
平成30年度 平成29年度

福 祉 保 健 部 87,202,864 88,549,122

<福祉保健政策局>
○30 ○29

福祉保健総務課
Ⅰ 社会福祉総務費

1. 民生委員・児童委員指 142,673 140,653 民生委員・児童委員の指導及び活動助成に要する経費

導事業 ○単民生委員・児童委員等活動費負担金 132,687

○単民生委員推薦会負担金 406

○単県民生委員児童委員協議会運営補助金 7,135

○補民生委員・児童委員活動育成事業委託 820

○補民生委員・児童委員研修事業委託 680

○単その他 945

2. 社会福祉事業 440,005 444,355 地域福祉の増進のために行う、社会福祉法人和歌山県社会

福祉協議会に対する補助等に要する経費

○単県社会福祉協議会運営事業補助金 96,180

○単社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費補助金

248,507

○補生活福祉資金貸付事務費補助金 11,364

○補日常生活自立支援事業費補助金 69,790

○補運営適正化委員会設置運営事業費補助金 9,511

○単その他 4,653

3. 社会福祉法人等指導事 16,490 21,463 社会福祉法人、社会福祉施設等の運営の適正化等を図るた

業 ○補○単 めの支援及び指導監督に要する経費

4. ボランティア推進事業 20,762 20,667 ボランティア活動の振興を図るための県ボランティアセン

○補○単 ターへの補助に要する経費

5. 福祉サービスの第三者 521 533 第三者評価を推進する県福祉サービス第三者評価事業推進

評価推進事業 ○単 委員会の運営に要する経費

6. 支え合いのふるさとづ 3,361 2,844 市町村地域福祉計画の策定の促進や身近な地域における地

くり事業 ○補○単 域福祉活動に対する補助等に要する経費

7. 生活困窮者自立支援事 16,260 16,446 生活困窮者が困窮状態から早期脱却できるように実施する

業 ○補○単 自立相談支援や就労支援等に要する経費

Ⅱ 遺家族等援護費

1. 遺家族等援護対策事業○受 7,236 9,560 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金外、各種給付金の請求

