
新型コロナウイルス感染症対策について

２ 日々の健康観察の徹底を（ｐ３）

１ 引き続き、感染対策の徹底を（ｐ２）

３ 迅速診断キットのご活用を（入所者施設の職員の方へ）（ｐ４）

４ クラスターが発生した場合の支援について（ｐ５）

・県内の高齢者施設関係の感染者のうち、半数以上が、クラスターによる感染事例でした。

・クラスターを早期に探知するための取組が非常に重要です。

・高齢者福祉課のホームページで、感染対策の研修動画を公開中です。 ご活用ください。

・厚生労働省も各種研修動画を配信しています。

※高齢者施設向けの感染対策のホームページに、関係通知をはじめ、関連情報を

掲載しています。「大分県新型コロナ高齢者施設」で検索してください。

・２月に配布した迅速診断キットは、変異株のウイルスも検出可能です。

・気になる症状等がありましたら、迅速診断キットを積極的に活用してください。

・あらかじめご確認ください。
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◇ 社会福祉施設における感染予防策の基本等
～令和２年６月にオンラインで開催した研修会の動画です

その１ 地域流行時の対策（10分25秒）

その２ 感染者発生期の対策（19分10秒）

その３ 介護現場での対策のまとめ（14分56秒）

個人防護服（ＰＰＥ）の着脱方法について（3分52秒）

◇ 高齢者施設での新型コロナウイルス感染症対策 発生時の初動対応と対策
～クラスター発生施設への支援経験のある感染管理認定看護師による研修動画です

社会福祉施設における感染予防策の基本 part１（10分55秒）

社会福祉施設における感染予防策の基本 part２（10分42秒）

手洗い･手指消毒（11分03秒）

※このページでは、厚生労働省が作成した研修動画のリンクも掲載しています

新型コロナウイルス感染症 知っておきたい基礎知識（11分22秒）

大分県では、
新型コロナウイルス感染症対策の
研修動画を配信しています！！

日頃の感染対策の取組を見直す
機会に是非ご活用ください!!

大分県福祉保健部高齢者福祉課  (097)506-2682 3.24修正大分県介護研修動画 検索
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クラスターを早期に探知するための取組のポイント

これくらいなら大丈夫だろう、もう少し様子を見よう、と思っているうち

に感染が拡がる可能性があります！！

特に高齢者は、はっきりとした症状が出にくい場合があります。

いつもと様子が少し違うなど、発熱の有無に限らず気になることがあれ

ばためらわずに受診し、抗原検査をお願いしましょう！

検温するのは、体調の変化を読み取る（感染の兆しを早期に探知する）ためです。

起床直後や食後、入浴後は避け、１日２回を目安に検温しましょう。

記録するだけではなく、体温の経時変化をチェックし、平熱より１℃程度高いとき

は発熱と考え、ためらわずに受診し、抗原検査をお願いしましょう。

特に職員の方は、出勤しない日の体温測定をお忘れなく。

発熱がなくても、咽頭痛、咳などの症状があれば抗原検査を

毎日の検温で体調の変化を読み取ろう

先の見えない辛い日々が続き
ますがあと少しと信じて…
みんなで励まし合いながら
乗り切っていきましょう!!
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迅速診断キットについて

このキット※は、施設内で感染者を早期に探知し、感染拡大防止を強化するため、職員が勤務中にご自分
の体調に何らかの症状を認めた場合、施設内で即座に検査を行なっていただけるよう、大分県からお配りし
ているものです。

こんな時にご活用ください！

出勤してから、喉が痛い、咳が出る、鼻汁が出る、熱っぽい、だるいなどの症状が認められた時
出勤前に症状が認められた場合には、これまでどおり、出勤を控え、医療機関を受診し、検査してもらってください。※

迅速診断キットの使い方

検体採取・検査は職員ご本人でしていただけます。操作に当たっては動画をご視聴ください(1分35秒の動画です)

