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Ⅲ くらし・医療・健康・福祉を守ります 
(１)県民のいのち、健康を守る医療環境の整備 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

75 

がん、脳卒中、心筋梗

塞、糖尿病の４疾病、

救急、災害、へき地、

小児、周産期医療の５

事業について、基幹的

医療機関を中心に医療

連携を推進し、整備目

標を達成 

健康福祉部 

病院事業庁 
○地域保健医療計画に沿った取組の推進
(計画年度27年度まで) 
・各医療体系における病病連携、病診
連携の強化・推進 

・医療連携に向けた全県的及び医療圏
ごとの協議 

○地域保健医療計画に沿った取組の推進 
・各医療体系における病病連携、病診
連携の強化・推進 

・医療連携に向けた全県的及び医療圏
ごとの協議 

○新しい地域保健医療計画に沿った取組
の推進 
・各医療体系における病病連携、病診
連携の強化・推進 

 ・医療連携に向けた全県的及び医療圏
ごとの協議 

・圏域計画の見直し 

○新しい地域保健医療計画に沿った取組
の推進 
・各医療体系における病病連携、病診
連携の強化・推進 

 ・医療連携に向けた全県的及び医療圏
ごとの協議 

 ○地域保健医療計画の見直し 
・国の｢医療提供体制の確保に関する基
本方針｣及び｢医療計画作成指針｣の改
正等に伴う県計画の見直しを実施 

  

○あいち小児保健医療総合センターの体
制整備・強化 
・小児の 3 次救急医療の提供へ向けた
検討 

○あいち小児保健医療総合センターの体
制整備・強化 
・小児の 3 次救急施設の基本設計・実
施設計 

○あいち小児保健医療総合センターの体
制整備・強化 
・小児の 3 次救急施設の実施設計・救
急棟増築工事着工 

○あいち小児保健医療総合センターの体
制整備・強化 
・小児の 3 次救急施設の救急棟増築工
事(～27年度) 

76 

医師派遣機能の強化を

はじめ、医師・看護師

等確保対策の充実 

県民生活部 

健康福祉部 
○医療機関間における地域医療連携のた
めの医師派遣 
・医療圏単位のワーキンググループと有
識者会議における協議を踏まえた｢愛
知方式｣による病院間における医師派
遣の推進 
＊有識者会議において地域で必要と
認められた医療機関相互の医師派
遣に対する助成 

○医療機関間における地域医療連携のた
めの医師派遣 
・医療圏単位のワーキンググループと
有識者会議における協議を踏まえた
｢愛知方式｣による病院間における医
師派遣の推進 

  ＊有識者会議において地域で必要と
認められた医療機関相互の医師派
遣に対する助成 

○医療機関間における地域医療連携のた
めの医師派遣 
・医療圏単位のワーキンググループと
有識者会議における協議を踏まえた
｢愛知方式｣による病院間における医
師派遣の推進 

 ＊有識者会議において地域で必要と
認められた医療機関相互の医師派
遣に対する助成 

○医療機関間における地域医療連携のた
めの医師派遣 
・医療圏単位のワーキンググループと
有識者会議における協議を踏まえた
｢愛知方式｣による病院間における医
師派遣の推進 

○看護職員の再就業支援と離職防止に向
けた取組 
・新人看護職員研修等研修の実施に向け
た支援 
＊医療機関への助成(67病院) 

・短時間正規雇用等の導入支援 
＊看護職員の就業環境改善に向けた
相談(相談件数：52件) 

＊アドバイザー派遣(4人) 
＊多様な勤務形態の導入を図るため
の労務管理研修等 

・看護職カムバック研修 

○看護職員の再就業支援と離職防止に向
けた取組 
・新人看護職員研修等研修の実施に向け
た支援 
＊医療機関への助成(69病院) 

・短時間正規雇用等の導入支援 
＊看護職員の就業環境改善に向けた
相談(相談件数：66件) 

＊アドバイザー派遣(4人) 
＊多様な勤務形態の導入を図るため
の労務管理研修等 

・看護職カムバック研修 

○看護職員の再就業支援と離職防止に向
けた取組 
・新人看護職員研修等研修の実施に向け
た支援 
＊医療機関への助成(77病院)  

・短時間正規雇用等の導入支援 
＊看護職員の就業環境改善に向けた
相談(相談件数：66件) 

＊アドバイザー派遣(4人) 
＊多様な勤務形態の導入を図るための
労務管理研修等 

・看護職カムバック研修 

○看護職員の再就業支援と離職防止に向
けた取組 
・新人看護職員研修等研修の実施に向け
た支援 

・短時間正規雇用等の導入支援 
・看護職カムバック研修 

  ○県大による看護師の養成 

・学部･大学院､認定看護師教育課程､各

種実践セミナー・研究会による養成 

○県大による看護師の養成 

・学部･大学院､認定看護師教育課程､各

種実践セミナー・研究会による養成 

○県大による看護師の養成 

・学部･大学院､認定看護師教育課程､各

種実践セミナー・研究会による養成 

○県大による看護師の養成 

・学部･大学院､認定看護師教育課程､各

種実践セミナー・研究会による養成  
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

77 

四大学医学部の定員

増、地域枠の確保 

健康福祉部 ○県内医学部入学定員増に向けた取組 
・医学部入学定員増に向けた国への継続
的な要請 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

○県内医学部入学定員増に向けた取組 
・増加した医学部入学定員の維持に向け
た国への継続的な要請 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

○県内医学部入学定員増に向けた取組 
・増加した医学部入学定員の維持に向け
た国への継続的な要請 

  ＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

○県内医学部入学定員増に向けた取組 
・増加した医学部入学定員の維持に向け
た国への継続的な要請 

  ＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

○地域枠の確保に向けた取組 
・地域枠の増設に向けた県内大学医学部
との調整 
＊新たに愛知医科大学が地域枠定員(5
人)を設置 

○地域枠の確保に向けた取組 
・県内大学に設定された地域枠の維持 

○地域枠の確保に向けた取組 
・県内大学に設定された地域枠の維持 

○地域枠の確保に向けた取組 
・県内大学に設定された地域枠の維持 

78 

地域医療再生基金の大

幅拡充・活用 

健康福祉部 ○地域医療再生基金の活用 
・新たな地域医療再生計画の策定(11月) 
・地域医療再生計画に基づく各事業の実施 
＊医師・育成派遣体制、救急医療体
制、小児･周産期等医療体制及び精
神医療体制の構築 

○地域医療再生基金の活用 
・地域医療再生計画に基づく各事業の実施 
＊医師・育成派遣体制、救急医療体
制、小児･周産期等医療体制及び精
神医療体制の構築 

○地域医療再生基金の活用 
・新たな地域医療再生計画の策定（8月） 
・地域医療再生計画に基づく各事業の実施 

＊医師・育成派遣体制、救急医療体制、小
児･周産期等医療体制、精神医療体制、
災害医療体制及び在宅医療体制の構築 

○地域医療再生基金の活用 
・地域医療再生計画に基づく各事業の実施 
＊医師・育成派遣体制、救急医療体制、小

児･周産期等医療体制、精神医療体制、
災害医療体制及び在宅医療体制の構築 

○さらなる拡充に向けた国への要請 
・地域医療再生基金の更なる拡充及び期
間の延長を国へ要請 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

＊全国知事会として基金拡充を要請 

○さらなる拡充に向けた国への要請 
・地域医療再生基金の更なる拡充及び期
間の延長を国へ要請 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

○さらなる拡充に向けた国への要請 
・地域医療再生基金の期間の延長や積み
増しを国へ要請 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

 

79 

救急医療の支援、ドク

ターカー・ドクターヘ

リの増設 

健康福祉部 ○地域医療再生基金等を活用した救急医
療の更なる充実 
・急性期対応の医療機関整備 
・休日急病診療所の整備 
・休日急病診療所の診療時間拡充等に
対する助成 
＊津島地区休日急病診療所始め7か所 

○地域医療再生基金等を活用した救急医
療の更なる充実 
・急性期対応の医療機関整備 
・連携支援病床の整備 
・休日急病診療所の整備 

 ・休日急病診療所の診療時間拡充等に
対する助成 
＊津島地区休日急病診療所始め8か所 

○地域医療再生基金等を活用した救急医
療の更なる充実 
・急性期対応の医療機関整備 
・連携支援病床の整備 
・休日急病診療所の整備 

 ・休日急病診療所の診療時間拡充等に
対する助成 
＊津島地区休日急病診療所始め9か所 

○地域医療再生基金等を活用した救急医
療の更なる充実 
・急性期対応の医療機関整備 
・連携支援病床の整備 
・休日急病診療所の整備 

 ・休日急病診療所の診療時間拡充等に
対する助成 

○ドクターカーの増設に向けた取組 
・ドクターカーの増設に対する周知 

○ドクターカーの増設に向けた取組 
・ドクターカーの増設に対する助成 
 ＊半田市立半田病院 

○ドクターカーの増設に向けた取組 
・ドクターカーの増設に対する周知 

○ドクターカーの増設に向けた取組 
・ドクターカーの増設に対する周知 

  ○ドクターヘリの増設に向けた取組の推進 
・ドクターヘリの運用における近隣県
との連携・協力に関する協議 
＊近隣県(岐阜・三重・静岡・長野)
との連携協議 

＊三県一市知事市長会議 
・現在運用中のドクターヘリの運航調整
委員会で効率的な運用について協議 

○ドクターヘリの増設に向けた取組の推進 
・ドクターヘリの運用における近隣県
との連携・協力に関する協議 
＊近隣県(岐阜・三重・静岡・長野)
との連携協議(関係者による連絡調
整会議) 

・運行調整委員会等で効率的な運用に
ついて協議 

○ドクターヘリの増設に向けた取組の推進 
・ドクターヘリの運用における近隣県
との連携・協力に関する協議 
＊近隣県(岐阜・三重・静岡・長野)
との連携協議(関係者による連絡調
整会議) 

・運行調整委員会等で効率的な運用に
ついて協議 

○ドクターヘリの増設に向けた取組の推進 
・ドクターヘリの運用における近隣県
との連携・協力に関する協議 

・運行調整委員会等で効率的な運用に
ついて協議 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

80 

女性医師の働きやすい

環境の整備 

健康福祉部 ○女性医師就労環境改善対策 

・女性医師への現場復帰に向けた啓発 

＊女性医師へのセミナーの開催 

・女性医師が働きやすい職場環境の整備 

＊女性医師の就労環境の改善に取り

組む病院に対する助成 

 

○女性医師就労環境改善対策 

・女性医師への現場復帰に向けた啓発 

＊女性医師へのセミナーの開催 

・女性医師が働きやすい職場環境の整備 

＊女性医師の就労環境の改善に取り

組む病院に対する助成 

 

○女性医師就労環境改善対策 

・女性医師への現場復帰に向けた啓発 

＊女性医師へのセミナーの開催 

 ・女性医師が働きやすい環境に向けて

の啓発 

  ＊医師の勤務環境に関する調査の実施 

・女性医師が働きやすい職場環境の整備 

＊女性医師の就労環境の改善に取り

組む病院に対する助成 

○女性医師就労環境改善対策 

・女性医師が働きやすい環境に向けて

の啓発 

・女性医師が働きやすい職場環境の整備 

 

 

 

 

○女性医師の離職防止 

・医師不足の解消・病院勤務医の負担軽

減等に向けた国への要請 

＊｢国の施策・取組に対する愛知県か

らの要請｣ 

・女性医師確保策の検討 

＊女性医師確保に係る委員会 

○女性医師の離職防止 

・医師不足の解消・病院勤務医の負担軽

減等に向けた国への要請 

＊｢国の施策・取組に対する愛知県か

らの要請｣ 

・女性医師確保策の検討 

＊女性医師確保に係る委員会 

○女性医師の離職防止 

・医師不足の解消・病院勤務医の負担軽

減等に向けた国への要請 

    ＊｢国の施策・取組に対する愛知県か

らの要請｣ 

・女性医師確保策の検討 

＊女性医師確保に係る委員会 

○女性医師の離職防止 

・女性医師確保策の検討  

 

81 

精神科医療の充実、う

つ病等の早期発見・治

療促進を図るための研

修事業や啓発運動、子

どもを含めたメンタル

ヘルス教育等の推進 

地域生活への復帰や社

会復帰 社会参加の促

進 

健康福祉部 

病院事業庁 

教育委員会 

○精神科医療体制の充実 

・精神医療体制の構築を柱の一つにし

た地域医療再生計画の策定(11月) 

・地域医療再生計画等に基づく精神医

療の取組の実施 

＊精神・身体合併症対応病床の整備

(藤田保健衛生大学、豊川市民病院) 

＊精神科医師養成寄附講座(名古屋大学) 

・城山病院改築計画の見直し 

○精神科医療体制の充実 

・地域医療再生計画等に基づく精神医

療の取組の実施 

＊精神・身体合併症対応病床の整備

(藤田保健衛生大学) 

＊精神科医師養成寄附講座(名古屋大学) 

・精神科救急体制の再構築の検討 

・城山病院改築に係る実施設計 

○精神科医療体制の充実 

・地域医療再生計画等に基づく精神医療

の取組の実施 

＊精神・身体合併症対応病床の整備 

(藤田保健衛生大学、愛知医科大学) 

＊精神科医師養成寄附講座(名古屋大学) 

＊精神・身体合併症連携モデル事業

の実施 

・城山病院改築前期工事(診療管理棟・

西病棟・医療観察法病棟)着工 

○精神科医療体制の充実 

・地域医療再生計画等に基づく精神医

療の取組の実施 

＊精神科医師養成寄附講座(名古屋大学) 

＊精神・身体合併症連携モデル事業

の実施 

・城山病院改築前期工事(診療管理棟・

西病棟・医療観察法病棟(～28年度) 

  ○うつ病等の早期発見・治療に向けた取組 

・地域のかかりつけ医と精神科医の連

携システムの構築(あいち G-P ネット

の構築) 

＊ウェブサイト(あいち G-P ネット)の

構築(愛知県精神科病院協会が運営) 

＊地域のかかりつけ医と精神科医との

顔の見える関係づくりを進める地域

連絡会議の開催(県内5ブロック) 

＊県内のかかりつけ医及び精神科医

を対象とした研修会 

○うつ病等の早期発見・治療に向けた取組 

・地域のかかりつけ医と精神科医の連

携システムの構築(あいち G-P ネット

の運営) 

＊あいち G-P ネットの周知のための

地域連絡会議の開催 

＊県内のかかりつけ医及び精神科医

を対象とした研修会 

○うつ病等の早期発見・治療に向けた取組 

・地域のかかりつけ医と精神科医の連

携システムの構築(あいち G-P ネット

の運営) 

＊あいち G-P ネットの周知のための

講習会の開催 

＊県内のかかりつけ医及び精神科医

を対象とした研修会 

○うつ病等の早期発見・治療に向けた取組 

・地域のかかりつけ医と精神科医の連

携システムの構築(あいち G-P ネット

の運営) 

＊あいち G-P ネットの周知のための

講習会の開催 

＊県内のかかりつけ医及び精神科医

を対象とした研修会 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○精神障害者の社会復帰、社会参加の支援 

