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年度予算が可

まだまだ肌寒い日が続きますが、
春の訪れを徐々 に感じられる今日この頃、

さて、２月中旬より始まった定例会議が先般閉会し、平成

歳入予算の構成図
県税 ▲5億円（0.3％、1,550億円←1,555億円）
個人県民税は、税収の多くを占める給与所得者の所得
割の増が見込まれるものの、一方で、配当割等の減が
見込まれることから、5億円減（▲1.0％）の536億
円を見込んでいます。また、地方消費税は、申告納付
等の制度上の仕組みから平成26年4月からの税率引上
げの影響が平準化すること等による減収が見込まれる
ことから、11億円減（▲5.3％）の189億円を見込ん
でいます。一方、法人二税は、平成28年初頭からの
円高の状況から輸出関連企業において収益がやや低下
していましたが、このところ景気改善の動きも見られることから、6億円増（+1.3％）の428
億円を見込んでいます。
地方譲与税 ＋14億円（+6.1％、236億円←222億円）
主なものとしては、都道府県間の財政力格差を是正するため地方法人特別税（国税）を再配分
する地方法人譲与税があり、平成29年度は、対前年度比14億円増（+6.9％）の216億円を見込
んでいます。その他に地方揮発油譲与税を19億円、石油ガス譲与税を1億円計上しています。
地方交付税 ▲10億円（▲0.9％、1,150億円←1,160億円）
平成29年度の国の地方財政計画では、地方交付税総額が減となる一方、地方税と臨時財政対
策債が増加し、一般財源総額は増加しています。これに基づき、本件の法人二税等については
増収が見込まれ、臨時財政対策債については前年度に比べ1億円の増を見込んでいることから、
地方交付税は前年度に比べ10億円減の1,150億円を計上しており、前年度と比較すると平成

29年度は減少する見込みです。（参考）地方交付税+臨時財政対策債
1,456億円（対前年度

比 ▲9億円 ▲0.6％）
国庫支出金 ▲9億円（▲1.6％、579億円←588億円）
地方創生推進交付金や国民健康保険財政安定化基金、団体営土地改良事業などの増となるもの
の、地域医療対策支援臨時特例交付金や農業就業近代化対策費、参議院議員通常選挙などが減
等により、全体として9億円減少しています。
繰越金 ▲60億円（▲24.5％、186億円←246億円）
財政調整基金を60億円（平成29年度末現在高見込額63億円）、県債管理基金を40億円（平成
29年度末現在高見込額31億円）取り崩すほか、福祉・教育振興基金を28億円取り崩すことと
しています。また、その他の特定目的基金については、地域医療介護総合確保基金を21億円、
琵琶湖森林づくり基金を8億円、琵琶湖管理基金を5億円取り崩すなど、引き続き、それぞれ
の基金の目的に沿って活用することとしています。
諸収入 ▲46億円（▲13.9％、286億円←332億円）
文化財保存修理費や河川事業費が増加となるものの、中小企業関係資金貸付金や公共用地先行
取得事業資金が大幅に減少することなどにより、46億円減少しています。
県債（臨時財政対策債含む） ＋52億円（＋7.1％、791億円←739億円）
県債（
〃
除く） ＋51億円（＋11.8％、485億円←434億円）
平成29年度は791億円で、対前年度比52億円の増となっています。このうち、臨時財政対策
債を除く県債は485億円で、対前年度比51億円の増を見込んでおります。これは、県立学校
の耐震対策工事や再編整備工事などの進捗により減少するものの、新生美術館や（仮称）彦根
総合運動公園の整備について、工事に着手することに伴い新たに県債を発行するほか、財源対
策のために退職手当債を発行することなどが主な増加の要因です。また、地方交付税の振替と
して発行している臨時財政対策債は、対前年度比1億円増の306億円を見込んでいます。こう

皆様におかれましては益々 ご健勝のこととお喜び申し上げます。
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（ア）歳入予算の構成図




地方消費税清算金
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㻠㻠㻘㻣㻜㻤
㻟㻜㻘㻢㻜㻜㻌㻔㻡㻚㻣㻑㻕
㻔㻤㻚㻠㻑㻕

