
介護・福祉人材の確保・育成

【予算額 ２２３，８５８千円】

介護人材の育成

① （再）しがの魅力ある介護事業所づくり応援事業【新規】 （再）１５,０００千円

②喀痰吸引等研修事業（第一号、第二号、第三号研修） １７,８２３千円

③介護支援専門員養成事業 ４４,２１８千円

④介護雇用プログラム事業 ５６,１６３千円

⑤認知症対策推進研修事業 ４,１５６千円

⑥先人に学ぶ「福祉しが」人づくり発信拠点事業【新規】 ３,５９５千円

○急速に高齢化が進展する中、今後ますます要介護高齢者等を支える介護・福祉人材の
不足が懸念される現状を踏まえ、介護人材の確保・定着を図る取り組みを推進します。

○利用者本位の質の高い介護サービスが提供されるよう、専門的人材の育成を図ります。

事業の目的

資－健福１

健康福祉政策課
内線 3511

医療福祉推進課
内線 3521

障 害 福 祉 課
内線 3540

専門的な対応ができる人材の育成に努めます。

介護人材の確保・定着

①福祉人材確保対策事業 ５９,５９３千円

福祉人材センターにおいて実施する無料職業紹介事業や福祉分野への就職支援を図る
ための就職フェア、職場体験のほか、介護従事者メンタルヘルス相談事業等を実施しま
す。

②福祉人材バンク運営事業【新規】 １０，０００千円
福祉人材センターの支所を県東北部に設置し、地域ニーズに応じたきめ細かな相談助
言等を行います。

③しがの魅力ある介護事業所づくり応援事業 【新規】 １５,０００千円

関係者による連絡協議会の設置、合同入職式の開催、職場の環境改善を図るためのア
ドバイザー派遣等を行います。

④障害者介護職員養成事業【新規】 ６,３４６千円
介護分野で就労を希望する障害者に対して、介護職員初任者研修等を実施します。

⑤介護の場における知的障害者就労促進検討事業【新規】 ２,５００千円
介護分野における知的障害者の就労促進のための研修カリキュラム等の研究・開発を行
います。

⑥知的障害者介護技能等習得事業 ４,４６４千円
介護分野で就労を希望する知的障害者に対して、基礎的研修や現場実習を実施します。

多様な人材の就労支援を行い、介護・福祉人材
の確保・定着を図ります。



【H26年度：予算額 282,683千円(うち基金120,216千円)】

○がん対策情報サイトの開設
○マスメディアを活用した広報啓発
○がん検診受診率向上対策、検診事後調査、精度管理の充実

１がんの予防と早期発見〈予算額：28,163千円〉

２質の高いがん医療の提供の推進〈予算額：144,812千円〉
○がん診療連携拠点病院等の機能強化
○遠隔病理診断体制の整備
○がん診療人材育成、がん登録の充実

３患者･家族の苦痛の軽減と生活の質の向上〈予算額：2,891千円〉
○がん体験者による支援（ピアカウンセラー養成等）
○がんサロンにおける患者間交流
○患者力向上のための講演会・情報発信

４患者･家族を支える社会の構築〈予算額：4,852千円〉
○がん患者就労支援(支援関係者への研修）、医療と職場の連携促進
○小児がん患者支援、がん教育の推進
○がん普及啓発の促進 ～がんと向き合う週間 2/4-2/10～

「滋賀県がん対策の推進に関する条例｣(H25.12.27施行）
「滋賀県がん対策推進計画｣ (第2期計画：H25年度～H29年度)

資－健福２

健康長寿課
内線 3616

○がん対策推進協議会の開催等
○民間団体等が取り組む自主事業への支援

５．がん対策の総合的な推進〈予算額：101,965千円〉

総合的ながん対策の推進

滋賀県がん対策推進基金の創設【総額1億円】

２人に１人ががんになる時代
～がんをよく知り、支えあい、ともに生きる滋賀を目指して～



在宅療養・在宅看取りへの体制づくり

【予算額 １４３，７４４ 千円】

在宅医療の推進

①在宅医療福祉を担う人材養成事業 ３,０５６千円
在宅医療に携わる医師の増加をめざしたセミナーなどを開催し、多職種連携による在宅
医療の推進を図ります。
②基幹型訪問看護ステーション設置モデル事業 ９,５００千円
２４時間３６５日の定期的な訪問看護提供体制の構築と、人材養成を支援します。
③在宅医療推進地域モデル事業 ９,０００千円

