
様式１

一般会計

令和２年度予算見積額 36,940,173 千円

令和元年度当初予算額 35,088,531 千円

差 引 増 減 額 1,851,642 千円

対 前 年 度 比 率 105.3 ％

国民健康保険事業特別会計

令和２年度予算見積額 80,625,405 千円

令和元年度当初予算額 80,952,663 千円

差 引 増 減 額 -327,258 千円

対 前 年 度 比 率 99.6 ％

（注）上記には、人件費を含まない。

令和２年度健康政策部予算見積総括表



（単位：千円）
Ｒ１当初
予算額

Ｒ２当初
予算額

増減
(R2 - R1）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

1,682,564 1,714,511 31,947

7,955 11,436 3,481

6,172 10,295 4,123
健康づくり推進事業費（子どもの健康的な
生活習慣支援事業、食育推進事業費）     6,172 10,295 4,123 【新規】朝食摂取の実態把握とそれに基づく健康教育の充実 健康長寿政策課

1,783 1,141 ▲ 642
歯科保健事業費（歯と口の健康づくり事業
費のうち子どもの健口応援推進事業） 1,783 1,141 ▲ 642 健康長寿政策課

79,311 64,856 ▲ 14,455

77,631 60,425 ▲ 17,206

健康づくり推進事業費（ヘルシー･高知家・
プロジェクト事業費、県民健康づくり推進事
業費の地域・職域連携推進事業費、たばこ
対策事業費）             

77,631 60,425 ▲ 17,206
【減】健康増進事業費補助金
【減】健康増進法改正対応（受動喫煙対策の強化）のための普及啓発に係る経費
の減

健康長寿政策課

1,680 4,431 2,751

医薬連携推進事業費(健康づくり・医薬連
携推進事業費のうち健康拠点整備事業) 1,680 4,431 2,751 【拡充】法改正による認定薬局制度へ対応するための機能強化　2,751千円 医事薬務課

136,622 105,958 ▲ 30,664

45,189 33,896 ▲ 11,293
がん対策事業費（がん検診受診促進事業
費） 45,189 33,896 ▲ 11,293 ・がん検診受診促進事業費補助金の減　▲9,546 健康対策課

91,433 72,062 ▲ 19,371

肝炎対策事業費 91,433 72,062 ▲ 19,371
・緊急肝炎ウイルス検査委託料の減　▲1,392
・広告制作等委託料の減　▲898
・医療扶助費の減　▲17,298

健康対策課

24,242 31,771 7,529

6,675 6,919 244

健康づくり推進事業費（特定健康診査・特
定保健指導対策事業費） 2,560 2,804 244 健康長寿政策課

保健事業費（特定健診啓発） 4,115 4,115 0 国民健康保険課

15,911 16,526 615

健康づくり推進事業費（国民健康・栄養調
査事業費） 1,238 2,580 1,342 【増】大規模調査年のため 健康長寿政策課

健康づくり推進事業費（血管病対策事業
費の血管病重症化予防対策事業） 2,125 4,578 2,453 【拡充】モデル基幹病院において血管病調整看護師の育成と実践をサポートすることで、

生活指導体制を充実し、重症化しやすい患者の療養支援を強化 健康長寿政策課

歯科保健事業費（歯周病対策事業費） 5,512 3,093 ▲ 2,419 【廃止】妊婦歯科健診が市町村事業へ移行 健康長寿政策課

保健医療計画推進事業費（保健医療計
画推進事業費のうち、栄養食事指導推進
事業委託料、管理栄養士雇用促進費補
助金）

4,739 3,975 ▲ 764 医療政策課

難病患者等支援事業費（慢性腎臓病
（CKD）対策推進事業費） 391 394 3 健康対策課

保健事業費（糖尿病アドバイザー派遣事
業、糖尿病性腎症重症化予防対策推進
事業、血管病重症化予防に向けた高知県
地域健康課題分析事業）

1,906 1,906 0 国民健康保険課

1,656 8,326 6,670

保健医療計画推進事業費（保健医療計
画推進事業費のうち、心不全対策推進事
業委託料）

0 6,752 6,752 【新規】心不全対策推進事業委託料 医療政策課

健康づくり推進事業費（血管病対策事業
費の高血圧対策事業 1,656 1,574 ▲ 82 健康長寿政策課

1,434,434 1,500,490 66,056
68,098 62,966 ▲ 5,132

がん対策事業費（がん検診受診促進事業
費を除く。） 68,098 62,966 ▲ 5,132 がん診療連携拠点病院等機能強化事業費補助金の減　▲4,516 健康対策課

76,779 84,432 7,653
結核対策事業費 17,784 18,773 989 ・医療扶助費の増　＋903 健康対策課

感染症対策事業費（新型インフルエンザ対
策事業費を除く。） 58,995 65,659 6,664

・【新規】感染症発生動向調査データベースシステム開発委託料の増　＋825
・【新規】流行予測調査事業委託料の増　＋321
・感染症指定医療機関運営費補助金の増　＋2,500
・発生時対策費における事務費（防護対策キット）の増　＋908
・風しん抗体検査委託料の増　＋950

健康対策課

1,289,557 1,353,092 63,535
難病患者等支援事業費（在宅難病等患
者及び人工透析患者災害支援事業費、
慢性腎臓病（CKD）対策推進事業費、
慢性疾病児童支援事業費を除く。）

32,260 31,890 ▲ 370 健康対策課

指定難病等対策事業費（小児慢性特定
疾病対策事業費を除く。） 1,185,516 1,255,276 69,760 ・医療扶助費（指定難病）の増　＋69,450 健康対策課

