
 

 

 

 

 

【予算額 2,500 千円】 

 

本県では、県民の戦争体験を風化させず、次代を担う子どもたちにこれを伝え、広く県

民が戦争の悲惨さと平和の尊さを学び、平和を願う心を育むことができる場として平和祈

念館（仮称）を計画しています。 

平成２２年度は、東近江市から整備候補施設として推薦のあった「東近江市愛東支所」

を活用して平和祈念館（仮称）を整備するため、検討会議における意見を踏まえて、具体

的な整備プランを作成します。 

 

１ 「東近江市愛東支所」の概要 

所在地    東近江市下中野町４３１番地 

構 造    鉄筋コンクリート造 ２階 

延床面積   ３，１０７．１４㎡ 

建築年    昭和６２年６月 

 

２ 検討会議 

（１）名称     平和祈念館（仮称）整備プラン検討会議 
 （２）構成     学識経験者、教育関係者、関係団体 （８名） 

（３）スケジュール 平成２１年度 ２回開催 

平成２２年度 ７月までに２回開催、８月頃に整備プランを作成 

 

３ 整備プランの内容 

（１）事業計画 

① 施設における具体的な事業展開方策 

     ② 地域における具体的な事業展開方策 

     ③ 学校における具体的な事業展開方策 

     ④ 地域の環境学習やまちづくり方策との連携方策 

 （２）施設整備計画 

① 施設内の部屋配置 

     ② 室内の設備・備品等の配置 

     ③ 内装デザイン 

（３）管理運営計画 

① 地元の協力による施設運営 

② 事業展開へのボランティアの参画方法 

                          など 

資－健福１ 

健康福祉政策課

内線 3514

平和祈念館（仮称）整備プラン作成調査 



地域医療の推進

歯科在宅医療充実強化事業
[37,000千円]

� 在宅歯科医療設備整備に対して補助します。

歯科治療ポータブルユニット 2セット×７圏域

� 糖尿病治療における歯科・医科連携推進モデル事業を実施します。

地域難病患者入院運営事業
[7,300千円]

� 在宅医療を支援し、神経難病医療の充実を図るため、神経

難病患者を一時入院させる環境整備に対して補助します。

Ⅲ

地域周産期医療体制強化設備整備
[72,000千円]

Ⅰ

� 周産期医療施設の体制強化・充実を図るため、必要な設備整

備に対して補助します。

２医療機関

滋賀県地域医療再生計画に基づき、地域医療に係る課題解決を図ります。

資－健福２
健康推進課
内線３６１０

[予算額 151,300千円]

� 住み慣れた地域できめ細かなリハビリが受けられるように、市

町が行う在宅リハビリテーション支援事業に対して補助します。

Ⅳ

在宅リハビリテーション支援事業
[35,000千円]

Ⅱ



 

 

 

 

【予算額 4,583,633 千円】 

現状と課題 

     

 

 

 

 

 

 

①人材の確保・育成 

（１） 「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム事業             289,529千円 

 

 

 

（２） 介護職員等研修派遣支援事業                        90,720千円 

    

 

 

（３） 介護職員処遇改善交付金                          1,580,407千円 

 

 

 

②施設の整備 

（１） 介護施設等施設整備費補助金                         715,000千円 

 

 

 

（２） 介護基盤緊急整備等補助金                         1,238,750千円 

     

 

 

（３） スプリンクラー整備費補助金                         135,227千円 

 

 

 

（４） 介護施設等開設準備経費等補助金                     534,000千円 

 

 

