
安心して働くことのできる介護事業所の職場づくりを支援することによって、

介護人材の確保と定着、育成を図ることを目的として、

東京都の介護関係の行政機関、事業者団体、介護関係団体等が参集し、

相互の施策や事業に対する情報交換を行いながら、

介護労働の現状と展望について考えています。

東京都介護労働
懇談会

介護関係団体

行政機関等その他
関係機関等

その他
関係機関等

日本介護クラフトユニオン（NCCU）は、介護業界
および関連事業に働く人たちが結集した労働組合
です。このように、同じ職業の人たちが会社（法人）
の垣根を越えて横断的に組織する労働組合を「職
業別労働組合（クラフトユニオン）」といいます。
一般的な企業別労働組合に対し、職業別労働組
合であるNCCUは、働く者が会社（法人）の枠組
みに縛られることなく一つにまとまることにより、
各会社（法人）との個別交渉にとどまらず、国や自
治体、業界全体も交渉相手として働きかけていく
ことができる新しいかたちの労働組合です。

〒105-0014
東京都港区芝2丁目20-12　友愛会館13F
TEL:03-5730-9381  FAX:03-5730-9382

ＵＡゼンセン日本介護
クラフトユニオン

〒105-0014
東京都港区芝2丁目20-12　友愛会館13F
TEL:03-5366-2641  FAX:03-5366-2642

〒105-0014
東京都港区芝2丁目20-12　友愛会館13F
TEL:03-5366-2641  FAX:03-5366-2642

福祉人材センターは、福祉分野の求人を専門に
扱っている機関です。福祉の仕事に関する相談・
紹介あっ旋、面接会やセミナーの開催などを行っ
ています。
求人サイト「福祉のおしごと」では、福祉・介護の
仕事を検索できます。

東京都社会福祉協議会
東京都福祉人材センター

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第
30号）に定める介護福祉士養成施設（一般に、介
護福祉士を養成する専門学校、短期大学、大学）
の全国団体です。
1988（昭和63）年４月、わが国で初めて開校した
25校の有志が呼びかけて翌1989（平成元）年４
月28日任意団体として発足し、1991（平成3）年
３月27日社団法人として厚生大臣から設立許可さ
れています。平成２５年４月1日公益社団法人に移
行しました。

公益社団法人
日本介護福祉士養成施設協会

行政機関等

〒100-0013
東京都千代田区霞が関3丁目6-14
三久ビル7F
TEL:03-5512-4745  FAX:03-5512-4746

〒105-0014
東京都港区芝2丁目20-12　友愛会館13F
TEL:03-5366-2641  FAX:03-5366-2642

自治労東京都本部は1954年に設立されました。
地域公共サービスの担い手として、都庁や区役
所、市役所、町村役場、一部事務組合、公共交
通など、自治体職員だけでなく、公社・事業団、
福祉や医療などに関わる民間労働者や臨時・非
常勤等職員なども自治労の仲間です。
自治労は、全国2741単組、約85万人(2013年
6月現在)の仲間が結集する産別組合です。

自治労東京都本部

〒161-0034
東京都新宿区上落合2丁目28番7号
落合高山ビル4F
TEL:03-5338-8988
FAX:03-5338-8981

〒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
TEL:03-5211-2860
FAX:03-5211-1494

〒105-0014
東京都港区芝2丁目20-12　友愛会館13F
TEL:03-5366-2641  FAX:03-5366-2642

東京都の子育て支援施策、障害者や高齢者に対
する保健・福祉施策、医療提供体制の整備、健
康づくりや医療費助成などの施策、また、社会福
祉施設に対する指導検査や、生活保護や国民健
康保険制度の円滑な運営に関する事務等を主な
業務としています。

東京都福祉保健局

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一本庁舎
TEL:03-5320-4032（代表）
 03-5320-4201（総務部企画政策課）
 03-5320-4049（生活福祉部地域福祉推進課）
 03-5320-4279（高齢社会対策部介護保険課）

