《重点目標②》 助け合い支え合う地域社会の構築
県民が「困っているところに救いの手を差し伸べる」という気持ちを持ち、主体的で自立的な助け合い・
支え合いの活動の輪を広げていくことにより、子どもからお年寄りまで一人ひとりが生きがいを感じ、安
心して暮らすことができる地域社会の構築をめざします。

優先施策６

県民の県民による地域社会づくり

施策の目標
「愛と心のネットワークづくり」の精神のもと、県民、企業、行政が、相互に助け合い支え合う仕組みづ
くりや、県民のボランティア活動等への参加促進、ボランティア、ＮＰＯの活動支援等に取り組みます。
成果指標と目標値

①特定非営利活動法人数
②愛媛ボランティアネット会員登録件数

現状値
（平成 17 年度）
184 法人
1,615 件

目標値
実績値
（平成 22 年度） （平成 22 年度）
370 法人
325 法人
3,000 件
2,956 件

〈指標の説明〉
① 県民による地域社会づくりの主体的な活動組織の一つであるＮＰＯ（営利を目的とせず、自主的・
自発的に社会的な活動を行う民間の組織・団体）法人認証数。
② 県が運営している「愛媛ボランティアネット」に登録している個人会員及び団体会員の合計数。
主要な取り組み
ア 地域創造推進事業（新ふるさとづくり総合支援事業）
（企画調整課 H23 年度所管：地域政策課）
〔予算額 150,690 千円、決算額 141,258 千円（県費)、不用額 9,432 千円〕
【事業の実施状況】
分権型社会を基礎自治体として担う市町や、民間団体等が、自らの創意工夫により地域課題を
解決できるよう、地域の一体的かつ自立的発展に向けた取組みに要する経費に対して、地方局長
の権限で助成を行った。
○平成 22 年度採択件数：114 事業
・地域づくりマネージメント事業（採択件数：６事業）
地域づくりの中核を担う人材を育成し、元気のある地域づくりを支援（３年間継続事業）
・地域づくり推進事業（採択件数：108 事業）
市町や民間団体等の創意工夫をした地域づくりに関する取組み等を支援
【事業の成果】
指標の名称

実施事業評価のランクアップ

事業終了後に補助事業者自らが実施する評価において、全ての事業が「Ｓ」ま
たは「Ａ」となること
Ｓ：期待以上効果があった
指標の説明
Ａ：期待どおりの効果があった
Ｂ：期待したほどではないが一定の効果があった
Ｃ：期待した効果が発現するためにはさらなる時間や努力を要する
Ｄ：想定外の原因により期待した効果が発現することは難しい状況にある
現状値
目標値
実績値
（平成 21 年度） （平成 22 年度） （平成 22 年度）
指標の方向性
現状値と目標値
76.2％
79.8％
105 事業中「Ａ」
100％
114 事業中「Ａ」
以上は 80 事業
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以上は 91 事業

イ こころ輝くボランティア応援事業（県民活動推進課）
〔予算額 2,346 千円、決算額 2,110 千円（県費 1,610 千円、その他 500 千円）
、不用額 236 千円〕
【事業の実施状況】
ボランティア活動をライフワークの一つとして、県民が自然に受け入れることができるよう、
夏期及び冬期に開催するボランティア・キャンペーン中に、県民にボランティア情報を提供し、
広く参加を呼びかけることにより、ボランティア活動の活性化を図った。
〔サマーボランティア・キャンペーン〕
・ 期間：平成 22 年７月１日〜９月 30 日
〔ウインターボランティア・キャンペーン〕
・ 期間：平成 22 年 12 月１日〜平成 23 年１月 31 日
【事業の成果】
指標の名称

ボランティア活動体験者数

ボランティアの活性化を促すためには、ボランティア活動者を増やすことが重
指標の説明
要なため、本キャンペーンを通じてボランティア活動を体験した人数を指標と
して位置付け。
現状値
目標値
実績値
（平成 21 年度） （平成 22 年度） （平成 22 年度）
指標の方向性
現状値と目標値
61,911 人
67,000 人
74,485 人
○ キャンペーンを通じたボランティア活動体験者は着実に増加している。今後、企業や勤労者
にも積極的な参加を呼びかけ更なる普及・啓発を図る。
ウ

県民協働地域社会づくり推進事業（県民活動推進課）
〔予算額 7,010 千円、決算額 6,384 千円（県費）
、不用額 626 千円〕
【事業の実施状況】
社会構造の変化に伴って、多様化が進む県民ニーズや価値観にきめ細やかに対応し、県民満足
度を高めていくため、県とＮＰＯを核に多様な主体が協働し、お互いの強みを活かしながら効果
的で質の高い事業を展開して地域課題の解決や地域ビジョンの実現に取り組む県民参加型の地域
社会づくりを進めていくことを目的に次の事業を行った。
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・ 提案型パートナーシップ推進事業
ＮＰＯから企画提案を募集し、選考委員会による選考を経て、多様な主体による協働を推進
するための７事業を実施した。
・ 委託金額：予算―6,000 千円（1 事業あたり上限 1,000 千円）
、実績―5,992 千円
・ ＮＰＯからの企画提案応募数：14 事業（14 団体）
・ 事業選定及び実施
選
考：一次選考（書類選考）
、二次選考（公開プレゼンテーション）
事業実施：選定団体と事業担当課が委託契約を締結のうえ、事業を実施し、事業終了後、
評価を行った。
・ 地域パートナーシップ推進フォーラム開催
多様な主体が、主体的かつ連携・協力して地域社会づくりに取り組む機運を高め、県民参加
型の地域社会づくりを推進していくためのフォーラムを開催するとともに、ＮＰＯの活動紹介
を実施した。
・ 開催日 平成 22 年 11 月 25 日
・ 協働推進体制整備事業
行政職員の「ＮＰＯ」や「協働」に対する理解を深めるとともに、県民参加型の地域社会づ
くりを推進するため、行政職員を対象に多様な主体による協働に関する研修を開催した。
・ 開催日 平成 22 年９月２日
【事業の成果】
指標の名称

指標の方向性

提案型パートナーシップ推進事業実施件数

現状値と目標値

現状値
目標値
実績値
（平成 21 年度） （平成 22 年度） （平成 22 年度）
３件

６件

７件

○ 県の信用力やＮＰＯや企業等の有する情報・人材ネットワークなど、互いの強みを活かして
協働で事業を実施した結果、多様な主体による地域社会づくりのノウハウの蓄積が行われると
ともに、ＮＰＯの育成が図られた。
エ

あったか愛媛ＮＰＯ応援事業（県民活動推進課）
〔予算額 3,470 千円、決算額 2,485 千円（県費 143 千円、その他 2,342 千円）
、不用額 985 千円〕
【事業の実施状況】
新たな公的サービスの担い手や政策提言者として、地域や社会のために活動しているＮＰＯ法
人を応援するため、県民や企業のみなさまからのご寄附をもとにＮＰＯ法人の活動支援を行うた
めの基金を設置し、基金を取り崩してＮＰＯ法人の活動助成や育成支援を実施した。
【事業の成果】
指標の名称

指標の方向性

助成法人数

現状値と目標値

現状値
目標値
実績値
（平成 21 年度） （平成 22 年度） （平成 22 年度）
21 法人

21 法人

21 法人

○ 県民、企業からの寄附金をもとにＮＰＯ法人の活動助成や育成支援を行うことにより、寄附
を通じた社会貢献活動の活性化が図られた。
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オ

ＮＰＯ・ボランティア団体等地域ネットワークづくり応援事業（県民活動推進課）
〔予算額 3,932 千円、決算額 3,932 千円（県費）
〕
【事業の実施状況】
地域の企業や各種団体を巻き込んだ形でＮＰＯ・ボランティア団体が連携して、人材育成や地
域課題解決のための「地域応援セミナー」を開催するとともに関係団体が交流を図る場を提供す
ることにより、地域によるネットワーク化を支援した。
【事業の成果】
指標の名称

指標の方向性

ネットワーク支援回数

現状値と目標値

現状値
目標値
実績値
（平成 21 年度） （平成 22 年度） （平成 22 年度）
―

33 件

52 件

○ セミナーの開催、また、セミナー終了後の事業展開の充実等を目指し、多くの会議を開き地
域課題解決に向けた意見を出し合ったことで、地域課題の共有化、課題解決に向けた意義ある
ネットワークの形成が図られた。
カ