指導及び審査裁定事務に要する経費

Ⅲ 地方改善事業費

1. 隣保館活動助成事業○補○単 237,893 234,636 地域住民の福祉の向上と人権課題の速やかな解決を図るた

め市町が行う隣保館の運営に対する助成及び指導監督に要

する経費

2．隣保館整備事業 ○補 49,779 26,271 市町が行う隣保館の施設整備に対する補助に要する経費

Ⅳ 生活保護総務費

1．社会福祉法人と連携し 1,682 1,773 生活保護受給者の社会性及び日常生活能力の向上のため

た自立支援プログラム に、社会福祉法人等の協力により行うボランティア活動の

事業 ○補 場の提供に要する経費
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Ⅴ 扶 助 費

1. 生活保護事業 3,468,161 3,589,723 生活に困窮する人に対する生活保護の実施に要する経費

○補生活保護扶助費 3,417,231

○単生活保護法第73条県費負担金 50,930

Ⅵ 救 助 費

1. 災害救助・災害救援事 41,148 41,502 災害救助備蓄物資の購入等に要する経費

業 ○単

2. 住家被害認定士養成事 1,303 1,303 災害発生時に迅速かつ的確に住家被害認定をするために行

業 ○単 う和歌山県住家被害認定士の養成に要する経費

Ⅶ 保 健 所 費

1. 保健所運営事業 ○単 58,739 49,498 県立保健所の運営管理に要する経費

子ども未来課
Ⅰ 社会福祉総務費

1. 地域少子化対策強化事 4,000 16,000 市町村が実施する地域の実情に応じた少子化対策に対する

業 ○補 補助に要する経費

Ⅱ 子ども・女性・障害者相談センター費

1. 相談センター改修事業○単 39,907 97,231 子ども・女性・障害者相談センターの施設及び設備の改修

に要する経費

Ⅲ 女性保護更生費

1. 女性相談所等運営管理 22,477 19,853 女性相談所、一時保護所、女性保護施設及び紀南ＤＶセン

事業 ○補○単 ターの運営に要する経費

2. 性暴力救援センター和 6,000 4,497 性暴力救援センター和歌山の運営及び性暴力被害者支援に

歌山運営事業 ○補 要する経費

Ⅳ 児童福祉総務費

1. 次世代育成支援関係職 3,910 5,474 幼稚園、保育所、認定こども園の職員や放課後児童健全育

員研修事業 ○補○単 成事業に従事する職員等の資質向上を図る研修会に要する

経費

2. 放課後児童健全育成対 141,519 58,934 放課後児童クラブ等の整備に対する補助に要する経費

策等施設整備事業 ○単

3. 中央児童相談所運営管 13,642 13,372 中央児童相談所の運営に要する経費

理事業 ○補○単

4. 子どもと家庭のテレフ 3,155 3,121 子供、家庭、女性の様々な悩みについての電話相談に要す

ォン110番事業 ○補○単 る経費

5. 子どもメンタルクリニ 6,513 6,621 こころの悩みを抱えた児童及び保護者に対する児童精神科

ック運営事業 ○単 医による診療に要する経費

6. 紀南児童相談所運営管 6,151 5,774 紀南児童相談所、同新宮分室の運営に要する経費

理事業 ○単

7. 児童虐待等対応機能強 2,083 2,561 複雑化する児童虐待等の問題に対応するための地域の児童

化事業 ○補○単 虐待防止や子育て支援機能の強化に要する経費

8. 紀州っ子いっぱいサポ 516,855 400,200 市町村とともに実施する第２子以降の保育料等の無償化に

ート事業 ○単 要する経費

一時預かり等利用料補助 501

保育料等補助 516,354
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9. 児童家庭支援センター 15,584 11,710 地域に開かれた子育て支援の拠点として子供や家庭等の相

運営事業 ○補 談対応、支援等を行う児童家庭支援センターの運営に要す

る経費

10. 子育て支援特別対策事 181,673 191,980 子育て支援対策臨時特例基金を活用して実施する保育所や

業 ○補 認定こども園の整備等に要する経費

11. 要保護児童対策等推進 39,400 41,342 児童養護施設の退所者等への生活支援、就労支援及び自立

事業 ○補○単 支援資金の貸付並びに児童養護施設の環境改善に要する経

費

12. わかやま結婚支援事業 24,870 16,805 婚活イベントの開催による独身男女の出会いの場の創出

○補○単 や、結婚に伴う新生活を経済的に支援する市町村への補助

等、全県的な結婚サポート体制づくりの推進に要する経費

13. 保育士人材確保事業○補○単 33,707 127,530 保育士人材確保と認定こども園従事者の資質向上を図るた

めに実施する修学資金の貸付や研修等に要する経費

14. 子ども・子育て支援事 2,998,585 2,573,475 市町村が行う教育・保育施設の運営、地域型保育事業の実

業 ○補○単 施、子育て世代包括支援センターの設置及び地域子ども・

子育て支援事業等に対する補助に要する経費

15. 子育て支援員養成事業 6,128 8,750 地域における子育て支援の担い手となる子育て支援員の養

○補○単 成に要する経費

16. 児童相談所体制強化事 18,704 18,280 児童相談所職員の資質向上のための研修等、児童相談所に

業 ○補○単 おける体制強化に要する経費

17. 社会的養護体制整備・ 20,148 20,142 里親等への支援を行う里親支援機関の運営に要する経費

促進事業 ○補

18. 認定こども園施設整備 314,721 128,576 認定こども園の設置促進のための施設整備及び緊急環境整

事業 ○補 備に要する経費

19. 和歌山こども食堂支援 1,000 2,000 子供の居場所づくりを行う団体等の活動の支援に要する経

事業 ○単 費

20. 児童養護施設改築整備 75,000 56,250 児童養護施設が行う改築等整備に対する補助に要する経費

事業 ○補

21. 結婚・子育て応援企業 3,446 1,248 企業を交えた結婚・子育ての社会機運の醸成に要する経費

支援事業 ○補

22. ○新わかやま子供の未来 9,508 － 県内における子供の生活実態調査に要する経費

応援事業 ○補

23. ○新在宅育児支援事業 ○単 210,000 － 在宅で第２子以降の０歳児を育てる家庭への支援に要する

経費

Ⅴ 児 童 措 置 費

1. 児童福祉施設措置費事 2,638,319 2,546,893 児童福祉施設等の運営に要する経費

業 ○補○単

2．児童手当負担金事業 ○単 2,055,748 2,038,804 児童手当の県負担に要する経費

Ⅵ 母 子 福 祉 費

1. 児童扶養手当給付事業 1,042,417 1,021,879 母子家庭及び父子家庭等に対する児童扶養手当の給付に要

○補○単 する経費

2. ひとり親家庭医療費助 519,258 521,747 市町村が実施する母子家庭及び父子家庭の医療費支給事業

成事業 ○単 の助成に要する経費

3. 母子家庭等就業・自立 24,892 25,056 母子家庭の母及び父子家庭の父等の就労支援等に要する経

支援事業 ○補○単 費

4. わかやまひとり親家庭 10,205 18,023 ひとり親家庭の児童への養育サービスの提供及び自立支援

アシスト事業 ○補○単 に向けた相談等に要する経費
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Ⅶ 児童福祉施設費

