めての方向け！

よくあるご質問

Q
講座によって異なりますが、おおむね１か月～４か月程度です。
土・日・祝日に開講するコースや夏休みコースもあります。
研修日程や研修場所などは人材センターホームページで確認できます。

研修期間はどのくらいですか？

Q
通信講座でも15日程度は通学が必要です。
通信講座なら通学は不要ですか？

高齢者介護の仕事には資格が必須でないものもあるものの、介護についての基本的な知識や技術のある人材を
希望する求人が多くなっています。また、ホームヘルパー（訪問介護員）として働くには、介護職員初任者研修以
上の資格が必須となります。

Q
試験内容は事業者によって異なりますが、習ったすべての科目からまんべんなく問題が出されます。
研修内容を振り返り理解を深めましょう。

修了試験はどのような内容ですか？
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介護職員資格取得支援事業の流れ 介護職員資格取得支援事業　心得！

05 修了証明書受取（就業相談）
●講座修了後、人材センターより「修了証明書交付通知」が届きます（研修受講先から人材セン
　ターに修了証明書が到着次第、送付します）。
●通知が届いたら人材センターに来所して修了証明書の交付を受けてください。

※交付時は、相談窓口であらためて就業に向けた相談を受けます。
※ご本人確認のため、修了証明書の交付には身分証明書のご提示が必要です。必ずご持参ください。
※本事業に関するアンケートにも回答します。

02 受講決定通知（決定講座開講日の12日前 を目安に発送）
●受講が決定した講座開講日の12日前を目途に人材センターより受講決定通
　知が発送されます（郵送）。
※受講決定通知が10日前までに届かない場合には、人材センターまでご連絡ください。

03 受講案内（決定講座開講日の 3日前 まで）
●研修受講先からの受講案内が開講日の３日前までに届きます。内容を確認してください。
※受講案内が３日前までに届かない場合には、受講決定通知に記載している研修受講先へご連絡ください。

04 講座受講
●講義日程・演習日程を含め、各研修先の定める講座をすべて履修します。
※受講先の指示に従わない・他の受講生の迷惑となるような場合は受講中断となる可能性もあります。

お申込み前に必ず確認してください。

 この事業は、資格取得後に都内で介護職として働きたいという目的を持った方にご利用いた
だくものです。最後までその意識を忘れずにしっかりと取り組んでください。
 全研修日程に参加できることが申込みの条件です。決定した講座の指定受講日に欠席するこ
とのないよう、体調管理に気をつけましょう。

心構え
その
１

　万が一授業を欠席された場合、研修受講先によって補講実施の有無が異なります。原則は、
指定受講日に受講いただきます。授業を欠席され、補講となった場合でも、本事業実施期間内

（令和５年２月28日まで）に修了しない場合、その後の補講実施の有無や費用に関しては、研修
受講先によって異なり、補講費用をご自身でご負担いただく場合もあります。補講について事
前に把握されたい場合は申込前の段階で研修受講先に連絡をして確認してください。
　研修受講日にやむを得ない理由により、授業を遅刻・欠席する必要がある場合は、必ず研修
受講先に連絡し、了解を得てください。
　希望の研修受講先で受講決定とならなかった場合、人材センターより連絡（第一希望講座開
講日１２日前の時点で）のうえ、希望講座の変更について相談いたします。
　受講決定通知前にやむを得ず講座変更やキャンセルの必要が生じた場合、速やかに人材セン
ターにご連絡ください。受講決定通知後の講座の変更やキャンセルはできません。またキャン
セルに伴う本事業の再申込は、今年度に限らずできません。

申込／変更・キャンセル／再申込について
その
２

　本事業を利用しての研修受講料は無料です。ただし、研修受講先までの交通費や食費が必要
な場合は自己負担となります。また、実習を含む研修の場合、健康診断書の提出が必要な研修
受講先があります。受診料は無料ですが一時的な立替を求める研修先もありますので事前に
人材センターホームページ掲載の「介護職員資格取得支援事業研修講座一覧」にてご確認くだ
さい。
　研修受講先の指示に従えない場合や、他の受講生の迷惑となるような場合は受講中断となる
可能性もあります。
　講座受講を途中辞退された方、また受講中断となった方は、今年度に限らず本事業への再申
込ができません。

