
【必須事業】広域的な支援事業（地域生活支援事業）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

1 北海道 × × × × ×

2 青森県 × × × × ×

3 岩手県 × × × × ×

4 宮城県 × × × × ×

5 秋田県 × × × × ×

6 山形県 × × × × ×

7 福島県 × × × × ×

8 茨城県 × × × × ×

9 栃木県 × × × × ×

10 群馬県 × × × × ×

11 埼玉県 × × × × ×

12 千葉県 ○ × × × ×

13 東京都 × ○ ○ ○ ○

14 神奈川県 × × × × ×

15 新潟県 × × × × ×

16 富山県 × ○ ○ × ×

17 石川県 × × × × ×

18 福井県 × × × × ×

19 山梨県 × × × × ×

20 長野県 × × × × ×

21 岐阜県 × × × × ×

22 静岡県 ○ ○ × × ×

23 愛知県 × × × × ×

24 三重県 ○ × × ○ ×

25 滋賀県 × × × × ×

26 京都府 × × × × ×

27 大阪府 × × × × ×

28 兵庫県 × × × × ×

29 奈良県 × × × × ×

30 和歌山県 ○ × ○ ○ ×

31 鳥取県 × × × × ×

32 島根県 × × × × ×

33 岡山県 × × ○ ○ ○

34 広島県 × × × × ×

アウトリーチ事業
番号 自治体

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

35 山口県 × × × × ×

36 徳島県 × × × × ×

37 香川県 × × × × ×

38 愛媛県 × × × × ×

39 高知県 × × × × ×

40 福岡県 × × × × ×

41 佐賀県 × × × × ×

42 長崎県 × × × × ×

43 熊本県 × × × × ×

44 大分県 × × × × ×

45 宮崎県 × × ○ × ×

46 鹿児島県 × × × × ×

47 沖縄県 × × × × ×

48 札幌市 × × × × ×

49 仙台市 × × × × ×

50 さいたま市 × × × × ×

51 千葉市 × × × × ×

52 横浜市 × × × × ×

53 川崎市 × × × × ×

54 相模原市 × × × × ×

55 新潟市 × × × × ×

56 静岡市 × × × × ×

57 浜松市 × × × × ×

58 名古屋市 × × × × ×

59 京都市 × × × × ×

60 大阪市 × × × × ×

61 堺市 × × × × ×

62 神戸市 × × × × ×

63 岡山市 × × × × ×

64 広島市 × × × × ×

65 北九州市 × × × × ×

66 福岡市 × × × × ×

67 熊本市 × × × × ×

4 3 5 4 2合計

アウトリーチ事業
番号 自治体

【精神障害者地域生活支援広域調整等事業】アウトリーチ事業 ※実施主体：都道府県・指定都市


経年変化

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										ピアサポートの活用(事業) ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		○		○		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		○		○		○		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		○		○		○		?

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		○

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		○		○		×		○		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		○		○		○		○		○

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		○		○		○		○		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		○		×		○		○		○

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		○		×		○		○		○

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		×		○		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		29		25		29		29		19



















































































H30年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の３０年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		○		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		×		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		×		×		×		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○		×		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		×		×		×		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○		×		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		?		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		×		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				2		24		2		19		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		○		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		○		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		○		×		×		×						平成30年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H29年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２９年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		○		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		○		×		○		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				3		26		4		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成29年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H28年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２８年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		○		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		○		×		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		○		×		○		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		○		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		×		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		○		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		○		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×				42		長崎県		×		×		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				4		26		5		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		○		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成28年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×















































































































































































H27年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２７年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×				24		三重県 ミエケン		○		×		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		○

		2		青森県 アオモリケン		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		×		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		×		○				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×				42		長崎県		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				28		3		25

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		×		○				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成27年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































H26年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２６年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ																																【参考４】

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		○				24		三重県 ミエケン		×		○		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		○

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		○		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		○		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		○				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		○		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		×		×				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		○

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		○				42		長崎県		○		×		○				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		○		×		○

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				35		4		29

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		○

		23		愛知県 アイチケン		○		×		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成26年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































アウトリーチ

		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																																																																（ウ）委託について イタク

																																						精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				診療所 シンリョウジョ																				訪問看護 ホウモン カンゴ																				相談支援事業 ソウダン シエン ジギョウ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				精神保健福祉センター セイシン ホケン フクシ																				保健所 ホケンジョ																				その他 タ

		県名番号 ケンメイ バンゴウ		県名 ケンメイ		研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

				和歌山県 ワカヤマケン		ピアサポ養成研修 ヨウセイ ケンシュウ		3		11		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		18		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









































精神障害者支援研修

		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ										（ア）概要について ガイヨウ																																		（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																														精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				相談支援事業所 ソウダン シエン ジギョウショ																				サービス支援事業所 シエン ジギョウショ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				行政（市町村・保健所等） ギョウセイ シチョウソン ホケンジョ ナド																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容⑤ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		31		74		756		ピアサポ研修 ケンシュウ		3		11		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		97		52		20		1		0		0		0		15		0		5		0		39		0		0		95		166		0		0		0		0		2		4		0		0		25		0		0		51		0		8		4		0		0		0		5		0		0		6		0		65		0		0		0		0		11		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		公益財団法人（１） コウエキ ザイダンホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン

		4		宮城県 ミヤギケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		3.5		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		30		0		0		2		0		1		1																																																																28				1						2				3		4		0		5		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0

		5		秋田県 アキタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		6.5		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		7		12		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		0		0		0		0		0		0		1		5		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		1		14		0		0		0		0		0		0		9		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		医療法人（３） イリョウ ホウジン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		6		山形県 ヤマガタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		12		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		19		0		0		13		0		0		0		1		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		1		2		0		0		0		0		0		14		特定非営利法人（１） トクテイ ヒエイリ ホウジン		長期入院者に対する支援体制の強化、精神科病院や相談支援事業所を対象とした研修会の開催 チョウキ ニュウインシャ タイ シエン タイセイ キョウカ セイシンカ ビョウイン ソウダン シエン ジギョウショ タイショウ ケンシュウカイ カイサイ

		10		群馬県 グンマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		1.5		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		15		31		3		1		0		0		6		4		0		0		0		2		0		0		9		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		医療法人（１） イリョウ ホウジン		地域移行支援普及啓発事業 チイキ イコウ シエン フキュウ ケイハツ ジギョウ

		11		埼玉県 サイタマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		30		96		711		ピアサポ研修 ケンシュウ		24		128		815		退院支援 タイイン シエン		1		4		25		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		45		63		0		0		3		0		0		25		0		3		0		71		0		0		93		53		0		8		0		5		5		32		0		0		4		0		0		26		2		2		3		0		0		0		15		0		0		20		1		197		3		96		0		0		0		0		0		78		0		0		7		3		0		0		0		26		0		620		0		0

		13		東京都 トウキョウト		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		8		33.5		59		0		0		0		0		退院支援 タイイン シエン		2		6		263		改正精神保健福祉 カイセイ セイシン ホケン フクシ		1		6		259		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63		一般社団法人（１）社会福祉法人（１） イッパン シャダンホウジン シャカイ フクシ ホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること。精神科病院実習、地域実習 チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン セイシンカ ビョウイン ジッシュウ チイキ ジッシュウ

		16		富山県 トヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		5		13.5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2		富山県精神保健福祉協会 トヤマケン セイシン ホケン フクシ キョウカイ		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		23		愛知県 アイチケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		5.5		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		6		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		2.5		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		障害者支援 ショウガイシャ シエン		5		11.5		161		0		0		1		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		14		0		0		11		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7		5		1		0		0		12		0		0		10		0		14		0		3		0		0		0		0		0		0		0		13		6		0		0		0		5		19		0		53		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		6.5		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		10		4		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		36		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1		2		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		9		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		17		3		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		18		51		15		退院支援 タイイン シエン		1		6		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		9		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		0		15		0		0		0		3		9		0		0		0		22		3		2		社会福祉法人あすなろ福祉会　スピーカーズ・ビューロー岡山 シャカイ フクシ ホウジン フクシカイ オカヤマ		ピアサポーター養成研修事業（基礎編）ピアサポーター養成研修事業（応用編） ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ キソヘン ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ オウヨウヘン

		35		香川県 カガワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		14		28		232		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		2		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		11		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		29		1		2		0		0		0		0		0		27		0		0		0		1		0		0		5		0		0		163		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		8.5		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		15.5		192		ピアサポ研修 ケンシュウ		2		9		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		50		36		23		3		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7		3		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		0		0		0		6		30		3		42		公益社団法人沖縄県精神保健福祉連合会　一般社団法人沖縄県精神保健福祉士協会 コウエキ シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシ レンゴウカイ イッパン シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシシ キョウカイ		ピアサポーター養成研修事業の実施　平成26年度地域移行支援のための多職種合同支援研修事業の実施 ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ジッシ ヘイセイ ネンド チイキ イコウ シエン タ ショクシュ ゴウドウ シエン ケンシュウ ジギョウ ジッシ

		59		京都市 キョウト シ		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		3		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		9		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		8		京都市中部障害者地域生活支援センターなごやか キョウトシ チュウブ ショウガイシャ チイキ セイカツ シエン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ



















精神科訪問看護

		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																						医療機関 イリョウ キカン																				訪問看護ステーション ホウモン カンゴ																				行政機関 ギョウセイ キカン																				教育 キョウイク																				福祉施設 フクシ シセツ																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		13		東京都 トウキョウト		精神科訪問看護研修会 セイシンカ ホウモン カンゴ ケンシュウカイ		5		35		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		一般社団法人（１） イッパン シャダンホウジン		精神訪問看護に関する研修会 セイシン ホウモン カンゴ カン ケンシュウカイ









































H30精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		652		→		0		839		0

		2		青森県 アオモリケン		103		→		0		98		0

		3		岩手県 イワテケン		95		→		0		181		0

		4		宮城県 ミヤギケン		59		→		0		62		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		215		0

		8		茨城県 イバラギケン		330		→		0		0		0

		9		栃木県 トチギケン		190		→		0		206		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		1199		→		0		0		0

		12		千葉県 チバケン		その他事業でピアサポ養成研修13人		→		0		0		0

		13		東京都 トウキョウト		439		→		0		108		0

		14		神奈川県 カナガワケン		33		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		911		→		0		1021

		16		富山県 トヤマケン		118		→		0		114		27

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		103		→		0		110		0

		20		長野県 ナガノケン		111		→		0		67		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		226		→		0		132		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		41		0

		24		三重県 ミエケン		525		→		0		612		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		179		→		0		138		0

		31		鳥取県 トットリケン		73		→		0		100		13

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		561		→		85		0		0

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		87		→		0		129		0

		38		愛媛県 エヒメケン		12		→		0		10		0

		39		高知県 コウチケン		166		→		0		235		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		92		→		0		168		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		257		→		0		216		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				6521		→		85		4802		40





H29精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業 

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H2９年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		652		0

		2		青森県 アオモリケン		103		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		74		→		0		95		0

		4		宮城県 ミヤギケン		35		→		0		59		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		344		→		0		330		0

		9		栃木県 トチギケン		161		→		0		190		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		776		→		0		1199		0		相談支援専門員への研修がメイン ソウダン シエン センモンイン ケンシュウ

		12		千葉県 チバケン		その他事業でピアサポ養成研修11人		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修13人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		555		→		0		300		139

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		911		0

		16		富山県 トヤマケン		131		→		0		89		29

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		98		→		0		103		0

		20		長野県 ナガノケン		133		→		0		111		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		129		→		0		226		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		388		→		0		525		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		192		→		57		122		0

		31		鳥取県 トットリケン		96		→		0		32		41

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		335		→		59		502		0		251＋149＋36＋22＋44(ピアサポート養成のみ計上せず） ヨウセイ ケイジョウ				要確認 ヨウ カクニン

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		98		→		0		87		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		12		0

		39		高知県 コウチケン		118		→		0		166		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		79		→		0		92		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		307		→		0		257		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				4152		→		116		6196		209





H28精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H27年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		0		→		0		74		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		→				35		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		→		0		344		0

		9		栃木県 トチギケン		0		→		0		161		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		→		0		776		0

		12		千葉県 チバケン		0		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修11人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		177		→		0		300		255		238+62

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		0		0

		16		富山県 トヤマケン		67		→		0		99		32

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		→		0		98		0

		20		長野県 ナガノケン		0		→		0		133		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		→		0		129		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		→		0		388		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		→		0		192		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		→		0		96		0

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		→		61		274		0		161+113

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		→		0		98		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		→		0		118		0		23+19+13+81

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		→		0		79		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		→		0		307		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				244		→		61		3804		287
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経年変化

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										ピアサポートの活用(事業) ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		○		○		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		○		○		○		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		○		○		○		?

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		○

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		○		○		×		○		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		○		○		○		○		○

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		○		○		○		○		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		○		×		○		○		○

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		○		×		○		○		○

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		×		○		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		29		25		29		29		19



















































































H30年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の３０年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		○		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		×		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		×		×		×		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○		×		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		×		×		×		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○		×		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		?		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		×		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				2		24		2		19		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		○		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		○		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		○		×		×		×						平成30年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H29年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２９年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		○		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		○		×		○		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				3		26		4		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成29年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H28年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２８年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		○		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		○		×		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		○		×		○		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		○		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		×		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		○		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		○		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×				42		長崎県		×		×		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				4		26		5		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		○		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成28年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×















































































































































































H27年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２７年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×				24		三重県 ミエケン		○		×		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		○

		2		青森県 アオモリケン		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		×		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		×		○				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×				42		長崎県		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				28		3		25

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		×		○				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成27年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































H26年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２６年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ																																【参考４】

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		○				24		三重県 ミエケン		×		○		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		○

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		○		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		○		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		○				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		○		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		×		×				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		○

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		○				42		長崎県		○		×		○				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		○		×		○

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				35		4		29

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		○

		23		愛知県 アイチケン		○		×		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成26年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































アウトリーチ

		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																																																																（ウ）委託について イタク

																																						精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				診療所 シンリョウジョ																				訪問看護 ホウモン カンゴ																				相談支援事業 ソウダン シエン ジギョウ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				精神保健福祉センター セイシン ホケン フクシ																				保健所 ホケンジョ																				その他 タ

		県名番号 ケンメイ バンゴウ		県名 ケンメイ		研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

				和歌山県 ワカヤマケン		ピアサポ養成研修 ヨウセイ ケンシュウ		3		11		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		18		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









































精神障害者支援研修

		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ										（ア）概要について ガイヨウ																																		（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																														精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				相談支援事業所 ソウダン シエン ジギョウショ																				サービス支援事業所 シエン ジギョウショ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				行政（市町村・保健所等） ギョウセイ シチョウソン ホケンジョ ナド																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容⑤ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		31		74		756		ピアサポ研修 ケンシュウ		3		11		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		97		52		20		1		0		0		0		15		0		5		0		39		0		0		95		166		0		0		0		0		2		4		0		0		25		0		0		51		0		8		4		0		0		0		5		0		0		6		0		65		0		0		0		0		11		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		公益財団法人（１） コウエキ ザイダンホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン

		4		宮城県 ミヤギケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		3.5		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		30		0		0		2		0		1		1																																																																28				1						2				3		4		0		5		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0

		5		秋田県 アキタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		6.5		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		7		12		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		0		0		0		0		0		0		1		5		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		1		14		0		0		0		0		0		0		9		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		医療法人（３） イリョウ ホウジン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		6		山形県 ヤマガタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		12		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		19		0		0		13		0		0		0		1		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		1		2		0		0		0		0		0		14		特定非営利法人（１） トクテイ ヒエイリ ホウジン		長期入院者に対する支援体制の強化、精神科病院や相談支援事業所を対象とした研修会の開催 チョウキ ニュウインシャ タイ シエン タイセイ キョウカ セイシンカ ビョウイン ソウダン シエン ジギョウショ タイショウ ケンシュウカイ カイサイ

		10		群馬県 グンマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		1.5		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		15		31		3		1		0		0		6		4		0		0		0		2		0		0		9		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		医療法人（１） イリョウ ホウジン		地域移行支援普及啓発事業 チイキ イコウ シエン フキュウ ケイハツ ジギョウ

		11		埼玉県 サイタマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		30		96		711		ピアサポ研修 ケンシュウ		24		128		815		退院支援 タイイン シエン		1		4		25		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		45		63		0		0		3		0		0		25		0		3		0		71		0		0		93		53		0		8		0		5		5		32		0		0		4		0		0		26		2		2		3		0		0		0		15		0		0		20		1		197		3		96		0		0		0		0		0		78		0		0		7		3		0		0		0		26		0		620		0		0

		13		東京都 トウキョウト		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		8		33.5		59		0		0		0		0		退院支援 タイイン シエン		2		6		263		改正精神保健福祉 カイセイ セイシン ホケン フクシ		1		6		259		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63		一般社団法人（１）社会福祉法人（１） イッパン シャダンホウジン シャカイ フクシ ホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること。精神科病院実習、地域実習 チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン セイシンカ ビョウイン ジッシュウ チイキ ジッシュウ

		16		富山県 トヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		5		13.5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2		富山県精神保健福祉協会 トヤマケン セイシン ホケン フクシ キョウカイ		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		23		愛知県 アイチケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		5.5		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		6		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		2.5		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		障害者支援 ショウガイシャ シエン		5		11.5		161		0		0		1		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		14		0		0		11		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7		5		1		0		0		12		0		0		10		0		14		0		3		0		0		0		0		0		0		0		13		6		0		0		0		5		19		0		53		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		6.5		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		10		4		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		36		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1		2		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		9		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		17		3		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		18		51		15		退院支援 タイイン シエン		1		6		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		9		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		0		15		0		0		0		3		9		0		0		0		22		3		2		社会福祉法人あすなろ福祉会　スピーカーズ・ビューロー岡山 シャカイ フクシ ホウジン フクシカイ オカヤマ		ピアサポーター養成研修事業（基礎編）ピアサポーター養成研修事業（応用編） ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ キソヘン ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ オウヨウヘン

		35		香川県 カガワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		14		28		232		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		2		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		11		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		29		1		2		0		0		0		0		0		27		0		0		0		1		0		0		5		0		0		163		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		8.5		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		15.5		192		ピアサポ研修 ケンシュウ		2		9		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		50		36		23		3		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7		3		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		0		0		0		6		30		3		42		公益社団法人沖縄県精神保健福祉連合会　一般社団法人沖縄県精神保健福祉士協会 コウエキ シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシ レンゴウカイ イッパン シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシシ キョウカイ		ピアサポーター養成研修事業の実施　平成26年度地域移行支援のための多職種合同支援研修事業の実施 ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ジッシ ヘイセイ ネンド チイキ イコウ シエン タ ショクシュ ゴウドウ シエン ケンシュウ ジギョウ ジッシ

		59		京都市 キョウト シ		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		3		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		9		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		8		京都市中部障害者地域生活支援センターなごやか キョウトシ チュウブ ショウガイシャ チイキ セイカツ シエン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ



















精神科訪問看護

		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																						医療機関 イリョウ キカン																				訪問看護ステーション ホウモン カンゴ																				行政機関 ギョウセイ キカン																				教育 キョウイク																				福祉施設 フクシ シセツ																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		13		東京都 トウキョウト		精神科訪問看護研修会 セイシンカ ホウモン カンゴ ケンシュウカイ		5		35		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		一般社団法人（１） イッパン シャダンホウジン		精神訪問看護に関する研修会 セイシン ホウモン カンゴ カン ケンシュウカイ









































H30精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		652		→		0		839		0

		2		青森県 アオモリケン		103		→		0		98		0

		3		岩手県 イワテケン		95		→		0		181		0

		4		宮城県 ミヤギケン		59		→		0		62		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		215		0

		8		茨城県 イバラギケン		330		→		0		0		0

		9		栃木県 トチギケン		190		→		0		206		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		1199		→		0		0		0

		12		千葉県 チバケン		その他事業でピアサポ養成研修13人		→		0		0		0

		13		東京都 トウキョウト		439		→		0		108		0

		14		神奈川県 カナガワケン		33		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		911		→		0		1021

		16		富山県 トヤマケン		118		→		0		114		27

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		103		→		0		110		0

		20		長野県 ナガノケン		111		→		0		67		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		226		→		0		132		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		41		0

		24		三重県 ミエケン		525		→		0		612		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		179		→		0		138		0

		31		鳥取県 トットリケン		73		→		0		100		13

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		561		→		85		0		0

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		87		→		0		129		0

		38		愛媛県 エヒメケン		12		→		0		10		0

		39		高知県 コウチケン		166		→		0		235		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		92		→		0		168		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		257		→		0		216		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				6521		→		85		4802		40





H29精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業 

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H2９年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		652		0

		2		青森県 アオモリケン		103		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		74		→		0		95		0

		4		宮城県 ミヤギケン		35		→		0		59		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		344		→		0		330		0

		9		栃木県 トチギケン		161		→		0		190		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		776		→		0		1199		0		相談支援専門員への研修がメイン ソウダン シエン センモンイン ケンシュウ

		12		千葉県 チバケン		その他事業でピアサポ養成研修11人		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修13人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		555		→		0		300		139

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		911		0

		16		富山県 トヤマケン		131		→		0		89		29

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		98		→		0		103		0

		20		長野県 ナガノケン		133		→		0		111		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		129		→		0		226		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		388		→		0		525		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		192		→		57		122		0

		31		鳥取県 トットリケン		96		→		0		32		41

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		335		→		59		502		0		251＋149＋36＋22＋44(ピアサポート養成のみ計上せず） ヨウセイ ケイジョウ				要確認 ヨウ カクニン

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		98		→		0		87		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		12		0

		39		高知県 コウチケン		118		→		0		166		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		79		→		0		92		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		307		→		0		257		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				4152		→		116		6196		209





H28精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H27年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		0		→		0		74		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		→				35		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		→		0		344		0

		9		栃木県 トチギケン		0		→		0		161		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		→		0		776		0

		12		千葉県 チバケン		0		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修11人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		177		→		0		300		255		238+62

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		0		0

		16		富山県 トヤマケン		67		→		0		99		32

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		→		0		98		0

		20		長野県 ナガノケン		0		→		0		133		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		→		0		129		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		→		0		388		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		→		0		192		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		→		0		96		0

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		→		61		274		0		161+113

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		→		0		98		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		→		0		118		0		23+19+13+81

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		→		0		79		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		→		0		307		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				244		→		61		3804		287
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【必須事業】広域的な支援事業（地域生活支援事業）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