原爆被爆者対策費 71,781 65,926 ▲ 5,855 ・原爆被爆者手当の減　▲5,744 健康対策課

令和２年度  健康政策部　施策体系表

細目事業名

Ⅰ　壮年期の死亡率の改善
１.健康教育の推進

（１）学校等における健康教育・環境づくり

（２）子どもの頃からの歯と口の健康づくり

２．「ヘルシー・高知家・プロジェクト」の推進
（１）健康づくりの県民運動「ヘルシー・高知
家・プロジェクト」

（２）高知家健康づくり支援薬局による県民
の健康づくり

３．がん予防の推進
（１）がん検診の受診促進

（２）ウイルス性肝炎対策の推進

４．血管病対策の推進
（１）特定健診受診率・特定保健指導実施
率の向上対策の推進

(再掲）

（２）糖尿病性腎症の重症化予防対策の推
進

(再掲）

（３）循環器病対策の推進

５.疾病対策の推進
（１）がん対策の推進

（２）感染症対策の推進

（３）難病等対策の推進

様式２様式２
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（単位：千円）
Ｒ１当初
予算額

Ｒ２当初
予算額

増減
(R2 - R1）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

令和２年度  健康政策部　施策体系表

細目事業名

様式２様式２

111,031,408 112,477,326 1,445,918

7,563,858 9,289,786 1,725,928

650,380 883,783 233,403

救急医療対策費 336,257 557,049 220,792 【新規】救命救急センター設備整備事業費補助金
救急医療・広域災害情報システム改修委託料の増 ＋187,881 医療政策課

ドクターヘリ運航事業費 314,123 326,734 12,611 ドクターヘリ運航事業費補助金の増 ＋12,683 医療政策課

1,903,034 1,826,436 ▲ 76,598
高知医療センター運営支援事業費 1,903,034 1,826,436 ▲ 76,598 医療政策課

3,487,122 4,941,489 1,454,367
保健医療計画推進事業費（保健医療計
画推進事業費のうち、栄養食事指導推進
事業委託料、管理栄養士雇用促進費補
助金、心不全対策推進事業委託料、診療
情報保全基盤整備事業費補助金を除
く。）

945,344 1,181,845 236,501 地域医療情報ネットワークシステム構築事業費補助金の増 +120,853 医療政策課

保健医療計画推進事業費（在宅医療等
地域医療提供体制整備事業費のうち訪問
看護体制整備支援事業費を除く。）

43,179 70,653 27,474
【新規】医療介護連携情報システム活用推進事業委託料、医療介護連携情報システ
ム改修事業費補助金
【廃止】医療機関連携情報システム構築事業費補助金

医療政策課

地域医療介護総合確保基金積立金 2,498,599 3,688,991 1,190,392 基金活用事業の増 医療政策課

76,671 74,831 ▲ 1,840
保健医療計画推進事業費（在宅医療等
地域医療提供体制整備事業費のうち訪問
看護体制整備支援事業費）           

76,671 74,831 ▲ 1,840 中山間地域等訪問看護サービス確保対策事業費補助金の減　▲1,399 医療政策課

2,137 5,174 3,037

医薬連携推進事業費(健康づくり・医薬連
携推進事業費のうち在宅医療連携事業) 2,137 5,174 3,037 【拡充】在宅医療連携事業委託料　5,000千円 医事薬務課

23,688 24,201 513

薬事指導取締事業費（薬事指導取締事
業費のうち薬事経済調査等委託事業（後
発医薬品使用促進対策費及び重点地域
使用促進強化事業のみ))

15,400 15,563 163 医事薬務課

保健事業費（医薬品適正使用推進事業
委託料、服薬サポーターの設置） 8,288 8,638 350 国民健康保険課

33,484 36,215 2,731
歯科保健事業費（歯周病対策事業費、
歯科医療安全管理体制推進特別事業
費、災害歯科保健医療対策推進事業費
及び子どもの健口応援推進事業を除く。）

33,484 36,215 2,731 【増】歯科衛生士養成奨学貸付金の増 健康長寿政策課

203,965 291,496 87,531
へき地保健医療対策事業費 203,965 291,496 87,531 へき地医療施設設備整備費補助金の増　+85,938 医療政策課

740,681 740,601 ▲ 80

医師確保対策事業費（高知県臨床研究
フェローシッププロジェクト事業、臨床研究フェ
ローシッププロジェクト補助金を除く。）

740,681 740,601 ▲ 80 医療政策課

17,000 38,252 21,252
医師確保対策事業費（高知県臨床研究
フェローシッププロジェクト事業、臨床研究フェ
ローシッププロジェクト補助金）

17,000 38,252 21,252 【新規】臨床研究フェローシッププロジェクト補助金 医療政策課

395,351 391,793 ▲ 3,558
看護の人づくり事業費 395,351 391,793 ▲ 3,558 医療政策課

1,634 1,938 304
医薬連携推進事業費（薬剤師確保対策
事業費） 1,634 1,938 304 医事薬務課

28,711 33,577 4,866

医事指導費 8,321 8,919 598 医事薬務課

移植医療推進事業費 10,003 10,010 7 医療政策課
献血推進事業費 1,609 1,495 ▲ 114 医事薬務課
医療政策総務費 6,646 6,485 ▲ 161 医療政策課

医事薬務総務費 1,359 5,895 4,536 【新規】救急医療・広域災害情報システム改修委託料　1,210千円 医事薬務課
歯科保健事業費（歯科医療安全管理体
制推進特別事業費） 773 773 0 健康長寿政策課

103,467,550 103,187,540 ▲ 280,010

89,169,895 88,786,051 ▲ 383,844

保険医療機関等指導監査費 6,438 7,641 1,203 事務費の増（会計年度任用職員への移行）＋889千円
事務費の増（診療報酬改定に伴う書籍購入等）　＋326千円 国民健康保険課