団塊の世代等移住・交流促進事業（企画調整課 H23 年度所管：地域政策課）
〔予算額 5，210 千円、決算額 4，787 千円（県費）
、不用額 423 千円〕
【事業の実施状況】
団塊の世代等の移住促進や交流拡大を通じて、交流人口の拡大を図るとともに、移住者が持つ
知識・経験等の活用による地域活力の再生を図るため、県内全市町、関係団体等による「えひめ
移住交流促進協議会」の運営、移住・交流希望者の総合窓口となる「愛媛ふるさと暮らし応援セ
ンター」の運営、移住支援のためのポータルサイト「e 移住ネット」及び「えひめ空き家情報バ
ンク」の運営などを行った。
また、中四国各県等と連携し、大都市に向けた情報発信を行った。
○ 「えひめ移住交流促進協議会」の運営
設立日：平成 19 年 7 月 19 日
構 成：県、県内全市町、
（財）えひめ地域政策研究センター、関係機関・団体（13 団体）
○ 「愛媛ふるさと暮らし応援センター」の運営
開設日：平成 19 年 9 月 10 日
設置先：
（財）えひめ地域政策研究センター内
○ 移住支援のためのポータルサイト「e 移住ネット」の運営
開設日：平成 19 年 9 月 10 日
管理者：
（財）えひめ地域政策研究センター
○ 「えひめ空き家情報バンク」の運営
開設日：平成 21 年 4 月 13 日
管理者：
（財）えひめ地域政策研究センター
○ 「もうひとつのふるさと探しフェア in 大阪」
（中四国９県及び北海道との連携事業）
開催日：平成 22 年 10 月 9 日
○ 「四国暮らしセミナー」
（四国４県の連携事業）
開催日：平成 22 年 11 月 13 日
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【事業の成果】
指標の名称

指標の方向性

愛媛ふるさと暮らし応援センター相談者数

現状値と目標値

現状値
目標値
実績値
（平成 21 年度） （平成 22 年度） （平成 22 年度）
199 件

220 件

191 件

○ 効果的かつ効率的な情報発信に努めることにより認知度を高め、相談件数の増加と移住・交
流実績の向上に努めたい。
キ

「三浦保」愛基金社会福祉分野公募事業（保健福祉課）
〔予算額 10,000 千円、決算額 9,224 千円（県費）
、不用額 776 千円〕
【事業の実施状況】
「三浦保」愛基金の運用益を活用し、地域の実情に応じ創意工夫を凝らした福祉活動を行う
社会福祉団体や住民主体の地域福祉活動に取り組むボランティアグループ等の活動を助成す
ることにより、県下全域での社会福祉の向上を図った。
○ 特別枠補助金
広域での事業展開を行う団体に対する補助金（補助率３/４以内）
１団体150万円以内
応募団体数 ７団体
助成団体数 ５団体
補助金総額 4,837千円
○ 一般枠補助金
小規模団体に対する補助金（定額）
１団体30万円以内
応募団体数 25団体
助成団体数 15団体
補助金総額 4,259千円
【事業の成果】
指標の名称

公募事業への応募団体数

指標の説明

応募団体数の増加は、県下各地における地域福祉活動の広がりと活性化を示し
ます。

指標の方向性

現状値と目標値

現状値
目標値
実績値
（平成 21 年度） （平成 22 年度） （平成 22 年度）
39 団体

ク

30 団体

32 団体

道路美化推進モデル事業（道路維持課（東予地方局）
）
〔予算額 2，000 千円、決算額 1，744 千円（県費）
、不用額 256 千円〕
【事業の実施状況】
中央分離帯の環境美化及び防草対策として、地被植物（コグマザサ）の苗を購入し、地方局職
員のボランティア活動により植栽作業を実施した。
○実施日：平成 22 年 6 月 19 日
○実施場所：県道壬生川新居浜野田線 中央分離帯（約 1000m2）
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【事業の成果】
指標の名称

(主)壬生川新居浜野田線 中央分離帯の美化推進率

除草が必要な中央分離帯の面積約 10,000 ㎡のうち、地被植物を植栽して環境美
化及び防草対策を行った面積の割合を示す。
現状値
目標値
実績値
（平成 21 年度） （平成 22 年度） （平成 22 年度）
指標の方向性
現状値と目標値
―
10％
10％
指標の説明

○平成 23 年度も引き続き、県道壬生川新居浜野田線 中央分離帯（22 年度実施箇所の西側）に
おいて、地被植物（クラピア）の植栽作業を行い、環境美化及び防草対策を推進する。
ケ

パーキングパーミット制度推進事業（障害福祉課）
〔予算額 4,603 千円、決算額 3,493 千円（その他）
、不用額 1,110 千円〕
【事業の実施状況】
県内の公共施設等に設置された身体障害者等用駐車場について、健常者等が車を停めるために
本来必要とする障害者等が利用できないとの声があったことから、当該駐車場の適正な利用を図
るため、利用対象者に県内共通の利用証（パーキングパーミット）を交付することとし、当該駐
車場を設置する事業者等の協力を得ながら、平成 22 年７月１日より制度を開始した。
【事業の成果】
平成 23 年３月末現在で、利用証交付者数は４，２９６名、また、協力施設数は６８９施設・１，
７３６台と、当初の目標を上回る状況となっている。
また、平成 23 年２月１日から、同様の制度を実施している中四国各県（徳島県・高知県・鳥取
県・島根県・岡山県・山口県）との利用証の相互利用を開始し、より利便性のある制度となって
いる。

コ

公共土木施設愛護事業（土木管理課）
〔予算額 8,641 千円、決算額 4,406 千円（県費）
、不用額 4,235 千円〕
【事業の実施状況】
県が管理する公共土木施設(河川・海岸・道路)の一定区間について、県が、住民団体、ＮＰＯ、
企業等の自発的な清掃ボランティアを募集・認定し、これらの団体が公共土木施設の美化清掃活
動等を行うために必要な作業用具の支給、ゴミ運搬車両の借上げ、ボランティア保険の加入等に
対し支援を行った。
【事業の成果】
事業を実施した結果、昨年度から団体数は 52 団体増加して 427 団体になるなど成果は上がって
おり、今後も、住民と行政の良好なパートナーシップの醸成に向けてボランティア団体数の増加
に努めていきたい。

サ

港湾・河川官民連携環境美化促進事業（土木管理課（中予地方局））
〔予算額 804 千円、決算額 521 千円（県費）
、不用額 283 千円〕
【事業の実施状況】
（1）港湾施設美化促進事業
○ボランティア清掃活動
22 年 7 月 27 日、11 月 16 日及び 23 年 2 月 15 日の 3 回、松山外港地区においてボランテ
ィア清掃活動を実施した（参加者 延べ 265 名 回収ゴミ 約 1,000 ㎏）
。
○不法投棄防止啓発用看板設置
松山外港地区の 10 箇所に不法投棄防止啓発用看板を設置し、ゴミの不法投棄防止の啓発
に努めた。
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（2）石手川環境美化総合対策事業
○ボランティア清掃活動
22 年 12 月 5 日、石手川流域（立花橋から遍路橋までの間）においてボランティア清掃
活動を実施した（参加者 約 360 名 回収ゴミ 約 5ｔ）
。
○不法占用物件撤去跡地の有効活用
不法占用物件撤去跡地箇所数が 11 箇所あるうち、7 箇所について愛リバー・サポーター
等による花壇としての利用が行われており、菜の花やワイルドフラワー等の種をまいても
らい、環境美化が図られている。
【事業の成果】
（1）港湾施設美化促進事業
3 回にわたるボランティア清掃活動及び不法投棄防止用看板設置による啓発活動の結果、
松山市シルバー人材センターへ依頼して毎週実施している回収ゴミ量が前年度比で約 25％減
少し、松山外港地区の環境美化に貢献した。
（2）石手川環境美化総合対策事業
流域の公民館、愛リバー・サポーター、住民の方々にボランティア清掃や石手川の環境美
化に参加してもらうことにより、流域住民自ら環境美化を行っていくという動機付けができ
た。

優先施策７

男女共同参画社会の実現

施策の目標
男女の人権が尊重され、それぞれが個性と能力を発揮して、社会のあらゆる分野に対等な構成員として
参画し、共に責任を分かち合う男女共同参画社会づくりを推進します。
成果指標と目標値

