
総額
うち

一般財源
総額

うち
一般財源

総額

◆地域内での人材の発
掘、育成

○地域における地域づくりの若手等の人材の育成
　・地域づくり交流会、テーマ別研修会等の実施（講座、セミナーの開催）

1
（拡）地域人材育成
事業費

　アドバイザーによる地域活動のバックアップや、活動テーマごとの県内先進地の視察及
び地域づくり交流会の開催等、地域グループや市町村の若手をはじめとした人材育成、地
域団体の連携ネットワークづくり化を推進する。

5,412 5,412 4,286 4,286 4,286

◆地域外からの人材の
確保
（ＵＩＪターン・定住
の促進）

○「こうち型２地域居住」の確立と取り組みの推進
　・（拡）移住・交流コンシェルジュ（総合相談窓口）の配置
　・（新）高知体験インターンシップの推進
　・（拡）移住促進総合補助金の強化
　　　　　お試し住宅等の施設整備の促進、高知型クラインガルテンの整備
　　　　　空き家改修等にかかる助成制度の創設、生業、起業のための研修
                給付制度等の創設など
○地域の担い手確保に向けた外部人材の導入
　・（新）高知型「地域おこし協力隊」制度の創設

2
（拡）移住促進事業
費補助金

 市町村が移住促進に向け実施する取り組みに対して、ハード面、ソフト面から支援を行
う。
　　・（新）滞在型市民農園（クラインガルテン）整備事業
　　・（新）Ｕ・Ｉターン希望者住宅改修事業

183,016 183,016 153,350 153,350 153,350

○集落活動や生活支援等の拠点となる集落活動センター（仮称）の整備促進
　・（新）集落活動センターの整備に向けた実証実験事業の実施

3
（新）集落活動セン
ター推進事業

　人口減少や高齢化により衰退する集落の維持、再生に向け、集落が互いに連携し活動拠
点を作り上げ、コミュニティ活動のサポートや福祉、生活面でのサービス提供と、特産品
づくりなどの経済活動等を効果的に組み合わせる仕組みづくりを確立する。
　・集落活動センター推進事業費補助金　　　　　　50,000千円
　　　（補助率　1/2　　対象経費：ハード、ソフト　　上限額　10,000千円）
　・事務費
　　　（コーディネーター派遣経費等）　　　　　　6,938千円

54,558 54,558 107,188 107,188 107,188 中山間地域対策課

○防災拠点等への再生可能エネルギーや蓄電池等の導入 4
（新）防災拠点再生
可能エネルギー等導
入推進事業

　災害に強く環境負荷の小さい地域づくりのため、防災拠点等への自立・分散型の再生可
能エネルギーや蓄電池等の導入を支援する。
　・防災拠点再生可能エネルギー等導入推進事業費補助金　40,000千円
　　　（補助率：定額、1/3）

40,000 0 40,000 0 40,000
新エネルギー推進
課

◆大学等の外部人材の
活用

○中山間対策に精通した外部人材の導入
　・アドバイザー制度の実施
　・地域と大学と連携に向けた仕組みづくりの推進

5
中山間地域活性化ア
ドバイザー

中山間地域における集落の維持や活性化のため、大学教授等の専門家からアドバイスを受
けるとともに、本県の現状を発信し、国の施策等への実質的な反映につなげるため、情報
収集、発信の双方向のコミュ二ケーションにより、今後の中山間地域や集落の再生に向け
た政策等に活用する。
　　　アドバイザー　　3名

2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 中山間地域対策課

◆NPOとの連携促進

○ＮＰＯと行政との協働による地域活動の推進
　・ＮＰＯとの協働モデル事業費補助金
○ＮＰＯの基盤強化の支援
　・ＮＰＯ活動ステップアップ支援事業の実施

6
新しい公共支援基金
事業

　ＮＰＯと市町村による地域課題の解決に向けたモデル的な取組に対して支援を行う。
　・ＮＰＯとの協働モデル事業費補助金　　　　　62,103千円
　　　（補助率：10/10　　上限額：10,000千円　下限額：1,000千円）
 
　ＮＰＯの自立的な活動を支援する為、新たな手法の広報や新会計基準導入に向けた集合
型の研修や、個々のＮＰＯのニーズに沿った専門家を派遣する個別支援事業の開催を委託
する。
　・ＮＰＯ活動ステップアップ支援委託料　　　　14,935千円

77,038 0 77,038 0 77,038
県民生活・男女共
同参画課

◆地域活動や交流の促
進

○地域の伝統文化、行事等の継承活動の推進
　・祭り、イベントや行事、防災活動等を通じた地域間交流等の取り組みへ
　　の支援　（地域づくり補助金の活用強化）

7
地域づくり支援事業
費補助金

　市町村等がそれぞれの地域の課題を主体的に捉え、その対決のため実施する事業を支援
することにより、地域が自ら考える仕組みをつくり、地域の主体的な活動を助長し、ま
た、人材を育成することにより、自立したまちづくりを目指す。