1 北海道 ○ × × × ×

2 青森県 × × × × ×

3 岩手県 × × × × ×

4 宮城県 × × × × ×

5 秋田県 × × × × ×

6 山形県 × × × × ×

7 福島県 × × × × ×

8 茨城県 × × × × ×

9 栃木県 ○ ○ ○ ○ ○

10 群馬県 ○ ○ ○ × ×

11 埼玉県 ○ ○ ○ ○ ○

12 千葉県 × ○ ○ ○ ×

13 東京都 ○ ○ ○ ○ ×

14 神奈川県 ○ ○ ○ ○ ○

15 新潟県 ○ ○ ○ ○ ○

16 富山県 × ○ ○ ○ ○

17 石川県 ○ ○ ○ ○ ○

18 福井県 × × ○ × ×

19 山梨県 ○ × × ○ ○

20 長野県 × × × × ×

21 岐阜県 ○ ○ ○ ○ ○

22 静岡県 × × × × ×

23 愛知県 × ○ ○ ○ ○

24 三重県 ○ ○ × ○ ×

25 滋賀県 × × × × ×

26 京都府 × × × × ×

27 大阪府 ○ ○ ○ ○ ○

28 兵庫県 × × × × ×

29 奈良県 × × × ○ ×

30 和歌山県 ○ ○ ○ ○ ○

31 鳥取県 × × ○ ○ ○

32 島根県 ○ ○ ○ ○ ×

33 岡山県 ○ ○ ○ ○ ×

34 広島県 × × × × ×

ピアサポートの活用(事業)
番号 自治体

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

35 山口県 × × × × ×

36 徳島県 ○ ○ ○ ○ ○

37 香川県 ○ × × × ×

38 愛媛県 ○ ○ ○ ○ ○

39 高知県 ○ ○ ○ ○ ○

40 福岡県 × × × × ×

41 佐賀県 × × × × ×

42 長崎県 ○ × × × ×

43 熊本県 × × × × ×

44 大分県 × × × × ×

45 宮崎県 ○ × ○ ○ ○

46 鹿児島県 × × × × ×

47 沖縄県 ○ ○ ○ ○ ○

48 札幌市 × ○ ○ ○ ○

49 仙台市 × × × × ×

50 さいたま市 × × × × ×

51 千葉市 × × × × ×

52 横浜市 × × × × ×

53 川崎市 ○ × ○ ○ ○

54 相模原市 × × × × ×

55 新潟市 × × × × ×

56 静岡市 × × × × ×

57 浜松市 × × × × ×

58 名古屋市 × × × × ×

59 京都市 ○ ○ × ○ ×

60 大阪市 ○ ○ ○ × ×

61 堺市 × × ○ × ×

62 神戸市 ○ ○ ○ × ×

63 岡山市 ○ ○ ○ ○ ○

64 広島市 × × × × ×

65 北九州市 ○ × ○ ○ ×

66 福岡市 × × × × ×

67 熊本市 ○ × × ○ ×

29 25 29 29 20合計

ピアサポートの活用(事業)
番号 自治体

【精神障害者地域生活支援広域調整等事業】ピアサポートの活用 ※実施主体：都道府県・指定都市


経年変化

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										ピアサポートの活用(事業) ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		○		○		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		○		○		○		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		○		○		○		○

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		○

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		○		○		×		○		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		○		○		○		○		○

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		○		○		○		○		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		○		×		○		○		○

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		○		×		○		○		○

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		×		○		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		29		25		29		29		20



















































































H30年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の３０年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		○		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		×		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		×		×		×		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○		×		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		×		×		×		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○		×		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		?		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		×		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				2		24		2		19		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		○		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		○		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		○		×		×		×						平成30年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H29年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２９年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		○		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		○		×		○		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				3		26		4		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成29年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H28年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２８年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		○		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		○		×		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		○		×		○		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		○		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		×		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		○		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		○		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×				42		長崎県		×		×		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				4		26		5		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		○		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成28年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×















































































































































































H27年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２７年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×				24		三重県 ミエケン		○		×		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		○

		2		青森県 アオモリケン		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		×		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		×		○				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×				42		長崎県		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				28		3		25

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		×		○				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成27年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































H26年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２６年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ																																【参考４】

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		○				24		三重県 ミエケン		×		○		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		○

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		○		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		○		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		○				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		○		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		×		×				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		○

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		○				42		長崎県		○		×		○				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		○		×		○

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				35		4		29

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		○

		23		愛知県 アイチケン		○		×		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成26年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































アウトリーチ

		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																																																																（ウ）委託について イタク

																																						精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				診療所 シンリョウジョ																				訪問看護 ホウモン カンゴ																				相談支援事業 ソウダン シエン ジギョウ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				精神保健福祉センター セイシン ホケン フクシ																				保健所 ホケンジョ																				その他 タ

		県名番号 ケンメイ バンゴウ		県名 ケンメイ		研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

				和歌山県 ワカヤマケン		ピアサポ養成研修 ヨウセイ ケンシュウ		3		11		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		18		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









































精神障害者支援研修

		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ										（ア）概要について ガイヨウ																																		（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																														精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				相談支援事業所 ソウダン シエン ジギョウショ																				サービス支援事業所 シエン ジギョウショ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				行政（市町村・保健所等） ギョウセイ シチョウソン ホケンジョ ナド																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容⑤ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		31		74		756		ピアサポ研修 ケンシュウ		3		11		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		97		52		20		1		0		0		0		15		0		5		0		39		0		0		95		166		0		0		0		0		2		4		0		0		25		0		0		51		0		8		4		0		0		0		5		0		0		6		0		65		0		0		0		0		11		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		公益財団法人（１） コウエキ ザイダンホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン

		4		宮城県 ミヤギケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		3.5		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		30		0		0		2		0		1		1																																																																28				1						2				3		4		0		5		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0

		5		秋田県 アキタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		6.5		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		7		12		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		0		0		0		0		0		0		1		5		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		1		14		0		0		0		0		0		0		9		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		医療法人（３） イリョウ ホウジン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		6		山形県 ヤマガタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		12		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		19		0		0		13		0		0		0		1		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		1		2		0		0		0		0		0		14		特定非営利法人（１） トクテイ ヒエイリ ホウジン		長期入院者に対する支援体制の強化、精神科病院や相談支援事業所を対象とした研修会の開催 チョウキ ニュウインシャ タイ シエン タイセイ キョウカ セイシンカ ビョウイン ソウダン シエン ジギョウショ タイショウ ケンシュウカイ カイサイ

		10		群馬県 グンマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		1.5		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		15		31		3		1		0		0		6		4		0		0		0		2		0		0		9		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		医療法人（１） イリョウ ホウジン		地域移行支援普及啓発事業 チイキ イコウ シエン フキュウ ケイハツ ジギョウ

		11		埼玉県 サイタマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		30		96		711		ピアサポ研修 ケンシュウ		24		128		815		退院支援 タイイン シエン		1		4		25		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		45		63		0		0		3		0		0		25		0		3		0		71		0		0		93		53		0		8		0		5		5		32		0		0		4		0		0		26		2		2		3		0		0		0		15		0		0		20		1		197		3		96		0		0		0		0		0		78		0		0		7		3		0		0		0		26		0		620		0		0

		13		東京都 トウキョウト		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		8		33.5		59		0		0		0		0		退院支援 タイイン シエン		2		6		263		改正精神保健福祉 カイセイ セイシン ホケン フクシ		1		6		259		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63		一般社団法人（１）社会福祉法人（１） イッパン シャダンホウジン シャカイ フクシ ホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること。精神科病院実習、地域実習 チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン セイシンカ ビョウイン ジッシュウ チイキ ジッシュウ

		16		富山県 トヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		5		13.5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2		富山県精神保健福祉協会 トヤマケン セイシン ホケン フクシ キョウカイ		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		23		愛知県 アイチケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		5.5		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		6		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		2.5		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		障害者支援 ショウガイシャ シエン		5		11.5		161		0		0		1		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		14		0		0		11		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7		5		1		0		0		12		0		0		10		0		14		0		3		0		0		0		0		0		0		0		13		6		0		0		0		5		19		0		53		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		6.5		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		10		4		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		36		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1		2		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		9		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		17		3		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		18		51		15		退院支援 タイイン シエン		1		6		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		9		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		0		15		0		0		0		3		9		0		0		0		22		3		2		社会福祉法人あすなろ福祉会　スピーカーズ・ビューロー岡山 シャカイ フクシ ホウジン フクシカイ オカヤマ		ピアサポーター養成研修事業（基礎編）ピアサポーター養成研修事業（応用編） ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ キソヘン ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ オウヨウヘン

		35		香川県 カガワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		14		28		232		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		2		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		11		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		29		1		2		0		0		0		0		0		27		0		0		0		1		0		0		5		0		0		163		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		8.5		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		15.5		192		ピアサポ研修 ケンシュウ		2		9		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		50		36		23		3		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7		3		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		0		0		0		6		30		3		42		公益社団法人沖縄県精神保健福祉連合会　一般社団法人沖縄県精神保健福祉士協会 コウエキ シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシ レンゴウカイ イッパン シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシシ キョウカイ		ピアサポーター養成研修事業の実施　平成26年度地域移行支援のための多職種合同支援研修事業の実施 ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ジッシ ヘイセイ ネンド チイキ イコウ シエン タ ショクシュ ゴウドウ シエン ケンシュウ ジギョウ ジッシ

		59		京都市 キョウト シ		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		3		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		9		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		8		京都市中部障害者地域生活支援センターなごやか キョウトシ チュウブ ショウガイシャ チイキ セイカツ シエン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ



















精神科訪問看護

		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																						医療機関 イリョウ キカン																				訪問看護ステーション ホウモン カンゴ																				行政機関 ギョウセイ キカン																				教育 キョウイク																				福祉施設 フクシ シセツ																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		13		東京都 トウキョウト		精神科訪問看護研修会 セイシンカ ホウモン カンゴ ケンシュウカイ		5		35		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		一般社団法人（１） イッパン シャダンホウジン		精神訪問看護に関する研修会 セイシン ホウモン カンゴ カン ケンシュウカイ









































H30精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

		1		北海道 ホッカイドウ		652		839

		2		青森県 アオモリケン		103		98

		3		岩手県 イワテケン		95		181

		4		宮城県 ミヤギケン		59		62

		5		秋田県 アキタケン		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		215

		8		茨城県 イバラギケン		330		0

		9		栃木県 トチギケン		190		206

		10		群馬県 グンマケン		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		1199		0

		12		千葉県 チバケン		0		0

		13		東京都 トウキョウト		439		108

		14		神奈川県 カナガワケン		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		911		1021

		16		富山県 トヤマケン		118		114

		17		石川県 イシカワケン		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		103		110

		20		長野県 ナガノケン		111		67

		21		岐阜県		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		226		132

		23		愛知県 アイチケン		0		41

		24		三重県 ミエケン		525		612

		25		滋賀県 シガケン		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		179		138

		31		鳥取県 トットリケン		73		100

		32		島根県 シマネケン		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		561		0

		34		広島県 ヒロシマケン		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		0

		37		香川県 カガワケン		87		129

		38		愛媛県 エヒメケン		12		10

		39		高知県 コウチケン		166		235

		40		福岡県 フクオカケン		0		0

		41		佐賀県		0		0

		42		長崎県		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		92		168

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		257		216

		48		札幌市 サッポロシ		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		0

		50		さいたま市 シ		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		0

		合計 ゴウケイ				6521		4802





H29精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業 

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H2９年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		652		0

		2		青森県 アオモリケン		103		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		74		→		0		95		0

		4		宮城県 ミヤギケン		35		→		0		59		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		344		→		0		330		0

		9		栃木県 トチギケン		161		→		0		190		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		776		→		0		1199		0		相談支援専門員への研修がメイン ソウダン シエン センモンイン ケンシュウ

		12		千葉県 チバケン		その他事業でピアサポ養成研修11人		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修13人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		555		→		0		300		139

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		911		0

		16		富山県 トヤマケン		131		→		0		89		29

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		98		→		0		103		0

		20		長野県 ナガノケン		133		→		0		111		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		129		→		0		226		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		388		→		0		525		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		192		→		57		122		0

		31		鳥取県 トットリケン		96		→		0		32		41

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		335		→		59		502		0		251＋149＋36＋22＋44(ピアサポート養成のみ計上せず） ヨウセイ ケイジョウ				要確認 ヨウ カクニン

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		98		→		0		87		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		12		0

		39		高知県 コウチケン		118		→		0		166		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		79		→		0		92		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		307		→		0		257		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				4152		→		116		6196		209





H28精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H27年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		0		→		0		74		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		→				35		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		→		0		344		0

		9		栃木県 トチギケン		0		→		0		161		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		→		0		776		0

		12		千葉県 チバケン		0		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修11人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		177		→		0		300		255		238+62

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		0		0

		16		富山県 トヤマケン		67		→		0		99		32

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		→		0		98		0

		20		長野県 ナガノケン		0		→		0		133		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		→		0		129		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		→		0		388		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		→		0		192		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		→		0		96		0

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		→		61		274		0		161+113

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		→		0		98		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		→		0		118		0		23+19+13+81

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		→		0		79		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		→		0		307		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				244		→		61		3804		287
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経年変化

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										ピアサポートの活用(事業) ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		○		○		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		○		○		○		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		○		○		○		○

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		○

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		○		○		×		○		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		○		○		○		○		○

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		○		○		○		○		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		○		×		○		○		○

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		○		×		○		○		○

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		×		○		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		29		25		29		29		20



















































































H30年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の３０年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		○		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		×		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		×		×		×		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○		×		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		×		×		×		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○		×		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		?		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		×		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				2		24		2		19		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		○		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		○		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		○		×		×		×						平成30年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H29年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２９年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		○		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		○		×		○		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				3		26		4		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成29年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H28年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２８年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		○		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		○		×		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		○		×		○		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		○		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		×		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		○		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		○		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×				42		長崎県		×		×		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				4		26		5		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		○		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成28年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×















































































































































































H27年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２７年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×				24		三重県 ミエケン		○		×		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		○

		2		青森県 アオモリケン		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		×		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		×		○				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×				42		長崎県		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				28		3		25

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		×		○				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成27年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































H26年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２６年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ																																【参考４】

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		○				24		三重県 ミエケン		×		○		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		○

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		○		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		○		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		○				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		○		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		×		×				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		○

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		○				42		長崎県		○		×		○				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		○		×		○

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				35		4		29

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		○

		23		愛知県 アイチケン		○		×		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成26年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































アウトリーチ

		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																																																																（ウ）委託について イタク

																																						精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				診療所 シンリョウジョ																				訪問看護 ホウモン カンゴ																				相談支援事業 ソウダン シエン ジギョウ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				精神保健福祉センター セイシン ホケン フクシ																				保健所 ホケンジョ																				その他 タ

		県名番号 ケンメイ バンゴウ		県名 ケンメイ		研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

				和歌山県 ワカヤマケン		ピアサポ養成研修 ヨウセイ ケンシュウ		3		11		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		18		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









































精神障害者支援研修

		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ										（ア）概要について ガイヨウ																																		（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																														精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				相談支援事業所 ソウダン シエン ジギョウショ																				サービス支援事業所 シエン ジギョウショ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				行政（市町村・保健所等） ギョウセイ シチョウソン ホケンジョ ナド																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容⑤ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		31		74		756		ピアサポ研修 ケンシュウ		3		11		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		97		52		20		1		0		0		0		15		0		5		0		39		0		0		95		166		0		0		0		0		2		4		0		0		25		0		0		51		0		8		4		0		0		0		5		0		0		6		0		65		0		0		0		0		11		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		公益財団法人（１） コウエキ ザイダンホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン

		4		宮城県 ミヤギケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		3.5		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		30		0		0		2		0		1		1																																																																28				1						2				3		4		0		5		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0

		5		秋田県 アキタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		6.5		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		7		12		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		0		0		0		0		0		0		1		5		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		1		14		0		0		0		0		0		0		9		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		医療法人（３） イリョウ ホウジン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		6		山形県 ヤマガタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		12		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		19		0		0		13		0		0		0		1		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		1		2		0		0		0		0		0		14		特定非営利法人（１） トクテイ ヒエイリ ホウジン		長期入院者に対する支援体制の強化、精神科病院や相談支援事業所を対象とした研修会の開催 チョウキ ニュウインシャ タイ シエン タイセイ キョウカ セイシンカ ビョウイン ソウダン シエン ジギョウショ タイショウ ケンシュウカイ カイサイ

		10		群馬県 グンマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		1.5		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		15		31		3		1		0		0		6		4		0		0		0		2		0		0		9		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		医療法人（１） イリョウ ホウジン		地域移行支援普及啓発事業 チイキ イコウ シエン フキュウ ケイハツ ジギョウ

		11		埼玉県 サイタマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		30		96		711		ピアサポ研修 ケンシュウ		24		128		815		退院支援 タイイン シエン		1		4		25		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		45		63		0		0		3		0		0		25		0		3		0		71		0		0		93		53		0		8		0		5		5		32		0		0		4		0		0		26		2		2		3		0		0		0		15		0		0		20		1		197		3		96		0		0		0		0		0		78		0		0		7		3		0		0		0		26		0		620		0		0

		13		東京都 トウキョウト		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		8		33.5		59		0		0		0		0		退院支援 タイイン シエン		2		6		263		改正精神保健福祉 カイセイ セイシン ホケン フクシ		1		6		259		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63		一般社団法人（１）社会福祉法人（１） イッパン シャダンホウジン シャカイ フクシ ホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること。精神科病院実習、地域実習 チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン セイシンカ ビョウイン ジッシュウ チイキ ジッシュウ

		16		富山県 トヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		5		13.5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2		富山県精神保健福祉協会 トヤマケン セイシン ホケン フクシ キョウカイ		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		23		愛知県 アイチケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		5.5		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		6		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		2.5		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		障害者支援 ショウガイシャ シエン		5		11.5		161		0		0		1		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		14		0		0		11		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7		5		1		0		0		12		0		0		10		0		14		0		3		0		0		0		0		0		0		0		13		6		0		0		0		5		19		0		53		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		6.5		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		10		4		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		36		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1		2		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		9		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		17		3		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		18		51		15		退院支援 タイイン シエン		1		6		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		9		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		0		15		0		0		0		3		9		0		0		0		22		3		2		社会福祉法人あすなろ福祉会　スピーカーズ・ビューロー岡山 シャカイ フクシ ホウジン フクシカイ オカヤマ		ピアサポーター養成研修事業（基礎編）ピアサポーター養成研修事業（応用編） ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ キソヘン ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ オウヨウヘン

		35		香川県 カガワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		14		28		232		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		2		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		11		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		29		1		2		0		0		0		0		0		27		0		0		0		1		0		0		5		0		0		163		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		8.5		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		15.5		192		ピアサポ研修 ケンシュウ		2		9		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		50		36		23		3		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7		3		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		0		0		0		6		30		3		42		公益社団法人沖縄県精神保健福祉連合会　一般社団法人沖縄県精神保健福祉士協会 コウエキ シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシ レンゴウカイ イッパン シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシシ キョウカイ		ピアサポーター養成研修事業の実施　平成26年度地域移行支援のための多職種合同支援研修事業の実施 ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ジッシ ヘイセイ ネンド チイキ イコウ シエン タ ショクシュ ゴウドウ シエン ケンシュウ ジギョウ ジッシ

		59		京都市 キョウト シ		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		3		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		9		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		8		京都市中部障害者地域生活支援センターなごやか キョウトシ チュウブ ショウガイシャ チイキ セイカツ シエン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ



















精神科訪問看護

		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																						医療機関 イリョウ キカン																				訪問看護ステーション ホウモン カンゴ																				行政機関 ギョウセイ キカン																				教育 キョウイク																				福祉施設 フクシ シセツ																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		13		東京都 トウキョウト		精神科訪問看護研修会 セイシンカ ホウモン カンゴ ケンシュウカイ		5		35		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		一般社団法人（１） イッパン シャダンホウジン		精神訪問看護に関する研修会 セイシン ホウモン カンゴ カン ケンシュウカイ









































H30精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

		1		北海道 ホッカイドウ		652		839

		2		青森県 アオモリケン		103		98

		3		岩手県 イワテケン		95		181

		4		宮城県 ミヤギケン		59		62

		5		秋田県 アキタケン		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		215

		8		茨城県 イバラギケン		330		0

		9		栃木県 トチギケン		190		206

		10		群馬県 グンマケン		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		1199		0

		12		千葉県 チバケン		0		0

		13		東京都 トウキョウト		439		108

		14		神奈川県 カナガワケン		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		911		1021

		16		富山県 トヤマケン		118		114

		17		石川県 イシカワケン		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		103		110

		20		長野県 ナガノケン		111		67

		21		岐阜県		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		226		132

		23		愛知県 アイチケン		0		41

		24		三重県 ミエケン		525		612

		25		滋賀県 シガケン		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		179		138

		31		鳥取県 トットリケン		73		100

		32		島根県 シマネケン		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		561		0

		34		広島県 ヒロシマケン		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		0

		37		香川県 カガワケン		87		129

		38		愛媛県 エヒメケン		12		10

		39		高知県 コウチケン		166		235

		40		福岡県 フクオカケン		0		0

		41		佐賀県		0		0

		42		長崎県		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		92		168

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		257		216

		48		札幌市 サッポロシ		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		0

		50		さいたま市 シ		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		0

		合計 ゴウケイ				6521		4802





H29精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業 

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H2９年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		652		0

		2		青森県 アオモリケン		103		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		74		→		0		95		0

		4		宮城県 ミヤギケン		35		→		0		59		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		344		→		0		330		0

		9		栃木県 トチギケン		161		→		0		190		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		776		→		0		1199		0		相談支援専門員への研修がメイン ソウダン シエン センモンイン ケンシュウ

		12		千葉県 チバケン		その他事業でピアサポ養成研修11人		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修13人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		555		→		0		300		139

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		911		0

		16		富山県 トヤマケン		131		→		0		89		29

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		98		→		0		103		0

		20		長野県 ナガノケン		133		→		0		111		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		129		→		0		226		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		388		→		0		525		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		192		→		57		122		0

		31		鳥取県 トットリケン		96		→		0		32		41

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		335		→		59		502		0		251＋149＋36＋22＋44(ピアサポート養成のみ計上せず） ヨウセイ ケイジョウ				要確認 ヨウ カクニン

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		98		→		0		87		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		12		0

		39		高知県 コウチケン		118		→		0		166		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		79		→		0		92		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		307		→		0		257		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				4152		→		116		6196		209





H28精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H27年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		0		→		0		74		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		→				35		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		→		0		344		0

		9		栃木県 トチギケン		0		→		0		161		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		→		0		776		0

		12		千葉県 チバケン		0		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修11人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		177		→		0		300		255		238+62

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		0		0

		16		富山県 トヤマケン		67		→		0		99		32

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		→		0		98		0

		20		長野県 ナガノケン		0		→		0		133		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		→		0		129		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		→		0		388		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		→		0		192		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		→		0		96		0

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		→		61		274		0		161+113

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		→		0		98		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		→		0		118		0		23+19+13+81

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		→		0		79		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		→		0		307		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				244		→		61		3804		287
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【必須事業】広域的な支援事業（地域生活支援事業）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

1 北海道 × × × × ×

2 青森県 × × × × ×

3 岩手県 × × × × ×

4 宮城県 × × × × ×

5 秋田県 × × × × ×

6 山形県 × × × × ×

7 福島県 × × × × ×

8 茨城県 × × × × ×

9 栃木県 × × × × ×

10 群馬県 × × × × ×

11 埼玉県 × × × × ×

12 千葉県 × × × × ×

13 東京都 × × × × ×

14 神奈川県 × × × × ×

15 新潟県 × × × × ×

16 富山県 × × × × ×

17 石川県 × × × × ×

18 福井県 × × × × ×

19 山梨県 × × × × ×

20 長野県 × × × × ×

21 岐阜県 × × × × ×

22 静岡県 × × × × ×

23 愛知県 × × × × ×

24 三重県 × × × × ×

25 滋賀県 × × × × ×

26 京都府 × × × × ×

27 大阪府 × × × × ×

28 兵庫県 × × × × ×

29 奈良県 × × × × ×

30 和歌山県 × × × × ×

31 鳥取県 × × × × ×

32 島根県 × × × × ×

33 岡山県 × × × × ×

34 広島県 × × × × ×

番号 自治体
精神科地域共生型拠点病院の公表(事業)

