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（平成30年度実績及び令和元年度予定）
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資料２
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１ 介護サービス基盤の整備①

〇特別養護老人ホーム（広域型・地域密着型）の整備定員数
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第7期計画

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度
３年間の
増減数

定員数 定員数
増減数

定員数
増減数

定員数
増減数

全
域

介護老人福祉施設 10,300 10,369 69 10,576 207 10,855 279 555

広域型 9,297 9,337 40 9,515 178 9,765 250 468

地域密着型 1,003 1,032 29 1,061 29 1,090 29 87

北
勢
圏
域

介護老人福祉施設 3,342 3,362 20 3,422 60 3,491 69 149

広域型 2,918 2,938 20 2,998 60 3,038 40 120

地域密着型 424 424 0 424 0 453 29 29

中
勢
伊
賀
圏
域

介護老人福祉施設 2,990 3,019 29 3,097 78 3,227 130 237

広域型 2,862 2,862 0 2,940 78 3,070 130 208

地域密着型 128 157 29 157 0 157 0 29

南
勢
志
摩
圏
域

介護老人福祉施設 3,269 3,289 20 3,358 69 3,438 80 169

広域型 2,925 2,945 20 2,985 40 3,065 80 140

地域密着型 344 344 0 373 29 373 0 29

東
紀
州
圏
域

介護老人福祉施設 699 699 0 699 0 699 0 0

広域型 592 592 0 592 0 592 0 0

地域密着型 107 107 0 107 0 107 0 0





１ 介護サービス基盤の整備③ 介護医療院②
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療養病床を有する医療機関における転換の意向調査（H31.4）

2021.4.1までの転換意向等

転換先など

変更なし
医療保険
の病床

介護保険
の
施設

休床中 未定

療養病床
許可数

医療保険適用 3,697 2,310 1,089 0 156 142 

H31.3.31
現在

桑員 448 389 52 7 

三泗 702 245 318 26 113 

鈴亀 404 344 58 2 

津 699 456 164 59 20 

伊賀 92 40 40 12 

松阪 564 311 244 9 

伊勢志摩 453 310 117 26 

東紀州 335 215 96 24 

介護療養型
医療施設

396 137 16 136 0 107 

桑員 125 21 96 8

三泗 8 8

鈴亀 5 5

津 94 16 78

伊賀 40 40

松阪 34 18 16

伊勢志摩 0 

東紀州 90 90

※医療機関数 64

※医療療養病床の転換先の「医療保険の病床」には、調査前から回復期リハ等を算定している病床を
含みます。

令和元年度は、現時点では転換の
意向なし。

令和２年度は、現時点では２施設
（136床）が転換を予定。

平成30年度に中勢伊賀圏域にて１
施設（48床）が医療療養病床より転
換





















３ 地域包括支援センターの機能強化①

〇職員研修の実施

地域包括支援センター（及び在宅介護支援センター）職員を対象に、介護予防ケアマネジ

メントや地域づくりのためのアセスメントなどのテーマで計4回実施し、134名が参加。

〈平成30年度実績〉
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実施日 場所 受講者数 備考

H30.9.14
三重県総合文化センター
4階大研修室

33

初任者研修
地域包括ケアを推進するために地域包括・在宅介護支援センター
に求められる役割 ～地域を基盤とした統合ケアの実現～
講師：
神奈川県川崎聖風福祉会 中澤 伸 氏
大磯町包括センター 木内 健太郎 氏

H30.12.22
四日市市じばさん三重5
階大研修室

25

課題別研修
包括的・継続的ケアマネジメントについて
講師：
神奈川県川崎聖風福祉会 中澤 伸 氏
三重県地域包括・在宅介護支援センター協議会
副会長 南部 好宏 氏
三重県長寿介護課 河合 晶子

H31.2.1高田会館大ホール 37

課題別研修
地域づくりに必要な地域診断・地域アセスメント
～住民主体の地域づくりに必要な理念・専門性・スキル～
講師：
愛寿苑在宅介護支援センター
コミュニティソーシャルワーカー 下島 礼子 氏