　・補助先：市町村等　・補助率：1/2以内　　・補助対象経費　ハード、ソフト事業
　・補助限度額　20,000千円

95,000 95,000 85,000 85,000 85,000 地域づくり支援課

再掲外
予算（決定）額
（単位：千円）

大
区
分

中区分 要望額
（単位：千円）

③ネットワークづ
　くり・外部との
　連携

①集落を支える
　人づくり

事業概要

◆集落活動を支える拠
点づくり

事業の概要

生
活
を
守
る

平成24年度　中山間対策関連予算案の概要

事業名

小区分 項　目

②集落機能を維持
　するための仕組
　みづくり

担当課
事業
番号

施策の内容

（１）集落の維
持再生

地域づくり支援課

1



総額
うち

一般財源
総額

うち
一般財源

総額

再掲外
予算（決定）額
（単位：千円）

大
区
分

中区分 要望額
（単位：千円）

事業概要

事業の概要

事業名

小区分 項　目 担当課
事業
番号

施策の内容

8
新規就農総合対策事
業

○農業会議や県農業公社が実施する新規就農者の確保に向けた取り組みを支援するととも
に、市町村等が実施する就農希望者に対する研修事業への助成や、営農定着への支援を行
い、新規就農者の確保・育成を図る。

・新規就農総合対策事業費補助金
・新規就農研修支援事業費補助金
・（新）青年就農給付金

368,570 96,322 356,401 84,153 356,401
農地・担い手対策
課

9
都会で学ぶこうち農
業技術研修事業

○首都圏や近畿圏在住の本県出身者や就農意欲の高い他産業従事者の方を対象に、本県農
業の実態、環境保全型農業の取り組みや就農支援策、農業を始めるために必要な基礎知識
などに関する研修を、東京や大阪で実施することで、本県農業の担い手を確保する。

5,001 4,857 4,843 4,699 4,843 環境農業推進課

○地域資源を活かして自ら企画・提案（創造）し行動できる人材を育成する「農業創
造人材育成事業」の充実

10
農業創造人材育成事
業

○県内各地域の食や環境などの地域資源を活かした農村地域の活性化や農業の振興など
に、意欲的に取り組もうとするグループや団体の代表者を対象に、県内外の先進事例と
ワークショップを組み合わせた研修と、活性化計画の作成を行い、自ら企画・提案（創
造）し、行動できる人材を育成する。

10,795 10,795 10,560 10,560 10,560

環境農業推進課
（～H23）
地域農業推進課
（H24～）

（林業）
○森林施業プランナーの育成支援
○森林組合の経営改善の指導

11
森林組合経営改善事
業

　森林組合が安定的に経営を継続できる意欲と能力を兼ね備えた組織に変るとともに、こ
れを支える人材を育成するため、中期経営計画の策定及びその手法の習得等や森林施業プ
ランナーの育成を支援する。
　　・森林組合経営改善事業費補助金　　11,492千円
　　　　①経営ビジョン策定研修 （補助率：2/3以内）
　　　　②森林施業プランナー実践力向上研修（補助率：定額）
　　・事務費　780千円

8,404 0 12,272 0 12,272

○林業技術の習得支援（伐採、搬出の技術習得のための研修の拡充等） 12
（拡）林業労働力確
保支援センター事業

　林業労働力の確保・育成を図るため、林業作業に必要な資格等の習得や現場研修等を支
援する。
　　・林業労働力確保支援センター事業費補助金　　81,438千円
　　　①（新）先進事業体現場技術者派遣等研修（補助率：定額）
　　　②林業技術者養成研修、雇用情報ネットワーク推進事業（補助率：定額）

8,613 0 81,438 0 81,438

○特用林産業への新規就業支援 13
特用林産業新規就業
者支援事業

　特用林産業に新規に携わる者に対し、生産技術を習得するための研修助成金を市町村が
支援する場合、その経費の一部を補助する。
　　・特用林産業新規就業者支援事業費補助金　13,650千円
　　　　（補助率：研修生　10万円/月以内、研修指導者　5万円/月以内）

13,650 13,650 13,650 13,650 後掲

○自伐林家の山林保育、生産活動の支援 14 自伐林家等支援事業
　自伐林家の所得向上を図り、意欲をもって森林整備や生産活動を続けることができるよ
うに、素材搬入、間伐（保育、搬出）、作業道整備を支援する。
　　・自伐林家等支援事業費補助金　44,140千円（補助率：定額）

44,140 0 44,140 0 後掲

○森の工場における搬出間伐の支援 15
林業就業者技術向上
支援事業

　林業事業体や建設業等新規参入事業体が効率的な作業システムの習得と定着を進めるた
め、技術者を養成しながら実施する搬出間伐などの施業への支援を行う。
　　・森の工場活性化対策事業費補助金　185,100千円
　　　①間伐材搬出支援事業
　　　　（補助率　一般用材：1,000円/m3、上限：70m3/ha未満）
　　　　（　〃　　チップ等端材：2,000円/t、上限30t/ha未満）
　　　②作業道整備整備事業
　　　　（補助率：開設　最終補助率80％と国庫事業費の差額）
　　　　（　〃　：改良　工種ごとに定める定額）

