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被災者の生活の安定を図るため、被災した、国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療制度等における被保

険者に係る一部負担金及び利用料の免除に対して支援します。 

■ 安全・安心のセーフティネットづくり 

・被災した障がい者の福祉サービス等の利用機会確保を図るため、利用料免除に要する経費を補助 

障がい福祉サービス等利用者負担特例措置支援事業費補助 1.3(1.1) 

・被災した国保被保険者の受診機会確保を図るため、一部負担金免除に要する経費を補助 

国民健康保険一部負担金特例措置支援事業費補助 390.1(325.8) 

・被災した後期高齢者の受診機会確保を図るため、一部負担金免除に要する経費を補助 

後期高齢者医療制度一部負担金特例措置支援事業費補助 135.0(131.2) 

・被災した要介護高齢者のサービス受給機会確保を図るため、介護保険利用料免除に要する経費を補助 

 介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助 16.9(16.5) 

 

 

被災者の心身の健康を守るため、被災した病院や診療所等の医療提供施設及び高齢者・障がい者（児）福祉施設、

保育所等の機能の回復を図るとともに、新たなまちづくりに連動した災害に強く、質の高い保健・医療・福祉提供

体制を整備します。 

■ 医療を担うひとづくり 

 ・被災地の看護職員の確保に資するため、県立宮古高等看護学院の学生定員の増員に必要な施設の整備・改修を実施 

県立宮古高等看護学院施設整備事業費  310.1(17.9) 

・地域医療体制の復興を支援するため、沿岸地域において調剤業務などを行う薬剤師の確保対策を実施 

被災地薬剤師確保事業費 5.6(5.6) 

■ 質の高い医療が受けられる体制の整備 

・災害に伴う停電時の診療機能確保のため、災害拠点病院等の非常用発電設備などの整備に要する経費を補助 

災害拠点病院等非常用設備整備事業費補助 80.0(1,011.3) 

・医療体制の早期回復を図るとともに、被災した診療所等の機能回復を支援 

被災地医療確保対策事業費 90.3(231.3) 

・被災地の医療施設の復興を支援するため、民間医療施設の移転・新築等を支援 

被災地医療施設復興支援事業費 1,090.0(940.0) 

・被災地の公的医療機関の移転改築・改修等を支援              公的医療機関復興支援事業費 116.2(91.3) 

・被災した県立高田病院、県立大槌病院及び県立山田病院の移転新築に要する経費を補助 

県立病院再建支援事業費補助 2,600.2(1,499.6) 

・被災地の医療の復興を図るため、岩手医科大学と沿岸中核病院を情報システムで結び、診療情報の共有や遠隔医療に要

する経費を補助 

医療情報連携推進事業費補助 1,195.1(463.0) 

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22226666 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    

凡例：◎新規事業、○一部新規事業、☆希望郷創造推進費 

予算額は、26 年度当初（25 年度当初）。 

 

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

区分 26年度当初予算額 25年度当初予算額 増減額 増減率 

当初予算額 132,991.4 132,908.6 82.8  0.1 

うち震災対応分 13,929.0 13,111.0  818.0  6.2 

 

復興計復興計復興計復興計画関係画関係画関係画関係 

ⅠⅠⅠⅠ    被災者の生活の安定と住環境の再建等への支援被災者の生活の安定と住環境の再建等への支援被災者の生活の安定と住環境の再建等への支援被災者の生活の安定と住環境の再建等への支援    

ⅡⅡⅡⅡ    災害に強く、質の高い保健・医療・福祉提供体制災害に強く、質の高い保健・医療・福祉提供体制災害に強く、質の高い保健・医療・福祉提供体制災害に強く、質の高い保健・医療・福祉提供体制のののの整備整備整備整備    

資料２ 
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・地域医療の再生のため、地域に必要な医師の計画的な確保や被災地の医療提供体制構築等について、情報発信を実施 

