
事 業 名 予算額
(２月補正額)

事　　　業　　　概　　　要

事 業 名 予算額
(２月補正額)

事　　　業　　　概　　　要

事 業 名 予算額
(２月補正額)

事　　　業　　　概　　　要

　１　結婚、妊娠・出産、子育て応援

　２　誰もがいきいきと輝く地域社会の実現

令和３年度高齢者施策関連予算(案)の概要

8,700

 シニアも応援！子育て
　　　　 サポーター事業

       （こども政策課）

■　「みんなで子育て応援山口県」の推進

（健康福祉部予算（案）の概要から抜粋）

　高齢者や子育て経験者等を「子育てサポーター」として
登録し、保育所や地域の子育て支援活動に参加する仕組み
づくりに取り組む。

　○　多様なニーズに対応する子育て支援事業の推進

Ⅰ　新型コロナウイルス感染症対策

Ⅱ　やまぐち維新プラン

 介護施設等コロナ対策
　　　　　　　 関連事業

         （長寿社会課）

61,948

　新型コロナウイルス感染による介護サービス提供体制へ
の影響をできる限り小さくするため、感染拡大防止を目的
とした個室化等の環境整備や、感染者が発生した場合の介
護サービス提供体制の継続を支援する。

 社会福祉施設等
 　　　衛生用品備蓄事業

         （厚　政　課）

(49,062)

　社会福祉施設等で新型コロナウイスル感染者が発生した
場合に機動的に対応できるよう、県において、消毒液・マ
スク等を備蓄・管理するとともに、社会福祉施設等に配布
できる体制を構築する。

■　高齢者・障害者等が活躍する地域社会の実現

　 地域共生社会推進事業

         （厚　政　課）

88,121
(11,022)

　地域住民等が互いに見守り支え合い、年齢や性別、障害
の有無等に関わりなく、誰もが安心していきいきと暮らし
ていける地域共生社会の実現に向けた取組を推進する。

　○　高齢者の多様で主体的な社会参画の促進

 シニア活躍！ねんりん
　　　　 パワー応援事業

         （長寿社会課）

23,620
　県版「ねんりんピック」の開催や老人クラブの先進的な
活動事例の普及・拡大等により、高齢者の社会参加、社会
貢献、世代間交流を推進する。

　○　地域共生社会の実現

 いきいき高齢者
　　   地域活動支援事業

         （長寿社会課）

16,684
　県及び市町の老人クラブ連合会等が行う事業を支援する
ことにより、高齢者の知識、経験等を生かした、生きがい
と健康づくりのための多様な社会活動を促進する。

資料４
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事 業 名 予算額
(２月補正額)

事　　　業　　　概　　　要

 「地域で活躍する薬剤師」
　　　　　総合支援事業

      　 （薬　務　課）

3,267

■　医療提供体制の充実

■　介護提供体制の充実

　３　安心の医療・介護の充実

　○　効率的で質の高い医療提供体制の確保

 在宅医療提供体制
　　　　　 充実支援事業

         （医療政策課）

　適切な服薬指導や高度な薬学管理による医療の質の向上
及び薬剤師の確保・育成を行うなど、在宅医療の充実を図
る。
　また、将来に向けて安定的かつ効果的な薬剤師確保対策
を講じるため、県内薬剤師の需給状況を調査する。
  ・薬剤師の在宅業務支援
　・薬剤師の需給状況調査
　・県内就職促進のためのｵﾝﾗｲﾝを活用した情報発信　等

　地域における在宅医療提供体制の充実を図るため、郡市
医師会を主体とした、日常生活圏域単位での在宅医療提供
のしくみづくりや在宅医療機関の拡大等に取り組む。

 低所得者保険料
　　　　　　 軽減負担金

         （長寿社会課）

525,811

 　地域支援担い手育成
　　　　　 　加速化事業

         （長寿社会課）

8,613

　老人クラブを中心とした高齢者が、生活支援サービス等
の担い手として活躍できるよう、地域支援事業専門推進員
を中心に各市町とのマッチング会議の開催や、ＳＮＳを活
用した情報発信技術の研修を行い、地域支援の担い手育成
を加速化する。

　低所得の高齢者が安心して介護サービスを利用できるよ
う、社会福祉法人が提供するサービス等について、利用者
負担の軽減等を行う市町に対し、その経費を助成する。

 地域包括ケアシステム
　　　　　 基盤整備事業

         （長寿社会課）

811,562
(32,039)

  地域包括ケアシステムの構築に向けて、介護提供体制基
盤の整備を充実・加速化するため、「地域医療介護総合確
保基金」等を活用し、施設整備及び開設準備経費に対する
助成を行う。

