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課  題 現在の対応状況 今後の対応方向 

１ 地域医療の確保 

⑴ 医療提供体制の確保 

①被災地医療の確保 

・平成24年３月26日に仮設診療所の整備完了 

◆仮設診療所整備数 

医科診療所 歯科診療所 合計 

19 14 33 

※ 自院再開等により９か所閉鎖 

・仮設診療所の廃止に伴う財産処分手続きの簡

素化について、国への要望（知事要望）を実施 

・仮設診療所の廃止に伴う財産処

分（処分手続きの簡素化につい

て、事務的に国に協議） 

 

②医療施設等の災害復旧支援 

・被災した医療機関の施設の修繕や医療機器の

再取得等、診療再開を支援 

復旧済施設数：病院20か所、医科診療所42か

所、歯科診療所35か所、看護師養成所２か所（う

ち沿岸地域：病院５か所、医科診療所22か所、

歯科診療所19か所） 

◆事業対象施設数 ※括弧内の数値は沿岸地域 

病院 診療所 
歯科 

診療所 

看護師 

養成所 
合計 

20 (5) 42 (22) 39 (22) 2 (0) 103 (49) 
 

・平成25年度中の支援予定施設 

 ３か所（いずれも繰越事業） 

 

 

③ 医療施設等の移転・新築支援 

・被災した医療機関の移転新築による診療再開

を支援 

移転新築済施設数：医科診療所５か所、歯科診

療所９か所（全て沿岸地域） 

◆事業対象施設数 ※全て沿岸地域 

病院 診療所 歯科診療所 合計 

０ 17 17  34 
 

・被災医療施設復興支援事業費補

助金により、医療施設の移転新築

支援 

・平成25年度中の支援予定施設 

 22か所 

④ 薬局の災害復旧支援等  

・被災地の薬局設置（仮設薬局の設置、薬局の

移転設置及び薬局の現地復旧）を支援 

薬局設置支援数：32か所 

◆事業対象施設数：40か所（全て沿岸地域） 

・平成25年度中の支援予定施設 

３か所 

  

資料２ 

医療提供施設〔沿岸〕の被災・復旧状況（6月30日現在）

対象数 着手済 復旧済

5 5 5

39 29 27

39 32 28

40 32 32

123 98 92

※1　施設復旧支援数は、災害復旧費補助金、地域医療再生基金を活用した支援を予定している施設（延数）である。

※2　対震災前提供施設割合は、震災前の病院等開設数（震災前施設数）と比較しての継続・再開及び新設の状況である。

対震災前提供施設割合(仮設除）＝｛震災前施設数－被災＋継続・再開（自院）＋新設｝／震災前施設数

対震災前提供施設割合(仮設含）＝｛震災前施設数－被災＋継続・再開（自院・仮設）＋新設｝／震災前施設数

※3　提供施設割合（廃止除）は、被災による廃止（見込みを含む。）を除いて、比較したものである。

提供施設割合(仮設除）＝｛（震災前施設数－廃止）－（被災－廃止）＋継続・再開（自院）＋新設｝／（震災前施設数－廃止）

提供施設割合(仮設含）＝｛（震災前施設数－廃止）－（被災－廃止）＋継続・再開（自院・仮設）＋新設｝／（震災前施設数－廃止）

0

12

11

12

35

提供施設割合
（廃止除）※3

(仮設除） （仮設含）

84.2%

103.4%

100.0%

103.0%

98.0%

103.4%

101.3%82.6%

91.0%

計 340 180 107 28 14

診療所 112

90.9%

薬局 100 53 36 0 8 91.0%

歯科診療所 109 60 30 14 3

54 31 11 3

病院 19 13 10 3 0

種別
震災前
施設数

被災
継続・再開

新設

対震災前
提供施設割合※2施設復旧支援数※1

自院 仮設 (仮設除） （仮設含）

廃止
（見込含）

92.0%

83.7%

84.2% 100.0%

75.2% 88.1%

82.1% 92.0%

92.1%
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課  題 現在の対応状況 今後の対応方向 

 ⑤ 医療情報連携の推進 

・「岩手県医療情報連携推進協議会設立準備会」

において、岩手医大と沿岸地域の中核病院間を

情報通信システムで結ぶための検討を開始 

 

 

・具体的な情報システム整備の検

討を継続 

・連携に係る協議会を設立 

⑵ 被災地における医師の

確保・定着 

①医師の確保・定着 

・医師奨学生を対象に、地域医療や被災地での

医療活動への関心を高めてもらうためのセミナ

ーを実施 

・臨床研修医の確保･定着に向け、臨床研修医

及び指導医向けの各種事業を実施 

・引き続き、臨床研修体制の充実

に向け、臨床研修病院群ワーキン

ググループと共同し、医学生に対

するＰＲや指導医の資質向上に

向けた各種事業を実施 

 