資－健福３ 

元気長寿福祉課 

内線 3521 介 護 サ ー ビ ス 提 供 基 盤 の 整 備 

① 福祉・介護分野は、離職率が高く人材の確保が困難となっており、常態的に求人が行われる状況が続いています。こ

のような中、他の業種との賃金格差を更に縮めるなどの人材の確保・育成に向けた取り組みが求められています。 

② 高齢者人口の増加とともに介護施設への入所を希望する要介護高齢者も年々増加しており、レイカディア滋賀プラン

に基づき、計画的に施設整備を進めていく必要があります。 

離職失業者を新規雇用し、働きながら介護福祉士や訪問介護員２級の資格取得を支援します。 

【介護福祉士 15名、ホームヘルパー２級 55名】

介護サービス事業所の現任職員が資質向上のため各種研修へ参加する場合の代替職員の雇用を

支援します。                            【対象事業所 45事業所】

介護職員の処遇改善を取り組む事業者へ資金の交付を行います。 

計画的に介護施設等の整備を図るため、整備事業を行う社会福祉法人等に対して助成します。 

【特別養護老人ホーム 4箇所［280床］、介護老人保健施設 1箇所［60床］】

市町が行う小規模介護老人福祉施設や認知症対応型グループホーム等の介護基盤の緊急整備特

別対策事業に対し助成を行います。         【地域密着型介護老人福祉施設 5箇所 他】

消防法施行令の改正によりスプリンクラーの設置が義務づけられた施設等について、スプリンク

ラーの設置に要する費用を助成します。             【特別養護老人ホーム 2箇所 他】

特別養護老人ホーム等の新規開設に当たり、施設の円滑な開所のため、開設準備に要する経費に

ついて助成を行います。                               【特別養護老人ホーム 4箇所 他】

主 な 施 策 



　○　障害者自立支援法の施行にともなう報酬額の算定方式の変更（月額制→日額制）等により

　　運営が困難となる事業所に対しては、激変緩和を目的とした運営費補助を行っています。

　○　一方、長引く不況下にあっても利用者に最低賃金を支給する「就労継続支援Ａ型事業所」

　　や、在宅の重症心身障害児（者）の受け皿となっている「生活介護事業所」については、利

　　用者ニーズに的確に応えるため、更なる機能強化が求められています。

　○　今後更なる支援の強化を図るためには、市町との連携が不可欠であることから、事業所運

　　営費補助事業（負担割合：県１／２，市町１／２）に、以下の項目を追加し、事業の拡充を

　　図ります。

２．新たな支援の内容

　

　　　①複数看護師等配置加算

　　　②重症心身障害児（者）等入浴サービス加算

障害者自立支援課
資－健福４

内線３５４１

１．現状と課題

　　【 9,946千円】

【予算額　21,058千円】

　経管栄養、頻回吸引、気管切開、人工呼吸器による

酸素投与など、重症心身障害児（者）等に対して、常

時医療的ケアが行えるよう、看護職員を複数配置する

場合に加算

　特殊浴槽等を備えた事業所において、重症心身障害

児（者）等に対する入浴サービスを提供するために必

要な人員を配置する場合に加算

　不況下にあっても利用者に対して最低賃金以上の支給

を維持するため、基準配置を超えて専従の営業スタッフ

を配置する場合に加算

(1) 就労継続支援Ａ型設置促進特別加算  (対象：就労継続支援Ａ型事業所）
                                                               【　5,321千円】

z(2) 重症心身障害児（者）等加算 （対象：生活介護事業所）
                                                                                              【  5,791千円】

障害のある人が地域で働き暮らす場の更なる充実

障害者自立支援事業所運営費補助事業



資－健福５
医務薬務課
内線 3632

3631

医医 療療 提提 供供 体体 制制 のの 整整 備備

【予算額 2,132,031千円】
○いつでもどこでも安心して医療が受けられるよう、医療提供体制の整備を図ります。

○滋賀県地域医療再生計画に基づき、医療機能の強化、医師確保等の地域医療に
係る課題解決を図ります。

①滋賀医科大学および京都府立医科大学への寄附講座①滋賀医科大学および京都府立医科大学への寄附講座 １９２,５００千円
大学と連携した医師確保システムの構築を図ります。

