










様式２

施策の対象となる地域 所管課室 担当係 担当者 内線

福島県相双地域等
社会・援護局福祉基盤課福
祉人材確保対策室

マンパワー企画係 高橋 2849

東電福島第一原発事故に伴う避難指示が解除さ
れた区域等

（施設）老健局高齢者支援課
（在宅）老健局振興課
（在宅）老健局老人保健課

（施設）予算係
（在宅）予算係
（在宅）予算係

田中
川名
川﨑

3925

福島県 老健局振興課 予算係 山田 3935

福島県
医政局地域医療計画課
医師確保等地域医療対策室

地域医療支援係
森口
上野

2628
2771

岩手県、宮城県、福島県
社会・援護局障害保健部精
神・障害保健課

心の健康係 栢沼 3069

被災者見守り・相談支援事業 岩手県、宮城県、福島県 社会・援護局地域福祉課 地域福祉係 村田、斉藤 2859

仮設住宅サポート拠点運営事業 岩手県、宮城県、福島県 老健局振興課 予算係 山田 3935

被災地健康支援事業 岩手県、宮城県、福島県
健康局健康課保健指導室・
地域保健室

保健指導係・企画調査係 有賀 2398

東日本大震災の被災自治体における保健師の確
保等の取組

全国
健康局健康課保健指導室・
地域保健室

保健指導係・企画調査係 有賀 2398

東日本大震災被災者の心のケア支援事業 岩手県、宮城県、福島県
社会・援護局障害保健部精
神・障害保健課

心の健康係 栢沼 3069

被災者生活支援事業

地域医療再生基金（被災地域における地域医療の再生支援）

被災3県心のケア総合支援調査研究等事業

被災者支援総合交付金等

長期避難者の早期帰還のための介護サービス提供体制
再生事業

東日本大震災からの復興関係施策照会先一覧　（厚生労働省代表電話　０３－５２５３－１１１１）

施策事項

Ⅰ．医療・介護・福祉等

被災地における福祉・介護人材確保事業



被災した子どもの健康・生活対策総合支援事業

①子ども健やか訪問事業：岩手県、宮城県、福
島県
②仮設住宅に住む子どもが安心して過ごすこと
ができる環境づくり事業：仮設住宅設置県（岩手
県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、栃木県、
長野県）
③遊具の設置や子育てイベントの開催：岩手県、
宮城県、福島県
④親を亡くした子ども等への相談・援助事業：岩
手県、宮城県、福島県
⑤児童福祉施設等給食安心対策事業：特定被
災地方公共団体又は汚染状況重点調査地域
（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃
木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、長野
県）
⑥保育料等減免事業：全国（本事業の対象とな
る被災者が居住する自治体に限る。）

子ども家庭局子育て支援課
施設調整等業務室

調整係 松浦 4964

災害復旧関係

介護施設等の災害復旧

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木
県、千葉県、新潟県、長野県（「東日本大震災に
対処するための特別の財政援助及び助成に関
する法律」の特定被災地方公共団体が対象）

老健局高齢者支援課 施設係
中村
黒木

3927
3928

介護事業所・施設等復旧支援事業 岩手県、宮城県、福島県 老健局振興課 基準第一係 原 3983

障害者施設等の災害復旧
障害者施設の事業復旧にかかる設備整備

岩手県、宮城県、福島県
社会・援護局障害保健部
障害福祉課

福祉財政係 塚田 3035

障害福祉サービス事業再開支援事業 岩手県、宮城県、福島県
社会・援護局障害保健部
障害福祉課

福祉サービス係 菊池 3091

児童福祉施設等の東日本大震災に係る災害復旧
費（施設復旧）

岩手県、宮城県、福島県
子ども家庭局子育て支援課
施設調整等業務室

調整係 松浦 4964

児童福祉施設等の東日本大震災に係る災害復旧
費（設備復旧）

岩手県、宮城県、福島県
子ども家庭局子育て支援課
施設調整等業務室

調整係 松浦 4964



保健衛生施設等災害復旧費補助金
青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城
県、栃木県、千葉県、東京都、新潟県