H31.3.4
三重県地方自治労働文
化センター

39

課題別研修
自立支援と地域課題をマネジメントするアセスメントの手法
～地域ケア会議を有効に活用するために～
講師：一般社団法人コミュニティーネット ハピネス
土屋 幸巳 氏

〈令和元年度予定〉

７月に初任者研修、９月に課題別研修を実施。その後も２回の課題別研修を予定。
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事業名 事業概要 三重県保健医療計画 第５次改定 以降（平成25年度～）の主な取組 今後の方向性

研修会等

○各市町が目指す姿
に近づくための情
報提供や個別の事
項に関する研修を
行う。

【実施主体】県
○市町・在宅医療介護連携コーディネーター意見交換会（平成30年度）

○データ研修：国のデータ分析に関する研修に基づく市町への伝達研修(平成30年度)

○今後の各市町の取組予
定等を踏まえ、市町の関
心の高い事項に関する
研修を行う。

○全県的な在宅医療
提供体制整備のた
め、入退院支援等
をテーマとした地
域連携強化研修や、
多職種が一堂に会
して県内外の先進
的な取組事例を情
報共有する事例報
告会等を開催する。

【委託先】県医師会
○ＭＳＷ研修（平成27～30年度）

・ＭＳＷの取組事例等を共有することにより、地域包括ケアシステムにおける病院の地域連携
に関する理解の促進を図る。

○地域包括ケア報告会（平成27～30年度）

・地域における在宅医療・介護連携の取組や、その成果、課題等を関係者が共有することによ
り、地域包括ケアシステムの構築のヒントとする。

○在宅医療介護連携コーディネーター養成研修（平成29年度）

・コーディネーターの役割や、県内外におけるコーディネーターの取組事例等を共有すること
により、コーディネーターの資質の向上を図る。

○オレンジセミナー（平成30年度）

・認知症初期集中支援チーム員等を対象とした研修を行い、認知症を地域で支えるための活
動の促進を図る。

○引き続き、県医師会と連
携し、効果的な研修等を
実施する。

在宅医療
普及啓発
事業

○在宅医療や在宅看
取りの講演会によ
る普及啓発を実施
する。

【委託先】郡市医師会
桑名医師会、四日市医師会、鈴鹿市医師会、亀山医師会、津地区医師会（平成29年度まで）、
久居一志地区医師会（平成28年度まで）、伊賀医師会、名賀医師会、松阪地区医師会、
伊勢地区医師会、志摩医師会、紀北医師会、紀南医師会

○引き続き、郡市医師会を
通じて普及啓発を図る。

４ 在宅医療・介護連携の推進② 県の支援と今後の方向性について②
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衆議院法制局資料

５ 認知症施策の充実⑤



６ 介護予防・生活支援サービスの充実①

介護予防に資する研修会

市町担当者や地域包括支援センター職員、介護従事者等が理解しておくべきテーマを踏まえた
専門的な講義や演習等を行い、職員の資質向上を目指します。
〈平成30年度実績〉

〈令和元年度予定〉
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事業内容 対象者 実施日 場所 受講者数 備考

地域支援事業に係る第１回勉強会
市町担当者
地域包括支援センター職員

H30.8.28津庁舎６階大会議室 53
「介護予防から地域づくりへ～いきいき百歳体操開
発・普及の取組から～」
講師：高知市保健所長 堀川 俊一 氏

介護予防従事者研修会
介護予防サービス事業所職員
市町・地域包括支援センター職員

H30.10.26
総合文化センター
小ホール

193

「介護予防の推進における地域ケア会議の役割につ
いて」
講師：一般社団法人三重県理学療法士会 理事 岩
﨑 武史 氏

「住民主体の自助・互助力を高める体操指導士養
成」
講師：一般社団法人三重県理学療法士会 理事 伊
藤 卓也 氏

地域支援事業に係る第2回勉強会
市町担当者
地域包括支援センター職員

H31.3.4津庁舎６階大会議室 50
平成30年度介護予防活動普及展開事業モデル４市
町の取組報告会（四日市市、名張市、東員町、明和
町）

事業内容 対象者 実施日 場所 備考（予定）

介護予防従事者研修会
介護予防サービス事業所職員
市町・地域包括支援センター職員

R1.10.25
総合文化センター
小ホール

「自立支援、重度化防止における栄養士の役割について～自
立支援型地域ケア会議での実践事例から～（仮題）」
講師：特別養護老人ホームやまびこ荘 管理栄養士 原田 新
吾 氏