〒105-0014
東京都港区芝2丁目20-12　友愛会館13F
TEL:03-5366-2641  FAX:03-5366-2642

東京の産業の活性化、雇用の確保を図るための
さまざまな施策、農林水産業や観光産業の振興
に取り組んでいます。
働く方のご相談への対応、能力開発、情報提供
等のサービスを行っています。

■東京都の雇用就業に関するWEBサイト
　TOKYOはたらくネット
■東京しごとセンター

ハローワークは、就職相談や仕事の紹介、雇用保
険の支給、職業訓練など就職に関して総合的なサー
ビスを提供する、厚生労働省の出先機関で、都内１
７箇所にて業務を行っています。
ハローワークでは都内５か所に、福祉分野専門窓口
『ハートフルワークコーナー』を設置して、特に福祉
分野でのお仕事をお探しの方や転職をお考えの方な
どに対しきめ細やかなサポートをしています。
設置5か所は下記です。

東京都産業労働局

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一本庁舎
TEL:03-5320-4706（雇用就業部能力開発課）
FAX:03-5388-1452

労働相談や労働法違反の摘発、労災保険・雇用保
険料の徴収、職業紹介、失業の防止等を主な業務
としています。
また、関連機関である労働基準監督署、ハローワー
クと連携することにより、働く環境や質の向上、雇
用の拡充、安定雇用に取り組んでいます。

〒102-8305
東京都千代田区九段南1-2-1
九段第三合同庁舎12階
TEL:03-3512-1656（職業安定部）
FAX:03-3512-1565

東京都荒川区荒川7-50-9 センターまちや5階
TEL:03-5901-3061

公益財団法人 介護労働安定センター東京支部

東京労働局

ハローワーク
（ハートフルワークコーナー）

介護に関わるすべての方々へ
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介護関係
団体

東京都内の特別養護老人ホーム、養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、地域包括支援センター、
在宅介護支援センター、デイサービスセンターを
会員とする組織です。
利用者主体による高齢者福祉の発展をめざし、
会員が相互に研さんを重ねながらサービスの質を
高め、研修会や実践研究発表会、調査研究活動、
提言活動（ソーシャルアクション）などを行ってい
ます。

（事務局）〒162-8953
東京都新宿区神楽河岸1-1
TEL:03-3268-7172
FAX:03-3268-0635

全国老人保健施設協会東京都支部は、都内約160
の介護老人保健施設が加盟して活動しています。
加盟施設の共通の目標は、ケアのプロフェッショ
ナルとして要支援および要介護高齢者の皆様の
自立支援と家庭復帰を推進することであり、その
ための職員研修や、都民の皆様への広報活動等
を活発に行っています。

〒160-0022
東京都新宿区新宿3-32-10
松井ビル58号室
TEL:03-5366-2641
FAX:03-5366-2642

一般社団法人
東京都老人保健施設協会
（公益社団法人全国老人保健施設協会東京都支部）

一般社団法人
東京都老人保健施設協会

介護付きホーム（特定施設）は、ご入居者が顔な
じみの職員による介護サービスを受けながら、最
期まで「自分らしい」生活を送ることを目指した住
まいです。
特定協では、介護付きホームの事業者を代表し
て、介護の現場での問題点や改善点を国に対し
て意見・表明します。また、そのための研修会や
意見交換会を開催し、情報共有、問題解決の糸
口を探っていきます。
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-8-3
西島ビル5F
TEL:03-5733-9363
FAX:03-5733-9361

一般社団法人
全国特定施設事業者協議会

福祉用具の普及促進、利用者情報の分析、開発
への反映など、事業を通じて総合的な介護システ
ムの増進に資すること、地域福祉の発展に寄与
することを活動の目的としています。
併せて、福祉用具供給事業に従事する人の教育・
研修事業を行っています。

〒105-0013
東京都港区浜松町2-7-15　三電舎ビル4階
TEL:03-6721-5222（代表）
FAX:03-3434-3414

一般社団法人
日本福祉用具供給協会

介護サービス事業の健全な発展と事業基盤の確
立、安全化を図るため行政当局への積極的な提
言活動を行うと共に、実践的なテーマを取り上げ
て年に10回程セミナーを開催しています。また、
メールマガジンにて介護関連のニュースや活動報
告を発信しています。