国民健康保険事業費 2,995,241 2,937,357 ▲ 57,884 国民健康保険保険基盤安定負担金の減　▲58,219千円 国民健康保険課

【特別会計】国民健康保険事業 80,952,663 80,625,405 ▲ 327,258 国民健康保険課

国民健康保険事業特別会計繰出金 5,215,553 5,215,648 95 国民健康保険課

14,297,655 14,401,489 103,834

後期高齢者医療事業費 14,296,695 14,400,869 104,174
後期高齢者医療給付費負担金の増　＋105,355千円
高額医療費負担金の増　＋13,300千円
保険基盤安定負担金の減　▲15,044千円

国民健康保険課

後期高齢者医療財政安定化基金積立金 960 620 ▲ 340 国民健康保険課

Ⅱ　地域地域で安心して住み続けられる県づくり
１．病気になっても安心な地域での医療
体制づくり

（１）救急医療の確保・充実

（２）急性期医療体制の充実

（３）在宅医療の推進

（４）訪問看護サービスの充実

（５）「高知家お薬プロジェクト」による在宅
患者への服薬支援

（６）医薬品の適正使用等の推進

(再掲）

（７）高齢者等の歯科保健医療の推進

（８）へき地医療の確保

（９）医師の育成支援・人材確保施策の推
進

（10）中山間地域での総合診療医の養成

（11）看護職員の確保対策の推進

（12）薬剤師確保対策の推進

（13）医療安全対策等の推進

２．医療保険制度の安定的な運営
（１）国民健康保険の安定的な運営の推進

（２）後期高齢者医療制度の安定的な運営
の推進
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（単位：千円）
Ｒ１当初
予算額

Ｒ２当初
予算額

増減
(R2 - R1）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

令和２年度  健康政策部　施策体系表

細目事業名

様式２様式２

706,728 724,745 18,017

706,728 724,745 18,017

114,869 123,347 8,478

母子保健事業費（母体管理支援事業
費） 40,836 47,793 6,957

・【休止】妊産婦救急救命基礎研修事業委託料　▲2,288
・【新規】産婦健康診査推進事業費補助金　＋1,500
・母子保健支援事業費補助金の増　＋1,849
・地域子ども・子育て支援事業費補助金の増　＋3,972
・事務費（妊産婦救急救命基礎研修事業）の増　＋1,588

健康対策課

母子医療対策事業費（周産期医療体制
整備事業費） 74,033 75,554 1,521 ・地域周産期母子医療センター運営費補助金の増　＋824 健康対策課

591,859 601,398 9,539

母子保健事業費（母体管理支援事業費
を除く。） 30,333 40,425 10,092

・【新規】子どもの死因究明体制整備事業委託料の増　＋5,371
・健やかな子どもの成長・発達支援事業費における事務費（スポットビジョンスクリー
ナー）の増　＋3,630
・【新規】旧優生保護法一時金支給事業費　＋737

健康対策課

母子医療対策事業費（周産期医療体制
整備事業費を除く。） 486,606 481,458 ▲ 5,148 ・不妊治療費給付金の減　▲6,590 健康対策課

指定難病等対策事業費（小児慢性特定
疾病対策事業費） 72,679 77,309 4,630 ・医療扶助費の増　＋4,666 健康対策課

難病患者等支援事業費（慢性疾病児童
支援事業費） 2,241 2,206 ▲ 35 健康対策課

87,445 94,747 7,302

87,445 94,747 7,302

87,445 94,747 7,302

動物愛護推進事業費 87,445 94,747 7,302
【新規】広く県民に人と動物との調和のとれた共生社会の実現に関心を持ってもらうよう
高知市と共同でシンポジウムを開催
【新規】県主催の譲渡会を実施

食品・衛生課

2,547,358 2,568,908 21,550

2,028,803 1,960,967 ▲ 67,836

115,089 144,238 29,149

保健医療計画推進事業費（診療情報保
全基盤整備事業費補助金） 6,099 7,623 1,524 医療政策課

災害医療救護体制整備事業費（南海トラ
フ地震関連災害医療対策費） 100,821 129,064 28,243

【新規】高知県前方展開型医療救護体制強化事業費補助金
医療機関等災害対策強化事業費補助金と災害拠点病院等医療救護体制強化事
業費補助金のうち高知DMAT資機材整備事業を統合
【拡充】航空搬送拠点臨時医療施設整備事業　備品購入費　24,109千円

医事薬務課

災害医療救護体制整備事業費(医事薬務
費：南海トラフ地震関連災害医療対策 6,887 6,247 ▲ 640 医事薬務課

難病患者等支援事業費（在宅難病等患
者及び人工透析患者災害支援事業費） 1,282 1,304 22 健康対策課

506,132 729,036 222,904

災害医療救護体制整備事業費（医療施
設災害対策推進事業費） 506,132 729,036 222,904 医事薬務課

147,781 0 ▲ 147,781

保健衛生総合庁舎整備事業費 147,781 0 ▲ 147,781 【廃止】改築工事の完了により終了廃止 健康長寿政策課

1,257,817 1,084,714 ▲ 173,103

水道対策事業費（生活基盤施設耐震化
等交付金、水道施設耐震化推進交付金、
飲料水応急対策推進補助金）

1,257,817 1,084,714 ▲ 173,103
【減】R2年度市町村要望減による生活基盤施設耐震化推進交付金及び水道施設
耐震化推進交付金の減
【新規】飲料水応急対策推進補助金

食品・衛生課

1,984 2,979 995
保健福祉総務費（自然災害時保健活動
強化事業費） 888 1,809 921 健康長寿政策課

歯科保健事業費（災害歯科保健医療対
策推進事業費） 567 567 0 健康長寿政策課

生活衛生対策費（広域火葬体制整備事
業費） 529 603 74 食品・衛生課

518,555 607,941 89,386

64,768 20,592 ▲ 44,176
感染症対策事業費（新型インフルエンザ対
策事業費） 64,768 20,592 ▲ 44,176 抗インフルエンザウイルス薬購入費の減　▲44,085 健康対策課