地域医療情報発信事業費 8.9(2.7) 

・被災地の民間医療施設の耐震化を支援               ◎被災地医療施設耐震化支援事業費 454.4(0.0) 

■ 子育て家庭への支援 

・被災した保育所及び児童厚生施設等の災害復旧事業に要する経費を補助 

児童福祉施設災害復旧事業費補助 2,176.6(2,116.2) 

・被災者の経済的負担を軽減するために市町村が実施する保育料減免に要する経費を補助 

保育所徴収金減免支援事業費補助 140.1(131.3) 

■ 子どもの健全育成の支援 

・被災した発達障がい児・者のニーズ把握及び障がい福祉サービス等の利用支援を実施するため、沿岸地域に専門職員（コ

ーディネーター）を配置 

被災地発達障がい児支援体制整備事業費 25.4(24.6) 

■ 生活支援の仕組みづくり 

・障がい福祉サービス事業所が安定した福祉サービスを提供できるようにするため、事業所へのアドバイザー派遣などの

業務支援等を行う「障がい福祉復興支援センター」を運営 

障がい福祉サービス復興支援事業費 99.9(191.4) 

・応急仮設住宅等において、要介護高齢者及び障がい者等支援を要する者が安心して日常生活を送ることができるよう、

高齢者等サポート拠点等の運営を支援 

仮設介護・福祉サービス拠点づくり事業費 545.7(901.6) 

■ 高齢者が住み慣れた地域で生活できる環境の構築 

・地域包括支援機能が著しく低下した市町村において、地域包括支援センターの業務支援、高齢者からの相談対応、要援

護高齢者及び要介護者のケア支援等を実施 

     被災地要援護高齢者支援事業費 38.0(29.8) 

・被災地の介護人材の確保を図るため、介護事業所の労働環境の改善や情報発信等を推進 

     介護人材確保事業費 3.5(24.3) 

・介護事業所への就業を促進するため、介護事業者が離職者等を雇用し、施設で働きながら資格を取得するよう支援 

     ◎介護人材就業促進事業費 186.5(0.0) 

・被災地のサポート拠点等における支援業務の質の向上を図るため、応急仮設住宅等の被災高齢者の見守りに従事する職

員等の資格取得を支援 

     ◎被災地サポート拠点職員資格取得促進事業費 19.2(0.0) 

・沿岸部における介護人材確保のため、事業者が行う新規採用職員のための住宅確保等に要する経費を補助 

     ◎被災地介護職員住環境整備支援事業費 11.9(0.0) 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

きめ細やかな保健活動とこころのケア活動を推進するとともに、保護を必要とする子どもたちの養育を支援し

ます。 

■ 生活習慣病予防等の推進 

・被災者の健康の維持増進を図るため、市町村が実施する被災者への保健活動や健康づくり事業に係る支援等を実施 

     被災地健康維持増進費 155.6(177.0) 

・被災者の健康状態の悪化を防ぐため、応急仮設住宅の集会所や談話室等を定期的に巡回し、健康相談、保健指導及び口

腔ケア等を実施 

            被災地健康相談支援事業費 50.6(75.5) 

・原子力発電所事故由来による内部被ばく状況を把握するため、尿中放射性物質の継続調査を実施 

放射線健康影響調査費 1.9(2.1) 

・原子力発電所事故由来による県民の健康不安を解消するため、市町村が行う個別健康相談等事業に要する経費を補助 

放射線健康相談等支援事業費補助 15.3(34.7) 

■ 子どもの健全育成の支援 

・被災児童を支援するため、こころのケアや、健全育成支援、養育者等への相談支援、支援者等への技術的支援等を実施 

被災児童対策事業費 241.6(307.1) 

■ こころのケア活動の推進 

・被災者の精神的負担を軽減するため、「県こころのケアセンター」及び「地域こころのケアセンター」を運営し、長期に

わたる継続した専門的ケアを実施 

 被災地こころのケア対策事業費 517.7(595.2) 

