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１　健康政策部
（１） 機構 Ⅰ１（１）

（２） 職員数 Ⅰ１（２）

（３） 課の分掌事務 Ⅰ１（３）

（４） 附属機関 Ⅰ１（４）

２　地域福祉部
（１） 機構 Ⅰ２（１）

（２） 職員数 Ⅰ２（２）

（３） 課の分掌事務 Ⅰ２（３）

（４） 附属機関 Ⅰ２（４）

Ⅱ　保健・医療

１　医療の状況 （１） 医療制度改革 Ⅱ１（１）

（２） 保健医療計画 Ⅱ１（２）

（３） 医療施設の状況 Ⅱ１（３）

（４） 医療施設従事者等の状況 Ⅱ１（４）

（５） 養成所一覧 Ⅱ１（５）

（６） 原爆被爆者対策 Ⅱ１（６）

（７） 高知医療センターの運営支援 Ⅱ１（７）

２　医療保険 （１） 国民健康保険 Ⅱ２（１）

（２） 後期高齢者医療制度 Ⅱ２（２）

３　保健 （１） 福祉保健所の概要 Ⅱ３（１）

（２） 保健師システム Ⅱ３（２）

（３） 市町村保健センター Ⅱ３（３）

４　へき地 （１） へき地保健医療の概要 Ⅱ４（１）

（２） へき地における医療資源状況 Ⅱ４（２）

（３） 医療機動班活動の推移 Ⅱ４（２）（３）

（４） 検診医療実施状況 Ⅱ４（４）

（５） 国保診療所・へき地診療所一覧 Ⅱ４（５）

（６） 無医地区の状況図 Ⅱ４（６）

（７） 無歯科医地区の状況図 Ⅱ４（７）

（８） 無医地区・無歯科医地区一覧 Ⅱ４（８）

５　精神 （１） 医療機関の状況 Ⅱ５（１）（２）（３）

（２） 入院患者及び精神病床
（３） 措置入院患者数
（４） 通院医療費公費負担 Ⅱ５（４）

（５） 精神科病床等の状況 Ⅱ５（５）

６　成人保健 （１） 生活習慣病の現状 Ⅱ６（１）

（２） 生活習慣病予防対策等の状況 Ⅱ６（２）

（３） 生活習慣病対策 Ⅱ６（３）

（４） 歯科保健 Ⅱ６（４）

７　母子保健 （１） 出生、乳幼児死亡等の状況 Ⅱ７（１）（２）

（２） 思春期対策事業
（３） 健康管理 Ⅱ７（３）

（４） 医療給付の状況 Ⅱ７（４）



８　結核 （１） 結核の現状 Ⅱ８（１）

９　特定疾患及び感染症 （１） 特定疾患 Ⅱ９（１）

（２） 感染症発生動向調査 Ⅱ９（２）

（３） エイズ対策 Ⅱ９（３）

（４） ハンセン病 Ⅱ９（４）

１０　栄養改善 （１） 専門的な栄養指導 Ⅱ１０（１）（２）（３）

（２） 食育の推進
（３） 健康づくりの担い手への支援
（４） 国民及び県民健康・栄養調査事業 Ⅱ１０（３）（４）

（５） 栄養成分表示推進 Ⅱ１０（５）

（６） 給食施設指導事業 Ⅱ１０（６）

（７） 調理師試験及び調理師免許交付状況 Ⅱ１０（７）（８）

（８） 管理栄養士及び栄養士免許交付状況と養成施設

１１　食品衛生 （１） 営業施設数 Ⅱ１１（１）

（２） 営業施設の監視状況 Ⅱ１１（２）（３）

（３） 食品検査
（４） 食中毒の発生状況 Ⅱ１１（４）

（５） 食品の相談処理状況 Ⅱ１１（５）

（６） 高知県食品衛生管理認証制度 Ⅱ１１（６）（７）

（７） 食品衛生管理者
（８） ふぐ処理師 Ⅱ１１（８）（９）

（９） 製菓衛生師

１２　獣疫予防 （１） 犬の飼育・管理及び猫の引き取り Ⅱ１２（１）

（２） 食肉衛生 Ⅱ１２（２）

（３） 食鳥検査 Ⅱ１２（３）（４）

（４） 化製場等関係施設数

１３　生活衛生 （１） 生活衛生関係営業施設数 Ⅱ１３（１）

（２） 生活衛生関係営業施設等の監視状況 Ⅱ１３（２）（３）

（３） 墓地の許可及び設置状況
（４） 生活衛生営業資金融資状況 Ⅱ１３（４）

（５） 経営指導員による経営指導状況 Ⅱ１３（５）

（６） 水泳場の施設及び監視状況 Ⅱ１３（６）

１４　水道施設 （１） 水道普及率の推移 Ⅱ１４（１）

（２） 市町村別水道普及率 Ⅱ１４（２）

（３） 給水量等の推移 Ⅱ１４（３）

１５　薬事 （１） 薬局及び医薬品販売業者 Ⅱ１５（１）

（２） 薬事監視 Ⅱ１５（２）

１６　毒物劇物 　 Ⅱ１６

