
和歌山県地域福祉推進計画関連事業の実施状況

１　人権を尊重した地域福祉の推進

事業名 取組内容

(1)　人権尊
重の視点に
立った行政
の推進

（２）人権教
育・啓発の推
進

○県の人権施策の実施状況の公表
○人権尊重の視点からの業務点検
○和歌山県人権施策基本方針（第二
次改定版）の周知

・人権施策の実施状況を公表（県ホームページへの掲載、人権施策推進課、各
振興局総務県民課での閲覧）
・毎月全庁に人権尊重の視点に立った行政推進のためのチェックリストを配付。
・和歌山県人権施策基本方針（第二次改定）について、研修の場を通じ県職員
に周知を図った。

○人権相談窓口設置 ・人権局、各振興局及び公益財団法人和歌山県人権啓発センターに、人権相談
窓口を設置
・女性や子供、障害者等の各分野の県の専門機関等により和歌山県人権相談
ネットワーク協議会を構築

○インターネット上の人権侵害対策 ・インターネット上の差別的な情報についての調査・研究。
・国等と連携し、プロバイダ等に対し削除要請を実施。

（４）推進体制
の整備

○人権啓発センター運営補助事業・
人権啓発事業・人権尊重の社会づく
り推進事業

・人権啓発センターを核とした啓発により、ワークショップによる参加型学習の開
催
・国、市町村、関係団体と連携した啓発（県人権啓発活動ネットワーク協議会）。
・街頭啓発、「人権のつどい」の開催、人権の花運動
・県内の企業・団体と「和歌山県人権尊重の社会づくり協定」を締結。　締結団体
数　　平成３０年１２月末　２８３団体
・人権啓発市町村助成   行政体制づくり、講演会・学習会等開催、リーダー養
成、啓発資材作成・配布
         平成３０年度：２９市町村、４団体

２　「支え合い」促進のための体制づくり

事業名 取組内容

 (1)　民生委
員・児童委員
活動の促進

○民生委員児童委員指導 ・民生委員・児童委員活動費等負担。民生委員に対する研修実施。民生委員活
動の啓発。
・民生委員・児童委員の人数　　 平成30年3月末現在：2,660人（うち、中核市723
人）

民生委員のなり手不足。

(2)　社会的
孤立の防止

○地域見守り協力員制度
○認知症対策総合推進

・地域見守り協力員制度（H22.1月～）　３０市町村1,994人
・民間事業者との協定による地域の見守り活動（H25.4月～）　8業種・10事業者　
　
・認知症サポーターの養成　71,472人　、認知症キャラバン・メイト養成研修　2回　
124人養成

Ｈ２９社会福祉法改正により、住民が抱える多様で複合的な「地域
生活課題」について住民や福祉関係者による把握及び、関係機関
との連携による解決が図られることを目指すこと、地域福祉を推進
するにあたって、包括的な支援体制整備に努めることが規定され
た。

○子どもの居場所づくり ・　「子どもの居場所づくり」（学習支援）開設箇所数　２６市町村８３か所（和歌山
市を含む。）
・和歌山こども食堂支援事業　Ｈ３０　３団体支援

人権に関する様々な相談に対応するため、総合的な相談窓口を設
置し、市町村・関係機関と連携・協力を行いながら、相談機能の充
実を図っている。しかし、人権相談の内容が多様化・複雑化している
ことから、相談・支援体制の充実強化が求められている。

人権侵害事件については、行政が主体的に取り組む必要があると
の認識のもと、市町村と連携し、対応を行っている。しかし、人権侵
害による被害者の救済については、国において実効性のある法制
度が必要であると考えており、国に提案を行っているところである。

インターネットを利用した差別表現の流布など、不特定多数に対す
る人権侵害が発生してりるため、差別的な書き込みを把握し、国や
市町村等と連携し、被害防止を図っているものの、こういったことが
防止できるよう対策を早期に確立するよう、総務省及び法務省に提
案を行っている。

小分類名
関連事業

現状と課題

小分類名 現状と課題
関連事業

(3)相談・支
援・救済の推
進

資料６



２　「支え合い」促進のための体制づくり

事業名 取組内容

(3)　高齢者
による地域助
け合い活動
の促進

○わかやま元気シニア生きがいバン
ク

・社会参加を希望する高齢者と活用したい企業・団体を登録する「わかやま元気
シニア生きがいバンク」の運営。
H31.3 個人　3,240人　団体　140団体　マッチング結果　223件