17,431 13,547 ▲ 3,884

薬事指導取締事業費（薬事指導取締事
業費（薬事経済調査等委託事業のうち後
発医薬品使用促進対策費及び重点地域
使用促進強化事業を除く。)、麻薬取締事
業費、薬物乱用防止推進事業費、薬物乱
用対策新五か年戦略推進事業費)

17,431 13,547 ▲ 3,884

【新規】試験運営委託料1,591千円
【廃止】
・医療資源情報システム改修委託料7,172千円
・後発医薬品使用促進等対策事業費補助金1,125千円

医事薬務課

200,252 190,384 ▲ 9,868

衛生環境研究所運営費 125,075 108,336 ▲ 16,739 【減】備品購入費の減 健康長寿政策課

食品保健衛生費 41,452 48,769 7,317 【拡充】食品衛生法改正に伴う周知等委託 食品・衛生課

食品衛生管理指導費 5,668 5,838 170 食品・衛生課

食肉衛生検査事業費 17,358 19,244 1,886 【拡充】備品要望額の増 食品・衛生課

水道対策事業費（生活基盤施設耐震化
等交付金、水道施設耐震化推進交付金、
飲料水応急対策推進補助金を除く）

10,699 8,197 ▲ 2,502 【廃止】簡易水道等施設整備事業費補助金の終了　-2,546 食品・衛生課

Ⅲ　少子化対策の抜本強化
１．ライフステージの各段階に応じた取り組
みのさらなる推進

（１）母体管理の徹底と切れ目のない妊産
婦ケアの充実

（２）健やかな子どもの成長・発達への支援

Ⅳ　動物愛護の推進
１．動物愛護の推進

（１）不幸な犬や猫を減らす取組の充実

Ⅴ　県民の安全と安心の確保のための体制づくり

１．南海トラフ地震等災害対策の推進
（１）医療救護体制の強化

（２）医療施設耐震化等の促進

（３）保健衛生総合庁舎の耐震化

（４）水道施設の耐震化等の促進

（５）保健衛生の体制強化

２．健康危機管理対策等の推進
（１）新型インフルエンザ対策の推進

（２）医薬品等の安全対策の推進

（３）水や食品の安全・安心の確保
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（単位：千円）
Ｒ１当初
予算額

Ｒ２当初
予算額

増減
(R2 - R1）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

令和２年度  健康政策部　施策体系表

細目事業名

様式２様式２

33,830 34,528 698
生活衛生対策費（広域火葬体制整備事
業費を除く。） 10,329 11,080 751 食品・衛生課

生活衛生指導育成費 23,501 23,448 ▲ 53 食品・衛生課

202,274 348,890 146,616
健康長寿政策費 88,494 93,040 4,546 【増】会計年度任用職員の通勤手当（旅費） 健康長寿政策課
保健福祉総務費（自然災害時保健活動
強化事業費を除く。） 75,229 238,004 162,775 【増】福祉保健所に係る改修工事費用 健康長寿政策課

地域保健推進事業費 5,734 2,507 ▲ 3,227 【減】日本公衆衛生学会開催県経費の減 健康長寿政策課

厚生統計費 6,752 3,268 ▲ 3,484 【減】R1は国民生活基礎調査大規模調査年 健康長寿政策課
健康づくり推進事業費（栄養士等免許交
付事業費） 1,555 1,552 ▲ 3 健康長寿政策課

環境研究センター費 13,758 0 ▲ 13,758 【組替】衛生環境研究所運営費へ組替 健康長寿政策課

環境保全事業費 297 0 ▲ 297 【組替】衛生環境研究所運営費へ組替 健康長寿政策課

健康対策総務費 10,455 10,519 64 健康対策課
35,088,531 36,940,173 1,851,642
80,952,663 80,625,405 ▲ 327,258

116,041,329 117,565,578 1,524,249

(一般会計)
※人件費を除く計　　→健政 599,064 572,561

医政 7,501,691 9,223,526
医事 663,411 921,309
国保 22,514,887 22,562,135
健対 2,354,680 2,364,002
食品 1,454,798 1,296,640

計 35,088,531 36,940,173
差額 0 0

(一般会計)
※人件費　　→健政 1,666,479

医政 418,130
医事 129,755
国保 123,234
健対 158,929
食品 316,307

計 2,812,834 0
(一般会計)

※人件費込み　　→健政 2,265,543 572,561
医政 7,919,821 9,223,526
医事 793,166 921,309
国保 22,638,121 22,562,135
健対 2,513,609 2,364,002
食品 1,771,105 1,296,640

計 37,901,365 36,940,173

（特別会計）
国保 80,952,663 80,625,405

（４）生活衛生対策の推進

（５）福祉保健所等経費

一　般　会　計　合　計
特　別　会　計　合　計

部　合　計
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 　・不幸な犬や猫を減らす取組の充実　
　

○南海トラフ地震等災害対策の推進
　・医療救護体制の強化
　・医療施設耐震化等の促進
　・水道施設の耐震化等の促進  
　・保健衛生の体制強化

○健康危機管理対策等の推進
　・新型インフルエンザ対策の推進
　・医薬品等の安全対策の推進
　・水や食品の安全・安心の確保
　・生活衛生対策の推進

令和２年度　健康政策部当初予算のポイント

○病気になっても安心な地域での医療体制づくり
　・救急医療の確保・充実
　・急性期医療体制の充実
　・在宅医療の推進
　・訪問看護サービスの充実
　・「高知家お薬プロジェクト」による在宅患者
　　への服薬支援
　・医薬品の適正使用等の推進
　・高齢者等の歯科保健医療の推進
　・へき地医療の確保
　・医師の育成支援・人材確保施策の推進
　・中山間地域での総合診療医の養成
　・看護職員の確保対策の推進
　・薬剤師確保対策の推進
　・医療安全対策等の推進