〒153-0044
東京都目黒区大橋2-24-2
中村ビル6階
TEL:03-5433-5520
FAX:03-5433-5130

一般社団法人
日本在宅介護協会東京支部

訪問介護員（ホームヘルパー）の資質向上、処遇
改善を目指し、訪問介護員やサービス提供責任
者を対象に、各種研修会を開催しています。

〒116-0013
東京都荒川区西日暮里4-14-1　1階
特定非営利活動法人
東京ケアネットワーク（研修室）
TEL:03-5834-7680
FAX:03-5834-7680

日本ホームヘルパー協会
東京都支部

シルバーサービス業界が自主的なサービス評価
制度として定めた「シルバーマーク制度」。その基
準の策定、審査、認定などの制度運営、交付を担っ
ています。
また、介護従事者を評価し、人材育成を目指す
「キャリア段位制度」の運営もしています。

〒105-0003
東京都港区西新橋3-25-33
NP御成門ビル6F
TEL:03-5402-4880（総務部）
FAX:03-5402-4884

一般社団法人
シルバーサービス振興会

介護サービス利用者が、住み慣れた地域で健や
かで豊かな人生を送るため、民間事業者ができる
介護サービスの在り方を提案、開発、提供します。

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-5-3
児谷ビル3F
TEL:03-5289-4381
FAX:03-5289-4382

一般社団法人
「民間事業者の質を高める」
全国介護事業者協議会

福祉用具に関する調査研究及び開発、福祉用具
情報の収集及び提供、義肢装具士国家試験を実
施する公益法人です。

〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1
セントラルプラザ4階
TEL:03-3266-6880
FAX:03-3266-6885

公益財団法人
テクノエイド協会

医療福祉生協連は、医療・福祉事業を行う生協
の全国連合会で全国の110の医療福祉生協と日
本生活協同組合連合会が加盟し、医療・福祉職
員の確保育成事業、教育事業、指導事業、医薬品・
医療材料などの事業と、生協・協同組合間連携
の推進、情報発信などを行います（2010年7月6
日創立総会を開催し、2010年10月1日に事業を
開始としました）。

〒160-0073
東京都新宿区百人町3-25-1
サンケンビルヂング4階
TEL:03-4334-1580（代表）
FAX:03-4334-1585

日本医療福祉生活協同組合連合会

介護福祉士のプロフェッショナルを育成するため、
介護福祉士の専門的知識及び介護技術向上のた
めの研修事業に力を入れています。
また、後継者育成のための養成事業、介護福祉
士の専門性に関する研究事業、図書の出版も行っ
ています。

〒135-0003
東京都江東区猿江1-3-7
パーク・ノヴァ猿江恩賜公園102
TEL:03-5624-2821
FAX:03-5624-9650

公益社団法人
東京都介護福祉士会

在宅医療を支えるため、訪問看護師の資質の向
上を図る研修や、雇用確保のためのセミナーを開
催すると共に、長く勤められる職場づくりのため
の研修等の実施に取り組んでいます。

〒135-0063
東京都江東区有明3-6-11　TFTビル東館9階

（株）プロコムインターナショナル内
TEL:03-5520-8824
FAX:03-5520-8820

東京訪問看護ステーション協議会

東京都介護保険居宅事業者連絡会は、社会福祉
法人東京都社会福祉協議会業種別部会連絡協議
会に属する部会の一つとして、東京都内の居宅
介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護予
防サービス事業者など介護保険事業者で構成す
る会員組織です。「一人で抱え込まない」「一事業
所で抱え込まない」をキーワードに、利用者を支
える地域ケアのネットワークづくりを目指して、研
修会や講演会、調査研究、各種情報提供に取り
組んでいます。

（事務局）〒162-8953
東京都新宿区神楽河岸1-1
TEL:03-3268-7172
FAX:03-3268-0635

東京都社会福祉協議会
東京都介護保険居宅事業者連絡会

介護支援専門員の倫理を確立し、その資質の向
上に努め、併せて、介護が必要な方及びそのご
家族の生活と権利の擁護、介護保険制度の適正
な運営に寄与することを目的に活動しています。
介護支援専門員としての（主に倫理的な）態度を
箇条書きで示した「プロフェッショナリズム宣言」
を掲げ、活動しています。