１７　麻薬等 （１） 業態数 Ⅱ１７

（２） 麻薬等業務所への立入検査状況
（３） 事犯
（４） 麻薬中毒者の現状
（５） 薬物乱用防止対策

１８　生物学的製剤 　 Ⅱ１７Ⅱ１８

１９　献血 （１） 献血者数 Ⅱ１９（１）

（２） 献血適格率等の状況 Ⅱ１９（２）

（３） 性別・年齢別からみた献血者の状況 Ⅱ１９（３）

（４） 血液製剤供給量の推移 Ⅱ１９（４）

２０　健康危機管理 （１） 健康危機管理体制の整備 Ⅱ２０（１）

（２） 健康危機管理体制図 Ⅱ２０（２）
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Ⅲ　福祉

１　地域社会福祉活動の推進 （１） 民生委員・児童委員の活動状況
　　 Ⅲ１（１）

（２） 社会福祉協議会
　　 Ⅲ１（２）（３）

（３） 共同募金会
　　
（４） 福祉サービス利用援助事業 Ⅲ１（３）（４）

（５） 運営適正化委員会設置運営事業 Ⅲ１（５）（６）

（６） ボランティアセンター事業
（７） 社会福祉協議会活動強化事業 Ⅲ１（７）～（１１）

（８） 福祉施設経営指導事業
（９） 福祉人材センター運営事業
（１０） あったかふれあいセンター事業
（１１） 介護福祉士養成施設及び修学資金貸付金
（１２） 社会福祉センター Ⅲ１（１２）

（１３） 社会福祉法人一覧 Ⅲ１（１３）

２　高齢者福祉 （１） 高齢者の現状 Ⅲ２（１）

（２） 高齢化対策の指針及び推進体制 Ⅲ２（２）（３）

（３）
高知県高齢者保健福祉計画及び介護保険事業支援計画の推進

（４） 福祉サービスの基盤整備の促進 Ⅲ２（４）

（５） 介護保険 Ⅲ２（５）

（６） 豊かな老後の創造 Ⅲ２（６）

３　障害者福祉 （１） 障害者の福祉事業 Ⅲ３（１）

（２） 障害児・者福祉施設等の現況 Ⅲ３（２）

（３） 障害福祉サービス制度 Ⅲ３（３）

４　児童福祉 （１） 児童福祉の概要 Ⅲ４（１）（２）（３）

（２） 高知県こども条例
（３） 児童福祉審議会等
（４） 児童相談所 Ⅲ４（３）（４）

（５） 児童福祉施設等の現況 Ⅲ４（４）（５）

（６） 子ども手当の支給 Ⅲ４（５）（６）

５　青少年健全育成 （１） 高知県青少年対策推進本部 Ⅲ５（１）（２）（３）（４）

（２） 高知県青少年問題協議会
（３） 青少年保護育成条例
（４） 広報啓発活動
（５） 青少年育成高知県民会議 Ⅲ５（４）（５）

６　母子・寡婦・父子福祉 　 Ⅲ６

７　少子化対策 （１） 少子化の現状 Ⅲ７（１）（２）

（２） 少子化対策の取り組み

８　低所得者対策 （１） 生活保護 Ⅲ８（１）（２）

（２） 生活保護施設
（３） 生活保護データ Ⅲ８（３）

（４） 生活福祉資金 Ⅲ８（４）

９　高知県福祉基金 高知県福祉基金 Ⅲ９

１０　高知県地域福祉基金 高知県地域福祉基金 Ⅲ１０

１１　旧軍人軍属等の援護 （１） 旧軍人軍属の恩給 Ⅲ１１（１）

（２） 未帰還者等の援護 Ⅲ１１（１）（２）

（３） 中国等からの帰国者に対する援護 Ⅲ１１（２）（３）（４）

（４） 戦傷病者の援護
（５） 遺族の援護 Ⅲ１１（４）（５）

（６） 戦没者の慰霊 Ⅲ１１（５）（６）

（７） 定期未伝達位記並びに定例未伝達勲記勲章 Ⅲ１１（６）（７）
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１２　災害救助・災害弔慰金等 （１） 災害救助 Ⅲ１２（１）

（２） 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付 Ⅲ１２（１）（２） 
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人口・人口動態 （１） 人口動態 参（１）

（２） 死亡 参（２）

（３） 人口推移 参（３）

（４） 市町村別人口 参（４）

（５） 年齢別人口 参（５）

（６） 県民所得 参（６）

県計画 （７） 主な県計画に関する指標の推移 参（７）