185,100 0 185,100 0 後掲

16
漁業就業者確保対策
事業

新たに漁業への就業を希望する者等への研修や漁船の取得を支援する。
１新規漁業就業者支援事業費補助金
　(1)新規漁業就業者支援事業（20,300千円）
　　　地元後継者やU･Iターン者が自立するために必要となる漁業技術の習得のため
　　の研修やその間の生活費の支援（生活支援費15万円（2年以内）、指導者報償
　　費5万円（1年以内））
　(2)新規漁業就業者漁船リース事業（7,500千円）
　　　(1)の研修者が自立する際に漁船を取得しやすくするため、漁協が行う中古
　　漁船のリース事業への支援（上限250万円）
　(3)漁業就業者漁船リース事業（4,000千円）
　　　雇用型漁業者等が独立する際に漁船を取得しやすくするため、漁協が行う
　　中古漁船のリース事業への支援（上限200万円）
　(4)漁業体験研修支援事業（370千円）
　　団塊の世代やU･Ｉターン者等が漁村に滞在し、漁業を体験する研修への支援
　　（補助率1/2以内）
２新規漁業就業者確保対策事業委託料（4,997千円）
　　新規漁業就業者の掘り起こしや勧誘活動等の取組を高知県漁協に委託する。
３その他（事務費：351千円）

38,042 38,042 37,518 37,518 後掲

17
海洋高校との連携に
よる担い手育成事業

海洋高校生を対象に漁業現場の体験学習を実施し、漁業生産活動の経験や漁業者との触れ
合いを通して漁業への興味、関心を高め、新規漁業就業者への誘導、確保を図る。

583 583 583 583 後掲

18
（新）漁協役職員教
育研修事業

漁協の経営改善を進めるため、漁協役員や管理職が明確な経営戦略を策定し、そのもと
で職員が着実に実務を遂行することができるよう、研修を通じた人材育成を図る。

2,177 2,177 1,921 1,921 後掲 水産政策課

◆人材（担い手）の育
成

森づくり推進課

（農業）
○「新規就農研修支援」や「都会で学ぶ農業技術研修」などによって就農希望者に対
する技術習得段階までの支援を充実
○研修終了者等の経営開始時における支援制度の創設

漁業振興課

生
活
を
守
る

（水産業）
○新規漁業就業者の育成・確保に向けた支援
○漁協の将来を担う役職員の育成支援

（１）集落の維
持再生

④農山漁村対策

林業改革課

2



総額
うち

一般財源
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再掲外
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大
区
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事業名

小区分 項　目 担当課
事業
番号

施策の内容

19
中山間地域等直接支
払事業

○中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約
束した農業者に対して交付金を交付する。

783,757 259,280 783,757 259,280 783,757 地域農業推進課

20
農地・水保全管理支
払事業

○過疎化・高齢化・混住化等の進行に伴い、適切な保全・管理が困難になった農業用水路
や農道等の資源保全を、農業者だけではなく地域住民等も参画し、住民力を活かした効果
の高い協働活動体制を構築すると共に、老朽化が進む農業用施設の長寿命化を行う向上活
動を支援する。

112,584 105,812 112,584 105,812 112,584 農業基盤課

21
こうち農業確立総合
支援事業

○地域の特性を活かした農業の確立を図るため、市町村が主体的に推進する農業生産活動
等に係る農業振興策を支援する。

・こうち農業確立総合支援事業費補助金

130,366 130,366 111,828 111,828 111,828 農業政策課

○耕作放棄の抑制
　　・耕作放棄地の解消及び営農再開への取組を支援

22 農地活用推進事業

○農業公社の持つ「あっせん機能」と「新規就農相談窓口機能」を活かし、農地等の情報
の収集や提供の取り組みを支援する。また、耕作放棄地の有効活用を図るため、国庫補助
事業を活用して耕作放棄地の再生作業を行う場合に、農業公社を通じて上乗せ補助を行
い、農地の有効活用を行う。

　・農地活用推進事業費補助金

　（＊国庫補助分は、県での予算計上なし）

21,132 21,132 21,122 21,122 21,122
農地・担い手対策
課

○森林整備地域活動支援交付金を活用した施業の条件整備の推進 23
森林整備地域活動支
援事業

　森林経営計画の作成や施業の実施に必要となる森林の現況調査、境界の確認など、施業
集約化の推進に必要な地域活動に対して支援する。
　　・森林整備地域活動支援交付金　295,503千円（補助率：定額）
　　　①森林経営計画の作成促進
　　　②集約化活動（森林調査、境界・施業界の確認、説明会等の合意形成活動）
　　　③作業路網の改良活動（路盤補強、土留め設置等）
　　・事務費　654千円

296,157 93,821 296,157 93,821 後掲 森づくり推進課

24 造林事業
　森林資源を造成するため、植林、下刈り、除間伐、作業道整備などを支援する。
　　・造林事業費補助金　948,040千円（補助率：4/10、5/10以内）
　　・事務費　　　　　　100,000千円

1,048,040 287,010 1,048,040 287,010 後掲

25 森林整備加速化事業

　地域協議会の構成員が行う間伐や効率的に森林整備を進めるための路網整備を支援す
る。
　　・森林整備加速化事業費補助金　804,500千円
　　　（補助率：間伐　6.5/10以内、森林作業道　2,000円/m以内）
　　・事務費　17,800千円

