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Ⅰ．健康福祉部の行政機構 
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（１）本庁

　

　

危機管理スタッフ

感染症対策第二グループ

感染症医療グループ

危機管理スタッフ

薬事・営業指導グループ

食品衛生グループ

自立支援給付グループ

自立支援医療グループ

療育・相談支援グループ

地域生活支援スタッフ

薬 事 衛 生 課 水道グループ

保育支援第一グループ

保育支援第二グループ

企画推進グループ

子育て包括支援スタッフ

障 が い 福 祉 課 計画推進グループ

子ども・子育て支援
課

子育て支援グループ

介護サービス指導グループ

介護サービス推進グループ

介護サービス企画グループ

援護恩給スタッフ

介護保険・介護人材スタッフ

地域包括ケア推進室

青 少 年 家 庭 課 児童福祉グループ

ひとり親支援グループ

青少年育成スタッフ

児童･家庭相談支援スタッフ

医療保険・医療事務指導スタッフ

保健指導スタッフ

がん対策推進室

高 齢 者 福 祉 課 高齢社会支援グループ

健 康 推 進 課 疾病療養支援グループ

難病支援グループ

子育て包括支援スタッフ

健康増進グループ

医療保険グループ

看護職員確保グループ

地域医療支援第一グループ

地域医療支援第二グループ

在宅医療推進スタッフ

医師確保対策室

生活保護・生活困窮者支援スタッフ

参事
（感染症対策）

福祉基盤・指導監査スタッフ

石見指導監査室

医 療 政 策 課 医事グループ

１．健康福祉部の組織（令和３(2021)年4月1日）

健 康 福 祉 総 務 課 政策企画スタッフ

健 康 福 祉 部 総務情報グループ

部長 予算経理グループ

感 染 症 対 策 室 総務広報グループ

感染症対策第一グループ

管理監
（済生会江津総合病院）

医療統括監（地域医療） 危機管理・中核市支援スタッフ

理事（子育て支援・福祉） 松江保健所スタッフ

次長
地 域 福 祉 課 地域福祉グループ

医療統括監（保健衛生）
生活保護グループ

参事
（しまね地域医療支援センター）
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（２）地方機関

出 雲 保 健 所

松 江 保 健 所 総務保健部 保健環境科学研究所 感染症情報管理スタッフ

健康増進課

雲 南 保 健 所 総務保健部

総務課

地域包括ケア推進スタッフ

環境衛生部 食品衛生課

薬事・感染症対策課

総務企画部

感染症疫学部

環境科学部

環境保全課

　<県立施設>
　松江高等看護学院(松江市医師会へ管理委託)
　石見高等看護学院(益田市医師会へ管理委託)

総務企画スタッフ

総務保健部

総務課

医事・難病支援課

動物愛護推進課 湖沼環境スタッフ

環境衛生部

健康増進課

　<県立施設>
　総合福祉センター（いきいきプラザ島根・いわみーる）
　(指定管理者へ管理委託)

健康増進課

地域包括ケア推進スタッフ

心の健康支援課

地域包括ケア推進スタッフ

相談支援課中央児童相談所

医事・難病支援課

環境衛生部

健
康
福
祉
総
務
課 環境保全課

総務保健部

環境衛生部

総務企画スタッフ

地域包括ケア推進スタッフ

地域包括ケア推進スタッフ

環境衛生部

県 央 保 健 所

健康増進課

医事・難病支援課

浜 田 保 健 所 総務保健部

健康増進課

島根あさひ社会復帰促進センター診療所

動物管理課

医事・難病支援課

環境保全課

判定保護課

隠岐相談室

初期対応支援スタッフ

総務企画･女性連携スタッフ

判定保護課

総務担当
衛生指導課

診療スタッフ

衛生指導課

益 田 保 健 所 総務保健部

総務企画スタッフ

西 部 分 室
環境衛生部 衛生指導課

試験課

障
が
い
福
祉
課

管理企画担当

相談支援課

地域支援課

相談判定課

健康増進課

地域包括ケア推進スタッフ

隠 岐 保 健 所 総務保健部

総務医事課

地域健康推進課

薬
事
衛
生
課

島前保健環境課

食肉衛生検査所

医事・難病支援課

環境衛生部 環境衛生課

益田児童相談所

総務･女性相談スタッフ

判定保護課

相談支援課浜田児童相談所青
少
年
家
庭
課

環境保全課

検査課

出雲児童相談所 相談支援課

女 性 相 談 セ ン タ ー

総務課

衛生指導課

環境保全課

総務担当

医事・難病支援課 相談支援課

衛生指導課 総務･女性相談スタッフ

食肉安全管理スタッフ

総務担当

検査課

環境保全課

島前地域危機管理スタッフ

島前保健環境課

地域包括ケア推進スタッフ

健
康
福
祉
総
務
課

医
療
政
策
課

総務企画課

健康福祉情報課

細菌科

ウイルス科

大気環境科

水環境科

判定保護課

自立支援課

児童支援第一課

児童支援第二課

島前地域危機管理スタッフ

心の健康支援課

総務･女性相談スタッフ

心と体の相談センター

わかたけ学園
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健康福祉総務課 

(1) 保健所及び保健環境科学研究所に関すること。 

(2) 保健福祉統計に関すること。 

(3) 社会福祉法人島根県社会福祉事業団の業務運営

の指導に関すること。 

(4) 総合福祉センターに関すること。 

(5) 原子力災害時における要配慮者の避難対策に関  

すること（他課の所掌に属するものを除く。）。 

 

地域福祉課 

(1) 社会福祉法人及び社会福祉施設の監査指導に関

すること。 

(2) 地域福祉の推進に関すること。 

(3) 民生委員に関すること。 

(4) 生活保護に関すること。 

(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 

(6) 生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）  

に関すること。 

 

医療政策課 

(1) 病院、診療所その他の医療施設に関すること。 

(2) 保健医療提供体制の整備に関すること。 

(3) 救急医療対策及びへき地医療対策に関すること。 

(4) 医師、歯科医師、看護師その他の保健医療関係者 

 に関すること。 

(5) 高等看護学院に関すること。 

(6) 公益財団法人島根県環境保健公社の業務運営の

指導に関すること。 

(7) 社会福祉法人恩賜財団済生会支部島根県済生会

に関すること。 

(8) 医師の確保に関すること（医師確保対策室）。 

(9) 島根あさひ社会復帰促進センター診療所に関す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

健康推進課 

(1) 難病・小児慢性特定疾病に関すること。 

(2) 原爆被爆者の健康管理に関すること。 

(3) 栄養の改善及び指導に関すること。 

(4) 栄養士及び調理師に関すること。 

(5) 健康増進に関すること。 

(6) 歯科保健に関すること。 

(7) 母子保健に関すること。 

(8) 生活習慣病の予防に関すること。 

(9) 保健指導に関すること。 

(10) 保健師の指導に関すること。 

(11) 衛生教育に関すること。 

(12) 高齢者の医療の確保に関すること（他課の所掌 

 に属するものを除く。第15号において同じ。）。 

(13) 国民健康保険に関すること。 

(14) 保険医療機関及び保険薬局の指導に関すること 

（国民健康保険、後期高齢者医療及び老人保健に係 

 るものに限る。）。 

(15) 食育に関すること。 

(16) 育成医療及び肝炎医療費助成に関すること。 

(17) がん対策の推進及び総合調整に関すること 

（がん対策推進室）。 

(18) 公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根の

業務運営の指導に関すること（がん対策推進室）。 

 

高齢者福祉課 

(1) 高齢社会対策の総合調整に関すること。 

(2) 介護保険に関すること。 

(3) 老人福祉に関すること。 

(4) 介護保険事業支援計画の進行管理に関すること。 

(5) 高齢者対策の推進に関すること。 

(6) 未帰還者及び引揚者の援護に関すること。 

(7) 旧軍人軍属及びその遺族の援護に関すること。 

(8) 地域包括ケアの推進に関すること 

（地域包括ケア推進室）。 

 

 

２．各 課 の 所 掌 事 務 
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青少年家庭課 

(1) 児童福祉に関すること（保育、障がい児の福祉 

及び母子保健に関するものを除く。）。 

(2) 児童虐待の防止等に関すること。 

(3) 母子家庭、寡婦及び父子家庭の福祉に関すること。 

(4) 青少年の健全育成の推進及び総合調整に関する

こと。 

(5) 要保護女子の保護更生並びに配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護に関すること。 

(6) 児童扶養手当に関すること。 

(7) 児童相談所、わかたけ学園及び女性相談センター 

 に関すること。 

 

子ども・子育て支援課 

(1) 少子化対策の推進及び総合調整に関すること。 

(2) 児童福祉に関すること（保育に関するものに限

る。）。 

(3) 児童手当及び子ども手当に関すること。 

 

障がい福祉課 

(1) 障がい者の日常生活及び社会生活の総合的な支

援に関すること。 

(2) 身体障がい者福祉に関すること。 

(3) 知的障がい者福祉に関すること。 

(4) 精神保健及び精神障がい者福祉に関すること。 

(5) 発達障がい者の支援に関すること。 

(6) 自死総合対策の総合調整に関すること。 

(7) 島根県ひとにやさしいまちづくり条例（平成 10 

年島根県条例第25号）に関すること（他課の所掌に

属するものを除く。）。 

(8) 心と体の相談センターに関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬事衛生課 

(1) 薬剤師、理容師、美容師、クリーニング師及び製 

菓衛生師に関すること。 

(2) 旅館、興行場、公衆浴場、理容所、美容所、クリ 

ーニング所及び水泳場の衛生に関すること。 

(3) 墓地、火葬場等に関すること。 

(4) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関

すること。 

(5) 薬事及び毒物劇物に関すること。 

(6) 麻薬、向精神薬、あへん、大麻及び覚醒剤に関す  

ること。 

(7) 血液事業に関すること。 

(8) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関するこ

と。 

(9) 緊急用血清等の需給に関すること。 

(10) 水道及び飲料水に関すること。 

(11) 食の安全に関すること。 

(12) 食品衛生に関すること。 

(13) と畜場及びと畜に関すること。 

(14) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関するこ 

  と。 

(15) 化製場等に関すること。 

(16) 狂犬病予防及び犬による危害の防止に関するこ 

と。 

(17) 動物の愛護及び管理に関すること。 

(18) 食肉衛生検査所に関すること。 

(19) 食品表示法（平成25年法律第70号）に関する

こと。 

(20) 特定建築物の衛生管理に関すること。 

(21) ねずみ（野そを除く。）及び衛生害虫に関するこ 

 と。 

(22) 住宅宿泊事業に関すること（他課の所掌に属す  

るものを除く。）。 

 

感染症対策室 

(1) 結核その他の感染症の予防及び医療の提供に関

すること。 

(2) 笹ヶ谷周辺地区住民健康管理事務に関すること。 
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３ ． 地 方 機 関 の 概 要 
                                   令和３年４月１日現在 

【行政機関】 

機 関 名 概              要 所  在 

 
保健所 
(地域保健法第 5条） 

○地域住民の健康の保持及び増進など地域における公衆衛生活 
動の中心となる機関 

○保健所の組織 
・総務保健部：総務課(総務担当)、健康増進課、 

医事・難病支援課、 
              心の健康支援課(松江、出雲) 
       地域包括ケア推進スタッフ 
       (隠岐:総務医事課、地域健康推進課、 
       島前保健環境課、島前地域危機管理スタッフ) 
・環境衛生部：衛生指導課、（松江:食品衛生課、薬事・感染

症対策課）、環境保全課、検査課(浜田）、 
       動物愛護推進課（松江）、動物管理課(出雲)、 
         （隠岐:環境衛生課、島前保健環境課、     

島前地域危機管理スタッフ） 
〇松江保健所は、松江市の中核市移行に伴い、平成 30 年４月
１日に「松江市･島根県共同設置松江保健所」となった。 

松江：松江市 
雲南：雲南市 
出雲：出雲市 
県央：大田市 
浜田：浜田市 
益田：益田市 
隠岐： 
  隠岐の島町 
 （西ノ島町） 
 
※所管区域： 

Ｐ８ 図１参照 

 
保健環境科学研究所 

○本県の保健・環境行政の科学的・技術的中核機関として、調 
査研究、試験検査、研修指導及び公衆衛生情報等の収集・解 
析・提供を行う試験研究機関 

（平成 21 年３月をもって公の施設機能（県民等からの依頼検    
査）を廃止。） 
（平成 24 年４月の組織改正により原子力環境センターは防災
部原子力安全対策課へ移管） 

○研究所の組織 
・総務企画部：総務企画課、健康福祉情報課、 
       感染症情報管理スタッフ 
・感染症疫学部：細菌科、ウイルス科 
・環境科学部：湖沼環境スタッフ、大気環境科、水環境科 

松江市 

 
児童相談所 
(児童福祉法第 12 条) 

○地域における児童福祉の専門的相談窓口であり、児童の権利 
を保障することを主たる目的とする行政機関 

○児童虐待をはじめとする養護相談の増加に対応するため、平 
成 17 年度から市町村にも児童家庭相談窓口が設置され、児
童相談所においては専門的な知識及び技術を必要とする事例
への対応や市町村の後方支援を行うこととされている。 

○専門職員として児童福祉司、ケースワーカー、児童心理司、 
児童指導専門員、保健師、弁護士、医師等（会計年度任用職
員を含む）を配置。 

○平成 17 年度から、女性相談員を配置し女性相談業務を実施 
 （隠岐相談室、出雲・浜田・益田児童相談所） 

中央：松江市 
（隠岐の島町） 
出雲：出雲市 
浜田：浜田市 
益田：益田市 
（ ）は分室 

 
※所管区域： 

Ｐ８ 図２参照 

 
食肉衛生検査所 ○昭和 56 年にと畜検査体制を強化するために病理、細菌、理

化学検査室を整備して設置した検査機関 
○と畜場において、食用の目的でと殺された獣畜等について、 
と畜場法に基づく厳正な検査を実施するとともに、腸管出血 
性大腸菌など食中毒菌による食肉の汚染防止や食肉中の抗生 
物質の残留防止など安全な食肉の供給に努めている。 

○平成 29 年４月１日からと畜場に搬入された 24 ヶ月齢以上の
神経症状等を呈する牛を対象にＢＳＥスクリーニング検査を
実施するとともに特定部位（頭部（舌、頬肉を除く。）、せ
き髄及び回腸遠位部）の適正処理について指導している。 

大田市 
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【公の施設】 

機 関 名 概              要 所  在 

 

総合福祉センター 
（東部・西部） 

○[視聴覚障害者情報センター] 視覚障がい者への情報提供や
点字図書館の点字図書や録音図書等の貸出、聴覚障がい者へ
の字幕(手話)入りのビデオカセットや情報機器の貸出、視聴
覚障がいの相談業務を行う機関として東部、西部に設置(視
覚障がいは西部のみ)。島根県社会福祉事業団へ運営委託 

○[福祉人材センター] 社会福祉事業に従事する又は従事しよ
うとする者に、就業の援助、研修の企画と実施、福祉に関す
る啓発広報を行う機関として東部にセンター、西部に分室を
設置。島根県社会福祉協議会へ運営委託 

○[母子・父子福祉センター]  母子家庭等からの各種相談に応 
じ、生活指導及び生業の指導を行うとともに、その福祉のた
めの便宜を総合的に供与することを目的として東部に設置。
一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会へ運営委託 

○指定管理者へ施設の管理を委託 

東部：松江市 
（いきいきプラザ島根内） 
西部：浜田市 
    （いわみーる内） 
※詳細： 

P9 別表参照 

 

島根あさひ社会復帰 
促進センター診療所 

○平成 20 年 10 月に開設された「島根あさひ社会復帰促進セン
ター（犯罪傾向の進んでいない男子受刑者 2,000 人を収容す
る刑務所）」内に設置されている受刑者向けの診療所 

○県が国から診療所の管理運営を受託 

浜田市 

 

松江高等看護学院 
＜業務委託＞ 

○准看護師が看護師を目指すための養成所（２年課程）。 
修業年限３年の定時制 

○一般社団法人松江市医師会へ管理運営業務を委託 
松江市 

 
石見高等看護学院 
＜業務委託＞ 

○高校卒業者等が看護師を目指すための養成所（３年課程）。
修業年限３年の全日制 

○公益社団法人益田市医師会へ管理運営業務を委託 
益田市 

 
わかたけ学園 
〔児童自立支援施設〕 
（児童福祉法第 44 条） 

○不良行為を行うおそれのある児童や生活指導を要する児童を
入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援する施設 

○平成２年度から施設内に小・中学校分校を併置して学校教育
を実施 

松江市 

 
女性相談センター 
（売春防止法第 34 条） 

◯日常生活上の様々な悩みを抱える女性やＤＶ被害者等からの 
相談に応じ、情報提供、助言指導、一時保護、自立支援等の
業務を行う機関 

◯「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法
律」に基づく、「配偶者暴力相談支援センター」としての機
能も有する。 

○性暴力被害者支援センター「たんぽぽ」として、性暴力被害 
に特化した相談専用電話を設置し、医療、心理、法律相談等
の総合的な支援を行う。 

松江市、 
（大田市） 
（ ）は分室 

 

