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予算重点化予算重点化予算重点化予算重点化の考え方の考え方の考え方の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉部保健福祉部保健福祉部保健福祉部    平成平成平成平成23232323 年度当初予算のポイント年度当初予算のポイント年度当初予算のポイント年度当初予算のポイント    

ⅠⅠⅠⅠ    地域の保健医療体制の確立地域の保健医療体制の確立地域の保健医療体制の確立地域の保健医療体制の確立    

  

医師や看護職員の養成・確保をはじめ、質の高い医療を提供する体制の整備など地域医療の確保のほか、

感染症対策、生活習慣病予防、こころの健康づくりを進めます。 

 

■ 医療を担うひとづくり 

・医師の偏在解消や定着を図るため、奨学金等による計画的な医師の養成、確保を推進するとともに、中国からの臨床修 

練医の招聘による医療分野の交流を通じて、本県医療の活性化を支援 

  医師確保対策推進事業費 690.3(571.0) 

・勤務医の離職防止や業務負担の軽減を図るため、医療機関における勤務環境改善や処遇改善等の取組を支援 

  勤務医勤務環境向上支援事業費 104.7(121.2) 

・臨床研修医の受入体制の充実等を図り、臨床研修医の確保・定着を支援     臨床研修医定着支援事業費 14.8(12.0) 

・看護職員の確保・定着を図るため、看護職員志望者の拡大やＵターン対策の強化等の取組を総合的に推進 

 安心と希望の医療を支える看護職員確保定着推進事業費 15.6(11.9) 

・看護の質の向上を図るとともに、看護職員の早期離職を防止するため、新人看護職員の研修体制の整備を推進 

新人看護職員研修事業費 23.0(－) 

・看護職員養成施設の在学生に対する修学資金の貸付枠の拡大等により、看護職員の確保を推進                         

看護師等修学資金貸付費 116.6(70.1) 

・教育環境の充実を図るため、老朽化が著しい県立一関高等看護学院を移転整備  

                                          県立一関高等看護学院移転整備事業費 225.7(50.9) 

 

■ 質の高い医療が受けられる体制の整備 

・岩手県高度救命救急センターにおけるドクターヘリの導入を支援        ドクターヘリ導入促進事業費 217.1(10.5) 

・ドクターヘリ運航開始に併せ、県立病院のヘリポートを整備 

   ドクターヘリによる病院間搬送対応施設整備事業費 176.3(65.4) 

・がん診療の均てん化を図るため、県立釜石病院に放射線治療機能を整備 

がん診療連携拠点病院整備推進支援事業費補助 1,213.4(321.2) 

・在宅歯科医療における医科と介護等の他分野との連携体制を構築              在宅歯科医療連携事業費 5.1（－） 

・精神科救急医療体制の整備を行うとともに、精神科救急情報センターを 24 時間化し体制を充実 

○精神科救急医療体制整備事業費 140.3(116.2) 

・地域医療の確保を図るため、県民総参加型の医療体制づくりを推進 

県民みんなで支える岩手の地域医療推進プロジェクト事業費 7.8(10.2) 

・医療連携のモデル構築を推進するため、医療、介護の連携体制づくりなどの取組に要する経費の一部を一関市に補助 

◎地域医療・介護連携モデル推進事業費補助 2.5(－) 

・在宅療養支援体制の推進を図るため、医療、介護、福祉が連携した取組をモデル的に実施 

○在宅医療普及促進事業費補助 116.0(0.6) 

・救急医療を行う病院の耐震化整備を支援                  医療施設耐震化促進事業費補助 1,024.2(524.4) 

・難病相談・支援センターを委託設置し、生活相談や就労支援を実施      ○難病相談・支援センター運営費 6.3(4.3) 

                                                    

凡例：◎新規事業、○一部新規事業、予算額は、23 年度当初（22 年度当初）。単位：百万円 重点化する施策と主な構成事業重点化する施策と主な構成事業重点化する施策と主な構成事業重点化する施策と主な構成事業 