 

 

全ての人が安心して地域で生活できるよう、高齢者や障がい者等を住民相互で支え合うなど福祉コミュニティ

を確立するための体制づくりを支援します。 

■ 生活支援の仕組みづくり 

・福祉コミュニティの復興を図るため、市町村等が、被災者支援に携わる関係者間の総合調整を図りながら実施する地域

の見守り体制の構築や交流の場の提供等の事業に要する経費を補助 

福祉コミュニティ復興支援事業費補助 250.0(195.0) 

・災害公営住宅等において、高齢者及び障がい者等が安心して暮らすことができるよう、必要な見守り体制の整備を支援 

復興住宅ライフサポート事業費 59.4(199.5) 

■ 障がい者が必要な支援を受けながら安心した生活ができる環境の構築 

・被災により自主生産製品の販売経路喪失や請負業務の打ち切りなどの影響を受けた障がい福祉サービス事業所に対して、

被災失業者の雇用を委託することにより、事業所における創作活動や生産活動等を支援 

被災地障がい福祉サービス事業所生産活動等支援事業費 89.1(71.5) 

■ 安全・安心のセーフティネットづくり 

・被災世帯の生活の復興のため、県社会福祉協議会が行う被災した低所得世帯への生活福祉資金の貸付け及び生活支援相

談員等の配置に要する経費を補助 

生活福祉資金貸付事業推進費補助 934.5(902.7) 

ⅢⅢⅢⅢ    健康の維持・増進、こころのケアの推進や要保護児童等への支援健康の維持・増進、こころのケアの推進や要保護児童等への支援健康の維持・増進、こころのケアの推進や要保護児童等への支援健康の維持・増進、こころのケアの推進や要保護児童等への支援    

ⅣⅣⅣⅣ    地域コミュニティ地域コミュニティ地域コミュニティ地域コミュニティの再生・活性化の再生・活性化の再生・活性化の再生・活性化    
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医師や看護職員の養成・確保、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を図るための取組や、

感染症対策、生活習慣病予防を進めます。 

■ 医療を担うひとづくり 

・特に不足とされている診療科の医師の確保及び養成と医師の偏在解消を図るため、本県への医師定着に関するセミナ

ーの開催や、就学支援等を実施 

  医師確保対策推進事業費 964.1(890.1) 

・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 

  勤務医勤務環境向上支援事業費 52.3(71.8) 

・臨床研修医の定着を図るため、臨床研修病院合同説明会・面接会、指導医講習会等各種事業を実施  

臨床研修医定着支援事業費 16.2(16.3) 

・地域医療に従事する医師の確保・定着を図るため、地域医療支援センターによる取組を実施 

地域医療医師支援事業費 16.0(18.5) 

・看護職員の需要の増大に対応するため、看護師養成施設等の志願者確保や働きやすい職場環境づくり、潜在看護職員

の活用推進などを実施 

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 15.9(15.8) 

・県内の看護職員の確保及び資質の向上を図るため、看護師等養成施設及び大学院に在学する学生に対し修学資金を貸

し付けし、就業・定着を促進 

 看護師等修学資金貸付金 204.6(194.5) 

・被災地の看護職員の確保に資するため、県立宮古高等看護学院の学生定員の増員に必要な施設の整備・改修を実施 

◇県立宮古高等看護学院施設整備事業費  310.1(17.9)【再掲】 

・地域医療体制の復興を支援するため、沿岸地域において調剤業務などを行う薬剤師の確保対策を実施 

◇被災地薬剤師確保事業費  5.6(5.6)【再掲】 

■ 質の高い医療が受けられる体制の整備 

・総合的な周産期医療体制を整備し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進するため、周産期母

子医療センターの運営への支援や周産期医療情報ネットワークシステムの運営などを実施 

周産期医療対策費 451.9(878.6) 