講座受講にあたって
その
３

※お申込の前に、「介護職員資格取得支援事業の流れ」も必ず確認してください。
※よくある質問をまとめた「介護職員資格取得支援事業Ｑ＆Ａ」を人材センターＨＰに掲載しています。そち
　らも併せて確認してください。（https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kaigojinzaikakuho.html）

修了後も人材センターの各種事業をご活用ください。
また、翌年度（６月頃）に人材センターより「資格取得後の就労状況」に関するアンケートが届きますので、ご協力ください。

事業の利用に必要なこと
●研修受講申込前に人材センターが実施する職場体験事業を利用してください。
　体験先の施設から発行された「職場体験終了証」の提出が必要です。
　職場体験事業については、人材センターホームページをご確認ください。

●人材センターに求職票登録をしてください（高校生及び高専学生（第３学年まで）は必須では
　 ありません）。
※求職票登録は、来所のほか、「福祉のお仕事」サイトからインターネットで登録できます。

01 研修受講申込（希望講座開講日の15日前 まで）・就業相談
●所定の「介護職員資格取得支援事業申込書」に必要事項を記入し、「職場体
　験終了証」とともに、人材センターへの来所（飯田橋・多摩支所）または郵
　送にて開講15日前までに提出してください（郵送の場合は書類必着）。
●申込書提出時、就業に向けた相談で介護職としての就業意思を確認します。
　来所の場合は相談窓口にて、郵送の場合は人材センターの相談員からの電話にて、相談を実施 
　します（所要時間は30分～１時間程度）。（高校生及び高専学生（第３学年まで）は必須ではあ
　りません。）
※研修講座は人材センターホームページ上の「介護職員資格取得支援事業研修講座一覧」から選択してください。
 （講座内容に関する質問等は直接、受講希望先にご連絡ください）
※申込書には課題作文があります。
※申込書に不備がある場合や、電話がつながらないなどにより相談ができない場合は、申込受付できません。
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無 料
※ただし、研修受講先までの
　交通費や昼食代等は自己負
　担となります。

費　　用

社会福祉法人　東京都社会福祉協議会

東京都福祉人材センター（介護人材担当）

TEL 03-5211-2910
〒102‒0072　東京都千代田区飯田橋 3‒10‒3
 東京しごとセンター7 階

検索フクシロウ

お
問
合
せ
先

※本事業の詳細はホームページでご確認いただけます。

東京都福祉人材センターホームページ
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/

申込方法や利用の流れは中面でご確認ください。

チラ
シ中
面も

チェ
ック
！

介護職員初任者研修 生活援助従事者研修
※今年度、対象講座の開講はありません。

働ける業務

訪問介護や在宅・施設サービスで利用者
の身体に直接触れる身体介護業務や生活
援助業務を行えます。

訪問介護サービスのうち、掃除・洗濯・
料理などの日常生活の支援（生活援助
業務）に限ります。

研修時間 130時間 59時間

講座の種類

通学講座
130時間すべて通学して直接指導を受け
ます。

通信講座
130時間のうち約40時間は自宅学習（レ
ポートの提出など） となります。 残りの
約90時間は学校に通い直接指導を受けま
す。 

通学講座
59時間すべて通学して直接指導を受け
ます。

通信講座
59時間のうち29時間は自宅学習（レ
ポートの提出など）となります。残り
の約30時間は学校に通い直接指導を受
けます。

修了試験の有無 あり（１時間以上） あり（30分以上）

施設実習の有無 任意（最大12時間） あり（２時間以上）

身体介護 生活援助両方
OK！ 生活援助

のみ

介護職に必要な知識・技術が学べる研修初めての方向け！

よくあるご質問

Q
講座によって異なりますが、おおむね１か月～４か月程度です。
土・日・祝日に開講するコースや夏休みコースもあります。
研修日程や研修場所などは人材センターホームページで確認できます。

研修期間はどのくらいですか？

Q
通信講座でも15日程度は通学が必要です。
通信講座なら通学は不要ですか？

高齢者介護の仕事には資格が必須でないものもあるものの、介護についての基本的な知識や技術のある人材を
希望する求人が多くなっています。また、ホームヘルパー（訪問介護員）として働くには、介護職員初任者研修以
上の資格が必須となります。