①県審議会等における女性委員の割合

現状値
（平成 17 年度）
35.1％

②男女共同参画計画の策定市町の割合

35.0％

目標値
実績値
（平成 22 年度） （平成 22 年度）
40.0％
41.3％
100.0％

95.0％

〈指標の説明〉
② 男女の人権尊重、男女共同参画の意識啓発、女性の登用促進をはじめ、保健福祉分野、労働分野、
教育分野などさまざまな分野において男女共同参画を推進する計画の市町における策定状況。
主要な取り組み
ア 男女共同参画理解促進事業（男女参画課）
〔予算額 1,192 千円、決算額 905 千円（県費）
、不用額 287 千円〕
【事業の実施状況】
広報紙「えひめ男女共同参画通信」の発行やメールマガジン「えひめ男女共同参画メール」の
配信を行うとともに、地域で活躍する若い世代の男女とも協働し、県民の男女共同参画への理解
を促進した。
・ えひめ男女共同参画通信の発行
Ａ３版２つ折、年４回発行
発行部数 4,000 部
県内市町、大学、公民館、図書館等へ配布(掲示板利用)
・ えひめ男女共同参画メールの配信
配信頻度 月１回
配信先登録者数 150 名
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・ 男女共同参画ヤングリーダー地域ミーティング
東予地域：11 月 18 日（木）出席者 34 名
中予地域：11 月２日（火）出席者 29 名
南予地域：11 月 16 日（火）出席者 46 名
【事業の成果】
指標の名称

県民の「男女共同参画社会」という言葉の周知度

指標の説明

県が行う世論調査において「男女共同参画社会」という言葉を知っていると回
答した県民の割合

指標の方向性

現状値と目標値

現状値
目標値
実績値
（平成 21 年度） （平成 22 年度） （平成 21 年度）
66.4％

100％

66.4％

○ 愛媛県男女共同参画計画の数値指標として、県民の「男女共同参画」という言葉の周知度を
平成 22 年度までに 100％とすることを掲げている。
イ 高校生のための男女共同参画推進事業（男女参画課）
〔予算額 1,509 千円、決算額 1,274 千円（県費）、不用額 235 千円〕
【事業の実施状況】
次代を担う高校生への男女共同参画への理解促進を目的として、高校生のための男女共同参画
講座を実施し、今治精華高校186人、大洲高校599人、小松高校460人、計1,245人の参加があった。
また、自らの個性や能力をいかせる主体的な進路選択を支援することを目的として、女子高校
生の理工系チャレンジ支援事業を８月18日（水）、19日（木）の２日間実施し、理工系分野に関
心を持つ50名の女子高校生の参加があった。
【事業の成果】
事業を実施した結果、高校生の男女共同参画への理解促進はもとより、教職員や保護者の理解
も深まり、また、理工系分野に関心を持つ女子高校生の進路選択の支援となった。

優先施策８

高齢者にやさしい福祉社会づくり

施策の目標
高齢者が、いきいきと自立した社会生活が送れるよう、健康づくりや生きがい対策を推進するとともに、
地域や家庭での生活を支援する介護サービス基盤の充実や地域で支え合う福祉サービスの促進を図りま
す。
成果指標と目標値
現状値
（平成 16 年度）
要介護認定を受けていない者の割合

81％

目標値
実績値
（平成 22 年度） （平成 22 年度）
80％

80％

〈指標の説明〉
65 歳以上人口に占める要介護認定を受けていない者の割合。高齢化の進展に伴って介護保険の要介護認
定を受ける者が増加しており、現状のままでは約７８％に減少する見込み。
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主要な取り組み
ア 在宅介護研修センター運営事業（長寿介護課）
〔予算額 42,553 千円、決算額 42,552 千円（県費 41,525 千円、その他 1,027 千円）
、不用額 1 千円〕
【事業の実施状況】
平成 16 年 4 月に開設した在宅介護研修センターでは、県民が相互に助け合い支え合う「愛と心
のネット−ワーク」づくりの理念に基づき、高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らすことが
できるよう、高齢者を在宅で介護している家族をはじめ、介護に携わるボランティアや専門職を
対象に、実習に重点を置いた実践的な研修を行った。
なお、在宅介護研修センターの研修事業や施設管理は、指定管理者「特定非営利活動法人愛と
心えひめ」が行っている。
平成 22 年度の実施状況
（単位：千円）
在宅介護研修センター運営事業費

委託料

国 費
―
―

財源内訳
県 費
18,067
23,452

その他
527
500

管理費（施設管理）
42,546
運営事業費（研修関係）
平成 22 年度実施内容
区 分
愛媛県在宅介護研修センター
設置場所
松山市末町甲９番地１
○在宅介護に関する研修
介護入門講座、認知症ケア講座、ターミナルケア講座、高齢者と介護者の
同伴研修、介護家族のふれあい研修、入浴セミナー、ボランティア講座、
内 容
高齢者自立支援講座、出前講座（講師派遣研修）
・研修参加者 9,836 人（うち出前講座 5,020 人）
○介護相談
○施設維持管理
【事業の成果】
指標の名称

在宅介護研修センターの研修への参加者

地域ケア体制の確立を図るため、介護家族や介護ボランティア等多くの方に研
修センターの研修に参加していただく。
目標値
現状値
実績値
（平成
22
年度）
（平成
20
年度）
（平成
22 年度）
指標の方向性
現状値と目標値
5,835 人
4,000 人
4,816 人
指標の説明

○ 設定した目標値のほか、センター外での出前講座（講師派遣研修）を加え 6,400 人の研修計画により
研修を実施している。引き続き、研修内容を一層充実させていく。
イ 介護保険地域支援事業交付金（長寿介護課）
〔予算額 368,579 千円、決算額 354,708 千円（国費 3,197 千円、県費 344,318 千円、
その他 7,193 千円）
、不用額 13,871 千円〕
【事業の実施状況】
高齢者が可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防に資す
る事業や地域の総合相談、権利擁護事業等を地域支援事業として市町が実施する場合に、県で交
付金を交付した。
【事業の成果】
全市町に設置されている地域包括支援センターが、事業実施の中核機関となり、高齢者の総合
的な相談窓口機能、虐待防止・権利擁護、介護予防マネジメント及び包括的・継続的マネジメン
トの４つの機能を担って、高齢者を地域で支える体制の強化及び地域の実情に応じた事業を実施
した。
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ウ

介護基盤緊急整備等事業（長寿介護課）
〔予算額 2,852,079 千円、決算額 2,070,539 千円（その他）
、繰越額 774,649 千円、
不用額 6,891 千円〕
【事業の実施状況】
第４期介護保険事業計画等に基づく介護施設や地域介護拠点等の緊急整備及び消防法施行令改
正に伴いスプリンクラー設置義務の発生した施設等の整備に対して助成を行った。
●施設の創設
施設区分
特別養護老人ホーム
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護事業所
認知症対応型デイサービスセンター
合
計

箇所数 補助金額（千円）
9
1,226,375
12
412,122
6
198,596
1
14,500
28
1,851,593

●スプリンクラー整備
施設区分
箇所数 補助金額（千円）
特別養護老人ホーム
5
120,606
老人保健施設
1
20,876
老人短期入所施設（併設を含む）
5
14,808
有料老人ホーム
7
41,818
小規模多機能型居宅介護事業所
7
20,838
合
計
25
218,946
【事業の成果】
介護保険関連施設の整備を促進することにより、地域の介護ニーズに対応するとともに防災対
策を推進した。
エ

社会福祉施設健康危機管理対策推進事業（保健福祉課（中予地方局）
）
〔予算額 462 千円、決算額 340 千円（県費）
、不用額 122 千円〕
【事業の実施状況】
県市町、福祉施設関係者等で構成する「社会福祉施設ネットワーク会議」において、社会福祉
施設の健康危機管理対策として虐待及び身体拘束の防止について検討し、
「虐待及び身体拘束防止
の手引き」を作成した。また、社会福祉施設職員を対象に「虐待及び身体拘束に関する研修会」
を開催し、手引の普及に努めた。
社会福祉施設ネットワーク会議 ２回開催
虐待及び身体拘束に関する検討会 ３回開催
【事業の成果】
「虐待及び身体拘束防止の手引き」において、虐待が発生する要因や身体拘束のないケアのポイントがま
とめられた結果、社会福祉施設における虐待及び身体拘束の防止対策に広く活用された。
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優先施策９

子どもの健全育成と子育て支援の充実

施策の目標
少子化が進展する中、子どもを安心して生み育てることができる環境づくりを進めるとともに、子ども
の健全育成や要保護児童の自立支援など、子どもと子育て家庭に対する保健福祉対策に取り組みます。
成果指標と目標値