1. 仙渓学園運営管理事業 42,954 44,155 仙渓学園の運営管理に要する経費

○補○単

長 寿 社 会 課
Ⅰ 社会福祉総務費

1. 福祉人材センター運営 71,999 71,020 福祉人材の育成と福祉職場への就労促進に要する経費

事業 ○補○単

2. 外国人介護福祉士候補 9,278 7,295 外国人介護福祉士候補者受入に係る施設学習支援に要する

者受入施設学習支援事 経費

業 ○補

Ⅱ 老 人 福 祉 費

1. 喜びの国づくり推進事 18,600 19,999 高齢者の生きがいづくりや社会参画の促進に要する経費

業 ○単

2. 社会活動振興・指導者 48,601 49,596 地域における老人クラブの社会活動に対する助成に要する

等育成事業 ○補○単 経費

3. 老人医療費県単独支給 6,193 6,288 市町村が行う67歳から69歳までの老人医療費の支給事業に

事業 ○単 対する助成に要する経費

4. 軽費老人ホーム運営補 269,102 265,916 身体機能の低下や独立生活に不安がある等の理由により、

助事業 ○単 在宅での生活が困難な高齢者が利用する軽費老人ホームの

運営に対する補助に要する経費

5. 老人福祉施設整備事業 516,194 1,714,709 老人福祉施設整備の助成に要する経費

○補○単

6. 介護実習・普及センタ 12,772 13,338 介護知識や介護技術等の普及促進及び介護職員の研修等の

ー運営委託事業 ○単 事業を行う介護実習・普及センターの運営に要する経費

7. 和歌山県高齢者居宅改 1,300 1,480 介護保険における住宅改修制度を補完するため、一定の低

修補助事業 ○単 所得世帯に対し市町村が補助する住宅改修費用への助成に

要する経費

8. 認知症等ケアサポート 4,428 8,348 認知症高齢者等を介護する職員の知識及び技術の向上を図

推進事業 ○補○単 るために実施する研修に要する経費

9. 介護保険指定事業者指 15,026 12,734 利用者に対して良質なサービスを提供するために行う指定

導等事業 ○補○単 事業者への各種情報の提供や指導等に要する経費

10. 介護保険制度研修事業○補 4,906 5,727 公平公正な要介護認定が行われることを目的として介護認

定審査会委員等の実務者の資質向上のために実施する研修

に要する経費

11. 介護保険制度施行事業 14,160,999 14,027,981 介護保険給付費及び低所得者保険料軽減の県負担金、低所

○補○単 得者の利用者負担額の軽減措置、介護給付の適正化対策及

び制度啓発等に要する経費

12. 介護保険財政安定化基 17,684 109,804 市町村の介護保険財政の安定化を図るため、保険料の未納

金事業 ○単 や給付費増等に起因する財政不足について、資金の貸付・

交付を行うための基金の管理に要する経費

13. 認知症対策総合推進事 20,793 10,012 認知症に関する総合的かつ継続的な支援体制の確立を図る

業 ○補 ために要する経費

14. 地域包括支援センター 926 926 地域包括支援センター職員の課題対応能力の向上等、機能

強化支援事業 ○単 強化を図るための研修に要する経費

15. 介護支援専門員資質向 3,746 12,198 介護支援専門員の資質向上及び資格取得のために実施する

上研修事業 ○補○単 研修に要する経費
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16. 地域支援事業交付金事 711,668 577,383 市町村が実施する介護予防の推進や地域包括支援センター