【予算額】                        （単位：百万円、％） 

23年度当初予算額 22年度当初予算額 増減額 増減率 

129,082.1 115,482.9 13,599.2 11.8 

資料№１－１ 
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 ⅡⅡⅡⅡ    家庭や子育てに夢をもち安心して子どもを生み育てられる環境の整備家庭や子育てに夢をもち安心して子どもを生み育てられる環境の整備家庭や子育てに夢をもち安心して子どもを生み育てられる環境の整備家庭や子育てに夢をもち安心して子どもを生み育てられる環境の整備    

  

安全・安心な出産環境の整備をはじめ、保育サービスや地域における多様な子育て支援活動の充実のほ

か、保護・療育を要する児童、ひとり親家庭などへの支援を進めます。 

 

■ 安全・安心な出産環境の充実 

・妊娠中及び出産時等における総合的な周産期医療体制を整備                 ○周産期医療対策費 1,289.7(186.1) 

・妊婦の健康管理の充実を図るため、公費負担の継続と検査項目の追加を実施 

妊婦健康診査臨時特例事業費 311.7(307.5) 

 

■ 仕事と子育ての両立支援の充実 

  ・児童の健全育成を図るため、放課後児童クラブや児童館の運営、母親クラブの活動等を支援 

地域子育て活動推進事業費 565.8(556.0) 

  ・保育所における延長保育や休日保育等のサービスの充実、地域の子育て支援拠点の設置等を支援              

                                              保育対策等促進事業費 537.4(519.2) 

  ・保育所の整備促進や子どもフェスティバル（仮称）の開催など、子育てにやさしい環境づくりを実施 

子育て支援対策臨時特例事業費 882.2(1,198.2) 

 

■ 多様な地域子育て支援活動の充実 

  ・社会全体で子育て支援を行う機運の醸成を図るため、「子育て応援の店」協賛店舗の拡大等を実施 

   子育て応援推進事業費 19.5(68.0) 

  ・子育て分野の人材を育成                                    児童福祉人材育成事業費 9.3(－) 

 

■ 保護を要する児童、ひとり親家庭等への支援  

・児童虐待防止対策の強化を図るため、職員研修や対応力向上のための体制強化を実施 

◎児童虐待防止対策強化事業費 23.9(－) 

 

 

 

■ 感染症対策の推進 

 ・子宮頸がんワクチン等の予防接種を促進するとともに接種費用を全額公費負担とするため、実施市町村に経費の一部を補 

 助 

                                    ◎子宮頸がん等ワクチン接種促進臨時特例事業費補助 1,199.6(－) 

  ・肝炎医療費の助成を行うほか、肝炎患者等が適切な治療を受けられるよう、地域肝炎治療コーディネーターを養成 

○肝炎総合対策推進事業費 208.8(206.0) 

・新型インフルエンザに関する相談窓口を開設するほか、患者の受入れに当たる医療機関の設備整備を支援 

新型インフルエンザ健康危機管理体制強化事業費 50.9(155.0) 

 

■ 生活習慣病予防等の推進 

  ・特定健診・特定保健指導の支援など健康づくりを推進           メタボリックシンドローム１割削減推進事業費 6.3(11.1) 

 

■ こころの健康づくりの推進 

  ・相談支援体制の整備、人材養成、普及啓発など自殺対策を総合的に推進          自殺対策緊急強化事業費 81.8(61.7) 
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ⅢⅢⅢⅢ    福祉コミュニティの確立福祉コミュニティの確立福祉コミュニティの確立福祉コミュニティの確立    

  

地域で支援を必要とする高齢者や障がい者など、一人ひとりのニーズに応じた医療・介護・福祉サービ

ス提供の仕組みづくりや、多様な福祉活動の担い手となる福祉を支える人づくりなどを進めます。 

 

■ 住民参加と住民主体による生活支援の仕組みづくり 

・地域福祉活動コーディネーターの育成など住民参加による生活支援の仕組みづくりを推進 

○地域福祉推進支援事業費 4.0(3.3) 

