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厚生労働省としての地方創生の基本的指針に係る施策・事例 

 

事項 施策・事例 

Ⅰ.雇用制度・雇用対策に関する取り組み方針  

① 産業・雇用創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の歴史・文化、地理的特性、

資本や労働等の既存資源等の

現状の把握・分析。地域固有の

比較優位性を備えた競争力の

ある産業分野の選定。 

ドイツにおける都市再生（比較優位な地域資源を分析し最大限活

用した事例） 

http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/130926_iwamoto.pdf 

徳島の IT 企業誘致（全国トップクラスの情報通信インフラを活

用した企業誘致） 

http://www.pref.tokushima.jp/promoting/special-johotusin.

html 

外部の目利きのできる人材の

活用 

地域おこし協力隊・集落支援員・復興支援員・外部専門家（総務

省ＨＰ） 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyouse

i/02gyosei08_03000073.html 

地域資源の掘り起こしやその

活用による産業興し、雇用創出

についての好事例 

地域社会雇用創造事業（内閣府ＨＰ） 

http://www5.cao.go.jp/keizai1/koyou/chiiki/chiiki.html 

地域の産業・雇用創出をマネジ

メントするための「産官学金

労」等が連携した組織の整備。 

航空宇宙産業クラスター（特区推進協議会を産官学金労で構成） 

http://www.pref.aichi.jp/kikaku/sogotokku/system/files/do

wnload_02.pdf 

神戸医療産業都市（日本最大のバイオメディカルクラスターに成

長） 

http://www.kobe-lsc.jp/develop 

コマツ（本社機能を東京から小松市へ移転。第２回まち・ひと・

しごと創生に関する懇談会資料５） 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/kondankai/dai2/gi

jisidai.html 

経済圏域を牽引出来る産業・雇

用創出という観点に基づいた

雇用政策 

地域の自主性及び創意工夫を

活かした雇用創造を促進 

厚労省の実践型地域雇用創造事業 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000004851

0.html 

地方における企業拠点の強化

を促進する税制措置の活用 

27年度税制改正要望（雇用促進税制の見直しなどによる地方拠点

強化税制の創設） 

○厚生労働省 HP：雇用促進税制の拡充 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12601000-Seis

akutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/00000556

68_3.pdf （p.4） 

（参考）経済産業省 HP：地方拠点強化税制の全体像 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kig

youkodou/02.pdf （p.18～20） 

地方出身の若者や地方大学の

学生の地方企業への就職促進 

地域しごと支援事業（地域住民支援交付金のメニュー例） 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/seikatsusien/dai1

/siryou8.pdf （p.14） 

厚労省の「地域しごと創生プラン」による地方就職希望者の掘り

起こし（H27予算案に新規に盛り込まれたもの） 

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/15syokanyosan/dl/gai

yo-06.pdf （p.6） 

移住相談をワンストップで対応する高知県の取組（移住・交流コ

ンシェルジュ） 

http://www.pref.kochi.lg.jp/~chiiki/iju/concierge.shtml 

若者雇用に係る厚労省の支援（地方の中小企業の魅力を発信する

若者応援企業宣言の活用、全国の新卒応援ハローワーク等を通じ

た学卒者募集など） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_rou

dou/koyou/jigyounushi/page07.html 

都市部の大学等から地方企業

への就職を促進 

地方企業や大学と連携した地

域人材育成 

「仕事」「住まい」「暮らし」を

セットで提供する UI ターン支

援 

 

