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第３回介護人材確保地域戦略会議開催要綱 

 

１．会議の目的  

○ 介護ニーズの量的・質的拡大が見込まれる 2025 年に向け、介護人材を量と質の

両面から確保するためには、予算・報酬・制度的対応などのあらゆる施策を総動員

し、国と地方の二人三脚で取組を総合的かつ計画的に進めることが重要です。 

○ このため、今年度、新たに「地域医療介護総合確保基金」において新たに介護人

材確保のための財源を確保し、都道府県における、「参入促進」「資質の向上」「労

働環境・処遇の改善」の取組を支援することとしたほか、介護職員処遇改善加算の

拡充や社会福祉法等の一部改正法案（現在、国会で審議中）による制度的対応の

強化など、これまで以上の取組の強化のための措置を講じております。 

○ 特に、今後、いよいよ具体的に実行されることとなる都道府県における地域医療

介護総合確保基金等を活用した取組については、 

・ 課題を同じくする地域での取組の共有や 

・ 介護事業者、養成施設等、都道府県福祉人材センター、さらには学校や一般企

業などの民間主体のアイデアの活用により、 

より効果的な取組の企画・実行につながるものと期待されます。 

○ このため、都道府県において検討が進められている当該基金を活用した取組の検

討に当たっての御参考となりますよう、 

・ 都道府県における地域医療介護総合確保基金の活用等による取組の強化・充

実に向けた情報共有・意見交換 

・ 民間セクターの知見やアイデアを活用した効果の高い事業の企画支援 

のため、第３回となる介護人材確保地域戦略会議を開催することといたしました。 

○ この会議が、都道府県における 2025 年に向けた介護人材確保対策推進の一助と

なるよう、是非とも都道府県ご担当者各位の積極的な御参加をお願いいたします。 

 

 

２．会場・日時等  

○ 日時：平成 27 年 8 月 20 日（木）10:30～8 月 21 日（金）15:50 

○ プログラム（ 別紙 参照） 
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第３回介護人材確保地域戦略会議プログラム 
 

平成２７年８月２０日（木） 
 

 
プログラム 

9:30 （開場） 

10:30～10:35 
開会挨拶 

  厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 武内福祉人材確保対策室長 

10:35～11:00 
「介護人材確保の総合的・計画的な推進」 【資料２－１】 

  厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 関口室長補佐 

11:00～11:15 
「人材不足分野における人材確保のための『雇用管理改善』について」 【資料２－２】 

厚生労働省 職業安定局 雇用開発企画課 伊藤政策係長 

11:15～11:35 
「介護事業所内保育所を設置する際の支援策について」 【資料２－３】 

厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 保育課 橋本課長補佐 

11:35～12:00 
「若者の介護への参入・定着支援」 【資料３－１】 

株式会社 Join for Kaigo 秋本 可愛 氏 

12:00～13:00 （休憩） 

13:00～13:45 
「介護人材をテーマとした映画作成の紹介」 【資料３－２】 

株式会社ソウルエイジ 前田 鉱孝 氏 

13:45～14:40 

「ＩＣＴを活用した効果的・効率的なサービス提供の取組」 

“ICT を活用した労働環境改善等の取り組み” 【資料３－３－Ａ】 

株式会社やさしい手 香取 幹 氏 

“ICT を活用した効果的・効率的なサービス提供の取組” 【資料３－３－Ｂ】 

社会福祉法人こうほうえん 廣江 晃 氏 

“高齢者総合ケアセンターこぶし園における 

ICT の導入と活用の実際” 【資料３－３－Ｃ】 

高齢者総合ケアセンターこぶし園 吉井 靖子 氏 

14:40～15:15 

「人材確保に向けた事業者の自助努力を促進する 

ワークショップ型課題検討プログラム」 【資料３－４】 

株式会社 日本総合研究所 山田 正孝 氏 

社会福祉法人中心会 中本 智博 氏 

東電パートナーズ株式会社 岡田 和美 氏 

社会福祉法人 至誠学舎立川 浅沼 智比古 氏 

アースサポート株式会社 丸山 実智瑠 氏 

15:15～15:30 （休憩） 

15:30～16:15 

「小規模法人の連携による人材育成  

エルダー制度による新人育成定着の取り組み」 【資料３－５】 

リガーレ暮らしの架け橋グループ 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ 

杉原 優子 氏／垣内 詳美 氏 

 

別 紙  
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16:15～17:00 

「小中高における介護・福祉の教育の具体的な実践」 

 “医療福祉エンターテインメント” 【資料３－６－Ａ】 

ＮＰＯ法人 Ubdobe 岡 勇樹 氏  

 “学校向け kaigo カフェ企画” 【資料３－６－Ｂ】 

未来をつくる kaigo カフェ 高瀬 比左子 氏 

 “子供たちの豊かな学びのために” 【資料３－６－Ｃ】 

文部科学省 生涯学習政策局 社会教育課 錦織 慎司 氏 

17:00～17:45 

「「介護×写真×学問」＝介護の魅力を学ぶ書籍」 【資料３－７】 

介護男子スタディーズプロジェクト 

飯田 大輔 氏／馬場 拓也 氏／栗谷 信弘 氏 

粟津 夢 氏／石川 大輝氏 

 

平成２７年８月２１日（金） 
 

 
プログラム 

8:30 （開場） 

9:00～9:45 

「認証・評価制度の具体的な検討に向けて」  

“認証・評価制度の具体的な検討に向けて” 【資料４－１－Ａ】 

 京都府 藤田 育 氏／後藤 順子 氏 

“認証・評価制度の具体的な検討に向けて“ 【資料４－１－Ｂ】 

  株式会社メディヴァ 飯塚 以和夫 氏 

9:45～10:30 

「地域×介護×映画の取組」 【資料４－２】 

宮崎県 持原 祐美子 氏 

空と海のあいだ合同会社 浜本 正機 氏／南 柱根 氏／豊山 有紀 氏 

10:30～11:15 

「福島県相双地域等における人材確保の取組」 【資料４－３】 

特別養護老人ホーム いいたてホーム 井上 祥行 氏 

特別養護老人ホーム 花ぶさ園 林 明博 氏 

介護老人保健施設 厚寿苑 岩佐 浩光 氏 

11:15～12:00 グループワーク （2025 年に向けた人材確保について）【資料５】 

12:00～13:00 （休憩） 

13:00～14:30 グループワーク （2025 年に向けた人材確保について） 

14:30～14:45 （休憩） 

14:45～15:30 グループワークの結果の発表 

15:30～15:45 講評 

15:45～15:50 
閉会挨拶 

  厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 武内福祉人材確保対策室長 

 

 


