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（３） 障害福祉サービス制度 Ⅲ３（３）

４　児童福祉 （１） 児童福祉の概要 Ⅲ４（１）（２）（３）

（２） 高知県こども条例
（３） 児童福祉審議会等
（４） 児童相談所 Ⅲ４（３）（４）

（５） 児童福祉施設等の現況 Ⅲ４（４）（５）

（６） 子ども手当の支給 Ⅲ４（５）（６）

５　青少年健全育成 （１） 高知県青少年対策推進本部 Ⅲ５（１）（２）（３）（４）

（２） 高知県青少年問題協議会
（３） 青少年保護育成条例
（４） 広報啓発活動
（５） 青少年育成高知県民会議 Ⅲ５（４）（５）

６　母子・寡婦・父子福祉 　 Ⅲ６

７　少子化対策 （１） 少子化の現状 Ⅲ７（１）（２）

（２） 少子化対策の取り組み

８　低所得者対策 （１） 生活保護 Ⅲ８（１）（２）

（２） 生活保護施設
（３） 生活保護データ Ⅲ８（３）

（４） 生活福祉資金 Ⅲ８（４）

９　高知県福祉基金 高知県福祉基金 Ⅲ９

１０　高知県地域福祉基金 高知県地域福祉基金 Ⅲ１０

１１　旧軍人軍属等の援護 （１） 旧軍人軍属の恩給 Ⅲ１１（１）

（２） 未帰還者等の援護 Ⅲ１１（１）（２）

（３） 中国等からの帰国者に対する援護 Ⅲ１１（２）（３）（４）

（４） 戦傷病者の援護
（５） 遺族の援護 Ⅲ１１（４）（５）

（６） 戦没者の慰霊 Ⅲ１１（５）（６）

（７） 定期未伝達位記並びに定例未伝達勲記勲章 Ⅲ１１（６）（７）



１２　災害救助・災害弔慰金等 （１） 災害救助 Ⅲ１２（１）

（２） 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付 Ⅲ１２（１）（２） 

〔参考〕

人口・人口動態 （１） 人口動態 参（１）

（２） 死亡 参（２）

（３） 人口推移 参（３）

（４） 市町村別人口 参（４）

（５） 年齢別人口 参（５）

（６） 県民所得 参（６）

県計画 （７） 主な県計画に関する指標の推移 参（７）


