
(2)水道事業の国際展開の推進 48百万円 (22百万円 )

「新成長戦略」(平成 22年 6月 18日 閣議決定)を踏まえ、アジア諸国における官民

連携による水のインフラ整備を支援するため、アジア各国の水道協会 との連携等によ

る情報収集・海外ネ ットワーク機能の強化や、 日本の水道技術の国際標準化に向けた

取組を推進する。

10生活衛生関係営業の指導及び振興の推進

23億円 (22億円 )

行政刷新会議事業仕分けの評価結果を踏まえ、

めた改革案に基づき、概算要求の内容を見直 し、

る。

評価基準や国と県等の機能分担も含

生活衛生関係営業への支援を実施す

11 アフターサービスの推進 31百万円 (24百万円 )

国民の皆様の声や現場の声に耳を傾け、現場の状況を把握 して改善に結びつける取

組 (ア フターサービス)を継続する。
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平成 23年度厚生労働省予算案の主要事項一覧表

(単位 :百万円)

項 目 主要事項
平成 22年度

予 算 額

平成 23年度

額算予

安心して子 どもを産み育

てることのできる環境の

整備

第 2 信頼できる年金制度に向

けて

第 3 厳 しい経済環境 下におけ

る雇用・生活安定の確保

第 5

質の高い医療サービスの

安定的な提供

健康で安全な生活の確保

第

第 4

1 子ど1)手 当の充実

2 待機児童の解消に向けた保育サービスと放課後児童対策

の充実

3 出産に関わる経済的負担の軽減

4 母子保健医療対策の充実

5 ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進

6 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実

7 育児体業、短時間勤務等を利用 しやすい職場環境の整備

1 年金記録 Fll題 への取組

2 日本年金機構の11]滑 な運営の確保等 (一 部 ltl掲 )

3 安′い。納得できる年金制度の構築

1 ハローワークを拠点とした積極的就労・生活支援対策 (ポ

ジティブ・ウェルフェアの推進 )

2 非 F規労働者の多様な形態による正社員化の推進対策

3 人材ニーズに対応 した職業能力開発の充実強化

4 若年者の就職促進、自立支援対策

5 女性の就業希望等の実現

6 いくつになつて ()働 くことができるようにする対策

7 障害者に対する就労支援の推進

8 地域雇用創造と雇片」支援

1 可民皆保険制度の堅持

2 質の高い医療サービスの確保

3 革新的なえ薬品・べ療機器の開発促進

1 がん対策の総合的かつ計画的な推進

2 肝炎対策の推進 (― 部特別枠 )

3 新型インフルエンザ等感染症対策 と予防接種制度の見直し

4 難病などの各種疾病対策、移植対策及び生活‐144慣病対策の

推進

5 健康危機管理対策の推進

6 医薬 1私 ・医療機器の安全対策の推進等

7 食の安全・安心の確保
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472,

415,

18,162

31,750

179,926

89,673

9,802

90,992

305,839

125,991

325,517

8,066

49,524

43,002

12,637

38,573

22,991

770,786

448,116

74,308

24,676

31,604

23,643

19,181

226,289

10

712

10,687

14,720

007,744

440,799

9,223

33,327

188,719

91,498

9,707

111,339

341,112

375,609

309,208

19,449

45,330

39,498

12,475

30,346

23,322

426,435

912,942

62,705

23,295

34,335

23,777

15,216

222,639

546

9,201

12,703
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一弟

第

良質な介護サービスの確

保

障害者支援の総合的な推

進

第 8 安心 して働 くことのでき

る環境整備

暮 |)し の安′とヽ確保

各種施策の推進

第 9

一弔

l 地域包括ケアの推進

2 安心で質の高いサービスの確保

1 障害福祉サービスの確保、地域生活支援、精神障害者施策

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

5

6

などの障害者支援の推進

発ii障 害者年支援施策の推進

障害者に対する就労支援の推進 (再掲)

