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大 府 市 福 祉 年 表 
                                                     （令和３年現在） 

 

世      相 年 国 県 市制度・事業 市内福祉施設・その他 
 

 新憲法公布 

 福井地震 

 米よこせ運動 

 昭和 

  ２２ 

  ２３ 

  ２４ 

 ・児童福祉法 

 ・民生委員法 

・身体障害者福祉法 

  

 ・半田保健所大府支所開設 

 朝鮮戦争（特需ﾌﾞｰﾑ ） 

  1,000円札登場 

 講和条約 

 第２５回総選挙 

 自衛隊発足 

  ２５ 

  ２６ 

  ２７ 

  ２８ 

  ２９ 

 ・精神衛生法 

 ・新生活保護法 

  
 ・大府町社会福祉協議会発 

  足 

 ・社会福祉事業法   ・大府保育所開所 
 

 ・戦傷病者戦没者遺族等 

  援護法 

 ・厚生年金保険法改正 

 

 神武景気 

  5,000円札登場 

  100円硬貨登場 

 なべ底不況始まる 

 10,000円札登場 

 伊勢湾台風 

  ３０ 

  ３１ 

  ３２ 

  ３３ 

  ３４ 

 
 
 
 

   

   ・共和保育園開所 
 

 ・国民健康保険法改正 

 ・国民年金法改正 

 ・児童権利宣言（国連） 

 ・北崎保育園開所 

 ・半田保健所大府支所新築 

  移転 

 所得倍増計画 

 盲人用信号機初登場 

 ｲﾝｽﾀﾝﾄ食品ブーム 

  ３５ 

  ３６ 

 ・精神薄弱者福祉法 

 ・身体障害者雇用促進法 

 
 ・国民健康保険開始  

   ・吉田保育園開所 
  サリドマイド障害 

 第３０回総選挙 

 東京オリンピック開催 

  ３７ 

  ３８ 

  ３９ 

 ・児童扶養手当法  
 

 ・第１回大府町敬老会開 

  催 

  

 ・老人福祉法    
 

 ・母子福祉法(57.4 ～母 

  子及び寡婦福祉法) 

 ・特別児童扶養手当法 

 ・大府町老人クラブ連合会 

  発足 

 ベトナム戦争本格化 

 戦後初の国債売り出し 

 厚生省イタイイタイ病 

 公害認定 

 名古屋市人口２００万 

 人超す 

  ４０ 

  ４１ 

  ４２ 

  ４３ 

  ４４ 

 

 

  

 

 

心身障害者コロニー開所 

     ・長草保育園開所 
 

  ・肢体不自由児通園施設「 

  愛光園」開設（無認可） 

 ・母子保健法   ・柊山保育園開所 
 

  ・国立療養所「中部病院」 

  発足 

      ・大府児童センター開館 
 

 

・ねたきり老人に対する老

人家庭奉仕員派遣制度 

  ・半田保健所大府支所廃止 

 ・向江児童公園ｵｰﾌﾟﾝ（初の 

  児童公園） 

 エキスポ７０開催 

 大府市制 

 

 円の変動相場制移行 

 ドル・ショック 

 沖縄日本に返還 

  ４５ 

 

 

  ４６ 

  ４７ 

 ・心身障害者対策基本法 

 

 

 ・在宅重度障害者訪問診 

  査事業 

 ・精神薄弱者の権利宣言 

  （国連） 

 ・児童手当法 

 ・遺児手当制度 

 ・心身障害者扶養共済制 

  度 

 ・在宅重度障害者手当制 

  度 

 

 ・老人医療費公費負担制 

  度 

 ・老人居室整備資金貸付 

 ・家庭奉仕員派遣事業 

 ・災害見舞金支給制度 

 