　医療と介護の提供体制を確保するため、地域医療介護総
合確保基金の積立を行う。

2,007,292

 地域医療介護総合確保
　　　　　　 基金積立金

　       （医療政策課）

　○　地域包括ケアシステムの深化・推進

37,980

 薬学的な健康サポート
 　　　　　　　推進事業

         （薬　務　課）

3,500

　在宅医療に加え健康管理にも精通し、総合的に県民の相
談に対応できる薬剤師が県民の健康をサポートする。
　・「山口県健康エキスパート薬剤師」の登録・公表
　・オンラインによる健康サポート

　介護保険法第124条の２第３項の規定に基づき、市町が減
額した介護保険料の1/4を負担する。

 介護給付費負担金

         （長寿社会課）
19,662,636

　介護保険法第123条第１項の規定に基づき、市町の介護給
付費及び予防給付費に要する費用の12.5％（施設等給付費
については17.5％）を負担する。

 介護保険利用者負担
　　　　　 軽減対策事業

         （長寿社会課）

15,693
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 介護支援専門員養成事業

         （長寿社会課）

 認知症疾患医療
　　　　　 センター事業

         （長寿社会課）

24,654

　認知症の早期発見・早期対応を促進するため、県内８医
療圏域に「認知症疾患医療センター」を設置し、早期診断
の推進と適切な医療を提供する体制を整備するとともに、
医療と介護の連携を強化する。

 介護保険制度総合
　　　　　　　 推進事業

         （長寿社会課）

7,525
　保険者である市町が介護保険制度を円滑かつ安定的に運
営するための支援を行う。
　・認定調査員等研修やケアプラン点検研修の開催　等

 　認知症施策
　　　　　 総合推進事業

         （長寿社会課）

 　介護事業所ＩＣＴ
　　　　　 導入推進事業

         （長寿社会課）

57,000
　介護事業所の業務の効率化及び質の向上を図るため、介
護事業所に対し、ＩＣＴ導入セミナーの開催やＩＣＴ導入
経費の補助によりＩＣＴ導入を推進する。

　４　県民一斉健康づくり

■　健康づくり促進システムの構築

　○　健康づくりの「見える化」「日常化」と「県民の主体的な健康づくりを支援する仕組みの充実」

 県民一斉健康づくり
　　　　　　　 推進事業

         （健康増進課）

17,608

　○　介護を担う人材の確保と資質の向上

16,610

　認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で安心し
て暮らし続けることができるよう、認知症の理解促進、人
材の育成、広域的支援・相談体制の整備、若年性認知症対
策を図り、総合的に施策を推進する。

　高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で安心し
て暮らせるよう、地域包括ケアシステムの推進に向け、シ
ステムを支える人材の確保・育成や、サービスの円滑な提
供に向けた取組を一層推進する。

  介護支援専門員の新規養成を進めるとともに、介護支援
専門員に対する研修を実施し、資質の向上を図る。
　・介護支援専門員実務研修受講試験
　・介護支援専門員更新研修　等

17,935

　不足する介護人材の確保に向けて、学生等の新たな人材
の参入促進など多様な人材の確保・育成、福祉・介護分野
の魅力発信による職業イメージの向上等の総合対策を実施
する。

65,674

 　介護人材確保総合
　　　　 　　　対策事業

　       （厚　政　課）

 地域包括ケアシステム
　　　　   推進強化事業

         （長寿社会課）

63,457

　県民の健康寿命の延伸を図るため、健康づくりの「見え
る化」、「日常化」、「県民の主体的な健康づくりを支援
する仕組みの充実」の３つを柱に、ライフステージに応じ
た健康づくり対策、生活習慣の改善、社会環境の整備に取
り組み、県民総参加の健康づくりを促進する。

 地域支援事業交付金

         （長寿社会課）
1,174,058

　要支援・要介護状態になることを予防し、社会に参加し
つつ、地域で自立した日常生活を営むことができるよう支
援するために市町が実施する地域支援事業に要する費用の
一部を交付する。

 介護保険財政安定化
　　　　　　 基金貸付金

         （長寿社会課）

32,306
　保険料収納率の悪化や給付費見込を上回る増大に起因す
る財政不足に対し、所要の資金の交付又は貸付を行う。
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事 業 名 予算額
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事　　　業　　　概　　　要

 地域歯科保健医療連携
　　　　　　　 推進事業

         （健康増進課）

6,910
　在宅歯科保健医療の充実を図るため、地域における関係
機関の連携体制を強化するとともに、専門知識と技術を
もった人材の確保・育成を図る。

　健康寿命延伸に向け､「やまぐち健幸アプリ」を活用した
様々なプロモーションを展開し､全県的な健康づくりの機運
醸成を図る。

 歯と口腔の健康づくり
　　　　　　　 推進事業

         （健康増進課）

6,073

　歯科疾患の予防等、口腔の健康の保持を推進するため、
山口県口腔保健支援センターを運営し、「やまぐち歯・口
腔の健康づくり推進計画」に基づき総合的・一体的な取組
の充実を図る。

