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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第１項　地域包括ケア体制の充実・推進(元気プランＰ36～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

558

・地域包括支援センターの適切な運営が図ら
れるよう支援するため，センター職員等に対
する研修を実施する。

①地域包括支援センター職員研修事業
(1)地域包括支援センター職員基礎研修<4/19，4/27，5/24
実施済>
(2)地域包括支援センター職員課題別研修<12/14実施済>

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

－ － －

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

8,908

・市町村における認知症の早期発見，見守り
及び適切なケアの実施等総合的な支援体制の
構築を推進し，その取組成果を普及するた
め，認知症地域ケア推進会議及び研修会を実
施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/7開催)
②認知症地域ケア推進研修会(2/22開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/24開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

8,509

・市町村における認知症の早期発見，見守り
及び適切なケアの実施等総合的な支援体制の
構築を推進し，その取組成果を普及するた
め，認知症地域ケア推進会議及び研修会を実
施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/6開催)
②認知症地域ケア推進研修会(11/8開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/23開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

529

市町村や地域包括支援センターを対象に，地
域ケア会議の運営や多職種協働等をテーマと
した研修会の開催や，市町村単独では確保が
困難な専門職の地域ケア会議への派遣によ
り，地域ケア会議の運営支援を行う。

○研修会の開催（県保健福祉事務所のみで開催）
○地域ケア会議への専門職派遣122回(延べ202人)

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

496

市町村や地域包括支援センターを対象に，地
域ケア会議の運営や多職種協働等をテーマと
した研修会の開催や，市町村単独では確保が
困難な専門職の地域ケア会議への派遣によ
り，地域ケア会議の運営支援を行う。
地域包括支援センターの適切な運営が図られ
るよう支援するため，センター職員等に対す
る研修を実施する。

○研修会の開催（県保健福祉事務所・長寿社会政策課）
○地域ケア会議等活動支援（県保健福祉事務所）107回・延
べ155人

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

0

①ひとり暮らし高齢者の安否確認や見守り活
動等を全国に先駆けて実施している団体の方
を講師に招いて講演会を開催し，市町村を始
めとする関係機関に見守り活動等の啓発を促
す。
②孤立防止関係資料を配布し，啓発に努め
る。

・県と企業とが締結した高齢者地域見守りに関する協定等
に基づき，企業が高齢者の孤立化の防止等，見守り活動に
協力することにより，高齢者が安心して自立した生活を営
めるよう支援した。

長寿社会政策
課企画推進班

0

同上 ・県と企業とが締結した高齢者地域見守りに関する協定等
に基づき，企業が高齢者の孤立化の防止等，見守り活動に
協力することにより，高齢者が安心して自立した生活を営
めるよう支援した。

長寿社会政策
課企画推進班

県

・今後の更なる高齢者人口の増加に伴い，災害
公営住宅等でのひとり暮らし高齢者，高齢者の
み世帯の方の孤立化が懸念される。
・東日本大震災の被災地以外の地域について
も，見守りを必要とするひとり暮らし高齢者及
び高齢者のみの世帯は増加傾向にある。

②継続
・災害公営住宅等におけるひとり暮らし高齢者
や高齢者のみの世帯の地域からの孤立を防止す
るため，事例検討，意識啓発，見守り協定等の
事業を継続していく。

地域包括支援セン
ター機能強化推進事
業

H24年度～ 県

・地域支援事業により，地域ケア会議の充実を
市町村自らが推進する必要があるが，地域ケア
会議には個別ケースの支援内容の検討を通じた
個別課題の解決，ネットワークの構築，地域課
題の発見の機能に加え，地域づくり，資源開発
や政策形成などの機能も求められるため，引き
続き，地域ケア会議の運営支援が必要である。

②継続
・市町村が推進する地域ケア会議の充実に向
け，個別ケースの支援内容の検討を通じた個別
課題の解決，ネットワークの構築，地域課題の
発見の機能に加え，地域づくり，資源開発や政
策形成等につき，引き続き運営支援が必要であ
る。

高齢者孤立防止推進
事業

H26年度～

認知症地域ケア推進
事業

H19年度～

※H28年度か
ら「地域支え
合い体制づく
り」事業に統
合

地域包括支援セン
ター職員等研修事業

H17年度～H30
年度

県

・地域包括支援センターは，地域包括ケアシス
テムの推進主体の一つとして，今後も大きな役
割を担うことが期待されているため，総合相談
事業や権利擁護事業等を十分かつ円滑に遂行で
きる体制の整備が必要である。

④廃止

平成30年度をもって本事業を廃止し，実施して
いる研修会に関しては，地域包括支援センター
機能強化事業の一部として継続実施する。

事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標

②継続
・今後も，認知症高齢者等とその家族が住み慣
れた地域でより安心して暮らせるよう，市町村
及び関係団体等の取組等を支援する。
・市町村及び関係団体等とともに「認知症施策
推進総合戦略(新オレンジプラン)」を推進す
る。

・高齢者の増加に伴い認知症の人は増加するこ
とが見込まれることから，認知症の人とその家
族が安心して暮らしていける支援体制の構築を
推進する。

認知症サポー
ター数
230,000人(R2
年度末まで)

県(認知症
の人と家族
の会宮城県
支部及び医
療法人社団
清山会に一
部委託）
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担当事業名 事業期間 特記事項
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第１項　地域包括ケア体制の充実・推進(元気プランＰ36～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 担当事業名 事業期間 特記事項

1,311

①地域における対応体制の充実
各圏域の保健福祉事務所が調整役となり，市
町村の体制の充実に向け支援。
②普及啓発
権利擁護講演会の開催，啓発ポスター等の作
成，配布
③虐待相談機能の強化
市町村等が行う高齢者虐待対応を支援するた
め，専門的知識を有する民間権利擁護団体
(NPO法人宮城福祉オンブズネット「エー
ル」)に市町村等からの相談対応を委託。

①随時
②仙南圏域で3回開催
③相談実績：33件（延べ133件）
(行政，地域包括支援センター，本人・家族など)

長寿社会政策
課企画推進班

1,126

①地域における対応体制の充実
各圏域の保健福祉事務所が調整役となり，市
町村の体制の充実に向け支援。
②普及啓発
権利擁護講演会の開催
③虐待相談機能の強化
市町村等が行う高齢者虐待対応を支援するた
め，専門的知識を有する民間権利擁護団体
(NPO法人宮城福祉オンブズネット「エー
ル」)に市町村等からの相談対応を委託。

①随時
②仙南圏域で1回，東部圏域で1回開催
③相談実績：51件（延べ58件）
(行政，地域包括支援センター，本人・家族など)

長寿社会政策
課企画推進班

87,847

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(30回，延べ1,200人受講)
・被災者支援情報誌を毎月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

79,197

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(13回，延べ389人受講)
・被災者支援情報誌を隔月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,546,908

・市町村が実施する地域支援事業(介護予
防・日常生活支援総合事業，包括的支援事
業，任意事業)に要する経費について，法令
の規定に基づき，国・県・市町村が負担す
る。
・県負担割合
介護予防・日常生活支援総合事業　12.5%
包括的支援所業，任意事業　　 　19.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
H30交付額：1,546,950千円(追加交付含む）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,586,415

・市町村が実施する地域支援事業(介護予
防・日常生活支援総合事業，包括的支援事
業，任意事業)に要する経費について，法令
の規定に基づき，国・県・市町村が負担す
る。
・県負担割合
介護予防・日常生活支援総合事業　12.5%
包括的支援所業，任意事業　　 　19.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
R1 交付額：1,586,415千円

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

県

・事業の円滑な実施のため，市町村の取組を把
握し，情報提供やアドバイザー派遣を行うな
ど，必要に応じて支援を行っていく必要があ
る。

②継続
・法令で定められた負担であるため。

市町村

県

地域支え合い体制づ
くり事業

H23年度～

H16年度～高齢者虐待対策事業

H18年度～地域支援事業交付金

②継続
・今後も在宅及び施設等での虐待を防止するた
め，県民，施設職員等に対する啓発，研修事業
等を継続実施していく。
・市町村及び地域包括支援センターからの虐待
対応に関する相談に応じるとともに，協働して
対応する団体が必要であることから，相談機能
向上のための事業を継続実施していく。

・高齢者の虐待防止及び権利擁護等に関する県
民，施設職員等の意識は，向上してきてはいる
ものの，今後ますます高齢者人口が増えていく
状況にあることから，啓発活動等については今
後も継続していく必要がある。
・市町村及び地域包括支援センターにおける相
談内容が複雑化しているため，専門的知識を有
する団体等からの助言が必要な状況にある。

②廃止
・R2年度をもって本事業を廃止し，生活支援
サービス開発支援事業に統合する。仮設住宅サ
ポートセンターへの支援で得た知見を活用し，
被災者を含む地域での支え合い体制づくりのた
め，市町社会福祉協議会や地域包括センターを
中心とした支援体制の強化を図る。

1
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・災害公営住宅又は集団移転地への転居が進
み，地域包括ケア体制の構築につながる，地域
での支え合い体制構築への支援が必要である。
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第１項　地域包括ケア体制の充実・推進(元気プランＰ36～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 担当事業名 事業期間 特記事項

944

・県内の関係機関，団体等が連携・協力し，
一体となって，本県における地域包括ケア体
制を構築するために，関係機関・団体等から
構成する「宮城県地域包括ケア推進協議会」
の設置・運営を行う。
構成団体は官民の49団体で構成(行政・学術
機関，介護・福祉関係団体，医療・保健関係
団体，人材・労働関係団体・住民団体な
ど)。

○協議会の運営
ア　総会・幹事会の開催
(総会：H30.6.15)
イ　専門委員会の開催
◇医療介護・多職種連携
◇高齢者健康維持
◇コミュニティ・生活支援
◇在宅ケア基盤構築
◇認知症地域ケア推進
◇介護人材確保(宮城県介護人材確保協議会を兼ねる。
H30.4.27，H31.2.5開催)
ウ　事業
◇県内の関係機関，団体等が連携・協力に向けて協議を行
うこと
◇「地域包括ケア推進アクションプラン」改定と事業の推
進に関すること
◇協議会はアクションプランに盛り込まれた関連事業の推
進に向け，必要な取組を実施する。

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

127

・県内の関係機関，団体等が連携・協力し，
一体となって，本県における地域包括ケア体
制を構築するために，関係機関・団体等から
構成する「宮城県地域包括ケア推進協議会」
の設置・運営を行う。
構成団体は官民の49団体で構成(行政・学術
機関，介護・福祉関係団体，医療・保健関係
団体，人材・労働関係団体・住民団体な
ど)。

ア　専門委員会の開催
介護人材確保専門委員会（R1.5.27，R2.2.13）
認知症地域ケア推進専門委員会（R2.2.6）
イ　事業
◇県内の関係機関，団体等が連携・協力に向けて協議を行
うこと
◇「地域包括ケア推進アクションプラン」改定と事業の推
進に関すること
◇協議会はアクションプランに盛り込まれた関連事業の推
進に向け，必要な取組を実施する。

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,299

①普及啓発
市町村，関係機関等を対象とした地域包括ケ
ア体制構築支援，普及啓発のためのフォーラ
ムの開催。
②地域の課題解決支援
圏域における連携・協力体制の構築・強化の
ため，効果的な内容・手法等を検討し，講演
会・研修会等を実施する。対象は圏域内市町
村，地域住民，専門職等。

【①】
・住民向け普及啓発：H30.11.3開催
・市町村向けセミナー：H30.10.11開催
・事業所向けセミナー：H30.12.18開催
【②】
・2圏域で6回開催

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,192

①普及啓発
市町村，関係機関等を対象とした地域包括ケ
ア体制構築支援，普及啓発のためのフォーラ
ムの開催。
②地域の課題解決支援
圏域における連携・協力体制の構築・強化の
ため，効果的な内容・手法等を検討し，講演
会・研修会等を実施する。対象は圏域内市町
村，地域住民，専門職等。

【①】
・住民向け普及啓発：R1.11.2開催
・市町村・事業所向けセミナー：R1.10.16/R2.1.21開催

【②】
・4圏域で8回開催

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

・今後も，全県的な普及啓発により地域包括ケ
アの重要性について意識醸成を図ると共に，地
域包括ケア体制の構築において中心的な役割を
担う市町村が地域における課題全体をマネジメ
ントし，体制を円滑に構築できるよう県として
支援する必要がある。

④廃止

令和２年度を以て本事業を廃止し，普及啓発事
業については，「生活支援サービス開発支援事
業」及び「介護予防に関する事業評価・市町村
支援事業」で実施する。

H27年度～
地域包括ケア推進支
援事業

H26年度～
地域包括ケア推進体
制整備事業

県

県

地域包括ケアシステムの充実・推進に向け，中
心的な役割を担う市町村が体制を円滑に構築で
きるよう，関係団体における連携体制を構築す
る必要がある。

②継続（統合）
継続した取組が必要であるため。
実施にあたっては，「生活支援サービス開発支
援事業」における「宮城県地域支え合い・生活
支援推進会議」との連携を図り効率的に実施す
る。
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第１項　地域包括ケア体制の充実・推進(元気プランＰ36～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 担当事業名 事業期間 特記事項

8,421

・介護保険制度を円滑に運営するため，介護
支援専門員の試験・登録業務を行うととも
に，専門的知識及び技術の取得のため，専門
研修等を実施し，介護支援専門員の養成・資
質向上を図る。

【試験・登録】
介護支援専門員実務研修受講試験
受験者：1,337人，合格者：87人，
合格率：6.5%
・介護支援専門員証交付
【養成・資質向上(修了者数)】(基金)
実務研修：96人，再研修：90人
更新研修(実務未経験者対象)：198人
専門・更新研修Ⅰ：270人
専門・更新研修Ⅱ：623人
主任研修：148人
主任更新研修：219人

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

7,631

・介護保険制度を円滑に運営するため，介護
支援専門員の試験・登録業務を行うととも
に，専門的知識及び技術の取得のため，専門
研修等を実施し，介護支援専門員の養成・資
質向上を図る。

【試験・登録】
介護支援専門員実務研修受講試験
受験者：907人，合格者：126人，
合格率：13.9%
・介護支援専門員証交付
【養成・資質向上(修了者数)】(基金)
実務研修：令和元年東日本台風の影響により中止
再研修・更新研修(実務未経験者対象)：309人
専門・更新研修Ⅰ：273人
専門・更新研修Ⅱ：632人
主任研修：195人
主任更新研修：235人

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

84

保健所等の単位で，退院調整時の情報共有
ルールづくり等地域課題の検討や多職種によ
る医療・介護の連携等の研修会の開催。

・自立支援を考えるセミナー(H30.9.26)仙南
  参加者：84人
・がん患者等療養生活支援のための専門職向け研修会
(H31.1.16)石巻
　参加者：151人

医療政策課

32

保健所等の単位で，退院調整時の情報共有
ルールづくり等地域課題の検討や多職種によ
る医療・介護の連携等の研修会の開催。

・「緩和ケアを通して職種の専門性と他職種連携を考え
る」専門職向け研修会(R2.2.26予定→中止※)石巻
・「在宅医療・介護連携推進の今後の方向性　在宅医療と
自治体の役割」従事者向け研修会(R2.3.13予定→中止※)大
崎

※いずれも新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

医療政策課

177

・各地域における介護支援専門員の日常のケ
アマネジメント業務や資質向上等への取組を
支援するとともに，指導的役割を担う人材を
養成する。

・ケアマネジャー指導者養成研修
修了者：12人
・介護支援専門員支援会議
開催：1回

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

178

・各地域における介護支援専門員の日常のケ
アマネジメント業務や資質向上等への取組を
支援するとともに，指導的役割を担う人材を
養成する。

・主任介護支援専門員指導者養成研修
修了者：16人

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

789

医療・介護関係者の顔の見える関係を構築す
るため，グループワークを中心とした多職種
での研修会の開催。

・多職種を対象とした研修会開催［1回］ 医療政策課

127

同上 ・多職種を対象とした研修を１回開催予定であったが、新
型コロナ感染症の発生に伴う感染予防のため、研修開催を
中止

医療政策課

1,299

①普及啓発
市町村，関係機関等を対象とした地域包括ケ
ア体制構築支援，普及啓発のためのフォーラ
ムの開催。
②地域の課題解決支援
圏域における連携・協力体制の構築・強化の
ため，効果的な内容・手法等を検討し，講演
会・研修会等を実施する。対象は圏域内市町
村，地域住民，専門職等。

【①】
・住民向け普及啓発：H30.11.3開催
・市町村向けセミナー：H30.10.11開催
・事業所向けセミナー：H30.12.18開催
【②】
・2圏域で6回開催

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,192

①普及啓発
市町村，関係機関等を対象とした地域包括ケ
ア体制構築支援，普及啓発のためのフォーラ
ムの開催。
②地域の課題解決支援
圏域における連携・協力体制の構築・強化の
ため，効果的な内容・手法等を検討し，講演
会・研修会等を実施する。対象は圏域内市町
村，地域住民，専門職等。

【①】
・住民向け普及啓発：R1.11.2開催
・市町村・事業所向けセミナー：R1.10.16/R2.1.21開催

【②】
・4圏域で8回開催

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

・在宅医療・介護連携推進事業における広域的
な連携の場としての役割が期待され，保健所が
管内の行政機関や医療・介護サービス事業者等
と連携を蜜にして取り組む必要がある。

・地域包括ケア体制の構築に向け，介護支援専
門員の更なる資質向上が必要である。

②継続
・介護支援専門員は，介護保険制度を支える重
要な職種であり，資質向上に向けた取組を継続
して実施する必要がある。

H26年度～

H26年度～
多職種人材育成研修
会

介護支援専門員支援
体制強化事業

地域包括ケア地域課
題等調整会議

地域包括ケア推進支
援事業【再掲】

県

④廃止

令和２年度を以て本事業を廃止し，普及啓発事
業については，「生活支援サービス開発支援事
業」及び「介護予防に関する事業評価・市町村
支援事業」で実施する。

介護支援専門員資質
向上事業

H8年度～

県

県

県

H19年度～

・今後も，全県的な普及啓発により地域包括ケ
アの重要性について意識醸成を図ると共に，地
域包括ケア体制の構築において中心的な役割を
担う市町村が地域における課題全体をマネジメ
ントし，体制を円滑に構築できるよう県として
支援する必要がある。

・医療・介護関係者の顔の見える関係づくりは
市町村を中心に行われている。

④廃止

同様の研修が県内各地で実施されるようになっ
たことから、県事業としては廃止。

H27年度～

・地域包括ケア体制の構築に向け，介護支援専
門員の更なる資質向上が必要である。

県

②継続
・継続的な取組が必要であるため

②継続
・在宅医療・介護連携推進事業における広域的
な連携の場として，継続する。

2
　
多
職
種
連
携
体
制
の
構
築
・
推
進

4 ページ



第１章　みんなで支え合う地域づくり
第１項　地域包括ケア体制の充実・推進(元気プランＰ36～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 担当事業名 事業期間 特記事項

6,960

　「患者のための薬局ビジョン」（H27年度
厚生労働省公表）を推進し，地域包括ケアシ
ステムの中で，かかりつけ薬剤師・薬局が地
域包括ケアシステムを担う一員として，服薬
情報の一元的・継続的な把握や在宅での対応
を含む薬学的管理・指導等の機能を果たすた
めのモデル事業を実施する。

●地域の薬局・薬剤師による感染症初期予防への取り組み
(薬局・薬剤師による健康サポート推進事業)
（一般社団法人仙台市薬剤師会に事業委託）
◎モデル地区：仙台市内
　仙台市薬剤師会が認定する地域密着型薬局「ハートヘル
スプラザ」の活動を核に，医師，歯科医師等の多職種と連
携し，感染症の初期予防体制の構築に向けた取組を行っ
た。感染症初期予防及び口腔ケアに関する研修を開催し，
これを受講した薬剤師が，きめ細かな健康指導等を継続的
に行い，感染症の初期予防について普及啓発を行った。さ
らに，他団体と連携し，啓発活動を展開することで，地域
での「顔の見える」関係づくりとかかりつけ薬剤師・薬局
の育成・機能強化を図った。

●宮城県におけるがん患者支援のための薬薬連携プログラ
ム事業
(薬局薬剤師と病院薬剤師の連携（薬薬連携）等の地域連携
を担う人材育成事業)
（一般社団法人宮城県薬剤師会に事業委託）
◎モデル地区：名取市，他
　外来がん化学療法を受けている患者のうち，経口抗がん
薬（ティーエスワン®，ゼローダ®）を服用している患者を
対象とし，治療期間中の副作用及び支持療法に関するフォ
ローアップを実施した。在宅治療中の患者に対し，薬局薬
剤師がフォローアップを実施し，病院薬剤師と協働するこ
とにより治療効果や副作用への対応等に与える影響を検証
した。さらに，地域における薬剤師に求められる役割，課
題抽出及び多職種連携協議体における検討を行った。

薬務課

1,200

　地域における薬局の機能強化や連携体制構
築のため，地域の現状や課題を把握するため
の調査を実施し，かつ，医師をはじめとする
多職種（歯科医師，看護師，介護職員，管理
栄養士，理学／作業療法士等），他機関との
連携協議体等の場を作り，必要な方策の検討
を行うもの。

●かかりつけ薬剤師・薬局の推進及び地域での他職種連携
事業
(一般社団法人仙台薬剤師会に事業委託）
◎モデル地区：仙台市内
　仙台市薬剤師会が認定する地域密着型薬局「ハートヘル
スプラザ」を基礎として，「認知症対応薬剤師」，「うつ
対応薬剤師」，「フレイル予防推進薬剤師」の育成・認定
を行った（ハートヘルスプラザ新規加入者47人）。
　県内薬局に対して認定薬局制度等に係る地域の実状及び
課題把握するためのアンケート調査を実施し，課題を抽出
した。

薬務課

2,054
※新基金含む

・介護支援専門員に対し，経験豊かな主任介
護支援専門員等が行う多職種連携に係る助
言・指導等により，介護支援専門員の資質向
上を図る。

・ケアマネジャー多職種連携支援体制強化事業(基金)
相談指導回数：37回

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,870

医療・介護関係者の顔の見える関係を構築す
るため，グループワークを中心とした多職種
での研修会の開催。

・相談指導:29回 長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

H27年度～

H28年度～

ケアマネジャー多職
種連携支援体制強化

事業

・地域包括ケア体制の構築に向け，介護支援専
門員の更なる資質向上が必要である。

②継続
・継続的な取組が必要であるため

⑤内容変更

県

県

患者のための薬局ビ
ジョン推進事業

　薬局の実態に関するアンケート結果により，
R3.8から施行される機能別の知事認定薬局に求
められる薬剤師の養成と，医療現場における患
者情報の共有が，かかりつけ薬剤師・薬局の推
進及び認定薬局制度の施行に当たり，課題と
なっていることが分かった。
課題解決のために，以下の（１）～（３）に取
り組むことが必要と考える。
（１）認定薬局薬剤師向けの薬局と医療機関で
の研修プログラムの策定及び実施
（２）医療における患者情報の取扱いについ
て，その在り方の検討を行うこと
（３）医療福祉情報ネットワーク（MMWIN）の
活用を促進
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第１項　地域包括ケア体制の充実・推進(元気プランＰ36～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 担当事業名 事業期間 特記事項

558

・地域包括支援センターの適切な運営が図ら
れるよう支援するため，センター職員等に対
する研修を実施する。

①地域包括支援センター職員研修事業
(1)地域包括支援センター職員基礎研修<4/19，4/27，5/24
実施済>
(2)地域包括支援センター職員課題別研修<12/14実施済>

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

－ － －

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,546,908

・市町村が実施する地域支援事業(介護予
防・日常生活支援総合事業，包括的支援事
業，任意事業)に要する経費について，法令
の規定に基づき，国・県・市町村が負担す
る。
・県負担割合
介護予防・日常生活支援総合事業　12.5%
包括的支援所業，任意事業　　 　19.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
H30交付額：1,546,950千円(追加交付含む）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,586,415

・市町村が実施する地域支援事業(介護予
防・日常生活支援総合事業，包括的支援事
業，任意事業)に要する経費について，法令
の規定に基づき，国・県・市町村が負担す
る。
・県負担割合
介護予防・日常生活支援総合事業　12.5%
包括的支援所業，任意事業　　 　19.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
R1 交付額：1,586,415千円

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

14,595

・高齢者本人及びその家族の福祉の増進を図
るため，専門家による専門相談（保健，医
療，法律）や巡回相談等を行う。
・市町村，地域包括支援センター等の支援の
ための情報提供等を行う。

・相談件数
　専門相談 　486件(うち巡回相談　27件)
　一般相談   1,440件
　　　　計 1,926件

長寿社会政策
課企画推進班

15,127

・高齢者本人及びその家族の福祉の増進を図
るため，専門家による専門相談（保健，医
療，法律）や巡回相談等を行う。
・市町村，地域包括支援センター等の支援の
ための情報提供等を行う。

・相談件数
　専門相談 　484件(うち巡回相談　19件)
　一般相談   1,886件
　　　　計 2,370件

長寿社会政策
課企画推進班

宮城県高齢者総合相
談センター運営事業

S63年度～

地域支援事業交付金
【再掲】

H18年度～

地域包括支援セン
ター職員等研修事業
【再掲】

H17年度～H30
年度

・地域包括支援センターは，地域包括ケアシス
テムの推進主体の一つとして，今後も大きな役
割を担うことが期待されているため，総合相談
事業や権利擁護事業等を十分かつ円滑に遂行で
きる体制の整備が必要である。

・事業の円滑な実施のため，市町村の取組を把
握し，情報提供やアドバイザー派遣を行うな
ど，必要に応じて支援を行っていく必要があ
る。

・利用者の約７割が再利用者。
・相談件数の約半数は仙台市内からの相談であ
り，地域による相談件数に差が見られる。

県

市町村

県

④廃止
・令和２年度をもって廃止とする。
・市町村への地域包括支援センターの設置が進
み，市町村における高齢者の相談や支援体制が
構築されたことから，県が相談窓口を設置する
必要性は薄れてきている。
・また，仙台市内には類似機関である「仙台市
シルバーセンター総合相談センター」が設置さ
れているとともに，県内には弁護士や医師が無
料で相談に応じる相談機関もあることから，代
替機関も整備されていると考えられる。

④廃止

平成30年度をもって本事業を廃止し，実施して
いる研修会に関しては，地域包括支援センター
機能強化事業の一部として継続実施する。

②継続
・法令で定められた負担であるため。

３
　
介
護
家
族
の
支
援
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第２項 地域支え合いと介護予防の推進（元気プランP42～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

87,847

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(30回，延べ1,200人受講)
・被災者支援情報誌を毎月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

79,197

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(13回，延べ389人受講)
・被災者支援情報誌を隔月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

959,452

被災者の安定的な日常生活の確保や心身の健康の
維持向上，被災者支援から地域福祉活動への移行
に向けた取組の推進を図るため，下記事業を実施
する市町村等の実施主体に対して補助する。
１　被災者見守り・相談支援事業
・災害公営住宅等での被災者の見守り・相談支援
・「被災者生活支援調整会議」の開催
・被災者支援従事者の資質向上等
・その他被災者の安定的な日常生活の確保に資す
るものとして必要と認められる事業
２　コミュニティ形成支援事業
災害公営住宅等において，住民同士のコミュニ
ティ形成や，既存の地域コミュニティとの融合な
ど，住宅移転後の円滑なコミュニティ形成を図る

7市町、社会福祉協議会3団体、その他ＮＰＯ等2団体に対し
て補助を行った。

社会福祉課

735,627

同上 同上 社会福祉課

2,778

・市町村地域福祉計画策定支援
　計画未策定市町村等を対象に計画策定会議
等を開催。市町村，社協等との連携強化や情
報交換を行う。
・コミュニティソーシャルワーカー養成研修
・被災市町の被災者支援の状況のヒアリング
を実施し，課題整理，地域における支え合い
の移行を検討する。

・地域福祉担当者会議（市町村・市町村社協対象）を1回開
催
・市町村社協，地域包括支援センター職員など地域福祉に
関わる方を対象に，研修会を開催した。（1回，58人受講）

社会福祉課

2,571

・市町村地域福祉計画策定支援
　計画未策定市町村等を対象に計画策定会議
等を開催。市町村，社協等との連携強化や情
報交換を行う。
・コミュニティソーシャルワーカー養成研修

・市町村社協，地域包括支援センター職員など地域福祉に
関わる方を対象に，2日間にわたり研修会を開催した。（1
回，19人受講）

社会福祉課

－

・地震等の災害発生時に避難行動要支援者が
安全・確実に避難できる体制を確保するた
め，「災害時要援護者支援ガイドライン」を
改訂した「宮城県避難行動要支援者等に対す
る支援ガイドライン」の周知・啓発を通じ
て，市町村の取組を支援する。

・「宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドライ
ン」に基づき，市町村に対する指導助言等の支援を行った
ほか，全市町村を対象に，避難行動要支援者名簿，全体計
画及び個別計画の作成状況の調査を実施し，市町村の状況
把握に努めた。また，平成30年11月から12月にかけて全市
町村からヒアリングを行い，個別計画の作成に取り組む上
での課題などの聞き取りを行い，個別計画の作成をより推
進するよう，関係者に対して普及啓発を行った。

保健福祉総務
課

－

・地震等の災害発生時に避難行動要支援者が
安全・確実に避難できる体制を確保するた
め，「災害時要援護者支援ガイドライン」を
改訂した「宮城県避難行動要支援者等に対す
る支援ガイドライン」の周知・啓発を通じ
て，市町村の取組を支援する。

・「宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドライ
ン」に基づき，市町村に対する指導助言等の支援を行った
ほか，全市町村を対象に，避難行動要支援者名簿，全体計
画及び個別計画の作成状況の調査を実施し，市町村の状況
把握に努めた。また，令和元年台風19号の際，市町村から
避難行動支援の状況についてヒアリングし，課題等の把握
に努めた。

保健福祉総務
課

H23 年度～ 県

被災地域福祉推進事
業

H28年度～ 県

　災害公営住宅等の移転が進んだものの，生活
環境の変化や高齢独居世帯の増加など，被災者
の孤立や，生活課題の深刻化が懸念されてい
る。被災者の安定的な日常生活確保や孤立防止
のため，見守りや相談活動，住民同士の交流機
会の提供等を行う各団体の取り組みを支援しな
がら，地域住民による支え合い活動への移行を
推進し，地域コミュニティの再構築を図ってい
く。地域コミュニティの再構築には，なお年月
を要する地域もあることから，復興の進捗に応
じた支援を継続する必要がある。