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

35 山口県 × × × × ×

36 徳島県 × × × × ×

37 香川県 × × × × ×

38 愛媛県 × × × × ×

39 高知県 × × × × ×

40 福岡県 × × × × ×

41 佐賀県 × × × × ×

42 長崎県 × × × × ×

43 熊本県 × × × × ×

44 大分県 × × × × ×

45 宮崎県 × × × × ×

46 鹿児島県 × × × × ×

47 沖縄県 × × × × ×

48 札幌市 × × × × ×

49 仙台市 × × × × ×

50 さいたま市 × × × × ×

51 千葉市 × × × × ×

52 横浜市 × × × × ×

53 川崎市 × × × × ×

54 相模原市 × × × × ×

55 新潟市 × × × × ×

56 静岡市 × × × × ×

57 浜松市 × × × × ×

58 名古屋市 × × × × ×

59 京都市 × × × × ×

60 大阪市 × × × × ×

61 堺市 × × × × ×

62 神戸市 × × × × ×

63 岡山市 × × × × ×

64 広島市 × × × × ×

65 北九州市 × × × × ×

66 福岡市 × × × × ×

67 熊本市 × × × × ×

0 0 0 0 0合計

番号 自治体
精神科地域共生型拠点病院の公表(事業)

【精神障害者地域生活支援広域調整等事業】精神科地域共生型拠点病院の公表 ※実施主体：都道府県・指定都市


経年変化

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										ピアサポートの活用(事業) ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		○		○		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		○		○		○		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		○		○		○		○

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		○

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		○		○		×		○		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		○		○		○		○		○

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		○		○		○		○		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		○		×		○		○		○

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		○		×		○		○		○

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		×		○		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		29		25		29		29		20



















































































経年変化 (2)

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										精神科地域共生型拠点病院の公表(事業) セイシンカ チイキ キョウセイ ガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		×		×		×		×		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		0		0		0		0		0



















































































H30年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の３０年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		○		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		×		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		×		×		×		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○		×		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		×		×		×		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○		×		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		?		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		×		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				2		24		2		19		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		○		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		○		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		○		×		×		×

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H29年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２９年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		○		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		○		×		○		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				3		26		4		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成29年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H28年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２８年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		○		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		○		×		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		○		×		○		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		○		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		×		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		○		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		○		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×				42		長崎県		×		×		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				4		26		5		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		○		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成28年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×















































































































































































H27年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２７年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×				24		三重県 ミエケン		○		×		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		○

		2		青森県 アオモリケン		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		×		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		×		○				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×				42		長崎県		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				28		3		25

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		×		○				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成27年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































H26年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２６年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ																																【参考４】

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		○				24		三重県 ミエケン		×		○		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		○

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		○		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		○		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		○				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		○		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		×		×				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		○

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		○				42		長崎県		○		×		○				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		○		×		○

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				35		4		29

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		○

		23		愛知県 アイチケン		○		×		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成26年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































アウトリーチ

		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																																																																（ウ）委託について イタク

																																						精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				診療所 シンリョウジョ																				訪問看護 ホウモン カンゴ																				相談支援事業 ソウダン シエン ジギョウ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				精神保健福祉センター セイシン ホケン フクシ																				保健所 ホケンジョ																				その他 タ

		県名番号 ケンメイ バンゴウ		県名 ケンメイ		研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

				和歌山県 ワカヤマケン		ピアサポ養成研修 ヨウセイ ケンシュウ		3		11		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		18		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









































精神障害者支援研修

		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ										（ア）概要について ガイヨウ																																		（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																														精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				相談支援事業所 ソウダン シエン ジギョウショ																				サービス支援事業所 シエン ジギョウショ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				行政（市町村・保健所等） ギョウセイ シチョウソン ホケンジョ ナド																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容⑤ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		31		74		756		ピアサポ研修 ケンシュウ		3		11		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		97		52		20		1		0		0		0		15		0		5		0		39		0		0		95		166		0		0		0		0		2		4		0		0		25		0		0		51		0		8		4		0		0		0		5		0		0		6		0		65		0		0		0		0		11		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		公益財団法人（１） コウエキ ザイダンホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン

		4		宮城県 ミヤギケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		3.5		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		30		0		0		2		0		1		1																																																																28				1						2				3		4		0		5		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0

		5		秋田県 アキタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		6.5		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		7		12		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		0		0		0		0		0		0		1		5		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		1		14		0		0		0		0		0		0		9		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		医療法人（３） イリョウ ホウジン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		6		山形県 ヤマガタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		12		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		19		0		0		13		0		0		0		1		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		1		2		0		0		0		0		0		14		特定非営利法人（１） トクテイ ヒエイリ ホウジン		長期入院者に対する支援体制の強化、精神科病院や相談支援事業所を対象とした研修会の開催 チョウキ ニュウインシャ タイ シエン タイセイ キョウカ セイシンカ ビョウイン ソウダン シエン ジギョウショ タイショウ ケンシュウカイ カイサイ

		10		群馬県 グンマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		1.5		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		15		31		3		1		0		0		6		4		0		0		0		2		0		0		9		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		医療法人（１） イリョウ ホウジン		地域移行支援普及啓発事業 チイキ イコウ シエン フキュウ ケイハツ ジギョウ

		11		埼玉県 サイタマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		30		96		711		ピアサポ研修 ケンシュウ		24		128		815		退院支援 タイイン シエン		1		4		25		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		45		63		0		0		3		0		0		25		0		3		0		71		0		0		93		53		0		8		0		5		5		32		0		0		4		0		0		26		2		2		3		0		0		0		15		0		0		20		1		197		3		96		0		0		0		0		0		78		0		0		7		3		0		0		0		26		0		620		0		0

		13		東京都 トウキョウト		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		8		33.5		59		0		0		0		0		退院支援 タイイン シエン		2		6		263		改正精神保健福祉 カイセイ セイシン ホケン フクシ		1		6		259		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63		一般社団法人（１）社会福祉法人（１） イッパン シャダンホウジン シャカイ フクシ ホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること。精神科病院実習、地域実習 チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン セイシンカ ビョウイン ジッシュウ チイキ ジッシュウ

		16		富山県 トヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		5		13.5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2		富山県精神保健福祉協会 トヤマケン セイシン ホケン フクシ キョウカイ		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		23		愛知県 アイチケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		5.5		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		6		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		2.5		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		障害者支援 ショウガイシャ シエン		5		11.5		161		0		0		1		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		14		0		0		11		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7		5		1		0		0		12		0		0		10		0		14		0		3		0		0		0		0		0		0		0		13		6		0		0		0		5		19		0		53		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		6.5		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		10		4		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		36		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1		2		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		9		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		17		3		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		18		51		15		退院支援 タイイン シエン		1		6		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		9		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		0		15		0		0		0		3		9		0		0		0		22		3		2		社会福祉法人あすなろ福祉会　スピーカーズ・ビューロー岡山 シャカイ フクシ ホウジン フクシカイ オカヤマ		ピアサポーター養成研修事業（基礎編）ピアサポーター養成研修事業（応用編） ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ キソヘン ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ オウヨウヘン

		35		香川県 カガワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		14		28		232		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		2		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		11		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		29		1		2		0		0		0		0		0		27		0		0		0		1		0		0		5		0		0		163		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		8.5		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		15.5		192		ピアサポ研修 ケンシュウ		2		9		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		50		36		23		3		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7		3		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		0		0		0		6		30		3		42		公益社団法人沖縄県精神保健福祉連合会　一般社団法人沖縄県精神保健福祉士協会 コウエキ シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシ レンゴウカイ イッパン シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシシ キョウカイ		ピアサポーター養成研修事業の実施　平成26年度地域移行支援のための多職種合同支援研修事業の実施 ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ジッシ ヘイセイ ネンド チイキ イコウ シエン タ ショクシュ ゴウドウ シエン ケンシュウ ジギョウ ジッシ

		59		京都市 キョウト シ		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		3		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		9		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		8		京都市中部障害者地域生活支援センターなごやか キョウトシ チュウブ ショウガイシャ チイキ セイカツ シエン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ



















精神科訪問看護

		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																						医療機関 イリョウ キカン																				訪問看護ステーション ホウモン カンゴ																				行政機関 ギョウセイ キカン																				教育 キョウイク																				福祉施設 フクシ シセツ																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		13		東京都 トウキョウト		精神科訪問看護研修会 セイシンカ ホウモン カンゴ ケンシュウカイ		5		35		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		一般社団法人（１） イッパン シャダンホウジン		精神訪問看護に関する研修会 セイシン ホウモン カンゴ カン ケンシュウカイ









































H30精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

		1		北海道 ホッカイドウ		652		839

		2		青森県 アオモリケン		103		98

		3		岩手県 イワテケン		95		181

		4		宮城県 ミヤギケン		59		62

		5		秋田県 アキタケン		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		215

		8		茨城県 イバラギケン		330		0

		9		栃木県 トチギケン		190		206

		10		群馬県 グンマケン		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		1199		0

		12		千葉県 チバケン		0		0

		13		東京都 トウキョウト		439		108

		14		神奈川県 カナガワケン		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		911		1021

		16		富山県 トヤマケン		118		114

		17		石川県 イシカワケン		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		103		110

		20		長野県 ナガノケン		111		67

		21		岐阜県		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		226		132

		23		愛知県 アイチケン		0		41

		24		三重県 ミエケン		525		612

		25		滋賀県 シガケン		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		179		138

		31		鳥取県 トットリケン		73		100

		32		島根県 シマネケン		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		561		0

		34		広島県 ヒロシマケン		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		0

		37		香川県 カガワケン		87		129

		38		愛媛県 エヒメケン		12		10

		39		高知県 コウチケン		166		235

		40		福岡県 フクオカケン		0		0

		41		佐賀県		0		0

		42		長崎県		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		92		168

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		257		216

		48		札幌市 サッポロシ		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		0

		50		さいたま市 シ		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		0

		合計 ゴウケイ				6521		4802





H29精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業 

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H2９年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		652		0

		2		青森県 アオモリケン		103		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		74		→		0		95		0

		4		宮城県 ミヤギケン		35		→		0		59		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		344		→		0		330		0

		9		栃木県 トチギケン		161		→		0		190		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		776		→		0		1199		0		相談支援専門員への研修がメイン ソウダン シエン センモンイン ケンシュウ

		12		千葉県 チバケン		その他事業でピアサポ養成研修11人		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修13人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		555		→		0		300		139

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		911		0

		16		富山県 トヤマケン		131		→		0		89		29

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		98		→		0		103		0

		20		長野県 ナガノケン		133		→		0		111		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		129		→		0		226		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		388		→		0		525		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		192		→		57		122		0

		31		鳥取県 トットリケン		96		→		0		32		41

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		335		→		59		502		0		251＋149＋36＋22＋44(ピアサポート養成のみ計上せず） ヨウセイ ケイジョウ				要確認 ヨウ カクニン

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		98		→		0		87		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		12		0

		39		高知県 コウチケン		118		→		0		166		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		79		→		0		92		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		307		→		0		257		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				4152		→		116		6196		209





H28精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H27年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		0		→		0		74		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		→				35		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		→		0		344		0

		9		栃木県 トチギケン		0		→		0		161		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		→		0		776		0

		12		千葉県 チバケン		0		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修11人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		177		→		0		300		255		238+62

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		0		0

		16		富山県 トヤマケン		67		→		0		99		32

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		→		0		98		0

		20		長野県 ナガノケン		0		→		0		133		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		→		0		129		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		→		0		388		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		→		0		192		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		→		0		96		0

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		→		61		274		0		161+113

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		→		0		98		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		→		0		118		0		23+19+13+81

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		→		0		79		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		→		0		307		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				244		→		61		3804		287
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経年変化

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										ピアサポートの活用(事業) ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		○		○		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		○		○		○		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		○		○		○		○

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		○

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		○		○		×		○		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		○		○		○		○		○

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		○		○		○		○		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		○		×		○		○		○

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		○		×		○		○		○

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		×		○		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		29		25		29		29		20



















































































経年変化 (2)

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										精神科地域共生型拠点病院の公表(事業) セイシンカ チイキ キョウセイ ガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		×		×		×		×		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		0		0		0		0		0



















































































H30年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の３０年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		○		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		×		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		×		×		×		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○		×		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		×		×		×		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○		×		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		?		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		×		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				2		24		2		19		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		○		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		○		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		○		×		×		×

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H29年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２９年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		○		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		○		×		○		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				3		26		4		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成29年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H28年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２８年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		○		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		○		×		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		○		×		○		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		○		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		×		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		○		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		○		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×				42		長崎県		×		×		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				4		26		5		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		○		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成28年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×















































































































































































H27年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２７年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×				24		三重県 ミエケン		○		×		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		○

		2		青森県 アオモリケン		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		×		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		×		○				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×				42		長崎県		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				28		3		25

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		×		○				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成27年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































H26年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２６年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ																																【参考４】

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		○				24		三重県 ミエケン		×		○		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		○

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		○		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		○		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		○				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		○		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		×		×				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		○

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		○				42		長崎県		○		×		○				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		○		×		○

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				35		4		29

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		○

		23		愛知県 アイチケン		○		×		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成26年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































アウトリーチ

		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																																																																（ウ）委託について イタク

																																						精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				診療所 シンリョウジョ																				訪問看護 ホウモン カンゴ																				相談支援事業 ソウダン シエン ジギョウ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				精神保健福祉センター セイシン ホケン フクシ																				保健所 ホケンジョ																				その他 タ

		県名番号 ケンメイ バンゴウ		県名 ケンメイ		研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

				和歌山県 ワカヤマケン		ピアサポ養成研修 ヨウセイ ケンシュウ		3		11		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		18		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









































精神障害者支援研修

		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ										（ア）概要について ガイヨウ																																		（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																														精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				相談支援事業所 ソウダン シエン ジギョウショ																				サービス支援事業所 シエン ジギョウショ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				行政（市町村・保健所等） ギョウセイ シチョウソン ホケンジョ ナド																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容⑤ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		31		74		756		ピアサポ研修 ケンシュウ		3		11		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		97		52		20		1		0		0		0		15		0		5		0		39		0		0		95		166		0		0		0		0		2		4		0		0		25		0		0		51		0		8		4		0		0		0		5		0		0		6		0		65		0		0		0		0		11		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		公益財団法人（１） コウエキ ザイダンホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン

		4		宮城県 ミヤギケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		3.5		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		30		0		0		2		0		1		1																																																																28				1						2				3		4		0		5		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0

		5		秋田県 アキタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		6.5		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		7		12		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		0		0		0		0		0		0		1		5		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		1		14		0		0		0		0		0		0		9		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		医療法人（３） イリョウ ホウジン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		6		山形県 ヤマガタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		12		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		19		0		0		13		0		0		0		1		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		1		2		0		0		0		0		0		14		特定非営利法人（１） トクテイ ヒエイリ ホウジン		長期入院者に対する支援体制の強化、精神科病院や相談支援事業所を対象とした研修会の開催 チョウキ ニュウインシャ タイ シエン タイセイ キョウカ セイシンカ ビョウイン ソウダン シエン ジギョウショ タイショウ ケンシュウカイ カイサイ

		10		群馬県 グンマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		1.5		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		15		31		3		1		0		0		6		4		0		0		0		2		0		0		9		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		医療法人（１） イリョウ ホウジン		地域移行支援普及啓発事業 チイキ イコウ シエン フキュウ ケイハツ ジギョウ

		11		埼玉県 サイタマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		30		96		711		ピアサポ研修 ケンシュウ		24		128		815		退院支援 タイイン シエン		1		4		25		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		45		63		0		0		3		0		0		25		0		3		0		71		0		0		93		53		0		8		0		5		5		32		0		0		4		0		0		26		2		2		3		0		0		0		15		0		0		20		1		197		3		96		0		0		0		0		0		78		0		0		7		3		0		0		0		26		0		620		0		0

		13		東京都 トウキョウト		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		8		33.5		59		0		0		0		0		退院支援 タイイン シエン		2		6		263		改正精神保健福祉 カイセイ セイシン ホケン フクシ		1		6		259		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63		一般社団法人（１）社会福祉法人（１） イッパン シャダンホウジン シャカイ フクシ ホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること。精神科病院実習、地域実習 チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン セイシンカ ビョウイン ジッシュウ チイキ ジッシュウ

		16		富山県 トヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		5		13.5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2		富山県精神保健福祉協会 トヤマケン セイシン ホケン フクシ キョウカイ		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		23		愛知県 アイチケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		5.5		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		6		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		2.5		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		障害者支援 ショウガイシャ シエン		5		11.5		161		0		0		1		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		14		0		0		11		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7		5		1		0		0		12		0		0		10		0		14		0		3		0		0		0		0		0		0		0		13		6		0		0		0		5		19		0		53		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		6.5		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		10		4		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		36		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1		2		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		9		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		17		3		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		18		51		15		退院支援 タイイン シエン		1		6		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		9		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		0		15		0		0		0		3		9		0		0		0		22		3		2		社会福祉法人あすなろ福祉会　スピーカーズ・ビューロー岡山 シャカイ フクシ ホウジン フクシカイ オカヤマ		ピアサポーター養成研修事業（基礎編）ピアサポーター養成研修事業（応用編） ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ キソヘン ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ オウヨウヘン

		35		香川県 カガワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		14		28		232		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		2		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		11		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		29		1		2		0		0		0		0		0		27		0		0		0		1		0		0		5		0		0		163		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		8.5		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		15.5		192		ピアサポ研修 ケンシュウ		2		9		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		50		36		23		3		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7		3		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		0		0		0		6		30		3		42		公益社団法人沖縄県精神保健福祉連合会　一般社団法人沖縄県精神保健福祉士協会 コウエキ シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシ レンゴウカイ イッパン シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシシ キョウカイ		ピアサポーター養成研修事業の実施　平成26年度地域移行支援のための多職種合同支援研修事業の実施 ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ジッシ ヘイセイ ネンド チイキ イコウ シエン タ ショクシュ ゴウドウ シエン ケンシュウ ジギョウ ジッシ

		59		京都市 キョウト シ		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		3		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		9		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		8		京都市中部障害者地域生活支援センターなごやか キョウトシ チュウブ ショウガイシャ チイキ セイカツ シエン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ



















精神科訪問看護

		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																						医療機関 イリョウ キカン																				訪問看護ステーション ホウモン カンゴ																				行政機関 ギョウセイ キカン																				教育 キョウイク																				福祉施設 フクシ シセツ																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		13		東京都 トウキョウト		精神科訪問看護研修会 セイシンカ ホウモン カンゴ ケンシュウカイ		5		35		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		一般社団法人（１） イッパン シャダンホウジン		精神訪問看護に関する研修会 セイシン ホウモン カンゴ カン ケンシュウカイ









































H30精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

		1		北海道 ホッカイドウ		652		839

		2		青森県 アオモリケン		103		98

		3		岩手県 イワテケン		95		181

		4		宮城県 ミヤギケン		59		62

		5		秋田県 アキタケン		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		215

		8		茨城県 イバラギケン		330		0

		9		栃木県 トチギケン		190		206

		10		群馬県 グンマケン		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		1199		0

		12		千葉県 チバケン		0		0

		13		東京都 トウキョウト		439		108

		14		神奈川県 カナガワケン		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		911		1021

		16		富山県 トヤマケン		118		114

		17		石川県 イシカワケン		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		103		110

		20		長野県 ナガノケン		111		67

		21		岐阜県		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		226		132

		23		愛知県 アイチケン		0		41

		24		三重県 ミエケン		525		612

		25		滋賀県 シガケン		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		179		138

		31		鳥取県 トットリケン		73		100

		32		島根県 シマネケン		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		561		0

		34		広島県 ヒロシマケン		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		0

		37		香川県 カガワケン		87		129

		38		愛媛県 エヒメケン		12		10

		39		高知県 コウチケン		166		235

		40		福岡県 フクオカケン		0		0

		41		佐賀県		0		0

		42		長崎県		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		92		168

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		257		216

		48		札幌市 サッポロシ		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		0

		50		さいたま市 シ		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		0

		合計 ゴウケイ				6521		4802





H29精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業 

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H2９年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		652		0

		2		青森県 アオモリケン		103		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		74		→		0		95		0

		4		宮城県 ミヤギケン		35		→		0		59		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		344		→		0		330		0

		9		栃木県 トチギケン		161		→		0		190		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		776		→		0		1199		0		相談支援専門員への研修がメイン ソウダン シエン センモンイン ケンシュウ

		12		千葉県 チバケン		その他事業でピアサポ養成研修11人		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修13人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		555		→		0		300		139

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		911		0

		16		富山県 トヤマケン		131		→		0		89		29

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		98		→		0		103		0

		20		長野県 ナガノケン		133		→		0		111		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		129		→		0		226		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		388		→		0		525		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		192		→		57		122		0

		31		鳥取県 トットリケン		96		→		0		32		41

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		335		→		59		502		0		251＋149＋36＋22＋44(ピアサポート養成のみ計上せず） ヨウセイ ケイジョウ				要確認 ヨウ カクニン

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		98		→		0		87		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		12		0

		39		高知県 コウチケン		118		→		0		166		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		79		→		0		92		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		307		→		0		257		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				4152		→		116		6196		209





H28精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H27年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		0		→		0		74		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		→				35		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		→		0		344		0

		9		栃木県 トチギケン		0		→		0		161		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		→		0		776		0

		12		千葉県 チバケン		0		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修11人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		177		→		0		300		255		238+62

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		0		0

		16		富山県 トヤマケン		67		→		0		99		32

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		→		0		98		0

		20		長野県 ナガノケン		0		→		0		133		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		→		0		129		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		→		0		388		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		→		0		192		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		→		0		96		0

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		→		61		274		0		161+113

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		→		0		98		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		→		0		118		0		23+19+13+81

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		→		0		79		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		→		0		307		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				244		→		61		3804		287
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【任意事業】サービス・相談支援者、指導者育成事業（地域生活支援事業）
【精神障害関係従事者養成研修事業】アウトリーチ関係者研修

番号 自治体
H29年度

受講者数

H30年度

受講者数

1 北海道 0 0
2 青森県 0 0
3 岩手県 0 0
4 宮城県 0 0
5 秋田県 0 0
6 山形県 0 0
7 福島県 0 0
8 茨城県 0 0
9 栃木県 0 0
10 群馬県 0 0
11 埼玉県 0 0
12 千葉県 0 0
13 東京都 0 0
14 神奈川県 0 0
15 新潟県 0 0
16 富山県 0 0
17 石川県 0 0
18 福井県 0 0
19 山梨県 0 0
20 長野県 0 0
21 岐阜県 0 0
22 静岡県 0 0
23 愛知県 0 0
24 三重県 0 0
25 滋賀県 0 0
26 京都府 0 0
27 大阪府 0 0
28 兵庫県 0 0
29 奈良県 0 0
30 和歌山県 57 0
31 鳥取県 0 0
32 島根県 0 0
33 岡山県 59 85
34 広島県 0 0

※実施主体：都道府県

番号 自治体
H29年度

受講者数

H30年度

受講者数

35 山口県 0 0

36 徳島県 0 0
37 香川県 0 0
38 愛媛県 0 0
39 高知県 0 0
40 福岡県 0 0
41 佐賀県 0 0
42 長崎県 0 0
43 熊本県 0 0
44 大分県 0 0
45 宮崎県 0 0
46 鹿児島県 0 0
47 沖縄県 0 0

合計 116 85


経年変化

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										ピアサポートの活用(事業) ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		○		○		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		○		○		○		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		○		○		○		○

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		○

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		○		○		×		○		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		○		○		○		○		○

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		○		○		○		○		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		○		×		○		○		○

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		○		×		○		○		○

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		×		○		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		29		25		29		29		20



















































































経年変化 (2)

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										精神科地域共生型拠点病院の公表(事業) セイシンカ チイキ キョウセイ ガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		×		×		×		×		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		0		0		0		0		0



















































































H30年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の３０年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		○		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		×		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		×		×		×		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○		×		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		×		×		×		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○		×		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		?		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		×		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				2		24		2		19		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		○		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		○		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		○		×		×		×

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H29年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２９年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		○		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		○		×		○		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				3		26		4		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成29年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H28年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２８年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		○		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		○		×		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		○		×		○		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		○		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		×		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		○		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		○		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×				42		長崎県		×		×		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				4		26		5		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		○		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成28年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×















































































































































