8,406

 官民協働「健口スマイル」
 　　　　　　　推進事業

         （健康増進課）

12,600
　本県独自の「健口スマイル」をキーワードとした官民協
働による歯・口腔の健康づくり施策を展開することで、県
民の健康寿命の延伸を図る。

 やまぐち健幸
 プロモーション推進事業

         （健康増進課）

4



【多様なニーズに対応する子育て支援事業の推進】  
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１ 結婚、妊娠・出産、子育て応援 

 
シニアも応援！ 子育てサポーター事業 

 ≪こども政策課≫ 
8,700 千円 

趣   旨 

  高齢者や子育て経験者等が地域の子育て支援活動への参加を支援します。 

事業の概要 
 

 地域の高齢者や子育て経験者等を子育てサポーターとして、保育所等や地域子育て支

援拠点、放課後児童クラブで活用する市町を支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 補助額 負担割合 

国事業（保育所及び幼保連携型認定

こども園で国の要件を満たす場合） 

１か所月額 100 千円 

子育てサポーターが園外活動の見守りを実施する場合 150 千円  

国 1/2 

県・市町 各 1/4 

単県事業（上記以外） １か所月額 50 千円 

子育てサポーターが園外活動の見守りを実施する場合 75 千円  
県・市町 各 1/2 

 



【高齢者の多様で主体的な社会参画の促進】 
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シニア活躍！ねんりんパワー応援事業 

≪長寿社会課≫ 
23,620 千円 

趣   旨 

ねんりんピック山口大会を契機とする、高齢者のスポーツ・文化活動への関心や社会参

加意識の高まりを継承・発展させ、高齢者が活躍できる地域社会の実現を図ります。 

事業の概要 

○県版「ねんりんピック」の開催 

高齢者の健康づくりや地域を越えた仲間づくりを支援し、スポーツ・文化活動等の社

会活動への参加を促進するため、県健康福祉祭（ねんりんピック山口２０２１）を開催 

・スポーツ文化交流大会の開催支援 

・美術展の開催 

・ねんりんピック岐阜大会への選手派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域で活躍するシニアの応援 

総合支援学校等のコミュニティ・スクールへの参画など、先進的な活動を行う老人

クラブのモデル指定と取組事例を普及 

  【取組事例】昔遊び、農業・文化活動体験、環境保全活動 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生涯現役社会づくりに向けた総合的な取組の推進 

生涯現役推進センターを中心とした情報発信、人材育成、普及啓発等 

・高齢者向けの公開講座やボランティアなどの活動紹介 

・地域で活動する高齢者グループへの活動支援 

２ 誰もがいきいきと輝く地域社会の実現 



【地域共生社会の実現】 
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拡 
地域共生社会推進事業 

≪厚政課≫ 

88,121 千円 

補正 11,022 千円 

趣   旨 

地域住民等が互いに見守り支え合い、年齢や性別、障害の有無等に関わりなく、誰も

が安心していきいきと暮らしていける地域共生社会の実現に向けた取組を推進します。 

事業の概要 

拡重層的支援体制整備事業 

市町において、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応するため、対象者の

属性を問わない相談支援、多様な参加支援の推進、地域づくりに向けた支援を一体的

に行う重層的支援体制の整備を促進 

  ・市町の実情に応じた体制の整備に向けたアドバイザーの派遣 

  ・複合・複雑化した相談に対応する市町職員や支援員への研修の実施 

・重層的支援体制の整備に関する情報提供及び市町間の情報共有 

 

 

 

 

○災害時における被災者支援体制整備事業 

・県内福祉団体等との連携による災害福祉支援体制の強化 

・災害ボランティアセンターの運営に関わる社協職員や地域住民への研修の実施 

拡権利擁護推進事業 

・市町による成年後見制度の利用促進計画策定や市民後見人育成への支援 

・市町の成年後見制度利用促進体制の整備に向けた研修の実施 

 ・困難事案を抱える市町等への専門職派遣や後見人受任調整及びオンライン化支援 

 ・社協による福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等の取組の推進 

　　

現行の仕組み

高齢
相談・

地域づくり

・属性にかかわらない受け止め

・アウトリーチ、伴走支援

重層的支援体制整備のイメージ

・就労体験等とのマッチング

・社会参加に向けたサービスの開拓

・交流できる場や居場所の確保

・関係性の育成支援

◆参加支援◆相談支援

◆地域づくり支援

障害
相談・

地域づくり

子ども
相談・

地域づくり

困窮
相談・

地域づくり

属性・世代を

問わない

相談・地域づ

くりの

実施体制

重層的支援体制

【相談支援・地域づくり事業の一体的実施】【全体像】
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ヘルプマーク 