②②医師不足病院支援事業医師不足病院支援事業 １４,０００千円
医師不足解決のため、県内公立病院の医師確保にかかる取組を支援します。

③へき地拠点病院の機能強化③へき地拠点病院の機能強化 ５,０００千円
へき地拠点病院の機能強化を図るため、医師確保にかかる取組を支援します。

④女性医師保育支援④女性医師保育支援等等事業事業 ７,２００千円
子育て医師を支援し、女性医師の就業しやすい環境を整備します。

⑤働く意欲を引き出す職場環境整備⑤働く意欲を引き出す職場環境整備 ４９,０００千円
救急医師等の負担を軽減するための取組を支援します。

・救急医等負担軽減改善事業 25,000千円
・働く意欲を引き出す職場環境整備事業 24,000千円

①看護師確保啓発事業①看護師確保啓発事業 ９,０００千円
看護職の魅力をPRすることで看護職志望者の増加を図ります。

②病院内保育所運営費補助②病院内保育所運営費補助 １０１,４５０千円

医療従事者の離職防止・復職支援のため、病院内保育所の運営費を支援します。

保健医療提供体制を支える医師・看護師等の人材確保を図ります。保健医療提供体制を支える医師・看護師等の人材確保を図ります。医療人材の確保

医医師師確確保保対対策策

①救急医療確保支援事業①救急医療確保支援事業 ２５,５００千円
救急患者の受け入れ体制の充実を図るため、救急告示病院への支援を行います。

②小児救急医療支援事業費補助②小児救急医療支援事業費補助 ９４,３７５千円
小児救急医療体制を確保するため、医療ｽﾀｯﾌや空床ベッドの確保に対して支援します。

③救命救急センター運営費補助③救命救急センター運営費補助 ３２２,４５４千円
重篤救急患者の医療の確保を図るため、救命救急センターの運営費に対して支援します。

④災害拠点病院等耐震化整備事業④災害拠点病院等耐震化整備事業 ４６３,２６５千円
地震発生時の医療体制を確保するため、未耐震の災害拠点病院等への耐震化整備に対し
て支援します。

救急医療対策・施設整備 救急医療体制等の確保・充実を図ります。救急医療体制等の確保・充実を図ります。

看護師等確保対策看護師等確保対策



◆ 条例制定の背景 (食を巡る情勢）

○ 国内外の多様な食品の
流通や加工食品の利用の
増大など生活様式が変化
してきました。

(消費者に生産・製造の状況
が見えにくくなっています。）

○ 国内外の多様な食品の
流通や加工食品の利用の
増大など生活様式が変化
してきました。

(消費者に生産・製造の状況
が見えにくくなっています。）

○ 食品の安全性が脅かさ
れるような事件や事故の
発生 など

○ 食品の安全性が脅かさ
れるような事件や事故の
発生 など

食品の安全性への信頼が得られにくくなっています。
（食品に対する不安感が高まりやすくなっています。）
食品の安全性への信頼が得られにくくなっています。
（食品に対する不安感が高まりやすくなっています。）

■ このため、
食の安全性を確保する取組をさらに進める必要があります。また、こ

れに加えて食への安心感を醸成するため、社会的信頼関係の構築に向
けた取組が求められています。

■ このため、
食の安全性を確保する取組をさらに進める必要があります。また、こ

れに加えて食への安心感を醸成するため、社会的信頼関係の構築に向
けた取組が求められています。

３　どちらかといえ
ば不安を感じてい

る,
82  (49.1%)

２　どちらかといえ
ば不安を感じてい

ない,
36  (21.6%)

１　ほとんど不安
を感じていない,
 19  (11.4%)

４　かなり不安を
感じている,
30 ( 18.0%)

県政モニターアンケート結果 （H21.8実施）

３　どちらかといえ
ば不安を感じてい

る,
82  (49.1%)

２　どちらかといえ
ば不安を感じてい

ない,
36  (21.6%)

１　ほとんど不安
を感じていない,
 19  (11.4%)

４　かなり不安を
感じている,
30 ( 18.0%)

県政モニターアンケート結果 （H21.8実施）

◆ 平成２２年度の取組み 【予算額 ３，３８７千円】

● 食の安全・安心推進条例の普及啓発
啓発資料の作成、事業者説明会の開催等

● 滋賀県食品自主衛生管理認証制度
（愛称：セーフードしが）の普及啓発

● 安心感を醸成するための取組
食の安全情報の提供、メールマガジンの発行
シンポジウム、意見交換会等の開催

● 滋賀県食の安全・安心審議会の設置

平成２１年１２月２５日公布

資－健福６
生活衛生課
内線3643

「滋賀県食の安全・安心推進条例」の普及啓発



 