○医療保険制度の安定的な運営
   ・国民健康保険の安定的な運営の推進
　 ・後期高齢者医療制度の安定的な運営の推進

○健康教育の推進
　・学校等における健康教育・環境づくり

○「ヘルシー・高知家・プロジェクト」の推進
　 ・生活習慣病の発症予防に向けたポピュレーションアプローチ
　・高知家健康づくり支援薬局による県民の健康づくり
　
○がん予防の推進
　・がん検診の受診促進
　・ウイルス性肝炎対策の推進

○血管病対策の推進
　・特定健診受診率・特定保健指導
   実施率の向上対策の推進　
　・糖尿病性腎症の重症化予防対策の推進　
　・循環器病対策の推進

○疾病対策の推進
　・がん対策の推進
　・感染症対策の推進
　・難病等対策の推進

○ライフステージの各段階に応じた取り組みの
　 さらなる推進
　・母体管理の徹底と切れ目のない
　　妊産婦ケアの充実
　・健やかな子どもの成長・発達への支援

予算の体系
壮年期の死亡率の改善
                1,715百万円

地域地域で安心して住み続けられる県づくり               
一般会計31,852百万円 特別会計80,625百万円

少子化対策の抜本強化              
                  725百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   生涯を通じた県民の健康づくりを推進するとともに、県民が安心して医療を受けられる環境づくりに取り組むことで、
   住み慣れた地域で安心して暮らせる「日本一の健康長寿県」を目指す   

一般会計当初予算額（人件費を除く）
令和２年度　36,940,173千円
令和元年度　35,088,531千円

　　　対前年度比増減　　1,851,642千円（5.3％）

【基本的な考え方】

特別会計当初予算額（人件費を除く）
国民健康保険事業特別会計

令和２年度　　80,625,405千円
　　　　　　　令和元年度　  80,952,663千円

　　　　対前年度比増減　　△327,258千円（△0.4％）

 動物愛護の推進             
                     95百万円

県民の安全と安心の確保のための体制づくり             
                 2,569百万円
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   （１）学校等における健康教育・環境づくり
 　 　   子どもの健康的な生活習慣支援事業　　　4,877千円
　　　  　 ・健康的な生活習慣の定着を図るため、授業等で活用する副読本
　　　　　　の内容を見直し、健康教育を充実  　　 
         食育推進事業費　　　5,418千円
　　　  　 ・健康的な食習慣を家族全員で実践できるよう、ヘルスメイトに
　　　　　   よる児童への食育を通じた健康教育等を充実
　　　

　（１）健康づくりの県民運動「ヘルシー・高知家・プロジェクト」　
　   　   ヘルシー・高知家・プロジェクト事業費　　　35,769千円
　　　　   ・生活習慣病の発症予防に向けたポピュレーションアプローチを強化　　　　  
　　　　   ・健康マイスターを対象に健康セミナーを開催し、受講者から周りの
            方に健康づくりを呼びかけ
　　　   　・健康パスポートアプリに新たに個人目標値の設定機能を追加するなど、　
　　　　　　健康行動の定着を促進
　　　 　  ・健康経営の優良事例をライブラリー化し横展開
   （２）高知家健康づくり支援薬局による県民の健康づくり
　        健康づくり・医薬連携推進事業費　　 　4,431千円
　　 　    ・高知型薬局連携モデルの整備の横展開
　　　 　  ・あったかふれあいセンター等でのお薬出前講座の実施

   
（１）難病等対策の推進
　  　　難病相談支援センター事業　　 15,480千円
　　   　　・難病患者の療養生活に関する悩みや不安に対して、
　　　　  　相談に応じ、必要な情報の提供や助言などの支援を実施

　

　 （１）がん検診の受診促進
　　  　がん検診受診促進事業費　　　33,896千円
            ・がん検診の受診を促進するため、検診対象者への個別通知、
　　　　　　 未受診者への再勧奨など市町村が行う取組を支援
           ・がん検診受診の利便性向上のため、市町村検診のセット化、
　　　　　　　個別検診化への支援
　　　　　　　
　 

　（１）特定健診受診率・特定保健指導実施率の向上対策の推進
　特定健康診査・特定保健指導対策事業費　2,804千円

　　　　  保健事業費【国保特別会計】　　　　　　　　　 4,115千円
　     　  ・受診率の低い40歳代前半等への受診勧奨に加え、特定健診対象前世代への
　　　　　　健診受診の意識啓発を実施
　　　　　 ・医療機関の診療データを保健指導に活用
　（２）糖尿病性腎症の重症化予防対策の推進

保健事業費(糖尿病アドバイザー派遣事業)【国保特別会計】　944千円
・市町村へ糖尿病看護の専門家等をアドバイザーとして派遣し、保健指導等の

            取り組みを支援
　　　　　保健事業費（血管病重症化予防に向けた高知県地域健康課題分析事業）
　　　　　　【国保特別会計】　554千円
　　　　　 ・健康スコアリングシートなどデータを活用して、市町村それぞれに有効な重症化
　　　　　  予防対策の事業化を支援
　　　　　血管病重症化予防対策事業費　4,578千円
　　　　　 ・モデル基幹病院において血管病調整看護師の育成と実践をサポートすることで、
　　　　　　生活指導体制を充実し、重症化しやすい患者の療養支援を強化
          歯周病対策事業費　　　3,093千円
           ・歯周病予防による全身疾患対策の推進
　　　　　
　（3）循環器病対策の推進
          心不全対策推進事業委託料　　6,752千円
　　　　　・循環器基幹病院の体制整備と在宅医療・介護との連携促進や住民啓発
 　　　　 高血圧対策事業費　　　1,574千円