「三重県リハビリテーション情報センターの役割について（仮
題）」
講師：一般社団法人三重県理学療法士会 副会長 伊藤 卓
也 氏

地域支援事業に係る勉強会
市町担当者
地域包括支援センター職員

R2.3.2津庁舎６階大会議室
令和元年度介護予防活動普及展開事業モデル３市・広域連合
の取組報告会（伊賀市、紀北広域連合、鈴鹿亀山地区広域連
合）



６ 介護予防・生活支援サービスの充実②

ＮＰＯ、ボランティア、老人クラブ等の多様な主体による取組をコーディネートする「生活支援
コーディネーター」を養成することを目的として、研修を開催しています。

生活支援コーディネーター養成研修
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研修名称 対 象 日 時 会 場
受講人数
（人）

概 要

全体研修

生活支援コー
ディネーター、
市町職員

H30.8.31

三重県社会
福祉会館講
堂

60

「改正介護保険を活かす、これからの地域づくりのポイント『新し
い地域支援事業』の生活支援コーディネーターと協議体につい
て」

講師：特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセン
ター（CLC）理事長 池田 昌弘 氏

フォローアップ研
修

H31.2.15 44

「生活支援コーディネーターによる事例検討・意見交換」

講師：宮城県地域支え合い・生活支援推進連絡会議委員長 大
坂 純 氏（東北こども福祉専門学院副学院長）
講師：名取市社会福祉協議会

社会福祉主事 関 雅子 氏

研修名称 対 象 日 時 会 場
受講人数
（人）

概 要

全体研修
生活支援コー
ディネーター、
市町職員

R1.7.24
三重県社会
福祉会館講
堂
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「改正介護保険を活かす、これからの地域づくりのポイント『新し
い地域支援事業』の生活支援コーディネーターと協議体につい
て」

講師：特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセン
ター（CLC）理事長 池田 昌弘 氏

〈平成30年度実績〉

〈令和元年度予定〉

その他フォローアップ研修も実施予定。



７ 介護保険制度の円滑な運営と介護給付の適正化

〇 ケアプラン点検の実施

三重県介護支援専門員協会の協力により、

市町の行うケアプラン点検にアドバイザーを派遣

平成30年度 木曽岬町、朝日町、
川越町

令和元年度 四日市市、伊勢市、
木曽岬町、大台町、
玉城町
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地域シニアリーダー育成研修①

地域において自主的に活躍する高齢者団体を育成するため、地
域貢献活動に意欲のある高齢者団体を対象とした研修を開催し
ています。

８ 元気高齢者が活躍する支え合いのまちづくり①
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●研修会の進め方
＊地域で既に活動している人の紹介
（地域資源の再発見）

＊先進事例の共有
＊地域の今と未来を考えるワーク 等

研修の様子

グループ単位での参加が条
件。そのグループ（団体）
が地域シニアリーダーと
なって地域に活動を広げて
いく。

地域シニアリーダー育成研修②

８ 元気高齢者が活躍する支え合いのまちづくり②
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年度 実施市町 参加団体数

Ｈ２６ 明和町 ４

Ｈ２７ 多気町、大紀町、度会町、御浜町 ２９

Ｈ２８ 志摩市、東員町、紀北町 ２２

Ｈ２９ 四日市市、志摩市、紀北町 ２３

Ｈ３０ 名張市、大台町、度会町 １５

Ｒ１ 玉城町、度会町