・へき地医療機関での医師確保を図るため、医師不足地域及び医師不足医療機関への医師派遣の調整などを支援 

 へき地勤務医師等確保事業費 7.6(8.3) 

 ・県内どこでも質の高いがん医療が受けられるよう、がん診療連携拠点病院が行う医療従事者研修や相談支援などの取

組に要する経費を補助 

がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助 115.5(114.0) 

・三次救急医療体制を補完するため、岩手医科大学が運営する岩手県高度救命救急センターのドクターヘリ運航を支援 

ドクターヘリ運航事業費 219.1(216.2) 

・本県の救急医療体制の向上のため、新たなヘリポートを整備  ◎ドクターヘリヘリポート整備事業費 489.7(0.0) 

・歯科診療の受診が困難な障がい者の健康増進と福祉の向上を図るため、障がい者への歯科診療を運営 

 障がい者歯科医療対策費 8.7(7.7) 

・地域医療の確保を図るため、県民、保健医療、産業、学校等と一体となり、医療機関の受診の仕方や健康づくりの普

及・啓発を行うなど、県民総参加型の地域医療体制づくりに向けた県民運動を実施 

 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 6.3(6.1) 

・医療施設の耐震化を促進するため、病院の設置者が実施する建築物の耐震診断に要する経費を補助 

 ◎医療施設地震対策支援事業費補助 13.4(0.0) 

・県内各地域において在宅（介護施設を含む）療養者が安心して生活することができるよう、地域の実情に合わせた在

宅医療介護の提供体制を構築 

 在宅医療推進事業費 398.7(0.0) 

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    

いわていわていわていわて県民計画関係県民計画関係県民計画関係県民計画関係    
凡例：♢震災復興分、◎新規事業、○一部新規事業、☆希望郷創造推進費 

予算額は、26 年度当初（25 年度当初）。 
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・災害時の医療を確保するため、医療・救急・行政間の調整を行う災害医療コーディネーター等を育成するとともに、

新たにＤＭＡＴ隊員の養成を実施 

○☆救助と医療をつなぐ災害時実践力強化事業費 8.6(7.7) 

・災害に伴う停電時の診療機能確保のため、災害拠点病院等の非常用発電設備などの整備に要する経費を補助 

◇災害拠点病院等非常用設備整備事業費 80.0(1,011.3)【再掲】 

・医療体制の早期回復を図るとともに、被災した診療所等の機能回復を支援 

◇被災地医療確保対策事業費 90.3(231.3)【再掲】 

・被災地の医療施設の復興を支援するため、民間医療施設の移転・新築等を支援 

◇被災地医療施設復興支援事業費 1,090.0(940.0)【再掲】 

・被災地の公的医療機関の移転改築・改修等を支援      ◇公的医療機関復興支援事業費 116.2(91.3)【再掲】 

・被災した県立高田病院、県立大槌病院及び県立山田病院の移転新築に要する経費を補助 

◇県立病院再建支援事業費補助 2,600.2(1,499.6)【再掲】 

・被災地の医療の復興を図るため、岩手医科大学と沿岸中核病院を情報システムで結び、診療情報の共有や遠隔医療に

要する経費を補助 

◇医療情報連携推進事業費補助 1,195.1(463.0)【再掲】 

・地域医療の再生のため、地域に必要な医師の計画的な確保や被災地の医療提供体制構築等について、情報発信を実施 

◇地域医療情報発信事業費 8.9(2.7)【再掲】 

・被災地の民間医療施設の耐震化を支援        ◇◎被災地医療施設耐震化支援事業費 454.4(0.0)【再掲】 

■ 生活習慣病予防等の推進 

・健康いわて21プラン（第２次）の周知、推進協議会の開催や、県民健康データの周知還元等を実施 

          ○健康いわて２１プラン推進事業費 6.9(6.1) 