※ 判定は15分以内に行ってください ※ 医師の指示の下、医療従事者の管理下でご使用ください

検査結果が陽性だったら…診療・検査医療機関を受診

直ちに、最寄りの診療・検査医療機関を受診してください

※ 最寄りの診療・検査医療機関がわからないときは、受診相談センター(097-506-2755）までお問合せください

検査結果が陰性であっても…安心しない

陰性だったから大丈夫ということはありません。症状が続くようであれば、必ず最寄りの医療機関を受診し、
医師に相談してください
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クラスター発生時の支援
医療専門職の派遣
感染制御の取組支援ため、必要に応じて、医療専門職を派遣します。まずは管轄の保健所にご相談ください
・保健所の医療専門職、感染管理認定看護師、専門医師など

介護職員応援職員の派遣

業務継続支援のため、介護職員等の応援職員を派遣します
円滑な支援体制の構築には、多くの施設のご理解・ご協力が不可欠となります。
協力施設として参加いただいていない施設の皆様、ご参加の検討を何卒お願いいたします。

問合先 大分県社会福祉協議会 施設団体支援部 097-558-0319 https://www.oitakensyakyo.jp/news/6594/

衛生用品の支給
要望に応じて医療用ガウン、手袋等の衛生用品を支給します
問合先 大分県福祉保健部高齢者福祉課 097-506-2682、または、大分市福祉保健部長寿福祉課 097-537-5744(※大分市内の事業所)

心理職の派遣
施設職員のこころの支援のため、心理職を派遣します
問合先 大分県こころとからだの相談支援センター 097-541-5276

かかりまし経費の助成

感染制御を行いながら、必要な介護サービスを継続するために追加的に必要となった経費※を支援します

・事業継続に必要な人員確保のための費用（割増賃金、手当、旅費など）、施設内の消毒・清掃費用 等

問合先 大分県福祉保健部高齢者福祉課 097-506-2682
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(2)外国人材の受入推進
【外国人介護人材確保対策事業】
・受入推進協議会の設置
・入県後の外国人介護人材への研修
・現地での介護人材の養成

現状と課題

(4)処遇改善加算の取得促進
【処遇改善加算取得促進特別支援事業】
・事業所訪問による働きかけ

団塊の世代が全て７５歳以上となる２０２５年にかけて、本県における高齢者人口がピークを迎える一方で、生産年齢人口は減少し、
介護従事者が約１，６００人不足すると推計。一方で、新たな人材の確保や職場定着に向けては、様々な課題を抱えている

・離職者の６割以上が勤続年数３年未満
・介護従事者が離職する理由では、「業務

に関連する心身の不調」が最も多い

・生産年齢人口が右肩下がりに減少
・介護の仕事に対する社会の既存のイメージ
（給料が安い、体力的にきついなど）

・事業者管理職の働き方改革に対する意識
・記録作成などの周辺業務が多い

①人材不足 ②離職率が高い ③業務負担大

課題に向けた取組

(7)現場の働き方改革推進
【介護労働環境改善事業】
・管理者向け研修
・業務効率化のためのＩＣＴ導入支援

補助率:1/2 補助上限:100 260万円/事業所

１．多様な人材の参入促進 ２．離職防止・定着 ３．現場革新（生産性向上）

ノーリフティングケアの推進
・管理者向け研修
・福祉機器・介護ロボット等の導入支援

補助率 1/2
補助上限 福祉機器 50万円/施設

移乗・入浴 100万円/台
上記以外 30万円/台

(1)新規人材の参入促進
【福祉・介護人材確保対策事業】
・介護入門者・初任者研修資格取得助成
・修学資金、再就職準備金の貸付
・職場体験、出前講座、就職フェア
・キャリア支援専門員によるマッチング