822,300 8,900 822,300 130,400 後掲

26
（拡）緊急間伐総合
支援事業

　造林事業の対象とならない森林においても、森林整備を進めるため公益的な機能が高い
森林の切り捨て間伐、搬出間伐、作業道整備を支援する。
　　・緊急間伐総合支援事業費補助金　　199,800千円
　　　①（新）公益林保全整備事業（補助率：80,000円/ha）
　　　　　　　（補助対象：公益的な機能が高い森林の切り捨て間伐）
　　　②森林整備支援事業
　　　　（補助率：定額、補助対象：搬出間伐、作業道整備）

192,500 56,500 199,800 56,500 後掲

○皆伐跡地への支援の拡充 27
（新）森林資源再生
支援事業

　森林の公益的機能を高めるとともに、森林資源を再生させ、質的充実を図っていくた
め、伐採跡地の再造林及びシカ被害対策を支援する。
　　・森林資源再生事業費補助金　　32,200千円
　　　（補助率：最終補助率　90%と造林補助金の差額）

21,000 21,000 32,200 32,200 後掲

○治山事業の着実な推進 28 治山事業
　台風や豪雨による山地災害を早急に復旧するとともに、崩壊等が発生するおそれのある
森林については、機能回復に向けた本数調整伐等の森林整備を推進する。

3,558,055 311,599 3,472,492 285,773 後掲 治山林道課

○資源管理の推進
29 漁業調整費

　漁場利用に関する秩序を維持するため、各種漁業の調整と諸対策を実施するとともに、
新漁業管理制度を推進する。
　　・漁業自主調整促進協議会補助金　　　７７９千円
　　　　　（補助率　１／２以内　　対象経費：ソフト）
　　・高知県沿岸海底図電子化委託料　　　７８８千円
　　・事務費　　　　　　　　　　　　４，３４４千円

5,932 4,200 5,911 4,179 5,911

30 広域漁場整備事業費
カツオ、まぐろ類等の回遊魚を効率的に漁獲し、釣り漁業の水揚げ増加に貢献する「土佐
黒潮牧場」の更新を行う（1基更新、1基設計）。

337,054 18,554 337,054 18,554 337,054

31
土佐黒潮牧場保全事
業費

カツオなどの表層性回遊魚の蝟集と漁獲を目的として設置された黒潮牧場ブイ及び中層型
浮魚礁の保守管理を行う。

23,423 17,684 23,423 17,684 23,423

○藻場・干潟の再生 32
磯焼け等沿岸域機能
回復支援事業

イセエビやトコブシなどの磯根資源の維持・増加を図るため、地域で行うウニ駆除や母藻
投入による種付けなどの取組を支援する。

15,112 13,242 15,112 13,242 15,112

8,509,713 1,855,714 8,499,270 1,942,515 2,345,369

◆農地の維持・保全

○中山間地域等直接支払制度及び農地・水保全管理支払制度等の活用
　　・中山間地域等の耕作放棄地の発生防止と多面的機能の確保
　　・農業用水路や農道等の地域資源を集落ぐるみで保全管理
　　・地域の特性を生かした農業生産活動への支援

○造林事業等の着実な推進◆健全な森づくり

○浮き魚礁の再配置の推進

◆沿岸・沖合域の漁場
づくり

生
活
を
守
る

（１）の計

④農山漁村対策
（１）集落の維

持再生

漁業管理課
漁業振興課
漁港漁場課

林業改革課

3



総額
うち

一般財源
総額

うち
一般財源

総額

再掲外
予算（決定）額
（単位：千円）

大
区
分

中区分 要望額
（単位：千円）

事業概要

事業の概要

事業名

小区分 項　目 担当課
事業
番号

施策の内容

33
（継）移動通信用施
設整備事業費補助金

過疎地域などの条件不利地域において、市町村が携帯電話のサービスエリア拡大のために
実施する携帯電話基地局の整備を支援する。（補助率2/3）

243,762 0 243,762 0 243,762

34
（継）情報通信基盤
整備事業費補助金

市町村が地域住民の生活の向上などを図るために実施する光ファイバーなどのブロードバ
ンド整備を支援する。（補助率1/20）

39,000 39,000 39,000 39,000 39,000

35
（継）共聴施設デジ
タル化支援事業費補
助金

テレビ難視聴地域において住民自治組織（共聴組合）が実施する共聴施設の整備または改
修に要する費用を市町村が補助する場合に支援する。（補助率1/2）

18,750 18,750 18,750 18,750 18,750

◆飲料水の確保
○集落等による飲料水供給施設の仕組みづくり
　・生活支援総合支援事業のメニュー拡充に向けた検討
　・国の補助メニューとして、国等への要望活動を実施

◆食料品等の生活用品
の確保

○「移動販売」や「集落生協」などによる「食」の確保の仕 組み
　　づくり
　・生活支援総合支援事業のメニュー拡充に向けた検討

37
地域の交通維持支援
事業

市町村が行う利便性向上を目指した路線再編などに必要な調査に要する経費や、新たな取
り組みの実証運行、路線維持のために必要な施設整備費や利用促進に要する経費の一部を
支援し、「地域住民の生活を支える地域内の基幹交通（路線バス等）の維持・確保」を図
る。
　・地域の交通維持支援事業費補助金　　　　　　　　　　　　35,898千円
　　（補助先：市町村、補助率：1/2
　　　対象経費：車両購入費、バス停整備費、バス実証運行経費等）