・岩手県口腔保健支援センターを設置し、普及啓発活動等を体系的に実施 

○イー歯トーブ８０２０運動推進事業費 13.1(5.3) 

・がんや脳卒中のり患情報の登録・分析やがん検診等の受診率向上のための県民への普及啓発等を実施 

◎生活習慣病重症化予防推進事業費 13.5(0.0) 

・県の健康課題である脳卒中死亡率を緊急かつ迅速に改善するため、県民が一体となった取組を推進 

          ◎脳卒中予防緊急対策事業費 9.2(0.0) 

・被災者の健康の維持増進を図るため、市町村が実施する被災者への保健活動や健康づくり事業に係る支援等を実施 

     ◇被災地健康維持増進費 155.6(177.0)【再掲】 

・被災者の健康状態の悪化を防ぐため、応急仮設住宅の集会所や談話室等を定期的に巡回し、被災者の健康相談、個別

保健指導及び口腔ケア等を実施 

    ◇被災地健康相談支援事業費 50.6(75.5)【再掲】 

■ 感染症対策等の推進 

・インフルエンザに関して、県民への正しい知識の普及啓発を行うとともに、新型インフルエンザが県内で発生した際

の感染拡大防止及び円滑な診療を図るための取組を実施 

○新型インフルエンザ健康危機管理体制強化事業費 40.5(45.8) 

・風しんの予防接種が必要な住民を効率的に抽出するための抗体検査を医療機関及び保健所において実施 

◎風しん検査事業費 5.6(0.0) 

・違法ドラッグの分析体制整備や若年層を中心とした一般県民に対する違法ドラッグの危険性に関する普及啓発を実施 

○麻薬、覚せい剤等取締費 4.2(3.5) 

・原子力発電所事故由来による内部被ばく状況を把握するため、尿中放射性物質の継続調査を実施 

◇放射線健康影響調査費 1.9(2.1)【再掲】 

・原子力発電所事故由来による県民の健康不安を解消するため、市町村が行う個別健康相談等事業に要する経費を補助 

◇放射線健康相談等支援事業費補助 15.3(34.7)【再掲】 
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家庭や子育ての大切さについての意識啓発や情報提供をはじめ、安全・安心な出産環境の整備、保育サービ

スや地域における子育て支援活動の充実、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。 

■ 若者が家庭や子育てに夢を持てる環境の整備 

・若者の結婚支援に係る取組を推進するため、講演会等の開催により機運醸成を図るとともに、地域のニーズや課題を

踏まえながら、広域的な視点に立った結婚支援のあり方の検討を実施 

◎☆若者出会い応援推進事業費 2.8(0.0) 

■ 安全・安心な出産環境など親と子の健康づくりの充実 

・総合的な周産期医療体制を整備し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進するため、周産期母

子医療センターの運営の支援や周産期医療情報ネットワークシステムの運営などを実施 

◇周産期医療対策費 451.9(878.6)【再掲】 

■ 子育て家庭への支援 

・仕事と子育ての両立を容易にし、安心して子育てができるような環境整備を推進するため、市町村が保育所等におい

て行う休日・延長保育等の実施に要する経費等を補助 

                                              保育対策等促進事業費補助 668.3(660.2) 

・児童の健全な育成を図るため、市町村が行う放課後児童クラブの健全育成のための事業に要する経費を補助するとと

もに、職員等の資質向上を図るための研修を実施 

                                 地域子育て活動推進事業費補助 717.1(602.7) 

・子育てにやさしい環境を整備するため、子ども・子育て会議の開催、社会全体で子育て支援を行う意識の啓発や機運

の醸成を促進 

   子育て応援推進事業費 5.3(1.5) 

・子どもを安心して育てることができるような体制を整備するため、保育サービスの拡充、地域の子ども・子育て家庭

への支援 

子育て支援対策臨時特例事業費 599.7(570.0) 