・元気な高齢者の活躍の場が少ない
・地域支え合いをはじめとした地域づくりの担い手が少ない
・高齢者が健康で自立した生活を長く続けるためにも、生きがいや
社会参加活動、生涯学習などが必要

(4)　子育て支
援を通じた支
え合い活動
の促進

○子ども・子育て支援事業 ・地域子育て支援拠点事業（H31.1.1現在）
　・28市町63か所、目標：平成31年度29市町で実施
・ファミリー・サポート・センター事業（H31.1.1現在）８市（広域含む）
　

○児童虐待等対応機能強化 ・家族再統合のための親支援プログラム
・要保護児童対策調整機関等市町村職員向け研修

虐待相談件数　平成29年度1,142件、平成30年度1,328件

(5)ボランティ
ア活動の推
進

○ボランティア活動推進支援事業 ・県社会福祉協議会のボランティアセンターの運営に対し補助所費を補助　
　
　平成30年3月末現在：個人2,294人、グループ679団体

(6)　ＮＰＯ活
動の促進

○ＮＰＯサポートセンターの運営等 ・ＮＰＯサポートセンター利用者数     利用者数　10,247人、 相談件数　 327件
（平成30年4月〜12月）
・出張相談（平成30年4月〜12月）：37回（橋本市、田辺市、希望団体）
・ＮＰＯに関する各種講座　計9回
・ＮＰＯ情報誌の発行（年6回）、ホームページ「わかやまＮＰＯ広場」、メールマガ
ジン等情報の発信

（７）男女共同
参画の推進

○男女共同参画行政の推進
○男女共同参画センター運営
○女性の活躍促進

・県審議会等への女性の参画促進
・政治分野における女性の参画と活躍関連講演会・講座を実施
・女性活躍企業同盟の活動として、階層別セミナーの実施や同盟参加企業間の
交流会の開催など

県審議会等への女性の参画状況
H30　女性委員比率　397人/1381人（28.7％）

(8)　他分野と
の連携による
総合的なコ
ミュニティ施
策の促進

○消費者被害防止対策（消費者行政
と福祉行政の連携）

・高齢者・障害者の消費者被害防止に係るネットワーク（関係団体（福祉関係団
体や弁護士会など11団体）、行政機関（福祉・教育・警察など18機関）
・消費者被害防止ネットワーク研修会の実施

２　「支え合い」促進のための体制づくり

事業名 取組内容

 (9)  地域資
源の活用促
進

○隣保館運営助成事業 ・運営費補助
・県内隣保館数　H30年度：５４館

(10)共同募金
活動の推進

○共同募金運動推進事業 ・県は、関係機関への周知や広報啓発
・募金会は、社協等社会福祉法人の地域福祉活動に拠出。

小分類名
関連事業

現状と課題

現状と課題小分類名
関連事業



２　「支え合い」促進のための体制づくり

事業名 取組内容

○健康推進員養成事業 ・健康推進員　平成30年度　212人、延べ1799人。　健診受診の促進

○地域職域連携事業等 ・健康と食のフェスタの開催（概ね10月）　平成30年度8,000人来場

○特定健康診査の受診率、特定保
健指導の実施率の促進

・特定健診・特定保健指導に従事する職員を対象に研修会開催。

○がん検診の受診の促進 ・市町村に対しり検診の勧奨通知への支援、健康推進員による啓発、よりわかり
やすい啓発としてまんがを活用したチラシの作成等、各がん検診の受診促進に
協力する企業を通じた啓発等

○糖尿病性腎症重症化予防事業 ・県糖尿病性腎症重症化予防対策推進検討会の開催
・糖尿病性腎症重症化予防保健指導従事者研修会（年2回）
・県内保健所圏域糖尿病性腎症重症化予防対策検討会（年2回程度）
・委託による糖尿病腎症人材育成プログラムの実施