県債
㻣㻥㻘㻝㻜㻣

県税
㻔㻝㻠㻚㻤㻑㻕

㻝㻡㻡㻘㻜㻜㻜
㻔㻞㻥㻚㻜㻑㻕
分担金及び負担金

国庫支出金
自主財源
㻝㻘㻡㻤㻠
㻡㻣㻘㻤㻢㻣

歳 入 合 計
㻞㻡㻣㻘㻡㻞㻞
㻔㻜㻚㻟㻑㻕
依存財源
㻔㻝㻜㻚㻤㻑㻕
㻔㻠㻤㻚㻞㻑㻕

㻞㻣㻢㻘㻣㻣㻤
5,343億円
㻔㻡㻝㻚㻤㻑㻕

使用料及び手数料
地方交付税
㻤㻘㻟㻞㻣

㻝㻝㻡㻘㻜㻜㻜
㻔㻝㻚㻢㻑㻕

㻔㻞㻝㻚㻡㻑㻕

財産収入
㻢㻢㻣
交通安全対策

㻔㻜㻚㻝㻑㻕
特別交付金

㻠㻠㻜

㻔㻜㻚㻝㻑㻕
寄附金
㻥㻡

地方特例交付金
㻔㻜㻚㻜㻑㻕
㻣㻢㻜

㻔㻜㻚㻞㻑㻕
繰入金

諸収入
繰越金
㻝㻤㻘㻡㻤㻥
地方譲与税
㻞㻤㻘㻡㻡㻞

㻔㻟㻚㻡㻑㻕
㻜
㻞㻟㻘㻢㻜㻠
㻔㻡㻚㻟㻕

㻔㻜㻚㻜㻑㻕
（単位：百万円）
㻔㻠㻚㻠㻑㻕




（ウ）歳出予算（目的別）の構成図
総合政策費
議会費
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往路の近江大橋はいつも向かい
風がきついです

平成29年度一般会計当初予算案の内容および特徴
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（ウ）歳出予算（目的別）の構成図
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今会議では２巡目国体に向け新たに建設される主会場（彦根市）や新体育

会派研修委員会副委員長として
勉強会を企画

決されました。

関西広域連合議会の会議を前に
同僚の山本議員と

館（大津市瀬田）に加え、新生美術館（大津市瀬田）などの大型事業を見据

動物園の県内立地の可能性 中学生野球指導者向けのセ
調査へ
ミナーを開催

県民にとって有益な施設の新改築は必要では

県立図書館

あ り ま す が、 一 方 で 財 政 規 律 を 守 る こ と も 併 せ

福井県庁

農産物相互販売協力で和歌 年頭にあたって思いの一旦
山県産みかんをPR
を述べさせていただく

て 考 え な け れ ば な ら ず、 県 政 に 関 わ る 者 は 当 面

シェア金沢

の 間、 難 し い 舵 取 り を 余 儀 な く さ れ ま す。 今 後

警察学校

も 緊 張 感 を 持 ち な が ら、 県 政 課 題 の 解 決 に 向 け

奔走して参ります。

県内外調査

えた関連予算等も計上されました。
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した結果、県債残高は、平成29年度末に1兆980億円となる見込みで、このうち臨時財政対策
債を除く実質的な県債は、6,476億円となり、平成28年度末見込みより、51億円の増となっ
ています。

歳出

歳出予算の構成図
総合政策費 ▲20億円
（▲13.8％、122億円←142億円）
滋賀・びわ湖ブランド推進事業＋0.8億円、公共用地先
行取得事業資金貸付事業▲18.3億円
総務費 ▲11億円（▲5.4％、195億円←206億円）
県有庁舎寿命化等推進事業費＋1.4億円、参議院議員通
常選挙執行費▲6.4億円、税務事務電算処理費▲3.7億
円、退職手当（知事部局）▲2.9億円
県民生活費 ＋18億円
（+25.2％、88億円←70億円）