血管病対策の推進

疾病対策の推進

「ヘルシー・高知家・プロジェクト」の推進

「よさこい
健康プラン
21」の推進

働き盛り世
代の死亡率

の改善

がん予防の推進健康教育の推進

　壮年期の死亡率の改善　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,715百万円

拡

拡

拡

拡

拡

新

拡

新

拡
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　（６）高齢者等の歯科保健医療の推進

在宅歯科医療連携室整備事業　　　　21,554千円
 歯科衛生士確保対策推進事業費　　 10,176千円

　   
　（７）医師の育成支援・人材確保施策の推進
　   　 医師確保対策事業費　　　 740,601千円
　　　   　・医学生への奨学資金の貸与　

・高知大学医学部への家庭医療学講座の設置
　　　　 　・高知医療再生機構を通じた若手医師の資格取得等
　　　　　  への支援

　（８）中山間地域での総合診療医の養成
        臨床研究フェローシップ事業　　38,252千円
　　　　　・高知大学・京都大学にプロジェクトを設置し、幡多地域における総合診療
           と臨床研究の拠点づくりを推進
          
　（９）看護職員の確保対策の推進
　 　　  看護の人づくり事業費　　　  391,793千円
　 　　 　 ・看護職員の定着・資質向上を図るための研修の実施
　　　     ・看護師や助産師を目指す学生への奨学資金の貸与　　
　　　 　  ・看護学生等に対する就職説明会の開催
　　　　   ・助産師不足施設への助産師出向支援
 

　（10）薬剤師確保対策の推進
　薬剤師確保対策事業費　　　　   1,938千円

　   　　　・薬学生等へSNS等を活用した就職情報提供や高校生への薬学進学
　　　　　　セミナー等の開催

  （１）国民健康保険の安定的な運営の推進
　  　 　国民健康保険事業特別会計　 80,625,405千円
    　     ・国保財政の責任主体として国保の安定的な運営の推進
　　   　 　※一般会計から国保特会への繰出金　　5,215,648千円（上の内数）
　　　　    　 一般会計から国保特会に繰り出して、市町村の保険給付費等の財源に充当　　　　
　

  （２）後期高齢者医療制度の安定的な運営の推進
　　　　 後期高齢者医療給付事業費　　　14,396,486千円
　　

医師のキャリア
形成を支える

体制づくり

必要な医療を
受けられる
体制づくり

　  （１）救急医療の確保・充実
　　  　　  救急医療対策費           　557,049千円
　　　    　  ・「こうち医療ネット」による救急医療情報の提供
　　　  　   ・小児救急の電話相談事業の実施
　　　     ドクターヘリ運航事業費　　　326,734千円
 　　     　 ・ドクターヘリの運航経費に対する助成
　　　  　      
　　（２）在宅医療の推進　　　　　　　　　　　　 
　　       地域包括ケアシステム構築事業費　 　70,653千円
　　　 　    ・在宅医療に係る情報を多職種間で共有するシステムを普及（高知家＠ライン）
　　　　　　 ・人生の最終段階における医療・ケアの意思決定を支援するACP
             （アドバンス・ケア・プランニング）の推進
　　　　   保健医療計画推進事業費　　　1,181,845千円
　　　　　　 ・医療機関や薬局、介護事業所などの間で患者情報等を共有するシステムを構築　　
　　　　　　（高知あんしんネット、はたまるねっと）
　　　　　　 ・地域医療構想の推進に向け、介護医療院等への転換を促進するため、補助等
　　　　　　　 による支援を実施
　　　　　　 ①転換のための経営シミュレーション等に対する支援
　　　　　　 ②病床のダウンサイジングを行う際の施設改修や設計費用、処分に係る費用など
　　　　　　　への支援
　　　　　　 
　　（３）訪問看護サービスの充実
　     　  訪問看護体制整備支援事業費　　　74,831千円
　　 　　   ・不採算地域への訪問看護等に対する支援

　　（４）「高知家お薬プロジェクト」による在宅患者への服薬支援
 　　     薬局機能強化・連携体制構築事業　　　5,174千円
 　   　　  ・薬剤師が在宅医療・介護関係者と連携し、在宅患者に安全で安心な薬物療法
　　　　　　 を提供する取組を推進
    （５）医薬品の適正使用等の推進
　　　    薬事経済調査等委託事業　　 　15,563千円
　　  　   保健事業費【国保特別会計】　　　8,638千円
　　　　　　・重複投薬やポリファーマシー(多剤投薬)の是正と残薬の解消等により、安全な
　　　　　　 薬物療法を推進
　　   　   ・レセプトデータを活用したジェネリック医薬品使用促進に向けた環境整備
　  

医療保険制度の安定的な運営

病気になっても安心な地域での医療体制づくり

　地域地域で安心して住み続けられる県づくり　　一般会計31,852百万円　特別会計80,625百万円

拡

拡

拡

拡

拡

拡
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  （４）保健衛生の体制強化
　　 　  自然災害時保健活動強化事業　　　1,809千円
　　　    　・自然災害発生時の保健活動を円滑に行うため、研修会の開催や
　　　　　　　市町村と発災時の情報伝達訓練を実施
         広域火葬体制整備事業費　　　　　　 　603千円
　　　   　 ・災害時の効率的な火葬体制を整備するため、地域モデル事業
　　　　   　 の支援や広域火葬情報伝達訓練・研修会の開催

