資料４－４

地域医療介護総合確保基金【介護分】に係る平成２９年度計画事業実績（一覧）
（単位：千円）
アウトプット
事業名

総事業費

事業概要

(H29実施分)

備考
目標値

達成値

３．介護施設等の整備に関する事業

No1

社会福祉施設整備補助事業費（老人福 地域密着型サービス施設等の整備及び介護施設等の開設準備
祉施設）
に係る経費に対する支援

○地域密着型介護老人福祉施設：
1,418床（52カ所）→1,505床（55カ
所）
○小規模多機能型居宅介護事業
所3,020人／月分（118カ所）→
3,103人／月（121カ所）
○認知症高齢者グループホーム
549,014
2,361人(140カ所)→2,406人(144カ
所)
○定期巡回・随時対応型訪問介護
事業所5カ所→16カ所
○介護予防拠点21カ所→22カ所
○訪問看護ステーション63カ所→
66カ所

○地域密着型介護老人福祉施設：
1,418床（52カ所）→1,476床（54カ
所）
○小規模多機能型居宅介護事業
所3,020人／月分（118カ所）→
H27基金
3,103人／月（121カ所）
H29基金
○認知症高齢者グループホーム
2,361人(140カ所)→2,397人(143カ
所)
○定期巡回・随時対応型訪問介護
事業所5カ所→6カ所

５．介護従事者の確保に関する事業
No2 介護人材確保対策連携協働推進事業

関係機関・団体等と役割分担及び連携・協働を行う推進会議の運
営 等

No3 介護のお仕事プロモーション事業

若年層に対する介護及び介護職の情報発信や介護職場体験等
の取組みをする団体等への助成

介護及び介護職に対する理解促 介護及び介護職に対する理解促
7,732 進、興味関心の向上に取り組む団 進、興味関心の向上に取り組む団 H28基金
体の数：５
体の数：８

No4 介護アシスタント就労支援事業

介護現場での就労を希望する高齢者、主婦及び在日外国人を対
象に介護アシスタントとしての就労研修の実施

3,233 研修を受講した高齢者：100名

No5 介護職員初任者研修受講支援事業

介護事業所が所属する初任段階の介護職員を初任者研修へ参
加させるための受講料に対する助成

No6 介護職員相談窓口委託事業

介護職員のための相談窓口の設置

No7 ひとり親介護職参入促進事業

ひとり親が介護事業所で働くための環境を整備し、資格取得支援
を行う事業所に対する助成

No8

福祉人材確保緊急支援事業
（福祉人材マッチング機能強化事業）

241

353
1,817

山形県福祉人材センターへのキャリア支援専門員配置による県
内ハローワーク巡回相談の実施 等

介護支援専門員資質向上事業
厚生労働省等が開催する指導者向け研修等への研修講師の派
No9 （介護支援専門員指導者研修等への派
遣
遣）

1/3

推進会議２回／年、検討会３回開 推進会議２回／年、検討会１回開 H27基金
催
催
H29基金

研修を受講した高齢者：73名

H27基金

初任者研修受講費用助成人数：60 初任者研修受講費用助成人数：８
H29基金
人
人
専門家派遣10回、窓口相談50回、 専門家派遣0回、窓口相談95回、
出張相談20回
出張相談17回

ひとり親を雇用し、介護職員として
461 の資格取得支援を行う介護事業
者：５事業者
ハローワーク巡回相談102回開
催、相談332件以上
8,490
事業所内研修講師派遣40回、受
講者721名以上
163 各種研修への講師の派遣：５名

H27基金

ひとり親を雇用し、介護職員として
の資格取得支援を行う介護事業 H27基金
者：１事業者
ハローワーク巡回相談107回開
催、相談348件
H29基金
事業所内研修講師派遣40回、受
講者900名
各種研修への講師の派遣：３名