厚労省の人材の地方移動支援 

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/chihou_ido

u/ 

島根の UIターン（くらしまねっと） 

http://www.kurashimanet.jp/ 

別添 
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地方の企業における優秀な人

材の確保や定着の実現に向け

た支援 

非正規雇用労働者のキャリアアップに取り組む事業主に対する

厚労省の支援 

正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を通じた優秀

な人材の確保を支援（キャリアアップ助成金） 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shok

ugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000060817.pdf 

優秀な人材の確保のため、非正規雇用労働者のキャリアアップ支

援をお考えの事業主に参考となる好事例等の紹介（契約社員、パ

ート、派遣社員などのキャリアアップガイド） 

http://www.hiseikikoyou.jp/ 

パートタイム労働者の雇用管理を改善するための各種ツールや

短時間正社員制度の導入・運用を支援するための情報、他社の事

例などの紹介（パート労働ポータルサイト） 

http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/ 

夫婦共働きの子育て世帯の労

働者に対する企業の両立支援

（育児休暇の取得・短時間勤務

の推進、事業所内保育施設の整

備など） 

厚労省の両立支援の助成金 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyo

ukintoujidoukateikyoku/0000059698.pdf 

イクメンプロジェクト 

http://ikumen-project.jp/index.html 

厚生労働省委託事業「両立支援のひろば」 

http://www.ryouritsu.jp/ 

フレキシブルな働き方の支援

（テレワークの普及促進など） 

厚労省の多様な就労支援 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_rou

dou/roudoukijun/shigoto/index.html 

有限会社 COCO-LO 

http://www.diversity100sen.go.jp/practice/pdf/94cocola.pd

f 

マイクロソフト（テレワーク） 

http://www.microsoft.com/ja-jp/office/365/telework2014/de

fault.aspx 

多様な就労形態による高齢者

雇用の充実 

厚労省の高齢者雇用対策 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_rou

dou/koyou/koureisha/index.html 

柏市の生きがい就労 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/060200/p008608.html 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002yrrs-att/2r9

852000002yrwb.pdf 

 障害がある人の雇用の場の創

設や就労の安定化に向けた施

策 

岡山県総社市（障がい者千人雇用） 

http://www.city.soja.okayama.jp/fukushi/shogaisha/sennink

oyou/sennin_top.html 

② 人材確保・人材育成 地域や企業が必要とする人材

確保のためのマッチング支援 

厚労省の地域しごと創生プラン（再掲） 

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/15syokanyosan/dl/gai

yo-06.pdf （p.6） 

職業紹介（ハローワークと地方自治体のワンストップ支援事業） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000005417

1.html 

公共職業訓練について 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/jarnal/tokusyu/2009_

04.html 

人材育成に取り組む事業主に向けた厚労省の支援（「人材育成支

援策」のご案内） 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shok

ugyounouryokukaihatsukyoku/0000063275.pdf 

処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金（中小企業労働環境向

上助成金） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_rou

dou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html 

厚労省の多様な就労支援【再掲】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_rou

dou/roudoukijun/shigoto/index.html 

厚労省の働き方・休み方ポータルサイト 

http://work-holiday.mhlw.go.jp/ 

地域や企業が必要とする人材

の能力開発支援 

地域や企業が必要とする魅力

ある職場作り支援 

人口減少が著しい地域におけ

る医療、介護、福祉分野の人材

確保 

地域しごと支援事業（地域住民支援交付金のメニュー例）【再掲】 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/seikatsusien/dai1

/siryou8.pdf （p.14） 

Ⅱ.少子化対策に関する取り組み方針  

① 子育て支援 結婚を希望する者への出会い いばらき出会いサポートセンター推進事業 
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の場の提供 http://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/marriage01/ 

その他の自治体の事業例 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/taikou/k_

2/pdf/s7.pdf 

各都道府県の結婚支援について 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/taikou/k_

2/pdf/s6-2.pdf 

多子世帯に重点化した経済的

支援（保育料の軽減等） 

兵庫県（多子世帯の保育料軽減） 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw10/hw10_000000071.html 

福井県（第３子以降の経済的支援） 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/threechildren/sann

inko-project.html 

 企業の福利厚生を活用した経

済的支援（育児休業給付の上

乗せ等） 

ダイキン（育児サービス利用の費用補助の例） 

http://www.daikin.co.jp/press/2007/070528/ 

厚労省の育児休業給付の引き上げ 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shok

ugyouanteikyoku/0000042797.pdf 

 

新制度における多様な保育サ

ービスの効果的な組み合わせ 

子ども子育て支援新制度 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/ 

地域の少子化対策について 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/kihonseisaku/dai1

/s6.pdf 

近隣自治体と連携した保育基

盤整備 

市町村における先駆的な事例（熊本県嘉島町） 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsum

eikai/h240918/pdf/s9-10.pdf 

企業とも連携した受け皿整備

（事業所内保育所の設置な

ど） 

厚労省の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/ho

iku-riifu.pdf 

札幌市の事業所内保育施設設置促進事業（国の補助金に上乗せ） 

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/jisedai/wlb/hoiku.html 

 

