
第１　子どもを産み育てやすい環境づくり

項　　　　　目 担当部局課室名

１　待機児童解消などに向けた取組

　（１）待機児童解消策の推進など保育の充実　 雇用均等・児童家庭局保育課（内７９２７）

　（２）放課後児童対策の充実　 雇用均等・児童家庭局育成環境課（内７９０９）

　（３）「子育て支援員（仮称）」研修制度の創設 雇用均等・児童家庭局総務課少子化対策企画室（内７９５０）

２　母子保健医療対策の強化

　（１）地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化

①妊娠・出産包括支援事業の展開 雇用均等・児童家庭局母子保健課（内７９３８）

②不妊に悩む方への特定治療支援事業 雇用均等・児童家庭局母子保健課（内７９３８）

　（２）慢性的な疾病を抱える児童などへの支援　 雇用均等・児童家庭局母子保健課（内７９３７）

３　児童虐待・DV対策、社会的養護の充実

　（１）児童虐待防止対策の推進、社会的養護の充実 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課（内７８８７）

　　　①児童虐待防止対策の推進 雇用均等・児童家庭局総務課（内７８２９）

　　　②家庭的養護の推進 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課（内７８８７）

　　　③被虐待児童などへの支援の充実 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課（内７８８７）

　（２）配偶者からの暴力（DV）防止など婦人保護事業の推進 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課（内７８９６）

４　ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進

　（１）ひとり親家庭への就業・生活支援など総合的な支援体制の強化 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課（内７８９２）

　（２）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７８９２）

　（３）女性のライフステージに対応した活躍支援

雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課（内７８５７）
職業安定局首席職業指導官室（内５７７９）
職業能力開発局育成支援課（内５９３５）
職業能力開発局実習併用職業訓練推進室（内５９５９）
職業能力開発局能力開発課（内５９２４）

５　児童手当制度 雇用均等・児童家庭局育成環境課児童手当管理室（内７９１３）

６　仕事と育児の両立支援策の推進 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課（内７８５７）

　（１）女性のライフステージに対応した活躍支援

雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課（内７８５７）
職業安定局首席職業指導官室（内５７７９）
職業能力開発局育成支援課（内５９３５）
職業能力開発局実習併用職業訓練推進室（内５９５９）
職業能力開発局能力開発課（内５９２４）

　（２）仕事と子育ての両立支援 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課（内７８５７）

Ⅲ　主要事項
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第２　女性・若者・高齢者等の人材力の強化

項　　　　　目 担当部局課室名

１　女性の活躍促進

　（１）女性の活躍推進のための積極的取組の推進 雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課（内７８３８）

　（２）女性のライフステージに対応した活躍支援

雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課（内７８５７）
職業安定局首席職業指導官室（内５７７９）
職業能力開発局育成支援課（内５９３５）
職業能力開発局実習併用職業訓練推進室（内５９５９）
職業能力開発局能力開発課（内５９２４）

　（３）仕事と子育ての両立支援 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課（内７８５７）

　（４）「子育て支援員（仮称）」研修制度の創設 雇用均等・児童家庭局総務課少子化対策企画室（内７９５０）

２　若者の活躍推進・正社員雇用の拡大

　（１）若者の活躍推進

①総合的かつ体系的な若者雇用対策の充実に向けた法的整備 職業安定局派遣・有期労働対策部企画課（内５２７１）

②新卒者等の職業意識の醸成・就職支援の強化
職業安定局派遣・有期労働対策部若年者雇用対策室（内５３７５）
職業能力開発局育成支援課（内５９３５）

③フリーター・ニート等の安定雇用への支援・職業的自立への支援
職業安定局派遣・有期労働対策部若年者雇用対策室（内５３７５）
職業能力開発局キャリア形成支援室（内５３７２）

④若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応策の充実強化
大臣官房地方課（内７７３６）
労働基準局監督課（内５４２３）

⑤将来を担う人材育成支援
職業能力開発局能力評価課（内５９４３）
職業能力開発局育成支援課（内５９３５）
職業能力開発局能力開発課（内５９２４）

　（２）「正社員実現加速プロジェクト」の推進

①総合的かつ体系的な若者雇用対策の充実に向けた法的整備 職業安定局派遣・有期労働対策部企画課（内５２７１）

②非正規雇用労働者の正社員転換や処遇改善に取り組む事業主への支援の拡充 職業安定局派遣・有期労働対策部企画課（内５２７１）

③非正規雇用労働者の能力開発・育成支援
職業能力開発局能力開発課（内５９２４）
職業能力開発局実習併用職業訓練推進室（内５９５９）

　（３）非正規雇用労働者の雇用の安定と処遇の改善

①非正規雇用労働者の正社員転換や処遇改善に取り組む事業主への支援の拡充 職業安定局派遣・有期労働対策部企画課（内５２７１）

②非正規雇用労働者の能力開発・育成支援
職業能力開発局能力開発課（内５９２４）
職業能力開発局実習併用職業訓練推進室（内５９５９）

③労働者派遣制度の見直しの着実な実施等 職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課（内５６８８）