①多様な保育サービスの実施箇所数

現状値
（平成 16 年度）
203 箇所〈111〉

②放課後児童クラブの設置数

139 クラブ〈97〉 170 クラブ〈127〉

③母子家庭の自立（就業）数

目標値
（平成 21 年度）
293 箇所〈178〉

84％

実績値
（平成 22 年度）
315 箇所〈159〉
204 クラブ〈144〉

85％以上

90％

〈指標の説明〉
① 延長・休日・一時保育などの多様なサービスを実施している保育所及び地域子育て支援センターの
数（
〈 〉内は、中核市である松山市を除いた数）
。
② 放課後児童クラブの設置数（
〈 〉内は、中核市である松山市を除いた数）
。
③ 児童扶養手当認定後５年経過した者の就業割合（郡部在住者）
。
主要な取り組み
ア えひめ結婚支援センター運営事業（子育て支援課）
〔予算額 9,296 千円、決算額 9,169 千円（県費 8,469 千円、その他 700 千円）
、不用額 127 千円〕
【事業の実施状況】
少子化の主たる要因である未婚化・晩婚化に対応するため、・愛媛県法人会連合会に委託して
「えひめ結婚支援センター」を開設し、企業団体を中心にＮＰＯや市町等と連携しながら、未婚
の男女を対象とする結婚支援イベントを実施した。
【事業の成果】
指標の名称

指標の方向性

結婚支援イベントにおいて成立したカップル数（累計）

現状値と目標値

現状値
目標値
実績値
（平成 21 年度） （平成 22 年度） （平成 22 年度）
1,305 組

2,045 組

2,150 組

○ 企業団体等の協力のもと、出会いの場を提供するイベントを多数開催したことにより、目標値を大幅
に上回るカップルが成立した。
イ

発達障害ネットワーク事業（障害福祉課（東予地方局）
）
〔予算額 1,954 千円、決算額 1,533 千円（県費）、不用額 421 千円〕
【事業の実施状況】
発達障害者の支援においては、幼児期から成人期まで一貫した支援が有効であり、特に就学前
の時期は早期発見・途切れのない支援システムの確立が必要である。
そのため、発達障害児支援の取り組みが進んでいる四国中央市や新居浜市を核として、広域的な
ﾈｯﾄﾜｰｸを確立し、東予地域における一貫した支援体制の整備を図るため、次の事業を実施した。
○ 「東予地域発達障害ネットワーク会議」の開催
各市町の保健･福祉・教育担当課、医療機関、発達障害者支援ｾﾝﾀｰ、親の会等発達障害児と関わる
関係機関の代表者や実務担当者による会議を開催し、各地域の取組みについて情報交換、意見交換
するとともに、機関相互の連携の必要性や現在の課題などについて検討した。
・ 代表者会 年 1 回 実務担当者会 22 回（地域会 20 回、全体会 2 回）
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○ 市町への相談支援
・ 専門チーム派遣
要望に応じ、市町に支援専門スタッフ（医師、臨床心理士、相談支援員など）を派遣し、支
援や健診に関する助言・指導を実施。 市町 15 回 参加者 計 509 名
・ 従事者及び家族に対する支援研修
従事者が保護者の不安な気持ちを受け止め、家族のサポートをすることにより、早期療育に結
び付けられるよう研修会を開催 10/25 参加者 74 名
○ 支援機関のスキルアップ研修会の開催
発達障害児の支援に関わっている現場担当者の専門性を高め、対応力の強化に努めた。今年度
は基礎編と応用編を開催。
･基礎編 7/25、8/1 参加者 82 名
・応用編 11/27〜28 参加者 18 名
○ 一般住民等への普及啓発活動
発達障害に対する地域住民の理解を得るため、普及啓発活動を実施。
研修会 1 回（四国中央市にて開催） 3/10 参加者 120 名
【事業の成果】
実務担当者会では、保健所毎に地域会を開催し、21 年度に実施したアンケート結果をふまえ、地
域の課題等について検討した。また、アンケート結果より、保育所職員が家族に対する対応に苦慮
していることが明らかとなったため、
「従事者及び家族に対する支援研修」を実施した。
スキルアップ研修会は、基礎編受講者を対象に｢応用編｣を実施した。個別支援計画の策定など、
具体的な実習内容は、
即実践につながるものとして参加者には好評であり、
満足度は 89％であった。
なお、西条市は 23 年 11 月に窓口開設予定、今治市は 22 年度に立ち上げた発達支援協議会で具体
的な協議を開始するなど、市町単位でも発達障害支援の体制整備が進んでおり、東予地域全体のボ
トムアップに繋がっていると考えられる。
ウ

私立幼稚園子育て総合支援事業（私学文書課）
〔予算額 125,450 千円、決算額 123,060 千円（国費 57,230 千円、県費 65,830 千円）
、
不用額 2,390 千円〕
【事業の実施状況】
教育時間終了後も園児を幼稚園内で過ごさせる「預かり保育」を実施するとともに、子育て相
談、園舎・園庭の開放などの事業を併せて実施する 86 幼稚園に対して補助を行った。
平成22年度実施状況
○基本単価分
（単位：千円、箇所）
財源内訳
補助単価
1,060 千円
1,085 千円

預かり保育
分
960 千円
960 千円
合 計

子育て支援
分
100 千円
125 千円

対象園数
80 園
6園
86 園
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補助金
84,800 千円
6,510 千円
91,310 千円

国 費
39,437 千円
3,027 千円
42,464 千円

県 費
45,363 千円
3,483 千円
48,846 千円

○加算単価分
預かり保育内容
担当教員
数１人
担当教員
数２人

担当教員
数３人以
上

保育時間

補助単価
5〜6 時間
6〜7 時間

100 千円
200 千円

7 時間〜
保育時間
2〜5 時間
5〜6 時間
6〜7 時間
7 時間〜
保育時間
2〜5 時間
5〜6 時間
6〜7 時間
7 時間〜
合 計

300 千円
250 千円
400 千円
550 千円
700 千円
500 千円
700 千円
900 千円
1,100 千円

対象園数

補助金額

財源内訳
国 費
県 費
93 千円
107 千円

2園

200 千円

30 園
4園
3園

7,500 千円
1,600 千円
1,650 千円

3,488 千円
744 千円
767 千円

4,012 千円
856 千円
883 千円

18 園
9園

9,000 千円
6,300 千円

4,186 千円
2,930 千円

4,814 千円
3,370 千円

5園
71 園

5,500 千円
31,750 千円

2,558 千円
14,766 千円

2,942 千円
16,984 千円

【事業の成果】
事業を実施した結果、私立幼稚園の総合的な子育て支援活動への取組みを促すとともに、地域の子育て
支援の拠点としての私立幼稚園の機能を高めることができた。
エ

児童手当・子ども手当制度実施事業（子育て支援課）
〔予算額 2,955,806 千円、決算額 2,955,588 千円（県費）
、不用額 218 千円〕
【事業の実施状況】
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、市町が行う児童手当及び子ども手当
の支給に要する経費の一部を、児童手当法の規定に基づいて負担した。
【事業の成果】
事業を実施した結果、子どもを安心して生み育てることができる社会の構築に寄与した。

オ

放課後児童健全育成事業（子育て支援課）
〔予算額 233,517 千円、決算額 200,780 千円（国費 99,814 千円、県費 100,966 千円）
、
不用額 32,737 千円〕
【事業の実施状況】
都市化・核家族化の進展や女性の就労の増大などによる昼間保護者のいない家庭の主に小学校
低学年児童（放課後児童）に対する健全育成施策の充実が課題となっており、学校の余裕教室の
ほか児童館や保育所、集会所などを利用して、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成
を図る市町に対して助成を行った。
児童クラブ実施市町数 10 市８町（松山市を除く 以下同）
児童クラブ実施箇所数 144 クラブ（補助対象クラブ数）
児童クラブ利用児童数 4,735 人（補助対象児童）
【事業の成果】
事業を実施した結果、18 市町において児童クラブが設置され、昼間保護者のいない児童に対し
安心・安全な放課後の生活の場を与えることができた。また、保護者は安心して就労することが
でき､児童の健全育成、子育てと仕事の両立に大きく寄与した。
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カ