43,435 43,435 35,898 35,898 35,898 交通運輸政策課

38
（新）中山間地域移
動手段確保支援事業
費

中山間地域における病院や買い物等地域住民の生活を支える移動手段の確保を図るため、
地域の実情に沿ったきめ細かな移動サービスを提供する仕組みづくりやその実施に対して
支援する。
　・中山間地域移動手段確保支援事業費補助金　　12,654千円
　　　（補助先：市町村　　補助率：２／３以内
　　　　対象経費：車両購入費、乗合タクシー等の実証運行等に必要な経費
　・事務費
　　　（アドバイザー謝金等）　　　　　　　　　　　　　　　　　1,403千円

28,324 28,324 14,057 14,057 14,057

○地域の物流を支える仕組みづくり
　・地域の物流等支援事業費補助金の増額

39
地域の物流等支援事
業費

中山間地域などにおける農産物等の集出荷と買物弱者等への生活関連サービスを複合化す
るなどの仕組みづくりやその実施に対して支援する。

　・地域の物流等支援事業費補助金　　　　　　　　　　　　1２､５７０千円
　　　（補助先：市町村　　補助率：１／2以内
　　　　補助対象：仕組みづくりのための調査や調査や実施に要する経費）
　・事務費
　　　（旅費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　237千円

30,432 30,432 12,807 12,807 12,807

40
（新）野生鳥獣に強
い集落づくり支援事
業

野生鳥獣による農林業被害等を軽減するため、集落ぐるみで取り組む総合的な対策を支援
する。

①野生鳥獣に強い集落づくり事業　13,435千円
　重点集落を設定し、被害防除・環境整備・捕獲について、集落ぐるみで取り組む総合的
な対策を支援する。

②鳥獣被害対策専門員配置事業　24,404千円
　鳥獣被害対策の総合的な窓口として、集落への効果的な対策の普及や指導・啓発を実施
する。
　（人数10名、委託先：農協）

38,144 38,144 37,839 37,839 37,839

41
（新）鳥獣被害対策
総合支援事業

鳥獣被害対策を推進するための人材の育成や効果的な防除技術の普及・啓発等を実施す
る。
①鳥獣被害対策地域リーダー育成事業　3,227千円
　　（研修会の実施）
②鳥獣被害対策普及啓発事業　2,201千円
　　（鳥獣被害対策強化月間の取組、防除資材等の展示普及など）
③狩猟者新規獲得育成事業　1,595千円
　　a)狩猟技術パワーアップ事業（わな猟技術講習会の実施）
　　b)新規狩猟者育成事業（林業従事者のわな猟取得促進）

9,105 9,105 7,265 7,265 7,265

42
（拡）鳥獣生息調査
事業

科学的な根拠に基づくワイルドライフマネジメントを推進するため、鳥獣の生息調査を実
施する。
　　　①シカ生息数モニタリング調査　9,042千円
（新）②サル生息状況調査　6,625千円

15,667 15,667 15,667 15,667 15,667

676,619 432,857 630,045 386,283 630,045

④鳥獣被害対策

○集落ぐるみでの対策の推進
　・集落ぐるみでの総合的な対策の実施
　・集落ぐるみでの捕獲の推進
○市町村や被害集落等への技術支援
　・支援体制の確立
　　　鳥獣被害対策専門員の配置
　　　関係機関連絡協議会の設置
　・調査研究体制の充実
　　　継続的な野生鳥獣のモニタリング調査
　　　防護柵等の普及・改良・展示
　・鳥獣被害対策強化月間の設定
　　　対策の普及・啓発、連携捕獲など
○有害捕獲の推進
　・市町村捕獲隊への支援
　・捕獲技術講習会の実施

210,000

中山間地域の人々が安心、安全に暮らすことができる生活環境を築くための仕組みづくり
に向けて、地域や市町村が一体となった取り組みを推進する。
　・補助先：市町村等　　・実施主体：市町村等、地域団体、任意団体、企業等
　・補助率　2/3　　　　・対象事業　生活物資の確保　生活用水の確保

210,000

（２）の計

205,000
中山間地域生活支援
総合事業費補助金

36

○情報基盤の整備（携帯電話、ブロードバンド、地デジ）
　・携帯電話基地局整備への補助
　・ブロードバンド整備への補助
　・地上デジタル放送難視聴地区共同受信施設の整備・改修への補助

◆生活にかかせない情
報通信
　手段の確保

②食の確保 205,000

（２）生活環境
の基盤づくり

①情報基盤の整備

④物流の仕組みづくり

③中山間地域の住民の移動手段の確保

生
活
を
守
る

○中山間地域の生活を守るための方策（移動手段の確保）
　・地域内の基幹となる公共交通（路線バス）への支援
　・（拡）基幹交通を補完する「きめ細かな移動サービス」への支援
　・（新）市町村支援マニュアル、取組事例集の作成、市町村職員等の研修会、勉強
会の開催
　・（新）アドバイザー（実践者、先進市町村職員等）の派遣など