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋2-9-3
かすがビル10階
TEL:03-3556-1541
FAX:03-3556-1543

特定非営利活動法人
東京都介護支援専門員研究協議会

安全な医療を提供し、患者さんや都民の皆さん
が安心して医療を受けられる環境を作り、また、
医師、患者さん双方が情報を共有し協力して治
療にあたることを目指します。

〒100-0003
東京都千代田区一ツ橋1-2-2
住友商事竹橋ビル13階
TEL:03-6256-0256
FAX:03-6256-0253

公益社団法人東京都医師会

利用者にとって真に役立つ福祉用具・生活支援
用具の安全性、適合性を向上させ、その使用方法、
効果的な利用環境の提案・普及に取り組んでい
ます。

〒105-0002
東京都港区愛宕1-6-7
愛宕山弁護士ビル2階
TEL:03-3437-2623  
FAX:03-3437-2624

東京都社会福祉協議会
東京都高齢者福祉施設協議会

日本福祉用具・
生活支援用具協会

福祉用具専門相談員が、利用者やその家族に代
わって、利用者の身体状況にあった福祉用具を選
び、その利用者が必要な期間だけ利用、必要に
応じて変更、返却ができる。そういったサービス
の普及を目指します。また、より専門性のある福
祉用具専門相談員の育成にも力を注いでいます。

〒108-0073
東京都港区三田2-14-7
ローレル三田404
TEL:03-5418-7700
FAX:03-5418-2111

一般社団法人
全国福祉用具専門相談員協会

当協会は保健師・助産師・看護師・准看護師の
職能団体です。1947年に日本看護協会東京都
支部として設立され、1986年東京都看護協会と
して独立しました。今年で30周年迎えます。現
在の会員数は46,951名です。
会員の資質の向上、看護業務の開発・改善と情
報提供、看護職の人材確保・定着、地域住民の
保健福祉への支援、在宅ケアの推進・支援を目
的に事業を展開しています。

〒162-0815
東京都新宿区筑土八幡町4-17
TEL:03-5229-1520
FAX:03-5229-1524

公益社団法人
東京都看護協会

高齢者や障害者の生活を支援している市民団体
が集結する全国レベルの協議会です。
介護現場・地域の声を政府へ届け、よりよい社
会制度作りのため厚生労働省への政策提言をし
ます。
また、人材育成、情報発信にも力を入れています。

〒105-0011
東京都港区芝公園2-6-8
日本女子会館4階
TEL:03-6809-1091
FAX:03-6809-1093

NPO法人市民福祉団体全国協議会

全国の有料老人ホーム運営事業者の集まりであ
る協会では、介護そのものの質を向上させると共
に、入居者のニーズに応え、最適な住まいを選
択するためのサポートをすることを重要な役割と
しています。

認知症の方の小規模な生活の場での、少人数を
単位とした生活の場「グループホーム」を、より豊
かで充実したものにするための環境作り、又はそ
こで働く方々のスキルアップを支援します。

公益社団法人日本認知症
グループホーム協会東京都支部

公益社団法人
全国有料老人ホーム協会

介護労働者の雇用管理改善のための相談・援助、
職業能力の開発・向上のための教育訓練・研修
会の開催等、介護労働全体の質の向上を目指し
関係機関と連携しています。

各種セミナー、研修会開催のお知らせを
ホームページに随時アップしています。

是非、お立ち寄りください。

〒116-0002
東京都荒川区荒川7-50-9
センターまちや5階
TEL:03-5901-3061  FAX:03-5901-3062

介護労働安定センター
東京支部（懇談会事務局）

〒171-0014
東京都豊島区池袋3-59-4
社会福祉法人泉湧く家 内
TEL:03-5911-1264
FAX:03-5911-1268

〒103-0027
東京都中央区日本橋3-5-14
アイ・アンド・イー日本橋ビル7階
TEL:03-3272-3781（代表）
FAX:03-3548-1078



介護関係
団体

東京都内の特別養護老人ホーム、養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、地域包括支援センター、
在宅介護支援センター、デイサービスセンターを
会員とする組織です。
利用者主体による高齢者福祉の発展をめざし、
会員が相互に研さんを重ねながらサービスの質を
高め、研修会や実践研究発表会、調査研究活動、
提言活動（ソーシャルアクション）などを行ってい
ます。