H27年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２７年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×				24		三重県 ミエケン		○		×		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		○

		2		青森県 アオモリケン		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		×		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		×		○				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×				42		長崎県		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				28		3		25

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		×		○				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成27年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































H26年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２６年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ																																【参考４】

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		○				24		三重県 ミエケン		×		○		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		○

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		○		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		○		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		○				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		○		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		×		×				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		○

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		○				42		長崎県		○		×		○				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		○		×		○

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				35		4		29

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		○

		23		愛知県 アイチケン		○		×		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成26年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































アウトリーチ

		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																																																																（ウ）委託について イタク

																																						精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				診療所 シンリョウジョ																				訪問看護 ホウモン カンゴ																				相談支援事業 ソウダン シエン ジギョウ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				精神保健福祉センター セイシン ホケン フクシ																				保健所 ホケンジョ																				その他 タ

		県名番号 ケンメイ バンゴウ		県名 ケンメイ		研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

				和歌山県 ワカヤマケン		ピアサポ養成研修 ヨウセイ ケンシュウ		3		11		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		18		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









































精神障害者支援研修

		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ										（ア）概要について ガイヨウ																																		（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																														精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				相談支援事業所 ソウダン シエン ジギョウショ																				サービス支援事業所 シエン ジギョウショ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				行政（市町村・保健所等） ギョウセイ シチョウソン ホケンジョ ナド																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容⑤ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		31		74		756		ピアサポ研修 ケンシュウ		3		11		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		97		52		20		1		0		0		0		15		0		5		0		39		0		0		95		166		0		0		0		0		2		4		0		0		25		0		0		51		0		8		4		0		0		0		5		0		0		6		0		65		0		0		0		0		11		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		公益財団法人（１） コウエキ ザイダンホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン

		4		宮城県 ミヤギケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		3.5		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		30		0		0		2		0		1		1																																																																28				1						2				3		4		0		5		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0

		5		秋田県 アキタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		6.5		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		7		12		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		0		0		0		0		0		0		1		5		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		1		14		0		0		0		0		0		0		9		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		医療法人（３） イリョウ ホウジン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		6		山形県 ヤマガタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		12		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		19		0		0		13		0		0		0		1		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		1		2		0		0		0		0		0		14		特定非営利法人（１） トクテイ ヒエイリ ホウジン		長期入院者に対する支援体制の強化、精神科病院や相談支援事業所を対象とした研修会の開催 チョウキ ニュウインシャ タイ シエン タイセイ キョウカ セイシンカ ビョウイン ソウダン シエン ジギョウショ タイショウ ケンシュウカイ カイサイ

		10		群馬県 グンマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		1.5		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		15		31		3		1		0		0		6		4		0		0		0		2		0		0		9		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		医療法人（１） イリョウ ホウジン		地域移行支援普及啓発事業 チイキ イコウ シエン フキュウ ケイハツ ジギョウ

		11		埼玉県 サイタマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		30		96		711		ピアサポ研修 ケンシュウ		24		128		815		退院支援 タイイン シエン		1		4		25		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		45		63		0		0		3		0		0		25		0		3		0		71		0		0		93		53		0		8		0		5		5		32		0		0		4		0		0		26		2		2		3		0		0		0		15		0		0		20		1		197		3		96		0		0		0		0		0		78		0		0		7		3		0		0		0		26		0		620		0		0

		13		東京都 トウキョウト		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		8		33.5		59		0		0		0		0		退院支援 タイイン シエン		2		6		263		改正精神保健福祉 カイセイ セイシン ホケン フクシ		1		6		259		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63		一般社団法人（１）社会福祉法人（１） イッパン シャダンホウジン シャカイ フクシ ホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること。精神科病院実習、地域実習 チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン セイシンカ ビョウイン ジッシュウ チイキ ジッシュウ

		16		富山県 トヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		5		13.5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2		富山県精神保健福祉協会 トヤマケン セイシン ホケン フクシ キョウカイ		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		23		愛知県 アイチケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		5.5		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		6		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		2.5		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		障害者支援 ショウガイシャ シエン		5		11.5		161		0		0		1		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		14		0		0		11		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7		5		1		0		0		12		0		0		10		0		14		0		3		0		0		0		0		0		0		0		13		6		0		0		0		5		19		0		53		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		6.5		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		10		4		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		36		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1		2		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		9		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		17		3		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		18		51		15		退院支援 タイイン シエン		1		6		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		9		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		0		15		0		0		0		3		9		0		0		0		22		3		2		社会福祉法人あすなろ福祉会　スピーカーズ・ビューロー岡山 シャカイ フクシ ホウジン フクシカイ オカヤマ		ピアサポーター養成研修事業（基礎編）ピアサポーター養成研修事業（応用編） ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ キソヘン ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ オウヨウヘン

		35		香川県 カガワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		14		28		232		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		2		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		11		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		29		1		2		0		0		0		0		0		27		0		0		0		1		0		0		5		0		0		163		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		8.5		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		15.5		192		ピアサポ研修 ケンシュウ		2		9		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		50		36		23		3		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7		3		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		0		0		0		6		30		3		42		公益社団法人沖縄県精神保健福祉連合会　一般社団法人沖縄県精神保健福祉士協会 コウエキ シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシ レンゴウカイ イッパン シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシシ キョウカイ		ピアサポーター養成研修事業の実施　平成26年度地域移行支援のための多職種合同支援研修事業の実施 ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ジッシ ヘイセイ ネンド チイキ イコウ シエン タ ショクシュ ゴウドウ シエン ケンシュウ ジギョウ ジッシ

		59		京都市 キョウト シ		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		3		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		9		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		8		京都市中部障害者地域生活支援センターなごやか キョウトシ チュウブ ショウガイシャ チイキ セイカツ シエン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ



















精神科訪問看護

		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																						医療機関 イリョウ キカン																				訪問看護ステーション ホウモン カンゴ																				行政機関 ギョウセイ キカン																				教育 キョウイク																				福祉施設 フクシ シセツ																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		13		東京都 トウキョウト		精神科訪問看護研修会 セイシンカ ホウモン カンゴ ケンシュウカイ		5		35		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		一般社団法人（１） イッパン シャダンホウジン		精神訪問看護に関する研修会 セイシン ホウモン カンゴ カン ケンシュウカイ









































H30精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		0

		3		岩手県 イワテケン		0		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		0

		5		秋田県 アキタケン		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		0

		9		栃木県 トチギケン		0		0

		10		群馬県 グンマケン		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		0

		12		千葉県 チバケン		0		0

		13		東京都 トウキョウト		0		0

		14		神奈川県 カナガワケン		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		0

		16		富山県 トヤマケン		0		0

		17		石川県 イシカワケン		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		0

		20		長野県 ナガノケン		0		0

		21		岐阜県		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		0

		23		愛知県 アイチケン		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		0

		25		滋賀県 シガケン		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		57		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		0

		32		島根県 シマネケン		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		59		85

		34		広島県 ヒロシマケン		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		0

		41		佐賀県		0		0

		42		長崎県		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		0

		50		さいたま市 シ		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		0

		合計 ゴウケイ				116		85





H29精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業 

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H2９年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		652		0

		2		青森県 アオモリケン		103		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		74		→		0		95		0

		4		宮城県 ミヤギケン		35		→		0		59		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		344		→		0		330		0

		9		栃木県 トチギケン		161		→		0		190		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		776		→		0		1199		0		相談支援専門員への研修がメイン ソウダン シエン センモンイン ケンシュウ

		12		千葉県 チバケン		その他事業でピアサポ養成研修11人		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修13人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		555		→		0		300		139

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		911		0

		16		富山県 トヤマケン		131		→		0		89		29

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		98		→		0		103		0

		20		長野県 ナガノケン		133		→		0		111		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		129		→		0		226		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		388		→		0		525		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		192		→		57		122		0

		31		鳥取県 トットリケン		96		→		0		32		41

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		335		→		59		502		0		251＋149＋36＋22＋44(ピアサポート養成のみ計上せず） ヨウセイ ケイジョウ				要確認 ヨウ カクニン

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		98		→		0		87		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		12		0

		39		高知県 コウチケン		118		→		0		166		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		79		→		0		92		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		307		→		0		257		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				4152		→		116		6196		209





H28精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H27年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		0		→		0		74		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		→				35		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		→		0		344		0

		9		栃木県 トチギケン		0		→		0		161		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		→		0		776		0

		12		千葉県 チバケン		0		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修11人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		177		→		0		300		255		238+62

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		0		0

		16		富山県 トヤマケン		67		→		0		99		32

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		→		0		98		0

		20		長野県 ナガノケン		0		→		0		133		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		→		0		129		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		→		0		388		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		→		0		192		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		→		0		96		0

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		→		61		274		0		161+113

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		→		0		98		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		→		0		118		0		23+19+13+81

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		→		0		79		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		→		0		307		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				244		→		61		3804		287





Sheet1






経年変化

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										ピアサポートの活用(事業) ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		○		○		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		○		○		○		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		○		○		○		○

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		○

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		○		○		×		○		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		○		○		○		○		○

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		○		○		○		○		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		○		×		○		○		○

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		○		×		○		○		○

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		×		○		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		29		25		29		29		20



















































































経年変化 (2)

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										精神科地域共生型拠点病院の公表(事業) セイシンカ チイキ キョウセイ ガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		×		×		×		×		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		0		0		0		0		0



















































































H30年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の３０年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		○		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		×		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		×		×		×		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○		×		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		×		×		×		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○		×		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		?		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		×		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				2		24		2		19		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		○		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		○		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		○		×		×		×

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H29年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２９年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		○		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		○		×		○		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				3		26		4		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成29年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H28年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２８年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		○		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		○		×		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		○		×		○		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		○		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		×		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		○		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		○		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×				42		長崎県		×		×		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				4		26		5		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		○		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成28年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×















































































































































































H27年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２７年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×				24		三重県 ミエケン		○		×		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		○

		2		青森県 アオモリケン		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		×		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		×		○				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×				42		長崎県		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				28		3		25

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		×		○				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成27年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































H26年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２６年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ																																【参考４】

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		○				24		三重県 ミエケン		×		○		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		○

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		○		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		○		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		○				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		○		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		×		×				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		○

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		○				42		長崎県		○		×		○				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		○		×		○

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				35		4		29

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		○

		23		愛知県 アイチケン		○		×		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成26年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































アウトリーチ

		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																																																																（ウ）委託について イタク

																																						精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				診療所 シンリョウジョ																				訪問看護 ホウモン カンゴ																				相談支援事業 ソウダン シエン ジギョウ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				精神保健福祉センター セイシン ホケン フクシ																				保健所 ホケンジョ																				その他 タ

		県名番号 ケンメイ バンゴウ		県名 ケンメイ		研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

				和歌山県 ワカヤマケン		ピアサポ養成研修 ヨウセイ ケンシュウ		3		11		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		18		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









































精神障害者支援研修

		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ										（ア）概要について ガイヨウ																																		（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																														精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				相談支援事業所 ソウダン シエン ジギョウショ																				サービス支援事業所 シエン ジギョウショ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				行政（市町村・保健所等） ギョウセイ シチョウソン ホケンジョ ナド																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容⑤ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		31		74		756		ピアサポ研修 ケンシュウ		3		11		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		97		52		20		1		0		0		0		15		0		5		0		39		0		0		95		166		0		0		0		0		2		4		0		0		25		0		0		51		0		8		4		0		0		0		5		0		0		6		0		65		0		0		0		0		11		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		公益財団法人（１） コウエキ ザイダンホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン

		4		宮城県 ミヤギケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		3.5		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		30		0		0		2		0		1		1																																																																28				1						2				3		4		0		5		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0

		5		秋田県 アキタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		6.5		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		7		12		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		0		0		0		0		0		0		1		5		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		1		14		0		0		0		0		0		0		9		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		医療法人（３） イリョウ ホウジン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		6		山形県 ヤマガタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		12		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		19		0		0		13		0		0		0		1		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		1		2		0		0		0		0		0		14		特定非営利法人（１） トクテイ ヒエイリ ホウジン		長期入院者に対する支援体制の強化、精神科病院や相談支援事業所を対象とした研修会の開催 チョウキ ニュウインシャ タイ シエン タイセイ キョウカ セイシンカ ビョウイン ソウダン シエン ジギョウショ タイショウ ケンシュウカイ カイサイ

		10		群馬県 グンマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		1.5		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		15		31		3		1		0		0		6		4		0		0		0		2		0		0		9		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		医療法人（１） イリョウ ホウジン		地域移行支援普及啓発事業 チイキ イコウ シエン フキュウ ケイハツ ジギョウ

		11		埼玉県 サイタマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		30		96		711		ピアサポ研修 ケンシュウ		24		128		815		退院支援 タイイン シエン		1		4		25		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		45		63		0		0		3		0		0		25		0		3		0		71		0		0		93		53		0		8		0		5		5		32		0		0		4		0		0		26		2		2		3		0		0		0		15		0		0		20		1		197		3		96		0		0		0		0		0		78		0		0		7		3		0		0		0		26		0		620		0		0

		13		東京都 トウキョウト		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		8		33.5		59		0		0		0		0		退院支援 タイイン シエン		2		6		263		改正精神保健福祉 カイセイ セイシン ホケン フクシ		1		6		259		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63		一般社団法人（１）社会福祉法人（１） イッパン シャダンホウジン シャカイ フクシ ホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること。精神科病院実習、地域実習 チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン セイシンカ ビョウイン ジッシュウ チイキ ジッシュウ

		16		富山県 トヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		5		13.5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2		富山県精神保健福祉協会 トヤマケン セイシン ホケン フクシ キョウカイ		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		23		愛知県 アイチケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		5.5		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		6		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		2.5		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		障害者支援 ショウガイシャ シエン		5		11.5		161		0		0		1		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		14		0		0		11		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7		5		1		0		0		12		0		0		10		0		14		0		3		0		0		0		0		0		0		0		13		6		0		0		0		5		19		0		53		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		6.5		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		10		4		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		36		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1		2		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		9		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		17		3		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		18		51		15		退院支援 タイイン シエン		1		6		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		9		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		0		15		0		0		0		3		9		0		0		0		22		3		2		社会福祉法人あすなろ福祉会　スピーカーズ・ビューロー岡山 シャカイ フクシ ホウジン フクシカイ オカヤマ		ピアサポーター養成研修事業（基礎編）ピアサポーター養成研修事業（応用編） ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ キソヘン ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ オウヨウヘン

		35		香川県 カガワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		14		28		232		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		2		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		11		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		29		1		2		0		0		0		0		0		27		0		0		0		1		0		0		5		0		0		163		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		8.5		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		15.5		192		ピアサポ研修 ケンシュウ		2		9		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		50		36		23		3		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7		3		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		0		0		0		6		30		3		42		公益社団法人沖縄県精神保健福祉連合会　一般社団法人沖縄県精神保健福祉士協会 コウエキ シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシ レンゴウカイ イッパン シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシシ キョウカイ		ピアサポーター養成研修事業の実施　平成26年度地域移行支援のための多職種合同支援研修事業の実施 ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ジッシ ヘイセイ ネンド チイキ イコウ シエン タ ショクシュ ゴウドウ シエン ケンシュウ ジギョウ ジッシ

		59		京都市 キョウト シ		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		3		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		9		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		8		京都市中部障害者地域生活支援センターなごやか キョウトシ チュウブ ショウガイシャ チイキ セイカツ シエン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ



















精神科訪問看護

		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																						医療機関 イリョウ キカン																				訪問看護ステーション ホウモン カンゴ																				行政機関 ギョウセイ キカン																				教育 キョウイク																				福祉施設 フクシ シセツ																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		13		東京都 トウキョウト		精神科訪問看護研修会 セイシンカ ホウモン カンゴ ケンシュウカイ		5		35		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		一般社団法人（１） イッパン シャダンホウジン		精神訪問看護に関する研修会 セイシン ホウモン カンゴ カン ケンシュウカイ









































H30精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		0

		3		岩手県 イワテケン		0		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		0

		5		秋田県 アキタケン		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		0

		9		栃木県 トチギケン		0		0

		10		群馬県 グンマケン		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		0

		12		千葉県 チバケン		0		0

		13		東京都 トウキョウト		139		0

		14		神奈川県 カナガワケン		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		0

		16		富山県 トヤマケン		29		27

		17		石川県 イシカワケン		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		0

		20		長野県 ナガノケン		0		0

		21		岐阜県		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		0

		23		愛知県 アイチケン		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		0

		25		滋賀県 シガケン		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		41		13

		32		島根県 シマネケン		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0

		34		広島県 ヒロシマケン		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		0

		41		佐賀県		0		0

		42		長崎県		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		0

		50		さいたま市 シ		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		0

		合計 ゴウケイ				209		40





H29精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業 



				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

				35		山口県 ヤマグチケン		0		0

				36		徳島県 トクシマケン		0		0

				37		香川県 カガワケン		0		0

				38		愛媛県 エヒメケン		0		0

				39		高知県 コウチケン		0		0

				40		福岡県 フクオカケン		0		0

				41		佐賀県		0		0

				42		長崎県		0		0

				43		熊本県 クマモトケン		0		0

				44		大分県 オオイタケン		0		0

				45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0

				46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

				47		沖縄県 オキナワケン		0		0

				合計 ゴウケイ				116		85







H28精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H27年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		0		→		0		74		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		→				35		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		→		0		344		0

		9		栃木県 トチギケン		0		→		0		161		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		→		0		776		0

		12		千葉県 チバケン		0		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修11人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		177		→		0		300		255		238+62

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		0		0

		16		富山県 トヤマケン		67		→		0		99		32

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		→		0		98		0

		20		長野県 ナガノケン		0		→		0		133		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		→		0		129		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		→		0		388		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		→		0		192		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		→		0		96		0

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		→		61		274		0		161+113

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		→		0		98		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		→		0		118		0		23+19+13+81

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		→		0		79		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		→		0		307		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				244		→		61		3804		287
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【任意事業】サービス・相談支援者、指導者育成事業（地域生活支援事業）

番号 自治体
H29年度

受講者数

H30年度

受講者数

1 北海道 652 839
2 青森県 103 98
3 岩手県 95 181
4 宮城県 59 62
5 秋田県 0 0
6 山形県 0 0
7 福島県 0 215
8 茨城県 330 0
9 栃木県 190 206
10 群馬県 0 0
11 埼玉県 1199 0
12 千葉県 0 0
13 東京都 439 108
14 神奈川県 33 0
15 新潟県 911 1021
16 富山県 118 114
17 石川県 0 0
18 福井県 0 0
19 山梨県 103 110
20 長野県 111 67
21 岐阜県 0 0
22 静岡県 226 132
23 愛知県 0 41
24 三重県 525 612
25 滋賀県 0 0
26 京都府 0 0
27 大阪府 0 0
28 兵庫県 0 0
29 奈良県 0 0
30 和歌山県 179 138
31 鳥取県 73 100
32 島根県 0 0
33 岡山県 561 0
34 広島県 0 0

【精神障害関係従事者養成研修事業】精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 ※実施主体：都道府県

番号 自治体
H29年度

受講者数

H30年度

受講者数

35 山口県 0 0

36 徳島県 0 0
37 香川県 87 129
38 愛媛県 12 10
39 高知県 166 235
40 福岡県 0 0
41 佐賀県 0 0
42 長崎県 0 0
43 熊本県 0 0
44 大分県 0 0
45 宮崎県 92 168
46 鹿児島県 0 0
47 沖縄県 257 216

合計 6521 4802


経年変化

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										ピアサポートの活用(事業) ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		○		○		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		○		○		○		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		○		○		○		?

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		○

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		○		○		×		○		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		○		○		○		○		○

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		○		○		○		○		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		○		×		○		○		○

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		○		×		○		○		○

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		×		○		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		29		25		29		29		19



















































































H30年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の３０年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		○		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		×		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		×		×		×		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○		×		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		×		×		×		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○		×		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		?		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		×		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				2		24		2		19		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		○		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		○		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		○		×		×		×						平成30年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H29年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２９年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		○		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		○		×		○		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				3		26		4		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成29年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H28年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２８年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		○		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		○		×		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		○		×		○		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		○		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		×		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		○		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		○		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×				42		長崎県		×		×		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				4		26		5		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		○		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成28年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×















































































































































































H27年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２７年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×				24		三重県 ミエケン		○		×		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		○

		2		青森県 アオモリケン		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		×		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		×		○				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×				42		長崎県		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				28		3		25

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		×		○				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成27年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































H26年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２６年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ																																【参考４】

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		○				24		三重県 ミエケン		×		○		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		○

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		○		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		○		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		○				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		○		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		×		×				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		○

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		○				42		長崎県		○		×		○				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		○		×		○

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				35		4		29

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		○

		23		愛知県 アイチケン		○		×		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成26年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































アウトリーチ

		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																																																																（ウ）委託について イタク

																																						精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				診療所 シンリョウジョ																				訪問看護 ホウモン カンゴ																				相談支援事業 ソウダン シエン ジギョウ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				精神保健福祉センター セイシン ホケン フクシ																				保健所 ホケンジョ																				その他 タ

		県名番号 ケンメイ バンゴウ		県名 ケンメイ		研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

				和歌山県 ワカヤマケン		ピアサポ養成研修 ヨウセイ ケンシュウ		3		11		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		18		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









































精神障害者支援研修

		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ										（ア）概要について ガイヨウ																																		（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																														精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				相談支援事業所 ソウダン シエン ジギョウショ																				サービス支援事業所 シエン ジギョウショ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				行政（市町村・保健所等） ギョウセイ シチョウソン ホケンジョ ナド																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容⑤ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		31		74		756		ピアサポ研修 ケンシュウ		3		11		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		97		52		20		1		0		0		0		15		0		5		0		39		0		0		95		166		0		0		0		0		2		4		0		0		25		0		0		51		0		8		4		0		0		0		5		0		0		6		0		65		0		0		0		0		11		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		公益財団法人（１） コウエキ ザイダンホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン

		4		宮城県 ミヤギケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		3.5		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		30		0		0		2		0		1		1																																																																28				1						2				3		4		0		5		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0

		5		秋田県 アキタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		6.5		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		7		12		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		0		0		0		0		0		0		1		5		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		1		14		0		0		0		0		0		0		9		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		医療法人（３） イリョウ ホウジン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		6		山形県 ヤマガタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		12		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		19		0		0		13		0		0		0		1		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		1		2		0		0		0		0		0		14		特定非営利法人（１） トクテイ ヒエイリ ホウジン		長期入院者に対する支援体制の強化、精神科病院や相談支援事業所を対象とした研修会の開催 チョウキ ニュウインシャ タイ シエン タイセイ キョウカ セイシンカ ビョウイン ソウダン シエン ジギョウショ タイショウ ケンシュウカイ カイサイ

		10		群馬県 グンマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		1.5		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		15		31		3		1		0		0		6		4		0		0		0		2		0		0		9		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		医療法人（１） イリョウ ホウジン		地域移行支援普及啓発事業 チイキ イコウ シエン フキュウ ケイハツ ジギョウ

		11		埼玉県 サイタマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		30		96		711		ピアサポ研修 ケンシュウ		24		128		815		退院支援 タイイン シエン		1		4		25		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		45		63		0		0		3		0		0		25		0		3		0		71		0		0		93		53		0		8		0		5		5		32		0		0		4		0		0		26		2		2		3		0		0		0		15		0		0		20		1		197		3		96		0		0		0		0		0		78		0		0		7		3		0		0		0		26		0		620		0		0

