
【予算額：215,900千円】

福祉人材の確保・育成について

○少子高齢化の進行により、介護職員や訪問看護職員などの福祉人材の確保が非常に厳し

い状況にある。

○多様化するニーズに対応するため、現任者に対する研修等の実施により資質の向上が求

められる。

資－健福１

健康福祉政策課

内３５１２

現状と課題

新 地域福祉人材確保事業費補助金 ［2,800千円］（健康福祉政策課）

・市町が地域の特色を踏まえ実施する就業支援事業等の福祉人材確保事業に補助する。

福祉人材センター運営事業 ［63,405千円］（健康福祉政策課）

・福祉人材センターに対し、無料職業紹介事業などの県域の福祉人材確保事業を委託すると
ともに、センターが行う研修事業に補助する。

介護保険人材対策事業 ［238千円］（元気長寿福祉課）

・介護保険制度にかかる人材対策のため、関係団体等と研究・検討を行うとともに研修を実
施する。

看護職セカンドキャリアサポート事業 ［1,486千円］（医務薬務課）

・定年退職した看護職員の再就業を促進し、訪問看護等における看護職員の人材確保を図る。

主な施策

保育所職員研修等事業 ［5,800千円］（子ども・青少年局）

滋賀県保育協議会研修事業費補助金
・保育協議会が行う保育士等保育関係職員の資質向上および保育所運営の向上のための研
修・研究事業に補助する。

（１）総合的な福祉人材確保・育成

（２）介護保険事業の人材確保・育成

（４）保育所職員の人材育成

認知症対策人材育成事業 ［4,059千円］（元気長寿福祉課）

・様々な関係団体と協働で、認知症高齢者に関わる諸職種に対する研修を行い、認知症ケア
の普及を図る。

（３）障害者支援にかかる人材確保・育成

認証発達障害者ケアマネジメント支援事業 ［3,000千円］（障害者自立支援課）

・発達障害者支援キーパーソン養成事業により養成・認証した発達障害者支援ケアマネー
ジャーを、市町が共同して障害者生活支援センターに配置する事業に補助する。

事業者の経営基盤の強化 ［41,910千円］（障害者自立支援課）

・通所サービスに係る単価の引上げや利用者定員の弾力化により、経営基盤の強化と良質な
人材の確保を図る。



　【現状と課題】
　

　
　

　【主な施策】
   （１） 生活習慣病有病者、予備群の減少
　
　

　　　※ 特定健康診査・特定保健指導については医療費適正化の項に後掲

医療制度改革の着実な推進

生活習慣病予防

　人生８０年時代を健康でいきいきとした活力ある社会とするため、生活習慣病の予防を図るとともに、医療、保健、福祉、介護の
連携（資源のネットワーク化）により医療や介護が必要になっても自宅や地域で暮らし続けることを目指す

本県の医療政策が目指す基本方向

　

　　【現状と課題】
　

　　【主な施策】
 　 （１） 保健医療連携体制の整備（小児医療、周産期医療・母子保健医療は別掲）
　　　　　 がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病（以上４疾病）および救急医療（小児救急を除く）、小児医療（小児救急を含む）、
　　　　 周産期医療・母子保健医療、災害医療、へき地医療（以上５事業）ならびに難病、感染症、在宅医療、リハビリテーションなど
　
 

 

    （２） 安全、安心な医療の提供

   （３） 保健医療従事者の確保と資質の向上

医療提供体制

　資－健福２
健康推進課 内 3612
医務薬務課 内 3630
医療保険課 内 3566
元気長寿福祉課 内 3521

○ 生活習慣病の予防の推進(健診と保健指導)により
　  発症のリスクを抑えることで、発症の時期を遅らせ
　　健康寿命を延伸させることが必要

○ 医療機関の機能の分化・連携が不十分、病院の特徴
    が不明確
○ 医師不足による地域間、診療科間の医師の偏在､患者
    の大病院志向
○ 地域医療体制の弱体化、在宅療養生活の選択の困難さ