情報政策課

中山間地域対策課

中山間地域対策課

205,000

鳥獣対策課
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区
分

中区分 要望額
（単位：千円）

事業概要

事業の概要

事業名
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事業
番号

施策の内容

◆高齢者等が集える小
規模多機能施設

○あったかふれあいセンター事業（来年度から県単事業として）の継続
　・地域福祉の拠点としての機能強化

43
（新）あったかふれあ
いセンター事業

平成２１年度から国のふるさと雇用基金事業により実施してきた誰もが気軽に集い、必要
なサービスを受けることができる「あったかふれあいセンター」を実施する市町村に対し
て、平成２４年度から新たに県単事業として支援する。
　あったかふれあいセンター事業費補助金　214,676千円
　　（補助率 ： １／２　　　対象経費 ： 人件費、その他経費）

298,852 298,852 214,676 214,676 214,676 地域福祉政策課

44 6,104 6,104 1,104 0 1,104

45 275,832 275,832 275,017 109,764 275,017

46 348,852 348,852 321,864 321,864 再掲

47

48

49

50

51

52 6,069 6,069 6,069 6,069 6,069

53 1,243 1,243 1,220 1,220 1,220

54
(重)高知県地域医療
再生事業費補助金

若手医師等が専門医資格やサブスペシャリティー分野の資格を取得するために必要となる
経費や、県内外への研修や留学するための経費、養成・確保が特に必要な分野の医師を養
成するための勉強会やセミナー開催経費に対する助成を行うことにより、地域医療機関の
維持に必要な医師を確保する。

157,000 0 157,000 0 157,000

55
(拡)看護師等養成奨
学貸付金

県内の看護師等養成所の学生に奨学金を貸与し、卒業後、一定期間、県中心部以外の指定
医療機関で就業してもらうことで、郡部や中山間地域で働く看護職員等を確保する。
24年度は奨学金説明会の開催や指定医療機関の募集状況の情報提供などを実施。

49,959 41,079 49,950 41,070 49,950

56
(新)潜在看護職員等
復職研修事業

結婚や出産を機に離職した看護職員の復職を研修や施設とのマッチングにより支援し、地
域で働く看護職員を確保する。

1,481 0 1,481 0 1,481

57
(新)就業環境改善相
談・指導者派遣事業

看護業務の効率化や勤務環境の改善等を図るため、医療機関にアドバイザーを派遣し、魅
力ある職場をつくることで看護職員等の確保につなげる。

684 0 684 0 684

中山間地域小規模拠
点事業所支援事業費
補助金

中山間地域障害福祉
サービス確保対策事
業費補助金

○地域の医療機関の維持に必要な医療従事者（医師、看護職員）の確保
　・（重）高知医療再生機構による若手医師のキャリア形成支援事業
　・（拡）奨学金による看護職員の確保と地域への誘導
　・（新）潜在看護職員等復職研修事業
　・（新）就業環境改善相談・指導者派遣事業
○医療機関への異動手段の確保（生活環境の基盤づくり（生活インフラの
　整備）の中で検討）

◆一人暮らしの高齢者
等の見守り活動の仕組
みづくり

◆地域の医療資源（病
院・診療所）の確保

①高齢者・障害者
等へのきめこまや
かな対応

②医療提供体制の
　確保

◆在宅介護サービスの
充実

10,582

◆障害福祉サービスの
確保・充実

◆住民主体の介護予防
のしくみづくり

○中山間地域における障害福祉サービス拠点の整備
○中山間地域における居宅サービスの確保

(新)地域見守り活動支
援事業

(継)地域支え合い体制
づくり事業
(継)民生委員・児童委
員活動事業
(拡)地域福祉活動支援
事業

(新)あったかふれあい
センター事業（再掲）
(新)集落活動センター
推進事業（再掲）

地域で様々な不安を抱えながら生活している高齢者等の見守り活動の仕組みづくりや人づくり等
を支援する。
　
　・見守り支援体制づくりアドバイザー派遣等　　　1,104千円（入）

≪見守り活動関連事業≫
　・地域支え合い体制づくり事業費補助金    150,253千円（入）（高齢者福祉課所管）
　　　　　（補助率10/10　対象事業　支え合い活動立ち上げ支援、連携体制構築等）
　・民生委員・児童委員活動費補助金　　　　　　109,764千円（一）
　　　　　（補助率　定額　民生委員・児童委員の活動に要する経費）
　・地域福祉活動支援事業費補助金　　　　　  15,000千円（入）
　　　　　（補助率10/10　地域福祉実践活動支援、民生委員活動支援に要する経費）
　
　・あったかふれあいセンター事業費補助金　　214,676千円(再掲)（一）
　・集落活動センター推進事業費補助金　　　　107,188千円(再掲)

（３）安心・安
全の確保

生
活
を
守
る

○一人暮らしの高齢者等の見守り活動の仕組みづくり

　・見守り活動の仕組みづくりへの支援
 　(新)見守り活動の取組みを指導・助言するアドバイザーの派遣等
　　　地域見守り支援体制づくり等への助成（関連）

    ・見守り活動を支える人材の確保・育成支援等
     　 民生委員・児童委員ｻﾎﾟｰﾀｰ・福祉委員等）の配置への支援（関連）
         地域福祉アクションプランの策定及び実践活動への支援（関連）

　・地域福祉の拠点づくりへの支援（再掲）
　　　あったかふれあいセンター、(新)集落活動センターの整備
（注）
　・集落機能を維持するための仕組みづくり、
　・移動手段の確保の取組み　　の項目においても見守り活動を実施