②仮設診療所における医療提供体制確保 

・地域医療の確保を支援するため、県医師会の

ＪＭＡＴ岩手チームが活動中（県医師会高田診

療所） 

・岩手医大が行う陸前高田市仮設診療所での遠

隔診療の取組に対する支援 

・遠隔診療（皮膚科）の実施など専門診療の支

援 

・ＪＭＡＴ岩手チーム活動の継続 

 

２ 地域における高齢者や 

障がい者等への支援 

⑴ 応急仮設住宅地域にお

けるサポート拠点の設

置・運営支援 

応急仮設住宅建設地域における高齢者等サポ

ート拠点の運営などについて、市町村等を通じ

て支援 

○高齢者等サポート拠点 

計画：９市町村28か所 

運営中：９市町村28か所 

（うちGH型仮設活用５か所、集会所活用６

か所、専用サポート拠点12か所、既存施

設活用５か所） 

○GH型仮設住宅 

整備完了：４市町村12か所 

（うち仮設サービス事業所（介護２か所、

障がい５か所）、高齢者等サポート拠点５か

所） 

・高齢者等サポート拠点の運営経

費の補助や運営スタッフの研修

を通じて効果的な運営を支援 

・平成25年 3月に策定した「災

害公営住宅等における見守り事

業実施の手引き」等により、災害

公営住宅の入居者に対する見守

り、支援体制の構築について支援 

・災害公営住宅等における見守り

に係る研修会の開催 

⑵ 介護予防や介護・障が

い福祉サービスの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①介護・福祉サービス 

 居住環境の変化に対応した介護予防や介護サ

ービスの提供のため、次の事業を実施 

・沿岸地域のリハビリテーション活動の支援 

・地域包括支援センター業務の支援 

・生活不活発病予防や市町村の介護予防に係る

取組の支援 

 

【介護予防教室等の実施状況(6月30日現在)】 

 実施回数 

Ｈ23 実績 Ｈ24 実績 Ｈ25 実績 

介護予防 

教室 
32 61  7 

ふれあい 

運動教室 
50 120  33 

合計 82 181  40 
 

・応急仮設住宅における高齢者の

生活不活発病や認知症への早期

の対応に向けた取組を継続して

支援 

・被災地において地域包括ケア体

制を整備するため、「介護基盤復

興まちづくり整備事業（３次補

正）」を活用し、市町村が行う地

域包括ケア体制整備に資する拠

点等を整備 
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課  題 現在の対応状況 今後の対応方向 

 ②障がい者福祉サービス 

障がい福祉サービス事業所の安定した運営や

障がい者のサービス利用等を支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域自立支援協議会等と連携を

図りながら、障がい福祉サービス

事業所に対する支援等を実施 

・「障がいがある方たちの災害対

応のてびき」について、関係機関

等を対象とした説明会を開催す

るほか、障がい者等へ配布し、日

頃の備えなどの取組みについて

の働きかけを行う 

 

 

 

③被災地発達障がい児支援 

 障がい児への療育支援及び発達障がい児（者）

の相談支援、関係機関のコンサルテーション等

を実施 

【活動実績（6 月30 日現在）】 

 
 

区分 件数（延べ） 

Ｈ24 実績 Ｈ25 実績 

個別支援（相談支援

等） 

392 136 

関係施設及び関係

機関に対する普及啓

発及び研修（研修の

企画、共催等） 

34 9 

関係施設・関係機関

等の連携に係る活動

（連絡協議会等） 

95 40 

・県立療育センターや相談支援事

業所等の関係機関と連携を図り

ながら、障がい児療育や発達障が

いに関する支援（※）を実施 

 