○ 医療機関の役割分担と連携を進め、患者にとって
    急性期から慢性期を経て在宅療養までの切れ目の
    ない医療提供体制を整備することが必要

 ・ 肝炎ウイルス検査事業                 　　　　　　　  ［２６，２９９千円］（健康推進課）
　　  保健所における肝炎ウイルス検査のほか、緊急的に医療機関においても検査を実施

○ 高齢化により疾病に占める生活習慣病の割合が増加
○ 死亡原因の６割は生活習慣病
○ 糖尿病の有病者、予備群の増加

 ・ がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助　    　 　　  ［３６，０００千円］（健康推進課）
      がん医療従事者研修、がん診療連携拠点病院ネットワーク、院内がん登録促進、がん相談支援など

 ・ 健康増進事業費補助　　　　　　　　　　　　　　　　　   ［７２，３５０千円］（健康推進課）
　    不適切な生活習慣の改善による生活習慣病の予防の考え方の啓発・普及

 ・ 在宅医療等推進事業            　　　　　　 　  　　　［３４，８０８千円］（医務薬務課）
　　 入院から在宅への円滑な移行推進事業として地域連携クリティカルパスの作成を行うほか通所看護モデル事業 など

 ・ へき地等巡回診療運営費補助　　  　　　 　　　　 　　 ［３１，５９９千円］（医務薬務課）
      へき地医療拠点病院が行う無医地区巡回診療支援 など

 ・ リハビリテーション提供体制整備  　　        　 　　［１０４，６７６千円］（健康推進課）
　　 身体機能に障害のある人が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう体系的なリハビリテーションの提供体制を整備

 ・救急医療情報システム等運営事業　　　　　  　  　  　　［５６，６０１千円］（医務薬務課）
　　 救急医療情報をインターネットや自動音声等で２４時間提供するためのシステムの運営

 ・医師確保総合対策事業　          　　　　　        　［１４４，０１８千円］（医務薬務課）
　　 医師確保支援センター運営、寄附講座の設置、女性医師の働きやすい環境づくり、働く意欲を引き出す職場環境整備 など

 ・看護職員の養成・確保定着・資質向上 　    　     　　［４６８，７２９千円］（医務薬務課）
　　   看護師等養成所施設整備費補助、病院内保育所運営費補助、看護職員修学資金貸付、がん専門分野看護師育成事業 など

 ・ 健康づくり運動支援ネットワーク事業　　　　　　　　　    　［４，９００千円］（健康推進課）
　    運動習慣の定着を目的とした市町等での保健事業を支援、専門指導者養成

 新 ウイルス性肝炎医療費公費負担事業                   ［１４３，１２８千円］（健康推進課）
　　  Ｂ型、Ｃ型肝炎患者が受けるインターフェロン治療にかかる医療費に対する助成



 　【現状と課題】
　

 　【主な施策】
   （１） 住民の健康保持の推進

　　　※ 健康増進法の規定に基づく健康教育、健康診査等については生活習慣病予防の項に前掲
   （２） 療養病床の再編成
　　　　　　介護保険事業支援計画（第４期Ｈ２１～Ｈ２３年度）の策定
   （３） 医療の効率的な提供の推進
        　　医療提供体制の項に前掲
   （４） 介護サービス体制の充実
　　　　　　介護予防、介護保険制度の項に後掲

医療費適正化

　
　　【現状と課題】
　

　　【主な施策】
　  （１） 介護保険事業支援計画（第４期Ｈ２１～Ｈ２３年度）の策定
　　　　　　介護サービス等の必要量の見込みとその確保方策 など
　
    （２） 介護サービスの充実
 

    （３） 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所を中心とした医療と介護の連携

　