・福祉・介護分野の人材確保を推進                           福祉・介護人材確保対策事業費 49.4(54.8) 

・ひとにやさしいまちづくりを推進するため、人材育成等を実施       ○ユニバーサルデザイン推進事業費 1.4(1.9) 

 

■ 高齢者が住み慣れた地域で生活できる環境の構築 

・地域の介護ニーズに対応するため、地域密着型サービス事業所等の施設整備やスプリンクラー設備の整備等を支援 

○介護サービス施設等整備臨時特例事業費 5,989.5(2,539.8) 

・要援護高齢者及び重度身体障がい者の在宅での自立した生活を支援 

高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助 50.0(63.0) 

・脳卒中等の既往を持つ人が在宅で寝たきりにならないよう、地域リハビリテーション活動の体制整備を推進 

                                    地域リハビリテーション支援体制整備推進事業費 14.4(13.8) 

・認知症疾患医療センターにおける専門的な医療機能の拡充や、本人・家族への相談支援、介護従事者研修等を実施 

○認知症対策等総合支援事業費 18.2(22.6) 

・介護人材の育成・確保を図る介護雇用プログラムを推進            ○介護雇用プログラム推進事業費 302.5(283.0)  

・特別養護老人ホーム等の入所待機者の解消に向けた施設整備や老朽化施設の改築を支援 

老人福祉施設整備費 1,615.3(355.3) 

・盛岡市で開催される「第 22 回全国介護老人保健施設大会」を支援 

◎全国介護老人保健施設大会開催費補助 1.0(－) 

                        

■ 障がい者が地域で自立した生活ができる環境の構築 

・精神障がい者の地域移行を推進するための取組を支援   ○精神障がい者地域移行支援特別対策事業費 66.3(36.9) 

・障がい者就労支援事業所で働く障がい者の工賃水準向上に向けた取組を支援 

チャレンジド就労パワーアップ事業費 32.1(29.5) 

  ・障がい者の不利益な取扱いの解消を図るため、相談窓口を設置して助言・調整を行うとともに、障がいについての理解 

 の促進に係る普及啓発等を実施 

                                            ◎障がい者不利益取扱解消支援等事業費 2.2(－) 

  ・生活環境の充実を図るため、老朽化が著しいやさわの園(障がい者支援施設)を改築整備 

                                                      やさわの園整備事業費 591.2(77.4) 

 

■ 安全・安心のセーフティネットづくり 

  ・生活福祉資金貸付事業の円滑な運営を支援                 生活福祉資金貸付事業推進費補助 89.2（80.2） 

  ・住居を喪失した離職者等に住宅手当を支給して支援               住宅手当緊急特別措置事業費 67.2（38.1） 

 



（単位：百万円）

事　業　名
H23当初
予算額

H22当初
予算額

差引 新規
一部
新規

単独 事　業　内　容

医師確保対策推進事業費
（医療推進課）

690.3 571.0 119.3

　医師の偏在解消や定着を図るため、奨学金制
度の充実などによる計画的な医師の養成、確保
を推進するとともに、中国からの臨床修練医の
招聘による医療分野の交流を通じて本県医療の
活性化を支援します。

勤務医勤務環境向上支援事
業費
（医療推進課）

104.7 121.2 △ 16.5
　勤務医の離職防止や業務負担の軽減を図るた
め、医療機関における勤務環境の改善や処遇改
善などの取組を支援します。

臨床研修医定着支援事業費
（医師支援推進室）

14.8 12.0 2.8

　医師確保対策の一環として、臨床研修医の受
入体制の充実などを図るため、臨床研修病院の
合同説明会や指導医講習会等各種事業を実施
し、臨床研修医の確保・定着を支援します。

安心と希望の医療を支える
看護職員確保定着推進事業
費
（医療推進課）

15.6 11.9 3.7

　看護職員の確保・定着を図るため、県外で就
学・就業する看護職員のＵターン対策や、医療
機関等における勤務環境改善の支援等に総合的
に取り組みます。

新人看護職員研修事業費
（医療推進課）

23.0 0.0 23.0

　看護の質の向上や安全な医療の確保、看護職
員の早期離職を防止するため、病院等における
新人看護職員を対象とした臨床研修や新人教育
担当職員の研修体制の整備を図ります。