○みんなで実践！健康づくり運動ポ
イント事業

　生涯にわたり健康を維持するため、県民が手軽に楽しみながら運動できるよう
に、専用のＷＥＢサイトやアプリを構築し、健康づくりを推進する。

 (12)　自殺対
策の推進

○自殺対策 ・来所・電話相談、ＳＮＳ相談の実施、普及啓発、若年層対策、自殺対策推進セ
ンター運営、自死遺族支援及び自殺対策実施市町村・民間団体補助等

本県の自殺者数は、平成１３年に最大の３１７人になって以降減少
傾向となったが、今もなお２００人前後の人々が自殺により亡くなっ
ている。このような中、自殺対策基本法の改正（平成28年4月）及び
新たな自殺総合対策大網（平成29年7月）に基づき、「こころのつな
がりを広げ、生涯にわたり健康を維持して暮らすことができる和歌
山県」の実現を目指すため、平成30年4月に和歌山県自殺対策計
画を策定した。
○自殺者数：平成30年197人、（厚労省人口動態統計）

 (13)　ひきこ
もり等への支
援

○ひきこもり対策推進体制整備事業 ・相談窓口の設置　　「ひきこもり地域支援センター」、各県立保健所及び市町村
に相談窓口を設置
・情報発信、関係機関の連携　
「ひきこもり地域支援センター」が中心となり、ひきこもり支援者に対する研修や
情報発信、関係機関との連絡協議会開催等を実施
・補助金 
 
①「ひきこもり者社会参加支援センター」への補助　４市
②ひきこもり対策推進事業（国庫補助）活用の推進　２市３町

地域におけるひきこもり者や家族の実態がつかみにくいため、広く
県民を対象とした普及啓発の事業の実施を予定している。
市町村におけるひきこもり支援事業の実施に向け、地域の支援者
のスキルアップのため、普及啓発や人材育成を目的とした事業を実
施する。

(14)　矯正施
設退所後の
社会復帰の
支援

○地域生活定着支援センター ・高齢者または障害のある人で、刑務所等矯正施設からの退所者・退所予定者
等のうち、福祉的支援が必要とされている人に対し、矯正施設や保護観察所等
と協働し、入所中から退所後まで相談支援実施。
・委託先 　：社会福祉法人　和歌山県福祉事業団　平成30年度11月末17名

退所後の受け入れ先として施設数が少なく、また対応できる理解あ
る施設が少ない。

　本県の平均寿命（平成27年）は男性79.94歳（全国44位）、女性
86.47歳（全国41位）であり、健康寿命（平成28年）は男性71.36歳（全
国43位）、女性74.42歳（全国37位）となっており、低位の状況であ
る。
　今後の寿命の延伸とともに、健康寿命と平均寿命との差（不健康
な期間）を縮めるため、平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増
加が求められる。
（全国平均との比較等）
・平成28年度　特定健康診査受診率　41.4％（全国51.4％）
・平成28年度　特定保健指導実施率　22.8％（全国18.8％）
※ 平成29年度の特定健診受診率、特定保健指導実施率は、令和
元年９月頃発表予定。

・がん検診受診率（2016年〔平成28年〕 国民生活基礎調査〈69歳以
下〉）

小分類名
関連事業

現状と課題

 (11)　健康づ
くりの推進



２　「支え合い」促進のための体制づくり

事業名 取組内容

 (15)  保健・
医療・介護・
福祉等の連
携

○介護保険制度施行 ・各圏域において、保健所が中心となり、在宅医療と介護が連携するため、下記
取組を実施
①退院調整ルールメンテナンス協議と評価
②地域ごとの在宅医療・介護連携上の課題への取組

○老人福祉施設整備 ・介護保険施設等の整備を計画的に推進するとともに、自宅での生活を希望す
る方には、訪問介護等の在宅サービスを充実させていく。

○包括ケアシステムの構築 ・地域包括ケアシステム構築に資する人材養成・資質向上。在宅医療・介護連携
推進等の市町村による地域マネジメントを支援。
①退院調整ルールメンテナンス協議と評価
②地域ごとの在宅医療・介護連携上の課題への取組。

○在宅リハビリテーション推進強化事
業

・巡回相談による療育指導、施設職員に対する療育技術指導。和歌山県福祉事
業団他6法人（障害児者施設を運営する社会福祉法人）　

○わかやま在宅医療推進安心ネット
ワーク促進
○患者及び家族の思いをつなぐ医療
支援

①在宅療養支援診療所の参入促進
②地域密着型協力病院の指定（H31.2.15現在）　 指定数：２２病院（平成30年度
に２病院追加指定）
③退院支援看護師研修の実施　 委託先：県看護協会
④県民啓発事業「さいごまで自分らしく（演劇・シンポジウム）」開催
⑤医療従事者向け研修開催
⑥厚生労働省主催セミナーに参加