・精神科病院入院者の地域移行への支援 

＊地域移行支援事業を 3 圏域の指定相談

支援事業所に委託し個別支援を実施 

○精神障害者の社会復帰、社会参加の支援 

・精神科病院入院者の地域移行への支援 

＊保健所が関係機関との連絡調整を

実施する等、病院・事業者を支援 

○精神障害者の社会復帰、社会参加の支援 

・精神科病院入院者の地域移行への支援 

 ＊保健所が関係機関との連絡調整を

実施する等、病院・事業者を支援 

○精神障害者の社会復帰、社会参加の支援 

・精神科病院入院者の地域移行への支援 

 ＊保健所が関係機関との連絡調整を

実施する等、病院・事業者を支援 

  ○児童生徒のメンタルヘルス教育の推進 

・学校や保健所、専門機関等との連携

による健康教育や健康相談の充実 

＊子どもの健康を守る地域専門家総

合連携事業に係る協議会の開催 

＊専門医等の派遣(小中学校 17 校、

県立学校7校) 

○児童生徒のメンタルヘルス教育の推進 

・学校や保健所、専門機関等との連携

による健康教育や健康相談の充実 

 ・心身に問題を抱えた児童生徒の理

解・支援を高める教員研修の開催 

  ＊心の健康教育専門講座の開催(小中

学校60人、県立学校66人) 

○児童生徒のメンタルヘルス教育の推進 

・学校や保健所、専門機関等との連携

による健康教育や健康相談の充実 

・心身に問題を抱えた児童生徒の理

解・支援を高める教員研修の開催 

＊心の健康教育専門講座の開催(小中

学校62人、県立学校20人) 

○児童生徒のメンタルヘルス教育の推進 

・学校や保健所、専門機関等との連携

による健康教育や健康相談の充実 

・心身に問題を抱えた児童生徒の理

解・支援を高める教員研修の開催 

 

82 

B 型・C 型肝炎対策の

推進 

健康福祉部 ○B型・C型肝炎対策の推進 

・総合的推進体制強化の取組 

＊肝炎診療協議会 

・肝炎患者への医療給付 

＊受給者票交付件数：2,627件 

・肝疾患診療連携拠点病院を中心とし

た医療連携の促進と相談体制の整備 

＊肝疾患相談室 

＊肝炎診療従事者研修 

＊肝疾患診療連携拠点病院等連絡協

議会 

・肝炎ウイルス検査の実施 

＊保健所の B型及び C型肝炎ウイルス

検査実績：B型512件 C型494件 

＊医療機関委託による肝炎ウイルス

検査実績：B型78件 C型79件 

○B型・C型肝炎対策の推進 

・総合的推進体制強化の取組 

＊肝炎診療協議会 

・肝炎患者への医療給付 

＊受給者票交付件数：3,001件 

・肝疾患診療連携拠点病院を中心とし

た医療連携の促進と相談体制の整備 

＊肝疾患相談室 

＊肝炎診療従事者研修 

＊肝疾患診療連携拠点病院等連絡協

議会 

・肝炎ウイルス検査の実施 

＊保健所の B型及び C型肝炎ウイルス

検査実績：B型487件 C型470件 

＊医療機関委託による肝炎ウイルス

検査実績：B型52件 C型47件 

・愛知県肝炎対策推進計画の策定 

○愛知県肝炎対策推進計画に基づく B

型・C型肝炎対策の推進 

・総合的推進体制強化の取組 

＊肝炎診療協議会 

・肝炎患者への医療給付 

＊受給者票交付件数：3,016件 

・肝疾患診療連携拠点病院を中心とし

た医療連携の促進と相談体制の整備 

＊肝疾患相談室 

＊肝炎診療従事者研修 

＊肝疾患診療連携拠点病院等連絡協

議会 

・肝炎ウイルス検査の実施 

＊保健所の B 型及び C 型肝炎ウイル

ス検査実績：B型678件C型624件 

＊医療機関委託による肝炎ウイルス

検査実績：B型70件 C型70件 

○愛知県肝炎対策推進計画に基づく B

型・C型肝炎対策の推進 

・総合的推進体制強化の取組 

・肝炎患者への医療給付 

・肝疾患診療連携拠点病院を中心とし

た医療連携の促進と相談体制の整備 

＊肝疾患相談室 

・肝炎ウイルス検査の実施 

＊陽性者へ肝臓手帳の配布 

 

83 

難病・結核・腎疾患対

策の推進 

健康福祉部 ○難病対策の推進 
・医療給付事業等の実施 
＊特定疾患医療給付事業(受給者票所
持者数：36,435人) 

＊成人血友病等医療給付(受給者票所
持者数：317人) 

・難病患者地域ケアの推進 
＊地域ケア推進会議 
＊患者・家族教室 
＊保健師等による訪問相談 
＊地域ケアに係る調査研究 

○難病対策の推進 
・医療給付事業等の実施 
＊特定疾患医療給付事業(受給者票所
持者数：38,492人) 

＊成人血友病等医療給付(受給者票所
持者数：336人) 

・難病患者地域ケアの推進 
＊地域ケア推進会議 
＊患者・家族教室 
＊保健師等による訪問相談 
＊地域ケアに係る調査研究 

○難病対策の推進 
・医療給付事業等の実施 
 ＊特定疾患医療給付事業(受給者票所

持者数：41,239人) 
 ＊成人血友病等医療給付(受給者票所

持者数：322人) 
・難病患者地域ケアの推進 
 ＊地域ケア推進事業 
 ＊患者・家族教室 
 ＊保健師等による訪問相談 
 ＊地域ケアに係る調査研究 

○難病対策の推進 
 ・医療給付事業等の実施 
 ・難病患者地域ケアの推進 
 ＊地域ケア推進事業 
 ＊患者・家族教室 
 ＊保健師等による訪問相談 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○結核対策の推進 
・定期検診による患者の早期発見の推進 
＊私立学校、施設等が行う定期健康
診断に係る経費への助成(85施設) 

・まん延防止対策の推進 
＊患者の家族や接触者の健康診断(受
診実人員：2,929人) 

○結核対策の推進 
・定期検診による患者の早期発見の推進 
＊私立学校、施設等が行う定期健康
診断に係る経費への助成(84施設) 

・まん延防止対策の推進 
＊患者の家族や接触者の健康診断(受
診実人員：2,333人) 

○結核対策の推進 
・定期検診による患者の早期発見の推進 
＊私立学校、施設等が行う定期健康
診断に係る経費への助成(91施設) 

・まん延防止対策の推進 
＊患者の家族や接触者の健康診断(受
診実人員：2,383人) 

○結核対策の推進 
・定期検診による患者の早期発見の推進 
・まん延防止対策の推進 

 

  ○腎疾患対策の推進 

・慢性腎疾患(CKD)の啓発 

＊慢性腎臓病(CKD)対策協議会への参画 

＊CKD啓発キャンペーン2012 

＊CKD啓発用リーフレット 

・健康相談の実施 

＊専門医等による相談 

○腎疾患対策の推進 

・慢性腎疾患(CKD)の啓発 

＊慢性腎臓病(CKD)対策協議会への参画 

＊CKD啓発キャンペーン2013 

＊CKD啓発用リーフレット 

・健康相談の実施 

＊専門医等による相談 

○腎疾患対策の推進 

・慢性腎疾患(CKD)の啓発 

＊慢性腎臓病(CKD)対策協議会への参画 

＊CKD啓発キャンペーン2014 

・健康相談の実施 

 ＊専門医等による相談 

○腎疾患対策の推進 

・慢性腎疾患(CKD)の啓発 

 ・健康相談の実施 

84 

ヒブ、小児肺炎球菌、

子宮頸がんなどのワク

チン予防接種の公費助

成の創設 

健康福祉部 ○ワクチン予防接種の公費助成の実施 

・子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨

時特例基金事業の実施 

＊市町村が実施する子宮頸がん、ヒ

ブ及び小児肺炎球菌のワクチン接

種事業に対する助成(全54市町村) 

○ワクチン予防接種の公費助成の実施 

・子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨

時特例基金事業の実施 

＊市町村が実施する子宮頸がん、ヒ

ブ及び小児肺炎球菌のワクチン接

種事業に対する助成(全54市町村) 

○ワクチン予防接種の公費助成の実施 

 ・風しんワクチン接種緊急促進事業の

実施 

  ＊市町村が実施する大人に対するワ

クチン接種事業に対する助成(全 54

市町村) 

○ワクチン予防接種の公費助成の実施 

 ・風しんワクチン接種事業の実施 

 

  ○子宮頸がん、ヒブ及び小児肺炎球菌予

防ワクチンの定期接種化(市町村実施) 

 

85 

医療と介護で切れ目の

ないリハビリテーショ

ン提供体制の強化 

健康福祉部 ○訪問看護や訪問リハビリテーションの

提供など医療・福祉の連携強化 

・在宅医療・在宅ケア・リハビリテー

ションの推進体制の確立に向けた検

討 

○訪問看護や訪問リハビリテーションの

提供など医療・福祉の連携強化 

・医療・介護・福祉等を切れ目なく提供

する地域包括ケアシステムの構築を目

指した検討 

＊あいちの地域包括ケアを考える懇

談会 

＊愛知県地域包括ケア推進研究会 

○訪問看護や訪問リハビリテーションの

提供など医療・福祉の連携強化 

・あいちの地域包括ケアを考える懇談会

における「地域包括ケアシステム構築

に向けた提言」のとりまとめ(1月) 

＊あいちの地域包括ケアを考える懇

談会 

＊愛知県地域包括ケア推進研究会 

○訪問看護や訪問リハビリテーションの

提供など医療・福祉の連携強化 

・「地域包括ケアシステム構築に向けた

提言」に基づく市町村の取組を先導す

るモデル事業の実施(９市) 

 

  ○国において予定されている新たな複合

型サービスの創設を踏まえた、第 5 期

高齢者健康福祉計画の策定(3月) 

○第 5 期高齢者健康福祉計画に基づく事

業の実施 

・居宅サービスの多様な事業者の参入

促進及び利用の確保 

○第 5 期高齢者健康福祉計画に基づく事

業の実施 

・居宅サービスの多様な事業者の参入

促進及び利用の確保 

○第 5 期高齢者健康福祉計画に基づく事

業の実施 

・居宅サービスの多様な事業者の参入

促進及び利用の確保 

   ○第6期高齢者健康福祉計画の策定 

86 

生活の質を高める統合

医療の推進 

健康福祉部 ○統合医療推進に向けた調査・検討 
・国における｢統合医療のあり方に関す
る検討会｣の動向等の情報収集 

・統合医療に関する講演会の実施 
＊愛知県公衆衛生研究会 

○統合医療推進に向けた調査・検討 
・国における｢統合医療のあり方に関す
る検討会｣の動向等の情報収集 

 

○統合医療推進に向けた調査・検討 
・国における｢統合医療のあり方に関す
る検討会｣の動向等の情報収集 

 

○統合医療推進に向けた調査・検討 
・国における｢統合医療のあり方に関する
検討会｣の動向等の情報収集 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

87 

8020 運動の推進、歯科

健診の充実、高齢者に

対する在宅歯科医療の

充実 

健康福祉部 ○8020運動の推進 
・フッ化物洗口など、う蝕対策の実施 
＊永久歯う蝕対策支援研修会 
＊第一大臼歯う蝕減少の普及啓発リ
ーフレットの作成 

＊母子健康診査マニュアルに基づく
乳歯う蝕対策の支援 

・歯周病と糖尿病との医科歯科連携体
制の構築 
＊あいちモデル構築のための事業の実
施 (3地区：春日井・半田・新城) 

＊各地区の実状に対応した医科歯科
連携体制構築のための事業の実施
(9 地区：津島､西春日井､瀬戸､一
宮､尾北､東海､知多､碧南､田原) 

・歯周病対策ネットワークの推進 
＊歯周病対策機能連携検討会議 
＊歯周病対策ネットワーク推進会議 
＊歯周病対策普及講演会 

○8020運動の推進 
・フッ化物洗口など、う蝕対策の実施 
＊永久歯う蝕対策支援研修会 
＊第一大臼歯う蝕減少の普及啓発リ
ーフレットの作成 

＊母子健康診査マニュアルに基づく
乳歯う蝕対策の支援 

・歯周病と糖尿病との医科歯科連携に
関する検証の実施 

・歯周病対策ネットワークの推進 
＊歯周病対策機能連携検討会議 
＊歯周病対策ネットワーク推進会議 
＊歯周病対策普及講演会 

・｢愛知県歯科口腔保健基本計画｣の策
定 

・歯周病と糖尿病との医科歯科連携事
業(あいちモデル)の実施 

○8020運動の推進 
・フッ化物洗口など、う蝕対策の実施 
＊永久歯う蝕対策支援研修会 
＊第一大臼歯う蝕減少の普及啓発リ
ーフレットの作成 

＊母子健康診査マニュアルに基づく
乳歯う蝕対策の支援 

・歯周病対策ネットワークの推進 
＊歯周病対策機能連携検討会議 
＊歯周病対策ネットワーク推進会議 
＊歯周病対策普及講演会 

・障害者等口腔保健実態調査 
・歯科口腔保健推進会議の開催 
・歯周病と糖尿病との医科歯科連携事
業(あいちモデル)の実施 

 

○8020運動の推進 
・フッ化物洗口など、う蝕対策の実施 
＊永久歯う蝕対策支援研修会 
＊母子健康診査マニュアルに基づく
乳歯う蝕対策の支援 

・歯周病対策ネットワークの推進 
・若い世代からの口腔ケア推進事業 
・障害者(児)歯科口腔保健推進事業 

 

○歯科健診の充実 

・歯周病検診の推進 

・8020達成サポート調査 

○歯科健診の充実 

・歯周病検診の推進 

○歯科健診の充実 

・歯周病検診の推進 

 

○歯科健診の充実 

・歯周病検診の推進 

 

○在宅歯科医療の推進 
・訪問歯科診療を実施する地域の歯科診
療所への歯科衛生士派遣(委託先：愛
知県歯科医師会) 

○在宅歯科医療の推進 
・訪問歯科診療を実施する地域の歯科診
療所への歯科衛生士派遣(委託先：愛
知県歯科医師会) 

○在宅歯科医療の推進 
・訪問歯科診療を実施する地域の歯科診
療所への歯科衛生士派遣(委託先：愛
知県歯科医師会) 

○在宅歯科医療の推進 
・訪問歯科診療を実施する地域の歯科診
療所への歯科衛生士派遣(委託先：愛
知県歯科医師会) 

88 

温泉リハビリ施設と介

護施設を備えた複合福

祉タウン構想を推進 

健康福祉部 ○構想の推進に向けた検討 

・先行事例の収集等 

○構想の推進に向けた検討 

・先行事例の収集及び各施設の立地状

況の把握等 

○構想の推進に向けた検討 

・先行事例の収集 

○構想の推進に向けた検討 

・先行事例の収集 

89 

ウェルネスバレー構

想、『健康長寿あいち

づくり』の推進 

健康福祉部 

産業労働部 
○ウェルネスバレー構想の推進 

・大府市、東浦町等関係自治体への支援 

＊ウェルネスバレー推進準備委員会

及びウェルネスバレー推進協議会

への参加 

＊コンセプト・基本理念のとりまとめ 

＊ワーキンググループの設置 

・あいち健康の森連絡会議における関

係機関の連携強化 

＊あいち健康の森連絡会議 

○ウェルネスバレー構想の推進 

・大府市、東浦町等関係自治体への支援 

＊ウェルネスバレー推進協議会への

参加 

・あいち健康の森連絡会議における関

係機関の連携強化 

○ウェルネスバレー構想の推進 

・大府市、東浦町等関係自治体への支援 

＊ウェルネスバレー推進協議会への

参加 

・あいち健康の森連絡会議における関

係機関の連携強化 

○ウェルネスバレー構想の推進 

・大府市、東浦町等関係自治体への支援 

＊ウェルネスバレー推進協議会への

参加 

・あいち健康の森連絡会議における関

係機関の連携強化 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○健康長寿あいち宣言と健康日本 21 あい
ち計画(愛知県健康増進計画)に基づく
取組の推進 
・メタボリックシンドローム対策の推進 
＊学童期生活習慣病対策普及フォーラム 
＊学童期生活習慣病対策マニュアルの
作成 

