
 
 
 
 

第 ３  健 康 福 祉 部 各 課 の 
      事 業 体 系 ・ 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※平成 27年 4月 1日現在 
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45

45

52（新）施設通所等交通費支援事業（御所浦地域振興策）御所浦地域振興策

52
生涯現役社会の実現
に向けた取組 （新）地域の絆づくり推進事業

49

48

49

社会福祉功労者表彰（単）

県社協活動助成費

社会福祉法人指導監督事務

48

48民生委員費

県ボランティアセンター事業費補助

47

地域共生くまもとづくり事業（単） 47

48

地域の支事おこし事業（単）

社会福祉施設借入金利子補給事業（単）

46

地域の結いづくり活き活き事業 47

健軍くらしささえ愛工房管理事業（単） 46

地域の縁がわ彩り事業（単）

　１　健康福祉政策課　事業体系

42

社会福祉審議会（単） 41

41保健医療計画推進事業（単）
健康福祉施策の総合
的な推進

「（新）」は新規事業、「（単）」は県単独事業を表す

41災害派遣福祉チーム（熊本ＤＣＡＴ）事業（単）

43

衛生総合情報システム運営費

福祉総合情報システム運営費

地域福祉計画推進・支援事業（単）

福祉人材緊急確保事業 44

44

46

福祉人材センター運営事業

外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業

頁

地域保健医療推進協議会費（単） 42

厚生統計調査事業

40

40

保健医療計画策定・検討事業（単） 41

権利擁護のための支
援体制の整備

保健・医療・福祉を支
える人材の育成と体
制の整備

やさしいまちづくりの
推進

地域における福祉活
動の推進と相談体制
の充実

やさしいまちづくりの
計画的推進

市町村、事業者、県民
への啓発と支援

49

50

50

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）

福祉サービス運営監視・苦情解決事業

福祉サービス第三者評価推進事業（単）

50
やさしいまちづくり推進協議会等運営事業
（単）

UDやさしいまちづくり普及啓発事業（単） 51

保健・医療・福祉を支
える人材の育成

43

保健福祉職員研修（単） 44

社会福祉施設人材確保応援事業（単）

45(新)介護福祉士等修学資金貸付事業

安全で安心できる県
民生活の確保

被災者の救助・支援

災害被災者の救助

被災者生活再建支援制度実施事業

情報通信技術を活用
した行政・公共サービ
スの展開

保健・医療・福祉分野
における高度情報化
の推進
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災害被災者の救助 

 
１ 災害救助法による災害救助 
火災、風水害、地震等の災害のため一定規模以上の被害が生じた場合で、被災者が現に応急的救助を必要とする

場合に、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に応急的な救助を行い、被災者の保護

と社会秩序の保全を図る。具体的な救助業務については県が行うが、救助を迅速に行うため、事務の一部を市町村

が行うこととすることができる。 

〈救助の種類〉 避難所の設置、応急仮設住宅の供与、炊出しその他による食品の給与、飲料水の供給、被服、寝

具その他生活必需品の給与又は貸与、医療、助産、災害にかかった者の救出、災害にかかった住

宅の応急修理、学用品の給与、埋葬、死体の捜索、死体の処理、障害物の除去、輸送費及び賃金

職員等雇上費、実費弁償 
２ 災害援護資金の貸付 
災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、市町村が条例に基づき貸付を行う

もので、県はその貸付原資の全額を市町村に貸し付けて被災者の援護を行っている。 
３ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給 
災害により死亡した者の遺族及び災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた住民に対し、市町村が条例に
基づき災害弔慰金（生計維持者500万円以内 その他250万円以内）及び災害障害見舞金（生計維持者250万円以内そ
の他125万円以内）を支給する場合、県はその経費の一部を市町村に補助して遺族及び障がいを受けた者の援護を
行っている。 

 
 
 
 

被災者生活再建支援制度実施事業                     （事業開始年度：平成11年度） 

実 施 主 体 県 負 担 割 合 国１／２ 基金１／２ 
平成27年度予算額 －千円 （根拠法令等） 

被災者生活再建支援法第３条 平成26年度予算額 －千円 
＜目  的＞ 
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用

して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速

やかな復興に資することを目的としている。 
＜事業内容＞ 
被災者生活再建支援金の支給 
被災者生活再建支援法の対象となる自然災害が発生し、居住する住家が全壊または大規模半壊となった世帯から

の申請により、住宅の被害程度と再建方法に応じた支援金を支給する。 

支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。 

 ① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の被害程度 全 壊 大規模半壊 

支給額 １００万円 ５０万円 

② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 建設・購入 補 修 賃 借 

支給額 ２００万円 １００万円 ５０万円 

＊ 世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額 
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災害派遣福祉チーム（熊本ＤＣＡＴ）事業○単              （事業開始年度：平成25年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０/１０ 

平成27年度予算額 1,358千円 （根拠法令等） 

災害救助法、熊本県地域防災計画 
平成26年度予算額    1,428千円 

＜目  的＞ 

災害の発生時に、避難所等において、高齢者や障がい者などの生活に介助が必要な方々を支援する「熊本ＤＣＡ

Ｔ」の派遣に備え、体制を整備する。 

＜事業内容＞ 

 １ 熊本ＤＣＡＴが発災直後から避難所等において迅速に活動できるよう、熊本ＤＣＡＴ登録者に対して派遣を想

定した研修を実施する。 

 ２ 県の要請に基づく活動時の不慮の事故に備え、傷害保険に加入する。 

 
 

社会福祉審議会○単                                           （事業開始年度：昭和26年度） 

実施主体 県 負 担 割 合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 293千円 （根拠法令等） 

社会福祉法第７条 

熊本県社会福祉審議会条例 平成26年度予算額 298千円 

＜目  的＞ 

社会福祉に関する事項を調査審議する機関を設置し、知事の諮問に対し、意見の具申を行う。 

＜事業内容＞ 

社会福祉審議会の開催。 
専門分科会として、①民生委員審査専門分科会 ②児童福祉専門分科会 ③高齢者福祉専門分科会 ④身体障害者

福祉専門分科会を設置している。 
 

 

保健医療計画推進事業○単                            （事業開始年度：平成14年度） 

実施主体 県 負 担 割 合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 273千円 （根拠法令等） 

医療法第30条の4 平成26年度予算額 288千円 

＜目  的＞ 

熊本県保健医療計画の進捗状況の把握を行うなど、計画の着実な推進を図る。 
＜事業内容＞ 

熊本県保健医療推進協議会を開催し、計画に定めた評価指標の数値把握などの進捗管理を行い、計画の着実な推進

を図る。 
 

 

地域保健医療推進協議会費○単                            （事業開始年度：昭和56年度） 

実施主体 県 負 担 割 合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 2,727千円 （根拠法令等） 

医療計画の作成及び推進における保健所の役割について（H19.7.20

健総発第0720001号厚生労働省健康局総務課長通知） 平成26年度予算額 2,871千円 

＜目  的＞ 

二次保健医療圏ごとに地域保健医療推進協議会を開催し、地域保健医療計画の進捗状況の把握を行うなど、計画の

着実な推進を図る。 
＜事業内容＞ 

Ｈ 24年度策定した二次保健医療圏ごとの第６次地域保健医療計画について、各地域で地域保健医療推進協議会を
開催し、計画に定めた評価指標の数値把握などの進捗管理を行い、計画の着実な推進を図る。 
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厚生統計調査事業                        

実施主体 県 負 担 割 合 国１０／１０（国庫委託事業） 

平成27年度予算額 9,301千円 （根拠法令等） 

平成27年度厚生労働統計調査の委託について 平成26年度予算額 10,751千円 

＜目  的＞ 

 人口の動態に関する調査及び保健、医療、福祉に関する各種調査を実施し、厚生行政の基礎資料を得る。また、調

査結果は、県の行政施策に活用するほか、市町村、県民等に提供し、保健、医療、福祉の向上に役立てる。  

＜事業内容＞ 

 各種統計調査を実施するとともに、衛生統計年報等の統計資料の作成を行う。 

  （平成27年度実施予定の調査） 

調査・報告名 調 査 ・ 報 告 の 内 容 

人口動態調査 
戸籍法及び死産の届出に関する規程に基づき届けられた出生、死亡、婚姻、離婚、死産

の各事件の状況を調査 

医療施設調査 
医療施設（医療法に定める病院・診療所）を対象に、施設名、開設者、従事者数、病床

数、診療科目等を調査 

病院報告 病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び従事者の状況を報告 

地域保健・健康増

進事業報告 

保健所、市町村における保健衛生事業の活動状況、市町村における健康増進事業の実施

状況を報告 

衛生行政報告例 
県・指定都市・中核市における公衆衛生、医務、薬務関係行政の業務実績及び母体保護

統計等を報告 

介護サービス施

設・事業所調査 

介護保険施設、居宅サービス事業所等全数を対象に、介護サービスの提供体制、提供内

容を調査 

国民生活基礎調査 
国勢調査の調査区から抽出された地区の全世帯について、世帯及び世帯員の状況、家計

支出の状況等を調査 

福祉行政報告例 県・指定都市・中核市における社会福祉関係行政の業務実績を報告 

社会福祉施設等調査 社会福祉施設等の種類、名称、所在地、在所者、従事者等の状況を調査 

社会保障・人口問題

基本調査(第15回出

生動向基本調査) 