 ・老人医療費公費負担制 

  度 

 ・心身障害者扶助料支給 

 ・社会福祉事務所の設置 

 ・大府市保健センター設置 

 ・家庭児童相談室の設置 

 ・民生委員推薦会 

 ・児童センター運営委員会 

 ・若宮保育園開所 

 ・横根保育園開所 

 ・共和東保育園開所 

 ・社会福祉法人「仁至会」 

 ・愛光園開所（認可） 

 オイルショック 

 福祉元年 

 インフレ高進 

 戦後初のマイナス成長 

  ４８ 

  ４９ 

 ・療養手帳制度 

 ・老人医療費無料化 

 ・年金制度改正（５万円 

  年金、物価ｽﾗｲﾄﾞの導入 

  ） 

  制度 

 ・乳児医療費公費負担制 

  度 

 ・障害者医療費公費負担 

  制度 

  制度 

 ・乳児医療費公費負担制 

  度 

 ・障害者医療費公費負担 

  制度 

 ・老人給食支給事業 

 ・白寿荘開館 

 ・共長保育園開所 

 ・共和保育園改築 
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世      相 年 国 県 市制度・事業 市内福祉施設・その他 
 

 戦後生まれ50％超す 

 不況－サラ金悲劇続出 

 国 際 婦 人 年                     

 戦後初の任期満了総選 

 挙 

  200カイリ時代 

 

 

 国 際 児 童 年                     

  ５０ 

  ５１ 

  ５２ 

 

  ５３ 

 

  ５４ 

 

 

 ・母子家庭医療費公費負 

  担制度 

 

 ・遺児手当支給事業 

 ・福祉電話事業 

 ・寝具のクリーニング・ 

  乾燥事業 

 ・金婚者の祝い 

 ・高額療養費支払資金貸 

  付制度 

 ・母子家庭医療費公費負 

  担制度 

 ・健康農園事業 

 ・精神薄弱者（児）補装 

  具給付事業 

 ・入浴サービス事業 

  ・福祉手当支給省令   ・大府学園開所 
  ・障害者の権利宣言（国 

  連） 

 ・桃山保育園、追分保育園 

 ・米田保育園開所 

 ・老人趣味のクラブ発足 

 ・社会福祉法人大府市社会 

  福祉協議会発足 

 ・荒池保育園開所 

 

 ・福祉の家開所 

 ・老人ホーム大府寮開所 

  

 

 ・在宅重度精神薄弱者訪 

  訪問診査制度 

 ・国民健康づくり対策 

 ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｼｮｰﾄｽﾃｲ 事業 

  実施 

  

 

 第二臨調（財政再建） 

 国 際 障 害 者 年                     

 日米貿易摩擦 

  ５５ 

  ５６ 

  ５７ 

 ・ベビーホテル問題 

・ 児童福祉法改正 

 

 ・障害者在宅整備資金貸

付制度 

  

 

・戦傷病者医療費公費負

担制度 

 ・児童育成クラブ事業 

 ・ねたきり老人短期保護 

  事業 

 ・戦傷病者医療費公費負 

  担制度 

 ・福祉会館開館 

 ・半田保健所大府支所開所 

 ・大府福祉作業所の開所 

         (～60.3） 

 ・共長児童センター開館 

 ・大府市シルバー人材セン

ター設立 

 東京集中   ５８ 

  ５９ 

 ・老人保健法 

 ・国連障害者の十年～H4 

 ・健保法改正 

（本人９割給付、退職者医

療制度） 

 
 ・第１回大府市福祉展開 

  催 

 ・特定疾病り患者扶助料 

  支給制度 

 ・人工透析通院費助成事 

  業 

    

 ・北山児童センター開館 

 ・新保健センター開所 

 

 円高 

 地価の高騰 

バブル景気 

  

税制改革 

 改元 

  ６０ 

  ６１ 

  ６２ 

  ６３ 

 平成１ 

 ・年金制度改正（基礎年 

  金導入等） 

 ・老人保健法改正（老人 

  保健施設） 

 ・社会福祉士及び介護福 

  祉士 

 ・精神衛生法改正（名称 

  は精神保健法） 

 ・第二次国民健康づくり 

  対策 

 ・高齢者保健福祉推進十 

  か年戦略 

   ・あけび苑開所 

 

 ・吉田児童老人福祉センタ 

  ー開館 

 

 ・石ケ瀬会館開館 

 ・愛光園施設種別変更 
 ・ねたきり老人等理髪サ 
 
  －ビス事業 

 統一ドイツ誕生 

 即位の礼 

 バブル経済崩壊 

 湾岸戦争 

 ソ連邦消滅・ロシア連 

 邦その他の誕生 

地価下落始まる 

   ２ 

   ３ 

   ４ 

 ・社会福祉八法改正 

 ・老人保健法改正（老人 

  訪問看護制度） 

 ・福祉人材確保法 

 ・看護職員人材確保法 

 
 ・老人訪問看護指導事業 

 ・神田児童老人福祉センタ 

  ー開館 

 ・小規模授産施設開所 

 ・市デイサービスセンター 

  開所(10.1 ～) 