 (16)  過疎地
域等における
支え合い機
能の確保

○過疎集落支援総合対策再生・活性
化支援事業

○地域おこし協力隊
○集落支援員

・過疎集落支援総合対策（20市町村　35生活圏で事業実施）　
 　 ・過疎集落再生・活性化支援事業取組生活圏（県事業）
 　 ・過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業取組生活圏（国事業）
・地域おこし協力隊：55名（H31,1末）４市１４町村　
　
・集落支援員：32名（特別交付税基礎調査時）
　　田辺市12、紀美野町9、高野町2、みなべ町1、すさみ町5、那智勝浦町3

平成31年4月1日現在の推計人口は、92万7,808人で、対前年比（平
成30年4月1日）10,299減少、1.10％減。
出生数は5,974人、死亡数は12,934人で、6,960人の減、0.74％減。
県外への転出者数は16,753人、県外からの転入者数は13,414人
で、3,339人の減、0.36％減。
世帯数は、39万3,392世帯で、461世帯増加し、1世帯当たりの平均
構成人員は2.36人で0.03人減。

小分類名
関連事業

現状と課題

・和歌山県では、75歳以上の高齢者の数が2030年にピークを迎える
中で、高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう
に、地域包括支援センターを中心に医療・介護などを提供する「地
域包括ケアシステム」の構築を進めている。



３　地域福祉施策の推進

事業名 取組内容

(1)福祉サー
ビスの適切な
利用等の推
進

○日常生活自立支援事業 ・福祉サービス利用援助事業　　平成30年12月末現在　実利用者：619名（うち新
規契約者70名）

県内の認知症の高齢者や障害者は年々増加しており、それに伴っ
て福祉サービス利用援助事業の実利用者数も増加している。よって
利用者数の増加に合わせたさらなる支援の拡充を行っていく必要
がある。

○新たな住宅セーフティネット制度関
連事業

・県居住支援協議会における会員間の情報共有や相談対応

・セーフティネット住宅の情報提供や周知活動

・居住支援サービス（入居支援・入居後の見守り・家財整理等）と提供する居住
支援法人の情報提供や周知活動

〈現状〉
　H29住宅セーフティネット法の一部改正を踏まえ、住宅確保要配慮
者（生活困窮者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人、被災者、
性的少数者、移住者等）の住まい確保や生活の安定等に関して、居
住支援協議会を活用した支援の実施が求められている。

〈課題〉
・県居住支援協議会の活動のあり方を検討中である。
・市町村協議会の設立が望まれるが、見込みは低い。
・民間団体（不動産関係・居住支援関係）と行政との連携及び行政
における福祉部局と住宅部局の連携のあり方

(2)成年後見
制度の利用
促進に向け
た体制整備

○成年後見制度利用促進事業 ・市町村職員、市町村社会福祉協議会職員対象「成年後見制度利用促進に向
けた体制整備研修会」
・和歌山弁護士会、和歌山県司法書士会、和歌山県社会福祉士会と県の共催
で、「成年後見制度・くらしなんでも相談会」開催

○地域支援事業交付金 市町村が実施する成年後見制度利用支援事業において、高齢者に係る市町村
長申し立ての実施や低所得高齢者本人または親族申し立て等に要する経費及
び成年後見人等の報酬の助成等を実施。

○総合的な空き家対策 ・各分野の専門家（建築士・宅建士・不動産鑑定士・司法書士・土地家屋調査
士）と行政（県市町村）が連携して定期的に相談会を実施。

・市町村の空家等対策計画策定を支援

〈現状〉
①増加する空き家の予防と利活用が課題となっている。（住宅土地
統計調査による空き家率 H25：18.1%(全国3位）、H30速報値：20.3%
（全国2位）)
②空き家の多くは相続に起因して発生している。

〈課題〉
　判断能力に不安がある方（特に高齢者）の財産管理を実施する場
合に、日々の生活費等の金銭管理だけでなく、不動産も含めた財産
の管理について検討が必要である。
　今後、権利擁護について、「不動産」を含めた視点を取り入れてい
ただくことと関係者への周知・啓発が課題である。

関連事業

成年後見制度が十分に利用されていないため、H28.5に「成年後見
制度の利用の促進に関する法律」が施行され、H29.3に同法に基づ
き国が「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定した。この計
画において県は、H29～33の５か年で制度の見直しや各地域におけ
る体制整備等を進めることとなっている。

