基本的な考え方

予算額

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。

平成２３年度
当初予算

単位：千円 ※人件費を除く
平成２２年度
当初予算

増

減

対前年度
比率

額

38,668,105

35,341,763

3,326,342

109.4％

一 般 会 計

38,500,542

35,165,287

3,335,255

109.5％

特 別 会 計

167,563

176,476

▲8,913

95.0％

総

施策体系
Ⅰ ともに支え合う地域づくり

Ⅲ 障害者が生き生きと暮らせる地域づくり

～新しい支え合いのカタチ～





5,957百万円

～ともにかがやき、ともに暮らす～






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～




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

14,343百万円

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

12,417百万円

～まち、むら、こどもたちでいっぱいに～



5,951百万円

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

高知型福祉の実現

健康政策部との
連携

誰もが安心して暮らせる支え合いの仕組みづくり

自殺・ひきこもり対策

地域で支え合う仕組みづくり

自殺対策費、自殺対策緊急強化事業費

支え合いの地域づくり事業費
・地域福祉計画等推進費

こころの健康対策の推進

主 ５
主 ５

新
513,057千円

あったかふれあいセンターの整備（３１市町村4０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、事業継続に向けた検討

民生委員・児童委員活動事業費

主

66,921千円

総合的な自殺対策の推進による自殺予防とうつ病対策の強化

21,854千円

市町村の地域アクションプラン（２２市町村）の策定支援等

あったかふれあいセンター事業費

主

・かかりつけ医・精神科医ネットワークづくり
・認知行動療法研修

ひきこもり自立支援対策費

主

6,244千円

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

・ひきこもり本人の居場所づくり

113,815千円

セーフティネット施策の充実・強化

地域での見守り体制や研修の充実等

低所得者等の生活支援の充実・強化
地域福祉推進の基盤づくり

生活福祉資金貸付事業費

66,884千円

低所得者等の生活支援

高知県社会福祉協議会活動助成費

49,283千円

新 地域生活定着支援事業費 主
18,864千円

専門職のスキルアップや地域福祉の担い手の育成を総合的に推進

災害ボランティアセンター等体制づくり事業費補助金

新規事業

主

地域福祉部主要事業

５

５つの基本政策推進加速化枠事業

15,515千円

矯正施設退所者に対し福祉の支援を実施する地域生活定着支援センターの設置

生活保護対策
2,845千円

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

新

129,564千円

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

地域福祉を支える人づくり

新 福祉研修センター事業費 主 ５

住宅手当緊急特別措置事業費

生活保護費

4,387,813千円

災害援護対策の推進
災害救助対策
災害救助費
・災害救助用食糧の蓄積（５カ年計画）

5,839千円

施設サービスの充実

いつまでも元気で暮らせる地域づくり
介護予防の推進

介護基盤緊急整備等対策事業費

介護保険給付事業費（地域支援事業交付金）

265,187千円

介護保険対策推進事業費
・介護予防事業評価・市町村支援事業

主

10,126千円

介護予防に関する普及啓発及び住民主体の仕組みづくりへの支援等

38,974千円

「第２６回全国健康福祉祭こうち大会（H25開催）」に向けた実行委員会の
設立及び大会の開催や県民総参加に向けた準備の実施

新 地域支え合い体制づくり事業

290,128千円

日常的な支え合い活動の体制づくりの推進

主

・重点分野雇用創造介護職員等養成支援事業

429,512千円
（74,244千円）

施設職員に外部研修を受講させる場合等の代替職員の派遣

新 ・福祉・介護の仕事広報事業

（269,010千円）

地域ケア体制の整備

・新規学卒者等を対象とした人材確保の取組
高校生を対象とした介護に関する出前講座の実施や、介護職場での
業務体験の機会の提供

248,093千円

主 ５ （26,067千円）

緊急相談窓口の設置と緊急ショートステイベッドの確保に対する補助等

主 ５ （52,862千円）

1,799,245千円

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

認知症高齢者対策の推進
認知症高齢者支援事業費

地域ケア体制整備推進費

（29,850千円）

福祉・介護に関する人材確保のための広報・啓発

介護職員処遇改善等対策事業費

介護が必要になっても安心して暮らせる地域づくり

新 ・中山間地域介護サービス確保対策事業

福祉・介護人材確保緊急支援事業費

事業所で働きながら介護福祉士の資格を取得（離職失業者等97名）

全国健康福祉祭開催準備事業費（ねんりんピック）

・緊急用ショートステイ体制づくり推進費

介護サービスの充実と質の向上

・緊急雇用創出介護資格取得支援事業

生きがいづくりと在宅生活の支援

主

34,286千円

企業や商店を対象とした認知症サポーターの養成や地域における支援ネット
ワークを支える人材の育成、コールセンターによる相談支援

新 認知症疾患医療センター運営費 主

5,542千円

認知症の専門医療や介護サービスとの連携等を担う認知症疾患医療センターを設置

介護保険制度の円滑・適正な運営

