
様式１

一般会計

令 和 ３ 年 度 予 算 見 積 額 44,616,436 千円

令 和 ２ 年 度 当 初 予 算 額 35,125,101 千円

差 引 増 減 額 9,491,335 千円

対 前 年 度 比 率 127.0 ％

国民健康保険事業特別会計

令 和 ３ 年 度 予 算 見 積 額 80,259,134 千円

令 和 ２ 年 度 当 初 予 算 額 80,844,308 千円

差 引 増 減 額 -585,174 千円

対 前 年 度 比 率 99.3 ％

（注）上記には、人件費を含まない。

令和３年度　健康政策部予算見積総括表

1



○

○

○

○

○

○

○

○

令和３年度 健康政策部予算見積の概要

１ 令和３年度予算の基本的な考え方

 新型コロナウイルス感染症の感染予防・感染拡大防止対策を全力で推進するとともに、生

涯を通じた県民の健康づくり及び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、住み慣れた地域で健やかで心豊かに安心して暮らせる高知県を目指す第４期「日本一

の健康長寿県構想」に掲げる各施策の実行、「動物愛護の推進」及び「県民の安全と安心の

確保のための体制づくり」といった６つの柱に沿って予算を編成しています。

 １つ目の柱「新型コロナウイルス感染症対策の推進」としましては、感染予防のために必
要となる感染防護具等の確保及び備蓄、着実に検査につなげられる検査体制づくり、さらに
は、感染が拡大した場合であっても患者が安心して療養できる環境と患者を受け入れる医療
機関が逼迫しない医療提供体制の充実を図ること、これらの各対策を重点に推進していきま
す。

 ２つ目の柱「健康寿命の延伸に向けた意識醸成と行動変容の促進」としましては、生活習
慣病予防のため普及啓発（ポピュレーションアプローチ）や特定健診・特定保健指導実施率
の向上対策、血管病重症化予防対策の強化やがん検診の受診率の向上による県民の健康づく
りに取り組んでいきます。

 ３つ目の柱「地域で支え合う医療・介護・福祉サービス提供体制の確立とネットワークの
強化」としましては、高知版地域包括ケアシステムの推進に向けて、在宅療養体制の充実を
図るとともに、地域医療構想や救急医療体制の確保及び医療人材等の確保対策の着実な推
進、国民健康保険制度の安定的な運営などについて取り組んでいきます。

 ４つ目の柱「子どもたちを守り育てる環境づくり」としましては、妊娠期から乳幼児期に
おける切れ目のない支援を推進するため、市町村が設置する子育て世代包括支援センターへ
の支援の強化に取り組みます。

 ５つ目の柱「動物愛護の推進」としましては、不幸な犬や猫を減らすための取り組みを充
実していきます。

 ６つ目の柱「県民の安全と安心の確保のための体制づくり」としましては、南海トラフ地
震等の大規模災害の発生に備えて医療機関等や水道施設の耐震化などの各対策を推進してい
きます。

 デジタル化の取り組みとしましては、ＩＣＴを活用した医療と介護の連携や、ＡＩによる
特定保健指導の実施に向けた取組などにより「日本一の健康長寿県構想」を推進するととも
に、申請業務のオンライン化に向けた取り組みや、ポストコロナにおける社会構造変化への
対応として、オンライン研修の拡大などに取り組みます。

様式２
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単位：百万円
（ ）内は一般財源

主な増減理由

0 7,884 7,884

1,762 1,950 188

111,211 111,764 553

699 711 12

93 92 ▲ 1

2,262 2,502 240

115,969 124,876 8,907

２ 令和３年度予算見積額

項目 R2当初
予算額

R3当初
見積額

増減
(R3 - R2）

（0） （102） （102）

（857） （912） （55）

（26,412） （26,742） （330）

（562） （568） （6）

（72） （71） （▲ 1）

（687） （927） （240）

（28,590） （28,339） （▲ 251）

1 新型コロナウイルス感染症
対策の推進

・新型コロナウイルス感染症対策の
推進による事業費の増 7,884
（102）

2 健康寿命の延伸に向けた
意識醸成と行動変容の促進

・指定難病の医療扶助費の増によ
る事業費の増 183（91）
・健康づくり推進キャンペーンの見直
しに伴う事業費の減 ▲9(▲1)

3 地域で支え合う医療・介
護・福祉サービス提供体制の
確立とネットワークの強化

・病床再編及び転換支援等の補助
金の拡充等による事業費の増 
232(0)
・救急医療・広域災害情報システム
改修委託業務の終了に伴う減
 ▲131(▲131 )

4 子どもたちを守り育てる環境
づくり

・指定難病（小児慢性特定疾
病）の医療扶助費による事業費の
増 8(4)

