
施策名 平成２９年度事務事業名 予算額 課　名

Ⅱ－１－１危機管理体制の充実・強化 感染症の医療体制整備事業 310,550 薬事衛生課

被災者への支援事業 26,100 地域福祉課

災害福祉広域支援ネットワーク体制整備事業 1,500 地域福祉課

風水害震災時の医療体制整備 11,162 医療政策課

Ⅱ－１－３原子力安全・防災対策の充実・強
化

原子力災害時の医療体制整備 230,963 医療政策課

食品衛生対策推進事業 44,451 薬事衛生課

カネミ油症被害者検診・支援事業 2,084 薬事衛生課

獣医師確保対策事業 395 薬事衛生課

食品流通対策事業 4,893 薬事衛生課

施策名 平成２９年度事務事業名 予算額 課　名

保健福祉情報の収集・提供事業 17,845 健康福祉総務課

総合福祉センター維持管理運営事業 169,911 健康福祉総務課

健康長寿しまね推進事業 5,925 健康推進課

生活習慣病予防対策事業 154,868 健康推進課

食育推進事業 6,908 健康推進課

８０歳２０本の歯推進事業 4,384 健康推進課

地域保健関係職員研修事業 4,145 健康推進課

特定疾患治療研究事業（特定疾患＋小慢） 1,250,816 健康推進課

難病相談・支援事業 29,109 健康推進課

原爆被爆者対策事業 513,794 健康推進課

肝炎医療費助成事業 187,517 健康推進課

医療費適正化計画対策費 628 健康推進課

保険医療機関等指導事業 4,910 健康推進課

国民健康保険支援事業 6,228,155 健康推進課

後期高齢者医療支援事業 11,419,233 健康推進課

精神保健推進事業 37,873 障がい福祉課

感染症予防対策推進事業 55,879 薬事衛生課

エイズ予防対策推進事業 3,122 薬事衛生課

結核予防対策推進事業 36,337 薬事衛生課

公害被害健康対策推進事業 3,357 薬事衛生課

しまね流福祉のまちづくり推進事業 3,254 地域福祉課

地域福祉セーフティネット推進事業 10,756 地域福祉課

民生委員活動推進事業 161,979 地域福祉課

福祉人材確保・育成事業 448,826 地域福祉課

介護人材確保対策事業（総合確保基金分） 38,477 地域福祉課

社会福祉施設等の整備促進事業 275,190 地域福祉課

福祉サービス改善支援事業 30,257 地域福祉課

福祉サービス利用支援事業 92,779 地域福祉課

社会福祉法人指導事業 3,030 地域福祉課

島根総合発展計画　政策・施策体系　健康福祉部関係

　基本目標Ⅱ　安心して暮らせるしまね

　政策Ⅱ－１　安全対策の推進

　政策Ⅱ－２　健康づくりと福祉の充実

Ⅱ－１－２消防防災対策の推進

Ⅱ－１－８食の安全の確保

Ⅱ－２－１健康づくりの推進

Ⅱ－２－２地域福祉の推進



施策名 平成２９年度事務事業名 予算額 課　名

生涯現役社会づくり推進事業(県民意識啓発) 2,941 高齢者福祉課

新たな共助の仕組みづくり推進事業 81,891 高齢者福祉課

高齢者介護予防推進事業 565,467 高齢者福祉課

介護保険制度運営支援事業 11,593,110 高齢者福祉課

介護保険制度施行支援事業 328,157 高齢者福祉課

介護保険低所得者利用負担対策事業 19,535 高齢者福祉課

介護サービス適正実施指導事業 2,736 高齢者福祉課

ケアマネジャー総合支援事業 16,590 高齢者福祉課

軽費老人ホーム運営事業 505,061 高齢者福祉課

療養病床再編推進事業 105,000 高齢者福祉課

認知症施策推進事業 48,205 高齢者福祉課

介護施設等整備事業（総合確保基金分） 708,430 高齢者福祉課

介護施設整備推進事業（総合確保基金分） 101,783 高齢者福祉課

介護人材確保対策事業 163,847 高齢者福祉課

地域包括ケア推進事業 10,000 高齢者福祉課

障がい者地域生活支援事業 289,931 障がい福祉課

障がい者自立支援医療等給付事業 2,374,537 障がい福祉課

障がい児施設等給付費 904,550 障がい福祉課

障がい者自立支援給付事業 4,622,503 障がい福祉課

障がい者自立支援給付制度運営事業 16,564 障がい福祉課

障がい者利用施設運営事業 101,157 障がい福祉課

障がい者手当等給付事業 196,389 障がい福祉課

障がい者施設等整備事業 404,218 障がい福祉課

障がい者施策推進事業 10,117 障がい福祉課

障がい者相談事業 57,795 障がい福祉課

障がい者就労支援事業 143,541 障がい福祉課

子ども発達支援事業 222,446 障がい福祉課

心と体の相談センター運営費 30,145 障がい福祉課

生活衛生団体等の育成事業 21,500 薬事衛生課