児童福祉施設等整備事業（子育て支援課）
〔予算額 224,193 千円、決算額 224,193 千円（国費 10,575 千円、その他 203,042 千円、
県費 10,576 千円）
〕
【事業の実施状況】
・今治市が行う伯方児童館の整備に要する費用の一部について助成した。
（21,151 千円）
・(福)愛媛慈恵会が行う児童養護施設愛媛慈恵会の東寮及び事務所棟の改築工事に要する費用の
一部を助成した。
（203,042 千円）
【事業の成果】
市及び社会福祉法人が実施する児童館や児童養護施設の整備に要する費用の一部を補助する
ことにより、児童等の福祉の向上を図るとともに施設の耐震化を促進した。

キ 「げんき満点」食育実践事業（健康増進課（東予地方局）
）
〔予算額 961 千円、決算額 489 千円（県費）
、繰越額 0 千円、不用額 472 千円〕
【事業の実施状況】
平成 21 年度に実施したアンケート調査の結果、朝食の重要性、栄養バランスのよいメニューや
子どもが必要とする適正な食事内容や量、限られた時間の中で簡単に出来る料理などの情報を発
信していくことが求められていた。
このことを踏まえ、地域で食育推進している団体や行政各分野の関係者で結成された「食育応
援隊」
（17 名）が中心となって食育実践応援活動を実施した。
○ 食育応援隊ネットワーク会議の開催
・開催回数 4 回 （述べ参加者数 73 名）
○ 食育実践応援活動
① 食育実践応援メニューの開発
食育応援隊から選出された開発委員が、メニュー開発委員会を年４回開催 （延べ参加者数
52 名）し、食育実践応援メニュー（朝食・簡単・野菜摂取メニュー）を季節ごとに 5 品開発し
た。
② 食育実践応援メニューの普及
・料理番組の制作
新居浜西条ケーブルテレビの協力により、開発した食育実践応援メニューを紹介する料理番
組（5 分番組）を制作した。
（料理番組収録 4 回 延べ参加者数 57 名）
・料理番組放映によるメニューの紹介
東予地方局管内のケーブルテレビ各局では、開発したメニューを紹介する料理番組『食育応
援隊のげんき満点愛あるクッキング』が放映されている。
（毎週 1 番組を 1 日 10 数回放映）
・事業所での食育出前講座「働くお父さん、お母さんを応援する食育講座」の開催
管内 10 事業所において、主に子育て中の従業員を対象に食育に関する講座を開催した。
（延
べ参加者数 649 名）
・管内各保健所ホームページで食育実践応援メニューを紹介（年 4 回掲載）するとともに、スー
パー等や各種イベントにおいても食育実践応援メニューを紹介した。
【事業の成果】
朝食摂取、野菜摂取、食事のバランスの摂り方など、料理番組を通じて具体的な情報提供が
でき、視聴者からの反応は好評であった。料理番組制作の企画運営を行うことにより、今後の
食育活動に生かしていけるものも収得できた。
また、管内市町の行政各保健・教育・農政部所、食育応援隊構成員にメニューを配布するこ
とにより、一般住民や児童生徒の養育者への情報提供が行われ、活用されている。この様に、
関係機関が連携･協働した事業が実施でき、地域の特性に応じた事業が展開することができた。
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（参考）メニュー活用状況
配布数
回数

優先施策 10

夏レシピ

75

12,704

秋レシピ

57

13,436

冬レシピ

55

11,898

春レシピ

55

7,822

計

242

45,860

食育応援隊、市町各部所、管内保
健所のイベントや事業等において
のメニュー配布状況（H23.6 末現
在、春レシピは普及途中）

地域医療体制の充実

施策の目標
地域に必要な医療体制を確保するため、
「かかりつけ医」の普及・定着、診療所と病院の連携促進、中核
的病院の整備充実、へき地・離島における医療供給支援など、県民だれもが身近な地域で適切な医療を受
けられるよう、地域医療の整備、拡充に努めます。
成果指標と目標値
現状値

目標値
（平成 22 年度）
全国平均以上を維持
全国平均以上を維持

実績値
（平成 20 年度）
234.3 人
87.8％

①医師数
H16 年
223.9 人
②地元入院依存率
H14 年
87.9％
〈指標の説明〉
① 医療施設に従事する人口 10 万人当たりの医師数（現状値は全国平均 212.9 人を上回っている）
。
② 入院患者のうち、居住地と同一の医療圏域内の病院に入院している者の割合（現状値は全国平均
76.1％(平成 20 年度)を上回っている）
。
主要な取り組み
ア 地域医療学講座設置事業（医療対策課）
〔予算額 32,000 千円、決算額 16,000 千円（県費）
、不用額 16,000 千円〕
【事業の実施状況】
国立大学法人愛媛大学との連携により、同大学医学部内に「地域医療学講座」を設置するとと
もに、へき地にある公立病院等に開設の「地域サテライトセンター」を活動拠点にして、診療を
通じた地域医療の支援や研究、医学生への講義・実地研修等を行うための体制づくりを行った。
・講義（３学年対象先端基礎医学講義、４学年対象先端医療学講義）
・実習（１学年対象早期体験実習、２学年対象休暇を利用した地域医療実習、５学年対象地域
医療実習）
・各種研究会、講演会での啓発活動
【事業の成果】
平成 21 年１月の講座設置以降、地域医療に関する研究や、将来地域医療を担う医学生に対する
講義・実地研修などが行われ、地域医療を担う人材の育成を図った。
イ

地域医療医師確保奨学金貸付金（医療対策課）
〔予算額 51,661 千円、決算額 49,643 千円（県費 37,536 千円、その他 12,107 千円）
、
不用額 2,018 千円〕
【事業の実施状況】
医師不足が深刻化する中、国の大学医学部定員の増員方針のもと実施される愛媛大学等の定員
増と連動した奨学金制度を実施した。
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【事業の成果】
指標の名称

奨学金貸与者数

指標の説明

将来医師として地域医療を担うこととなる奨学金貸与者数

指標の方向性

現状値と目標値

目標値
現状値
実績値
（平成 21 年度） （平成 22 年度） （平成 22 年度）
10 名

27 名

26 名

○ 平成 21 年度から貸与を開始した 10 名に加え、平成 22 年度から貸与を開始する奨学生について、新
たに 17 名の枠を設けたところ、地域特別枠での合格者が 14 名となったことから、一般合格者から追加
募集を行い、2 名を奨学金貸与生として決定した。今後も、大学の定員の状況に応じた奨学金制度を実
施していく。
ウ

地域医療再生学講座等設置事業（医療対策課）
〔予算額 117,600 千円、決算額 117,600 千円（その他）
〕
【事業の実施状況】
宇摩圏域における救急医療をはじめとする地域医療体制の維持及び八幡浜・大洲圏域における
救急医療提供体制の維持を図るため、両圏域の地域医療再生計画に基づき、国立大学法人愛媛大
学との連携のもと、同大学に県からの財政支援（寄附）による専門講座を設置した。
○地域医療再生学講座
１年生対象講義「頭部外傷の応急処置」、４年生対象実習「客観的臨床能力試験（OSCE）」
のための実習、５年生対象講義「地域中核病院の脳神経外科」及び医学実習を実施。
平成 22 年 4 月に、四国中央市役所内にサテライトセンターを設置し、同センターを通じて
派遣する病院において医療支援等を行うほか、医学生への実習教育等を実施。
その他、研究活動及び講演会等での啓発活動を実施。
○地域救急医療学講座
平成 22 年 4 月に、市立八幡浜総合病院内にサテライトセンターを設置し、１年目の研修医
の必修救急研修を同センターにおいて受け入れ。
また、サテライトセンターでの救急医療支援をはじめ、救急医療に携わる医師の養成・確
保、救急医療に関する研究等を実施。
その他、講演会等での啓発活動を実施。
【事業の成果】
○地域医療再生学講座
派遣先病院の医療支援を行い地域医療に貢献するほか、地域医療再生に関する研究や、将
来地域医療を担う医学生に対する講義・実地研修などが行われ、地域医療を担う人材の育成
を図った。
○地域救急医療学講座
派遣先病院の医療支援を行い地域医療に貢献するほか、救急医療に関する研究や、将来地
域医療を担う医学生に対する講義・実地研修などが行われ、地域医療を担う人材の育成を図
った。
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エ