・被災した保育所及び児童厚生施設等の災害復旧事業に要する経費を補助 

◇児童福祉施設災害復旧事業費補助 2,176.6(2,116.2)【再掲】 

・被災者の経済的負担を軽減するために市町村が実施する保育料減免に要する経費を補助 

◇保育所徴収金減免支援事業費補助 140.1(131.3)【再掲】 

■ 子どもの健全育成の支援  

・児童虐待の未然防止に向け、早期発見、早期対応、再発防止に至る総合的な取組を推進 

児童養育支援ネットワーク事業費 15.7(53.7) 

・岩手県立療育センターの移転改築整備のため、整備基本計画に基づき、基本設計・実施設計等を実施 

療育センター整備事業費 188.5(197.6) 

・被災した発達障がい児・者のニーズ把握及び障がい福祉サービス等の利用支援を実施するため、沿岸地域に専門職員

（コーディネーター）を配置 

◇被災地発達障がい児支援体制整備事業費 25.4(24.6)【再掲】 

・被災児童を支援するため、こころのケアや、健全育成支援、養育者等への相談支援、支援者等への技術的支援等を実

施    

◇被災児童対策事業費 241.6(307.1)【再掲】 

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    
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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、地域の実情に合わせた県民参画による自殺対策、被災地を中心とした中長期的なこころの

ケア対策などを進めます。 

■ 生活支援の仕組みづくり 

・高齢者、障がい者等を地域全体で支援する体制を構築するため、県社会福祉協議会が実施する事業に要する経費を補助

するとともに、市町村の取組を支援 

地域福祉推進支援事業費 9.0(11.1) 

・応急仮設住宅等において、要介護高齢者及び障がい者等支援を要する者が安心して日常生活を送ることができるよう、

高齢者等サポート拠点等の運営を支援 

◇仮設介護・福祉サービス拠点づくり事業費 545.7(901.6)【再掲】 

・福祉コミュニティの復興を図るため、市町村等が、被災者支援に携わる関係者間の総合調整を図りながら実施する地域

の見守り体制の構築や交流の場の提供等の事業に要する経費を補助 

◇福祉コミュニティ復興支援事業費補助 250.0(195.0)【再掲】 

・災害公営住宅等において、高齢者及び障がい者等が安心して暮らすことができるよう、必要な見守り体制の整備を支援 

◇復興住宅ライフサポート事業費 59.4(199.5)【再掲】 

■ 高齢者が住み慣れた地域で生活できる環境の構築 

・認知症疾患医療センターを中核とした専門的な医療提供体制を充実するとともに、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などの総合的な支援体制を構築 

認知症対策等総合支援事業費 16.5(15.4) 

・市町村が行う地域包括ケアシステム構築の取組を支援するため地域ケア会議の活用推進を図るとともに、市町村長向け

のトップセミナー等の開催及び医療・介護連携の取組を支援 

     ◎地域包括ケアシステム基盤確立事業費 1.8(0.0) 

・脳卒中の既往のある者等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

される体制を整備 

地域リハビリテーション支援体制整備推進事業費 19.7(12.3) 