医薬品等の安全確保事業 7,237 薬事衛生課

水道施設・水道水質の維持管理事業 755,785 薬事衛生課

動物管理等対策事業 24,851 薬事衛生課

生活保護費の給付事業 229,076 地域福祉課

生活困窮者支援・子どものセーフティネット推進 323 地域福祉課

自立支援事業 24,293 地域福祉課

行旅病人等への支援事業 395 地域福祉課

旧軍人及び未帰還者等援護事業 21,710 高齢者福祉課

Ⅱ－２－６生活援護の確保

Ⅱ－２－５生活衛生の充実

Ⅱ－２－４障がい者の自立支援

Ⅱ－２－３高齢者福祉の推進



施策名 平成２９年度事務事業名 予算額 課　名

地域医療の連携推進 888,331 医療政策課

医療機関の機能充実 346,606 医療政策課

救急医療体制の整備 348,363 医療政策課

県西部地域の医療を充実させる事業 966 医療政策課

離島医療の充実のための事業 158,036 医療政策課

しまねがん対策強化事業 87,845 健康推進課

緩和ケアの推進 2,588 健康推進課

へき地等の医療機関を支援する事業 57,742 医療政策課

移植医療の推進 18,968 医療政策課

精神医療提供事業 150,260 障がい福祉課

血液対策事業 4,428 薬事衛生課

医療従事者確保対策事業（薬剤師確保対策） 1,900 薬事衛生課

在宅医療の推進事業（服薬管理指導） 300 薬事衛生課

地域医療を支える医師確保養成対策事業 831,673
医療政策課
健康推進課

県立高等看護学院運営事業 340,856 医療政策課

看護師等確保対策事業 288,039 医療政策課

医療従事者確保事業 63,158 医療政策課

施策名 平成２９年度事務事業名 予算額 課　名

Ⅱ－４－１結婚支援の充実 結婚対策強化事業（平成の縁結び応援事業） 106,417
子ども・子育て
支援課

お産あんしんネットワーク事業 42,997 健康推進課

女性の健康相談事業 2,487 健康推進課

不妊治療支援事業 226,374 健康推進課

親と子の医療費助成事業 664,185 健康推進課

母と子の健康支援事業 3,718 健康推進課

第１子・第２子に係る保育料軽減事業 329,381
子ども・子育て
支援課

第３子以降保育料軽減事業 121,940
子ども・子育て
支援課

待機児童ゼロ化事業 30,680
子ども・子育て
支援課

保育所等整備支援事業 293,668
子ども・子育て
支援課

保育所等運営支援事業（保育士人材確保等事業） 47,878
子ども・子育て
支援課

しまね結婚・子育て市町村交付金事業 150,000
子ども・子育て
支援課

しまねすくすく子育て支援事業 121,572
子ども・子育て
支援課

地域の子育て支援事業（地域子ども・子育て支援事業） 913,912
子ども・子育て
支援課

病児保育促進事業 20,000
子ども・子育て
支援課

放課後児童クラブ支援事業 585,245（一部、再掲）
子ども・子育て
支援課

みんなで子育て応援事業（こっころ事業） 6,166
子ども・子育て
支援課

仕事と家庭の両立支援事業 1,516
子ども・子育て
支援課

　政策Ⅱ－３　医療の確保

　政策Ⅱ－４　結婚・出産・子育て支援の充実

Ⅱ－４－３子育て支援の充実

Ⅱ－４－２妊娠・出産支援の充実

Ⅱ－３－１医療機能の確保

Ⅱ－３－３医療従事者の養成・確保



施策名 平成２９年度事務事業名 予算額 課　名

子どもと家庭相談体制整備事業 79,282 青少年家庭課

子どもと家庭特定支援事業 168,050 青少年家庭課

施設入所児童支援事業（措置費） 1,110,226 青少年家庭課

施設入所児童支援事業（児童養護施設退所者等自立支援事業） 1,968 青少年家庭課

里親委託児童支援事業 5,623 青少年家庭課

母子家庭等自立支援事業 13,801 青少年家庭課

母子家庭等経済支援事業 123,816 青少年家庭課

施策名 平成２９年度事務事業名 予算額 課　名

Ⅱ－５－６居住環境づくり ひとにやさしいまちづくり推進事業 1,353 障がい福祉課

施策名 平成２９年度事務事業名 予算額 課　名

青少年を健やかに育む意識向上事業 2,352 青少年家庭課

困難を有する子ども・若者支援事業 21,297 青少年家庭課

施策名 平成２９年度事務事業名 予算額 課　名

Ⅲ－３－１人権施策の推進 ハンセン病療養所入所者等支援事業 1,521 健康推進課

女性相談事業 47,310 青少年家庭課

ＤＶ被害者等保護事業 25,593 青少年家庭課

Ⅱ－４－４子育て福祉の充実

Ⅲ－３－２男女共同参画の推進

　政策Ⅲ－１　教育の充実

　政策Ⅲ－３　人権の尊重と相互理解の推進

　基本目標Ⅲ　心豊かなしまね

Ⅲ－１－３青少年の健全な育成の推進

　政策Ⅱ－５　生活基盤の維持・確保