○ユニバーサルデザイン推進事業 

・福祉のまちづくり条例に基づく市町の取組の促進 

 ・ヘルプマークの普及 

 ・やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度（パーキングパーミット制度） 

の周知と協力施設の確保 

○福祉ボランティア活動促進事業 

・支援ニーズとボランティアを結び付ける市町社協職員向け研修の実施 

・ボランティア活動の活性化に向けた地域住民や団体に対する研修の実施 

○小規模社会福祉法人連携強化事業 

・各地域の複数の小規模社会福祉法人による連携体制の構築 

 ・地域のニーズを踏まえた地域貢献のための協働事業への支援 

○地域再犯防止推進事業 

・市町の再犯防止推進計画策定への支援 

 ・地域における再犯防止に向けた効果的な施策の検討 

 

重層的支援体制整備事業（相談支援、地域づくり支援）

地
域
共
生
社
会
の
実
現

Ⅰ 共に見守り、支え合う地域づくり

第四次

山口県

地域福祉

支援計画

山口県

再犯防止
推進計画

災害時における被災者支援体制整備事業

Ⅱ 地域福祉サービスの基盤づくり

権利擁護推進事業

ユニバーサルデザイン推進事業

Ⅲ 地域福祉の担い手づくり

福祉ボランティア活動促進事業

小規模社会福祉法人連携強化事業

地域再犯防止推進事業

重層的支援体制整備事業（相談支援、参加支援）
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３ 安心の医療・介護の充実 

 
在宅医療提供体制充実支援事業  

   ≪医療政策課≫ 
37,980 千円 

趣   旨 

在宅医療の促進を図るため、在宅医療機関の拡大や連携体制の強化等による在宅医療

提供体制の充実に向けた取組を実施します。 

事業の概要 

郡市医師会を主体とした、日常生活圏域単位での在宅医療提供のしくみづくりや在宅

医療機関の拡大等の取組を推進 

・協議会の設置・運営 

  在宅医療関係機関を構成員とし、地域の実情に応じた体制づくりを検討する協議

会の設置・運営 

・在宅医療機関と後方支援病院の連携体制の確保 

在宅患者急変時の入院受入等が可能な後方支援病院の確保や連携体制の構築 

・在宅医療機関相互の連携体制の構築 

在宅医療に関する相談や主治医不在時の対応等の連携方法等の構築 

・在宅医紹介制度の構築 

在宅医療機関等の不足地域で在宅医療を希望する患者に対応する制度の構築 

・訪問診療を行う医療機関の拡大 

在宅医療導入や技術向上等、各段階に応じた研修の実施や医療機器の整備支援 

・地域住民に対する普及啓発 

在宅で対応可能な治療等、医療面からの説明会等の開催 

 

連携

紹介

在宅療養支援診療所

（２４時間在宅医療提供）

診療所

（在宅医療提供）

後方支援病院

（緊急時の入院受入）

協議会

医療機関不足地域

連携

連携

在宅医療機関と後方支援病院の

連携体制の確保

提供体制整備地域

在宅医療機関相互の連携体制の構築

連携

在宅療養支援診療所・病院

（２４時間在宅医療提供）

診療所

（在宅医療提供）

連携

連携

診療所

（在宅医療提供）

医師等に対する研修

地域住民に対する普及啓発

在宅医紹介制度の構築
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薬学的な健康サポート推進事業 

≪薬務課≫ 
3,500 千円 

趣   旨 

  県民の健康維持・増進への取組の支援及び受診が必要な県民を早期に医療につなげる

ため、在宅医療に加え、健康管理にも精通し、総合的に相談対応できる薬剤師による薬

学的な健康サポートを行います。 

事業の概要 

○山口県健康エキスパート薬剤師登録制度 

服薬指導・医薬品管理に加えて、在宅医療や健康サポートにも精通した薬剤師を「山

口県健康エキスパート薬剤師」として登録し、公表 

○オンラインによる健康サポート 

イベント開催が困難なコロナ禍であっても、山口県健康エキスパート薬剤師がオン 

ラインを活用して、コロナ禍に対応した健康維持・増進への支援や感染リスクを低減 

する衛生対策等の講習会を開催し、県民への健康サポートを実施 
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「地域で活躍する薬剤師」総合支援事業 