平成27年国民生活基礎調査地区内より無作為抽出した900調査地区内に居住する妻の年齢

50歳未満の夫婦を対象に結婚過程と夫婦出生力の変化の実態等を調査するとともに、18

歳以上50歳未満の独身の男女を対象に結婚への意欲等を調査 

社会保障における

公的・私的サービス 

に関する意識調査 

平成27年国民生活基礎調査地区内より無作為抽出した360単位区内の全世帯の20歳以上の

世帯員を対象に、民間の医療保険・介護保険・個人年金の加入理由、少子化対策のあり

方、社会保障の給付と負担のあり方等を調査 
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福祉総合情報システム運営費                  （事業開始年度：平成元年度） 

実施主体 県 負担割合 別記（事業ごとに記載） 

平成27年度予算額 79,911千円 
（根拠法令等） 
熊本県総合情報通信高度化計画 
社会保障・税番号制度システム整備事業実施要綱 平成26年度予算額 9,508千円 

＜目  的＞ 
急速に進む高齢化、多様化する福祉ニーズ、増大・複雑化する行政施策など急変する福祉環境の中で、事務の簡素
化・迅速化、正確化、行政需要の多様化への対応、行政サービスの質の向上を図るため、各種福祉業務の電算処理を
行う福祉総合情報システムの維持管理等を行う。 
＜事業内容＞ 
１ 福祉総合情報システムの運営（負担割合：県１０／１０） 
  システム及びハードウェアの維持管理を行う。 
（対象業務） 
①生活保護業務         ②児童福祉施設措置業務      ③児童相談業務 
④児童扶養手当支給業務  ⑤母子寡婦福祉資金貸付業務  ⑥身体障害者手帳交付業務 
⑦療育手帳交付業務      ⑧特別児童扶養手当支給業務  ⑨特別障害者手当等支給業務 
⑩理学判定業務       ⑪心身障害者扶養共済業務    ⑫女性相談業務 
（システムの構成） 
県庁のサーバーと県設置福祉事務所等のパソコンを県庁ＬＡＮで結び、各業務を行う。 

                                               

 

 

 

 

２ 福祉総合情報システムの改修（負担割合：国２／３ 県１／３（一部：国１０／１０） 

社会保障・税番号（マイナンバー）制度に対応させるため、個人番号の登録管理機能及び情報提供機能の追加

改修を行う。 

 

 

衛生総合情報システム運営費                   （事業開始年度：平成２年度） 

実施主体 県 負担割合 別記（事業ごとに記載） 

平成27年度予算額 34,250千円 （根拠法令等） 

熊本県総合情報通信高度化計画 

社会保障・税番号制度システム整備事業実施要綱 平成26年度予算額 18,952千円 

＜目  的＞ 

保健所と県庁をオンラインで結び、安全性と信頼性の高いシステムを構築し、また利活用することで、保健・医療

に関する各種データの一元化と、事務の効率化、迅速化、省力化、正確化とともに個人情報の保護を図る。 
また、保健所を地域保健医療サービスの情報拠点と位置づけ、オンラインで得た情報をもとに、データの集計・分

析をすることで、市町村や保健医療関係団体などへの情報提供機能強化、及び第６次熊本県保健医療計画の着実な施

策評価のための調査研究・企画整備機能の充実を図る。 

＜事業内容＞ 

１ 衛生総合情報システム運営事業（負担割合：県１０／１０） 
県庁のサーバーと保健所等のパソコンをオンラインで結び、次の各システム等の運用を行う。 

①看護師免許・看護従事者届システム  ②医療施設等台帳管理システム 
 ③公費負担医療費・従事者情報システム ④薬務情報・生活衛生情報・特定給食施設指導システム 
２ 公費負担医療システムの改修（負担割合：国２／３ 県１／３） 

社会保障・税番号（マイナンバー）制度に対応させるため、個人番号の登録管理機能及び情報提供機能の追加改

修を行う。 

 

 

県庁内関係課 
（社会福祉課、子ども家庭福祉課、 
障がい者支援課） 
県設置福祉事務所 
福祉総合相談所 
八代児童相談所 

サーバー 県庁 

ＬＡＮ 
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保健福祉職員研修○単                             （事業開始年度：昭和59年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 6,117千円 （根拠法令等） 

社会福祉法、地域保健法、健康福祉部研修基本方針 平成26年度予算額 6,680千円 

＜目  的＞ 

保健福祉業務に携わる職員等を対象にした研修を企画・実施するとともに、県民の健康・福祉の増進に資する人材

を育成する。 

＜研修の対象者＞ 

本庁・各出先機関・地域振興局・市町村で保健福祉業務に従事する職員 

＜事業内容＞ 

１ 集合による研修 

２ 派遣による研修 

３ 社会福祉主事の養成機関等の指定・監督等 

 

 

福祉人材センター運営事業                      （事業開始年度：平成４年度） 

実施主体 県(委託先：（福）熊本県社会福祉協議会) 負 担 割 合 国１／２ 県１／２（一部 基金１０／１０） 

平成27年度予算額 24,314千円 （根拠法令等） 

社会福祉法第93条 平成26年度予算額 24,261千円 

＜目  的＞  

福祉分野への就労を支援・促進するとともに、経営者や従事者に対する研修等を実施し、質の高い福祉人材の確保を

図る。 

＜対  象＞ 

社会福祉事業従事者、社会福祉事業経営者、社会福祉事業に従事しようとする者 

＜事業内容＞ 

熊本県社会福祉協議会に委託して、①無料職業紹介（就労あっせん）、②就労促進（福祉講座、職場ガイダンス、講

習会等）、③社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究、④事業所等の運営管理職員に対する研修、⑤人材確保に

関する経営者への相談・援助、⑥社会福祉に関する啓発・広報活動を実施する。    

 

 

福祉人材緊急確保事業○単                     （事業開始年度：平成21年度） 

実施主体 県（委託先：（福）熊本県社会福祉協議会） 負 担 割 合 基金１０／１０(地域医療介護総合確保基金(介護分)) 

平成27年度予算額    31,878千円 （根拠法令等） 

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第4条 平成26年度予算額   36,337千円 

＜目  的＞ 

近年の福祉分野における人材確保の厳しい状況を踏まえ、福祉人材の参入促進、資質向上及び定着支援のための取

組みを推進する。 

＜事業内容＞ 

熊本県社会福祉協議会に次の事業を委託して実施する。 

（１）福祉人材「若者」参入促進事業 

熊本県社会福祉協議会にコーディネーターを配置し、福祉施設職員と養成校生等との座談会、中学生と保護者

を対象に地元の施設従事者による出前講座、学生を対象とした職場体験や広報活動を通じ福祉に対するイメージ

アップを図ることで、将来にわたって人材の安定的な参入促進を図る。 

（２）福祉人材マッチング機能強化事業 

熊本県社会福祉協議会に専門員を配置し、施設・事業所の求人ニーズの把握と求職者の適正の確認及び就業後

のフォローアップ、合同面接会の開催等により、人材の円滑な参入と確実な定着を図る。 
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介護福祉士等修学資金貸付事業補助金○単               （事業開始年度：平成21年度） 

実施主体 （福）熊本県社会福祉協議会 負担割合 基金１０／１０(地域医療介護総合確保基金(介護分)) 

平成27年度予算額    21,200千円 （根拠法令等） 

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第4条 平成26年度予算額 千円 

＜目  的＞ 

介護福祉士又は社会福祉士の資格取得を目指す学生等に対して、修学資金を貸与し、修学を容易にすることにより、

質の高い人材の養成・確保を図る。 

＜事業内容＞ 

指定した介護福祉士養成施設又は社会福祉士養成施設等に在学し、介護福祉士又は社会福祉士の資格取得を目指す

学生等を対象に、修学資金を貸与する熊本県社会福祉協議会に対して、貸付原資の補助を行う。 

 