5 動物愛護の推進 ・シンポジウム開催の見直しに伴う事
業費の減 ▲0.2(▲0.2)

6 県民の安全と安心の確保
のための体制づくり

・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
金の対象箇所数の拡大による事業
費の増 285(42)
・スプリンクラー等整備事業費補助
金の対象箇所数の縮小に伴う事業
費の減 ▲316(０)

部　合　計
※再掲事業除く
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健康づくり推進事業費(血管病発症予防総合事業費) 

21,844千円  [22,344千円]
(9,989千円) (9,989千円)　

　生活習慣病を予防するために、ナッジ理論を活用することで、減塩、野菜摂取など
５つの分野において県民の健康意識の醸成・行動変容を促すための普及啓発
（ポピュレーションアプローチ）を実施します。

　 
血管病対策事業費(糖尿病性腎症対策事業)

31,681千円  [23,604千円]
(687千円) (916千円)

　糖尿病性腎症を主要原疾患とした人工透析に至る時期を延伸させるために、透析予防
強化プログラムの取組を強化するとともに、血管病調整看護師による患者の療養支援体制の
充実や取組の分析・評価を支援する新たなツールの開発に取り組みます。
　

　　　

１．新型コロナウイルス感染症対策の推進

２.　健康寿命の延伸に向けた意識醸成と行動変容の促進

令和３年度　健康政策部の施策のポイント
様式３

※()は一般財源、[]は令和２年度当初予算
　　

感染症対策事業費(新型コロナウイルス対策事業費)
 

55,224千円  [０千円]
(０千円) (０千円)　

　新型コロナウイルス感染症の検査を実施できる医療機関を確保し、感染拡大した
場合でも、着実に検査につなげられる体制づくりを行うことで、まん延防止を図ります。

保健医療計画推進事業費(新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金)
 

6,557,941千円  [０千円]
(０千円) (０千円)　

　新型コロナウイルス感染症に感染した患者が安心して療養するために、必要となる
病床を確保することで、医療提供体制の充実を図ります。

新

新

拡
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母子保健事業費 

87,968千円  [86,269千円]
(72,411千円) (74,973千円)　

　市町村保健師等を対象としたアセスメント力の強化のためのスキルアップ研修会の
開催などにより子育て世代包括支援センターの機能強化を行うとともに、両親学級の
日曜開催を新たに補助メニューに追加するなど、産前・産後ケアの体制を強化します。

　 

３．地域で支え合う医療・介護・福祉サービス提供体制の確立とネットワークの強化

４.　子どもたちを守り育てる環境づくり

　　
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補助金)
 

55,370千円  [０千円]
(０千円) (０千円)　

　在宅医療を推進するために、在宅医療に取り組む医療機関における医療機器等の
初期投資にかかる費用を支援します。

　　　　■補助率（補助上限額）：１/２（1,500千円）

歯科保健事業費(オーラルフレイル対策事業)
 

4,289千円  [343千円]
(4,289千円) (175千円)　

　口の機能低下が心身の機能低下につながるため、口腔運動に加え、噛み応えや
栄養価のバランスを考慮した食事を摂ることで、日常生活の中で口腔機能の向上を
図るオーラルフレイル予防対策に取り組みます。
　

拡

新

新

５．動物愛護の推進
　　

動物愛護推進事業費 （馴化訓練委託料）
2,274千円  [０千円]

(2,274千円) (０千円)　
　　譲渡されずに収容されている犬に対して専門業者による馴化（じゅんか）訓練
（家庭犬として飼養可能な状態にトレーニングする）を行うことで、不幸な犬を減らす
　取り組みを推進します。

新

5



６．県民の安全と安心の確保のための体制づくり
　　

医療施設災害対策推進事業費　　　　　　　　275,285千円  [241,873千円]
(143,611千円) (124,412千円)　

①医療施設耐震診断等支援事業費補助金
　　病院の耐震化を促進するため、耐震診断や耐震設計が未実施の病院に
　対して、耐震診断等に必要な経費を補助します。
　　■耐震設計事業　　 補助率（補助上限額）：２/３（6,666千円）
  
②医療施設耐震化促進事業費補助金
　地震発生時に医療提供機能の喪失・低下を防ぐため、未耐震の病院に対し
耐震工事に要する経費を補助します。
　　■耐震化工事事業　補助率（補助上限額）： 23％（20,085千円）
                                                           
③医療施設耐震対策緊急促進事業費補助金
　昭和56年５月31日以前に着工された、不特定かつ多数の者が利用する大規模
建築物又は防災拠点建築物となる病院の耐震化を促進します。
　　■耐震診断事業　　 補助率（補助上限額）：５/６（6,247千円）
　　■耐震化工事事業　補助率（補助上限額）：大規模建築物 23％　　
                                                         防災拠点建築物11/15（242,287千円）