②継続
　被災者支援事業地域における支え合いへの移
行に向けた取組を進めていく一方，コミュニ
ティの再構築などの被災者支援事業の取組を継
続することが求められている地域について，ど
のような事情によりどの程度の期間継続するこ
とが求められているのかを、個別に把握する必
要がある。
　県としては各市町において必要とされる支援
施策を具体的な根拠を持って検討していく必要
があるため，被災市町の継続的な状況調査や意
向把握を行っていく。

⑤内容変更
・市町村の地域福祉を推進するため，情報共有
や研修会を開催し，市町村地域福祉計画策定等
に対する支援を行う。

地域福祉計画
策定市町村数
目標：35市町
村
達成時期：令
和2年度末

・H25.6に改正された災害対策基本法により，
各市町村における避難行動要支援者名簿の作成
等が義務付けられた。
・また，福祉避難所の指定等についても，一定
の基準を満たす施設を指定することが規定され
た。
・これらを踏まえ，国は取組指針や取組指針に
基づいたガイドラインを示し，各市町村におけ
る全国統一的な取組みを求めている。
・各市町村において，取組みを進める必要があ
ることから，県においても市町村に対する取組
支援が必要である。

②継続
・H25.12に策定した「宮城県避難行動要支援者
等に対する支援ガイドライン」について，国か
ら出されたガイドラインを考慮したうえで，必
要に応じて内容の見直しを検討する。また，市
町村担当者会議等を通じて，先進的な事例の提
供を行うなど市町村の取組を継続して支援して
いく。

地域支え合い体制づ
くり事業【再掲】

地域福祉推進事業 H22年度～ 県

・市町村地域福祉計画の策定が進んでいない市
町村がある。
・地域福祉活動の中心であるコミュニティソー
シャルワーカーの養成を図る必要がある。

・災害公営住宅又は集団移転地への転居が進
み，地域包括ケア体制の構築につながる，地域
での支え合い体制構築への支援が必要である。

②廃止
・R2年度をもって本事業を廃止し，生活支援
サービス開発支援事業に統合する。仮設住宅サ
ポートセンターへの支援で得た知見を活用し，
被災者を含む地域での支え合い体制づくりのた
め，市町社会福祉協議会や地域包括センターを
中心とした支援体制の強化を図る。

避難行動要支援者等
支援ガイドラインの
活用

１
　
支
え
合
う
地
域
社
会
づ
く
り
　
（

１
）

地
域
支
え
合
い
の
再
構
築

H18年度～ 県

担当事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 特記事項
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第２項 地域支え合いと介護予防の推進（元気プランP42～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 特記事項

0

①ひとり暮らし高齢者の安否確認や見守り活
動等を全国に先駆けて実施している団体の方
を講師に招いて講演会を開催し，市町村を始
めとする関係機関に見守り活動等の啓発を促
す。
②孤立防止関係資料を配布し，啓発に努め
る。

・県と企業とが締結した高齢者地域見守りに関する協定等
に基づき，企業が高齢者の孤立化の防止等，見守り活動に
協力することにより，高齢者が安心して自立した生活を営
めるよう支援した。

長寿社会政策
課企画推進班

0

同上 ・県と企業とが締結した高齢者地域見守りに関する協定等
に基づき，企業が高齢者の孤立化の防止等，見守り活動に
協力することにより，高齢者が安心して自立した生活を営
めるよう支援した。

長寿社会政策
課企画推進班

8,908

・市町村における認知症の早期発見，見守り
及び適切なケアの実施等総合的な支援体制の
構築を推進し，その取組成果を普及するた
め，認知症地域ケア推進会議及び研修会を実
施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/7開催)
②認知症地域ケア推進研修会(2/22開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/24開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

8,509

・市町村における認知症の早期発見，見守り
及び適切なケアの実施等総合的な支援体制の
構築を推進し，その取組成果を普及するた
め，認知症地域ケア推進会議及び研修会を実
施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/6開催)
②認知症地域ケア推進研修会(11/8開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/23開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

21,044

低所得者，障害者又は高齢者に対し，資金の
貸付けと必要な相談支援を行うことにより，
その経済的自立及び生活意欲の助長促進並び
に在宅福祉及び社会参加の促進を図り，安定
した生活を送れるようにするもの。

１　貸付業務の促進
・資金の借入により自立更生が見込まれる世帯への貸付
・東日本大震災の被災世帯に対する貸付
２　適正な債権管理の促進
・債権管理計画に基づく償還への取組

社会福祉課

578,485

同上 １　貸付業務の促進
・資金の借入により自立更生が見込まれる世帯への貸付
・東日本大震災の被災世帯に対する貸付
・新型コロナウイルス等の影響により収入の減少があった
世帯への緊急小口資金等の特例貸付
２　適正な債権管理の促進
・債権管理計画に基づく償還への取組

社会福祉課

1,546,908

・市町村が実施する地域支援事業(介護予
防・日常生活支援総合事業，包括的支援事
業，任意事業)に要する経費について，法令
の規定に基づき，国・県・市町村が負担す
る。
・県負担割合
介護予防・日常生活支援総合事業　12.5%
包括的支援所業，任意事業　　 　19.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
H30交付額：1,546,950千円(追加交付含む）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,586,415

・市町村が実施する地域支援事業(介護予
防・日常生活支援総合事業，包括的支援事
業，任意事業)に要する経費について，法令
の規定に基づき，国・県・市町村が負担す
る。
・県負担割合
介護予防・日常生活支援総合事業　12.5%
包括的支援所業，任意事業　　 　19.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
R1 交付額：1,586,415千円

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

②継続
・法令で定められた負担であるため。

市町村

・事業の円滑な実施のため，市町村の取組を把
握し，情報提供やアドバイザー派遣を行うな
ど，必要に応じて支援を行っていく必要があ
る。

・今後の更なる高齢者人口の増加に伴い，災害
公営住宅等でのひとり暮らし高齢者，高齢者の
み世帯の方の孤立化が懸念される。
・東日本大震災の被災地以外の地域について
も，見守りを必要とするひとり暮らし高齢者及
び高齢者のみの世帯は増加傾向にある。

②継続
・災害公営住宅等におけるひとり暮らし高齢者
や高齢者のみの世帯の地域からの孤立を防止す
るため，事例検討，意識啓発，見守り協定等の
事業を継続していく。

※H28年度か
ら「地域支え
合い体制づく
り」事業に統
合

H26年度～ 県

生活福祉資金貸付事
業

S30年度～
宮城県社会
福祉協議会

低所得世帯や東日本大震災の被災世帯に対する
セーフティネット機能として，世帯の社会的な
自立と安定した生活の確保が求められる。市町
村社協等との連携を図り，迅速な貸付を行うと
ともに，貸付世帯の状況に応じた償還指導を
行っていく必要がある。

高齢者孤立防止推進
事業【再掲】

②継続
・今後も，認知症高齢者等とその家族が住み慣
れた地域でより安心して暮らせるよう，市町村
及び関係団体等の取組等を支援する。
・市町村及び関係団体等とともに「認知症施策
推進総合戦略(新オレンジプラン)」を推進す
る。

②継続
・低所得世帯や東日本大震災の被災世帯に対す
るセーフティネット機能として事業を継続す
る。

H19年度～
認知症地域ケア推進
事業【再掲】

・高齢者の増加に伴い認知症の人は増加するこ
とが見込まれることから，認知症の人とその家
族が安心して暮らしていける支援体制の構築を
推進する。

認知症サポー
ター数
230,000人(R2
年度末まで)

１
　
支
え
合
う
地
域
社
会
づ
く
り
　
（

１
）

地
域
支
え
合
い
の
再
構
築

県(認知症
の人と家族
の会宮城県
支部及び医
療法人社団
清山会に一
部委託）

H18年度～
地域支援事業交付金
【再掲】
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第２項 地域支え合いと介護予防の推進（元気プランP42～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 特記事項

2,778

・市町村地域福祉計画策定支援
　計画未策定市町村等を対象に計画策定会議
等を開催。市町村，社協等との連携強化や情
報交換を行う。
・コミュニティソーシャルワーカー養成研修
・被災市町の被災者支援の状況のヒアリング
を実施し，課題整理，地域における支え合い
の移行を検討する。

・地域福祉担当者会議（市町村・市町村社協対象）を1回開
催
・市町村社協，地域包括支援センター職員など地域福祉に
関わる方を対象に，研修会を開催した。（1回，58人受講）

社会福祉課

2,571

・市町村地域福祉計画策定支援
　計画未策定市町村等を対象に計画策定会議
等を開催。市町村，社協等との連携強化や情
報交換を行う。
・コミュニティソーシャルワーカー養成研修

・市町村社協，地域包括支援センター職員など地域福祉に
関わる方を対象に，2日間にわたり研修会を開催した。（1
回，19人受講）

社会福祉課

87,847

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(30回，延べ1,200人受講)
・被災者支援情報誌を毎月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

79,197

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(13回，延べ389人受講)
・被災者支援情報誌を隔月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

959,452

被災者の安定的な日常生活の確保や心身の健康の
維持向上，被災者支援から地域福祉活動への移行
に向けた取組の推進を図るため，下記事業を実施
する市町村等の実施主体に対して補助する。
１　被災者見守り・相談支援事業
・災害公営住宅等での被災者の見守り・相談支援
・「被災者生活支援調整会議」の開催
・被災者支援従事者の資質向上等
・その他被災者の安定的な日常生活の確保に資す
るものとして必要と認められる事業
２　コミュニティ形成支援事業
災害公営住宅等において，住民同士のコミュニ
ティ形成や，既存の地域コミュニティとの融合な
ど，住宅移転後の円滑なコミュニティ形成を図る

7市町、社会福祉協議会3団体、その他ＮＰＯ等2団体に対し
て補助を行った。

社会福祉課

735,627

同上 同上 社会福祉課

②継続
　被災者支援事業地域における支え合いへの移
行に向けた取組を進めていく一方，コミュニ
ティの再構築などの被災者支援事業の取組を継
続することが求められている地域について，ど
のような事情によりどの程度の期間継続するこ
とが求められているのかを、個別に把握する必
要がある。
　県としては各市町において必要とされる支援
施策を具体的な根拠を持って検討していく必要
があるため，被災市町の継続的な状況調査や意
向把握を行っていく。

・災害公営住宅又は集団移転地への転居が進
み，地域包括ケア体制の構築につながる，地域
での支え合い体制構築への支援が必要である。

地域支え合い体制づ
くり事業【再掲】

・市町村地域福祉計画の策定が進んでいない市
町村がある。
・地域福祉活動の中心であるコミュニティソー
シャルワーカーの養成を図る必要がある。

⑤内容変更
・市町村の地域福祉を推進するため，情報共有
や研修会を開催し，市町村地域福祉計画策定等
に対する支援を行う。

②廃止
・R2年度をもって本事業を廃止し，生活支援
サービス開発支援事業に統合する。仮設住宅サ
ポートセンターへの支援で得た知見を活用し，
被災者を含む地域での支え合い体制づくりのた
め，市町社会福祉協議会や地域包括センターを
中心とした支援体制の強化を図る。

地域福祉推進事業
【再掲】

H22年度～

　災害公営住宅等の移転が進んだものの，生活
環境の変化や高齢独居世帯の増加など，被災者
の孤立や，生活課題の深刻化が懸念されてい
る。被災者の安定的な日常生活確保や孤立防止
のため，見守りや相談活動，住民同士の交流機
会の提供等を行う各団体の取り組みを支援しな
がら，地域住民による支え合い活動への移行を
推進し，地域コミュニティの再構築を図ってい
く。地域コミュニティの再構築には，なお年月
を要する地域もあることから，復興の進捗に応
じた支援を継続する必要がある。

１
　
支
え
合
う
地
域
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域
活
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地域福祉計画
策定市町村数
目標：35市町
村
達成時期：令
和2年度末

H23 年度～ 県

H28年度～ 県
被災地域福祉推進事

業【再掲】

県
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第２項 地域支え合いと介護予防の推進（元気プランP42～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 特記事項

13,061

・生きがい・健康づくり，介護予防の一環と
して，老人クラブ及び市町村老人クラブ連合
会が行う事業を支援する。
・高齢者福祉の向上及び元気な高齢者の社会
参加を促進するため地域で活動する核となる
人材の養成・確保を行う。

・高齢者が相互に支援し合う地域社会システムを構築する
ため，県内６地区をモデル地区に指定し，友愛訪問活動の普
及やリーダー研修会を開催した。
・高齢者の社会貢献活動を促進するため，県内全ての市町
村(仙台市を除く)において認知症サポーター養成講座を開
催した。
・高齢期の健康づくり，介護予防活動を一層促進するた
め，地域の高齢者リーダーを対象に研修会を開催した。

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

12,973

・生きがい・健康づくり，介護予防の一環と
して，老人クラブ及び市町村老人クラブ連合
会が行う事業を支援する。
・高齢者福祉の向上及び元気な高齢者の社会
参加を促進するため地域で活動する核となる
人材の養成・確保を行う。

・高齢者が相互に支援し合う地域社会システムを構築する
ため，県内６地区をモデル地区に指定し，友愛訪問活動の
普及やリーダー研修会を開催した。
・高齢者の社会貢献活動を促進するため，6市町において認
知症サポーター養成講座を開催した。
・高齢期の健康づくり，介護予防活動を一層促進するた
め，地域の高齢者リーダーを対象に研修会を開催した。

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

24,899

・組織的・継続的な高齢者の生きがい対策の
推進と地域活動指導者を養成するため「みや
ぎシニアカレッジ(宮城いきいき学園)」の運
営を支援する。

・入学式　H30.4.12開催。
・入学者数5校(仙南，大崎，石巻，気仙沼・本吉，登米・
栗原)合計で145名。
・年間を通じて月1～2回，年間22回の学習を実施。
･Ｈ31.3.31現在の在校生　合計246名(1年生119名，2年生
127名)
・卒業式をH31.3.18に開催。

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

24,291

・組織的・継続的な高齢者の生きがい対策の
推進と地域活動指導者を養成するため「みや
ぎシニアカレッジ(宮城いきいき学園)」の運
営を支援する。

・入学式　H31.4.11開催。
・入学者数5校(仙南，大崎，石巻，気仙沼・本吉，登米・
栗原)合計で130名。
・年間を通じて月1～2回，年間21回の学習を実施。
･R2.3.31の在校生　合計232名(1年生115名，2年生117名)

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

11,583

・高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を
図るとともに，高年齢者の能力を生かした活
力ある地域社会の構築に寄与するため，地域
社会に密着した，臨時的かつ短期的な仕事を
組織的に把握・提供するシルバー人材セン
ターの設立を促進し，育成指導及び援助を図
るため，シルバー人材センターの運営経費を
補助する。また，シルバー人材センターに準
ずる者の認定を行う。

・シルバー人材センター連合会に対し，運営経費の補助と
して補助金(10,580千円)を交付した。
・設立２年目の色麻町シルバー人材センターに対し，運営
経費の補助として補助金(1,000千円)を交付した。

雇用対策課

12,623

同上 ・（公社）宮城県シルバー人材センター連合会に対し，運
営経費の補助金（10,580千円）を交付
・（一社）色麻町シルバー人材センターに対し,運営経費の
補助として補助金（1,000千円）を交付
・（一社）川崎町シルバー人材センターに対し,運営経費の
補助として補助金（1,000千円）を交付

雇用対策課

47,292

・老人クラブ活動のより一層の活性化を図
り，高齢者の生きがいや健康づくりを推進す
るため，老人クラブが行う社会参加活動や市
町村老人クラブ連合会が行う各種取組を支援
する。

・県内の老人クラブ(仙台市を除く)が実施する各種事業に
補助金を交付
・県内の市町村老人クラブ連合会(仙台市除く)が実施する
事業に補助金を交付

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

46,329

・老人クラブ活動のより一層の活性化を図
り，高齢者の生きがいや健康づくりを推進す
るため，老人クラブが行う社会参加活動や市
町村老人クラブ連合会が行う各種取組を支援
する。

・県内の老人クラブ(仙台市を除く)が実施する各種事業に
補助金を交付
・県内の市町村老人クラブ連合会(仙台市除く)が実施する
事業に補助金を交付

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

高齢者生活支援・生
きがい健康づくり事
業

H11年度～
県(市町村
へ補助)

・老人クラブの会員数が減少傾向にあり，入会
者増に一層の努力が必要である。

②継続
・各種事業を継続するとともに，普及啓発を行
う。

高年齢者雇用支援事
業

S55年度～

・高齢化の進展に伴い，サラリーマンとして仕
事中心の生活を送ってきた層の多くが，活動の
場を地域に移しており，これらの人が活躍でき
る環境の整備が必要となっている。

②継続
・団塊世代の定年退職の進行に伴い，定年退職
後においても働く意欲や培った経験・能力を有
する高年齢者が増加していることから，シル
バー人材センター未設置町村に対して，引き続
き設置に向けた働きかけを行っていくととも
に，今後とも，設立後３年までのシルバー人材
センター及びシルバー人材センター連合会に対
して補助を行い，高年齢者の就業機会の確保に
向けた支援を行っていく。
・シルバー人材センターに準ずる者の認定も継
続して行い，高年齢者等の多様な就業機会の確
保を図る。

･宮城県シ
ルバー人材
センター連

合会
･市町村シ
ルバー人材
センター

みやぎシニアカレッ
ジ運営事業

H3年度～

県(宮城県
社会福祉協
議会へ補

助)

老人クラブ活動育成
事業

S57年度～

・気仙沼・本吉校について，入学者数が少な
く，運営費に余裕がないため，今後気仙沼・本
吉校のあり方について，検討していく。また，
高齢者の生きがいと健康づくりのため多くの方
に参加してもらえるよう募集に力をいれる。

②継続
・地域活動における高齢者のリーダー養成の場
として有効であり，継続していく。

県(宮城県
老人クラブ
連合会へ補

助)

・老人クラブの会員数が減少傾向にあり，入会
者増に一層の努力が必要である。
・友愛訪問活動や健康づくり，介護予防活動に
おいて実績を上げている。
・認知症サポーター養成講座を市町村老人クラ
ブの会員を対象に開催しており，認知症の理解
促進に効果を上げている。

②継続
・各種事業を継続するとともに，普及啓発を行
う。

１
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第２項 地域支え合いと介護予防の推進（元気プランP42～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 特記事項

8,908

・市町村における認知症の早期発見，見守り
及び適切なケアの実施等総合的な支援体制の
構築を推進し，その取組成果を普及するた
め，認知症地域ケア推進会議及び研修会を実
施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/7開催)
②認知症地域ケア推進研修会(2/22開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/24開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

8,509

・市町村における認知症の早期発見，見守り
及び適切なケアの実施等総合的な支援体制の
構築を推進し，その取組成果を普及するた
め，認知症地域ケア推進会議及び研修会を実
施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/6開催)
②認知症地域ケア推進研修会(11/8開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/23開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

13,102

・宮城県社会福祉協議会内の「みやぎボラン
ティア総合センター」が実施する福祉教育事
業，ボランティアコーディネーター等育成事
業，ボランティア活動に対する相談事業等に
対して補助を行い，県内ボランティア活動の
振興を図る。

・ボランティアコーディネーター研修（3回）
・地域指定福祉教育推進事業
　指定を受けた3地域の市町村社協に対し、地域福祉教育事
業の実施に係る助成金を交付した。　等

社会福祉課

13,434

同上 ・ボランティアコーディネーター研修（1回）
・地域指定福祉教育推進事業
　指定を受けた2地域の市町村社協に対し、地域福祉教育事
業の実施に係る助成金を交付した。　等

社会福祉課

1,546,908

・市町村が実施する地域支援事業(介護予
防・日常生活支援総合事業，包括的支援事
業，任意事業)に要する経費について，法令
の規定に基づき，国・県・市町村が負担す
る。
・県負担割合
介護予防・日常生活支援総合事業　12.5%
包括的支援所業，任意事業　　 　19.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
H30交付額：1,546,950千円(追加交付含む）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,586,415

・市町村が実施する地域支援事業(介護予
防・日常生活支援総合事業，包括的支援事
業，任意事業)に要する経費について，法令
の規定に基づき，国・県・市町村が負担す
る。
・県負担割合
介護予防・日常生活支援総合事業　12.5%
包括的支援所業，任意事業　　 　19.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
R1 交付額：1,586,415千円

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

市町村

・事業の円滑な実施のため，市町村の取組を把
握し，情報提供やアドバイザー派遣を行うな
ど，必要に応じて支援を行っていく必要があ
る。

②継続
・法令で定められた負担であるため。

地域支援事業交付金
【再掲】

県ボランティアセン
ター運営事業

S56年度～
宮城県社会
福祉協議会

・地域住民がボランティアとして福祉活動に参
加することが必要である。
・福祉の担い手としても役割が期待されるNPO
と協働しながらボランティア活動の振興を図る
必要がある。

②継続
・多くの住民がボランティア活動に参加しやす
い環境づくりを進めるため，県社会福祉協議会
等と連携して普及啓発活動や福祉教育を進め
る。
・ボランティアコーディネーターのさらなる育
成などを促進する。

１
　
支
え
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う
地
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り
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認知症地域ケア推進
事業【再掲】

H19年度～

・高齢者の増加に伴い認知症の人は増加するこ
とが見込まれることから，認知症の人とその家
族が安心して暮らしていける支援体制の構築を
推進する。

県(認知症
の人と家族
の会宮城県
支部及び医
療法人社団
清山会に一
部委託）

②継続
・今後も，認知症高齢者等とその家族が住み慣
れた地域でより安心して暮らせるよう，市町村
及び関係団体等の取組等を支援する。
・市町村及び関係団体等とともに「認知症施策
推進総合戦略(新オレンジプラン)」を推進す
る。

認知症サポー
ター数
230,000人(R2
年度末まで)

H18年度～
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第２項 地域支え合いと介護予防の推進（元気プランP42～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 特記事項

1,546,908

・市町村が実施する地域支援事業(介護予
防・日常生活支援総合事業，包括的支援事
業，任意事業)に要する経費について，法令
の規定に基づき，国・県・市町村が負担す
る。
・県負担割合
介護予防・日常生活支援総合事業　12.5%
包括的支援所業，任意事業　　 　19.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
H30交付額：1,546,950千円(追加交付含む）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,586,415

・市町村が実施する地域支援事業(介護予
防・日常生活支援総合事業，包括的支援事
業，任意事業)に要する経費について，法令
の規定に基づき，国・県・市町村が負担す
る。
・県負担割合
介護予防・日常生活支援総合事業　12.5%
包括的支援所業，任意事業　　 　19.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
R1 交付額：1,586,415千円

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

42,582

地域の特性に応じた生活支援体制を構築する
ためには、各市町村が生活支援コーディネー
ターを配置し、生活支援サービスを担うボラ
ンティアやNPO,地域住民等を発掘・育成する
ことが重要である。そこで、関係団体で構成
する「宮城県地域支え合い・生活支援推進連
絡会議」を設置・運営するとともに、県サ
ポートセンターで培った被災者支援のノウハ
ウを活かした研修等を実施することで市町村
を支援するもの。

・「宮城県地域支え合い・生活支援推進連絡会議事務局」
を運営
・職能団体、事業者団体及び行政が生活支援サービスに関
する情報交換を行う連絡会議を２回、セミナーを１回開催
・市町村支援のあり方や生活支援コーディネーター研修の
内容を有識者と共に検討する「運営委員会」を毎月１回、
計１２回開催
・県内市町村へ有識者を派遣し助言を行う「アドバイザー
派遣」を４０回実施
・市町村の担当者同士が生活支援体制整備に関する情報交
換を行う「情報交換会」を４回開催
・生活支援コーディネーターの養成を目的とした「養成研
修」及び養成研修修了者のステップアップを目的とした
「応用講座」を開催（１４講座）
・県内外の先進事例等を発信する「情報誌」を６回発行

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

42,904

地域の特性に応じた生活支援体制を構築する
ためには、各市町村が生活支援コーディネー
ターを配置し、生活支援サービスを担うボラ
ンティアやNPO,地域住民等を発掘・育成する
ことが重要である。そこで、関係団体で構成
する「宮城県地域支え合い・生活支援推進連
絡会議」を設置・運営するとともに、県サ
ポートセンターで培った被災者支援のノウハ
ウを活かした研修等を実施することで市町村
を支援するもの。

・「宮城県地域支え合い・生活支援推進連絡会議事務局」
を運営
・職能団体、事業者団体及び行政が生活支援サービスに関
する情報交換を行う連絡会議を２回、セミナーを１回開催
・市町村支援のあり方や生活支援コーディネーター研修の
内容を有識者と共に検討する「運営委員会」を毎月１回、
計１２回開催
・県内市町村へ有識者を派遣し助言を行う「アドバイザー
派遣」を35回実施
・市町村の担当者同士が生活支援体制整備に関する情報交
換を行う「情報交換会」を４回開催
・生活支援コーディネーターの養成を目的とした「養成研
修」及び養成研修修了者のステップアップを目的とした
「応用講座」を開催（１４講座）
・県内外の先進事例等を発信する「情報誌」を６回発行

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

２
　
地
域
支
え
合
い
の
推
進

・事業の円滑な実施のため，市町村の取組を把
握し，情報提供やアドバイザー派遣を行うな
ど，必要に応じて支援を行っていく必要があ
る。

②継続
　引き続き、生活支援コーディネーターや協議
体を中心とし，地域において多様な主体による
生活支援・介護予防を支える重層的な取組を行
う市町村に対する支援を行う必要がある。

市町村

②継続
・法令で定められた負担であるため。

生活支援サービス開
発支援事業

H27年度～

地域支援事業交付金
【再掲】

介護保険制度改正により，市町村が行う地域支
援事業の充実・多様化と介護予防給付の見直し
が行われ，平成２９年４月からは，全ての市町
村において「新しい総合事業」がスタートした
ところであり、この「新しい総合事業」を円滑
に実施していくためには，各市町村で，生活支
援コーディネーターや協議体を中心とした推進
体制の充実・強化を図り，地域において多様な
主体による生活支援・介護予防を支える重層的
な取組を推進していくことが必要であり，その
ような市町村の取組の支援する事業として重要
な事業である。

H18年度～

県(宮城県
精神保健福
祉協会及び
特定非営利
活動法人全
国コミュニ
ティライフ
サポートセ
ンターに委

託)
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第２項 地域支え合いと介護予防の推進（元気プランP42～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 特記事項

944

・県内の関係機関，団体等が連携・協力し，
一体となって，本県における地域包括ケア体
制を構築するために，関係機関・団体等から
構成する「宮城県地域包括ケア推進協議会」
の設置・運営を行う。
構成団体は官民の49団体で構成(行政・学術
機関，介護・福祉関係団体，医療・保健関係
団体，人材・労働関係団体・住民団体な
ど)。

○協議会の運営
ア　総会・幹事会の開催
(総会：H30.6.15)
イ　専門委員会の開催
◇医療介護・多職種連携
◇高齢者健康維持
◇コミュニティ・生活支援
◇在宅ケア基盤構築
◇認知症地域ケア推進
◇介護人材確保(宮城県介護人材確保協議会を兼ねる。
H30.4.27，H31.2.5開催)
ウ　事業
◇県内の関係機関，団体等が連携・協力に向けて協議を行
うこと
◇「地域包括ケア推進アクションプラン」改定と事業の推
進に関すること
◇協議会はアクションプランに盛り込まれた関連事業の推
進に向け，必要な取組を実施する。

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

127

・県内の関係機関，団体等が連携・協力し，
一体となって，本県における地域包括ケア体
制を構築するために，関係機関・団体等から
構成する「宮城県地域包括ケア推進協議会」
の設置・運営を行う。
構成団体は官民の49団体で構成(行政・学術
機関，介護・福祉関係団体，医療・保健関係
団体，人材・労働関係団体・住民団体な
ど)。

ア　専門委員会の開催
介護人材確保専門委員会（R1.5.27，R2.2.13）
認知症地域ケア推進専門委員会（R2.2.6）
イ　事業
◇県内の関係機関，団体等が連携・協力に向けて協議を行
うこと
◇「地域包括ケア推進アクションプラン」改定と事業の推
進に関すること
◇協議会はアクションプランに盛り込まれた関連事業の推
進に向け，必要な取組を実施する。

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

2,778

・市町村地域福祉計画策定支援
　計画未策定市町村等を対象に計画策定会議
等を開催。市町村，社協等との連携強化や情
報交換を行う。
・コミュニティソーシャルワーカー養成研修
・被災市町の被災者支援の状況のヒアリング
を実施し，課題整理，地域における支え合い
の移行を検討する。

・地域福祉担当者会議（市町村・市町村社協対象）を1回開
催
・市町村社協，地域包括支援センター職員など地域福祉に
関わる方を対象に，研修会を開催した。（1回，58人受講）

社会福祉課

2,571

・市町村地域福祉計画策定支援
　計画未策定市町村等を対象に計画策定会議
等を開催。市町村，社協等との連携強化や情
報交換を行う。
・コミュニティソーシャルワーカー養成研修

・市町村社協，地域包括支援センター職員など地域福祉に
関わる方を対象に，2日間にわたり研修会を開催した。（1
回，19人受講）

社会福祉課

２
　
地
域
支
え
合
い
の
推
進

地域包括ケアシステムの充実・推進に向け，中
心的な役割を担う市町村が体制を円滑に構築で
きるよう，関係団体における連携体制を構築す
る必要がある。

地域包括ケア推進体
制整備事業【再掲】

H26年度～

・市町村地域福祉計画の策定が市町村の体制，
人材不足等により進行しにくい。
・地域福祉活動の中心であるコミュニティソー
シャルワーカーの養成を図る必要がある。

⑤内容変更
・市町村の地域福祉を推進するため，情報共有
や研修会を開催し，市町村地域福祉計画策定等
に対する支援を行う。

地域福祉推進事業
【再掲】

県

地域福祉計画
策定市町村数
目標：35市町
村
達成時期：令
和2年度末

H22年度～ 県

②継続（統合）
継続した取組が必要であるため。
実施にあたっては，「生活支援サービス開発支
援事業」における「宮城県地域支え合い・生活
支援推進会議」との連携を図り効率的に実施す
る。
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第２項 地域支え合いと介護予防の推進（元気プランP42～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 特記事項

4,399

・市町村が実施する介護予防・日常生活支援
総合事業を効果的に展開できるよう,介護予
防を通じた地域づくりを進めるとともに,リ
ハビリテーション専門職等との連携強化を図
り,自立支援に資する介護予防事業を推進す
る。
・市町村が実施する介護予防事業の評価・分
析を支援する。