がん対策強化推進事業（医療対策課）
〔予算額 85,519 千円、決算額 74,401 千円（国費 34,467 千円、県費 39,934 千円）
、
不用額 11,118 千円〕
【事業の実施状況】
がん対策基本法に基づき策定した愛媛県がん対策推進計画を総合的に推進するため、次のよう
な事業を実施した。
○愛媛県がん対策推進委員会の設置及び運営
愛媛県がん対策推進条例第 12 条に基づき愛媛県がん対策推進委員会を設置し、がん対策の推
進に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項を審議した。
○がん医療体制整備事業費補助金
がん診療連携拠点病院が実施する医療従事者に対する研修、がん患者やその家族に対する相
談支援、がんに関する各種情報の収集・提供等の事業に対して助成を行った。（１病院 12,000
千円×５病院（国立系の２病院を除く）
）
○緩和ケア普及推進事業
四国がんセンターに委託し、同センター内に設置している「緩和ケア推進センター」にて、
緩和ケアに関する研修企画や診療支援を行うとともに、県内のがん医療に携わる医師や看護師
等を対象とした緩和ケア研修を実施した。
○がん相談支援事業
ＮＰＯ法人愛媛がんサポートおれんじの会に委託し、ピアサポーター（がん体験者）による
患者サロン等を開催するとともに、がん患者を対象に医療サービスに対する満足度調査を実施
した。
○がん医療の地域連携強化事業
コーディネーターとして医師及び看護師等を配置し、拠点病院等での治療計画に応じた治療
が終了したがん患者等に対して、がん患者の意向を踏まえたうえで、拠点病院や地域の医療機
関等と連携を取りながら状況にあった地域医療サービスの紹介等を行った。
○がん対策を県民総ぐるみで推進するための普及啓発
愛媛県がん対策推進条例の制定を機に、がん対策を県民総ぐるみで推進することを目的とし
たシンポジウムを開催するとともに、条例内容や県の取組み等を紹介したリーフレットを作
成・配布し、普及啓発を行った。
【事業の成果】
指標の名称

がんの年齢調整死亡率（75 歳未満）

年齢構成の異なる集団等の間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整
した上でのがんの死亡率
現状値
目標値
実績値
（平成 17 年度） （平成 29 年度） （平成 21 年度）
指標の方向性
現状値と目標値
男 119
男 95.2
男 110.0
女 65
女 52.0
女 60.1
指標の説明

○平成 21 年度全国平均値 男 109.8 女 61.3
オ

がん検診受診率向上推進事業（健康増進課）
〔予算額 6,779 千円、決算額 5,297 千円（国費 2,711 千円、県費 2,586 千円）
、不用額 1,482 千円〕
【事業の実施状況】
１ 市町がん検診推進事業
ア がん検診受診率の底上げを目的として、がん知識の予防啓発が特に効果的な世代である小中
学校のＰＴＡを対象に市町が実施する普及啓発事業への補助を行った。
実施市町：３市町
補助金額：148,028 円（補助率 1/2）
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イ 上記事業と並行して、小中学校のＰＴＡを対象に、
「がん検診に関する意識調査」を実施し、
市町等の関係機関に分析結果を情報提供した。
事業委託先：
（財）愛媛県総合保健協会
アンケート回収数：１，８９２人
２ がん対策推進員養成事業
地域でがん予防の普及啓発や受診勧奨を行う「がん対策推進員」を養成するため、がん予防
知識等の習得を目的とした研修会を開催した。
（平成 21 年度から継続実施）
平成 22 年度研修会開催回数：５３回
平成 22 年度推進員認定者数：２，３８７人（平成 22 年度末まで 計 ５，４５８人）
３ 女性特有のがん対策事業
乳がん・子宮がんなどの女性特有のがんについて、県民の理解や知識の向上を図ることを目
的として、セミナーの開催や啓発情報誌の作成・配布を行った。
事業委託先：ピンクリボンえひめ協議会
女性特有のがん予防啓発セミナー：平成 22 年 11 月 13 日開催（延べ参加者数 475 人）
がん啓発情報誌：乳がん・子宮頸がん 各 10,000 部
【事業の成果】
「愛媛県がん対策推進計画」で目標としている、がん検診受診率５０％以上の達成を目的とした、
県民各層におけるがん検診の普及啓発とともに、がん検診の実施主体である市町のほか関係機関
との連携・協働体制の強化につながった。
カ

県立中央病院整備運営事業（県立病院課新中央病院整備室）
〔予算額 3，486，024 千円、決算額 3，486，023 千円（国費 715，071 千円、県費 2，770，952 千円）
、
不用額 1 千円〕
【事業の実施状況】
平成 20 年 12 月 26 日に「愛媛ホスピタルパートナーズ株式会社（落札者がＰＦＩ事業を実施す
るために設立した特定目的会社）
」と事業契約を締結しＰＦＩ事業に着手しているところであり、
平成 22 年度においては、旧心と体の健康センター跡地に立体駐車場を新築したほか、敷地北側の
旧立体駐車場を解体し、新本院の新築工事に着手した。
【事業の成果】
指標の名称

平均在院日数、病床利用率、外来患者数

指標の説明

新病院の入院患者の平均入院期間、病床の利用率、１日当たり外来患者数
現状値
（平成 21 年度）

指標の方向性

現状値と目標値
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平均在院日数
15.14日
病床利用率
86.0％
外来患者数
1,621.8人/日

目標値
（建替え後）

実績値
（平成 22 年度）

14.00日

14.77 日

90〜95％

93.7％

1,700人/日

1,628.0 人/日

キ

公立大学法人愛媛県立医療技術大学運営事業（保健福祉課）
〔予算額 713,328 千円、決算額 713,079 千円（県費）
、不用額 249 千円〕
【事業の実施状況】
平成 22 年４月に地方独立行政法人（公立大学法人）化した県立医療技術大学の効率的な運営を
行うため、その運営費の一部を交付した。また、法人の業務実績等の評価を行うために設置して
いる愛媛県公立大学法人評価委員会を開催して、平成 23 年度から始まる業務実績評価の方法等に
ついて審議した。
【事業の成果】
自己収入だけでは不足する公立大学法人愛媛県立医療技術大学の運営費について、使途の内訳
を特定しない運営費交付金を交付することにより、より自律的で効率的な大学運営が推進された。
また、愛媛県公立大学法人評価委員会において、平成 23 年度から始まる業務実績評価の基本方針及
び実施要領を決定した。

ク

在宅歯科診療設備整備事業（医療対策課）
〔予算額 10,000 千円、決算額 9,086 千円（国費 4,552 千円、県費 2,534 千円、
その他 2,000 千円）
、不用額 914 千円〕
【事業の実施状況】
主に高齢者や寝たきり者等に対する在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、必要な機器の購
入について補助を行った（補助金額は、補助基本額の２/３＜うち、国及び県が１/２ずつ負担＞）
。
○ 補助医療機関数 20 機関
ユニット（可搬式診療機器） ３機関
マイクロエンジン（動力機） 17 機関
【事業の成果】
在宅歯科診療設備を所有する医療機関が増加したことにより、県内の在宅歯科診療に係る供給
体制の充実が図れた。

ケ

医療施設設備整備事業（医療対策課）
〔予算額 501,000 千円、決算額 495,330 千円（国費 80,500 千円、その他 414,830 千円）
、
不用額 5,670 千円〕
【事業の実施状況】
宇摩圏及び八幡浜・大洲圏域の地域医療再生計画に基づき、医療機能の強化、医師確保等の取
り組みその他の地域医療に係る課題を解決するため、がん診療や救急医療など、地域医療におい
て重要な役割を果たす中核病院の形成促進及び連携・ネットワーク型広域救急医療体制整備等を
目的として、医療機関が行う医療設備整備に要する経費に対し助成を行った。
〔整備概要〕
（単位：千円）
補助額
圏域
病院名
整備概要
事業費
備考
地域医療
国庫補助
計
再生基金
がん治療のための医療機器整備
137,800 10,500
86,600
97,100
（医用リニアック）
公立学校共済組 乳腺及びがん治療のための医療機
宇摩
176,400
‑
89,400
89,400
合四国中央病院 器整備（超電導磁石式ＭＲ装置・
ＦＰＤマンモグラフィシステム）
小計
314,200 10,500 176,000 186,500
救急医療体制充実のための医療機
喜多医師会病院
268,800 70,000 150,000 220,000
器整備（全身用ＣＴ装置）
八幡浜
救急医療体制充実のための医療機
・大洲
市立大洲病院
器整備（全身用ＣＴ装置・医用画
118,440
‑
88,830
88,830
像保管装置）
計
701,440 80,500 414,830 495,330
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【事業の成果】
二次救急医療体制の強化等
コ