最低賃金の引上げ

ワーク・ライフ・バランス対策

労働者の健康確保対策

労働関係法令の履行確保等

被保護者の自立支援に向けた生活保護制度の適 |な実施

自殺・うつ病対策の推進

|¬ 際社会への貢献

経済連携協定の円滑な実施

社会保障の推進

科学技術の振興 【一部特別枠】

戦傷病者・戦没者遺族、中国残留邦人等の援護等

原爆被爆者の援護

ハンセン病対策の推進

8 薬物乱用・依存り正対策の推進

9 水道事:業 の適りJな 運営と国際展・ lの推進

lo 41,舌 衛生関係営業の指導及び振興の推進

11 アフターサービスの推進

つ
る
　

　

・１

4,448

192,197

118,312

749

22,991

656

12,050

5,595

3,271

3,569

21,584

869

102

148,733

46,162

154,975

40,708

969

47,099

2,154

24

6,310

2,289,243

1,180,485

778

23,322

5,577

11,596

6,782

4,712

4,935

16,263

791

343

143,511

42,830

147,828

39,335

880

28,443

2,280

31
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第 1 安心 して子どもを産み育てることのできる環境の整備

項 目 担当部 局課室 名

●■子|ども手1当
|の 1充1実 壺用1均1等■児童1象1庭1島 1育成1験1境 1謀子tlも1手饉1管1理室|(内 1線

'01●

|う

項 目 担当部局課室名

,■待機鬼童1醐醐舞

"疇
IⅢⅢやⅢ‐燎議後

…
Ⅲ発案

(1)待 機児童解消策の推進など保育サービスの充実

(2)放 課後児童対策の充実

雇用均等 児童家庭局保育課 (内 線7927)

雇用均等 児童家庭局育成環境課 (内線 7909)

項 目 担当部局課室名

3■1轟 1産に1関 |わ |る1経済1的 1負 1握|の1軽1減| 保険1鳥総務課|(1内‐線0■ 715)

目項 担当部局課室名

4■ 1母手保健‐医療1対策|の 1充1実|

(1)不妊治療等への支援 【一部特別枠】

(2)小 児の1曼 性疾患等への支援

(3)周 産期医療体制の充実

雇用均等 児童家庭局母子保健課 (内線 7936)

雇用均等 児童家庭局母子保健課 (内線 7937)

医政局指導課救急 周産期医療等対策室 (内線2548)

目項 担当部局課室名

5.■‐ひ|とILJ親家庭101総合的|な凛1立支1援
―の1推進|

(1)ひ とり親家庭の就業 生活支援等の推進

(2)マ ザーズハローワーク事業の拡充

(3)自 立を促進するための経済的支援

雇用均等 児童家庭局家庭福祉課 (内 線 7887)

職業安定局首席職業指導官室 (内線 5779)

雇用均等 児童家庭局家庭福祉課 (内線7887)

項 目 担当部局課室名

■|1苺醸糠類■短時間勤務等書利1澪tや|す●職場環境101整備 嘩簿1均 1等●1児童1蒙1鷹1局 1職業1家1庭1轟壼課|.(内線|,I==琴

目項 担 当部局課室 名

|■|■
‐童1虐1待

^‐

あ1対応|な

=姜
操蓋‐児童対1策 1等01充実

(1)虐 待を受けた子ども等への支援

①地域における体制整備

②児童相談所の機能強化

③児童家庭支援センターの拡充

④要保護児童等に対する社会的養護の充実

(2)配偶者からの暴力 (DV)防止

雇用均等 児童家庭局総務課虐待防止対策室 (内線 7799)

雇用均等 児童家庭局総務課 (内 線7829)

雇用均等 児童家庭局家庭福祉課 (内線 7887)

雇用均等 児童家庭局家庭福祉課 (内 線7887)