看護師等修学資金貸付費
（医療推進課）

116.6 70.1 46.5
　県内における看護職員の確保を図るため、看
護職員養成施設の在学生に対する修学資金の貸
付枠の拡大等により支援します。

県立一関高等看護学院移転
整備事業費
（医療推進課）

225.7 50.9 174.8 ○
　教育環境の充実を図るため、老朽化が著しい
県立一関高等看護学院の移転整備を行います。

ドクターヘリ導入促進事業
費
（医療推進課）

217.1 10.5 206.6
　救急医療体制の充実を図るため、岩手医科大
学が運営する岩手県高度救命救急センターにお
けるドクターヘリ導入の取組を支援します。

ドクターヘリによる病院間
搬送対応施設整備事業費
（医療推進課）

176.3 65.4 110.9
　ドクターヘリの運航開始を見据え、救急医療
体制の充実を図るため、県立病院にヘリポート
を整備します。

がん診療連携拠点病院整備
推進支援事業費補助
（医療推進課）

1,213.4 321.2 892.2
　がん診療の均てん化を図るため、県立釜石病
院の放射線治療機能の整備を支援します。

在宅歯科医療連携事業費
（医療推進課）

5.1 0.0 5.1
　県歯科医師会に「在宅歯科医療連携室」の設
置を委託し、在宅歯科医療における医科や介護
などの他分野との連携体制を構築します。

精神科救急医療体制整備事
業費
（障がい保健福祉課）

140.3 116.2 24.1 ○

　精神障がい者の緊急時に対応する精神科救急
医療施設の指定を行うとともに、精神科救急情
報センターを24時間化することにより、精神科
救急医療体制の充実を図ります。

県民みんなで支える岩手の
地域医療推進プロジェクト
事業費
（医療推進課）

7.8 10.2 △ 2.4

　地域医療の確保を図るため、医療機関の役割
分担に応じた適正受診などについての意識啓発
や医療を支える住民活動を支援するなど、県
民、保健医療・産業・学校関係団体及び行政等
が一体となって県民総参加型の医療体制づくり
を推進します。

地域医療・介護連携モデル
推進事業費補助
（医療推進課）

2.5 0.0 2.5 ○ ○
　地域内の医療連携のモデル構築を推進するた
め、医療、介護の連携体制づくりなどの取組に
要する経費の一部を一関市に補助します。

平成23年度に実施する主要事業（保健福祉部）平成23年度に実施する主要事業（保健福祉部）平成23年度に実施する主要事業（保健福祉部）平成23年度に実施する主要事業（保健福祉部）

Ⅰ 地域の保健医療体制の確立
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事　業　名
H23当初
予算額

H22当初
予算額

差引 新規
一部
新規

単独 事　業　内　容

在宅医療普及促進事業費補
助
（保健福祉企画室）

116.0 0.6 115.4 ○

　在宅療養支援体制の推進を図るため、釜石保
健医療圏をモデルに医療、介護、福祉が連携
し、県立釜石病院が行う患者情報を共有するシ
ステムの導入などを支援します。

医療施設耐震化促進事業費
補助
（医療推進課）

1,024.2 524.4 499.8
　災害時の医療提供体制を確保するため、救急
医療を行う病院における耐震化を支援します。

難病相談・支援センター運
営費
（健康国保課）

6.3 4.3 2.0 ○
　難病患者の療養生活の質の向上を図るため、
難病相談・支援センターを委託設置し、生活相
談や就労支援などを行います。

子宮頸がん等ワクチン接種
促進臨時特例事業費補助
（医療推進課）

1,199.6 0.0 1,199.6 ○

　子宮頸がん予防ワクチン、ヒブ(インフルエ
ンザ菌b型)ワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチ
ンの予防接種を促進するとともに接種費用を全
額公費負担とするため、市町村の事業実施に要
する経費の一部を補助します。