（事務局）〒162-8953
東京都新宿区神楽河岸1-1
TEL:03-3268-7172
FAX:03-3268-0635

全国老人保健施設協会東京都支部は、都内約160
の介護老人保健施設が加盟して活動しています。
加盟施設の共通の目標は、ケアのプロフェッショ
ナルとして要支援および要介護高齢者の皆様の
自立支援と家庭復帰を推進することであり、その
ための職員研修や、都民の皆様への広報活動等
を活発に行っています。

〒160-0022
東京都新宿区新宿3-32-10
松井ビル58号室
TEL:03-5366-2641
FAX:03-5366-2642

一般社団法人
東京都老人保健施設協会
（公益社団法人全国老人保健施設協会東京都支部）

一般社団法人
東京都老人保健施設協会

介護付きホーム（特定施設）は、ご入居者が顔な
じみの職員による介護サービスを受けながら、最
期まで「自分らしい」生活を送ることを目指した住
まいです。
特定協では、介護付きホームの事業者を代表し
て、介護の現場での問題点や改善点を国に対し
て意見・表明します。また、そのための研修会や
意見交換会を開催し、情報共有、問題解決の糸
口を探っていきます。
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-8-3
西島ビル5F
TEL:03-5733-9363
FAX:03-5733-9361

一般社団法人
全国特定施設事業者協議会

福祉用具の普及促進、利用者情報の分析、開発
への反映など、事業を通じて総合的な介護システ
ムの増進に資すること、地域福祉の発展に寄与
することを活動の目的としています。
併せて、福祉用具供給事業に従事する人の教育・
研修事業を行っています。

〒105-0013
東京都港区浜松町2-7-15　三電舎ビル4階
TEL:03-6721-5222（代表）
FAX:03-3434-3414

一般社団法人
日本福祉用具供給協会

介護サービス事業の健全な発展と事業基盤の確
立、安全化を図るため行政当局への積極的な提
言活動を行うと共に、実践的なテーマを取り上げ
て年に10回程セミナーを開催しています。また、
メールマガジンにて介護関連のニュースや活動報
告を発信しています。

〒153-0044
東京都目黒区大橋2-24-2
中村ビル6階
TEL:03-5433-5520
FAX:03-5433-5130

一般社団法人
日本在宅介護協会東京支部

訪問介護員（ホームヘルパー）の資質向上、処遇
改善を目指し、訪問介護員やサービス提供責任
者を対象に、各種研修会を開催しています。

〒116-0013
東京都荒川区西日暮里4-14-1　1階
特定非営利活動法人
東京ケアネットワーク（研修室）
TEL:03-5834-7680
FAX:03-5834-7680

日本ホームヘルパー協会
東京都支部

シルバーサービス業界が自主的なサービス評価
制度として定めた「シルバーマーク制度」。その基
準の策定、審査、認定などの制度運営、交付を担っ
ています。
また、介護従事者を評価し、人材育成を目指す
「キャリア段位制度」の運営もしています。

〒105-0003
東京都港区西新橋3-25-33
NP御成門ビル6F
TEL:03-5402-4880（総務部）
FAX:03-5402-4884

一般社団法人
シルバーサービス振興会

介護サービス利用者が、住み慣れた地域で健や
かで豊かな人生を送るため、民間事業者ができる
介護サービスの在り方を提案、開発、提供します。

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-5-3
児谷ビル3F
TEL:03-5289-4381
FAX:03-5289-4382

一般社団法人
「民間事業者の質を高める」
全国介護事業者協議会

福祉用具に関する調査研究及び開発、福祉用具
情報の収集及び提供、義肢装具士国家試験を実
施する公益法人です。

〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1
セントラルプラザ4階
TEL:03-3266-6880
FAX:03-3266-6885