医療施設耐震化整備事業（医療対策課）
〔予算額 520,619 千円、決算額 91,908 千円（その他）
、繰越額 428,711 千円〕
【事業の実施状況】
大規模な地震等の災害発生時に重要な役割を果たす医療機関の耐震化を促進するため、未耐震
の二次医療機関が行う耐震化整備事業に要する経費に対して、助成を行った。
〔整備概要〕
（単位：千円）
対象施設
22年度
施設名
医療圏
整備概要
工期
総事業費
備考
の病床数
補助額
全面建替え
H22.12
予算 344,660
(医)弘友会
八幡浜 鉄筋コンクリート造
整備後88床
〜
1,378,020 執行 91,908
加戸病院
・大洲
5階建て
（現在98床）
H23.10
繰越 252,752
延床面積：6,662.97㎡
一部建替え
H23.2
予算 135,354
鉄筋コンクリート造
整備後162床
南松山病院
松山
〜
2,335,775 執行
0
7階建て
（現在180床）
H25.3
繰越 135,354
延床面積：12,123.52㎡
全面建替え
H23.2
予算 40,605
八幡浜 鉄筋コンクリート造
整備後198床
大洲中央病院
〜
2,147,250 執行
0
・大洲
7階建て
（現在221床）
H25.8
繰越 40,605
延床面積：12,620.84㎡
予算 520,619
執行 91,908
計
繰越 428,711
【事業の成果】
二次救急医療機関等における施設の耐震化率の向上

サ

地域医療支援センター（仮称）整備事業（医療対策課）
〔予算額 397,000 千円、決算額 0 円、繰越額 397,000 千円〕
【事業の実施状況】
愛媛大学が、地域医療を担う医師の養成を図る拠点施設として、医学部内に設置する「地域医
療支援センター（仮称）
」を整備する事業に対し補助を行うこととした。
【事業の成果】
設計の検討に不測の日数を要したことから、翌年度に事業を繰り越した。

シ

在宅歯科医療連携室整備モデル事業（医療対策課）
〔予算額 8,673 千円、決算額 8,152 千円（国費）
、不用額 521 千円〕
【事業の実施状況】
今治市・上島町をモデル地区として、在宅歯科医療連携室を今治市歯科医師会に設置し、在宅
歯科医療の利用を円滑に進めるため、次の事業を実施した。
① 連携体制の構築
医科、介護施設と打ち合わせ会を開催し、今後の連携体制について協議した。
② 受診相談窓口の設置
今治市・越智郡両支部に歯科医師を配置し、受診に関する相談を行った。
③ 受診応需体制の構築
在宅歯科医療の実施が可能な歯科医師の調査を行い、協力歯科医を選定した。
④ 在宅歯科医療に関する広報・啓発
今治市医師会ＨＰに広報用ページを作成したほか、広報用パンフレットを作成し、医療機関
や介護施設、関係行政機関等へ配布した。
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⑤ 機器の整備及び共同利用
在宅歯科医療に必要な機器の整備を行い、共同利用のための管理を行った。
【事業の成果】
今治市や上島町の高齢者担当課や支所、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等に連携
窓口を設置するなど行政や介護事業所等との連携体制を構築するとともに、高機能な在宅歯科医
療機器を整備したことにより、従来では在宅での処置が困難なケースにも対応できるようになっ
た。
ス

県立中央病院がん診療連携拠点病院機能強化事業（県立病院課）
〔予算額 12,000 千円、決算額 12,000 千円（国費 6,000 千円、県費 6,000 千円）
〕
【事業の実施状況】
県立中央病院において、がん医療従事者に対する研修、がん診療連携拠点病院ネットワーク事
業への参加、がんの相談支援、がんに関する各種情報提供等の事業を実施し、がん診療連携拠点
病院の強化を行った。
【事業の成果】
事業を実施した結果、県立中央病院において、がん診療連携拠点病院としての機能強化を行う
ことができたが、今後も更なるがん診療機能の充実を図り、地域のがん医療水準の向上に努めて
いくこととしている。

セ

県立中央病院整備運営事業推進事業（県立病院課新中央病院整備室）
〔予算額 49，350 千円、決算額 45，900 千円（県費）
、不用額 3，450 千円〕
【事業の実施状況】
県事業で初めてのＰＦＩ事業を着実に実施するために、医療・金融・法務・技術等の専門コン
サルタントから支援を受けた。
【事業の成果】
本県ＰＦＩ事業は、スケジュールどおり順調に進んでいる。

ソ

三島医療センター経営安定化事業（県立病院課）
〔予算額 550，000 千円、決算額 550，000 千円（県費）
〕
【事業の実施状況】
平成 22 年４月１日から公立学校共済組合が運営する三島医療センター（旧県立三島病院）の安
定的な運営が図れるよう財政支援を行った。
【事業の成果】
これまで県立三島病院が担ってきた二次救急医療や感染症等の政策医療を引き継ぎ、宇摩圏域
における地域医療確保に貢献している。

タ

県立病院医師臨床能力ステップアップ研修開発事業（県立病院課）
〔予算額 17,150 千円、決算額 17,150 千円（県費）
〕
【事業の実施状況】
県立病院における臨床研修等の教育体制を充実させるため、県内唯一の医師育成機関である愛
媛大学医学部（附属病院総合臨床研修センター）と連携し、同センターの体制を拡充するととも
に、県立病院若手医師等を対象とした講習会を開催した。
【事業の成果】
県立病院における安定的な医師確保と医療技術の向上に向けた愛媛大学との連携強化及び臨床
研修等の教育体制の充実が図られた。
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優先施策 11

救急医療体制等の整備

施策の目標
県内全ての地域において 365 日 24 時間適切な医療を提供するため、初期救急から二次・三次救急に至
る、体系的な救急医療体制の整備・充実を図るほか、周産期医療や災害時における医療体制の整備を進め
ます。
成果指標と目標値
現状値
①救急救命士養成数
②新生児死亡率

H17 年
H16 年

207 人
1.2％

目標値
（平成 22 年度）

実績値

288 人
1.2％以下

333 人（平成 22 年度）
1.0％ （平成 21 年度）

〈指標の説明〉
① 県内消防本部における救急救命士の養成人数。
② 年間出生数に対する新生児死亡数の割合。
主要な取り組み
ア 「愛媛の救急医療を守る県民運動」推進事業（医療対策課）
〔予算額 1,099 千円、決算額 1,019 千円（県費 619 千円、その他 400 千円）
、不用額 80 千円〕
【事業の実施状況】
救急医療を維持・確保していくために、市町や医師会等との連携のもと、県民の医療機関の適
切な受診の普及・定着を目的とした『愛媛の救急医療を守るための 147 万人の県民運動』
（略称：
愛救 147 運動）を推進するため、次のような事業を実施した。
○救急告示医療機関に対する救急患者受入実態調査
平成 22 年 11 月、県内の二次救急告示医療機関を対象とした、救急患者の受入実態調査を
行った。
○県民啓発用リーフレットの作成、配布
救急医療や搬送現場の窮状を県民に理解いただくとともに、医療機関の適切な受診を促進
し、二次救急医療機関の負担軽減を図るため、救急医療を守るための日常の心がけや地域の
救急医療情報等を掲載したリーフレットを作成、配布した。
○救急医療啓発ポスター展の開催
県内の中・高校生を対象に、地域の医療機関等での適切な受診を啓発するためのポスター
を募集し、ポスター展を開催するとともに、最優秀作品については広く一般向けの啓発用ポ
スターとして印刷し、県内学校や公共施設等に掲出した。
【事業の成果】
指標の名称

救急告示医療機関における軽症患者の受入数

県内全ての救急告示医療機関における、診療時間内に救急車で搬送された患者
及び診療時間外に受診した全ての患者のうち軽症患者の人数（１ヶ月間）
現状値
目標値
実績値
（平成 21 年度） （平成 22 年度） （平成 22 年度）
指標の方向性
現状値と目標値
16,828 人
11,378 人
17,661 人
（−５％）
（−36％）
指標の説明

○インフルエンザが流行した平成 21 年度と比較すると−36％、調査初年度の平成 20 年度（13,126 人）
と比較しても−13％と軽症患者が減少しており、啓発事業が医療機関の適正受診に効果を上げている。
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イ 救急医療体制推進事業（医療対策課（中予地方局）
）
〔予算額 618 千円、決算額 451 千円(県費 352 千円、国費 99 千円)、不用額 167 千円〕
【事業の実施状況】
中予管内の県、市町、郡市医師会、医療機関等をメンバーとする「中予救急医療対策検討会」
を開催し、救急医療体制の推進方策を協議するとともに、二次救急病院にアンケート調査を行い、
その結果等も踏まえ提言をまとめた。その提言は「中予ブロック地区合同救急医療対策協議会」
へ提出したほか、中予地方局長、県医療対策課へ報告した。
また、地域づくり活動のリーダー等を対象に「中予救急医療シンポジウム」を３回（東温市、
松山市、伊予市）開催し、コンビニ受診の抑制等について啓発活動を行った。
【事業の成果】
指標の名称