Q
試験内容は事業者によって異なりますが、習ったすべての科目からまんべんなく問題が出されます。
研修内容を振り返り理解を深めましょう。

修了試験はどのような内容ですか？
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介護職場体験
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令和４年度
介護業界の現場を

見てみよう！

介護の仕事に興味はあるけど、どんなことをしているんだろう？
サービスの種類がたくさんあるけど、どんな違いがあるんだろう？
実際に、介護の現場を見てみませんか？
※職場体験終了者は介護職員資格取得支援事業（無料）の対象者となることができ

ます。

参加者
募集中！

東京都内で介護業務への就労を希望する
●学生（大学生、短大生、専門学校生、高校生及び高等専修学校生）
●既卒者、離職者及び就業者の方
ただし、以下の方は対象外となります。
①中学生以下の方
②学校の教育課程における実習や課外活動など学校教育の一環として参加する方
③受入施設・事業所を運営する事業者において、就業及び採用内定している方

対　　象

令和５年2月28日火まで
※実施期間中に体験者１人あたり、１日～３日間の体験が可能です。
※種別が異なる複数の現場を体験することもできます。
※応募状況等により、実施期間の終了が早まる可能性があります。
　あらかじめご承知おきください。

実施期間 無 料
※ただし、体験先までの
　交通費や昼食代等は自己
　負担となります。

費　　用

社会福祉法人　東京都社会福祉協議会

東京都福祉人材センター（介護人材担当）

TEL 03-5211-2910
〒102‒0072　東京都千代田区飯田橋 3‒10‒3
 東京しごとセンター7 階

検索フクシロウ

お
問
合
せ
先

※本事業・介護職員資格取得支援事業の詳細はホームページでご確認いただけます。

東京都福祉人材センターホームページ
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/

申込方法や体験当日までの流れは中面でご確認ください。

職場体験事業申込書
記入日：　　　　年　　　月　　　日

社会福祉法人　東京都社会福祉協議会　様
　私は、令和４年度職場体験事業について、下記の誓約事項を理解した上で、職場体験に申し込みます。 
誓約事項
　私は、職場体験事業における職場体験にあたって、下記の事項を遵守します。
１　職場体験心得・流れについて確認の上、了解しました。
２　職場体験にて知り得た情報について、体験中はもちろん、体験終了後においても秘密を保持します。
確認したら忘れず 　□　誓約事項について確認しました。　　　　　年　　　　月　　　　日

住　　所
〒

フリガナ 性別（任意）

生年月日
（西暦）

　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　歳）氏　　名

連 絡 先
TEL ①　　　　　　－　　　　　　　－ ②　　　　　　－　　　　　　　－

アドレス

所　　属

学　　生 一　　般

高等学校 ・ 高等専修学校 ・ 専門学校 ・ 短期大学 ・ 大学

学部

学科　　　　　学年

離職者　・　主婦（夫）　・　就業者　（※１つ選択）

介護現場での
業務経験

介護関係資格の有無
（介護福祉士、初任者研修など）

有　・　無 有（　　　　　　　　　）  ・　無

本事業を
知った

きっかけ
※１つ選択

①東京都福祉人材センター（窓口）　　②ハローワーク（場所：　　　            　　　）
③研修実施事業者からの紹介　　④家族からの紹介　　⑤友人からの紹介　　⑥学校の先生からの紹介
⑦チラシ・ポスター（場所：　　　　　　　　　　　　　　　）　　⑧新聞（新聞名：　　　　　　　　　　　　　　）
⑨インターネット（媒体：　人材センターHP　・　YouTube　・　その他　　　          　　　）　　⑩広報東京都
⑪フリーペーパー（　　　　　　　　　　　　　　）　　⑫その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

体験終了後
の予定

（複数選択可）

①介護職員資格取得支援事業利用　　②介護職員就業促進事業利用（※①・②の詳細は人材センターHPをご覧ください）
③介護職での就職活動　　④介護職以外の福祉分野での就職活動　　⑤未定