雇用均等 児童家庭局家庭福祉課 (内線 7887)
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第 2 信頼できる年金制度に向けて

項 目 担当部局課室名

■■‐キ金記録1聞縛|ヽ●取網

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

年金局事業企画課 (内線 3653)

年金局事業企画課 (内線 3653)

年金局事業企画課 (内線 3653)

年金局事業企画課 (内線 3653)

年金局事業企画課 (内線 3653)

項 目 担当部局課室名

2■■1本1年 1金機構の1円 1滑な運営の確保等 (■部再機

(1)日本年金機構の円滑な運営の確保

(2)ハ ローヮークにおける年金相談のための支援

年金局 事業 企画課 (内線 3545)

職業安定局雇用保険課 (内線 5757)、 年金局事業管理課 (内線 3663)
保険局国民健康保険課 (内 線3256)

項 目 担当部局課室名

3 安ふ■納得■
=る

準金制度め構築

(1)年 金給付費国庫負担金

(2)年金制度の検討

羊金局総務課 (内線 3314)

■金局総務課 (内線3314)
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第 3 厳 しい経済環境下における雇用・生活安定の確保

目項 担当部局課室名

イ1胤|=フ奪Tttfitl攀警驚撃鷲署111:|「干警lT
(1)求職者支援制度の創設と担当者制による就職促進

職業安定局派遣 有期労働対策部企画課 (内 線5273)
職業能力開発局総務課  (内線 5600)

(2)雇 用 保険 の機能強 化 職業安定局雇用保険課 (内線 5763)

(3)民間を活用 した求職活動の促進 (就職活動準備事業)(新 規 )

(4)自 治体とハローワークの協定に基づく就労 生活支援

(「福祉から就労」支援事業 )

(5)パ ーソナル サポー ト モデルプロジェク トの実施

(6)ハ ローワークにおける住居確保に関する支援

(7)メ ンタルヘルス相談機能、多重債務相談機能等の強化

(8)地域生活福祉 就労支援協議会によるワンス トップ サービスの推進

(新 規)

(9)介護 福祉、医療等の分野における雇用倉J出

(10)ハ ローワークにおける年金相談のための支援 (新 規 )

職業安定局派遣 有期労働対策部企画課 (内線 5807)

職業安定局派遣 有期労働対策部就労支援室 (内線 5796)
高齢 障害者雇用対策部障害者雇用対策課 (内 線5855)

職業安定局首席職業指導官室 (内 線 5690)

職業安定局派遣 有期労働対策部就労支援室 (内 線 5796)

職業安定局首席職業指導官室 (内線 5690)

職業安定局派遣 有期労働対策部就労支援室 (内線 5796)

職業安定局地域雇用対策室 (内 線5846)、 介護労働対策室 (内 線5785)

職業安定局雇用保険課 (内線 5757)
年金局事業管理課 (内線 3663)
保険局国民健康保険課 (内 線3256)

目項 担当部局課室名

2 JI=親労働者の多様な形態■■4‐

=難
卓

`暉
進対1策

(1)在職中の非正規労働者の均衡待遇 正社員化の推進

(2)失業者の正社員就職支援 (新 規)

(3)有 期契約労働者の労働条件に関する施策の在り方の検討 (新規)

(4)労 l~Ol者 派遣法の改正による均衡待遇の推進等

(5)非 正規労働者の労働条件の確保等

雇用均等 児童家庭局短時間 在宅労働課 (内線 7870)、 職業安定局雇
用開発課 (内線 5805)

職業安定局首席職業指導官室 (内 線5690)

労l~」 基準局労働条件政策課 (内 線 5354)

職業安定局派遣 有期労働対策部需給調整事業課 (内 線 5688)

労働基準局監督課 (内 線 5556)、
労働基準局労働条件政策課 (内 線 5354)、
労働基準局安全衛生部安全課 (内 線 5481)、
雇用均等 児童家庭局短時間 在宅労働課 (内 線7870)