　

水道施設整備事業費(生活基盤施設耐震化等交付金)
 

1,183,872千円  [941,141千円]
(０千円) (０千円)　

　国民生活に密接に関係する水道施設の耐震化を推進し、水道事業体の
運営基盤を強化するための施設整備に必要となる経費を支援します。

　■補助率（補助上限額）：1/4～4/10・事業区分に応じて補助率が変動（上限額なし）
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事業のスクラップアンドビルド 健康政策部様式４

見直し（廃止）事業　18,739千円（14件）

先

①看護の人づくり事業費（看護職員等研修委託料のうち地域包括ケア推進のための人材育成研修運営委託料）（医療政策課）
　 ○555千円（うち(一)０千円）
　　・休廃止理由：同種の研修が増加しており、今後は（公社）高知県看護協会の独自事業として行うため、県事業は廃止

②がん対策事業費（在宅緩和ケア従事者研修事業委託料）（健康対策課）  
　 ○565千円（うち(一)283千円）
　　・休廃止理由：他課で実施している研修と内容が重複するため、効率的な予算執行の観点から、廃止

③肝炎対策事業費（緊急肝炎ウイルス検査委託料）（健康対策課）  
　 ○1,391千円（うち(一)486千円）
　　・休廃止理由：本事業における陽性率は低下しており、検査が必要な方への受検機会が一定達成されたことから、廃止

２．廃止・休止

①がん対策事業費（がん患者退院調整従事者研修委託料）（健康対策課） 
　 ○704千円（うち(一)351千円）
　　・見直し内容及び理由：研修プロセス見直しに伴い、研修回数の見直しを実施

②母子保健事業費（母子保健支援事業費補助金）（健康対策課）
　○2,412千円（うち(一)2,412千円）
　　・見直し内容及び理由：これまでの取り組みにより市町村の母子保健事業の充実が図られてきたことから、補助率を定額から1/2へ見直しを実施

③動物愛護推進事業費（雌猫不妊手術推進事業委託料）（食品・衛生課）
　○1,674千円（うち(一)508千円）
　　・見直し内容及び理由：これまでの取り組みにより不妊手術の必要性に対する理解が広まってきたことから、飼い猫に対する助成を将来的に廃止
　　　　　　　　　　　　　　　　　することを念頭に見直しを実施

１．見直し・縮小
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（１）健康寿命の延伸に向けた意識醸成と行動変容の促進
　◆【健康】特定保健指導の体制を強化するため、ＡＩを活用した高知県版保健指導支援ツールを開発
（２）地域で支え合う医療・介護・福祉サービス提供体制の確立とネットワークの強化
　◆【健康】在宅療養患者の日々の情報を多職種間（かかりつけ医、訪問看護師、ケアマネージャー、薬剤師など）でリアルタイム
　　　　　　　に共有する「高知家＠ライン」の県内全域への普及を目指してモデル地域を拡大
　◆【健康】あったかふれあいセンターにおいて、オンラインを活用したお薬相談を実施するなど在宅服薬支援の体制を強化
　◆【福祉】認知症または認知症の疑いのある行方不明高齢者の早期発見に向けて、GPS機能を活用した見守りサービスの実施を支援

　◆【福祉】コロナ禍における聴覚障害者の意思疎通支援のために、遠隔手話通訳を行う体制を整備
　◆【福祉】職員の負担軽減とあわせて、新型コロナウイルス感染防止対策を進めるために、介護福祉機器・福祉用具・介護ロボット、ICT機器の導入を支援

１．日本一の健康長寿県構想の推進　

２．行政サービスのデジタル化の推進 　

                   令和３年度　デジタル化の推進について

　　◆【健康】指定難病申請の将来的なオンライン化を見据え、国が構築するデータベースに患者の診断書情報を登録するための
　　　　　　　　システム改修を実施

　　　　　総額　580,284千円

３．社会構造変化への対応　
    ◆【健康】新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、医師向けの災害医療研修等の一部をオンライン化し受講機会を拡大
    ◆【福祉】出会いや結婚への支援を希望する独身者に対して、出会いのきっかけを提供するため、こうち出会いサポートセンターの　　　
　　　　　　　　マッチングシステムに自宅申込機能等を追加

　　　　　健康政策部・地域福祉部

新

拡

拡

新

新

新

新

新

新
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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。
 

 ・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。
  

 ・高知県災害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
   行う施設、設備、備品等の整備や災害対策等の訓練・研修・ＢＣＰの策定など、  
  ハード、ソフト両面の取組を総合的に支援し、「前方展開型」のさらなる強化を
  図る。 

 
・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。

 Ｒ３当初予算要求額 2,254,538千円

 ・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
       するとともに、火葬場設備の整備を支援する。

