事
務
連
絡
令和３年９月１３日
一般社団法人全国介護事業者連盟

御中
厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

「令和３年度仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業」の「～ケアマネジャー
向け～家族介護者の仕事と介護の両立支援 研修」（モデル研修）の開催について
【受講者募集】
平素より介護保険行政の適正な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
かねてよりお知らせさせていただいておりましたとおり、標記の内容について別添の
とおり都道府県に周知いたしましたので、内容をご確認の上、会員の皆様にご周知くだ
さいますようお願いいたします。
なお、周知にあたりましては、当該研修は、ケアマネジャーやその他家族介護者支援
に携わる方をはじめとした、主に、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、小規
模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護支援事業所、介護老人保健施
設等でケアマネジメント業務、相談業務等に携わっている方を対象に行いますので、こ
れらの方々を対象にご案内いただくとともに、ご参加されたい方々は、お申込み専用サ
イト（https://murc-jimukyoku.smartcore.jp/murc-osjimukyoku4_entry）から、開催日の３日前
までを目途にお申込みいただくよう、周知をお願いいたします。
お問い合わせは、下記のお問い合わせ先宛てに直接メールにてご連絡いただくよう併
せてお伝えのほどお願いいたします。
【別添資料】都道府県宛メール
記
１

日

時：

以下のとおり

● １回目：令和３年 10 月 20 日（水）10：00～15：20（開場９：30）
● ２回目：令和３年 11 月 19 日（金）10：00～15：20（開場９：30）
※ いずれも同じ内容です。ご都合の合う日程にお申込みください。
２

場

所：

オンライン開催（Zoom）

３

内

容：

別添チラシ参照

４

定

員：

各回 80 名（先着順）（各回とも、定員になり次第締め切ります。）

５

参加費：無料

※

受講者募集チラシにつきましては、別途、当該事業の委託先（三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング株式会社）から郵送いたしますので、適宜ご活用いただければ幸
いです。

【研修の申込、内容に関する問い合わせ先】

【担当者】
厚生労働省

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社

雇用環境・均等局

職業生活両立課

仕事と介護の両立支援研修事務局 横幕、鈴木（陽）、加藤

育児・介護休業係：市川、平岩
電

話：03-5253-1111（内線 7863）
老健局

認知症施策・地域介護推進課
人材研修係：原、勝田、小谷

電

話：03-5253-1111（内線 3936）

e-mail：

murc-osjimukyoku_4@murc.jp

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お問い合わせは上
記メールアドレスにお送りください。
お電話が必要な場合、その旨記載いただければ、担当より折
り返し電話をいたします。ご不便をおかけして申し訳ござい
ません。

事
務
連 絡
令和３年９月１０日
各

都道府県

介護保険担当主管部（局）御中
厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

「令和３年度仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業」の「～ケアマネジャー
向け～家族介護者の仕事と介護の両立支援 研修」（モデル研修）の開催について
【受講者募集】
平素より介護保険行政の適正な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、令和３年３月開催の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議においてご説
明させていただきましたが、介護離職ゼロに向けた取組として、令和元年の規制改革実
施計画において、「ケアマネジャーが、就労している家族の勤務実態も踏まえてケアプ
ランを作成できるよう、セミナーの開催等を通じて情報提供や支援を行う」旨、閣議決
定されたことを受け、令和２年度、雇用環境・均等局職業生活両立課において、ケアマ
ネジャーが仕事と介護の両立支援について学べるよう、研修カリキュラムを策定したと
ころです。令和３年度事業においては、当該研修カリキュラムの全国的な普及展開を図
ることを目的として、
「～ケアマネジャー向け～家族介護者の仕事と介護の両立支援 研
修」（モデル研修）並びに「講師派遣研修」（当該事業にて養成された講師を派遣（オ
ンライン含む）した上での研修）を開催いたします。
※