 
    （４） 介護予防の推進

介護予防
介護保険制度

○ 核家族化に伴う社会的交流の減少
○ 医療の必要性の低い患者が介護療養病床に入院
○ 高齢者人口の増加による要介護等認定者数の増加

○ 医療的ケアが必要な要介護認定者の在宅介護の
    選択が困難な状況の改善が必要

○ 今後の団塊の世代の高齢化など超高齢社会の到来と
    医療費の増加、国民皆保険制度の持続の懸念
○ 医療の必要性の低い患者が長期入院

○ 高齢化の進展に伴い増大する医療費について、過大・
    不必要な伸びを抑制し、適正化を図ることが必要

 ・介護保険給付費県費負担金　　               ［９，４５４，４４９千円］（元気長寿福祉課）
     介護保険給付費に係る県費負担

 ・介護保険サービスの質の確保と向上支援事業         　　 ［３，４８４千円］（元気長寿福祉課）
       利用者本位の介護サービスの提供を推進するための介護サービス情報の公表 など

 ・地域支援事業県費交付金　 　 　　　     　  　 　［３６３，２１６千円］（元気長寿福祉課）
       市町が実施する地域支援事業（介護予防事業、包括的支援事業・任意事業）に対する県費交付金

 ・県民主導介護予防地域づくり促進事業　                　　 ［２，３９２千円］（元気長寿福祉課）
       県民の介護予防意識の醸成、介護予防に携わる人材の育成、介護予防を地域全体で取り組むための仕組みづくり

 ・医療との連携による早期発見・早期対応事業　      　  ［１，７２０千円］（元気長寿福祉課）
       認知症相談医養成研修、認知症サポート医養成事業 など

○ 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成２０年４月からスタートする後期高齢者医療制度に係る県の取組

後期高齢者医療制度

 新 後期高齢者医療財政安定化基金造成事業 　　           ［２７０，９５４千円］（医療保険課）
　    後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療制度財政の安定化のための基金造成

 新 後期高齢者医療基盤安定対策費負担金　　　　　      ［１，２３２，６０１千円］（医療保険課）
　    市町が後期高齢者医療制度の被保険者から徴収する保険料のうち、低所得者等の軽減分に対する県費負担

 新 後期高齢者医療高額医療費県費負担金　　　  　　　　　［２４９，１８８千円］（医療保険課）
　　  後期高齢者医療広域連合の高額医療費に係る保険財政負担分に対する県費負担

 新 後期高齢者医療給付費県費負担金　　             ［８，０９５，４５６千円］（医療保険課）
　    後期高齢者医療制度に係る医療給付費の県費負担

 新 特定健康診査・特定保健指導事業費負担金　　　   　   ［１３１，０８８千円］（医療保険課）
　　  市町が保険者として国民健康保険の４０歳から７４歳の被保険者に対して行う特定健康診査・特定保健指導の支援



資－健福３

（１）子育て・女性健康支援事業
・健康相談（子育てや思春期の悩みについての相談）
・健康教育（生命の大切さを実感する体験学習や性に関する正しい知識の啓発）　

（２）思春期健康づくり支援事業
・思春期保健研修会、健康相談・健康教育

＊新 （３）妊婦支援啓発事業
・マタニティマークの啓発
・妊婦健診の受診の重要性を啓発
・思春期の人たちが正しい知識を身につけられるよう健康教育と相談機関の啓発

（４）妊産婦健康支援推進事業
・妊産婦支援検討委員会、妊産婦生活実態調査

（１）滋賀県周産期医療協議会
（２）周産期保健医療連絡調整会議
（３）周産期医療関係者育成研修事業
（４）周産期医療ネットワーク事業
（５）総合周産期母子医療センター運営費補助金

＊新 （６）周産期医療施設連携システム検討事業
・リスクに応じた医療提供のため、周産期医療施設間の連携システムを検討

＊新 （７）緊急搬送コーディネーター設置事業補助金
＊新 （８）地域周産期母子医療センター運営費補助金

（９）安心・安全・快適な出産のための病院内助産所開設促進事業費補助金
医務薬務課

（１）未熟児訪問指導
（２）子どもの事故予防推進事業

・展示コーナーの設置、パンフレットの配布、事故予防研修会
＊新 （３）乳児の事故防止事業

・啓発パネルを市町に配布し、乳児健診等の場で啓発
（４）小児救急医療支援事業費補助金
（５）小児救急休日夜間医療確保支援事業費補助金

・（４）（５）休日・夜間に小児救急医療を行う病院に対する補助
（６）小児救急医療地域医師等研修事業
（７）小児救急電話相談事業
（８）小児救急医療普及啓発事業
（９）小児救急医療体制等緊急対策事業