　（１）新型インフルエンザ対策の推進 　　　　　　　　　　　　
　　　    新型インフルエンザ対策事業費　　　  20,592千円
　　　 　   ・外来協力医療機関や入院協力医療機関の資機材整備に対する助成
　　　　   ・抗インフルエンザウイルス薬の購入
　（２）水や食品の安全・安心の確保　　　　　　　　　　　　
　　　  ① 食品関連施設衛生管理高度化支援事業費　　　 5,838千円
　　　　   ・食品の衛生管理に関する認証制度を推進し、施設の衛生管理の高度化を支援
　　　  ② 食品保健衛生費　　　 48,769千円
　　　　   ・HACCP制度化等の周知及びサポート対応　 ・食品の監視指導、検査の実施

  ・県に収容された犬・猫やボランティアが保護している犬・猫の譲渡を推進するため休日にセンター外で譲渡見学会を開催
  ・収容動物を削減するため、市町村やボランティア、観光関係者等が協働して行う観光地等に生息する猫の
   一斉不妊手術を支援

（１）医療救護体制の強化
　    ① 南海トラフ地震関連災害医療対策費　　 129,064千円
　　　　 ・市町村や医療機関等が行う施設・設備・備品の整備及びBCP策定、
　　　　　 医療救護活動に関する研修や訓練の実施等を支援
　　　　 ・地域の医師を対象とした災害医療研修の実施
 　　　　・保健医療調整本部の機能強化を図るため、本部要員や
　　　　　 災害医療コーディネーター等が参加する図上訓練を実施
　　　　 ・県内３ヶ所の航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）に配備している
　　　　　 医療機器の保守管理及び計画的な更新
　　　② 在宅難病等患者及び人工透析患者災害支援事業費　　　1,304千円
　　　　 ・医療従事者の研修や、発災時の人工透析提供に向けた訓練を実施
（２）医療施設耐震化等の促進
　      医療施設災害対策推進事業費　　　 729,036千円
　　　　 ・医療機関が行う耐震整備に対する助成
　　　　 ・医療機関が行うスプリンクラー等の整備に対する助成
 （３）水道施設の耐震化等の促進

　    水道施設整備事業費　　　   143,573千円
　　   　・災害時でも安全・安心な水を供給できる水道施設の整備を促進するため、
          市町村が整備する配水池の耐震化等を支援

        

南海トラフ地震等災害対策の推進

   （１）母体管理の徹底と切れ目のない妊産婦ケアの充実　　　　　　　　　　　　
　　　　 母体管理支援事業費　　　 47,793千千円
　　  　　・市町村による子育て世代包括支援センターの運営や産前・産後ケアサービスの充実を支援
　　  　  ・全市町村での産婦健康診査事業導入に向けた支援
　　　　　  ※厳しい環境にある子どもたちへの支援を含む。
　   　   

健康危機管理対策等の推進 

ライフステージの各段階に応じた取り組みのさらなる推進

　少子化対策の抜本強化　　　　　　　　　　　　　　            　725百万円　

　県民の安全と安心の確保のための体制づくり　　　　　　　2,569百万円

拡

新

拡

　 （２）健やかな子どもの成長・発達への支援
　　     健やかな子どもの成長・発達支援事業費　　　13,246千円
         　・市町村による１歳６か月児・３歳児健診の受診促進の取組
　　　　　   や未受診児等へのフォロー体制の定着を支援　
　　　　　 ・３歳児健診の充実（全市町村で多角的屈折検査導入）

　動物愛護の推進　　　　　　　                                       95百万円
 
    　　（１）不幸な犬や猫を減らす取組の充実
    　      動物愛護推進事業費　　　94,747千円

新

拡

新 拡
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健康政策部様式３

R1＜見直し（廃止）事業＞1.4億円（23件） R2＜課題解決先進枠等＞ 4.1億円（34件）

①歯周病予防啓発事業委託料（健康長寿政策課）
　 2,243千円（うち（一）2,243千円）
　　・母子保健と統合させた取組としたことにより市町村事業へ移行し、
　　 県事業は廃止

②医療機関連携情報システム構築事業費補助金（医療政策課）
　 14,810千円（うち（入）14,810千円）
　　・構築が完了し、事業の目標が達成されたため廃止

③妊産婦救急救命基礎研修事業委託料（健康対策課）
　 2,228千円（うち（一）2,228千円）
　・事業目標に沿って救急救命士等の研修が完了したため事業を休止　　

④がん対策事業費（出前講座）（健康対策課）
　　155千円（うち（一）78千円）
　　・効率的な執行体制の見直しによりがん教育にかかる出前講座を
　　 教育委員会へ移管したことによる廃止

⑤動物愛護推進事業費（職員研修委託料）（食品・衛生課）
　　100千円（うち（一）100千円）
　  ・小動物管理センターにおける職員の技術向上が一定果たされた
　　 ことから廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．廃止・休止

①肝炎対策事業費（緊急肝炎ウイルス検査委託料等）（健康対策課） 
　　2,290千円（うち（一）937千円）
　　・普及啓発について一定効果が見られることから広報活動等を
　　 見直し

②がん検診受診促進事業補助金（健康対策課）
　　9,526千円（うち（一）9.526千円）
　　・補助率の見直し（定額→1/2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．見直し・縮小
心不全対策推進事業委託料(医療政策課）　　 6,752千円（入）6,752千円

循環器基幹病院と在宅医療・介護との連携促進、スキルアップを目指した会議・研修等を開催するとと
もに、心不全に関する住民啓発を行う。
見込まれる成果（当該年度） 医療スタッフの能力向上・心不全に対する県民の理解促進