体験希望内容 　 人材センターHP〔職場体験受入施設・事業所検索（検索システム）〕より 
体験先を選んでください。記入漏れ・誤りのないようご注意ください。

管理№ 施設・事業所名 体験可能な日程
※予備日を含めてお書きください

1
①　　　　　月　　　　　日（　 　　）
②　　　　　月　　　　　日（　　 　）
③　　　　　月　　　　　日（　　 　）

2
①　　　　　月　　　　　日（　　 　）
②　　　　　月　　　　　日（　　 　）
③　　　　　月　　　　　日（　　 　）

3
①　　　　　月　　　　　日（　　 　）
②　　　　　月　　　　　日（　　 　）
③　　　　　月　　　　　日（　　 　）

※記載いただいた個人情報は、本実施事業のみに使用し、他の目的には使用しません（体験先にも提供します）。

＜申込方法＞
本申込書を記載し、人材センター（飯田橋・多摩支
所）に持参するか、郵送・FAX・メール（ファイル
添付）にてお送りください。
申込期限： 体験希望日（一番早い日を基準）の15日

前まで（必着）

＜申込先（送付先）＞
社会福祉法人　東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター（介護人材担当）

Mail：kaigo-taiken@tcsw.tvac.or.jp　　
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kaigojinzaikakuho.html

希望体験箇所数に〇

合計

１・２・３
か所

希望体験日数に〇

合計

１・２・３
日

検索システム



介護職場体験の流れ

01 体験先の選択
体験してみたい施設・事業所を人材センターホームページに掲載の「職場体験受入施
設・事業所検索（検索システム）」から選択してください。施設・事業所により受入可能
な日時や体験できる内容などが異なります。

06 体験終了
●体験最終日、体験先に「実施報告書」を提出します。
●「実施報告書」の提出と引換に、体験先から「体験終了証」を
受取ります。

※体験終了証は、人材センターが実施する介護職員資格取得支援事業を利用して
介護職員初任者研修に申し込む際に必要となります（別途対象者要件あり）。

07 体験後
●人材センターでは、福祉の仕事に関する求人紹介・あっ旋を受けられます。
●また、介護職員資格取得支援事業の利用希望者（別途対象者要件あり）は、
人材センターで申込みができます。

※詳しくは人材センターホームページをご確認ください。

02 体験申込（体験希望日の15日前 必着）
「職場体験事業申込書」に必要事項を記入し、体験希望日（一番早い日を基準）の15日前までに
人材センターに郵送･FAX･メールでお送りいただくか、持参してください。
※申込状況等により、最終申込締切日が早まる場合があります。

03 体験先・日程調整&決定（体験日の10日前）
●申込内容に沿って人材センターが体験先と体験日程を調整します。
●体験決定日の10日前までに人材センターから「体験実施決定通知書」が届きます
（郵送）。
※「体験実施決定通知書」送付後の体験日程の変更、及びキャンセルは原則不可です。やむを得ない理由に
より、その必要がある場合は、必ずご自身で体験先にご連絡ください。
※希望した体験日の10日前までに「体験実施決定通知」が届かない場合は人材センターまでご連絡ください。

04 体験先への事前連絡（体験日の 5日前まで）・事前準備
体験者本人から体験先へ、体験日の５日前までに事前連絡をしてください。
※体験時間・服装・持ち物について確認し、指示の通りご準備ください。
※事前連絡を行わない場合は、体験は中止となりますので注意してください。

05 体験の実施（当日）
当日は利用者さんとの交流（レクリエーションへの参加や話し相手など）や、
車いす介助・食事介助の様子を見たり、作業補助（食事の配膳・下膳、洗濯
物の整理）などを体験します。
※感染症対策などにより、利用者さんと接する体験ができない場合もあります。
※体験中に不適切な服装や言動がみられる、職員さんの指示に従わないなどの場合は体験中断と
　なる場合があります。

体
験
予
定
の
２
週
間
前
か
ら
検
温
な
ど

の
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ク
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し
、
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験
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日
に
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先
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ま
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職場体験　心得

　職場体験は体験先でいろいろな方にお世話になります。また体験先では、皆さんの体験受入のために
準備をしてくださっています。感謝の気持ちを忘れずに取り組むようにしてください。
　貴重な体験の機会ですので、事前に体験先のサービス種別や特徴を調べておくことはもちろん、目的を
もって体験に臨むことでより良い体験となります。
　利用者さんの人権等に対する侮辱的な発言等の不適切な言動や不適切な服装が見られたり、職員さん
の指示に従わないなどのことがあった場合は体験中断とさせていただくこともありますので、あらかじめ
ご承知おきください（※その場合の再申込はできません）。