・各２次医療圏ごとに小児救急医療支援体制の確保を検討

＊印　「      　　乳児死亡率改善緊急対策事業」（26,000千円）

健康推進課
内線３６１５
医務薬務課
内線３６３２

（559千円)

（800千円)
（196,584千円)

（2,000千円)

（8,000千円)
（12,000千円)

（340千円)

（505千円)

（3,900千円)

（421千円)

（61千円)

（3,000千円)

（996千円)

（55,344千円)
（27,612千円)

（450千円)
（8,668千円)

（1,000千円)

（2,000千円)

（2,000千円)

（3,836千円)

（164千円)

妊婦自身の健康管理

生まれる前からの危険から子どもを守る

周囲の理解・支援（家族・地域）

乳児の事故防止

課題

生まれる時の危険から子どもを守る

生まれてからの危険から子どもを守る

課題 医療体制の機能分担 医療連携・搬送体制の整備

課題

新

乳児死亡率の改善に向けて【予算額 330,240千円】
～生まれる前・生まれる時・生まれてからの危険から子どもを守る～

小児救急医療体制の確保

健康推進課

健康推進課

健康推進課

医務薬務課



資－健福３－１

思春期

妊娠

出産・出生

乳児

幼児

生まれる時

生まれる前 生まれてから

小児救急医療体制
等緊急対策事業

996千円

生まれる前・生まれる時・生まれてからの
危険から子どもを守る

～乳児死亡率の改善に向けて～

思春期の人たちに
対する健康教育等

1,000千円

マタニティーマークの
普及啓発
1,370千円

地域周産期母子医療
センター運営費補助金

12,000千円

妊婦健診受診啓発
630千円

乳児・子どもの
事故防止
1,164千円

小児救急休日
夜間医療確保
支援事業費

補助金
27,612千円

周産期医療施設連
携システム検討事業

2,000千円

緊急搬送コーディネー
ター設置事業
8,000千円

安心・安全・快適な出産
のための病院内助産所
開設促進事業費補助金

2,000千円



資一健福４
障害者自立支援課

内線３５４０

【予算額：176,446千円】

　○障害者自立支援法の施行により…
　　・三障害の障害福祉ｻｰﾋﾞｽが共通の制度により、市町を提供主体として一元化された。
　　・利用者負担の仕組みが見直された。
　　・「地域生活移行」「就労移行」などの課題へ対応するために事業体系が見直された。
　○施設入所者や入院患者の地域生活への移行を進めるため、居住の場や日中活動の場の
　　確保・充実が必要である。
　○企業等の障害者雇用に対する理解や協力と、一人ひとりへのきめ細やかな就労支援や、
　　そのための労働、福祉、教育等の関係機関の連携強化が必要である。
　○障害のある人がさまざまな活動に主体的に参加し楽しめるよう、コミュニケーション
　　支援や余暇活動の充実に取り組む必要がある。

障害のある人の、

“地域で暮らし、働き、活動することの実現”に向けて

障
害
の
あ
る
人
が
地
域
で
…

　　　○障害者地域移行支援プログラム研究事業【18,793千円】
　  　　 入所施設等とグループ（ケア）ホームの中間的位置づけである「地域移行
　　　　  ルーム」を整備し、障害者生活支援センターのサポートのもと、円滑に地域
　　　 　 生活に移行でき継続できるプログラムを研究する事業を試行的に実施する。
 