・喫煙対策の推進 
＊たばこ対策推進会議 
＊指導者養成講習会 

○健康長寿あいち宣言と健康日本 21 あい
ち計画(愛知県健康増進計画)に基づく
取組の推進 
・メタボリックシンドローム対策の推進 
・喫煙対策の推進 
＊たばこ対策推進会議 
＊指導者養成講習会 

○健康日本 21 あいち新計画に基づく健康
づくりの取組の推進 

 ・健康づくりの環境整備を推進するた
め市町村への技術支援を実施 

 ・地域間の健康格差の縮小を図るため
健康教育、啓発活動等を実施 

・メタボリックシンドローム対策の推進 
・喫煙対策の推進 
＊たばこ対策推進会議 
＊指導者養成講習会 

○健康日本 21 あいち新計画に基づく健康
づくりの取組の推進 

 ・健康増進活動支援事業(あいち健康マ
イレージ事業)の実施 

 ・健康づくりの環境整備を推進するた
め市町村への技術支援を実施 

・地域間の健康格差の縮小を図るため
健康教育、啓発活動等を実施 

・メタボリックシンドローム対策の推進 
 ・喫煙対策の推進 

 ○健康日本21あいち新計画の策定   

○薬草園の整備 

・実施設計 

・薬草園に関する運営懇談会の開催 

＊薬草園に関する運営懇談会、同懇談

会薬草園整備部会及び広報啓発部会 

○薬草園の整備 

・整備工事 

・薬草園に関する運営懇談会の開催 

 ＊薬草園に関する運営懇談会、同懇談

会薬草園整備部会及び広報啓発部会 

○薬草園の整備 

・整備工事 

・薬草園に関する運営懇談会の開催 

  ＊薬草園に関する運営懇談会、同懇談

会薬草園整備部会及び広報啓発部会 

○薬草園の整備 

・あいち健康の森薬草園条例の制定 

・整備工事 

・薬草園に関する運営懇談会の開催 

  

○健康長寿産業の振興 

・国立長寿医療研究センター等におけ

る産学行政連携の促進 

＊産学による取組支援(電気不使用の

補聴耳カバーの事業化支援。名古

屋工業大学、中京病院、名古屋産

業科学研究所、県内企業 等) 

○健康長寿産業の振興 

 ・｢あいち次世代ロボットフェスタ in

健康プラザ｣(医療・介護ロボットの

展示・講演会)の開催 

○健康長寿産業の振興 

 ・福祉用具・介護ロボットの展示・講

演会の開催 

 

○健康長寿産業の振興 

・国立長寿医療研究センター等におけ

る産学行政連携の促進 

 
 
 

(２)子育て支援 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

90 

周産期医療ネットワー

クの整備・充実 

健康福祉部 ○周産期医療対策の強化 
・地域医療再生基金の活用 
＊周産期医療学講座(名古屋市立大
学・藤田保健衛生大学) 

＊東三河分娩施設の運営助成(しんし
ろ助産所) 

＊分娩可能医療機関の紹介(豊橋市医
師会へ委託) 

・周産期医療協議会の開催 
・携帯端末を活用した受入病院検索等
周産期医療情報ネットワークの機能
充実 

○周産期医療対策の強化 
・地域医療再生基金の活用 
・周産期医療協議会の開催 
・携帯端末を活用した受入病院検索等
周産期医療情報ネットワークの充実 

・総合周産期母子医療センターの指定
(名古屋大学医学部付属病院) 

・地域周産期母子医療センターの認定
(名古屋市立大学病院) 

○周産期医療対策の強化 
・地域医療再生基金の活用 
・周産期医療協議会の開催 
・携帯端末を活用した受入病院検索等
周産期医療情報ネットワークの充実 

・地域周産期母子医療センターの認定
(藤田保健衛生大学病院及び愛知医科
大学病院) 

○周産期医療対策の強化 
・地域医療再生基金の活用 
・周産期医療協議会の開催 
・携帯端末を活用した受入病院検索等
周産期医療情報ネットワークの充実 

・総合周産期母子医療センターの指定 
(豊橋市民病院) 

・地域周産期母子医療センターの認定 
(社会福祉法人聖霊会聖霊病院) 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○周産期母子医療センターの安定的な運営 
・総合周産期母子医療センター、地域周
産期母子医療センターの運営助成 

○周産期母子医療センターの安定的な運営 
・総合周産期母子医療センター、地域周
産期母子医療センターの運営助成 

○周産期母子医療センターの安定的な運営 
・総合周産期母子医療センター、地域周
産期母子医療センターの運営助成 

○周産期母子医療センターの安定的な運営 
・総合周産期母子医療センター、地域周
産期母子医療センターの運営助成 

91 

０～３歳児をもつ家庭

への育児支援の推進 

健康福祉部 ○妊婦や子育て家庭が切れ目ない情報提
供を受けられる子育て情報・支援ネッ
トワークの構築促進 
・市町村におけるネットワーク構築に対
する助成(春日井市・豊川市・犬山市) 
＊既構築市町村数：15市町 

・ネットワークスタッフ研修の実施 
＊子育て支援関係機関の連携、子育て支援
の意義、家庭訪問の実際など７テーマ 

・構築事例発表会の実施 
＊先行市町村の協力による事例紹介・
意見交換 

○妊婦や子育て家庭が切れ目ない情報提
供を受けられる子育て情報・支援ネッ
トワークの構築促進 
・先行市町村の構築事例の紹介 
＊既構築市町村数：15市町 

 

○妊婦や子育て家庭が切れ目ない情報提
供を受けられる子育て情報・支援ネッ
トワークの構築促進 
・先行市町村の構築事例の紹介 
＊既構築市町村数：15市町 
 

○妊婦や子育て家庭が切れ目ない情報提
供を受けられる子育て情報・支援ネッ
トワークの構築促進 
・先行市町村の構築事例の紹介 

 
 

○低年齢児保育支援のさらなる充実 
・保育士の配置充実に対する助成 
・第三子保育料無料化に対する助成 

○低年齢児保育支援のさらなる充実 
・保育士の配置充実に対する助成 
・第三子保育料無料化に対する助成 
・新しい保育モデルの調査・研究 

○低年齢児保育支援のさらなる充実 
・保育士の配置充実に対する助成 
・第三子保育料無料化等に対する助成 
・新しい保育モデルの国への提言 

○低年齢児保育支援のさらなる充実 
・保育士の配置充実に対する助成 
・第三子保育料無料化等に対する助成 
・新しい保育モデルの事業化に向けた
国への要請 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か

らの要請｣ 

   ○子育て世帯における消費増税の影響の緩和 
 ・子育て支援減税手当の給付 

＊0 歳～中学修了前児童一人あたり
10,000円を給付 

92 

母子家庭で子育てと就

業の両立ができるよう

環境整備を充実  

健康福祉部 

産業労働部 

○就業支援の充実 
・就業支援講習会の開催(愛知県母子寡
婦福祉連合会へ委託) 
＊パソコン講習等13講座 

・母子自立支援給付金の支給 
＊就職に有利な技能や資格取得等への支援 

○就業支援の充実 
・就業支援講習会の開催(愛知県母子寡
婦福祉連合会へ委託) 
＊パソコン講習等13講座 

・母子自立支援給付金の支給 
＊就職に有利な技能や資格取得等への支援 

○就業支援の充実 
・就業支援講習会の開催(愛知県母子寡
婦福祉連合会へ委託) 
＊パソコン講習等16講座 

・母子自立支援給付金の支給 
＊就職に有利な技能や資格取得等への支援 

○就業支援の充実 
・就業支援講習会の開催(愛知県母子寡

婦福祉連合会へ委託) 
＊パソコン講習等17講座 

・母子自立支援給付金の支給 
＊就職に有利な技能や資格取得等への支援 

○相談体制の充実 
・福祉相談センターへの就業相談員の
配置と県・市福祉事務所の母子自立
支援員との連携強化 
＊就業相談員：9人 
＊母子自立支援員：44人 

・内職相談・あっせんの実施 
＊内職相談 38,571件 
＊あっせん  4,689件 

○相談体制の充実 
・福祉相談センターへの就業相談員の
配置と県・市福祉事務所の母子自立
支援員との連携強化 
＊就業相談員：6人 
＊母子自立支援員：43人 

・在宅就業(内職)の相談・あっせんの
実施 
＊内職相談  23,906件 
＊あっせん   2,537件 

○相談体制の充実 
・福祉相談センターへの就業相談員の
配置と県・市福祉事務所の母子自立
支援員との連携強化 
＊就業相談員：5人 
＊母子自立支援員：43人 

・在宅就業(内職)の相談・あっせんの
実施 
＊内職相談  21,735件 
＊あっせん   2,903件 

○相談体制の充実 
・母子家庭等就業支援センターと県・
市福祉事務所の母子自立支援員との
連携強化 
＊母子自立支援員：46人 

・市母子自立支援員の就業相談対応に
係る機能強化への支援 

・在宅就業(内職)の相談・あっせんの
実施 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

93 

保育所の整備・拡充、

待機児童ゼロ作戦を実

現 

健康福祉部 ○待機児童ゼロに向けた保育所の整備・

拡充 

・国の安心こども基金を活用した民間

保育所の整備促進(51か所) 

・基金の延長と拡充を国へ要望 

○待機児童ゼロに向けた保育所の整備・

拡充 

・国の安心こども基金を活用した民間

保育所の整備促進(68か所) 

・基金の延長と拡充を国へ要望 

○待機児童ゼロに向けた保育所の整備・

拡充 

・国の安心こども基金を活用した民間

保育所の整備促進（53か所） 

・基金の延長と拡充を国へ要望 

○待機児童ゼロに向けた保育所の整備・

拡充 

・国の安心こども基金を活用した民間

保育所の整備促進 

・基金の延長など施設整備に対し、適

切な措置を講ずるよう国へ要望 

94 

病児・病後児保育や一

時預かり保育、地域子

育てセンター、ファミ

リーサポートセンター

の拡充などの保育メニ

ュー充実への支援 

健康福祉部 ○多様な保育サービスの充実 
・病児･病後児･体調不良児を病院･保育
所等での一時的に預かる事業への助成 
＊病児・病後児保育実施：23か所 

・市町村、NPO と連携し、保育所、地域
子育て拠点施設、ファミリーサポート
センターなどにおける児童一時預かり
を促進 
＊一時預かり保育実施：237か所 

○多様な保育サービスの充実 
・病児･病後児･体調不良児を病院･保育
所等での一時的に預かる事業への助成 
＊病児・病後児保育実施：23か所 

・市町村、NPO と連携し、保育所、地域
子育て拠点施設、ファミリーサポート
センターなどにおける児童一時預かり
を促進 
＊一時預かり保育実施：246か所 

○多様な保育サービスの充実 
・病児･病後児･体調不良児を病院･保育
所等での一時的に預かる事業への助成 

 ＊病児・病後児保育実施：29か所 
・市町村、NPO と連携し、保育所、地域
子育て拠点施設、ファミリーサポート
センターなどにおける児童一時預かり
を促進 

 ＊一時預かり保育実施：250か所 

○多様な保育サービスの充実 
・病児･病後児･体調不良児を病院･保育
所等での一時的に預かる事業への助成 

・市町村、NPO と連携し、保育所、地域
子育て拠点施設、ファミリーサポート
センターなどにおける児童一時預かり
を促進 

・ファミリー・サポート・センターを活
用した医療機関連携型の病児・病後児
預かりモデル事業の実施 

95 

放課後児童クラブの拡

充。 

放課後こども教室を活

かして補習支援 

健康福祉部 

教育委員会 
○放課後児童クラブの整備・拡充 

・運営費及び施設整備への助成 

＊実施クラブ数：628(政令･中核市を除く) 

・未設置校区への設置の促進(4校区) 

○放課後児童クラブの整備・拡充 

・運営費及び施設整備への助成 

＊実施クラブ数：642(政令･中核市を除く) 

・未設置校区への設置の促進(10校区) 

○放課後児童クラブの整備・拡充 

・運営費及び施設整備への助成 

＊実施クラブ数：659(政令･中核市を除く) 

・未設置校区への設置の促進(1校区) 

○放課後児童クラブの整備・拡充 

・運営費及び施設整備への助成 

 

・未設置校区への設置の促進 

○放課後子ども教室の充実 

・市町村へ運営費及び備品整備の助成

(33市町237教室)  

・新規教室開設への支援 

○放課後子ども教室の充実 

・市町村へ運営費及び備品整備の助成

(32市町247教室)  

・新規教室開設への支援 

○放課後子ども教室の充実 

・市町村へ運営費及び備品整備の助成

(33市町253教室) 

・新規教室開設への支援 

○放課後子ども教室の充実 

・市町村へ運営費及び備品整備の助成 

・新規教室開設への支援 

  ○放課後子ども教室の活動支援 

・コーディネーター等研修会の開催 

・指導者等研修会の実施 

○放課後子ども教室の活動支援 

・コーディネーター等研修会の開催 

・指導者等研修会の実施 

○放課後子ども教室の活動支援 

・コーディネーター等研修会の開催 

・指導者等研修会の実施 

○放課後子ども教室の活動支援 

・コーディネーター等研修会の開催 

・指導者等研修会の実施 

96 

児童虐待根絶のため児

童相談所の体制の大幅

強化 

健康福祉部 ○児童相談体制の充実・強化 
・児童相談体制のさらなる強化に向け
た国への継続的な要請 
＊｢児童虐待防止対策に関する要望｣ 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

・児童心理司の増員、一時保護所の整備、
専門職員の確保等体制強化に向けた検討 
＊児童相談センター体制・機能強化
検討会議 

＊児童福祉司 6 人、スーパーバイザ
ー1人増員(24年度) 

○児童相談体制の充実・強化 
・児童相談体制のさらなる強化に向け
た国への継続的な要請 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

・専門職員の確保等体制強化に向けた検討 
＊児童相談センター体制・機能強化
検討会議 

＊児童福祉司6人、スーパーバイザー
1人増員(25年度) 

○児童相談体制の充実・強化 
・児童相談体制のさらなる強化に向け
た国への継続的な要請 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

・専門職員の確保等体制強化に向けた検討 
＊児童福祉司2人増員(26年度) 

○児童相談体制の充実・強化 
・児童相談体制のさらなる強化に向け
た国への継続的な要請 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

・専門職員の確保等体制強化に向けた検討 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

   

 

