
施策名 平成３０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 283,266 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 12,507 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 155,727 医療政策課

食品衛生対策推進事業 50,705 薬事衛生課

カネミ油症被害者検診・支援事業 2,113 薬事衛生課

食品流通対策事業 2,844 薬事衛生課

施策名 平成３０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 14,908 健康福祉総務課

総合福祉センター維持管理運営事業 171,823 健康福祉総務課

健康長寿しまね推進事業 6,552 健康推進課

生活習慣病予防対策事業 45,306 健康推進課

食育推進事業 10,758 健康推進課

８０歳２０本の歯推進事業 4,355 健康推進課

地域保健関係職員研修事業 7,427 健康推進課

特定医療費等助成事業 1,134,867 健康推進課

小児慢性特定疾患対策事業 107,600 健康推進課

難病相談・支援事業 29,643 健康推進課

アレルギー対策推進事業 537 健康推進課

原爆被爆者対策事業 473,374 健康推進課

肝炎医療費助成事業 147,552 健康推進課

医療費適正化計画対策費 1,632 健康推進課

保険医療機関等指導事業 5,550 健康推進課

国民健康保険支援事業 6,568,924 健康推進課

後期高齢者医療支援事業 10,852,004 健康推進課

感染症予防対策推進事業 52,381 薬事衛生課

エイズ予防対策推進事業 2,872 薬事衛生課

結核予防対策推進事業 31,325 薬事衛生課

公害被害健康対策推進事業 3,234 薬事衛生課

しまね流福祉のまちづくり推進事業 3,296 地域福祉課

地域福祉セーフティネット推進事業 10,927 地域福祉課

民生委員活動推進事業 123,947 地域福祉課

福祉人材確保・育成事業 448,826 高齢者福祉課

介護人材確保対策事業（総合確保基金分） 38,477 高齢者福祉課

社会福祉施設等の整備促進事業 250,927 地域福祉課

福祉サービス改善支援事業 16,903 地域福祉課

福祉サービス利用支援事業 94,010 地域福祉課

社会福祉法人指導事業 9,843 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３０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) 2,902 高齢者福祉課

新たな共助の仕組みづくり推進事業 76,108 高齢者福祉課

高齢者介護予防推進事業 687,033 高齢者福祉課

介護保険制度運営支援事業 11,477,285 高齢者福祉課

介護保険制度施行支援事業 203,581 高齢者福祉課

介護保険低所得者利用負担対策事業 18,872 高齢者福祉課

介護サービス適正実施指導事業 2,623 高齢者福祉課

ケアマネジャー総合支援事業 18,048 高齢者福祉課

軽費老人ホーム運営事業 326,302 高齢者福祉課

療養病床再編推進事業 24,500 高齢者福祉課

認知症施策推進事業 50,370 高齢者福祉課

介護施設等整備事業（総合確保基金分） 292,034 高齢者福祉課

介護施設整備推進事業（総合確保基金分） 66,452 高齢者福祉課

介護人材確保対策事業 185,455 高齢者福祉課

地域包括ケア推進事業 8,000 高齢者福祉課

障がい者地域生活支援事業 296,528 障がい福祉課

障がい者自立支援医療等給付事業 2,380,345 障がい福祉課

障がい児施設等給付費 977,422 障がい福祉課

障がい者自立支援給付事業 4,545,591 障がい福祉課

障がい者自立支援給付制度運営事業 18,186 障がい福祉課

障がい者利用施設運営事業 103,276 障がい福祉課

障がい者手当等給付事業 198,167 障がい福祉課

障がい者施設等整備事業 364,208 障がい福祉課

障がい者施策推進事業 14,908 障がい福祉課

障がい者相談事業 58,310 障がい福祉課

障がい者就労支援事業 150,052 障がい福祉課

子ども発達支援事業 215,828 障がい福祉課

心と体の相談センター運営費 30,033 障がい福祉課

生活衛生団体等の育成事業 23,231 薬事衛生課

医薬品等の安全確保事業 9,378 薬事衛生課

水道施設・水道水質の維持管理事業 616,014 薬事衛生課

動物管理等対策事業 34,881 薬事衛生課

生活保護費の給付事業 104,258 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 408 地域福祉課

自立支援事業 24,767 地域福祉課

行旅病人等への支援事業 328 地域福祉課

旧軍人及び未帰還者等援護事業 19,816 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３０年度事務事業名 予算額 課　名

地域医療の連携推進 1,162,332 医療政策課

医療機関の機能充実 407,262 医療政策課

救急医療体制の整備 405,295 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 192,362 医療政策課

しまねがん対策強化事業 100,465 健康推進課

がん医療機器整備事業 19,000 健康推進課

へき地等の医療機関を支援する事業 57,327 医療政策課

移植医療の推進 18,954 医療政策課

精神医療提供事業 138,128 障がい福祉課

血液対策事業 4,480 薬事衛生課

医療従事者確保対策事業（薬剤師確保対策） 1,689 薬事衛生課

地域医療を支える医師確保養成対策事業 793,872
医療政策課
健康推進課

県立高等看護学院運営事業 299,676 医療政策課

看護師等確保対策事業 260,684 医療政策課

医療従事者確保事業 68,234 医療政策課

施策名 平成３０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） 103,109
子ども・子育て
支援課

お産あんしんネットワーク事業 43,004 健康推進課

女性の健康相談事業 2,644 健康推進課

不妊治療支援事業 129,336 健康推進課

親と子の医療費助成事業 649,082 健康推進課

母と子の健康支援事業 18,602 健康推進課

第１子・第２子に係る保育料軽減事業 306,674
子ども・子育て
支援課

第３子以降保育料軽減事業 120,082
子ども・子育て
支援課

待機児童ゼロ化事業 34,239
子ども・子育て
支援課

幼児教育総合推進事業 4,607
子ども・子育て
支援課

保育所等整備支援事業 78,034
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） 42,924
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 101,337
子ども・子育て
支援課

民間保育所運営対策事業 32,030
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） 832,707
子ども・子育て
支援課

病児保育促進事業 35,332
子ども・子育て
支援課

放課後児童クラブ支援事業 532,403（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） 8,534
子ども・子育て
支援課

仕事と家庭の両立支援事業 2,828
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３０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 76,766 青少年家庭課

子どもと家庭特定支援事業 170,124 青少年家庭課

施設入所児童支援事業（措置費） 1,247,237 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） 4,065 青少年家庭課

里親委託児童支援事業 4,773 青少年家庭課

母子家庭等自立支援事業 19,056 青少年家庭課

母子家庭等経済支援事業 100,350 青少年家庭課

施策名 平成３０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 1,370 障がい福祉課

施策名 平成３０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 4,045 青少年家庭課

困難を有する子ども・若者支援事業 21,275 青少年家庭課

施策名 平成３０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 1,501 健康推進課

女性相談事業 47,524 青少年家庭課

ＤＶ被害者等保護事業 25,570 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