 ・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　6,182千円

　　要求額　25,525千円　

要求額　4,500千円

要求額　44,463千円

要求額　316,630千円　

要求額　1,992千円

要求額　697千円

要求額　234,210千円

要求額　534千円

要求額　2,215千円
要求額　9,426千円

要求額　818千円

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

 ・自然災害時保健活動強化事業費
  保健医療調整支部に避難所等での保健活動に必要な感染症防護具セット（マスク、
   ガウン、手袋、フェイスシールド等）を備蓄する。

感染症に対応するための保健活動体制の整備　　　　　　　　　　　　　　　

豪雨要求額　5,370千円
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（単位：千円）
Ｒ２当初
予算額

Ｒ３当初
予算額

増減
(R3 - R2）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

0 7,883,704 7,883,704

0 460,986 460,986

0 452,460 452,460

医事指導費（新型コロナウイルス感染拡大
防止事業費のうち、マスク等感染防護具等
資機材の確保事業）

0 452,460 452,460 【新規】入院協力医療機関・帰国者接触者外来医療機関（検査協力医療機関）へ
の感染防護具等の確保に係る買い上げ、配送等及び倉庫賃貸借に係る経費 医事薬務課

0 8,526 8,526

保健福祉総務費(自然災害時保健活動強
化事業費及び福祉保健所運営費） 0 5,472 5,472 【新規】感染症防護具セット等購入　5,370千円

【新規】委託料のうち医療廃棄物処理　102千円 健康長寿政策課

感染症対策事業費（新型コロナウイス対策
事業費） 0 3,054 3,054 【新規】保健所への応援職員等派遣に係る経費 健康対策課

0 71,277 71,277

0 15,303 15,303

感染症対策事業費（新型コロナウイス対策
事業費） 0 15,303 15,303 【新規】新型コロナウイルス感染症相談窓口設置事業費補助金

健康相談センターの設置に係る経費 健康対策課

0 55,974 55,974

衛生環境研究所運営費（運営費） 0 750 750 【拡充】庁舎管理委託料のうち医療廃棄物処理 健康長寿政策課

感染症対策事業費（新型コロナウイス対策
事業費） 0 55,224 55,224

【新規】検診委託料
ドライブスルー検査に係る経費
PCR検査で使用する試薬代
検体搬送旅費、検体輸送料等

健康対策課

0 7,351,441 7,351,441

0 6,810,255 6,810,255

保健医療計画推進事業費
（新型コロナウイルス感染症対策事業費の
うち、新型コロナウイルス感染症対策事業費
補助金）

0 6,557,941 6,557,941 【新規】病床確保、重症患者に対応できる医師、看護師等の派遣、休業等となった医
療機関の再開等を補助 医療政策課

感染症対策事業費（新型コロナウイス対策
事業費） 0 252,314 252,314

【新規】新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関整備事業費補助金、新型コロナ
ウイルス感染症患者外来協力医療機関設備整備事業費補助金、新型コロナウイルス
感染症対応重点医療機関設備整備事業費補助金、新型コロナウイルス感染症患者
受入医療機関等施設整備事業費補助金　　　　

健康対策課

0 68,455 68,455

保健医療計画推進事業費
（新型コロナウイルス感染症対策事業費の
うち、新型コロナウイルス感染症対応医療従
事者処遇改善交付金）

0 68,455 68,455 【新規】新型コロナウイルス感染症対応にあたる医療従事者への特殊勤務手当を補助 医療政策課

0 391,258 391,258

感染症対策事業費（新型コロナウイス対策
事業費） 0 391,258 391,258 【新規】宿泊療養施設運営支援等委託料、廃棄物処理委託料、警備委託料、清掃

等委託料 健康対策課

0 56,241 56,241

医事指導費（新型コロナウイルス感染拡大
防止事業費のうち、感染管理専門家の実地
支援経費）

0 2,108 2,108 【新規】感染を専門とする看護師等による院内感染の未然防止や発生後対応を指導
するための医療機関等実地支援経費 医事薬務課

医事指導費（新型コロナウイルス感染拡大
防止事業費のうち、新型コロナウイルス感染
拡大防止事業費補助金に係る事務費）

0 155 155 【新規】新型コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金に係る精算事務 医事薬務課

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のうち、災害派
遣医療チーム活動支援事業費補助金（新
型コロナウイルス感染症活動支援事業）、
新型コロナウイルス感染症に対する医療チー
ム運営事業費｝

