
（６）　誰もが暮らしやすい地域社会の実現

ア　福祉サービス水準の向上の実現 

【主な事業等】

新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

①　高齢者福祉の充実

介護保険低所得者利用負担軽減対策費 保健福祉部 139,728 社会福祉法人等への助成

介護予防推進費 17,120 ○ ○

小規模多機能居宅介護促進費 新 保健福祉部 3,696

介護予防調査推進費 新 保健福祉部 3,953

介護予防に関する事業評価・市町村支援費 新 保健福祉部 9,471

介護保険研修推進費 46,891 ○ ○

ケアマネジメントリーダー活動支援費 保健福祉部 2,837

地域包括支援センター職員等研修費 新 保健福祉部 10,507

介護支援専門員資質向上費 保健福祉部 33,547

556,750 ○

特別養護老人ホーム建設費 保健福祉部 415,500 ○

介護老人保健施設整備費 保健福祉部 25,000 ○

特養併設ショート居室増築費 保健福祉部 11,500 ○

在宅サービス施設整備費 保健福祉部 3,500 ○

ケアハウス建設費 保健福祉部 101,250

保健福祉部 2,440 ○

保健福祉部 4,840 ○

保健福祉部 23,537 公表制度実施支援

②　ノーマライゼーションの推進

地域福祉推進費 17,232

地域福祉活動促進費 新 保健福祉部 1,969 ○

地域福祉実践モデル推進費 新 保健福祉部 5,500 ○

共生型地域生活総合支援費 新 保健福祉部 991 ○

多機能型地域ケアホーム運営強化対策費 新 保健福祉部 316 ○

地域福祉推進普及費 新 保健福祉部 8,456 ○

障害者グループホーム等整備促進費 72,240 ○

障害者グループホーム整備促進費 保健福祉部 3,000 ○

障害者福祉施設整備費 保健福祉部 69,240

総合マネジメント支援費 保健福祉部 113,572 ○ ○

重症心身障害児（者）通園費 保健福祉部 94,542 ○

知的障害者援護施設特別処遇加算助成費 保健福祉部 48,813 ○

バリアフリー推進費 4,416

バリアフリーみやぎ推進費 保健福祉部 3,244 ○

県有施設ユニバーサルデザイン推進費 新 保健福祉部 1,172 ○

指導員の加配助成

バリアフリー思想の普及・啓発

ワークショップ開催等

高齢者虐待対策費

施設整備助成

日常生活機能訓練

療育指導・相談，緊急保護受入

介護サービス情報の公表推進費

改修，備品購入助成

新プランの普及・推進

施設整備助成

人材育成等

地域力を高める拠点づくり

事業評価・市町村支援委員会の運営等

老人福祉施設等整備費

ユニットケア促進研修費 ユニットリーダー等の養成

施設整備助成

研修，支援体制整備

施設整備助成

　介護保険法の改正に合わせ，市町村に設置される地域包括支援センターの設立を支援するとともに，介護予防システムの
構築を促進する。また，介護サービス基盤の重点的な整備推進とともに，介護従事者の意識啓発のための研修事業等に取り
組む。
　知的障害者の地域生活移行については，地域での障害者受入体制の充実・強化に取り組み，市町村等の相談体制整備，生
活サポート事業などへの支援や，障害者グループホームの整備などを推進する。また，障害者の就労機会の確保についても
重点的に取り組む。
　さらに，重度の障害者や難病患者及びその家族が地域で安心して住み続けることができる環境や相談体制の整備を進め
る。

事業等の名称 備　　　         考

ネットワーク構築，普及啓発等

現任研修，実務研修等

施設整備助成

ケアホーム支援

人材育成・支援等

施設整備助成

事業指定のための研修

要支援・介護状態要因調査

職員養成支援
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新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

③　障害者の就業対策

産業経済部 13,600 ○ ○

産業経済部 9,200 ○

21,600 ○

県庁業務障害者就労モデル推進費 保健福祉部 15,000 ○

就労支援費 保健福祉部 6,600 ○

保健福祉部 17,200 ○

④　特定疾患等難病対策費

重度障害者対策費 保健福祉部 29,018 ○

難病特別対策推進費 保健福祉部 9,598 ○

イ　いきいきシニアパワーの活用戦略 

【主な事業等】

新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

シルバー人材センター設立・育成事業費 産業経済部 26,877

高齢者生活支援・生きがい健康づくり推進費 保健福祉部 108,610

みやぎシニアカレッジ運営費 保健福祉部 39,824 ○ ○

元気高齢者対策費 1,156

元気シニアのためのマッチング推進費 新 保健福祉部 156 ○

老人クラブ社会貢献活動促進費 保健福祉部 1,000 ○

【（６）関連事業】

新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

介護保険給付費負担金 保健福祉部 15,531,178 ○

地域支援事業交付金 保健福祉部 300,000 地域支援事業交付金

保健福祉部 13,500,000 県負担金 ○

障害者介護・訓練等給付費 保健福祉部 2,579,174 ○

心身障害者医療費助成事業費 保健福祉部 1,638,328 重度心身障害者の医療費助成

保健福祉部 1,189,256

介護サービス経営者意識啓発事業費 保健福祉部 2,013 優良事業者育成

生活保護扶助費 保健福祉部 2,393,162 生活扶助，医療扶助等

保健福祉部 18,900 ○

保健福祉部 2,808 ○

特定疾患対策費 1,824,869 ○

特定疾患治療対策費 保健福祉部 1,507,328 特定疾患治療対策費

小児慢性特定疾患対策費 保健福祉部 317,541 小児慢性特定疾患対策費

遷延性意識障害者対策費 保健福祉部 86,243

県社会福祉協議会退職手当助成費 保健福祉部 200,000

職場適応訓練費 産業経済部 28,337 ○

障害者就農支援費 産業経済部 1,625 就農適応訓練等

遷延性意識障害者対策費

退職給与引当金相当額助成

職業訓練事業主委託

精神障害者自立生活支援費 自立生活支援員派遣等

福祉サービス第三者評価推進費 第三者評価機関育成，評価基準作成等

ボランティア情報提供

モデル事業助成

事業等の名称 備　  　　     考

事業等の名称

シルバー人材センター運営支援等

みやぎシニアカレッジ・アカデミー校の新設
等

備　　　         考

高齢者の日常生活支援

ＡＬＳ等総合対策

　元気シニアが活躍できる場の情報提供などのシステムの整備を積極的に進めるとともに，高齢者の社会貢献活動などを促
進するため，みやぎシニアカレッジ・アカデミー校の新設や，老人クラブの社会貢献活動を推進する。

サポートセンター運営委託等

難病相談支援センター運営

障害者就労総合支援費

ホームヘルパー養成研修等

古紙リサイクル事業等での障害者雇用

障害者就労等ＩＴ研修費

事業等の名称

障害者雇用促進モデル推進費 障害者雇用事業者支援

障害者就業・生活サポート費 サポートセンター設置支援

備　　　         考

介護保険給付費負担金

老人医療給付負担費

障害者自立支援法に基づく介護・訓練等給
付

障害者自立支援医療費 更生医療，精神通院公費
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