こ
れ
ま
で
の
取
組

(5)社会福祉施設等職員研修
【豊の国福祉を支える人づくり研修事業】
・指導監督職員研修などの実施

福祉・介護人材確保に向けた取組について

Ｒ
３
新
た
な
取
組

【福祉・介護人材確保対策】①介護人材確保プロジェクトチームの設置
◆人材マッチングチーム ◆魅力発信・理解促進チーム ◆環境改善・業界育成チーム

【就職支援強化】

③介護の仕事入門セミナー
④介護の仕事の魅力を伝える冊子
⑤介護分野職就職支援金の創設

②外国人介護人材雇用インセンティブ補助金

【外国人介護人材確保対策】
⑥介護事業所ネットワーク推進
⑦介護事業者認証評価制度の運用

(3)介護の仕事の魅力発信
【介護の仕事魅力発信事業】
・若年層を対象としたイベント等の開催
・介護情報発信WEBサイトの創設

(8)介護職員の業務負担軽減
【福祉・介護人材確保対策事業】
・介護業務の見える化・切り分けの支援

(6)若手介護職員の離職防止
【介護の仕事魅力発信事業】
・介護従事者3年未満の若手研修・交流促進会

の開催

【福祉・介護人材確保対策事業】
・介護人材の実態調査の実施 ・おおいた介護人材確保対策・現場革新検討部会

基盤構築

【福祉・介護人材確保対策】

- 7 -



社団

ＩＣＴ導入支援事業

○今後、団塊の世代が全て75歳以上となる2025年には、高齢者の人口・高齢化率が増加・上昇する一方、生産

年齢人口（支え手）が減少することが見込まれており、介護従事者（介護サービス提供量）が不足することが予測
されている。
（高齢者人口372千人、高齢化率34.1％ ※2025年 大分県）

○県内の介護サービス事業所では、従業員不足を感じている事業所が約３分の２を占める。その理由として採用
が困難であるとした事業所が約９割で、今後も介護従事者が大きく増えることは見込めない。
（従業員の過不足状況：不足感64.0％ ※平成30年度介護労働実態調査）
○業務を効率化することで限られた人材を有効活用し、生産性を向上する対策が必要である。

現状

介護サービス事業所の業務

《重点》

利用者へのケア

《その他》

介護記録等の作成

請求業務
シフト管理 等

業務の効率化

○介護サービスの供給量を
増やすためには？

利用者毎のケア時間増

ケアの効率化

【介護記録の必要性】

・職員間での情報共有
・利用者、家族とのコミュニケーションツール
・ケアプラン作成のための資料
・適切な介護の提供の確認
・不測事態に備えての証明

ＩＣＴ（情報通信技術）活用

より良いケア

・居宅や居室で記録⇒転記不要
・フォーマットに入力⇒入力時間減

記載漏れ防止
・過去情報やケアプランの確認可
・職員間や他職種との情報共有

取組

介護サービス事業所のIＣＴ導入補助
介護サービス事業所のＩＣＴ化導入費用を補助し、介護記録作成等に要する時間を削減することで生産性向上を図る。
対象事業所：新規にシステムを導入する介護サービス事業所
補助対象：記録業務、情報共有業務、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっている介護ソフト(転記等の業務が発

生しないこと)及びタブレット端末等ハードウエア(事業所に置くパソコンやプリンターは対象外)、ネットワーク機
器の購入・設置、バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームペー
ジ作成などの業務)が単体となっているソフトも対象。

補助率：一定の要件を満たす事業所は３／４、それ以外の事業所は１／２
補助上限額：事業所規模に応じて補助上限額を設定
一定の要件：ＶＩＳＩＴ・ＣＨＡＳＥにデータを登録する体制が取れている場合

標準仕様を活用してサービス提供票（サービス計画・サービス実績）を事業者間／施設内でデータ連係している場合

介護職員の業務
介護記録等の作成時間減

ノーリフティングケア等

ノーリフティングケアタブレット入力（ICT活用）

１人介助へ

【補助上限】
職員数 1名以上10名以下 1,000,000円
職員数 11名以上20名以下 1,600,000円
職員数 21名以上30名以下 2,000,000円
職員数 31名以上 2,600,000円
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介護ロボット導入支援事業
○ 介護ロボット※は、介護従事者の身体的・精神的負担の軽減や業務の効率化に資する新たな技術が活用されており、介護従事者が継続して就労するための環境整備策