0 48,441 48,441 【新規】宿泊療養施設等や患者搬送を行うDMAT等の派遣費用 医事薬務課

感染症対策事業費（新型コロナウイス対策
事業費） 0 5,537 5,537 【新規】専門家の派遣に係る経費 健康対策課

0 25,232 25,232

感染症対策事業費（新型コロナウイス対策
事業費） 0 25,232 25,232 新型コロナウイルス感染症患者の入院費用

患者搬送用車両 健康対策課

令和３年度  健康政策部　施策体系表

細目事業名

Ⅰ　新型コロナウイルス感染症対策の推進

１.感染防止対策の推進

（１）感染防護具及び医療用資器材の確保

（２）福祉保健所の体制整備

２．検査体制の強化

（１）相談窓口の設置

（２）検査体制の充実

3．医療提供体制の充実

（１）医療機関等への支援

（２）医療従事者等への支援

（３）宿泊療養施設の確保

（４）クラスター対策の推進

（５）患者への支援

様式２様式５
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（単位：千円）
Ｒ２当初
予算額

Ｒ３当初
予算額

増減
(R3 - R2）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

令和３年度  健康政策部　施策体系表

細目事業名

様式２様式５

1,762,475 1,980,215 217,740

98,679 83,793 ▲ 14,886

9,914 7,366 ▲ 2,548

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）     8,773 6,216 ▲ 2,557 【減】副読本等印刷製本費の減 健康長寿政策課

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） 1,141 1,150 9 健康長寿政策課

59,929 51,112 ▲ 8,817

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）             

59,929 51,112 ▲ 8,817 【減】健康づくり推進キャンペーン委託料の減 健康長寿政策課

3,912 891 ▲ 3,021

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情報拠点整備事
業)

3,912 891 ▲ 3,021 健康情報拠点整備事業委託料の減▲2,941 医事薬務課

24,924 24,424 ▲ 500

健康づくり推進事業費（国民健康・栄養調
査事業費） 2,580 2,580 0 健康長寿政策課

健康づくり推進事業費（血管病発症予防
総合事業費）             22,344 21,844 ▲ 500 健康長寿政策課

196,920 250,750 53,830

96,844 99,688 2,844

がん対策事業費 96,844 99,688 2,844

【拡充】がん検診受診率向上キャンペーン実施委託料
【廃止】在宅緩和ケア従事者研修事業委託料、医師に対する緩和ケアフォローアップ研
修事業委託料
【減】がん患者退院調整従事者研修委託料の研修回数の縮小による減

健康対策課

10,642 25,506 14,864

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） 2,644 17,508 14,864 健康長寿政策課

保健事業費（特定健診啓発） 7,998 7,998 0 国民健康保険課

67,596 101,874 34,278

健康づくり推進事業費（血管病重症化予
防対策（糖尿病性腎症対策）事業費） 18,706 0 ▲ 18,706 【組替】血管病対策事業費へ組替 健康長寿政策課

歯科保健事業費（歯周病対策事業費） 3,093 2,932 ▲ 161 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）

3,398 0 ▲ 3,398 【組替】血管病対策事業費へ組替 健康長寿政策課

難病患者等支援事業費（慢性腎臓病
（ＣＫＤ）対策推進事業費） 394 0 ▲ 394 【組替】健康長寿政策課（血管病対策事業費）へ組替 健康対策課

血管病対策事業費（糖尿病性腎症重症
化予防対策推進事業費、糖尿病性腎症透
析予防強化推進事業費、糖尿病医療対策
推進事業費及び慢性腎臓病（ＣＫＤ）
対策推進事業費）

0 34,621 34,621 【組替】健康づくり推進事業費,保健医療計画推進事業費及び難病患者等支援事業
費から組替 健康長寿政策課

一般会計繰出金(特定健康診査・特定保
健指導対策事業費、血管病発症予防総合
事業費、健康づくり推進事業費、糖尿病性
腎症重症化予防対策推進事業費、糖尿病
性腎症透析導入予防強化事業費、循環器
病対策推進事業費）

42,005 64,321 22,316 【拡充】スマートヘルス推進事業委託料 国民健康保険課

21,838 23,682 1,844

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）

4,664 0 ▲ 4,664 【組替】血管病対策事業費へ組替 健康長寿政策課

健康づくり推進事業費（血管病重症化予
防対策（循環器病対策）事業費） 17,174 0 ▲ 17,174 【組替】血管病対策事業費へ組替 健康長寿政策課

血管病対策事業費（循環器病対策推進
事業費、脳卒中対策推進事業費及び心疾
患対策推進事業費）

0 23,682 23,682 【組替】保健医療計画推進事業費から組替 健康長寿政策課

Ⅱ　健康寿命の延伸に向けた意識醸成と行動
変容の促進

１.健康づくりと疾病予防

（１）子どもの頃からの健康づくりの推進

（２）高知家健康パスポート事業による健康
づくりの推進

（３）高知家健康づくり支援薬局による健康
づくりの推進

（４）生活習慣病予防に向けたポピュレーショ
ンアプローチの強化

２．疾病の早期発見・早期治療

（１）がん対策の推進

（２）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）

（３）血管病重症化予防対策の推進（糖尿
病性腎症対策）

(再掲）

（４）血管病重症化予防対策の推進（循環
器病対策）
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（単位：千円）
Ｒ２当初
予算額