心構え
その
１

　職場体験にて知り得た利用者さんに関する個人情報を外部に漏らすことは絶対にしてはいけません。
　メモを取る際は個人情報管理には十分注意をしてください。また、体験中は利用者さんの意思の確認と
プライバシーの尊重を心がけてください。

個人情報管理
その
２

　体験前には、体調管理に十分注意し、毎日の生活リズムを整え、外出の際も密閉空間、密集場所、密接
場面を避けましょう。体調不良やその他感染症の疑いのある場合は無理をせず体験を中止し、事業所の
指示に従ってください。
　体験者は、所定の健康チェック表を体験先に提出します。体験前２週間の間に発熱や風邪の症状、強い
だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）等があった場合は、体験へ参加できません。また、新型コロナウ
イルス感染症の陽性者の濃厚接触者に特定された場合や、同居家族等に感染が疑われる症状がある場合
も体験へ参加できません。このほか、体験先により体験参加の基準がある場合にはそちらに従っていただ
きます。
　万が一、体験実施後２週間以内に新型コロナウイルス感染症の陽性者となったことが判明した場合に
は、体験をした事業所に連絡してください。

体験に備えた体調管理・感染症対策
その
３

※お申込の前に、「職場体験の流れ」も必ずご確認ください。
※よくある質問をまとめた「職場体験事業Q&A」を人材センターホームページに掲載しています。そちらも
　併せてご確認ください。https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kaigojinzaikakuho.html

　自分の判断で行動せずに必ず職員さんの指示に従ってください。疑
問に思うことがあれば積極的に質問しましょう。
　体験時のマスク着用、手洗い・うがい等の衛生管理、検温、その
他受け入れ施設における感染症対策に関する指示に従ってください。
　動きやすく派手ではない服装を心がけてください。また、けが防止
のため、アクセサリー類は外してください。
　万が一、体験中に事故等が発生した場合には速やかに職員さんの指
示を仰いでください。また、当該事故については必ず人材センターに
連絡してください（※人材センターでは、本事業の実施にあたり、傷害保険に加入しています）。
　体験中、携帯電話は原則使用禁止です。電源を切ってカバンにしまっておきましょう。
　決められた体験時間（開始～終了）を厳守してください。体験当日にやむを得ず遅刻や欠席をする場
合には、必ず体験先に連絡をしてください。

体験当日の決まり事
その
４

体験に不適切なもの（例）

×露出の多い服やスカート　
×サンダル等　×指輪や時計
×マニキュアや濃い化粧、香水　
×長い爪
※髪が長い人は必ず束ねてください

検索システム

「実施報告書」
提出

「体験終了証」
受取

お申込み前に必ず確認してください。



介護職場体験の流れ

01 体験先の選択
体験してみたい施設・事業所を人材センターホームページに掲載の「職場体験受入施
設・事業所検索（検索システム）」から選択してください。施設・事業所により受入可能
な日時や体験できる内容などが異なります。

06 体験終了
●体験最終日、体験先に「実施報告書」を提出します。
●「実施報告書」の提出と引換に、体験先から「体験終了証」を
受取ります。

※体験終了証は、人材センターが実施する介護職員資格取得支援事業を利用して
介護職員初任者研修に申し込む際に必要となります（別途対象者要件あり）。

07 体験後
●人材センターでは、福祉の仕事に関する求人紹介・あっ旋を受けられます。
●また、介護職員資格取得支援事業の利用希望者（別途対象者要件あり）は、
人材センターで申込みができます。

※詳しくは人材センターホームページをご確認ください。

02 体験申込（体験希望日の15日前 必着）
「職場体験事業申込書」に必要事項を記入し、体験希望日（一番早い日を基準）の15日前までに
人材センターに郵送･FAX･メールでお送りいただくか、持参してください。
※申込状況等により、最終申込締切日が早まる場合があります。

03 体験先・日程調整&決定（体験日の10日前）
●申込内容に沿って人材センターが体験先と体験日程を調整します。
●体験決定日の10日前までに人材センターから「体験実施決定通知書」が届きます
（郵送）。
※「体験実施決定通知書」送付後の体験日程の変更、及びキャンセルは原則不可です。やむを得ない理由に
より、その必要がある場合は、必ずご自身で体験先にご連絡ください。