として有効である。（※）ロボットの定義：情報を感知（センサー系）判断し（知能・制御系）動作する（駆動系） この３要素技術を有する、知能化した機械システム。
○ これらの介護ロボットの価格が高額であることから、普及促進策として、地域医療介護総合確保基金で実施する事業の一つに介護ロボットの導入支援事業が位置付けら

れており、大分県においても、介護環境の改善に即効性を持たせるとともに、その実際の活用モデルを他の介護サービス事業者に周知することにより、介護ロボットの普及
による働きやすい職場環境の整備を図り、介護従事者の定着促進・確保支援を行う。

・ 介護施設等の実情に応じて策定する介護従事者負担軽減のための介護ロボット導入計画の実現のた

めに使用される介護ロボットであって、先駆的な取組により介護従事者が被介護者に提供する介護業務
の負担軽減や効率化に資するものであること。

・ 介護従事者の負担軽減のための介護ロボット導入計画の作成
＜記載内容＞

 達成すべき目標  導入すべき機種  期待される効果等とし、実際の活用モデルを示すこ
とで他の介護施設等の参考となるべき内容であること。

・ 日常生活支援における移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援、
介護業務支援で利用する介護ロボットが対象。

・ ロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット。
・①センサー等により外界や自己の状況を認識し、②これによって得られた情報を解析し、③その結果に

応じた動作を行う介護ロボット。
・経済産業省/ＡＭＥＤロボット介護機器開発・導入促進事業製品化機器一覧の介護ロボット。
・販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。
・見守り機器の導入に伴う通信環境整備は次のいずれかを対象とする。

①Wi-Fi環境を整備するために必要な経費
②職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るため

のインカム(デジタル簡易無線登録型等のWi-Fi非対応型のインカムを含む。)

ⅰ）補助上限（ただし価格に補助率を乗じて得た額が上限）
・移乗支援・入浴支援：１機器につき補助額１００万円。
・移乗支援・入浴支援以外：１機器につき補助額３０万円。
・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備： １事業所につき補助額１５０万円。
・補助上限台数撤廃
ⅱ）補助率：一定の要件を満たす事業所は３／４、それ以外の事業所は１／２ ／２
ⅲ）介護ロボット導入計画との関係

一計画につき、一回の補助とする。

一定の要件：導入計画書において目標とする人員配置を明確にした上で、見守りセンサーやインカム、
介護記録ソフト等の複数の機器を導入し、職員の負担軽減を図りつつ、人員体制を効率化させる場合

対象概要

対象範囲

補助額等

事業の流れ

大 分 県

介護保険施設・事業所
（※）介護保険法第８条第１項に規定する居宅サービス（訪問看護、
訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特
定福祉用具販売を除く。）、同条第14項に規定する地域密着型サー
ビス、同条第26項に規定する施設サービス、介護保険法第８条の２
第１項に規定する介護予防サービス（介護予防訪問看護、介護予防
訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福
祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売を除く。）。