Ｒ３当初
予算額

増減
(R3 - R2）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

令和３年度  健康政策部　施策体系表

細目事業名

様式２様式５

1,466,876 1,645,672 178,796

155,680 151,637 ▲ 4,043

結核対策事業費 18,016 19,415 1,399 健康対策課

感染症対策事業費（新型インフルエンザ対
策事業費及び新型コロナウイルス対策事業
費を除く。）

65,610 64,031 ▲ 1,579 健康対策課

肝炎対策事業費 72,054 68,191 ▲ 3,863 【廃止】緊急肝炎ウイルス検査委託料
【減】患者数の減少による医療扶助費の減 健康対策課

1,311,196 1,494,035 182,839

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。）

31,890 34,625 2,735 【新規】シンポジウム開催委託料 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。） 1,213,929 1,395,704 181,775 【増】医療扶助費（指定難病）の増 健康対策課

原爆被爆者対策費 65,377 63,706 ▲ 1,671 【減】原爆被爆者手当の減 健康対策課

111,211,237 111,793,955 582,718

3,080,567 3,713,966 633,399

3,057,283 3,693,644 636,361

歯科保健事業費（在宅歯科医療推進事
業費）           21,554 21,596 42 健康長寿政策課

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） 128,107 171,657 43,550

【新規】・在宅医療等地域医療提供体制整備事業費補助金
　　　　・人生の最終段階における医療・ケア普及啓発事業委託料
　　　　・医療介護連携情報システム普及促進事業費補助金
　　　　・医療介護連係情報システムのモデル事業を県内３ヶ所で実施
【拡充】中山間地域等訪問看護サービス確保対策事業費補助金
【廃止】・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

医療政策課

地域医療介護総合確保基金積立金 2,902,466 3,495,266 592,800 医療政策課

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) 5,156 5,125 ▲ 31 医事薬務課

23,284 20,322 ▲ 2,962

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))

14,628 11,731 ▲ 2,897 ・広告制作等委託料の減▲3,194 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） 8,656 8,591 ▲ 65 国民健康保険課

3,781,058 4,021,303 240,245

859,891 1,089,310 229,419

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、脳卒中患者実態調
査委託料、血管病予防対策関係事務費）

2,628 0 ▲ 2,628 【組替】血管病対策事業費へ組替 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、診療情報保全基盤
整備事業費補助金を除く。）

857,263 1,089,310 232,047

【新規】病床機能再編事業費補助金（病床削減を行う場合に給付金を支給）
【拡充】・病床機能分化促進事業費補助金（回復期機能を持つ有床診療所の
　　　　　新設（R2.9月補正）、回復期病床の増床費用を補助対象に追加）
　　　　・病床転換支援事業費補助金（医業経営の専門家への相談費用を補
　　　　　助対象に追加）
【廃止】・看護師等再就職支援事業費補助金（活用希望がなく、他事業で実施
　　　　　可能なため）
　　　　・地域医療提供体制検討事業費補助金（活用希望なし）

医療政策課

823,770 697,932 ▲ 125,838

救急医療対策費 504,736 373,987 ▲ 130,749
【拡充】救急医療情報システム運営委託料（新型コロナウイルス感染症対策を医療機
　　　　関等に周知するためのネットワーク通信料の増額）
【廃止】救急医療・広域災害情報システム改修委託料

医療政策課

ドクターヘリ運航事業費 319,034 323,945 4,911 【新規】ドクターヘリ設備整備事業費補助金（デジタル風向計の設置支援） 医療政策課

1,826,442 1,896,697 70,255

高知医療センター運営支援事業費 1,826,442 1,896,697 70,255 医療政策課

3．疾病対策の推進

（１）感染症対策の推進

（２）難病等対策の推進

Ⅲ　地域で支え合う医療・介護・福祉サービス提
供体制の確立とネットワークの強化

１．高知版地域包括ケアシステムの構築

（１）在宅療養体制の充実

（2）医薬品の適正使用等の推進

(再掲）

２．医療・介護・福祉インフラの確保

（１）地域医療構想の推進

（２）救急医療の確保・充実

（３）急性期医療体制の充実
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（単位：千円）
Ｒ２当初
予算額