（仮称）彦根総合運動公園整備事業＋8.6億円、新生美術館整備事業費＋5.2億円、
国民体育大会・
全国障害者スポーツ大会開催準備事業費+1.0億円、地域拠点づくり支援事業▲2.5億円
琵琶湖環境費 ▲7億円（▲3.6％、180億円←187億円）
侵略的外来水生植物戦略的防除推進事業費＋26億円、琵琶湖博物館展示交流空間再構築事業
費▲7.5億円、木造公共建築物等整備事業費▲2.3億円
健康医療福祉費 ▲2億円（▲0.2％、930億円←932億円）
国民健康保険財政安定化基金運営事業＋9.8億円、介護保険給付費県費負担金＋7.5億円、後
期高齢者医療給付費県負担金＋5.4億円、施設型給付・地域型保育給付費＋3.3億円、薬業技
術振興センター長寿命化等推進事業＋2.5億円、地域医師確保推進事業▲16.1億円、保育士修
学資金等貸付事業▲8.5億円、指定難病特定医療費助成事業▲3.3億円
商工観光労働費 ▲32億円（▲14.9％、181億円←213億円）
地域創生人材育成事業+1.7億円、中小企業振興資金貸付金▲31.0億円、情報化基盤整備基金
清算事業▲1.5億円、」企業誘致推進事業▲1.5億円
農政水産業費 ▲9億円（▲4.8％、187億円←196億円）
土地改良公共事業＋7.7億円、農地中間管理事業促進費▲8.0億円、農地中間管理事業推進基
金積立金▲7.6億円
土木交通費 ＋6億円（+1.3％、492億円←486億円）
土木単独公共事業費＋5.0億円、庁舎整備事業（長寿命化対策事業）＋4.1億円、市街地再開
発事業調整推進費＋2.2億円、土木補助公共事業費▲3.2億円
警察費 ＋7億円（＋2.2％、307億円←300億円）
警察署移転新築整備＋6.7億円、未利用財産処分経費＋1.0億円、運転免許センター新築整備
＋0.3億円、システム改修等経費▲1.1億円
教育費 ▲10億円（▲0.7％、1,377億円←1,387億円）
教職員退職手当＋7.9億円、文化財保存修理受託事業費＋6.2億円、県立学校耐震対策費▲8.4
億円、学習船建造費▲7.0億円、特別支援学校児童生徒増加対策事業▲3.5億円、県立学校再
編事業▲2.7億円
公債費 ▲7億円（▲0.9％、794億円←801億円）
元金＋10.8億円、利子▲18.1億円
災害復旧費 ▲1億円（▲16.0％、7億円←8億円）
団体営農地農業用施設災害復旧事業費＋0.3億円、補助土木施設災害復旧事業費▲1.4億円

平成28年

9月 ●定例会議

竹村 健／一般質問要旨と県側の回答

「本県の献血推進について」
（1）現在の献血事業の需給バランスと今後の見
通しについて伺う。
本県の最近１か月の状況は、血液製剤の適正
在庫数120リットルに対して、実在庫数が平均
173リットルとなっており、53リットル余裕が
あることから、現在の需給バランスは取れてい
ると認識している。
今後も、需要量に大きな変化がなく、計画ど
おりに血液を確保できれば、医療機関へ適正な
供給ができるものと考えている。
（2）本県の献血率の状況と他の都道府県と比較
して本県はどうなっているのか伺う。
本県の平成27年の献血率は4.7%となってお
り、全国平均の5.6%を下回っている。全国で
最も高い北海道は7.1%であり、2.4ポイントの
差となっている。
（再質問）若年層の10代、20代の献血率は他の
都道府県と比較してどうか。
10代の献血率は2.4%、全国平均は4.3%であ
り、最も高い栃木県の8.9%と比較すると6.5ポ
イントの差となっている。本県の順位は平成
27年の比較では46位となっている。
20代についても本県の献血率は4.4%で、全
国 平 均 の6.2 % を 下 回 っ て い る。 最 も 高 い 秋
田県の10.0%と比較すると5.6ポイントの差と
なっている。こちらの順位についても46位と
なっている。
（3）献血運動推進全国大会をステップとして、
その後本県で献血事業がどのように発展・
拡大したか伺う。
全国大会では、若者の献血気運の高揚を促す
ことの必要性を認識したことから、まず、若年
層の関心を高めるために中学校、高校、大学等
への大会の標語やポスターの募集や、高校での
献血セミナーの開催等の普及啓発事業を実施し
た。このうち、高校での献血セミナーについて
は現在も実施している。
また、若年層の献血率の向上を主眼として、
平 成25年 ２ 月 に 草 津 駅 前 に び わ 湖 草 津 献 血
ルームが整備されたことにより、献血をしてい
ただく環境が一定充実したと考えている。
（4）
草津出張所開設の効果と課題について伺う。
利便性の高い草津駅前に献血ルームを開設し
たことで、40代から50代の中高年層の献血者
が増加する効果があった。
しかし、10代から20代の若年層の献血者数
は減少しており、今後は若年層に対して献血
ルームの周知を図ることが課題となっている。
（再質問）草津献血ルームの稼働率について
25年度以降の状況を見ると、ほぼ1,000人弱
くらいの年間の献血者数の減少がトータルとし
ては見られるという状況であり、その中で草津
献血ルームの状況を見ると、26年度は14,140
人、27年 度 に は13,784人 と い う 状 況 で あ り、
ここをしっかりと維持させ向上させるように今
後取り組みを強めていく必要があると考えてい
る。