心と体の相談センター 
（身体障害者福祉法 
第 11 条） 

（知的障害者福祉法 
第 12 条） 

（精神保健福祉法※1 
第 6 条） 

（障害者総合支援法※2 
第 78 条） 

○18 歳以上の身体障がい者・知的障がい者を対象とし、専門的
立場からの相談、判定、指導のほか市町村の依頼による医学
的、心理学的、職能的判定を行う。 

○保健所等関係機関への技術的援助・協力を行うほか、精神障
がい者に関する相談のうち、複雑または困難なものを対象と
した業務を行う。 

○専門職として、医師、心理判定員、職能判定員、ケースワー
カー等を配置 

松江市 

 ※1 精神保健福祉法：精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 
 ※2 障害者総合支援法：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 
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図１ 保健所の所管区域 
令和３(2021)年４月１日現在  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

図２ 児童相談所の所管区域 
令和３(2021)年４月１日現在  
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（隠岐相談室） 
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江津市 美郷町 

邑南町 

安来市 

中央児童相談所 

出雲児童相談所 

出雲市  
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〔別 表〕 

いきいきプラザ島根といわみーる 

 

 いきいきプラザ島根 いわみーる 

オープン 平成７(1995)年７月 平成 12(2000)年４月 

所 在 地 松江市東津田町 1741 番地 3 浜田市野原町 1826 番地 1 

 

面  積 
敷地面積：12,387 ㎡ 

延床面積：10,971 ㎡ 

敷地面積：12,375 ㎡ 

延床面積：6,776 ㎡ 

 

建物構造 本館：ＲＣ５Ｆ 

実習棟：ＲＣＩＦ 

温室：Ｓ１Ｆ 

本館：ＲＣ４Ｆ 

実習棟：ＳＩＦ 

温室：Ｓ１Ｆ 

入居施設 
県立東部総合福祉センター 県立西部総合福祉センター 

 聴覚障害者情報センター 

福祉人材センター 

母子・父子福祉センター 

貸出施設（研修室、体育室等） 

 西部視聴覚障害者情報センター 

福祉人材センタ－石見分室 

貸出施設（研修室、体育室等） 

 

県立心と体の相談センター 

 

県立西部社会教育研修センター 

その他の主な施設 その他の施設 

 松江市・島根県共同設置松江保健所 

松江市（保健衛生課） 

シマネスクくにびき学園東部校 

社会福祉法人いのちの電話 

社会福祉法人島根県社会福祉協議会 

社会福祉法人島根県社会福祉事業団 

社会福祉法人島根県共同募金会 

特定非営利活動法人島根県障がい者 

就労事業振興センター東部事務所 

一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会 

公益財団法人島根県消防協会 

一般社団法人島根被害者サポートセンター 

しまね東部若者サポートステーション 

 シマネスクくにびき学園西部校 

社会福祉法人いのちの電話 

社会福祉法人島根県社会福祉協議会 

石見支所 

浜田公証役場 

特定非営利活動法人島根県障がい者 

就労事業振興センター西部事務所 

一般社団法人しまね縁結びサポートセンター 

しまね西部若者サポートステーション 
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Ⅱ．健康福祉部の予算の概要 
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（１）島根が目指す将来像 

オール島根で島根創生を進めるうえでの理想を共有するため、概ね10年後の島根の目

指す将来像を次のように描きます。 

 

人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根 

 
若者が増え、次代を担う子どもたちが増えることで活気にあふれ、 

県民一人ひとりが愛着と誇りを持って幸せに暮らし続けられる島根 

 

人口減少に打ち勝ち 

当面の間、人口減少は続くものの、産業の活性化により所得が向上し、魅力的な仕事
が増えることで、島根に残る若者、戻る若者、移ってくる若者が増える。 

また、働きやすく子育てしやすい環境により、若者たちが結婚しよう、子どもを育て
ようという希望を持ちやすくなり、またその希望をかなえることができる。 

そうして、若者と子どもが増えることで、人口減少に歯止めがかかり、まちには活気
があふれている。 

 

笑顔で暮らせる島根 
中山間地域・離島においても必要な産業や生活機能が維持されており、都市部とも補

完し合いながら、誰もが住み慣れた場所で住み続けることができる。 
また、医療や教育などのサービス、道路や交通手段などの社会インフラが確保されて

おり、子どもから高齢者まで、安心して暮らせる環境がある。 
そうして、誰もが自分らしい人生を送ることができ、島根に生まれてよかった、島根

に住んでよかった、と思いながら、笑顔で暮らしている。 

 

（２）計画の構成 

 

  

１．島 根 創 生 計 画（2020-2024 年度） 

12



 

（３）計画の体系 
  将来像 柱 基本目標 政策 施策

Ⅰ　活力ある産業をつくる １　魅力ある農林水産業づくり (1) 農業の振興

(2) 林業の振興

(3) 水産業の振興

２　力強い地域産業づくり (1) ものづくり・ＩＴ産業の振興

(2) 観光の振興

(3) 地域資源を活かした産業の振興

(4) 成長を支える経営基盤づくり

(5) 産業の高度化の推進

３　人材の確保・育成 (1) 多様な就業の支援

(2) 働きやすい職場づくりと人材育成

１　結婚・出産・子育てへの支援 (1) 結婚への支援

(2) 妊娠・出産・子育てへの支援

Ⅲ　地域を守り、のばす １　中山間地域・離島の暮らしの確保 (1) 小さな拠点づくり

(2) 持続可能な農山漁村の確立

２　地域の強みを活かした圏域の発展 (1) 牽引力のある都市部の発展

(2) 世界に誇る地域資源の活用

３　地域の経済的自立の促進 (1) 稼げるまちづくり

(2) 地域内経済の好循環の創出

４　地域振興を支えるインフラの整備 (1) 高速道路等の整備促進

(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進

(3) 産業インフラの整備促進

Ⅳ　島根を創る人をふやす １　島根を愛する人づくり (1) 学校と地域の協働による人づくり

(2) 地域で活躍する人づくり

(3) 地域を担う人づくり

２　新しい人の流れづくり (1) しまねの「暮らし」や「魅力」の情報発信

(2) 若者の県内就職の促進

(3) Ｕターン・Ｉターンの促進

(4) 関係人口の拡大

３　女性活躍の推進 (1) あらゆる分野での活躍推進

(2) 安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり

Ⅴ　健やかな暮らしを支える １　保健・医療・介護の充実 (1) 健康づくりの推進

(2) 医療の確保

(3) 介護の充実

２　地域共生社会の実現 (1) 地域福祉の推進

(2) 高齢者の活躍推進

(3) 障がい者の自立支援

(4) 子育て福祉の充実

(5) 生活援護の確保

Ⅵ　心豊かな社会をつくる １　教育の充実 (1) 発達の段階に応じた教育の振興

(2) 学びに向かう力と人間性を高める教育の推進

(3) 学びを支える教育環境の整備

(4) 青少年の健全な育成の推進

(5) 高等教育の推進

(6) 社会教育の推進

２　スポーツ・文化芸術の振興 (1) スポーツの振興

(2) 文化芸術の振興

３　人権の尊重と相互理解の促進 (1) 人権施策の推進

(2) 男女共同参画の推進

(3) 国際交流と多文化共生の推進

４　自然、文化･歴史の保全と活用 (1) 豊かな自然環境の保全と活用

(2) 文化財の保存・継承と活用

Ⅶ　暮らしの基盤を支える １　生活基盤の確保 (1) 道路網の整備と維持管理

(2) 地域生活交通の確保

(3) 上下水道の整備

(4) 情報インフラの整備・活用

(5) 竹島の領土権確立

２　生活環境の保全 (1) 快適な居住環境づくり

(2) 環境の保全と活用

Ⅷ　安全安心な暮らしを守る １　防災対策の推進 (1) 災害に強い県土づくり

(2) 危機管理体制の充実・強化

(3) 防災・減災対策の推進

(4) 原子力安全・防災対策の充実・強化

２　安全な日常生活の確保 (1) 食の安全・生活衛生の確保

(2) 安全で安心な消費生活の確保

(3) 交通安全対策の推進

(4) 治安対策の推進
8 21 66

人
口
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少
に
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ち
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ち
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る
島
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【基本目標】

基本目標Ⅰ　活力ある産業をつくる

基本目標Ⅱ　結婚・出産・子育ての希望をかなえる

　政策Ⅱ－１　結婚・出産・子育てへの支援

担当課
主要事業
掲載頁

施策Ⅱ－１－（１）結婚への支援

結婚支援事業 子ども・子育て支援課 34

施策Ⅱ－１－（２）妊娠・出産・子育てへの支援

妊娠・出産・子育てへの支援 健康推進課 25

子どもと家庭の相談事業 青少年家庭課 31

結婚・出産・子育ての切れ目のない支援事業 子ども・子育て支援課 34

保育料軽減事業 子ども・子育て支援課 35

保育所等運営支援事業 子ども・子育て支援課 35

幼児教育・保育の無償化に係る給付費等補助事業 子ども・子育て支援課 35

待機児童ゼロ化事業 子ども・子育て支援課 35

病児保育促進事業 子ども・子育て支援課 36

小規模民間保育所運営対策事業 子ども・子育て支援課 36

保育士の確保・定着支援事業 子ども・子育て支援課 36

幼児教育総合推進事業 子ども・子育て支援課 37

放課後児童クラブ支援事業 子ども・子育て支援課 37

在宅心身障がい児援護事業 障がい福祉課 39

発達障がい者支援体制整備事業 障がい福祉課 40

子どもの心の診療ネットワーク事業 障がい福祉課 40

基本目標Ⅲ　地域を守り、のばす

基本目標Ⅳ　島根を創る人をふやす

　政策Ⅳ－３　女性活躍の推進

担当課
主要事業
掲載頁

施策Ⅳ－３－（２）安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり

みんなで子育て応援事業 子ども・子育て支援課 38

地域の子育て支援事業 子ども・子育て支援課 38

仕事と子育ての両立支援事業 子ども・子育て支援課 38

施策・事務事業名

施策・事務事業名
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基本目標Ⅴ　健やかな暮らしを支える

　政策Ⅴ－１　保健・医療・介護の充実

担当課
主要事業
掲載頁

施策Ⅴ－１－（１）健康づくりの推進

健康寿命の延伸 健康推進課 26

各種医療費助成制度 健康推進課 27

感染症予防対策推進事業 感染症対策室 41

結核予防対策推進事業 感染症対策室 42

施策Ⅴ－１－（２）医療の確保

医師確保養成対策事業 医療政策課 22

看護職員等確保対策事業 医療政策課 23

地域医療提供体制構築事業 医療政策課 24

在宅医療の推進事業 医療政策課 24

医療介護連携ITシステム構築支援事業 医療政策課 24

ドクターヘリ運航事業 医療政策課 24

国民健康保険・後期高齢者医療支援事業等 健康推進課 27

しまねがん対策推進事業 健康推進課 28

国民健康保険財政運営事業 健康推進課 28

地域包括ケア推進事業 高齢者福祉課 29

高齢者介護予防推進事業 高齢者福祉課 29

認知症施策推進事業 高齢者福祉課 29

介護給付費負担金等 高齢者福祉課 29

介護施設整備推進事業 高齢者福祉課 29

介護人材確保対策事業 高齢者福祉課 30

保険者機能強化推進事業 高齢者福祉課 30

　政策Ⅴ－２　地域共生社会の実現

担当課
主要事業
掲載頁

地域福祉セーフティネット推進事業 地域福祉課 20

民生委員活動推進事業 地域福祉課 20

新たな共助の仕組みづくり推進事業 高齢者福祉課 30

障がいを理由とする差別解消推進事業 障がい福祉課 39

障がい者就労支援事業 障がい福祉課 39

障がい者施設等整備事業 障がい福祉課 40

施策Ⅴ－２－（４）子育て福祉の充実

児童相談所一時保護所環境改善事業 青少年家庭課 31

社会的養護の推進 青少年家庭課 31

県立わかたけ学園整備事業 青少年家庭課 32

ひとり親家庭自立支援事業 青少年家庭課 32

施策Ⅴ－２－（５）生活援護の確保

生活困窮者支援・子どものセーフティネット推進費 地域福祉課 20

再犯防止等推進事業 地域福祉課 21

旧軍人及び未帰還者等援護事業 高齢者福祉課 30

施策・事務事業名

施策Ⅴ－２－（２）高齢者の活躍推進

施策Ⅴ－１－（３）介護の充実

施策・事務事業名

施策Ⅴ－２－（１）地域福祉の推進

施策Ⅴ－２－（３）障がい者の自立支援
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基本目標Ⅵ　心豊かな社会をつくる

　政策Ⅵ－１　教育の充実

担当課
主要事業
掲載頁

施策Ⅵ－１－（４）青少年の健全な育成の推進

困難を有する子ども・若者支援事業 青少年家庭課 33

　政策Ⅵ－３　人権の尊重と相互理解の促進

施策Ⅵ－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 健康推進課 27

施策Ⅵ－３－（２）男女共同参画の推進

女性保護事業 青少年家庭課 33

基本目標Ⅶ　暮らしの基盤を支える

基本目標Ⅷ　安全安心な暮らしを守る

　政策Ⅷ－２　安全な日常生活の確保

担当課
主要事業
掲載頁

施策Ⅷ－１－（２）危機管理体制の充実・強化

感染症の医療体制整備事業 感染症対策室 41

施策Ⅷ－２－（１）食の安全・生活衛生の確保

食品衛生対策推進事業 薬事衛生課 42

動物管理等対策事業 薬事衛生課 42

施策・事務事業名

施策・事務事業名
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467,017,586 475,018,711 ▲ 8,001,125 ▲ 1.7

80,863,666 75,365,796 5,497,870 7.3

事 業 費 2,368,214 2,396,033 ▲ 27,819 ▲ 1.2

一般財源 2,107,844 2,113,050 ▲ 5,206 ▲ 0.2

事 業 費 1,146,013 1,183,973 ▲ 37,960 ▲ 3.2

一般財源 984,216 1,029,114 ▲ 44,898 ▲ 4.4

事 業 費 11,992,588 10,710,220 1,282,368 12.0

一般財源 7,503,121 7,228,160 274,961 3.8

事 業 費 20,995,288 21,134,222 ▲ 138,934 ▲ 0.7

一般財源 19,352,357 19,062,035 290,322 1.5

事 業 費 15,392,136 15,384,505 7,631 0.0

一般財源 13,720,385 13,502,600 217,785 1.6

事 業 費 3,447,109 3,577,297 ▲ 130,188 ▲ 3.6

一般財源 2,180,561 2,243,380 ▲ 62,819 ▲ 2.8

事 業 費 9,695,472 9,469,790 225,682 2.4

一般財源 9,187,753 8,941,216 246,537 2.8

事 業 費 10,123,019 9,863,356 259,663 2.6

一般財源 8,138,359 7,972,589 165,770 2.1

事 業 費 5,703,827 1,646,400 4,057,427 246.4

一般財源 697,121 601,129 95,992 16.0

事 業 費 80,863,666 75,365,796 5,497,870 7.3

一般財源 63,871,717 62,693,273 1,178,444 1.9

事 業 費 304,057 300,947 3,110 1.0

一般財源 0 0 0 0.0

事 業 費 65,722,550 64,394,976 1,327,574 2.1

一般財源 0 0 0 0.0

事 業 費 436,181 480,267 ▲ 44,086 ▲ 9.2

一般財源 0 0 0 0.0

（単位：千円、％）

子 ど も ・ 子 育 て
支 援 課

島根県母子父子寡婦
福 祉 資 金 特 別 会 計

健 康 福 祉 部 計

増減率増減額会　計　名 区　　分

島根県立島根あさひ
社会復帰促進センター
診 療 所 特 別 会 計

令和2年度
当初予算額

島根県国民健康保険
特 別 会 計

令和3年度
当初予算額

青 少 年 家 庭 課

障 が い 福 祉 課

２．令和3(2021)年度当初予算の概要

高 齢 者 福 祉 課

薬 事 衛 生 課
（感染症対策室含む）

健 康 推 進 課

医 療 政 策 課
（感染症対策室含む）

増減額

増減額

令和2年度
当初予算額

課　　　名

地 域 福 祉 課

令和3年度
当初予算額

令和3年度
当初予算額

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

１．一般会計

 （１）県全体の状況

 （２）健康福祉部課別の状況

２．特別会計

う ち 健 康 福 祉 部

健 康 福 祉 総 務 課

増減率

区　　分

区　　　　　　　　分

県 予 算

令和2年度
当初予算額

増減率
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３．令和３(2021)年度 課別主要事業 
 
 
 
 

地域福祉課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

 
医療政策課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

 
     健康推進課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

 
高齢者福祉課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

 
青少年家庭課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

 
子ども・子育て支援課 ・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

 
障がい福祉課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４３ 

 
薬事衛生課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４６ 

 
感染症対策室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４７ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１ 予算額は、Ｒ3（2021）年度当初予算 

注２ 予算額の後の（ ）は、Ｒ2 年度当初予算 
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主要事業の概要（地域福祉課関係） 