≪薬務課≫ 
3,267 千円 

趣   旨 

適切な服薬指導や高度な薬学管理による医療の質の向上及び薬剤師の確保・育成を行

うなど、在宅医療の充実を図ります。 

また、県内薬局・病院に勤務する薬剤師の顕著な高齢化や若手薬剤師が不足している

状況の中で、将来に向けて安定的かつ効果的な薬剤師確保対策を講じるため、県内薬剤

師の需給状況を調査します。 

事業の概要 

＜在宅医療の質の向上＞ 

○在宅業務支援 

・在宅患者主要疾患（がん、心疾患等）研修 

・無菌調剤基礎手技研修 

＜県内就職促進＞ 

新需給状況調査 

・薬剤師の需要・供給状況や離職状況の詳細や将来的な予測等の調査 

 

○薬学生等の県内就職促進 

新コロナ禍に対応したオンラインを活用した情報発信への補助 

・山口東京理科大学薬学生向け薬学的サイエンスカフェ、薬局・病院体験ツアー実 

施への補助 

・県外薬学生向け就職説明会、薬局・病院体験ツアー実施への補助 
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拡 
地域支援担い手育成加速化事業 

≪長寿社会課≫ 
8,613 千円 

趣   旨 

養成した活動推進リーダーの活力を、各市町が実施する地域支援事業へ組み込めるよ

うノウハウを取得するとともに、事業を行う市町とのマッチングを行い、各老人クラブ

が地域支援事業の担い手となるよう取り組みます。 

事業の概要 

拡地域支援事業専門推進員等の配置 

  山口県老人クラブ連合会に地域支援事業専門推進員及びコーディネーターを配置 

 拡地域支援事業を実施する市町と老人クラブとのマッチング会議を開催 

   老人クラブや社会福祉協議会等の関係者による会議を開催 

拡活動推進リーダーのフォローアップ研修の実施 

老人クラブと関係機関が先進地事例研究や問題解決に向けたグループ討議を実施 

ＳＮＳを活用した情報発信技術習得のための研修を開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

老人クラブの事業 
 

指導、助言 

【県老連】 地域支援事業専門推進員 

研修、スキルアップ 

活動推進リーダー 

サロン活動等 

声掛け、友愛訪問等  

 例：認知症に関する知識を修得 

例：配食・家事支援等を付加 

バックアップ 

市町老連、単位老人クラブ 

生活支援サービス 

認知症カフェをはじめ

多様な通いの場づくり 

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

【各市町】高齢福祉担当課 

 ニーズの把握、マッチング 

 

運営費の補助 

連携 

地域支援事業 
 

要支援者 

相互協力 

SNS 上でつながり、参加者の増加や活動の幅を広げる 
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地域包括ケアシステム推進強化事業 

≪長寿社会課≫ 
63,457 千円 

趣   旨 

高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域包括ケ

アシステムの推進に向け、システムを支える人材の確保・育成や、サービスの円滑な提

供に向けた取組を一層推進します。 

事業の概要 

〇介護人材総合確保事業 

   介護人材の確保、定着及び育成等に向けた総合的な取組や基盤整備を推進 

   ・山口県介護人材確保対策協議会の運営 

・介護事業所認証評価制度の運営 

・地域包括支援センター機能強化研修の実施 

・人材バンクを通じた市町等が開催する地域ケア会議等への専門職の派遣 

〇介護ロボット導入支援事業 

介護職員の身体的負担の軽減や業務効率化など、継続して就労するための職場環

境整備を支援 

   ・介護施設の介護ロボット導入費用を一部助成 

〇介護人材キャリアアップ・定着促進支援事業 

介護職員のキャリアアップや研修受講機会の確保、定着促進に向けた支援など、

働きやすい職場づくりを支援 

   ・新任職員に対する介護職員初任者研修等の受講料を助成 

   ・小規模介護事業所職員等の資質向上研修の実施 

   ・介護職員の研修受講に際し、研修代替職員の雇用費用を一部助成 

   ・管理者向け雇用管理・人材育成研修の実施 

   ・介護職員エルダー・メンター制度の導入支援 

〇医療・介護連携人材確保事業 

   市町の在宅医療・介護連携推進に向けた取組支援や、連携を推進するための人材を

確保・育成 

   ・医療介護連携を推進する地域包括支援センター職員等の資質向上研修の実施 

・介護職員等の医療的知識・技能習得（口腔ケア、喀痰吸引等）に向けた研修や認

定看護師出前講座の実施 
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○介護予防人材確保・育成事業 

介護予防ケアマネジメントの推進や介護予防を担う人材を確保・育成 

   ・介護予防ケアマネジメント従事者の資質向上研修の実施 

・地域での介護予防指導者となるリハビリ専門職の養成研修の実施 

 〇介護予防活動促進事業 

介護予防体操等を活用しながら、リハビリ専門職と連携して、市町の効果的な介

護予防の取組を支援 

   ・介護予防指導者（リハビリ専門職）による市町への介護予防体操指導の実施 

○生活支援人材確保事業 

   生活支援サービスを提供する担い手を養成し、市町の取組を支援 

   ・地域で生活支援サービスの開発等を担うコーディネーターの養成研修の実施 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括ケアシステム 
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拡 
認知症施策総合推進事業 