 

社会福祉施設人材確保応援事業○単                   （事業開始年度：平成26年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額    1,759千円 （根拠法令等） 

第２期熊本県地域福祉支援計画 平成26年度予算額  2,302千円 

＜目  的＞ 

  福祉・介護分野の人材確保、定着促進を図るため、他の模範となる職員処遇を行っている社会福祉施設を表彰し、

若い世代を中心に広く周知を行う。 

＜対  象＞ 

  福祉・介護事業を実施している社会福祉法人 

＜事業内容＞ 

１ 優良社会福祉施設の表彰：職員の処遇改善等に取り組む優良施設を表彰し、ＰＲする。 

２ 応援アドバイザー派遣：給与が低い施設や離職率が高い事業所等に社会保険労務士等の専門家を派遣し、給与改

善等の助言指導を行う。 

 
 

外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業            （事業開始年度：平成26年度） 

実施主体 県 負担割合 国１０／１０ 

平成27年度予算額    896千円 （根拠法令等） 

セーフティネット支援対策事業の実施について(H17.3.31社援発第

0331021号 厚生労働省社会援護局長通知) 平成26年度予算額 706千円 

※ 平成26年度予算額の欄には、平成26年9月補正予算額を記載している。 

＜目  的＞ 

経済連携協定（EPA）に基づく、外国人介護福祉士候補者を受け入れる個々の施設では、候補者に対し日本語の学

習や介護分野の専門学習、学習環境の整備及び研修担当者の活動に必要な経費が発生することから、それらの費用に

対する助成を行う（候補者は、4年の間に介護福祉士資格の習得を目指す）。 

＜事業内容＞ 

受入施設における候補者の日本語学習（日本語講師の派遣、日本語学校への通学等）、介護分野の専門知識の学習

（民間事業者が実施する模擬試験や介護技術講習会への参加等）、教材等学習環境の整備及び研修担当者の活動に係

る経費を助成する。 
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地域福祉計画推進・支援事業○単                   （事業開始年度：平成15年度） 

実施主体 県 負担割合 基金１０／１０ （地域福祉基金） 

平成27年度予算額 1,482千円 （根拠法令等）   

社会福祉法第107条、第108条 平成26年度予算額 1,323千円 

＜目   的＞ 

熊本県地域福祉支援計画基づき、地域住民やボランティア、ＮＰＯ、行政や社会福祉法人などが協力して、住民誰

もがその人らしく自立し、安心して暮らすことのできる地域共生社会づくりを推進する。また、先駆的な地域の個性

豊かな取組みを支援して、県下各地に多様な福祉サービスを創出する。 

＜対   象＞ 

市町村、社会福祉協議会、ボランティア、ＮＰＯ法人、民間福祉活動団体及び地域住民などの地域福祉関係者 

＜事業内容＞ 

熊本県地域福祉推進委員会の開催 

福祉活動実践者、学識経験者、福祉関係団体及び市町村の代表者からなる委員会を開催して、本県における地

域福祉支援計画の推進状況を検証するとともに、平成28年度を始期とする次期地域福祉支援計画を策定する。 

 

 

地域の縁がわ彩り事業○単                     （事業開始年度：平成23年度） 

実施主体 別記（事業ごとに記載） 負 担 割 合 基金１０／１０ （地域福祉基金） 

平成27年度予算額 21,239千円 （根拠法令等）   

第２期熊本県地域福祉支援計画 

平成27年度地域の縁がわ彩り事業補助金交付要領 平成26年度予算額     21,448千円 

＜目   的＞ 

子どもから高齢者まで、障がいがあってもなくても、誰もが住み慣れた地域で生き生きと安心して暮らせるよう、

誰もが集い、支え合う地域の拠点「地域の縁がわ」や「地域の縁がわ」に加え、夜間の支援を行う「地域ふれあいホ

ーム」に取り組む団体を支援する。 

＜対   象＞ 

社会福祉法人、ＮＰＯ法人、地域団体、福祉活動を行う各種団体 

＜事業内容＞ 

１ 地域の縁がわ彩り事業補助（事業主体：社会福祉法人、ＮＰＯ法人、福祉活動を行う任意団体、福祉活動を行う株式会社等） 
「地域の縁がわ」「地域ふれあいホーム」を立ち上げる際に必要となる施設整備費用を助成する。 

２ 地域の縁がわづくり支援（事業主体：県（委託先：NPO法人おーさぁ）） 
地域の縁がわの相談窓口を設け、各種相談対応を行いながら、研修会等を開催し、地域の縁がわの普及を行う。 

３ めざせ地域の縁がわ５つ星プロジェクトの推進（事業主体：県） 
縁がわにおける地域における生活支援等の機能を充実するため、買い物支援、見守り、健康づくり、移動支援、

会食・配食の取組み、学び等、地域の縁がわの機能を強化を進める。 

 

 

健軍くらしささえ愛工房管理事業○単                        （事業開始年度：平成17年度） 
実 施 主 体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 936千円 （根拠法令等） 

 第２期熊本県地域福祉支援計画 平成26年度予算額 1,052千円 

＜目  的＞ 

平成17年10月に、県営健軍団地の１階に地域の拠点「地域の縁がわ」のモデルとして整備した「健軍くらしささえ

愛工房」を民間団体（ＮＰＯ法人おーさぁ）に貸付け、地域住民、商店街、ボランティア等とのパートナーシップに

よる事業運営を行いながら、先駆的な地域福祉サービスのモデルを県内市町村や関係機関へ普及・啓発する。 

＜事業内容＞ 

健軍くらしささえ愛工房（熊本市東区栄町2-15）の管理・運営 

施設概要 基本施設 

①くらし安心処（約650㎡） 

先駆的な在宅福祉サービスを開発･普及するための複合在宅福祉サービスセンター 

食堂、機能訓練室、静養室、相談室、談話室 

厨房、浴室、脱衣室、トイレ、事務室 

②地域の縁がわ（約350㎡） 

誰もが気軽にサービスを利用したり、サービス提供に参加できる多機能地域福祉拠点 

プレイルーム、ほふくルーム、授乳室、喫茶

スペース、交流スペース、トイレ 
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地域の結いづくり活き活き事業                       （事業開始年度：平成23年度） 

実施主体 別記（事業ごとに記載） 負 担 割 合 別記（事業ごとに記載） 

平成27年度予算額 18,230千円 
（根拠法令等） 

セーフティネット支援対策事業の実施について(H17.3.31社援発第

0331021号 厚生労働省社会援護局長通知) 

第２期熊本県地域福祉支援計画 

水俣病総合対策費補助金交付要綱 
平成26年度予算額 19,524千円 

＜目  的＞ 

身近な地域で、住民が支えたり支えられたりする小地域ネットワーク活動等を普及することにより、誰もが身近な

地域で安心して生活できるまちづくりを推進する。 

＜事業内容＞ 

１ 小地域ネットワーク活動支援事業（実施主体：県(一部委託：社会福祉法人等)、負担割合：国１／２ 県１／２） 
すべての市町村で組織的な見守り活動の普及啓発のために、地域福祉推進サポーター派遣や地域福祉推進フォー

ラムなどを実施する。 

２ 水俣・芦北地域見守り活動等推進事業（実施主体：市町村、負担割合：国８／１０ 県２／１０） 

水俣市、芦北町、津奈木町に地域福祉コーディネーターを配置する経費を補助して、地域から孤立した要援護者

への安否確認や高齢者等の日常生活の困りごとの解決を図るなど地域住民による見守り支え合う仕組みづくりを推

進する。 

 

 

地域の支
し

事
ごと

おこし事業○単                       （事業開始年度：平成23年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 376千円 （根拠法令等）   

第２期熊本県地域福祉支援計画 平成26年度予算額           376千円 
＜目  的＞ 

 高齢者、障がい者、子育て中の親等が主役となり、「地域の縁がわ」を拠点とする起業化モデルづくりを行い、行

政に頼らない地域福祉づくりを推進する。 

＜事業内容＞ 

がまだす縁がわ発掘調査事業 

「地域の縁がわづくり」等に取り組んでいる団体に対して現地調査を行い、起業化の可能性がある素地を

有しているものの、商品化、販売等に結びついていない事例を発掘して支援策を探る。 

 

 