業 ○単 の運営等に対する補助に要する経費

17. 高齢者権利擁護推進事 3,224 3,224 高齢者の尊厳を守るために行う高齢者虐待防止専門職相談

業 ○補 窓口の設置や研修等に要する経費

18. 地域見守り協力員制度 13,650 13,000 高齢者等への「見守り」や「声かけ」等を通じた住民同士

事業 ○単 が支え合う見守り体制の構築に要する経費

19. わかやまシニアのちか 4,504 6,145 元気な高齢者が地域で活躍できる仕組づくりや有償ボラン

ら活用推進事業 ○補 ティア活動創出への支援に要する経費

20. 介護人材確保対策事業○補 15,068 14,306 介護現場への新規就労の促進に要する経費

21. 第32回全国健康福祉祭 102,532 18,976 第32回全国健康福祉祭和歌山大会に向けた各交流大会会場

和歌山大会開催準備事 地市町実行委員会等との連携や開催要領策定等の開催準備

業 ○単 に要する経費

22. 介護事業所内保育所支 33,800 58,200 介護事業所内保育施設の施設整備費、開設準備費及び運営

援事業 ○補 経費に対する助成に要する経費

23. 自立支援型ケアマネジ 13,977 20,873 自立支援型ケアの理念や手法を普及させるために開催する

メント推進事業 ○補 地域ケア個別会議への支援に要する経費

24. 若年性認知症対策支援 3,266 3,062 若年性認知症の人やその家族を支援する若年性認知症支援

事業 ○補 コーディネーターの設置等に要する経費

25. わかやま元気シニア生 9,537 15,518 社会参加活動等を希望する高齢者が活躍できる仕組みを推

きがいバンク事業 ○補○単 進するための人材バンクの運営に要する経費

障 害 福 祉 課
Ⅰ 社会福祉総務費

1. 重度心身障害児（者） 1,000,736 1,009,311 市町村が行う重度心身障害児者への医療費支給事業に対す

医療費支給事業 ○単 る助成に要する経費

2．障害者援護事業 ○補○単 5,053,966 4,668,916 障害福祉サービス事業所等への自立支援給付費の負担等に

要する経費

3. 自立支援医療事業 ○補○単 1,964,528 1,869,794 自立支援医療費の支給等に要する経費

Ⅱ 障害者福祉費

1．障害者社会参加促進事 15,879 7,434 障害者の社会活動への参加を促進するための各種生活訓練

業 ○補○単 や手話通訳の配置等に要する経費

2．特別障害者手当等支給 90,923 93,153 特別障害者手当等の支給に要する経費

事業 ○補

3．障害者スポーツ振興事 19,761 21,218 全国障害者スポーツ大会への選手団派遣や各種スポーツ大

業 ○補○単 会開催等に要する経費

4. 福祉のまちづくり推進 2,392 2,398 福祉のまちづくり推進のための啓発及び障害者の弁護士相

事業 ○補○単 談に要する経費

5. 身体障害者補助犬給付 1,944 1,944 身体障害者の自立と社会参加を促進するための補助犬（介

事業 ○補 助犬、聴導犬、盲導犬）の給付に要する経費

6．市町村地域生活支援事 294,297 273,226 市町村が実施する地域生活支援事業等に対する補助に要す

業 ○単 る経費

7. 県相談支援体制整備事 20,847 20,847 障害者の相談支援体制を整備するために行うアドバイザー

業 ○補○単 の派遣等に要する経費

8．盲ろう者向け通訳・ガ 3,981 8,287 盲ろう者向け通訳・ガイドヘルパーの派遣に要する経費

イドヘルパー派遣事業○補

9．障害福祉従事者資質向 6,904 7,700 障害者の自立と社会参加を促進するために行う関係職員の

上研修事業 ○補 資質向上を図る研修に要する経費
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10．障害者支援施設整備事 333,490 169,642 障害者支援施設等の整備等に対する補助に要する経費

業 ○補

11. チャレンジド工賃水準 15,609 18,383 障害者就労支援施設等の製品販売促進等のコーディネート

倍増事業 ○補 や展示即売会の開催等に要する経費

12. チャレンジド就労サポ 9,164 9,049 一般就労を希望する障害者に対する企業等における職業体

ート事業 ○補○単 験の機会の提供及び知的障害者・発達障害者介護職員初任

者養成研修に要する経費

13．発達障害者支援体制整 28,780 28,745 発達障害児者に対し乳幼児期から成人期までの各ライフス

備事業 ○補 テージに対応した支援を行う発達障害者支援センターの設

置に要する経費

14. グループホーム充実支 22,648 23,794 グループホームの整備及び支援者（世話人等）への研修に

援事業 ○補 要する経費

15. 障害者虐待防止対策支 1,117 1,117 障害者虐待の未然防止、早期対応等のための関係機関等の

援事業 ○補 協力体制構築及び事業所従事者等研修の実施に要する経費

16. 発達障害支援者養成事 720 720 発達障害児者やその家族がより身近な地域で気軽に相談で

業 ○補 きる重層的な支援体制の構築のための人材養成に要する経

費

17. 難聴児補聴器購入費補 1,605 1,000 身体障害者手帳の対象外となっている軽度・中度難聴児の

助事業 ○単 言語発達等の遅れを防止するために市町村が実施する補聴

器購入支援に対する補助に要する経費

18. あいサポート運動推進 3,092 3,528 障害のある人や障害の特性を理解し、見守りやサポートを

事業 ○単 実践するあいサポーターの養成やヘルプマークの交付等に

要する経費

19. 発達障害者地域支援機 4,311 4,311 発達障害児者やその家族の支援体制の強化を図るために実

能強化事業 ○補 施する市町村職員等を対象とした研修に要する経費

20. 障害者スポーツ普及事 2,671 2,533 障害者スポーツを身近で楽しめるように､総合型地域スポ

業 ○単 ーツクラブ等での合同教室の開催に要する経費

21. 和歌山県視聴覚障害者 74,860 74,860 和歌山県視聴覚障害者情報提供施設の指定管理者による管

情報提供施設維持管理 理運営に要する経費

運営委託事業 ○補○単

22. ○新障害者芸術文化活動 3,395 － 第21回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会（仮称）に向

推進事業 ○補 けた障害者の芸術活動の活性化のために実施する作品展の

開催等に要する経費

23. ○新全国障害者芸術・文 3,245 － 第21回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会（仮称）に向