※主な内容 

発達障がいに係る地域の支援力

の向上を図るため、地元保健師、

学校関係者、幼稚園・保育園職員

等を対象とした研修会を実施 

７件

事業所訪問 延約1,800事業所

委員会等開催5回

区分
実績

H24

就労支援事業所等への専門アドバイザー派遣 80回

－

－

６回

事業所研修実施

H25

事業所支援アドバイザー派遣

17回

38件

【活動実績（6月30日現在）】

－ 84件障がい者災害対応のてびき普及啓発活動

障がい者災害対応のてびき策定

61回



4 

課  題 現在の対応状況 今後の対応方向 

⑶ 社会福祉施設等の復

旧、運営支援 

①高齢者福祉施設（入居・居住系施設） 

・被災した施設の修繕、移転整備及び備品等の

再取得を支援 

復旧済施設数：41所（うち沿岸分11か所） 

◆事業対象施設数：49か所（うち沿岸分18か所） 

【施設復旧状況[入所施設定員ベース]（6/30 現在）】 

震災前 現状 

3,769 人 3,999 人 

・被災した施設の職員確保と被災失業者等の人

材育成を支援 

平成23年度：19事業所45人を雇用 

平成24年度：34事業所88人を雇用 

・国庫補助対象施設の災害査定

は、全施設終了。平成 24 年度に

査定を受けた施設は順次着工し

ており、新たなまちづくりに対応

した復旧となるよう、補助事業を

通じて支援 

・平成 25 年度中の支援予定施設

数 

 7か所 

 

 

 

 

②障がい者（児）福祉施設 

・被災した施設の修繕、移転整備及び備品等の

再取得を支援 

復旧済施設数：18か所（うち沿岸分5か所） 

◆事業対象施設数：21か所（うち沿岸分８か所） 

・被災した施設の職員確保と被災失業者等の人

材育成を支援 

 平成23年度：15事業所25人を雇用 

平成24年度：26事業所44人を雇用 

平成25年度：17事業所26人を雇用 

・平成24年度からの繰越事業（現

在未完成の施設復旧3施設）の進

捗管理 

 

 

 

・平成 25 年度は、被災地の就労

支援事業所等の職員確保と生産

活動等を支援 

③保育所・児童館等 

・被災した施設の修繕、移転整備及び備品等の

再取得を支援 

復旧済施設数：27か所（うち沿岸分９か所） 

◆事業対象施設数：40か所（うち沿岸分20か所） 

※ 復旧未了施設のうち、保育所１（検討中）、

へき地保育所１（休止中）、児童館1（休止中）

を除き、仮設施設等で再開済 

・用地確保等に期間を要する施設の復旧にかか

る国庫補助事業の実施期間の延長等について、

国への要望（知事要望）を実施 

・復旧途上の20施設は、平成24

年８月から順次査定を進めてお

り、早期復旧を支援 

・平成25年度中支援予定施設数 

 ４か所 

・用地確保等に期間を要する施設

の復旧にかかる国庫補助事業の

実施期間の延長等について、引き

続き、国に要望 

  社会福祉施設〔沿岸〕の被災・復旧状況（6月30日現在）

対象数 着手済 復旧済

18 17 11

8 8 5

20 9 9

12 8 8

1 0 0

3 1 1

3 0 0

1 0 0

46 34 25

※1　施設復旧支援数は、災害復旧費補助金のほか、各種基金を活用した支援を予定している施設である。

※2　対震災前提供施設割合は、震災前の福祉施設等開設数（震災前施設数）と比較しての継続・再開及び新設の状況である。

対震災前提供施設割合(仮設除）＝｛震災前施設数－被災＋継続・再開（自施設）＋新設｝／震災前施設数

対震災前提供施設割合(仮設含）＝｛震災前施設数－被災＋継続・再開（自施設・仮設）＋新設｝／震災前施設数

※3　高齢者福祉施設は、特養、老健、認知症高齢者ＧＨ、小規模多機能及び養護である。

※4　提供施設割合（廃止除）は、被災による廃止（見込みを含む。）を除いて、比較したものである。

提供施設割合(仮設除）＝｛（震災前施設数－廃止）－（被災－廃止）＋継続・再開（自施設）＋新設｝／（震災前施設数－廃止）

提供施設割合(仮設含）＝｛（震災前施設数－廃止）－（被災－廃止）＋継続・再開（自施設・仮設）＋新設｝／（震災前施設数－廃止）

0

100.0%

廃止
（見込含）

1

1

0

105.0%

121.2%

100.0%

98.5%

98.9%

27

0

96.4% 104.7%

33.3%

計 362 124 84 30

子育て拠点 6 6 2 4 0

保育所 95

85.5%

へき地保育所 1 1 0

0放課後クラブ 62 100.0%

児童館 36 4 1 2 0

5 9 0

0 0

34 24 9 0

14

93.5% 100.0%

89.5% 98.9%

児童福祉施設 200 59 32 24 0

27
障がい者(児)福祉施設 62 31 27 4 0

自施設

高齢者福祉施設※3 100 34 25 2 118.0% 120.0%

種別
震災前
施設数

被災
継続・再開

新設

対震災前
提供施設割合※2施設復旧支援数※１

仮設 (仮設除） （仮設含）

提供施設割合
（廃止除）※4

(仮設除） （仮設含）

85.5%

33.3%

0.0%

97.2%

100.0%

100.0%

119.2%

93.5%

86.5%

89.5%

0.0%

91.7%

0

0

96.7%

86.5% 98.5%

0.0% 0.0%

91.7% 97.2%0
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課  題 現在の対応状況 今後の対応方向 

