
施策名 平成２７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 220,436 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 5,676 医療政策課

Ⅱ－１－３原子力安全・防災対策の充実 原子力災害時の医療体制整備 176,291 医療政策課

食品衛生対策推進事業 45,113 薬事衛生課

カネミ油症被害者検診・支援事業 2,353 薬事衛生課

獣医師確保対策事業 659 薬事衛生課

施策名 平成２７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 15,354 健康福祉総務課

総合福祉センター維持管理運営事業 169,386 健康福祉総務課

健康長寿しまね推進事業 9,237 健康推進課

生活習慣病予防対策事業 162,364 健康推進課

食育推進事業 15,081 健康推進課

８０歳２０本の歯推進事業 6,861 健康推進課

地域保健関係職員研修事業 2,909 健康推進課

特定疾患治療研究事業（特定疾患＋小慢） 2,079,892 健康推進課

難病相談・支援事業 37,300 健康推進課

原爆被爆者対策事業 586,323 健康推進課

肝炎医療費助成事業 192,040 健康推進課

医療費適正化計画対策費 354 健康推進課

保険医療機関等指導事業 5,423 健康推進課

国民健康保険支援事業 5,642,797 健康推進課

後期高齢者医療支援事業 10,574,402 健康推進課

精神保健推進事業 46,482 障がい福祉課

感染症予防対策推進事業 45,421 薬事衛生課

エイズ予防対策推進事業 4,368 薬事衛生課

結核予防対策推進事業 40,814 薬事衛生課

公害被害健康対策推進事業 4,520 薬事衛生課

しまね流福祉のまちづくり推進事業 7,013 地域福祉課

地域福祉セーフティネット推進事業 11,210 地域福祉課

民生委員活動推進事業 156,815 地域福祉課

福祉人材確保・育成事業 445,304 地域福祉課

社会福祉施設等の整備促進事業 348,480 地域福祉課

福祉サービス改善支援事業 11,992 地域福祉課

福祉サービス利用支援事業 97,060 地域福祉課

社会福祉法人指導事業 3,274 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－１－８食の安全の確保