目項 担当部局課室名

■

^ダ

■■

"申
い●岬嘩押甲奮,響雫イ|

(1)雇用のセーフテイネット機能の強化 成長分野を支える人材の育成の

ための職業訊練の充実強化

0人材ニーズを踏まえた計画的な人材育成の推進 (新 規)

②介護 福祉、医療等の分野における職業訓練の推進等

0国 際標準化等の動向を踏まえた教育訓練の質保証のための取組の推進

(2)教 育引練と結びついた実践的な職業能力の評価制度の構築

①ジョブ カー ド制度の推進

②職業能力評価基準の整備及び活用促進等

③技能検定制度の整備

(3)職業生涯を通じたキャリア形成支援の一層の推進

①企業のキャリア形成体制の強イし

職業能力開発局能力開発課 (内線 5924)

職業能力開発局能力開発課 (内線 5924)

職業能力開発局基盤整備室 (内線 5601)

職業能力開発局実習併用職業訓練推進室 (内線 5959)、 能力開発課 (内

線5924)、 キャリア形成支援室 (内 線5372)、 能力評価課 (内 線 5

943)

哉業能力開発局能力評価課 (内線 5943)

蔵業能力開発局能力評価課 (内 線5943)

業能力開発局キャリア形成支援室 (内 線5372)
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②労働者の自発的な能力開発のための助成措置の活用促進

③学校教育段階からのキャリア形成支援の推進

職業能力開発局育成支援課 (内 線5935)

職業能力開発局キャリア形成支援室 (内 線 5372)

④キャリア コンサルタ
ティングの活用促進

⑤ものづくり立国の推進

ン トの専門性の一層の向上、キャリア コンサル
職業能力開発局キャリア形成支援室 (内線 5372)

職業能力開発局能力評価課 (内線 5943)

項 目 担当部局課室名

4■1著年者め就職健進ご1自1立1支援対策

(1)新卒者、既卒者の就職支援

0学卒ジョブサポーターの活用等

②新卒者就職応援本部 新卒応援ハローワークの活用等

(2)フ リーター等の正規雇用化の推進

(3)二 一 卜等の若者の職業的自立支援の強化

(4)就業実現に向けた学校教育段階からの支援の推進 (再掲 )

職業安定局派遣 有期労働対策部若年者雇用対策室 (内線 5775)

職業安定局派遣 有期労働対策部若年者雇用対策室 (内線 5775)

職業安定局派遣 有期労lEl対策部若年者雇用対策室 (内 線 5775)

職業能力開発局キャリア形成支援室 (内線 5372)

職業安定局派遣 有期労働対策部若年者雇用対策室 (内線 5775)

目項 担 当部局 課室 名

011女性|の1就1業希望等|■ 1実1現

(1)育 児休業、短時間勤務等を利用 しやすい職場環境の整備 (再 掲 )

(2)男女雇用機会均等対策の推進

(3)マ ザーズハローヮーク事業の拡充 (再 掲)

雇用均等 児童家庭局職業家庭両立課 (内線7857)

雇用均等 児童家庭局雇用均等政策課 (内線 7839)

職業安定局首席職業指導官室 (内線 5779)

項 目 担当部局課室名

01● く,11なうで|も 働|(tlとができる.よ
う|にする1対策

(1)希 望すればいくつになつても働ける高齢者雇用の促進

(2)企 業雇用以外の多様な働き方の促進

蔵業安定局高齢 障害者雇用対策部高齢者雇用対策課 (内線 5815)

咸業安定局高齢 障害者雇用対策部高齢者雇用対策課 (内線 5815)

目項 担当部局課室名

71‐ 陣審‐者に1対 |す .る就労支援01推進

(1)雇 用率達成指導、地域の就労支援の強化等

(2)障 害特性や働き方に応 じた支援策の充実 強化

(3)障 害者の職業能力開発支援の強化

(4)1工賃倍増 5か年計画」の着実な推進

蔵業安定局高齢 障害者雇用対策部障害者雇用対策課 (内線 5855)