地域共生くまもとづくり事業○単                   （事業開始年度：平成３年度） 

実施主体 
社会福祉法人、ＮＰＯ法人、地域福

祉に取り組んでいる民間団体 
負担割合 基金１０／１０（地域福祉基金） 

平成27年度予算額 10,375千円 
（根拠法令等） 

第２期熊本県地域福祉支援計画 

第３期熊本県やさしいまちづくり推進計画 

平成27年度地域共生くまもとづくり事業補助金交付要領 
平成26年度予算額 10,375千円 

＜目  的＞ 

第２期熊本県地域福祉支援計画に掲げる「地域の結いづくり」「地域の縁がわづくり」「安心の礎づくり」や第３

期熊本県やさしいまちづくり推進計画に係る取組みを進めるために、地域福祉活動団体等が行う創意工夫を凝らした

先駆的・モデル的な福祉活動等に対して、熊本県地域福祉基金による活動費の助成を行い、本県における地域福祉の

増進を図る。 

＜対  象＞ 

地域福祉に取り組んでいる民間団体（ＮＰＯ法人、地域福祉活動団体等） 

＜事業内容＞ 

第２期熊本県地域福祉支援計画及び第３期熊本県やさしいまちづくり推進計画の推進に寄与する先駆的・モデル的

なソフト事業に取り組む民間団体等への助成 
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社会福祉施設借入金利子補給事業○単                           （事業開始年度：昭和45年度） 

実施主体 県 負 担 割 合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 240千円 （根拠法令等） 

熊本県社会福祉施設借入金利子補助金交付要領 平成26年度予算額 952千円 

＜事業内容＞ 

社会福祉事業の振興を図ることを目的として、社会福祉法人及び民法第34条に基づき設立した法人が独立行政法人

福祉医療機構から借り入れた社会福祉施設整備資金の償還利子の助成（平成14年度以降分は対象外） 

助 成 率：（借入時利率－1.5％）／借入時利率    助成期間：12年間 

（平成25年度実績） 31法人 
 
 

社会福祉法人指導監督事務                                      

実施主体 県 負 担 割 合 県１０／１０（一部国１／２、県１／２） 

平成27年度予算額 354千円 
（根拠法令等） 

セーフティネット支援対策事業の実施について(H17.3.31社援発第

0331021号 厚生労働省社会援護局長通知) 

熊本県社会福祉施設等指導監査要項 
平成26年度予算額 472千円 

＜目   的＞ 

社会福祉協議会等の社会福祉法人の健全な経営と運営基盤の向上を図る。 

＜事業内容＞ 

社会福祉法人（町村社会福祉協議会等）の指導監査を実施する。 

 
 

県社協活動助成費                                （事業開始年度：昭和26年度） 

実施主体 (福)熊本県社会福祉協議会 負 担 割 合 県１０／１０（一部基金１０／１０） 

平成27年度予算額 30,362千円 （根拠法令等） 

熊本県社会福祉協議会運営費補助金交付事務取扱要領 平成26年度予算額 30,201千円 

＜目  的＞ 

熊本県社会福祉協議会の運営費を補助することによって、地域福祉活動の充実と発展を図る。 

＜事業内容＞ 

熊本県社会福祉協議会が設置する福祉活動指導員等の人件費及び事業費に対する助成 

 
 

民生委員費                               （事業開始年度：昭和23年度） 

実施主体 県、市町村（熊本市を除く） 負担割合 県１０／１０（一部国１／２、県１／２） 

平成27年度予算額 179,901千円 
（根拠法令等）  

民生委員法第５条、第６条、第18条、第20条、第26条 

セーフティネット支援対策事業の実施について（H17.3.31社援発

第0331021号厚生労働省社会援護局長通知） 
平成26年度予算額 179,808千円 

＜目  的＞ 

社会福祉の増進のために住民の立場に立って相談や援助を行う民生委員・児童委員を支援する。 

＜事業内容＞ 

１ 民生委員・児童委員に対する手当を支給する。 

２ 民生委員・児童委員が地域福祉活動を行う上で必要な社会福祉に関する知識や技術の習得を図るため次の研修会等を開催する。  

①一般研修会（地域振興局単位で実施）  ②新任者研修会  

③市町村民生委員協議会会長研修     ④民生委員・児童委員大学講座 

３ 市町村民生委員・児童委員協議会活動の充実や推せん会委員の活動を支援するため次の事務を行う。 

①市町村民生委員･児童委員協議会の活動の充実のための助成  ②市町村民生委員推せん会委員の費用弁償の助成 

③単位民生委員・児童委員協議会が実施する民生委員・児童委員活動PRのための助成 
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県ボランティアセンター事業費補助                 （事業開始年度：平成６年度） 

実施主体 （福）熊本県社会福祉協議会 負 担 割 合 国１／２ 県１／２ 

平成27年度予算額 6,722千円 （根拠法令等） 

セーフティネット支援対策事業の実施について(H17.3.31社援発第

0331021号 厚生労働省社会援護局長通知) 平成26年度予算額 6,738千円 

＜目  的＞ 

熊本県社会福祉協議会に設置されている熊本県ボランティアセンターにおいて、市町村ボランティアセンターへの

支援やボランティア活動に参加しやすくするための体制整備を促進することにより、ボランティア活動の推進を図り、

地域における福祉コミュニティの形成を図る。 

＜事業内容＞ 

１ 需給マッチング事業（インターネットを活用した最新情報の発信、県ボランティアセンターの運営等）  

２ 人材育成事業（ボランティアコーディネーター研修等）  

３ 災害ボランティア活動支援事業（災害ボランティアセンター設置訓練等） 

 

 

社会福祉功労者表彰○単                       （事業開始年度：昭和35年度） 

実施主体 県 負 担 割 合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 350千円 （根拠法令等）   

熊本県社会福祉功労者及び団体等知事表彰実施要綱 平成26年度予算額 379千円 

＜目    的＞ 

社会福祉の向上に著しい功績のあった者及び団体を表彰することにより、長年の労苦をねぎらうとともに、福祉の

啓発、社会福祉に対する理解と意識の高揚を図る。 

＜対    象＞ 

ボランティア、施設職員、ホームヘルパー、心身障がい者自立更生者、民生委員・児童委員等 

 

 

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業)             （事業開始年度：平成11年度） 

実 施 主 体 (福)熊本県社会福祉協議会 負 担 割 合 国１／２ 県１／２ 

平成27年度予算額 34,594千円 （根拠法令等） 

セーフティネット支援対策事業の実施について(H17.3.31社援発第

0331021号 厚生労働省社会援護局長通知)  平成26年度予算額 34,698千円 

＜目  的＞ 

熊本県社会福祉協議会が実施主体となって、認知症高齢者や知的障がい者など判断能力が不十分な方を対象に、福

祉サービスの利用等を援助し、地域で自立した生活を送ることができるよう支援する。 

＜事業内容＞ 

１ 熊本県社会福祉協議会に設置された「地域福祉権利擁護センター」において、次の業務を行う。 

① 市町村社会福祉協議会の指導・支援 ②「契約締結審査会」（利用者の意思確認）の運営 ③広報啓発業

務及び生活支援員等に対する研修業務 

２ 熊本県社会福祉協議会若しくは熊本県社会福祉協議会から委託を受けた市町村社会福祉協議会は、次の業務を

行う。 

①相談・調査 ②支援計画の策定、契約締結 ③生活支援員の派遣、指導監督 

３ 生活支援員は、熊本県社会福祉協議会若しくは市町村社会福祉協議会と契約した利用者に対し、利用者の経費

負担により、次の業務を行う。 

(1) 福祉サービスの利用援助 

①情報提供、助言 ②手続き援助（申込み手続きの同行・代行、契約締結） ③福祉サービスの利用料の

支払い ④苦情処理制度の利用援助  等 

(2) 日常的金銭管理 
通帳、権利証書等の保管等 
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福祉サービス運営監視・苦情解決事業                       （事業開始年度：平成12年度） 

実施主体 (福)熊本県社会福祉協議会 負 担 割 合 国１／２ 県１／２ 

平成27年度予算額 6,144千円 （根拠法令等） 

セーフティネット支援対策事業の実施について(H17.3.31社援発第

0331021号 厚生労働省社会援護局長通知) 平成26年度予算額          6,446千円 

＜目  的＞ 

熊本県社会福祉協議会に設置された「運営適正化委員会」において、福祉サービスに関する苦情を適切に解決し、

また、日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の適正な運営を確保する。 

＜事業内容＞ 

１ 運営適正化委員会 

(1) 「運営監視部会」の設置及び運営監視事業の運営 

①日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の監視 ②実施主体に対する助言、現地調査又は勧告 

(2) 「苦情解決部会」の設置及び苦情解決事業の運営 

①苦情解決に必要な調査、指導、助言、あっせん ②県への通報、情報提供 

２ 運営適正化委員会事務局 
①福祉サービス利用者からの苦情受付 ②運営適正化委員会及び各部会の開催に伴う事務 ③事業者に対する

巡回指導 

 