○一時保護所の整備 

 ・一時保護所の整備に向けた検討   

○一時保護所の整備 

 ・一時保護所(尾張地区)の整備 

○一時保護所の整備 

 ・一時保護所(尾張地区)の整備 

  ○あいち小児保健医療総合センターを拠

点とした医療機関のネットワーク化 

・地域医療機関相互の相談、連携 

・院内体制整備のための支援 

○あいち小児保健医療総合センターを拠

点とした医療機関のネットワーク化 

・地域医療機関相互の相談、連携 

・院内体制整備のための支援 

○名古屋市との連携強化 

・連絡会における情報共有 

＊児童相談所体制強化のための県と名

古屋市の連絡会 

・研修等の合同実施 

＊専門職員向け研修や児童養護施設等

職員向け研修の相互参加 

・児童虐待の根絶に向けた啓発活動 

＊オレンジリボンキャンペーンの共催 

○名古屋市との連携強化 

・連絡会における情報共有 

＊児童相談所体制強化のための県と名

古屋市の連絡会 

・研修等の合同実施 

＊専門職員向け研修や児童養護施設等

職員向け研修の相互参加 

・児童虐待の根絶に向けた啓発活動 

 ＊オレンジリボンキャンペーンの共催 

○名古屋市との連携強化 

・連絡会における情報共有 

＊児童相談所体制強化のための県と名

古屋市の連絡会 

・研修等の合同実施 

＊専門職員向け研修や児童養護施設等

職員向け研修の相互参加 

・児童虐待の根絶に向けた啓発活動 

＊街頭啓発活動の共催 

○名古屋市との連携強化 

・連絡会における情報共有 

＊児童相談所体制強化のための県と名

古屋市の連絡会 

・研修等の合同実施 

＊専門職員向け研修や児童養護施設等

職員向け研修の相互参加 

・児童虐待の根絶に向けた啓発活動 

97 

高校・大学の中退者支

援策を検討。奨学金の

拡充検討 

教育委員会 ○奨学金制度の拡充 

・所得基準の見直しの検討 

＊所得基準を、世帯収入が生活保護基

準の 2.0倍以下から父母の所得額が

230万円以下に緩和 

・給付型奨学金制度創設に係る国への

要請 

○奨学金制度の拡充 

・所得基準の見直し(23 年度の検討結果

を24年度入学者から適用) 

・返還の負担軽減の検討 

 ＊低所得世帯等の生徒に対して、卒

業後本人の収入が一定額に達しな

い間、返還を猶予 

・給付型奨学金制度創設に係る国への要請 

○奨学金制度の拡充 

・返還の負担軽減の実施(24 年度の検討

結果を24年度卒業生から適用) 

・給付型奨学金制度創設に係る国への

要請 

・奨学給付金の検討 

 ＊非課税世帯の生徒に対して、奨学

給付金を支給 

○奨学金制度の拡充 

 ・奨学給付金の支給 

 ・奨学給付金制度（対象者要件・予算

措置）に係る国への要請 

  ○不登校、中途退学者への支援を行う特色
ある県立高等学校づくりに向けた検討 
・特色ある県立高等学校づくり検討会
議の開催 

○不登校、中途退学者への支援を行う特色
ある県立高等学校づくりに向けた検討 

 ・特色ある県立高等学校づくり検討会
議報告書の作成 

○不登校、中途退学者への支援を行う特色
ある県立高等学校づくりに向けた検討 
・県立高等学校教育改革準備委員会の  
開催 

○不登校、中途退学者への支援を行う特色
ある県立高等学校づくりに向けた検討 
・県立高等学校将来ビジョン検討会議
の開催 

・基本計画の策定 
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 (３)高齢者福祉施策の充実 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

98 

介護と医療の連携を図

り、切れ目のない高齢

者医療、ケア体制を構

築 

健康福祉部 ○医療・福祉の連携強化 
・地域包括支援センター職員に対する実
践的な研修の実施 

・かかりつけ医等に対する認知症診断の
ための研修 

・認知症サポート医の養成(18人) 

○医療・福祉の連携強化 
・医療・介護・福祉等を切れ目なく提供
する地域包括ケアシステムの構築を目
指した検討 
＊あいちの地域包括ケアを考える懇
談会 

＊愛知県地域包括ケア推進研究会 
・地域包括支援センター職員に対する
研修の実施 

・かかりつけ医等に対する認知症診断の
ための研修 

・認知症サポート医の養成(23人) 

○医療・福祉の連携強化 
・あいちの地域包括ケアを考える懇談
会における｢地域包括ケアシステム構
築｣に向けた提言のとりまとめ(1月) 
＊あいちの地域包括ケアを考える懇
談会 

＊愛知県地域包括ケア推進研究会 
・地域包括支援センター職員に対する
研修の実施 

・かかりつけ医等に対する認知症診断の
ための研修 

・認知症サポート医の養成(19人) 

○医療・福祉の連携強化 
・｢地域包括ケアシステム構築に向けた
提言｣に基づく市町村の取組を先導す
るモデル事業の実施(9市) 

・地域包括支援センター職員に対する
研修の実施 

・かかりつけ医等に対する認知症診断
のための研修 

・認知症サポート医の養成 

○国において予定されている新たな複合
型サービスの創設を踏まえた、第５期
高齢者健康福祉計画の策定(24年3月) 

○第 5 期高齢者健康福祉計画に基づく事
業の実施 
・居宅サービスの多様な事業者の参入
促進及び利用の確保 

○第 5 期高齢者健康福祉計画に基づく事
業の実施 
・居宅サービスの多様な事業者の参入
促進及び利用の確保 

○第 5 期高齢者健康福祉計画に基づく事
業の実施 
・居宅サービスの多様な事業者の参入
促進及び利用の確保 

     ○第6期高齢者健康福祉計画の策定 

99 

県有地等公有地を活用

して特別養護老人ホー

ム等介護福祉施設を計

画的に整備 

総 務 部 

健康福祉部 
○福祉施設の県有地等利活用の推進 
・資産査定・資産の有効利活用プロジェ
クトチームの設置 

・｢県有地活用による福祉施設整備事業
実施要綱｣の策定(24年3月) 

・活用可能県有地の情報提供 

○福祉施設の県有地等利活用の推進 
・活用可能県有地の情報提供 
・市町村のニーズを踏まえ、公募により
貸付事業者を決定(春日井市) 

・第5期高齢者健康福祉計画の整備目標
を踏まえ、要綱に基づき、市町村と連
携して施設整備を促進 

○福祉施設の県有地等利活用の推進 
・活用可能県有地の情報提供 
・事業者との貸付契約を締結(春日井市) 
・第5期高齢者健康福祉計画の整備目標
を踏まえ、要綱に基づき、市町村と連
携して施設整備を促進 

○福祉施設の県有地等利活用の推進 
・活用可能県有地の情報提供 
・事業者が小規模特別養護老人ホーム等
の事業を開始(春日井市) 

・第5期高齢者健康福祉計画の整備目標
を踏まえ、要綱に基づき、市町村と連
携して施設整備を促進 

100 

生活習慣病予防と介護

予防を一体的に推進 

健康福祉部 ○生活習慣病予防と介護予防を一体的に
推進する人材の育成及び活用 
・健康づくりリーダーの養成、活動支援 
・健康づくりリーダーのさらなる知識
や技術の習得による介護予防リーダ
ーの養成・活動支援 
＊介護予防リーダー：202人養成 

○生活習慣病予防と介護予防を一体的に
推進する人材の育成及び活用 
・健康づくりリーダーの養成、活動支援 
・健康づくりリーダーのさらなる知識
や技術の習得による介護予防リーダ
ーの養成・活動支援 
＊介護予防リーダー：224人養成 

○生活習慣病予防と介護予防を一体的に
推進する人材の育成及び活用 
・健康づくりリーダーの養成、活動支援 
・健康づくりリーダーのさらなる知識
や技術の習得による介護予防リーダ
ーの養成・活動支援 
＊介護予防リーダー：303人養成 

○生活習慣病予防と介護予防を一体的に
推進する人材の育成及び活用 
・健康づくりリーダーの養成、活動支援 

 ・健康づくりリーダーのさらなる知識
や技術の習得による介護予防リーダー
の養成・活動支援 

 

  ○あいち健康プラザとあいち介護予防支
援センターにおける生活習慣病予防と
介護予防の一体的な推進 
・健康づくりプログラム及び介護予防プ
ログラムの開発、普及 
＊プログラム内容：｢口腔機能の向上｣ 

○あいち健康プラザとあいち介護予防支
援センターにおける生活習慣病予防と
介護予防の一体的な推進 
・健康づくりプログラム及び介護予防プ
ログラムの開発、普及 

 ＊プログラム内容：｢栄養改善｣ 

○あいち健康プラザとあいち介護予防支
援センターにおける生活習慣病予防と
介護予防の一体的な推進 
・健康づくりプログラム及び介護予防プ
ログラムの開発、普及 
＊プログラム内容：「介護予防事業評価」 

○あいち健康プラザとあいち介護予防支
援センターにおける生活習慣病予防と
介護予防の一体的な推進 

 ・健康づくりプログラム及び介護予防
プログラムの開発、普及 



 

- 49 - 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

101 

認知症の早期診断の推

進と適切な医療の提供 

健康福祉部 ○認知症疾患医療センターを核とした認
知症医療提供体制の整備・推進 
・認知症疾患医療センターにおける専
門医療相談等の実施 

・かかりつけ医等に対する認知症診断
のための研修 

・認知症サポート医の養成(18人) 
・認知症疾患医療センター新規指定の
検討 

○認知症疾患医療センターを核とした認
知症医療提供体制の整備・推進 
・認知症疾患医療センターにおける専
門医療相談等の実施 

・認知症疾患医療センター新規指定 
(3機関) 

・かかりつけ医等に対する認知症診断
のための研修 

・認知症サポート医の養成(23人) 

○認知症疾患医療センターを核とした認
知症医療提供体制の整備・推進 
・認知症疾患医療センターにおける専
門医療相談等の実施 

・認知症疾患医療センター新規指定 
(3機関) 

・かかりつけ医等に対する認知症診断
のための研修 

・認知症サポート医の養成(19人) 

○認知症疾患医療センターを核とした認
知症医療提供体制の整備・推進 
・認知症疾患医療センターにおける専
門医療相談等の実施 

 ・かかりつけ医等に対する認知症診断
のための研修 

・認知症サポート医の養成 

102 

本人・家族支援と認知

症サポーターの養成の

推進 

健康福祉部 ○認知症患者及びその家族に対する支援 
・認知症患者等を対象とした電話相談の
実施 

○認知症患者及びその家族に対する支援 
・認知症患者等を対象とした電話相談の
実施(561件) 

○認知症患者及びその家族に対する支援 
・認知症患者等を対象とした電話相談の
実施(523件) 

○認知症患者及びその家族に対する支援 
・認知症患者等を対象とした電話相談の
実施 

○認知症サポーター、キャラバンメイト
の養成 
＊認知症サポーター：138,621人 
＊キャラバンメイト：  2,019人 

○認知症サポーター、キャラバンメイト
の養成 
＊認知症サポーター：170,536人 
＊キャラバンメイト：  2,240人 

○認知症サポーター、キャラバンメイト
の養成 
＊認知症サポーター：204,104人 
＊キャラバンメイト：2,508人 

○認知症サポーター、キャラバンメイト
の養成 

 

103 

高齢者の住まいの確保 

健康福祉部 

建 設 部 
○高齢者居住安定確保計画の策定・推進 
・高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホ
ームの供給目標・供給促進策の設定 

○高齢者居住安定確保計画に基づく取組
の推進 

 ・サービス付き高齢者向け住宅及び地域
優良賃貸住宅(高齢者型)の供給促進 

 ・シルバーハウジングの整備推進 

○高齢者居住安定確保計画に基づく取組
の推進 
・サービス付き高齢者向け住宅及び地域
優良賃貸住宅(高齢者型)の供給促進 

 ・シルバーハウジングの整備推進 

○高齢者居住安定確保計画に基づく取組
の推進 
・サービス付き高齢者向け住宅及び地域
優良賃貸住宅(高齢者型)の供給促進 

 ・シルバーハウジングの整備推進 

○見守りサービスや日常生活支援の充実 
・第 5 期高齢者健康福祉計画の策定(24
年3月) 

○見守りサービスや日常生活支援の充実 
・市町村、関係機関と連携した支援体
制構築に向けた取組 

・生活・介護支援サポーター養成への
市町村支援 

○見守りサービスや日常生活支援の充実 
・関係機関との連携強化  
＊高齢者等見守りネットワーク構築
推進会議 

・モデル事業の実施(半田市、江南市、
東栄町) 

・県民に対する普及啓発 
 ＊ポスター・リーフレット作成配布 

○見守りサービスや日常生活支援の充実 
 ・関係機関との連携強化 
 ・モデル事業の実施 

  ○民間賃貸住宅への入居支援、情報提供 
・愛知県あんしん賃貸支援制度の創
設、普及・啓発 
＊あんしん賃貸住宅の登録件数 29
件、645戸 

○民間賃貸住宅への入居支援、情報提供 
・愛知県あんしん賃貸支援制度の普
及・啓発 

・入居希望者への登録住宅の案内 
 ＊あんしん賃貸住宅の登録件数 74

件、1,623戸(累計) 

○民間賃貸住宅への入居支援、情報提供 
・愛知県あんしん賃貸支援制度の普
及・啓発 

・入居希望者への登録住宅の案内 
＊あんしん賃貸住宅の登録件数 111
件、2,626戸(累計) 

○民間賃貸住宅への入居支援、情報提供 
・愛知県あんしん賃貸支援制度の普
及・啓発 

・入居希望者への登録住宅の案内 
  

104 

高齢者用の住宅供給に

総合設計制度による容

積率の緩和等を適用 

建 設 部 ○制度の周知、活用についての普及啓発 

・事業者等への国の制度改善説明会の

開催 

○制度の周知、活用についての普及啓発 

・事業者等への制度改善説明会の開催 

○制度の周知、活用についての普及啓発 

・事業者等への制度改善説明会の開催 

○制度の周知、活用についての普及啓発 

・事業者等への制度改善説明会の開催 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

105 

生活支援サービス、ケ

ア付き賃貸住宅を整備 

健康福祉部 

建 設 部 
○高齢者居住安定確保計画の策定・推進 
・高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホ
ームの供給目標・供給促進策の設定 

○高齢者居住安定確保計画に基づく取組
の推進 
・サービス付き高齢者向け住宅及び地
域優良賃貸住宅（高齢者型）の供給
促進 

・シルバーハウジングの整備推進 

○高齢者居住安定確保計画に基づく取組
の推進 
・サービス付き高齢者向け住宅及び地
域優良賃貸住宅（高齢者型）の供給
促進 

・シルバーハウジングの整備推進 

○高齢者居住安定確保計画に基づく取組
の推進 
・サービス付き高齢者向け住宅及び地
域優良賃貸住宅（高齢者型）の供給
促進 

・シルバーハウジングの整備推進 

○見守りサービスや日常生活支援の充実 
・第 5 期高齢者健康福祉計画の策定(24
年3月) 

○見守りサービスや日常生活支援の充実 
・市町村、関係機関と連携した支援体
制構築に向けた取組 

・生活・介護支援サポーター養成への
市町村支援 

○見守りサービスや日常生活支援の充実 
・関係機関との連携強化  
＊高齢者等見守りネットワーク構築
推進会議 

・モデル事業の実施(半田市、江南市、
東栄町) 