≪長寿社会課≫ 
16,610 千円 

趣   旨 

認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる

よう、本人や家族の視点に立った認知症施策を総合的に推進します。 

事業の概要 

○理解促進事業 

  ・キャラバン・メイト（県民向け認知症講座の講師役）の養成・資質向上研修の実施 

○人材育成事業 

  ・オレンジドクター制度の運営 

認知症の早期発見・早期対応を推進するため、もの忘れや認知症の相談支援等

を行う医師を役割に応じて独自に登録 

オレンジドクター：認知症本人や家族への相談・支援等 

PREMIUMｵﾚﾝｼﾞﾄﾞｸﾀｰ：オレンジドクター等による認知症診療への支援 

  ・医療・介護従事者向け認知症対応力向上研修の実施 

【対象】認知症サポート医、かかりつけ医、歯科医師、薬剤師、看護職員、介護職員 

  ・認知症カフェサミット（講演会・テーマ別分科会、パネル展示等）の開催 

  ・ピアサポート活動の手法等を学ぶセミナーの開催 

  ・認知症の本人が集い一緒に語り合う本人ミーティングの開催 

拡広域的支援・相談体制構築事業 

・認知症を診断できる医師等による広域的な巡回相談会の開催 

新認知症の人の地域生活をサポートするチームづくりやチームの活動支援を行う 

コーディネーターの養成 

・高齢者虐待防止に関する研修や専門職の派遣 

○若年性認知症対策推進事業 

  ・相談支援窓口の設置運営 

  ・圏域内ネットワークを推進するための検討会議・研修会の開催 

・認知症カフェ等を活用した本人の集い、ケアパートナーの養成 
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拡 
介護人材確保総合対策事業 

≪厚政課≫ 
65,674 千円 

趣   旨 

拡大、多様化する福祉・介護ニーズに的確に対応できるよう、学生等の新たな人材の 

参入促進など多様な人材の確保・育成に取り組むとともに、福祉・介護分野の魅力発信 

による職業イメージの向上等に努めます。 

事業の概要 

＜新たな人材の参入促進＞ 

拡介護福祉士修学資金等貸与事業 

    介護福祉士養成施設に在学する者等を対象に、修学資金や再就職準備金等を貸与 

    令和３年度からは、福祉系高校に通う学生や他業種で働いていた者で一定の研修

を修了して介護職へ参入した者等を対象に、修学資金や就職準備金を新たに貸与 

対 象 貸付金額 貸付期間 免除要件 

介護福祉士養

成施設在学者 

・月額５万円 

・入学・就職準備金各２０万円 

・国家試験対策費 年額４万円 

介護福祉士養

成施設在学期

間 

５年間従事 

実務者養成施

設在学者 
２０万円 

実務者養成施

設在学期間 
２年間従事 

再就職者 ４０万円 再就職する際 ２年間従事 

新福祉系高校

在学者 

・修学準備金年額３万円 

・就職準備金 ２０万円 

・介護実習費 年額３万円 

・国家試験対策費 年額４万円 

福祉系高校在

学期間 
３年間従事 

新他業種から

の参入者 
２０万円 就職する際 ２年間従事 

 

○介護のしごとインターンシップ事業 

    高校生や大学生等を対象に、事業所におけるインターンシップを実施 

○中高年齢者介護職就労支援事業 

中高年齢者等を対象に、介護業務に必要な基礎的な知識・技術を学ぶ研修を実施 

○高齢者パワー活用介護人材確保事業 

    介護人材不足の解消に向け、介護職員の業務を細分化し、介護未経験の高齢者に 

も対応可能な比較的簡単な業務を担う介護助手として高齢者の参入を促進 
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〇外国人介護留学生奨学金等支援事業 

介護福祉士の資格を取得し、県内の介護施設等で就労する意欲のある外国人留学 

生を支援するため、介護施設等が介護福祉士養成施設等の留学生に給付する奨学金 

等に対して助成 

○経済連携協定（EPA）に基づく外国人介護福祉士就労支援事業 

外国人介護福祉士候補者の受入施設に対し、研修や学習に係る経費を助成 

 

＜離職した介護人材の呼び戻し＞ 

○離職介護人材再就職支援事業 

離職介護人材の再就職に向けた実践的な研修を実施 

 

＜介護の理解促進・イメージアップ＞ 

○介護の魅力発信事業 

関係団体が理解促進等を目的に実施するイベント等に要する費用を助成 

 