蔵業安定局高齢 障害者雇用対策部障害者雇用対策課 (内 線 5855)

蔵業能力開発局能力開発課 (内線 5924)

章害保健福祉部障害福祉課 (内線 3035)

項 目 担当部局課室名

■■地域1産層創造と雇用支援|

(1)地域における創意工夫を活かした雇用創造の推進

(2)介 護分野の雇用支援等

(3)雇用調整助成金の支給の適正化

職業安定局地域雇用対策室 (内 線5846)

職業安定局介護労働対策室 (内線 5785)

職業安定局雇用開発課 (内 線5777, 5798)
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第 4 質の高い医療サー ビスの安定的な提供

項 目 担当部局課室名

■■壼民皆保験制度0堅持

( 1)各医療保険制度等に係る医療費国庫負担

2)健康保険組合等への支援措置

3)国民健康保険組合に対する補助の見直 し

(

(

保険局総務課 (内線3214)

保険局高齢者医療課 (内 線 3238)

保険局国民健康保険課 (内線 3259)

項 目 担当部局課室名

21‐1質の高●医療サ=ギスの確保

(1)地域医療確保対策

①地域医療支援センターの整備 【特別枠】 (新規)

②医師不足地域における臨床研修の充実 【特別枠】 (新 規)

0チ ーム医療の総合的な推進 【特別枠】 (新規)

④女性医師等の離職防止 復職支援

0看護職員の確保策等の推進

O在宅歯科医療の推進

(2)救急医療 周産期医療の体制整備

0救急医療体制の充実

② ドクターヘリの導入促進事業の充実

③重篤な小児救急患者に対する医療の充実

④周産期医療体制の充実

⑤精神科救急医療体制の整備

医政局指導課医師確保等地域医療対策室 (内 線 2555)

医政局医事課医師臨床研修推進室 (内 線4123)

医政局医事課 (内線 2562、 2566)

医政局医事課 (内線2562, 2566)

医政局看護課 (内 線2597)

医政局歯科保健課 (内線2583, 2582)

医政局指導課救急 周産期医療等対策室 (内 線2550)

医政局指導課救急 周産期医療等対策室 (内 線2550)

医政局指導課救急 周産期医療等対策室 (内線2550)

医政局指導課救急 周産期医療等対策室 (内線 2548)

障害保健福祉部精神 障害保健課 (内線 3059)

目項 担当部局課室名

|■華紬 篠薬凛■罐療機静口餞発燿轟

(1)世界に先駆けた革新的新薬 医療機器創出のための臨床試験拠点の整備

【特別枠】 (新 規)

(2)グ ローバル臨床研究拠点等の整備

(3)後発医薬品の使用促進

医政局研究開発振興課 (内線2543)

医政局研究開発振興課 (内線 2543)

医政局経済課 (内線2525)、 医薬食品局審査管理課 (内線 2735)、 監視

指導 麻薬対策課 (内線2761)、 保険局高齢者医療課 (内 線3193)
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第 5 健康で安全な生活の確保

項 目 担当部局課室名

■|‐ ■が|ん対策|の 1総合1的|か|,1計 1麟 1的 |な 1推1進

(1)101き 盛 り世代に対するがん予防対策の強化  【一部特別枠】

(2)が ん診療連携拠点病院の機能強化

(3)が ん総合相談体制の整備

(4)がんに関する研究の推進 【一部特別枠】

健康局総務課がん対策推進室 (内線4604)

健康局総務課がん対策推進室 (内線4604)

健康局総務課がん対策推進室 (内線4604)

健康局総務課がん対策推進室 (内線4604)

