
様式１

一般会計

令和４年度予算見積額 47,576,847 千円

令和３年度当初予算額 40,959,617 千円

差 引 増 減 額 6,617,230 千円

対 前 年 度 比 率 116.2 ％

国民健康保険事業特別会計

令和４年度予算見積額 80,102,411 千円

令和３年度当初予算額 80,856,756 千円

差 引 増 減 額 -754,345 千円

対 前 年 度 比 率 99.1 ％

（注）上記には、人件費を含まない。

令和４年度健康政策部予算見積総括表
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令和４年度 健康政策部予算見積の概要

１ 令和４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
ととし、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、「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５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、ワクチン接種の推
進、感染防護具等の確保及び備蓄、確実に検査につなげられる検査体制づくり、飲食店にお
ける感染対策の推進、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
環境整備、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などの各対策を重点
的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
慣病予防のための普及啓発（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を強化するとともに、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、地域医療構想の推進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取り組んでいきます。

 ４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。

○  ５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による一体的な
サービスの提供、中山間地域等の条件不利地域でのオンライン診療の普及に向けた環境整備
などにより「日本一の健康長寿県構想」を推進していきます。

様式２



単位：百万円
（ ）内は一般財源

主な増減理由

12,404 6,324 6,080

2,204 1,995 209

110,478 111,219 ▲ 741

95 88 7

2,581 2,277 304

127,679 121,816 5,863

２ 令和４年度予算見積額

項目 R4当初
見積額

R3当初
予算額

増減
(R4 - R3）

（519） （35） （484）

（1,106） （933） （173）

（26,730） （26,291） （439）

（73） （65） （8）

（765） （699） （66）

（29,187） （28,018） （1,169）

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ワクチン個別接
種等促進事業費補助金の増 332
・患者の増加に備えた病床確保に
伴う空床補償の増 2,508
・宿泊療養施設運営委託料の増 
2,724
・あんしん会食推進の店認証制度
運営委託料の増 339(339)

2 健康寿命の延伸に向けた
意識醸成と行動変容の促進

・健康づくり推進キャンペーンの事業
費の増 15(15)
・県民健康・栄養調査事業費の増 
79(79)
・指定難病の医療扶助費の増によ
る事業費の増 125(63)

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

・病床機能分化促進事業費補助
金の減 ▲149
・地域医療情報ネットワーク構築事
業費補助金の減 ▲357

4 動物愛護の推進

・飼い主のいない猫等不妊去勢手
術推進事業委託料の増 2(3)
・マイクロチップ装着手術等への助成
制度の創設による増 0.5(0.5)

5 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 308(▲16)

部　合　計
※再掲事業除く



１．新型コロナウイルス感染症対策の推進

令和４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３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)
4,125,224千円 (170,704千円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[881,844千円 (32,286千円)]　
　
　　　　新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の強化、医療提供体制の充実、
　　宿泊療養施設のさらなる確保、健康観察や生活面の支援が受けられる体制の
　　構築などの対策を講じることで、まん延防止を図るとともに、安心して療養できる
　　体制を強化します。

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) 
7,396,853千円 (0千円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[4,888,678千円 (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。　　　　

新型コロナウイルスワクチン接種推進事業費 
422,046千円 (0千円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[13,529千円 (0千円)]　
　　
　　　　ワクチンの個別接種や集団接種を促進するため、市町村及び医療機関に対する
　　調整・支援等を引き続き実施します。　　　　

食品保健衛生費(あんしん会食推進の店認証制度運営委託料)
338,534千円 (338,534千円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[0千円 (0千円)]　
　　　
　　　 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが続く中、利用者が安心して飲食できる
　　 よう、より多くの飲食店に認証を取得していただき、飲食店における新型コロナウイ
　　 ルス感染対策を進めます。　　　　
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健康づくり推進事業費(健康づくり推進キャンペーン実施委託料) 

40,048千円 (40,048千円)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[24,805千円 (14,482千円)]　

　
　　　　高知家健康パスポートアプリのダウンロード促進や、インセンティブ強化に取り組み、県民の
　　　健康づくりにつなげるとともに、健康経営に取り組む県内事業所支援を強化します。　　　

血管病対策事業費(ICTを活用した重症化予防委託料)
32,747千円 (0千円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[０千円 (０千円)]

　　　　糖尿病予備群及び治療中で重症化リスクの高い方に対して、持続血糖モニタリングデータを
　　 用いて、ICTを活用した保健指導に取り組みます。　　　　

　

　
　　　

２.　健康寿命の延伸に向けた意識醸成と行動変容の促進

次
世代

拡

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
　　

在宅医療費(地域医療介護連携ネットワークシステム導入促進事業費補助金)
　　　　　　　（在宅医療提供体制整備事業費補助金）

96,580千円 (0千円)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[78,681千円 (0千円)]　

　　　　医療介護へのアクセス向上・効率化を図り、在宅での療養生活の環境整備を推進するため、
　　 中山間地域等でのオンライン診療の普及や、検査機器の共同利用を支援します。　　　　

医薬連携推進事業費(在宅医療連携事業委託料)
5,000千円 (1,296千円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[5,000千円 (0千円)]
　

　　　　ＩＣＴを活用した非対面型の服薬支援体制の整備を進めるため、あったかふれあいセンター
　　　等でのオンライン出前講座や個別のお薬相談等のモデル事業を拡充します。

在宅医療費(東部多機能支援施設整備事業費)
6,500千円 (6,500千円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[0千円 (0千円)]　

　　　　医療介護サービス基盤が脆弱な東部地区に、サービス拠点を整備することで、県民が住み
　　　慣れた地域で安心して生活が続けられる環境を整え、地域包括ケアシステムを推進します。
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４．動物愛護の推進
　　

動物愛護推進事業費(人と動物の共存推進事業費)
19,851千円 (18,176千円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[13,960千円 (11,250千円)]　

　　　　動物愛護のさらなる推進に向けて高知県動物愛護基金(仮称)※を創設するとともに、
　　　基金を活用して猫の繁殖制限手術助成制度を拡充、犬へのマイクロチップ装着手術等
　　　への助成制度を創設します。（※基金創設について、R３年度２月議会で提案予定）　　　　

　

5．県民の安全と安心の確保のための体制づくり
　　

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)
249,515千円 (82,036千円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[365,065千円 (184,956千円)]　

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。
　　■耐震診断事業　　 補助率（補助上限額）：２/３
　　■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。
　　■耐震設計事業　　 補助率（補助上限額）：10/10（10,000千円）
　　■耐震化工事事業　補助率（補助上限額）：大規模建築物 0.115+1/3　　
                                                       　　  防災拠点建築物 4/5 　

③スプリンクラー等整備事業費補助金
　　　　　防災対策のため、スプリンクラー、自動火災報知設備の整備及び倒壊の危険性がある
　　　 　ブロック塀の改修等に必要な経費を補助します。

　　■スプリンクラー　　　　　　 補助率：１/２
　　■自動火災報知設備　　補助率：定額
　　■ブロック塀改修等　　　　補助率：１/３

水道施設整備事業費(生活基盤施設耐震化等交付金)
1,508,679千円 (0千円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[1,183,872千円 (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）

拡