Ｒ３当初
予算額

増減
(R3 - R2）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

令和３年度  健康政策部　施策体系表

細目事業名

様式２様式５

225,251 281,571 56,320

へき地保健医療対策事業費 225,251 281,571 56,320 【増】へき地医療施設設備整備費補助金 医療政策課

45,704 55,793 10,089

歯科保健事業費（歯と口の健康づくり事業
費（子どもの健口応援推進事業以外）、
離島歯科診療班派遣事業費、歯科医療安
全管理体制推進特別事業費及び歯と口の
健康づくり実態調査事業費）

11,533 10,686 ▲ 847 【新規】オーラルフレイル対策事業
【廃止】歯と口の健康づくり実態調査事業費 健康長寿政策課

医療政策総務費 6,511 6,351 ▲ 160 医療政策課

移植医療推進事業費 10,010 10,186 176 医療政策課

医事指導費（新型コロナウイルス感染拡大
防止事業費を除く。） 12,855 10,118 ▲ 2,737 【組替】会計年度任用職員経費を医事薬務総務費に計上 医事薬務課

献血推進事業費 1,494 1,495 1 医事薬務課

医事薬務総務費 3,301 16,957 13,656 【組替】会計年度任用職員経費の総計上による増14,859 医事薬務課

1,138,046 1,259,294 121,248

723,415 864,257 140,842

医師確保対策事業費（総合診療専門医
研修費補助金、高知県臨床研究フェロー
シッププロジェクト事業を除く。）

723,415 864,257 140,842

【新規】・勤務環境改善事業費補助金
　　　　・医師の時短計画作成ワークショップを県内３ヶ所で実施
　　　　・医師少数区域等勤務推進事業費補助金
【拡充】医師養成奨学貸付金
【組替】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、脳卒中患者
　　　　実態調査委託料、血管病予防対策関係事務費）から組替

医療政策課

26,143 35,389 9,246

医師確保対策事業費（総合診療専門医
研修費補助金、高知県臨床研究フェロー
シッププロジェクト事業）

26,143 35,389 9,246 【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

376,447 346,202 ▲ 30,245

看護の人づくり事業費 376,447 346,202 ▲ 30,245

【拡充】・看護職員等研修委託料（うち、多施設合同研修会運営委託料（（新型
　　　　　コロナウイルス感染症拡大の影響により、臨地実習が行えないまま就職する新
　　　　　人看護職員に対するコミュニケーション技術研修を追加））
　　　　・清掃等委託料（幡多看護専門学校の遠隔・分散授業に必要なWi-Fi設備
　　　　　保守を追加）
【廃止】看護職員等研修委託料（うち、地域包括ケア推進のための人材育成研修運
　　　　営委託料）
【休止】看護師宿舎施設設備事業費補助金

医療政策課

1,865 1,998 133

医薬連携推進事業費（薬剤師確保対策
事業費） 1,865 1,998 133 医事薬務課

10,176 11,448 1,272

歯科保健事業費（歯科衛生士確保対策
推進事業費） 10,176 11,448 1,272 健康長寿政策課

103,211,566 102,799,392 ▲ 412,174

88,803,175 88,203,826 ▲ 599,349

保険医療機関等指導監査費 7,627 7,392 ▲ 235 国民健康保険課

国民健康保険事業費 2,989,110 2,987,629 ▲ 1,481 国民健康保険課

【特別会計】国民健康保険事業 80,844,308 80,259,134 ▲ 585,174 国民健康保険課

国民健康保険事業特別会計繰出金 4,962,130 4,949,671 ▲ 12,459 国民健康保険課

14,408,391 14,595,566 187,175

後期高齢者医療事業費 14,407,771 14,595,042 187,271 国民健康保険課

後期高齢者医療財政安定化基金積立金 620 524 ▲ 96 国民健康保険課

（４）へき地医療の確保

（5）医療安全対策等の推進

３．医療・介護・福祉人材の確保対策

（１）医師の育成支援・人材確保施策の推
進

（２）総合診療専門医及び臨床研究医の養
成

（３）看護職員の確保対策の推進

（４）薬剤師確保対策の推進

（５）歯科衛生士確保対策の推進

４．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）
Ｒ２当初
予算額

Ｒ３当初
予算額

増減
(R3 - R2）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

令和３年度  健康政策部　施策体系表

細目事業名

様式２様式５

698,885 710,904 12,019

698,885 710,904 12,019

698,885 710,904 12,019

母子保健事業費 86,390 87,968 1,578
【新規】新型コロナウイルス検査委託料、新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費
補助金、新型コロナウイルス検査費用交付金
【増】会計年度任用職員の1名増

健康対策課

母子医療対策事業費 536,676 538,438 1,762 【増】不妊治療費給付金の増 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） 73,613 82,263 8,650 【増】医療扶助費の増 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） 2,206 2,235 29 健康対策課