３ 被災者の健康の維持・ 

増進 

①岩手県被災地健康支援事業運営協議会 

被災地の住民の健康支援ニーズの把握、健康

支援に係る必要性の検討等の実施 

 

・平成25 年度第 1回岩手県被災

地健康支援事業運営協議会（８月

下旬） 

 

②健康支援の推進に係る具体的取組 

ア 定期的な全戸訪問による健康状態の把握 

応急仮設住宅入居者等の健康状態を定期的に把

握し、要支援者については、個別に健康支援を

実施 

【県の支援】 

県保健所からの保健師派遣、県内市町村、（公

社）岩手県看護協会、(社)岩手県栄養士会など

との保健師、看護師、栄養士の派遣調整を行い、

市町村を支援 

【平成25年度派遣実績(6月30日現在)】 

・栄養士：５市町（宮古市、住田町、野田村、

釜石市、大槌町）へ延30人 

・保健師等：山田町（5/29～6/28）へ延24人 

 

イ 応急仮設住宅集会所等での健康相談、口腔ケ

ア活動等 

応急仮設住宅集会所等において定期的に健康

相談や栄養相談、口腔ケア活動等を実施し、要

支援者については、個別に健康支援を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 被災地市町村が実施する健康支援対策への

支援 

被災者への特別健診や健康支援活動、保健師

等の人材確保などに係る市町村への補助事業を

実施 

（交付申請（第１次）市町村数 21市町村） 

 

ア 定期的な全戸訪問による健康

状態の把握 

・平成 25 年度も継続して定期的

に健康状態を把握 

 ・４市町（陸前高田市、宮古市、

山田町、大槌町）で保健師派遣予

定（９～12月） 

 

 

 

 

 

 

 

イ 応急仮設住宅集会所等での健

康相談、口腔ケア活動等 

・平成 25 年度も被災市町村と連

携し、継続して実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 被災地市町村が実施する健康

支援対策への支援 

・第１次交付決定（7月上旬） 

・第２次交付申請内容の精査及び

交付決定（８月中） 

・平成 25 年度も被災者へのきめ

細かな健康支援対策が実施され

るよう市町村と意見交換を行い

ながら補助事業を継続して実施 

 

【健康相談等の活動状況（6月30日現在）】

相談者数（人）

7,976

H24H24H23 H25 H23 H25

健康相談・健康教室等 1,5521,504 276

実施箇所数

1,760

2,022 110

5,403 1,650

口腔ケア活動 237244 2 2,434

10,410合計 1,7891,748 278 7,425
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課  題 現在の対応状況 今後の対応方向 

４ 被災者のこころのケア 

の推進 

①こころのケアセンター 

きめ細かなこころのケアを継続的・長期的に

行うための「岩手県こころのケアセンター」を

岩手医科大学内に設置するとともに、「地域ここ

ろのケアセンター」を沿岸部の４合同庁舎内に

設置 

【活動実績(6月30日現在)】 

相談回数 

Ｈ24実績 7,444 

Ｈ25実績 2,789 
 

・「岩手県こころのケアセンター」

等の中長期的な運営による被災

者のこころのケアの実施ととも

に、支援者に対する「こころのケ

ア」に関する研修や個別の相談等

を継続 

②「震災こころの相談室」の設置 

  沿岸７市町村に、相談や診察を行う「震災

こころの相談室」を設置 

 

・沿岸７市町村に設置している

「震災こころの相談室」での相談

や仮設住宅等への訪問を実施 

・「こころのケア」活動を担う人

材育成、関係機関のネットワーク

の強化などの取組を実施 

５ 要保護児童等への支援 ①被災孤児の養育環境の確保及び生活支援 

被災孤児は94人を確認 

養育環境は次のとおり。 

里親 61人、親族等９人、離父母引取13人、

施設５人（被災前からの入所を含む）、進学等に

よる転出者６人 

・定期的に養育環境等の調査を実

施するとともに、各児童相談所職

員による訪問支援を実施 

 

 

②里親支援 

・ 児童相談所による親族里親に対する訪問支

援等の実施 

・ 県里親会に委託し、被災孤児を養育する里

親等を対象に宮古、釜石、大船渡の三地区で、

毎月１回、里親サロンを開催 

・里親の意向に応じて、養育研修

会、財産管理に関する相談会等を

実施予定 

 