肝炎総合対策推進事業費
（医療推進課）

208.8 206.0 2.8 ○
　肝炎患者に対する医療費の助成を行うほか、
肝炎患者等が適切な治療を受けられるよう、地
域肝炎治療コーディネーターを養成します。

新型インフルエンザ健康危
機管理体制強化事業費
（保健福祉企画室）

50.9 155.0 △ 104.1
　新型インフルエンザに関する相談窓口を開設
するほか、患者の受入れに当たる医療機関の設
備整備を支援します。

メタボリックシンドローム
１割削減推進事業費
（健康国保課）

6.3 11.1 △ 4.8

　メタボリックシンドローム該当者などの減少
を図るため、「特定健診・特定保健指導」に従
事する専門職員の資質向上のための研修会を開
催するほか県民への普及啓発などを実施しま
す。

自殺対策緊急強化事業費
（障がい保健福祉課）

81.8 61.7 20.1
　自殺対策の充実を図るため、相談支援体制の
整備、人材養成、普及啓発などを総合的に推進
します。

周産期医療対策費
(医療推進課）

1,289.7 186.1 1,103.6 ○
　妊娠中及び出産時等における高度専門医療を
提供するため、総合的な周産期医療体制の整備
に取り組みます。

妊婦健康診査臨時特例事業
費
（児童家庭課）

311.7 307.5 4.2
　妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減
を図るため、妊婦健康診査の公費負担を継続す
るとともに、検査項目の追加を行います。

地域子育て活動推進事業費
（児童家庭課）

565.8 556.0 9.8

　児童の健全育成を図るため、放課後児童クラ
ブ・児童館の運営や母親クラブの活動を支援す
るとともに、施設職員の資質向上のための研修
などを実施します。

保育対策等促進事業費
（児童家庭課）

537.4 519.2 18.2
　保育所における延長保育、休日保育及び病
児・病後児保育などの保育サービスの充実や地
域の子育て支援拠点の設置などを支援します。

子育て支援対策臨時特例事
業費
（児童家庭課）

882.2 1,198.2 △ 316.0

　安心して子どもを育てられる体制の整備を図
るため、保育所の整備促進や地域の実情に応じ
た子育て支援活動への助成、子どもフェスティ
バル（仮称）の開催などに取り組みます。

子育て応援推進事業費
（児童家庭課）

19.5 68.0 △ 48.5

　社会全体で子育て支援を行う意識の啓発や機
運の醸成を図るため、「子育て応援の店」協賛
店舗の拡大や子育て支援コーディネーターのス
キルアップ研修などを実施します。

児童福祉人材育成事業費
（児童家庭課）

9.3 0.0 9.3

　子育て分野の人材を育成するため、離職者等
が児童福祉施設で働きながら、児童館や放課後
児童クラブでの就業に必要な知識・技能の修得
を図ります。

児童虐待防止対策強化事業
費
（児童家庭課）

23.9 0.0 23.9 ○

　児童虐待防止対策の強化を図るため、児童相
談所及び市町村職員の資質向上のための研修
や、児童の安全確認などの対応力向上のための
体制強化を行います。

Ⅱ　家庭や子育てに夢をもち安心して子どもを生み育てられる環境の整備
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事　業　名
H23当初
予算額

H22当初
予算額

差引 新規
一部
新規

単独 事　業　内　容

地域福祉推進支援事業費
（地域福祉課）

4.0 3.3 0.7 ○

　高齢者や障がい者などが、地域で安心して生
活できるよう、地域福祉活動コーディネーター
の育成など、住民参加による生活支援の仕組み
づくりを推進します。

福祉・介護人材確保対策事
業費
（保健福祉企画室）

49.4 54.8 △ 5.4

　福祉・介護分野への人材の参画を進めるた
め、専門員による職場開拓や就業支援を行うほ
か、介護技術に関する研修などの取組を支援し
ます。

ユニバーサルデザイン推進
事業費
（地域福祉課）

1.4 1.9 △ 0.5 ○ ○
　ひとにやさしいまちづくりを推進するため、
研修会を通じた人材の育成、優良活動への知事
表彰の実施などによる周知に取り組みます。