（5）長浜出張所がなぜ閉鎖されたのか伺う。
４点ほど理由があり、一つは、建物の老朽化
と耐震性の面から施設を継続使用することが困
難であったこと。
二つ目には、採血スタッフの数や採血機器の
整備状況から、当時週３日のみの稼働であった
が、設置の基準となっている年間364日の稼働
という基準を満たすことが困難であったこと。
三つ目には、平成24年４月から採血された
血液は大阪府茨木市にある日本赤十字社近畿ブ
ロック血液センターで処理をされているが、採
血からこのセンターに搬入するまでの時間的制
約があり、距離が離れた長浜では課題があった
こと。
四つ目には、献血者が年々減少傾向にあり、
献血ルームとしての基本確保数１日50人の確
保が極めて困難な状況であった、という４つの
原因があった。
（再質問①）湖北に新たに献血ルームを設置する
予定はないか。
草津の献血ルームの開設と合わせて、長浜の
方は閉鎖をしたという経緯があり、これは赤十
字血液センターの方針も踏まえて、こういう取
扱いになったと承知している。
（再質問②）長浜出張所が閉鎖されたプロセスは
反省すべきものではないか。
善意で支えていただいている献血ボランティ
アの皆さまの熱意というのは私どもも聞かせて
いただいておりますし、そうした皆さまの想い
が献血という行動にきちんと結び付いて、しっ
かりと支えてもらえるような取り組みを今後も
進めて参りたいと考えている。
（6）移動採血車は何台稼働しているのか伺う。
移動採血車は、現在３台稼働している。
（再質問①）昨年度の移動車での成分献血実績が
ないのはなぜか。
成分献血の機器は、遠心分離を行う等、精密
な機械であることから、移動採血車で運ぶと、
揺れにより機器に異常が生じることから、滋賀
県赤十字血液センターの方針として移動採血車
での成分献血は行わないとされたということ
で、昨年度の実績はないと承知している。
（再質問②）移動採血車は十分足りているのか。
平成27年度の実績では３台で622回の稼働と
なっており、県内各地を巡回し、特にショッピ
ングセンターや市役所、大学等の教育機関の他、
企業等にも巡回し、多くの方にご協力をいただ
いていると承知している。
足りているか、もっと増やせばさらに献血に
ご協力いただける方が増えるのかといったあた
りは、今お答えできるデータがありません。
（7）献血推進計画の必要血液量は、何を根拠に
した数字なのか伺う。
滋賀県献血推進計画における必要血液量は、
近畿２府４県の全必要量を各府県に割り振られ
た数字となっている。具体的には、全必要量の
８割を各府県の前々年度の実績から、また２割
を各府県の人口から割り振ったものと承知して
いる。