課題１　壮年期の死亡率の改善

医療介護連携情報システム活用推進事業委託料（医療政策課） 21,311千円（一）11,715千円

地域包括ケアシステムを推進するため、医療介護連携情報システム（高知家＠ライン）を活用して、
各地域での連携体制を構築するための普及活動を行う

見込まれる成果（当該年度） 在宅医療の推進・システム加入施設の増加

臨床研究フェローシップ事業(医療政策課) 38,252千円（入）38,252千円

中山間地域で必要とされる総合診療専門医を確保するため、若手医師が臨床を行いながら臨床研究
が可能になる環境づくりを行う

見込まれる成果（当該年度） 中山間地域における総合診療専門医の確保

在宅医療連携事業委託料（医事薬務課） 5,000千円（国）5,000千円

薬剤師が医療・介護関係者と連携し、在宅患者に安全で安心な薬物療法を提供する体制強化と、
スキルアップのための研修を行う。

見込まれる成果（当該年度） 訪問薬剤管理指導ができる地域の拡大

課題２　地域地域で安心して住み続けられる県づくり

産婦健康診査推進事業費補助金（健康対策課）
母子保健支援事業費補助金（健康対策課）

1,500千円（一）1,500千円
1,919千円（一）1,919千円

高知版ネウボラの推進のため、県内全市町村における産婦健康診査事業を実施するために必要な経
費の補助を行うとともに、助産師等による相談・個別訪問などの産前・産後の支援を充実させる。

見込まれる成果（当該年度） 安心して妊娠・出産・子育てのできる妊産婦の増加

課題３　少子化対策の抜本強化

新

拡

拡

など

事業のスクラップアンドビルド

新

新

拡

など
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 南海トラフ地震・豪雨災害対策（健康政策部）
～災害時の医療救護、保健衛生の体制強化～

健康長寿政策課、医療政策課、医事薬務課、
健康対策課、食品･衛生課

  ・前方展開型の医療救護体制構築事業費 
   地域の医療機関等の総力戦による前方展開型の医療救護活動を実現するため、訓練等
  を通じて、全地域において策定された行動計画のバージョンアップを支援する。

 ・災害時医療従事者等研修委託料 
  DMATを養成するとともに、その他医療救護活動に従事する者の専門性の向上を図る
  研修を実施する。

   ・災害医療研修実施事業費 
  地域の医師が日頃の診療科を問わず負傷者への初期対応ができるよう、災害医療に
  関する知識や技術を修得するための研修を実施する。

  ・震災対策訓練実施事業 
  災害急性期の保健医療調整本部の機能強化を図るため、本部要員や医療関係者が参加
  する図上訓練を実施する。

 ・航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）整備事業費
  県内３箇所（安芸市・南国市・宿毛市）の航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）に配備
  している医療機器の保守管理及び計画的な更新を行う。
  〔拡充内容〕発災時に的確に搬送活動ができるよう、配備している医療機器を計画的
        に更新する。

  ・高知県前方展開型医療救護体制強化事業費補助金
　　 災害時における医療救護活動を迅速かつ円滑に行えるよう、市町村や医療機関等が
   行う設備、備品等の整備や医療救護活動に関する研修や訓練の実施等を支援する。
  〔新規内容〕医療機関等災害対策強化事業費補助金と災害拠点病院等医療救護体制強
        化事業費補助金（一部）を組み替えるとともに、市町村や医療機関等が
        行う医療救護活動に関する研修や訓練の実施を支援するメニューを追加
        する。

 ・医療施設災害対策推進事業費 
  南海トラフ地震が起こった際、重要な役割を果たす医療機関の耐震化を支援する。

 ・災害時医薬品等備蓄事業費 
  発災直後の医療救護活動に必要な災害用医薬品の備蓄・保管管理を行う。

 Ｒ２当初予算要求額 1,552,746千円

 ・在宅難病等患者及び人工透析患者災害支援事業費  
    継続した医療ケアが必要な難病等患者への医療提供体制の整備を進めるほか、
      災害透析コーディネーターや透析医療機関と連携して、検討会や研修会を開催
  するとともに、発災時の人工透析提供に向けた訓練を実施する。

               
  ・広域火葬体制整備事業費
    災害時の効率的な火葬体制の整備を推進するため、広域火葬訓練や研修会を開催
       する。

 ・自然災害時保健活動強化事業費  
   自然災害発生時の保健活動を円滑に行うため、研修会の開催や市町村と発災時の
   情報伝達訓練を実施する。

 ・災害歯科保健医療対策推進事業費
   災害時の歯科保健医療体制の構築を図るため、関係者による協議会を開催する。

 ・水道施設整備事業費   
 災害時でも安全・安心な水を供給できる水道施設の整備を促進するため、市町村
 が整備する配水池の耐震化等を支援するともに、災害時の応急給水・応急復旧対
 策を促進するための市町村の取組に対して支援する。
［拡充内容］「高知県水道ビジョン」をもとに、災害時の応急給水・応急復旧対策
      を促進するための市町村の取組に対して支援する。

   

災害時の在宅難病患者の体制づくり

水道施設の耐震化　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ・災害時ペット同行避難啓発事業費
   多くの県民が同行避難できるよう必要なしつけ方等を学ぶことができる
     講習会を毎月、休日に開催する。

効果的な保健衛生活動等の展開

災害時の医薬品等確保・供給体制の整備　　　　　　　　　　　　　　　　

ペットの同行避難　　　　　　　　　　　　　　　　

広域火葬体制の整備　　　　　　　　　　　　　　　　

要求額　6,922千円

　　要求額　31,608千円　

要求額　5,984千円

要求額　 6,272千円

要求額　5,750千円　

要求額　41,114千円

要求額　318,716千円　

要求額　1,304千円

要求額　1,809千円

要求額　143,573千円

要求額　567千円

要求額　1,770千円

要求額　603千円

要求額　901千円

豪雨

豪雨

豪雨

豪雨

豪雨

豪雨

豪雨

豪雨

地域ごとの医療救護の体制づくり

豪雨

豪雨
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