・県民に対する普及啓発 
 ＊ポスター・リーフレット作成配布 

○見守りサービスや日常生活支援の充実 
 ・関係機関との連携強化 
 ・モデル事業の実施 

○サービス付き高齢者向け住宅登録制度
の活用 
＊登録件数：35件、1,345戸 

 

○サービス付き高齢者向け住宅登録制度
の活用 
・登録制度の普及・啓発 
・入居希望者への登録住宅の案内 
＊登録件数：124件、4,150戸(累計) 

○サービス付き高齢者向け住宅登録制度
の活用 
・登録制度の普及・啓発 
・入居希望者への登録住宅の案内 
＊登録件数：175件、5,963戸(累計) 

○サービス付き高齢者向け住宅登録制度
の活用 
・登録制度の普及・啓発 
・入居希望者への登録住宅の案内  

106 

高齢者世帯への生活支

援、給食サービスなど

地域全体でのサポート

体制の構築 

健康福祉部 ○高齢者の見守り支援体制の構築 
・高齢者見守りモデル事業を生かした
市町村支援 
＊高齢者地域見守り推進事業企画会議 
＊地域の新聞店等とも連携した市町村
モデル事業(豊川市・日進市) 

・生活・介護支援サポーター養成への
市町村支援(豊橋市・豊田市・豊明
市・あま市) 
＊298人養成 

○高齢者の見守り(生活支援)支援体制の
構築 
・市町村、関係機関と連携した支援体制
構築に向けた取組 

 ＊市町村への状況調査 
 ＊新聞社(4社)への協力依頼 
・生活・介護支援サポーター養成への市
町村支援(豊橋市) 

 ＊56人養成 
 

○高齢者の見守り・支えあい(生活支援) 
ネットワーク構築の推進 
・関係機関との連携強化  
＊高齢者等見守りネットワーク構築
推進会議 

・モデル事業の実施(半田市、江南市、
東栄町) 

・県民に対する普及啓発 
 ＊ポスター・リーフレット作成配布 

○高齢者の見守り・支えあい(生活支援)
ネットワーク構築の推進 

 ・関係機関との連携強化 
 ・モデル事業の実施 

107 

高齢者虐待の予防と早

期対応の確保 

健康福祉部 

警察本部 
○高齢者虐待防止対策の推進と人材の養成 

・高齢者虐待対応マニュアルの活用 

＊高齢者虐待対応研修 

・市町村及び地域包括支援センターの

職員研修 

○高齢者虐待防止対策の推進と人材の養成 

・高齢者虐待対応マニュアルの活用 

＊高齢者虐待対応研修 

・市町村及び地域包括支援センターの

職員研修 

○高齢者虐待防止対策の推進と人材の養成 

・高齢者虐待対応マニュアルの活用 

＊高齢者虐待対応研修 

・市町村及び地域包括支援センターの

職員研修 

○高齢者虐待防止対策の推進と人材の養成 

・高齢者虐待対応マニュアルの活用 

・市町村及び地域包括支援センターの

職員研修 

  ○高齢者虐待の予防・早期対応の取組推進 
・高齢者虐待事案認知時における速や
かな市町村への通報 

・市町村と連携した適切な保護活動の
実施 

・長寿社会対策｢安全安心マニュアル｣
等を活用した広報啓発活動の実施 

○高齢者虐待の予防・早期対応の取組推進 
・高齢者虐待事案認知における速やか
な市町村への通報 

・市町村と連携した適切な保護活動等
の推進 

・長寿社会対策｢安全安心マニュアル｣
等を活用した広報啓発活動の推進 

○高齢者虐待の予防・早期対応の取組推進 
・高齢者虐待事案認知における速やか
な市町村への通報 

・市町村と連携した適切な保護活動等
の推進 

・長寿社会対策｢安全安心マニュアル｣
等を活用した広報啓発活動の推進 

○高齢者虐待の予防・早期対応の取組推進 
・高齢者虐待事案認知における速やか
な市町村への通報 

・市町村と連携した適切な保護活動等
の推進 

・長寿社会対策｢安全安心マニュアル｣
等を活用した広報啓発活動の推進 



 

- 51 - 

 (４)障害者福祉施策の充実 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

108 

県有地等、公有地を最

大限活用して、民活で

障害者福祉施設、事業

所、グループホーム、

ケアホームを４年で倍

増させる 

総 務 部 

健康福祉部 

建 設 部 

○ニーズの的確な把握 
・第3期障害福祉計画の策定(3月) 

○第 3 期障害福祉計画に基づく障害福祉
サービス基盤の整備 

○第 3 期障害福祉計画に基づく障害福祉
サービス基盤の整備 

○第 3 期障害福祉計画に基づく障害福祉
サービス基盤の整備 

○福祉施設の県有地等利活用の推進 
・資産査定・資産の有効利活用プロジェ
クトチームの設置 

・｢県有地活用による福祉施設整備事業
実施要綱｣の策定(3月) 

・活用可能県有地の情報提供 

○福祉施設の県有地等利活用の推進 
・活用可能県有地の情報提供 
 

○福祉施設の県有地等利活用の推進 
・活用可能県有地の情報提供 
・公募により貸付事業者を決定(豊川市) 

○福祉施設の県有地等利活用の推進 
・活用可能県有地の情報提供 

  
 

○施設整備の促進 
・施設整備に対する助成 
＊障害者施設等12か所 

○施設整備の促進 
・施設整備に対する助成 
＊知的障害児施設等14か所 

○施設整備の促進 
・施設整備に対する助成 
＊障害者施設等16か所 

 

○施設整備の促進 
・施設整備に対する助成 

 ・障害者福祉減税基金を原資とした医療型
障害児入所施設等の整備を支援 

  ○既存の戸建て住宅を活用したグループ 
ホーム、ケアホームの供給促進 

  ＊取扱いや安全確保策を定めた「取
扱要綱」の策定 

○既存の戸建て住宅を活用したグループ
ホームの供給促進 

 ・取扱要綱の周知 
 （26 年 4 月 1 日から法改正によりケアホー

ムは、グループホームに名称統一） 

109 

全ての障害者の相談に

応じられるように全域

に相談・支援ネットワ

ークを張り巡らせ、ス

ーパーバイザー機能の

拠点を５～６カ所整備 

健康福祉部 ○相談支援ネットワークの体制整備・連
携強化 
・相談支援アドバイザーの充実 
＊地域アドバイザーが所属する相談
支援事業所(10か所)に配置 

＊市町村や相談支援事業者に対する
助言・指導 

○相談支援ネットワークの体制整備・連
携強化 
・相談支援アドバイザーの充実 
＊地域アドバイザーが所属する相談
支援事業所(11か所)に配置 

＊市町村や相談支援事業者に対する
助言・指導 

○相談支援ネットワークの体制整備・連
携強化 
・相談支援アドバイザーの充実 
＊地域アドバイザーが所属する相談
支援事業所(11か所)に配置 

＊市町村や相談支援事業者に対する
助言・指導 

○相談支援ネットワークの体制整備・連
携強化 
・相談支援アドバイザーの充実 
＊地域アドバイザーが所属する相談
支援事業所(11か所)に配置 

＊市町村や相談支援事業者に対する
助言・指導 

○相談支援従事者の資質向上 
・事業所等の相談支援従事者の育成 
＊相談支援従事者初任者研修・現任
研修 

＊相談支援充実・強化のための研修
(法改正に対応した研修・資質向上研修) 

○相談支援従事者の資質向上 
・事業所等の相談支援従事者の育成 
＊相談支援従事者初任者研修・現任
研修 

 

○相談支援従事者の資質向上 
・事業所等の相談支援従事者の育成 
＊相談支援従事者初任者研修・現任
研修 

○相談支援従事者の資質向上 
・事業所等の相談支援従事者の育成 
＊相談支援従事者初任者研修・現任
研修 

110 

成年後見制度の利用を

推進。障害者の権利擁

護を図る 

 

健康福祉部 
 

○成年後見人制度の利用促進 
・相談支援従事者、市町村職員向け成
年後見制度等に関する研修の実施 

○成年後見人制度の利用促進 
・相談支援従事者、市町村職員、福祉
サービス従事者向け成年後見制度等
に関する研修の実施 

○成年後見人制度の利用促進 
・相談支援従事者、市町村職員、福祉
サービス従事者向け成年後見制度等
に関する研修の実施 

○成年後見人制度の利用促進 
・相談支援従事者、市町村職員、福祉
サービス従事者向け成年後見制度等
に関する研修の実施 

○障害者虐待防止に向けた対策の推進 

・関係機関等との連携協力体制の構築 

＊虐待防止連携準備会議 

○障害者虐待防止に向けた対策の推進 

・関係機関等との連携協力体制の構築 

・障害者権利擁護センターを設置し、

虐待の通報・届出の受理、市町村が

行う措置に関する連絡調整等を実施 

○障害者虐待防止に向けた対策の推進 

・関係機関等との連携協力体制の構築 

・障害者権利擁護センターにおける、

虐待の通報・届出の受理、市町村が

行う措置に関する連絡調整等の実施 

○障害者虐待防止に向けた対策の推進 

・関係機関等との連携協力体制の構築 

・障害者権利擁護センターにおける、

虐待の通報・届出の受理、市町村が

行う措置に関する連絡調整等の実施 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

111 

障害児の支援を強化。

放課後までデイサービ

ス、保育所等訪問支援

を普及 

健康福祉部 ○障害児の支援体制の強化 

・心身障害者コロニーの再編整備 

＊再編整備の規模等の検討 

・第二青い鳥学園の移転改築(基本設計) 

○障害児の支援体制の強化 

・心身障害者コロニーを療育医療総合セ

ンター(仮称)へ再編整備(基本、実施

設計) 

・第二青い鳥学園の移転改築(実施設計) 

○障害児の支援体制の強化 

・心身障害者コロニーを療育医療総合セ

ンター(仮称)へ再編整備(実施設計) 

・第二青い鳥学園の移転改築(建設工事) 

○障害児の支援体制強化 

 ・心身障害者コロニーを療育医療総合セ

ンター(仮称)へ再編整備(建設工事) 

・第二青い鳥学園の移転改築(建設工事) 

○発達障害児等の支援の推進 

・発達障害児向けモデル園の実施(3 園

(瀬戸市・あま市・大口町)) 

・市町村の発達障害支援指導者の活

用・人材育成 

＊発達障害支援指導者の認定：128人 

・障害児等への療育に関する技術的相

談の実施 

＊あいち発達障害者支援センターによ

る発達障害児に係る相談支援 

○発達障害児等の支援の推進 

・発達障害児向けモデル園の実施(3 園

(あま市・犬山市・大口町)) 

・市町村の発達障害支援指導者の活

用・人材育成 

＊発達障害支援指導者の認定：156人 

・障害児等への療育に関する技術的相

談の実施 

＊あいち発達障害者支援センターによ

る発達障害児に係る相談支援 

○発達障害児等の支援の推進 

・発達障害児向けモデル園の実施(3 園

(犬山市・蒲郡市・尾張旭市)) 

・市町村の発達障害支援指導者の活

用・人材育成 

＊発達障害支援指導者の認定：180人 

・障害児等への療育に関する技術的相

談の実施 

 ＊あいち発達障害者支援センターによ

る発達障害児に係る相談支援 

○発達障害児等の支援の推進 

・発達障害児向けモデル園の実施(3園) 

 （津島市、尾張旭市、南知多町） 

・市町村の発達障害支援指導者の活

用・人材育成 

・障害児等への療育に関する技術的相

談の実施 

 ＊あいち発達障害者支援センターによ

る発達障害児に係る相談支援 

  ○放課後等デイサービス、保育所等訪問

支援の円滑な実施に向けた支援 

・事業を実施する市町村への支援 

＊情報提供、質疑回答の作成・配布 

＊市町村会議等の開催 

○放課後等デイサービス、保育所等訪問

支援の円滑な実施に向けた支援 

・事業を実施する市町村への支援 

 

○放課後等デイサービス、保育所等訪問

支援の円滑な実施に向けた支援 

・事業を実施する市町村への支援 

 

○放課後等デイサービス、保育所等訪問

支援の円滑な実施に向けた支援 

・事業を実施する市町村への支援 

 

112 

就労支援を拡充し、在

宅を含めた働く場づく

りを推進 

 

健康福祉部 

産業労働部 

 

○障害者の就労支援に向けた取組の推進 

・就労移行支援事業所の確保 

＊新規指定数：26事業所 

・障害者就業・生活支援センターにお

ける相談等支援 

・就労支援者を企業、施設に派遣 

・法定雇用率未達成企業向けセミナー

等の開催 

・障害者定着雇用奨励金の支給対象の

拡大 

＊重度以外の身体・知的障害者の短時

間労働者を対象に追加 

○障害者の就労支援に向けた取組の推進 

・就労移行支援事業所の確保 

＊新規指定数：30事業所 

・障害者就業・生活支援センターにおけ

る相談等支援 

・就労支援者を企業、施設に派遣 

・法定雇用率未達成企業向けセミナー等

の開催 

・障害者定着雇用奨励金の支給(898名) 

○障害者の就労支援に向けた取組の推進 

・就労移行支援事業所の確保 

＊新規指定数：17事業所 

・障害者就業・生活支援センターにおけ

る相談等支援 

・就労支援者を企業、施設に派遣 

・法定雇用率未達成企業向けセミナー等

の開催 

・障害者定着雇用奨励金の支給(1,354

名) 

○障害者の就労支援に向けた取組の推進 

・就労移行支援事業所の確保 

・障害者就業・生活支援センターにおけ

る相談等支援 

・就労支援者を企業、施設に派遣 

・法定雇用率未達成企業向けセミナー等

の開催 

・障害者定着雇用奨励金の支給 

○工賃向上のための取組の推進 

・販路拡大、業務改善等を支援する経

営コンサルタント等の派遣 

＊経営コンサルタント派遣(8事業所) 

＊アドバイザー派遣(10事業所) 

・授産施設等の職員の研修 

＊工賃水準改善の事例報告会 

○工賃向上のための取組の推進 

・販路拡大、業務改善等を支援する経

営コンサルタントの派遣 

＊経営コンサルタント派遣(5事業所) 

・授産施設等の職員の研修 

・新たな工賃向上計画の策定 

○工賃向上のための取組の推進 

・授産製品の民需拡大のためのビジネ

スマッチングの開催 

・専門的技術指導員の派遣 

 ＊指導員派遣（27事業所） 

・施設職員向け研修会の実施 

 ＊受講者数：179名 

○工賃向上のための取組の推進 

・販路拡大、業務改善等を支援する経

営コンサルタント等の派遣 

・施設職員向け研修会の実施 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○就業面と生活面の一体的支援 

・障害者就業・生活支援センターの新

規設置 

＊海部障害者就業・生活支援センタ

ー(津島市) 

○就業面と生活面の一体的支援 

・障害者就業・生活支援センターの新

規設置 

 ＊東三河北部障害者就業・生活支援

センター(新城市) 

・障害者就業・生活支援センターにお

ける相談対応等の支援 

○就業面と生活面の一体的支援 

・障害者就業・生活支援センターの新

規設置 

＊尾張中部障害者就業・生活支援セ

ンター(北名古屋市) 