 

                                      

１ 生活困窮者支援・子どものセーフティネット推進費    16,003 千円（5,339 千円） 

                                                      

 ◆「生活困窮者自立支援法」に基づく相談支援事業の質の確保・向上、経済的生活困窮者の早期

自立に向けた体制を整備 

 （１）相談支援に従事する職員に対する研修の実施 

 ◆貧困世帯等の子どもと保護者の孤立化を防ぐため、居場所づくりや学習支援等を実施 

新（１）SNS を活用し、支援制度の周知や相談支援へのつなぎを推進 

新（２）子どもの居場所支援拠点を設置し、子ども食堂の開設・拡充に向けた支援の実施 

 ◆地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の推進 

新（１）包括的な支援体制の構築に向けた市町村の取組に対する支援 

 

 

２ 民生委員活動推進事業                           126,278 千円（124,146 千円） 

                                                       

 ◆民生委員・児童委員活動を支えレベルアップを図るため、活動費の支給や研修機会の提供、活

動を周知 

 （１）法定単位民生児童委員協議会活動費補助 

    各民生委員・児童委員が連携を図りながら一体的な活動を行うための基盤である法定単

位民生児童委員協議会へ活動費を補助 

 （２）民生委員活動費 

    民生委員・児童委員の活動費を支給 

 （３）民生委員研修 

    民生委員・児童委員の資質向上を図るため、民生委員・児童委員経験別研修を実施           
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３ 地域福祉セーフティネット推進事業                   15,722 千円（17,542 千円） 

 

 ◆すべての県民が住み慣れた地域で生活できるよう、身近な生活区域で必要な福祉サービスを

受けたり、お互いの支え合いや見守りなどの支援により、安心して暮らしていける仕組みづく

りを推進 

 （１）コミュニティソーシャルワーカーの研修 

 （２）地域の福祉教育の推進 

  （３）ボランティアセンターの運営支援 

 

 

４ 再犯防止等推進事業                      20,510千円（20,329千円） 

 

◆「再犯防止等の推進に関する法律」に基づき、地域における効果的な再犯防止対策を推進する

ことにより、県民が安全・安心に暮らすことのできる社会を実現                          

（１）更生支援コーディネーターの養成・派遣 

（２）再犯防止推進計画の策定・進捗管理 

◆矯正施設に入所する高齢又は障がいのため福祉的支援を必要とし、出所後の適当な住居がな

い者に対し、保護観察所等関係機関と連携を図りながら、矯正施設出所後速やかに適切な福祉

サービスを受けられるよう入所中から支援                 

（１）島根県地域生活定着支援センターの設置 

 

 ５ 新型コロナウイルス感染症対策                2,0３３千円（０千円） 

県民生活の支援 

◆新型コロナウイルス感染症に係る介護・障がい福祉等サービス継続支援事業 

（社会福祉施設等応援職員派遣事業） 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う小学校等の臨時休業等により、社会福祉施設等で職

員が不足した際に、他施設等から派遣される応援職員の旅費等を補助                           
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主要事業の概要（医療政策課関係） 
※《 》は医療介護総合確保基金計画事業で内数 

 

 

 １ 地域医療を支える医師確保養成対策事業       1,160,870千円  (1,054,841千円） 

                           《内 531,171千円》  (《内 514,675千円》) 

 

◆離島、中山間地域における深刻な医師不足等に対応するため、医師確保養成対策を実施。 

 

（１）現役の医師を『呼ぶ』対策                                     290,167千円 
                                       《内 2,250千円》 

① 県外医師等の招へい 

② 地域勤務のための医師の研修   

新③ 病院総合医の確保 

 

（２）地域医療を担う医師を『育てる』対策                          651,168千円 
                                                                   《内405,017千円》 

① 自治医科大学運営費負担 

② 医学生向け奨学金貸与 

・島根大学  

地域枠（推せん）         １０名（R03新規貸与枠） 

緊急医師確保対策枠（推せん）   ９名（ 〃 ） 

県内定着枠（一般選抜）      ３名（ 〃 ） 

      ・鳥取大学 島根県枠           ５名（ 〃 ） 

・全国大学枠               ５名（ 〃 ） 

③ 産婦人科等研修医向け研修資金の貸与      ４名（R03新規貸与枠） 

④ 島根大学医学部等における医師の養成を支援 

・島根大学医学部に寄附講座を設置 

・鳥取大学医学部の研修・教育環境整備の支援 

⑤ 一般社団法人しまね地域医療支援センターの運営 

⑥ 病院総合医養成のための研修の充実 

 

 

  （３）地域勤務医師を『助ける』対策                               219,535千円 
                                     《内 123,904千円》 

① 県立病院からの代診医派遣 

② 勤務環境改善等のための経費を財政支援 

③ 周産期医療体制確保のための医師の処遇改善（分娩業務手当等の助成） 

④ 医師確保計画を推進するための取組を支援 
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 ２ 看護職員等確保対策事業                  689,648千円    （859,172千円） 

                           《内265,338千円》 （《内222,269千円》） 

 

◆必要な医療提供体制を確保するため、看護職員の確保対策を実施。また、各種研修事業の充

実により、看護職員の資質向上を図る。 

 

（１）県内進学促進                                432,405千円 
                                                                  《内98,267千円》 

①  県立高等看護学院（松江・石見）において看護師を養成            

②  民間看護師等養成所の運営費を支援 

 

 

（２）県内就業促進                                               51,134千円 
                                                                  《内7,956千円》 

 ① 県外の看護学生のＵＩターン者を対象に奨学金を貸与 

（島根「ふるさと」看護奨学金 ＵＩターン枠）（R03貸与枠30名） 

 ② 過疎地域・離島の病院等に就職する看護学生を対象に奨学金を貸与 

  （島根「ふるさと」看護奨学金 過疎地域・離島枠）（R03貸与枠30名） 

 

 

（３）離職防止・再就業促進                                   69,351千円 
                                                                《内55,576千円》 

① 県ナースセンターを指定して無料職業紹介等を実施 

② 新人看護職員の合同卒後研修、教育担当者研修を実施 

③ 民間病院の院内保育所運営費に対する支援 

 

 

（４）資質向上                                                       45,771千円 
                                                                      《内18,552千円》 

① 管理者研修、リーダー研修等の実施 

② 医療施設間での助産師の出向・受入を支援 

③ 医師等の判断を待たずに一定の診療の補助ができる看護師を育成するために研修機関

の設置や、受講経費等を支援 

 

 

（５）助産師確保                                                 6,000千円 
                                                                    

① 助産師として県内に就職する看護学生を対象に奨学金を貸与 

（島根「ふるさと」看護奨学金 助産師枠）（R03貸与枠10名） 

 

新（６）勤務医の働き方改革                                      84,987千円 

 《内 84,987千円》

① 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備を支援        
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【参考】令和２年度２月補正予算（令和３年度繰越執行分） 

（３）看護職員等研修事業                                6,000千円 

     新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、負荷が増加している看護師の負担軽減や看護体制の維持・強化のため、看護職員等を対象と 

した研修を支援 

 

 ３ 地域医療提供体制構築事業                 719,268千円     （874,686千円） 

                                       《内444,752千円》（《内677,432千円》） 

◆医療提供体制の維持・強化のために必要な施設・設備の整備や、地域包括ケア病床への転換

など、各医療圏で合意が得られた医療機関間の機能分担・連携に対する支援等を行う。 

（１）医療機能の確保・充実のための施設設備整備を支援 

（２）病床機能転換等に伴う施設設備・整備や、人材確保を支援 

（３）医療機能の分化・連携を推進する取組を支援  

新（４）地域医療構想を推進するための医療機関の病床削減や再編統合への支援 

  

 

 ４ 在宅医療の推進事業                              111,480千円     （113,123千円） 
                                         《内111,480千円》（《内113,123千円》） 

◆地域包括ケア推進のため、訪問診療や訪問看護を行う医療機関への支援を行い、在宅医療の

充実を図る。 

（１）条件不利地域で在宅医療を行う病院や訪問看護ステーション等の運営を支援 

（２）訪問診療用機器整備を支援 

（３）在宅医療に係る人材を育成 

（４）病床機能の転換や在宅医療を推進するため、病院等との調整を行う人材を配置 

（５）在宅医療・介護連携を県全体で推進するため「在宅医療推進センター（仮称）」を 

創設し、現状・課題の把握、人材育成等を実施 

（６）医療情報ネットワーク（まめネット）を活用した在宅医療の推進に資する情報連携の 

モデル的取組を支援 

 

  

 ５ 医療介護連携ＩＴシステム構築支援事業           197,150千円      （225,502千円） 

                                      《内166,495千円》 （《内195,423千円》） 

◆地域包括ケア推進のため、県内の医療機関の役割分担と連携促進を図り、医療の質の向上と

在宅医療を推進するための情報基盤の整備を行う。 

（１）医療情報ネットワーク（まめネット）基盤の整備・運営の支援、連携アプリケーション

開発及びこれに伴う医療機関のシステム改修等を支援 
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 ６ ドクターヘリ運航事業                   378,885千円  （387,234千円） 

                                                      

◆救急医療の確保・充実を推進するため、ドクターヘリの運航により患者搬送体制の強化を図

る。 

（１）国庫補助事業による運航委託 

（２）中国５県広域連携負担金 
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主要事業の概要（健康推進課関係） 

 

 １ 妊娠・出産・子育てへの支援                922,190 千円（839,629 千円） 

◆子どもを産み育てたいと望む夫婦が安心して妊娠・出産・子育てができるようにするた

め、妊娠、周産期や小児・思春期を通じた親と子の心と身体の健康づくりを推進するとと

もに、市町村での切れ目ない相談・支援体制づくりを支援する。 

(１) しまね産前・産後安心サポート事業                 33,710 千円（32,260千円） 

・産前・産後の妊産婦への育児・家事支援を実施する市町村を支援 

・産後の専門的ケアの充実に取り組む市町村を支援 

(２) 母と子の健康支援事業                                4,366 千円（8,865 千円） 

・長期療養児等の健全育成及び自立促進を図るため、訪問等による相談支援事業を実施 

・県内の母子保健従事者の資質向上のため検討会や研修会などを実施 

 (３) お産あんしんネットワーク事業                       99,269 千円（92,347千円） 

・妊娠から新生児期に対する高度専門的な医療を提供する周産期医療体制の整備 

(４) 女性の健康相談事業                                   2,507 千円（2,507千円） 

・不妊に関する専門相談の実施、不妊対策に関する諸課題の検討 

・思春期の健康に関する専門相談の実施、行政機関等関係者に対する研修会の実施 

(５) 不妊治療支援事業                                 276,481 千円（142,871 千円） 

・不妊に悩む夫婦等の不妊治療への参加を支援するため、特定不妊治療等に係る費用を

助成 

・早期からの不妊治療を促進するために男性の不妊検査費用を助成 

新 ・特定不妊治療に係る助成金額、対象者を拡充 

新 ・不育症の検査に要する費用を助成 

新 ・がん治療等により妊よう性が損なわれる可能性のある患者に対し、妊よう性温存療

法に要する費用を助成 

新 (6) 子ども医療費助成制度                              

・現行の「しまね結婚・子育て市町村交付金」（子ども・子育て支援課）のメニューに、

小学６年生までの子ども医療費助成を追加し、子育て世帯の負担軽減を促進 

(7) 乳幼児等医療費助成事業                           505,857 千円（560,779 千円） 

・小学校就学前の乳幼児等を対象に、自己負担を 1 割に軽減し、さらに負担上限額を

超える額を助成（上限額：入院 2,000 円、外来 1,000 円、薬局無料） 
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 ２ 健康寿命の延伸                      49,422 千円（43,046千円） 

 (１) しまね健康寿命延伸プロジェクト事業                  16,821 千円（10,211 千円） 

 県民自ら健康づくりに取り組めるよう環境の整備を進め、健康寿命の延伸を図り、健

康長寿日本一を目指す県民運動を推進 

① 健康寿命延伸プロジェクト推進事業 

 ・「しまね健康寿命延伸プロジェクト推進本部会議」において、部局横断的な取組を 

推進 

② 健康寿命延伸強化事業 

 ・公民館等の健康づくり活動の事例を発掘し、好事例を全県へ波及 

・市町村等と連携のうえ、地域の健康課題を明確にした健康づくり活動を実施し、全

県へ波及 

   ③ 働き盛り世代の健康づくり強化事業 

    ・しまね☆健康づくりチャレンジ月間の周知と健康づくり情報の発信強化 

   新・健康づくりの取組等を支援するための人材を育成し、事業所訪問等を実施 

   ④ 健康な食環境づくり事業 

    ・食生活改善推進員による家庭訪問や公民館等での減塩指導 

   新・大学生による適塩メニューレシピの開発 

(２) 健康長寿しまね推進事業                                6,715 千円（6,703千円） 

第二次健康長寿しまね推進計画の後期に向けて、関係機関・団体、行政が一体とな

り、県民の健康づくりを推進 

(３) 80 歳 20 本の歯推進事業                              5,070 千円（4,709 千円） 

第二次島根県歯と口腔の健康づくり計画により、関係機関と連携した歯科保健活動を

推進 

(４) 食育推進基盤整備事業                            13,174 千円（12,674千円） 

島根県食育推進計画第三次計画により、健全な食生活が実践できるよう推進 

(５) 生活習慣病予防の推進                              7,642 千円（8,749千円） 

糖尿病や脳卒中など生活習慣病の予防や早期発見、重症化予防を推進 

① 糖尿病対策連携推進事業 

 ・地域特性に応じた糖尿病発症予防と重症化予防の啓発、体制整備、市町村支援 

② 循環器病対策推進事業 

 ・循環器病対策基本法に基づき、島根県循環器病対策推進計画を策定し推進 

③ 地域・職域連携健康づくり推進事業 

 ・働き盛り世代からの生活習慣病予防を目指し、事業所の健康づくり・健康経営の取
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組を支援 

④ たばこ対策推進事業 

・島根県たばこ対策指針により「未成年者の喫煙防止」「禁煙支援」等を推進 

⑤ 受動喫煙防止対策事業 

・改正健康増進法により、望まない受動喫煙をなくす取組を推進 

 

 ３ 各種医療費助成制度               1,511,679 千円(1,500,979 千円) 

(1) 難病対策・小児慢性特定疾病対策事業          1,415,960 千円(1,377,218 千円) 

 難病患者及び小児慢性特定疾病患者に対して自己負担上限額を設けて医療費を助成 

(2) 肝炎医療費助成事業                 95,719 千円(123,761 千円) 

 Ｂ型・Ｃ型肝炎治療に係る医療費、肝がん及び重度肝硬変の入院医療費（条件あり）

について、自己負担上限額を設けて助成 

 

４ 国民健康保険・後期高齢者医療支援事業等  

(１) 国民健康保険支援事業（一般会計） ※７と一部重複 5,752,346 千円(5,877,712 千円) 

国民健康保険制度の安定運営のため、法に基づいた各種支援策を講じる。 

① 保険基盤安定負担金（事業主体：市町村） 

・低所得者の保険料（税）の軽減相当額及び軽減世帯数に応じた平均保険料（税）額

の一定割合を補填 

② 国民健康保険特別会計繰出金 

・法に基づく県負担分及び事業運営に要する費用 

(2) 後期高齢者医療支援事業                       11,775,736 千円(11,878,122 千円) 

後期高齢者医療制度の安定運営のため、法に基づいた各種支援策を講じる。 

① 医療給付費負担金（事業主体：後期高齢者医療広域連合） 

・医療給付費の一定割合を負担 

② 保険基盤安定負担金（事業主体：市町村） 

・低所得者の保険料の軽減相当額の一定割合を補填 

 

 ５ ハンセン病療養所入所者等支援事業                 1,854 千円(1,854 千円) 

◆島根県藤楓協会と協力して、ハンセン病療養所入所者のふるさとでの交流を図るとともに、

ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発を行い、偏見・差別の解消を目指す。 
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 ６ しまねがん対策推進事業                         72,036千円（71,999千円） 

◆がん予防・がん検診の充実、がん医療の向上、がん患者・家族支援の３本柱で総合的かつ

効果的ながん対策を推進する。 

(１) 科学的根拠に基づくがん検診受診の充実促進         3,685千円(2,447千円) 

がん検診の精度管理事業や働き盛り世代への受診率向上対策など、市町村や検診機関

等と一体となった取組を実施 

 (２) がん医療水準の向上                  37,500 千円(39,000千円) 

① がん診療連携拠点病院機能強化事業 

② がんチーム医療づくり推進事業 

(３)  緩和ケアの推進                      2,159千円(2,486千円) 

① 緩和ケア地域ネットワーク構築事業 

(４) がん患者家族への支援                      9,865千円(9,679千円) 

① がん患者の社会生活応援事業 

② ライフステージに着目した課題検討会議 

 (５) がん教育の推進                     7,325 千円(6,805 千円) 

① 学校におけるがん教育推進事業 

② しまね☆まめなカンパニー推進事業 

 

 ７ 特別会計 国民健康保険財政運営事業      65,722,550 千円(64,394,976 千円) 