・宮城県介護予防に関する事業評価・市町村支援委員会開
催
・介護予防普及啓発（みやぎケアフェスタ2018 各専門職に
よる健康チェック・相談コーナー及び介護予防体操の普及
啓発，パンレット等作成・配布）
・介護予防従事者資質向上研修（居宅介護支援事業所職員
等314人）,介護予防事業評価に関する市町村職員等研修
（市町村職員等55人）,地域づくりによる介護予防推進研修
（市町村職員等98人）,介護予防のための地域ケア個別会議
推進研修会2回（市町村職員等110人、専門職等64人）,圏域
別研修8回（角田市・丸森町①73人②47人,白石市①65人②
80人，名取市①131人②93人，大崎市①80人②60人）
・市町村広域アドバイザー派遣23回

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

4,660

・市町村が実施する介護予防・日常生活支援
総合事業を効果的に展開できるよう,介護予
防を通じた地域づくりを進めるとともに,リ
ハビリテーション専門職等との連携強化を図
り,自立支援に資する介護予防事業を推進す
る。
・市町村が実施する介護予防事業の評価・分
析を支援する。

・宮城県介護予防に関する事業評価・市町村支援委員会開
催
・介護予防普及啓発（みやぎケアフェスタ2019 各専門職に
よる健康チェック・相談コーナー及び介護予防体操の普及
啓発，パンレット等作成・配布）
・介護予防従事者資質向上研修（居宅介護支援事業所職員
等222人）,地域づくりによる介護予防推進研修（市町村職
員等72人）,介護予防のための地域ケア個別会議推進研修会
3回（市町村及び地域包括支援センター職員等124人②市町
村職員60人③専門職等66人）,圏域別研修8回（角田市・丸
森町①70人②40人,白石市①65人②80人，名取市①131人②
93人，大崎市①80人②60人）
・市町村広域アドバイザー派遣36回
・介護予防活動普及展開事業モデル市町等フォローアップ
研修3回（①25人②24人③19人）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,546,908

・市町村が実施する地域支援事業(介護予
防・日常生活支援総合事業，包括的支援事
業，任意事業)に要する経費について，法令
の規定に基づき，国・県・市町村が負担す
る。
・県負担割合
介護予防・日常生活支援総合事業　12.5%
包括的支援所業，任意事業　　 　19.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
H30交付額：1,546,950千円(追加交付含む）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,586,415

・市町村が実施する地域支援事業(介護予
防・日常生活支援総合事業，包括的支援事
業，任意事業)に要する経費について，法令
の規定に基づき，国・県・市町村が負担す
る。
・県負担割合
介護予防・日常生活支援総合事業　12.5%
包括的支援所業，任意事業　　 　19.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
R1 交付額：1,586,415千円

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

87,847

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(30回，延べ1,200人受講)
・被災者支援情報誌を毎月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

79,197

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(13回，延べ389人受講)
・被災者支援情報誌を隔月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

３
　
介
護
予
防
の
推
進

②継続
2025年，さらには2040年までの高齢化問題は深
刻であり，地域の実情に合わせた自立支援，重
度化予防等に関する取組の推進強化を図る必要
がある。

②廃止
・R2年度をもって本事業を廃止し，生活支援
サービス開発支援事業に統合する。仮設住宅サ
ポートセンターへの支援で得た知見を活用し，
被災者を含む地域での支え合い体制づくりのた
め，市町社会福祉協議会や地域包括センターを
中心とした支援体制の強化を図る。

市町村

介護予防に関する事
業評価・市町村支援

事業

地域支援事業交付金
【再掲】

H18年度～

H18年度～ 県

地域支え合い体制づ
くり事業【再掲】

H23 年度～ 県

・災害公営住宅又は集団移転地への転居が進
み，地域包括ケア体制の構築につながる，地域
での支え合い体制構築への支援が必要である。

・事業の円滑な実施のため，市町村の取組を把
握し，情報提供やアドバイザー派遣を行うな
ど，必要に応じて支援を行っていく必要があ
る。

②継続
・法令で定められた負担であるため。

・H29年度から県内全市町村で総合事業が開始
された一方で，一般介護予防や生活支援サービ
ス事業,介護予防のための地域ケア個別会議等
の事業を点で実施している市町村が多いことか
ら，各事業を線で結び，ひいては介護予防のみ
ならず，地域支援事業の連動性が図れるよう，
後方支援していく必要がある。
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第２項 地域支え合いと介護予防の推進（元気プランP42～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 特記事項

292,938

・被災者の心的外傷後ストレス障害(PTSD)，
うつ病，アルコール依存，自死等の心の問題
に長期的に対応するとともに，被災精神障害
者の医療と地域生活を支援するため，心のケ
アの拠点となる「みやぎ心のケアセンター」
の運営を支援する。

・地域住民を対象とした面接相談4,419件，電話相談1,947
件，市町や支援団体等の支援者を対象とした巡回等による
支援1,390回，被災地の住民等を対象としたメンタルヘルス
講演会等の実施延べ402回等

障害福祉課

262,938

・被災者の心的外傷後ストレス障害(PTSD)，
うつ病，アルコール依存，自死等の心の問題
に長期的に対応するとともに，被災精神障害
者の医療と地域生活を支援するため，心のケ
アの拠点となる「みやぎ心のケアセンター」
の運営を支援する。

・地域住民を対象とした面接相談4,047件，電話相談1,917
件，市町や支援団体等の支援者を対象とした巡回等による
支援1,183回，被災地の住民等を対象としたメンタルヘルス
講演会等の実施延べ399回等

精神保健推進
室

6,135

・地域でリハビリテーションを受けられるよ
う体制を整備するとともに，リハビリテー
ション専門職の養成(技術的支援)及び確保に
努める。

　リハビリテーション支援センター及び各保健福祉事務所
において，研修会等の開催，市町村等からのリハビリテー
ション相談及びコミュニケーション支援等を行う。
・リハビリテーション相談126回
・専門職人材育成事業【新任期研修】（9/1・12/1　延べ30
人参加），【中堅・管理期研修】（9/1・12/1　延べ40人参
加）
・医療・福祉の職場見学　気仙沼ツアー・登米ツアー　（5
施設， 延べ18人参加）

障害福祉課

5,666

同上 リハビリテーション支援センター及び各保健福祉事務所に
おいて，研修会等の開催，市町村等からのリハビリテー
ション相談及びコミュニケーション支援等を行う。
・リハビリテーション相談137回
・専門職人材育成事業【新任期研修】（8/24・10/26　延べ
48人参加），【中堅・管理期研修】（8/24・8/25　延べ44
人参加）
・医療・福祉の職場見学（気仙沼圏域）（5施設，延べ4人
参加）

障害福祉課

３
　
介
護
予
防
の
推
進

心のケアセンター運
営事業

H23年度～
R2年度

地域リハビリテー
ション推進強化事業

H12年度～ 県

・地域において十分にリハビリテーションが提
供されるよう支援体制の充実を図る必要があ
る。
なお，当該事業について，全庁的な検討が開始
された地域包括ケアシステムにおける位置付け
について整理することも今後の課題と考えられ
る。

②継続
・住み慣れた地域で生涯にわたって生き生きと
した生活が送れるよう，保健，医療，福祉の関
係機関が，支援対象者の状況やニーズに応じた
支援の方向性等の情報を共有し，地域における
リハビリテーション体制の充実を図る。

県(宮城県
精神保健福
祉協会に補

助等)

被災者の生活再建が本格化する中で，被災者間
における生活再建の進捗状況の差や災害公営住
宅への入居による生活環境の変化の影響等によ
り，うつ病，アルコール関連問題，自死等の増
加が懸念されている。
・復興の格差や被災者の分散(災害公営住宅，
自宅再建，仮設住宅等)など被災者の抱える課
題が複雑化し，市町や被災者生活の支援職等に
疲弊が生じているため，市町の体制や復興状況
に合わせ支援者へのメンタルヘルスケアの充実
及び専門職派遣による支援困難事案への同行訪
問や技術的助言等の支援を継続していく必要が
ある。

②継続

15 ページ



第１章　みんなで支え合う地域づくり
第２項 地域支え合いと介護予防の推進（元気プランP42～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 特記事項
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第３項　安全な暮らしの確保(元気プランＰ50～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

－

・地震等の災害発生時に避難行動要支援者が
安全・確実に避難できる体制を確保するた
め，「災害時要援護者支援ガイドライン」を
改訂した「宮城県避難行動要支援者等に対す
る支援ガイドライン」の周知・啓発を通じ
て，市町村の取組を支援する。

・「宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドライ
ン」に基づき，市町村に対する指導助言等の支援を行った
ほか，全市町村を対象に，避難行動要支援者名簿，全体計
画及び個別計画の作成状況の調査を実施し，市町村の状況
把握に努めた。また，平成30年11月から12月にかけて全市
町村からヒアリングを行い，個別計画の作成に取り組む上
での課題などの聞き取りを行い，個別計画の作成をより推
進するよう，関係者に対して普及啓発を行った。

保健福祉総務
課

－

・地震等の災害発生時に避難行動要支援者が
安全・確実に避難できる体制を確保するた
め，「災害時要援護者支援ガイドライン」を
改訂した「宮城県避難行動要支援者等に対す
る支援ガイドライン」の周知・啓発を通じ
て，市町村の取組を支援する。

・「宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドライ
ン」に基づき，市町村に対する指導助言等の支援を行った
ほか，全市町村を対象に，避難行動要支援者名簿，全体計
画及び個別計画の作成状況の調査を実施し，市町村の状況
把握に努めた。また，令和元年台風19号の際，市町村から
避難行動支援の状況についてヒアリングし，課題等の把握
に努めた。

保健福祉総務
課

36,498

・S56.5以前の旧建築基準法の下で建築され
た木造戸建て住宅の耐震化を促進するため，
耐震診断・耐震改修工事に対する助成や普及
啓発等により耐震化を促進する。

耐震相談窓口を開設((一社)宮城県建築士事務所協会に業務
委託)
普及啓発パンフレットを作成し市町村等と協力し配布
耐震診断：29市町村で実施(369件交付決定，369件実施)
耐震改修：19市町村で実施(99件交付決定，94件実施)

建築宅地課

41,181

・S56.5以前の旧建築基準法の下で建築され
た木造戸建て住宅の耐震化を促進するため，
耐震診断・耐震改修工事に対する助成や普及
啓発等により耐震化を促進する。

耐震相談窓口を開設((一社)宮城県建築士事務所協会に業務
委託)
普及啓発パンフレットを作成し市町村等と協力し配布
耐震診断：30市町村で実施(307件交付決定，307件実施)
耐震改修：23市町村で実施(123件交付決定，123件実施)

建築宅地課

13,573

・地域で開催される安全教室等を支援するた
め，講師を派遣する。
・地域の自主的防犯活動を支援するため，安
全・安心まちづくりリーダーの養成講座を開
催する。
・地域で安全・安心まちづくり活動を行って
いる各種団体の情報共有を図り，安全・安心
まちづくり県民運動の気運醸成のため，県民
大会等を開催する。
・防犯のため等のリーフレットの作成および
配布をする。
・防犯指針の普及・啓発を図るため，社会福
祉施設での不審者対応訓練，地域ネットワー
クフォーラム，大規模小売店舗の安全対策へ
の助言を実施する。

・地域安全教室への講師派遣(11回)
・防犯リーダー養成講座の開催(2回　約60名)
・気運醸成のためのフォーラム等の開催(2回 来場者合計約
640名)
・リーフレットの作成(3種類)
・不審者対応訓練の実施（高齢者福祉施設，児童福祉施
設）
・地域ネットワークフォーラムの開催（2回）
・大規模小売店舗の安全対策への助言（1店舗）

共同参画社会
推進課

・地域で開催される安全教室等を支援するた
め，講師を派遣する。
・地域の自主的防犯活動を支援するため，安
全・安心まちづくりリーダーの養成講座を開
催する。
・地域で安全・安心まちづくり活動を行って
いる各種団体の情報共有を図り，安全・安心
まちづくり県民運動の気運醸成のため，県民
大会等を開催する。
・防犯のため等のリーフレット等の作成およ
び配布をする。
・防犯指針の普及・啓発を図るため，地域
ネットワークフォーラムを実施する。

・地域安全教室への講師派遣(21回)
（うち不審者対応訓練（障害者福祉施設）１回含む）
・防犯リーダー養成講座の開催(2回 46名)
・気運醸成のためのフォーラム等の開催(2回 来場者合計約
550名)
・リーフレット等の作成(4種類)
・地域ネットワークフォーラムの開催（2回 87名）

共同参画社会
推進課

担当

1
　
大
規
模
災
害
へ
の
備
え

H19年度～
安全・安心まちづく
り推進事業

県，市町
村，すばら
しいみやぎ
を創る協議

会

事業名 事業期間 事業主体

避難行動要支援者等
支援ガイドラインの
活用【再掲】

木造住宅等震災対策
事業

H18年度～

H15年度～
R2年度

県

市町村

現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 特記事項

・事業を開始したH19年度以降，県内の刑法犯
認知件数は，一貫して減少しており，令和元年
の宮城県刑法犯認知件数は12,979件と前年に比
べ，マイナス776件となったが，子ども・女性
に対する声かけ事案や，ストーカーDV事案のほ
か，特殊詐欺などの犯罪被害の発生防止向けた
取組も進めていく必要がある。
・安全・安心まちづくり条例に基づき，H29.3
に策定した「安全・安心まちづくり基本計画
(第3期)」の下に事業を実施し，上記の課題等
への対応を推進している。
・H19.4には，県内市町村で安全・安心まちづ
くりに関する条例を制定していたのは15市町村
のみであったが，H27.4には全35市町村におい
て条例が制定されている。今後も引き続き住民
に最も身近な基礎自治体である市町村ととも
に，県警などの関係機関と連携を図りながら，
安全・安心まちづくりの気運を高めていく必要
がある。

②継続
・「犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり条
例」の基本理念を踏まえ，現在実施している事
業を発展させていく。

・H25.6に改正された災害対策基本法により，
各市町村における避難行動要支援者名簿の作成
等が義務付けられた。
・また，福祉避難所の指定等についても，一定
の基準を満たす施設を指定することが規定され
た。
・これらを踏まえ，国は取組指針や取組指針に
基づいたガイドラインを示し，各市町村におけ
る全国統一的な取組みを求めている。
・各市町村において，取組みを進める必要があ
ることから，県においても市町村に対する取組
支援が必要である。

②継続
・H25.12に策定した「宮城県避難行動要支援者
等に対する支援ガイドライン」について，国か
ら出されたガイドラインを考慮したうえで，必
要に応じて内容の見直しを検討する。また，市
町村担当者会議等を通じて，先進的な事例の提
供を行うなど市町村の取組を継続して支援して
いく。

旧耐震住宅に住
む世帯の内，高
齢者が家計を支
えている世帯が
56％を占めてお
り(H25年住宅土
地統計調査よ
り)，丁寧な説明
が必要と考えら
れることから，
市町村と協力
し，該当住宅を
訪問し耐震化に
ついて説明する
など，対策に努
めている。
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②継続
・「宮城県耐震改修促進計画」に掲げたR2年度
末までに，木造住宅の耐震化率を95％以上とす
る目標の達成に向け，耐震化促進を継続的に
図っていく。

・東日本大震災に耐えた安心感及び所有者の高
齢化から，東日本大震災以降，助成件数が減少
傾向にある。
・事業促進の課題としては，以下のとおり。
　住宅所有者に耐震化の必要性を十分に伝えら
れていない。
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第３項　安全な暮らしの確保(元気プランＰ50～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 特記事項

－

・防犯ボランティア団体に対する活動支援や
青色防犯パトロール車の普及促進を図るほ
か，特殊詐欺等各種犯罪被害防止のための防
犯教室・講習会の開催，みやぎSecurityメー
ルを始めとする地域安全情報の発信活動を推
進する。

・防犯教室・講習会の開催(各署)
・みやぎSecurityメール，地域安全ニュースによる情報発
信(各署)
・特殊詐欺注意報制度の運用

警察本部生活
安全企画課

－

同上 ・防犯ボランティア団体間の情報共有や活動の活性化を目
的とした全国地域安全運動宮城県大会の開催
・効果的なボランティア活動が行われるよう積極的な情報
提供や防犯知識の提供等の活動支援を実施
・青色回転灯を装着した防犯パトロール車の普及促進,及び
同防犯パトロール団体等構成員に対する研修会の実施
・各警察署における高齢者を対象とした防犯講話等の実施
・広報誌,県警ホームページ,みやぎSecurityメール等各種
媒体を活用した情報発信の実施

警察本部生活
安全企画課

72,379

・在宅の認知症高齢者や知的障害・精神障害
等のある方で，自己決定能力の低下により日
常生活に不安を持つ方に，本人との契約に基
づき，有料で，福祉サービスの利用援助，金
銭管理等を実施し，住みなれた地域で安心し
て自立した生活ができるようにサポートを行
う。

○一般相談・権利擁護のための取組等
・支部(仙南，仙台，大崎，栗原，登米，石巻及び気仙沼・
本吉の計7ヶ所)の専門員が相談に応じ，本部と連携して適
切な解決支援策を検討した。
・法律問題については，弁護士同席の専門相談を県内各地
で定期的に開催した(予約制)。
○契約による援助サービスの提供
・宮城県社会福祉協議会と契約を締結した方に対し，生活
支援員が専門員と連携し援助活動を行った。
・福祉サービス利用援助サービス及び日常的金銭管理サー
ビス
・財産預かりサービス

社会福祉課

72,113
同上 同上 社会福祉課

14,595

・高齢者本人及びその家族の福祉の増進を図
るため，専門家による専門相談（保健，医
療，法律）や巡回相談等を行う。
・市町村，地域包括支援センター等の支援の
ための情報提供等を行う。

・相談件数
　専門相談 　486件(うち巡回相談　27件)
　一般相談   1,440件
　　　　計 1,926件

長寿社会政策
課企画推進班

15,127

・高齢者本人及びその家族の福祉の増進を図
るため，専門家による専門相談（保健，医
療，法律）や巡回相談等を行う。
・市町村，地域包括支援センター等の支援の
ための情報提供等を行う。

・相談件数
　専門相談 　484件(うち巡回相談　19件)
　一般相談   1,886件
　　　　計 2,370件

長寿社会政策
課企画推進班

558

・地域包括支援センターの適切な運営が図ら
れるよう支援するため，センター職員等に対
する研修を実施する。

①地域包括支援センター職員研修事業
(1)地域包括支援センター職員基礎研修<4/19，4/27，5/24
実施済>
(2)地域包括支援センター職員課題別研修<12/14実施済>

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

－ － －

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

87,847

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(30回，延べ1,200人受講)
・被災者支援情報誌を毎月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

79,197

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(13回，延べ389人受講)
・被災者支援情報誌を隔月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

日常生活自立支援事
業

－地域安全活動

地域包括支援セン
ター職員等研修事業
【再掲】

宮城県高齢者総合相
談センター運営事業
【再掲】

県

地域支え合い体制づ
くり事業【再掲】

県

宮城県社会
福祉協議会

S63年度～

県

H23年度～

H11年度～

県

H17年度～H30
年度

・災害公営住宅又は集団移転地への転居が進
み，地域包括ケア体制の構築につながる，地域
での支え合い体制構築への支援が必要である。

②廃止
・R2年度をもって本事業を廃止し，生活支援
サービス開発支援事業に統合する。仮設住宅サ
ポートセンターへの支援で得た知見を活用し，
被災者を含む地域での支え合い体制づくりのた
め，市町社会福祉協議会や地域包括センターを
中心とした支援体制の強化を図る。

・地域包括支援センターは，地域包括ケアシス
テムの推進主体の一つとして，今後も大きな役
割を担うことが期待されているため，総合相談
事業や権利擁護事業等を十分かつ円滑に遂行で
きる体制の整備が必要である。

④廃止

平成30年度をもって本事業を廃止し，実施して
いる研修会に関しては，地域包括支援センター
機能強化事業の一部として継続実施する。

・防犯ボランティア構成員の高齢化や後継者の
不在
・高水準で推移している特殊詐欺被害の約７割
が高齢者である。

・より地域に密着した形で，利用者へのサービ
スを提供するため，宮城県社協は，基幹型社協
(圏域毎に主体となって事業を行う市町村社協)
への事業委託を進めている。(R2.3.31現在，栗
原圏域は栗原市社協，登米圏域は登米市社協，
石巻圏域は石巻市社協，気仙沼圏域は気仙沼市
社協が基幹的社協として事業委託を受けてい
る)
しかし，一部の圏域においては，圏域内の調整
が難航する等の理由により，事業委託が遅れて
いる。

②継続
・行政機関や地域包括支援センター，相談支援
事業所，医療機関との連携により，住みなれた
地域で安心して自立した生活ができるようにサ
ポートを行う。

④廃止
・令和２年度をもって廃止とする。
・市町村への地域包括支援センターの設置が進
み，市町村における高齢者の相談や支援体制が
構築されたことから，県が相談窓口を設置する
必要性は薄れてきている。
・また，仙台市内には類似機関である「仙台市
シルバーセンター総合相談センター」が設置さ
れているとともに，県内には弁護士や医師が無
料で相談に応じる相談機関もあることから，代
替機関も整備されていると考えられる。

・利用者の約７割が再利用者。
・相談件数の約半数は仙台市内からの相談であ
り，地域による相談件数に差が見られる。
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②継続
・地域全体の防犯への意識付けや幅広い世代に
対して防犯ボランティアへの参加促進
・あらゆる広報媒体を活用した地域安全情報の
発信活動の推進
・迷惑電話防止機能を有する機器の普及推進,家
族や高齢者と接する機会の多い関係機関や団体
等と連携した高齢者を特殊詐欺被害から守る対
策の推進

18 ページ



第１章　みんなで支え合う地域づくり
第３項　安全な暮らしの確保(元気プランＰ50～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 特記事項

12,548

・啓発の実施
・消費生活出前講座開催
・消費生活情報の収集提供
・消費生活に関する展示・教育

各種講座への講師派遣58回，受講者数3,893人
(うち高齢者対象34回，1,455人)
(消費生活センターのみ)

消費生活・文
化課

7,607

同上 各種講座への講師派遣66回，受講者数3,106人
(うち高齢者対象38回，979人)
(消費生活センターのみ)

消費生活・文
化課

959,452

被災者の安定的な日常生活の確保や心身の健康の
維持向上，被災者支援から地域福祉活動への移行
に向けた取組の推進を図るため，下記事業を実施
する市町村等の実施主体に対して補助する。
１　被災者見守り・相談支援事業
・災害公営住宅等での被災者の見守り・相談支援
・「被災者生活支援調整会議」の開催
・被災者支援従事者の資質向上等
・その他被災者の安定的な日常生活の確保に資す
るものとして必要と認められる事業
２　コミュニティ形成支援事業
災害公営住宅等において，住民同士のコミュニ
ティ形成や，既存の地域コミュニティとの融合な
ど，住宅移転後の円滑なコミュニティ形成を図る

7市町、社会福祉協議会3団体、その他ＮＰＯ等2団体に対し
て補助を行った。

社会福祉課

735,627

同上 同上 社会福祉課

－

・住宅火災による死者の発生防止のため,住
宅用火災警報器の普及を促進する。

・各消防機関と協力し，春・秋季火災予防運動時に設置及
び維持管理について住宅訪問及び街頭啓発を実施。

消防課

－
同上 同上 消防課

66,058

・消費生活センター及び県民サービスセンターに
おける
消費生活相談員による消費生活相談の実施
消費生活相談員への法律相談支援及び資質向上
消費者教育及び啓発の実施(県民ＳＣ)
消費生活相談に係る情報収集及び提供(県民ＳＣ)

県受付相談件数7,616件
(うち60歳以上2,832件37.1％)

消費生活・文
化課

66,530

同上 県受付相談件数7,686件
(うち60歳以上2,535件32.9％)

消費生活・文
化課

－

・高齢者被害に係る悪質商法や利殖勧誘事犯
の取締りと，県内各警察署における各種会
議，会合及び自治体の広報誌やマスコミ等の
広報媒体を活用した広報啓発活動

自治体の広報誌，ラジオ，ケーブルテレビ活用の被害防止
広報，各警察署における高齢者対象の防犯研修会等

警察本部生活
環境課

－
同上 同上 警察本部生活

環境課

1,279

スプリンクラー設備等が未整備となっている
既存施設に対する当該交付金の活用につい
て，各市町村に対して周知する等の支援を行
う。

県内全域(仙台市を含む。)
H30年度　交付決定　6事業所

長寿社会政策
課施設支援班

2,387

大規模停電時に医療的配慮が必要な入所者の
安全を確保するための非常用自家発電設備整
備を行う。また，各市町村に対して周知する
等の支援を行う。

県内全域（仙台市を除く。）
R1年度　 交付決定　2事業所（1事業所はR2年度に繰越）

長寿社会政策
課施設支援班

消費生活相談事業

被災地域福祉推進事
業

H28年度～

－消費者啓発事業

・事業の内容が県民に周知されつつあり，順調
に啓発が図られてきた。
・H28年度より「宮城県消費者施策推進基本計
画(第3期)」及び「宮城県消費者教育推進計
画」が施行され，関係機関との連携・協働によ
る効率的かつ効果的な消費者教育の推進が求め
られている。

②継続
・「宮城県消費者施策推進基本計画」及び「宮
城県消費者教育推進計画」に基づき，引き続き
関係機関と連携し，啓発の機会充実や消費生活
サポーターの活用を図りながら，効率的・効果
的な消費者教育の推進に努める。

②継続
　被災者支援事業地域における支え合いへの移
行に向けた取組を進めていく一方，コミュニ
ティの再構築などの被災者支援事業の取組を継
続することが求められている地域について，ど
のような事情によりどの程度の期間継続するこ
とが求められているのかを、個別に把握する必
要がある。
　県としては各市町において必要とされる支援
施策を具体的な根拠を持って検討していく必要
があるため，被災市町の継続的な状況調査や意
向把握を行っていく。

－

県

県

県

県

　災害公営住宅等の移転が進んだものの，生活
環境の変化や高齢独居世帯の増加など，被災者
の孤立や，生活課題の深刻化が懸念されてい
る。被災者の安定的な日常生活確保や孤立防止
のため，見守りや相談活動，住民同士の交流機
会の提供等を行う各団体の取り組みを支援しな
がら，地域住民による支え合い活動への移行を
推進し，地域コミュニティの再構築を図ってい
く。地域コミュニティの再構築には，なお年月
を要する地域もあることから，復興の進捗に応
じた支援を継続する必要がある。

・センターに寄せられる相談内容は，年々多様
化・高度化・複雑化しており，相談員のレベル
アップが必要である。
・高齢者の消費者被害は後を絶たず，関係機関
との連携による被害防止・早期救済が求められ
ている。
・住民に最も身近な市町村窓口の強化が求めら
れている。

②継続
・引き続き，県及び市町村の相談体制の強化に
努めるほか，関係機関とのより一層の連携強化
に努める。

2
　
地
域
ぐ
る
み
の
防
犯
・
防
災
対
策

市町村

・H30年における県内の火災総件数650件のう
ち，建物火災は369件で56.8％を占めている。
また，建物火災における死者19人全てが住宅火
災における死者となっており，そのうち65歳以
上の高齢者8人(42.1％)と高い割合になってい
る。
　引き続き，住宅火災による死者発生防止のた
め，住宅用火災警報器の普及促進を図る。

②継続
・住宅用火災警報器の設置が義務付けられてか
ら10年が経過し交換時期を迎えているため，既
に設置されている警報器の定期点検及び本体交
換についても推進していく。

地域介護・福祉空間
等整備交付金

H25年度～
R1年度

国

②継続
・商取引に不慣れな高齢者を狙って住宅リ
フォーム工事や布団等の訪問販売による特定商
取引等事犯や利殖勧誘事犯が発生していること
から，徹底した取締りを行うとともに広報啓発
活動を推進する。

悪質商法による被害
の防止

－

－住宅防火対策の推進

・この種事犯の被害者は依然として高齢者が多
いことから，これまで以上に分かりやすい広報
と情報提供を行い，被害防止のための知識と危
機感を持たせる必要がある。

・既存施設については，消防法の経過措置期間
内(H29年度末まで)のスプリンクラー設備の設
置が求められているが，交付金の活用が少ない
状況のため，一層の周知が必要と考える。ま
た，既存施設の防犯対策について，整備を行い
強化することが必要である。

②継続
・当該交付金の継続状況に合わせて対応する。

・R1.6時点におけ
る，本県の住宅用
火災警報器の設置
率が，全国2位
(91.4％)となっ
た。また，条例適
合率は全国26位
(65.0％)であっ
た。
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第１章　みんなで支え合う地域づくり
第３項　安全な暮らしの確保(元気プランＰ50～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性 成果指標 特記事項

1,475

春の交通安全県民総ぐるみ運動(4/6～4/15)
自転車安全利用推進運動(5/1～5/31)
夏の交通事故防止運動(7/21～8/10)
秋の交通安全県民総ぐるみ運動(9/21～9/30)
夕暮れ時の交通事故防止運動(10/1～1/31)
冬道の安全運転1・2・3運動(12/1～2/28)
年末の交通事故防止運動(12/1～12/31)

交通事故防止を図るため，広報啓発用ポスター・チラシを
作成し各市町村を通じて配布することにより，県民へ周
知・啓発を図った。
春・秋の交通安全県民総ぐるみ運動では，関係機関・団体
参加の下，出発式を開催し，運動の周知を図った。

総合交通対策
課

1,246

春の交通安全県民総ぐるみ運動(5/16～5/20)
自転車安全利用推進運動(5/1～5/31)
夏の交通事故防止運動(7/21～8/20)
秋の交通安全県民総ぐるみ運動(9/21～9/30)
夕暮れ時の交通事故防止運動(10/1～1/31)
冬道の安全運転1・2・3運動(12/1～2/28)
年末の交通事故防止運動(12/1～12/31)

同上 総合交通対策
課

－

・参加・体験・実践型交通安全教育の推進
・頻繁に交通事故を起こす高齢運転者に対す
る個別訪問による指導・教育の推進
・安全運転サポート車の普及に向けた広報啓
発の強化

 ・加齢による身体機能の変化を自覚させ，その特性に応じ
た運転方法や道路の横断方法等を実践させるため，交通安
全教育車及び各種シミュレータを活用した参加・体験・実
践型交通安全教育の推進
・１年間に２回以上の交通事故を起こした高齢者に対する
きめ細かな指導,教育及び自主返納制度の教示等を目的とし
た個別訪問活動の推進
・関係機関・団体と連携した体験試乗会等の開催による安
全運転サポート車の普及・浸透に向けた広報啓発の強化