　　　○高機能自閉症地域生活ステップアップ事業【6,278千円】
　　　　高機能自閉症等に特化したグループホームにおいて、自立生活に向けたコ
　　　　  ミュニケーションスキルや日常生活スキルの獲得支援を行い、さらに支援付
　　　　  きアパートにおいて自立生活の実践を行いスムーズな地域生活移行を図る。
　
　　　○認証発達障害者ケアマネジメント支援事業【3,000千円】
　　　　障害者生活支援センターに発達障害者支援ケアマネジャーを配置するために
　　　　  必要な経費に対し助成し、発達障害者支援体制の充実を図る。併せて、発達
　　　　  障害者支援に関する認証制度を創設し、必要な専門的知識や技術を習得した
　　　　 人材等を発達障害者支援ケアマネジャーとして認証する。
　
　　　○精神科救急情報センター開設準備事業【58,330千円】
　　　　精神科救急医療システム事業において、平成21年4月に精神保健福祉セン
　　　  　ターに精神科救急情報センターを設置するための準備を行う。

　　　○精神障害者地域生活移行推進事業【14,830千円】
　　　　自立支援員の設置による地域生活移行に向けた体験・訓練や、地域活動拠点
　　　　  と生活の場の確保等を進め、退院から地域生活に向けた支援の体制整備を図
　　　　  る。

“
暮
ら
す
”

  　　　　第８回全国障害者芸術・文化祭滋賀大会開催事業【36,000千円】
      　　   全ての障害者の芸術および文化活動への参加を通じて、障害者の生活を豊かにす
　　　　　  るとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加への
                  促進に寄与するために実施する本大会開催に要する経費を助成する。

　　　○就労収入向上プロジェクト事業【21,215千円】
　　　　「就労収入向上支援チーム」の設置や事業支援ワーカーの派遣を行い、就労支
　　　　  援事業所等が作成する就労支援事業発展計画や収益性の高い仕事の確保を目指
　　　　  す取り組みへの支援を行う。

　　　○就労支援事業移行初期支援強化事業【18,000千円】
　　　　職場実習を受け入れる企業が受入のための企業内の設備更新等を実施した場合
　　　　  にその費用への助成を行ったり、各福祉圏域における就労支援ネットワークの
　　　　  構築に必要なホームページの開設や各種研修会の開催に要する費用への助成を
　　　　  行い、就労支援ネットワークの構築の促進を図る。

“
活
動
す
る
”

“
働
く
”