◆国民健康保険の財政運営の責任主体として、特別会計を設置したうえで国民健康保険財政

を運営 

 

 ８ 新型コロナウイルス感染症対策                8,774 千円（ 0千円） 

  ◆医療提供体制の強化 

(１) 妊産婦総合支援事業 

新型コロナウイルス感染症の流行下において、強い不安を抱える妊産婦に寄り添った

支援を行う。 
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主要事業の概要（高齢者福祉課関係） 

 

《  》は医療介護総合確保基金計画事業の内数 

 

 １ 地域包括ケア推進事業                       8,200 千円（7,200 千円） 

◆医療、介護、予防等のサービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の実現に

向け、県内各圏域において、市町村の取組を支援する。 

 （１）保健所による市町村の取組支援 

 （２）県全体の体制整備（関係機関連絡会議、担当者会議、研修会等の開催） 

 

 ２ 高齢者介護予防推進事業                   710,900 千円（687,778 千円） 

◆市町村における介護予防事業の実施等の取組を支援するため、地域支援事業交付金を交付 

（１）総合事業         ：県 12.5% 市町村 12.5% 国 25% 保険料 50% 

（２）その他の事業       ：県 19.25% 市町村 19.25% 国 38.5% 保険料 23% 

 

 ３ 認知症施策推進事業                   68,872千円（64,566千円） 

  《内 28,428 千円》（《内 24,526 千円》） 

◆認知症に関する正しい知識と理解に基づく支援につながるよう、総合的かつ継続的な支援

体制を確立する。 

（１）地域における認知症の方への支援体制の充実  

① 認知症疾患医療センター（基幹型、地域型、連携型）の運営 

② 早期診断・早期対応のための人材育成 

③ 認知症コールセンター、若年性認知症相談支援センターの設置・運営 

（２）介護指導者及び介護従事者を対象とした認知症介護研修の実施 

 

 ４ 介護給付費負担金等                  12,191,105 千円（12,035,041 千円） 

◆介護（予防）給付費及び第１号保険料の軽減に係る県負担金 

（１）介護保険法に基づく介護給付費及び介護予防給付費の県負担金   11,939,603 千円 

・負担割合：県 12.5% 市町村 12.5% 国 25% 保険料 50% 

ただし、施設等に係る給付分については、県 17.5% 国 20% 

（２）低所得者の第１号保険料の軽減強化に係る県負担金         251,502 千円 
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 ５ 介護施設等整備推進事業               965,360 千円（1,201,301 千円） 
         《内 705,870 千円》（《内 738,471 千円》） 

◆第８期介護保険事業計画に基づき介護施設の整備及び開設準備を進める。 

 （１）介護施設等の整備に関する事業                      705,870 千円  

 《内 705,870 千円》 
 
 
 

① 地域密着型サービス施設等の整備への助成 

・認知症高齢者グループホーム 3 施設 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1施設 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 2 施設 

・小規模介護医療院 2施設 

・特別養護老人ホーム（多床室）のプライバシー保護のための改修 55 床 

② 介護施設（広域型を含む）の開設準備経費等への支援 

・開設等予定  認知症高齢者グループホーム 等 14 箇所 

（２）広域型特別養護老人ホーム等の整備への助成              153,000 千円 

・改築 １施設 

（３）医療機関が医療療養病床を介護施設等へ転換するための整備への助成  39,500 千円 

・2病院 79 床 

（４）高齢者施設等の防災・減災対策への助成               66,990 千円 

新① 水害対策事業（スロープ、エレベーター等の設置）への助成 

② 非常用自家発電整備への助成 

 

 ６ 介護人材確保対策事業                          244,497 千円（235,258 千円） 
《内 225,004 千円》（《内 215,221 千円》） 

◆介護の仕事のイメージアップ、多様な人材の確保、離職の防止を柱に取組を進める。 

（１）介護や介護の仕事に関する普及啓発イベントを関係機関と共同で開催 

（２）介護人材の確保、定着に取組む市町村及び保険者の支援 

（３）訪問看護ステーションが潜在看護師を雇用した場合の支援、病院から訪問 

看護ステーションへの出向研修支援 

（４）在宅医療・介護連携を進めるための研修会や圏域ごとの検討会を実施 

（５）労働環境改善のための介護ロボットやＩＣＴ導入への支援 

（６）介護施設等が行う外国人介護人材の受入環境の整備や留学生への奨学金貸与等の取 

組を支援 

 新（７）福祉系高校の生徒へ修学資金を貸付 

 新（８）他業種で働いていた者等の介護分野への参入に係る就職支援金を貸付 
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 ７ 保険者機能強化推進事業              36,958 千円（26,055 千円） 

◆高齢者の自立支援・重度化防止等に向けて、市町村がより効果的な取組を行えるよう、地

域の現状分析や課題把握のための調査研究等を実施し、市町村の取組を支援する。 

 

 ８ 元気高齢者対策（新たな共助の仕組みづくり）       49,753 千円（48,584 千円） 

◆元気な高齢者が地域の担い手となって、積極的に活動できる仕組みづくりを進める。 

（１）くにびき学園の運営や全国ねんりんピックへの選手派遣を支援    9,326 千円 

（２）島根県老人クラブ連合会及び市町村老人クラブ連合会の活動を支援  40,427 千円 

 

 ９ 旧軍人及び未帰還者等援護事業                  30,437 千円（30,267 千円） 

◆旧軍人軍属、戦傷病者及び戦没者遺族等に対し恩給や各種給付金等の支給、療養給付等の

援護を行う。また、中国残留邦人等帰国者の自立及び定着を支援する。 

 

１０ 新型コロナウイルス感染症対策                           24,989 千円（0千円） 

県民生活の支援 

◆新型コロナウイルス感染症に係る介護・障がい福祉等サービス継続支援事業 

感染者が発生した介護サービス事業所等が、必要なサービスを継続して提供できるよう、介護 

サービス事業所等への職員派遣に係る経費や消毒液等のかかり増し経費を支援する。 

（１）介護サービス事業所等の継続したサービス提供を支援 

（２）緊急時の応援に係る県のコーディネート体制の確保 
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主要事業の概要（青少年家庭課関係） 
 

１ 子どもと家庭の相談事業                 42,192千円（40,657千円）    

◆児童及び児童のいる家庭が身近なところで相談できる体制を整備 

   (１)児童相談所の体制整備 

    ①児童相談所への弁護士、保健師等の配置 

    ②弁護士、児童福祉司、児童心理司等の専門性強化のための研修の実施 

③児童虐待防止対策強化のための広報啓発 

(２)市町村相談体制強化のための研修   

(３)子どもと家庭電話相談事業 

 

２ 社会的養育の推進                   1,511,563千円（1,433,545千円） 

◆家庭で生活することが困難な子どもを、里親や児童養護施設などで社会的に保護し、養育する 

  (１)施設入所児童支援事業 

 ①児童養護施設、乳児院等への措置費 

 ②児童養護施設等入所児童の自立支援、環境改善 

 ③進学や就職を行う児童養護施設退所者等への貸付事業実施団体に補助 

 (２)里親委託推進事業 

 ①里親措置費 

②里親の育成及び資質向上のための研修の実施 

③新規里親開拓、委託促進、里親支援等を実施 

 新 (３)児童養護施設等整備事業 

     ①児童養護施設等の小規模化 

       令和３年度 小規模グループケア棟の増築（１施設） 

     ②里親宅等の改修や備品購入等を支援 

 

３ 県立わかたけ学園整備事業                 466,450千円（483,413千円） 

◆施設の老朽化・耐震化への対応及び個別的支援・専門的ケアを提供できる生活環境や教育環境を

整備するため、施設の改築等を実施 

   (１)整備概要 

     ①定員 35 名（男子 27 名、女子 8 名） 

     ②整備場所 松江市宍道町（現在地） 

     ③整備内容 寮舎の全面改築、本館の改修や教室等の一部増築、体育館の改修 

     ④全体事業費 1,474,087 千円 

     ⑤事業期間 平成 30～令和 4 年度 
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   (２)整備スケジュール等 

     平成 29 年度 わかたけ学園整備検討委員会において整備計画を策定 

     平成 30～令和元年度 基本設計及び実施設計 

     令和 2～4 年度 体育館改修工事(終了)、寮舎等建設工事、本館改修等工事（順次供用開始） 

    (３)令和 3 年度事業内容 

     寮舎改築、本館増築など 

 

４ ひとり親家庭自立支援事業                16,109千円（15,109千円） 

◆ひとり親家庭等の自立を促進するため、子育て・生活への支援や、就業・経済的な支援などを実施 

(１)ひとり親家庭学習支援 

 ①ひとり親家庭の子どもに対し、大学生等による学習支援事業を実施する市町村を支援 

［助成率］国 1/2、県 1/4、市町村 1/4 

(２)ひとり親家庭等自立支援事業 

①ひとり親家庭等に対する各種相談、就業支援、日常生活支援を実施 

②ひとり親家庭の親と子に対して、就職に有利となる資格取得のための講習会や併せて就

労相談等を開催し、安定した就労に結び付くよう、きめ細やかな就労支援を実施 

   (３)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 

     ①高等職業訓練促進給付金を活用して就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親へ 

の貸付事業を行う団体に補助 

 

５ 困難を有する子ども・若者支援事業            23,771千円（22,391千円） 

◆ひきこもりなど社会生活を営む上で困難を有する子どもや若者の自立につながる市町村の取組を

支援 

   (１)協力事業所コーディネーター支援事業 

①就労体験を受け入れる事業所の開拓や関係機関との連携強化などの取組を行う市町村   

を支援                                ［助成率］1/2 

(２)子ども若者自立支援総合推進事業 

①圏域における支援拠点として、居場所の確保や社会・就労体験など社会とのつながりを

回復させる取組を行う市町村を支援                  ［助成率］1/2 

(３)県地域協議会運営事業 

①子ども・若者支援機関の相互理解と連携強化の促進 
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６ 女性保護事業                       86,105千円（83,985千円） 

◆様々な問題を抱える女性への相談活動やＤＶ（配偶者等からの暴力）被害者等を一時保護し、問

題解決に向けて支援 

  (１)女性相談事業 

 ①女性相談センター等に女性相談員等を配置し広く女性相談を実施 

 ②県民への啓発活動や適切な相談実施のための研修会等を開催 

(２)ＤＶ被害者等保護事業 

 ①ＤＶ被害者等を一時保護所等において保護 

  ②ＤＶ被害者の自立に向けた支援を実施 

(３)性暴力被害者支援センター事業  

  ①女性相談センターが中心となり、関係機関と連携して被害者を支援 

  

７ 新型コロナウイルス感染症対策              10,364千円（     0千円） 

医療提供体制の強化 

◆入院患者家族等支援事業 

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった児童や DV 被害者等への対応のため、臨時的な

一時保護施設を確保  
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主要事業の概要（子ども・子育て支援課関係） 

 

１ 結婚支援事業                         149,225千円（143,631千円） 

◆「しまね縁結びサポートセンター」を設置し、市町村や縁結びボランティア「はぴこ」と

連携して未婚・晩婚化対策を実施 
【しまね縁結びサポートセンターの取組状況】 
 しまね縁結びサポートセンターを通じた成婚数 

年 度 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ 
Ｒ２ 

目標 実績(12 末時点) 

実績値（組） 44 71 75 80 75 54 

 登録者数                                   （単位：人） 

項 目 
R2.3.31 時点 R3.1.31 時点 

計 男性 女性 計 男性 女性 

縁結びボランティア（はぴこ） 1,448 871 577 1,421 869 552 

しまねコンピュータマッチング（しまコ） 425 313 112 534 394 140 

 

【令和３年度における主な事業内容】 
（１）市町村の結婚支援体制支援 

市町村の結婚支援員及び結婚支援相談員の配置などの体制強化を支援 

（２）しまね縁結びサポートセンター事業 
県内２か所に設置した「しまね縁結びサポートセンター」で、男女の縁結びをサポート 

①結婚の相談や情報発信 

②縁結びボランティア「はぴこ」の活動支援 

新③コンピュータマッチングシステム「しまコ」の利用拡大に向けた登録者数の増加を図るた

め、登録料を期間限定で引き下げ 

【現 行】   【改定後】  
男性 10,000 円  男性 5,000 円 

女性 10,000 円  女性 無料 

④婚活イベントやセミナーなどの実施や企業や団体等への開催支援 

⑤企業内、企業間での結婚支援を行う「しまね縁結びサポート企業」の拡大 

⑥ふるさと島根定住財団と連携した、県外在住者への結婚支援 

（３）結婚・妊娠・出産への理解と関心を高めるための啓発 
児童生徒に対する助産師・専門講師による妊娠・出産やライフプランに関する講座を実施 

 

 

【支援施策の実施状況（令和 2 年度事業実施見込）】 

指  標 目標 実績見込 

しまねコンピュータマッチング「しまコ」端末の配置 19 市町村 12 市町村 

市町村への結婚支援員の配置 19 市町村 7 市町村 

縁結びボランティア（はぴこ）会員数 
1,800 人 

1,421 人 

しまねコンピュータマッチング（しまコ）会員数 534 人 
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縁結びボランティア（はぴこ）の人数 240 人 259 人 

しまね縁結びサポート企業登録社数 321 社 340 社 

ライフプラン設計講座開講数 10 講座 13 講座 

生の楽習講座開講数 150 講座 150 講座 

 

 

２ 結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援事業       331,168千円（162,771千円） 

◆結婚・妊娠・出産・子育てに負担感や不安を抱えている多くの若い世代が、安心して結婚・

妊娠・出産・子育てできるよう、妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援体制を構築 
【令和３年度における主な事業内容】 
（１）しまね結婚・子育て市町村交付金事業 

出生数を増やすために市町村が取り組む「結婚支援」「妊娠・出産支援」「子育て支援」「医療

費助成」等の経費の一部を助成 

新子ども医療費助成制度 

対象メニューに小学６年生までの子ども医療費助成を追加し、子育て世帯の負担軽減を促進 

     ［自己負担上限額（１医療機関当たり）］ 入院 2,000 円／月、通院 1,000 円／月 

 ※市町村独自の支援により無償化の場合あり 
［基準額］子どもや女性の数に応じて市町村ごとの基準額を設定 

［負担割合］県１/２、市町村１/２ 

 （２）「島根みんなで子育て応援賞」事業 

    子育て応援に尽力されたボランティア等に感謝の意を表すための顕彰 

 （３）「こっころメッセージ」贈呈事業 

    子どもが誕生した家庭に祝意や敬意を表するため、お祝いメッセージと記念品を贈呈 

 

【支援施策の実施状況（令和 2 年度事業実施見込）】 

指  標 目標 実績見込 

小学 6 年生までの医療費負担軽減を行う市町村数 19 市町村 19 市町村（R3.４～） 

「しまねみんなで子育て応援賞」受賞者数 100 人 95 人 

「こっころメッセージ」贈呈者数 4,594 人 4,491 人 
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３ 子育てに関する経済負担対応事業             402,680千円（420,892千円） 

◆子育て世帯における３歳未満児の保育料を軽減する市町村を支援 
【令和３年度における主な事業内容】 
（１）第１子・第２子に係る保育料軽減事業              

［基準額］国が定める保育料の基準額 

［交付率］基準額の１/３ 

［対象とする所得階層］第３階層～第４階層（世帯年収約261 万円～約 470 万円） 

［負担割合］県１０/１０ 

（２）第３子以降保育料軽減事業               

［基準額］国が定める保育料の基準額 

［補助率］第４階層（世帯年収約331 万円～約470 万円） 基準額の２/３ 

第５～８階層（世帯年収約471 万円以上） 基準額の１/２ 

［負担割合］県１/２、市町村１/２ 

 

４ 保育所等運営支援事業               5,511,048千円（5,417,713千円） 

◆待機児童を解消するとともに、保育・教育の「量の拡充」と「質の向上」に向け、保育所

等への運営費支援や保育人材確保等を実施 
【県内における保育の状況】 

 保育所入所等児童数の推移 

 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

就学前児童数（人） 32,526 32,211 31,729 31,195 30,380 

認可保育所等定員数（４月）（人） 22,775 23,027 23,430 23,594 23,306 

保育所入所等 

児童数（人） 

４月１日 22,163 22,104 22,390 22,343 22,148 

10 月１日 23,720 23,742 23,909 23,805 23,499 

 待機児童数の推移 

 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

４月１日（人） 38 119 30 0 0 

10 月１日（人） 248 185 119 48 7 

 
【令和３年度における主な事業内容】 
（１）保育所等給付費                     

待機児童を解消するとともに、多様な保育・教育を受けることができるよう「量の拡充」と 

「質の向上」に向け、保育所等へ運営費を給付 

①私立保育所等の運営に要する経費の県負担分を市町村へ給付 

［負担割合］国１/２、県１/４、市町村１/４ 

②保育士の処遇を改善 

（２）待機児童ゼロ化事業                      

年度途中の入所希望に対応するため、保育定員を増やして受入体制を拡充する私立保育所等を

支援 

［対象］年度途中に待機児童又は潜在的待機児童が発生している市町村に所在する私立保育所等 

［基準額］受入可能な０・１歳児の数に応じて人件費を助成 
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・３人の受入可能 200,000 円／月 