・ネットワーク大府設立 

高齢化率14％を超える 

 阪神・淡路大震災発生 

   ５ 

   ６ 

   ７ 

   ８ 

 ・障害者対策に関する新 

  長期計画 

 ・エンゼルプラン策定 

 ・新ゴールドプラン策定 

 ・精神保健法改正（精神 

  障害者保健福祉手帳制 

  度の創設） 

 ・被爆者援護法 

 ・基礎年金番号の実施 

 全国身体障害者スポーツ 

 大会（ゆめピック愛知） 

 ・緊急通報装置設置 

 ・心身障害者扶助料対象 

  者拡大(5・6級) 

 ・リフォームヘルパー制 

  度発足 

 ・在宅福祉サービス一部 

  社会福祉協議会へ委託 

 ・福祉タクシー等料金助 

  成事業 

・住民助け合い活動事業 

補助金開始 

・さわやか愛知設立 

 ・石ケ瀬児童老人福祉セン 

  ター開館 

 ・東あけび苑開所 

 ・長寿医療研究センター開

所 

 ･小規模授産施設閉所 

・市介護支援センター開設 
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  世      相   年      国       県     市制度・事業  市内福祉施設・その他 
 

 香港中国へ返還 

社会保障構造改革 

 

 アジア通過危機 

   ９  ・児童福祉法改正 

 ・健康保健法等改正 

   （本人８割給付） 

 ・臓器移植法成立 

 ・介護保険法成立 

 ・医療法改正 

 全国知的障害者スポーツ 

 大会（ゆうあいピック愛 

 知・名古屋大会） 

 ・温水プール等利用料金 

  助成事業 

 ・長草デイサービスセンタ 

  ー開所 

 ・長草介護支援センター開 

  所 

 ・訪問看護ステーション開 

  所 

・9.4長草保育園移転 

・子育て支援開始(長草) 

・一時的保育開始(長草) 

 株価、円相場急激な下 

 落 

 長野オリンピック 

 

  １０  ・感染症予防法成立 

 ・「精神薄弱の用語の整 

  理のための関係法律の 

  一部を改正する法律」 

  成立 

・ＮＰＯ（特定非営利活動

促進法）法施行 

 全国健康福祉祭愛知・名 

 古屋大会（ねんりんピッ 

 ク＇98愛知名古屋） 

 ・給食サービス毎日配達  ・東山児童老人福祉センタ 

  ー開館 

 ・デイパーク大府〔ケアハ 

  ウス、短期入所施設、デ 

  イサービスセンター、介 

  護支援センター〕開所 

 国際高齢者年 

 

 

 

東海豪雨災害 

  １１ 

  １２ 
 ・介護保険法施行 

 ・年金制度改正（給付総

額の伸びの調整等） 

 

・社会福祉事業法等の一

部改正 

 

・児童虐待の防止に関す

る法律 

 
・心身障害者扶助料対象 

  者拡大（精神障害者） 

・住民助け合い活動事業補

助金1/2となる。 

・共和病院（介護療養型医療

施設）開所（12.2）  

・共和西児童老人福祉セン 
  ター開館 
 ・北山老人憩の家開所 

 ・ワーキングスペースおお 

  ぶ開所 

 ・キャンバス開所 

 ・訪問看護ステーション閉 

  所 

 ・ルミナス大府〔訪問看護 

  ステーション、老人保健 

  施設、在宅介護支援セン 

  ター〕開所 

・高齢者痴呆介護研究・研

修大府センター開所 

国際ボランティア年 

 

 米国中枢同時テロ 

 

  

１３  

 

 

全国難聴者福祉大会 

  

愛知大会（蒲郡） 

・災害死亡見舞金改訂 

・住民助け合い活動事業補

助金廃止 

・生活管理指導短期宿泊事

業 

・家族介護購入用品券支給

事業 

・子育て支援（虐待防止）

連絡調整会議設置 

・13.2柊山保育園移転 

 

 大府陶芸施設開所  

日本人拉致を正式に北 

朝鮮が認めた 

 