93,389 92,182 ▲ 1,207

93,389 92,182 ▲ 1,207

93,389 92,182 ▲ 1,207

動物愛護推進事業費 93,389 92,182 ▲ 1,207
【新規】馴化訓練委託料
【縮小】補助内容の見直しによる雌猫不妊手術推進事業委託料の減
【廃止】R2限りのイベントのためシンポジウム開催事業費負担金を廃止

食品・衛生課

2,262,082 2,501,742 239,660

1,749,361 1,853,029 103,668

128,840 190,233 61,393

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） 7,623 66,331 58,708 【拡充】システムの更新費用を補助対象に追加 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のうち災害派
遣医療チーム活動支援事業費補助金（新
型コロナウイルス感染症活動支援事業）、
新型コロナウイルス感染症に対する医療チー
ム運営事業費を除く。｝

113,657 117,779 4,122 【組替】会計年度任用職員経費を医事薬務総務費に計上 医事薬務課

災害医療救護体制整備事業費(南海トラフ
地震関連災害薬事対策費) 6,265 4,131 ▲ 2,134 【組替】会計年度任用職員経費を医事薬務総務費に計上 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） 1,295 1,992 697 【増】検討会の開催回数の増 健康対策課

621,221 365,065 ▲ 256,156

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） 621,221 365,065 ▲ 256,156 ・スプリンクラー等整備事業費補助金の減▲315,753

・医療施設近代化施設整備費補助金+26,204（休止から再開） 医事薬務課

997,173 1,281,704 284,531

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） 997,173 1,281,704 284,531 【増】R3年度市町村要望増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増 食品・衛生課

2,127 16,027 13,900

保健福祉総務費（自然災害時保健活動
強化事業費） 982 6,067 5,085 【コ】感染症防護具セット等購入 5,370千円 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） 567 534 ▲ 33 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） 578 9,426 8,848 【増】広域火葬設備整備事業費補助金 +9,000千円 食品・衛生課

512,721 648,713 135,992

20,592 21,338 746

感染症対策事業費（新型インフルエンザ対
策事業費） 20,592 21,338 746 健康対策課

12,219 14,753 2,534

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)

12,219 14,753 2,534 【新規】医薬品医療機器等法の改正に伴う認定薬局制度の創設に係る事業 医事薬務課

Ⅳ　子どもたちを守り育てる環境づくり

１．高知版ネウボラの推進

（１）妊娠期から子育て期までの切れ目のな
い総合的な支援

Ⅴ　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

Ⅵ　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）水道施設の耐震化等の促進

（４）保健衛生の体制強化

(再掲）

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
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（単位：千円）
Ｒ２当初
予算額

Ｒ３当初
予算額

増減
(R3 - R2）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

令和３年度  健康政策部　施策体系表

細目事業名

様式２様式５

187,704 383,484 195,780

衛生環境研究所運営費 106,567 142,821 36,254 【増】備品購入費の増
【コ】庁舎管理委託料のうち医療廃棄物処理　750千円 健康長寿政策課

食品保健衛生費 48,196 59,387 11,191 【拡充】会計年度任用職員の増員 食品・衛生課

食品衛生管理指導費 5,854 5,689 ▲ 165 食品・衛生課

食肉衛生検査事業費 18,872 28,908 10,036 【新規】冷暖房設備修繕工事 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を
除く）

8,215 146,679 138,464 【新規】飲料水応急対策推進補助金 +136,378千円、水道地図作成委託料 +1,584千円食品・衛生課

34,528 34,076 ▲ 452

生活衛生対策費（広域火葬体制整備事
業費を除く。） 11,080 11,035 ▲ 45 食品・衛生課

生活衛生指導育成費 23,448 23,041 ▲ 407 食品・衛生課

257,678 195,062 ▲ 62,616

健康長寿政策費 98,639 96,044 ▲ 2,595 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。） 141,273 74,719 ▲ 66,554 【廃止】福祉保健所に係る改修工事費用

【コ】委託料のうち医療廃棄物処理　102千円 健康長寿政策課

地域保健推進事業費 2,507 7,552 5,045 【増】四国公衆衛生学会開催県経費の増
【増】保健師80周年記念事業委託料の増 健康長寿政策課

厚生統計費 3,268 2,054 ▲ 1,214 【減】厚生統計調査の減 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） 1,870 1,481 ▲ 389 健康長寿政策課

健康対策総務費 10,121 13,212 3,091 【増】国庫支出金精算返納金の増 健康対策課

35,125,101 44,616,436 9,491,335

80,844,308 80,259,134 ▲ 585,174

115,969,409 124,875,570 8,906,161

（３）水や食品の安全・安心の確保

(再掲）

（４）生活衛生対策の推進

（５）福祉保健所等経費

(再掲）

一　般　会　計　合　計

特　別　会　計　合　計

部　合　計

15