警察本部交通
企画課

－

同上 ・加齢による身体機能の変化を自覚させ，その特性に応じ
た運転方法や道路の横断方法等を実践させるため，交通安
全教育車及び各種シミュレータを活用した参加・体験・実
践型交通安全教育の推進
・１年間に３回以上の交通事故を起こした高齢者に対する
きめ細かな指導,教育及び自主返納制度の教示等を目的とし
た個別訪問活動の推進
・関係機関・団体と連携した体験試乗会等の開催による安
全運転サポート車の普及・浸透に向けた広報啓発の強化

警察本部交通
企画課

767

・県内全域で高齢者宅を訪問し，反射材（リ
ストバンド）やリーフレットを配布し，交通
事故防止のための啓発・指導を行う。また，
訪問員のリーダー(交通安全母の会の会役員
等)を対象とする高齢者交通安全教育指導者
研修会を開催し，円滑・適切な世帯訪問の実
施に必要な知識の向上を図る。

全35市町村で実施し，約11,000世帯を訪問。
10/4に研修会を開催し，84人が受講。

総合交通対策
課

644

・県内全域で高齢者宅を訪問し，反射材（リ
ストバンド）やリーフレットを配布し，交通
事故防止のための啓発・指導を行う。また，
訪問員のリーダー(交通安全母の会の会役員
等)を対象とする高齢者交通安全教育指導者
研修会を開催し，円滑・適切な世帯訪問の実
施に必要な知識の向上を図る。

全35市町村で実施し，約11,000世帯を訪問。
10/4に研修会を開催し，84人が受講。

総合交通対策
課

110,301

・バリアフリー型交通安全施設の整備(エス
コートゾーンの整備，歩車分離式信号機への
改良など)を推進する。

・歩車分離式信号機への改良　10基
・視覚障害者用付加装置の整備　23基
・高齢者等感応装置の整備　20式
・ 経過時間表示付歩行者用信号灯器の整備　40灯
・照明灯付横断歩道標識の整備　10基
・エスコートゾーンの整備　600ｍ

警察本部交通
規制課

149,361

同上 ・歩車分離式信号機への改良　16基
・視覚障害者用付加装置の整備　13基
・歩行者支援装置　50式
・高齢者等感応装置の整備　10式
・経過時間表示付歩行者用信号灯器の整備　40灯
・照明灯付横断歩道標識の整備　10基
・エスコートゾーンの整備　600ｍ

警察本部交通
規制課

3
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－
バリアフリー型交通
安全施設等整備事業

高齢者交通安全ふれ
あい世帯訪問事業

四季の交通安全運動
推進事業

－

H21年度～

高齢者の交通安全対
策事業

H21年度～

・交通安全施設整備費の限られた予算範囲でバ
リアフリー型交通安全施設を整備するには限界
があり，警察庁補助金のみならず他省庁所管の
補助金，各種交付金の活用や警察所管以外の高
齢者対策関連予算の活用を含め，今後とも必要
な予算の確保に努めることが必要である。

県

県,宮城県
交通安全母
の会連合会

県,宮城県
交通安全対
策協議会

　H30は交通事故件数，死傷者数は前年からさ
らに減少傾向にあるが，死亡者数は微増してい
る。
　R1は交通事故件数,死傷者数こそ前年より減
少したものの,死亡者数は65人となり,第10次交
通安全計画の目標を達成できなかった。
 今後も，第10次交通安全計画の目標達成に向
け，県警察や市町村，関係機関・団体と一層の
連携を図りながら，より効果的な交通事故防止
の広報・啓発事業の実施に努めていく必要があ
る。

　R1の県内交通事故死者数65人のうち，65歳以
上の高齢者の死者数は22人で約3割以上を占め
ていることから，高齢者の交通事故防止を図る
ため，自治体及び交通安全関係団体等の連携に
よる取組が求められている。

県

・県内の全交通事故の発生件数及び死傷者数が
減少傾向にある中，高齢者事故については，発
生件数，死傷者数とも，ほぼ横ばいで推移して
いる。
　このため，今後，交通死亡事故の抑止を図っ
ていく上で，高齢者に対する実効の挙がるきめ
細かな指導・教育の推進が重要となってくる。

②継続
・引き続きバリアフリー型交通安全施設の整備
に努める。

②継続
・引き続き本事業を継続していく

②継続

②継続
・関係機関・団体と連携の上，実効の挙がる各
種取組の強化に努める。
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第２章　自分らしい生き方の実現
第１項　認知症の人にやさしいまちづくり（元気プランＰ５８～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

8,908

・市町村における認知症の早期発見，見守り及び適切
なケアの実施等総合的な支援体制の構築を推進し，そ
の取組成果を普及するため，認知症地域ケア推進会議
及び研修会を実施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/7開催)
②認知症地域ケア推進研修会(2/22開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/24開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

8,509

・市町村における認知症の早期発見，見守り及び適切
なケアの実施等総合的な支援体制の構築を推進し，そ
の取組成果を普及するため，認知症地域ケア推進会議
及び研修会を実施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/6開催)
②認知症地域ケア推進研修会(11/8開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/23開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,892

在宅で認知症高齢者等を介護する家族の悩みに応じた
り，介護負担等を軽減するために，介護経験者等が電
話相談や，家族交流会の開催などを実施する。

○電話相談
　251件（延べ件数）
○家族交流会の開催，家族会立ち上げ支援など
　9回実施，223人参加

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,920

在宅で認知症高齢者等を介護する家族の悩みに応じた
り，介護負担等を軽減するために，介護経験者等が電
話相談や，家族交流会の開催などを実施する。

○電話相談
　302件（延べ件数）
○家族交流会の開催，家族会立ち上げ支援など
　8回実施，185人参加

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

担当成果指標 特記事項

②継続
・今後も，認知症高齢者等とその家族が住み
慣れた地域でより安心して暮らせるよう，市
町村及び関係団体等の取組等を支援する。
・市町村及び関係団体等とともに「認知症施
策推進総合戦略(新オレンジプラン)」を推進
する。

・高齢者の増加に伴い認知症の人は増加することが
見込まれることから，認知症の人とその家族が安心
して暮らしていける支援体制の構築を推進する。

認知症サポーター
数
230,000人(R2年度
末まで)

現状認識(事業推進上の課題等)事業名 事業期間

認知症地域ケア推進
事業【再掲】

R2年度以降の方向性事業主体

認知症高齢者介護家
族支援事業【再掲】

②継続

1
　
認
知
症
の
人
が
自
分
ら
し
く
過
ご
せ
る
社
会
づ
く
り

多くの県民への相談事業活用促進を図るため，周知
を充実させる必要がある。(各市町村へのチラシ配
布・県広報紙への掲載・ラジオ放送等)

H19年度～

県(認知症
の人と家族
の会宮城県
支部及び医
療法人社団
清山会に一
部委託）

H8年度～

県(認知症
と家族の会
宮城県支部
に委託)
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第２章　自分らしい生き方の実現
第１項　認知症の人にやさしいまちづくり（元気プランＰ５８～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当成果指標 特記事項現状認識(事業推進上の課題等)事業名 事業期間 R2年度以降の方向性事業主体

4,597

①認知症地域初期集中支援チーム員情報交換会
　チーム員の資質向上，活動支援を目的とする。
②認知症地域支援推進員情報交換会
　推進員の資質向上，活動支援を目的とする。
③認知症初期集中支援チーム員研修
　市町村が設置するチームの研修受講料の負担。
④認知症地域支援推進員研修
　市町村が設置する推進員の研修受講料の負担。
⑤認知症初期自立支援相談研修
　医療機関の相談員等を対象として，地域資源への繋
ぎ方等を円滑にするための研修を実施。（医療法人社
団清山会に委託）

①H31.1.22開催
②H31.1.22開催
③25名受講
④59名受講
⑤1回開催

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

5,577

①認知症地域初期集中支援チーム員情報交換会
　チーム員の資質向上，活動支援を目的とする。
②認知症地域支援推進員情報交換会
　推進員の資質向上，活動支援を目的とする。
③認知症初期集中支援チーム員研修
　市町村が設置するチームの研修受講料の負担。
④認知症地域支援推進員研修
　市町村が設置する推進員の研修受講料の負担。
⑤認知症初期自立支援相談研修
　医療機関の相談員等を対象として，地域資源への繋
ぎ方等を円滑にするための研修を実施。（医療法人社
団清山会に委託）

①・②R2.2.25開催。
③30名受講
④61名受講
⑤2回開催

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

認知症地域支援研修
事業

２
　
早
期
発
見
・
早
期
対
応
の
促
進 H27年度～

　認知症の早期発見・早期対応を促進するととも
に，地域での連携体制を構築することが求められる
ほか，市町村が行う地域支援事業の支援が必要であ
る。

②継続
早期発見・早期対応に向けた体制づくりを進
めるほか，認知症を正しく理解し，住み慣れ
た地域で暮らし続けることができる支援体制
の構築を進める。

県（医療法
人社団清山
会に一部委

託）

22 ページ



第２章　自分らしい生き方の実現
第１項　認知症の人にやさしいまちづくり（元気プランＰ５８～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当成果指標 特記事項現状認識(事業推進上の課題等)事業名 事業期間 R2年度以降の方向性事業主体

31,891
※国庫補助事業

(認知症疾患医療
センター運営)及
び地域医療介護総
合確保基金事業

(介護分，認知症
サポート医養成な

ど)を合算した
額。

①認知症サポート医養成研修
　国が実施する研修に派遣し，かかりつけ医や地域包
括支援センター職員等に対する認知症ケアの助言・調
整役，かかりつけ医認知症対応力向上研修の講師とな
る医師(認知症サポート医)を養成。(国立長寿医療研究
センターに委託)
②認知症サポート医フォローアップ研修
　認知症の地域医療支援体制の構築において，中心的
な役割が期待される認知症サポート医の機能充実及び
連携強化等を目的に研修を開催。
③かかりつけ医認知症対応力向上研修
　診療所等の主治医(かかりつけ医)を対象に，認知症
の発症初期から状況に応じた適切な医療や支援を，認
知症の人と家族に提供するための知識・技術の向上を
目的に研修を開催。(県医師会に委託)
④病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修
　病院医療従事者を対象に，病院における手術・処置
等適切な医療と支援を，認知症の人と家族に提供する
ための知識・技術の向上を目的に研修を開催。(県医師
会に委託)
⑤歯科医師・薬剤師・看護職員認知症対応力向上研修
　歯科医師・薬剤師・看護職員を対象に，認知症の人
と家族の支援に必要な知識・技術の向上を目的に研修
を開催。(県歯科医師会・県薬剤師会・県看護協会に委
託)
⑥認知症疾患医療センターの指定，運営補助
　認知症医療相談，鑑別診断，急性期医療，身体合併
症対応，人材育成及び地域連携を一体的に行う医療機
関をセンターに指定し，運営費を補助。
⑦仙台市への補助
　仙台市が認知症サポート医養成研修や病院勤務医療
従事者研修を実施する費用を一部補助。

①5名受講
②H31.3.12開催(仙台市と共催)
③4回開催
④7回開催
⑤歯科医師・薬剤師　各1回開催
　看護職員　4回開催
⑥地域型(6)H23三峰病院(気仙沼市)，H25こだまホスピタル
(石巻市)，H26仙南サナトリウム(白石市)，H27 旭山病院，
こころのﾎｽﾋﾟﾀﾙ・古川ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ(いずれも大崎市)，H28南
浜中央病院(岩沼市・H28.8.1指定)
　診療所型(1)H27坂総合クリニック
⑦認知症サポート医1名養成

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

31,996

①認知症サポート医養成研修
　国が実施する研修に派遣し，かかりつけ医や地域包
括支援センター職員等に対する認知症ケアの助言・調
整役，かかりつけ医認知症対応力向上研修の講師とな
る医師(認知症サポート医)を養成。(国立長寿医療研究
センターに委託)
②認知症サポート医フォローアップ研修
　認知症の地域医療支援体制の構築において，中心的
な役割が期待される認知症サポート医の機能充実及び
連携強化等を目的に研修を開催。
③かかりつけ医認知症対応力向上研修
　診療所等の主治医(かかりつけ医)を対象に，認知症
の発症初期から状況に応じた適切な医療や支援を，認
知症の人と家族に提供するための知識・技術の向上を
目的に研修を開催。(県医師会に委託)
④病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修
　病院医療従事者を対象に，病院における手術・処置
等適切な医療と支援を，認知症の人と家族に提供する
ための知識・技術の向上を目的に研修を開催。(県医師
会に委託)
⑤歯科医師・薬剤師・看護職員認知症対応力向上研修
　歯科医師・薬剤師・看護職員を対象に，認知症の人
と家族の支援に必要な知識・技術の向上を目的に研修
を開催。(県歯科医師会・県薬剤師会・県看護協会に委
託)
⑥認知症疾患医療センターの指定，運営補助
　認知症医療相談，鑑別診断，急性期医療，身体合併
症対応，人材育成及び地域連携を一体的に行う医療機
関をセンターに指定し，運営費を補助。
⑦仙台市への補助
　仙台市が認知症サポート医養成研修や病院勤務医療
従事者研修を実施する費用を一部補助。

①6名受講
③4回開催
④4回開催
⑤歯科医師・薬剤師　各1回開催
　看護職員　4回開催
⑤地域型(6)H23三峰病院(気仙沼市)，H25こだまホスピタル
(石巻市)，H26仙南サナトリウム(白石市)，H27 旭山病院，
こころのﾎｽﾋﾟﾀﾙ・古川ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ(いずれも大崎市)，H28南
浜中央病院(岩沼市・H28.8.1指定)
　診療所型(1)H27坂総合クリニック
⑥認知症サポート医1名養成

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

　認知症の早期発見・早期対応を促進するととも
に，地域での連携体制を構築することが求められて
おり，地域医療支援の継続が必要である。

②継続
早期発見・早期対応に向けた体制づくりを進
めるほか，住み慣れた地域で安心して暮らし
続けることができる支援体制の構築を進め
る。

H17年度～
認知症地域医療支援
事業

２
　
早
期
発
見
・
早
期
対
応
の
促
進

県(国立長
寿医療研究
センター及
び宮城県医
師会等に一
部委託)
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第２章　自分らしい生き方の実現
第１項　認知症の人にやさしいまちづくり（元気プランＰ５８～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当成果指標 特記事項現状認識(事業推進上の課題等)事業名 事業期間 R2年度以降の方向性事業主体

8,908

・市町村における認知症の早期発見，見守り及び適切
なケアの実施等総合的な支援体制の構築を推進し，そ
の取組成果を普及するため，認知症地域ケア推進会議
及び研修会を実施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/7開催)
②認知症地域ケア推進研修会(2/22開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/24開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

8,509

・市町村における認知症の早期発見，見守り及び適切
なケアの実施等総合的な支援体制の構築を推進し，そ
の取組成果を普及するため，認知症地域ケア推進会議
及び研修会を実施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/6開催)
②認知症地域ケア推進研修会(11/8開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/23開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

4,597

①認知症地域初期集中支援チーム員情報交換会
　チーム員の資質向上，活動支援を目的とする。
②認知症地域支援推進員情報交換会
　推進員の資質向上，活動支援を目的とする。
③認知症初期集中支援チーム員研修
　市町村が設置するチームの研修受講料の負担。
④認知症地域支援推進員研修
　市町村が設置する推進員の研修受講料の負担。
⑤認知症初期自立支援相談研修
　医療機関の相談員等を対象として，地域資源への繋
ぎ方等を円滑にするための研修を実施。（医療法人社
団清山会に委託）

①H31.1.22開催
②H31.1.22開催
③25名受講
④59名受講
⑤1回開催

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

5,577

①認知症地域初期集中支援チーム員情報交換会
　チーム員の資質向上，活動支援を目的とする。
②認知症地域支援推進員情報交換会
　推進員の資質向上，活動支援を目的とする。
③認知症初期集中支援チーム員研修
　市町村が設置するチームの研修受講料の負担。
④認知症地域支援推進員研修
　市町村が設置する推進員の研修受講料の負担。
⑤認知症初期自立支援相談研修
　医療機関の相談員等を対象として，地域資源への繋
ぎ方等を円滑にするための研修を実施。（医療法人社
団清山会に委託）

①・②R2.2.25開催。
③30名受講
④61名受講
⑤2回開催

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

H19年度～
認知症地域ケア推進
事業【再掲】

認知症地域支援研修
事業【再掲】

H27年度～

　認知症の早期発見・早期対応を促進するととも
に，地域での連携体制を構築することが求められる
ほか，市町村が行う地域支援事業の支援が必要であ
る。

・高齢者の増加に伴い認知症の人は増加することが
見込まれることから，認知症の人とその家族が安心
して暮らしていける支援体制の構築を推進する。

②継続
・今後も，認知症高齢者等とその家族が住み
慣れた地域でより安心して暮らせるよう，市
町村及び関係団体等の取組等を支援する。
・市町村及び関係団体等とともに「認知症施
策推進総合戦略(新オレンジプラン)」を推進
する。

認知症サポーター
数
230,000人(R2年度
末まで)

②継続
早期発見・早期対応に向けた体制づくりを進
めるほか，認知症を正しく理解し，住み慣れ
た地域で暮らし続けることができる支援体制
の構築を進める。

３
　
認
知
症
に
適
切
に
対
応
す
る
地
域
づ
く
り

県(認知症
の人と家族
の会宮城県
支部及び医
療法人社団
清山会に一
部委託）

県（医療法
人社団清山
会に一部委

託）

24 ページ



第２章　自分らしい生き方の実現
第１項　認知症の人にやさしいまちづくり（元気プランＰ５８～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当成果指標 特記事項現状認識(事業推進上の課題等)事業名 事業期間 R2年度以降の方向性事業主体

6,324

認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため
に，高齢者介護の指導的立場にある者や介護実務者に
対し，認知症介護に関する研修を実施することによ
り，認知症介護の専門職員を養成する。

○認知症介護基礎研修(48人)
○認知症介護実践者研修（225人）
○認知介護実践リーダー研修（46人）
○認知症指導者養成研修（1人）
○認知症介護指導者フォローアップ研修(3人)
○認知症対応型サービス事業管理者研修(44人)
○認知症対応型サービス事業開設者研修(2人)
○小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修(15人)

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

6,010

認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため
に，高齢者介護の指導的立場にある者や介護実務者に
対し，認知症介護に関する研修を実施することによ
り，認知症介護の専門職員を養成する。

○認知症介護基礎研修(62人)
○認知症介護実践者研修（145人）
○認知介護実践リーダー研修（47人）
○認知症指導者養成研修（2人）
○認知症介護指導者フォローアップ研修(1人)
○認知症対応型サービス事業管理者研修(38人)
○認知症対応型サービス事業開設者研修(5人)
○小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修(15人)

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

8,908

・市町村における認知症の早期発見，見守り及び適切
なケアの実施等総合的な支援体制の構築を推進し，そ
の取組成果を普及するため，認知症地域ケア推進会議
及び研修会を実施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/7開催)
②認知症地域ケア推進研修会(2/22開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/24開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

8,509

・市町村における認知症の早期発見，見守り及び適切
なケアの実施等総合的な支援体制の構築を推進し，そ
の取組成果を普及するため，認知症地域ケア推進会議
及び研修会を実施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/6開催)
②認知症地域ケア推進研修会(11/8開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/23開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

13,061

・生きがい・健康づくり，介護予防の一環として，老
人クラブ及び市町村老人クラブ連合会が行う事業を支
援する。
・高齢者福祉の向上及び元気な高齢者の社会参加を促
進するため地域で活動する核となる人材の養成・確保
を行う。

・高齢者が相互に支援し合う地域社会システムを構築する
ため，県内６地区をモデル地区に指定し，友愛訪問活動の
普及やリーダー研修会を開催した。
・高齢者の社会貢献活動を促進するため，県内全ての市町
村(仙台市を除く)において認知症サポーター養成講座を開
催した。
・高齢期の健康づくり，介護予防活動を一層促進するた
め，地域の高齢者リーダーを対象に研修会を開催した。

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

12,973

・生きがい・健康づくり，介護予防の一環として，老
人クラブ及び市町村老人クラブ連合会が行う事業を支
援する。
・高齢者福祉の向上及び元気な高齢者の社会参加を促
進するため地域で活動する核となる人材の養成・確保
を行う。

・高齢者が相互に支援し合う地域社会システムを構築する
ため，県内６地区をモデル地区に指定し，友愛訪問活動の
普及やリーダー研修会を開催した。
・高齢者の社会貢献活動を促進するため，6市町において認
知症サポーター養成講座を開催した。
・高齢期の健康づくり，介護予防活動を一層促進するた
め，地域の高齢者リーダーを対象に研修会を開催した。

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

県(認知症
介護研究・
研修仙台セ
ンター，宮
城県社会福
祉協議会に

委託)
仙台市(認
知症介護研
究・研修仙
台セン

ター，宮城
県社会福祉
協議会，仙
台市健康福
祉事業団に

委託)

老人クラブ活動育成
事業【再掲】

S57年度～

県(宮城県
老人クラブ
連合会へ補

助)

＜新オレンジプラン
目標＞
○認知症介護指導者
養成者数H29～R2養
成数15人/4年間
○認知症介護実践
リーダー研修受講者
数R2目標数　952人
○認知症介護実践者
研修受講者数R2目標
数5,712人

②継続
・今後も，認知症高齢者等とその家族が住み
慣れた地域でより安心して暮らせるよう，市
町村及び関係団体等の取組等を支援する。
・市町村及び関係団体等とともに「認知症施
策推進総合戦略(新オレンジプラン)」を推進
する。

認知症サポーター
数
230,000人(R2年度
末まで)

県(認知症
の人と家族
の会宮城県
支部及び医
療法人社団
清山会に一
部委託）

４
　
認
知
症
ケ
ア
を
担
う
人
づ
く
り
と
正
し
い
理
解
の
促
進

・老人クラブの会員数が減少傾向にあり，入会者増
に一層の努力が必要である。
・友愛訪問活動や健康づくり，介護予防活動におい
て実績を上げている。
・認知症サポーター養成講座を市町村老人クラブの
会員を対象に開催しており，認知症の理解促進に効
果を上げている。

認知症介護実務者総
合研修事業

認知症地域ケア推進
事業【再掲】

H19年度～

・高齢者の増加に伴い認知症の人は増加することが
見込まれることから，認知症の人とその家族が安心
して暮らしていける支援体制の構築を推進する。

H12年度～

今後，増加が見込まれている認知症高齢者に対応す
るため，認知症介護の専門職員を養成し，認知症介
護技術の向上を図る必要性がますます高まっている
が，高齢者介護施設や事業所職員が幅広く受講でき
る認知症介護基礎研修受講者が低調であることか
ら，事業者への周知徹底が必要である。

②継続
継続的な取り組みが必要であるため。

②継続
・各種事業を継続するとともに，普及啓発を
行う。
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第２章　自分らしい生き方の実現
第１項　認知症の人にやさしいまちづくり（元気プランＰ５８～）

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当成果指標 特記事項現状認識(事業推進上の課題等)事業名 事業期間 R2年度以降の方向性事業主体

1,892

在宅で認知症高齢者等を介護する家族の悩みに応じた
り，介護負担等を軽減するために，介護経験者等が電
話相談や，家族交流会の開催などを実施する。

○電話相談
　251件（延べ件数）
○家族交流会の開催，家族会立ち上げ支援など
　9回実施，223人参加

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,920

在宅で認知症高齢者等を介護する家族の悩みに応じた
り，介護負担等を軽減するために，介護経験者等が電
話相談や，家族交流会の開催などを実施する。

○電話相談
　302件（延べ件数）
○家族交流会の開催，家族会立ち上げ支援など
　8回実施，185人参加

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

8,908

・市町村における認知症の早期発見，見守り及び適切
なケアの実施等総合的な支援体制の構築を推進し，そ
の取組成果を普及するため，認知症地域ケア推進会議
及び研修会を実施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/7開催)
②認知症地域ケア推進研修会(2/22開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/24開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

8,509

・市町村における認知症の早期発見，見守り及び適切
なケアの実施等総合的な支援体制の構築を推進し，そ
の取組成果を普及するため，認知症地域ケア推進会議
及び研修会を実施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/6開催)
②認知症地域ケア推進研修会(11/8開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/23開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

５
　
認
知
症
介
護
家
族
へ
の
支
援

認知症高齢者介護家
族支援事業【再掲】

H8年度～

県(認知症
と家族の会
宮城県支部
に委託)

多くの県民への相談事業活用促進を図るため，周知
を充実させる必要がある。(各市町村へのチラシ配
布・県広報紙への掲載・ラジオ放送等)

②継続

認知症地域ケア推進
事業【再掲】

H19年度～

・高齢者の増加に伴い認知症の人は増加することが
見込まれることから，認知症の人とその家族が安心
して暮らしていける支援体制の構築を推進する。

②継続
・今後も，認知症高齢者等とその家族が住み
慣れた地域でより安心して暮らせるよう，市
町村及び関係団体等の取組等を支援する。
・市町村及び関係団体等とともに「認知症施
策推進総合戦略(新オレンジプラン)」を推進
する。

認知症サポーター
数
230,000人(R2年度
末まで)

県(認知症
の人と家族
の会宮城県
支部及び医
療法人社団
清山会に一
部委託）
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第２章　自分らしい生き方の実現
第２項　生きがいに満ちた生活の実現(元気プランＰ６８～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

2,516

・県内の高等学校，大学，社会教育施設，Ｎ
ＰＯ等との連携を図り，多様なニーズに対応
した生涯学習関係講座を開設するほか，生涯
学習支援者を養成する講座や，同講座修了者
を活用し学習成果の還元を図る講座を開設す
る。また，地域において中心となって活動で
きる，人材育成の講座を開設する。

・全48講座を実施，開講に当たっては市町村広報誌，ホー
ムページ掲載等により幅広く受講者を募集した。
(講座内訳)
学校等開放講座39講座，生涯学習支援者養成講座2講座，県
民大学修了生等による講座1講座，自主企画講座2講座，地
域力向上講座2講座，学びの輪講座1講座

生涯学習課

2,238

・県内の高等学校，大学，社会教育施設，Ｎ
ＰＯ等との連携を図り，多様なニーズに対応
した生涯学習関係講座を開設するほか，生涯
学習支援者を養成する講座や，同講座修了者
を活用し学習成果の還元を図る講座を開設す
る。また，地域において中心となって活動で
きる，人材育成の講座を開設する。

・全50講座を実施，開講に当たっては市町村広報誌，ホー
ムページ掲載等により幅広く受講者を募集した。
(講座内訳)
学校等開放講座42講座，生涯学習支援者養成講座1講座，県
民大学修了生等による講座1講座，自主企画講座2講座，地
域力向上講座2講座，学びの輪講座1講座

生涯学習課

0

①ひとり暮らし高齢者の安否確認や見守り活
動等を全国に先駆けて実施している団体の方
を講師に招いて講演会を開催し，市町村を始
めとする関係機関に見守り活動等の啓発を促
す。
②孤立防止関係資料を配布し，啓発に努め
る。

・県と企業とが締結した高齢者地域見守りに関する協定等
に基づき，企業が高齢者の孤立化の防止等，見守り活動に
協力することにより，高齢者が安心して自立した生活を営
めるよう支援した。

長寿社会政策
課企画推進班

0

同上 ・県と企業とが締結した高齢者地域見守りに関する協定等
に基づき，企業が高齢者の孤立化の防止等，見守り活動に
協力することにより，高齢者が安心して自立した生活を営
めるよう支援した。

長寿社会政策
課企画推進班

2,026

・生涯を通じてスポーツ・レクリエーション
に親しむきっかけづくりとなるよう，誰もが
気軽に楽しめるニュースポーツ種目を取り入
れるなどして，地域の特徴を活かしたスポー
ツイベントを実施している。(当日参加可能
な種目あり)

・県内7圏域で開催し，延べ総計23,238名の県民が参加し
た。(大会参加者数5,416名，予選会参加者数17.822名)
・アンケート結果では，「大変満足した」「まあまあ満足
した」を合わせて66.8%であった。

スポーツ健康
課

1,933

同上 ・県内7圏域で開催し，延べ総計23,481名の県民が参加し
た。(大会参加者数5,876名，予選会参加者数17.605名)
・アンケート結果から，参加者の年代は70歳以上が41％，
60歳代が15％と高齢者の参加が多かった。また，毎回参
加，ほぼ参加を合わせて53％とリピーターは多い。

スポーツ健康
課

事業名 事業期間 事業主体

みやぎ県民大学推進
事業

S60年度～ 県

成果指標R2年度以降の方向性

・自分の住む地域について学び，地域の課題解
決に取り組む実践的講座の需要が高い。高齢者
がこれまで培ってきた経験・知識を活かし，若
い世代との交流の促進や地域の学びの活性化に
つなげていくことが必要となる。

現状認識(事業推進上の課題等) 担当

高齢者孤立防止推進
事業【再掲】

H26年度～ 県

・今後の更なる高齢者人口の増加に伴い，災害
公営住宅等でのひとり暮らし高齢者，高齢者の
み世帯の方の孤立化が懸念される。
・東日本大震災の被災地以外の地域について
も，見守りを必要とするひとり暮らし高齢者及
び高齢者のみの世帯は増加傾向にある。

②継続
・災害公営住宅等におけるひとり暮らし高齢者
や高齢者のみの世帯の地域からの孤立を防止す
るため，事例検討，意識啓発，見守り協定等の
事業を継続していく。

②継続
・多くの県民が受講できるよう身近な広報媒体
を使って事業の周知を行う。また，様々な世代
が一緒に学び合い，地域活動の活性化につなが
るような講座の開設を進める。

特記事項

※H28年度か
ら「地域支
え合い体制
づくり」事
業に統合

宮城ヘルシーふるさ
とスポーツ祭開催事
業

H元年度～

②継続
・健康福祉事業や障害者スポーツ推進にも寄与
する大会となるよう，関係団体との連携を深
め，地域に根ざした大会としてさらなる定着を
図る。

・圏域で行われるレクリエーション・スポーツ
大会として定着している地域が多い。
・会場確保や日程の調整，会場となる市町村の
負担が大きいなど運営面では課題がある。
・すべての大会において気温も高く，炎天下の
開催となった。暑さ対策が必要である。

県
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第２章　自分らしい生き方の実現
第２項　生きがいに満ちた生活の実現(元気プランＰ６８～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