		13		東京都 トウキョウト		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		8		33.5		59		0		0		0		0		退院支援 タイイン シエン		2		6		263		改正精神保健福祉 カイセイ セイシン ホケン フクシ		1		6		259		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63		一般社団法人（１）社会福祉法人（１） イッパン シャダンホウジン シャカイ フクシ ホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること。精神科病院実習、地域実習 チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン セイシンカ ビョウイン ジッシュウ チイキ ジッシュウ

		16		富山県 トヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		5		13.5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2		富山県精神保健福祉協会 トヤマケン セイシン ホケン フクシ キョウカイ		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		23		愛知県 アイチケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		5.5		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		6		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		2.5		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		障害者支援 ショウガイシャ シエン		5		11.5		161		0		0		1		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		14		0		0		11		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7		5		1		0		0		12		0		0		10		0		14		0		3		0		0		0		0		0		0		0		13		6		0		0		0		5		19		0		53		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		6.5		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		10		4		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		36		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1		2		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		9		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		17		3		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		18		51		15		退院支援 タイイン シエン		1		6		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		9		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		0		15		0		0		0		3		9		0		0		0		22		3		2		社会福祉法人あすなろ福祉会　スピーカーズ・ビューロー岡山 シャカイ フクシ ホウジン フクシカイ オカヤマ		ピアサポーター養成研修事業（基礎編）ピアサポーター養成研修事業（応用編） ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ キソヘン ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ オウヨウヘン

		35		香川県 カガワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		14		28		232		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		2		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		11		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		29		1		2		0		0		0		0		0		27		0		0		0		1		0		0		5		0		0		163		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		8.5		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		15.5		192		ピアサポ研修 ケンシュウ		2		9		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		50		36		23		3		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7		3		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		0		0		0		6		30		3		42		公益社団法人沖縄県精神保健福祉連合会　一般社団法人沖縄県精神保健福祉士協会 コウエキ シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシ レンゴウカイ イッパン シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシシ キョウカイ		ピアサポーター養成研修事業の実施　平成26年度地域移行支援のための多職種合同支援研修事業の実施 ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ジッシ ヘイセイ ネンド チイキ イコウ シエン タ ショクシュ ゴウドウ シエン ケンシュウ ジギョウ ジッシ

		59		京都市 キョウト シ		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		3		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		9		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		8		京都市中部障害者地域生活支援センターなごやか キョウトシ チュウブ ショウガイシャ チイキ セイカツ シエン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ



















精神科訪問看護

		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																						医療機関 イリョウ キカン																				訪問看護ステーション ホウモン カンゴ																				行政機関 ギョウセイ キカン																				教育 キョウイク																				福祉施設 フクシ シセツ																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		13		東京都 トウキョウト		精神科訪問看護研修会 セイシンカ ホウモン カンゴ ケンシュウカイ		5		35		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		一般社団法人（１） イッパン シャダンホウジン		精神訪問看護に関する研修会 セイシン ホウモン カンゴ カン ケンシュウカイ









































H30精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

		1		北海道 ホッカイドウ		652		839

		2		青森県 アオモリケン		103		98

		3		岩手県 イワテケン		95		181

		4		宮城県 ミヤギケン		59		62

		5		秋田県 アキタケン		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		215

		8		茨城県 イバラギケン		330		0

		9		栃木県 トチギケン		190		206

		10		群馬県 グンマケン		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		1199		0

		12		千葉県 チバケン		0		0

		13		東京都 トウキョウト		439		108

		14		神奈川県 カナガワケン		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		911		1021

		16		富山県 トヤマケン		118		114

		17		石川県 イシカワケン		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		103		110

		20		長野県 ナガノケン		111		67

		21		岐阜県		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		226		132

		23		愛知県 アイチケン		0		41

		24		三重県 ミエケン		525		612

		25		滋賀県 シガケン		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		179		138

		31		鳥取県 トットリケン		73		100

		32		島根県 シマネケン		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		561		0

		34		広島県 ヒロシマケン		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		0

		37		香川県 カガワケン		87		129

		38		愛媛県 エヒメケン		12		10

		39		高知県 コウチケン		166		235

		40		福岡県 フクオカケン		0		0

		41		佐賀県		0		0

		42		長崎県		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		92		168

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		257		216

		48		札幌市 サッポロシ		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		0

		50		さいたま市 シ		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		0

		合計 ゴウケイ				6521		4802





H29精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業 

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H2９年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		652		0

		2		青森県 アオモリケン		103		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		74		→		0		95		0

		4		宮城県 ミヤギケン		35		→		0		59		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		344		→		0		330		0

		9		栃木県 トチギケン		161		→		0		190		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		776		→		0		1199		0		相談支援専門員への研修がメイン ソウダン シエン センモンイン ケンシュウ

		12		千葉県 チバケン		その他事業でピアサポ養成研修11人		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修13人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		555		→		0		300		139

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		911		0

		16		富山県 トヤマケン		131		→		0		89		29

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		98		→		0		103		0

		20		長野県 ナガノケン		133		→		0		111		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		129		→		0		226		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		388		→		0		525		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		192		→		57		122		0

		31		鳥取県 トットリケン		96		→		0		32		41

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		335		→		59		502		0		251＋149＋36＋22＋44(ピアサポート養成のみ計上せず） ヨウセイ ケイジョウ				要確認 ヨウ カクニン

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		98		→		0		87		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		12		0

		39		高知県 コウチケン		118		→		0		166		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		79		→		0		92		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		307		→		0		257		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				4152		→		116		6196		209





H28精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H27年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		0		→		0		74		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		→				35		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		→		0		344		0

		9		栃木県 トチギケン		0		→		0		161		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		→		0		776		0

		12		千葉県 チバケン		0		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修11人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		177		→		0		300		255		238+62

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		0		0

		16		富山県 トヤマケン		67		→		0		99		32

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		→		0		98		0

		20		長野県 ナガノケン		0		→		0		133		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		→		0		129		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		→		0		388		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		→		0		192		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		→		0		96		0

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		→		61		274		0		161+113

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		→		0		98		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		→		0		118		0		23+19+13+81

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		→		0		79		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		→		0		307		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				244		→		61		3804		287
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経年変化

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										ピアサポートの活用(事業) ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		○		○		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		○		○		○		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		○		○		○		○

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		○

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		○		○		×		○		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		○		○		○		○		○

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		○		○		○		○		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		○		×		○		○		○

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		○		×		○		○		○

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		×		○		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		29		25		29		29		20



















































































経年変化 (2)

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										精神科地域共生型拠点病院の公表(事業) セイシンカ チイキ キョウセイ ガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		×		×		×		×		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		0		0		0		0		0



















































































H30年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の３０年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		○		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		×		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		×		×		×		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○		×		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		×		×		×		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○		×		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		?		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		×		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				2		24		2		19		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		○		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		○		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		○		×		×		×

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H29年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２９年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		○		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		○		×		○		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				3		26		4		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成29年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H28年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２８年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		○		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		○		×		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		○		×		○		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		○		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		×		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		○		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		○		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×				42		長崎県		×		×		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				4		26		5		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		○		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成28年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×















































































































































































H27年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２７年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×				24		三重県 ミエケン		○		×		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		○

		2		青森県 アオモリケン		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		×		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		×		○				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×				42		長崎県		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				28		3		25

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		×		○				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成27年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































H26年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２６年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ																																【参考４】

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		○				24		三重県 ミエケン		×		○		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		○

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		○		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		○		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		○				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		○		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		×		×				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		○

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		○				42		長崎県		○		×		○				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		○		×		○

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				35		4		29

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		○

		23		愛知県 アイチケン		○		×		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成26年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































アウトリーチ

		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																																																																（ウ）委託について イタク

																																						精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				診療所 シンリョウジョ																				訪問看護 ホウモン カンゴ																				相談支援事業 ソウダン シエン ジギョウ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				精神保健福祉センター セイシン ホケン フクシ																				保健所 ホケンジョ																				その他 タ

		県名番号 ケンメイ バンゴウ		県名 ケンメイ		研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

				和歌山県 ワカヤマケン		ピアサポ養成研修 ヨウセイ ケンシュウ		3		11		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		18		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









































精神障害者支援研修

		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ										（ア）概要について ガイヨウ																																		（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																														精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				相談支援事業所 ソウダン シエン ジギョウショ																				サービス支援事業所 シエン ジギョウショ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				行政（市町村・保健所等） ギョウセイ シチョウソン ホケンジョ ナド																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容⑤ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		31		74		756		ピアサポ研修 ケンシュウ		3		11		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		97		52		20		1		0		0		0		15		0		5		0		39		0		0		95		166		0		0		0		0		2		4		0		0		25		0		0		51		0		8		4		0		0		0		5		0		0		6		0		65		0		0		0		0		11		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		公益財団法人（１） コウエキ ザイダンホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン

		4		宮城県 ミヤギケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		3.5		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		30		0		0		2		0		1		1																																																																28				1						2				3		4		0		5		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0

		5		秋田県 アキタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		6.5		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		7		12		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		0		0		0		0		0		0		1		5		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		1		14		0		0		0		0		0		0		9		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		医療法人（３） イリョウ ホウジン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		6		山形県 ヤマガタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		12		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		19		0		0		13		0		0		0		1		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		1		2		0		0		0		0		0		14		特定非営利法人（１） トクテイ ヒエイリ ホウジン		長期入院者に対する支援体制の強化、精神科病院や相談支援事業所を対象とした研修会の開催 チョウキ ニュウインシャ タイ シエン タイセイ キョウカ セイシンカ ビョウイン ソウダン シエン ジギョウショ タイショウ ケンシュウカイ カイサイ

		10		群馬県 グンマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		1.5		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		15		31		3		1		0		0		6		4		0		0		0		2		0		0		9		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		医療法人（１） イリョウ ホウジン		地域移行支援普及啓発事業 チイキ イコウ シエン フキュウ ケイハツ ジギョウ

		11		埼玉県 サイタマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		30		96		711		ピアサポ研修 ケンシュウ		24		128		815		退院支援 タイイン シエン		1		4		25		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		45		63		0		0		3		0		0		25		0		3		0		71		0		0		93		53		0		8		0		5		5		32		0		0		4		0		0		26		2		2		3		0		0		0		15		0		0		20		1		197		3		96		0		0		0		0		0		78		0		0		7		3		0		0		0		26		0		620		0		0

		13		東京都 トウキョウト		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		8		33.5		59		0		0		0		0		退院支援 タイイン シエン		2		6		263		改正精神保健福祉 カイセイ セイシン ホケン フクシ		1		6		259		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63		一般社団法人（１）社会福祉法人（１） イッパン シャダンホウジン シャカイ フクシ ホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること。精神科病院実習、地域実習 チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン セイシンカ ビョウイン ジッシュウ チイキ ジッシュウ

		16		富山県 トヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		5		13.5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2		富山県精神保健福祉協会 トヤマケン セイシン ホケン フクシ キョウカイ		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		23		愛知県 アイチケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		5.5		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		6		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		2.5		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		障害者支援 ショウガイシャ シエン		5		11.5		161		0		0		1		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		14		0		0		11		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7		5		1		0		0		12		0		0		10		0		14		0		3		0		0		0		0		0		0		0		13		6		0		0		0		5		19		0		53		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		6.5		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		10		4		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		36		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1		2		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		9		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		17		3		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		18		51		15		退院支援 タイイン シエン		1		6		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		9		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		0		15		0		0		0		3		9		0		0		0		22		3		2		社会福祉法人あすなろ福祉会　スピーカーズ・ビューロー岡山 シャカイ フクシ ホウジン フクシカイ オカヤマ		ピアサポーター養成研修事業（基礎編）ピアサポーター養成研修事業（応用編） ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ キソヘン ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ オウヨウヘン

		35		香川県 カガワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		14		28		232		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		2		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		11		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		29		1		2		0		0		0		0		0		27		0		0		0		1		0		0		5		0		0		163		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		8.5		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		15.5		192		ピアサポ研修 ケンシュウ		2		9		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		50		36		23		3		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7		3		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		0		0		0		6		30		3		42		公益社団法人沖縄県精神保健福祉連合会　一般社団法人沖縄県精神保健福祉士協会 コウエキ シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシ レンゴウカイ イッパン シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシシ キョウカイ		ピアサポーター養成研修事業の実施　平成26年度地域移行支援のための多職種合同支援研修事業の実施 ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ジッシ ヘイセイ ネンド チイキ イコウ シエン タ ショクシュ ゴウドウ シエン ケンシュウ ジギョウ ジッシ

		59		京都市 キョウト シ		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		3		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		9		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		8		京都市中部障害者地域生活支援センターなごやか キョウトシ チュウブ ショウガイシャ チイキ セイカツ シエン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ



















精神科訪問看護

		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																						医療機関 イリョウ キカン																				訪問看護ステーション ホウモン カンゴ																				行政機関 ギョウセイ キカン																				教育 キョウイク																				福祉施設 フクシ シセツ																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		13		東京都 トウキョウト		精神科訪問看護研修会 セイシンカ ホウモン カンゴ ケンシュウカイ		5		35		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		一般社団法人（１） イッパン シャダンホウジン		精神訪問看護に関する研修会 セイシン ホウモン カンゴ カン ケンシュウカイ









































H30精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		0

		3		岩手県 イワテケン		0		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		0

		5		秋田県 アキタケン		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		0

		9		栃木県 トチギケン		0		0

		10		群馬県 グンマケン		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		0

		12		千葉県 チバケン		0		0

		13		東京都 トウキョウト		139		0

		14		神奈川県 カナガワケン		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		0

		16		富山県 トヤマケン		29		27

		17		石川県 イシカワケン		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		0

		20		長野県 ナガノケン		0		0

		21		岐阜県		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		0

		23		愛知県 アイチケン		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		0

		25		滋賀県 シガケン		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		41		13

		32		島根県 シマネケン		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0

		34		広島県 ヒロシマケン		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		0

		41		佐賀県		0		0

		42		長崎県		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		0

		50		さいたま市 シ		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		0

		合計 ゴウケイ				209		40





H29精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業 



				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

				35		山口県 ヤマグチケン		0		0

				36		徳島県 トクシマケン		0		0

				37		香川県 カガワケン		87		129

				38		愛媛県 エヒメケン		12		10

				39		高知県 コウチケン		166		235

				40		福岡県 フクオカケン		0		0

				41		佐賀県		0		0

				42		長崎県		0		0

				43		熊本県 クマモトケン		0		0

				44		大分県 オオイタケン		0		0

				45		宮崎県 ミヤザキケン		92		168

				46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

				47		沖縄県 オキナワケン		257		216

				合計 ゴウケイ				6521		4802







H28精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H27年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		0		→		0		74		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		→				35		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		→		0		344		0

		9		栃木県 トチギケン		0		→		0		161		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		→		0		776		0

		12		千葉県 チバケン		0		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修11人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		177		→		0		300		255		238+62

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		0		0

		16		富山県 トヤマケン		67		→		0		99		32

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		→		0		98		0

		20		長野県 ナガノケン		0		→		0		133		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		→		0		129		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		→		0		388		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		→		0		192		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		→		0		96		0

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		→		61		274		0		161+113

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		→		0		98		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		→		0		118		0		23+19+13+81

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		→		0		79		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		→		0		307		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				244		→		61		3804		287
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【任意事業】サービス・相談支援者、指導者育成事業（地域生活支援事業）
【精神障害関係従事者養成研修事業】精神科訪問看護従事者研修

番号 自治体
H29年度

受講者数

H30年度

受講者数

1 北海道 0 0
2 青森県 0 0
3 岩手県 0 0
4 宮城県 0 0
5 秋田県 0 0
6 山形県 0 0
7 福島県 0 0
8 茨城県 0 0
9 栃木県 0 0
10 群馬県 0 0
11 埼玉県 0 0
12 千葉県 0 0
13 東京都 139 0
14 神奈川県 0 0
15 新潟県 0 0
16 富山県 29 27
17 石川県 0 0
18 福井県 0 0
19 山梨県 0 0
20 長野県 0 0
21 岐阜県 0 0
22 静岡県 0 0
23 愛知県 0 0
24 三重県 0 0
25 滋賀県 0 0
26 京都府 0 0
27 大阪府 0 0
28 兵庫県 0 0
29 奈良県 0 0
30 和歌山県 0 0
31 鳥取県 41 13
32 島根県 0 0
33 岡山県 0 0
34 広島県 0 0

※実施主体：都道府県

番号 自治体
H29年度

受講者数

H30年度

受講者数

35 山口県 0 0

36 徳島県 0 0
37 香川県 0 0
38 愛媛県 0 0
39 高知県 0 0
40 福岡県 0 0
41 佐賀県 0 0
42 長崎県 0 0
43 熊本県 0 0
44 大分県 0 0
45 宮崎県 0 0
46 鹿児島県 0 0
47 沖縄県 0 0

合計 209 40


経年変化

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										ピアサポートの活用(事業) ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		○		○		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		○		○		○		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		○		○		○		○

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		○

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		○		○		×		○		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		○		○		○		○		○

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		○		○		○		○		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		○		×		○		○		○

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		○		×		○		○		○

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		×		○		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		29		25		29		29		20



















































































経年変化 (2)

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										精神科地域共生型拠点病院の公表(事業) セイシンカ チイキ キョウセイ ガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		×		×		×		×		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		0		0		0		0		0



















































































H30年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の３０年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		○		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		×		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		×		×		×		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○		×		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		×		×		×		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○		×		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		?		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		×		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				2		24		2		19		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		○		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		○		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		○		×		×		×

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H29年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２９年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		○		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		○		×		○		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				3		26		4		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成29年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H28年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２８年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		○		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		○		×		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		○		×		○		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		○		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		×		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		○		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		○		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×				42		長崎県		×		×		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				4		26		5		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		○		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成28年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×















































































































































































H27年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２７年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×				24		三重県 ミエケン		○		×		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		○

		2		青森県 アオモリケン		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		×		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		×		○				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×				42		長崎県		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				28		3		25

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		×		○				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成27年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































H26年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２６年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ																																【参考４】

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		○				24		三重県 ミエケン		×		○		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		○

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		○		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		○		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		○				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		○		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		×		×				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		○

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		○				42		長崎県		○		×		○				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		○		×		○

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				35		4		29

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		○

		23		愛知県 アイチケン		○		×		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成26年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































アウトリーチ

		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																																																																（ウ）委託について イタク

																																						精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				診療所 シンリョウジョ																				訪問看護 ホウモン カンゴ																				相談支援事業 ソウダン シエン ジギョウ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				精神保健福祉センター セイシン ホケン フクシ																				保健所 ホケンジョ																				その他 タ

		県名番号 ケンメイ バンゴウ		県名 ケンメイ		研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

				和歌山県 ワカヤマケン		ピアサポ養成研修 ヨウセイ ケンシュウ		3		11		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		18		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









































精神障害者支援研修

		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ										（ア）概要について ガイヨウ																																		（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																														精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				相談支援事業所 ソウダン シエン ジギョウショ																				サービス支援事業所 シエン ジギョウショ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				行政（市町村・保健所等） ギョウセイ シチョウソン ホケンジョ ナド																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容⑤ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		31		74		756		ピアサポ研修 ケンシュウ		3		11		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		97		52		20		1		0		0		0		15		0		5		0		39		0		0		95		166		0		0		0		0		2		4		0		0		25		0		0		51		0		8		4		0		0		0		5		0		0		6		0		65		0		0		0		0		11		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		公益財団法人（１） コウエキ ザイダンホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン

		4		宮城県 ミヤギケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		3.5		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		30		0		0		2		0		1		1																																																																28				1						2				3		4		0		5		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0

		5		秋田県 アキタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		6.5		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		7		12		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		0		0		0		0		0		0		1		5		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		1		14		0		0		0		0		0		0		9		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		医療法人（３） イリョウ ホウジン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		6		山形県 ヤマガタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		12		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		19		0		0		13		0		0		0		1		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		1		2		0		0		0		0		0		14		特定非営利法人（１） トクテイ ヒエイリ ホウジン		長期入院者に対する支援体制の強化、精神科病院や相談支援事業所を対象とした研修会の開催 チョウキ ニュウインシャ タイ シエン タイセイ キョウカ セイシンカ ビョウイン ソウダン シエン ジギョウショ タイショウ ケンシュウカイ カイサイ

		10		群馬県 グンマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		1.5		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		15		31		3		1		0		0		6		4		0		0		0		2		0		0		9		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		医療法人（１） イリョウ ホウジン		地域移行支援普及啓発事業 チイキ イコウ シエン フキュウ ケイハツ ジギョウ

		11		埼玉県 サイタマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		30		96		711		ピアサポ研修 ケンシュウ		24		128		815		退院支援 タイイン シエン		1		4		25		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		45		63		0		0		3		0		0		25		0		3		0		71		0		0		93		53		0		8		0		5		5		32		0		0		4		0		0		26		2		2		3		0		0		0		15		0		0		20		1		197		3		96		0		0		0		0		0		78		0		0		7		3		0		0		0		26		0		620		0		0

		13		東京都 トウキョウト		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		8		33.5		59		0		0		0		0		退院支援 タイイン シエン		2		6		263		改正精神保健福祉 カイセイ セイシン ホケン フクシ		1		6		259		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63		一般社団法人（１）社会福祉法人（１） イッパン シャダンホウジン シャカイ フクシ ホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること。精神科病院実習、地域実習 チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン セイシンカ ビョウイン ジッシュウ チイキ ジッシュウ

		16		富山県 トヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		5		13.5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2		富山県精神保健福祉協会 トヤマケン セイシン ホケン フクシ キョウカイ		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		23		愛知県 アイチケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		5.5		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		6		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		2.5		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		障害者支援 ショウガイシャ シエン		5		11.5		161		0		0		1		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		14		0		0		11		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7		5		1		0		0		12		0		0		10		0		14		0		3		0		0		0		0		0		0		0		13		6		0		0		0		5		19		0		53		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		6.5		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		10		4		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		36		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1		2		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		9		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		17		3		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		18		51		15		退院支援 タイイン シエン		1		6		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		9		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		0		15		0		0		0		3		9		0		0		0		22		3		2		社会福祉法人あすなろ福祉会　スピーカーズ・ビューロー岡山 シャカイ フクシ ホウジン フクシカイ オカヤマ		ピアサポーター養成研修事業（基礎編）ピアサポーター養成研修事業（応用編） ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ キソヘン ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ オウヨウヘン

		35		香川県 カガワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		14		28		232		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		2		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		11		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		29		1		2		0		0		0		0		0		27		0		0		0		1		0		0		5		0		0		163		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		8.5		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		15.5		192		ピアサポ研修 ケンシュウ		2		9		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		50		36		23		3		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7		3		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		0		0		0		6		30		3		42		公益社団法人沖縄県精神保健福祉連合会　一般社団法人沖縄県精神保健福祉士協会 コウエキ シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシ レンゴウカイ イッパン シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシシ キョウカイ		ピアサポーター養成研修事業の実施　平成26年度地域移行支援のための多職種合同支援研修事業の実施 ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ジッシ ヘイセイ ネンド チイキ イコウ シエン タ ショクシュ ゴウドウ シエン ケンシュウ ジギョウ ジッシ

		59		京都市 キョウト シ		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		3		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		9		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		8		京都市中部障害者地域生活支援センターなごやか キョウトシ チュウブ ショウガイシャ チイキ セイカツ シエン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ



















精神科訪問看護

		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																						医療機関 イリョウ キカン																				訪問看護ステーション ホウモン カンゴ																				行政機関 ギョウセイ キカン																				教育 キョウイク																				福祉施設 フクシ シセツ																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		13		東京都 トウキョウト		精神科訪問看護研修会 セイシンカ ホウモン カンゴ ケンシュウカイ		5		35		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		一般社団法人（１） イッパン シャダンホウジン		精神訪問看護に関する研修会 セイシン ホウモン カンゴ カン ケンシュウカイ









