 

 

 

「子育て三方よしコミュニティ」推進事業 

【予算額 42,348 千円】 

１ 事業目的 

親の子育ての負担感や不安感の増大、児童虐待相談件数の増加など、子

育て家庭や子どもを取り巻く環境が厳しさを増している中、滋賀県では、

地域で、あらゆる人が子どもの育ち・育てる環境づくりに向かって力を合

わせる関係性を築いていく「子育て三方よしコミュニティ」づくりを提案

しているところです。 

平成２２年度は、多くの県民や子育て支援活動がつながりを形成してい

くことを県が支援することで、「子育て三方よしコミュニティ」づくりを推

進します。 

 

 

２ 事業内容 

 

①子育て・子育ちを支える地域づくりの展開      【    15,645 千円】 

  子育て三方よしコミュニティ・モデル事業 

・県内の子育て支援活動の状況調査。子育て支援マップの作成。 

・既存活動の掘り起こしと、活動立ち上げの促進。 

・子どもの「あそび」をテーマとした県民フォーラム等の開催。 

・「ＳＯＳを見逃さない地域子育て支援事業」の実施。 

 

②「社会で子育て」の気運醸成            【    24,340 千円】 

  子育て三方よし情報発信・共有事業 

・子育て情報に関する携帯サイトやホームページの構築。それらと連

動した子育て情報紙の作成と子育て世帯への配布。 

・テレビ番組を通じた、県内の子育て支援活動の紹介。 

・新たな活動支援の立ち上げに役立つ、既存の子育て支援活動内容を

紹介したＤＶＤの作成。 

 

③子育て支援ネットワークの構築           【     1,063 千円】 

  子育て支援機関総合ネットワーク構築事業 

・子育て支援関係者の情報交換会の実施とネットワークづくり。 

新 

新 

新 

新 

資－健福７ 

子ども・青少年局

内線３５５３ 

社会で子育て、子育ちを支える 



  

 

 

 

保育所および放課後児童クラブの設置促進【予算額 2,828,521 千円】 
 

 

①認可保育所の待機児童数の増加（前年度 262 人→411 人、約 1.6 倍） 

②全国と比較すると、０～２歳児の保育所利用率が低く、潜在的な保育

ニーズが高い。 

③子どもを保育所に預けることができた保護者であっても、小学校進学

と同時に仕事と子育ての二者択一を迫られている（「小一の壁」）。 

 保育所修了者数 6,051 人 → 放課後児童クラブ入所児童数 3,111 人 

④小学校１～３年生の児童数に占める放課後児童クラブ登録児童数の割

合が、全国平均より低い（滋賀県18.3%＜全国平均20.7%、平成21年度）。 

 

 

 

「淡海子ども・若者プラン」の推進 ～生まれる前から自立までの切れ目のない支援～ 

 

１ 保育所待機児童の解消 

子育て支援環境緊急整備事業 【1,907,264 千円のうち 1,554,906 千円】 

 安心子ども基金を活用し、市町が実施する民間保育所等の施設整備

に対し補助します。 

 ・老朽化に伴う改築を含め ７市２０施設(９７０名の定員増) 
 

保育対策等促進事業費補助                 【   556,755 千円】 

 低年齢児保育等に必要な保育士の配置、家庭的保育事業や延長保育

事業の実施に対し補助します。 

 ・前年度予算の約２．４倍 
 

２ 放課後児童クラブの設置促進 

放課後児童クラブ施設整備費補助           【  197,148 千円】 

 市町が行う放課後児童クラブの施設整備に対し補助します。 

 ・４市１４施設（３５０名の定員増） 
 

放課後児童健全育成事業費補助            【  519,712 千円】 

放課後児童クラブを実施する市町に対し運営費補助を行います。 

・前年度予算の約１．４倍 

現状と課題 

具体的な取組 

資－健福８ 

子ども・青少年局

内線３５５７ 

社会で子育て、子育ちを支える 