地域の小児・周産期医療の確

保等も含めた包括的な子育て

支援環境の整備 

小児医療体制を確保する 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measur

es/w-2014/26webhonpen/html/b2_s2-3-1.html 

「子育て世代包括支援センタ

ー」等のワンストップ拠点整

備 

和光市ネウボラ 

http://www.city.wako.lg.jp/home/fukushi/kodomo/ninshin-sh

ussan/neuvola.html 

名張版ネウボラ 

http://www.city.nabari.lg.jp/ct/other000031500/149000850-

11-2-2-3.pdf 

浦安市子育てケアプラン 

http://www.city.urayasu.lg.jp/_res/projects/default_proje

ct/_page_/001/003/591/keikakugaiyounado.pdf 

子育て支援環境に関するデー

タの「見える化」 

子育てしやすい街特集 

http://www.stepon-contents.jp/contents/special/archives/0

24307.html 

施設や人材の合理化・効率化 市町村における先駆的な事例（高知県大川村） 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsum

eikai/h240918/pdf/s9-10.pdf 

親世代の住み替え支援による

同居・近居の実現 

国交省の住み替え支援事業（借上主体が、高齢者の所有する住宅

を借り上げて、子育て世帯等へ転貸） 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/sumika

e/sumikae_top.htm 

移住住み替え支援機構の取り組み（50歳以上のシニアを対象にマ

イホームを借上げ、賃貸住宅として転貸するシステム） 

http://www.jt-i.jp/ 

 

② ワークライフバランス 企業と連携したワークライフ

バランス実現に向けた取り組

み（朝型勤務時間の設定、コ

ンプレストワークウィーク、

テレワークなど） 

厚労省の多様な就労支援（再掲） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_rou

dou/roudoukijun/shigoto/index.html 

男性の育児休業の取得促進に

向けた施策（パパクォータ制

度など） 

パパクォータ制度（ノルウェー、スウェーデン等） 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0701-6a_0004.pdf 

イクメンプロジェクト（再掲） 

http://ikumen-project.jp/index.html 

http://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/marriage01/
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/taikou/k_2/pdf/s7.pdf
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/taikou/k_2/pdf/s7.pdf
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/taikou/k_2/pdf/s6-2.pdf
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/taikou/k_2/pdf/s6-2.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw10/hw10_000000071.html
http://www.daikin.co.jp/press/2007/070528/
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h240918/pdf/s9-10.pdf
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h240918/pdf/s9-10.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/hoiku-riifu.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/hoiku-riifu.pdf
http://www.city.sapporo.jp/kodomo/jisedai/wlb/hoiku.html
http://www.city.wako.lg.jp/home/fukushi/kodomo/ninshin-shussan/neuvola.html
http://www.city.wako.lg.jp/home/fukushi/kodomo/ninshin-shussan/neuvola.html
http://www.city.nabari.lg.jp/ct/other000031500/149000850-11-2-2-3.pdf
http://www.city.nabari.lg.jp/ct/other000031500/149000850-11-2-2-3.pdf
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h240918/pdf/s9-10.pdf
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h240918/pdf/s9-10.pdf
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/sumikae/sumikae_top.htm
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/sumikae/sumikae_top.htm
http://www.jt-i.jp/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/index.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0701-6a_0004.pdf
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リーディングカンパニーの先

駆的な取り組みを分析し、企

業に広く普及 

両立支援に取り組む企業の事例 

http://www.ryouritsu.jp/bn02.html 

Ⅲ.医療・介護、福祉サービスの基盤整備に関する取り組み方針  

① 医療・介護 医療と介護の一体的な改革 医療と介護の一体的な改革（厚労省ＨＰ） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000006071

3.html 

コンパクトシティの形成（市

役所、医療、福祉、商業、教

育等の都市機能や居住機能を

都市の中心部や生活拠点等に

誘導） 

富山市マスタープラン（コンパクトシティの例） 

http://www.mlit.go.jp/common/000997707.pdf 

 

安心を支える「生活支援」 豊中市安心生活創造事業 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000waqz-att/2r9

852000000watv.pdf 

地域包括ケアシステムと地域

医療構想の具現化 

厚労省の地域医療介護総合確保基金 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000006806

5.html 

厚労省の地域包括ケア取り組み事例 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo

/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/model.pdf 

 

高齢者等の所有する戸建て住

宅等を子育て世帯等へ賃貸す

ることの円滑化 

国交省の住み替え支援事業（再掲） 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/sumika

e/sumikae_top.htm 

移住住み替え支援機構の取り組み（再掲） 

http://www.jt-i.jp/ 

 