④「多様な正社員」の普及・拡大
職業安定局派遣・有期労働対策部企画課（内５２７１）
労働基準局労働条件政策課（内５３５４）

⑤中小企業等への無期転換ルールの普及 労働基準局労働条件政策課（内５３５４）

⑥パートタイム労働者対策の推進 雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課（内７８７０）

３　高齢者・障害者等の活躍推進

　（１）高齢者の活躍推進（「シニア活動応援プラン（仮称）」の推進）

①「生涯現役社会」の実現に向けた企業への支援策の充実 職業安定局雇用開発部高齢者雇用対策課（内５８２２）

②高齢者の再就職支援の充実 職業安定局雇用開発部高齢者雇用対策課（内５８２２）

③高齢者が地域で働ける場や社会を支える活動ができる場の拡大 職業安定局雇用開発部高齢者雇用対策課（内５８２２）

　（２）専門的知識を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（案）の円滑な
　　　施行

労働基準局労働条件政策課（内５３５４）

　（３）障害者等の就労促進

①障害特性に応じた就労支援の推進等
職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課（内５７８３）
職業安定局首席職業指導官室（内５７７４）

②地域就労支援力の強化による職場定着の推進 職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課（内５７８３）
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項　　　　　目 担当部局課室名

③中小企業に重点を置いた支援策の実施 職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課（内５７８３）

４　労働市場インフラの戦略的強化

　（１）職業能力の「見える化」の推進等を通じた人的資本の質の向上

①業界共通の「ものさし」としての職業能力評価制度の構築等 職業能力開発局能力評価課（内５９４３）

②産業界のニーズに合った職業訓練のベストミックスの推進 職業能力開発局能力開発課（内５９２４）

③個人主導のキャリア形成の支援
職業能力開発局実習併用職業訓練推進室（内５９５９）
職業能力開発局育成支援課（内５９３５）
職業能力開発局キャリア形成支援室（内５３７２）

　（２）労働市場全体としてのマッチング機能の強化

①失業なき労働移動の実現 職業安定局雇用開発部労働移動支援室（内５７８７）

②民間人材ビジネスの適切な評価と積極的な活用
職業安定局派遣・有期労働対策部民間人材サービス推進室（内５８４１）
職業安定局首席職業指導官室（内５７７４）
職業安定局訓練受講者支援室（内５３３６）

③労働市場全体としてのマッチング機能の強化
職業安定局首席職業指導官室（内５７７４）
職業安定局労働市場センター業務室（内＃１２１６）

④労働者派遣制度の見直しの着実な実施等 職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課（内５６８８）

⑤雇用労働相談センターの設置 労働基準局労働条件政策課（内５３５４）

５　外国人材の活用・国際協力

　（１）外国人材の活用 職業安定局派遣・有期労働対策部外国人雇用対策課（内５６４３）

　（２）技能実習制度の抜本的な見直し 職業能力開発局外国人研修推進室（内５９５２）

６　重層的なセーフティネットの構築

　（１）雇用保険制度、求職者支援制度によるセーフティネットの確保
職業安定局雇用保険課（内５７６３）
職業安定局訓練受講者支援室（内５３３６）
職業能力開発局能力開発課（内線５９２４）

　（２）生活保護受給者等の生活困窮者に対する就労支援の推進など

　　　①生活保護受給者等の生活困窮者に対する就労支援の推進等 職業安定局派遣・有期労働対策部就労支援室（内５７９６）

　　　②刑務所出所者などに対する就労支援の充実 職業安定局派遣・有期労働対策部就労支援室（内５７９６）
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第３　安心で質の高い医療・介護サービスの提供

項　　　　　目 担当部局課室名

１　医療・介護連携の推進

　（１）地域医療介護総合確保基金による医療・介護提供体制改革
医政局地域医療計画課（内２５５７）
保険局医療介護連携政策課（内３１６４）

　（２）地域包括ケアの着実な推進

　　　①介護保険制度による介護サービスの確保

老健局介護保険計画課（内２２６４）
老健局老人保健課（内３９６１）
老健局振興課（内３９８２）
老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室（内３９７３）
保険局総務課（内３２１４）
保険局国民健康保険課（内３２５６）

　　　②認知症を有する人の暮らしを守るための施策の推進 老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室（内３９７３）