 

福祉サービス第三者評価推進事業○単                          （事業開始年度：平成16年度） 

実施主体 県 負担割合 基金１０／１０ （地域福祉基金） 

平成27年度予算額 2,421千円 （根拠法令等） 

熊本県福祉サービス第三者評価事業推進要綱 平成26年度予算額 2,200千円 

＜目  的＞ 

 福祉事業者が提供する福祉サービスの質を公正・中立な第三者評価機関が専門的・客観的に評価することで福祉サ

ービスの質の向上を図るとともに、利用者の適切な福祉サービスの選択に資する。 

＜事業内容＞ 

１ 第三者評価推進委員会の運営（評価機関の認証、評価基準の策定・更新等） 

２ 評価調査者養成研修・継続研修の実施 

３ 評価事業の普及啓発（タブロイド紙等の紙面広告、説明会の開催） 

 

 

やさしいまちづくり推進協議会等運営事業○単                  （事業開始年度：平成５年度） 

実 施 主 体 県 負 担 割 合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 599千円 
（根拠法令等） 

熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例 

道路運送法 

福祉有償運送の登録に関する処理方針について（H18.9.15 国自

旅143号 国土交通省自動車交通局長通知） 
平成26年度予算額 702千円 

＜目  的＞ 

行政、事業者、県民が一体となって取組みを推進するため、「くまもと・高齢者や障害者にやさしいまちづくり推

進協議会」等の推進組織を運営する。 

また、熊本県福祉有償運送運営協議会を平成２２年度末に廃止し、県内各運営協議会の運営の円滑化や福祉有償運

送制度の県内全域への普及促進を図るため、「熊本県福祉有償運送連絡会議」を平成２３年度に設立している。 

＜事業内容＞ 

１ やさしいまちづくり 

(1) やさしいまちづくりを全県的に推進するため、行政、事業者、県民で構成する、やさしいまちづくり推進協

議会を運営 

 (2) やさしいまちづくりを全庁的に推進するため、全部局で構成する、やさしいまちづくり庁内推進会議を運営 
２ 熊本県福祉有償運送連絡会議 

県内の各福祉有償運送運営協議会の運営円滑化や福祉有償運送制度の普及促進を図るため、県内の福祉有償運

送運営協議会事務局担当者で構成する「熊本県福祉有償運送連絡会議」を運営する。 
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ＵＤやさしいまちづくり普及啓発事業○単                    （事業開始年度：平成６年度） 

実施主体 県 負担割合 基金１０／１０（地域福祉基金） 

平成27年度予算額 9,061千円 （根拠法令等） 

熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 平成26年度予算額  9,053千円 

Ⅰ やさしいまちづくりの普及啓発 

＜目  的＞ 

 高齢者や障がい者等が自由に社会参加できるよう県民の障がい者等への理解の促進と、“やさしいまちづくり”の

意識の高揚を図る。 

＜対  象＞ 

県民、事業者、市町村 

＜事業内容＞ 

１ 障がい者用駐車場利用証事業 

障がい者等用駐車場の利用基準を設定し、該当する対象者に利用証（ハートフルパス）を交付する。 

２ 障がい者用駐車場利用施設拡充 

  ハートフルパス利用者へのサービス向上の観点から協力施設候補の洗い出しを行い、協力施設の拡充を進める。 

３ やさしいまちづくり支援事業 

市町村におけるやさしいまちづくりの推進に係る支援を行う。 

 ４ おでかけ安心トイレ普及事業 

   誰もがトイレの心配をすることなく、安心して外出できるようにするため、一定基準を満たすトイレを対象に

協力施設としての募集を行い、ホームページ等で協力施設の情報発信を行う。 

 

Ⅱ ＵＤ推進事業 

＜目  的＞ 

  県民、企業・団体等並びに市町村など県全体の運動としてＵＤを展開するために、一層の普及啓発や企業・団体

等の主体的なＵＤ推進の取組みについて支援を行う。併せて、ＵＤに関しての知識を深めて県内各地で具体的な取

組みを実践できる人材の養成を行う。 

＜対  象＞ 

県民、市町村、企業、団体等 

＜事業内容＞ 

１ ＵＤ普及啓発 

多くの県民にＵＤを理解してもらい県民運動へと発展させるために、各種の普及啓発を行う。 

ＵＤ展示キットの貸出や高齢者や障がい者等の個別・具体の課題を確認するニーズ調査を行う。 

２ ＵＤやさしいまちづくりアドバイザー派遣 

ＵＤを具体的に取り入れようとする企業・団体及び学校等にＵＤ研究・実践者（ＵＤアドバイザー）を派遣し

て支援や助言を行い、様々な地域や分野でのＵＤの取組みを推進する。また、市町村におけるやさしいまちづく

りの推進に係る支援を行う。 

 ３ ハートフルサポーター育成事業 

宿泊事業者・小売店や飲食店などのサービス事業者、交通事業者等の障がい者や高齢者と接する機会の多い事

業者の従業員を対象に、障がい者等の特性や対応方法について理解を深めるための研修を行い、ハートフルサポ

ーターとして育成する。 
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○新地域の絆づくり推進事業                        （事業開始年度：平成27年度） 

実施主体 県 負担割合 国１０／１０ 

平成27年度予算額 15,773千円 （根拠法令等） 

 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）

交付要綱（H27.3.6府地創第48号内閣総理大臣通知） 

地域の絆づくり推進事業実施要綱 
平成26年度予算額  ― 千円 

※ 平成27年度予算額の欄には、平成26年度2月補正予算額（全額繰越）を記載している。 
＜目  的＞ 

 高齢者や定年退職前後の方の地域における社会参加を促進し、生涯現役で活躍できる仕組みをつくることにより、

地域活動の担い手を確保するとともに、健康寿命の延伸を図る。 

＜対  象＞ 

モデル事業として、玉東町、菊池市、合志市、益城町、天草市の５市町社会福祉協議会への委託により実施 

＜事業内容＞ 

１ コーディネーター配置  

コーディネーターを配置し、就業・ボランティア・趣味スポーツ等社会参加へつなげるためのマッチングをする。 

２  地域ネットワークの構築、拡充 

関係団体の活動状況の共有や連携を図るためのネットワークの構築、拡充に取り組む。 

３ 社会参加入門講座開催 

主に定年退職前後の方を対象とする入門講座を開催する。 

 

 

 

○新 施設通所等交通費支援事業（御所浦地域振興策）○単       （事業開始年度：平成27年度） 

実施主体 天草市 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額    1,404千円 （根拠法令等） 

御所浦地域振興策 平成26年度予算額    千円 

＜目  的＞ 

御所浦地域の過疎化・少子高齢化の深刻化や、御所浦架橋事業の事業精査による架橋事業のさらなる長期化などの

対策として、県と天草市で「御所浦地域振興策」を取りまとめた。当該振興策に基づき、御所浦地域からの「乳幼児

健診」及び「障がい者福祉サービス（施設通所）」を受ける際に要する交通費（定期船往復分）を補助することで、

島民の経済歴負担を緩和する。 

＜事業内容＞ 

天草市が実施する以下の事業に対して、補助金を交付する。 

１ 乳幼児健診の受信に要する定期船運賃の補助 83千円（3･4カ月、7･8カ月、1.6歳、3歳、5歳児健診75人分） 

２ 障がい者福祉サービス施設への通所に要する定期船運賃の補助 1,322千円（8人分（付添者3人分を含む）） 

※千円未満の端数処理の都合上、合計金額と予算額は一致していない。 
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　２　健康危機管理課　事業体系 「（新）」は新規事業、「（単）」は県単独事業を表す