③被災遺児の実態把握及び支援 

 被災遺児488人を確認 

 また、広域振興局等へ遺児家庭支援専門員を

配置（宮古２、釜石２、大船渡２）し、市町村

と連携しながら相談体制を確保し、訪問・電話

で各種制度の利用を促進 

・遺児家庭支援専門員による対応

を継続実施 

 

④子どものこころのケア 

・ 各児童相談所が巡回相談を実施 

【活動実績(6月30日現在)】 

 相談回数 

巡回児童相談 Ｈ23実績  378 

Ｈ24実績  197 

Ｈ25実績   63 

 

・ 「いわてこどもケアセンター」を設置し、 

ケアを実施 

【活動実績(6月30日現在)】 

 利用児童数 

ケアセンター Ｈ23実績  287 

Ｈ24実績  435 

Ｈ25実績  144 
 

・「いわてこどもケアセンター」

等において、子どものこころのケ

アを継続実施 
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課  題 現在の対応状況 今後の対応方向 

⑤いわての学び希望基金（未就学児童給付事業） 

 被災孤児及び被災遺児を対象とした「いわて

の学び希望基金」の給付金を給付（未就学児59

人に支給） 

・給付金の継続周知と現況確認を

実施 

 

６ 被災者の日常生活や災

害時要援護者を支える取

組の推進 

⑴ 応急仮設住宅等におけ

る支え合い体制の確立 

①安否・見守り活動の推進 

・県社会福祉協議会及び18市町村社会福祉協議

会に生活支援相談員を配置し、応急仮設住宅や

在宅の被災者に対する生活相談等のほか、要援

護者の安否・見守り活動を実施 

【配置実績(6月30日現在)】 

 配置人数 

生活支援相談員 193 

・県社会福祉協議会に「岩手県福祉コミュニテ

ィサポートセンター」を設置し、被災地域の福

祉コミュニティの復興、再構築に向けた体制づ

くりなどを支援 

・生活支援相談員による相談支援が平成26年度

以降も継続実施できるよう、「緊急雇用創出事業

臨時特例基金（住まい対策拡充等支援事業分）」

の設置期間の延長及び基金の積み増しについ

て、国への要望（知事要望）を実施 

・生活支援相談員による見守り活

動や相談支援を継続 

・生活支援相談員による相談支援

が平成 26 年度以降も継続実施で

きるよう、「緊急雇用創出事業臨

時特例基金（住まい対策拡充等支

援事業分）」の設置期間の延長及

び基金の積み増しについて、引き

続き国に要望 

・各市町村や社会福祉協議会等の

支援職員、生活支援相談員、民生

委員等の連携を促進し、きめ細や

かな被災者支援を推進するとと

もに、優良取組事例の情報提供、

養成・実践力強化研修等により、

支援関係者のスキルアップを支

援 

 

②高齢者による社会活動等の促進 

・老人クラブによる友愛活動（訪問活動）等の

取組を支援 

 

・新たなコミュニティでの高齢者

の生きがいづくりや訪問交流活

動を支援 

⑵ 災害ボランティア活動

の促進 

 

個人ボランティアの確保・受入 

・災害(復興)ボランティアの確保に向け、現地

のボランティアニーズや宿泊先等に関する情報

発信、ボランティアの受入調整等を実施（６月

末までに、県内ボランティアセンターにおいて

延べ約46万人のボランティアを受入調整） 

・ボランティアニーズ（ふれあい

サロン活動や引っ越し支援など

生活支援型のボランティア活動

への移行）に対応し、社会福祉協

議会など関係団体による地元ボ

ランティアを含む継続的なボラ

ンティアの確保や活動の促進に

向けた取組を支援 

 

⑶ 災害時における福祉

（介護）の広域的な支援

体制の構築 

○岩手県災害福祉広域支援推進機構（仮称）設

置準備会 

・大規模災害時における福祉（介護）の専門職

で構成する支援チームの派遣調整等を行う本部

組織の設置について、「岩手県災害福祉広域支援

推進機構（仮称）設置準備会」において検討 

・福祉専門職能団体、県立大等による「岩手県

災害福祉チームワーキング会議」（県社協主催）

において、チーム員の研修内容、活動マニュア

ル等について検討（７月５日、23日） 

・「岩手県災害派遣広域支援推進

機構（仮称）」の設置に向け、本

部組織やチーム活動内容・派遣ス

キームの整理、調整を行い、９月

頃を目途に本部組織を設置、年度

内のチーム創設を目指す 

・「岩手県災害福祉広域支援推進

機構（仮称）設置準備会」第２回

会議（８月９日） 

 