＜将来的な担い手の育成＞ 

○次世代の担い手等育成推進事業 

小学生を対象とした「親子バスツアー」や中高生等を対象とした「職場体験」 

を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

介 
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足 
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等
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・ 
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保 

○新たな人材の参入促進 

○離職した介護人材の呼び戻し 

○介護の理解促進・イメージアップ 

○将来的な担い手の育成 
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新 
介護事業所ＩＣＴ導入推進事業 

≪長寿社会課≫ 
57,000 千円 

趣   旨 

介護人材不足や新型コロナウイルス感染症への対応等により介護現場の負担が増す中、

介護事業所の業務の効率化及び質の向上を図るため、介護事業所におけるＩＣＴ導入を

推進します。 

事業の概要 

〇ＩＣＴ導入セミナーの開催 

 介護事業所の管理者等に対し、ＩＣＴ導入のためのセミナーを開催 

 

〇ＩＣＴ導入への支援 

 介護記録・請求業務等を一貫して行える介護ソフト等の導入経費の一部を補助 

【補助対象】 

【対象経費】 

 

 

 

【補 助 率】 

 

【補助上限】 

【補助件数】 

県内の介護事業所 

・記録業務、情報共有業務、請求業務を一貫して行うことが可能とな

る介護ソフト 

・タブレット端末、スマートフォン等ハードウェア 

・ネットワーク機器の購入・設置 等 

１／２（一定の要件を満たす場合は３／４） 

※一定の要件：介護データベース（VISIT・CHASE）への登録体制 等 

400 千円 

140 事業所 

 

 

 

 

 

 

  

介護事業所 

ＩＣＴ導入セミナー 

の開催 
ＩＣＴ導入経費の補助 

 業務の効率化、質の向上  

ＩＣＴ導入の推進 

県 
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【健康づくりの「見える化」「日常化」と「県民の主体的な健康づくりを支援する仕組みの充実」 

趣   旨 

県民の健康寿命の延伸を図るため、健康づくりの「見える化」、「日常化」、「県民の主

体的な健康づくりを支援する仕組みの充実」の３つを柱に、ライフステージに応じた健

康づくり対策、生活習慣の改善、社会環境の整備に取り組み、県民総参加の健康づくり

を促進します。 

事業の概要 

＜健康づくりの「見える化」＞ 

  個人の健康状態や取組成果をわかりやすく把握できる「見える化」 

 ○健康情報収集発信強化事業 

 ・大学やシンクタンク等と連携した、健康関連データの調査・分析の推進 

 ・ホームページによる情報発信の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜健康づくりの「日常化」＞ 

  健康づくりを主体的に、取り組むことによる「日常化」 

 ○たばこ対策促進事業 

 ・たばこの煙のない環境を広げ、望まない受動喫煙を防止【受動喫煙防止】 

   受動喫煙による健康への影響等の正しい知識の普及 

 ・「たばこを吸い始めたくない」意識・態度の向上【喫煙防止（未成年、妊産婦等）】 

 ・効果的な禁煙サポートにより、禁煙成功を支援【禁煙支援】 

  

 
県民一斉健康づくり推進事業 

≪健康増進課≫ 
17,608 千円 

４ 県民一斉健康づくり 
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〇健幸食生活推進プロジェクト事業 

・やまぐち健幸食生活フォーラムの開催 

開催時期：令和３年９月（食生活改善普及運動月間） 

    開催場所：山口市内 

    参 加 者：賛同企業、協力店、関係団体 等 

・食生活改善に向けた普及啓発 

働く世代をターゲットとした実践講習会の開催 

    健幸レシピの作成 等 

  ・普及啓発資材の作成 

    減塩・野菜摂取リーフレット等の作成 

 

 

＜県民の主体的な健康づくりを支援する仕組みの充実＞ 

  行政、関係団体をはじめとした健康づくりの推進体制の活性化、強化により活動を促

進させることで、「県民の主体的な健康づくりを支援する仕組みを充実」 

 ○健康増進推進体制強化事業 

 ・健康やまぐち２１推進県民会議等の活動促進 

  県民会議構成団体による共通テーマに沿った取組の実施等 

  市町や保険者、関係団体等との連携強化 

 ・やまぐち健康応援団の活動促進 

    企業、団体や個人との連携強化による、やまぐち健康応援団の活動促進 

 

 ○やまぐち健康経営企業認定制度 

  従業員の健康管理を、経営的視点から実践する「健康経

営」の取組企業を、県が認定等を行い社会的な認知や評価を

向上させることで、更なる取組企業の増加や取組の推進を

図ることで、壮年期を中心とした健康増進を促進 
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やまぐち健幸プロモーション推進事業 