化祭わかやま大会（仮 けた実行委員会設立等の開催準備に要する経費

称）準備事業 ○単

Ⅲ 児童福祉総務費

1. 在宅リハビリテーショ 33,845 33,845 地域の在宅心身障害児者及びその家族の福祉の向上を図る

ン推進強化事業 ○補 ための在宅療育等に関する相談、各種福祉サービスの提供

の援助、調整等に要する経費

2．重症心身障害児者等在 28,836 28,836 重症心身障害児者等の地域生活を支援する関係機関の連携

宅医療等連携体制整備 体制を構築するための看護師等の配置に要する経費

事業 ○補

Ⅳ 児 童 措 置 費

1. 児童福祉施設給付費事 1,404,421 1,284,701 児童福祉施設等への障害児通所給付費の負担等に要する経

業 ○補○単 費

Ⅴ 精 神 衛 生 費

1. 精神保健福祉事業 ○補○単 17,873 21,179 精神障害者の医療費の公費負担等に要する経費
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2. こころのケア対策事業 4,305 4,427 保健所等で行うこころの健康相談及び大規模災害時等にお

○補○単 ける災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）等のこころのケ

ア活動に要する経費

3. 精神保健福祉センター 10,889 10,649 精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るために

運営事業 ○補○単 設置した精神保健福祉センターの運営に要する経費

4. 精神科救急医療体制整 54,266 54,505 緊急に医療を必要とする精神障害者等のための医療体制の

備事業 ○補○単 確保、一元的相談窓口の設置に要する経費

5. 障害者就業・生活支援 32,963 32,963 障害者の就業面の支援と生活面の支援を一体的に行う障害

センター運営事業 ○補 者就業・生活支援センターの運営に要する経費

6. 精神障害者地域生活支 11,114 15,084 精神科病院に入院している精神障害者の地域移行と地域定

援体制整備事業 ○補 着の支援及び未受診や治療中断の状態にある在宅の精神障

害者に対する医療・福祉・保健の多職種チームによる訪問

等に要する経費

7. ひきこもりお助けネッ 13,650 13,762 社会的ひきこもりの状態にある人の自立と社会参加を促進

ト事業 ○補○単 するために相談・訪問や居場所提供等を実施する者に対す

る補助等に要する経費

8. “命”のセイフティネ 83,143 32,554 県内における総合的な自殺対策（事前予防、危機介入、事

ットワーク事業 ○補 後対応）に要する経費

9. 高次脳機能障害及びそ 5,867 3,772 脳血管疾患や交通事故等により脳機能に障害を受けた人を

の関連障害に対する支 支援する拠点機関での相談支援、普及啓発及び研修に要す

援普及事業 ○補 る経費

10. アルコール健康障害対 580 203 アルコール健康障害対策の普及啓発等に要する経費

策事業 ○補

<健 康 局>

医 務 課
Ⅰ 公衆衛生総務費

1. こころの医療センター 922,015 608,545 こころの医療センターの運営等に要する経費

事業運営指導事業 ○単

2. 安心して出産できる医 51,454 51,043 周産期医療体制の整備・推進及び周産期母子医療センター

療体制づくり事業 ○補○単 の運営補助に要する経費

Ⅱ 医 務 費

1．へき地医療対策事業 138,428 146,951 無医地区等医療機関を利用することが困難な地域における

医療の確保と充実に要する経費

○単自治医科大学運営費負担金 128,400

○補へき地診療所運営補助金 4,035

○補へき地患者輸送車運行費補助金 764

○補へき地診療所設備整備費補助金 4,644

○単その他 585

2．救急医療対策事業 631,297 636,800 救急医療体制の確保と充実に要する経費

○補○単救命救急センター運営費補助金（３施設） 263,792

○補ドクターヘリ運航事業補助金 248,607

○補救急医療情報センタ－管理運営委託 109,715

○補○単その他 9,183

3．災害医療対策事業 ○補○単 4,653 6,370 災害時における医療救護等を円滑に実施するために行う医

療施設や体制の整備、災害医療訓練に要する経費
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4．医療安全推進対策事業○単 3,708 3,704 医療に関する患者の不安や相談に迅速に対応する体制構築