１４ ・身体障害者補助犬法 

・ホームレスの自立の支援

等に関する特別措置法 

・独立行政法人福祉医療機

構法 

・健康増進法 

 ・精神障害者関係の事務が

県から委譲 

・精神障害者居宅介護等事

業 

・精神障害者短期入所事業 

・精神障害者地域生活援助

事業 

 

 

・小規模授産施設「ひだま

り」開設 

 

 

イラク戦争 

 

１５ 

 

・次世代育成支援対策推進

法 

・少子化社会対策基本法 

・新障害者プラン 

 ・家具転倒防止器具取付け

事業 

・高齢者虐待防止連絡協議

会設置 

・大府市子どもステーション

開設 

・身体障害者通所授産施設

「サンサン大府」開所 

 

 １６ 

 

・特定障害者に対する特別

障害者給付金の支給に関

する法律 

・発達障害者支援法 

・食育基本法 

 ・児童虐待防止連絡協議会

設置 

・デイパーク大府（特別養護

老人ホーム）開所（16.9） 

 

・大府学園閉園 

 

 

 １７ 

 

・障害者自立支援法 

・高齢者虐待の防止,高齢

者の養護者に対する支援

等に関する法律 

・介護保険法改正 

 

 

 

 ・成年後見制度利用支援事

業 

・高齢者虐待防止センター

設置 

・発達支援センターおひさま

開所 
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世      相 年 国 県 市制度・事業 市内福祉施設・その他 

 １８ 

 

・自殺対策基本法 

・放課後子どもプラン 

 

 ・高齢者集いの場リーダー

養成研修補助金 

・高齢者集いの場初期活動

費助成事業 

・老人ホーム入所者生活補

給金支給事業 

・介護者家族健康教室事

業 

・地域生活支援事業 

（相談支援事業・コミュニ

ケーション支援事業・日

常生活用具給付事業・移

動支援事業・地域活動支

援センター・日中一時支

援事業等） 

・障害児施設入所者負担軽

減費支給開始 

・自立支援協議会設置 

・地域福祉推進会議設置 

・障がい福祉計画（第1期

H18～H20） 

・在宅介護支援センター閉所 

・地域包括支援センター開所 

・大府市福祉会館閉館 

・地域活動支援センターおお

ぶ開所 

・ルミナス大府（グループホ

ーム）開所（18.4） 

・グループホームわかくさ開

所（18.4） 

・市デイサービスセンター、

長草デイサービスセンタ

ー、北山老人憩の家指定管

理委託開始（3年） 

 

 １９ ・中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進及び永住帰国

の自立の支援に関する法

律の改正 

 

・（3月31日） 

老人保健法廃止 

・日本年金機構法 

・厚生年金特例法 

 ・火災警報器取付け事業 

 

・要保護児童対策地域協議

会設置 

 

 

・保育料第３子無料 

・大府児童老人福祉センター 

 同分館開所 

・ニチイのほほえみ大府（グ

ル ー プ ホ ー ム ） 開 所

（19.11） 

 

 

 

 

・19.4若宮保育園移転 

 

 ２０ ・後期高齢者医療制度発足 

 

・定額給付金・子育て応援

特別手当（～21.9） 

 

 ・福祉避難所協定締結（新

規3施設）（20.3） 

・長寿社会懇話会設置 

・循環バス無料券（ふれあ

いパス７０）交付 

・親子育成支援事業「ジョ

イジョイ」の開始 

・福祉避難所協定締結（10

施設追加）（20.9） 

・知多地域成年後見センター

設置 

 

 

 ２１ 

 

・政権交代 

・子育て応援特別手当（21

年度版）中止 

 ・（仮称）ふれあい支援セ

ンター建設検討委員会設

置 

・愛知県認知症地域資源活

用モデル事業実施 

・認知症有病率調査 

・大府市障がい者雇用事業

所連絡協議会設置 

・自立支援協議会による障

がいと福祉研修会開催 

・障がい福祉計画（第2期

H21～H23） 

 