頁

健康危機に対応した
体制づくり

健康危機管理に関す
る体制

健康危機管理推進事業（単） 54

感染症予防事業 54

新型インフルエンザ対策事業 54

予防接種救済給付金 54

感染症発生動向調査事業 55

感染症指定医療機関運営指導費 55

感染症対策の推進 エイズ予防対策事業 55

肝炎対策事業 56

結核対策特別促進事業 56

結核患者医療費 56

私立学校等結核予防費補助金（単） 56

結核検診事業 57

風しん対策事業 （新） 57

食品営業監視事業（単） 57

食品衛生監視機動班活動事業（単） 57

食品衛生指導員巡回指導等委託事業（単） 58

農産物の残留農薬検査指導事業（単） 58

食中毒防止対策事業（単） 58

食品検査指導事業（単） 59

食品の安全確保と衛
生管理

食品衛生検査施設業務管理事業（単） 59

食品監視強化対策事業（単） 59

61

管理・運営費（単） 60

ＢＳＥ食肉検査体制整備事業 60

と畜検査整備事業（単） 60

畜水産物食品安全対策事業（単） 60

動物の愛護、管理
動物愛護管理事業（単） 62

動物管理センター維持補修事業（単） 62

食鳥肉処理安全対策事業（単） 61

ふぐ処理師免許試験実施事業（単） 61

対米輸出食肉検査事業（単）

動物愛護推進事業（単） 62

公衆衛生獣医師確保育成事業（単） 61

犬取締事業（単） 62

-53-



 

健康危機管理推進事業○単                          （事業開始年度：平成10年度） 

実施主体 県 負 担 割 合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 1,655千円 （根拠法令等） 

熊本県健康危機管理基本指針（H10.12.3） 平成26年度予算額 1,742千円 

＜目  的＞ 

本庁と保健所における健康危機管理体制を整備するとともに、健康被害の未然防止及び発生時の対応にあたる。 

＜事業内容＞ 

１ 部内関係課からなる健康危機管理調整会議の開催  ２ 関係機関の参加による健康危機管理推進会議の開催 

３ 健康危機発生を想定した訓練の実施       ４ 職員の資質向上を目的とした健康危機管理研修 

５ 原因の早期究明及び被害の拡大防止を目的とした実地疫学調査チームによる調査研究等 

６ レジオネラ症防止対策のための説明会の実施 

 

 

感染症予防事業                                              （事業開始年度：平成11年度） 

実 施 主 体 県 負 担 割 合 県１０／１０ （一部国１／２ 県１／２） 

平成27年度予算額 8,353千円 （根拠法令等）  

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第３条 平成26年度予算額 6,113千円 

＜目  的＞ 

 感染症の発生予防のための各種啓発活動やまん延防止のための措置を実施する。また、新興、再興感染症の予防

及び発生に適切に対応するため、感染症危機管理体制の整備を図る。 

＜事業内容＞ 

１ 感染症発生に伴う措置  ２ 各種会議、予防啓発研修等事業 

３ 調査研究事業      ４ 感染症対策のための公用車及び車椅子型アイソレータの購入 

 

 

新型インフルエンザ対策事業                        （事業開始年度：平成18年度） 

実施主体 県 負 担 割 合 県１０／１０ （一部国１／２ 県１／２） 

平成27年度予算額 30,338千円 （根拠法令等） 

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第３条 平成26年度予算額   105,607千円 

＜目  的＞ 

 新型インフルエンザの感染拡大を防止するため、医療機関の体制整備、研修などを実施する。 

＜事業内容＞ 

１ 入院担当医療機関への人工呼吸器導入補助  ２ 訓練実施、予防啓発研修、医療従事者研修会 

 

 

予防接種救済給付金                            （事業開始年度：昭和52年度） 

実 施 主 体 県・市町村 負 担 割 合 国１／２ 県１／４ 市町村１／４ 

平成27年度予算額 35,286千円 （根拠法令等）  

予防接種法第26条第２項 平成26年度予算額 39,227千円 

＜目  的＞ 

 予防接種に係る健康被害に対し市町村が給付する医療費、医療手当等について、その一部を助成し、その救済を行う。  

＜事業内容＞ 

１ 健康被害の認定を受けた者に対し医療費の自己負担額等を給付した市町村に対する助成 

給付の種類 

①医療費及び医療手当 ②障害児養育年金 ③障害年金 ④死亡一時金 ⑤葬祭料 

２ 健康被害発生時に市町村が開催する調査委員会経費に対する助成 
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感染症発生動向調査事業                      （事業開始年度：昭和53年度） 

実施主体 県 負 担 割 合 国１／２ 県１／２ 

平成27年度予算額 5,853千円 （根拠法令等）  

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第3条、第38条、第60条 平成26年度予算額 5,861千円 

＜目  的＞ 

 感染症に関する情報を迅速に収集、解析し、広く公表することで、感染症の予防を図る。 

＜事業内容＞ 

 県内の医療機関及び感染症指定届出機関から収集した感染症発生情報を集計し、感染症発生動向調査企画委員会

で解析した内容を、保健所、医師会、感染症指定届出医療機関などに情報提供を行う。また、県庁ホームページな

どを通して県民へも幅広く情報提供を行う。 

１ 感染症指定届出機関からの情報収集、分析 

２ 感染症発生動向調査企画委員会開催 

３ 県保健環境科学研究所で実施する病原体検査 

 

 

感染症指定医療機関運営指導費                    （事業開始年度：平成11年度） 

実施主体 県 負 担 割 合 国１／２ 県１／２ 

平成27年度予算額 5,282千円 （根拠法令等）  

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第3条、第38条、第60条 平成26年度予算額 5,559千円 

＜目  的＞ 

 知事が指定する「感染症指定医療機関」の運営費及び市町村が実施する消毒経費等に対して助成することで、感

染症のまん延防止及び感染症患者に対する医療の提供を確保する。（ただし、公立病院を除く。） 

＜事業内容＞ 

１ 管理運営費補助 

   第１種感染症指定医療機関 …… 県内に１ヵ所２床（対象：一類、二類感染症） 

   第２種感染症指定医療機関 …… 二次医療圏毎（10ヵ所）に１ヵ所４床～（対象：二類感染症） 

２ 市町村が実施する消毒等経費に対する助成 

 

 

エイズ予防対策事業                        （事業開始年度：昭和62年度） 

実施主体 県 負 担 割 合 国１／２ 県１／２ 

平成27年度予算額 5,810千円 （根拠法令等）  

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第3条 平成26年度予算額 6,653千円 

＜目  的＞ 

 エイズのまん延を防止するため、「正しい知識の普及・啓発」と「相談検査体制の充実」を柱に、各種対策を実

施し、エイズ拠点病院を中心とした治療体制の充実等を図る。 

＜事業内容＞ 

１ 予防対策 

①予防啓発活動の実施等 ②保健所におけるエイズ相談、ＨＩＶ抗体検査（迅速検査）の実施 

２ 医療体制の整備 

①エイズ（中核）拠点病院の会議及び研修派遣 

②針刺し後のＨＩＶ感染防止体制整備 

③エイズカウンセラー派遣 
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肝炎対策事業                          （事業開始年度：平成20年度） 

実施主体 県 負担割合 国１／２ 県１／２ 

平成27年度予算額 404,175千円 
（根拠法令等） 

肝炎治療特別促進事業実施要綱 

肝炎患者等支援対策事業実施要綱（H23.3.31健発0331第15号厚生労働省健康局長通知） 

特定感染症検査等事業実施要綱（H14.3.27健発0327012号厚生労働省健康局長通知）  
平成26年度予算額 353,969千円 

＜目  的＞ 

国内最大の感染症であるＢ型ウイルス性肝炎及びＣ型ウイルス性肝炎の早期治療の促進を図り、将来の肝硬

変、肝がんの予防を図る。 

＜事業内容＞ 

１ 肝炎インターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びに核酸アナログ製剤治療に関する医療費の助成  

２ 肝炎ウイルス無料検査の実施 

３ 肝炎ウイルス陽性者へのフォローアップ及び検査費用の助成 

４ 肝疾患診療に係る関係医療機関の連携診療体制の整備 

５ 肝炎サロン及び市民公開講座の開催 

 ６ 肝疾患コーディネーターの養成 

 

 

結核対策特別促進事業                       （事業開始年度：昭和61年度） 

実 施 主 体 県 負 担 割 合 県１０／１０ （一部：国１０／１０） 

平成27年度予算額 3,863千円 （根拠法令等）  

結核対策特別促進事業実施要綱（H20.3.31健発0331001号厚生労働省健康局長通知） 
平成26年度予算額 4,537千円 

＜目  的＞ 

 結核の発生及びまん延を防止するため、保健所を中心に結核対策事業（啓発事業・研修会等）を実施するととも

に、患者への直接服薬確認（ＤＯＴＳ）を行い、患者の治療完了を図る。 

＜事業内容＞ 

１ 普及・啓発事業、関係者等研修  ２ 直接服薬確認（ＤＯＴＳ）事業  ３ 地域連携パス普及事業 

 