健康局総務課指導調査室 施設係 保田 2322

水道施設の災害復旧に対する支援
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉
県、千葉県、新潟県、長野県

医薬・生活衛生局水道課 上水道係 尾形 4026

東電福島第一原発事故に伴う
　・緊急時避難準備区域
　・帰還困難区域
　・居住制限区域
　・避難指示解除準備区域
　・特定避難勧奨地点
※解除・再編された区域・地点を含む。

保険局国民健康保険課
保険局高齢者医療課
老健局介護保険計画課
社会・援護局障害保健部障
害福祉課

企画法令係
企画法令係
企画法令係
福祉サービス係

市川
高橋
神村
菊池

3138
3199
2164
3091

東電福島第一原発事故に伴う
　・緊急時避難準備区域
　・帰還困難区域
　・居住制限区域
　・避難指示解除準備区域
　・特定避難勧奨地点
※解除・再編された区域・地点を含む。

保険局保険課 企画法令第一係
鈴木
藤堂

3250
3247

Ⅱ．原発事故に伴う対応関係

全国
医薬・生活衛生局食品監視
安全課

化学物質係 森下 4242

全国
医薬・生活衛生局食品基準
審査課

規格基準係 福田 4281

14県（福島県、青森県、岩手県、宮城県、山形
県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
新潟県、山梨県、長野県、静岡県）

医薬・生活衛生局食品監視
安全課

化学物質係 森下 4242

15地域（福島県（浜通り、中通り、会津）、北海
道、岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、埼玉県、
東京都、神奈川県、新潟県、大阪府、高知県、長
崎県）

医薬・生活衛生局食品基準
審査課

規格基準係 福田 4281

15地域（福島県（浜通り、中通り、会津）、北海
道、岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、埼玉県、
東京都、神奈川県、新潟県、大阪府、高知県、長
崎県）

医薬・生活衛生局食品基準
審査課

規格基準係 福田 4281

全国
医薬・生活衛生局生活衛生・
食品安全企画課

リスクコミュニケーション係 濃野 2493

福島県
労働基準局安全衛生部労働
衛生課電離放射線労働者健
康対策室

企画係 川越、鍋田 2181

（参考）食品をもとにした線量推計について

食品中の放射性物質対策に関するリスクコミュニケーショ
ンの主な取組

原子力発電所の事故に係る労働者の放射線障害防止対
策

流通食品での調査（マーケットバスケット調査）

国民健康保険・後期高齢者医療・
介護保険・障害福祉サービス等の特別措置
（窓口負担・保険料の減免）

被用者保険の特別措置
（窓口負担の免除・保険料の減免）

食品中の放射性物質への対応の流れ

食品中の放射性物質に関する基準値の設定

原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限の対象食
品



職業安定局雇用政策課 雇用政策係 仙譽 5663

全国
職業安定局首席職業指導官
室

職業紹介係 蓬田 5774

①福島雇用促進支援事業：福島県
➁福島雇用創出総合支援事業：福島県
③福島帰還希望者就職支援事業：宮城県、山形
県、埼玉県、東京都、新潟県、大阪府
④福島避難者等就職支援事業：岩手県、宮城
県、福島県

職業安定局
地域雇用対策課(①～③）
職業安定局総務課首席職業
指導官室（④）

地域雇用創出係（①～③）
職業紹介係（④）

井門、藤原（①～
③）
蓬田（④）

5794（①～③）
5774（④）

福島県 職業安定局地域雇用対策課 地域雇用創出係 井門、藤原 5794

被災３県〔岩手県、宮城県、福島県（岩手県、宮
城県は沿岸部）〕の災害救助法適用地域

職業安定局地域雇用対策課 地域雇用創出係 井門、藤原 5794

東日本大震災厚生労働省復興対策本部・総括 大臣官房総務課 岡、青柳
7108
7116

ハローワークにおける職業相談・職業紹介等の就職支援

福島避難者帰還等就職支援事業

原子力災害対応雇用支援事業

事業復興型雇用確保事業

Ⅲ．雇用対策関係

被災者の就労支援施策パッケージ