・21.4共和東保育園舎改築 

・21.4市民活動支援センター

コラビア開所 

・市デイサービスセンター、

長草デイサービスセンタ

ー、北山老人憩の家指定管

理委託更新（3年） 

・21.10 認知症介護研究・研

修大府センターに若年性認

知症コールセンターを設置 

・いこいの家（グループホー

ム）開所（21.9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２ ・平成22年子ども手当実

施 

・父子家庭が児童扶養

手当の対象に。（22.8） 

・障がい者制度改革推進

本部等における検討を

踏まえて障害保健福祉

施策を見直すまでの間

において障害者等の地

域生活を支援するため

の関係法律の整備に関

す る 法 律 施 行

（22.10） 

 

 

 

・あいち健康プラザ内に 

あいち介護予防支援セン

ターを設置 

 

・第５次総合計画 

・次世代育成支援対策行動

計画＜後期＞ 

・介護予防実態調査分析支

援事業実施 

・自立支援協議会による研

修会「ずっとはたらきた

い」開催 

・パラアートおおぶ開催 

・地域福祉計画（2010-

2020） 

・共和東保育園指定管理委託

開始（10年） 

・発達支援センターおひさま

指定管理更新（10年） 

・大府西こどもの城保育園開

所 
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（03.11）東日本大震災 

 

２３ ・ 障 害 者 基 本 法 改 正

（23.8） 

・長寿医療センター内に

認知症疾患医療センタ

ーを開設 

 

 ・23.4障がい者相談支援 

センターをスピカへ移 

設（社協へ委託） 

・自立支援協議会による

研修会「明日からの歩

み…障がいのある方の

暮らしを中心として」

開催（23.10） 

・「働く障がい者のため

の生活支援ガイド『わ

ーくちゃれんじ』」作

成・配布 

・電力受給対策に伴う夏

期緊急預かりサービス

を実施 

・23.4ふれ愛サポートセンタ

ー「スピカ」開所 

・23.4ケアホームくらら開 

 所 

・23.5障がい者就職トレー 

ニングセンター開所 

 

 

 ２４ ・障害者虐待の防止、障害

者の養護者に対する支援等

に関する法律（障害者虐待

防止法）施行（24.10） 

 

 ・スピカでの日中一時支

援事業開始（24.5） 

・障がい福祉計画（第3期

H24～H26） 

・高齢者軽度生活援助事

業（ねこの手サービ

ス）、いきいき幸齢者表

彰、おおぶ安心カード

の配布の開始 

・子育て短期支援事業

（ショートステイ）開

始 

・障がい者虐待防止セン

ター設置(24.10) 

・障がい者雇用事業所

連絡協議会・自立支援

協議会合同研修会「働

きやすい『会社』と

『社会』のつくり方」

開催 

・福祉・健康フェア30

周年記念（24.9） 

・ケアホームおれんち開所

（24.4） 

・あけびの実開所（あけび苑

から独立、拡張、24.4） 

・もりおか（特別養護老人ホ

ーム、ショートステイ）、

うえまつ（グループホー

ム）開所（24.4） 

・市デイサービスセンター、

長草デイサービスセンタ

ー、北山老人憩の家指定管

理委託更新（5年） 

・包括支援センターを「高齢

者相談支援センター」の別

称で案内開始 

・ベルサポート神田開所

（24.11） 

・多機能型事業所ライム開所

（24.12） 

・大府の郷（特別養護老人ホ

ーム、ヘルパーステーショ

ン、デイサービスセンタ

ー）開所（25.2） 

 

 ２５ ・障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援する

ための法律（障害者総合支

援法）一部施行(25.4) 

・国等による障害者就労施

設等からの物品等の調達の

推進等に関する法律（障害

者優先調達推進法）施行

(25.4)         

・災害対策基本法改正

（25.5） 

・在宅重度障害者手当の受

給資格の変更(3月以上継

続入院者の資格喪失) 

・育成医療事務が県から

移譲(25.4) 

・障がい者等日常生活用

具の見直し（品目追

加、削除）(25.4) 

・特殊寝台等貸与事業廃

止(25.4) 

 

・サポート葵開所（25.1） 

・大府大和キッズ保育園開所 

（25.4） 

・みらいサポート開所 

（25.9） 

 

 

（09.27）御嶽山噴火 ２６   ・自立支援協議会による

研修会「『行動障害』の

特性と対応を学ぶ～行

動障がいのある方の地

域での暮らしを支える

ために」開催（26.1） 

・在宅医療連携拠点推進

事業（県モデル事業）

開始（26.1～27.3） 

・地域見守り活動に関す

る包括協定締結（新規

17事業所）（26.1） 

・福祉避難所協定締結

（10施設追加）（26.2） 

・パラアートおおぶ2014

開催（26.12） 

 