介護従事者 利用者

サービス提供

負担軽減・効率化

介護ロボット
の導入

交 付

介護従事者負担軽
減のための介護ロ

ボット導入計画
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介護ロボット導入支援事業補助対象機器

移乗支援 移動支援 排泄支援 見守り・コミュニケーション 入浴支援

介護業務支援

屋外

非装着 【ノーリフティングケア用】

装着

装着

屋内

排泄物処理

トイレ誘導

動作支援 生活支援

在宅

施設

高齢者等の外出をサポートし、荷物等を
安全に運搬できるロボット技術を用いた
歩行支援機器

高齢者等の屋内移動や立ち座りをサポー
トし、特にトイレへの往復やトイレ内で
の姿勢保持を支援するロボット技術を用
いた歩行支援機器

高齢者等の外出をサポートし、転倒予防
や歩行等を補助するロボット技術を用い
た装着型の移動支援機器

排泄物の処理にロボット技術を用いた設
置位置調節可能なトイレ

ロボット技術を用いて排泄を予測し、
的確なタイミングでトイレへ誘導する
機器

ロボット技術を用いトイレ内での下衣の
着脱等の排泄の一連の動作を支援する機
器

介護施設において使用する、センサーや
外部通信機能を備えたロボット技術を用
いた機器のプラットフォーム

在宅介護において使用する、転倒検知セ
ンサーや外部通信機能を備えたロボット
技術を用いた機器のプラットフォーム

高齢者等とのコミュニケーションにロ
ボット技術を用いた生活支援機器

ロボット技術を用いて浴槽
に出入りする際の一連の動
作を支援する機器

ロボット技術を用いて、見
守り、移動支援、排泄支援
をはじめとする介護業務に
伴う情報を収集・蓄積し、
それを基に、高齢者等の必
要な支援に活用することを
可能とする機器

ロボット技術を用いて介助者のパワーア
シストを行う装着型の機器

ロボット技術を用いて介助者による
抱え上げ動作のパワーアシストを行
う非装着型の機器
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ノーリフティングケアに用いる福祉機器の導入費用を補助。
新たにノーリフティングケアに取り組む施設（以下「新規取組施設」という。）において、ノーリフティングケアに用いる福祉機器を導入する

際の費用を補助することで、ノーリフティングケアの普及促進を図る。

・跳ね上げ式車椅子(肘掛けを跳ね上げ、脱着又は座面
まで下げることができるもの)

・移乗用ボード(シート、マット、グローブ等は対象外)
・床走行式リフト

・補助率１／２
・補助上限額５０万円（１施設当たり※併設事業所込み）

【補助対象機器】

【補助対象事業者】

・大分県内において介護サービス事業を行う
介護サービス事業者

（跳ね上げ式車いす）
（移乗用ボード）

（要件）
ノーリフティングケアの導入及び福祉機器活用計画の作成
＜記載内容＞

 達成すべき目標
 導入すべき機器

 目標の到達状況（未達成の場合は改善）

【補助額等】

ノーリフティングケアの取組

①リフト等の機器使用

②移乗用ボード等器具使用

③姿勢の改善

補助器具を活用
⇒抱え上げない（腰痛予防）

残存機能活用（重度化防止）
筋緊張の軽減（拘縮予防）
摩擦の軽減（褥瘡予防）

体の使い方を工夫
⇒不良姿勢をしない

中腰での作業を継続しない
利用者の体の動かし方を工夫

リフト等を活用
⇒抱え上げない（腰痛予防）

事故リスク軽減（骨折等の減）
ケアの効率化（１人介助化）
筋緊張の軽減（拘縮予防） ・移乗用ボード

・移乗用シート
・グローブ

・天井走行式リフト
・床走行式リフト
・スタンディングマシーン
・移乗用介護ロボット
・特殊浴槽

（床走行式リフト）
（跳ね上げ式車いす

＋移乗用ボード）

（グローブ）

腰痛予防

・高さ調節機能付きベッド

（高さ機能付きベッド）

ノーリフティング用福祉機器導入支援事業

（床走行式リフト）
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＜事業実施機関＞

施設長や管理者等を対象とした、ノーリフティングケアマネジメント研修を実施。

ノーリフティングケアを県内施設に広め、管理者等のトップの意識改革を図るとともに、ノーリフティングケアの導入に当たっての手順（組
織体制や職員研修等）及び、機器導入の支援方策（介護ロボット導入支援事業や介護福祉機器助成金等）の周知を行い、本取組の普及
啓発を図る。