項 目 担当部局課室名

2■肝炎対策の推進|■【■1部警lll.枠】

(1)肝 炎治療及び肝炎ウイルス検査の促進

(2)肝 炎診療体制の整備と研究基盤の整備等

健康局疾病対策課肝炎対策推進室 (内線 2948)

健康局疾病対策課肝炎対策推進室 (内線2948)

項 目 担当部局課室名

31.‐斎型イ|ンフ1'レェン|ザ等感染症対策と予鱗機種制度の見直し

(1)新 型インフルエンザ等感染症対策の強化

●感染症発生動向 1青 報収集機能の強化

②迅速かつ的確な検疫実施のための体制強化

(2)予 防接種制度の見直し (再掲)

(3)HTLV l関 連疾患に関する研究の推進 (一部再掲 )

健康局結核感染症課 (内 線2380)

食品安全部検疫所業務管理室 (内 線2467)

健康局結核感染症課 (内 線2383)

健康局結核感染症課 (内 線 2379)

項 目 担当部局課室名

4■離癖など0.各種疾病対策tll移植対策及び生活響臓病対策●1推進

(1)難 病 対 策

●難病患者の生活支援等の推進

②難病に関する調査 研究の推進 【一部特別枠】

(2)移植対策

0臓器移植対策の推進

②骨髄移植対策等の推進

(3)生 活習慣病対策

O糖尿病対策の更なる推進

②健康づくり 生活習慣病対策の推進

(4)各 種疾病対策

①エイズ対策の推進

②リウマチ アレルギー対策の推進

③腎疾患対策の推進

健康局疾病対策課 (内 線2356)

健康局疾病対策課 (内 線2356)

健康局疾病対策課臓器移植対策室 (内 線2365)

|_t康 局疾病対策課臓器移植対策室 (内線 2363)

健康局総務課生活習慣病対策室 (内線2396)

健康局総務課生活習慣病対策室 (内線 2396)

健康局疾病対策課 (内線 2358)

健康局疾病対策課 (内線 2359)

健康局疾病対策課 (内線 2359)
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目項 担当部局課室名

|■健議餞 管理対1策 |●推難

(1)健康安全 危機管理対策総合研究の推進

(2)健康危機管理体制の整備

(3)国 際健康危機管理対策の推進

健康局総務課地域保健室 (内 線2336)

大臣官房厚生科学課 (内線3818)

大臣官房厚生科学課 (内線 3812)

目項 担当部局課室名

`||1医

‐薬串■霧睡 奎対策つ1推進等

(1)医 薬品 医療機器の安全対策の推進  【一部特別枠】

(2)医薬品 医療機器の迅速な提供 【一部特別枠】

(3)フ ィブリノゲン製斉J納入先医療機関に対する訪間調査の実施 (新 規 )

医薬食品局総務課 (内線2708)、 安全対策課 (内線 2749)

医薬食品局審査管理課 (内線2735)、 医療機器審査管理室 (内線 2786)

医薬食品局血液対策課 (内 線2903)

項 目 担当部局課室名

ア検 ■策 |1崚感

'"控

保

(1)輸 入食品等の安全確保策の強化

(2)残留農薬、食品汚染物質、容器包装等の安全性の確保

0残留農薬等ポジティブリスト制度及び食品添加物の安全性確認の着実 計画
的な推進

②食品汚染物質にかかる安全性確保の推進

③食品用容器包装等の安全性確保の計画的な推進

(3)健康食品の安全性の確保等の推進

①健康食品の安全性の確保等

②食品安全に関する情報提供や意見交換 (リ スクコミュニケーション)の推進

(4)食品の安全の確保に資する研究等の推進

食品安全部監視安全課 (内線2472)

食品安全部基準審査課 (内線2444)

食品安全部基準審査課 (内線2444)

食品安全部基準審査課(内 線2444)

食品安全部基準審査課 (内線2444)

食品安全部企画情報課(内 線2452)

食品安全部企画情報課(内線2452)
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