・２人の受入可能 132,000 円／月 

・１人の受入可能   66,000 円／月 

［負担割合］県１/２、市町村１/２ 

（３）小規模民間保育所運営対策事業                 

中山間地域・離島の保育環境を維持するため、小規模な保育所の運営費を支援 
［対象］定員割れが生じている利用定員20 人の民間の小規模保育所 

   ［実施主体］市町村 

［助成額］ 

平均在籍児童数に応じた額 

・11 人未満 3,185,000 円 

・11 人以上～13 人未満 2,772,000 円 等 

［負担割合］県10/10 

（４）保育士の確保・定着支援事業                 

保育環境の充実を図るため、保育士の確保・定着に向けた取組を推進 

①保育士の確保対策 
ア 保育士養成施設の学生を対象として修学資金を貸付 

［貸付期間］２年 

［貸付上限額］月額５万円 総額（最大）１２０万円（月額５万円×２４か月） 

［負担割合］国９/１０、県１/１０ 

［返還免除の要件］県内の保育施設に５年間（過疎地域は３年間）勤務すること 

［貸付枠］新規９０人 

拡充修学資金の貸付枠を拡大（50 人 → 90 人） 

  国費分：令和２年２月補正予算で増額（２２，７８０千円） 

  県費分：令和３年度当初予算で増額 

 保育士の不足状況 

 
採用者数 離職者数 不足見込 

(参考)貸付金 

未決定者 

Ｈ29～Ｒ１平均（人） 258 290 32 36 

イ 保育士養成施設がない石見・隠岐地域等の出身学生が県内の保育士養成施設に進学する際

の家賃等を貸与 

［貸付期間］２年間 

［貸付上限額］月額４万円 総額（最大）９６万円（月額４万円×２４か月） 

［返還免除条件］石見・隠岐地域の保育施設において３年間（保育士修学資金貸付 

と併給の場合は５年間）勤務すること 

      ［貸付枠］新規３０人、継続１５人 

                   新規枠の拡大（２５人 → ３０人） 

                    保育士養成施設の連絡協議会と連携して貸付者数増に取り組む 

        ［R２年度実績］貸付決定者数１０人、R3 年度貸付予定者数１０人 

ウ 人材派遣会社や市町村と連携し、不足している保育士等の確保対策を実施 

エ 保育士・保育所支援センターに保育士バンクを設置し、潜在保育士に対し復職に関する 

情報を提供 

オ 保育士養成施設の学生等を対象とした就職説明会、県外ガイダンスを実施 

カ 県外の学生が、県内の保育所を実習先とする場合、実習等にかかる旅費の一部を助成 
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キ 待機児童の解消や教育・保育の質の向上に取り組む市町村を支援 

②保育士等の定着対策 

ア 保育所や認定こども園等の勤務者が必要とする資格の取得のための受講経費等を支援 

イ 保育士の負担軽減、離職防止を図るため、保育補助者等を雇用する経費を助成 

ウ 保育所等の管理職等を対象とした、働き方改革に関するセミナーの実施 

（５）幼児教育総合推進事業  ※教育委員会との共同事業       

幼児教育に係る教育事務所の体制を強化し、幼稚園教諭・保育士及び市町村担当者等の研修

支援を充実することで、全県的に幼児教育の質を向上 

①幼児教育担当指導主事及び幼児教育アドバイザーを教育事務所等に配置 

②新幼稚園教育要領、保育所保育指針等の周知・徹底や訪問指導を実施 

 

【支援施策の実施状況（令和 2 年度事業実施見込）】 

指  標 目標 実績見込 

保育所待機児童数 
4 月 1 日時点 0 人 0 人 

10 月1 日時点 0 人 ７人 

待機児童ゼロ化事業による定員増施設数 6 施設 
6 施設 

（75 名増） 

小規模民間保育所運営対策事業実施施設数 20 施設 20 施設 

保育士就職ガイダンス参加者数 165 人 104 人 

保育実習生に係る旅費支援者の県内就職者数 30 人 未定 

保育士修学資金貸付件数 50 人 69 人 

石見・隠岐地域等の出身学生の家賃等貸付件数 50 人 10 人 

人材派遣会社と連携した保育士の採用数 3０人 1 人 

保育所等の働き方改革手法等に関するセミナー受講施設数 100 施設 71 施設 

幼稚園教諭・保育士等への訪問件数 558 件 443 件 

 

５ 放課後児童クラブ支援事業               750,079 千円（659,187 千円） 

◆放課後児童クラブの待機児童解消や利用時間延長等に向けた支援を行い、子育てしやすい

環境整備を推進 
【県内における放課後児童クラブの状況】 

  （１）クラブ数等 

項 目 R1 R2 対前年度比 

クラブ数（箇所） ２３５ ２４３ ＋８ 

利用定員（人） ９,８０１ １０,１４５ ＋３４４ 

受入児童数（人） ８,９２０ ９,１３５ ＋２１５ 

（２）利用時間延長の状況 

項 目 R1 R2 対前年度比 

平日19 時以降開所（箇所） ５９ ７５ ＋１６ 

長期休業中7 時30 分以前開所（箇所） ３１ ４０ ＋９ 

（３）待機児童数 

 H28 H29 H30 R1 R2 対前年度比 

待機児童数（人） 46 81 115 190 157 ▲33 
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（４）受け皿拡大の状況 

 ※受け皿拡大が待機児童発生を防いでいる 

 ①松江市  

 H29 H30 R1 R2 

待機児童数（人） 16 13 40 39 

登録児童数（人） 公設 2,045 1,979 1,864 1,866 

民設 690 795 961 1,102 

合計 2,735 2,774 2,825 2,968 

 ②出雲市 

 H29 H30 R1 R2 

待機児童数（人） 50 65 93 39 

登録児童数（人） 公設 2,008 2,067 2,149 2,098 

民設 - 17 69 167 

合計 2,008 2,084 2,218 2,265 

 
【令和３年度における主な事業内容】 
（１）運営支援 

放課後児童クラブの運営や環境整備、支援員等の処遇改善などに要する経費を助成 

［負担割合］国１/３、県１/３、市町村１/３ 

（２）待機児童対策 
①放課後児童クラブの新設や利用定員を増やす場合に必要な運営費や改修等の経費を助成 

 新利用時間の延長を実施する場合の改修費等の補助基準額を加算 

［基準額］現行 2,000 千円 → 改正後 1,000 千円～4,000 千円 

［負担割合］県１/２、市町村１/２ 
②放課後児童クラブの施設整備を促進するため、市町村及び法人の負担割合の一部を上乗せ

して助成（Ｒ３当初整備見込：１３クラブ（新設７、改築５、大規模修繕１）、施設整備に

よる定員増見込：２９４人） 

  拡充法人の負担割合をさらに軽減し、県と市町村でその軽減分を折半 
［負担割合］ 

現行 国１/２、県５/16、市町村１/1６、法人１/８ 

→ 改正後 国１/２、県１/３、市町村１/12、法人１/12 など   
（３）利用時間延長対策 

放課後児童クラブが閉所する時間を平日19 時以降、夏休み期間中等の長期休業中に開所す

る時間を 7 時 30 分以前とするため、必要な人件費相当額等を助成 

     ［基準額］１支援の単位あたり年額 1,000 千円以内 

［負担割合］県１/２、市町村１/２ 
（４）放課後児童支援員等確保対策 

①放課後児童支援員認定資格研修の回数増により、離島や中山間地域での資格取得機会の拡

充を継続（７会場１０回） 

②放課後児童クラブへの巡回支援や、児童クラブの充実に向けた施策の企画・調整等を行う

「放課後児童クラブスーパーバイザー」を配置（東部２名、西部１名） 

③人材派遣会社や市町村と連携し、不足している放課後児童支援員の確保対策を実施 
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【支援施策の実施状況（令和 2 年度事業実施見込）】 

指  標 目標 実績見込 

18 時半まで開所している放課後児童クラブ数 175 箇所 175 箇所 

19 時まで開所している放課後児童クラブ数 75 箇所 75 箇所 

長期休業中7 時半以前に開所している放課後児童クラブ数 40 箇所 40 箇所 

放課後児童クラブ受入れ可能児童数 10,061 人 10,145 人 

放課後児童クラブで勤務する職員のうち放課後児童支援員認定資格

研修修了者数 
850 人 803 人 

人材派遣会社と連携した放課後児童支援員の採用数 ７人 0 人 

 

６ みんなで子育て応援事業                14,532千円（31,672千円） 

◆家庭、地域、団体、企業等が一体となり、県全体で子育てを支援 
【令和３年度における主な事業内容】 
（１）こっころパスポートのデジタル化 

    これまで世帯に１枚としていた「こっころパスポート」を、父母等が携帯できるようスマー

トフォン対応することで、利便性を向上し、男性の家事参加を促進 

 （２）「こっころ講師」の派遣 
子ども・子育て支援に取り組む民間団体（こっころ隊）の活動を支援 

 

【支援施策の実施状況（令和 2 年度事業実施見込）】 

指  標 目標 実績見込 

「こっころパスポート」発行数 5,000 枚 4,776 枚 

「こっころパスポート」協賛店数 2,340 店 2,172 店 

 

７ 地域の子育て支援事業                  541,071千円（504,141千円） 

◆保育施設を利用する子どもの家庭だけでなく、在宅の子育て家庭を含む全ての家庭及び子

どもを対象とする事業について支援 
【令和３年度における主な事業内容】 
（１）地域の子育て支援事業 

一時預かり事業、延長保育事業等に要する経費の県負担分を市町村へ補助 

［負担割合］国１/３、県１/３、市町村１/３ 

（２）しまねすくすく子育て支援事業 
交付金（メニュー方式）により、国庫補助の対象とならない小規模な保育や既存制度では対

応できない子育て家庭のニーズに対する市町村の取組を支援 

［負担割合］県１０/１０ 

（３）子育て支援員等の研修 
子育て支援員等を対象に必要な知識や技能の習得を目的とした研修を実施 
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８ 病児保育促進事業                     13,000千円（13,000千円） 

◆病児・病後児保育の開設を促進するため、施設・設備の整備費の一部を国制度と連携して

助成 

【令和３年度における主な事業内容】 
（１）国制度 

   ［負担割合］ 

・市町村が整備する場合 国 1/3、県1/3、市町村1/3 

・社会福祉法人等が整備する場合 国3/10、県3/10、市町村3/10、事業者 1/10 

（２）県制度（国制度に該当しない場合） 

［負担割合］ 

・市町村が整備する場合 県 1/2、市町村1/2 

・社会福祉法人等が整備する場合 県1/3、市町村1/3、事業者1/3 

 

【支援施策の実施状況（令和 2 年度事業実施見込）】 

指  標 目標 実績見込 

病児保育または病後児保育を実施している市町村数 19 市町村 17 市町村 

 

９ 新型コロナウイルス感染症対策                 3,633千円（0千円） 

◆学校等における感染防止・学習環境の確保 

【令和３年度における主な事業内容】 
（１）保育所等職員のための相談体制支援事業           ２,１３３千円 

臨床心理士等の派遣による訪問指導等を実施 

［負担割合］国1/2、県1/2 

新（２）幼稚園等におけるＩＣＴ化推進事業             １,５００千円 

オンラインによる保育参観など「新たな日常」に対応するためのＩＣＴ環境整備を支援 

 ［負担割合］ 

・私立幼稚園 国 3/4、設置者１/４ 

 

 【参考】令和２年度２月補正予算（令和３年度繰越執行分） 

  （１）社会福祉施設等におけるコロナ対策支援事業                          63,400 千円 

    保育施設、放課後児童クラブ等における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、衛生用品等の確保を支援 

  （２）児童クラブ等におけるＩＣＴ化推進事業                            22,000 千円 

    オンラインによる会議やオンラインを活用した相談体制などに対応するため、ＩＣＴ環境の整備を支援 
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主要事業の概要（障がい福祉課関係） 
 

１ 障がいを理由とする差別解消推進事業  10,263 千円（18,695 千円） 

 ◆障がいを理由とする差別の解消に向けた取組を推進する 

（１）「あいサポート運動」による普及啓発 

   ・研修講師（メッセンジャー）の養成研修の実施 

・企業等に対するあいサポート企業・団体の認定 

・ヘルプマークの普及啓発 

（２）相談体制の整備 

   ・相談対応のための相談員配置 

・相談事案の共有を図るための島根県障がい者差別解消支援地域協議会の運営 

 

２ 障がい者就労支援事業   156,107 千円（156,382 千円） 

 ◆障がい者の就労を通じた自立支援のため、支援拠点を中心に支援ネットワークを構築して

就労移行の促進を図るとともに、就労継続支援事業所の工賃向上に向けた支援を推進する 

（１）障がい者の就労・職場定着の支援 

   ・障害者就業・生活支援センターに障がい者の生活支援を行う生活支援員と、雇用・実習

の場の拡大を行う障がい者雇用促進支援員を配置 

（２）企業への就職に向けたステップアップの場として県庁内にワークセンターを設置 

   ・障がい者を５名、支援員を３名配置 

（３）就労事業振興センターの運営 

   ・商品の共同販売、人材育成、アドバイザー派遣等を実施 

   ・受注拡大のためのコーディネーターを配置 

 ・農業経営者と就労継続支援事業所のマッチングを支援 

（４）事業所の工賃向上のために必要な設備整備費用を助成 

 

３ 在宅心身障がい児援護事業  65,561 千円（68,893 千円） 

 ◆重症心身障がい児（者）等の在宅生活を支援するための対策を実施する 

（１）巡回等療育支援事業 

   ・巡回又は送迎により重症心身障がい児（者）へのサービスを提供する事業所へ経費を

助成 

（２）サービス基盤整備事業 

   ・重症心身障がい児（者）を受け入れるために看護職員等を雇用する事業所へ経費を助

成 

（３）医療的ケア児支援体制整備事業 

   ・各種サービスや支援を調整するコーディネーターを養成 
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（４）その他 

   ・関係団体への活動支援、支援者研修会の開催 
 

４ 発達障がい者支援体制整備事業  75,285 千円（78,931 千円） 

 ◆ライフステージに応じた発達障がい者の支援を行うため、発達障害者支援センターを中心

とした対策を実施する 

（１）本人及び家族への支援 

   ・本人等への専門的な相談支援、ペアレントメンターの養成、成人期の自立や就労支援

のための研修 

（２）市町村を中心とした体制整備への支援 

   ・地域支援マネージャーによる専門的な指導・助言 

（３）発達障がい初診前アセスメント強化事業 

    ・初診待機期間を短縮するため、心理職による事前問診・検査を実施 

（４）人材育成及び県民への普及啓発 

   ・保育士や事業所職員等の専門研修、啓発フォーラムの開催 

 

５ 子どもの心の診療ネットワーク事業  17,840 千円（18,778 千円） 

 ◆様々な子どもの心の問題や発達障がい等に対応するため、拠点病院・協力病院を中核と

し、各圏域における関係機関の連携体制を構築する 

（１）相談支援体制強化事業 

   ・拠点病院（県立こころの医療センター）に臨床心理士等３名を配置し、各圏域の相談体

制を強化 

（２）発達障がい等子どもの心の診療対応力向上事業 

   ・かかりつけ医等を対象にした研修会等の開催 

・協力病院（島根大学医学部）に心理職１名を配置し、診療充実に向けた事例検討や受

診動向の分析を実施 

 

６ 障がい者施設等整備事業  215,570 千円（180,760 千円） 

 ◆障がい者の自立した生活のため、住まいの場としてのグループホーム整備や日中活動の場

としての通所事業所の整備を支援するとともに、介護業務の負担軽減等のため、介護ロボ

ット等の導入を支援する 

（１）施設等整備事業 

［箇所数］４か所 

［負担割合］国1/2、県1/4、事業者1/4 

（２）介護ロボット等導入支援事業 

［負担割合］国2/3、県1/3 
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新 

７ ひきこもり支援地域体制整備事業  2,912 千円（ 0 千円） 

◆身近な地域で相談支援を受ける体制づくりを進めるため、ひきこもり支援センター地域拠

点を設置する 

［事業の概要］ 

設置するひきこもり支援センター地域拠点において各種支援機関とのネットワークを

構築し、ひきこもり状態にある方等に対する支援を実施 

・相談窓口の設置（週２回） 

 電話、来所及び地域に出向く出張相談を実施 

・家族教室の開催 

・市町村の支援（精神科医療機関との連携） 

［設置場所］益田市 

［設置時期］Ｒ４年１月～（予定） 

 

８ 新型コロナウイルス感染症対策  20,760 千円（ 0 千円） 

県民生活の支援 

◆新型コロナウイルス感染症に係る介護・障がい福祉等サービス継続支援事業 15,760千円 

感染者が発生した障がい福祉サービス事業所等が、必要なサービスを継続して提供できる

よう、障がい福祉サービス事業所等への職員派遣に係る経費や消毒液等のかかり増し経費

を支援する。 

（１）障がい福祉サービス事業所等の継続したサービス提供を支援 

（２）緊急時の応援に係る県のコーディネート体制の確保 

県民へのきめ細かな情報発信 

新◆新型コロナウイルス感染症に係る自死総合対策事業            5,000千円 

新型コロナウイルス感染症の影響による自死の予防対策を強化する 

（１）自死予防対策の情報発信 

   ・自死リスクを抱える方やその周囲の方等に向け、各種媒体を活用し、相談窓口や

支援方法等の情報を発信 

（２）市町村への支援 

・市町村が行う自死予防対策に係る経費を助成 

 