　　　③地域での介護基盤の推進 老健局高齢者支援課（内３９２８）

　　　④介護・医療関連情報の「見える化」の推進 老健局老人保健課（内３９４４）

　　　⑤低所得の高齢者等の住まい・生活支援の推進 老健局高齢者支援課（内３９２５）

　　　⑥適切な介護サービス提供に向けた取組の推進 老健局振興課（内３９８２、３９３６）

　（３）地域における医療・介護の連携強化の調査研究 保険局医療介護連携政策課（内３１６４）

２　医療提供体制の機能強化

　（１）地域医療確保対策

　　　①地域医療構想作成のための研修の実施 医政局地域医療計画課（内２５５７）

　　　②女性医師が働きやすい環境の整備 医政局医事課（内２５６８）

　　　③専門医に関する新たな仕組みの構築に向けた支援 医政局医事課（内２５６８）

　　　④歯科保健医療対策の推進 医政局歯科保健課（内２５８３）

　　　⑤特定行為に係る看護師の研修制度の実施に向けた取組 医政局看護課（内４１７３）

　　　⑥医療事故調査制度の実施 医政局総務課（内２５７９）

　　　⑦死因究明の推進 医政局医事課（内２５６８）

　（２）救急・周産期医療などの体制整備

　　　①救急医療体制の充実 医政局地域医療計画課（内２５５０）

　　　②ドクターヘリの導入促進 医政局地域医療計画課（内２５５０）

　　　③災害医療体制の充実
医政局地域医療計画課（内２５４８）
医政局地域医療計画課（内２５５１）
医政局医療経営支援課（内２６３５）

　　　②周産期医療体制の整備 医政局地域医療計画課（内４１２１）

　　　③へき地保健医療対策の推進 医政局地域医療計画課（内２５５１）

　（３）医療のICT化

　　　①医療分野におけるICT化の推進及び基盤整備

　　　　ア ICT地域医療連携による患者予後の影響調査事業 医政局研究開発振興課（内２６８４）

　　　　イ 国立病院機構における電子カルテデータ標準化等のためのIT基盤構築事業 医政局医療経営支援課（内２６３５）

　　　　ウ 共同受付センター（仮称）の設置
保険局保険課（内３２４９）
保険局国民健康保険課（内３２５９）

　　　②医療情報の共有・連携の推進

　　　　ア 臨床効果データベース整備事業 医政局総務課（内２５２０）

　　　　イ 救急医療の質向上のためのデータ収集・解析 医政局地域医療計画課（内２５５０）

３　安定的で持続可能な医療保険制度の運営の確保 保険局総務課（内３２１４）

４　革新的医薬品・医療機器の創出、世界最先端の医療の実現など

　（１）医療分野の研究開発の促進等

　　　①医薬品創出（オールジャパンでの医薬品創出） 大臣官房厚生科学課（３８０７）

　　　②医療機器開発（オールジャパンでの医療機器開発） 医政局研究開発振興課（内４１５１）

　　　③革新的な医療技術創出拠点（革新的医療技術創出拠点プロジェクト） 医政局研究開発振興課（内４１６３）

　　　④再生医療(再生医療の実現化ハイウェイ構想） 医政局研究開発振興課（内２５８７）

　　　⑤オーダーメイド・ゲノム医療（疾病克服に向けたゲノム医療実現化プロジェ
　　　　クト）

医政局医療経営支援課（内２６０８、内２６２０）

　　　⑥がん（ジャパン・キャンサーリサーチ・プロジェクト） 健康局がん対策・健康増進課（内４６０５、内２３９６）
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項　　　　　目 担当部局課室名

　　　⑦精神・神経疾患（脳とこころの健康大国実現プロジェクト） 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５４）