全救急搬送者のうち軽症患者の割合（中予地方局管内）

指標の説明

軽症患者の数÷救急搬送された患者の数

指標の方向性

現状値と目標値

現状値
（平成 18 年）

目標値
（平成 22 年）

実績値
（平成 21 年）

59％

50％（県平均）

58％

○ 全救急搬送者のうち軽症患者の割合が減少した。（中予管内の数値：59％→58％）
○ 関係機関の救急医療に対する危機感の共有、改善の足掛かりを提供できた。
ウ

消防防災ヘリコプター搭乗医師等確保事業（医療対策課）
〔予算額 2,434 千円、決算額 1,443 千円（国費 95 千円、県費 1,348 千円）
、不用額 991 千円〕
【事業の実施状況】
○消防防災ヘリコプター搭乗医師等の確保
医療資源や患者の搬送手段が乏しい山間地や離島地域を多く抱える本県では、ヘリで医師等を
救急現場に搬送して迅速かつ適切な医療処置（現場処置・搬送）を行うことにより、救急患者の
救命率の向上や後遺障害の軽減を図ることが強く求められていることから、平成 21 年８月 20 日
より「消防防災ヘリコプターのドクターヘリ的運用」を開始した。
医師・看護師のヘリコプターへの確実な搭乗を確保するため、県立中央病院のヘリコプター搭
乗医師等の人件費負担を行うとともに、搭乗者傷害保険に加入した。
(1) 運用体制
病 院 名

対

応

搭乗医師
派遣病院

県立中央病院
《基幹病院》
愛媛大学医学部附属病院
《補完病院》

救急当番日及びその翌日を除き、搭乗
（８日のうち６日対応）
県立中央病院の救急当番日及びその翌日に搭乗
（８日のうち２日対応）

患者受入
病院

県立新居浜病院

患者の収容時間を短縮するため、県立中央病院、愛
大附属病院のほか、患者の状態に応じ、搭乗医師の
判断で左記病院にも搬送

市立宇和島病院

(2) 運航日等
・365 日体制（医師確保が困難な場合やヘリの定期点検期間等を除く。
）
・８時 30 分から 17 時 15 分まで（特に必要な場合は、日出から日没まで）
○救急用資機材の管理
ヘリコプター搭乗医師等が、重篤な救急患者に対し、適切な救急救命処置を行うために整備し
た医療機器の維持・管理に必要な消耗品を購入するとともに、当該機器の保守検査を実施した。
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【事業の成果】
指標の名称

消防防災ヘリのドクターヘリ的運用による年間搬送患者数

消防機関からの要請に基づき搭乗医師らがヘリで現場に出動して対応した年間
の搬送患者数
現状値
目標値
実績値
（平成 21 年度） （平成 22 年度） （平成 22 年度）
指標の方向性
現状値と目標値
４人
27 人
10 人
指標の説明

○ 医療機関、消防機関等の関係機関による情報共有等を図ることにより、本制度による出動が必要な事
案に対しては、円滑に利用されるように努めていく。
エ

小児救急医療電話相談事業（医療対策課）
〔予算額 5,152 千円、決算額 3,461 千円（国費 1,715 千円、県費 1,746 千円）
、
不用額 1,691 千円〕
【事業の実施状況】
毎日 19 時から 23 時までの間、小児の急な病気・事故について、保護者等からの相談に医師、
看護師が電話で対応し、保護者の育児不安を緩和するとともに、症状に応じた適切な受診を促す
ことで、患者、医療機関の負担軽減を図った。
【事業の成果】
指標の名称

１日あたりの電話相談件数

指標の説明

毎日19：00〜23：00
数

指標の方向性

保護者等からの電話相談に対応する１日あたりの平均件

現状値と目標値

現状値
目標値
実績値
（平成 21 年度） （平成 22 年度） （平成 22 年度）
8.0

10.0

10.4

○ 平成 22 年度までは電話回線数は１回線であったが、平成 23 年度から２回線に増設することで、適正
回線数を確保するとともにコールセンターの相談体制を強化することとしている。
オ 子どもを守る医療応援事業（医療対策課（東予地方局）
）
〔予算額 1,610 千円、決算額 1,133 千円（県費 886 千円、国費 247 千円）
、不用額 477 千円〕
【事業の実施状況】
管内の小児救急医療は、県下の他地域と比較しても逼迫が著しく、大きな地域課題となってい
ることから、子育て世帯に対し医療情報を提供する等、育児不安を原因とする安易な時間外受診
の抑制に向けた啓発活動を実施した。
・啓発用パンフレットの作成及び配布（30,000 部）
・子育て世帯等（教育機関、子育て施設、個人等）ヘ医療情報をメール・ＦＡＸにより配信。平
成 22 年度配信回数 39 回、配信先数 1,979 箇所
・市町が主催する子育て支援教室等を利用した「KID's メディカルセミナー」の開催。平成 22 年
度開催回数 6 回、参加者数 603 名
・
「子どもを守る医療応援シンポジウム」の開催。平成 22 年度開催回数１回、参加者数 350 名
【事業の成果】
管内二次救急医療機関の時間外小児患者取扱数について、市町等の他団体の啓発等他の要因の
効果も含まれるが、次のとおり減少した。
年
度
時間外小児患者取扱数（人）

平成 20 年度
11,212
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平成 21 年度
10,048

平成 22 年度
8,956

また、保護者や子育て支援者（保育士）
、事業参加者へのアンケート調査では、子どもの傷病時
の対応等に参考となった、地域の小児医療の現状を新たに認識することができたなどの回答が寄
せられており、各事業とも好評を得ている。
カ

南予地域医療確保対策事業（医療対策課（南予地方局）
）
〔予算額 1,738 千円、決算額 1,534 千円（県費）
、不用額 204 千円〕
【事業の実施状況】
高齢化・高齢者独居率が著しく高い南予地域において、二次救急の維持も困難といった地域事
情に即した医療体制の検討や、医療・保健・福祉・住民が一体となった取組みを行った。
○南予地方局管内の住民の受診動向・意識調査の実施
管内 4 市 5 町に在住する住民 2,000 人を対象とした住民の受診動向・意識調査を実施した
結果、住民は医師不足や診療科の偏在を強く感じており、住民自身も軽症患者の救急受診に
ついて強い懸念を持っていることがわかった。
○医療対策協議会の設置
八幡浜・大洲圏域では、医療対策協議会において平成 21 年度に策定した地域医療再生計画
の基本構想(地域医療再生基金事業)が円滑に進むよう関係機関と協力･連携するとともに、進
捗管理を行っている。基金事業としては、愛媛大学に「地域救急医療学講座」を開設すると
ともに、市立八幡浜総合病院内に「サテライトセンター」を設置し、救急医療支援や救急医
療に関する教育・研究などに取り組むほか、二次救急医療機関の機能強化のための機器整備・
耐震化交付金を活用した主要病院の建て替え工事も進められた。
宇和島圏域では、医療対策協議会において、医療機関、住民、市町と協力・連携し、三位
一体となって医療確保に取り組むべき方策（小児救急医療支援など）を取りまとめた。
○地域連携スキルアップセミナーの開催
患者が急性期医療から回復期医療、更には在宅医療へ向けて切れ目なくスムーズに移行で
きるよう、医療・福祉等の関係機関の連携が図れる人材の育成を目的に連携担当者を対象と
した地域連携スキルアップセミナー（全 6 回、受講生 79 名）を開催した。
○地域懇談会の開催
地域住民を対象に地域医療懇談会の開催など各市町が主体となって、医療機関等と協力し、
適正受診の普及啓発に努めた。
【事業の成果】
指標の名称

救急搬送における軽症患者の受入率

指標の説明

軽症患者数/救急搬送受入患者数

指標の方向
性

現状値と目標値
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現状値
目標値
実績値
（平成 20 年度） （平成 22 年度） （平成 22 年度）
（八幡浜・大洲圏域） （八幡浜・大洲圏域） （八幡浜・大洲圏域）
70％
65％未満
63％
（宇和島圏域） （宇和島圏域） （宇和島圏域）
84％
79％未満
79％