（8）推進計画では若年層献血者の確保や「はた
ちの献血」キャンペーン、
『特に高校生、大
学生への啓発を行うことで若年層献血者の
確保を図る』とあるが、本年度の具体的な
取り組み状況を伺う。
「はたちの献血」キャンペーンにおいては、
若者向けの啓発資材を作成し、市町が実施する
成人式などで配布している。
また、県内の高等学校に対しては、学校にお
ける献血学習と学校献血を実施いただくよう依
頼をしている。さらに、平成28年度は新たな
事業として県内の高校生を対象とする「献血ポ
スターコンクール」を実施している。
大学生向けには、滋賀県学生献血推進協議会
へ献血推進事業を委託して、
献血の呼びかけや、
啓発資材の配布を行っている。また、滋賀県赤
十字血液センターと共に、直接大学を訪問し、
大学での献血に協力いただくよう依頼を行って
いる。
（再質問）
今後は、10代○.○%、20代○.○%な
どの具体的な数値（献血率目標）を推
進計画に盛り込むべきではないか。
若年層の献血率の向上は大変重要な課題であ
ることから、県と関係機関の取り組みをより一
層強化するために10代・20代の献血率の目標
を献血推進計画に盛り込んでいくことについ
て、今後、滋賀県献血推進協議会の場で諮って
意見を聞いた上で取り組んでいきたいと考えて
いる。
（9）これまで以上に県立高校においての啓発は
もとより、実施においても積極的に取り組
む必要があると考えるが知事の姿勢を伺う。
今日ご提起いただいたことを踏まえて、どう
いう対策が必要なのか、有効なのか検討させて
いただきたい。将来の献血者を確保すること、
必要な血液量を確保することは、喫緊の課題
であると認識している。まずは高校生を始め、
10代の方に献血をしていただくことが将来の
献血者の確保につながるものと考えている。
滋賀県は大学も多数ありますし、高校献血に
対して十分な取り組みができているのかという
課題もあることから、滋賀県血液センターはも
とより県教育委員会との連携も図りながら、学
校、PTA等の理解と協力が得られるよう、積
極的に取り組んで参りたい。
滋賀県の10代・20代の献血率をご存知
ですか？？
なんと、10代・20代ともに47都道府県
中46位。
。
。
（>_<）
全国的にも若者の献血は減っており、
2027年には85万人分の献血者が不足する
と試算されています。
滋賀の若者よ！！立ち上がれ!!!

平成28年

11月 ●定例会議

竹村 健／一般質問要旨と県側の回答

「やまのこ事業について」
（1）やまのこ事業の意義、目的について伺う。
平成18年度からスタートさせた森林環境学
習「やまのこ」事業は、次の時代を担う子ども
たちが、
森林への理解と関心を深めるとともに、
人と豊かにかかわる力を育むことを目的に実施
しており、これまで延べ12万人あまりの児童
が体験してきた。
県下ほぼすべての小学校４年生が森林に入
り、木や草花等に触れることで、森林に対する
興味や親しみを持ったり、ある意味では危険を
感じたり、それを回避する能力を身につけるほ
か、森林体験活動を通して、ともに協力し合う
ことの大切さを実感できるプログラムとなって
いる。
本事業は、滋賀の子どもたちが、豊かな人間
性や社会性を育む上で、大変意義深い取組であ
ると認識している。
（2）
主な経費の内訳について伺う。
平成28年度当初予算では、
「やまのこ」事業
における経費として１億円を超える予算を計上
しており、財源としては、琵琶湖森林づくり県
民税を活用させていただいている。
その主な経費は、小学校の参加に対する助成
と、
「やまのこ」事業の受入施設に対する助成
とに大別できる。
このうち、小学校の参加に対する助成として
は、各小学校が「やまのこ」事業を実施するた
めに必要なバス代等の「移動経費」や、事前事
後におこなう「学習経費」を、また、
「やまのこ」
事業受け入れ施設に対する助成としては、専任
指導員や地域サポーターに係る「人件費」や、
万が一の事故に備えた「傷害保険加入費」
、あ
るいは「教材費」や「受入施設の小修繕経費」
等を対象としている。
（3）専任指導員、地域サポーターの報酬はどう
なっているのか。
報酬の中身について、県では、滋賀県森林・
林業関係補助金交付要綱で、その補助上限額を
定めている。
専任指導員の場合、通勤費や共済費などを対
象として、これを含めて月額23万円以内、地
域サポーターの場合には、日当相当として１回
あたり９千円以内と定めている。
これらの補助上限額を参考として、
「やまの
こ」事業の主体である市町あるいは市町から委
託を受けた施設管理者において、具体的な金額
を決定いただいている。
（4）専任指導員とサポーターそれぞれの役割に
ついて伺う。
専任指導員は、
受入施設における「やまのこ」
事業の責任者であり、現在、県内８施設で２名
ずつ配置されている。