・アース開所（26.2） 

・みのてホーム（グループホ

ーム）開所（26.5） 

・わかばの杜・大府開所 

（26.5） 

・ほっぷ・すてっぷ大府開所 

（26.9） 

・さくらぎ（グループホー

ム）開所（26.4） 
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 ２７ ・生活困窮者自立支援法施

行（27.4） 

 ・大府市医療・介護ネッ

トワーク「おぶちゃん

連絡帳」開始（27.2） 

・大府市発達支援センタ

ーにて保育所等訪問支

援事業と障害児相談支

援事業を開始（27.4） 

・生活困窮者自立支援制

度に基づく自立相談支

援機関を設置（27.4） 

・高齢者福祉計画（第6期

H27～H29） 

・障がい福祉計画（第4期

H27～H29） 

・大府市子ども・子育て支

援事業計画（H27～H31） 

・包括的支援事業として、

在宅医療・介護連携推進

事業、・認知症施策総合

推進事業（認知症地域支

援推進員及び認知症連携

嘱託医、認知症地域支援

ネットワーク会議、認知

症市民フォーラム開始） 

・生活支援コーデネーター

(第1層)を設置 

・「認知症になっても安心

して暮らせるまちづくり

連携協定」三師会とエー

・神田児童老人福祉センター

北崎分館開館（27.2） 

・ＢＦスタッフ開所 

・キュア北崎開所（27.9） 

・大府あおぞら有床クリニッ

ク開所（27.10） 

 

（04.16）熊本地震 ２８ ・障害を理由とする差別の 

解消の推進に関する法律

（障害者差別解消法）施

行（28.4） 

 

 ・おおぶあったか認知症安

心支援ガイドの配布開始 

・認知症介護家族支援事

業「認知症介護家族支

援プログラム講座」開

始(隔年開催)【6月補

正】28年9月～30年2月 

・おおぶ・あったか認知

症カフェ登録事業開始

(28年8月1日～) 

・たくと大府開所（28.4） 

・わかばの杜・大府共和開所

(28.4) 

・シェーネルボーネン開所

（28.8） 

 

 

 ２９   ・認知症介護家族支援事

業「認知症介護家族交

流会」開始 

・介護予防・日常生活支

援総合事業開始（29年4

月1日～） 

・居室確保事業開始 

・大府市認定保育室の認

定開始 

・大府市障がい児福祉計

画策定（H29～R2） 

 

 

・小規模保育事業 そぴあ保

育園おいわけ開園（29.4） 

・ぱすてる開所（29.7） 

・北山老人憩の家を北山児童

老人福祉センターとして、

委託運営開始 
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（09.06）北海道胆振東

部地震 

３０   ・高齢者福祉計画（第7期

H30～H32） 

・障がい福祉計画（第5期

H30～H32） 

・障がい児福祉計画（第 

1期 H30～H32） 

・軽度・中等度難聴児支

援事業開始（30.4） 

・大府市認知症に対する

不安のないまちづくり

推進条例施行（30.4） 

・自立支援協議会に計画

相談支援事業所連絡会

を設置（30.4） 

・市役所に手話通訳者を

設置（30.5） 

・認知症高齢者等事前登

録制度及び大府市認知

症高齢者等個人賠償責

任 保 険 事 業 を 開 始

（30.6） 

・「徘徊」を使用しない方

針を決定 

・「大府市災害時要援護者

支援制度」廃止（31.3） 

・パラアートおおぶ2018開

催（30.12） 

・障がい者雇用事業所連絡

協議会10周年記念講演会

「寝たきり社長が語る

「働き方」と「雇用」に

ついて」 

・グループホームデイパーク

大府開所（30.4） 

・発達支援センターみのり開

所（30.10） 

・認定こども園 ジーニアス

幼稚園開園（30.4） 

 

（05.01）元号改定 ３１ 

令和１ 

  ・「大府市被災者生活再建

支援金支給要綱」施行

（31.4） 

・「大府市避難行動要支援

者名簿に関する条例」施

行（31.4） 

 

 