に要する経費

5. あんしん子育て救急整 25,992 25,022 小児救急医療体制の確保と充実に要する経費

備事業 ○補

6. 子ども救急相談ダイヤ 19,381 9,245 小児科医師等による平日夜間及び土日祝日の小児救急患者

ル（＃8000）事業 ○補 向け電話相談体制の整備に要する経費

7. 医師確保対策事業 ○補 5,116 5,116 地域医療を担う医師及び臨床研修医の確保と充実を図るた

めに実施するＰＲ事業等に要する経費

8. 医師確保修学資金事業○単 137,400 143,400 へき地医療等に将来従事しようとする医学生に対する修学

資金の貸付に要する経費

9. 地域医療推進施設設備 214,804 442,955 医療施設の療養環境改善、診療機能の強化のために行う施

等整備事業 ○補 設、設備等の整備及び有床診療所等におけるスプリンクラ

ー等の設置等の補助に要する経費

10. 病院勤務医が働きやす 20,458 19,265 病院勤務医等の処遇改善のための手当支援に要する経費

い環境づくり事業 ○補

11. 地域医療支援センター 52,851 53,459 地域医療に従事する医師の支援等を行う地域医療支援セン

運営事業 ○補 ターの運営に要する経費

12. 医療勤務環境改善推進 2,837 3,218 医療従事者の確保や質の向上を図る和歌山県医療勤務環境

事業 ○補 改善支援センターの運営等に要する経費

13. 地域医療介護総合確保 1,184,352 1,863,738 医療・介護サービスの提供体制改革のための地域医療介護

基金事業 ○補 総合確保基金の造成に要する経費

14. 出産できる環境を堅持 31,810 31,864 出産できる環境を堅持するために行う、不足する産科医師

するための産科医師支 の確保や産科医師の当直応援に対する支援に要する経費

援事業 ○補

15. 病床機能の分化・連携 603,080 603,080 地域医療構想の実現に向け、病床機能の分化・連携を進め

のための体制整備事業○補 るため、病床の機能転換等を行う医療機関の施設改修・設

備整備支援に要する経費

16. わかやま在宅医療推進 38,100 29,350 在宅医療推進のため、医療機関が行う訪問診療・往診に必

安心ネットワーク促進 要な医療機器等の整備支援や患者の退院を支援する看護師

事業 ○補 を養成するための研修に要する経費

17. 遠隔医療推進事業 ○補 15,221 11,021 県内公的病院等における遠隔医療支援体制の構築に要する

経費

18. 緊急時医師派遣・若手 40,000 40,000 緊急時医師派遣体制の整備及び地域医療を担う若手医師の

医師支援事業 ○補 キャリア形成支援に要する経費

19. 特定診療科医師確保対 7,770 4,500 不足する特定診療科医師（小児科、精神科、救急科）に対

策事業 ○単 する研修・研究資金の貸付に要する経費

20. 小児医療連携緊急措置 8,500 8,500 東牟婁地域の医療機関連携による小児医療体制充実に要す

事業 ○単 る経費

21. 患者及び家族の思いを 3,232 3,030 人生の最終段階における医療の意思決定を推進するための

つなぐ医療支援事業 ○補 研修会や講演会、高齢者等救急搬送時の意思確認体制整備

に向けた研修会等に要する経費

Ⅲ 保健師等指導管理費

1. 看護職員充足対策事業 33,619 131,994 看護職員の確保充実を図るための看護職員の県内定着、離

職防止対策等に要する経費

○補○単看護職員修学資金貸付金 19,344

○補新人看護職員研修事業補助金 10,290

○補○単その他 3,985

2. ナースセンター事業○補○単 12,031 10,476 未就業看護職員の再就業の促進等、看護職員の確保対策の

拠点となるナースセンターの運営に要する経費
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3. 病院内保育所設置促進 59,987 56,030 病院及び診療所における医療従事者の確保を図るために行