H30精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		0

		3		岩手県 イワテケン		0		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		0

		5		秋田県 アキタケン		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		0

		9		栃木県 トチギケン		0		0

		10		群馬県 グンマケン		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		0

		12		千葉県 チバケン		0		0

		13		東京都 トウキョウト		139		0

		14		神奈川県 カナガワケン		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		0

		16		富山県 トヤマケン		29		27

		17		石川県 イシカワケン		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		0

		20		長野県 ナガノケン		0		0

		21		岐阜県		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		0

		23		愛知県 アイチケン		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		0

		25		滋賀県 シガケン		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		41		13

		32		島根県 シマネケン		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0

		34		広島県 ヒロシマケン		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		0

		41		佐賀県		0		0

		42		長崎県		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		0

		50		さいたま市 シ		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		0

		合計 ゴウケイ				209		40





H29精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業 

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H2９年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		652		0

		2		青森県 アオモリケン		103		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		74		→		0		95		0

		4		宮城県 ミヤギケン		35		→		0		59		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		344		→		0		330		0

		9		栃木県 トチギケン		161		→		0		190		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		776		→		0		1199		0		相談支援専門員への研修がメイン ソウダン シエン センモンイン ケンシュウ

		12		千葉県 チバケン		その他事業でピアサポ養成研修11人		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修13人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		555		→		0		300		139

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		911		0

		16		富山県 トヤマケン		131		→		0		89		29

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		98		→		0		103		0

		20		長野県 ナガノケン		133		→		0		111		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		129		→		0		226		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		388		→		0		525		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		192		→		57		122		0

		31		鳥取県 トットリケン		96		→		0		32		41

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		335		→		59		502		0		251＋149＋36＋22＋44(ピアサポート養成のみ計上せず） ヨウセイ ケイジョウ				要確認 ヨウ カクニン

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		98		→		0		87		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		12		0

		39		高知県 コウチケン		118		→		0		166		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		79		→		0		92		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		307		→		0		257		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				4152		→		116		6196		209





H28精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H27年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		0		→		0		74		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		→				35		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		→		0		344		0

		9		栃木県 トチギケン		0		→		0		161		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		→		0		776		0

		12		千葉県 チバケン		0		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修11人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		177		→		0		300		255		238+62

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		0		0

		16		富山県 トヤマケン		67		→		0		99		32

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		→		0		98		0

		20		長野県 ナガノケン		0		→		0		133		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		→		0		129		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		→		0		388		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		→		0		192		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		→		0		96		0

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		→		61		274		0		161+113

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		→		0		98		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		→		0		118		0		23+19+13+81

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		→		0		79		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		→		0		307		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				244		→		61		3804		287
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経年変化

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										ピアサポートの活用(事業) ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		○		○		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		○		○		○		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		○		○		○		○

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		○

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		○		○		×		○		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		○		○		○		○		○

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		○		○		○		○		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		○		×		○		○		○

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		○		×		○		○		○

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		×		○		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		29		25		29		29		20



















































































経年変化 (2)

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										精神科地域共生型拠点病院の公表(事業) セイシンカ チイキ キョウセイ ガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		×		×		×		×		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		0		0		0		0		0



















































































H30年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の３０年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		○		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		×		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		×		×		×		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○		×		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		×		×		×		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○		×		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		?		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		×		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				2		24		2		19		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		○		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		○		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		○		×		×		×

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H29年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２９年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		○		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		○		×		○		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				3		26		4		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成29年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H28年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２８年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		○		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		○		×		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		○		×		○		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		○		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		×		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		○		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		○		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×				42		長崎県		×		×		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				4		26		5		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		○		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成28年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×















































































































































































H27年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２７年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×				24		三重県 ミエケン		○		×		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		○

		2		青森県 アオモリケン		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		×		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		×		○				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×				42		長崎県		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				28		3		25

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		×		○				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成27年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































H26年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２６年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ																																【参考４】

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		○				24		三重県 ミエケン		×		○		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		○

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		○		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		○		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		○				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		○		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		×		×				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		○

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		○				42		長崎県		○		×		○				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		○		×		○

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				35		4		29

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		○

		23		愛知県 アイチケン		○		×		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成26年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































アウトリーチ

		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																																																																（ウ）委託について イタク

																																						精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				診療所 シンリョウジョ																				訪問看護 ホウモン カンゴ																				相談支援事業 ソウダン シエン ジギョウ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				精神保健福祉センター セイシン ホケン フクシ																				保健所 ホケンジョ																				その他 タ

		県名番号 ケンメイ バンゴウ		県名 ケンメイ		研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

				和歌山県 ワカヤマケン		ピアサポ養成研修 ヨウセイ ケンシュウ		3		11		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		18		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









































精神障害者支援研修

		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ										（ア）概要について ガイヨウ																																		（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																														精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				相談支援事業所 ソウダン シエン ジギョウショ																				サービス支援事業所 シエン ジギョウショ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				行政（市町村・保健所等） ギョウセイ シチョウソン ホケンジョ ナド																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容⑤ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		31		74		756		ピアサポ研修 ケンシュウ		3		11		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		97		52		20		1		0		0		0		15		0		5		0		39		0		0		95		166		0		0		0		0		2		4		0		0		25		0		0		51		0		8		4		0		0		0		5		0		0		6		0		65		0		0		0		0		11		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		公益財団法人（１） コウエキ ザイダンホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン

		4		宮城県 ミヤギケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		3.5		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		30		0		0		2		0		1		1																																																																28				1						2				3		4		0		5		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0

		5		秋田県 アキタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		6.5		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		7		12		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		0		0		0		0		0		0		1		5		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		1		14		0		0		0		0		0		0		9		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		医療法人（３） イリョウ ホウジン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		6		山形県 ヤマガタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		12		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		19		0		0		13		0		0		0		1		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		1		2		0		0		0		0		0		14		特定非営利法人（１） トクテイ ヒエイリ ホウジン		長期入院者に対する支援体制の強化、精神科病院や相談支援事業所を対象とした研修会の開催 チョウキ ニュウインシャ タイ シエン タイセイ キョウカ セイシンカ ビョウイン ソウダン シエン ジギョウショ タイショウ ケンシュウカイ カイサイ

		10		群馬県 グンマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		1.5		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		15		31		3		1		0		0		6		4		0		0		0		2		0		0		9		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		医療法人（１） イリョウ ホウジン		地域移行支援普及啓発事業 チイキ イコウ シエン フキュウ ケイハツ ジギョウ

		11		埼玉県 サイタマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		30		96		711		ピアサポ研修 ケンシュウ		24		128		815		退院支援 タイイン シエン		1		4		25		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		45		63		0		0		3		0		0		25		0		3		0		71		0		0		93		53		0		8		0		5		5		32		0		0		4		0		0		26		2		2		3		0		0		0		15		0		0		20		1		197		3		96		0		0		0		0		0		78		0		0		7		3		0		0		0		26		0		620		0		0

		13		東京都 トウキョウト		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		8		33.5		59		0		0		0		0		退院支援 タイイン シエン		2		6		263		改正精神保健福祉 カイセイ セイシン ホケン フクシ		1		6		259		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63		一般社団法人（１）社会福祉法人（１） イッパン シャダンホウジン シャカイ フクシ ホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること。精神科病院実習、地域実習 チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン セイシンカ ビョウイン ジッシュウ チイキ ジッシュウ

		16		富山県 トヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		5		13.5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2		富山県精神保健福祉協会 トヤマケン セイシン ホケン フクシ キョウカイ		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		23		愛知県 アイチケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		5.5		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		6		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		2.5		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		障害者支援 ショウガイシャ シエン		5		11.5		161		0		0		1		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		14		0		0		11		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7		5		1		0		0		12		0		0		10		0		14		0		3		0		0		0		0		0		0		0		13		6		0		0		0		5		19		0		53		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		6.5		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		10		4		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		36		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1		2		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		9		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		17		3		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		18		51		15		退院支援 タイイン シエン		1		6		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		9		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		0		15		0		0		0		3		9		0		0		0		22		3		2		社会福祉法人あすなろ福祉会　スピーカーズ・ビューロー岡山 シャカイ フクシ ホウジン フクシカイ オカヤマ		ピアサポーター養成研修事業（基礎編）ピアサポーター養成研修事業（応用編） ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ キソヘン ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ オウヨウヘン

		35		香川県 カガワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		14		28		232		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		2		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		11		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		29		1		2		0		0		0		0		0		27		0		0		0		1		0		0		5		0		0		163		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		8.5		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		15.5		192		ピアサポ研修 ケンシュウ		2		9		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		50		36		23		3		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7		3		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		0		0		0		6		30		3		42		公益社団法人沖縄県精神保健福祉連合会　一般社団法人沖縄県精神保健福祉士協会 コウエキ シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシ レンゴウカイ イッパン シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシシ キョウカイ		ピアサポーター養成研修事業の実施　平成26年度地域移行支援のための多職種合同支援研修事業の実施 ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ジッシ ヘイセイ ネンド チイキ イコウ シエン タ ショクシュ ゴウドウ シエン ケンシュウ ジギョウ ジッシ

		59		京都市 キョウト シ		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		3		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		9		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		8		京都市中部障害者地域生活支援センターなごやか キョウトシ チュウブ ショウガイシャ チイキ セイカツ シエン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ



















精神科訪問看護

		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																						医療機関 イリョウ キカン																				訪問看護ステーション ホウモン カンゴ																				行政機関 ギョウセイ キカン																				教育 キョウイク																				福祉施設 フクシ シセツ																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		13		東京都 トウキョウト		精神科訪問看護研修会 セイシンカ ホウモン カンゴ ケンシュウカイ		5		35		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		一般社団法人（１） イッパン シャダンホウジン		精神訪問看護に関する研修会 セイシン ホウモン カンゴ カン ケンシュウカイ









































H30精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		0

		3		岩手県 イワテケン		0		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		0

		5		秋田県 アキタケン		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		0

		9		栃木県 トチギケン		0		0

		10		群馬県 グンマケン		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		0

		12		千葉県 チバケン		0		0

		13		東京都 トウキョウト		139		0

		14		神奈川県 カナガワケン		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		0

		16		富山県 トヤマケン		29		27

		17		石川県 イシカワケン		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		0

		20		長野県 ナガノケン		0		0

		21		岐阜県		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		0

		23		愛知県 アイチケン		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		0

		25		滋賀県 シガケン		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		41		13

		32		島根県 シマネケン		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0

		34		広島県 ヒロシマケン		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		0

		41		佐賀県		0		0

		42		長崎県		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		0

		50		さいたま市 シ		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		0

		合計 ゴウケイ				209		40





H29精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業 



				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

				35		山口県 ヤマグチケン		0		0

				36		徳島県 トクシマケン		0		0

				37		香川県 カガワケン		0		0

				38		愛媛県 エヒメケン		0		0

				39		高知県 コウチケン		0		0

				40		福岡県 フクオカケン		0		0

				41		佐賀県		0		0

				42		長崎県		0		0

				43		熊本県 クマモトケン		0		0

				44		大分県 オオイタケン		0		0

				45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0

				46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

				47		沖縄県 オキナワケン		0		0

				合計 ゴウケイ				209		40







H28精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H27年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		0		→		0		74		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		→				35		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		→		0		344		0

		9		栃木県 トチギケン		0		→		0		161		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		→		0		776		0

		12		千葉県 チバケン		0		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修11人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		177		→		0		300		255		238+62

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		0		0

		16		富山県 トヤマケン		67		→		0		99		32

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		→		0		98		0

		20		長野県 ナガノケン		0		→		0		133		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		→		0		129		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		→		0		388		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		→		0		192		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		→		0		96		0

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		→		61		274		0		161+113

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		→		0		98		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		→		0		118		0		23+19+13+81

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		→		0		79		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		→		0		307		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				244		→		61		3804		287
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【任意事業】サービス・相談支援者、指導者育成事業（地域生活支援事業）

番号 自治体
H29年度

受講者数

H30年度

受講者数

1 北海道 0 0
2 青森県 0 0
3 岩手県 0 0
4 宮城県 0 0
5 秋田県 0 0
6 山形県 0 0
7 福島県 0 0
8 茨城県 0 0
9 栃木県 0 0
10 群馬県 0 0
11 埼玉県 0 0
12 千葉県 0 0
13 東京都 0 0
14 神奈川県 0 0
15 新潟県 0 0
16 富山県 0 43
17 石川県 0 0
18 福井県 0 0
19 山梨県 0 0
20 長野県 0 0
21 岐阜県 0 0
22 静岡県 0 117
23 愛知県 0 0
24 三重県 0 0
25 滋賀県 0 0
26 京都府 0 0
27 大阪府 0 0
28 兵庫県 0 0
29 奈良県 0 0
30 和歌山県 0 0
31 鳥取県 0 0
32 島根県 0 0
33 岡山県 0 0
34 広島県 0 0

番号 自治体
H29年度

受講者数

H30年度

受講者数

35 山口県 0 0

36 徳島県 0 0
37 香川県 0 0
38 愛媛県 0 0
39 高知県 0 0
40 福岡県 0 0
41 佐賀県 0 0
42 長崎県 0 0
43 熊本県 0 0
44 大分県 0 0
45 宮崎県 0 0
46 鹿児島県 0 0
47 沖縄県 0 0
48 札幌市 0 0
49 仙台市 0 0
50 さいたま市 0 0
51 千葉市 0 0
52 横浜市 0 0
53 川崎市 0 0
54 相模原市 0 0
55 新潟市 0 0
56 静岡市 0 0
57 浜松市 0 0
58 名古屋市 0 0
59 京都市 0 0
60 大阪市 0 0
61 堺市 0 0
62 神戸市 0 0
63 岡山市 0 0
64 広島市 0 0
65 北九州市 0 0
66 福岡市 0 0
67 熊本市 0 0

合計 0 160

【精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業】 ※実施主体：都道府県・指定都市


経年変化

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										ピアサポートの活用(事業) ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		○		○		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		○		○		○		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		○		○		○		○

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		○

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		○		○		×		○		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		○		○		○		○		○

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		○		○		○		○		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		○		×		○		○		○

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		○		×		○		○		○

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		×		○		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		29		25		29		29		20



















































































経年変化 (2)

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										精神科地域共生型拠点病院の公表(事業) セイシンカ チイキ キョウセイ ガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		×		×		×		×		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		0		0		0		0		0



















































































H30年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の３０年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		○		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		×		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		×		×		×		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○		×		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		×		×		×		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○		×		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		?		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		×		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				2		24		2		19		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		○		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		○		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		○		×		×		×

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H29年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２９年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		○		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		○		×		○		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				3		26		4		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成29年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H28年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２８年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		○		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		○		×		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		○		×		○		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		○		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		×		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		○		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		○		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×				42		長崎県		×		×		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				4		26		5		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		○		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成28年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×















































































































































































H27年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２７年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×				24		三重県 ミエケン		○		×		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		○

		2		青森県 アオモリケン		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		×		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		×		○				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×				42		長崎県		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				28		3		25

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		×		○				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成27年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































H26年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２６年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ																																【参考４】

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		○				24		三重県 ミエケン		×		○		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		○

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		○		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		○		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		○				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		○		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		×		×				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		○

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		○				42		長崎県		○		×		○				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		○		×		○

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				35		4		29

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		○

		23		愛知県 アイチケン		○		×		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成26年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































アウトリーチ

		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																																																																（ウ）委託について イタク

																																						精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				診療所 シンリョウジョ																				訪問看護 ホウモン カンゴ																				相談支援事業 ソウダン シエン ジギョウ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				精神保健福祉センター セイシン ホケン フクシ																				保健所 ホケンジョ																				その他 タ

		県名番号 ケンメイ バンゴウ		県名 ケンメイ		研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

				和歌山県 ワカヤマケン		ピアサポ養成研修 ヨウセイ ケンシュウ		3		11		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		18		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









































精神障害者支援研修

		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ										（ア）概要について ガイヨウ																																		（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																														精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				相談支援事業所 ソウダン シエン ジギョウショ																				サービス支援事業所 シエン ジギョウショ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				行政（市町村・保健所等） ギョウセイ シチョウソン ホケンジョ ナド																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容⑤ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		31		74		756		ピアサポ研修 ケンシュウ		3		11		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		97		52		20		1		0		0		0		15		0		5		0		39		0		0		95		166		0		0		0		0		2		4		0		0		25		0		0		51		0		8		4		0		0		0		5		0		0		6		0		65		0		0		0		0		11		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		公益財団法人（１） コウエキ ザイダンホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン

		4		宮城県 ミヤギケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		3.5		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		30		0		0		2		0		1		1																																																																28				1						2				3		4		0		5		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0

		5		秋田県 アキタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		6.5		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		7		12		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		0		0		0		0		0		0		1		5		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		1		14		0		0		0		0		0		0		9		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		医療法人（３） イリョウ ホウジン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		6		山形県 ヤマガタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		12		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		19		0		0		13		0		0		0		1		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		1		2		0		0		0		0		0		14		特定非営利法人（１） トクテイ ヒエイリ ホウジン		長期入院者に対する支援体制の強化、精神科病院や相談支援事業所を対象とした研修会の開催 チョウキ ニュウインシャ タイ シエン タイセイ キョウカ セイシンカ ビョウイン ソウダン シエン ジギョウショ タイショウ ケンシュウカイ カイサイ

		10		群馬県 グンマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		1.5		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		15		31		3		1		0		0		6		4		0		0		0		2		0		0		9		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		医療法人（１） イリョウ ホウジン		地域移行支援普及啓発事業 チイキ イコウ シエン フキュウ ケイハツ ジギョウ

		11		埼玉県 サイタマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		30		96		711		ピアサポ研修 ケンシュウ		24		128		815		退院支援 タイイン シエン		1		4		25		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		45		63		0		0		3		0		0		25		0		3		0		71		0		0		93		53		0		8		0		5		5		32		0		0		4		0		0		26		2		2		3		0		0		0		15		0		0		20		1		197		3		96		0		0		0		0		0		78		0		0		7		3		0		0		0		26		0		620		0		0

		13		東京都 トウキョウト		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		8		33.5		59		0		0		0		0		退院支援 タイイン シエン		2		6		263		改正精神保健福祉 カイセイ セイシン ホケン フクシ		1		6		259		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63		一般社団法人（１）社会福祉法人（１） イッパン シャダンホウジン シャカイ フクシ ホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること。精神科病院実習、地域実習 チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン セイシンカ ビョウイン ジッシュウ チイキ ジッシュウ

		16		富山県 トヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		5		13.5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2		富山県精神保健福祉協会 トヤマケン セイシン ホケン フクシ キョウカイ		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		23		愛知県 アイチケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		5.5		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		6		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		2.5		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		障害者支援 ショウガイシャ シエン		5		11.5		161		0		0		1		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		14		0		0		11		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7		5		1		0		0		12		0		0		10		0		14		0		3		0		0		0		0		0		0		0		13		6		0		0		0		5		19		0		53		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		6.5		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		10		4		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		36		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1		2		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		9		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		17		3		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		18		51		15		退院支援 タイイン シエン		1		6		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		9		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		0		15		0		0		0		3		9		0		0		0		22		3		2		社会福祉法人あすなろ福祉会　スピーカーズ・ビューロー岡山 シャカイ フクシ ホウジン フクシカイ オカヤマ		ピアサポーター養成研修事業（基礎編）ピアサポーター養成研修事業（応用編） ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ キソヘン ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ オウヨウヘン

		35		香川県 カガワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		14		28		232		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		2		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		11		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		29		1		2		0		0		0		0		0		27		0		0		0		1		0		0		5		0		0		163		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		8.5		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		15.5		192		ピアサポ研修 ケンシュウ		2		9		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		50		36		23		3		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7		3		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		0		0		0		6		30		3		42		公益社団法人沖縄県精神保健福祉連合会　一般社団法人沖縄県精神保健福祉士協会 コウエキ シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシ レンゴウカイ イッパン シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシシ キョウカイ		ピアサポーター養成研修事業の実施　平成26年度地域移行支援のための多職種合同支援研修事業の実施 ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ジッシ ヘイセイ ネンド チイキ イコウ シエン タ ショクシュ ゴウドウ シエン ケンシュウ ジギョウ ジッシ

		59		京都市 キョウト シ		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		3		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		9		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		8		京都市中部障害者地域生活支援センターなごやか キョウトシ チュウブ ショウガイシャ チイキ セイカツ シエン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ



















精神科訪問看護

		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																						医療機関 イリョウ キカン																				訪問看護ステーション ホウモン カンゴ																				行政機関 ギョウセイ キカン																				教育 キョウイク																				福祉施設 フクシ シセツ																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		13		東京都 トウキョウト		精神科訪問看護研修会 セイシンカ ホウモン カンゴ ケンシュウカイ		5		35		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		一般社団法人（１） イッパン シャダンホウジン		精神訪問看護に関する研修会 セイシン ホウモン カンゴ カン ケンシュウカイ









































H30精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		0

		3		岩手県 イワテケン		0		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		0

		5		秋田県 アキタケン		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		0

		9		栃木県 トチギケン		0		0

		10		群馬県 グンマケン		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		0

		12		千葉県 チバケン		0		0

		13		東京都 トウキョウト		0		0

		14		神奈川県 カナガワケン		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		0

		16		富山県 トヤマケン		0		43

		17		石川県 イシカワケン		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		0

		20		長野県 ナガノケン		0		0

		21		岐阜県		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		117

		23		愛知県 アイチケン		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		0

		25		滋賀県 シガケン		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		0

		32		島根県 シマネケン		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0

		34		広島県 ヒロシマケン		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		0

		41		佐賀県		0		0

		42		長崎県		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		0

		50		さいたま市 シ		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		0

		合計 ゴウケイ				0		160





H29精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業 

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H2９年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		652		0

		2		青森県 アオモリケン		103		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		74		→		0		95		0

		4		宮城県 ミヤギケン		35		→		0		59		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		344		→		0		330		0

		9		栃木県 トチギケン		161		→		0		190		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		776		→		0		1199		0		相談支援専門員への研修がメイン ソウダン シエン センモンイン ケンシュウ

		12		千葉県 チバケン		その他事業でピアサポ養成研修11人		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修13人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		555		→		0		300		139

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		911		0

		16		富山県 トヤマケン		131		→		0		89		29

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		98		→		0		103		0

		20		長野県 ナガノケン		133		→		0		111		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		129		→		0		226		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		388		→		0		525		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		192		→		57		122		0

		31		鳥取県 トットリケン		96		→		0		32		41

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		335		→		59		502		0		251＋149＋36＋22＋44(ピアサポート養成のみ計上せず） ヨウセイ ケイジョウ				要確認 ヨウ カクニン

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		98		→		0		87		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		12		0

		39		高知県 コウチケン		118		→		0		166		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		79		→		0		92		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		307		→		0		257		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				4152		→		116		6196		209





H28精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H27年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		0		→		0		74		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		→				35		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		→		0		344		0

		9		栃木県 トチギケン		0		→		0		161		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		→		0		776		0

		12		千葉県 チバケン		0		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修11人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		177		→		0		300		255		238+62

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		0		0

		16		富山県 トヤマケン		67		→		0		99		32

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		→		0		98		0

		20		長野県 ナガノケン		0		→		0		133		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		→		0		129		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		→		0		388		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		→		0		192		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		→		0		96		0

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		→		61		274		0		161+113

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		→		0		98		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		→		0		118		0		23+19+13+81

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		→		0		79		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		→		0		307		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				244		→		61		3804		287
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経年変化

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										ピアサポートの活用(事業) ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		○		○		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		○		○		○		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		○		○		○		○

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		○

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		○		○		×		○		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		○		○		○		○		○