 【参考】令和２年度２月補正予算（令和３年度繰越執行分） 

  （１）障がい者支援施設等の個室化支援事業                        3,712 千円 

     新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、障がい者支援施設等において多床室を個室化する

際の改修に要する経費を助成 
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主要事業の概要（薬事衛生課関係） 
 

 

１ 食品衛生対策推進事業                68,148 千円（58,482 千円） 

◆食品衛生法に基づく、許可・監視・検査・指導、食品関係事業者の指導・育成、

及び消費者に対する食品衛生知識の普及・啓発を実施 

（１）食品衛生に関する啓発・情報発信事業 

①研修会や講習会の開催 

②リスクコミュニケーション等を通じた県民への情報発信 

（２）食品衛生法等による許可・監視・検査・指導事務 

①「島根県食品衛生監視指導計画」に基づく監視指導を実施 

②県内で製造・流通・販売している食品等の食品添加物や残留農薬の検査を実施 

（３）食品衛生関係指導・育成事業 

     ①食品関係営業施設への立入検査を実施 

②食品衛生責任者講習会を実施 

 

２ 動物管理等対策事業             34,242 千円（34,494 千円） 

  ◆動物愛護思想の普及啓発や保健所に収容された動物の譲渡等を実施 

  （１）県民への普及啓発事業 

  （２）ボランティアとの協働、関係団体との連携事業 

   （３）譲渡猫不妊去勢手術業務委託事業 

     ・保健所から譲渡される猫を対象に不妊去勢手術を助成 

 

新 

３ 薬剤師確保対策事業                 2,012 千円（0千円） 

  ◆薬剤師不足を解消するため、奨学金返還助成制度を新たに創設 

     薬剤師奨学金返還助成事業 

在学期間中に奨学金の貸与を受け、新たに県内の医療機関・薬局に就業する

薬剤師（既卒の薬剤師を含む）に対し、奨学金の返還を雇用主と共同で助成。

（助成上限額：２万円／月、助成期間：最長 12 年間） 
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主要事業の概要（感染症対策室関係） 
※《 》は医療介護総合確保基金計画事業で内数 

 

 

１ 新型コロナウイルス感染症対策                  5,019,152千円 （0千円） 

 

◆医療提供体制の強化 

 新（１）新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業       58,049千円 

新型コロナウイルスワクチンの接種を着実に進めるため、医療従事者の接種体制 

     を確保するとともに、専門的な相談体制を整備 

（２）新型コロナウイルス感染症の相談体制強化事業       103,015千円 

新型コロナウイルス感染症の健康相談に関するコールセンターの運営など、保健 

所の相談体制を確保 

（３）地域外来・検査センター運営事業                        28,000千円 

発熱患者の増加など、地域において外来診療や検査件数の増大に対応するため、 

地域外来・検査センターを運営 

（４）感染症検査体制整備事業                                47,979千円 

新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に対して行う、感染症法に基づく行政 

検査（ＰＣＲ検査等）の実施体制を確保 

（５）感染症患者移送事業                                     13,390千円 

新型コロナウイルス感染症患者を入院先の医療機関へ移送する体制を確保 

（６）感染症入院患者等病床確保事業                        3,462,068千円 

新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れる医療機関において、入院用の病床 

をあらかじめ確保してもらうための空床確保料や、病床を確保する際に感染防止対 

策などによりやむを得ず病床を休止するための費用等を助成 

（７）新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業               73,723千円 

新型コロナウイルス感染症患者等の入院治療や診察・検査医療機関での診察時に 

使用する個人防護具の整備や簡易な診察室のレンタルに要する経費を助成 

（８）感染症患者の入院医療費公費負担事業                     11,113千円 

新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費について医療保険適用後の自己負担 

分を公費で負担 

（９）医療従事者ＰＣＲ検査実施事業                            7,402千円 

医療提供体制の維持のため、新型コロナウイルス感染症患者が入院する医療機 

関の医療従事者に対し、定期的なＰＣＲ検査等を実施 

（10）島根県広域入院調整本部運営事業             17,500千円 

「島根県広域入院調整本部」を設置し、広域的な患者の入院・搬送調整等を実施 

（11）無症状者等の療養体制確保事業               797,868千円 

無症状者等を受け入れるため、民間ホテル等の確保、専用プレハブ施設の整備を実施 
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（12）医療従事者の宿泊施設確保事業                               37,136千円 

新型コロナウイルス感染症患者対応にあたる医療従事者の宿泊施設確保に係る経費

を助成 

（13）医療従事者への危険手当補助事業                             45,000千円 

新型コロナウイルス感染症患者の治療等に従事した医療従事者へ手当を支給した医

療機関に対し、その手当の一部を助成 

（14）感染症患者の受入医療提供体制等強化事業                     300,000千円 

緊急に必要となる医療提供体制の整備等について、柔軟かつ機動的に事業を実施 

  

  県民生活の支援 

（１）感染症専門家派遣事業                                      4,110千円 

高齢者施設等において適切な感染防止対策が講じられるよう、感染症専門家で 

構成する「感染管理支援チーム」を組織し、専門的な相談支援を実施 

 

 【参考】令和２年度２月補正予算（令和３年度繰越執行分） 

   （１）新型コロナウイルス感染症検査体制強化事業                 100,000千円 

       県西部におけるＰＣＲ検査体制を確保するため、浜田保健所において検査室・検査機器を整備 

   （２）感染症患者移送事業                             7,836千円 

       新型コロナウイルス感染症患者を入院先の医療機関へ移送する体制を確保 

  （３）看護職員等研修事業                              10,622千円 

     新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、負荷が増加している看護師の負担軽減や看護体制の維持・強化のため、看護職員等を対象と 

した研修を実施 

  

２ 感染症の医療体制整備事業               246,860 千円(244,911 千円)     

◆感染症の患者等の人権を尊重しつつ、良質かつ適切な医療の提供を確保するとと   

 もに、感染症に迅速かつ的確に対応するための施策を推進 

（１）新型インフルエンザ等対策費 

①新型インフルエンザ等発生時の初動対応や、受入医療機関を確保 

②国の備蓄計画に基づき必要となる抗インフルエンザ薬等を購入 

（２）感染症指定医療機関運営費 

①感染症患者等への医療を担当する感染症指定医療機関の感染症病床運営費を補助 

②感染症病床及び結核病床を有する公的病院に対して、病床維持に係る経費を助成 
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３ 感染症予防対策推進事業               58,465千円（58,688千円）  

◆感染症の発生及びまん延を防止するため、感染症発生動向の把握や情報提供、並びに検査

等を実施 

（１）感染症予防事業 

・感染症予防従事者への研修等の開催 

（２）感染症発生動向調査事業 

・各医療機関からの患者情報や病原体情報の収集・分析や、その情報提供を実施 

（３）予防接種事故対策費 

・予防接種に対する信頼性の確保や接種率の向上のため、予防接種による健康被害 

者救済に係る給付費を負担 

（４）感染に係る相談及び検査事務 

・肝炎の早期発見・早期治療推進のため、保健所及び委託医療機関においてＣ型・  

 Ｂ型肝炎ウイルス検査を実施 

（５）肝がん等重症化予防事業 

・肝炎ウイルス陽性者を早期治療につなげ、肝がん等重症化を予防するため、フォロ

ーアップ（精密検査・定期検査費用助成）等を実施 

   （６）風しん抗体検査緊急対策事業 

     ・先天性風しん症候群の予防を目的とし、妊娠を希望する女性等に無料抗体検査を実施 

 

４ 結核対策推進事業                   24,919千円（25,945千円） 

◆我が国の主要な感染症である結核について患者等の人権を尊重しつつ、良質かつ適切な医

療の提供を確保するとともに、迅速かつ的確に対応するための施策を推進 

（１）結核予防事業 

・定期健康診断の受診率向上や早期発見に向けた啓発活動を実施 

（２）結核医療費公費負担事務 

（３）結核に関する健康診断事業 

（４）結核適正医療確保事業 

①結核患者への適正な医療の提供を目的とした感染症診査協議会結核部会を開催 

②医療従事者等を対象とした研修会等を開催 
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Ⅲ．参 考 資 料 
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審 議 会 等 一 覧 

 

（１）法令によるもの                                     令和３(2021)年４月１日現在 

所管課 名     称 概       要 委員数 

地域福祉課 島根県社会福祉審議会 

・民生委員審査、身体障

害者福祉、知的障害者

福祉、老人福祉､児童福

祉、地域福祉の各専門

分科会 

・審査部会、健全育成部

会、児童処遇部会、母

子保健部会 

○社会福祉法第 7 条及び島根県社会福祉審議会

条例の規定による社会福祉及び児童福祉に関

する事項の調査審議、関係行政機関に対する

意見の具申等に関する事務 

49 人

(臨時委

員 27 名

を含む) 

医療政策課 島根県医療審議会 

・施設整備、医療法人、

感染症、地域医療構想

の各部会 

○医療法第 72 条に基づき設置。医療法に規定さ

れた調査審議及び知事の諮問に応じた県の医

療提供体制の確保に係る重要事項の調査審議

に関する事務 

30 人

(この他

専門委員 

5 人) 

島根県地域医療支援会議 ○医療法第 30 条の 23 第 1 項の規定に基づき設

置。県内の中山間地、離島等のへき地医療対

策、及び地域の医療機能の確保をより総合的･

体系的に推進するための施策の企画調整、進

行管理、評価に関する事務 

31 人 

島根県准看護師試験委員 ○保健師助産師看護師法第 25 条に基づく准看護

師試験合格者の決定その他准看護師試験に関

する事務及び同法第 15 条に基づく准看護師の

処分等に関する事務 

8 人 

健康推進課 島根県国民健康保険審査

会 

○国民健康保険法第 92 条に基づき設置。保険給

付や保険料賦課など国民健康保険制度に関す

る保険者の処分に対する不服審査請求の審理

事務 

  9 人 

島根県後期高齢者医療審

査会 

○高齢者の医療の確保に関する法律第 129 条に

基づき設置。保険給付や保険料賦課など後期

高齢者医療制度に関する保険者の処分に対す

る不服審査請求の審理事務 

  9 人 

島根県指定難病等審査会 ◯難病の患者に対する医療等に関する法律第 8

条に基づく指定難病審査会及び児童福祉法第

19 条の 4 に基づく小児慢性特定疾病審査会と

して設置され、支給認定申請があった場合に

おける可否の審査事務 

  9 人 

高齢者福祉課 島根県介護保険審査会 ○介護保険法第 184 条に基づき設置され、要介

護認定など介護保険に関する保険者の処分に

対する審査請求の審理事務 

21 人 

子ども・ 

子育て支援課 

島根県子ども・子育て支

援推進会議 

○子ども・子育て支援法第 77 条第 4項の規定に

基づき設置。地域のニーズを踏まえた「子ど

も・子育て支援事業支援計画」の策定に関す

る事務 

17 人 
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所管課 名     称 概       要 委員数 

障がい福祉課 島根県障がい者施策審議

会 

○障害者基本法第 36 条第 1 項の規定による障が

い者に関する施策の総合的かつ計画的な推進

について必要な調査審議及び施策の推進につ

いて必要な関係行政機関相互の連絡調整に関

する事務 

14 人 

島根県障害者介護給付費

等不服審査会 

○島根県介護給付費等不服審査会条例に基づ

く、市町村の介護給付費等に係る処分に不服

がある障がい者又は障がい児の保護者が、県

知事に対して行う審査請求の審理事務 

10 人 

島根県精神保健福祉審議

会 

○島根県精神保健福祉審議会条例に基づく精神

保健及び精神障がい者の福祉に関する事項の

審議及び知事への意見具申に関する事務 

 9 人 

島根県精神医療審査会 ○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第

38 条の 3 第 2 項の規定による措置入院者等に

係る入院の要否の審査、第 38 条の 5 第 2 項の

規定による精神科病院に入院中の者等からの

請求に係る入院の必要性等についての審査に

係る事務 

34 人 

薬事衛生課 島根県生活衛生適正化審

議会 

○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に

関する法律の規定による事項（適正化規定の

認可の処分等）に関する事務。物価統制令第

４条の規定による統制額の指定に係る事項

（一般公衆浴場の入浴料金）の調査審議に関

する事務 

上限 

10 人 

感染症対策室 島根県感染症診査協議会 ○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律第 24 条の規定に基づき各保健所

に感染症の診査に関する協議会を設置（２以

上の保健所について１の協議会を置くことが

出来る）し、就業制限、入院勧告、入院期間

の延長及び結核患者の医療に関する事項の審

査（３保健所に設置） 

40 人 

島根県公害健康被害認定

審査会 

○公害健康被害の補償等に関する法律第 44 条の

規定に基づき公害健康被害認定審査会を設置

し、指定疾病の認定、補償給付に関する審査 

10 人 

 

 

（２）条例によるもの 

所管課 名     称 概       要 委員数 

障がい福祉課 島根県ひとにやさしいま

ちづくり審議会 

○島根県ひとにやさしいまちづくり条例に基づ

くひとにやさしいまちづくりに関する施策の

総合的な推進に関し、必要な重要事項の調査

審議に関する事務 

 9 人 
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県 出 資 外 郭 団 体 一 覧 

令和３(2021)年４月１日現在 

名    称    等 目   的 主な事業内容、県予算関係 

公益財団法人ヘルスサイエンスセンター

島根（旧財団法人島根難病研究所） 

○老年医学等の研究を

島根大学等との連携

の下に実施し、医学

研究の振興等を目指

すとともに、併せて

移植医療への支援等

を行い、もって地域

医療の向上に寄与す

る 

○健康長寿しまねの推進に関する

島根大学との共同研究 

○老年医学をはじめとした医学研

究の実施 

○移植医療に関する知識の普及啓

発等の実施（まごころバンク事

業） 

○難病相談支援事業 

○健診事業及び検査受託事業 

〇がん普及啓発事業 

〔委託費〕 

 ・移植医療の推進 

         19,235 千円 

・難病相談・支援センタ－事業 

10,997 千円 

  ・難病医療提供体制整備事業 

                     4,579 千円 

・医療相談事業        

1,256 千円 

 ・がん普及啓発事業      

1,100 千円 

○Ｓ51.３設立 

○健康推進課所管 

○所在地 

 出雲市塩冶町 

○設立根拠 

(※)整備法第 44 条 

(民法第 34 条) 

○代表者名 

 理事長 広沢卓嗣 

○基本財産 

 10,000 千円 

  うち県 1,000 千円 

     (10%) 

社会福祉法人島根県社会福祉事業団 
○多様な福祉サービス

がその利用者の意向

を尊重して総合的に

提供されるよう創意

工夫し、利用者が個

人の尊厳を保持しつ

つ、心身ともに健や

かに育成され、又は

その有する能力に 

応じ自立した日常生

活を地域社会におい

て営むことができる

よう支援する。 

 

○第１種社会福祉事業 

・特別養護老人ホームの設置経営 

・障がい者支援施設の設置経営 

・肢体不自由者更生施設の設置経 

 営 

○第２種社会福祉事業 

・保育所の設置経営 

・聴覚障がい者及び視聴覚障がい

者情報提供施設の受託経営 

〔委託費〕     58,429 千円 

・老人短期入所事業 

・障がい福祉サービス事業等 

○Ｓ40.７設立 

○健康福祉総務課 

 所管 

○所在地 

 松江市東津田町 

○設立根拠 

 社会福祉法 

第 22 条 

○代表名 

  理事長 山﨑 功 

○基本財産 

 30,000 千円 

  うち県 4,700 千円 

           (15.7%) 
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名    称    等 目   的 主な事業内容、県予算関係 

公益財団法人島根県生活衛生営業指導 

センター 

○生活衛生関係営業の

経営の健全化及び振

興を通じてその衛生

水準の維持向上を図

り、あわせて利用者

又は消費者の利益の

擁護を図ることを目

的とする。 

○生活衛生関係営業に関する衛生

施設の維持及び改善向上並びに

経営の健全化についての相談及

び指導 

○生活衛生関係営業に関する利用

者又は消費者の苦情処理並びに

苦情に関する営業者又は生活衛

生同業組合の指導 

○標準営業約款に関する営業者の

登録 

○生活衛生関係営業に関する講習  

会、講演会等の開催又はその斡  

旋 

○生活衛生関係営業に関する情報

又は資料の収集及び提供 

 

〔補助金〕生活衛生営業指導費補

助金   21,552 千円 

〔交付金〕生活衛生関係営業振興

助成交付金  500 千円 

○Ｓ59.３設立 

○薬事衛生課所管 

○所在地 

 松江市大輪町 

○設立根拠 

(※)整備法第 44 条 

(民法第 34 条) 