具体的には、各小学校と連携して行う児童に
対する指導、事業実施計画の作成支援、日程調
整等のほか、地域サポーターの手配も行う等、
事業推進にあたり中心的な役割を担っている。
また、地域サポーターについては、現在、県
内８施設で、合計87名の方が登録されている。
地域の実情に応じて事業の実施時に必要な人員
が配置されており、専任指導員や学校の教員だ
けでは目が行き届かず、児童の安全確保面から
も応援が必要と専任指導員が判断した際に、現
地での指導を補助する役割を担っていただいて
いる。
（5）専任指導員・地域サポーターなどに研修は
行なっているのか。
研修としては、県の方で、年３回「専任指導
員・地域サポーター研修」を実施している。
その参加状況については、３回ともほぼすべ
ての専任指導員が出席されており、また、地域
サポーターも各回10名から30名程度、参加を
いただいている。
（6）専任指導員と地域サポーターの採用方法と
雇用形態について伺う。
「やまのこ」の事業主体は市町であるため、
専任指導員、地域サポーターとも、採用方法や
雇用形態は、市町あるいは市町から委託を受け
た施設管理者ごとの判断で決定されている。
このうち、専任指導員については、市町が直
接採用されている場合と、市町から委託を受け
た施設管理者が採用されている場合に大別でき
る。ハローワークを通じて求人する場合には、
自然に関する知識や活動経験等を問い、森林環
境学習のための指導能力などを確認しているこ
とが多いようである。
また、その雇用については、おおむね任期は
「１年更新」、勤務形態は「週５日勤務」とされ
ているほか、報酬についてはそれぞれ様々であ
る。
次に、地域サポーターについては、全市町・
施設において、希望者から随時登録を受け付け、
必要な時に日々雇用を行うという取扱いとされ
ている。
（7）各施設における利用児童数の割合について
伺う。
受入施設ごとに利用児童数には差異がある。
具体的に言うと、宿泊利用と日帰り利用とがる
が、両者を合わせた合計数で見ると、利用が最
も多い施設では41校、約3,300人、率にして全
体の約25％を占めている。
また、最も少ない施設では15校、約400人と、
率にして全体の約３％の児童を受入れておられ
るという状況である。
（8）施設により利用児童数に偏りがあるのはや
むを得ないが、各施設でバランスはとれて
いるのか。
施設ごとに児童数のばらつきがあるというの
は、ご指摘のとおり。
その主な理由としては、例えば、受入施設側
にとっては収容能力や立地場所といった施設特
性がありますし、あるいは施設を利用する側で
ある小学校側にすると、その規模やご意向と

いった個別事情などが挙げられる。
このような様々な事情に応じて、それぞれの
市町、それぞれの施設で、指導員やサポーター
を雇用されていると存じますが、利用児童数の
ばらつきが生じることは一定やむを得ないもの
と考えているが、今後とも受入施設側あるいは
参加小学校側の事情をよく伺いながら、必要な
対応を果たして参りたい。

（9）日帰りと一泊二日の２とおりのパターンが
あるのはなぜか、伺う。
「やまのこ」事業を日帰りで体験するか、一
泊二日で実施されるかについては、参加側の各
小学校が選択できることとしている。
一泊二日で実施するメリットとしては、自然
にじっくり触れながら五感を通した体験ができ
る、特に都市部の児童にとっては、夜間に虫の
音や動物の鳴き声を聞くなど非日常の体験がで
きること、また、雨が降ってもプログラムに融
通を利かせられるだけの時間的な余裕があるこ
と等が挙げられる。
一方で、小学校の近隣に宿泊できる受入施設
がないという場合や、児童が多くて宿泊を伴う
カリキュラムが組みづらいという場合もあるな
ど、学校の置かれた事情は様々という現状に鑑
み、まずはすべての学校に「やまのこ」に取り
組んでいただきたいとの思いから、日帰りの選
択肢も設けている。
（10）各施設で機能統一を図る必要があるので
はないか。
各施設が一定レベル以上の品質や能力を確保
することは大切なことと考えている。
このため、事業効果を最大限発揮するために
も、カリキュラムの充実は重要であると考えお
り、県からは標準的な学習分野として、「森に
親しむ学習」
「森づくり体験学習」
「森の恵み利
用学習」
「森のレクチャー」という４つのこと
を提示して、そのうえで施設独自の創意工夫を
図っていただいている。
また、
専任指導員のスキルアップに向けては、
年に３回、県が「専任指導員・地域サポーター
研修」を開催している。そこでは、今日的話題
の講習や効果的な指導方法の共有化等に取り組
むとともに、施設担当者同士の横のつながりに
よる情報交換にもつなげている。
受入施設のハード面での機能向上に向けて
は、施設からの具体的なご相談を良く伺いなが
ら、今後とも整備に対する国の支援制度をご紹
介するといった形で、きめ細かな対応に心掛け
て参ります。