・障害者就業・生活支援センターにお

ける相談対応等の支援 

○就業面と生活面の一体的支援 

・障害者就業・生活支援センターの新

規設置 

＊西三河南部西障害者就業・生活支

援センター(刈谷市) 

・障害者就業・生活支援センターにお

ける相談対応等の支援 

113 

就労を支援する企業を

掘り起こし、支援面で

の企業と地域のネット

ワーク強化 

健康福祉部 

産業労働部 
○障害者の就労支援に向けた取組の推進 

・就労移行支援事業所の確保 

＊新規指定数：26事業所 

・障害者就業・生活支援センターにお

ける相談等支援 

・就労支援者を企業、施設に派遣 

・法定雇用率未達成企業向けセミナー

等の開催 

・障害者定着雇用奨励金の支給対象の

拡大 

＊重度以外の身体・知的障害者の短

時間労働者を対象に追加 

○障害者の就労支援に向けた取組の推進 

・就労移行支援事業所の確保 

＊新規指定数：30事業所 

・障害者就業・生活支援センターにお

ける相談等支援 

・就労支援者を企業、施設に派遣 

・法定雇用率未達成企業向けセミナー

等の開催 

・障害者定着雇用奨励金の支給(898名) 

○障害者の就労支援に向けた取組の推進 

・就労移行支援事業所の確保 

＊新規指定数：17事業所 

・障害者就業・生活支援センターにお

ける相談等支援 

・就労支援者を企業、施設に派遣 

・法定雇用率未達成企業向けセミナー

等の開催 

・障害者定着雇用奨励金の支給(1,354

名) 

○障害者の就労支援に向けた取組の推進 

・就労移行支援事業所の確保 

・障害者就業・生活支援センターにお

ける相談等支援 

・就労支援者を企業、施設に派遣 

・法定雇用率未達成企業向けセミナー

等の開催 

・障害者定着雇用奨励金の支給 

  ○工賃向上のための取組の推進 

・販路拡大、業務改善等を支援する経

営コンサルタント等の派遣 

＊経営コンサルタント派遣(8事業所) 

＊アドバイザー派遣(10事業所) 

・授産施設等の職員の研修 

＊工賃水準改善の事例報告会 

○工賃向上のための取組の推進 

・販路拡大、業務改善等を支援する経

営コンサルタントの派遣 

＊経営コンサルタント派遣(5事業所) 

・授産施設等の職員の研修 

・新たな工賃向上計画の策定 

○工賃向上のための取組の推進 

・授産製品の民需拡大のためのビジネ

スマッチングの開催 

・専門的技術指導員の派遣 

 ＊指導員派遣（27事業所） 

・施設職員向け研修会の実施 

 ＊受講者数：179名 

○工賃向上のための取組の推進 

・販路拡大、業務改善等を支援する経

営コンサルタント等の派遣 

・施設職員向け研修会の実施 

○企業と地域のネットワークの強化 

・障害者就業・生活支援センターと

地域経済団体との連携の検討 

○企業と地域のネットワークの強化 

・障害者就業・生活支援センターと地

域経済団体との連携強化 

○企業と地域のネットワークの強化 

・障害者就業・生活支援センターと地

域経済団体との連携強化 

○企業と地域のネットワークの強化 

・障害者就業・生活支援センターと地

域経済団体との連携強化 

114 

公的施設などにおける

バリアフリー化を推進 

建 設 部 ○県有施設のバリアフリー化の推進 

・豊川保健所蒲郡保健分室 

○県有施設のバリアフリー化の推進 

・愛知県図書館 

○県有施設のバリアフリー化の推進 

・愛知県総合射撃場 

○県有施設のバリアフリー化の推進 
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 (５)自殺予防とメンタルヘルスの向上 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

115 

あいち自殺対策総合計

画を継承し、遺族も含

めた相談体制の拡充な

どによって、一層の自

殺予防に尽力 

健康福祉部 ○自殺対策の総合的な推進 

・相談窓口ネットワークの構築 

＊相談窓口ネットワーク会議 

・自殺ハイリスク者対策の推進 

＊名古屋大学・藤田保健衛生大学・

愛知医科大学に研究事業を委託 

・ゲートキーパー等人材養成の実施 

 ＊ゲートキーパー養成数3,254人 

・保健所におけるメンタルヘルス相談 

・自殺対策情報センターにおける相談

支援、関係機関との連携及び人材育

成等の推進 

・自殺対策関係団体等への補助 

○自殺対策の総合的な推進 

・相談窓口ネットワークの構築 

 ＊相談窓口ネットワーク会議 

・自殺ハイリスク者対策の推進 

＊名古屋大学・名古屋市立大学・藤

田保健衛生大学に研究事業を委託 

・ゲートキーパー等人材養成の実施 

 ＊ゲートキーパー養成数3,058人 

・保健所におけるメンタルヘルス相談 

・自殺対策情報センターにおける相談

支援、関係機関との連携及び人材育

成等の推進 

・自殺対策関係団体等への補助 

○新たな｢あいち自殺対策総合計画｣に基

づく総合的な自殺対策の推進 

・相談窓口ネットワークの構築 

 ＊相談窓口ネットワーク会議 

・自殺ハイリスク者対策の推進 

 ＊名古屋大学・名古屋市立大学・国

立精神・神経医療研究センターに

研究事業を委託 

・ゲートキーパー等人材養成の実施 

＊ゲートキーパー養成数：2,617人 

・保健所におけるメンタルヘルス相談 

・自殺対策情報センターにおける相談

支援、関係機関との連携及び人材育

成等の推進 

・自殺対策関係団体等への補助 

○新たな｢あいち自殺対策総合計画｣に基

づく総合的な自殺対策の推進 

・相談窓口ネットワークの構築 

＊相談窓口ネットワーク会議 

・自殺ハイリスク者対策の推進 

 ＊名古屋大学・名古屋市立大学・国

立精神・神経医療研究センターに

研究事業を委託 

・ゲートキーパー等人材養成の実施 

・保健所におけるメンタルヘルス相談 

・自殺対策情報センターにおける相談

支援、関係機関との連携及び人材育

成等の推進 

・自殺対策関係団体等への補助  

 

 ○新たな｢あいち自殺対策総合計画｣の策定   

116 

メンタルヘルスを守る

ため、企業、自治体、

大学、学校、家庭など

へ専門家の派遣を行う

とともに、職場におけ

る心の健康づくりを支

援 

健康福祉部 

産業労働部 

教育委員会 

○企業等への専門家の派遣と職場の健康
づくりの推進 
・メンタルヘルスのためのアドバイザ
ー派遣 

・啓発資料の作成・配布及びシンポジ
ウムの開催 
＊職場のメンタルヘルス対策ガイド

ブック 
＊労働安全衛生の手引き 
＊メンタルヘルス対策シンポジウム 

・中小企業の企業主への研修 

○企業等への専門家の派遣と職場の健康
づくりの推進 
・メンタルヘルスのためのアドバイザ
ー派遣 

・啓発資料の作成・配布及びシンポジ
ウムの開催 

 ＊職場のメンタルヘルス対策ガイド
ブック 

＊労働安全衛生の手引き 
＊メンタルヘルス対策シンポジウム 

○企業等への専門家の派遣と職場の健康
づくりの推進 
・メンタルヘルスのためのアドバイザ
ー派遣 

・啓発資料の作成・配布及びシンポジ
ウムの開催 
＊職場のメンタルヘルス対策ガイド
ブック 

＊労働安全衛生の手引き 
＊メンタルヘルス対策シンポジウム 

 

○企業等への専門家の派遣と職場の健康
づくりの推進 
・メンタルヘルスのためのアドバイザ
ー派遣 

・啓発資料の作成・配布及びセミナー
の開催 

○教職員のメンタルヘルス対策の実施 
・管理職を対象とした研修 
・教職員向けメンタルヘルス相談の実施 

○教職員のメンタルヘルス対策の実施 
・管理職を対象とした研修 
・教職員向けメンタルヘルス相談の実施 

○教職員のメンタルヘルス対策の実施 
・教職員を対象とした研修 
・教職員向けメンタルヘルス相談の実施 

○教職員のメンタルヘルス対策の実施 
・教職員を対象とした研修 
・教職員向けメンタルヘルス相談の実施 

○地域におけるメンタルヘルス対策の推進 
・ハローワーク等における心の健康相
談の実施 

・ゲートキーパー等人材養成の実施 
＊ゲートキーパー養成数：788 人(職
域関係) 

○地域におけるメンタルヘルス対策の推進 
・ハローワーク等における心の健康相
談の実施 

・ゲートキーパー等人材養成の実施 
 ＊ゲートキーパー養成数：481 人(職

域関係) 

○地域におけるメンタルヘルス対策の推進 
・ハローワーク等における心の健康相
談の実施 

・ゲートキーパー等人材養成の実施 
 ＊ゲートキーパー養成数：453 人(職

域関係) 

○地域におけるメンタルヘルス対策の推進 
・ハローワーク等における心の健康相
談の実施 

・ゲートキーパー等人材養成の実施 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

117 

働きざかりのメンタル

ヘルス増進のため、企

業間で連携して自殺を

防止できる仕組みを検

討する 

産業労働部 ○企業間での協力・連携の支援 

・事業協同組合の取組への支援の検討 

○企業間での協力・連携の支援 

・事業協同組合のモデル的な取組への

支援 

○企業間での協力・連携の支援 

・事業協同組合のモデル的な取組への

支援 

○企業間での協力・連携の支援 

・事業協同組合のモデル的な取組への

支援 

 

 

 

(６)就労支援 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

118 

新卒者、既卒者(就職

浪人)の就労を支援す

るため、就職キャラバ

ン事業を強化し、学生

と企業の出会いの機会

を倍増 

産業労働部 ○新規学卒者・求職者と企業を結びつけ

る取組の推進 

・愛知県新卒者就職支援協議会の開催 

・地域単位での企業説明会等の開催 

○新規学卒者・求職者と企業を結びつけ

る取組の推進 

・愛知県新卒者就職支援協議会の開催 

・地域単位での企業説明会等の開催 

○新規学卒者・求職者と企業を結びつけ

る取組の推進 

・愛知県新卒者就職支援協議会の開催 

・地域単位での企業説明会等の開催 

○新規学卒者・求職者と企業を結びつけ

る取組の推進 

・愛知県新卒者就職支援協議会の開催 

・地域単位での企業説明会等の開催 

119 

中小企業への１ｄａｙ

インターンシップを実

施し、学生の就業体験

を増やしつつ、地域の

中小企業への理解を高

める 

産業労働部 ○中小企業へのインターンシップ等の推進 

・県によるモデル事業の検討 

○中小企業へのインターンシップ等の推進 

・｢大学生１日職場体験支援モデル事

業｣の実施 

○中小企業へのインターンシップ等の推進 

・｢大学生１日職場体験支援モデル事

業｣の実施 

○中小企業へのインターンシップ等の推進 

・「大学生１日職場体験支援モデル事

業」の事業内容と成果を県内大学等

へ周知 

120 

産業振興策とも連動し

て、求職者に対する職

業訓練を拡充。地域や

企業のニーズにマッチ

した訓練内容へと改善

することで、採用率を

向上 

産業労働部 ○企業等のニーズに対応した職業訓練の

拡充 

・高等技術専門校の見直し検討 

・岡崎高等技術専門校へのモノづくり

総合科設置 

○企業等のニーズに対応した職業訓練の

拡充 

・高等技術専門校の見直し検討 

・名古屋高等技術専門校へのモノづく

り総合科設置 

○企業等のニーズに対応した職業訓練の

拡充 

・高等技術専門校の見直し検討を踏ま

えた取組の実施 

・名古屋高等技術専門校への建築総合

科設置 

○企業等のニーズに対応した職業訓練の

拡充 

・高等技術専門校の見直し検討を踏ま

えた取組の実施 

・東三河高等技術専門校への建築総合

科設置 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

121 

ニート、フリーター対

策の充実。若者の就労

支援、ジョブカフェ、

若者自立塾などの充実 

県民生活部 

産業労働部 
○若者の自立支援の推進 

・子ども・若者支援地域協議会等の設

置促進 

＊他の市町村のモデルとなる先進事

業の委託(4地域) 

＊子ども・若者支援ネットワーク普

及推進会議 

＊子ども・若者支援ネットワーク形

成のための研修会 

・市町が設置した若年者就職相談窓口

への支援 

＊キャリアアドバイザーの派遣 

・地域若者サポートステーションの活

用促進(6か所) 

○若者の自立支援の推進 

・子ども・若者支援地域協議会等の設

置促進 

＊子ども・若者支援ネットワーク整

備重点促進地域会議 

＊子ども・若者支援ネットワーク構

成員研修会 

・市町が設置した若年者就職相談窓口

への支援 

・地域若者サポートステーションの活

用促進(6か所) 

○若者の自立支援の推進 

・子ども・若者支援地域協議会等の設

置促進 

＊子ども・若者支援地域協議会サポ

ート会議 

＊子ども・若者支援ネットワーク構

成員研修会 

・市町が設置した若年者就職相談窓口

への支援 

・地域若者サポートステーションの活

用促進(7か所) 

○若者の自立支援の推進 

・子ども・若者支援地域協議会等の設

置促進 

・市町が設置した若年者就職相談窓口

への支援 

・地域若者サポートステーションの活

用促進(7か所) 

○若者の就労支援の取組推進 

・ヤング・ジョブ・あいち運営協議会

の開催 

・あいち若者職業支援センターにおけ

る就職相談・セミナーの開催等 

＊就職基礎力アップ講座 

＊就職力応援セミナー 

○若者の就労支援の取組推進 

・ヤング・ジョブ・あいち運営協議会

の開催 

・あいち若者職業支援センターにおけ

る就職相談・セミナーの開催等 

 ＊就職基礎力アップ講座 

＊就職力応援セミナー 

○若者の就労支援の取組推進 

・ヤング・ジョブ・あいち運営協議会

の開催 

・あいち若者職業支援センターにおけ

る就職相談・セミナーの開催等 

 ＊就職基礎力アップ講座 

＊就職力応援セミナー 

○若者の就労支援の取組推進 

・ヤング・ジョブ・あいち運営協議会

の開催 

・あいち若者職業支援センターにおけ

る就職相談・セミナーの開催等 

122 

女性への就労支援。子

育て中の母親への再就

職の支援。就学と出

産・育児の両立が可能

な環境の整備 

県民生活部 

産業労働部 

関係部局 

 

 

 

 

○女性の活躍促進 

・あいち女性の活躍促進プロジェクト

の推進 

＊「あいち女性の活躍促進プロジェ

クトチーム」の設置 

＊あいち女性の活躍促進会議の開催 

 

○女性の活躍促進 

・あいち女性の活躍促進プロジェクト

の推進 

＊「次世代の女性管理職養成セミナ

ー」、「女性の活躍状況「見える化」

調査」、「働く女性のキャリアアップ

＆交流ビュッフェ」等の実施 

＊あいち女性の活躍促進会議の開催 

○子育て中の母親への再就職支援 

・託児サービス付き職業訓練の実施 

○子育て中の母親への再就職支援 

・託児サービス付き職業訓練の実施 

・再就職支援セミナー、スキルアップ

セミナーの開催 

○子育て中の母親への再就職支援 

・託児サービス付き職業訓練の実施 

・再就職支援セミナー、スキルアップ

セミナーの開催 

○子育て中の母親への再就職支援 

・託児サービス付き職業訓練の実施 

・再就職支援セミナー、スキルアップ

セミナーの開催 

   ○出産・育児等で離職した女性の再就職支援 

・あいち子育て女性再就職サポートセ

ンターを設置し、相談・カウンセリ

ング等を実施 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

○就労と出産・育児の両立が可能な環境

の整備 

・事業所内保育施設先進事例集の作成 

・事業所内保育施設先進事例フォーラ

ムの開催 

・ファミリー・フレンドリー企業登録

制度の推進(912社) 