小分類名 現状と課題



３　地域福祉施策の推進

事業名 取組内容

（３）生活困窮
者の自立支
援の推進

○生活困窮者自立相談支援事業 ・振興局に自立支援相談員を配置し、生活困窮者に対する面接相談を行い、
個々の状態に応じて必要な支援を行う。
・全振興局の相談件数　H30　269人　　うち、困窮状態から脱却63人（就職等）　
うち、生活保護適用79人（郡部）

〈現状〉
　地域において、自立支援相談員は、民生委員・児童委員、行政、
社会福祉協議会、公共職業安定所等の関係者、関係機関と連携
し、生活困窮者を早期に発見・把握することに努め、また、発見・把
握した生活困窮者が抱える課題の解決に向けて、関係者、関係機
関と連携、協力し、支援プランの作成など、個々の状態に応じた支
援を行っている。

〈課題〉
　H30年度実績において新規相談実人員数が減少したことに伴い、
生活困窮者自立支援制度の周知を強化するとともに、関係機関、
関係者のネットワークをさらに拡げ、又連携、協力体制を強化し、制
度利用の促進を図る必要がある。

(4)福祉に関
する「総合相
談体制」の整
備

○総合相談窓口 ・福祉の総合相談窓口
　福祉に関する総合相談窓口を本庁、振興局、市町村に設置し、支援を必要とし
ている住民を専門の窓口や支援機関など適切な福祉サービスにつなげる。

○地域交通確保維持改善事業 ・地域公共交通確保維持事業費補助金（地域間幹線系統確保維持事業費補助
金）
・ノンステップバスの導入補助
　・地域公共交通確保維持事業費補助金（車両減価償却費等補助金）
　　　（地域間幹線系統を運行する車両購入費に係る補助）
　・バリアフリー化設備整備事業費補助金（ノンステップバスの購入経費に対す
る補助）
・県内市町村コミュニティバス運行状況　　２１市町村で運行（令和元年5月現在）

自家用車の普及、人口減少の影響により、バスの利用者が減少す
る中、広域的・幹線的な生活交通路線の維持確保を図るため、運行
費の欠損額を補助を行っている。また、誰もが安心して利用できる
公共交通の確保のため、バス事業者にノンステップバス導入を働き
かけている。コミュニティバスや乗り合いタクシーについては、交通
空白地域・不便地域の解消等を図るため市町村が主体となって運
行が行われている。

○地域交通確保維持改善事業 ・鉄道事業者が国の補助を受けて行う鉄道駅のバリアフリー化を支援する市町
村に対して補助を実施。

バリアフリー法に基づく移動等円滑化の促進に関する基本方で１日
平均利用者数3,000人以上の鉄道駅を原則として全てバリアフリー
化するという整備目標されいる。本県においては、１日平均利用者
数3,000人以上の駅について優先的に鉄道事業者及び市町村と連
携しバリアフリー化を進めていところである。

(6)　ICT（情
報通信技術）
活用による利
便性の向上

○県立情報交流センターBig・Uの運
営（指定管理）

・ 県民が幅広くＩＣＴを活用しその恩恵を享受できることを目的として、県立情報
交流センターBig・Uを運営しており、パソコン講座やＩＴ資格取得対策講座やプロ
グラミング講座を実施。
　　　　　　来館者数　　ＩＴ講座参加者数
30年度：　353,711人　　1,796人

 　近年、パソコンやタブレット型端末、スマートフォン等の普及により
インターネットの利用者数や人口普及率は増加を続けているが、60
歳以上のインターネット利用率が他の世代に比べて低いなど、依然
世代間による格差が存在している。
　このような格差を解消するため、子どもから高齢者までＩＣＴについ
て理解し、活用できる環境と機会をつくり、利便性や生活環境の向
上を促進している。

小分類名
関連事業

⑸生活交通
の維持及び
安全で円滑
な移動手段
の確保

現状と課題



４　地域福祉を支える人材の育成・確保と資質の向上

事業名 取組内容

(1)　福祉教
育・啓発の推
進

○福祉教育 ・児童生徒が高齢者と交流、相互理解を深めることにより福祉の心を持つ人格
形成を助長する。

 (2)  福祉活
動の中核とな
る担い手の
育成

○介護保険制度施行事業 ・生活支援コーディネーター養成研修開催　　　平成30年8月開催　79名養成
・各市町村の生活支援体制整備事業等の担当者、情報交換会開催。　　平成30
年　2回開催