・大府大和共栄保育園開園

（31.4） 

・石ヶ瀬保育園開園（31.4） 

・そぴあ保育園大府もりおか

開園（31.4） 

・認定こども園 大東くちな

しの花保育園開園（31.4） 

・小規模保育事業 保育園さ

くらんぼ開園（31.4） 

・共和西児童老人福祉センタ

ーを指定管理委託（5年） 

・ 北 山 児 童 遊 園 を 廃 止

（31.4） 

・特別養護老人ホームオーネ

スト尚武開所（31.4） 

・みらいサポート行政処分

（31.5） 

・大府大和明成保育園開園

（1.6） 

・あけびの実移転（1.12） 
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・新型コロナウイルス感

染症国内発生（2.1.15） 

・新型コロナウイルス感

染症県内発生（2.1.26） 

・新型コロナウイルス感

染症市内発生（2.4.19） 

２ ・新型コロナウイルス感染

症緊急事態宣言（2.4.7） 

・新型コロナウイルス感染

症 緊 急 事 態 宣 言 解 除

（2.5.25） 

・新型コロナウイルス感染

症緊急事態宣言（愛知県対

象区域）（3.1.8） 

・新型コロナウイルス感染

症 緊 急 事 態 宣 言 解 除

（3.3.21） 

・新型コロナウイルス感染

症愛知県緊急事態宣言

（2.4.10） 

・新型コロナウイルス感染

症愛知県緊急事態宣言解

除（2.5.25） 

 

・大府市手話言語条例制定

（2.4） 

・就職氷河期世代支援に係

る市町村プラットフォー

ムを設置（2.3） 

・個別給付型地域活動支援

セ ン タ ー 事 業 開 始

（2.4） 

・喀痰吸引等研修支援事業

実施（R2） 

・「新型コロナウイルス感

染 症 対 策 本 部 」 開 催

（2.2） 

・新型インフルエンザ等対

策本部員会議開催 

（2.4） 

・臨時特別出産祝金支給

（2.6～） 

・子ども家庭総合支援拠点

設置 

・第2期大府市子ども・子

育て支援事業計画（R2～

R6） 

・多胎児家庭支事業開始 

・子育て世帯への臨時特別

給付金支給 

・「大府市都市公園条例の

一部改正 公園の禁煙

化）」施行（2.10） 

・大府市発達支援センターお

ひさまを指定管理委託（10

年） 

・神田児童老人福祉センター

北崎分館を指定管理委託

（10年） 

・アスク共和東保育園開園

（共和東保育園の民営化）

（2.4） 

・ビオーズよこね保育園開園

（2.4） 

・東山ガーデニア保育園開園

（2.4） 

・かんだ保育園開園（2.4） 

・そぴあ保育園共和西開園

（2.4） 

・小規模保育事業 はな保育

室きょうわ駅前開園 

（2.4） 

・小規模保育事業 保育園

COZY大府駅南開園（2.4） 

・パレットこども園開園（認

定こども園化）（2.4） 

・ か が や き テ ラ ス 開 所

（2.5） 

・ニチイケアセンター南大府

開所（2.7） 

・スマイルアットホーム大府

開所（2.12） 

・大府手話カフェサロン開催

（3.3） 

 ３ ・新型コロナウイルス感染

症緊急事態宣言（愛知県

対象区域）（3.5.12） 

・新型コロナウイルス感染

症緊急事態宣言解除（愛

知県）（3.6.20） 

 

 ・新型コロナウイルスワク

チン接種開始（3.4～） 

・障害福祉サービス事業所

等の指定事務、指導監査

事 務 を 県 か ら 移 譲

（3.4） 

・おおぶ家庭で子育て応援

クーポン交付事業を開始

（3.4） 

・大府市養育費に関する公

正証書作成費及び保証契

約保証料補助金交付事業

を開始（3.4） 

・大府市ひとり親家庭に対

する住居費交付事業を開

始（3.5） 

・大府市低所得の子育て世

帯に対する子育て世帯生

活支援特別給付金（ひと

り親世帯分）及び（ひと

り親世帯以外の低所得の

子育て世帯分）を支給 

・高齢者福祉計画（第8期

R3～R5） 

・障がい福祉計画（第6期

R3～R5） 

・障がい児福祉計画（第 

2期 R3～R5） 

 

・Maison de sante開所 

（3.１） 

 

 