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		○		○		○		○		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		○		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		○		×		○		○		○

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		○		×		○		○		○

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		○		○		×		○		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		○		○		○		○		○

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		○		×		×		○		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		29		25		29		29		20



















































































経年変化 (2)

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施状況の変化 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ジッシ ジョウキョウ ヘンカ



		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会										アウトリーチ事業										精神科地域共生型拠点病院の公表(事業) セイシンカ チイキ キョウセイ ガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ ジギョウ

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		○		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×		×		○		○		○		○		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×

		17		石川県 イシカワケン		○		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×

		25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		×		×		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×

		31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		32		島根県 シマネケン		○		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×		×		×		○		○		○		×		×		×		×		×

		34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		37		香川県 カガワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		38		愛媛県 エヒメケン		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		39		高知県 コウチケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		40		福岡県 フクオカケン		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		41		佐賀県		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		42		長崎県		○		×		×		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		44		大分県 オオイタケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		45		宮崎県 ミヤザキケン		○		○		×		×		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×

		46		鹿児島県 カゴシマケン		○		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		47		沖縄県 オキナワケン		○		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		53		川崎市 カワサキシ		×		×		○		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		57		浜松市 ハママツシ		○		×		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		59		京都市 キョウトシ		○		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		60		大阪市 オオサカシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		61		堺市 サカイシ		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		○		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		67		熊本市 クマモトシ		○		×		×		○		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×		×

		合計 ゴウケイ				35		28		26		26		24		4		3		5		4		2		0		0		0		0		0



















































































H30年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の３０年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		○		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		×		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		×		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		×		×		×		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○		×		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		×		×		×		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		×		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○		×		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		?		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		×		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				2		24		2		19		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		○		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		○		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		○		×		×		×

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H29年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２９年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		○		○		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		○		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		○		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		×		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		○		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		×		×		×		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		○		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		×		×

		16		富山県 トヤマケン		×		○		×		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		○		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		×		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		○		×				42		長崎県		×		○		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		○		×		○		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				3		26		4		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		×		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成29年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×



										昨年○ サクネン		昨年× サクネン











































































































































































H28年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２８年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		アウトリーチ事業評価検討委員会 ジギョウ ヒョウカ ケントウ イインカイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ		精神科地域共生型拠点病院の公表 セイシンカ チイキ キョウセイガタ キョテン ビョウイン コウヒョウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×		×		×				24		三重県 ミエケン		×		○		×		×		×				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×		○		×

		2		青森県 アオモリケン		×		○		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		×		○		×		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		×		○		×		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		×		○		×				51		千葉市 チバシ		×		×		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		×		○		×		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		×		×		×		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		○		×		○		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		○		×		○		○		×				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		×		○		×		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×		○		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		×		○		×		○		×				32		島根県 シマネケン		×		○		×		○		×				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		×		×		×		○		×				33		岡山県 オカヤマケン		○		○		○		○		×				57		浜松市 ハママツシ		×		○		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		×		×		×		○		×				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		×		○		×		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		×		○		×		×		×

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○		○		×				36		徳島県 トクシマケン		×		×		×		○		×				60		大阪市 オオサカシ		×		○		×		○		×

		14		神奈川県 カナガワケン		×		○		×		○		×				37		香川県 カガワケン		×		○		×		×		×				61		堺市 サカイシ		×		○		×		○		×

		15		新潟県 ニイガタケン		×		○		×		○		×				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		×		○		×				62		神戸市 コウベシ		×		×		×		○		×

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○		○		×				39		高知県 コウチケン		×		×		×		○		×				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		×		○		×

		17		石川県 イシカワケン		×		×		×		○		×				40		福岡県 フクオカケン		×		○		×		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×		○		×				41		佐賀県		×		×		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		×		○		×		○		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×		×		×				42		長崎県		×		×		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		×		○		×		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×		×		×

		21		岐阜県		×		○		×		○		×				44		大分県 オオイタケン		×		○		×		×		×				合計 ゴウケイ				4		26		5		29		0

		22		静岡県 シズオカケン		×		×		×		×		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		×		×		○		○		×

		23		愛知県 アイチケン		×		×		×		○		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		×		×		×		×		×						平成28年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

																		47		沖縄県 オキナワケン		×		○		×		○		×















































































































































































H27年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２７年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		×		×		×				24		三重県 ミエケン		○		×		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		○

		2		青森県 アオモリケン		×		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		×		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		×

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		×		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		×		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		×		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		×		○				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		○		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		×				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		×		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		○		○				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		×

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		×				42		長崎県		×		×		×				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		×		×		×

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				28		3		25

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		×

		23		愛知県 アイチケン		○		×		○				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成27年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































H26年度実績

		主な精神障害者地域生活支援広域調整等事業の２６年度の実施状況 オモ セイシン ショウガイシャ チイキセイカツ シエン コウイキ チョウセイナド ジギョウ ネンド ジッシ ジョウキョウ																																【参考４】

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ				番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク スイシン キョウギカイ		アウトリーチ事業 ジギョウ		ピアサポートの活用 カツヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		○		×		○				24		三重県 ミエケン		×		○		○				48		札幌市 サッポロシ		×		×		×

		2		青森県 アオモリケン		○		×		×				25		滋賀県 シガケン		×		×		×				49		仙台市 センダイシ		×		×		×

		3		岩手県 イワテケン		○		×		×				26		京都府 キョウトフ		×		×		×				50		さいたま市 シ		×		×		×

		4		宮城県 ミヤギケン		○		×		×				27		大阪府 オオサカフ		×		×		○				51		千葉市 チバシ		×		×		×

		5		秋田県 アキタケン		○		×		×				28		兵庫県 ヒョウゴケン		○		×		×				52		横浜市 ヨコハマシ		×		×		×

		6		山形県 ヤマガタケン		○		×		×				29		奈良県 ナラケン		×		×		×				53		川崎市 カワサキシ		×		×		○

		7		福島県 フクシマケン		×		×		×				30		和歌山県 ワカヤマケン		×		○		○				54		相模原市 サガミハラシ		×		×		×

		8		茨城県 イバラギケン		○		×		×				31		鳥取県 トットリケン		×		×		×				55		新潟市 ニイガタシ		×		×		×

		9		栃木県 トチギケン		○		×		○				32		島根県 シマネケン		○		×		○				56		静岡市 シズオカシ		×		×		×

		10		群馬県 グンマケン		○		×		○				33		岡山県 オカヤマケン		○		×		○				57		浜松市 ハママツシ		○		×		×

		11		埼玉県 サイタマケン		○		×		○				34		広島県 ヒロシマケン		×		×		×				58		名古屋市 ナゴヤシ		×		×		×

		12		千葉県 チバケン		○		○		×				35		山口県 ヤマグチケン		×		×		×				59		京都市 キョウトシ		○		×		○

		13		東京都 トウキョウト		○		×		○				36		徳島県 トクシマケン		×		×		○				60		大阪市 オオサカシ		○		×		○

		14		神奈川県 カナガワケン		○		×		○				37		香川県 カガワケン		○		×		○				61		堺市 サカイシ		×		×		×

		15		新潟県 ニイガタケン		○		×		○				38		愛媛県 エヒメケン		○		×		○				62		神戸市 コウベシ		×		×		○

		16		富山県 トヤマケン		○		×		×				39		高知県 コウチケン		×		×		○				63		岡山市 オカヤマシ		×		×		○

		17		石川県 イシカワケン		○		×		○				40		福岡県 フクオカケン		○		×		×				64		広島市 ヒロシマシ		×		×		×

		18		福井県 フクイケン		×		×		×				41		佐賀県		×		×		×				65		北九州市 キタキュウシュウシ		○		×		○

		19		山梨県 ヤマナシケン		×		×		○				42		長崎県		○		×		○				66		福岡市 フクオカシ		×		×		×

		20		長野県 ナガノケン		○		×		×				43		熊本県 クマモトケン		×		×		×				67		熊本市 クマモトシ		○		×		○

		21		岐阜県		○		×		○				44		大分県 オオイタケン		○		×		×				合計 ゴウケイ				35		4		29

		22		静岡県 シズオカケン		×		○		×				45		宮崎県 ミヤザキケン		○		×		○

		23		愛知県 アイチケン		○		×		×				46		鹿児島県 カゴシマケン		○		×		×						平成26年度地域生活支援事業費補助金及び
障害者総合支援事業費補助金の事業実績報告書より ヘイセイ ネンド チイキセイカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン オヨ ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウヒ ホジョキン ジギョウ ジッセキ ホウコクショ

														47		沖縄県 オキナワケン		○		×		○















































































































































































アウトリーチ

		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																																																																（ウ）委託について イタク

																																						精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				診療所 シンリョウジョ																				訪問看護 ホウモン カンゴ																				相談支援事業 ソウダン シエン ジギョウ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				精神保健福祉センター セイシン ホケン フクシ																				保健所 ホケンジョ																				その他 タ

		県名番号 ケンメイ バンゴウ		県名 ケンメイ		研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

				和歌山県 ワカヤマケン		ピアサポ養成研修 ヨウセイ ケンシュウ		3		11		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		18		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









































精神障害者支援研修

		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイシャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ										（ア）概要について ガイヨウ																																		（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																														精神科病院 セイシンカ ビョウイン																				相談支援事業所 ソウダン シエン ジギョウショ																				サービス支援事業所 シエン ジギョウショ																				介護保険事業所 カイゴ ホケン ジギョウショ																				行政（市町村・保健所等） ギョウセイ シチョウソン ホケンジョ ナド																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容⑤ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間 ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		医師 イシ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		1		北海道 ホッカイドウ		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		31		74		756		ピアサポ研修 ケンシュウ		3		11		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		97		52		20		1		0		0		0		15		0		5		0		39		0		0		95		166		0		0		0		0		2		4		0		0		25		0		0		51		0		8		4		0		0		0		5		0		0		6		0		65		0		0		0		0		11		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		公益財団法人（１） コウエキ ザイダンホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン

		4		宮城県 ミヤギケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		3.5		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		30		0		0		2		0		1		1																																																																28				1						2				3		4		0		5		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0

		5		秋田県 アキタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		6.5		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		7		12		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		0		0		0		0		0		0		1		5		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		1		14		0		0		0		0		0		0		9		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		医療法人（３） イリョウ ホウジン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		6		山形県 ヤマガタケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		12		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		19		0		0		13		0		0		0		1		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		1		2		0		0		0		0		0		14		特定非営利法人（１） トクテイ ヒエイリ ホウジン		長期入院者に対する支援体制の強化、精神科病院や相談支援事業所を対象とした研修会の開催 チョウキ ニュウインシャ タイ シエン タイセイ キョウカ セイシンカ ビョウイン ソウダン シエン ジギョウショ タイショウ ケンシュウカイ カイサイ

		10		群馬県 グンマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		1.5		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		15		31		3		1		0		0		6		4		0		0		0		2		0		0		9		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		医療法人（１） イリョウ ホウジン		地域移行支援普及啓発事業 チイキ イコウ シエン フキュウ ケイハツ ジギョウ

		11		埼玉県 サイタマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		30		96		711		ピアサポ研修 ケンシュウ		24		128		815		退院支援 タイイン シエン		1		4		25		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		45		63		0		0		3		0		0		25		0		3		0		71		0		0		93		53		0		8		0		5		5		32		0		0		4		0		0		26		2		2		3		0		0		0		15		0		0		20		1		197		3		96		0		0		0		0		0		78		0		0		7		3		0		0		0		26		0		620		0		0

		13		東京都 トウキョウト		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		8		33.5		59		0		0		0		0		退院支援 タイイン シエン		2		6		263		改正精神保健福祉 カイセイ セイシン ホケン フクシ		1		6		259		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63		一般社団法人（１）社会福祉法人（１） イッパン シャダンホウジン シャカイ フクシ ホウジン		地域移行研修等の企画・実施等に関すること。精神科病院実習、地域実習 チイキ イコウ ケンシュウナド キカク ジッシ ナド カン セイシンカ ビョウイン ジッシュウ チイキ ジッシュウ

		16		富山県 トヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		5		13.5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2		富山県精神保健福祉協会 トヤマケン セイシン ホケン フクシ キョウカイ		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ

		23		愛知県 アイチケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		5.5		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		6		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		2.5		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		障害者支援 ショウガイシャ シエン		5		11.5		161		0		0		1		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		14		0		0		11		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7		5		1		0		0		12		0		0		10		0		14		0		3		0		0		0		0		0		0		0		13		6		0		0		0		5		19		0		53		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		1		6.5		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		10		4		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		36		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1		2		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		2		9		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		17		3		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		18		51		15		退院支援 タイイン シエン		1		6		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		9		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		0		15		0		0		0		3		9		0		0		0		22		3		2		社会福祉法人あすなろ福祉会　スピーカーズ・ビューロー岡山 シャカイ フクシ ホウジン フクシカイ オカヤマ		ピアサポーター養成研修事業（基礎編）ピアサポーター養成研修事業（応用編） ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ キソヘン ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ オウヨウヘン

		35		香川県 カガワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		14		28		232		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		2		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		11		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		29		1		2		0		0		0		0		0		27		0		0		0		1		0		0		5		0		0		163		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		8.5		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		地域移行研修 チイキ イコウ ケンシュウ		3		15.5		192		ピアサポ研修 ケンシュウ		2		9		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		50		36		23		3		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7		3		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		0		0		0		6		30		3		42		公益社団法人沖縄県精神保健福祉連合会　一般社団法人沖縄県精神保健福祉士協会 コウエキ シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシ レンゴウカイ イッパン シャダンホウジン オキナワケン セイシン ホケン フクシシ キョウカイ		ピアサポーター養成研修事業の実施　平成26年度地域移行支援のための多職種合同支援研修事業の実施 ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ジッシ ヘイセイ ネンド チイキ イコウ シエン タ ショクシュ ゴウドウ シエン ケンシュウ ジギョウ ジッシ

		59		京都市 キョウト シ		0		0		0		0		ピアサポ研修 ケンシュウ		1		3		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		9		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		8		京都市中部障害者地域生活支援センターなごやか キョウトシ チュウブ ショウガイシャ チイキ セイカツ シエン		研修の企画、立案及び実施 ケンシュウ キカク リツアン オヨ ジッシ



















精神科訪問看護

		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ				（ア）概要について ガイヨウ																																（イ）受講者の内訳について ジュコウシャ ウチワケ																																																																																																																								（ウ）委託について イタク

																																						医療機関 イリョウ キカン																				訪問看護ステーション ホウモン カンゴ																				行政機関 ギョウセイ キカン																				教育 キョウイク																				福祉施設 フクシ シセツ																				その他 タ

						研修内容① ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容② ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容③ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		研修内容④ ケンシュウ ナイヨウ		開催回数 カイサイ カイスウ		計開催時間(H) ケイ カイサイ ジカン		計受講者数 ケイ ジュコウシャ スウ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		精神科医 セイシンカイ		保健師 ホケンシ		看護師 カンゴシ		ＰＳＷ		ＯＴ		臨床心理士 リンショウ シンリシ		相談支援員 ソウダン シエンイン		ピア		事務職員 ジム ショクイン		その他 タ		委託先名称 イタクサキ メイショウ		委託内容 イタク ナイヨウ

		13		東京都 トウキョウト		精神科訪問看護研修会 セイシンカ ホウモン カンゴ ケンシュウカイ		5		35		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		一般社団法人（１） イッパン シャダンホウジン		精神訪問看護に関する研修会 セイシン ホウモン カンゴ カン ケンシュウカイ









































H30精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H29年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H30年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		0

		3		岩手県 イワテケン		0		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		0

		5		秋田県 アキタケン		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		0

		9		栃木県 トチギケン		0		0

		10		群馬県 グンマケン		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		0

		12		千葉県 チバケン		0		0

		13		東京都 トウキョウト		0		0

		14		神奈川県 カナガワケン		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		0

		16		富山県 トヤマケン		0		43

		17		石川県 イシカワケン		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		0

		20		長野県 ナガノケン		0		0

		21		岐阜県		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		117

		23		愛知県 アイチケン		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		0

		25		滋賀県 シガケン		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		0

		32		島根県 シマネケン		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		0

		34		広島県 ヒロシマケン		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		0

		41		佐賀県		0		0

		42		長崎県		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		0

		50		さいたま市 シ		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		0

		合計 ゴウケイ				0		160





H29精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業 

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H2９年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		652		0

		2		青森県 アオモリケン		103		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		74		→		0		95		0

		4		宮城県 ミヤギケン		35		→		0		59		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		344		→		0		330		0

		9		栃木県 トチギケン		161		→		0		190		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		776		→		0		1199		0		相談支援専門員への研修がメイン ソウダン シエン センモンイン ケンシュウ

		12		千葉県 チバケン		その他事業でピアサポ養成研修11人		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修13人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		555		→		0		300		139

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		33		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		911		0

		16		富山県 トヤマケン		131		→		0		89		29

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		98		→		0		103		0

		20		長野県 ナガノケン		133		→		0		111		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		129		→		0		226		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		388		→		0		525		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		192		→		57		122		0

		31		鳥取県 トットリケン		96		→		0		32		41

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		335		→		59		502		0		251＋149＋36＋22＋44(ピアサポート養成のみ計上せず） ヨウセイ ケイジョウ				要確認 ヨウ カクニン

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		98		→		0		87		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		12		0

		39		高知県 コウチケン		118		→		0		166		0

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		79		→		0		92		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		307		→		0		257		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				4152		→		116		6196		209





H28精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修事業

		番号 バンゴウ		自治体 ジチタイ		H27年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		H28年度
受講者数 ネンド ジュコウシャ スウ		アウトリーチ関係者研修 カンケイシャ ケンシュウ		精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 セイシン ショウガイ シャ チイキ イコウ チイキ テイチャク シエン カンケイシャ ケンシュウ		精神科訪問看護従事者研修 セイシンカ ホウモン カンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

		1		北海道 ホッカイドウ		0		→		0		0		0

		2		青森県 アオモリケン		0		→		0		103		0

		3		岩手県 イワテケン		0		→		0		74		0

		4		宮城県 ミヤギケン		0		→				35		0

		5		秋田県 アキタケン		0		→		0		0		0

		6		山形県 ヤマガタケン		0		→		0		0		0

		7		福島県 フクシマケン		0		→		0		0		0

		8		茨城県 イバラギケン		0		→		0		344		0

		9		栃木県 トチギケン		0		→		0		161		0

		10		群馬県 グンマケン		0		→		0		0		0

		11		埼玉県 サイタマケン		0		→		0		776		0

		12		千葉県 チバケン		0		→		0		0		0		※その他事業でピアサポ養成研修11人 タ ジギョウ ヨウセイ ケンシュウ ニン

		13		東京都 トウキョウト		177		→		0		300		255		238+62

		14		神奈川県 カナガワケン		0		→		0		0		0

		15		新潟県 ニイガタケン		0		→		0		0		0

		16		富山県 トヤマケン		67		→		0		99		32

		17		石川県 イシカワケン		0		→		0		0		0

		18		福井県 フクイケン		0		→		0		0		0

		19		山梨県 ヤマナシケン		0		→		0		98		0

		20		長野県 ナガノケン		0		→		0		133		0

		21		岐阜県		0		→		0		0		0

		22		静岡県 シズオカケン		0		→		0		129		0

		23		愛知県 アイチケン		0		→		0		0		0

		24		三重県 ミエケン		0		→		0		388		0

		25		滋賀県 シガケン		0		→		0		0		0

		26		京都府 キョウトフ		0		→		0		0		0

		27		大阪府 オオサカフ		0		→		0		0		0

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		0		→		0		0		0

		29		奈良県 ナラケン		0		→		0		0		0

		30		和歌山県 ワカヤマケン		0		→		0		192		0

		31		鳥取県 トットリケン		0		→		0		96		0

		32		島根県 シマネケン		0		→		0		0		0

		33		岡山県 オカヤマケン		0		→		61		274		0		161+113

		34		広島県 ヒロシマケン		0		→		0		0		0

		35		山口県 ヤマグチケン		0		→		0		0		0

		36		徳島県 トクシマケン		0		→		0		0		0

		37		香川県 カガワケン		0		→		0		98		0

		38		愛媛県 エヒメケン		0		→		0		0		0

		39		高知県 コウチケン		0		→		0		118		0		23+19+13+81

		40		福岡県 フクオカケン		0		→		0		0		0

		41		佐賀県		0		→		0		0		0

		42		長崎県		0		→		0		0		0

		43		熊本県 クマモトケン		0		→		0		0		0

		44		大分県 オオイタケン		0		→		0		0		0

		45		宮崎県 ミヤザキケン		0		→		0		79		0

		46		鹿児島県 カゴシマケン		0		→		0		0		0

		47		沖縄県 オキナワケン		0		→		0		307		0

		48		札幌市 サッポロシ		0		→		0		0		0

		49		仙台市 センダイシ		0		→		0		0		0

		50		さいたま市 シ		0		→		0		0		0

		51		千葉市 チバシ		0		→		0		0		0

		52		横浜市 ヨコハマシ		0		→		0		0		0

		53		川崎市 カワサキシ		0		→		0		0		0

		54		相模原市 サガミハラシ		0		→		0		0		0

		55		新潟市 ニイガタシ		0		→		0		0		0

		56		静岡市 シズオカシ		0		→		0		0		0

		57		浜松市 ハママツシ		0		→		0		0		0

		58		名古屋市 ナゴヤシ		0		→		0		0		0

		59		京都市 キョウトシ		0		→		0		0		0

		60		大阪市 オオサカシ		0		→		0		0		0

		61		堺市 サカイシ		0		→		0		0		0

		62		神戸市 コウベシ		0		→		0		0		0

		63		岡山市 オカヤマシ		0		→		0		0		0

		64		広島市 ヒロシマシ		0		→		0		0		0

		65		北九州市 キタキュウシュウシ		0		→		0		0		0

		66		福岡市 フクオカシ		0		→		0		0		0

		67		熊本市 クマモトシ		0		→		0		0		0

		合計 ゴウケイ				244		→		61		3804		287
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※令和元年度構築推進事業実施計画書に基づき作成

【任意事業】精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業（地域生活支援促進事業）

都道府県

※実施主体：都道府県・指定都市・保健所設置市・特別区

青森県 岩手県 福島県 茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

（１）保健・医療・福祉関係者による協
　　 議の場の設置

必
須

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（２）普及啓発に係る事業 ● ● ● ● ● ● ● ●

（３）精神障害者の家族支援に係る
　　 事業

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（４）精神障害者の住まいの確保支援
　　 に係る事業

●

（５）ピアサポートの活用に係る事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（６）アウトリーチ支援に係る事業 ● ● ● ● ●

（７）措置入院者及び緊急措置入院者
　　 の退院後の医療等の継続支援に
　　 係る事業

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（８）精神障害者の地域移行関係職員
 　　に対する研修に係る事業

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（９）入院中の精神障害者の地域移行
　　 に係る事業

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（10）包括ケアシステムの構築状況の
　　 評価に係る事業

● ● ● ●

（11）その他（包括ケアシステムの構築
　　 に資する事業）

● ● ● ● ● ● ● ●

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
選
択
化

＜令和元年度＞

事業メニュー
自治体名


平成２９年度

		精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業 申請自治体実施事業 セイシン ショウガイ タイオウ チイキ ホウカツ コウチク スイシン ジギョウ シンセイ ジチタイ ジッシ ジギョウ

		＜平成２９年度＞ ヘイセイ ネンド

						埼玉県 サイタマケン		静岡県 シズオカケン		愛知県 アイチケン		三重県 ミエケン		奈良県 ナラケン		兵庫県 ヒョウゴケン		徳島県 トクシマケン		香川県 カガワケン		鹿児島県 カゴシマケン		千葉市 チバシ		新潟市 ニイガタシ		京都市 キョウトシ		大阪市 オオサカシ		神戸市 コウベシ