事業 ○補○単 う病院内保育施設の設置及び運営に対する補助に要する経

費

4. 看護職員養成強化対策 177,734 59,547 看護職員の不足解消を図るための看護師等養成所の運営及

事業 び耐震整備に対する支援に要する経費

○補○単看護師等養成所運営事業補助金 61,387

○補医療施設等耐震整備事業補助金 101,347

○補看護大学運営事業補助金 15,000

5. 地域包括ケアシステム 3,178 8,819 地域包括ケアシステムを支える看護職員の確保を図るため

を支える看護職員の育 の特定行為研修の受講支援等に要する経費

成支援事業 ○補

Ⅳ 看 護 学 校 費

1. 高等看護学院運営事業 93,763 43,614 県立高等看護学院における助産師、看護師の養成に要する

○補○単 経費

2. なぎ看護学校運営事業○単 28,216 25,106 県立なぎ看護学校における看護師の養成に要する経費

Ⅴ 医 科 大 学 費

1. 公立大学法人運営事業○単 5,806,520 5,721,801 公立大学法人和歌山県立医科大学の業務運営に必要な財源

の交付等に要する経費

2．和歌山県立医科大学薬 436,664 126,949 和歌山県立医科大学の薬学部設置に要する経費

学部設置事業 ○単

健 康 推 進 課
Ⅰ 児童福祉総務費

1. 乳幼児医療費助成事業○単 709,057 732,931 市町村が行う乳幼児医療費の支給事業に対する助成に要す

る経費

Ⅱ 公衆衛生総務費

1. 先天性代謝異常等検査 15,111 16,771 疾病を早期に発見し、早期の治療につなげるために行う新

事業 ○単 生児の血液検査に要する経費

2. 母子保健医療費助成事 112,778 118,733 小児慢性特定疾病や結核にかかっている児童等に対する医

業 ○補○単 療給付等に要する経費

3. 乳幼児発達相談指導事 3,032 3,236 心身の成長発達のための支援を必要とする乳幼児とその保

業 ○単 護者に対する発達及び療育に関する指導助言等に要する経

費

4. こうのとりサポート事 121,038 118,897 不妊に悩む夫婦を経済面・精神面から支援するため、特定

業 ○補○単 不妊治療費助成、一般不妊治療費助成、不妊専門相談等の

実施に要する経費

5. 栄養改善指導事業 ○受○単 1,969 1,917 県民の健康状態、食生活の状況等を把握するための国民健

康・栄養調査及び給食施設従事者等の資質向上のための研

修等に要する経費

6. 健康長寿のための地域 13,109 9,197 地域に根ざした健康づくり運動を展開するための地域、職

・職域連携事業 ○補○単 域、学校等の連携や健康推進員制度の運用に要する経費

7. 健康長寿わかやま県民 10,243 6,102 健康長寿わかやま県民運動として、同運動推進大会の開催

運動推進事業 ○単 や健康事業所の認定、健康教育を実施するための統一啓発

教材の作成等に要する経費

8. みんなで実践！健康づ 2,956 28,515 運動習慣の定着や自治会活動を促進し、地域密着の健康づ

くり運動ポイント事業○単 くりを推進するための広報やシステム保守等に要する経費
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Ⅲ 結 核 対 策 費

1. 結核予防事業 ○補○単 8,019 8,238 結核の予防及び感染拡大防止のために実施する結核定期健

康診断及び接触者健診・精密検査等に要する経費

2. 結核医療費助成事業○補○単 16,947 16,507 結核医療の適正化を図るための診査協議会の開催及び患者

の医療費負担軽減のための助成に要する経費

3. 結核予防啓発事業 ○補○単 5,239 5,239 結核に関する認識を高め、早期受診・治療につなげるため

に実施する広報啓発・研修に要する経費

Ⅳ 予 防 費

1. 市町村健康増進事業支 56,002 54,637 市町村が行う健康増進事業に対する補助及び指導等に要す

援事業 ○補○単 る経費

2．がん対策推進事業 ○補○単 67,346 65,374 総合的ながん対策推進のために実施するがん検診やがん診

療体制の充実強化等に要する経費

3. 伝染性疾患予防対策事 2,511 2,625 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

業 ○補○受○単 に基づく防疫措置及び市町村防疫事業に対する負担等に要

する経費

4. 予防接種対策事業○補○受○単 18,059 18,080 予防接種の適正実施のための調査及び接種による健康被害

者に対しての救済措置に要する経費

5. 結核・感染症発生動向 5,489 5,560 結核・感染症の発生動向を把握するために実施する情報収

調査事業 ○補 集及び検査を行うために要する経費

6. エイズ予防対策事業 ○補 3,902 4,202 ＨＩＶ感染者の早期治療及び感染拡大防止のための抗体検

査やエイズ電話相談及びＨＩＶに関する正しい知識の啓発

のための研修等に要する経費

7. 難病対策事業 ○補○単 1,378,418 1,313,544 難病患者の療養生活を支援するために実施する指定難病患

者等に対する医療費公費負担等に要する経費

8. ハンセン病対策事業 ○単 1,234 1,234 ハンセン病についての偏見・差別解消のために実施する療

養所入所者の里帰り、県民の療養所訪問や正しい知識の啓

発活動等に要する経費

9. 原爆被爆者対策事業 100,988 108,121 原爆被爆者の援護のために実施する被爆者健康手帳の交

○補○受○単 付、被爆者健康診断、各種手当の認定・支給等に要する経

費

10. 難病患者相談支援事業○補 1,293 1,304 難病患者の療養生活を支援するため、県立保健所が行う医

療相談及び訪問相談等に要する経費

11. 感染症対策事業 ○補○単 33,590 35,676 感染症の予防とまん延防止のために行う感染症患者の入院

治療に係る医療体制及び患者移送体制の整備に要する経費

12. 難病・子ども保健相談 2,670 2,758 難病患者、小児難病等長期療養児及びその家族の療養上、

支援センター運営事業○補 日常生活上での悩みや不安等の解消を図るために行う相談

支援等に要する経費

13. 健康危機管理対策事業 671 671 新型インフルエンザ対策等の健康危機事象発生の予防と健

○補○単 康被害拡大防止のための防疫資材の配備及び研修等に要す

る経費

14. 肝炎対策事業 ○補 151,347 198,242 Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスによる肝炎患者の早期治療を促進