公益財団法人
テクノエイド協会

医療福祉生協連は、医療・福祉事業を行う生協
の全国連合会で全国の110の医療福祉生協と日
本生活協同組合連合会が加盟し、医療・福祉職
員の確保育成事業、教育事業、指導事業、医薬品・
医療材料などの事業と、生協・協同組合間連携
の推進、情報発信などを行います（2010年7月6
日創立総会を開催し、2010年10月1日に事業を
開始としました）。

〒160-0073
東京都新宿区百人町3-25-1
サンケンビルヂング4階
TEL:03-4334-1580（代表）
FAX:03-4334-1585

日本医療福祉生活協同組合連合会

介護福祉士のプロフェッショナルを育成するため、
介護福祉士の専門的知識及び介護技術向上のた
めの研修事業に力を入れています。
また、後継者育成のための養成事業、介護福祉
士の専門性に関する研究事業、図書の出版も行っ
ています。

〒135-0003
東京都江東区猿江1-3-7
パーク・ノヴァ猿江恩賜公園102
TEL:03-5624-2821
FAX:03-5624-9650

公益社団法人
東京都介護福祉士会

在宅医療を支えるため、訪問看護師の資質の向
上を図る研修や、雇用確保のためのセミナーを開
催すると共に、長く勤められる職場づくりのため
の研修等の実施に取り組んでいます。

〒135-0063
東京都江東区有明3-6-11　TFTビル東館9階

（株）プロコムインターナショナル内
TEL:03-5520-8824
FAX:03-5520-8820

東京訪問看護ステーション協議会

東京都介護保険居宅事業者連絡会は、社会福祉
法人東京都社会福祉協議会業種別部会連絡協議
会に属する部会の一つとして、東京都内の居宅
介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護予
防サービス事業者など介護保険事業者で構成す
る会員組織です。「一人で抱え込まない」「一事業
所で抱え込まない」をキーワードに、利用者を支
える地域ケアのネットワークづくりを目指して、研
修会や講演会、調査研究、各種情報提供に取り
組んでいます。

（事務局）〒162-8953
東京都新宿区神楽河岸1-1
TEL:03-3268-7172
FAX:03-3268-0635

東京都社会福祉協議会
東京都介護保険居宅事業者連絡会

介護支援専門員の倫理を確立し、その資質の向
上に努め、併せて、介護が必要な方及びそのご
家族の生活と権利の擁護、介護保険制度の適正
な運営に寄与することを目的に活動しています。
介護支援専門員としての（主に倫理的な）態度を
箇条書きで示した「プロフェッショナリズム宣言」
を掲げ、活動しています。

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋2-9-3
かすがビル10階
TEL:03-3556-1541
FAX:03-3556-1543

特定非営利活動法人
東京都介護支援専門員研究協議会

安全な医療を提供し、患者さんや都民の皆さん
が安心して医療を受けられる環境を作り、また、
医師、患者さん双方が情報を共有し協力して治
療にあたることを目指します。

〒100-0003
東京都千代田区一ツ橋1-2-2
住友商事竹橋ビル13階
TEL:03-6256-0256
FAX:03-6256-0253

公益社団法人東京都医師会

利用者にとって真に役立つ福祉用具・生活支援
用具の安全性、適合性を向上させ、その使用方法、
効果的な利用環境の提案・普及に取り組んでい
ます。

〒105-0002
東京都港区愛宕1-6-7
愛宕山弁護士ビル2階
TEL:03-3437-2623  
FAX:03-3437-2624

東京都社会福祉協議会
東京都高齢者福祉施設協議会

日本福祉用具・
生活支援用具協会

福祉用具専門相談員が、利用者やその家族に代
わって、利用者の身体状況にあった福祉用具を選
び、その利用者が必要な期間だけ利用、必要に
応じて変更、返却ができる。そういったサービス
の普及を目指します。また、より専門性のある福
祉用具専門相談員の育成にも力を注いでいます。