事業名 事業期間 事業主体 成果指標R2年度以降の方向性現状認識(事業推進上の課題等) 担当特記事項

8,908

・市町村における認知症の早期発見，見守り
及び適切なケアの実施等総合的な支援体制の
構築を推進し，その取組成果を普及するた
め，認知症地域ケア推進会議及び研修会を実
施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/7開催)
②認知症地域ケア推進研修会(2/22開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/24開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

8,509

・市町村における認知症の早期発見，見守り
及び適切なケアの実施等総合的な支援体制の
構築を推進し，その取組成果を普及するた
め，認知症地域ケア推進会議及び研修会を実
施する。

①認知症地域ケア推進会議の運営(2/6開催)
②認知症地域ケア推進研修会(11/8開催)
③認知症当事者交流会（委託：認知症の人と家族の会宮城
県支部）
④保健福祉事務所における市町村支援
⑴認知症地域ケア推進会議の運営
⑵認知症地域ケア推進研修事業
⑤若年性認知症施策総合推進事業（一部委託：医療法人社
団清山会）
⑴若年性認知症支援コーディネーター設置
⑵若年性認知症圏域意見交換会
⑶若年性認知症自立支援研修会
⑷若年性認知症理解促進・普及啓発事業
⑸若年性認知症自立支援ネットワーク会議（1/23開催）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

47,292

・老人クラブ活動のより一層の活性化を図
り，高齢者の生きがいや健康づくりを推進す
るため，老人クラブが行う社会参加活動や市
町村老人クラブ連合会が行う各種取組を支援
する。

・県内の老人クラブ(仙台市を除く)が実施する各種事業に
補助金を交付
・県内の市町村老人クラブ連合会(仙台市除く)が実施する
事業に補助金を交付

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

46,329

・老人クラブ活動のより一層の活性化を図
り，高齢者の生きがいや健康づくりを推進す
るため，老人クラブが行う社会参加活動や市
町村老人クラブ連合会が行う各種取組を支援
する。

・県内の老人クラブ(仙台市を除く)が実施する各種事業に
補助金を交付
・県内の市町村老人クラブ連合会(仙台市除く)が実施する
事業に補助金を交付

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

13,573

・地域で開催される安全教室等を支援するた
め，講師を派遣する。
・地域の自主的防犯活動を支援するため，安
全・安心まちづくりリーダーの養成講座を開
催する。
・地域で安全・安心まちづくり活動を行って
いる各種団体の情報共有を図り，安全・安心
まちづくり県民運動の気運醸成のため，県民
大会等を開催する。
・防犯のため等のリーフレットの作成および
配布をする。
・防犯指針の普及・啓発を図るため，社会福
祉施設での不審者対応訓練，地域ネットワー
クフォーラム，大規模小売店舗の安全対策へ
の助言を実施する。

・地域安全教室への講師派遣(11回)
・防犯リーダー養成講座の開催(2回　約60名)
・気運醸成のためのフォーラム等の開催(2回 来場者合計約
640名)
・リーフレットの作成(3種類)
・不審者対応訓練の実施（高齢者福祉施設，児童福祉施
設）
・地域ネットワークフォーラムの開催（2回）
・大規模小売店舗の安全対策への助言（1店舗）

共同参画社会
推進課

14,805

・地域で開催される安全教室等を支援するた
め，講師を派遣する。
・地域の自主的防犯活動を支援するため，安
全・安心まちづくりリーダーの養成講座を開
催する。
・地域で安全・安心まちづくり活動を行って
いる各種団体の情報共有を図り，安全・安心
まちづくり県民運動の気運醸成のため，県民
大会等を開催する。
・防犯のため等のリーフレット等の作成およ
び配布をする。
・防犯指針の普及・啓発を図るため，地域
ネットワークフォーラムを実施する。

・地域安全教室への講師派遣(21回)
（うち不審者対応訓練（障害者福祉施設）１回含む）
・防犯リーダー養成講座の開催(2回 46名)
・気運醸成のためのフォーラム等の開催(2回 来場者合計約
550名)
・リーフレット等の作成(4種類)
・地域ネットワークフォーラムの開催（2回 87名）

共同参画社会
推進課

②継続
・「犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり条
例」の基本理念を踏まえ，現在実施している事
業を発展させていく。

認知症地域ケア推進
事業【再掲】

H19年度～

・高齢者の増加に伴い認知症の人は増加するこ
とが見込まれることから，認知症の人とその家
族が安心して暮らしていける支援体制の構築を
推進する。

②継続
・今後も，認知症高齢者等とその家族が住み慣
れた地域でより安心して暮らせるよう，市町村
及び関係団体等の取組等を支援する。
・市町村及び関係団体等とともに「認知症施策
推進総合戦略(新オレンジプラン)」を推進す
る。

・老人クラブの会員数が減少傾向にあり，入会
者増に一層の努力が必要である。

②継続
・各種事業を継続するとともに，普及啓発を行
う。

認知症サ
ポーター数
230,000人
(R2年度末ま
で)

県(認知症
の人と家族
の会宮城県
支部及び医
療法人社団
清山会に一
部委託）

安全・安心まちづく
り推進事業【再掲】

H19年度～

県，市町
村，すばら
しいみやぎ
を創る協議

会

・事業を開始したH19年度以降，県内の刑法犯
認知件数は，一貫して減少しており，令和元年
の宮城県刑法犯認知件数は12,979件と前年に比
べ，マイナス776件となったが，子ども・女性
に対する声かけ事案や，ストーカーDV事案のほ
か，特殊詐欺などの犯罪被害の発生防止向けた
取組も進めていく必要がある。
・安全・安心まちづくり条例に基づき，H29.3
に策定した「安全・安心まちづくり基本計画
(第3期)」の下に事業を実施し，上記の課題等
への対応を推進している。
・H19.4には，県内市町村で安全・安心まちづ
くりに関する条例を制定していたのは15市町村
のみであったが，H27.4には全35市町村におい
て条例が制定されている。今後も引き続き住民
に最も身近な基礎自治体である市町村ととも
に，県警などの関係機関と連携を図りながら，
安全・安心まちづくりの気運を高めていく必要
がある。
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高齢者生活支援・生
きがい健康づくり事
業
【再掲】

H11年度～
県(市町村
へ補助)
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第２章　自分らしい生き方の実現
第２項　生きがいに満ちた生活の実現(元気プランＰ６８～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

事業名 事業期間 事業主体 成果指標R2年度以降の方向性現状認識(事業推進上の課題等) 担当特記事項

11,583

・高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を
図るとともに，高年齢者の能力を生かした活
力ある地域社会の構築に寄与するため，地域
社会に密着した，臨時的かつ短期的な仕事を
組織的に把握・提供するシルバー人材セン
ターの設立を促進し，育成指導及び援助を図
るため，シルバー人材センターの運営経費を
補助する。また，シルバー人材センターに準
ずる者の認定を行う。

・シルバー人材センター連合会に対し，運営経費の補助と
して補助金(10,580千円)を交付した。
・設立２年目の色麻町シルバー人材センターに対し，運営
経費の補助として補助金(1,000千円)を交付した。

雇用対策課

12,623

同上 ・（公社）宮城県シルバー人材センター連合会に対し，運
営経費の補助金（10,580千円）を交付
・（一社）色麻町シルバー人材センターに対し,運営経費の
補助として補助金（1,000千円）を交付
・（一社）川崎町シルバー人材センターに対し,運営経費の
補助として補助金（1,000千円）を交付

雇用対策課

8,423

・生涯スポーツ社会の実現に向けた地域ス
ポーツ環境整備のため，県民の誰もが，いつ
でも，どこでも，いつまでも，主体的にス
ポーツを楽しむことができる「総合型地域ス
ポーツクラブ」の設立と自立に向けた育成を
行う。

・平成30年5月に東松島市に「Goodすぽーつ東松島」が設立
され,設置市町村は24市町，クラブ数は51クラブとなった。
・白石市,大河原町で設立に向けた動きが見られ，継続して
設立支援を行っている。

スポーツ健康
課

7,936

同上 ・「加美ingスポーツクラブ」と「ジョイナス」が合併し，
「NPO法人かみジョイ」となり，仙台市に「A・HA仙台総合
型地域スポーツクラブ」，名取市に「総合型地域スポーツ
クラブライトハウス」，「ますだ総合スポーツクラブ」が
設立され，設置市町村は24市町，クラブ数は53クラブと
なった。
・蔵王町，南三陸町で準備団体設立済みであり，設立に向
けて支援を行っている。

スポーツ健康
課

－

・地震等の災害発生時に避難行動要支援者が
安全・確実に避難できる体制を確保するた
め，「災害時要援護者支援ガイドライン」を
改訂した「宮城県避難行動要支援者等に対す
る支援ガイドライン」の周知・啓発を通じ
て，市町村の取組を支援する。

・「宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドライ
ン」に基づき，市町村に対する指導助言等の支援を行った
ほか，全市町村を対象に，避難行動要支援者名簿，全体計
画及び個別計画の作成状況の調査を実施し，市町村の状況
把握に努めた。また，平成30年11月から12月にかけて全市
町村からヒアリングを行い，個別計画の作成に取り組む上
での課題などの聞き取りを行い，個別計画の作成をより推
進するよう，関係者に対して普及啓発を行った。

保健福祉総務
課

－

・地震等の災害発生時に避難行動要支援者が
安全・確実に避難できる体制を確保するた
め，「災害時要援護者支援ガイドライン」を
改訂した「宮城県避難行動要支援者等に対す
る支援ガイドライン」の周知・啓発を通じ
て，市町村の取組を支援する。

・「宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドライ
ン」に基づき，市町村に対する指導助言等の支援を行った
ほか，全市町村を対象に，避難行動要支援者名簿，全体計
画及び個別計画の作成状況の調査を実施し，市町村の状況
把握に努めた。また，令和元年台風19号の際，市町村から
避難行動支援の状況についてヒアリングし，課題等の把握
に努めた。

保健福祉総務
課

高年齢者雇用支援事
業【再掲】

避難行動要支援者等
支援ガイドラインの
活用
【再掲】

県

②継続
・H25.12に策定した「宮城県避難行動要支援者
等に対する支援ガイドライン」について，国か
ら出されたガイドラインを考慮したうえで，必
要に応じて内容の見直しを検討する。また，市
町村担当者会議等を通じて，先進的な事例の提
供を行うなど市町村の取組を継続して支援して
いく。

・高齢化の進展に伴い，サラリーマンとして仕
事中心の生活を送ってきた層の多くが，活動の
場を地域に移しており，これらの人が活躍でき
る環境の整備が必要となっている。

②継続
・団塊世代の定年退職の進行に伴い，定年退職
後においても働く意欲や培った経験・能力を有
する高年齢者が増加していることから，シル
バー人材センター未設置町村に対して，引き続
き設置に向けた働きかけを行っていくととも
に，今後とも，設立後３年までのシルバー人材
センター及びシルバー人材センター連合会に対
して補助を行い，高年齢者の就業機会の確保に
向けた支援を行っていく。
・シルバー人材センターに準ずる者の認定も継
続して行い，高年齢者等の多様な就業機会の確
保を図る。

・H25.6に改正された災害対策基本法により，
各市町村における避難行動要支援者名簿の作成
等が義務付けられた。
・また，福祉避難所の指定等についても，一定
の基準を満たす施設を指定することが規定され
た。
・これらを踏まえ，国は取組指針や取組指針に
基づいたガイドラインを示し，各市町村におけ
る全国統一的な取組みを求めている。
・各市町村において，取組みを進める必要があ
ることから，県においても市町村に対する取組
支援が必要である。

S55年度～

総合型地域
スポーツク
ラブの県内
全市町村へ
の設置
(R4年度末ま
で)

H18年度～

･宮城県シ
ルバー人材
センター連

合会
･市町村シ
ルバー人材
センター

広域スポーツセン
ター事業

H14年度～ 県

・特に，未設置市町村においては，生涯スポー
ツ担当者及び地域住民の「総合型地域スポーツ
クラブ」に対する理解を深め，生涯スポーツの
推進に向けた手立てとして啓発に努める必要が
ある。

②継続
・未設置市町村において，設立に向けた支援を
継続するとともに,設置済の総合型クラブに対し
て行政や地域のスポーツ関係団体との連携支援
を充実させる。
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第２章　自分らしい生き方の実現
第２項　生きがいに満ちた生活の実現(元気プランＰ６８～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

事業名 事業期間 事業主体 成果指標R2年度以降の方向性現状認識(事業推進上の課題等) 担当特記事項

110,166

・家庭・地域・学校が協働して子どもを育て
る仕組みづくりを行い，地域の教育力の向上
や活性化を図り，地域全体で子どもを育てる
環境の整備を図る。うち､放課後子ども教室
は，県内の各小学校区において，すべての児
童を対象とし，放課後や週末等に子どもたち
の安全・安心な活動拠点を設け，学習やス
ポーツ・文化活動・地域住民との交流活動等
の取組を実施することにより，子どもたちが
地域の中で，心豊かで健やかに育まれる環境
づくりを推進する。

・32市町村が補助事業として，学校支援活動，家庭教育支
援活動，地域活動，放課後子ども教室の４つの柱で事業を
実施し，地域全体で子どもを育てる体制整備の支援を行
う。
・地域住民がコーディネーターとなり，学校とボランティ
ア，地域とボランティアなど，地域の教育資源をつなぐ役
目を果たし，事業推進を図る。
・コーディネーター養成研修会の開催
協働教育コーディネーター研修会の開催
(7/5，7/6，8/7，8/9)
協働教育統括コーディネーター研修会の開催(11,26)
・協働教育の普及・啓発の研修会の開催(9月～2月)
5教育事務所で協働教育研修会を開催
・学校の地域連携担当者に対する研修会の開催
5教育事務所で地域連携担当研修会を開催
（5/30，6/8，6/18，9/19，6/13･1/24）
・21市町村71教室において放課後子ども教室を開設
　(石巻市，白石市，多賀城市，岩沼市，登米市，栗原市，
大崎市，大河原町，丸森町，亘理町，山元町，大和町，大
郷町，富谷町，大衡村，松島町，加美町，涌谷町，東松島
市，利府町，女川町)
・参画者のための各種研修会を開催
　　放課後児童クラブ職員等研修会(5/25，6/28，7/5)
　　放課後子ども教室指導者等研修会(10/26)
・宮城県放課後子ども総合プラン推進委員会の開催(6/12)
　　県内の総合的な放課後対策事業の在り方を検討する会
議を開催

生涯学習課

103,509

・家庭・地域・学校が協働して子供を育てる
仕組みづくりを行い，地域の教育力の向上や
活性化を図り，地域全体で子供を育てる環境
の整備を図る。うち､放課後子供教室は，県
内の各小学校区において，すべての児童を対
象とし，放課後や週末等に子供たちの安全・
安心な活動拠点を設け，学習やスポーツ・文
化活動・地域住民との交流活動等の取組を実
施することにより，子供たちが地域の中で，
心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進
する。

・32市町村が補助事業として，学校支援活動，家庭教育支
援活動，地域活動，放課後子ども教室の４つの柱で事業を
実施し，地域全体で子どもを育てる体制整備の支援を行
う。
・地域住民がコーディネーターとなり，学校とボランティ
ア，地域とボランティアなど，地域の教育資源をつなぐ役
目を果たし，事業推進を図る。
・コーディネーター養成研修会の開催
協働教育コーディネーター研修会の開催
(6/25，6/26，7/30，8/2)
協働教育統括コーディネーター研修会・連絡会議の開催
(12/9)
・協働教育の普及・啓発の研修会の開催(9月～2月)
5教育事務所で協働教育研修会を開催
・学校の地域連携担当者に対する研修会の開催
5教育事務所で地域連携担当研修会を開催
（6/6，6/7，6/12，6/13，9/18）
・22市町村78教室において放課後子供教室を開設
　(石巻市，白石市，多賀城市，岩沼市，登米市，栗原市，
東松島市，大崎市，富谷市，蔵王町，大河原町，丸森町，
亘理町，山元町，松島町，利府町，大和町，大郷町，大衡
村，加美町，涌谷町，女川町)
・参画者のための各種研修会を開催
　　放課後児童クラブ職員等ブロック研修会(5/20，5/31，
6/11)
　　放課後子供教室指導者等研修会・連絡会議(6/1)
・宮城県放課後子ども総合プラン推進委員会の開催(7/22)
　　県内の総合的な放課後対策事業の在り方を検討する会
議を開催

生涯学習課

44,818

・豊かで生きがいのある高齢期を実現するた
め，高齢者スポーツ・文化活動，健康づくり
活動及び地域活動を推進するための組織づく
り，高齢者の社会活動についての意識改革な
どを総合的に実施する。

・情報誌「いきいきﾗｲﾌみやぎ
　年間40万部(10万部×4回)発行
・宮城シニア美術展　(12/1～4)
　出展数245点　来場者数619人(於：県美術館)
・全国健康福祉祭選手派遣(11/3～6)　選手派遣数141名
20種目(於：長崎県)
・地域活動支援
生きがい健康づくり推進協力員の委嘱。(127名)
モデル事業の実施…県内5ヵ所で各種スポーツ大会，講演会
等を開催

長寿社会政策
課企画推進班

40,738

・豊かで生きがいのある高齢期を実現するた
め，高齢者スポーツ・文化活動，健康づくり
活動及び地域活動を推進するための組織づく
り，高齢者の社会活動についての意識改革な
どを総合的に実施する。

・情報誌「いきいきﾗｲﾌみやぎ」
　年間40万部(10万部×4回)発行
・宮城シニア美術展　(11/28～12/1)
　出展数218点　来場者数712人(於：県美術館)
・全国健康福祉祭選手派遣(11/9～12)　選手派遣数122名
18種目(於：和歌山県)
・地域活動支援
生きがい健康づくり推進協力員の委嘱。(117名)
モデル事業の実施…県内5ヵ所で各種スポーツ大会，講演会
等を開催

長寿社会政策
課企画推進班

H3年度～
明るい長寿社会づく
り推進事業

県(宮城県
社会福祉協
議会へ補

助)

・本事業については，財源の一部に特定財源が
投入されているが，近年大幅な減少があった。
そのため，補助金交付先である県社会福祉協議
会と特財収入減を見据えた事業規模となるよ
う，調整を行った。

③縮小
・令和２年度をもって，情報誌「いきいきライ
フみやぎ」の発行を停止する。

放課後子供
教室分
(54,830千
円）

R2年度まで
に県内の全
市町村に地
域学校協働
本部を設置
する。

R元年度
20市町村42
本部

地域学校協働活動推
進事業

協働教育プ
ラットフォー

ム事業
H23年度～

放課後子ども
教室推進事業
H19年度～

県，市町村

・震災により，家庭・地域・学校がともに大き
な被害を受け，未だに子供を育てる環境が損な
われている。そのため，家庭・地域・学校が相
互に連携し支え合いながら，強い絆で協働し，
子供を育てる仕組みづくりを積極的に推進して
家庭・地域の教育力の向上を図り，地域全体で
子供を育てる体制の整備を図る必要がある。

①拡大
・H29年度からプラットフォーム事業と放課後子
供教室事業を統合し,地域学校協働活動として一
体的に実施している。
・R2年度までに，県内の全市町村に地域学校協
働本部を設置することを目標として支援する。
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第２章　自分らしい生き方の実現
第２項　生きがいに満ちた生活の実現(元気プランＰ６８～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

事業名 事業期間 事業主体 成果指標R2年度以降の方向性現状認識(事業推進上の課題等) 担当特記事項

258

・子どもの教育活動を支援する個人や事業
所，団体等を「みやぎ教育応援団」として認
証・登録し，登録者の支援内容等について
「みやぎ教育応援団リスト」(人材バンク)を
作成し，ホームページ等で学校等へ情報提供
する。

○みやぎ教育応援団登録数
企業・団体等323団体，個人626人(大学教員等)
○みやぎ教育応援団支援実績(H30年度 3,099件)
○みやぎ教育応援団情報交流会の開催
(栗原7/10，県庁7/30　年2回)
　協働教育に関わる関係者のネットワーク形成を目的とし
開催

生涯学習課

134

 同上 ○みやぎ教育応援団登録数
企業・団体等343団体，個人749人(大学教員等)
○みやぎ教育応援団支援実績(R元年度 3,090件)
○みやぎ教育応援団マッチング会議の開催
(登米7/10，県庁10/30　年2回)
　協働教育に関わる関係者のネットワーク形成を目的とし
開催

生涯学習課

24,899

・組織的・継続的な高齢者の生きがい対策の
推進と地域活動指導者を養成するため「みや
ぎシニアカレッジ(宮城いきいき学園)」の運
営を支援する。

・入学式　H30.4.12開催。
・入学者数5校(仙南，大崎，石巻，気仙沼・本吉，登米・
栗原)合計で145名。
・年間を通じて月1～2回，年間22回の学習を実施。
･Ｈ31.3.31現在の在校生　合計246名(1年生119名，2年生
127名)
・卒業式をH31.3.18に開催。

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

24,291

・組織的・継続的な高齢者の生きがい対策の
推進と地域活動指導者を養成するため「みや
ぎシニアカレッジ(宮城いきいき学園)」の運
営を支援する。

・入学式　H31.4.11開催。
・入学者数5校(仙南，大崎，石巻，気仙沼・本吉，登米・
栗原)合計で130名。
・年間を通じて月1～2回，年間21回の学習を実施。
･R2.3.31の在校生　合計232名(1年生115名，2年生117名)

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

87,847

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(30回，延べ1,200人受講)
・被災者支援情報誌を毎月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

79,197

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(13回，延べ389人受講)
・被災者支援情報誌を隔月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

13,061

・生きがい・健康づくり，介護予防の一環と
して，老人クラブ及び市町村老人クラブ連合
会が行う事業を支援する。
・高齢者福祉の向上及び元気な高齢者の社会
参加を促進するため地域で活動する核となる
人材の養成・確保を行う。

・高齢者が相互に支援し合う地域社会システムを構築する
ため，県内６地区をモデル地区に指定し，友愛訪問活動の
普及やリーダー研修会を開催した。
・高齢者の社会貢献活動を促進するため，県内全ての市町
村(仙台市を除く)において認知症サポーター養成講座を開
催した。
・高齢期の健康づくり，介護予防活動を一層促進するた
め，地域の高齢者リーダーを対象に研修会を開催した。

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

12,973

・生きがい・健康づくり，介護予防の一環と
して，老人クラブ及び市町村老人クラブ連合
会が行う事業を支援する。
・高齢者福祉の向上及び元気な高齢者の社会
参加を促進するため地域で活動する核となる
人材の養成・確保を行う。

・高齢者が相互に支援し合う地域社会システムを構築する
ため，県内６地区をモデル地区に指定し，友愛訪問活動の
普及やリーダー研修会を開催した。
・高齢者の社会貢献活動を促進するため，6市町において認
知症サポーター養成講座を開催した。
・高齢期の健康づくり，介護予防活動を一層促進するた
め，地域の高齢者リーダーを対象に研修会を開催した。

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

S57年度～

みやぎシニアカレッ
ジ運営事業【再掲】

県(宮城県
老人クラブ
連合会へ補

助)

県(宮城県
社会福祉協
議会へ補

助)

地域支え合い体制づ
くり事業【再掲】

H23年度～ 県

老人クラブ活動育成
事業【再掲】

H3年度～

・老人クラブの会員数が減少傾向にあり，入会
者増に一層の努力が必要である。
・友愛訪問活動や健康づくり，介護予防活動に
おいて実績を上げている。
・認知症サポーター養成講座を市町村老人クラ
ブの会員を対象に開催しており，認知症の理解
促進に効果を上げている。

②継続
・各種事業を継続するとともに，普及啓発を行
う。

登録数を毎
年増加させ
る。

R元年度
団体:343団
体
個人:749人

・災害公営住宅又は集団移転地への転居が進
み，地域包括ケア体制の構築につながる，地域
での支え合い体制構築への支援が必要である。

②廃止
・R2年度をもって本事業を廃止し，生活支援
サービス開発支援事業に統合する。仮設住宅サ
ポートセンターへの支援で得た知見を活用し，
被災者を含む地域での支え合い体制づくりのた
め，市町社会福祉協議会や地域包括センターを
中心とした支援体制の強化を図る。

・気仙沼・本吉校について，入学者数が少な
く，運営費に余裕がないため，今後気仙沼・本
吉校のあり方について，検討していく。また，
高齢者の生きがいと健康づくりのため多くの方
に参加してもらえるよう募集に力をいれる。

②継続
・地域活動における高齢者のリーダー養成の場
として有効であり，継続していく。

教育応援団事業 H23年度～ 県

・登録団員数や活用実績は増加傾向にある。引
き続き，家庭・地域・学校が協働して子供の学
習・体験活動の充実・活性化を図るため，登録
団員数及び活用数の拡大に努めていく必要があ
る。
・マッチング会議への学校教職員の参加者が減
少傾向にある。地域学校協働活動の充実が求め
られる中，マッチング会議の内容をより充実さ
せ，協働教育総合推進事業の一層の推進を図る
ために，会議のもち方について検討が必要であ
る。

①拡大
・各教育事務所に企業・団体を紹介してもらう
とともに，継続してポスターを関係機関に配付
したり，協働教育に関わる会議等でリーフレッ
トを配布したりすることで，これまで以上にＰ
Ｒに努める。
・登録団員と学校のマッチングの場としてマッ
チング会議を年２回実施していたが，会議のも
ち方を変える。これまで県内５教育事務所で毎
年実施していた「地域連携担当研修会」の研修
として本会議を組み入れ，学校教職員の参加を
促す。
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第２章　自分らしい生き方の実現
第２項　生きがいに満ちた生活の実現(元気プランＰ６８～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

事業名 事業期間 事業主体 成果指標R2年度以降の方向性現状認識(事業推進上の課題等) 担当特記事項

2,004

・女性や中高年齢者の雇用の促進及び人手不
足の職種等における人材の確保を図るため，
6か月以上離職している女性や40歳～59歳ま
での中高年齢者を雇用し，OJT，OFF-JTなど
人材育成を行った事業者に対し，経費の一部
を補助する。
①1人あたり50万円
②人材育成経費の1/2(上限50万円/人)

・交付決定：3事業者(4人雇用) 雇用対策課

3,137

同上 ・交付決定：5事業者(6人雇用) 雇用対策課

388,353

・就農に直接結びつく実践的な農業教育の場
を提供するとともに，農業技術等の習得に必
要な経費の負担軽減及び新規参入者等の定着
促進支援を行い，次代の本県農業を担う青年
農業者等の継続的な確保・育成を図る。

関係機関と連携した就農相談の実施，農業大学校における
教育・研修の実施等，就農希望者への支援を行った。

・就農相談件数　107件
・農業大学校入校者数　47人
・ニューファーマーズカレッジ研修受講者数　58人

農業振興課

372,690

同上 関係機関と連携した就農相談の実施，農業大学校における
教育・研修の実施等，就農希望者への支援を行った。

・就農相談件数　131件
・農業大学校入校者数　51人
・ニューファーマーズカレッジ研修受講者数　62人

農業振興課

37,888

・県内介護人材確保・定着に向けた介護関係
団体協議会において，意見交換，関係団体間
の情報共有及び役割の明確化等の取組を実施
する。
・人材育成等に取り組む事業所に対する認証
制度(第1段階)の運用と第2段階の開始に向け
検討を実施する。
・小中学生への意識啓発，高校・主婦層等へ
の広報等による介護の魅力の普及啓発を行
う。
・人材育成の困難な小規模事業者職員に対す
る研修支援や中堅職員に対する高度専門技術
習得のための研修を行う。
・福祉・介護事業所における雇用管理改善・
就業環境改善の推進を図るための研修等を開
催する。

・協議会を2回開催するとともに，3つの部会(情報提供・啓
発部会，人材確保・定着部会，職場環境改善部会)を開催。
・職場環境改善部会の枠組みとして，認証評価制度推進委
員会を3回開催し，第2段階のスキームを検討するととも
に，宣言及び第１段階認証事業所の認証を行う。

・広報業務：主婦層等へのＰＲを目的とした週刊オーレ等
への記事掲載(3回掲載)。
・研修業務：
①管理者向け研修　延べ8回実施
②中堅職員向け等研修：延べ35回実施
③小規模事業所サポート・出前研修：4事業所
・職場環境改善ワークショップ：4回実施

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

38,431

・県内介護人材確保・定着に向けた介護関係
団体協議会において，意見交換，関係団体間
の情報共有及び役割の明確化等の取組を実施
する。
・人材育成等に取り組む事業所に対する認証
制度(第1段階)の運用と第2段階の開始
・小中学生への意識啓発，高校・主婦層等へ
の広報等による介護の魅力の普及啓発を行
う。
・人材育成の困難な小規模事業者職員に対す
る研修支援や中堅職員に対する高度専門技術
習得のための研修を行う。
・福祉・介護事業所における業務改善支援を
図るための事業を実施する。

・協議会を2回開催するとともに，職場環境改善部会の枠組
みとして，認証評価制度推進委員会を3回開催。

・研修業務：
①中堅職員向け等研修：延べ37回実施
②小規模事業所サポート・出前研修：22事業所
・介護事業所向け業務改善のシンポジウム
・専門家による業務改善支援の実施：3事業所

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

介護人材確保推進事
業【再掲】

H26年度～

・団塊の世代すべてが後期高齢者になる2025年
には，県における介護職員の不足人数（需給
ギャップ）は約5千人と見込まれており，将来
も見据えた介護人材の確保対策に取組む必要が
ある。

②継続
・地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保
分)を活用した介護人材確保対策に係る各種取組
を継続して実施する。

介護職員数
（累計）
R2年度

36,848人

県

新たな農業担い手育
成プロジェクト

－

・当プロジェク
トでは，シニア
世代も受講でき
るニューファー
マーズカレッジ
研修(県農業大
学校短期研修)
も実施してい
る。

・農業の担い手不足が深刻化する中，次代の本
県農業を担う青年農業者等の確保育成を継続的
に図ることが課題となっている。
・なお，近年増加している新規参入者について
は，営農技術・知識の習得や，生産基盤の新た
な整備が必要であり，就農にあたって多額の資
金を要することになるなど，多くのハードルが
あるとともに，新たな土地での就農となること
から，地域ぐるみによる支援が求められてい
る。

②継続
・引き続き，次代の青年農業者等の確保・育成
を図るため，就農までの一貫した支援を行う。

県

女性・中高年人材育
成助成事業

H28年度～ 県

・宮城県の有効求人倍率はH24.4より1倍台で推
移しているが，福祉や土木等特定の業種につい
ては人手不足の状況が続いている。特に採用に
あたって資格や経験を必要とする求人について
は，これに合致する求職者が少なく，充足が困
難な状況である。また，少子高齢化により，生
産年齢人口が減少している状況にあるものの，
女性や中高年齢者にとっては，再就職が難しい
状況となっている。