Ⅱ－１－２消防防災対策の推進

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２７年度事務事業名 予算額 課　名

地域包括ケア推進事業 37,860 高齢者福祉課

生涯現役社会づくり推進事業(県民意識啓発) 3,076 高齢者福祉課

新たな共助の仕組みづくり推進事業 83,278 高齢者福祉課

高齢者介護予防推進事業 332,071 高齢者福祉課

介護保険制度運営支援事業 10,961,503 高齢者福祉課

介護保険制度施行支援事業 308,176 高齢者福祉課

介護保険低所得者利用負担対策事業 19,609 高齢者福祉課

介護サービス適正実施指導事業 2,930 高齢者福祉課

ケアマネジャー総合支援事業 30,652 高齢者福祉課

軽費老人ホーム運営事業 506,118 高齢者福祉課

療養病床再編推進事業 113,500 高齢者福祉課

介護職員処遇改善事業 - 高齢者福祉課

認知症施策推進事業 52,678 高齢者福祉課

介護施設整備推進事業（総合確保基金分）（再掲） 155,088 高齢者福祉課

医療介護総合確保促進交付金事業 727,236 高齢者福祉課

介護施設等整備事業（総合確保基金分）（再掲） 510,280 高齢者福祉課

障がい者地域生活支援事業 315,182 障がい福祉課

障がい者自立支援医療等給付事業 2,219,424 障がい福祉課

障がい児施設等給付費 808,850 障がい福祉課

障がい者自立支援給付事業 4,278,346 障がい福祉課

障がい者自立支援給付制度運営事業 17,908 障がい福祉課

障がい者利用施設運営事業 100,993 障がい福祉課

障がい者手当等給付事業 199,304 障がい福祉課

障がい者施設等整備事業 932,536 障がい福祉課

障がい者施策推進事業 6,741 障がい福祉課

障がい者相談事業 70,191 障がい福祉課

障がい者就労支援事業 160,744 障がい福祉課

子ども発達支援事業 239,369 障がい福祉課

心と体の相談センター運営費 49,268 障がい福祉課

生活衛生団体等の育成事業 21,309 薬事衛生課

医薬品等の安全確保事業 13,079 薬事衛生課

温泉源の保護と適正活用事業 494 薬事衛生課

水道施設・水道水質の維持管理事業 8,206 薬事衛生課

動物管理等対策事業 30,033 薬事衛生課

生活保護費の給付事業 256,587 地域福祉課

生活困窮者支援体制整備事業 8,353 地域福祉課

自立支援事業 37,538 地域福祉課

行旅病人等への支援事業 401 地域福祉課

住まい対策事業 7,829 地域福祉課

子どもの貧困対策推進費 257 地域福祉課

旧軍人及び未帰還者等援護事業 30,403 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－２－３高齢者福祉の推進

Ⅱ－２－４障がい者の自立支援



施策名 平成２７年度事務事業名 予算額 課　名

地域医療の連携推進 3,864 医療政策課

医療機関の機能充実 712,974 医療政策課

医療施設耐震化臨時特例交付金事業 488,205 医療政策課

救急医療体制の整備 355,349 医療政策課

県西部地域の医療を充実させる事業 1,005 医療政策課

離島医療の充実のための事業 145,455 医療政策課

しまねがん対策強化事業 66,737 健康推進課

緩和ケアの推進 3,983 健康推進課

医療法関係業務 10,411 医療政策課

へき地等の医療機関を支援する事業 60,618 医療政策課

移植医療の推進 19,236 医療政策課

精神医療提供事業 125,416 障がい福祉課

血液対策事業 4,368 薬事衛生課

地域医療再生計画事業 787,922
医療政策課
健康推進課

地域医療を支える医師確保養成対策事業 384,548
医療政策課
健康推進課

地域医療を支える医師確保養成対策事業（総合確保基金分） 45,292 医療政策課

県立高等看護学院運営事業 312,864 医療政策課

看護師等確保対策事業 66,635 医療政策課

看護師等確保対策事業（総合確保基金分） 143,893 医療政策課

医療従事者確保事業 27,043 医療政策課

医療従事者確保事業（総合確保基金分） 12,033
医療政策課
健康推進課

医療従事者の免許・資格事務 - 医療政策課

准看護師試験事務 879 医療政策課

施策名 平成２７年度事務事業名 予算額 課　名

みんなで子育て応援事業（こっころ事業） 7,923 青少年家庭課

仕事と家庭の両立支援事業 1,983 青少年家庭課

結婚対策強化事業（平成の縁結び応援事業） 74,369 青少年家庭課

しまねすくすく子育て支援事業 152,368 青少年家庭課

保育所等運営支援事業（保育士人材確保等事業） 85,403 青少年家庭課

乳幼児等の育児支援事業 659,121 青少年家庭課

保育所等整備支援事業 22,771 青少年家庭課

子育てに関する経済負担対応事業 165,327 青少年家庭課

子どもと家庭相談体制整備事業 64,681 青少年家庭課

子どもと家庭特定支援事業 118,526 青少年家庭課

施設入所児童支援事業 1,225,964 青少年家庭課

里親委託児童支援事業 4,935 青少年家庭課

母子家庭等自立支援事業 10,369 青少年家庭課

母子家庭等経済支援事業 187,564 青少年家庭課

お産あんしんネットワーク事業 41,241 健康推進課

親と子の医療費助成事業 800,160 健康推進課

母と子の健康支援事業 2,800 健康推進課

Ⅱ－４－１子育て環境の充実

　政策Ⅱ－３　医療の確保

　政策Ⅱ－４　子育て支援の充実

Ⅱ－４－３母子保健の推進

Ⅱ－４－２子育て福祉の充実

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２７年度事務事業名 予算額 課　名

Ⅱ－４－３母子保健の推進 女性の健康相談事業 2,953 健康推進課

施策名 平成２７年度事務事業名 予算額 課　名

Ⅱ－５－５居住環境づくり ひとにやさしいまちづくり推進事業 1,084 障がい福祉課

施策名 平成２７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 2,568 青少年家庭課

困難を有する子ども・若者支援事業 2,117 青少年家庭課

施策名 平成２７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 1,654 健康推進課

女性相談事業 188,595 青少年家庭課

ＤＶ被害者等保護事業 28,548 青少年家庭課

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

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