※希望した体験日の10日前までに「体験実施決定通知」が届かない場合は人材センターまでご連絡ください。

04 体験先への事前連絡（体験日の 5日前まで）・事前準備
体験者本人から体験先へ、体験日の５日前までに事前連絡をしてください。
※体験時間・服装・持ち物について確認し、指示の通りご準備ください。
※事前連絡を行わない場合は、体験は中止となりますので注意してください。

05 体験の実施（当日）
当日は利用者さんとの交流（レクリエーションへの参加や話し相手など）や、
車いす介助・食事介助の様子を見たり、作業補助（食事の配膳・下膳、洗濯
物の整理）などを体験します。
※感染症対策などにより、利用者さんと接する体験ができない場合もあります。
※体験中に不適切な服装や言動がみられる、職員さんの指示に従わないなどの場合は体験中断と
　なる場合があります。

体
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予
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間
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職場体験　心得

　職場体験は体験先でいろいろな方にお世話になります。また体験先では、皆さんの体験受入のために
準備をしてくださっています。感謝の気持ちを忘れずに取り組むようにしてください。
　貴重な体験の機会ですので、事前に体験先のサービス種別や特徴を調べておくことはもちろん、目的を
もって体験に臨むことでより良い体験となります。
　利用者さんの人権等に対する侮辱的な発言等の不適切な言動や不適切な服装が見られたり、職員さん
の指示に従わないなどのことがあった場合は体験中断とさせていただくこともありますので、あらかじめ
ご承知おきください（※その場合の再申込はできません）。

心構え
その
１

　職場体験にて知り得た利用者さんに関する個人情報を外部に漏らすことは絶対にしてはいけません。
　メモを取る際は個人情報管理には十分注意をしてください。また、体験中は利用者さんの意思の確認と
プライバシーの尊重を心がけてください。

個人情報管理
その
２

　体験前には、体調管理に十分注意し、毎日の生活リズムを整え、外出の際も密閉空間、密集場所、密接
場面を避けましょう。体調不良やその他感染症の疑いのある場合は無理をせず体験を中止し、事業所の
指示に従ってください。
　体験者は、所定の健康チェック表を体験先に提出します。体験前２週間の間に発熱や風邪の症状、強い
だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）等があった場合は、体験へ参加できません。また、新型コロナウ
イルス感染症の陽性者の濃厚接触者に特定された場合や、同居家族等に感染が疑われる症状がある場合
も体験へ参加できません。このほか、体験先により体験参加の基準がある場合にはそちらに従っていただ
きます。
　万が一、体験実施後２週間以内に新型コロナウイルス感染症の陽性者となったことが判明した場合に
は、体験をした事業所に連絡してください。

体験に備えた体調管理・感染症対策
その
３

※お申込の前に、「職場体験の流れ」も必ずご確認ください。
※よくある質問をまとめた「職場体験事業Q&A」を人材センターホームページに掲載しています。そちらも
　併せてご確認ください。https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kaigojinzaikakuho.html

　自分の判断で行動せずに必ず職員さんの指示に従ってください。疑
問に思うことがあれば積極的に質問しましょう。
　体験時のマスク着用、手洗い・うがい等の衛生管理、検温、その
他受け入れ施設における感染症対策に関する指示に従ってください。
　動きやすく派手ではない服装を心がけてください。また、けが防止
のため、アクセサリー類は外してください。
　万が一、体験中に事故等が発生した場合には速やかに職員さんの指
示を仰いでください。また、当該事故については必ず人材センターに
連絡してください（※人材センターでは、本事業の実施にあたり、傷害保険に加入しています）。
　体験中、携帯電話は原則使用禁止です。電源を切ってカバンにしまっておきましょう。
　決められた体験時間（開始～終了）を厳守してください。体験当日にやむを得ず遅刻や欠席をする場
合には、必ず体験先に連絡をしてください。