○指定根拠 

  生活衛生関係営 

業の運営の適正 

化及び振興に関 

する法律第 57

条の 3 第 1項 

○代表者名 

  理事長 佐藤初美 

○基本財産 

  4,100 千円 

  うち県 2,000 千円 

         (48.8%) 

〔※〕整備法：一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う 

関係法律の整備等に関する法律 
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各  種  計  画  一  覧 
 

計 画 名 計 画 策 定 の 趣 旨 、 性 格 等 

島根県地域福祉支援計画 
○計画期間： 
  R2(2020)～R6(2024) 
○策定根拠： 
  社会福祉法第 108 条 

○これからの社会福祉のあり方として、地域福祉の推進がますます重
要な課題となると考えられることから、各市町村において、地域住
民との協働のもとで地域福祉の一層の推進が図られるよう、県とし
てその支援の基本的な考え方を明らかにしたもの。 

○｢介護保険法｣の改正、｢障害者総合支援法｣の施行、｢子どもの貧困
対策の推進に関する法律｣及び｢生活困窮者自立支援法｣の制定など
地域福祉を取り巻く新たな動きや地域が抱える福祉課題の複雑化・
多様化に対応するため、令和２(2020)年３月に計画を改定した。 

島根県保健医療計画 
○計画期間： 
  H30(2018)～R5(2023) 
○策定根拠： 
  医療法第 30 条の 4 
第 1 項 

  健康増進法第 8 条第 1 項 

○「医療法及び健康増進法」に基づき、急性期をはじめとする医療機
能の強化、病院・病床機能の役割分担・連携の推進、在宅医療の充
実等を内容とする保健医療サービス提供体制を推進するため、平成
30(2018)年４月から令和 5(2023)年度までの６年間を計画期間とす
る保健医療計画を策定した｡ 

○本計画は、保健医療提供体制の整備を図るうえで、関係者すべてに
とっての基本指針となるものである。 

○従来策定していた「島根県地域医療支援計画」及び「島根県周産期
医療体制整備計画」を本計画に一本化した。 

○医療法改正により、令和 2（2020）年度から令和 5（2023）年度ま
での 4年間を計画期間とする「医師確保計画」及び「外来医療計
画」を本計画の一部として策定した。 

○本計画は必要に応じて少なくとも３年ごとに見直しを行う。 

医療介護総合確保促進法に基
づく島根県計画 
○計画期間： 
 R3(2021) 
○策定根拠 
 地域医療介護総合確保促進
法第 4条 

○医療及び介護の総合的な確保のための事業を県計画として定めるも
の。都道府県は、当該計画に基づき基金（地域医療総合確保基金）
を造成し、その実施に必要な経費を支出する。本計画は、国へ基金
造成のための財源交付を申請するため、毎年度作成する。 

○事業期間（R3 計画） R3 

島根県がん対策推進計画 
○計画期間： 
  H30(2018)～R5(2023) 
○策定根拠： 
  がん対策基本法第 12 条 
第 1 項 

○がんは本県においても死亡原因の第１位となっており、生涯のうち
２人に１人はがんに罹患すると推計されていることから、「すべて
の県民が、がんを知り、がんの克服を目指す」ことを基本理念に掲
げ、行政、医療機関をはじめとする関係機関・団体、事業所、県民
などの役割を明らかにし、総合的な対策を推進していくもの。 

○全体目標は「科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実」「患
者本位で将来にわたって持続可能なしまねらしいがん医療の充実」
「尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」とし、がんの年齢調
整死亡率の低減につなげる。 

○計画期間は平成 30(2018)年度から令和 5(2023)年度までの６年間と
し、中間年には評価を実施。 

島根県食育推進計画第三次計
画 
○計画期間： 
  H29(2017)～R4(2022) 
○策定根拠： 
  食育基本法 

○県民一人ひとりが「食べる知恵」を身につけ、食への「感謝の心」
を養い、生涯にわたって心身の健康増進と豊かな人間形成を目指す
ことができるよう、食育を通して「生きる力」を育むことを基本理
念とし、学校・家庭や地域等が連携し、「地域力」を生かした食育
を進め、県民一人ひとりの実践を促すもの。 

○重点施策として、①特に若い世代への食育推進②身近なところで、
食育に関する「おいしい・たのしい・ためになる」体験の場づくり
の推進③関係機関・団体の連携・協力による地域力を生かした多様
な暮らしへの対応や、環境にも配慮した食育の充実に取り組む。 
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計 画 名 計 画 策 定 の 趣 旨 、 性 格 等 

健康長寿しまね推進計画 
（第二次健康増進計画） 
○計画期間： 
  H25(2013)～R5(2023) 
○策定根拠： 
  健康増進法第 8 条 

○「健康寿命を延ばす（平均寿命をのばす、65 歳平均自立期間を延
ばし、二次医療圏の格差を減らす）」ことを基本目標とし、「健康
長寿日本一」を目指し、県民、関係機関・団体、行政が一体となっ
た県民運動である。 

○この計画は､①住民主体の地区ごとの健康づくり活動の促進②生涯
を通じた健康づくりの推進③疾病の早期発見､合併症予防･重症化防
止､④多様な実施主体による連携のとれた効果的な運動の推進の４
つの柱で推進する｡ 

島根県老人福祉計画・介護保
険事業支援計画 
○計画期間： 
  R3(2021)～R5(2023) 
○策定根拠： 
  老人福祉法第 20 条の 9 
  介護保険法第 118 条第 1項 

○本県では、高齢化が全国に先駆けて進行するとともに 75 歳以上人
口の割合が更に増加することから、介護予防の対策や要介護状態に
なっても高齢者ができる限り住み慣れた地域において自立した日常
生活を営むことができるよう、住まいを中心に、生活支援、医療介
護などを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の構築に取
り組んでいく必要がある｡ 

○計画では､「介護予防の推進と高齢者の社会参加」､「生活支援の充
実」､「適正な介護サービスと住まいの確保」､「介護人材確保・介
護現場革新」、「医療との連携」､「認知症施策の推進」を重点推
進事項に掲げ、実施に当たっては､住民･ボランティア･行政･事業者
が一丸となって取り組むことが必要であることから､県民一人ひと
りの理解と参画を求めるものである。 

○計画期間は、令和 3(2021)年度から令和 5(2023)年度までの３年間
であり、３年ごとに見直しを行う。 

島根県医療費適正化計画 
（第３期） 
○計画期間： 
  H30(2018)～R5(2023) 
○策定根拠： 
  高齢者の医療の確保に関す
る法律第 9条 

○少子高齢化、医療費の増加による医療財政のひっ迫、平成 18 年６
月医療制度改革関連法の成立を背景とし、生活習慣病の予防対策等
により将来的な医療費の適正化を目指す。 

○計画の内容は、保健医療計画、健康増進計画、介護保険事業支援計
画及び国民健康保険運営方針との整合性を図っている。 

○令和 6(2024)年度には目標達成状況及び施策の実施状況等の実績評
価を行う。 

島根県国民健康保険運営方針 
○計画期間 
 H30(2018)～R5(2023) 
○策定根拠： 
 持続可能な医療保険制度を
構築するための国民健康保
険法等の一部を改正する法
律附則第 7条 

 国民健康保険法第 82 条の 2 

○国民皆保険制度の最後の砦である国保を持続可能な制度として維持
するため、国の財政支援の拡充と、平成 30(2018)年度から県が国
保の財政運営において中心的な役割を担うことにより、国保制度の
安定化を図る。 

○県と市町村等が一体となって、事務の広域化や効率化、医療費適正
化の取組を推進するため、運営方針を策定。 

○運営方針の内容は、医療費適正化計画、保健医療計画、介護保険事
業支援計画との整合性を確保。 

○運営方針は３年毎に検証し、必要に応じ見直しを行う。運営方針の
見直しや市町村納付金の決定など、国保運営上の重要事項は「島根
県国民健康保険運営協議会」で審議のうえ決定。 

しまねっ子すくすくプラン
（島根県次世代育成支援行動
計画、島根県子ども･子育て
支援事業支援計画、島根県ひ
とり親家庭等自立支援計画を
一体的に策定） 
○計画期間： 
  R2(2020)～R6(2024) 
○策定根拠： 
次世代育成支援対策推進法
第 9条ほか 

○次世代育成支援対策推進法第 9 条第１項に基づき、すべての子ども
と子育て家庭を対象として、集中的、計画的、総合的に進めていく
次世代育成支援対策の方向性、施策の目標、施策の内容を定める。 

○子ども･子育て支援法第 62 条第１項の規定に基づき、国の基本指針
に即して、市町村子ども・子育て支援計画の達成に資するため、広
域的な見地から、教育・保育を提供する体制の確保、地域子ども・
子育て支援事業の実施等、子ども・子育て支援のための施策の総合
的な推進に関して必要な内容を定める。 

○母子及び父子並びに寡婦福祉法第 12 条第 1項に基づき、ひとり親
家庭等の自立支援を図る施策を計画的、総合的に進めるために必要
な内容を定める。 
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計 画 名 計 画 策 定 の 趣 旨 、 性 格 等 

島根県社会的養育推進計画 
○計画期間： 
 R2(2020)～R11(2029) 
○策定根拠： 
新しい社会的養育ビジョ
ン、厚生労働省通知 

○平成 28 年の児童福祉法改正により「家庭養育優先原則」が明確化
されたのを受けて、国において「新しい社会的養育ビジョン」を策
定し改正法の理念等を具体化した方針が示されたことから、県とし
て取り組むべき課題及び取組の方向性について検討し、計画を策定
した。 

○「当事者である子どもの権利擁護」「市町村の子ども家庭支援体制
の構築等」「里親等への委託の推進」「特別養子縁組等の推進支援
体制の構築」「施設の高機能化等・小規模かつ地域分散化」「一時
保護改革」「社会的養護自立支援の推進」「児童相談所の強化等」
について、現状、課題、取組の方向を掲げ、各取組の進捗を評価す
るための指標を定めた。 

○計画期間は 10 年間とし、５年ごとの二期に区分して各期末及び各
期の中間年を目安として必要な場合には計画の見直しを図る。 

しまね青少年プラン 
○計画期間： 
 [第３次]H28(2016)～

R3(2021) 
○策定根拠： 
 子ども･若者育成支援推進
法第 9条 

○青少年施策を総合的、体系的に推進していくために、県の関係部
局､市町村、青少年団体などの関係機関・団体が連携・協働してい
く指針として策定した。 

○「子ども・若者育成支援推進法」に基づき国が策定した「子供・若
者育成支援推進大綱」を踏まえ、法に基づく県の計画として位置づ
けた｡ 

○青少年の健全育成の推進に当たっては、青少年を健やかに育む地域
づくりを促すことが必要であることから、県民一人ひとりに対し、
健全育成、次世代育成の意識の醸成を図り、具体的行動を進めるこ
とを目的とする。 

○令和３年度、プランの見直しを行い、第４次計画を策定する。計画
期間は、令和４(2022)年度から令和８(2026)年度までの５年間とし
て、必要な場合には計画の見直しを図る。 

島根県ＤＶ対策基本計画 
○計画期間： 
 R3(2021)～R7(2025) 
○策定根拠： 
 ＤＶ防止法第 2条の 3 

○ＤＶの防止並びに被害者の保護及び自立支援を重要課題と位置づ
け､県の施策を明らかにし、ＤＶ対策を総合的に実施することを目
的とする。 

○令和３年３月に策定した第４次改定計画の周知を図るとともに、関
係機関と連携して施策の充実・強化を図る。 

島根県障がい者基本計画 
○計画期間： 
 H30(2018)～R5(2023) 
○策定根拠： 
 障害者基本法第 11 条 
 

○本県の障がい者施策推進の基本的方向等を明らかにし、障がい者施
策の総合的な推進を図ろうとする計画である。 

○障がい者差別の解消のための取組やサービス基盤の整備、障がい児
支援の充実、就労支援など、総合的な障がい者施策の推進により、
障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現を目指すことを基本
理念とする。 

○本計画の期間は平成 30(2018)年度から令和 5(2023)年度までとし､
社会情勢等の変化に応じて、必要な見直しを行う。 

島根県障がい福祉計画 
○計画期間： 
 [第６期] R3(2021)～

R5(2023) 
○策定根拠： 
 障害者総合支援法第 89 条 

「島根県障がい者基本計画」に掲げる事項のうち、障害福祉サービス
等についての実施計画 
○障がい福祉サービス、相談支援事業及び地域生活支援事業などの提
供体制の整備を計画的に進めるための計画 

○障がいのある人が、身近な地域において日常生活又は社会生活を営
むことができるよう、必要なサービス提供体制の整備を図る。 

島根県障がい児福祉計画 
○計画期間： 
 [第２期] R3(2021)～

R5(2023) 
○策定根拠： 
児童福祉法第 33 条の 22 

「島根県障がい者基本計画」に掲げる事項のうち、障害児通所支援等
についての実施計画 
○障害児通所支援及び障害児入所支援並びに障害児相談支援の提供体
制の整備を計画的に進めるための計画 
○障がい児が、身近な地域において、必要な支援が受けられるよう支
援体制の充実を図る。 
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計 画 名 計 画 策 定 の 趣 旨 、 性 格 等 

島根県自死対策総合計画 
○計画期間： 
  H30(2018)～R4(2022) 
○策定根拠： 
  自殺対策基本法第 13 条 

○今後の本県における総合的な自死対策を推進するための基本指針 
○市町村をはじめ関係機関や団体、県民を含む地域社会全体が連携
し､積極的な取組が実施されることを期待するもの 

○推進体制として、島根県自死総合対策連絡協議会（関係機関・団体
の相互の連携を強化し、総合的な自死対策の推進）と、圏域自死対策
連絡会（地域の実情に応じた取組の強化と地域ネットワークの構築を
推進）を核に取り組む。 

島根県障がい者就労支援事業
所工賃向上計画 
○計画期間： 
  R3(2021)～R5(2023) 
○策定根拠： 
  厚生労働省通知 

○障がい者が地域で自立した生活を送るための基盤として就労支援は
重要であり、一般就労が困難である障がい者には､就労継続支援Ｂ
型事業所等での工賃の水準が向上するように支援していくことが必
要である。 

○令和３(2021)年度から令和５(2023)年度までの３か年について「工
賃向上計画」を策定することとし、工賃向上に資する取組を、目標
設定により計画的に進めることとする。 

○目標設定のために、原則としてすべての就労継続支援Ｂ型事業所に
おける「工賃向上計画」の作成を義務付け、計画の作成や目標の実
現に向けた必要な支援を行う。 

○計画期間中、毎年度、実施状況の点検や評価を行うとともに、必要
に応じて随時、計画内容を見直す。 

感染症予防計画 
○計画期間： 
H30(2018)～ 

○策定根拠： 
  感染症法第 10 条 

○計画は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な計画で
あり、新しい時代の感染症対策の方向性を示すものである。 

○感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの人々に対する良質か
つ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ的確に対応するた
めの計画とすることとしている。 

新型インフルエンザ等対策行
動計画 
○計画期間： 
 H25(2013)～ 
○策定根拠： 
 新型インフルエンザ等対策
特別措置法 

○新型インフルエンザ等が発生した場合、その感染拡大を可能な限り
阻止し、健康被害を最小限にとどめ、社会・経済機能の破綻に至ら
ないようにするための行動計画である。 

○計画では、流行規模を予測するとともに、発生状況に応じた目標と
活動を、「実施体制」「サーベイランス情報収集」「情報提供・共
有」「予防・まん延防止」「医療」「県民生活・県民経済の安定」
の６項目について立案している。 

○計画には、大流行時に治療薬としての抗インフルエンザウイルス薬
が不足すると予測されることから、備蓄計画も盛り込んでいる。 

○対策の実行性をより高める目的で制定された特別措置法に基づき行
動計画を策定した。 

島根県水道水質管理計画 
○計画期間： 
H19(2007)～   

○策定根拠：厚生省通知 

○将来にわたって信頼できる安全でおいしい水道水が確保されるよ
う､水道水質管理に一層努めるとともに、水質基準に基づく検査の
実施、体系的・組織的な水質監視を行う。 

島根県動物愛護管理推進計画 
○計画期間： 
H26(2014)～R5(2023) 

○策定根拠：動物愛護管理法
第 6条の 1 

○動物の愛護及び管理に関する行政の基本的方向性及び中長期的な目
標を明確化し、動物愛護思想の普及啓発、動物の適切な管理を図る
施策を推進する。 

食の安全安心確保に係るアク
ションプラン 
○計画期間： 
R2(2020)～R6(2024) 

○策定根拠：食の安全安心確
保に係る基本方針 

○食の安全安心確保に係る基本方針を示した各施策の方向に基づき、
具体的な取り組み（行動計画）を示すことにより、食の安全安心の
確保を図る。 
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計 画 名 計 画 策 定 の 趣 旨 、 性 格 等 

第２次歯と口腔の健康づくり
計画 
○計画期間： 
H29(2017)～R4(2022) 