【中山間地域小規模拠点事業所支援事業費補助金】
多種多様かつ少ロットのニーズがあるが、利用者数が限られているため障害福祉サービス
事業所が少ない中山間地域において、新たに送迎サービス付きの障害福祉サービスを提供
する事業所に対して補助することにより、中山間地域における障害福祉サービスの確保を
図る。

【中山間地域障害福祉サービス確保対策事業費補助金】
高知県の多くを占める中山間地域では過疎化の進展や道路事情の悪さから移動コストが高
く、多様な障害福祉サービス事業者の参入が進んでいない。
特に遠隔地では移動時間がかかるうえ、人材不足により、障害者が十分なサービスを受け
にくい状況にある。このため、訪問系事業所への助成により中山間地域においてもニーズ
に合った在宅サービスを受け続けることができる環境整備を促進する。

障害保健福祉課

39,02529,02539,025

医療政策・医師確
保課

地域福祉政策課

高齢者福祉課

地域づくり支援課

高齢者福祉課

○中山間地域における在宅介護サービスの確保
○中山間地域におけるヘルパーの養成
○（新）通所介護事業所への併設等簡易な短期入所生活介護事業所の整備に対する助
成

○中山間地域における訪問・通所系介護事業者への助成により、中山間地域においても
ニーズにあった在宅介護サービスを受け続けることができる環境整備を促進する。

○既存の研修開催地から遠方の市町村が2級ヘルパー養成研修を実施する場合の経費に対
し補助する。

○高知県はショートステイベッドの整備率が低く、恒常的に満床状態であり、サービスを
十分に受けることが出来ない地域が多いため、中山間地域も含め、より身近な地域でサー
ビスが提供されるよう、基準該当サービスによる通所介護事業所への併設など、簡易な施
設の設置への補助を行う。

○中山間地域介護
サービス確保対策事
業費

○中山間地域ホーム
ヘルパー養成事業費
補助金

○より身近な場所で
のショートステイ整
備事業費

9,950 4,282

○住民主体の介護予防のしくみづくり
・市町村のしくみづくりを推進するための連絡会議の開催
・地域リーダが継続して介護予防に取組める体制の整備
・介護予防の普及・啓発

○介護予防事業評
価・市町村支援事業

○介護予防に関する
普及・啓発事業

○圏域ごとに連絡会議を開催し、具体的な取り組み事例を通じて、市町村の仕組みづくり
を支援する。
○介護予防手帳を活用し、地域リーダステップアップ講座を開催することにより、地域で
の活動を支援する。
○介護予防手帳の活用促進や広報番組の制作を通じて、広く介護予防について普及啓発す
る。

9,950 高齢者福祉課4,597

39,02529,025
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総額
うち

一般財源
総額

うち
一般財源

総額

再掲外
予算（決定）額
（単位：千円）

大
区
分

中区分 要望額
（単位：千円）

事業概要

事業の概要

事業名

小区分 項　目 担当課
事業
番号

施策の内容

◆地域の医療資源（病
院・診療所）の確保

○へき地医療の確保
　　・無医地区など医療機関に恵まれない地域住民の医療の確保
　　・へき地診療所の常勤医師の招へい・定着と質の向上

58
へき地保健医療対策
事業費

・無医地区巡回診療事業による医療機関から遠隔の地域への支援を行う。

・自治医科大学による医師確保事業
・へき地医療機関への代診制度
・へき地勤務医師の資質向上事業
・へき地診療所及びへき地拠点病院の運営費助成事業
・へき診療所及びへき地拠点病院の設備整備助成事業
によるへき地診療所のある地域への支援を行う。

333,488 216,195 333,485 216,193 333,485

○在宅医療についての普及啓発・情報提供 59
フォーラム開催委託
料

在宅医療の推進に向けて、医療（栄養）・看護・福祉等の多職種の関係者の連携強化を図
る。

1,190 0 1,190 0 1,190

60
(新)医薬連携推進事
業

入院と在宅の切れ目ない医療の提供や、薬学的な管理が一層充実するため、地域の薬局と
医療機関等の連携を強化し、地域で適正な薬物療法を受けられる仕組みづくりを進める。
・在宅医療を担う訪問薬剤師の確保と資質向上を図るための研修
・地域の拠点となる薬局に必要な体制整備の検討

5,215 0 3,814 0 3,814 医事薬務課

61
訪問看護体制整備支
援事業

訪問看護師の確保及び資質の向上、訪問看護ステーションの機能強化を行う。 5,003 0 4,569 0 4,569

62
在宅医療実態調査事
業

在宅医療についての地域のニーズや在宅医療を支える資源の実態把握を行い、地域の実態
に合った在宅医療の提供体制の構築を目指す。

ー ー 3,695 0 3,695

63
在宅歯科医療連携室
整備事業委託料

在宅歯科医療を提供する仕組みを作るにあたり、（社）高知県歯科医師会に委託し、在宅
歯科医療連携室を整備し、在宅歯科医療のネットワークを構築する。

7,613 3,807 7,408 0 7,408

64
在宅歯科診療設備整
備事業費補助金

県内の在宅歯科医療を提供する仕組みを作るにあたり、「歯の健康力推進歯科医師等養成
講習会」を修了した歯科医師が勤務する医療機関及び（社）高知県歯科医師会が整備する
在宅歯科医療機器に対し補助する。