④廃止
・終期設定年度が令和２年度までであり、廃止
となる。
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第２章　自分らしい生き方の実現
第３項　自分らしく生きるための権利擁護(元気プランＰ72～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

72,379

・在宅の認知症高齢者や知的障害・精神障害
等のある方で，自己決定能力の低下により日
常生活に不安を持つ方に，本人との契約に基
づき，有料で，福祉サービスの利用援助，金
銭管理等を実施し，住みなれた地域で安心し
て自立した生活ができるようにサポートを行
う。

○一般相談・権利擁護のための取組等
・支部(仙南，仙台，大崎，栗原，登米，石巻及び気仙沼・
本吉の計7ヶ所)の専門員が相談に応じ，本部と連携して適
切な解決支援策を検討した。
・法律問題については，弁護士同席の専門相談を県内各地
で定期的に開催した(予約制)。
○契約による援助サービスの提供
・宮城県社会福祉協議会と契約を締結した方に対し，生活
支援員が専門員と連携し援助活動を行った。
・福祉サービス利用援助サービス及び日常的金銭管理サー
ビス
・財産預かりサービス

社会福祉課

72,113
同上 同上 社会福祉課

14,595

・高齢者本人及びその家族の福祉の増進を図
るため，専門家による専門相談（保健，医
療，法律）や巡回相談等を行う。
・市町村，地域包括支援センター等の支援の
ための情報提供等を行う。

・相談件数
　専門相談 　486件(うち巡回相談　27件)
　一般相談   1,440件
　　　　計 1,926件

長寿社会政策
課企画推進班

15,127

・高齢者本人及びその家族の福祉の増進を図
るため，専門家による専門相談（保健，医
療，法律）や巡回相談等を行う。
・市町村，地域包括支援センター等の支援の
ための情報提供等を行う。

・相談件数
　専門相談 　484件(うち巡回相談　19件)
　一般相談   1,886件
　　　　計 2,370件

長寿社会政策
課企画推進班

615

①　権利擁護推進員養成研修等の実施
　　介護施設等において指導的立場にある職
員，看護職員及び新規採用職員を対象に，介
護現場での権利擁護のための取組を指導する
人材を養成する。
②　高齢者権利擁護推進委員会の開催
　　高齢者の権利擁護を推進するため，有識
者，施設代表及び利用者代表等をメンバーと
する委員会を開催し，次年度実施計画，高齢
者虐待防止の施策，身体拘束廃止の取組検討
等に係る事項を協議する。

①（１）権利擁護推進員養成研修（H30.10.4，参加者124
人）
　（２）権利擁護事例検討会（H30.11.27，参加者130人）
　（３）看護職員研修（H30.12.19，参加者90人）
②H31.3.26開催（出席者6名）

長寿社会政策
課企画推進班

805

①　権利擁護推進員養成研修等の実施
　　介護施設等において指導的立場にある職
員，看護職員及び新規採用職員を対象に，介
護現場での権利擁護のための取組を指導する
人材を養成する。また，市町村及び地域包括
支援センターの高齢者虐待対策担当者を対象
として，高齢者虐待防止法や権利擁護等に関
する研修を行う。
②　高齢者権利擁護推進委員会の開催
　　高齢者の権利擁護を推進するため，有識
者，施設代表及び利用者代表等をメンバーと
する委員会を開催し，次年度実施計画，高齢
者虐待防止の施策，身体拘束廃止の取組検討
等に係る事項を協議する。

①（１）権利擁護推進員養成研修（R1.11.21，参加者96
人）
　（２）権利擁護事例検討会（R1.12.24，参加者101人）
　（３）看護職員研修（R2.1.21，参加者68人）
　（４）市町村職員等研修（R1.10.23，参加者87人）
②R2.2.6開催（出席者7名）

長寿社会政策
課企画推進班

87,847

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(30回，延べ1,200人受講)
・被災者支援情報誌を毎月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

79,197

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(13回，延べ389人受講)
・被災者支援情報誌を隔月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

特記事項現状認識(事業推進上の課題等) 成果指標R2年度以降の方向性

H11年度～
宮城県社会
福祉協議会

・より地域に密着した形で，利用者へのサービ
スを提供するため，宮城県社協は，基幹型社協
(圏域毎に主体となって事業を行う市町村社協)
への事業委託を進めている。(R2.3.31現在，栗
原圏域は栗原市社協，登米圏域は登米市社協，
石巻圏域は石巻市社協，気仙沼圏域は気仙沼市
社協が基幹的社協として事業委託を受けてい
る)
しかし，一部の圏域においては，圏域内の調整
が難航する等の理由により，事業委託が遅れて
いる。

②継続
・行政機関や地域包括支援センター，相談支援
事業所，医療機関との連携により，住みなれた
地域で安心して自立した生活ができるようにサ
ポートを行う。
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事業名 事業期間 事業主体

地域支え合い体制づ
くり事業【再掲】

H23年度～

宮城県高齢者総合相
談センター運営事業
【再掲】

S63年度～ 県

・利用者の約７割が再利用者。
・相談件数の約半数は仙台市内からの相談であ
り，地域による相談件数に差が見られる。

④廃止
・令和２年度をもって廃止とする。
・市町村への地域包括支援センターの設置が進
み，市町村における高齢者の相談や支援体制が
構築されたことから，県が相談窓口を設置する
必要性は薄れてきている。
・また，仙台市内には類似機関である「仙台市
シルバーセンター総合相談センター」が設置さ
れているとともに，県内には弁護士や医師が無
料で相談に応じる相談機関もあることから，代
替機関も整備されていると考えられる。

日常生活自立支援事
業
【再掲】

県

・施設等での身体拘束廃止については浸透しつ
つあるが，さらに普及啓発を図る必要がある。
・認知症高齢者やひとり暮らし高齢者が増加す
る状況にあり，判断能力の不十分な高齢者等の
権利擁護，虐待防止を図るため，成年後見制度
の周知等が必要である。

②継続

県

・災害公営住宅又は集団移転地への転居が進
み，地域包括ケア体制の構築につながる，地域
での支え合い体制構築への支援が必要である。

②廃止
・R2年度をもって本事業を廃止し，生活支援
サービス開発支援事業に統合する。仮設住宅サ
ポートセンターへの支援で得た知見を活用し，
被災者を含む地域での支え合い体制づくりのた
め，市町社会福祉協議会や地域包括センターを
中心とした支援体制の強化を図る。

高齢者権利擁護推進
事業

H13年度～

担当
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第２章　自分らしい生き方の実現
第３項　自分らしく生きるための権利擁護(元気プランＰ72～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

特記事項現状認識(事業推進上の課題等) 成果指標R2年度以降の方向性事業名 事業期間 事業主体 担当

1,311

①地域における対応体制の充実
各圏域の保健福祉事務所が調整役となり，市
町村の体制の充実に向け支援。
②普及啓発
権利擁護講演会の開催，啓発ポスター等の作
成，配布
③虐待相談機能の強化
市町村等が行う高齢者虐待対応を支援するた
め，専門的知識を有する民間権利擁護団体
(NPO法人宮城福祉オンブズネット「エー
ル」)に市町村等からの相談対応を委託。

①随時
②仙南圏域で3回開催
③相談実績：33件（延べ133件）
(行政，地域包括支援センター，本人・家族など)

長寿社会政策
課企画推進班

1,126

①地域における対応体制の充実
各圏域の保健福祉事務所が調整役となり，市
町村の体制の充実に向け支援。
②普及啓発
権利擁護講演会の開催
③虐待相談機能の強化
市町村等が行う高齢者虐待対応を支援するた
め，専門的知識を有する民間権利擁護団体
(NPO法人宮城福祉オンブズネット「エー
ル」)に市町村等からの相談対応を委託。

①随時
②仙南圏域で1回，東部圏域で1回開催
③相談実績：51件（延べ58件）
(行政，地域包括支援センター，本人・家族など)

長寿社会政策
課企画推進班

高齢者虐待対策事業
【再掲】

H16年度～ 県

・高齢者の虐待防止及び権利擁護等に関する県
民，施設職員等の意識は，向上してきてはいる
ものの，今後ますます高齢者人口が増えていく
状況にあることから，啓発活動等については今
後も継続していく必要がある。
・市町村及び地域包括支援センターにおける相
談内容が複雑化しているため，専門的知識を有
する団体等からの助言が必要な状況にある。

②継続
・今後も在宅及び施設等での虐待を防止するた
め，県民，施設職員等に対する啓発，研修事業
等を継続実施していく。
・市町村及び地域包括支援センターからの虐待
対応に関する相談に応じるとともに，協働して
対応する団体が必要であることから，相談機能
向上のための事業を継続実施していく。

1
　
権
利
擁
護
の
た
め
の
取
組
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第２章　自分らしい生き方の実現
第３項　自分らしく生きるための権利擁護(元気プランＰ72～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

特記事項現状認識(事業推進上の課題等) 成果指標R2年度以降の方向性事業名 事業期間 事業主体 担当

1,311

①地域における対応体制の充実
各圏域の保健福祉事務所が調整役となり，市
町村の体制の充実に向け支援。
②普及啓発
権利擁護講演会の開催，啓発ポスター等の作
成，配布
③虐待相談機能の強化
市町村等が行う高齢者虐待対応を支援するた
め，専門的知識を有する民間権利擁護団体
(NPO法人宮城福祉オンブズネット「エー
ル」)に市町村等からの相談対応を委託。

①随時
②仙南圏域で3回開催
③相談実績：33件（延べ133件）
(行政，地域包括支援センター，本人・家族など)

長寿社会政策
課企画推進班

1,126

①地域における対応体制の充実
各圏域の保健福祉事務所が調整役となり，市
町村の体制の充実に向け支援。
②普及啓発
権利擁護講演会の開催
③虐待相談機能の強化
市町村等が行う高齢者虐待対応を支援するた
め，専門的知識を有する民間権利擁護団体
(NPO法人宮城福祉オンブズネット「エー
ル」)に市町村等からの相談対応を委託。

①随時
②仙南圏域で1回，東部圏域で1回開催
③相談実績：51件（延べ58件）
(行政，地域包括支援センター，本人・家族など)

長寿社会政策
課企画推進班

87,847

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(30回，延べ1,200人受講)
・被災者支援情報誌を毎月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

79,197

・被災地域で高齢者等が安心して生活できる
よう，宮城県サポートセンター支援事務所を
設置運営し，専門職の相談会やアドバイザー
派遣などを行い被災市町が設置運営するサ
ポートセンターを支援する。
・また，被災者支援従事者の研修会や被災者
支援情報誌の発行・配布などの支援を行う。

・宮城県サポートセンター支援事務所の運営(H23.9.5～宮
城県社会福祉士会に運営委託)
・市町サポートセンターの運営支援，支援スタッフ研修実
施(13回，延べ389人受講)
・被災者支援情報誌を隔月8,200部発行し，市町村，市町サ
ポートセンター，社会福祉協議会などの関係機関へ配布。
・生活不活発病予防啓発

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

－ － － －

社会福祉課

－ － － － 社会福祉課

615

①　権利擁護推進員養成研修等の実施
　　介護施設等において指導的立場にある職
員，看護職員及び新規採用職員を対象に，介
護現場での権利擁護のための取組を指導する
人材を養成する。
②　高齢者権利擁護推進委員会の開催
　　高齢者の権利擁護を推進するため，有識
者，施設代表及び利用者代表等をメンバーと
する委員会を開催し，次年度実施計画，高齢
者虐待防止の施策，身体拘束廃止の取組検討
等に係る事項を協議する。

①（１）権利擁護推進員養成研修（H30.10.4，参加者124
人）
　（２）権利擁護事例検討会（H30.11.27，参加者130人）
　（３）看護職員研修（H30.12.19，参加者90人）
②H31.3.26開催（出席者6名）

長寿社会政策
課企画推進班

805

①　権利擁護推進員養成研修等の実施
　　介護施設等において指導的立場にある職
員，看護職員及び新規採用職員を対象に，介
護現場での権利擁護のための取組を指導する
人材を養成する。また，市町村及び地域包括
支援センターの高齢者虐待対策担当者を対象
として，高齢者虐待防止法や権利擁護等に関
する研修を行う。
②　高齢者権利擁護推進委員会の開催
　　高齢者の権利擁護を推進するため，有識
者，施設代表及び利用者代表等をメンバーと
する委員会を開催し，次年度実施計画，高齢
者虐待防止の施策，身体拘束廃止の取組検討
等に係る事項を協議する。

①（１）権利擁護推進員養成研修（R1.11.21，参加者96
人）
　（２）権利擁護事例検討会（R1.12.24，参加者101人）
　（３）看護職員研修（R2.1.21，参加者68人）
　（４）市町村職員等研修（R1.10.23，参加者87人）
②R2.2.6開催（出席者7名）

長寿社会政策
課企画推進班

H13年度～

②継続・施設等での身体拘束廃止については浸透しつ
つあるが，さらに普及啓発を図る必要がある。
・認知症高齢者やひとり暮らし高齢者が増加す
る状況にあり，判断能力の不十分な高齢者等の
権利擁護，虐待防止を図るため，成年後見制度
の周知等が必要である。

県
高齢者権利擁護推進
事業【再掲】

②廃止
・R2年度をもって本事業を廃止し，生活支援
サービス開発支援事業に統合する。仮設住宅サ
ポートセンターへの支援で得た知見を活用し，
被災者を含む地域での支え合い体制づくりのた
め，市町社会福祉協議会や地域包括センターを
中心とした支援体制の強化を図る。

H23年度～ 県

・災害公営住宅又は集団移転地への転居が進
み，地域包括ケア体制の構築につながる，地域
での支え合い体制構築への支援が必要である。

高齢者虐待対策事業
【再掲】

H16年度～ 県

・高齢者の虐待防止及び権利擁護等に関する県
民，施設職員等の意識は，向上してきてはいる
ものの，今後ますます高齢者人口が増えていく
状況にあることから，啓発活動等については今
後も継続していく必要がある。
・市町村及び地域包括支援センターにおける相
談内容が複雑化しているため，専門的知識を有
する団体等からの助言が必要な状況にある。

②継続
・今後も在宅及び施設等での虐待を防止するた
め，県民，施設職員等に対する啓発，研修事業
等を継続実施していく。
・市町村及び地域包括支援センターからの虐待
対応に関する相談に応じるとともに，協働して
対応する団体が必要であることから，相談機能
向上のための事業を継続実施していく。

地域支え合い体制づ
くり事業【再掲】

・応急仮設住宅から災害公営住宅への転居が進
んだが，ひとり暮らし高齢者など日常生活での
支援が必要な人も多く入居していることから，
孤立等の防止のために継続的な取組，生活支援
相談員の確保及び育成が必要である。

④廃止
※被災地域福祉推進事業に統合
・応急仮設住宅から災害公営住宅への転居が進
んだが，ひとり暮らし高齢者など日常生活での
支援が必要な方も多く入居していることから，
孤立等の防止のために支援体制の継続が必要と
なる。災害公営住宅における支援体制のあり方
を検討する経費等について市町に対して財政支
援を行う。

被災地域福
祉推進事業
は令和7年度
までの予定地域支え合い体制づ

くり事業【再掲】
(社会福祉課)

２
　
高
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）

H23年度～
H27年度
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第２章　自分らしい生き方の実現
第３項　自分らしく生きるための権利擁護(元気プランＰ72～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

特記事項現状認識(事業推進上の課題等) 成果指標R2年度以降の方向性事業名 事業期間 事業主体 担当

615

①　権利擁護推進員養成研修等の実施
　　介護施設等において指導的立場にある職
員，看護職員及び新規採用職員を対象に，介
護現場での権利擁護のための取組を指導する
人材を養成する。
②　高齢者権利擁護推進委員会の開催
　　高齢者の権利擁護を推進するため，有識
者，施設代表及び利用者代表等をメンバーと
する委員会を開催し，次年度実施計画，高齢
者虐待防止の施策，身体拘束廃止の取組検討
等に係る事項を協議する。

①（１）権利擁護推進員養成研修（H30.10.4，参加者124
人）
　（２）権利擁護事例検討会（H30.11.27，参加者130人）
　（３）看護職員研修（H30.12.19，参加者90人）
②H31.3.26開催（出席者6名）

長寿社会政策
課企画推進班

805

①　権利擁護推進員養成研修等の実施
　　介護施設等において指導的立場にある職
員，看護職員及び新規採用職員を対象に，介
護現場での権利擁護のための取組を指導する
人材を養成する。また，市町村及び地域包括
支援センターの高齢者虐待対策担当者を対象
として，高齢者虐待防止法や権利擁護等に関
する研修を行う。
②　高齢者権利擁護推進委員会の開催
　　高齢者の権利擁護を推進するため，有識
者，施設代表及び利用者代表等をメンバーと
する委員会を開催し，次年度実施計画，高齢
者虐待防止の施策，身体拘束廃止の取組検討
等に係る事項を協議する。

①（１）権利擁護推進員養成研修（R1.11.21，参加者96
人）
　（２）権利擁護事例検討会（R1.12.24，参加者101人）
　（３）看護職員研修（R2.1.21，参加者68人）
　（４）市町村職員等研修（R1.10.23，参加者87人）
②R2.2.6開催（出席者7名）

長寿社会政策
課企画推進班

1,311

①地域における対応体制の充実
各圏域の保健福祉事務所が調整役となり，市
町村の体制の充実に向け支援。
②普及啓発
権利擁護講演会の開催，啓発ポスター等の作
成，配布
③虐待相談機能の強化
市町村等が行う高齢者虐待対応を支援するた
め，専門的知識を有する民間権利擁護団体
(NPO法人宮城福祉オンブズネット「エー
ル」)に市町村等からの相談対応を委託。

①随時
②仙南圏域で3回開催
③相談実績：33件（延べ133件）
(行政，地域包括支援センター，本人・家族など)

長寿社会政策
課企画推進班

1,126

①地域における対応体制の充実
各圏域の保健福祉事務所が調整役となり，市
町村の体制の充実に向け支援。
②普及啓発
権利擁護講演会の開催
③虐待相談機能の強化
市町村等が行う高齢者虐待対応を支援するた
め，専門的知識を有する民間権利擁護団体
(NPO法人宮城福祉オンブズネット「エー
ル」)に市町村等からの相談対応を委託。

①随時
②仙南圏域で1回，東部圏域で1回開催
③相談実績：51件（延べ58件）
(行政，地域包括支援センター，本人・家族など)

長寿社会政策
課企画推進班

高齢者虐待対策事業
【再掲】

高齢者権利擁護推進
事業【再掲】

H13年度～ 県

・施設等での身体拘束廃止については浸透しつ
つあるが，さらに普及啓発を図る必要がある。
・認知症高齢者やひとり暮らし高齢者が増加す
る状況にあり，判断能力の不十分な高齢者等の
権利擁護，虐待防止を図るため，成年後見制度
の周知等が必要である。

②継続３
　
高
齢
者
虐
待
の
防
止
（

２
）

H16年度～ 県

・高齢者の虐待防止及び権利擁護等に関する県
民，施設職員等の意識は，向上してきてはいる
ものの，今後ますます高齢者人口が増えていく
状況にあることから，啓発活動等については今
後も継続していく必要がある。
・市町村及び地域包括支援センターにおける相
談内容が複雑化しているため，専門的知識を有
する団体等からの助言が必要な状況にある。

②継続
・今後も在宅及び施設等での虐待を防止するた
め，県民，施設職員等に対する啓発，研修事業
等を継続実施していく。
・市町村及び地域包括支援センターからの虐待
対応に関する相談に応じるとともに，協働して
対応する団体が必要であることから，相談機能
向上のための事業を継続実施していく。
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第３章　安心できるサービスの提供
第１項　サービス提供基盤の整備(元気プランＰ80～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

496,561

・地域密着型サービス施設等の整備の支援，
施設開設に必要な準備経費の支援，既存施設
のユニット化改修等支援等の支援を行う。

□地域密着型サービス施設等の整備助成
・小規模多機能型介護事業所 2市2施設
□施設等の開設・設置に必要な準備経費支援
   4市3事業者14施設
□既存施設のユニット化改修等支援（特養多床室のプライ
バシー保護のための改修等）
　1市1施設

長寿社会政策
課施設支援班

497,923

同上 □地域密着型サービス施設等の整備助成
・地域密着型特別養護老人ホーム　2市2施設
・小規模なケアハウス　1市1施設
・認知症高齢者グループホーム　2市2施設
・小規模多機能型介護事業所 1市1施設
・看護小規模多機能型居宅介護支援事業所　1町1施設
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所　1町1施設
□施設等の開設・設置に必要な準備経費支援
   8市町・2事業者　21施設
□既存施設のユニット化改修等支援（介護療養型医療施設
等の転換整備支援）
　1市1施設

長寿社会政策
課施設支援班

11,873

・訪問看護の推進を目的として以下の事業で
構成
①訪問看護推進協議会：訪問看護を実施して
いる団体や関係団体から構成する協議会。訪
問看護全体の現状調査や課題，対策などを協
議する。
②医療機関と訪問看護事業所の相互研修
③訪問看護の役割の普及啓発
④訪問看護師育成支援研修の実施
⑤訪問看護コールセンターの運営
⑥巡回相談

①訪問看護推進協議会（2回）
②医療機関と訪問看護事業所の相互研修　5日間
③訪問看護の役割の普及啓発
④訪問看護師育成支援研修の実施（20回）
⑤訪問看護コールセンターの運営
⑥巡回相談

医療人材対策
室

12,006

・訪問看護の推進を目的として以下の事業で
構成
①訪問看護推進協議会：訪問看護を実施して
いる団体や関係団体から構成する協議会。訪
問看護全体の現状調査や課題，対策などを協
議する。
②医療機関と訪問看護事業所の相互研修
③訪問看護の役割の普及啓発
④訪問看護師育成支援研修の実施
⑤訪問看護コールセンターの運営
⑥巡回相談

①訪問看護推進協議会（2回）
②医療機関と訪問看護事業所の相互研修　4日間
③訪問看護の役割の普及啓発
④訪問看護師育成支援研修の実施（18回）
⑤訪問看護コールセンターの運営
⑥巡回相談

医療人材対策
室

6,135

・地域でリハビリテーションを受けられるよ
う体制を整備するとともに，リハビリテー
ション専門職の養成(技術的支援)及び確保に
努める。

　リハビリテーション支援センター及び各保健福祉事務所
において，研修会等の開催，市町村等からのリハビリテー
ション相談及びコミュニケーション支援等を行う。
・リハビリテーション相談126回
・専門職人材育成事業【新任期研修】（9/1・12/1　延べ30
人参加），【中堅・管理期研修】（9/1・12/1　延べ40人参
加）
・医療・福祉の職場見学　気仙沼ツアー・登米ツアー　（5
施設， 延べ18人参加）

障害福祉課

5,666

同上 リハビリテーション支援センター及び各保健福祉事務所に
おいて，研修会等の開催，市町村等からのリハビリテー
ション相談及びコミュニケーション支援等を行う。
・リハビリテーション相談137回
・専門職人材育成事業【新任期研修】（8/24・10/26　延べ
48人参加），【中堅・管理期研修】（8/24・8/25　延べ44
人参加）
・医療・福祉の職場見学（気仙沼圏域）（5施設，延べ4人
参加）

障害福祉課

5,020

・宮城県がん総合支援センターを設置し，が
ん相談，患者会等の支援及び活動支援，ピア
サポーターの育成等を実施する。

・がん相談業務(月曜日～金曜日，午前9時～午後4時)　相
談件数482件
・患者会等の支援及びピアサポーターの育成
・「がん患者会・サロンネットワークみやぎ」等の支援
・ピアサポーター育成研修　参加20人

健康推進課

5,094

同上 ・がん相談業務(月曜日～金曜日，午前9時～午後4時)　相
談件数457件
・患者会等の支援及びピアサポーターの育成
・「がん患者会・サロンネットワークみやぎ」等の支援
・ピアサポーター養成研修　修了17人

健康推進課

特記事項現状認識(事業推進上の課題等)事業名 事業期間 事業主体 R2年度以降の方向性 成果指標 担当

介護基盤整備等補助
事業

H27年度～ 県

・第7期介護保険事業計画に基づき,各市町村で
地域介護サービス拠点施設の事業者公募を行う
ものの,応募事業者なし,さらには途中取り下げ
など,新規整備希望事業者が減少している。
・そのため整備年度の先送りなど,整備計画の
進捗に影響が生じている。

②継続
・地域介護サービスの拠点施設整備等の推進の
ため,引き続き支援を行う。

訪問看護推進事業 H16年度～

・協議会では，訪問看護の課題を抽出し課題解
決に向けた対策の検討を行っており，新卒(新
人)訪問看護師育成プログラムを作成し，訪問
看護の人材確保・育成に向けた取り組みを実施
している。
・相互研修等の事業を実施している医療機関に
おいては，訪問看護の理解が深まっている。
・医療依存度の高い在宅療養者が増加傾向にあ
る中，看護職員の充足率は5割程度と低く，人
材確保及び離職防止対策が必要である。

②継続
・協議会を軸とし，検討を進めていく。
・地域包括ケアの推進のため，より地域包括ケ
アの視点を踏まえた研修会等を企画する必要が
ある。
・訪問看護ステーション間の連携体制や支援体
制について，関係機関等と調整し，可能なとこ
ろから積み上げていく。
・訪問看護ステーションにおける訪問看護とと
もに医療機関における訪問看護の確保を図って
いく。

特別養護老
人ホーム入
所定員数

（累計）令
和2年度まで
12,829人

・高齢化社会の進展等によりがん患者が増加し
ており，相談体制の拡充等が必要である。
・より多様な支援を行うために，がん経験者に
よる「ピアサポーター」の更なる養成が必要で
ある。
・「宮城がん患者会・サロンネットワーク」を
活用し，県内各患者会及びがんサロンの資質向
上及びがん診療連携拠点病院等との連携強化が
必要である。

②継続
・事業について県民の認知度が年々高まってき
ていることから，今後も継続して事業を実施す
る。

地域リハビリテー
ション推進強化事業
【再掲】

H12年度～ 県

・地域において十分にリハビリテーションが提
供されるよう支援体制の充実を図る必要があ
る。
なお，当該事業について，全庁的な検討が開始
された地域包括ケアシステムにおける位置付け
について整理することも今後の課題と考えられ
る。

②継続
・住み慣れた地域で生涯にわたって生き生きと
した生活が送れるよう，保健，医療，福祉の関
係機関が，支援対象者の状況やニーズに応じた
支援の方向性等の情報を共有し，地域における
リハビリテーション体制の充実を図る。

地域統括がん相談事
業

H23年度～ 県

県

1
　
在
宅
生
活
を
支
援
す
る
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
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第３章　安心できるサービスの提供
第１項　サービス提供基盤の整備(元気プランＰ80～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

特記事項現状認識(事業推進上の課題等)事業名 事業期間 事業主体 R2年度以降の方向性 成果指標 担当

278,690

・施設サービスを充実させるため，特別養護
老人ホーム(広域型)の新築や既存施設の増改
築などの施設整備に補助するもの。

・特別養護老人ホーム　1施設（改築80，増築15）
・介護老人保健施設　1施設（新設100）

長寿社会政策
課施設支援班

0
同上 実績なし 長寿社会政策

課施設支援班

132

・特別養護老人ホーム等における介護サービ
スの手法として推進しているユニットケアの
概念を広く普及するとともに，ユニットケア
についての基本的な理解を深め，ケアの手法
について学ぶ機会を提供し，入居者へのケア
の向上を目的として老人福祉施設の職員を対
象とした研修を実施するもの。

・「宮城県ユニットケア研修」をH31.2.19に開催
参加者44施設65名

長寿社会政策
課施設支援班

108
同上 ・「宮城県ユニットケア研修」をR2.1.31に開催

参加者21施設28名
長寿社会政策
課施設支援班

496,561

・地域密着型サービス施設等の整備の支援，
施設開設に必要な準備経費の支援，既存施設
のユニット化改修等支援等の支援を行う。

□地域密着型サービス施設等の整備助成
・小規模多機能型介護事業所 2市2施設
□施設等の開設・設置に必要な準備経費支援
   4市3事業者14施設
□既存施設のユニット化改修等支援（特養多床室のプライ
バシー保護のための改修等）
　1市1施設

長寿社会政策
課施設支援班

497,923

同上 □地域密着型サービス施設等の整備助成
・地域密着型特別養護老人ホーム　2市2施設
・小規模なケアハウス　1市1施設
・認知症高齢者グループホーム　2市2施設
・小規模多機能型介護事業所 1市1施設
・看護小規模多機能型居宅介護支援事業所　1町1施設
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所　1町1施設
□施設等の開設・設置に必要な準備経費支援
   8市町・2事業者　21施設
□既存施設のユニット化改修等支援（介護療養型医療施設
等の転換整備支援）
　1市1施設

長寿社会政策
課施設支援班

0

・医療制度改革の一環として行われる療養病
床の再編成に係る介護老人保健施設等への転
換を円滑に進めるため，施設整備費用に対し
て助成するもの。

実績なし 長寿社会政策
課施設支援班

0

同上 実績なし 長寿社会政策
課施設支援班

県

特別養護老
人ホーム入
所定員数

（累計）令
和2年度まで
12,829人

特別養護老人ホーム
建設費補助事業

S38年度～

・高齢者人口の増加に伴い，入所待機者も同様
の傾向となっている。

②継続
・入所待機者の早期解消を図るため，引き続き
特別養護老人ホーム等の介護基盤整備を進めて
いく。県

2
　
施
設
サ
ー

ビ
ス
の
充
実 ユニットケア促進研

修事業
(長寿社会政策課)

H15年度～ 県

・入居者一人一人の意志を尊重し，入居前の居
宅における生活と入居後の生活が連続したもの
とし，入居者が自律的な日常生活を営むことを
支援するため，ユニットケアを実践できる人材
の育成を進める必要がある。

②継続
・引き続き普及促進に努める。

療養病床転換助成事
業

H20年度～
R2年度

療養病床の転換意向調査結果(R1.5国依頼調査)
・医療療養病床（2,719床）からの転換意向
　介護医療院への転換（51床）
　回復期リハビリテーション病棟への転換
（139床）
・介護療養病床（130床）からの転換意向
　介護医療院への転換（86床）
　病床廃止（38床）
　現状維持（6床）

②継続
・R6.3.31をもって廃止される介護療養病床や医
療療養病床の介護保険施設等への転換について
は，医療機関の意向を尊重しながら，各市町村
と調整の上転換を進めていく。