中山間地域に居住し、事業所から遠距離の利用者に対して
介護サービスを提供した事業者への助成

地域包括支援センター機能強化事業

1,170,025千円

小規模特別養護老人ホーム等の整備とスプリンクラー等の設置助成

4,794千円

地域包括ケアの中核機関としての地域包括支援センター機能強化に向けた支援

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）

9,625,053千円

身近な地域における障害福祉サービスの確保
地域での自立生活の支援

障害者の就労促進と工賃アップ
障害者の就労支援

障害者自立支援事業費
・障害者自立支援給付費負担金

3,032,660千円
（2,409,570千円）

新

（388,731千円）

新

農福連携障害者就労支援事業

５

（6,182千円）

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

・中山間地域障害福祉サービス確保対策事業

主 ５ （4,056千円）

商品開発アドバイザー事業

（1,539千円)

アドバイザーを派遣

早期発見・早期療育の支援

事業所への支援

新

（2,322千円）

施設の自主製品の開発やパッケージデザインなどの指導、助言を行う

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

・中山間地域小規模拠点事業所支援事業

172,966千円

農業分野の作業を障害者施設が受注できるよう農家と施設の仕事の橋渡し
（マッチング）を実施

市町村が行う自立支援給付に対する負担金

・障害者自立支援医療費負担金

主

発達障害者支援の推進

中山間地域に居住し、事業所から遠距離の利用者に対して障害福祉
サービスを提供した事業所への助成

発達障害者支援事業費

主 ５

7,004千円

地域で早期に障害を発見し、早期に療育を行う仕組みづくり及び専門医の

地域生活支援事業費

221,824千円

新 ・難聴児補聴器購入助成事業 ５

養成研修の実施

（2,750千円）

保健・医療の充実

軽度・中等度の難聴児の言語の習得や教育などによる健全な発達を支援

重度心身障害児・者の医療の充実

障害者自立支援対策臨時特例基金事業費
・福祉・介護人材の処遇改善事業費交付金

290,000千円

重度心身障害児・者保健医療対策費

福祉・介護職員の処遇改善に取り組む事業者への助成

1,126,606千円

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

精神保健医療福祉の充実

地域における相談・支援体制の充実

新

社会参加の支援

（再掲）認知症疾患医療センター運営費

主

5,542千円

認知症の専門医療や介護サービスとの連携等を担う認知症疾患医療センターを設置

障害者福祉思想普及啓発事業費

・障害者等用駐車場利用証制度導入事業

26,337千円

５

（18,055千円）

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普及・促進

新

高知医療センター精神科病棟整備事業費

主

163,887千円

本県の精神科の政策医療を担う中核機関となる高知医療センターの精神科
病棟の整備を支援

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
県民運動の推進

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

主

112,435千円

・児童相談所の強化

（31,454千円）

外部専門家の招へい、児童相談所職員の県外（児相）への派遣研修
《新》児童相談システムの導入、各種研修会への参加など

・市町村の相談体制の強化等

（80,981千円）

《新》市町村における児童虐待対応の体制強化と人材養成や虐待防止のための
広報啓発等への支援策の創設、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連絡会議（仮称）の立ち上げへの支援、高知オレンジリボ
ンキャンペーン運動の強化、児童家庭支援センターの増設・強化など

社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業費等

主

1,024,072千円

老朽化した社会福祉施設及び希望が丘学園の改築

尐子化対策県民運動推進事業費 主
新 ・子育て応援キャンペーンの実施

16,137千円
（3,270千円）

新 ・子育て応援番組の制作放送

（6,300千円）

官民協働で子育てを応援するキャンペーンを実施し、男性の育児参加や
妊婦等にやさしい環境づくりを推進
子育てに関するさまざまな情報や子育ての楽しさなどを伝える番組を
制作・放送

地域の子育て支援
地域子育て推進事業費
・地域子育て創生事業費補助金

197,723千円
（180,000千円）

市町村が創意工夫して行う子育て支援への助成

母子家庭等の自立支援

新 ・子育てしやすい職場環境づくり推進事業費補助金 （5,000千円）
企業や団体が行う従業員の子育てや結婚を応援する取組への助成

母子家庭等自立支援事業費

143,075千円

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

ひとり親家庭医療費助成事業費

271,626千円

児童扶養手当費

672,822千円

出会いのきっかけ応援事業費 主
・出会いのきっかけ応援事業費補助金

16,244千円
（3,000千円）

市町村や非営利団体が行う出会いのきっかけづくりのイベント等への助成

・出会い応援団活動推進事業費補助金

子育て家庭への支援
児童手当・子ども手当費

独身者の出会いのきっかけづくり

（3,000千円）

出会い応援団が実施するイベントへの助成

1,519,324千円

子ども手当の一部として児童手当法の規定に基づく費用を負担

・出会いのきっかけ交流会の開催

（8,067千円）

県主催のイベントを実施し、より広域から独身者が参加しやすい場を提供

・婚活サポーターの活動の促進
婚活アドバイザーの委嘱、新たなサポーターの養成など

（1,489千円）