現状と課題

新



資－健福５
子ども・青少年局
内線３５５０

「子によし」「親によし」「世間によし」 で進める子育て三方よし

育ち・育てる環境づくりの推進 【予算額 千円】１,３３４,９３３

１ 子どもを安心して育てることのできる環境づくり

285,414千円(1) 地域子育て支援拠点事業費補助

子育て親子の交流等を促す子育て支援拠点の設置を促進することにより、子育ての不安感等を緩和

し、子どもの健やかな育ちを促進する。

527,449千円(2) 利用しやすい保育所づくりの推進

障害児保育に係る保育所職員の資質向上や病児・病後児保育、一時保育、特定保育、休日保育等

の事業に対して助成し、よりきめ細かな保育サービスの充実・普及を進め、利用しやすい保育所づくり

を推進する。

444,095千円(3) 放課後児童健全育成事業費補助

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対して、授業終了後に児童厚生施設等の施設を利

用して適切な遊び場および生活の場を与えて、その健全な育成を図る。

２ 子どもが健やかに育つ環境づくり

5,000千円○ (1) オレンジリボン・キャンペーン事業新

平成20年11月の「児童虐待防止推進月間」に、滋賀県において「子どもの虐待防止推進全国フォー

ラム」が開催されるのに併せ、オレンジリボン（子どもの虐待防止に向けたメッセージリボン）・キャンペ

ーンによる広報啓発を行い、児童虐待防止に向け、市町、関係機関、県民等との一層の連携を図る。

4,500千円○ (2) 出会い発見！青少年応援事業新

若者に必要な社会性、自立性の獲得機会を確保するため、県内地域資源を活用した獲得機会の強

化や、支援者・各団体等とのネットワークの強化を図る。

60,979千円(3) 非行少年等立ち直り支援事業（あすくる）

非行少年等の立ち直り支援のため「青少年支援センター（あすくる）」の運営に補助するとともに、立ち

直り支援システムの充実を図る。

３ 子育てをみんなで応援する社会づくり

3,000千円○ (1) 地域力を生かす子育ての”わ”づくり研究事業新

「子育て三方よし施策」の具体化のため、子育て中の親が抱く子育ての負担感や不安感の緩和を図

り、社会全体で持続的に子育てを支える仕組みづくりの実証を行う。

4,496千円○ (2) 「社会で子育てを支えるしが」検討事業新

子育て支援等に関する県民の意識やニーズの把握・分析を行うとともに、社会で子育てを支える今

後の施策の在り方について、有識者等による懇話会を設置して検討を進める。検討結果を県民への提

言として公表し、フォーラムを通して「社会で子育てを支えるしが」を推進する気運の醸成を図る。



就労・就学

まちづくり
活動

国際活動

支援者向け

ネットワーク交流会の開催
（ 年３回 ）

市民活動団体・職業人と支
援者（高校教員、相談員

等）のネットワークづくり

若者向け

市民活動団体・職業人との
マッチングフェアの開催

（ 年３回 ）

現場体験ツアーの開催
（ 年２回 ）

コ
｜
デ
ィ
ネ
｜
ト

環境保全活動

地域福祉活動

外国人学校 子育て支援者

共同作業所

自然保護活動家

県国際交流
推進協議会

県国際協会

環境学習支
援センター

etc

県社会福祉
協議会

協力企業

(仮称） 出会い発見！
青少年応援事業 実行委員会

大学ボランティ
アセンター

ヤングジョブ
センター

　県

参 加

委 託

日本語教室

社会的体験

出会いの場づくり！ 応援ネットワークづくり！

青年実業家

料理人 保育士

日本語教室

医師

宅老所

自分に合った
活動の場を
見つけよう☆

出会い発見！青少年応援事業

【予算額 4,500千円】

途上国支援者

介護士

芸術家

フットサル教室

青少年
（対象：概ね16歳・高校生～35歳)

青少年の社会性・自立性の向上

　近年の不安定な就労状況や人間関係が希薄化した地域社会の
中で生活している青少年の社会性や自立性を育み、青少年の本来
持っている力を引き出していくためには、様々な地域活動団体や職
業人の方などと協働して、社会的な体験の場づくりを進めていくこと
が必要です。



【予算額　3,000千円】

連　携

　地域力を生かす子育ての”わ”づくり研究事業

家庭内に多世代・兄弟姉妹の多様な役割と関係性
隣近所にも日常的な助け合いの関係

核家族化や都市化で、親族
や地域が子育てをフォローする
環境が希薄化

かつての家庭・地域社会

育児の孤立化、育児に対する不安感・負担感の増大

すべての子育て家
庭を地域で支援す
る仕組みづくり

地域子育て支援センター、
児童館、保健所、関係行
政機関、ＮＰＯ活動など

地域の伝統行
事、祭りなど

学校

<保育所などの身近な子育て支援施設>

 就労の有無・形態にとらわれない在
 宅子育て家庭を含む幅広い支援

身近な生活圏（ベビーカー圏＝小学校区等）

地域子育てマネージャー

公民館

遊休施設

青少年育成活動

子ども安全活動

子ども体験活動

子育てサポーター

子育て応援タウンの実現

本来家庭がもっ
ている子育て力
を地域で引き出
す

子の幸せ　親の喜び　世間の安心
（子育て三方よし）

定年退職者､NPO､PTA､企業､若者､団体･ｻｰｸﾙ
等

地域の”わ”デビューの
ための誘い出し

「わたしの保育園」登録

単なるサービスの
提供ではなく、支
え合いと関係性を
築く協働

子育ての負
担感・不安
感の解消

参加・協力・サポート

子育て支援の総合調整
情報提供
地域資源・人材のネットワーク化
サポーターの募集、養成
子育て支援事業の企画　など

子育てコーディネーター

地域力を活かす子育ての
”わ”づくり研究事業

参加・協力・サポート