するための抗ウイルス療法に係る医療費助成及び重度肝硬

変・肝がん患者の入院医療に係る負担の軽減に要する経費

15. 人工呼吸器利用者の電 800 800 大規模災害等による長期停電発生時における在宅人工呼吸

源確保事業 ○補○単 器の電源機能を確保するため、医療機関が整備する貸出用

非常用自家発電機に対する補助に要する経費

16．がん検診・健康診査機 164,943 252,144 がん検診受診率の向上、検診精度の向上を図るための検診

器整備事業 ○単 車の更新に要する経費

17．がん先進医療支援事業○単 7,875 6,518 公的医療保険の適用がない先進医療を希望するがん患者の

治療費の補助に要する経費
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18．在宅難病患者療養支援 8,740 9,193 在宅で療養する難病患者や家族の体力的、心理的負担を軽

事業 ○補 減するために行う在宅難病患者の一時的な入院に要する経

費

19．がん検診体制強化事業 6,684 7,711 市町村が実施するがん検診の質の向上を図るために行う実

○補○単 施状況に関する分析・評価・公表やがん検診従事者の研修

に要する経費

Ⅴ 医 務 費

1. 歯科保健対策事業 ○補○単 5,528 7,659 県民の歯・口腔の健康づくりを推進するための知識の普及

啓発や口腔内状況を把握するための調査、歯科保健従事者

の資質向上のための研修等に要する経費

2. 在宅歯科医療推進事業○補 1,881 1,881 在宅歯科医療を推進するために実施する歯科衛生士の復職

を促す研修や在宅歯科医療を実施している歯科診療所等が

行う在宅療養者の口腔ケアに必要な機器等の整備に要する

経費

国民健康保険課
Ⅰ 老 人 福 祉 費

1. 後期高齢者医療費支給 11,384,153 10,645,368 75歳以上及び65歳から74歳の一定の障害認定を受けた人に

事業 ○単 対する医療の給付に要する経費

2．後期高齢者医療財政安 1,646 1,880 後期高齢者医療広域連合の保険財政の安定を図るため、保

定化基金事業 ○単 険料の未納や給付費増等による財源不足に対する資金の貸

付や交付を行うための基金の積立に要する経費

3．後期高齢者医療制度充 2,877,040 2,792,335 後期高齢者医療制度の安定を図るために行う保険料の軽減

実対策事業 ○単 措置や高額医療費に対する支援に要する経費

Ⅱ 国民健康保険連絡調整費

1. 国保財政健全化対策事 191,433 193,170 地方単独福祉医療制度の実施に伴う国保財政への波及に対

業 ○単 する補助に要する経費

2. 国保制度充実対策事業○単 4,917,499 5,081,257 国民健康保険制度の安定を図るために行う保険料の軽減措

置や高額な医療費に対する支援等に要する経費

3．国保保険給付費等交付 5,616,544 6,316,769 市町村の国保財政の安定化を図るために行う市町村間の財

金事業 ○単 政調整に要する経費

4．特定健診・特定保健指 135,524 136,773 市町村国保が実施する特定健康診査・特定保健指導に対す

導支援事業 ○単 る財政支援に要する経費

薬 務 課
Ⅰ 医 務 費

1. 臓器移植推進事業 ○単 7,635 7,156 常勤設置する県臓器移植コーディネーターによる県民や医

療機関への普及啓発、連絡調整体制の整備など県内におけ

る臓器移植の推進に要する経費

Ⅱ 薬 務 費

1. 薬局等適合性調査事業 13,144 14,413 県民に安全で品質の高い医薬品等を提供するために行う医

○受○単 薬品等製造業や薬局等の許認可及び毒物劇物製造業の登録

事務等に要する経費

2. 医薬品等監視指導事業 3,281 3,281 不正不良医薬品等を排除し、県民の健康を守るために行う、

○受○単 医薬品等の製造業者や販売業者、医薬品等や毒物劇物を業

務上取り扱う者等に対する監視指導に要する経費
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3. 医薬品安全使用推進事 10,496 9,206 県民が安全で適正に薬を使用できるようにするための薬局

業 ○受○単 ビジョンや後発医薬品の使用の推進等に要する経費

4. 麻薬等取締対策事業 ○単 1,038 1,038 麻薬・覚醒剤等不正事犯の取締り、不正防止のための指導

や講習会の実施、不正大麻・けしの取締り等に要する経費

5. 薬物乱用対策事業 ○単 6,808 11,286 危険ドラッグの乱用を防止するための規制並びに薬物乱用

防止のための啓発、薬物相談及び青少年に対する予防啓発

に要する経費

6. 献血推進対策事業 ○単 4,217 4,217 若年層を重点とした献血思想の普及啓発や献血推進組織の

拡大等による安定した血液の需給体制の確立に要する経費

7. 骨髄バンク普及推進事 1,463 1,463 造血幹細胞移植に関する正しい知識の普及啓発、保健所に

業 ○単 おける骨髄バンク登録窓口業務、献血併行型ドナー登録会

実施等に要する経費

8. 医薬品等緊急対策事業○単 6,561 65,548 大規模災害や新型インフルエンザ発生時に必要となる医薬

品等の確保や毒物劇物による危害防止対策に要する経費
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