「講師派遣研修」の【派遣先募集】につきましては、別途ご案内差し上げます。

つきましては、下記のとおり「モデル研修」を開催いたしますので、お忙しいところ
誠に恐縮ですが、貴都道府県におかれましては、内容をご確認の上で、管内市町村に周
知いただきますようお願い申し上げます。
なお、管内市町村への周知にあたりましては、当該研修は、ケアマネジャーやその他
家族介護者支援に携わる方をはじめとした、主に、居宅介護支援事業所、地域包括支援
センター、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護支援事業所、
介護老人保健施設等でケアマネジメント業務、相談業務等に携わっている方を対象に行
いますので、管内市町村からは、これらの方々を対象にご案内いただくとともに、
ご参加されたい方々は、
お申込み専用サイト（https://murc-jimukyoku.smartcore.jp/murc-osjimukyoku4_entry）から、
開催日の３日前までを目途にお申込みいただくよう、周知をお願いいたします。
お問い合わせは、下記のお問い合わせ先宛てに直接メールにてご連絡いただくよう併
せてお伝えのほどお願いいたします。

【別添資料】
○ 依頼状
○ 受講者募集チラシ
記
１

日

●
●

時：

以下のとおり

１回目：令和３年 10 月 20 日（水）10：00～15：20（開場９：30）
２回目：令和３年 11 月 19 日（金）10：00～15：20（開場９：30）

※

いずれも同じ内容です。ご都合の合う日程にお申込みください。

２

場

所：

オンライン開催（Zoom）

３

内

容：

別添チラシ参照

４

定

員：

各回 80 名（先着順）（各回とも、定員になり次第締め切ります。）

※

ケアマネジャー向けの研修を企画・実施している自治体や研修実施機関の方の傍聴
も受け付けております。傍聴をご希望の方は、以下の必要事項を記載の上、両日程と
もに、開催日の３日前までを目途に、お問い合わせ先にメールにてご相談ください。
①希望する参加日時、②団体名・部署、③氏名、④電話番号、
⑤e-mail アドレス（資料閲覧と、Zoom に参加するデバイスが異なる場合は両方）

５

※

参加費：無料

詳細につきましては、別添の依頼状、受講者募集チラシに記載してございますので、
周知の際にご活用いただければ幸いです。なお、受講者募集チラシにつきましては、
別途、当該事業の委託先（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）から都
道府県と政令指定都市宛てに郵送にて 50 部送付しておりますので、適宜ご活用いた
だければ幸いです。
【研修の申込、内容に関する問い合わせ先】

【担当者】
厚生労働省

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社

雇用環境・均等局 職業生活両立課

仕事と介護の両立支援研修事務局 横幕、鈴木（陽）、加藤

育児・介護休業係：市川、平岩
電

話：03-5253-1111（内線 7863）
老健局

認知症施策・地域介護推進課
人材研修係：原、勝田、小谷

電

話：03-5253-1111（内線 3936）

e-mail：

murc-osjimukyoku_4@murc.jp

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お問い合わせは上
記メールアドレスにお送りください。
お電話が必要な場合、その旨記載いただければ、担当より折
り返し電話をいたします。ご不便をおかけして申し訳ござい
ません。

令和３年９月

各

都道府県

介護保険ご担当主管部（局）御中

各

市区町村

介護保険ご担当主管部（局）御中

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

「令和３年度仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業」

「～ケアマネジャー向け～家族介護者の仕事と介護の両立支援

研修」

（モデル研修）周知のお願い
拝啓 時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。このたびの新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けていらっしゃる方々、また、豪雨などで被災さ
れた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、弊社では、厚生労働省の委託を受け、「令和３年度仕事と介護の両立支
援カリキュラム策定展開事業」を実施しております。本事業では、令和２年度
に策定した、ケアマネジャーが仕事と介護の両立支援について学ぶ研修カリキ
ュラムの全国的な普及展開を図ることを目的としています。
本事業の一環として、
「～ケアマネジャー向け～家族介護者の仕事と介護の両
立支援 研修」（モデル研修）を実施いたします。
つきましては、本事業の趣旨をご理解いただくとともに、下記内容を確認の
上、管内事業所等への周知にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
敬具
記

（１） 研修の実施概要
開催日時

■令和３年 10 月 20 日（水）10:00～15：20

（開場９：30）

■令和３年 11 月 19 日（金）10:00～15：20

（開場９：30）

※いずれも同じ内容です。
対象者

ケアマネジャー、その他家族介護者支援に携わる方
（主に、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、小規模多機能
型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護支援事業所、介護老
人保健施設等でケアマネジメント業務、相談業務等に携わっている方）