介護基盤整備等補助
事業【再掲】

H27年度～ 県

・第7期介護保険事業計画に基づき,各市町村で
地域介護サービス拠点施設の事業者公募を行う
ものの,応募事業者なし,さらには途中取り下げ
など,新規整備希望事業者が減少している。
・そのため整備年度の先送りなど,整備計画の
進捗に影響が生じている。

②継続
・地域介護サービスの拠点施設整備等の推進の
ため,引き続き支援を行う。

特別養護老
人ホーム入
所定員数

（累計）令
和2年度まで
12,829人
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第３章　安心できるサービスの提供
第１項　サービス提供基盤の整備(元気プランＰ80～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

特記事項現状認識(事業推進上の課題等)事業名 事業期間 事業主体 R2年度以降の方向性 成果指標 担当

496,561

・地域密着型サービス施設等の整備の支援，
施設開設に必要な準備経費の支援，既存施設
のユニット化改修等支援等の支援を行う。

□地域密着型サービス施設等の整備助成
・小規模多機能型介護事業所 2市2施設
□施設等の開設・設置に必要な準備経費支援
   4市3事業者14施設
□既存施設のユニット化改修等支援（特養多床室のプライ
バシー保護のための改修等）
　1市1施設

長寿社会政策
課施設支援班

497,923

同上 □地域密着型サービス施設等の整備助成
・地域密着型特別養護老人ホーム　2市2施設
・小規模なケアハウス　1市1施設
・認知症高齢者グループホーム　2市2施設
・小規模多機能型介護事業所 1市1施設
・看護小規模多機能型居宅介護支援事業所　1町1施設
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所　1町1施設
□施設等の開設・設置に必要な準備経費支援
   8市町・2事業者　21施設
□既存施設のユニット化改修等支援（介護療養型医療施設
等の転換整備支援）
　1市1施設

長寿社会政策
課施設支援班

246

・社会福祉法に基づく「福祉サービス第三者
評価」については，高齢者福祉分野に関する
評価基準の策定。介護保険法に基づく「地域
密着型サービス外部評価」については，外部
評価の実施体制の整備を行う。

第三者評価：特別養護老人ホーム2件
外部評価：外部評価調査員8名養成，訪問調査224件

長寿社会政策
課運営指導班

268

・社会福祉法に基づく「福祉サービス第三者
評価」については，高齢者福祉分野に関する
評価基準の策定。介護保険法に基づく「地域
密着型サービス外部評価」については，外部
評価の実施体制の整備を行う。

第三者評価：特別養護老人ホーム4件，ケアハウス1件
外部評価：外部評価調査員13名養成，訪問調査225件

長寿社会政策
課運営指導班

1,299

①普及啓発
市町村，関係機関等を対象とした地域包括ケ
ア体制構築支援，普及啓発のためのフォーラ
ムの開催。
②地域の課題解決支援
圏域における連携・協力体制の構築・強化の
ため，効果的な内容・手法等を検討し，講演
会・研修会等を実施する。対象は圏域内市町
村，地域住民，専門職等。

【①】
・住民向け普及啓発：H30.11.3開催
・市町村向けセミナー：H30.10.11開催
・事業所向けセミナー：H30.12.18開催
【②】
・2圏域で6回開催

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,192

①普及啓発
市町村，関係機関等を対象とした地域包括ケ
ア体制構築支援，普及啓発のためのフォーラ
ムの開催。
②地域の課題解決支援
圏域における連携・協力体制の構築・強化の
ため，効果的な内容・手法等を検討し，講演
会・研修会等を実施する。対象は圏域内市町
村，地域住民，専門職等。

【①】
・住民向け普及啓発：R1.11.2開催
・市町村・事業所向けセミナー：R1.10.16/R2.1.21開催

【②】
・4圏域で8回開催

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

３
　
地
域
密
着
型
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H27年度～
地域包括ケア推進支
援事業【再掲】

・第三者評価：事業所への普及啓発の取組が必
要と思われる。
・外部評価：外部評価が適切に実施されるよう
体制の整備を行う。

県

・今後も，全県的な普及啓発により地域包括ケ
アの重要性について意識醸成を図ると共に，地
域包括ケア体制の構築において中心的な役割を
担う市町村が地域における課題全体をマネジメ
ントし，体制を円滑に構築できるよう県として
支援する必要がある。

④廃止

令和２年度を以て本事業を廃止し，普及啓発事
業については，「生活支援サービス開発支援事
業」及び「介護予防に関する事業評価・市町村
支援事業」で実施する。

県

福祉サービス第三者
評価推進事業
(長寿社会政策課)

H17年度～

特別養護老
人ホーム入
所定員数

（累計）令
和2年度まで
12,829人

介護基盤整備等補助
事業【再掲】

H27年度～ 県

・第7期介護保険事業計画に基づき,各市町村で
地域介護サービス拠点施設の事業者公募を行う
ものの,応募事業者なし,さらには途中取り下げ
など,新規整備希望事業者が減少している。
・そのため整備年度の先送りなど,整備計画の
進捗に影響が生じている。

②継続
・地域介護サービスの拠点施設整備等の推進の
ため,引き続き支援を行う。

②継続
・第三者評価：評価基準の改定，受審事業所へ
の普及啓発の取組の検討を予定している。
・外部評価：ガイドラインや要綱の見直しなど
を進めていく。

39 ページ



第３章　安心できるサービスの提供
第１項　サービス提供基盤の整備(元気プランＰ80～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

特記事項現状認識(事業推進上の課題等)事業名 事業期間 事業主体 R2年度以降の方向性 成果指標 担当

0

・養護老人ホームのうち著しく老朽化した施
設について，入居者の生活環境の向上，防災
対策の改善等を目的とした改築事業について
補助を行う。

実績なし 長寿社会政策
課施設支援班

0 同上 実績なし 長寿社会政策
課施設支援班

－

・バリアフリー構造等を有し，高齢者支援
サービスを提供する住宅について，県又は政
令市・中核市が申請に基づき登録する。

○H30年度の登録数
　県内のサービス付き高齢者向け住宅登録住宅数 4件
　登録戸数 123戸
○H30年度までの登録総数
　県内のサービス付き高齢者向け住宅登録住宅数 131件
　登録戸数 3,681戸

住宅課・長寿
社会政策課運
営指導班

－

・バリアフリー構造等を有し，高齢者支援
サービスを提供する住宅について，県又は政
令市・中核市が申請に基づき登録する。

○R1年度の登録数
　県内のサービス付き高齢者向け住宅登録住宅数 5件
　登録戸数 189戸
○R1年度までの登録総数
　県内のサービス付き高齢者向け住宅登録住宅数 135件
　登録戸数 3,842戸

住宅課・長寿
社会政策課運
営指導班

513,815

・軽費老人ホームにおいて，家庭環境，住宅
事情等の理由により居宅において生活するこ
とが困難な者を定額な料金で利用させるた
め，事務費を補助し，入所している老人の健
康保持，生活の安定を図る。

・32施設（入所者延数　9,652人） 長寿社会政策
課施設支援班

536,330
同上 ・32施設（入所者延数　9,790人） 長寿社会政策

課施設支援班

17,096

・高齢者が住み慣れた場所で安心して暮らす
ための体制の構築に向けて，高齢化が進行し
ている集合住宅等における介護機能構築ニー
ズ等の調査を行うとともに，既存資源を活用
した介護機能の構築に向けて調査・研究を行
う。

・介護機能構築手法の実施可能性についての調査研究の実
施

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

21,539

・高齢者が住み慣れた場所で安心して暮らす
ための体制の構築に向けて，高齢化が進行し
ている集合住宅等における介護機能構築ニー
ズ等の調査を行うとともに，既存資源を活用
した介護機能の構築に向けて調査・研究を行
う。

・介護機能構築手法の実施可能性についての調査研究の実
施

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

H29年度～
R1年度

県

・集合住宅としてマンションと災害公営住宅に
おいて，実践調査を進めているが，マンション
においては，オートロックシステムにより，マ
ンション内の住民の状況が地域の介護事業所や
地域包括ケアセンター分からないという課題が
あり，これを解決する方法を実践していく必要
がある。
災害公営住宅においては，引きこもりがちな高
齢者が多いため，新たなコミュニティを形成す
る方法を実践していく必要がある。

④廃止
　R１年度をもって本事業を廃止する。地域包括
ケアシステムの構築や生活体制整備等におい
て，本事業で得られた知見の活用を図ってい
く。

H16年度～ 県

・高齢者の増加とともに,その役割も増加して
おり,安定した施設経営が課題となっている。

②継続

４
　
新
た
な
住
ま
い
の
確
保

サービス付き高齢者
向け住宅登録制度

軽費老人ホーム事務
費補助事業

養護老人ホーム建設
費補助事業

S38年度～ 県

既存資源活用型介護
機能構築事業

H23年度～

②継続
・市町村の整備計画に基づき，計画的な施設整
備を図るため，市町村との連携に努めていく。

・養護老人ホームの中には，建築から相当の年
月を経過している施設も多いため，入居者の生
活環境の向上等，求められる水準を確保する必
要がある。

民間事業者
等

・登録申請は民間事業者が行うため，地域に
よって登録住宅の供給状況にバラツキがある。

②継続
・引き続き事業の周知に努める。

高齢者人口
に対する高
齢者向け住
まい・施設※

の割合
3.5%（令和5
年度まで）
※シルバー
ハウジング
（ＬＳＡ室
又は生活相
談室を併設
する公的賃
貸住宅）及
びサービス
付き高齢者
向け住宅の
戸数並びに
養護老人
ホーム，軽
費老人ホー
ム及び有料
老人ホーム
の定員の計
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第３章　安心できるサービスの提供
第１項　サービス提供基盤の整備(元気プランＰ80～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

特記事項現状認識(事業推進上の課題等)事業名 事業期間 事業主体 R2年度以降の方向性 成果指標 担当

4,034

・バリアフリー社会の実現に向けて，「だれ
もが住みよい福祉のまちづくり条例」を基本
的な指針とし，バリアフリー思想の県民への
より一層の浸透を図るとともに，公益的施設
のバリアフリー化を促進するため，必要な情
報の提供及び普及啓発のための事業を展開す
る。

・福祉のまちづくり読本の配布（331校／19,178部）
・条例整備基準適合施設に対する適合証の交付（13施設）
・多目的トイレ標識の配布（1施設）
・宮城県ゆずりあい駐車場利用制度に係る利用証の交付
（2,232枚）

社会福祉課

845

同上 ・福祉のまちづくり読本の配布（337校／19,332部）
・条例整備基準適合施設に対する適合証の交付（2施設）
・宮城県ゆずりあい駐車場利用制度に係る利用証の交付
（1,015枚）

社会福祉課

4

・複数市町村で運営協議会を設置することが
困難なものについて県が設置する運営協議会
を開催し，NPO法人等の福祉有償運送の事業
の必要性について協議を行う。

更新案件がないため，実施なし。 長寿社会政策
課企画推進班

109

同上 医療法人社団秀成会の更新案件があり，Ｒ2.2.12に実施。 長寿社会政策
課企画推進班

110,301

・バリアフリー型交通安全施設の整備(エス
コートゾーンの整備，歩車分離式信号機への
改良など)を推進する。

・歩車分離式信号機への改良　10基
・視覚障害者用付加装置の整備　23基
・高齢者等感応装置の整備　20式
・ 経過時間表示付歩行者用信号灯器の整備　40灯
・照明灯付横断歩道標識の整備　10基
・エスコートゾーンの整備　600ｍ

警察本部交通
規制課

149,361

同上 ・歩車分離式信号機への改良　16基
・視覚障害者用付加装置の整備　13基
・歩行者支援装置　50式
・高齢者等感応装置の整備　10式
・経過時間表示付歩行者用信号灯器の整備　40灯
・照明灯付横断歩道標識の整備　10基
・エスコートゾーンの整備　600ｍ

警察本部交通
規制課

５
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－ 県

・交通安全施設整備費の限られた予算範囲でバ
リアフリー型交通安全施設を整備するには限界
があり，警察庁補助金のみならず他省庁所管の
補助金，各種交付金の活用や警察所管以外の高
齢者対策関連予算の活用を含め，今後とも必要
な予算の確保に努めることが必要である。

バリアフリー型交通
安全施設等整備事業

福祉有償運送運営協
議会事業

H17年度～ 県

・タクシーや公共交通機関を一人で利用するこ
との困難な高齢者や障害者の通院や社会参加を
支えるため，移動手段の確保が必要である。

②継続
・市町村やNPO法人等が行う福祉有償運送が適正
に運営されるよう審議を行う。

バリアフリーみやぎ
推進事業

H9年度～ 県

・バリアフリー思想の県民への普及
・条例の整備基準に基づく公益的施設のバリア
フリー化の促進

②継続
・宮城県ゆずりあい駐車場利用制度の更なる普
及を図る。

②継続
・引き続きバリアフリー型交通安全施設の整備
に努める。
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第３章　安心できるサービスの提供
第１項　サービス提供基盤の整備(元気プランＰ80～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

特記事項現状認識(事業推進上の課題等)事業名 事業期間 事業主体 R2年度以降の方向性 成果指標 担当

32,121

・介護講座等の開催を通じて社会福祉従事
者，在宅介護者等への介護知識，介護技術の
普及を図る。
・介護機器の展示・相談体制を整備し，介護
機器の利用についての相談及び指導を行う。

・介護講座(新任職員向け，中堅・管理者向け，専門・テー
マ別)など，あわせて18回の研修を実施　1,115人が受講
・福祉用具展示室入館者数：388人　介護機器相談件数：
139件

長寿社会政策
課企画推進班

33,506

同上 ・介護講座(新任職員向け，中堅・管理者向け，専門・テー
マ別)など，あわせて23回の研修を実施　1,377人が受講
・福祉用具展示室入館者数：308人　介護機器相談件数：
121件

長寿社会政策
課企画推進班

6,069

・県営住宅敷地内の通路の段差解消，集会所
の建具改修，屋外階段への手すり設置を行う
等，バリアフリー化を図る。

・県営新坂住宅,県営岩切住宅,県営塩釜北浜住宅の集会所
において，玄関の引き戸化，スロープ設置，トイレ改修を
実施した。また，岩切住宅の敷地内において，屋外階段へ
の手すり設置等を実施した。
・多賀城八幡住宅にて，集会所のトイレ改修及び敷地内の
スロープへ手摺り設置等を設計（工事自体はH31年度実施予
定）。

住宅課

16,796

同上 ・県営広瀬住宅，県営中倉住宅，県営多賀城八幡住宅の集
会所において，トイレ改修を実施した。
　また，多賀城八幡住宅において，エントランスホールの
建具を引き戸化し，スロープや手摺りを新設した。

住宅課

介護研修センター運
営事業

H6年度～

H21年度～ 県

５
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化

・国の「社会資本整備総合交付金」の対象事業
となっているが，内示状況によっては，計画的
な事業の実施が難しくなることが懸念される。
・今後共，必要な予算の確保に努める。

②継続
・Ｒ2年度からの指定管理協定に基づき，効率的
な運営を図る。

公営住宅ストック総
合改善事業

②継続
・今後も計画的にバリアフリー化に取り組む。

県(宮城県
社会福祉協
議会と指定
管理協定)

・開所から25年以上が経過し，施設の老朽化が
進んでいる。
・痛みが目立つ外壁，雨漏りの目立つ屋上を中
心とした大規模修繕を実施したが，内部設備も
順次更新が必要な状況である。
・Ｒ2年度から4年間の指定管理期間に入ったと
ころであり，受講者からの研修要望等を含め，
運営主体と課題を整理し，引き続き施設を運営
する。
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第３章　安心できるサービスの提供
第２項　介護を担う人材の確保・養成・定着(元気プランＰ92～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

37,888

・県内介護人材確保・定着に向けた介護関係
団体協議会において，意見交換，関係団体間
の情報共有及び役割の明確化等の取組を実施
する。
・人材育成等に取り組む事業所に対する認証
制度(第1段階)の運用と第2段階の開始に向け
検討を実施する。
・小中学生への意識啓発，高校・主婦層等へ
の広報等による介護の魅力の普及啓発を行
う。
・人材育成の困難な小規模事業者職員に対す
る研修支援や中堅職員に対する高度専門技術
習得のための研修を行う。
・福祉・介護事業所における雇用管理改善・
就業環境改善の推進を図るための研修等を開
催する。

・協議会を2回開催するとともに，3つの部会(情報提供・啓
発部会，人材確保・定着部会，職場環境改善部会)を開催。
・職場環境改善部会の枠組みとして，認証評価制度推進委
員会を3回開催し，第2段階のスキームを検討するととも
に，宣言及び第１段階認証事業所の認証を行う。

・広報業務：主婦層等へのＰＲを目的とした週刊オーレ等
への記事掲載(3回掲載)。
・研修業務：
①管理者向け研修　延べ8回実施
②中堅職員向け等研修：延べ35回実施
③小規模事業所サポート・出前研修：4事業所
・職場環境改善ワークショップ：4回実施

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

38,431

・県内介護人材確保・定着に向けた介護関係
団体協議会において，意見交換，関係団体間
の情報共有及び役割の明確化等の取組を実施
する。
・人材育成等に取り組む事業所に対する認証
制度(第1段階)の運用と第2段階の開始
・小中学生への意識啓発，高校・主婦層等へ
の広報等による介護の魅力の普及啓発を行
う。
・人材育成の困難な小規模事業者職員に対す
る研修支援や中堅職員に対する高度専門技術
習得のための研修を行う。
・福祉・介護事業所における業務改善支援を
図るための事業を実施する。

・協議会を2回開催するとともに，職場環境改善部会の枠組
みとして，認証評価制度推進委員会を3回開催。

・研修業務：
①中堅職員向け等研修：延べ37回実施
②小規模事業所サポート・出前研修：22事業所
・介護事業所向け業務改善のシンポジウム
・専門家による業務改善支援の実施：3事業所

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

11,300

・経済連携協定（EPA）又は交換公文に基づ
き入国し，介護施設等で就労しながら介護福
祉士資格の取得を目指す者又は定住外国外国
人が，介護福祉士国家資格に合格できるよ
う，介護福祉士国家資格取得に向けた養成講
座を開設するもの。また，養成講座の受講等
に係る経費の支援を行うもの。
・委託先：東北福祉大学

●養成講座の運営
　○委託料　　9,441,559円
　○委託先　　学校法人栴檀学園東北福祉大学
　○受講生8人（EPA介護福祉士候補者4人，定住外国人4
人）
　①対面授業②通信による講義③e-Learning教材を活用予
定

●施設及び受講生に対する補助
　○補助額　1,858,000円
　○交付対象　 5事業所・4法人，8名（EPA介護福祉士候補
者4人，定住外国人4人）

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

9,170

・経済連携協定（EPA）又は交換公文に基づ
き入国し，介護施設等で就労しながら介護福
祉士資格の取得を目指す者又は定住外国外国
人が，介護福祉士国家資格に合格できるよ
う，介護福祉士国家資格取得に向けた養成講
座を開設するもの。また，養成講座の受講等
に係る経費の支援を行うもの。
・委託先：東北福祉大学

●養成講座の運営
　○委託料　　6,695,635円
　○委託先　　学校法人栴檀学園東北福祉大学
　○受講生11人（EPA介護福祉士候補者8人，定住外国人3
人）
　①対面授業②通信による講義③e-Learning教材を活用予
定

●施設及び受講生に対する補助
　○補助額　2,474,000円
　○交付対象　 6事業所・3法人，11名（EPA介護福祉士候
補者8人，定住外国人3人）

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

18,953

・介護福祉士養成校の入学者数や定員充足率
が低下傾向にあることから，介護分野への参
入促進の入り口となる介護福祉士養成校への
入学促進や養成校を活用した地域での介護の
イメージアップを図る。

・小中学校向け介護の魅力普及事業：2校
・養成校入学促進事業：6校，1団体
・地域での介護の魅力普及事業：2校

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

18,855

・介護福祉士養成校の入学者数や定員充足率
が低下傾向にあることから，介護分野への参
入促進の入り口となる介護福祉士養成校への
入学促進や養成校を活用した地域での介護の
イメージアップを図る。

・小中学校向け介護の魅力普及事業：2校
・養成校入学促進事業：5校，1団体
・地域での介護の魅力普及事業：2校

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

県

・ＥＰＡ介護福祉士候補者の国家試験の合格率
向上のため，学習支援の充実する必要がある。
・今後ＥＰＡ介護福祉士候補者が県内に増えて
いくことが予想されるため，どの程度養成講座
に受け入れるかを検討する必要がある。

②継続
・現在ＥＰＡ介護福祉士候補者の国家試験の合
格率は５割程度であり，引き続き学習支援を行
う必要がある。

１
　
多
様
な
人
材
の
参
入
促
進

H29年度～

介護従事者確保対策
事業

H27年度～

担当特記事項

②継続
減少傾向である介護福祉士養成校の入学者数を
踏まえ，入学者増のための支援を強化する必要
がある他，若年層を中心とする介護業界への入
り口として重要な存在であることから，引き続
き重点的に支援を行っていく。

②継続
・地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保
分)を活用した介護人材確保対策に係る各種取組
を継続して実施する。

・団塊の世代すべてが後期高齢者になる2025年
には，県における介護職員の不足人数（需給
ギャップ）は約5千人と見込まれており，将来
も見据えた介護人材の確保対策に取組む必要が
ある。

県

成果指標

県

事業名 事業期間 事業主体

介護職員数
（累計）
R2年度

36,848人

現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性

H26年度～
介護人材確保推進事
業【再掲】

外国人介護人材資格
取得支援事業

・介護福祉士養成校の入学者数や定員充足率が
低下し，新たな入学者を募集停止する養成校も
ある。
・各養成校においては，より入学者の確保に向
けた取組を強化し，実施していく必要がある。
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第３章　安心できるサービスの提供
第２項　介護を担う人材の確保・養成・定着(元気プランＰ92～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当特記事項成果指標事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性

2,406

①外国人介護人材受入啓発事業
介護事業所経営者を対象に圏域毎の勉強会を
開催し，外国人介護人材の雇用や具体的な活
用方法について検討する勉強会を開催するも
の。

①外国人介護人材受入啓発事業
　委託先：公益財団法人宮城県国際化協会
　（委託料：2,406,000円）
　●外国人介護人材に関する勉強会（来場者数：計163人）
　　大崎会場（H30.11.21）：来場者数26人
　　登米会場（H30.11.22）：来場者数39人
　　仙南会場（H30.12.18）：来場者数26人
　　仙台会場（H30.12.19）：来場者数72人

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

11,010

外国人介護人材受入啓発事業
外国人介護人材の参入促進に向け，セミナー
や現地視察ツアーを開催して介護事業所経営
者への意識啓発に取り組む他，相談窓口の設
置や外国人介護人材マッチング支援のための
送り出し国と受け入れ支援体制構築を図るも
の。

委託先：公益財団法人宮城県国際化協会
　（委託料：1,972,602円）
●外国人介護人材活用に関するセミナー（実践編）
　石巻会場（R1.12.23)：来場者数17人
　仙台会場（R2.1.15）：来場者数38人
委託先：株式会社オリーヴ
　（委託料：8,230,420円）
●外国人介護人材活用に関するセミナー（制度編）
　石巻会場（R1.10.9)：来場者数17人
　仙台会場（R1.10.16）：来場者数49人
●外国人介護人材に関する相談・支援窓口の設置
　R1.8.1～

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

21,036

介護職を目指す学生の増加と入学後の修学を
支援するとともに，卒業後の介護現場への就
労・定着を促進するため，返済免除付きの学
費貸付を行う。
貸付は次の４種類
①介護福祉士修学資金貸付
②社会福祉士修学資金貸付
③介護福祉士実務者研修受講資金貸付
④介護人材再就職準備金貸付

・延べ189人(98,234千円)に送金 長寿社会政策
課企画推進班

－

同上 ・延べ206人(107,652千円)に送金 長寿社会政策
課企画推進班

25,557

・介護事業所において，無資格かつ未就業の
方を雇用し介護業務に従事させるとともに，
雇用期間中の勤務の一部として介護業務に必
要な研修を受講させ，介護人材の育成と雇用
の拡大を図る。

・延べ82事業所で119人(21,532千円)を雇用。 長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

24,560

・介護事業所において，無資格かつ未就業の
方を雇用し介護業務に従事させるとともに，
雇用期間中の勤務の一部として介護業務に必
要な研修を受講させ，介護人材の育成と雇用
の拡大を図る。

・延べ83事業所で116人(20,539千円)を雇用。 長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

1,194

・復職を希望する潜在看護職員の不安を軽減
し，再就業を支援するため，最近の知識や技
術を習得するため，講義や実習の研修を実施
する。(ナースセンター事業内で実施)

・４日間研修（１回）10人受講
・１日研修（８回）延べ65人受講

医療人材対策
室

1,216

・復職を希望する潜在看護職員の不安を軽減
し，再就業を支援するため，最近の知識や技
術を習得するため，講義や実習の研修を実施
する。

・７日間研修（１回）10人受講
・半日研修（13回）延べ88人受講

医療人材対策
室

18,315

・求人事業所と求職者間双方のニーズを的確
に把握し，円滑な人材参入・定着を支援する
ため，宮城県福祉人材センターにキャリア支
援専門員を設置するもの。

・求職者のニーズに合わせた職場開拓及び就業後のフォ
ローアップのための事業所訪問
・圏域における職場説明会等による適切なマッチングの実
施
・ハローワークにおける出張相談
・福祉の仕事に関する面談会，ガイダンスの実施
・未就労者支援及び福祉現任職員定着支援のための研修会
の実施
・経営相談との連携による事業所への公認会計士や社会保
険労務士等アドバイザー派遣の実施

社会福祉課

18,332
同上 同上 社会福祉課

介護人材確保支援事
業

H27年度

福祉・介護人材マッ
チング機能強化事業

県

技能実習「介護」，在留資格「介護」，特定技
能１号等，近年外国人介護人材に関する制度の
変化が多いことから，県内の介護事業者のニー
ズも確認しつつ，外国人介護人材に関する啓発
等を行う必要がある。

②継続
・外国人介護人材の受入を推進していく必要が
ある。

県（宮城県
社会福祉協
議会に委

託）

・求められる福祉，介護人材の数に対し，現に
従事している福祉，介護人材が不足しているこ
とから，多くの福祉，介護人材を確保する必要
がある。

②継続
・不足している福祉，介護人材の安定的な確保
に向けて，継続して事業を実施する。

・介護福祉士養成施設又は社会福祉士養成施設
等に在学し資格の取得を目指す学生に対し修学
資金の貸し付けを行うことで修学を容易にし，
質の高い介護福祉士及び社会福祉士の養成確保
に資することを目的としている。
・離職した介護人材が再び介護職員として働く
ための再就職準備金の貸し付けを行うことで有
資格者の確保に繋げる。

１
　
多
様
な
人
材
の
参
入
促
進

H29年度～

H21年度～

潜在看護職員復職研
修事業

－

・(公社)宮
城県看護協
会への委託
事業
・H28年度よ
りナースセ
ンター事業
へ含めて実
施

外国人介護人材受入
推進事業

介護福祉士等修学資
金貸付事業

H21年度～
宮城県社会
福祉協議会

貸付原資等
への補助は
Ｈ30年度で
終了

②継続

・十分な事業費の確保が必要である。
・本事業による雇用者が，当該事業による初任
者研修修了後も，雇用が継続されているか確認
する必要がある。

②継続

県

・受講者の満足度は高いが、実受講者が少ない
ため，効果的な周知を展開し，受講者数を増や
すことが必要である。
・病院実習の参加者が少なく、また、その内容
が病院見学にとどまっている。

県

②継続
・ナースセンター事業と連動し，復職を希望す
る潜在看護職員への研修周知を図るとともに研
修受講及び復職につなげる。
・研修を復職総合研修と復職技術研修に分け、
前者では病院内での復職研修を実施するととも
に、後者は実施回数を増加する。
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第３章　安心できるサービスの提供
第２項　介護を担う人材の確保・養成・定着(元気プランＰ92～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当特記事項成果指標事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性

13,509

・ナースバンク(看護職の無料職業紹介事業)
を開設し，求職している看護職，看護職員を
求人している医療機関等に就業先又は看護職
員を紹介している。また，個人の状況に応じ
た就業相談にきめ細かく対応するとともに，
学生の進学相談等にも対応している。
・訪問看護師養成講習会(eラーニング)を実
施している。
・H27.10から看護師等の離職時の届出制度が
開始され，その周知及び離職者への情報提供
等を行っている。

・新規求人数1,265人  ・新規求職数415人
・就職件数337件
・求職相談件数4,349件　・求人相談件数3,602件
・届出制度登録数1,028人(うちeナースセンター登録数549
人)

医療人材対策
室

14,078

・ナースバンク(看護職の無料職業紹介事業)
を開設し，求職している看護職，看護職員を
求人している医療機関等に就業先又は看護職
員を紹介している。また，個人の状況に応じ
た就業相談にきめ細かく対応するとともに，
学生の進学相談等にも対応している。
・訪問看護師養成講習会(eラーニング)を実
施している。
・H27.11から看護師等の離職時の届出制度が
開始され，その周知及び離職者への情報提供
等を行っている。
・潜在看護職員のニーズを把握するととも
に、その復職に向けた支援を行っている。
・未就業看護職員及び看護職員需要施設の調
査を行っている。

・新規求人数995人  ・新規求職数410人
・就職件数190件
・求職相談件数4,379件　・求人相談件数3,196件
・届出制度登録数1,333人（うちeナースセンター登録数680
人）

医療人材対策
室

37,888

・県内介護人材確保・定着に向けた介護関係
団体協議会において，意見交換，関係団体間
の情報共有及び役割の明確化等の取組を実施
する。
・人材育成等に取り組む事業所に対する認証
制度(第1段階)の運用と第2段階の開始に向け
検討を実施する。
・小中学生への意識啓発，高校・主婦層等へ
の広報等による介護の魅力の普及啓発を行
う。
・人材育成の困難な小規模事業者職員に対す
る研修支援や中堅職員に対する高度専門技術
習得のための研修を行う。
・福祉・介護事業所における雇用管理改善・
就業環境改善の推進を図るための研修等を開
催する。

・協議会を2回開催するとともに，3つの部会(情報提供・啓
発部会，人材確保・定着部会，職場環境改善部会)を開催。
・職場環境改善部会の枠組みとして，認証評価制度推進委
員会を3回開催し，第2段階のスキームを検討するととも
に，宣言及び第１段階認証事業所の認証を行う。