体験当日の決まり事
その
４

体験に不適切なもの（例）

×露出の多い服やスカート　
×サンダル等　×指輪や時計
×マニキュアや濃い化粧、香水　
×長い爪
※髪が長い人は必ず束ねてください

検索システム

「実施報告書」
提出

「体験終了証」
受取

お申込み前に必ず確認してください。



介護職場体験
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令和４年度
介護業界の現場を

見てみよう！

介護の仕事に興味はあるけど、どんなことをしているんだろう？
サービスの種類がたくさんあるけど、どんな違いがあるんだろう？
実際に、介護の現場を見てみませんか？
※職場体験終了者は介護職員資格取得支援事業（無料）の対象者となることができ

ます。

参加者
募集中！

東京都内で介護業務への就労を希望する
●学生（大学生、短大生、専門学校生、高校生及び高等専修学校生）
●既卒者、離職者及び就業者の方
ただし、以下の方は対象外となります。
①中学生以下の方
②学校の教育課程における実習や課外活動など学校教育の一環として参加する方
③受入施設・事業所を運営する事業者において、就業及び採用内定している方

対　　象

令和５年2月28日火まで
※実施期間中に体験者１人あたり、１日～３日間の体験が可能です。
※種別が異なる複数の現場を体験することもできます。
※応募状況等により、実施期間の終了が早まる可能性があります。
　あらかじめご承知おきください。

実施期間 無 料
※ただし、体験先までの
　交通費や昼食代等は自己
　負担となります。

費　　用

社会福祉法人　東京都社会福祉協議会

東京都福祉人材センター（介護人材担当）

TEL 03-5211-2910
〒102‒0072　東京都千代田区飯田橋 3‒10‒3
 東京しごとセンター7 階

検索フクシロウ

お
問
合
せ
先

※本事業・介護職員資格取得支援事業の詳細はホームページでご確認いただけます。

東京都福祉人材センターホームページ
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/

申込方法や体験当日までの流れは中面でご確認ください。

職場体験事業申込書
記入日：　　　　年　　　月　　　日

社会福祉法人　東京都社会福祉協議会　様
　私は、令和４年度職場体験事業について、下記の誓約事項を理解した上で、職場体験に申し込みます。 
誓約事項
　私は、職場体験事業における職場体験にあたって、下記の事項を遵守します。
１　職場体験心得・流れについて確認の上、了解しました。
２　職場体験にて知り得た情報について、体験中はもちろん、体験終了後においても秘密を保持します。
確認したら忘れず 　□　誓約事項について確認しました。　　　　　年　　　　月　　　　日

住　　所
〒

フリガナ 性別（任意）

生年月日
（西暦）

　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　歳）氏　　名

連 絡 先
TEL ①　　　　　　－　　　　　　　－ ②　　　　　　－　　　　　　　－

アドレス

所　　属

学　　生 一　　般

高等学校 ・ 高等専修学校 ・ 専門学校 ・ 短期大学 ・ 大学

学部

学科　　　　　学年

離職者　・　主婦（夫）　・　就業者　（※１つ選択）

介護現場での
業務経験

介護関係資格の有無
（介護福祉士、初任者研修など）

有　・　無 有（　　　　　　　　　）  ・　無

本事業を
知った

きっかけ
※１つ選択

①東京都福祉人材センター（窓口）　　②ハローワーク（場所：　　　            　　　）
③研修実施事業者からの紹介　　④家族からの紹介　　⑤友人からの紹介　　⑥学校の先生からの紹介
⑦チラシ・ポスター（場所：　　　　　　　　　　　　　　　）　　⑧新聞（新聞名：　　　　　　　　　　　　　　）
⑨インターネット（媒体：　人材センターHP　・　YouTube　・　その他　　　          　　　）　　⑩広報東京都
⑪フリーペーパー（　　　　　　　　　　　　　　）　　⑫その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

体験終了後
の予定

（複数選択可）

①介護職員資格取得支援事業利用　　②介護職員就業促進事業利用（※①・②の詳細は人材センターHPをご覧ください）
③介護職での就職活動　　④介護職以外の福祉分野での就職活動　　⑤未定

