
日本一の健康長寿県づくり～高知型福祉の実現～

こどもから高齢者、障害者などすべての県民が、ともに
支え合いながら生き生きと暮らすことができる地域づく
りを推進します。

基本的な考え方 予 算 額 単位：千円

平成２２年度
当初予算

平成２１年度
当初予算

増減
対前年度

比率

総 額 37,423,885 30,441,536 6,982,349 122.9％

一 般 会 計 37,247,409 30,287,765 6,959,644 123.0％

特 別 会 計 176,476 153,771 22,705 114.8％

Ⅰ ともに支え合う地域づくり

～新しい支え合いのカタチ～ 5,898百万円

・誰もが安心して暮らせる
支え合いの仕組みづくり

・こころの健康対策の推進
・セーフティネット施策の充実・強化
・災害援護対策の推進

Ⅱ 高齢者が安心して暮らせる地域づくり

～元気イキイキ、みんな長生き～ 13,915百万円

・いつまでも元気で暮らせる地域づくり

・介護が必要になっても安心して暮らせる地域づくり

・介護保険制度の円滑・適正な運営

Ⅲ 障害者が生き生きと暮らせる地域づくり

～ともにかがやき、ともに暮らす～ 10,298百万円

・身近な地域における障害福祉サービスの確保
・地域における相談・支援体制の充実
・障害者の就労促進と工賃アップ
・早期発見・早期療育の支援
・保健・医療の充実

Ⅳ 次代を担うこども達を守り育てる環境づくり

～まち、むら、こどもたちでいっぱいに～ 5,231百万円

・こどもの健やかな育ちを支える環境づくり

・少子化対策の推進

平成２２年度 地域福祉部当初予算のポイント

施策体系

日本一の健康長寿県づくり

健康政策部等
との連携

高知型福祉
の実現

※施策体系の金額は、人件費を除く事業費で構成
しているため上記総括表の金額と一致しない。



～ 新しい支え合いのカタチ ～

ともに支え合う地域づくり 5,898百万円

○地域で支え合う仕組みづくり
・支え合いの地域づくり事業費
《新》★【５】地域福祉計画等推進費 13,658千円

★・あったかふれあいセンター事業費 529,964千円

★・民生委員・児童委員活動事業費 122,497千円

○自殺・ひきこもり対策
★・自殺対策費、自殺対策緊急強化事業費 51,778千円

《新》高齢者こころのケアサポーター養成事業
《新》自殺未遂者支援事業

○低所得者等の生活支援の充実・強化
・生活福祉資金貸付事業費 79,227千円

・住宅手当緊急特別措置事業費 147,344千円

○生活保護対策

・生活保護費 4,255,126千円

★ ･･･ 地域福祉部主要事業
【５】･･･ ５つの基本政策推進加速化枠要望事業
《新》･･･ 新規事業

○地域福祉推進の基盤づくり
・高知県社会福祉協議会活動助成費 40,552千円

○地域福祉を支える人づくり
・災害ボランティアセンター等体制づくり事業費補助金 2,846千円

★・ひきこもり自立支援対策費 6,074千円

《新》ひきこもり本人や家族の居場所づくり

○災害救助対策

・災害救助費
《新》災害救助用食糧の備蓄（５カ年計画） 6,063千円

誰もが安心して暮らせる支え合いの仕組みづくり

セーフティネット施策の充実・強化

被災市町村が自力で災害ボランティアセンターを立ち上げるために必要な
設立・運営に関するノウハウの習得・蓄積の促進

総合的な自殺対策の推進による自殺防止と自殺者の親族等への支援の充実 ひきこもり地域支援センターにおける相談体制の充実、人材育成及び居場所づくり

活動助成費の拡充や研修の充実等

「地域福祉支援計画」等の策定

・あったかふれあいセンターの整備（３４市町村４４カ所予定）
・推進協議会によるネットワークづくりと情報交換、制度化に向けた検討

制度改正による低所得者等の生活支援

住居を失った離職者の住宅費用の支給等の就職活動支援

こころの健康対策の推進

災害援護対策の推進



～ 元気イキイキ、みんな長生き ～

高齢者が安心して暮らせる地域づくり 13,915百万円

○介護予防の推進

・介護保険給付事業費（地域支援事業交付金） 261,432千円

・介護保険対策推進事業費

《新》★【５】介護予防事業評価・市町村支援事業 8,423千円

《新》★ケアマネジメントリーダー養成研修 760千円

○地域ケア体制の整備
★ ・地域ケア体制整備推進費 416,706千円

療養病床再編成推進費 （376,572千円）

《新》訪問看護推進事業費 （2,777千円）

《新》【5】緊急用ショートステイ体制づくり推進費 （17,808千円）

○施設サービスの充実
・老人福祉施設等整備事業費 275,738千円

・介護基盤緊急整備等対策事業費 1,040,702千円

○介護保険制度の円滑な運営

・介護保険給付事業費（介護給付費負担金） 9,424,378千円

○介護サービスの充実と質の向上
★・福祉・介護人材確保緊急支援事業費 262,990千円

《新》福祉・介護の仕事広報・調査事業費 （25,944千円）

《新》外国人介護福祉士候補者日本語習得支援事業費 （1,880千円）

・介護職員処遇改善等対策事業費 1,778,681千円

○認知症高齢者対策の推進

★・認知症高齢者支援事業費 34,099千円

○生きがいづくりと在宅生活の支援

《新》 ・全国健康福祉祭開催準備事業費（ねんりんピック） 3,076千円

いつまでも元気で暮らせる地域づくり