≪健康増進課≫ 
8,406 千円 

趣   旨 

健康寿命延伸に向け、「やまぐち健幸アプリ」を活用した様々なプロモーションを展開

し、全県的な健康づくりの機運醸成を図ります。 

令和元年度の「運動」、令和２年度の「栄養・食生活」に続き、令和３年度は「新しい

生活様式に対応した健康づくり」をテーマとして設定し、『コロナの時代』における健康

づくりについて、広く県民への周知・啓発を図ります。 

事業の概要 

〇「新しい生活様式」に対応した健康づくり促進事業 

・健康づくり動画の配信 

    外出自粛や在宅ワーク等による運動不足を解消する    

ため、自宅やオフィスで手軽に実践できる運動動画 

を配信 

・アプリのインセンティブ強化 

上半期、下半期プレゼントキャンペーン 

    特別ミッションキャンペーン 

協賛企業によるキャンペーン 

新春お年玉キャンペーン 等〔年６回開催〕 

・プロモーション活動 

啓発動画の配信による Web 広報の実施 

 

 

〇健幸チャレンジ事業 

・アプリを活用したグループ対抗イベント 

の開催   

    期間：令和３年１０月１日～３１日 

    概要：「市町部門」と「企業・団体部門」

の２部門で開催。各団体の１か月

間の平均歩数を集計し、上位３団

体を表彰 
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〇アプリの利用促進 

・アプリと連携した市町等主催健康イベントの開催 

  〔例〕ウォーキング大会 

     生活習慣病予防教室 

     市民健康フォーラム 等 

・広報活動の展開 

     アプリ利用促進用ポスター・チラシの作成 

Web 広報、地域情報誌での広報等の実施 

    テレビ、ラジオ等のメディアを活用した情報発信 
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歯と口腔の健康づくり推進事業 

≪健康増進課≫ 
6,073 千円 

趣   旨 

「やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画」に基づき、県民の生涯にわたる歯・口腔

の健康づくりを総合的・計画的に推進します。 

事業の概要 

 〇 口腔保健支援センター運営事業 

  歯科保健に関する関係機関等の連携・調整、相談窓口 

 〇 歯科疾患予防事業 

  健康やまぐち２１歯科保健分科会の開催等 

 〇 歯科保健体制強化事業 

   歯科衛生士等の人材確保養成を図るための養成施設の機器整備、職業体験の開催等 

 〇 歯科疾患実態調査 

歯科保健状況を把握し、今後の歯科保健医療対策を推進するための基礎資料と   

するための調査の実施 
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地域歯科保健医療連携推進事業 

≪健康増進課≫ 
6,910 千円 

趣   旨 

地域における歯科保健医療の充実を図るため、関係機関の連携体制を強化すると  

ともに、専門知識と技術をもった人材の確保・育成に取り組みます。 

事業の概要 

○ 歯科衛生士復職支援強化事業 

  訪問歯科診療等に対応できる即戦力として、離職している歯科衛生士の復職を支援 

    ・復職に向けた研修会の開催 

    ・復職支援に係る情報発信 

○ 障害者・要介護者歯科診療体制事業 

   障害者や要介護者の状態に合わせた歯科診療提供の体制整備及び人材育成 

・山口県口腔保健センターを中心とした関係機関同士の連携体制の強化 

    ・障害者・要介護者医療技術向上研修の実施 
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官民協働「健口スマイル」推進事業 

≪健康増進課≫ 
12,600 千円 

趣   旨 

本県独自の「健口スマイル」をキーワードとした官民協働による歯・口腔の健康   

づくり施策を展開することで、県民の健康寿命の延伸を図ります。 

 

事業の概要 

「健康と笑顔は口元から」を合言葉に、口腔機能の低下（オーラルフレイル※）への 

対策をはじめとした歯科疾患の予防・重症化予防の取組を官民協働で推進します。 

 

 

 

 

 

 

〇 官民連携推進協議会・ワーキンググループ 

   本事業の取組に賛同し、協力の申し出のあった関係団体や、大手民間企業を構成員 

とし、専門性に裏付けされた、取り組みやすく長続きする口腔健康管理の普及を検討。 

〇 官民協働による普及啓発・人材育成 

   歯・口腔のセルフケアを普及する手段やＰＲ方法等について、研究を積み重ねて 

きた民間大手企業と連携し、オーラルフレイルの認知度向上を図るとともに、歯科 

疾患の予防・ 改善の重要性を普及啓発。また、専門知識を備えた人材を育成。 

    ・健口スマイル県民サポーター養成講座 

    ・シンポジウム 

    ・健口スマイルリーダー養成研修会 

  

 

 

     

 

※オーラルフレイル 

口のささいなトラブルを放置することで、口腔機能の低下や障害が 

起こり、最終的には心身の機能低下に陥るという一連の現象及び過程。 

主な症状として、「滑舌低下」、「食べこぼし」、「むせ」等がみられる。 