在宅医療と介護を切れ目なく提供する地域包括ケアの構築に取り組む市町を支援しま
す。

医師確保対策

①滋賀県医師キャリアサポートセンター運営事業 ２６,６３４千円
奨学金貸与者等のキャリア形成や女性医師等に対する就労支援などを行い、医師の
県内定着を図ります。
②働きやすい環境づくり事業 ３８,１９３千円
女性医師等の離職防止・復職促進に向け、仕事と家庭の両立できる環境づくりを支援
します。

看護職員確保対策

① 潜在看護職員掘り起こし事業 ９,５４０千円

コーディネーターを配置し、在宅医療福祉の担い手となる潜在看護職員の再就業を支
援します。
② 職場復帰支援事業 １７,９０３千円
潜在看護職員の再就業に必要な研修を実施するなど、円滑な職場復帰を支援します。

③子育て環境整備事業 ９,８６３千円

病院内保育所の受入体制を拡充するなど、再就業看護職員の子育て環境を支援します。

○ 「滋賀の医療福祉を守り育てる」取り組みを進めます。
○誰もが住み慣れた地域で最期まで安心して療養できるよう、在宅療養・在宅看取りの
仕組みづくりを進めるとともに、それを担う人材の確保・育成に努めます。

事業の目的

資－健福３

医療福祉推進課
内線 3521

医 務 薬 務 課
内線 3631

在宅医療福祉を担う訪問看護ステーション等の看護職員の
確保・養成を図ります。

地域医療等を担う医師の確保を図ります。

病院から在宅療養・在宅看取りに至る地域包括ケアの仕組み
づくりを進めます。

医療福祉の推進

① 「滋賀の医療福祉を守り育てる」推進事業 ８,７００千円

県民フォーラムの開催や、電波媒体等を活用した在宅医療福祉に関する情報発信など、
「医療福祉・在宅看取りの地域創造会議」の主体的な活動を支援します。
②地域完結型在宅医療福祉推進事業【新規】 １１,３５５千円
「ご当地医療福祉」の実現に向けて、医療圏や市町ごとの医療介護の需給や地域特性