〒108-0073
東京都港区三田2-14-7
ローレル三田404
TEL:03-5418-7700
FAX:03-5418-2111

一般社団法人
全国福祉用具専門相談員協会

当協会は保健師・助産師・看護師・准看護師の
職能団体です。1947年に日本看護協会東京都
支部として設立され、1986年東京都看護協会と
して独立しました。今年で30周年迎えます。現
在の会員数は46,951名です。
会員の資質の向上、看護業務の開発・改善と情
報提供、看護職の人材確保・定着、地域住民の
保健福祉への支援、在宅ケアの推進・支援を目
的に事業を展開しています。

〒162-0815
東京都新宿区筑土八幡町4-17
TEL:03-5229-1520
FAX:03-5229-1524

公益社団法人
東京都看護協会

高齢者や障害者の生活を支援している市民団体
が集結する全国レベルの協議会です。
介護現場・地域の声を政府へ届け、よりよい社
会制度作りのため厚生労働省への政策提言をし
ます。
また、人材育成、情報発信にも力を入れています。

〒105-0011
東京都港区芝公園2-6-8
日本女子会館4階
TEL:03-6809-1091
FAX:03-6809-1093

NPO法人市民福祉団体全国協議会

全国の有料老人ホーム運営事業者の集まりであ
る協会では、介護そのものの質を向上させると共
に、入居者のニーズに応え、最適な住まいを選
択するためのサポートをすることを重要な役割と
しています。

認知症の方の小規模な生活の場での、少人数を
単位とした生活の場「グループホーム」を、より豊
かで充実したものにするための環境作り、又はそ
こで働く方々のスキルアップを支援します。

公益社団法人日本認知症
グループホーム協会東京都支部

公益社団法人
全国有料老人ホーム協会

介護労働者の雇用管理改善のための相談・援助、
職業能力の開発・向上のための教育訓練・研修
会の開催等、介護労働全体の質の向上を目指し
関係機関と連携しています。

各種セミナー、研修会開催のお知らせを
ホームページに随時アップしています。

是非、お立ち寄りください。

〒116-0002
東京都荒川区荒川7-50-9
センターまちや5階
TEL:03-5901-3061  FAX:03-5901-3062

介護労働安定センター
東京支部（懇談会事務局）

〒171-0014
東京都豊島区池袋3-59-4
社会福祉法人泉湧く家 内
TEL:03-5911-1264
FAX:03-5911-1268

〒103-0027
東京都中央区日本橋3-5-14
アイ・アンド・イー日本橋ビル7階
TEL:03-3272-3781（代表）
FAX:03-3548-1078



安心して働くことのできる介護事業所の職場づくりを支援することによって、

介護人材の確保と定着、育成を図ることを目的として、

東京都の介護関係の行政機関、事業者団体、介護関係団体等が参集し、

相互の施策や事業に対する情報交換を行いながら、

介護労働の現状と展望について考えています。

東京都介護労働
懇談会

介護関係団体

行政機関等その他
関係機関等

その他
関係機関等

日本介護クラフトユニオン（NCCU）は、介護業界
および関連事業に働く人たちが結集した労働組合
です。このように、同じ職業の人たちが会社（法人）
の垣根を越えて横断的に組織する労働組合を「職
業別労働組合（クラフトユニオン）」といいます。
一般的な企業別労働組合に対し、職業別労働組
合であるNCCUは、働く者が会社（法人）の枠組
みに縛られることなく一つにまとまることにより、
各会社（法人）との個別交渉にとどまらず、国や自
治体、業界全体も交渉相手として働きかけていく
ことができる新しいかたちの労働組合です。

〒105-0014
東京都港区芝2丁目20-12　友愛会館13F
TEL:03-5730-9381  FAX:03-5730-9382

ＵＡゼンセン日本介護
クラフトユニオン

〒105-0014
東京都港区芝2丁目20-12　友愛会館13F
TEL:03-5366-2641  FAX:03-5366-2642

〒105-0014
東京都港区芝2丁目20-12　友愛会館13F
TEL:03-5366-2641  FAX:03-5366-2642

福祉人材センターは、福祉分野の求人を専門に
扱っている機関です。福祉の仕事に関する相談・
紹介あっ旋、面接会やセミナーの開催などを行っ
ています。
求人サイト「福祉のおしごと」では、福祉・介護の
仕事を検索できます。