○就労と出産・育児の両立が可能な環境

の整備 

・事業所内保育施設先進事例集による

設置・運営に係るノウハウの提供 

・ファミリー・フレンドリー企業登録

制度の推進(1,007社) 

  

○就労と出産・育児の両立が可能な環境

の整備 

・事業所内保育施設先進事例集による

設置・運営に係るノウハウの提供 

・ファミリー・フレンドリー企業登録

制度の推進(1,071社) 

 

○就労と出産・育児の両立が可能な環境

の整備 

・事業所内保育施設先進事例集による

設置・運営に係るノウハウの提供 

・ファミリー・フレンドリー企業登録

制度の推進 

123 

高齢者の就労支援を充

実。情報提供や職業訓

練を拡充 

産業労働部 ○高齢者の就労支援 

・シルバー人材センターにおける就労機

会の確保 

○高齢者の就労支援 

・シルバー人材センターにおける就労機

会の確保 

○高齢者の就労支援 

・シルバー人材センターにおける就労機

会の確保 

○高齢者の就労支援 

・シルバー人材センターにおける就労

機会の確保 

○情報提供の拡充 

・労働者向けの退職前セミナー等の開催 

・企業向けの雇用推進セミナーの開催 

○情報提供の拡充 

・労働者向けの退職前セミナー等の開催 

・企業向けの雇用推進セミナーの開催 

○情報提供の拡充 

・労働者向けの退職前セミナー等の開催 

・企業向けの雇用推進セミナーの開催 

○情報提供の拡充 

・労働者向けの退職前セミナー等の開催 

・企業向けの雇用推進セミナーの開催 

  ○職業訓練の拡充 

・シルバー人材センターにおける技能

講習の実施(35コース・813人) 

○職業訓練の拡充 

・シルバー人材センターにおける技能講

習の実施(34コース・862人) 

○職業訓練の拡充 

・シルバー人材センターにおける技能講

習の実施(53コース・991人) 

○職業訓練の拡充 

・シルバー人材センターにおける技能

講習の実施 

124 

企業やＮＰ０と協力

し、外国人の就労や情

報の提供を支援 

地域振興部 

産業労働部 
○外国人の就労支援の取組促進 
・外国人労働者の適正雇用と日本社会
への適応促進憲章の普及 
＊外国人雇用企業セミナーの開催 
＊経済団体等の定例会等における会
員企業への普及啓発 

・外国人労働者の就労環境の適正化に
向けた国への働きかけ 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

＊多文化共生推進協議会による要望 
・外国人留学生の就職セミナー、イン
ターンシップの実施 
＊留学生就職セミナー(留学生向け・
企業向け) 

＊留学生インターンシップ(参加留学
生49人・参加企業29社) 

＊留学生向け合同企業説明会への協力 

○外国人の就労支援の取組促進 
・外国人労働者の適正雇用と日本社会
への適応促進憲章の普及 
＊外国人雇用企業セミナーの開催 
＊経済団体等の定例会等における会員
企業への普及啓発 

・外国人労働者の就労環境の適正化に
向けた国への働きかけ 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

＊多文化共生推進協議会による要望 
・外国人留学生の就職セミナー、イン
ターンシップの実施 
＊留学生就職セミナー(留学生向け・
企業向け) 

＊留学生インターンシップ(参加留学
生59人・参加企業25社) 

＊留学生向け合同企業説明会への協力 

○外国人の就労支援の取組促進 
・外国人労働者の適正雇用と日本社会
への適応促進憲章の普及 
＊外国人雇用企業セミナーの開催 
＊経済団体等の定例会等における会員
企業への普及啓発 

・外国人労働者の就労環境の適正化に
向けた国への働きかけ 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

＊多文化共生推進協議会による要望 
・外国人留学生の就職セミナー、イン
ターンシップの実施 
＊留学生就職セミナー(留学生向け・
企業向け) 

＊留学生インターンシップ(参加留学
生49人・参加企業30社) 

＊留学生向け合同企業説明会への協力 

○外国人の就労支援の取組促進 
・外国人労働者の適正雇用と日本社会
への適応促進憲章の普及 

・外国人労働者の就労環境の適正化に
向けた国への働きかけ 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

・外国人留学生の就職セミナー、イン
ターンシップの実施 
＊留学生インターンシップ 
＊留学生向け合同企業説明会への協力 

  

  ○外国人を対象とした職業訓練の実施 

・定住外国人向けコースの実施 

○外国人を対象とした職業訓練の実施 

・定住外国人向けコースの実施 

○外国人を対象とした職業訓練の実施 

・定住外国人向けコースの実施 

○外国人を対象とした職業訓練の実施 

・定住外国人向けコースの実施 



- 58 - 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

(113) 

就労を支援する企業を

掘り起こし、支援面で

の企業と地域のネット

ワーク強化 

健康福祉部 

産業労働部 
○障害者の就労支援に向けた取組の推進 
・就労移行支援事業所の確保 
＊新規指定数：26事業所 

・障害者就業・生活支援センターにお
ける相談等支援 

・就労支援者を企業、施設に派遣 
・法定雇用率未達成企業向けセミナー
等の開催 

・障害者定着雇用奨励金の支給対象の拡大 
＊重度以外の身体・知的障害者の短
時間労働者を対象に追加 

○障害者の就労支援に向けた取組の推進 
・就労移行支援事業所の確保 
＊新規指定数：30事業所 

・障害者就業・生活支援センターにおけ
る相談等支援 

・就労支援者を企業、施設に派遣 
・法定雇用率未達成企業向けセミナー等
の開催 

・障害者定着雇用奨励金の支給(898名) 

○障害者の就労支援に向けた取組の推進 
・就労移行支援事業所の確保 
＊新規指定数：17事業所 

・障害者就業・生活支援センターにお
ける相談等支援 

・就労支援者を企業、施設に派遣 
・法定雇用率未達成企業向けセミナー
等の開催 

・障害者定着雇用奨励金の支給(1,354
名) 

○障害者の就労支援に向けた取組の推進 
・就労移行支援事業所の確保 
・障害者就業・生活支援センターにお
ける相談等支援 

・就労支援者を企業、施設に派遣 
・法定雇用率未達成企業向けセミナー
等の開催 

・障害者定着雇用奨励金の支給 

  ○工賃向上のための取組の推進 

・販路拡大、業務改善等を支援する経

営コンサルタント等の派遣 

＊経営コンサルタント派遣(8事業所) 

＊アドバイザー派遣(10事業所) 

・授産施設等の職員の研修 

＊工賃水準改善の事例報告会 

○工賃向上のための取組の推進 

・販路拡大、業務改善等を支援する経

営コンサルタントの派遣 

＊経営コンサルタント派遣(5事業所) 

＊アドバイザー派遣(10事業所) 

・授産施設等の職員の研修 

・新たな工賃向上計画の策定 

○工賃向上のための取組の推進 

・授産製品の民需拡大のためのビジネ

スマッチングの開催 

・専門的技術指導員の派遣 

 ＊指導員派遣（27事業所） 

・施設職員向け研修会の実施 

 ＊受講者数：179名 

○工賃向上のための取組の推進 

・販路拡大、業務改善等を支援する経

営コンサルタント等の派遣 

・施設職員向け研修会の実施 

○企業と地域のネットワークの強化 

・障害者就業・生活支援センターと地

域経済団体との連携の検討 

○企業と地域のネットワークの強化 

・障害者就業・生活支援センターと地

域経済団体との連携強化 

○企業と地域のネットワークの強化 

・障害者就業・生活支援センターと地

域経済団体との連携強化 

○企業と地域のネットワークの強化 

・障害者就業・生活支援センターと地

域経済団体との連携強化 

 

 

 

(７)ライフラインの整備、防災・防犯対策、地震対策 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

125 

犯罪や災害への対処を

強化するため、警察官

を増員 

警察本部 ○必要な人員の適切な配置 

・警察官の増員(52人) 

＊公訴時効の廃止に伴う捜査体制の

整備及びサイバー犯罪の取締りの

強化 

○必要な人員の適切な配置 

・警察官の増員(23人) 

 ＊サイバー犯罪の取締り及び検視体制

の強化 

・国に対し警察官の増員を要請 

○必要な人員の適切な配置 

・警察官の増員(10人) 

 ＊サイバー空間の安全確保、検視体制

及び暴力団対策のための体制強化 

・国に対し警察官の増員を要請 

○必要な人員の適切な配置 

・国に対し警察官の増員を要請 

 

126 

県有地等公有地を活用し

て老人ホーム、介護施設

と保育所、託児所を民間

活力で整備。安心で安全

な社会づくりを推進 

総 務 部 

健康福祉部 
○福祉施設の県有地等利活用の推進 

・資産査定・資産の有効利活用プロジ

ェクトチームの設置 

・｢県有地活用による福祉施設整備事業

実施要綱｣の策定(24年3月) 

・活用可能県有地の情報提供 

○福祉施設の県有地等利活用の推進 

・活用可能県有地の情報提供 

・市町村のニーズを踏まえ、公募により

貸付事業者を決定(春日井市) 

○福祉施設の県有地等利活用の推進 

・活用可能県有地の情報提供 

・事業者との貸付契約を締結(春日井市)  

○福祉施設の県有地等利活用の推進 

・活用可能県有地の情報提供 

・事業者が小規模特別養護老人ホーム等
の事業を開始(春日井市) 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

127 

中山間地域や島嶼にお

ける情報通信網強化 

地域振興部 

防 災 局 
○移動通信用鉄塔の整備 

・三河山間地域における移動通信用鉄

塔施設整備に対する補助 

＊新城市の 4 地区(旧作手村 2 地区・

旧鳳来町2地区) 

○移動通信用鉄塔の整備 

・三河山間地域における移動通信用鉄

塔施設整備に対する補助 

 ＊豊根村(明金地区) 

○移動通信用鉄塔の整備促進 

・三河山間地域における移動通信用鉄

塔施設整備に対する地元・関係者調

整 

 

○移動通信用鉄塔の整備促進 

・三河山間地域における移動通信用鉄

塔施設整備に対する地元・関係者調

整 

 

○同報系防災無線や通信機器の整備 

・市町村に対する整備補助(新城市) 

○同報系防災無線や通信機器の整備促進 ○同報系防災無線や通信機器の整備促進 ○通信機器の整備補助 

128 

災害時の減災のため、

家庭、職場、県民利用

施設、まちの減災チェ

ック・ガイドを作成す

る 

防 災 局 ○啓発資材を活用した防災・減災普及啓発 

・防災訓練等のイベントでの防災普及

啓発 

＊あいち防災フェスタ等 

○啓発資材を活用した防災・減災普及啓発 

・防災訓練等のイベントでの防災普及

啓発 

＊あいち防災フェスタ等 

・チェックガイド作成及びPR隊の派遣 

  ＊防災・減災備Ｌ(そなえる)ガイド 

   (家庭編、外出先編、地域防災編) 

○啓発資材を活用した防災・減災普及啓発 

・防災訓練等のイベントでの防災普及

啓発 

  ＊あいち防災フェスタ等 

 

○啓発資材を活用した防災・減災普及啓発 

・防災訓練等のイベントでの防災普及

啓発 

 

129 

住まい、学校、県民利

用施設等の耐震化を促

進する 

防 災 局 

農林水産部 

建 設 部 

教育委員会 

【計画等の見直し、策定】 

○第 2 次あいち地震対策アクションプラ

ンの検証、見直し 

 

【計画等の見直し、策定、推進】 

○第 2 次あいち地震対策アクションプラ

ンの検証、見直し 

 

【計画等の見直し、策定、推進】 

○第 3 次あいち地震対策アクションプラ

ンの検討 

 ＊3次アクションプラン骨子の公表 

 ＊3次アクションプラン中間報告 

【計画等の見直し、策定、推進】 

○第 3 次あいち地震対策アクションプラ

ンの策定 

 

○あいち建築減災プラン2020の策定 

 

○あいち建築減災プラン 2020 に基づく施

策の推進 

○あいち建築減災プラン 2020 に基づく施

策の推進 

○あいち建築減災プラン 2020 に基づく施

策の推進 

【耐震化の促進】 

○民間住宅の耐震化の促進 

・耐震診断、耐震改修の実施支援 

＊耐震診断:木造6,904戸、非木造594戸 

＊耐震改修:木造2,537戸、非木造91戸 

・民間木造住宅の耐震改修補助の拡大 

【耐震化の促進】 

○民間住宅の耐震化・減災化の促進 

・耐震診断、耐震改修の実施支援 

＊耐震診断:木造5,827戸、非木造609戸 

＊耐震改修:木造1,237戸、非木造198戸 

 

【耐震化の促進】 

○民間住宅の耐震化・減災化の促進 

・耐震診断、耐震改修の実施支援 

・段階的耐震改修・木造住宅耐震シェ

ルター整備費補助の創設 

＊耐震診断:木造 4,717 戸、非木造 1,021

戸 

＊耐震改修:木造1,239戸、非木造76戸 

＊段階的改修：12戸 

＊耐震シェルター：9戸 

【耐震化の促進】 

○民間住宅の耐震化・減災化の促進 

・耐震診断、耐震改修の実施支援 

・段階的耐震改修・木造住宅耐震シェ

ルター整備費補助の実施支援 

○民間建築物の耐震化の促進 

・耐震診断の実施支援 

＊耐震診断:4棟 

○民間建築物の耐震化の促進 

・耐震診断の実施支援 

＊耐震診断:37棟 

○民間建築物の耐震化の促進 

・耐震診断の実施支援 

＊耐震診断:17棟 

・不特定多数者利用大規模建築物等の

耐震診断費補助の拡充 

＊耐震診断:1棟 

○民間建築物の耐震化の促進 

・耐震診断の実施支援 

・不特定多数者利用大規模建築物等の

耐震診断の実施支援、耐震改修費補

助の創設 

・避難路沿道建築物の耐震診断費補助の拡充 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

○県立学校の耐震化の促進 

・27 年度までに要改修建物｢B ランク｣

(Is 値 0.3 以上 0.7 未満)509 棟を全

棟実施(23年度末実績：180棟完了) 

○県立学校の耐震化の促進 

・27 年度までに要改修建物｢B ランク｣

(Is 値 0.3 以上 0.7 未満)509 棟を全

棟実施(24年度末実績：246棟完了) 

○県立学校の耐震化の促進 

・27 年度までに要改修建物｢B ランク｣

(Is 値 0.3 以上 0.7 未満)509 棟を全

棟実施(25年度末実績：326棟完了) 