【令和３元年度実施予定】
日時 令和３年6日１６日（水） 9:00 16:00
場所 大分県社会福祉介護研修センター

（１）ノーリフティングケアマネジメント研修

「管理者等のトップの意識改革について」
「ノーリフティングケア導入における手順について」

《演題》

・（１）（２）（３）の研修事業 委託先（社）大分県社会福祉協議会
・（４）補助事業 県実施

参加者数 １０２人（令和２年度）

①指導者養成研修
新たにノーリフティングケアに取り組む施設（以下「新規取組施設」という。）内の指導者となる職員（ノーリフティングケアマネージャー）

を養成するための実技指導等を行う。

（２）ノーリフティングケア指導者養成研修

【研修内容】

・ノーリフティングケア・ポリシーの理解
・身体の基本的な使い方習得
・福祉用具（シート、ボード、リフト等）を使った介護技術の習得

【対象施設】

・新たにノーリフティングケアに取り組む施設

（研修日数） ３日間の研修を２回実施
（定員） １回あたり１５事業所・３０名程度
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（対象施設） 指導者養成研修を受講した施設
（研修日数） ２日間の研修を２回実施
（定員） １回あたり１５事業所・３０名程度

ノーリフティングケアの取り組みを行っており、研修生を受け入れ、指導できるなどの基準を設け、「ノーリフティングケア推進施設」として
指定し、ＨＰなどで広報を行う。また、各地域で研修を希望する施設の募集・調整を行う。

（低い姿勢での作業）

◎腰痛予防のための「体の使い方」

（基本動作姿勢）

（腰に負担となる姿勢）
中腰、ひねり、前屈、後屈捻転等の不自然な姿勢

・介護者の姿勢や動作の改善による腰部負担軽減
＋

・利用者の残存機能を生かした自然な動き
 

・利用者を考慮した作業姿勢と動作
⇒ 作業負担が軽減

（３）ノーリフティングケア推進施設指定

②指導者養成フォローアップ研修
新規取組施設内の指導者となる職員（ノーリフティングケアマネージャー）を養成するためコーチングスキルの向上及び現場実践を通し

ての疑問点等についてのフォロー研修を行う。
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外国人介護人材確保対策事業

１ 人材受入体制の構築に向けた協議会や研修会の実施等
（１）外国人介護人材受入推進協議会の実施
（協議会メンバー）事業所、県社協、監理団体、支援機関、行政など

（２）受入研修会の実施及び受入事例集によるノウハウの提供

２ 入県後の受入環境整備や外国人介護人材向け研修の実施等
（１）外国人介護人材受入支援事業

介護技能、日本語能力等向上のため、集合研修等を実施

（２）受入支援アドバイザー派遣事業
技能実習生の円滑な受入を支援するため、受入施設にアドバイザーを派遣

（３）外国人介護人材受入施設環境整備事業
補助率：２／３、補助上限額：２００千円
事業実施主体：技能実習生や特定技能外国人、留学生を受入予定の施設

を運営する法人又は個人
対象経費：コミュニケーション促進経費等（例 翻訳機、研修費用）

（４）外国人介護人材雇用インセンティブ補助金
詳細別紙

３ 外国人介護人材と受入事業者のマッチング支援
（１）説明会等の開催

受入希望事業者の情報を収集し、現地で大分県内就労希望者向けに合同説明会等を開催

（２）送り出し機関と受入希望事業者の調整
現地送り出し機関と連携し、外国人と受入希望事業者のニーズをすりあわせ、面接ツアーの設定等

受入希望施設と外国人のマッチング等を実施し円滑に受入を推進

【 日本 】

大分県

受入施設

受入推進
協議会

介護福祉
士養成校

【 送り出し国 】

現地日本語学校
等

令和３年度の取組

マッチン
グ

情報収集
説明会の開
催

大分県社会
福祉協議会 外国人

介護人
材

経費助
成

委託
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外国人介護人材確保対策事業（外国人介護人材雇用インセンティブ補助金の創設）

１ 制度目的
県内の介護人材不足に対応し、質の高い外国人介護人材を確保することを目的に、外国人介護人材を雇用する際にお

けるイニシャルコストに対して補助することにより、外国人介護人材のさらなる雇用のインセンティブを高めていくも
の。

２ 事業実施主体
令和３年度以降に外国人介護人材を受け入れる予定である県内介護サービス事業所を設置経営する法人又は個人。

３ 補助対象経費
令和３年度以降に外国人介護人材を雇用する場合に、雇用した外国人介護人材１人に要した下記経費を補助対象経費

とする。
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