H27基金
H29基金
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No10

介護支援専門員資質向上事業
（専門研修課程Ⅰ・更新研修の実施）

就業後６ヶ月以上の介護支援専門員を対象にした法定研修の実
施

1,939 研修修了者数：184人

研修修了者数：150人

H29基金

No11

介護支援専門員資質向上事業
（専門研修課程Ⅱ・更新研修の実施）

就業後３年以上の介護支援専門員を対象にした法定研修の実施

2,881 研修修了者数：463人

研修修了者数：429人

H29基金

No12

介護支援専門員資質向上事業
（主任介護支援専門員の養成）

主任介護支援専門員を養成するための法定研修の実施

910 研修修了者数：80人

研修修了者数：46人

H29基金

主任介護支援専門員の更新のための法定研修の実施

1,198 研修修了者数：150人

研修修了者数：115人

H29基金

1,160 相談件数：150件程度／年

相談件数：27件

H27基金

会議の実施：H29に２回実施

H27基金

介護支援専門員資質向上事業
No13 （主任介護支援専門員更新研修の実
施）
No14

介護支援専門員資質向上事業
（ケアマネジメント相談窓口事業）

介護支援専門員のためのケアマネジメントや介護保険制度等に
関する相談対応、支援の実施

No15

介護支援専門員資質向上事業
（介護支援専門員研修向上会議）

介護支援専門員の法定研修の適正な実施のため、研修の評価
検討を行う会議の開催

150 会議の実施：年２回

No16 喀痰吸引等指導者養成研修事業

施設等における不特定多数の者への喀痰吸引等に携わる介護
職員等に実施する研修の講師となる者を養成する研修の実施

367

喀痰吸引等指導者の養成者数：30 喀痰吸引等指導者の養成者数：35
H27基金
名
名
関係事業所等訪問、啓発資材送
付先：480先
就職面接会、施設見学会開催数：
12回以上

関係事業所等訪問、啓発資材送
付先：460先
H29基金
就職面接会、施設見学会開催数：
67回

認知症ケアに携わる人材の育成のため 介護サービス事業所の管理者及び従事者に対する認知症ケアに
の研修事業
必要な知識や技術などを習得させるための研修の実施 等

○認知症対応型サービス事業管
理者研修受講者数：136名
○かかりつけ医認知症対応力向
上研修受講者数：200名
7,959
○認知症初期集中支援チーム員
研修受講者数：28名
○認知症地域支援推進員研修受
講者数：18名

○認知症対応型サービス事業管
理者研修受講者数：86名
○かかりつけ医認知症対応力向
上研修受講者数：52名
H27基金
○認知症初期集中支援チーム員
研修受講者数：44名
○認知症地域支援推進員研修受
講者数：26名

No19

地域包括ケアシステム構築に資する人 地域ケア会議調整会議の実施、生活支援サービスの担い手の養
材育成・資質向上事業
成 等

○自立支援型地域ケア会議モデ
ル市町村数：４市町村
○県内地域包括支援センター向け
26,951
研修会の開催：２回
○生活支援等担い手研修会の開
催：４地域

○自立支援型地域ケア会議市町
村数：35市町村
○県内地域包括支援センター向け
H27基金
研修会の開催：２回
○生活支援等担い手研修会の開
催：４地域

No20

地域包括ケア総合推進センター運営事
山形県地域包括ケア総合推進センターの運営
業

11,290

市町村で実施する地域ケア会議へ 市町村で実施する地域ケア会議へ
H29基金
の専門職派遣調整数：延1,500名 の専門職派遣調整数：延1,666名

No21

地域リハビリテーション活動等人材育
成事業

4,631

リハビリ系専門職派遣及び派遣元 リハビリ系専門職派遣及び派遣元
H27基金
専門職能団体への支援：５箇所
専門職能団体への支援：５箇所

No17

No18

福祉人材確保緊急支援事業
（離職介護人材の再就職促進事業）

届出制度の周知啓発、システム運用、就職面接会等の実施

ロコモ予防体操インストラクターの養成 等

2/3

4,000

（単位：千円）
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脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研究に 年齢や季節などの影響・地域比較調査を実施し、要介護状態の
No22 基づく介護予防の推進に資する指導者 軽減・悪化予防に資する資料を集積し、OT・PT等を対象に特性
育成事業
等について学ぶ研修会の実施
No23 次世代介護リーダー育成事業

介護事業所の中間管理層を対象にした経営参画のための啓発セ
ミナーの開催、集中講座の開催

3/3

備考
目標値

4,556 研修会開催：６回

2,193

集中講座に参加する中間管理層
の介護職員：50名

達成値

研修会開催：１回

H29基金

集中講座に参加する中間管理層
の介護職員：51名

H28基金
H29基金