　　　⑧振興・再興感染症（振興・再興感染症制御プロジェクト） 健康局結核感染症課（内２３７９）

　　　⑨難病（難病克服プロジェクト） 健康局疾病対策課（内２３６７）

　　　⑩厚生労働科学に係る医療分野の研究開発（①～⑨以外） 大臣官房厚生科学課（３８０７）

　（２）臨床研究体制の強化・再生医療の実用化の促進

　　　①革新的な医薬品等の実用化に向けた研究の推進等 医政局研究開発振興課（内２５４３）

　　　②質の高い臨床研究の推進等 医政局研究開発振興課（内２５４３）

　　　③再生医療の実用化を促進するための研究拠点整備 医政局研究開発振興課（内２５８７）

　　　④再生医療の安全性確保等に向けた取組 医政局研究開発振興課（内２５８７）

　（３）厚生労働行政施策の推進に資する研究の促進 大臣官房厚生科学課（３８０７）

　（４）研究機関における研究開発の促進

　　　①国立高度専門医療研究センターにおける治験・臨床研究の推進等 医政局医療経営支援課（内２６２６）

　　　②（独）医薬基盤・健康・栄養研究所の創設 大臣官房厚生科学課（内３８０５）

　（５）革新的医薬品・医療機器の実用化支援等

　　　①革新的な製品の実用化を促進するための審査・安全対策の充実・強化

　　　　ア 審査基準の明確化 医薬食品局審査管理課（内２７３５）

　　　　イ 医療機器・再生医療籐製品の特性を踏まえた制度の構築
医薬食品局審査管理課医療機器・再生医療等製品審査管理室
（内２７８６）

　　　　ウ 安全対策の強化 医薬食品局安全対策課（内２７４９）

　　　②医薬品・医療機器・再生医療等製品の安全対策の推進 医薬食品局監視指導・麻薬対策課（内２７７３）

　　　③がん臨床研究の推進 健康局がん対策・健康増進課（内４６０４）

　（６）医療関連産業の活性化等

　　　①新たな医薬品・医療機器の開発の促進

　　　　ア 医薬品創出（オールジャパンでの医薬品創出） 大臣官房厚生科学課（３８０７）

　　　　イ 世界に通じる国産医療機器創出のための支援体制の整備 医政局経済課（内２５２５）

　　　　ウ 医薬品・医療機器の実用化に向けた取組の推進 医政局経済課（内２５２５）

　　　②医療の国際展開等

　　　　ア 医療の国際展開の推進 医政局総務課（内２５２０）

　　　　イ 外国人患者の受入れ体制の充実 医政局総務課（内２５２０）

　　　　ウ 国際機関を通じた医療関連産業等の海外進出 大臣官房国際課（内７２８５）

　（７）最先端医療技術の迅速・適切な評価の推進 保険局医療課（内３２７７）

　（８）後発医薬品の使用促進 医政局経済課（内２５２５）

５　安心で質の高い介護サービスの確保

　（１）介護保険制度による介護サービスの確保

　　　①介護保険制度による介護サービスの確保

老健局介護保険計画課（内２２６４）
老健局老人保健課（内３９６１）
老健局振興課（内３９８２）
老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室（内３９７３）
保険局総務課（内３２１４）
保険局国民健康保険課（内３２５６）

　　　②生活支援サービスの基盤整備 老健局振興課（内３９８２）

　（２）認知症を有する人の暮らしを守るための施策の推進

　　　①認知症に係る地域支援事業の充実

　　　　ア 認知症初期集中支援チームの設置 老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室（内３９７３）

　　　　イ 認知症地域支援推進員の配置 老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室（内３９７３）

　　　　ウ 認知症ケア向上推進事業の実施 老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室（内３９７３）

　　　②認知症施策の総合的な推進

　　　　ア 認知症疾患医療センターの整備の促進 老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室（内３９７３）

　　　　イ 若年性認知症施策等 老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室（内３９７３）

　（３）地域での介護基盤の整備 老健局高齢者支援課（内３９２８）

　（４）介護・医療関連情報の「見える化」の推進 老健局老人保健課（内３９４４）
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項　　　　　目 担当部局課室名

　（５）低所得の高齢者等の住まい・生活支援の推進 老健局高齢者支援課（内３９２５）

　（６）生涯現役社会の実現に向けた環境整備 老健局振興課（内３９３４）

　（７）福祉用具・介護ロボットの実用化の支援 老健局振興課（内３９８５）

　（８）介護保険制度改正に伴うシステム改修 老健局介護保険計画課（内２１６２）

　（９）適切な介護サービス提供に向けた取組の支援 老健局振興課（内３９８２、３９３６）

　（１０）高齢化対策に関する国際貢献の推進 大臣官房国際課（内７２８５）

６　予防・健康管理の推進等

　（１）予防・健康管理の推進

　　　①データヘルス（医療保険者等によるデータ分析に基づく保健事業）の効果的
        な実施の推進

　　　　ア レセプト・健診情報等の分析に基づいた保健事業等の推進

保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３１８０）
保険局保険課（内３１７３）
保険局高齢者医療課（内３１９２）
保険局国民健康保険課（内３２５９）

　　　　イ 保険者協議会における保健事業の効果的な実施への支援 保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３１８０）

　　　②医療保険者等による健診・保健指導の推進

　　　　ア 被扶養者の特定健診受診率向上への支援等 保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３１８０）

　　　　イ 歯科口腔保健の推進
保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３１８０）
保険局高齢者医療課（内３１９２）

　　　③先進事業等の好事例の横展開等

　　　　ア 糖尿病性腎症の重症化予防の取組への支援 保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３１８０）

　　　　イ　宿泊型新保健指導プログラム（仮称）の普及促進 健康局がん対策・健康増進課（内２９７１）

　　　　ウ 後期高齢者医療広域連合における後発医薬品の使用促進への支援
保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３１８０）
保険局高齢者医療課（内３１９２）

　　　　エ　重複・頻回受診者等に対する取組への支援
保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３１８０）
保険局高齢者医療課（内３１９２）

　　　④薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点の推進 医薬食品局総務課（内４２１３）

　　　⑤介護・医療関連情報の「見える化」の推進 老健局老人保健課（内３９４４）

　　　⑥認知症を有する人の暮らしを守るための施策の推進 老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室（内３９７３）

　（２）医療情報の電子化・値活用の促進

　　　①NDBデータの活用の促進等
保険局医療介護連携政策課保険システム高度化推進室
（内３２６９、３２２８）

　　　②DPCデータの活用の促進等 保険局医療課（内３２７７）

　　　③マイナンバーの活用に関する調査研究事業
保険局医療介護連携政策課保険システム高度化推進室
（内３２６９、３２２８）
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第４　健康で安全な生活の確保