などを分析し各種計画に反映することで、地域特性にあった医療福祉の推進を図ります。

住民の理解と主体的な取り組みを支援します。



食の安全・安心確保の推進
～より安心して暮らすことのできる社会の実現～

【予算額 63,995千円】

危機管理体制の整備
・大規模食中毒の発生を想定した模擬訓練の実施および健康危機事案
に対応できる人材の養成

重点監視の実施
・重点監視による効果的な監視指導および広域流通食品製造施設への
専門的な監視指導の実施

食中毒の発生防止
・食品衛生に関する正しい知識の提供および事故の教訓を活かすため
の再発防止策の検討

試験検査による安全確保
・県内製造食品および広域流通食品の安全性確認

健康被害の未然防止や拡大防止〈予算額：54,056千円〉

関係事業者による食品の安全確保〈予算額：9,080千円〉

セーフードしがの充実
・認証施設に対する専門監視および未認証施設に対する支援の実施

自主衛生管理の促進
・関係事業者の自主衛生管理マニュアル作成促進

相互理解と信頼の向上〈予算額：859千円〉

特定食品の検査
・県民が特に不安を感じている食品の買上げ検査の実施および検査結
果の公表

双方向の情報交流
・シンポジウムや意見交換会の開催によるリスクコミュニケーション
の推進

食品安全情報の発信
・ホームページ、しらしがメール等による食品安全情報の迅速な提供

将来にわたって安心な食生活を送るため、関係事業者、県民

および行政が、滋賀県食の安全・安心推進計画に基づき、それ
ぞれの責務と役割を果たすことにより、社会全体で食の安全・
安心の確保を推進します。

事業の目的

資－健福４

生活衛生課
内線 3643



子育て・子育ち応援
【予算額 2,959,401千円】

地域少子化対策強化事業〈予算額：80,000千円〉

・見つけて！子育ての喜び共有事業 【 12,400千円】
出産・子育ての喜びや素晴らしさを紹介するキャンペーンを広く展開し、

子を持ち育てる気運の醸成を図ります。

・あなたの思い、きかせてください～しがの子ども意識実態調査事業
【 3,200千円】

子育てしやすい地域づくりの検討のため、子どもたちを対象にアンケー
ト調査を実施し、子どもたち目線での実態把握を行います。

・応援するで、子育て！「おじいちゃん、おばあちゃんの知恵袋」事業
【 1,500千円】

祖父母世代の子育て、孫育ての取組を支援し、地域での子育ての不安解
消や負担軽減を進めます。

・ゆりかごタクシー応援事業 【 3,800千円】
妊婦健診や出産時に、県下全域で妊婦が安心してタクシーを利用すること

ができる体制づくりを進めます。

・ゆりかごケア支援モデル事業 【 3,000千円】
産後の心身回復のためのサポート体制充実に向けたレスパイトケアや訪問
派遣など、産後支援のモデル事業の取組を支援します。

・妊娠・出産あんしん情報事業 【 2,000千円】
身近な地域の助産師を紹介するマップの作成や、妊娠、出産に関する正し
い知識の普及を進めます。

・企業子育て応援隊事業 【 14,100千円】
小規模な企業を対象に、企業訪問を通じたきめ細やかな助言や啓発を行う
とともに好事例を広く紹介し、子育てしやすい職場づくりを支援します。

・市町が実施する事業への支援 【 40,000千円】
市町が行う、地域の実情に応じた独自の先駆的な取組に対し補助します。

①次代の担い手の減少を招く少子化問題は我が国にとって喫緊の重要課題
②合計特殊出生率に大幅な改善は見られない（H24年：全国1.41、本県1.53）
③結婚・妊娠・出産・子育てを通じた切れ目のない少子化対策に重点的に取
り組むことが必要

現状と課題

少子化対策への切れ目ない支援

資－健福５

子ども・青少年局
内線 3553

新



・子育て支援環境緊急整備事業費補助 【 1,830,222千円】
市町が行う民間保育所等の施設整備などに対して補助します。

保育所待機児童の解消〈予算額：1,830,222千円〉

保育人材の確保〈予算額：309,266千円〉

・保育士等処遇改善臨時特例事業 【 31,934千円】
保育士の処遇改善に取り組む保育所へ市町を通じて補助します。

・保育士修学資金貸付事業 【 265,752千円】
保育士資格取得に必要な修学資金の貸付を行います。

・保育士・保育所支援センター運営事業 【 9,080千円】
潜在保育士の就職支援や養成校新卒者の県内保育所への就職促進、現保

育士の就労継続支援等を行う保育士・保育所支援センターを運営します。

保育士さんありがとう（保育士応援ポジティブキャンペーン事業）
【 2,500千円】

保育士への感謝のメッセージなどを募集・発信することにより、保育士
を応援する気運の醸成を図ります。

放課後児童クラブの量の拡大と質の向上等〈予算額：739,913千円〉

・放課後児童クラブ施設整備費補助 【 85,678千円】
市町が行う放課後児童クラブの施設整備に対して補助します。

・放課後児童健全育成事業費補助 【 653,355千円】
市町が行う放課後児童クラブの運営費に対して補助します。

放課後児童指導員等資質向上事業 【 880千円】
放課後児童健全育成事業の充実のため、放課後児童クラブ指導員等に対

する研修を行います。

①保育所の待機児童は依然として解消されていない。（H25.10.1現在 1,044人）
②保育を担う保育士不足が深刻な状況
③小学校進学と同時に仕事か子育てかの二者択一を迫られる状況がある。

現状と課題

保育所および放課後児童クラブへの支援

新

新