○県立学校の耐震化の促進 

・27 年度までに要改修建物｢B ランク｣

(Is 値 0.3 以上 0.7 未満)509 棟を全

棟実施。 

○一般県有施設の耐震化の推進 

・知多総合庁舎始め5棟 

○一般県有施設の耐震化の推進 

・弥富野鳥園本館始め13棟 

○一般県有施設の耐震化の推進 

・農業大学校体育館始め7棟 

○一般県有施設の耐震化の推進 

・あいち産業科学技術総合センター 

  産業技術センター始め19棟 

  ○公共構造物の耐震化の促進 

＊排水機場等 

○公共構造物の耐震化の促進 

＊排水機場等  

○公共構造物の耐震化の促進 

＊排水機場等 
○公共構造物の耐震化の促進 

 

130 

非常時に地域力で助け

合い、お年寄りや子

供、障害者の安全を守

るための仕組みを整え

る 

防 災 局 

健康福祉部 
○地域防災力向上の取組推進 

・防災協働社会の推進に向けた普及啓

発 

・産官学民における防災人材の育成 

・消防団員への災害活動教育 

○地域防災力向上の取組推進 

・防災協働社会の推進に向けた普及啓

発 

・産官学民における防災人材の育成 

＊防災・減災カレッジの実施 

・消防団員への災害活動教育 

・大規模災害時における消防団活動指

針を策定 

○地域防災力向上の取組推進 

・防災協働社会の推進に向けた普及啓

発 

・産官学民における防災人材の育成 

 ＊防災・減災カレッジの実施 

・消防団員確保対策 

 ＊｢あいち消防団の日｣の制定 

・消防団員への災害活動教育 

 ＊県消防学校の震災救助科における

教育の実施 

・大規模災害時における消防団活動マ

ニュアル作成を支援 

 ＊マニュアル作成説明会の実施 

○地域防災力向上の取組推進 

・防災協働社会の推進に向けた普及啓

発 

・産官学民における防災人材の育成 

 ＊防災・減災カレッジの実施 

・消防団員確保対策 

・消防団員への災害活動教育 

・大規模災害時における消防団活動マ

ニュアル作成を支援 

 

○災害時の要援護者に対する避難支援体

制の整備 

・福祉避難所の確保に向けた市町村へ

の働きかけ 

＊災害時要援護者の避難訓練(愛知

県・南知多町津波地震防災訓練) 

＊市町村防災担当課長会議において

福祉避難所設置について説明 

○災害時の要援護者に対する避難支援体

制の整備 

・福祉避難所の確保に向けた市町村へ

の働きかけ 

 ＊市町村災害救助事務研修会 

＊災害時要援護者の避難訓練(愛知

県・豊田市総合防災訓練、愛知

県・田原市津波地震防災訓練) 

・関係団体との連絡体制の確立 

○災害時の要援護者に対する避難支援体

制の整備 

・福祉避難所の確保に向けた市町村へ

の働きかけ 

 ＊市町村災害救助事務研修会 

＊災害時要援護者の避難訓練（愛知

県・稲沢市総合防災訓練、愛知

県・美浜町津波地震防災訓練） 

・広域支援の仕組みづくりに向けた課

題の整理 

 ＊庁内PTによる課題のとりまとめ 

○災害時の要援護者に対する避難支援体

制の整備 

・市町村域を越える広域支援の仕組み

づくりの検討 

・市町村内における要援護者支援の体

制強化の促進 

・福祉避難所の確保に向けた市町村へ

の働きかけ 

・福祉避難所として期待される社会福

祉施設の災害時対応力の強化 

131 

災害時の情報伝達のため

行政、学校、企業、警

察、消防、交通機関等の

緊急情報網をつくる 

防 災 局 ○緊急情報体制の整備 

・防災・災害情報の伝達体制の強化 

＊愛知県防災局災害情報Twitter 

＊緊急｢エリアメール｣の配信 

＊情報のあり方勉強会 

○緊急情報体制の整備 

・防災・災害情報の伝達体制の強化 

＊愛知県防災局災害情報Twitter 

＊緊急｢エリアメール｣の配信 

＊情報のあり方勉強会(2回) 

○緊急情報体制の整備 

・防災・災害情報の伝達体制の強化 

＊愛知県防災局防災情報Twitter 

＊情報のあり方勉強会(1回) 

○緊急情報体制の整備 

・防災・災害情報の伝達体制の強化 

  ＊愛知県防災局防災情報Twitter 

  ＊情報のあり方勉強会 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

132 

避難の中間地点となる

公園・広場、公的施設

に非常時のストックヤ

ードやトイレを充実す

る 

防 災 局 ○公園・広場、公的施設など避難所の整備補助 

・防災倉庫の整備への補助(16市町) 

○公園・広場、公的施設など避難所の整備補助 

 ・防災倉庫の整備の補助(6市町) 

 ・災害時要援護者用のトイレの整備(8市町) 

○公園・広場、公的施設など避難所の整備補助 

・防災倉庫の整備の補助(8市町) 

 ・災害時要援護者用のトイレの整備(9市町) 

○公園・広場、公的施設など避難所の整備補助 

・良好な生活環境の確保に向けた避難所

の環境整備の補助 

・災害時要配慮者用のトイレの整備補助 

○帰宅困難者の一時避難支援 

・主要駅における避難支援の検討 

＊災害時徒歩帰宅困難者等支援対策

研究会 

○帰宅困難者の一時避難支援 

・主要駅における避難支援の検討 

 ＊災害時徒歩帰宅困難者等支援対策

研究会 

・企業への協力を要請 

 ＊企業向けリーフレット発行 

○帰宅困難者の一時避難支援 

・主要駅における避難支援の検討 

 ＊対策実施要領の見直しに係る有識

者を中心とした検討委員会の設置 

・企業への協力を要請 

  ＊リーフレットを活用した啓発活動 

○帰宅困難者の一時避難支援 

・主要駅における避難支援の検討 

・企業への協力を要請 

 

 

 

 

(８)男女共同参画 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

133 

理想的なワークライフ

バランスを目指し、県

庁が率先して女性の力

を活用するため、ポジ

ティブアクションに取

り組む 

県民生活部 

 
○男女共同参画プランの推進 

＊｢県の審議会等委員への女性の登用

状況｣の公表 

＊｢年次報告書｣の作成 

○男女共同参画プランの推進 

＊｢県の審議会等委員への女性の登用

状況｣の公表 

＊｢年次報告書｣の作成 

○男女共同参画プランの推進 

＊｢県の審議会等委員への女性の登用

状況｣の公表 

＊｢年次報告書｣の作成 

○男女共同参画プランの推進 

＊｢県の審議会等委員への女性の登用

状況｣の公表 
 

 ○女性登用の推進 

・県庁におけるポジティブアクション

の推進 

＊｢県の審議会等委員への女性の登用

状況｣公表 

＊｢年次報告書｣の作成 

〔23年度の女性の登用状況〕 

＊県の審議会等委員：36.34％ 

＊県職員の管理監督者(知事部局･主

査級以上)：20.2％ 

＊学校における女性教員の管理部

門：30.7％ 

○女性登用の推進 

・県庁におけるポジティブアクション

の推進 

＊｢県の審議会等委員への女性の登用

状況｣公表 

＊｢年次報告書｣の作成 

〔24年度の女性の登用状況〕 

＊県の審議会等委員：36.67％ 

＊県職員の管理監督者(知事部局･主

査級以上)：20.7％ 

＊学校における女性教員の管理部

門：30.7％ 

○女性登用の推進 

・県庁におけるポジティブアクション

の推進 

＊｢県の審議会等委員への女性の登用

状況｣公表 

＊｢年次報告書｣の作成 

〔25年度の女性の登用状況〕 

＊県の審議会等委員：36.75％ 

＊県職員の管理監督者(知事部局･主

査級以上)：21.9％ 

＊学校における女性教員の管理部

門：30.2％ 

○女性登用の推進 

・県庁におけるポジティブアクション

の推進 

＊｢県の審議会等委員への女性の登用

状況｣公表 
 

(22) 

女性の起業を支援。一

層の社会進出を促進

し、地域活力のアップ

に繋げる 

県民生活部 

産業労働部 

関係部局 

○女性の起業支援の取組推進 

・(公財)あいち産業振興機構における

女性起業家シンポジウムの開催､女性

起業家のネットワーク構築(アンケー

ト調査、検討会・フォーラム開催) 

○女性の起業支援の取組推進 

・(公財)あいち産業振興機構における

女性起業家セミナーの実施 

 

○女性の起業支援の取組推進 

・(公財)あいち産業振興機構における

女性起業家セミナーの実施 

・(公財)あいち産業振興機構における

｢地域需要創造型等起業・創業促進補

助金｣(国事業)を活用した起業支援 

○女性の起業支援の取組推進 

・(公財)あいち産業振興機構における

女性起業家セミナーの実施 

・(公財)あいち産業振興機構における

｢創業促進補助金｣(国事業)を活用し

た起業支援 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○女性の活躍促進 

・あいち女性の活躍促進プロジェクト

の推進 

＊「あいち女性の活躍促進プロジェ

クトチーム」の設置 

＊あいち女性の活躍促進会議の開催 

 

○女性の活躍促進 

・あいち女性の活躍促進プロジェクト

の推進 

＊「次世代の女性管理職養成セミナ

ー」、「女性の活躍状況「見える化」

調査」、「働く女性のキャリアアップ

＆交流ビュッフェ」等の実施 

＊あいち女性の活躍促進会議の開催 

134 

男性の育児休業の取得

向上を推進 

産業労働部 ○男性の育児休業取得の促進 

・｢あいち仕事と生活の調和行動計画｣

の策定(1 月)による男性の育児休業取

得促進のための行動計画の設定 

＊あいちワーク・ライフ・バランス

推進協議会 

○男性の育児休業取得の促進 

・｢あいち仕事と生活の調和行動計画｣

に基づく普及啓発キャンペーン等の

実施 

＊ファミリー・フレンドリー企業表

彰に、男性の育児休業取得を促進

する企業を表彰する特別賞を創設 

○男性の育児休業取得の促進 

・｢あいち仕事と生活の調和行動計画｣

に基づく普及啓発キャンペーン等の

実施 

 ＊育児をテーマとしたワーク・ライ

フ・バランスのポスター作成、掲

示 

○男性の育児休業取得の促進 

・｢あいち仕事と生活の調和行動計画｣

に基づく普及啓発キャンペーン等の

実施 

・イクメン応援会議を設置し、イクメ

ン企業表彰等を実施 

・中小企業経営者トップセミナー開催 

135 

セクシュアル・ハラス

メントやドメスティッ

ク・バイオレンス(DV)

などの社会問題に積極

的に対応 

 

健康福祉部 

産業労働部 

警察本部 

○セクシャル・ハラスメントへの対策推進 

・労働相談を通じたセクシャル・ハラ

スメントの対応 

○セクシャル・ハラスメントへの対策推進 

・労働相談を通じたセクシャル・ハラ

スメントの対応 

○セクシャル・ハラスメントへの対策推進 

・労働相談を通じたセクシャル・ハラ

スメントの対応 

○セクシャル・ハラスメントへの対策推進 

・労働相談を通じたセクシャル・ハラ

スメントの対応 

○DV基本計画(第2次)に基づく事業実施 

・女性相談センターにおける相談支援

体制の充実 

＊女性相談センターとウィルあいち

の女性相談事業を統合(4月) 

・被害者の状況に即した一時保護機能

の充実 

＊一時保護中の健康管理や法的手続

等の同行支援 

・出前講座による若年層等への普及啓発 

＊市町村、学校等へ民間支援団体ス

タッフを講師派遣 

○DV基本計画(第2次)に基づく事業実施 

・女性相談センターにおける相談支援

体制の充実 

・被害者の状況に即した一時保護機能

の充実 

＊一時保護中の健康管理や法的手続

等の同行支援 

・出前講座による若年層等への普及啓発 

＊市町村、学校等へ民間支援団体ス

タッフを講師派遣 

 

○DV基本計画(第3次)に基づく事業実施 

 ・女性相談センターによる相談・一時

保護実施 

・市町村支援体制充実に向けた働きかけ 

・出前講座等による若年層への普及啓発 

＊市町村、学校等へ民間支援団体ス

タッフを講師派遣 

・被害者の心のケア 

 ・子どもに対する支援 

 

○DV基本計画(第3次)に基づく事業実施 

 ・女性相談センターによる相談・一時

保護実施 

・市町村支援体制充実に向けた働きかけ 

・出前講座等による若年層への普及啓発 

・被害者の心のケア 

 ・子どもに対する支援 

 

 ○DV基本計画(第3次)の策定   

 ○警察におけるDV・ストーカー対策の推進 

・DV 保護命令違反等の事件化、被害者

の安全確保 

・ストーカー事案の警告、事件化及び

被害者に対する援助 

＊ストーカー110番広報ポスターの作成 

○警察におけるDV・ストーカー対策の推進 

・DV 保護命令違反等の事件化、被害者

の安全確保 

・ストーカー事案の警告、事件化及び

被害者に対する援助 

 

○警察におけるDV・ストーカー対策の推進 

・DV 保護命令違反等の事件化、被害者

の安全確保 

・ストーカー事案の警告、事件化及び

被害者に対する援助 

 

○警察におけるDV・ストーカー対策の推進 

・DV 保護命令違反等の事件化、被害者

等の安全確保 

・ストーカー事案の警告、事件化及び

被害者等に対する援助 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

136 

女性目線による女性の

ための窓口などの設置 

健康福祉部 

産業労働部 
○女性のための相談窓口の一本化 

・女性相談センターとウィルあいちの

相談事業の統合(4月) 

＊相談件数 

電話相談：12,093件 

面接相談： 2,414件 

○女性のための相談の実施 

・女性相談センターにおける相談事業

の実施 

＊相談件数 

電話相談：12,963件 

面接相談： 3,660件 

○女性のための相談の実施 

・女性相談センターにおける相談事業

の実施 

＊相談件数 

電話相談：10,963件 

面接相談： 3,200件 

○女性のための相談の実施 

・女性相談センターにおける相談事業

の実施 

○出産・育児等で離職した女性の再就職支援 

・あいち子育て女性再就職サポートセ

ンターを設置し、相談・カウンセリ

ング等を実施 

137 

ドメスティック・バイ

オレンス(DV)被害者の

保護シェルターの設置 

健康福祉部 ○保護シェルター設置に向けた検討 

○各種施設による一時保護の実施 

・女性相談センターにおける一時保護

の実施 

＊保護実績：延3,897人日 

・民間施設への委託による一時保護の

実施 

＊婦人保護施設等11施設 

＊保護実績：延4,234人日 

○保護シェルター設置に向けた検討 

○各種施設による一時保護の実施 

・女性相談センターにおける一時保護

の実施 

＊保護実績：延2,922人日 

・民間施設への委託による一時保護の

実施 

＊婦人保護施設等 12 施設（既存の社

会福祉施設等を活用した、一時保

護施設の拡充(1施設増)） 

＊保護実績：延4,177人日 

○保護シェルター設置に向けた検討 

  ＊女性相談センター及び民間施設へ

の委託による一時保護の実施によ

り当面対応 

○各種施設による一時保護の実施 

・女性相談センターにおける一時保護

の実施 

＊保護実績：延3,093人日 

・民間施設への委託による一時保護の

実施 

＊婦人保護施設等12施設 

＊保護実績：延4,313人日 

○各種施設による一時保護の実施 

・女性相談センターにおける一時保護

の実施 

・民間施設への委託による一時保護の

実施 

 

 