項　　　　　目 担当部局課室名

１　難病などの各種疾病対策、移植対策

　（１）難病対策

　　　①医療費助成の本格実施 健康局疾病対策課（内２３５５）

　　　②国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実 健康局疾病対策課（内２３５５）

　　　③難病に関する調査・研究などの推進 健康局疾病対策課（内２３５５）

　（２）各種疾病対策

　　　①エイズ対策の推進 健康局疾病対策課（内２３５８）

　　　②リウマチ・アレルギー対策などの推進 健康局疾病対策課（内２３５９）

　（３）移植対策

　　　①造血幹細胞移植対策の推進 健康局疾病対策課移植医療対策推進室（内２３６３）

　　　②臓器移植対策の普及・推進 健康局疾病対策課移植医療対策推進室（内２３６５）

２　予防接種の推進などの感染症対策

　（１）予防接種の推進 健康局結核感染症課予防接種室（内２３８３）

　（２）新型インフルエンザ等対策の強化 健康局結核感染症課（内２３７４、２３７９）

　（４）HTLV-1関連疾患に関する研究の推進 健康局結核感染症課（内２３７９）

３　がん対策、肝炎対策、健康増進対策

　（１）がん対策

　　　①がん研究の推進 健康局がん対策・健康増進課（内２３９６）

　　　②地域におけるがん医療の推進

　　　　ア がん診療提供体制の充実 健康局がん対策・健康増進課（内４６０４）

　　　　イ がんの緩和ケア体制の整備 健康局がん対策・健康増進課（内４６０４）

　　　　ウ　がん登録の推進 健康局がん対策・健康増進課（内４６０４）

　　　③がん検診の推進 健康局がん対策・健康増進課（内４６０４）

　（２）肝炎対策

　　　①早期発見・早期治療を促進するための環境整備

　　　　ア 肝炎ウイルス陽性者のフォローアップによる重症化予防の推進 健康局疾病対策課肝炎対策推進室（内２９４８）

　　　　イ　ウイルス性肝炎に係る医療の円滑化の推進 健康局疾病対策課肝炎対策推進室（内２９４８）

　　　　ウ 肝疾患診療連携拠点病院による相談支援の強化 健康局疾病対策課肝炎対策推進室（内２９４８）

　　　②肝炎治療研究などの強化 健康局疾病対策課肝炎対策推進室（内２９４８）

　（３）健康増進対策

　　　①健康づくり・生活習慣病対策の推進 健康局がん対策・健康増進課（内２９７１）

　　　②生活習慣病予防に関する研究などの推進 健康局がん対策・健康増進課（内２３９６）

４　健康危機管理対策の推進

　（１）健康安全・危機管理対策総合研究の推進 健康局がん対策・健康増進課地域保健室（内２３９８）

　（２）健康危機管理体制の整備 大臣官房厚生科学課（内３８１８）

　（３）国際健康危機管理対策の推進 大臣官房厚生科学課（内３８１８）

５　食の安全・安心の確保など

　（１）科学技術の進歩を踏まえた、合理的・科学的な基準策定の推進

　　　①食品添加物・残留農薬等の基準策定の推進 食品安全部基準審査課（内２４４４）

　　　②食品用容器包装などの安全確保対策の推進 食品安全部基準審査課（内２４４４）

　　　③食品汚染物質に係る安全確保対策の推進 食品安全部基準審査課（内２４４４）

　　　④健康食品の安全確保対策の推進 食品安全部基準審査課（内２４４４）

　（２）国内外の状況を踏まえた的確な監視・指導対策の推進

　　　①輸入食品の安全確保対策や感染症の水際対策の推進(検疫所） 食品安全部検疫所業務管理室（内２４６７）

　　　②食中毒その他国内の監視指導対策の徹底 食品安全部監視安全課（内２４４７）

　　　③輸入促進をも視野に入れた事業者の衛生管理対策の推進 食品安全部監視安全課（内２４４７）

　（３）食品安全に関するリスクコミュニケーションの実施等

　　　①食品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 食品安全部企画情報課（内２４０４）
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項　　　　　目 担当部局課室名

　　　②食品の安全の確保に資する研究の推進 食品安全部企画情報課（内２４０４）

　　　③カネミ油症患者に対する健康実態調査等の実施 食品安全部企画情報課（内２４０４）

６　強靱・安全・持続可能な水道の構築 健康局水道課（内４０２６）

７　生活衛生関係営業の活性化や振興など 健康局生活衛生課（内２４３７）

８　Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給 健康局結核感染症課Ｂ型肝炎訴訟対策室（内２０８０）