○策定根拠：島根県歯と口腔
の健康を守る 8020 推進条例
第 6条 

○「島根県歯と口腔の健康を守る 8020 推進条例」の趣旨を踏まえ、
生涯を通じた施策を総合的かつ効果的に推進する。 

○健康寿命の延伸、健康格差の縮小を目指し、8020 達成に向け、
「県民の大臼歯（奥歯）や口腔の点検の実施」「事業所における歯
科保健対策の拡大」「糖尿病等を有する患者に対する歯科治療と歯
科保健指導の実施体制の整備」等を推進する。 

島根県子どものセーフティネ
ット推進計画 
○計画期間： 
R3(2021)～R8(2026) 

○策定根拠：子どもの貧困対
策推進法第 9 条 

○政府が定める大綱を勘案して定める、島根県における子どもの貧困
対策についての計画。 

○「発見から保護・支援につなぐ体制の整備」「子どもの健全な成長
に対する支援」「保護者等に対する支援」「子どもの居場所に対す
る支援」子どもの学びに対する支援」「対策推進のための体制整
備」を基本方針とし、必要な施策を進める。 

島根県アルコール健康障がい
対策推進計画 
○計画期間： 
H30(2018)～R5(2023) 

○策定根拠：アルコール健康
障害対策基本法第 14 条 

○アルコール健康障がい（※）の発生、進行及び再発の各段階に応じ
た防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障がいを有
する者等に対する支援の充実を図るため、飲酒に伴うリスクやアル
コール依存症についての正しい理解の促進、予防及び相談からの治
療、回復支援に至るまでの支援体制づくり等を推進する。 

  ※アルコール健康障がい：アルコール依存症その他の多量の飲酒、
未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等不適切な
飲酒の影響による心身の障がい 

健やか親子しまね計画 
○計画期間： 
H30(2018)～R5(2023) 

○策定根拠：母子保健計画策
定指針 

○「すべての親と子が健やかに暮らせる社会」を目指し、保健･医療･
福祉サービスの効率的な提供や地域、学校、企業といった親子を取
り巻く温かな環境づくりを推進する。 

結核対策推進計画 
○計画期間： 
 H30(2018)～R2(2020) 
○策定根拠：感染症法第 10
条 

○島根県感染症予防計画において、結核は、特に予防のための施策を
総合的に推進する必要がある感染症と位置づけ、国の「結核に関す
る特定予防指針」に即して策定 
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年 間 行 事(週間・月間) 
 

 
名称、提唱日 趣  旨 

４月 
 

 

 

 

 

 

 

○若年層の性暴力被害予防月間 
 ４月１日～３０日 

若年層の性被害に関する問題を広報啓発するのに適した入学・進学
時期にあたる４月を「若年層の性暴力被害予防のための月間」とし、
若年層に対する性犯罪・性暴力の問題に関する取組を一層強化す
る。また、若年層の人権尊重のための意識啓発活動や教育の充実を
図るなど各種取組を集中的に実施する。 

○世界自閉症啓発デー 
 ４月２日 

平成 19 年 12 月 18 日の国連総会において､毎年４月２日を「世界自
閉症啓発デー」とすることが決議され､これを機に全世界の人々に自
閉症を理解してもらう取組みが始まった。 

○発達障害啓発週間 
 ４月２日～８日 

世界自閉症啓発デー(４月２日)から１週間を発達障害啓発週間とし
て､自閉症をはじめとする発達障がいについて広く啓発活動を行う週
間としている。 

５月 ○児童福祉週間 
 ５月５日～11 日 

５月５日の「こどもの日」から１週間を児童福祉週間として、各種の啓
発事業及び行事を実施することにより、児童福祉の理念の一層の周
知と児童を取り巻く諸問題に対する社会的関心の喚起を図っていく。 

 ○看護週間 
 ５月９日～15 日 
○看護の日 
 ５月 12 日 

看護の心､ケアの心､助け合いの心を老若男女問わず､だれもが育む
きっかけとする。 

 ○民生委員･児童委員活動強化週間 
 ５月 12 日～18 日 
○民生委員・児童委員の日 
 ５月 12 日 

民生委員・児童委員について地域住民や関係機関・団体等に理解
を深めていただき、信頼関係を築くことを目的に、ＰＲ活動等を行う。 

 ○ギャンブル等依存症問題啓発週
間 

 ５月 14日～20 日 

国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する理解と関心を深め
ていく。 

 ○しまね高血圧予防キャンペーン 
○高血圧の日 
 ５月 17 日を含む概ね１か月間 

高血圧の予防や適正管理について広く県民に啓発することにより､脳
卒中等の発症予防に寄与する。 

 ○禁煙週間 
 ５月 31 日～６月６日 
○世界禁煙デー 
５月 31 日 

喫煙が健康に与える影響は大きく、生活習慣病を予防する上でも重
要な課題になっており、国・地方公共団体等が協力して、正しい知識
の普及・公共の場での受動喫煙防止等の対策を図る。 

 ○不正大麻・けし撲滅運動 
 ５月～６月 

不正栽培及び自生する大麻・けしを撲滅するため、これらの大麻・け
しの発見及び除去を実施するとともに、広く一般に対して大麻・けしに
関する正しい知識の普及を図る。 

６月 ○水道週間 
 ６月１日～７日 
 

水道について国民の理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環
境の改善を図るとともに、水道の今後の発展に資する。 

 ○ＨＩＶ検査普及週間 
 ６月１日～７日 

国や都道府県等が行う検査・相談体制の充実を図り、国民のＨＩＶや
エイズに対する関心を喚起しＨＩＶ検査の普及啓発を図る。 

 ○食育月間 
 ６月１日～30 日 
○食育の日 
 毎月 19 日 

国・地方公共団体・関係団体等が協力して、食育推進運動を重点的
かつ効果的に実施し、食育の国民への浸透を図る｡ 
食育の日を毎月 19 日と定め、食育推進運動を継続的に展開し、食
育の一層の定着を図る。 

 ○歯と口の健康週間 
 ６月４日～10 日 

歯と口腔の健康に関する正しい知識を国民に対し普及啓発するとと
もに､歯科疾患の予防に関する適切な習慣の定着を図り､併せてその
早期発見及び早期治療等を徹底することにより､歯の寿命を延ばし､
もって国民の健康の保持増進に寄与することを目的とする｡ 

 ○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 
 ６月 20 日～７月 19 日 

国内おける薬物乱用防止活動において、官民一体となり、国民一人
一人の薬物乱用問題に関する認識を高めるとともに、「６．２６国際麻
薬乱用撲滅デー」の周知を図ることにより、薬物乱用防止に資する。 

７月 ○愛の血液助け合い運動 
 ７月１日～31 日 

広く国民の間に献血に関する理解と協力を求めるとともに、献血運動
の一層の推進を図る。 

○社会を明るくする運動強調月間 
○再犯防止啓発月間 
 ７月１日～31 日 

すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生につ
いて理解を深め、安全・安心な地域社会の構築を進める。 

 ○夏期の食品衛生強化月間 
 ７月１日～31 日 

食品の衛生的取り扱い、添加物の適正使用、食品及び添加物の適
正な表示の実施等について食品関係営業者等に対する監視指導の
強化を図り、もって夏期における食中毒の発生防止と食品衛生の向
上を図る。 
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名称、提唱日 趣  旨 

７月 ○青少年の非行･被害防止全国強調
月間 

 ７月１日～31 日 

青少年の非行防止等について、県民が理解を深め、関係機関・団体
と地域住民等とが相互に協力・連携して、青少年の規範意識の醸成
及び有害環境への適切な対応を図る。 

○肝臓週間 
 ７月 26 日～８月１日 

ウイルス性肝炎のまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解
消や感染予防の推進を図る。 

○日本肝炎デー 
 ７月 28 日 

ウイルス性肝炎のまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解
消や感染予防の推進を図る。 

８月 ○食品衛生月間 
 ８月１日～31 日 

食品等事業者及び消費者に対し、衛生思想の普及・啓発、食品の安
全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進を図り、食
中毒事故の防止と衛生管理の向上を確保する。 

９月 ○がん征圧月間 
 ９月１日～30 日 

がんに対する正しい知識とがん対策を広く周知するため、関係機関と
連携してがん予防に関する正しい知識の普及啓発を図る。 

 ○健康増進普及月間 
○食生活改善普及運動 
 ９月１日～30 日 

生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の
重要性についての理解を深め、健康づくりの実践を促進するための
啓発を行う。 

 ○障害者雇用促進月間 
  ９月１日～30日 

広く国民に対して障がいのある人の雇用の促進と職業の安定を図る
ことを目的に､国及び県等において啓発活動を行い､障がい者雇用
の気運を醸成するとともに､障がい者の職業的自立を支援する｡ 

 ○アルツハイマー月間 
９月１日～30日 

○アルツハイマーデー 
 ９月 21日 

認知症に対する正しい理解の普及・啓発を図る。 

 ○自死予防週間 
 ９月 10 日～16 日 

９月 10 日の世界自殺予防デーに因んで、国が自殺対策基本法にお
いて定めた週間。命の大切さや、自死予防に関する正しい知識を広
めるため、重点的な普及啓発活動を行うこととしている｡ 

 ○老人週間 
 ９月 15 日～21 日 

国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、
老人に対し、自らの生活の向上に努める意欲を促す。 

 ○動物愛護週間 
 ９月 20 日～26 日 

県民に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めて
いく。 

 ○結核予防週間 
 ９月 24 日～30 日 

結核に関する正しい知識を県民に深め、結核対策の取組の意識を
高める。 

１０月 ○がん検診受診率５０％達成に向
けた集中キャンペーン月間 

 10 月１日～31 日 

がん対策基本法で目標に掲げる「がん検診受診率 50％以上」の達
成に向けて、10 月を集中キャンペーン月間として定め、地方公共団
体、企業、関係団体等と連携協力し、がん検診の受診率向上のため
の普及啓発を行う。 

 ○里親月間（里親を求める運動） 
 10 月１日～31 日 

要保護児童は全国的にも増加しつつあり、虐待等子どもの抱える背
景も多様化している。子どもたちの健やかな育ちを支える上で、家庭
的な環境で養育を行う里親の活用を促進していく必要があるため、関
係機関・団体の協力を得て、里親を求める運動を展開し、里親制度
の普及啓発活動や、新規里親の開拓など里親委託を促進するため
の活動を実施する。 

 ○臓器移植普及推進月間 
10 月１日～31日 

臓器移植の一層の定着・推進を図るためには、多くの方々に臓器移
植に対する理解を深め、臓器提供に関する意思表示をしていただく
ことが極めて重要であることから、「臓器移植普及推進月間」を設け、
広く国民に対して、普及啓発を行う。 

 ○骨髄バンク推進月間 
 10 月１日～31 日 

骨髄移植等の進展には骨髄移植等に対する国民の理解を深め、善
意の骨髄等提供希望者の登録を促進することが緊要であるため、
「骨髄バンク推進月間」を実施し、広く国民に対して正しい知識を普
及するとともに、一人でも多くの国民が骨髄等提供希望者として登録
するよう呼びかけを行い、骨髄等移植対策の推進を図る。 

 ○麻薬・覚醒剤乱用防止運動 
 10 月１日～11 月 30 日 

麻薬・覚醒剤等の薬物乱用による危害を広く国民に周知させ、国民
一人一人の認識を高めることにより、麻薬・覚醒剤等の薬物乱用の根
絶を図る。 

 ○精神保健福祉普及運動週間 
  国の指定する期間 
  (R 元実績 10/21～10/27) 

地域社会における精神障がい者の福祉の増進及び国民の精神保健
福祉の向上を図ることを目的とし、啓発活動を行う。 

 ○薬と健康の週間 
 10 月 17 日～23 日 

医薬品及び薬剤師の役割に関する正しい認識を広く国民に浸透さ
せることにより、国民の保健衛生の維持向上に寄与する。 
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名称、提唱日 趣  旨 

１１月 ○子供・若者育成支援推進強調月 
 間 
 11 月１日～30 日 

子供・若者育成支援のための諸事業、諸活動を集中的に実施す
ることにより、国民の子供・若者育成支援に対する理解を深めると
ともに、各種活動への積極的な参加を促し、国民運動の一層の充
実と定着を図る。 

○｢しまニッコ！(スマイル声かけ)
県民運動｣強調月間 

 11 月１日～30 日 

大人と子ども、大人同士、子ども同士が、笑顔で声をかけ合うこと
で、ふれあいの力を培い、絆を深め合って生きるために、この運動
を全県的に推進する。 

○乳幼児突然死症候群（SIDS） 
対策強化月間 

 11 月１日～30 日 

乳幼児突然死症候群（SIDS）とは､何の予兆や既往歴もないまま
乳幼児に突然の死をもたらす疾患であり、乳幼児の死亡原因の
上位を占めていることから、その発生の低減を図るための対策が
強く求められている。 
12 月以降の冬季に乳幼児突然死症候群（SIDS）が発生する傾向
が高いことから、発生の予防に対する普及啓発を重点的に行う必
要があるために、11 月に対策強化に取り組む。 

 ○児童虐待防止推進月間 
 11 月１日～30 日 

児童虐待に関する相談件数の増加や､子どもの尊い生命が奪わ
れる重大事件も後を絶たない状況において､児童虐待問題は社
会全体で早急に解決すべき重要な課題である｡児童虐待防止法
が施行された１１月を｢児童虐待防止推進月間｣と定め､児童虐待
問題に対する社会的関心の喚起を図るとともに､児童虐待に対す
る正しい理解を促進するために広報や啓発活動を重点的に実施
する｡ 

 ○アルコール関連問題啓発週間 
 11 月 10 日～16 日 

国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深め
ることを目的として啓発活動を行う。 

 ○介護の日 
 11 月 11 日 

介護について理解と認識を深め、介護従事者、介護サービス利用者
及び介護家族を支援するとともに、地域社会における支え合いや交
流を促進する観点から、高齢者や障がい者等に対する介護に関し、
国民への啓発を重点的に実施する。 

 ○女性に対する暴力をなくす運動 
 11 月 12 日～25 日 

11 月 25 日は国連が指定した「女性に対する暴力撤廃国際日」で
あり、内閣府等の主唱によりこの日を含む２週間を運動期間として
いる｡関係機関・団体が連携して､女性の人権を著しく侵害するＤ
Ｖ､性犯罪、ストーカー等の女性に対するあらゆる暴力の撲滅と女
性の人権尊重のための社会的意識啓発や教育等の取り組みを推
進する。 

 ○糖尿病週間 
 11 月 14 日～20 日 
○世界糖尿病デー 
 11 月 14 日 

国連が指定した世界糖尿病デー（１１月１４日）を含む月曜日から
日曜日までの１週間を糖尿病週間とし、糖尿病の予防治療療養を
喚起する啓発運動を推進している。 

１２月 ○年末の食品衛生強化月間 
 12 月１日～31 日 

年末における食品の衛生的な取り扱いや、調理従事者の健康管
理の状況などについて、食品関係営業者等に対し監視指導する
ことにより、ノロウイルスなどをはじめとする食中毒の発生防止を図
る。また、食品の流通量が増加することから、食品及び添加物の
適正な表示の実施等について食品関係営業者等に対する監視
指導を強化することにより、食品等の表示の信頼性を確保する。 

 ○世界エイズデー 
 12 月１日 

12 月１日は国連が定めた「世界エイズデー」であり、エイズに関す
る啓発活動などを実施する。 

 ○国際障害者デー 
 12 月３日 

障がい者問題への理解促進、障がい者が人間らしい生活を送る
権利とその補助の確保を目的とする記念日。昭和 57 年 12 月 3
日の国連総会において「障害者に関する世界行動計画」が採択さ
れたことを記念して平成４年の国連総会で宣言された。 

 ○障害者週間 
 12 月３日～９日 

国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めると
ともに、障がい者が社会・経済・文化その他あらゆる分野の活動に
積極的に参加する意欲を高めるために設けられた。平成 16 年 6
月からは障害者基本法第９条に明記されている。 

１月 ○はたちの献血キャンペーン 
 １月１日～２月 28 日 

新たに成人式を迎える｢はたち｣の若者を中心として広く国民各層
に献血に関する理解と協力を求めるとともに､特に成分献血､400
ｍL 献血の継続的な推進を図る。 

 ３月 ○自死対策強化月間 
 ３月１日～31 日 

自殺対策基本法において、３月が自殺対策強化月間と定められ
た。様々な機関や団体と連携して啓発活動を推進し､また当事者
が必要な支援が受けられるよう支援策を重点的に実施する。 

 ○世界腎臓デー 
  毎年３月第２木曜日 

腎臓病の早期発見と治療の重要性を啓発する国際的な取組とし
て､医師やコメディカル､患者や患者家族が主体となって啓発活動
を盛り上げる。 
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名称、提唱日 趣  旨 

通年 ○しまね家庭の日 
 毎月第３日曜日 

「家庭」はかけがえのない生活の基盤であり人間としての生き方の
基本を学ぶ最も大切な教育の場である｡しかし､都市化、情報化の
進展など社会環境が変化する中で､本来家庭が担うべき教育機
能も大きく変化している｡このため､家庭が担う役割の重要性を再
認識し､家族の絆を強め､青少年の健やかな育成を基本として運
動を推進する。 
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