※ケアマネジャー向けの研修を企画・実施している自治体の皆様や
研修実施機関の方の傍聴も受け付けております。
※傍聴をご希望の方は、お問合わせ先までご相談ください。

定員

各回 80 名（先着順）
※各回とも、定員になり次第締め切ります。

参加費
開催方法

無料
Zoom ミーティング

（２） ご依頼事項
下記の周知先につきまして、周知へのご協力をお願い申し上げます。


都道府県介護保険ご担当主管部（局）の皆様
管内市区町村及び管内の居宅介護支援事業所、その他関係団体等への周知を
お願い申し上げます。



市区町村介護保険ご担当主管部（局）の皆様
管内の地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介
護事業所、看護小規模多機能型居宅介護支援事業所、介護老人保健施設、そ
の他関係団体等への周知をお願い申し上げます。

研修の詳細や申込方法等につきましては、別添の受講者募集チラシに記載し
てございますので、ご活用いただけますと幸いです。また、募集チラシにつき
ましては、都道府県及び政令指定都市へ別途郵送にて 50 部送付させていただき
ますので、適宜ご活用いただければ幸いです。
なお、本研修は、自治体担当部局の皆様の傍聴も受け付けております。傍聴
を希望される際は、下記お問い合わせ先メールアドレスに、「①希望する参加日
時、②団体名・部署、③氏名、④電話番号、⑤e-mail アドレス（資料閲覧と Zoom
に参加するデバイスが異なる場合は両方）」を記載の上、両日程ともに開催日の
３日前までを目途にご連絡いただけますと幸いです。

《本件に関するお問い合わせ先》
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社
仕事と介護の両立支援研修事務局 横幕、鈴木（陽）、加藤
e-mail：murc-osjimukyoku_4@murc.jp
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お問い合わせは上記メールアドレスにお送り
ください。お電話が必要な場合、その旨記載いただければ、担当より折り返し電話をいた
します。ご不便をおかけして申し訳ございません。

無料研修会 開催のご案内

～ケアマネジャー向け～
家族介護者の仕事と介護の両立支援 研修
厚生労働省「令和３年度仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業」

■研修の概要
ケアマネジャーの皆様がケアマネジメント業務を行う中で、利用者が望む生活、自立した生活に大きく影響する家族が抱
える課題に目を向けることも大切です。家族が就労をしている場合、仕事と介護の両立に課題を抱え、離職に結びつくこと
もあります。厚生労働省では、家族が就労している場合の支援について、任意に研修を実施する際に活用可能な「仕事と
介護の両立支援カリキュラム」を令和２年度に策定しました。
本研修は、このカリキュラムに基づいて、ケアマネジャーの皆様が、家族が就労している場合の支援方法について基礎的な
内容を習得し、ケアマネジメント業務の実践に結び付けることを目的に実施します。

■開催概要
開催日時

令和３年 10 月 20 日（水） 10:00～15：20
令和３年 11 月 19 日（金） 10:00～15：20

（開場９：３０）

（開場９：３０）
※いずれも同じ内容です。ご都合の合う日程にお申込みください。

対象者

ケアマネジャー、その他家族介護者支援に携わる方
（主に、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、小規模多機能型居宅介護事業所、看
護小規模多機能型居宅介護支援事業所、介護老人保健施設等でケアマネジメント業務、相談
業務等に携わっている方）

※ケアマネジャー向けの研修を企画・実施している自治体や研修実施機関の方の傍聴も
受け付けております。
※傍聴をご希望の方は、以下の必要事項を記載の上、お問い合わせ先にメールにて
ご相談ください。
①希望する参加日時、②団体名・部署、③氏名、④電話番号、⑤e-mail アドレス（資料
閲覧と、Zoom に参加するデバイスが異なる場合は両方）