・地域包括支援機能が著しく低下した市町村において、地域包括支援センターの業務支援、高齢者からの相談対応、要援

護高齢者及び要介護者のケア支援等を実施 

     ◇被災地要援護高齢者支援事業費 38.0(29.8)【再掲】 

・被災地の介護人材の確保を図るため、介護事業所の労働環境の改善や情報発信等を推進 

     ◇介護人材確保事業費 3.5(24.3)【再掲】 

・介護事業所への就業を促進するため、介護事業者が離職者等を雇用し、施設で働きながら資格を取得するよう支援 

     ◇◎介護人材就業促進事業費 186.5(0.0)【再掲】 

・被災地のサポート拠点等における支援業務の質の向上を図るため、応急仮設住宅等の被災高齢者の見守りに従事する職

員等の資格取得を支援 

     ◇◎被災地サポート拠点職員資格取得促進事業費 19.2(0.0)【再掲】 

・沿岸部における介護人材確保のため、事業者が行う新規採用職員のための住宅確保等に要する経費を補助 

     ◇◎被災地介護職員住環境整備支援事業費 11.9(0.0)【再掲】 

■ 障がい者が必要な支援を受けながら安心した生活ができる環境の構築 

・障がい者が希望する地域において、自立した生活を継続するために必要な経済的基盤の確立のため、障がい者就労支

援事業所の工賃向上に向けた取組を推進 

チャレンジド就労パワーアップ事業費 17.0(18.1) 

・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 

精神障がい者地域移行支援特別対策事業費 12.1(47.0) 

・障がい福祉サービス事業所が安定した福祉サービスを提供できるようにするため、事業所へのアドバイザー派遣などの

業務支援等を行う「障がい福祉復興支援センター」を運営 

◇障がい福祉サービス復興支援事業費 99.9(191.4)【再掲】 

・被災により自主生産製品の販売経路喪失や請負業務の打ち切りなどの影響を受けた障がい福祉サービス事業所に対し

て、被災失業者の雇用を委託することにより、事業所における創作活動や生産活動等を支援 

◇被災地障がい福祉サービス事業所生産活動等支援事業費 89.1(71.5)【再掲】 

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    
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■ 安全・安心のセーフティネットづくり 

・災害に備えた安全で安心な生活を確保するため、災害派遣福祉チームの設置・運営や、同チームの派遣主体となる岩

手県災害福祉広域支援推進機構の運営を行うとともに、市町村の災害時要援護者避難支援対策の支援等を実施 

☆災害派遣福祉チーム設置事業費 5.5(6.3) 

・生活困窮者の自立を支援するため、生活困窮者が個々に抱える課題を踏まえた個別支援計画に基づき、本人の状態に

応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施するとともに、市の取組を支援 

◎生活困窮者自立促進支援モデル事業費 93.7(0.0) 

・被災した障がい者の福祉サービス等の利用機会確保を図るため、利用料免除に要する経費を補助 

◇障がい福祉サービス等利用者負担特例措置支援事業費補助 1.3(1.1)【再掲】 

・被災した国保被保険者の受診機会確保を図るため、一部負担金免除に要する経費を補助 

◇国民健康保険一部負担金特例措置支援事業費補助 390.1(325.8)【再掲】 

・被災した後期高齢者の受診機会確保を図るため、一部負担金免除に要する経費を補助 

◇後期高齢者医療制度一部負担金特例措置支援事業費補助 135.0(131.2)【再掲】 

・被災した要介護高齢者のサービス受給機会の確保を図るため、介護保険利用料免除に要する経費を補助 

 ◇介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助 16.9(16.5)【再掲】 

・被災世帯の生活の復興のため、県社会福祉協議会が行う被災した低所得世帯への生活福祉資金の貸付け及び生活支援

相談員等の配置に要する経費を補助 

◇生活福祉資金貸付事業推進費補助 934.5(902.7)【再掲】 

■ 自殺対策の推進 

・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 

 自殺対策緊急強化事業費 160.5(153.2) 

■ こころのケア活動の推進 

・被災者の精神的負担を軽減するため、「県こころのケアセンター」及び「地域こころのケアセンター」を運営し、長

期にわたる継続した専門的ケアを実施 

 ◇被災地こころのケア対策事業費 517.7(595.2)【再掲】 

 

 

■ 岩手国体等の開催に向けた県民参加の促進 

・平成 28年度に本県で開催される希望郷いわて大会に向けて、選手の育成・強化などの取組を推進 

 第 16回全国障害者スポーツ大会選手育成強化事業費 6.5(4.5) 

ⅣⅣⅣⅣ    豊かなスポーツライフの振興豊かなスポーツライフの振興豊かなスポーツライフの振興豊かなスポーツライフの振興    