 

結核患者医療費                               （事業開始年度：昭和26年度） 

実 施 主 体 県 負 担 割 合 国３／４ 県１／４（一部：国１／２ 県１／２） 

平成27年度予算額 26,178千円 （根拠法令等）   

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第37条、第37条の2 平成26年度予算額 27,030千円 

＜目  的＞ 

 結核患者に適切な医療を提供することで、結核のまん延を防止する。 

＜事業内容＞ 

入院勧告又は入院措置を実施した場合、あるいは一般の結核患者（通院）に、医療費を助成する。 

 

 

私立学校等結核予防費補助金                        （事業開始年度：   年度） 

実施主体 県 負 担 割 合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 2,481千円 （根拠法令等）   

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第53条の2、第60条第１項  平成26年度予算額 2,475千円 

＜目  的＞ 

 結核の発生及びまん延を防止するため、結核の定期健康診断を実施する学校又は施設に対して補助を行う。 

＜事業内容＞ 

 私立学校（大学、高等学校）、専修学校、施設で実施する定期健康診断での胸部レントゲン検査経費への補助 
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結核検診事業                                （事業開始年度：   年度） 

実施主体 県 負 担 割 合 県１０／１０（一部：国１／２ 県１／２） 

平成27年度予算額 15,641千円 （根拠法令等）   

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第17条、第24条、第53条の13 平成26年度予算額 15,963千円 

＜目  的＞ 

 結核の発生及びまん延を防止するため、接触者の健康診断や結核患者等の精密検査を行い、また、診査協議会を

置いて結核患者の入院勧告等の事項を診査する。 

＜事業内容＞ 

１ 接触者への健康診断  ２ 結核患者等への精密検査  ３ 診査協議会の設置・運営 

 
 

風しん対策事業                               （事業開始年度：平成26年度） 

実施主体 県、市町村 負 担 割 合 県１０／１０（一部国１／２ 県１／２） 

平成27年度予算額 15,442千円 （根拠法令等） 

特定感染症検査等事業実施要綱（H14.3.27健発0327012号厚生労働省健康局長通知） 平成26年度予算額 20,138千円 

＜目  的＞ 

 妊娠を希望する者やそのパートナーに対して、抗体検査や市町村が実施する予防接種事業に助成を行うことで、

風しん・先天性風しん症候群を予防する。 

＜事業内容＞ 

１ 医療機関での抗体検査  ２ 市町村が実施する予防接種事業への助成 

 
 

食品営業監視事業○単                            （事業開始年度：昭和23年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 9,763千円 
（根拠法令等） 

食品衛生法第52条、第28条、第30条 

製菓衛生師法第4条 

熊本県特定食品衛生条例第3条 
平成26年度予算額 10,480千円 

＜目  的＞ 

食品営業申請者に対する事前指導及び営業施設に対する監視指導、管理運営基準の遵守等の徹底を図ることに

より、飲食に起因する危害の発生を防止し、公衆衛生の向上に努める。 

＜対  象＞ 

食品衛生法・熊本県特定食品衛生条例に定める食品営業施設（製造・販売業）及び集団給食施設等 

＜事業内容＞ 

食品営業に係る許認可業務、営業施設等の監視指導、製菓衛生師の試験及び免許交付等 
（平成26年度監視件数（監視指導計画に基づく数）） 許可要施設 17,205施設 許可不要施設 12,020施設 

 
 

食品衛生監視機動班活動事業○単                   （事業開始年度：昭和46年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 1,181千円 （根拠法令等） 

食品衛生法第28条、第30条、 

熊本県食品衛生監視機動班設置要綱 平成26年度予算額 1,243千円 

＜対  象＞ 

県内全域の各種食品製造業（25業種） 

＜事業内容＞ 

食品の安全確保について、重点的かつ広域的に対処するため、食品衛生監視機動班を設置し、食品添加物の適

正使用等について監視・指導を実施する。（食品衛生監視機動班２名 監視車２台） 

（平成26年度実績）  監視件数 3,150施設  監視日数 210日 
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食品衛生指導員巡回指導等委託事業○単               （事業開始年度：昭和38年度） 

実施主体 県(委託先：(社)熊本県食品衛生協会) 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 4,340千円 （根拠法令等） 

食品衛生指導員巡回指導等事業委託契約 

熊本県食品衛生協会食品衛生指導員設置規定 平成26年度予算額 4,340千円 

＜目   的＞ 

食品の安全確保は、行政による指導取締りと営業者自身による自主管理が重要であることから、(社)熊本県食

品衛生協会の食品衛生指導員による巡回指導等を行うことにより食品衛生行政推進の一助とする。 

＜事業内容＞ 

１ 年４回の巡回指導の計画をたて、指導票による営業施設の巡回指導 

２ 新人指導員に対する養成講習会の開催 

（平成26年度実績）  巡回指導件数 39,097件 

 

 

農産物の残留農薬検査指導事業○単                      （事業開始年度：平成５年度） 

実施主体 県 負 担 割 合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 4,455千円 （根拠法令等） 

食品衛生法第2条、第11条、第28条、第29条 

食品添加物等の規格基準の一部改正について（S43.4.19 厚生省環境衛生局長通知） 平成26年度予算額 4,670千円 

＜目  的＞ 

県内に流通する国内産及び輸入農産物の安全性の確保を図る。 

＜対  象＞ 

青果市場、青果物集荷場、販売店等 

＜事業内容＞ 

農薬の残留基準に基づき、県保健環境科学研究所で分析検査を実施する。 

（平成26年度実績）  検体数 205件  検査項目数 67,108項目 

 

 

食中毒防止対策事業○単                       （事業開始年度：昭和62年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０（一部 国１０／１０） 

平成27年度予算額 6,212千円 （根拠法令等） 

食品衛生法第2条、第58条、同施行令第36条 

カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第8条 平成26年度予算額 2,872千円 

＜事業内容＞ 

１ 食品営業者、従事者のみならず消費者に対しても衛生知識の普及啓発を図り、食中毒の発生防止に努める。

また、食中毒発生時には迅速に対応し、被害の拡大防止と原因追求・原因食品の早期排除に努める。 

発生防止……集中的監視指導、広報活動の実施、情報提供等 

発 生 時……早期探知、被害拡大防止、原因施設等の調査、再発防止の指導等 

平成26年度実績  講習会 321回（参加人員：17,174人） 

 ２ 国及び熊本県を被告として、提起された「食品衛生法に基づく水俣病の法定調査等の義務付け行政訴訟等請

求事件」への対応として、口頭弁論出廷等の旅費（新規） 

 ３ カネミ油症認定患者の健康実態調査及び健康調査支援金の支給 
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食品検査指導事業○単                        （事業開始年度：昭和49年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 14,663千円 （根拠法令等） 

食品衛生法第11条、第28条、第29条 平成26年度予算額 2,846千円 

＜目  的＞ 

食品の製造・加工技術等の高度化、多様化及び広域化に対応して、法の食品等の規格基準に基づき県内に流通

している食品を定期的に収去・試験検査を実施し、食品の安全性の確保を図る。 

＜対  象＞ 

食品営業施設 

＜事業内容＞ 

食品添加物、重金属、抗菌性物質、微生物、器具容器包装の有害物質検査等 

（平成26年度実績）  検体数 937件  検査項目数 4,195項目 

 

 

食品衛生検査施設業務管理事業○単                  （事業開始年度：平成10年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 2,044千円 （根拠法令等） 

食品衛生法第29条、同施行令第８条 平成26年度予算額 2,128千円 

＜対  象＞ 

食品衛生検査施設 

＜事業内容＞ 

食品衛生検査施設における検査業務について、業務管理を実施することにより検査精度の維持、検査結果の信

頼性確保を図る。 

食品衛生検査施設の業務管理（内部点検、内部精度管理、外部精度管理等） 

 

 

食品監視強化対策事業○単                         （事業開始年度：平成16年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 6,398千円 （根拠法令等） 

食品衛生法第11条、第19条 平成26年度予算額 6,776千円 

＜目  的＞ 

 加工食品を対象として表示が義務付けられているアレルギー物質７品目（卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、

かに）、日常的に摂食される豆腐等大豆製品を検査対象とする遺伝子組換え食品の検査を行い、検査結果に基づく

適正表示を指導する。また、輸入食品について、残留農薬等の検査を行い、違反食品を市場から排除する。 

＜対  象＞ 

①アレルギー物質検査：アレルギー物質７品目の使用の可能性があるが、必要な表示がない加工食品。 

②遺伝子組換え食品検査：豆腐等日常的に摂取される大豆製品。 

③輸 入 食 品 検 査：農産物、食肉等の輸入食品 

＜事業内容＞ 

③について、年間を通じ計画的に収去検査を実施。 

 （平成26年度検査数） 

①アレルギー物質検査  検体数 70 (延べ) 