介護サービス施設等整備臨
時特例事業費
（長寿社会課）

5,989.5 2,539.8 3,449.7 ○
　地域の介護ニーズに対応するため、地域密着
型サービス事業所等の施設整備やスプリンク
ラー設備の整備等を支援します。

高齢者及び障がい者にやさ
しい住まいづくり推進事業
費補助
（長寿社会課）

50.0 63.0 △ 13.0 ○

　要援護高齢者及び重度身体障がい者の在宅で
の自立した生活を支援するとともに、その介護
者の負担を軽減するため、市町村に住宅改修費
助成に要する経費の一部を補助します。

地域リハビリテーション支
援体制整備推進事業費
（長寿社会課）

14.4 13.8 0.6 ○

　脳卒中等の既往を持つ者が在宅で寝たきりに
なることなく生活できるよう、地域リハビリ
テーション活動が円滑に提供される体制整備を
進めます。

認知症対策等総合支援事業
費
（長寿社会課）

18.2 22.6 △ 4.4 ○

　認知症疾患医療センターにおける専門的な医
療機能を拡充するとともに、本人・家族への相
談支援、かかりつけ医等を対象にした研修の実
施など、総合的な認知症支援体制の構築を進め
ます。

介護雇用プログラム推進事
業費
（長寿社会課）

302.5 283.0 19.5 ○

　介護人材の育成・確保を図るため、働きなが
ら介護福祉士の資格取得を目指す離職者や、介
護福祉士養成施設で修学する介護職員の代替職
員を雇用する介護雇用プログラムを推進しま
す。

老人福祉施設整備費
（長寿社会課）

1,615.3 355.3 1,260.0 ○

　特別養護老人ホーム等の入所待機者解消に向
けた施設整備や、老朽化施設の改築を行うた
め、社会福祉法人等の施設整備等に要する経費
の一部を補助します。

全国介護老人保健施設大会
開催費補助
（長寿社会課）

1.0 0.0 1.0 ○ ○
　介護業務従事者の資質向上を図るため、盛岡
市で開催される「第22回全国介護老人保健施設
大会」の開催経費の一部を補助します。

精神障がい者地域移行支援
特別対策事業費
（障がい保健福祉課）

66.3 36.9 29.4 ○
　精神障がい者の地域移行を推進するため、退
院の促進や地域定着の取組を支援します。

チャレンジド就労パワー
アップ事業費
（障がい保健福祉課）

32.1 29.5 2.6

　障がい者就労支援事業所で働く障がい者の工
賃水準の向上を図るため、販売促進活動の拠点
となる障がい者就労支援振興センターの運営、
先進事例を学ぶ研修会の開催などを支援しま
す。

障がい者不利益取扱解消支
援等事業費
（障がい保健福祉課）

2.2 0.0 2.2 ○ ○

　障がい者に対する不利益な取扱いに関する相
談受付窓口を設置し、個別事案の解消に向けた
支援を行うとともに、障がいについての理解の
促進に係る普及啓発等を行います。

やさわの園整備事業費
（障がい保健福祉課）

591.2 77.4 513.8 ○
　生活環境の充実を図るため、老朽化が著しい
やさわの園（障がい者支援施設）の改築整備を
行います。

生活福祉資金貸付事業推進
費補助
（地域福祉課）

89.2 80.2 9.0

　低所得世帯等に対し、生活資金等の貸付と必
要な相談援助を行うため、岩手県社会福祉協議
会が行う生活福祉資金貸付事業の円滑な運営を
支援します。

住宅手当緊急特別措置事業
費
（地域福祉課）

67.2 38.1 29.1
　住居を喪失した離職者等を支援するため、住
宅手当を支給します。

Ⅲ　福祉コミュニティの確立
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