6,282 0 6,282 0 6,282

65
在宅歯科人材育成事
業

在宅歯科医療が提供できる人材を育成するため研修会を実施する。 2,250 0 2,250 0 2,250

66
歯の健康力推進対策
事業

高齢者の歯と口の健康の維持・推進を図るため、ケアマネジャーや施設関係者などを対象
に、デンタルパスポート・グリーン等を活用した研修を行う。

794 0 794 0 794

67
ドクターヘリ運航事
業費補助金

ドクターヘリの運航に必要な経費について基地病院に対する補助を行う。
　・ドクターヘリの運航委託先（民間航空会社）への委託料
　・ドクターヘリに搭乗する医師・看護師の人件費、運航調整委員会の運営経費

211,765 105,883 211,765 105,883 211,765

68
救急医療従事者研修
事業委託料

医師、看護師、救急救命士等の救急医療従事者を対象にした心肺蘇生や多発性外傷等に対
する研修を実施する。

5,962 0 5,922 0 5,922

69
在宅医療連携拠点事
業（国の委託事業）

在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種連携による在宅医療の支援体制を構
築し、医療と介護が連携した地域における包括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指す。
（厚生労働省から直接医療機関等に支払われるため県での予算化は不要、23年度基準額
18,099千円／か所、平成24年度厚生労働省予算要求　４７都道府県×２か所＝９４か
所）

－ － － － －

70

地域包括ケアシステ
ム構築事業（地域医
療連携体制整備モデ
ル事業費補助金）

中央西福祉保健所管内における病病連携・病診連携の推進と医療施設の高齢者ケアの質の
向上を図り、在宅医療を支える医療体制を構築する。
　・補助先　　吾川郡医師会　                               ・補助率　10/10
　・事業内容　管内における退院（在宅移行）支援、在宅生活を支える医療・介護の提供
　　　　　　　体制構築

14,847 0 14,847 0 14,847

71
医療・介護・福祉連
携体制整備推進費

在宅医療と在宅介護の連携の取り組みを県全体に拡大し、高齢者が住みなれた地域で安
全・安心に暮らせるための在宅での支援体制を充実させる。

10,502 10,502 9,636 9,636 9,636

高齢者福祉課

医療政策・医師確
保課

72 消費者啓発事業

　消費者が主体的・合理的に行動できるように情報紙の発行・配布や出前講座の実施によ
り情報知提供を行い、消費者被害の未然防止を図る。
　　・生活情報紙「くらしネットkochi」の発行・配布　130,000部×４回
　　・出前講座の開催（学校や団体等）

1,481 1,231 1,481 1,231 1,481

73
消費生活情報発信事
業

警戒情報や消費生活相談情報を収集・分析し、情報発信することにより、消費者被害の未
然防止・拡大防止を図る。
　　・相談情報の収集・分析による緊急情報の発信や「地域見守り情報」の配信

2,074 2,063 2,074 2,063 2,074

○「安全安心まちづくりニュース」の発行、配布 74
安全安心まちづくり
推進事業

　県民に対して防犯意識の理解と関心を深めてもらうため、広報紙「安全安心まちづく
り」ニュースを発行し、各市町村を通じて配布する。
　　・「安全安心まちづくりニュース」の発行
　　　　　A3版4ページ　130,000部×年4回　882,000円（印刷製本、発送費）

882 882 882 882 882

1,805,031 1,352,216 1,688,134 1,063,858 1,366,270

10,991,363 3,640,787 10,817,449 3,392,656 4,341,684

◆在宅医療の推進

（３）安心・安
全の確保

④防犯 ◆啓発活動

○「消費生活情報紙くらしネット」の発行、配布
○消費生活出前講座の開催
○地域見守り情報の配信

○在宅歯科診療可能な歯科医師を増やす歯科医師に対する在
　宅歯科研修実施
○在宅歯科診療を必要とする方の把握
　高齢者福祉課との連携によるケアマネ研修実施

（３）の計

②医療提供体制の
　確保

◆歯科診療の充実

◆救急医療体制の充実

○（新）広域における包括的な在宅医療の提供方法の検討
○病院ケースワーカー、ケアマネージャー等への研修の強化
　（退院時カンファレンスにより訪問看護が適切に提供される状態にする）
○地域包括支援センターを中心に医療・介護関係者等による要介護者支援のための連
携体制構築（全域への普及）

③在宅生活を支える医療・介護・福祉の
連携体制づくり

○ドクターヘリの安全かつ円滑な運航
○救急医療従事者研修の実施

生
活
を
守
る

県民生活・男女共
同参画課

医療政策・医師確
保課

健康長寿政策課

「生活を守る」の計

○在宅医療提供体制の整備
　・（新）在宅医療を担う訪問薬剤師の確保養成と資質向上、地域の
　　拠点となる薬局に必要な体制整備の検討
   ・訪問看護師の養成及び資質向上
○（新）地域の在宅医療ニーズ及び在宅医療資源の実態把握

医療政策・医師確
保課

医療政策・医師確
保課
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