介護保険制度の円滑・適正な運営

コールセンターの運営及び民間企業等でのサポーター養成研修の実施等

「第２６回全国健康福祉祭高知大会（H25開催）」に向けた基本構想策定委
員会の開催など

グループホーム等の整備とスプリンクラーの設置助成

介護の日に関連した普及・啓発及び潜在的有資格者等の実態調査

外国人介護福祉士候補者の日本語習得研修への支援

処遇改善に取り組む事業者及び介護施設開設準備に要する経費助成

地域包括支援センターの主任介護支援専門員を育成するための研修

事業効果の検証・効果的なプログラムの開発及び住民主体の仕組みづくり

介護が必要になっても安心して暮らせる地域づくり

特別養護老人ホームの個室・ユニット化の推進

入院患者の状態に応じ、療養病床から特養等の施設への転換を促進

訪問看護に関する相談窓口の設置及び訪問看護ステーションへの支援

相談窓口の設置及び専用ベッドの確保



～ ともにかがやき、ともに暮らす ～

障害者が生き生きと暮らせる地域づくり 10,298百万円

○地域での自立生活の支援

・障害者自立支援事業費 2,848,202千円

障害者自立支援給付費負担金 （2,270,274千円）

障害者自立支援医療費負担金 （1,963,627千円）

《新》★【５】強度行動障害者短期入所支援事業費補助金 （2,848千円）

・地域生活支援事業費 208,065千円
★中山間地域小規模拠点事業所支援事業 （3,275千円）

・福祉・介護人材の処遇改善事業費交付金 335,856千円

★○障害者の就労支援 158,817千円

《新》介護資格取得研修事業 （1,934千円）

《新》目標工賃達成助成事業 （2,700千円）

○重度心身障害児・者の医療の充実
・重度心身障害児・者保健医療対策費 1,183,901千円

○相談支援体制の充実

★・相談支援事業費（相談支援体制整備事業費）等 35,101千円
《新》在宅重症心身障害児（者）相談支援事業 （4,660千円）

○社会参加の支援

・障害者福祉思想普及啓発事業費 20,324千円

《新》【5】駐車場利用証制度導入事業 （9,967千円）

○発達障害者支援の推進
★・発達障害者支援事業費 4,019千円

○療育機能の充実
《新》 ★・障害児・者支援体制整備事業費 1,475千円

身近な地域における障害福祉サービスの確保

保健・医療の充実

中山間地域で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
事業所への支援

在宅の強度行動障害者への適切な支援、家族等の負担軽減

医療的なケアを必要とする重症心身障害児（者）の相談支援体制の確保

特別支援学校在校生を対象としたホームヘルパー２級資格取得のた
めの研修の実施

発達障害の早期発見、早期療育のための研修の実施及びライフステージに
応じた個別支援計画の普及促進

障害児等を取り巻く環境の変化に対応するため、その機能を十分に発揮で
きるよう、療育福祉センター及び中央児童相談所の今後のより良いあり方を
検討

就労継続支援Ｂ型事業所において工賃引き上げを達成した事業所に
助成

福祉・介護職員の処遇改善に取り組む事業者への助成

障害に係る自立支援医療（精神通院医療・更生医療）の公費負担

市町村が行う自立支援給付に対する負担金

重度心身障害児・者の医療費の自己負担分及び歯科診療事業に対する助成

障害者の就労促進と工賃アップ

障害者等用駐車場を必要な時に安心して利用できる制度の導入・促進

地域における相談・支援体制の充実

早期発見・早期療育の支援



～ まち、むら、こどもたちでいっぱいに ～

○保護を要するこどもを守る環境づくり
★・児童虐待への対応強化 10,891千円

児童相談所の強化 （7,879千円）

市町村の相談体制の強化等 （3,012千円）

《新》★・社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業費等
239,409千円

次代を担うこども達を守り育てる環境づくり 5,231百万円

○母子家庭等の自立支援

・母子家庭等自立支援事業費 133,770千円

・ひとり親家庭医療費助成事業費 269,257千円

・児童扶養手当費 569,333千円

○子育て家庭への支援
・児童手当・子ども手当費 1,518,608千円

○独身者の出会いのきっかけの応援
★・こうち出会いのきっかけ応援事業 9,519千円

こどもの健やかな育ちを支える環境づくり

尐子化対策の推進

○県民運動の推進
★・尐子化対策県民運動推進事業 26,911千円

《新》県民会議活動促進事業費補助金 （5,000千円）

○地域の子育て支援
《新》★・地域子育て創生事業費補助金 400,000千円

市町村が実施する地域の実情に応じた子育て支援活動への助成

出会いのきっかけ交流会の拡充
《新》地域のお世話焼きの仕組みづくりなど

外部専門家の招へい、児童相談所職員の県外（児相）への派遣など

児童福祉司任用資格取得講習会の実施、要保護児童対策地域協議
会の活動強化への支援、オレンジリボン運動
《新》児童虐待予防モデル事業の実施など

老朽化した社会福祉施設及び希望が丘学園の改築
子ども手当の一部として児童手当法の規定に基く費用を負担

高等技能訓練の受講時における給付金の充実や、ひとり親家庭が職業
訓練を受ける際の託児サービスの提供など

構成団体等が連携して行う尐子化対策の取り組みへの助成