９　原爆被爆者の援護 健康局総務課（内２３１８）

１０　ハンセン病対策の推進 健康局疾病対策課（内２３６９）

１１　危険ドラッグなどの薬物乱用・依存症対策の推進

  （１）危険ドラッグ対策の強化 医薬食品局監視指導・麻薬対策課（内２７７３）

　（２）薬物などの依存症対策の推進 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

１２　医薬品等インターネット販売監視体制の整備 医薬食品局監視指導・麻薬対策課（内２７７３）

１３　家庭用品等の安全対策 医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室（内２４２５）
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第５　安心して将来に希望を持って働くことのできる環境整備

項　　　　　目 担当部局課室名

１　働き方改革の実現

　（１）「朝型」の働き方など過重労働解消に向けた取組の推進

労働基準局総務課（内５５８６）
労働基準局労働条件政策課（内５３５４）
労働基準局監督課（内５５４３）
労働基準局安全衛生部計画課（内５５４９）
労働基準局安全衛生部労働衛生課（内５４９２、５４９５）

　（２）労働時間法制の見直し 労働基準局労働条件政策課（内５３５４）

　（３）ワーク・ライフ・バランスの推進
労働基準局労働条件政策課（内５３５４）
雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課（内７８７０）

　（４）「多様な正社員」の普及・拡大
職業安定局派遣・有期労働対策部企画課（内５２７１）
労働基準局労働条件政策課（内５３５４）

　（５）持続的な経済成長に向けた最低賃金の引上げのための環境整備等
労働基準局労働条件政策課（内５３７３）
労働基準局監督課（内５５５６）

　（６）専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（案）の円滑な
　　　　施行

労働基準局労働条件政策課（内５３５４）

２　地域に応じた良質な雇用機会の確保・創出

　（１）「地域しごと創生プラン（仮称）」の推進
職業安定局雇用開発部地域雇用対策室（内５８４６）
職業能力開発局能力開発課（内５９２４）

　（２）人材不足分野における人材確保・育成対策の推進

①雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の推進
職業安定局雇用開発部雇用開発企画課（内５８１３）
職業安定局雇用開発部建設・港湾対策室（内５８０３）

②潜在有資格者の掘り起こし・マッチング対策の強化 職業安定局首席職業指導官室（内５７７９）

③ものづくり分野における人材確保・育成支援対策の推進
職業能力開発局能力開発課（内５９２４）
職業能力開発局育成支援課（内５９３５）
職業能力開発局能力評価課（内５９４３）

④人手不足分野における公共職業訓練等の拡充
職業能力開発局能力開発課（内５９２４）
職業能力開発局育成支援課（内５９３５）

３　労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり

　（１）労働安全衛生対策の推進

①改正労働安全衛生法の円滑な施行 労働基準局安全衛生部計画課（内５５０２、５４７３）

②第12次労働災害防止計画を踏まえた施策の推進 労働基準局安全衛生部計画課（内５５０２、５４７３）

　（２）職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた環境整備 労働基準局労働条件政策課（内５３７３）

　（３）労働保険未手続事業一掃対策の推進と労働保険料の収納率の向上 労働基準局労災補償部労働保険徴収課（内５１５４）

　（４）長期療養が必要な労働者の復職等支援
労働基準局労災管理課（５４３７）
労働基準局安全衛生部労働衛生課（内５４９２、５４９５）
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第６　自立した生活の実現と暮らしの安心確保

項　　　　　目 担当部局課室名

１　生活保護の適正化及び生活困窮者の自立・就労支援等の推進

　（１）国民の信頼に応える生活保護制度の構築及び生活困窮者自立支援制度の円滑
　　　　な施行

　　　①生活保護にかかる国庫負担 社会・援護局（社会）保護課（内２８２４）

　　　②生活困窮者等に対する自立支援策 社会・援護局（社会）地域福祉課生活困窮者自立支援室（内２８７４）

　　　③地域における就労支援体制の充実 社会・援護局（社会）保護課（内２８３４）

　　　④子どもを有する生活保護受給世帯への支援の充実 社会・援護局（社会）保護課（内２８３４）

　　　⑤医療扶助の適正実施の更なる推進 社会・援護局（社会）保護課（内２８２９）

　　　⑥新たな生活困窮者自立支援制度を担う人材養成等の実施 社会・援護局（社会）地域福祉課生活困窮者自立支援室（内２２３１）

　（２）生活保護受給者等の生活困窮者に対する就労支援の推進など 職業安定局派遣・有期労働対策部就労支援室（内５７９６）

２　「社会的包容力」の構築

　（１）ひきこもりサポーター養成研修、派遣事業の推進 社会・援護局（社会）総務課（内２８１６）

　（２）寄り添い型相談支援事業の実施 社会・援護局（社会）地域福祉課（内２８５９）

３　地域福祉のまちづくりの推進など

　（１）人口減少に応じた地域福祉のまちづくりの活性化

　　　①中山間地域など人口減少地域での「多世代・多機能型福祉」の拠点整備
　　　（ハード）

　　　　ア 社会的居場所づくり（拠点整備） 社会・援護局（社会）総務課（内２８０５）

　　　　イ 複合型共生施設の整備の全国展開 社会・援護局（社会）総務課（内２８０５）

　　　②地域再生に資する共助の基盤づくり事業（ソフト） 社会・援護局（社会）地域福祉課（内２８５９）

　　　③地域における就労支援体制の充実（ソフト） 社会・援護局（社会）保護課（内２８３４）

　（２）社会福祉法人経営の健全性・透明性の確保 社会・援護局（社会）福祉基盤課（内２８７１）

４　自殺・うつ病対策の推進

　（１）地域での効果的な自殺対策の推進と民間団体の取組支援 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