定員

各回 80 名（先着順）
※各回とも、定員になり次第締め切ります。

参加費
開催方法

無料
Zoom ミーティング
※開催日までに、お申込みの際に伺ったメールアドレスに Zoom ミーティング情報をお送りします。
※受講者の皆様には、職場、自宅等で有線 LAN や Wi-Fi など通信環境が確保されているところでインタ
ーネット接続可能な機器（パソコン・タブレット端末）にてご参加ください。
※グループワークを実施するため、周囲の声が入らない場所からご参加ください。
※同じ職場から複数人参加する場合は、ハウリングしないよう別の部屋から参加するか、
ヘッドセット等をご用意ください。

こちらからも読み取りできます

■申し込み方法
以下の URL にアクセスいただき、必要事項を入力の上、お申込みください。

研修会資料の送付の関係上、両日程ともに開催日の３日前までを目途にお申込みください。

お申込み専用 URL
https://murc-jimukyoku.smartcore.jp/murc-osjimukyoku4_entry
■プログラム
時間

プログラム

10:00～10:10（10 分）

開会・オリエンテーション

10:10～10:45（35 分）

【ステップ１】家族が就労している場合の支援の視点（講演）
 就労している家族介護者の実態、取り巻く環境の理解を深めます。

（10 分）
10:55～11:45（50 分）
（60 分）

12:45～14:40（115 分）

（10 分）
14:50～15:20（30 分）

休憩
【ステップ２】両立支援制度の活用も踏まえたケアマネジメントの方法（講演）
 両立支援制度を上手く活用して、介護をしている家族が仕事との両立を図るためのアドバイ
ス方法について、育児・介護休業法の復習も行いながら学びます。
昼食・休憩
【ステップ３】家族介護者の仕事と介護の両立を踏まえたケアマネジメントの事例検討
（グループワーク）
 グループに分かれてロールプレイングを行いながら、家族介護者の仕事と介護の両立に資する
ケアプラン、アドバイスの方法について学びます。
休憩
【ステップ４】研修の振り返り、アンケート
 就労している家族に対する支援についての振り返り、研修内容の習得状況の確認を行いま
す。

■お問い合わせ先
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 仕事と介護の両立支援研修事務局 横幕、鈴木（陽）、加藤
メールアドレス：murc-osjimukyoku_4@murc.jp
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お問い合わせは上記メールアドレスにお送りください。お電話が必要な場合、その旨記載いただ
ければ、担当より折り返し電話をいたします。ご不便をおかけして申し訳ございません。
■お申込み・開催に関しての留意事項
・反社会的勢力に該当すると認められる場合は、お申し込みを受付することができません。
・録音・録画は固くお断りいたします。
・同業者の方はお申し込みをお断りさせていただく場合があります。
・止むを得ない事情により、予告なくプログラムに変更が生じる場合がございます。
■個人情報の取り扱いについて 以下に同意の上、お申込みください。
1. ご記入いただいた氏名、住所、電話番号、その他の個人情報は、当社の「個人情報保護方針」（https://www.murc.jp/corporate/privacy/）及び、「個人情報の取り扱いについ
て」（https://www.murc.jp/privacy/）に従って適切に取り扱います。
2. お預かりした個人情報は、当社において、本研修の運営及び本研修に関するご連絡、今後の企画の参考の目的に限って利用し、厳重に管理いたします。
3. お預かりした個人情報は、法令等に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者には提供いたしません。
4. お預かりした個人情報は、事業委託者である厚生労働省及び業務委託により当社以外の第三者にその取り扱いを委託する場合がございます。そうした場合には、十分な個人情報保護の水
準を備える者を選定し、契約によって個人情報の保護水準を守るよう定め、個人情報を適切に取り扱います。
5. 申込フォームの必須項目には必ずご記入ください。必須項目にご記入頂けない場合は、お申込みをお受けできない場合がございます。また、ご記入内容に不備がある場合は、改めて内容の確
認をさせて頂く場合がございます。なお、必須項目以外のご記入は任意ですが、できるだけご記入いただけますようお願い申し上げます。
6. お預かりした個人情報の開示、訂正、利用停止等若しくは利用目的の通知のご請求、または個人情報に関する苦情のお申し出、その他の問い合わせにつきましては、事務局問い合わせ先ま
でご連絡ください。