②遺伝子組換え食品検査 検体数 12 

③輸入食品検査     検体数 96（再掲） 
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管理・運営費○単                         （事業開始年度：昭和48年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 57,447千円 （根拠法令等） 

と畜場法第14条 平成26年度予算額         30,309千円 

＜事業内容＞ 

  食肉衛生検査所の運営や施設、設備の維持管理を適切に行うとともに、老朽化した施設の整備や高度な精密検査

等の機能の充実強化を図ることで、食肉の安全確保を図る。 

 

 

ＢＳＥ食肉検査体制整備事業                     （事業開始年度：平成13年度） 

実施主体 県 負担割合 
検査キット代  国１０／１０ 

そ の 他 県１０／１０ 

平成27年度予算額 23,604千円 
（根拠法令等） 
と畜場法第14条 
牛海綿状脳症対策特別措置法第7条 
牛海綿状脳症検査実施要領（H13.10.16食発第307号 厚生労働省
医薬局食品保健部長通知） 

平成26年度予算額 29,322千円 

＜目  的＞ 

食用に供される48か月齢超の牛について、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の検査を行うことにより、食肉の安全性を

確認する。 

＜事業内容＞ 

 県内食肉衛生検査所等において食用に供する48か月齢超の牛についてＢＳＥのスクリーニング検査を実施する。 

（平成26年度実績）  検査頭数 8,641頭  検査結果 全て陰性 

 

 

と畜検査整備事業○単                       （事業開始年度：昭和62年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 11,352千円 （根拠法令等） 

と畜場法第14条 平成26年度予算額 2,305千円 

＜事業内容＞ 

  県内５カ所のと畜場でと畜検査を実施し、食肉の安全を確保することで食肉による健康被害の発生を防止する。 

また、多様化する家畜疾病を排除し、安全な食肉の供給を図るため、必要な検査機器の整備及び最新の科学技術

に基づく検査技術習得を目指し、と畜検査員の研修を実施する。 

※平成26年度まで実施していた「と畜検査事業」を当該事業に統合。 

 

 

畜水産物食品安全対策事業○単                   （事業開始年度：昭和55年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 4,730千円 （根拠法令等） 

食品衛生法第７条、第17条 

乳及び乳製品の成分規格に関する省令 平成26年度予算額 4,567千円 

＜事業内容＞ 

畜水産食品の安全確保を図るため、食品衛生法に基づく規格基準検査及び農薬、微生物、抗菌性物質等の動物

用医薬品の残留検査、また魚介類については、水銀の検査も実施する。 

食肉の安全に関する取組みや知識の普及啓発のため、消費者等とのリスクコミュニケーション事業を実施する。 

  （平成26年度検査件数） 

魚介類 46（水銀検査19、その他27）、食肉 105、 乳類 28、 卵類 25、 はちみつ 3     合計 207 件 
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食鳥肉処理安全対策事業○単                     （事業開始年度：昭和55年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 22,489千円 （根拠法令等） 

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条、第12条、第15条  平成26年度予算額 23,093千円 

＜事業内容＞ 

食鳥肉の安全確保を図るため、 県内４か所の大規模食鳥処理場において処理される食鳥を対象に検査を行い、

食用としての適否を判断するとともに、それに伴う検査機器の整備や県内13か所の認定小規模食鳥処理場における

確認状況の指導及び食鳥処理場の衛生管理指導等を実施する。 

（平成26年度検査数）  17,263,358羽 

 

 

ふぐ処理師免許試験実施事業○単                   （事業開始年度：昭和63年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 441千円 （根拠法令等）  

熊本県ふぐ取扱条例第8条 平成26年度予算額 465千円 

＜事業内容＞ 

条例に基づき、ふぐの取扱について監視・指導を行い、ふぐの毒による食中毒防止の目的で試験を実施する。 

（平成26年度実績）  受験者数 43名  合格者数 33名 

 

 

対米輸出食肉検査事業○単                       （事業開始年度：平成23年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額    1,293千円 （根拠法令等） 

と畜場法第14条 

対米輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定要綱 平成26年度予算額    3,339千円 

＜目  的 

米国等に対し、㈱熊本畜産流通センターが食肉を輸出するためには、厚生労働省の対米輸出食肉認定を受ける

必要があり、厚生労働省の認定要件である食肉検査体制を整備する。 

＜事業内容＞ 

対米輸出食肉認定要件の１つとして、サルモネラ検査が必須となっており、８２日間連続して検査する必要が

あることから、サルモネラ検査棟の実施に伴い必要となる備品、器具、試薬等を整備する。 

 

 

公衆衛生獣医師確保育成事業○単                     （事業開始年度：平成24年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額    1,506千円 （根拠法令等） 

 平成26年度予算額    1,481千円 

＜目  的＞ 

近年鳥インフルエンザや生食用食肉問題等公衆衛生獣医師の役割が大きくなっているが、県職員獣医師の確保

が非常に困難な状況で、かつ業務の水準維持が困難であるので、獣医師確保のための大学訪問等や獣医師業務の更

なるレベルアップを図るための研究支援を行う。 

＜事業内容＞ 

・全国の獣医系大学生を訪問して本県の公衆衛生獣医師職域について説明を実施 

・パンフレット作成や、専門誌への職員募集案内掲載を実施 

・獣医師職員が自主的に取り組む研究を促進するため、自主企画研修を実施 
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犬取締事業○単                           （事業開始年度：昭和25年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 1,166千円 （根拠法令等）  

狂犬病予防法第4条、第5条、第6条 

 熊本県動物の愛護及び管理に関する条例第6条 平成26年度予算額 1,227千円 

＜目  的＞ 

狂犬病予防法に基づき、犬の登録、狂犬病予防注射の徹底を行うとともに、熊本県動物の愛護及び管理に関す

る条例に基づき未けい留犬の捕獲・収容を行い、狂犬病の発生や犬による人畜への被害発生を防止する。 

＜事業内容＞ 

①犬の登録、狂犬病予防注射の周知・啓発 ②犬の取締、苦情処理 ③収容施設の維持管理 

 （平成26年度実績）  犬新規登録頭数 6,030頭  狂犬病予防注射 72,956頭 

 

 

動物愛護管理事業○単                       （事業開始年度：昭和52年度） 

実施主体 県（委託先：㈱熊本県弘済会） 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 99,482千円 （根拠法令等）  

狂犬病予防法第6条 

動物の愛護及び管理に関する法律第35条 

 熊本県動物の愛護及び管理に関する条例第6条 
平成26年度予算額 104,720千円 

＜事業内容＞ 

犬の捕獲、犬猫の引取り、収集処分及び抑留施設の維持管理及び動物愛護業務等を委託する。 

（平成26年度実績）  犬捕獲頭数 1,623頭  犬引取 284頭  猫引取 1,966頭 

 

 

動物管理センター維持補修事業○単                 （事業開始年度：昭和49年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 706千円 
（根拠法令等） 

動物の愛護及び管理に関する法律第6条、第9条 

狂犬病予防法 

 熊本県動物の愛護及び管理に関する条例第3条 
平成26年度予算額 17,202千円 

＜事業内容＞ 

犬及び猫の収容施設である動物管理センターを適正に維持管理するため、定期的に補修等を行う。 

 

 

動物愛護推進事業○単                       （事業開始年度：平成20年度） 

実施主体 県 負担割合 県１０／１０ 

平成27年度予算額 3,839千円 （根拠法令等） 

動物の愛護及び管理に関する法律第６条、第38条、第39条 

熊本県動物の愛護及び管理に関する条例第３条 
平成26年度予算額    3,782千円 

＜目  的＞ 

 動物の愛護及び管理に関する法律第６条に基づき策定した「熊本県動物愛護管理推進計画」に関する事業。計画

の目的である「人と動物とが共生できる地域づくり」を目指すため、施設整備及び体制整備に関する事業を実施す

る。 

＜事業内容＞ 

・動物愛護管理ホームページ開発、維持管理  ・動物愛護推進協議会の設置及び動物愛護推進員の委嘱 

・保健所抑留所環境改善           ・犬、ねこの引取り、未けい留犬捕獲 

・動物愛護図画作品募集、新聞・ラジオ等による広報 
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