		（１）保健・医療・福祉関係者による協
　　 議の場の設置		必
須 ヒツ ス		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●

		（２）精神障害者の住まいの確保に係
　　 る事業		地
域
の
実
情
に
応
じ
て
選
択
化 チ イキ ミノル セイ オウ セン タク カ				●								●

		（３）ピアサポートの活用に係る事業						●		●		●		●				●		●		●						●		●		●

		（４）入院中の精神障害者の地域移行
  　 に係る事業 チイキ イコウ						●		●		●		●		●				●				●		●						●

		（５）包括ケアシステムの構築状況の
　　 評価に係る事業														●				●				●								●

		（６）精神障害者の地域移行関係職
　　 員に対する研修に係る事業						●		●		●		●		●		●		●		●		●		●						●

		（７）措置入院者等の退院後の医療
　　 等の継続支援に係る事業										●						●						●		●		●				●

		（８）精神障害者の家族支援に係る
　　 事業						●				●																		●

		（９）その他、包括ケアシステムの構
　　 築に資する事業 ホウカツ コウ チク シ ジギョウ				●						●								●



事業メニュー

自治体名



平成３０年度

		精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業 申請自治体実施事業 セイシン ショウガイ タイオウ チイキ ホウカツ コウチク スイシン ジギョウ シンセイ ジチタイ ジッシ ジギョウ

		＜平成３０年度＞ ヘイセイ ネンド

						青森県 アオモリケン		岩手県 イワテケン		茨城県 イバラキケン		埼玉県 サイタマケン		千葉県 チバケン		東京都 トウキョウト		神奈川県 カナガワケン		新潟県 ニイガタケン		静岡県 シズオカケン		愛知県 アイチケン		三重県 ミエケン		京都府 キョウトフ		兵庫県 ヒョウゴケン		奈良県 ナラケン		和歌山県 ワカヤマケン		鳥取県 トットリケン		島根県 シマネケン		岡山県 オカヤマケン		広島県 ヒロシマケン		徳島県 トクシマケン		香川県 カガワケン		愛媛県 エヒメケン		福岡県 フクオカケン		佐賀県 サガケン		熊本県 クマモトケン		鹿児島県 カゴシマケン

		（１）保健・医療・福祉関係者による協
　　 議の場の設置		必
須 ヒツ ス		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●

		（２）精神障害者の住まいの確保に係
　　 る事業		地
域
の
実
情
に
応
じ
て
選
択
化 チ イキ ミノル セイ オウ セン タク カ														●				●								●												●				●

		（３）ピアサポートの活用に係る事業						●				●		●		●		●				●		●		●		●		●		●						●		●		●		●		●		●								●

		（４）アウトリーチ支援に係る事業 シエン										●						●																●

		（５）入院中の精神障害者の地域移行
  　 に係る事業 チイキ イコウ						●				●						●				●		●		●		●		●						●						●				●		●								●

		（６）包括ケアシステムの構築状況の
　　 評価に係る事業																●												●												●								●

		（７）精神障害者の地域移行関係職
　　 員に対する研修に係る事業						●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●								●		●		●		●		●						●		●		●

		（８）措置入院者等の退院後の医療
　　 等の継続支援に係る事業				●												●				●				●		●														●

		（９）精神障害者の家族支援に係る
　　 事業						●				●						●				●				●				●										●												●

		（10）その他、包括ケアシステムの構
　　 築に資する事業 ホウカツ コウ チク シ ジギョウ										●						●								●												●		●												●



						仙台市 センダイシ		さいたま市 シ		千葉市 チバシ		川崎市 カワサキシ		相模原市 サガミハラ シ		新潟市 ニイガタシ		名古屋市 ナゴヤシ		京都市 キョウトシ		大阪市 オオサカシ		神戸市 コウベシ		北九州市 キタキュウシュウ シ		福岡市 フクオカシ		八王子市 ハチオウジシ		高知市 コウチシ		枚方市 ヒラカタシ		奈良市 ナラシ		西宮市 ニシノミヤシ		新宿区 シンジュクク		品川区 シナガワク		練馬区 ネリマク		葛飾区 カツシカク		墨田区 スミダク		世田谷区 セタガヤク

		（１）保健・医療・福祉関係者による協
　　 議の場の設置		必
須 ヒツ ス		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●

		（２）精神障害者の住まいの確保に係
　　 る事業		地
域
の
実
情
に
応
じ
て
選
択
化 チ イキ ミノル セイ オウ セン タク カ

		（３）ピアサポートの活用に係る事業				●				●		●		●				●		●		●		●		●		●				●		●				●												●

		（４）アウトリーチ支援に係る事業 シエン								●																		●		●										●		●		●

		（５）入院中の精神障害者の地域移行
  　 に係る事業 チイキ イコウ								●		●		●		●				●		●		●								●		●		●		●								●

		（６）包括ケアシステムの構築状況の
　　 評価に係る事業								●														●				●																		●

		（７）精神障害者の地域移行関係職
　　 員に対する研修に係る事業				●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●										●												●

		（８）措置入院者等の退院後の医療
　　 等の継続支援に係る事業								●				●				●		●		●						●								●		●				●		●		●		●

		（９）精神障害者の家族支援に係る
　　 事業				●								●								●						●								●								●						●

		（10）その他、包括ケアシステムの構
　　 築に資する事業 ホウカツ コウ チク シ ジギョウ								●		●																						●



事業メニュー

自治体名

事業メニュー

自治体名



平成３１年度





						＜令和元年度＞ レイワ ガンネン ドヘイネンド

										青森県 アオモリケン		岩手県 イワテケン		福島県 フクシマ ケン		茨城県 イバラキケン		栃木県 トチギ ケン		埼玉県 サイタマケン		千葉県 チバケン		東京都 トウキョウト		神奈川県 カナガワケン		新潟県 ニイガタケン		岐阜県 ギフ ケン		静岡県 シズオカケン		愛知県 アイチケン		三重県 ミエケン		滋賀県 シガ ケン		京都府 キョウトフ		兵庫県 ヒョウゴケン		奈良県 ナラケン		和歌山県 ワカヤマケン		鳥取県 トットリケン		島根県 シマネケン		岡山県 オカヤマケン		広島県 ヒロシマケン		徳島県 トクシマケン		香川県 カガワケン		愛媛県 エヒメケン		福岡県 フクオカケン		佐賀県 サガケン		熊本県 クマモトケン		大分県 オオイタ ケン		宮崎県 ミヤザキケン		鹿児島県 カゴシマケン		沖縄県 オキナワ ケン

						（１）保健・医療・福祉関係者による協
　　 議の場の設置		必
須 ヒツ ス		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●

						（２）普及啓発に係る事業 フキュウ ケイハツ カカ ジギョウ		地
域
の
実
情
に
応
じ
て
選
択
化 チ イキ ミノル セイ オウ セン タク カ						●						●						●						●		●		●																●						●

						（３）精神障害者の家族支援に係る
　　 事業						●		●						●		●				●										●				●		●										●		●

						（４）精神障害者の住まいの確保支援
　　 に係る事業																●

						（５）ピアサポートの活用に係る事業				●				●				●		●		●		●		●						●		●		●						●		●						●		●		●		●		●		●								●		●		●		●

						（６）アウトリーチ支援に係る事業 シエン														●						●		●						●												●

						（７）措置入院者及び緊急措置入院者
　　 の退院後の医療等の継続支援に
　　 係る事業				●								●						●		●		●				●		●																●				●												●		●				●

						（８）精神障害者の地域移行関係職員
 　　に対する研修に係る事業						●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●				●		●						●		●		●		●		●		●				●		●		●		●				●

						（９）入院中の精神障害者の地域移行
　　 に係る事業														●		●		●		●						●		●		●						●						●						●				●		●								●				●

						（10）包括ケアシステムの構築状況の
　　 評価に係る事業																●				●		●														●

						（11）その他（包括ケアシステムの構築
　　 に資する事業）								●		●				●		●				●																								●		●												●







										仙台市 センダイシ		さいたま市 シ		千葉市 チバシ		横浜市 ヨコハマ シ		川崎市 カワサキシ		相模原市 サガミハラ シ		新潟市 ニイガタシ		浜松市 ハママツ シ		名古屋市 ナゴヤシ		京都市 キョウトシ		大阪市 オオサカシ		神戸市 コウベシ		広島市 ヒロシマ シ		北九州市 キタキュウシュウ シ		福岡市 フクオカシ		熊本市 クマモト シ		川口市 カワグチ シ		八王子市 ハチオウジシ		金沢市 カナザワ シ		豊田市 トヨタ シ		豊中市 トヨナカ シ		高槻市 タカツキシ		枚方市 ヒラカタシ		姫路市 ヒメジ シ		尼崎市 アマガサキシ		西宮市 ニシノミヤ シ		奈良市 ナラ シ		鳥取市 トットリシ		高知市 コウチシ		佐世保市 サセボ シ		鹿児島市 カゴシマシ		那覇市 ナハ シ		新宿区 シンジュクク		墨田区 スミダク		品川区 シナガワク		太田区 オオタ ク		世田谷区 セタガヤ ク		中野区 ナカノ ク		杉並区 スギナミ ク		豊島区 トシマ ク		練馬区 ネリマク		葛飾区 カツシカク

						（１）保健・医療・福祉関係者による協
　　 議の場の設置		必
須 ヒツ ス		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●

						（２）普及啓発に係る事業 フキュウ ケイハツ カカ ジギョウ		地
域
の
実
情
に
応
じ
て
選
択
化 チ イキ ミノル セイ オウ セン タク カ		●				●						●												●																●												●														●				●

						（３）精神障害者の家族支援に係る
　　 事業				●										●								●		●																●						●										●												●				●				●

						（４）精神障害者の住まいの確保支援
　　 に係る事業

						（５）ピアサポートの活用に係る事業				●				●				●		●						●		●		●		●				●				●								●						●		●		●		●				●		●		●		●										●		●

						（６）アウトリーチ支援に係る事業 シエン						●		●																												●		●						●										●														●		●		●		●		●		●		●		●		●

						（７）措置入院者及び緊急措置入院者
　　 の退院後の医療等の継続支援に
　　 係る事業														●										●		●																								●																						●

						（８）精神障害者の地域移行関係職員
 　　に対する研修に係る事業				●				●				●		●		●		●		●		●				●				●		●								●										●		●		●				●		●						●								●		●

						（９）入院中の精神障害者の地域移行
　　 に係る事業								●						●		●				●		●		●		●						●								●								●				●		●				●		●				●						●

						（10）包括ケアシステムの構築状況の
　　 評価に係る事業								●																		●										●

						（11）その他（包括ケアシステムの構築
　　 に資する事業）						●						●										●						●						●														●																												●		●

																																																																																														指定都市・中核市合計 シテイ トシ チュウカクシ ゴウケイ
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事業メニュー

自治体名

事業メニュー

自治体名





※令和元年度構築推進事業実施計画書に基づき作成

【任意事業】精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業（地域生活支援促進事業）

指定都市・保健所設置市・特別区

※実施主体：都道府県・指定都市・保健所設置市・特別区

仙台市 さいたま市 千葉市 横浜市 川崎市 相模原市 新潟市 浜松市 名古屋市 京都市 大阪市 神戸市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市 川口市 八王子市 金沢市 豊田市 豊中市 高槻市 枚方市 姫路市 尼崎市 西宮市 奈良市 鳥取市 高知市 佐世保市 鹿児島市 那覇市 新宿区 墨田区 品川区 太田区 世田谷区 中野区 杉並区 豊島区 練馬区 葛飾区

（１）保健・医療・福祉関係者による協
　　 議の場の設置

必
須

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（２）普及啓発に係る事業 ● ● ● ● ● ● ● ●

（３）精神障害者の家族支援に係る
　　 事業

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（４）精神障害者の住まいの確保支援
　　 に係る事業

（５）ピアサポートの活用に係る事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（６）アウトリーチ支援に係る事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（７）措置入院者及び緊急措置入院者
　　 の退院後の医療等の継続支援に
　　 係る事業

● ● ● ● ●

（８）精神障害者の地域移行関係職員
 　　に対する研修に係る事業

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（９）入院中の精神障害者の地域移行
　　 に係る事業

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（10）包括ケアシステムの構築状況の
　　 評価に係る事業

● ● ●

（11）その他（包括ケアシステムの構築
　　 に資する事業）

● ● ● ● ● ● ● ●

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
選
択
化

＜令和元年度＞

事業メニュー
自治体名


平成２９年度

		精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業 申請自治体実施事業 セイシン ショウガイ タイオウ チイキ ホウカツ コウチク スイシン ジギョウ シンセイ ジチタイ ジッシ ジギョウ

		＜平成２９年度＞ ヘイセイ ネンド

						埼玉県 サイタマケン		静岡県 シズオカケン		愛知県 アイチケン		三重県 ミエケン		奈良県 ナラケン		兵庫県 ヒョウゴケン		徳島県 トクシマケン		香川県 カガワケン		鹿児島県 カゴシマケン		千葉市 チバシ		新潟市 ニイガタシ		京都市 キョウトシ		大阪市 オオサカシ		神戸市 コウベシ

		（１）保健・医療・福祉関係者による協
　　 議の場の設置		必
須 ヒツ ス		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●

		（２）精神障害者の住まいの確保に係
　　 る事業		地
域
の
実
情
に
応
じ
て
選
択
化 チ イキ ミノル セイ オウ セン タク カ				●								●

		（３）ピアサポートの活用に係る事業						●		●		●		●				●		●		●						●		●		●

		（４）入院中の精神障害者の地域移行
  　 に係る事業 チイキ イコウ						●		●		●		●		●				●				●		●						●

		（５）包括ケアシステムの構築状況の
　　 評価に係る事業														●				●				●								●

		（６）精神障害者の地域移行関係職
　　 員に対する研修に係る事業						●		●		●		●		●		●		●		●		●		●						●

		（７）措置入院者等の退院後の医療
　　 等の継続支援に係る事業										●						●						●		●		●				●

		（８）精神障害者の家族支援に係る
　　 事業						●				●																		●

		（９）その他、包括ケアシステムの構
　　 築に資する事業 ホウカツ コウ チク シ ジギョウ				●						●								●



事業メニュー

自治体名



平成３０年度

		精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業 申請自治体実施事業 セイシン ショウガイ タイオウ チイキ ホウカツ コウチク スイシン ジギョウ シンセイ ジチタイ ジッシ ジギョウ

		＜平成３０年度＞ ヘイセイ ネンド

						青森県 アオモリケン		岩手県 イワテケン		茨城県 イバラキケン		埼玉県 サイタマケン		千葉県 チバケン		東京都 トウキョウト		神奈川県 カナガワケン		新潟県 ニイガタケン		静岡県 シズオカケン		愛知県 アイチケン		三重県 ミエケン		京都府 キョウトフ		兵庫県 ヒョウゴケン		奈良県 ナラケン		和歌山県 ワカヤマケン		鳥取県 トットリケン		島根県 シマネケン		岡山県 オカヤマケン		広島県 ヒロシマケン		徳島県 トクシマケン		香川県 カガワケン		愛媛県 エヒメケン		福岡県 フクオカケン		佐賀県 サガケン		熊本県 クマモトケン		鹿児島県 カゴシマケン

		（１）保健・医療・福祉関係者による協
　　 議の場の設置		必
須 ヒツ ス		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●

		（２）精神障害者の住まいの確保に係
　　 る事業		地
域
の
実
情
に
応
じ
て
選
択
化 チ イキ ミノル セイ オウ セン タク カ														●				●								●												●				●

		（３）ピアサポートの活用に係る事業						●				●		●		●		●				●		●		●		●		●		●						●		●		●		●		●		●								●

		（４）アウトリーチ支援に係る事業 シエン										●						●																●

		（５）入院中の精神障害者の地域移行
  　 に係る事業 チイキ イコウ						●				●						●				●		●		●		●		●						●						●				●		●								●

		（６）包括ケアシステムの構築状況の
　　 評価に係る事業																●												●												●								●

		（７）精神障害者の地域移行関係職
　　 員に対する研修に係る事業						●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●								●		●		●		●		●						●		●		●

		（８）措置入院者等の退院後の医療
　　 等の継続支援に係る事業				●												●				●				●		●														●

		（９）精神障害者の家族支援に係る
　　 事業						●				●						●				●				●				●										●												●

		（10）その他、包括ケアシステムの構
　　 築に資する事業 ホウカツ コウ チク シ ジギョウ										●						●								●												●		●												●



						仙台市 センダイシ		さいたま市 シ		千葉市 チバシ		川崎市 カワサキシ		相模原市 サガミハラ シ		新潟市 ニイガタシ		名古屋市 ナゴヤシ		京都市 キョウトシ		大阪市 オオサカシ		神戸市 コウベシ		北九州市 キタキュウシュウ シ		福岡市 フクオカシ		八王子市 ハチオウジシ		高知市 コウチシ		枚方市 ヒラカタシ		奈良市 ナラシ		西宮市 ニシノミヤシ		新宿区 シンジュクク		品川区 シナガワク		練馬区 ネリマク		葛飾区 カツシカク		墨田区 スミダク		世田谷区 セタガヤク

		（１）保健・医療・福祉関係者による協
　　 議の場の設置		必
須 ヒツ ス		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●

		（２）精神障害者の住まいの確保に係
　　 る事業		地
域
の
実
情
に
応
じ
て
選
択
化 チ イキ ミノル セイ オウ セン タク カ

		（３）ピアサポートの活用に係る事業				●				●		●		●				●		●		●		●		●		●				●		●				●												●

		（４）アウトリーチ支援に係る事業 シエン								●																		●		●										●		●		●

		（５）入院中の精神障害者の地域移行
  　 に係る事業 チイキ イコウ								●		●		●		●				●		●		●								●		●		●		●								●

		（６）包括ケアシステムの構築状況の
　　 評価に係る事業								●														●				●																		●

		（７）精神障害者の地域移行関係職
　　 員に対する研修に係る事業				●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●										●												●

		（８）措置入院者等の退院後の医療
　　 等の継続支援に係る事業								●				●				●		●		●						●								●		●				●		●		●		●

		（９）精神障害者の家族支援に係る
　　 事業				●								●								●						●								●								●						●

		（10）その他、包括ケアシステムの構
　　 築に資する事業 ホウカツ コウ チク シ ジギョウ								●		●																						●



事業メニュー

自治体名

事業メニュー

自治体名



平成３１年度





						＜令和元年度＞ レイワ ガンネン ドヘイネンド

										青森県 アオモリケン		岩手県 イワテケン		福島県 フクシマ ケン		茨城県 イバラキケン		栃木県 トチギ ケン		埼玉県 サイタマケン		千葉県 チバケン		東京都 トウキョウト		神奈川県 カナガワケン		新潟県 ニイガタケン		岐阜県 ギフ ケン		静岡県 シズオカケン		愛知県 アイチケン		三重県 ミエケン		滋賀県 シガ ケン		京都府 キョウトフ		兵庫県 ヒョウゴケン		奈良県 ナラケン		和歌山県 ワカヤマケン		鳥取県 トットリケン		島根県 シマネケン		岡山県 オカヤマケン		広島県 ヒロシマケン		徳島県 トクシマケン		香川県 カガワケン		愛媛県 エヒメケン		福岡県 フクオカケン		佐賀県 サガケン		熊本県 クマモトケン		大分県 オオイタ ケン		宮崎県 ミヤザキケン		鹿児島県 カゴシマケン		沖縄県 オキナワ ケン

						（１）保健・医療・福祉関係者による協
　　 議の場の設置		必
須 ヒツ ス		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●

						（２）普及啓発に係る事業 フキュウ ケイハツ カカ ジギョウ		地
域
の
実
情
に
応
じ
て
選
択
化 チ イキ ミノル セイ オウ セン タク カ						●						●						●						●		●		●																●						●

						（３）精神障害者の家族支援に係る
　　 事業						●		●						●		●				●										●				●		●										●		●

						（４）精神障害者の住まいの確保支援
　　 に係る事業																●

						（５）ピアサポートの活用に係る事業				●				●				●		●		●		●		●						●		●		●						●		●						●		●		●		●		●		●								●		●		●		●

						（６）アウトリーチ支援に係る事業 シエン														●						●		●						●												●

						（７）措置入院者及び緊急措置入院者
　　 の退院後の医療等の継続支援に
　　 係る事業				●								●						●		●		●				●		●																●				●												●		●				●

						（８）精神障害者の地域移行関係職員
 　　に対する研修に係る事業						●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●				●		●						●		●		●		●		●		●				●		●		●		●				●

						（９）入院中の精神障害者の地域移行
　　 に係る事業														●		●		●		●						●		●		●						●						●						●				●		●								●				●

						（10）包括ケアシステムの構築状況の
　　 評価に係る事業																●				●		●														●

						（11）その他（包括ケアシステムの構築
　　 に資する事業）								●		●				●		●				●																								●		●												●





						＜令和元年度＞ レイワ ガンネン ドヘイネンド

										仙台市 センダイシ		さいたま市 シ		千葉市 チバシ		横浜市 ヨコハマ シ		川崎市 カワサキシ		相模原市 サガミハラ シ		新潟市 ニイガタシ		浜松市 ハママツ シ		名古屋市 ナゴヤシ		京都市 キョウトシ		大阪市 オオサカシ		神戸市 コウベシ		広島市 ヒロシマ シ		北九州市 キタキュウシュウ シ		福岡市 フクオカシ		熊本市 クマモト シ		川口市 カワグチ シ		八王子市 ハチオウジシ		金沢市 カナザワ シ		豊田市 トヨタ シ		豊中市 トヨナカ シ		高槻市 タカツキシ		枚方市 ヒラカタシ		姫路市 ヒメジ シ		尼崎市 アマガサキシ		西宮市 ニシノミヤ シ		奈良市 ナラ シ		鳥取市 トットリシ		高知市 コウチシ		佐世保市 サセボ シ		鹿児島市 カゴシマシ		那覇市 ナハ シ		新宿区 シンジュクク		墨田区 スミダク		品川区 シナガワク		太田区 オオタ ク		世田谷区 セタガヤ ク		中野区 ナカノ ク		杉並区 スギナミ ク		豊島区 トシマ ク		練馬区 ネリマク		葛飾区 カツシカク

						（１）保健・医療・福祉関係者による協
　　 議の場の設置		必
須 ヒツ ス		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●

						（２）普及啓発に係る事業 フキュウ ケイハツ カカ ジギョウ		地
域
の
実
情
に
応
じ
て
選
択
化 チ イキ ミノル セイ オウ セン タク カ		●				●						●												●																●												●														●				●

						（３）精神障害者の家族支援に係る
　　 事業				●										●								●		●																●						●										●												●				●				●

						（４）精神障害者の住まいの確保支援
　　 に係る事業

						（５）ピアサポートの活用に係る事業				●				●				●		●						●		●		●		●				●				●								●						●		●		●		●				●		●		●		●										●		●

						（６）アウトリーチ支援に係る事業 シエン						●		●																												●		●						●										●														●		●		●		●		●		●		●		●		●

						（７）措置入院者及び緊急措置入院者
　　 の退院後の医療等の継続支援に
　　 係る事業														●										●		●																								●																						●

						（８）精神障害者の地域移行関係職員
 　　に対する研修に係る事業				●				●				●		●		●		●		●		●				●				●		●								●										●		●		●				●		●						●								●		●

						（９）入院中の精神障害者の地域移行
　　 に係る事業								●						●		●				●		●		●		●						●								●								●				●		●				●		●				●						●

						（10）包括ケアシステムの構築状況の
　　 評価に係る事業								●																		●										●

						（11）その他（包括ケアシステムの構築
　　 に資する事業）						●						●										●						●						●														●																												●		●
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