地域包括ケアシステムの構築においては、介護サービスと並んで、
多様な生活支援サービスの充実が重要となる。　そのため、市町村
において、地域支援事業や一般高齢者福祉事業として取り組んで
いる生活支援サービスの基盤整備や担い手の養成等に関し、支援
を行う必要がある。

 (3)  福祉職
場への就業
促進

○福祉人材センター設置・運営委託
○介護福祉士修学資金等貸付
○高校卒業者の新規参入促進

・福祉人材無料職業紹介事業　
・介護福祉士（社会福祉士）修学資金貸付　２９人 、介護福祉士実務者研修受
講資金　１１３人、離職した介護人材の再就準備金　２人
県内高校生対象の介護研修　（平成30年度　修了者数78名（県内15高等学校））

高齢者が増加し、福祉・介護ニーズは高まっているが、県内の全産
業における有効求人倍率1.16倍に対して介護分野の有効求人倍率
が2.65倍となる（常用雇用のみの数値・平成29年度・職業安定業務
統計により）など福祉・介護に従事する人材不足が続いている。

 (4)  福祉人
材の資質の
向上・定着の
促進

○保育士人材確保事業 ・平成30年度の研修実績　　8分野　計1570人受講 保育士等の専門性の向上と質の高い人材を安定的に確保する観
点から、国において保育士等の処遇改善につながるキャリアアップ
研修を平成29年度から制度化。県では同年度から早速実施し、人
材育成を行っているところ。

 (5)  福祉・介
護人材確保
対策

○福祉人材センター設置・運営委託
○介護ロボット等導入支援補助金

・階層別、課題別、資格取得支援研修の実施
・介護従事者の離職率の低減を図るため、業務の負担軽減や効率化に繋がる
介護ロボット又はICTの導入への補助

○保育士人材確保事業 ・県福祉人材センターに保育士支援コーディネーターを配置し、保育士と保育現
場のマッチング等を実施
　平成30年度　マッチング件数　 １４件　　相談件数　　　　４９８件 
・返還免除付き貸付制度
　平成30年度　保育士修学資金貸付　８８人　　保育補助者雇上費貸付　２件
　　未就学児を持つ保育士への保育料一部貸付　１３件　　就職準備金貸付　２
件

3歳未満児保育のニーズが高まり、保育士不足となっている。
待機児童数（平成30年10月1日時点160人）
保育士の有効求人倍率1.27（平成30年4月）

５　社会福祉事業の健全な発達のための基盤整備

事業名 取組内容

(1)健全な事
業運営の確
保

○社会福祉法人指導 ・社会福祉法人指導　　県所管社会福祉法人に対する指導監査を行う。 ○平成31年4月現在の所管法人数：97法人（福総40、長寿31、障害
26）

(2)　福祉
サービスの
点検・評価

○福祉サービス第三者評価推進事
業

・第三者評価推進組織

小分類名 現状と課題
関連事業

小分類名 現状と課題
関連事業



５　社会福祉事業の健全な発達のための基盤整備

事業名 取組内容

(3)苦情解決
の仕組みの
整備

○福祉サービス運営適正化委員会
設置運営事業

・福祉サービス運営適正化委員会設置運営事業　　平成31年度　苦情　28件、
相談問い合わせ　 78件

 (4)  経営指
導・支援の充
実

○福祉人材センター設置・運営委託 ・福祉施設等の経営相談及び専門アドバイザーの設置　（福祉施設等経営相談
７５件、社会保険労務士１名）
・福祉施設等経営者セミナー：５回開催、７３名参加

経営者や施設管理者等に対して、経営指導、労務管理、介護サー
ビスの質の向上のためのノウハウについて習熟してもらう機会を提
供する必要がある。

６　防災対策の推進

事業名 取組内容

（１）防災知識
の普及・啓発

○津波防災講演会
○出張！県政おはなし講座
○出張！減災教室

・11月5日の「世界津波の日」、「津波防災の日」に講演会を実施
・南海トラフ沿いで発生する地震の状況及び県の防災、減災対策や家庭、地域
での取り組みについての講座実施
・地震体験車による地震体験や、地震・津波についての基礎講座、住宅耐震化
や家具固定に関する講座・実演など、体験学習を中心とした防災啓発を実施