東京都社会福祉協議会
東京都福祉人材センター

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第
30号）に定める介護福祉士養成施設（一般に、介
護福祉士を養成する専門学校、短期大学、大学）
の全国団体です。
1988（昭和63）年４月、わが国で初めて開校した
25校の有志が呼びかけて翌1989（平成元）年４
月28日任意団体として発足し、1991（平成3）年
３月27日社団法人として厚生大臣から設立許可さ
れています。平成２５年４月1日公益社団法人に移
行しました。

公益社団法人
日本介護福祉士養成施設協会

行政機関等

〒100-0013
東京都千代田区霞が関3丁目6-14
三久ビル7F
TEL:03-5512-4745  FAX:03-5512-4746

〒105-0014
東京都港区芝2丁目20-12　友愛会館13F
TEL:03-5366-2641  FAX:03-5366-2642

自治労東京都本部は1954年に設立されました。
地域公共サービスの担い手として、都庁や区役
所、市役所、町村役場、一部事務組合、公共交
通など、自治体職員だけでなく、公社・事業団、
福祉や医療などに関わる民間労働者や臨時・非
常勤等職員なども自治労の仲間です。
自治労は、全国2741単組、約85万人(2013年
6月現在)の仲間が結集する産別組合です。

自治労東京都本部

〒161-0034
東京都新宿区上落合2丁目28番7号
落合高山ビル4F
TEL:03-5338-8988
FAX:03-5338-8981

〒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
TEL:03-5211-2860
FAX:03-5211-1494

〒105-0014
東京都港区芝2丁目20-12　友愛会館13F
TEL:03-5366-2641  FAX:03-5366-2642

東京都の子育て支援施策、障害者や高齢者に対
する保健・福祉施策、医療提供体制の整備、健
康づくりや医療費助成などの施策、また、社会福
祉施設に対する指導検査や、生活保護や国民健
康保険制度の円滑な運営に関する事務等を主な
業務としています。

東京都福祉保健局

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一本庁舎
TEL:03-5320-4032（代表）
 03-5320-4201（総務部企画政策課）
 03-5320-4049（生活福祉部地域福祉推進課）
 03-5320-4279（高齢社会対策部介護保険課）

〒105-0014
東京都港区芝2丁目20-12　友愛会館13F
TEL:03-5366-2641  FAX:03-5366-2642

東京の産業の活性化、雇用の確保を図るための
さまざまな施策、農林水産業や観光産業の振興
に取り組んでいます。
働く方のご相談への対応、能力開発、情報提供
等のサービスを行っています。

■東京都の雇用就業に関するWEBサイト
　TOKYOはたらくネット
■東京しごとセンター

ハローワークは、就職相談や仕事の紹介、雇用保
険の支給、職業訓練など就職に関して総合的なサー
ビスを提供する、厚生労働省の出先機関で、都内１
７箇所にて業務を行っています。
ハローワークでは都内５か所に、福祉分野専門窓口
『ハートフルワークコーナー』を設置して、特に福祉
分野でのお仕事をお探しの方や転職をお考えの方な
どに対しきめ細やかなサポートをしています。
設置5か所は下記です。

東京都産業労働局

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一本庁舎
TEL:03-5320-4706（雇用就業部能力開発課）
FAX:03-5388-1452

労働相談や労働法違反の摘発、労災保険・雇用保
険料の徴収、職業紹介、失業の防止等を主な業務
としています。
また、関連機関である労働基準監督署、ハローワー
クと連携することにより、働く環境や質の向上、雇
用の拡充、安定雇用に取り組んでいます。

〒102-8305
東京都千代田区九段南1-2-1
九段第三合同庁舎12階
TEL:03-3512-1656（職業安定部）
FAX:03-3512-1565

東京都荒川区荒川7-50-9 センターまちや5階
TEL:03-5901-3061

公益財団法人 介護労働安定センター東京支部

東京労働局

ハローワーク
（ハートフルワークコーナー）

介護に関わるすべての方々へ
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