
施策名 平成２1年度事務事業名 予算額 課 名 掲載項

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 394,801 薬事衛生課 6

被災者への支援事業 638 地域福祉課

風水害震災時の医療体制整備 530 医療対策課

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 10,500 医療対策課

食品衛生対策推進事業 51,741 薬事衛生課

カネミ油症被害者検診・支援事業 413 薬事衛生課

施策名 平成２1年度事務事業名 予算額 課 名 掲載項

保健福祉情報の収集・提供事業 7,471 健康福祉総務課

総合福祉センター維持管理運営事業 173,444 健康福祉総務課

健康長寿しまね推進事業 9,178 健康推進課 7

生活習慣病予防対策事業 136,436 健康推進課 8

食育推進基盤整備事業 9,022 健康推進課 9

８０歳２０本の歯推進事業 6,358 健康推進課 10

地域保健関係職員研修事業 2,848 健康推進課

特定疾患治療研究事業（特定疾患＋小慢） 930,097 健康推進課

難病相談・支援事業 44,147 健康推進課 11

原爆被爆者対策事業 823,136 健康推進課

肝炎医療費助成事業 193,804 健康推進課 12

医療費適正化対策費 876 健康推進課

保険医療機関等指導事業 4,802 健康推進課

国民健康保険支援事業 4,686,039 健康推進課 13

後期高齢者医療支援事業 9,498,797 健康推進課 14

精神保健推進事業 21,711 障害者福祉課 15

感染症予防対策推進事業 32,123 薬事衛生課

エイズ予防対策推進事業 8,696 薬事衛生課

結核対策推進事業 37,359 薬事衛生課

公害被害健康対策推進事業 4,484 薬事衛生課

地域リハビリテーション体制整備事業 4,105 高齢者福祉課 16

地域福祉計画策定支援事業 0 地域福祉課

地域福祉セーフティネット推進事業 18,329 地域福祉課 16

民生委員活動推進事業 157,573 地域福祉課

福祉人材確保・育成事業 447,603 地域福祉課 17

社会福祉施設整備事業 186,550 地域福祉課

社会福祉施設等の整備促進事業 539,863 地域福祉課

福祉サービス改善支援事業 12,053 地域福祉課

福祉サービス利用支援事業 95,396 地域福祉課

社会福祉法人指導事業 879 地域福祉課 17

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
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生涯現役づくり推進事業(県民意識啓発) 3,200 高齢者福祉課 18