高齢者の高齢期の生活に適し

た住宅への住み替え（都市部

から地方への早めの住み替え

など） 

ゆいまーる那須など（株式会社コミュニティネット「ゆいまーる

シリーズ」） 

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w

eb&cd=3&ved=0CCMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.murc.jp%2Fuplo

ads%2F2014%2F05%2Fkoukai_140513_c10.pdf&ei=2ArrVKiiHIXEmA

XI2oGQBw&usg=AFQjCNF9S3EkUGZjvQArYbAacnSdpu8lRg&sig2=ByXs

k4y64JrHWr6YUq1Qpg&bvm=bv.86475890,d.dGY&cad=rja 

介護支援ボランティアポイン

ト 

稲城市介護支援ボランティア制度 

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/kaigohoken/kaigosie

n/index.html 

社会福祉法人等による移動支

援サービス等の提供（「福祉有

償運送」のスキームの活用な

ど） 

福祉有償運送（岡山県） 

http://www.pref.okayama.jp/page/334378.html 

 

スマートウェルネスシティの

構築 

Smart Wellness City Project 

http://www.swc.jp/ 

②福祉 高齢者福祉、障害者福祉、児

童福祉など縦割りで提供され

ている福祉サービスの融合化 

新生会サンビレッジ岐阜「サンサンタウン」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000372uj-att/2r9

85200000372zr.pdf 

富山型デイサービス 

http://www.toyama-kyosei.jp/pamphlet/ 

フィンランドのラヒホイタヤ（職種統合の例） 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kinkyukoyou/suisinteam/T

F/kaigo_dai2/siryou2.pdf 

中山間地域における「小さな

拠点」の形成 

高知県の「小さな拠点」整備の例 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111601/files/20140425

00174/141022sousei.pdf 

被災地における「地域共生拠点」整備の例 

http://www.murc.jp/uploads/2013/04/koukai130424_01.pdf 

 生活困窮者対策における働く

場等の開発 

生活困窮者自立支援制度（厚労省ＨＰ） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000005942

5.html 

釧路市自立支援プログラム 

http://www.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/fukushi/seikatsuhog

o/0005.html 

 医福食農連携 農林水産省 HP（医福食農連携） 

http://www.maff.go.jp/j/keikaku/ifukushokunou.html  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html
http://www.mlit.go.jp/common/000997707.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068065.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068065.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/model.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/model.pdf
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/sumikae/sumikae_top.htm
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/sumikae/sumikae_top.htm
http://www.jt-i.jp/
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.murc.jp%2Fuploads%2F2014%2F05%2Fkoukai_140513_c10.pdf&ei=2ArrVKiiHIXEmAXI2oGQBw&usg=AFQjCNF9S3EkUGZjvQArYbAacnSdpu8lRg&sig2=ByXsk4y64JrHWr6YUq1Qpg&bvm=bv.86475890,d.dGY&cad=rja
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.murc.jp%2Fuploads%2F2014%2F05%2Fkoukai_140513_c10.pdf&ei=2ArrVKiiHIXEmAXI2oGQBw&usg=AFQjCNF9S3EkUGZjvQArYbAacnSdpu8lRg&sig2=ByXsk4y64JrHWr6YUq1Qpg&bvm=bv.86475890,d.dGY&cad=rja
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.murc.jp%2Fuploads%2F2014%2F05%2Fkoukai_140513_c10.pdf&ei=2ArrVKiiHIXEmAXI2oGQBw&usg=AFQjCNF9S3EkUGZjvQArYbAacnSdpu8lRg&sig2=ByXsk4y64JrHWr6YUq1Qpg&bvm=bv.86475890,d.dGY&cad=rja
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.murc.jp%2Fuploads%2F2014%2F05%2Fkoukai_140513_c10.pdf&ei=2ArrVKiiHIXEmAXI2oGQBw&usg=AFQjCNF9S3EkUGZjvQArYbAacnSdpu8lRg&sig2=ByXsk4y64JrHWr6YUq1Qpg&bvm=bv.86475890,d.dGY&cad=rja
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.murc.jp%2Fuploads%2F2014%2F05%2Fkoukai_140513_c10.pdf&ei=2ArrVKiiHIXEmAXI2oGQBw&usg=AFQjCNF9S3EkUGZjvQArYbAacnSdpu8lRg&sig2=ByXsk4y64JrHWr6YUq1Qpg&bvm=bv.86475890,d.dGY&cad=rja
http://www.pref.okayama.jp/page/334378.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000372uj-att/2r985200000372zr.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000372uj-att/2r985200000372zr.pdf
http://www.toyama-kyosei.jp/pamphlet/
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kinkyukoyou/suisinteam/TF/kaigo_dai2/siryou2.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kinkyukoyou/suisinteam/TF/kaigo_dai2/siryou2.pdf
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111601/files/2014042500174/141022sousei.pdf
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111601/files/2014042500174/141022sousei.pdf
http://www.murc.jp/uploads/2013/04/koukai130424_01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html