・広報業務：主婦層等へのＰＲを目的とした週刊オーレ等
への記事掲載(3回掲載)。
・研修業務：
①管理者向け研修　延べ8回実施
②中堅職員向け等研修：延べ35回実施
③小規模事業所サポート・出前研修：4事業所
・職場環境改善ワークショップ：4回実施

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

38,431

・県内介護人材確保・定着に向けた介護関係
団体協議会において，意見交換，関係団体間
の情報共有及び役割の明確化等の取組を実施
する。
・人材育成等に取り組む事業所に対する認証
制度(第1段階)の運用と第2段階の開始
・小中学生への意識啓発，高校・主婦層等へ
の広報等による介護の魅力の普及啓発を行
う。
・人材育成の困難な小規模事業者職員に対す
る研修支援や中堅職員に対する高度専門技術
習得のための研修を行う。
・福祉・介護事業所における業務改善支援を
図るための事業を実施する。

・協議会を2回開催するとともに，職場環境改善部会の枠組
みとして，認証評価制度推進委員会を3回開催。

・研修業務：
①中堅職員向け等研修：延べ37回実施
②小規模事業所サポート・出前研修：22事業所
・介護事業所向け業務改善のシンポジウム
・専門家による業務改善支援の実施：3事業所

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

県－

１
　
多
様
な
人
材
の
参
入
促
進

ナースセンター事業

２
　
職
員
の
資
質
向
上

・(公社)宮
城県看護協
会への委託
事業
・H28年度よ
り潜在看護
職員復職研
修事業を含
めて実施

・求人側と求職側，双方のマッチングの難しい
状況は続いている。開設時間の拡充やハロー
ワークでの相談回数の増加を実施しているが，
ナースセンターの周知の及びより効果的・効率
的な相談事業を展開する必要がある。
・離職防止及び復職を円滑に進めるため，各医
療機関の勤務環境改善等の取り組みの充実も必
要である。
・未就業看護職員の実態をより一層把握する必
要があるとともに、医療機関側の情報を提供す
る必要もある。
・各種業務の費用対効果を向上させる必要があ
る。

介護職員数
（累計）
R2年度

36,848人

②継続
・ナースバンク事業の周知を看護管理者・看護
職員のみならず、病院解説者及び看護師等養成
所の長に対しても行う。
・未就業看護職員の実態把握・分析を行うとと
もに、看護職員需要施設の把握・分析を行う。
・医療機関が取り組む奨学金制度等の看護師確
保策について、情報を集約し、公表する。
・相談対応日時を効率化する。
・ナースセンター事業運営委員会と看護職員確
保対策連絡協議会とをナースセンター事業運営
協議会に統合し、運営を効率化する。

介護人材確保推進事
業【再掲】

H26年度～ 県

・団塊の世代すべてが後期高齢者になる2025年
には，県における介護職員の不足人数（需給
ギャップ）は約5千人と見込まれており，将来
も見据えた介護人材の確保対策に取組む必要が
ある。

②継続
・地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保
分)を活用した介護人材確保対策に係る各種取組
を継続して実施する。
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第３章　安心できるサービスの提供
第２項　介護を担う人材の確保・養成・定着(元気プランＰ92～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当特記事項成果指標事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性

18,315

・求人事業所と求職者間双方のニーズを的確
に把握し，円滑な人材参入・定着を支援する
ため，宮城県福祉人材センターにキャリア支
援専門員を設置するもの。

・求職者のニーズに合わせた職場開拓及び就業後のフォ
ローアップのための事業所訪問
・圏域における職場説明会等による適切なマッチングの実
施
・ハローワークにおける出張相談
・福祉の仕事に関する面談会，ガイダンスの実施
・未就労者支援及び福祉現任職員定着支援のための研修会
の実施
・経営相談との連携による事業所への公認会計士や社会保
険労務士等アドバイザー派遣の実施

社会福祉課

18,332
同上 同上 社会福祉課

32,121

・介護講座等の開催を通じて社会福祉従事
者，在宅介護者等への介護知識，介護技術の
普及を図る。
・介護機器の展示・相談体制を整備し，介護
機器の利用についての相談及び指導を行う。

・介護講座(新任職員向け，中堅・管理者向け，専門・テー
マ別)など，あわせて18回の研修を実施　1,115人が受講
・福祉用具展示室入館者数：388人　介護機器相談件数：
139件

長寿社会政策
課企画推進班

33,506

同上 ・介護講座(新任職員向け，中堅・管理者向け，専門・テー
マ別)など，あわせて23回の研修を実施　1,377人が受講
・福祉用具展示室入館者数：308人　介護機器相談件数：
121件

長寿社会政策
課企画推進班

県（宮城県
社会福祉協
議会に委

託）

・求められる福祉，介護人材の数に対し，現に
従事している福祉，介護人材が不足しているこ
とから，多くの福祉，介護人材を確保する必要
がある。

・開所から25年以上が経過し，施設の老朽化が
進んでいる。
・痛みが目立つ外壁，雨漏りの目立つ屋上を中
心とした大規模修繕を実施したが，内部設備も
順次更新が必要な状況である。
・Ｒ2年度から4年間の指定管理期間に入ったと
ころであり，受講者からの研修要望等を含め，
運営主体と課題を整理し，引き続き施設を運営
する。

②継続
・Ｒ2年度からの指定管理協定に基づき，効率的
な運営を図る。

２
　
職
員
の
資
質
向
上

H21年度～

②継続
・不足している福祉，介護人材の安定的な確保
に向けて，継続して事業を実施する。

介護研修センター運
営事業【再掲】

H6年度～

県(宮城県
社会福祉協
議会と指定
管理協定)

福祉・介護人材マッ
チング機能強化事業
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第３章　安心できるサービスの提供
第２項　介護を担う人材の確保・養成・定着(元気プランＰ92～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当特記事項成果指標事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性

３
　
労
働
環
境
・
処
遇
の
改
善

37,888

・県内介護人材確保・定着に向けた介護関係
団体協議会において，意見交換，関係団体間
の情報共有及び役割の明確化等の取組を実施
する。
・人材育成等に取り組む事業所に対する認証
制度(第1段階)の運用と第2段階の開始に向け
検討を実施する。
・小中学生への意識啓発，高校・主婦層等へ
の広報等による介護の魅力の普及啓発を行
う。
・人材育成の困難な小規模事業者職員に対す
る研修支援や中堅職員に対する高度専門技術
習得のための研修を行う。
・福祉・介護事業所における雇用管理改善・
就業環境改善の推進を図るための研修等を開
催する。

・協議会を2回開催するとともに，3つの部会(情報提供・啓
発部会，人材確保・定着部会，職場環境改善部会)を開催。
・職場環境改善部会の枠組みとして，認証評価制度推進委
員会を3回開催し，第2段階のスキームを検討するととも
に，宣言及び第１段階認証事業所の認証を行う。

・広報業務：主婦層等へのＰＲを目的とした週刊オーレ等
への記事掲載(3回掲載)。
・研修業務：
①管理者向け研修　延べ8回実施
②中堅職員向け等研修：延べ35回実施
③小規模事業所サポート・出前研修：4事業所
・職場環境改善ワークショップ：4回実施

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

38,431

・県内介護人材確保・定着に向けた介護関係
団体協議会において，意見交換，関係団体間
の情報共有及び役割の明確化等の取組を実施
する。
・人材育成等に取り組む事業所に対する認証
制度(第1段階)の運用と第2段階の開始
・小中学生への意識啓発，高校・主婦層等へ
の広報等による介護の魅力の普及啓発を行
う。
・人材育成の困難な小規模事業者職員に対す
る研修支援や中堅職員に対する高度専門技術
習得のための研修を行う。
・福祉・介護事業所における業務改善支援を
図るための事業を実施する。

・協議会を2回開催するとともに，職場環境改善部会の枠組
みとして，認証評価制度推進委員会を3回開催。

・研修業務：
①中堅職員向け等研修：延べ37回実施
②小規模事業所サポート・出前研修：22事業所
・介護事業所向け業務改善のシンポジウム
・専門家による業務改善支援の実施：3事業所

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

998

・震災後，介護人材の確保が非常に困難に
なっている気仙沼圏域において，介護事業所
の業務改善に向けた，啓発セミナーの開催
や，介護事業所の運営状況を踏まえた効率的
な業務改善支援を実施する。

・経営者対象の離職防止セミナーの開催：1回
・介護事業所訪問調査事業：5事業所

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

－ － －

長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

79,127

・ロボット等介護機器の導入による介護職員
の負担軽減や魅力向上を図るため，事業者の
ロボット導入への補助や普及啓発を実施する
もの。

・施設数　29施設 長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

37,077

・ロボット等介護機器の導入による介護職員
の負担軽減や魅力向上を図るため，事業者の
ロボット導入への補助や普及啓発を実施する
もの。

・施設数　20施設 長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

5,405

・介護職員確保及び勤務環境改善のため，介
護用移動リフトの導入検討に要する経費を県
が支援し導入促進を行うもの。

・法人(施設)数　 8法人（11施設） 長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

4,432

・介護職員確保及び勤務環境改善のため，介
護用移動リフトの導入検討に要する経費を県
が支援し導入促進を行うもの。

・法人(施設)数　 6法人（6施設） 長寿社会政策
課介護人材確
保推進班

1,194

・復職を希望する潜在看護職員の不安を軽減
し，再就業を支援するため，最近の知識や技
術を習得するため，講義や実習の研修を実施
する。(ナースセンター事業内で実施)

・４日間研修（１回）10人受講
・１日研修（８回）延べ65人受講

医療人材対策
室

1,216

・復職を希望する潜在看護職員の不安を軽減
し，再就業を支援するため，最近の知識や技
術を習得するため，講義や実習の研修を実施
する。

・７日間研修（１回）10人受講
・半日研修（13回）延べ88人受講

医療人材対策
室

H29年度～H30
年度

－

②継続
・介護職員の負担軽減に直接効果があることか
ら今後も実施予定である。

②継続
・ナースセンター事業と連動し，復職を希望す
る潜在看護職員への研修周知を図るとともに研
修受講及び復職につなげる。
・研修を復職総合研修と復職技術研修に分け、
前者では病院内での復職研修を実施するととも
に、後者は実施回数を増加する。

・(公社)宮
城県看護協
会への委託
事業
・H28年度よ
りナースセ
ンター事業
へ含めて実
施

介護職員数
（累計）
R2年度

36,848人

県

・気仙沼圏域における圏域協議会主体のモデル
事業として実施した。
・モデル事業はH30で終了するが，圏域協議会
は各種事業を独自に展開する財源に乏しいのが
課題である。

④廃止
H29-30にかけて，圏域協議会におけるモデル事
業として実施したもの。

・受講者の満足度は高いが、実受講者が少ない
ため，効果的な周知を展開し，受講者数を増や
すことが必要である。
・病院実習の参加者が少なく、また、その内容
が病院見学にとどまっている。

介護保険施設業務改
善支援事業

ロボット等介護機器
導入促進事業

介護人材確保推進事
業【再掲】

H26年度～ 県

・団塊の世代すべてが後期高齢者になる2025年
には，県における介護職員の不足人数（需給
ギャップ）は約5千人と見込まれており，将来
も見据えた介護人材の確保対策に取組む必要が
ある。

H29年度～
県

県
潜在看護職員復職研

修事業【再掲】

介護職員勤務環境改
善支援事業

H28年度～
R2年度

県

・導入検討段階において専門的知見を持つ者
(理学療法士又は作業療法士とした。)のコンサ
ルティングを受けながらリフト機器を試用する
ことを必須としたため，事業者が検討を行いや
すくなり，導入への不安等も解消されている様
子である。
・専門的知見を持ちコンサルティングを行える
者が本県内に少ないことから，今後の事業充実
のため，研修会や意見交換の場の設定が必要と
の声が挙がり，県のリハビリテーション支援セ
ンターと連携してサポートに当たることとし
た。

・機器を導入する理由として施設の課題を解決
するために導入することから，そのための体制
の構築や活用後の振り返りができる仕組みの構
築が施設内で可能とする必要がある。

②継続

②継続
・地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保
分)を活用した介護人材確保対策に係る各種取組
を継続して実施する。
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第３章　安心できるサービスの提供
第２項　介護を担う人材の確保・養成・定着(元気プランＰ92～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

担当特記事項成果指標事業名 事業期間 事業主体 現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性

8,421

・介護保険制度を円滑に運営するため，介護
支援専門員の試験・登録業務を行うととも
に，専門的知識及び技術の取得のため，専門
研修等を実施し，介護支援専門員の養成・資
質向上を図る。

【試験・登録】
介護支援専門員実務研修受講試験
受験者：1,337人，合格者：87人，
合格率：6.5%
・介護支援専門員証交付
【養成・資質向上(修了者数)】(基金)
実務研修：96人，再研修：90人
更新研修(実務未経験者対象)：198人
専門・更新研修Ⅰ：270人
専門・更新研修Ⅱ：623人
主任研修：148人
主任更新研修：219人

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

7,631

・介護保険制度を円滑に運営するため，介護
支援専門員の試験・登録業務を行うととも
に，専門的知識及び技術の取得のため，専門
研修等を実施し，介護支援専門員の養成・資
質向上を図る。

【試験・登録】
介護支援専門員実務研修受講試験
受験者：907人，合格者：126人，
合格率：13.9%
・介護支援専門員証交付
【養成・資質向上(修了者数)】(基金)
実務研修：令和元年東日本台風の影響により中止
再研修・更新研修(実務未経験者対象)：309人
専門・更新研修Ⅰ：273人
専門・更新研修Ⅱ：632人
主任研修：195人
主任更新研修：235人

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

177

・各地域における介護支援専門員の日常のケ
アマネジメント業務や資質向上等への取組を
支援するとともに，指導的役割を担う人材を
養成する。

・ケアマネジャー指導者養成研修
修了者：12人
・介護支援専門員支援会議
開催：1回

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

178

・各地域における介護支援専門員の日常のケ
アマネジメント業務や資質向上等への取組を
支援するとともに，指導的役割を担う人材を
養成する。

・主任介護支援専門員指導者養成研修
修了者：16人

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

2,054
※新基金含む

・介護支援専門員に対し，経験豊かな主任介
護支援専門員等が行う多職種連携に係る助
言・指導等により，介護支援専門員の資質向
上を図る。

・ケアマネジャー多職種連携支援体制強化事業(基金)
相談指導回数：37回

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,870

医療・介護関係者の顔の見える関係を構築す
るため，グループワークを中心とした多職種
での研修会の開催。

・相談指導:29回 長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

ケアマネジャー多職
種連携支援体制強化

事業

４
　
介
護
支
援
専
門
員
の
資
質
向
上

H27年度～ 県

・地域包括ケア体制の構築に向け，介護支援専
門員の更なる資質向上が必要である。

②継続
・継続的な取組が必要であるため

H19年度～ 県

・地域包括ケア体制の構築に向け，介護支援専
門員の更なる資質向上が必要である。

②継続
・継続的な取組が必要であるため

介護支援専門員支援
体制強化事業【再
掲】

介護支援専門員資質
向上事業【再掲】

H8年度～ 県

・地域包括ケア体制の構築に向け，介護支援専
門員の更なる資質向上が必要である。

②継続
・介護支援専門員は，介護保険制度を支える重
要な職種であり，資質向上に向けた取組を継続
して実施する必要がある。
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第３章　安心できるサービスの提供
第３項　介護サービスの質の確保・向上(元気プランＰ100～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

24,628,149

・保険者(市町村)が被保険者に給付する費用
について，法令の規定に基づき，国，県，市
町村が負担する。
・県負担割合　施設等給付費　　　17.5%
　　　　　　　それ以外の給付費　12.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
H30交付決定額：24,618,372千円
過年度追加交付額 9,777千円

長寿社会政策
課企画推進班

25,406,618

同上 市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
R1交付決定額：25,381,464千円
過年度追加交付額：25,154千円

長寿社会政策
課企画推進班

1,546,908

・市町村が実施する地域支援事業(介護予
防・日常生活支援総合事業，包括的支援事
業，任意事業)に要する経費について，法令
の規定に基づき，国・県・市町村が負担す
る。
・県負担割合
介護予防・日常生活支援総合事業　12.5%
包括的支援所業，任意事業　　 　19.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
H30交付額：1,546,950千円(追加交付含む）

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

1,586,415

・市町村が実施する地域支援事業(介護予
防・日常生活支援総合事業，包括的支援事
業，任意事業)に要する経費について，法令
の規定に基づき，国・県・市町村が負担す
る。
・県負担割合
介護予防・日常生活支援総合事業　12.5%
包括的支援所業，任意事業　　 　19.5%

市町村の交付申請に基づき，県負担額を交付する。
R1 交付額：1,586,415千円

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

290

・保険者である市町村において，給付費の増
大等により，介護保険財政が悪化することを
回避するため，資金の貸付・交付を行う(県
が基金を設置し，貸付等を行う)

・財産収入(基金運用果実)：290千円
・貸付金返還　：なし(該当貸付なし)
・新規貸付見込：なし

長寿社会政策
課企画推進班

271

同上 ・財産収入(基金運用果実)：271千円
・貸付金返還　：なし(該当貸付なし)
・新規貸付見込：なし

長寿社会政策
課企画推進班

1
　
適
切
な
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
確
保

(

1

)

事業名 事業期間 事業主体 成果指標

県

介護保険制度運営事
業(介護保険給付費
用負担金)

地域支援事業交付金
【再掲】

担当

H18年度～ 市町村

・事業の円滑な実施のため，市町村の取組を把
握し，情報提供やアドバイザー派遣を行うな
ど，必要に応じて支援を行っていく必要があ
る。

②継続
・法令で定められた負担であるため。

特記事項現状認識(事業推進上の課題等)

H12年度～

介護保険財政安定化
事業

②継続
・現行法上，市町村の介護保険財政の安定を図
るための最終的な手段・制度であるため。

・市町村の介護保険財政の安定化のため引き続
き十分な基金額を確保する必要がある。

H12年度～

R2年度以降の方向性

県

・高齢化の進行に伴い，今後も給付費の増加が
見込まれることから，給付の一層の適正化を図
る必要がある。

②継続
・法令で定められた負担であるため。
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第３章　安心できるサービスの提供
第３項　介護サービスの質の確保・向上(元気プランＰ100～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

事業名 事業期間 事業主体 成果指標 担当特記事項現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性

8,421

・介護保険制度を円滑に運営するため，介護
支援専門員の試験・登録業務を行うととも
に，専門的知識及び技術の取得のため，専門
研修等を実施し，介護支援専門員の養成・資
質向上を図る。

【試験・登録】
介護支援専門員実務研修受講試験
受験者：1,337人，合格者：87人，
合格率：6.5%
・介護支援専門員証交付
【養成・資質向上(修了者数)】(基金)
実務研修：96人，再研修：90人
更新研修(実務未経験者対象)：198人
専門・更新研修Ⅰ：270人
専門・更新研修Ⅱ：623人
主任研修：148人
主任更新研修：219人

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

7,631

・介護保険制度を円滑に運営するため，介護
支援専門員の試験・登録業務を行うととも
に，専門的知識及び技術の取得のため，専門
研修等を実施し，介護支援専門員の養成・資
質向上を図る。

【試験・登録】
介護支援専門員実務研修受講試験
受験者：907人，合格者：126人，
合格率：13.9%
・介護支援専門員証交付
【養成・資質向上(修了者数)】(基金)
実務研修：令和元年東日本台風の影響により中止
再研修・更新研修(実務未経験者対象)：309人
専門・更新研修Ⅰ：273人
専門・更新研修Ⅱ：632人
主任研修：195人
主任更新研修：235人

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

3,887

・要介護認定業務が公平・公正かつ適切に実
施されるよう，認定調査員，介護認定審査会
委員及び主治医に対する研修等を実施する。

・認定調査員新規研修：152人
・認定調査員現任研修：401人
・介護認定審査会委員研修：253人
・主治医研修：33人
・介護給付適正化事業
介護給付適正化システム研修会
全体1回，ブロック別：4回

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

3,663

・要介護認定業務が公平・公正かつ適切に実
施されるよう，認定調査員，介護認定審査会
委員及び主治医に対する研修等を実施する。

・認定調査員新規研修：64人
・認定調査員現任研修：91人
・介護認定審査会委員研修：143人
・主治医研修：20人
・介護給付適正化事業
介護給付適正化システム研修会
全体1回，ブロック別：4回

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

H8年度～

1
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H8年度～
介護認定調査員等研
修事業

・認定調査員等の更なる資質の向上及び技術等
の平準化が必要。また，そのために研修内容の
一層の充実を図る必要がある。

②継続
・要介護認定制度に変更の予定がないため。

県

県

・地域包括ケア体制の構築に向け，介護支援専
門員の更なる資質向上が必要である。

②継続
・介護支援専門員は，介護保険制度を支える重
要な職種であり，資質向上に向けた取組を継続
して実施する必要がある。

介護支援専門員資質
向上事業【再掲】
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第３章　安心できるサービスの提供
第３項　介護サービスの質の確保・向上(元気プランＰ100～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

事業名 事業期間 事業主体 成果指標 担当特記事項現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性

24,665

・介護サービス利用者やその家族等による主
体的な事業者選択を支援するため，介護サー
ビス事業所・施設に関する情報をインター
ネットで公表する。

　    　完了件数
公表　　  1,920
訪問調査    536

長寿社会政策課運営
指導班

24,096

・介護サービス利用者やその家族等による主
体的な事業者選択を支援するため，介護サー
ビス事業所・施設に関する情報をインター
ネットで公表する。

　    　完了件数
公表　　  1,921
訪問調査    476

長寿社会政策課運営
指導班

7,245

・介護サービス事業者に対する利用者等から
の苦情・相談に対しては，介護保険制度上，
国民健康保険団体連合会が必要な処理を行う
こととされており，円滑な業務実施に必要な
支援を行う。

・苦情・相談受付件数　129件
・介護サービス苦情処理委員会の開催
・介護サービスの質の向上に関する研修会の開催　1回

長寿社会政策課運営
指導班

7,206

・介護サービス事業者に対する利用者等から
の苦情・相談に対しては，介護保険制度上，
国民健康保険団体連合会が必要な処理を行う
こととされており，円滑な業務実施に必要な
支援を行う。

・苦情・相談受付件数　122件
・介護サービス苦情処理委員会の開催
・介護サービスの質の向上に関する研修会の開催　1回

長寿社会政策課運営
指導班

8,305

・福祉サービスに関し，事業者段階で解決が
困難な苦情を適切に解決し，福祉サービスの
適切な利用又は提供を支援するとともに，福
祉サービス利用者の権利を擁護する。

〇運営適正化委員会
・福祉サービスの利用援助事業(日常生　活自立支援事業)
の監視等
・苦情解決に必要な相談，調査，助言又　はあっせん
・県への通報，情報提供
・年度ごとの苦情の取りまとめ報告
○運営適正化委員会事務局
・苦情の受付，相談
・委員活動の補助
・委員会(合議体)の開催
・研修会の開催
・事業者に対しての巡回指導
・パンフレットの作成・配布

社会福祉課

7,881 同上 同上 社会福祉課

72,379

・在宅の認知症高齢者や知的障害・精神障害
等のある方で，自己決定能力の低下により日
常生活に不安を持つ方に，本人との契約に基
づき，有料で，福祉サービスの利用援助，金
銭管理等を実施し，住みなれた地域で安心し
て自立した生活ができるようにサポートを行
う。

○一般相談・権利擁護のための取組等
・支部(仙南，仙台，大崎，栗原，登米，石巻及び気仙沼・
本吉の計7ヶ所)の専門員が相談に応じ，本部と連携して適
切な解決支援策を検討する 。
・法律問題については，弁護士同席の専門相談を県内各地
で定期的に開催する(予約制)。
○契約による援助サービスの提供
・宮城県社会福祉協議会と契約を締結した方に対し，生活
支援員が専門員と連携し援助活動を行う。
　 ・福祉サービス利用援助サービス及び日常的金銭管理
サービス
　 ・財産預かりサービス

社会福祉課

72,113 同上 同上 社会福祉課

246

・社会福祉法に基づく「福祉サービス第三者
評価」については，高齢者福祉分野に関する
評価基準の策定。介護保険法に基づく「地域
密着型サービス外部評価」については，外部
評価の実施体制の整備を行う。

第三者評価：特別養護老人ホーム2件
外部評価：外部評価調査員8名養成，訪問調査224件

長寿社会政策課運営
指導班

268

・社会福祉法に基づく「福祉サービス第三者
評価」については，高齢者福祉分野に関する
評価基準の策定。介護保険法に基づく「地域
密着型サービス外部評価」については，外部
評価の実施体制の整備を行う。

第三者評価：特別養護老人ホーム4件，ケアハウス1件
外部評価：外部評価調査員13名養成，訪問調査225件

長寿社会政策課運営
指導班

県
(NPO法人に
業務委託)

・地方分権推進改
革の一環として，
H30.4から情報公
表制度に係る都道
府県の権限を指定
都市に移譲され
た。(県内事業所
の約4割が仙台市
に移譲された。)

②継続
介護保険法に基づく事業であるため

・利活用の促進(「見やすさ」「使いやすさ」
「分かりやすさ」に配慮した公表画面の開発等
システム改良)
・介護保険制度に基づく全国共通の制度として
の統一性の確保　等

２
　
適
切
な
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
確
保

(

2

)

介護サービス情報の
公表推進事業

苦情処理体制運営事
業

H12年度～
宮城県国民
健康保険団
体連合会

・国保連合会が行う苦情処理業務については，
交付税措置されている等の理由で，国は都道府
県に対し同連合会への財政支援を強く求めてき
ているところ，財政事情等を理由とする補助金
の廃止又は縮小は難しい状況にある。

②継続
・上記のとおり, 国保連合会に対する財政支援
を国は強く求めてきており，当面，補助金の廃
止又は縮小は難しい。

福祉サービス苦情解
決事業

H12年度～
宮城県社会
福祉協議会

・運営適正化委員会は，学識経験者から構成さ
れており，県職員は委員になっていないことか
ら，活動状況等について定期的な報告を求める
など現状把握に努める。

②継続
・福祉・介護サービスへのニーズの多様化，高
度化しつつある状況の中，利用者と福祉事業者
とのトラブルについて，苦情等の早期解決を行
う第三者機関として，引き続き事業を実施して
いく。

日常生活自立支援事
業【再掲】

H11年度～
宮城県社会
福祉協議会

・より地域に密着した形で，利用者へのサービ
スを提供するため，宮城県社協は，基幹型社協
(圏域毎に主体となって事業を行う市町村社協)
への事業委託を進めている。(R2.3.31現在，栗
原圏域は栗原市社協，登米圏域は登米市社協，
石巻圏域は石巻市社協，気仙沼圏域は気仙沼市
社協が基幹的社協として事業委託を受けてい
る)
しかし，一部の圏域においては，圏域内の調整
が難航する等の理由により，事業委託が遅れて
いる。

②継続
・行政機関や地域包括支援センター，相談支援
事業所，医療機関との連携により，住みなれた
地域で安心して自立した生活ができるようにサ
ポートを行う。

H17年度～

福祉サービス第三者
評価推進事業【再
掲】

H17年度～ 県

・第三者評価：事業所への継続的な普及啓発の
取組が必要と思われる。
・外部評価：外部評価が適切に実施されるよう
体制の整備を行う。

②継続
・第三者評価：評価基準の見直しや，事業所へ
の普及啓発などを進めていく。
・外部評価：ガイドラインや要綱の見直しなど
を進めていく。
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第３章　安心できるサービスの提供
第３項　介護サービスの質の確保・向上(元気プランＰ100～)

上段
H30年度決算額
　 【単位：千円】

H30年度事業内容 H30年度事業実施状況(実績)

下段
R1年度決算額
　 【単位：千円】

R1年度事業内容 R1年度事業実施状況(実績)

事業名 事業期間 事業主体 成果指標 担当特記事項現状認識(事業推進上の課題等) R2年度以降の方向性

246

・社会福祉法に基づく「福祉サービス第三者
評価」については，高齢者福祉分野に関する
評価基準の策定。介護保険法に基づく「地域
密着型サービス外部評価」については，外部
評価の実施体制の整備を行う。

第三者評価：特別養護老人ホーム2件
外部評価：外部評価調査員8名養成，訪問調査224件

長寿社会政策課運営
指導班

268

・社会福祉法に基づく「福祉サービス第三者
評価」については，高齢者福祉分野に関する
評価基準の策定。介護保険法に基づく「地域
密着型サービス外部評価」については，外部
評価の実施体制の整備を行う。

第三者評価：特別養護老人ホーム4件，ケアハウス1件
外部評価：外部評価調査員13名養成，訪問調査225件

長寿社会政策課運営
指導班

298

・社会福祉法に基づく「福祉サービス第三者
評価」については，評価基準の見直し，評価
機関の募集，評価結果の公表，受審率の数値
目標の設定，制度の普及啓発等実施。

第三者評価：特別養護老人ホーム2件 社会福祉課

201

・社会福祉法に基づく「福祉サービス第三者
評価」については，評価機関の募集及び評価
機関の認証（１法人），評価結果の公表，制
度の普及啓発等実施。

第三者評価：特別養護老人ホーム4件，軽費老人ホーム1件 社会福祉課

4

・保険者(市町村)の行った行政処分(要介護
認定，保険料賦課決定等)に対する不服申立
の審理・裁決を行う第三者機関として，県に
設置した介護保険審査会の運営を行う。

審査会開催：　0回
審理件数：　3件

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

238

・保険者(市町村)の行った行政処分(要介護
認定，保険料賦課決定等)に対する不服申立
の審理・裁決を行う第三者機関として，県に
設置した介護保険審査会の運営を行う。

審査会開催：　1回
審理件数：　1件

長寿社会政策
課地域包括ケ
ア推進班

県H11年度～
介護保険審査会運営
事業

３
　
サ
ー

ビ
ス
の
質
の
向
上

・制度の趣旨等の一層の周知が必要である。 ②継続
・法律により，被保険者に保障された制度であ
るため。

・第三者評価：事業所への継続的な普及啓発の
取組が必要と思われる。
・外部評価：外部評価が適切に実施されるよう
体制の整備を行う。

②継続
・第三者評価：評価基準の見直しや，事業所へ
の普及啓発などを進めていく。
・外部評価：ガイドラインや要綱の見直しなど
を進めていく。

福祉サービス第三者
評価推進事業【再
掲】

福祉サービス第三者
評価推進事業【再
掲】

H17年度～ 県

・第三者評価：事業所への継続的な普及啓発の
取組が必要である。

②継続
・第三者評価：評価基準の見直しや，事業所へ
の普及啓発などを進めていく。

H17年度～ 県
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