新たな共助の仕組みづくり推進事業 86,439 高齢者福祉課 18

高齢者介護予防推進事業 296,406 高齢者福祉課 19

介護保険制度運営支援事業 8,999,510 高齢者福祉課

介護保険制度施行支援事業 336,483 高齢者福祉課

介護保険低所得者利用負担対策事業 9,797 高齢者福祉課 24

介護サービス向上研修事業 71,393 高齢者福祉課

介護サービス適正実施指導事業 8,381 高齢者福祉課

ケアマネジャー総合支援事業 28,861 高齢者福祉課 27

軽費老人ホーム運営事業 569,176 高齢者福祉課

療養病床再編推進事業 47,000 高齢者福祉課 27

障害者地域生活支援事業 221,285 障害者福祉課 28

障害者自立支援医療等給付事業 1,720,728 障害者福祉課 29

障害児施設等給付費 1,575,036 障害者福祉課

障害者自立支援給付事業 2,490,936 障害者福祉課

障害者自立支援給付制度運営事業 8,400 障害者福祉課

障害者利用施設運営事業 104,087 障害者福祉課

障害者手当等給付事業 188,137 障害者福祉課

障害者在宅サービス事業 147,309 障害者福祉課 30

障害者施設等運営事業 689,654 障害者福祉課 31

障害者施設等整備事業 368,016 障害者福祉課 32

障害者施策推進事業 3,690 障害者福祉課

障害者相談事業 257,437 障害者福祉課 33

心と体の相談センター運営費 18,098 障害者福祉課

生活衛生団体等の育成事業 21,554 薬事衛生課

生活衛生関係営業施設の監視指導等事業 302 薬事衛生課

医薬品等の完全確保事業 5,234 薬事衛生課

温泉源の保護と適正活用事業 417 薬事衛生課

水道施設・水道水質の維持管理事業 4,108 薬事衛生課

動物管理等対策事業 27,541 薬事衛生課 36

生活保護費の給付事業 279,964 地域福祉課 37

自立支援事業 26,257 地域福祉課

行旅病人等への支援事業 455 地域福祉課

旧軍人及び未帰還者等援護事業 22,550 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障害者の自立支援
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施策名 平成２1年度事務事業名 予算額 課 名 掲載項

地域医療の連携推進 22,646 医療対策課

医療機関の機能充実 2,489,632 医療対策課

救急医療体制の整備 64,030 医療対策課

県西部地域の医療充実 2,099,392 医療対策課

離島の医療充実 125,901 医療対策課

がん診療体制の強化 97,548
医療対策課
健康推進課 37

緩和ケアの推進 9,644 医療対策課 38

保健医療計画の策定 1,916 医療対策課

医療法関係業務 9,354 医療対策課

へき地等の医療機関を支援する事業 64,403 医療対策課

移植医療の推進 21,120 医療対策課

精神医療提供事業 157,404 障害者福祉課 38

医薬分業推進事業 0 薬事衛生課

血液対策事業 5,597 薬事衛生課

地域医療を支える医師確保養成対策事業 426,652
医療対策課
健康推進課 39

県立高等看護学院運営事業 313,973 医療対策課

看護師等確保対策事業 97,969 医療対策課 40

医療従事者確保事業 27,880 医療対策課

医療従事者活動支援事業 5,958 医療対策課

医療従事者の免許・資格事務 15 医療対策課

試験事務 957 医療対策課

施策名 平成２1年度事務事業名 予算額 課 名 掲載項

みんなで子育て応援事業（こっころ事業） 35,688 青少年家庭課 42

仕事と家庭の両立支援事業 1,703 青少年家庭課 42

縁結び応援事業 4,548 青少年家庭課 43

保育所等運営支援事業 2,346,654 青少年家庭課

乳幼児等の育児支援事業 497,944 青少年家庭課 43

保育所等整備支援事業（安心こども基金事業） 191,794 青少年家庭課 45

地域児童育成事業 315,232 青少年家庭課 46

子育てに関する経済負担対応事業 1,421,335 青少年家庭課 47

子どもと家庭相談体制整備事業 63,569 青少年家庭課 48

子どもと家庭特定支援事業 74,395 青少年家庭課

施設入所児童支援事業 967,407 青少年家庭課

里親委託児童支援事業 61,591 青少年家庭課 48

母子家庭等自立支援事業 12,182 青少年家庭課

母子家庭等経済支援事業 20,731 青少年家庭課

お産あんしんネットワーク事業 9,568 健康推進課 49

親と子の医療費助成事業 651,792 健康推進課 50

母と子の健康支援事業 3,624 健康推進課

女性の健康相談事業 3,446 健康推進課 52

妊婦健康診査臨時特例交付金事業 186,115 健康推進課 49

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－４－１子育て環境の充実

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
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施策名 平成２1年度事務事業名 予算額 課 名 掲載項

ひとにやさしいまちづくり推進事業 2,873 障害者福祉課

簡易水道等施設整備推進交付金事業（しまね市町村総合交付金） 91,152 薬事衛生課 52

施策名 平成２1年度事務事業名 予算額 課 名 掲載項

青少年を健やかに育む意識向上事業 3,105 青少年家庭課

青少年を取り巻く地域環境浄化事業 0 青少年家庭課

施策名 平成２1年度事務事業名 予算額 課 名 掲載項

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 1,907 健康推進課 53

女性相談事業 38,593 青少年家庭課 53

ＤＶ被害者等保護事業 36,734 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

基本目標Ⅲ 心豊かなしまね

Ⅲ－３－２男女共同参画の推進

Ⅱ－５－５居住環境づくり

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
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