　（２）自殺予防に向けた相談体制の充実と人材育成
労働基準局安全衛生部労働衛生課（内５４９２、５４９５）
障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

　（３）認知行動療法の普及の推進 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

　（４）地域で生活する精神障害者へのアウトリーチ（多職種チームによる訪問
        支援）体制の整備

障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

　（５）災害時心のケア支援体制の整備 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

５　戦傷病者・戦没者遺族、中国残留邦人等の援護など

　（１）戦後70周年関連の取組
社会・援護局（援護）援護企画課（内３４０８）
社会・援護局（援護）援護企画課外事室（内４５１０）
社会・援護局（援護）援護課（内３４２５）

　（２）戦没者遺骨収集帰還の促進 社会・援護局（援護）援護企画課外事室（内４５１０）

　（３）中国残留邦人等の援護など
社会・援護局（援護）援護企画課中国残留邦人等支援室（内３４８８）
社会・援護局（援護）業務課（内３４４９）
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第７　安心できる年金制度の確立

項　　　　　目 担当部局課室名

１　持続可能で安心できる年金制度の運営 年金局総務課（内３６４６）

２　正確な年金記録の管理と年金記録の訂正手続の創設

　（１）正確な年金記録の管理のための取組 年金局事業企画課（内３６０５）

　（２）年金記録の訂正手続の実施に係る経費 年金局事業企画課（内３５７４）

３　適用・収納対策の取組の推進

　（１）厚生年金保険の適用調査対象事業所の適用促進対策 年金局事業管理課（内３５６６）

　（２）国民年金の保険料収納対策の推進

　　　①納めやすい環境の整備 年金局事業管理課（内３６６１）

　　　②納付督励の強化 年金局事業管理課（内３６６１）

　　　③高所得者への強制徴収の徹底 年金局事業管理課（内３６６１）

４　日本年金機構による公的年金業務の着実な実施 年金局事業企画課（内３５４５）
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第８　障害者支援の総合的な推進

項　　　　　目 担当部局課室名

１　障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・障害者支援の推進

　（１）良質な障害福祉サービスの確保 障害保健福祉部障害福祉課（内３０３５）

　（２）障害児の発達を支援するための療育などの確保 障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室（内３０３７）

　（３）地域生活支援事業の着実な実施 障害保健福祉部企画課自立支援振興室（内３０７７）

　（４）障害児・障害者への福祉サービス提供体制の基盤整備 障害保健福祉部障害福祉課（内３０３５）

　（５）障害者の地域生活支援のための拠点等整備 障害保健福祉部障害福祉課（内３０９１）

　（６）障害児・障害者への良質かつ適切な医療の提供 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

　（７）重度訪問介護などの利用促進に係る市町村支援 障害保健福祉部障害福祉課（内３０９２）

　（８）障害者自立支援機器の開発の促進 障害保健福祉部企画課自立支援振興室（内３０７７）

　（９）文化芸術活動の支援の推進 障害保健福祉部企画課自立支援振興室（内３０７７）

２　地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策の推進

　（１）高齢・長期入院の精神障害者などの地域移行・地域定着支援の推進 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

　（２）精神障害者の意思決定や意思表明等に関する支援の推進 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

　（３）精神科救急医療体制の整備　 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

　（４）地域で生活する精神障害者へのアウトリーチ（多職種チームによる訪問
        支援）体制の整備

障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

　（５）認知行動療法の普及の推進 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

　（６）摂食障害治療体制の整備 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

　（７）災害時心のケア支援体制の整備 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

　（８）心神喪失者等医療観察法の医療提供体制の確保など 障害保健福祉部精神・障害保健課医療観察法医療体制整備推進室（内３０９６）

　（９）てんかんの地域診療連携体制の整備 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

３　発達障害児・発達障害者の支援施策の推進

　（１）発達障害児・発達障害者の地域支援機能の強化 障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室（内３０３８）

　（２）発達障害児・発達障害者の支援手法の開発や支援に携わる人材の育成など

　　　①支援手法の開発、人材の育成 障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室（内３０３８）

　　　②発達障害に関する理解の促進 障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室（内３０３８）

　（３）発達障害の早期支援 障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室（内３０３８）

４　障害者への就労支援の推進

　（１）障害者などの就労促進

　　　①障害特性に応じた就労支援の推進等 職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課（内５７８３）

　　　②地域就労支援力の強化による職場定着の推進 職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課（内５７８３）