体験希望内容 　 人材センターHP〔職場体験受入施設・事業所検索（検索システム）〕より 
体験先を選んでください。記入漏れ・誤りのないようご注意ください。

管理№ 施設・事業所名 体験可能な日程
※予備日を含めてお書きください

1
①　　　　　月　　　　　日（　 　　）
②　　　　　月　　　　　日（　　 　）
③　　　　　月　　　　　日（　　 　）

2
①　　　　　月　　　　　日（　　 　）
②　　　　　月　　　　　日（　　 　）
③　　　　　月　　　　　日（　　 　）

3
①　　　　　月　　　　　日（　　 　）
②　　　　　月　　　　　日（　　 　）
③　　　　　月　　　　　日（　　 　）

※記載いただいた個人情報は、本実施事業のみに使用し、他の目的には使用しません（体験先にも提供します）。

＜申込方法＞
本申込書を記載し、人材センター（飯田橋・多摩支
所）に持参するか、郵送・FAX・メール（ファイル
添付）にてお送りください。
申込期限： 体験希望日（一番早い日を基準）の15日

前まで（必着）

＜申込先（送付先）＞
社会福祉法人　東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター（介護人材担当）

Mail：kaigo-taiken@tcsw.tvac.or.jp　　
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kaigojinzaikakuho.html

希望体験箇所数に〇

合計

１・２・３
か所

希望体験日数に〇

合計

１・２・３
日

検索システム



東京都社会福祉協議会 東京都福祉人材センター 介護人材確保対策事業 

 

 

 

●日本介護センターでできる職場体験 ※体験希望日の 15 日前までにお申し込みが必要です 

事業所名 所在地 サービスの種類 管理 No. 

日介センター蒲田 
大田区多摩川 

東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩 3 分 

JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩 8分 

訪問介護 D1-027 

日介センター足立 
足立区西新井 

東武大師線 大師前駅 徒歩 8分 
訪問介護 D1-028 

日介センター目黒 
目黒区祐天寺 

東急東横線 祐天寺駅 徒歩 3分 
訪問介護 D1-029 

日介ケアセンター本木 

足立区本木 

東武スカイツリーライン・東京メトロ千代田線 

東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス 

北千住駅より 東武バス 北 01系統 

「本木新道」下車 徒歩１分 

通所介護（デイサービス） D3-020 

日介ケアセンター島根 

足立区島根 

東武スカイツリーライン 

北千住駅または竹ノ塚駅より 

都バス 北 47 系統「島根町」下車 徒歩１分 

地域密着型通所介護 

（デイサービス） 
D16-020 

日介ケアセンター六町 
足立区六町 

つくばエクスプレス線 六町駅 徒歩 10分 

（介護予防）認知症対応型通所介護 

（デイサービス） 
D10-003 

日介ケアセンター成田東 
杉並区成田東 

東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅 徒歩 4分 

JR中央・総武線 阿佐ヶ谷駅 徒歩 10 分 

（介護予防）認知症対応型通所介護 

（デイサービス） 
D10-004 

●日本介護センターでできる初任者研修 ※開講日の 15 日前までにお申し込みが必要です 

講座番号 締切日 
日程 

9：30～17：40 ※日によって終了時間が異なります 
研修場所 

86 

（平日） 
7/6(水) 

7/21，22，27，28， 

8/3，4，5，10，17，18，19，24，25，26 

足立区竹の塚 5-1-14 

東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 東口 徒歩 10分 

87 

（土曜日） 
8/19(金) 

9/3，10，17，10/1，8，15，22，29， 

11/5，12，19，26，12/3，10 

88 

（水曜日） 
8/23(火) 

9/7，14，21，28，10/5，12，19，26， 

11/2，9，16，30，12/7，21 

89 

（土日） 
12/23(金) 

1/7，8，14，15，21，22，28，29， 

2/4，5，12，18，19，25 

90 

（平日） 
12/27(火) 

1/11，12，18，19，24，25，31， 

2/1，7，8，9，16，21，22 

 

 

 

 

日本介護センター以外にもたくさんの職場体験先、初任者研修があります。詳しくは、福祉人材センターホームページでご確認ください  

介護の仕事に関心のある方に、実際に介護施設や事業所で現場を体験していただき、介護サービスや業務内容の理解

を深めるとともに、自分の適性や職場の雰囲気を見ることによって、ミスマッチを防止し、介護職場への定着を図る

ことを目的としています。職場体験は、最大３日間（１日～）可能！１日ごとにサービスの種類を変えることがで

き、様々な場所で見学ができます。職場体験を終了すると、「介護職員資格取得支援事業」の利用対象者となるため、

無料で初任者研修を受講することができ、また求人紹介などを利用することも可能です。