年間を通じて、「出張！県政おはなし講座」及び「出張！減災教室」
の実施、防災啓発パンフレットの作成・配布等による防災啓発を実
施している。
また、11月5日が、平成23年に「津波防災の日」、平成27年に「世界
津波の日」と定められたことを契機として、同日を中心として講演会
や訓練を重点的に実施するなど、県民の防災意識の向上に取り組
んでいる。

○紀の国防災人づくり塾
○和歌山県自主防災組織情報連絡
会
○４県連携自主防災組織交流大会

・地域防災リーダーを育成する講座
・情報交流会（県内自主防災組織代表者による事例発表やパネルディスカッショ
ンを実施）
・４県連携自主防災組織交流大会（南海トラフ地震により甚大な被害が予想され
る４県（三重県・和歌山県・徳島県・高知県）の共通課題である自主防災組織の
育成・活動活性化について事例発表やパネルディスカッションを実施）

(2)　災害時
における地域
の支え合い
の強化
<P32>

○県災害ボランティアセンター支援す
る
○地域における災害時の体制強化
〇ボランティアバスの運行

・県内市町村災害ボランティアセンター設置・運営にかかる訓練の実施協力
・県内市町村災害ボランティア研修の実施協力
・西日本豪雨災害被災地にボランティアバスの運行（広島県福山市１回、岡山県
倉敷市３回）
・平成３０年９月シニア災害ボランティアセミナー開催　
・平成３１年１月災害ボランティアセンター１０周年記念フォーラムの開催
・災害ボランティア登録者：６２５名　　　　（H31.1月末現在）

県内市町村の災害ボランティアセンター設置等に対する考え方等
に、温度差がある。

○災害ボランティアとの連携 ・防災とボランティア学習会の開催
・災害ボランティアセンター運営支援スタッフ養成研修の開催　
・防災ボランティア登録制度　登録団体数・登録者数（ H30年度：10団体・2479
名）

⑶　避難行動
要支援者へ
の支援体制
強化

○市町村における避難行動要支援者の避難支援対策促進市町村と連携しながら地域の避難支援の体制強化を図る。
・個別計画の作成状況（H30.6.1現在【消防庁調査】） 21市町村

避難行動要支援者名簿を作成した市町村数：30市町村(2018(平成
30)年6月1日現在）

○「わかやま防災力パワーアップ補
助金」

・わかやま防災力パワーアップ補助金資機材整備状況　
　H29年度　２市に車いす１台、リアカー２台、ライフジャケット６０着

小分類名
関連事業

現状と課題

小分類名 現状と課題
関連事業



６　防災対策の推進

事業名 取組内容

 (4)  円滑な
避難所運営
の強化

○避難所運営リーダー養成講座　
○福祉非難所

・避難所運営リーダー養成講座　H30年度：１１市町１１回開催・470名修了
・各市町村の福祉避難所を増やすよう助言　　　平成３０年度：３０市町村　２３２
箇所

(5)  社会福
祉施設等の
防災対策強
化

○実地監査 ・指導監査実施時に避難経路、避難訓練実施状況を確認、指導。未耐震化の施
設を有する場合は、整備について働きかける。

平成28 年台風10 号により岩手県下閉伊郡岩泉町の認知症高齢者
グループホームで多数の利用者が亡くなったことを受けて、「非常災
害対策計画の策定及び避難訓練の実施の調査及び指導・助言に
ついて（依頼）」（H29.2.20付雇児総発0220 第２号）により、現状を点
検し、必要に応じ指導・助言を行うよう要請されている。

○社会福祉施設整備
・福祉サービス提供施設における利用者の安全確保のため、自主的な防災組織
の整備、避難誘導機器の設置、避難誘導体制等の強化を促進
・災害時に迅速な対応ができるよう、避難訓練や消火訓練の実施等、防災対策
の強化を促進
・災害時に避難所となる社会福祉施設等の整備や福祉避難所の指定件数の増
加をめざすとともに、当該施設で避難行動要支援者が安心して支援を受けられ
るよう、その整備を働きかけ

近年激甚化している災害により全国で大きな被害が発生しているこ
とから、H30.12防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策が
実施され、これに基づき、自力で避難することが困難な者が多い社
会福祉施設の安全を確保するため、耐震化整備等を進める。

小分類名
関連事業

現状と課題