　　　③中小企業に重点を置いた支援策の充実 職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課（内５７８３）

　（２）就労支援事業所等で働く障害者への支援

　　　①工賃向上のための取組の推進 障害保健福祉部障害福祉課（内３０４４）

　　　②障害者就業･生活支援センターによる働く障害者への生活面の支援などの推進 障害保健福祉部障害福祉課（内３０４４）
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第９　施策横断的な課題への対応

項　　　　　目 担当部局課室名

１　国際問題への対応

　（１）国際機関を通じた国際協力の推進

　　　①世界保健機関(WHO)などを通じた国際協力の推進 大臣官房国際課（内７２８５）

　　　②国際労働機関(ILO)などを通じた国際協力の推進 大臣官房国際課（内７２８５）

　（２）高齢化対策に関する国際貢献の推進 大臣官房国際課（内７２８５）

　（３）外国人労働者の労働条件の確保 労働基準局監督課（内５５４３）

　（４）国際発信力の強化 労働基準局安全衛生部労働衛生課放射線労働者健康対策室（内２１８１）

　（５）経済連携協定などの円滑な実施
医政局看護課（内４１７３）
職業安定局派遣・有期労働対策部外国人雇用対策課（内５６４３)
社会・援護局（社会）福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８４９）

２　科学技術の振興 大臣官房厚生科学課（内３８０９）

３　社会保障に係る国民の理解の推進、国民の利便性向上等の取組

　（１）社会保障教育の推進 政策統括官付社会保障担当参事官室（内７６７９）

　（２）社会保障分野での情報化・情報連携の推進 政策統括官付情報政策担当参事官室（内７７０２）

　（３）社会保障・税番号制度導入のための取組 政策統括官付情報政策担当参事官室（内７７０２）
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第１　東日本大震災からの復興への支援

項　　　　　目 担当部局課室名

（被災者・被災施設の支援）

 　○被災した子どもへの支援 雇用均等・児童家庭局総務課（内７８３０）

○介護等のサポート拠点に対する支援 老健局振興課(内３９８５)

○被災地心のケア支援体制の整備 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

○障害福祉サービスの再構築支援 障害保健福祉部障害福祉課（内３０９１）

○地域コミュニティ活動を活用した被災者の日常生活支援 社会・援護局（社会）地域福祉課（内２８５９）

○寄り添い型相談支援事業の実施 社会・援護局（社会）地域福祉課（内２８５９）

○被災地の健康支援活動に対する支援 健康局がん対策・健康増進課地域保健室（内２３９８）

○被災地における福祉・介護人材確保対策 社会・援護局（社会）福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８４５）

○医療・介護・障害福祉制度における財政支援

①避難指示区域などでの医療保険制度の特別措置

保険局総務課（内３２１４）
保険局保険課（内３１５３）
保険局国民健康保険課（内３２５６）
保険局高齢者医療課（内３２３７）
保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３１８０）

②避難指示区域等での介護保険制度の特別措置 老健局介護保険計画課（内２２６４）

③避難指示区域などでの障害福祉制度の特別措置 障害保健福祉部障害福祉課（内３０９１）

○被災地域における地域医療の再生支援 医政局地域医療計画課（内２５５７）

○被災した各種施設などの災害復旧に対する支援

①児童福祉施設などの災害復旧に対する支援 雇用均等・児童家庭局総務課（内７８３０）

②介護施設等などの災害復旧に対する支援
老健局高齢者支援課（内３９２８）
老健局振興課（内３９８３）

③障害福祉サービス事業所等の災害復旧に対する支援 障害保健福祉部障害福祉課（内３０３５）

④保健衛生施設等の災害復旧に対する支援 健康局総務課指導調査室（内２３２２）

○水道施設の災害復旧に対する支援 健康局水道課（内４０２６）

○被災した生活衛生関係営業者への支援 健康局生活衛生課（内２４３７）

○東日本大震災からの復興への対応に関する研究の実施 大臣官房厚生科学課（内３８０９）

（雇用の確保など）

　 ○被災者の一時的な雇用の確保 職業安定局地域雇用対策室（内５７９４）

○産業政策と一体となった被災地の雇用支援 職業安定局地域雇用対策室（内５７９４）

○福島避難者帰還等就職支援事業の実施
職業安定局首席職業指導官室（内５７７４）
職業安定局地域雇用対策室（内５８６４）

○復旧・復興工事等に従事する労働者の安全衛生・労働条件確保対策
労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室（内５４８６）
労働基準局監督課（内５５５６）

第２　原子力災害からの復興への支援

項　　　　　目 担当部局課室名

○食品中の放射性物質対策の推進
食品安全部基準審査課（内２４４４）
食品安全部監視安全課（内２４７２）

○東京電力福島第一原発作業員や復旧・復興従事者への対応 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（内５５９２）

Ⅳ　主要事項（復興関連）
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