
令和４年度当初予算 健康福祉部主要施策の概要 

（令和３年度第１次２月補正予算含む） 

◎予算編成のポイント

◎重点主要施策の概要

○ 新型コロナウイルス感染症対策については、引き続き、医療機関の協力のもと、

病床、宿泊療養施設を確保するなど、医療提供体制・検査体制の充実を図る。また、

ワクチン接種についても、県民への円滑なワクチン接種に向け、接種主体である市

町を支援する。 

○ 少子化対策については、「いしかわエンゼルプラン２０２０」に基づき、当面の

目標とする出生率１.８の達成に向け、結婚、妊娠・出産から子育てまでの切れ目

のない施策とそれぞれのステージに応じた働き方の見直しを推進する。 

○ 高齢化対策については、健康寿命の延伸に積極的に取り組むほか、要介護高齢者

等への支援や介護・福祉人材の確保に努めるなど、「長寿の質を高める」施策を推

進する。 

○ 共生社会の実現と障害者の自立と社会参加の促進については、障害のある方に対

する正しい理解を深めるための普及啓発や就労支援、スポーツへの参加促進などの

施策を推進する。 

○ 地域医療の確保・充実については、修学資金の貸与や再就業支援などによる医

師・看護師の確保・養成、ドクターヘリによる救急医療体制の確保などの施策を推

進する。 

・新型コロナウイルス感染症への対応について、検査・医療提供体制を確保・充実す

るとともに、ワクチン接種を行う市町への支援を行う。

・人口の自然減対策の根幹をなす少子化対策について、「いしかわエンゼルプラン２

０２０」に基づき、より一層の充実・強化を図る。

・団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を見据え、健康寿命の延伸、要介護高齢

者等への支援、介護・福祉人材の確保など、高齢化対策を積極的に展開する。

・共生社会づくり条例に基づき、障害のある方もない方も共に暮らしやすい社会を目

指すとともに、就労やスポーツなどを通じた、障害者の自立と社会参加を促進する。 
・医療従事者の確保・養成、ドクターヘリによる救急医療体制の確保など、地域医療

の確保・充実を図る。
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◎ 主 要 事 業

１

（現下の感染状況への緊急対策）

オミクロン株の感染急拡大を受けた体制の拡充

・軽症者等宿泊療養施設確保事業費
　（２月１次補正）

2 430,000

・　自宅療養者健康管理体制強化事業費
　（２月１次補正）

4 20,000

・　医療機関･高齢者施設･障害者施設一斉検査費

・ＰＣＲ検査無料化等事業費補助金

・いしかわ県民ワクチン接種センター設置費
　（一部２月１次補正）

15 700,000

（感染拡大の防止）

(1) 医療提供体制の確保 1

・　病床確保医療機関支援金

・　軽症者等宿泊療養施設確保事業費 2 3,070,000

・　メディカルチェックセンター患者搬送事業費 3 192,000

・　自宅療養者健康管理体制強化事業費 4 47,700

・　医療従事者宿泊施設確保事業費 5 56,000

・　いしかわクラスター対策班派遣事業費 6 30,000

・　高齢者施設等クラスター発生時応援職員相互派遣
　事業費

7
8

41,400

・　専門家会議開催費 9 1,000

(2) 検査体制の確保

・　新型コロナウイルス感染症検査費 10 570,000

・　繁華街･医療機関･高齢者施設･障害者施設一斉
  検査費

11 570,000

・　ＰＣＲ検査無料化等事業費補助金 12 3,400,000

・　いしかわＰＣＲ検体採取センター運営費 13 287,000

・　受診相談センター設置委託費 14 71,500

健康福祉部

高齢者施設、障害者施設、児童養護施設におけるクラス
ター発生時の応援職員相互派遣への支援

石川県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の開催

身近な医療機関を中心とした検査体制の確保
（約４００医療機関）

戦略的な検査による感染拡大の早期抑制

感染拡大時の無症状者に対する検査の無料化

屋内施設におけるドライブスルー方式での検体採取の実施

発熱患者等の受診相談に対応するコールセンターの設置

宿泊療養施設の緊急･臨時的な体制強化
（３棟･約１，０００床）（２月～３月）

県看護協会と連携した健康観察･相談対応
（最大１０名体制）
パルスオキシメーターの追加配備
（１，０００台→３，０００台）

３回目接種の円滑な実施に向けた支援
（県庁１９階、２月中旬開設予定）

27,000,000 患者専用病床を確保する医療機関に対する支援
(最大４８７床)

宿泊療養施設を継続確保
（２棟･５６０床→６３０床）（４月～）

県看護協会と連携した健康観察･相談対応（最大１０名体
制）など

患者の診療等で帰宅困難な医療従事者等の宿泊費用に対す
る助成

高齢者施設等においてクラスターが発生した際、迅速に感
染管理等の支援を実施

メディカルチェックセンターを県内全域に確保
（２５か所）

（１２月補正で措置済：390,000千円）

無症状者に対する無料検査の期間延長（１月末→２月末）
（１２月補正で措置済：100,000千円）

令和４年度当初予算　健康福祉部主要施策の概要

事　　　　業　　　　名 金　　額（千円） 説　　　　　　　明

新型コロナウイルス感染症対策

（令和３年度第１次２月補正予算含む）
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(3) ワクチンの円滑な接種に向けた体制整備

・いしかわ県民ワクチン接種センター設置費
　（一部２月１次補正）（再掲）

15 700,000

・　ワクチン接種促進事業費
　（一部２月１次補正）

16 1,500,000

・　ワクチン職域接種支援事業費補助金 17 10,300

・　ワクチン接種体制整備事業費 18 86,240

・　新型コロナウイルス抗体保有調査費 19 10,000

(4) 感染症対策の現場を支える人材の確保・育成

・　保健所感染症対応力強化事業費 20 1,000

・　新型コロナ患者受入医療機関への感染管理認定看
　護師確保重点支援事業費

21 16,500

・　高齢者施設等感染症対応力強化事業費 22 12,000

・　新型コロナウイルス感染症対策応援基金活用
　事業費

23 67,000

２

(1) 結婚を希望する男女への支援体制の強化

・　いしかわ結婚支援推進事業費 24 28,450

　　
・　石川しあわせ婚応援パスポート事業費 25 2,240

(2)

・　妊娠専門相談事業費 26 4,716 不妊や妊娠の悩みに関する相談・支援の実施

・　妊娠期の相談支援強化事業費 27 4,872

・　不妊治療助成事業費 28 59,584

・　いしかわプレ妊活健診助成事業費 29 17,600

・小さく生まれた赤ちゃん育児支援事業費 30 1,000

・　医療的ケア児支援事業費 31
32

66,735

・　マイ保育園事業費 33
34

47,969

・　在宅育児家庭通園保育モデル事業費補助金 35 24,000

健康福祉部

３回目接種の円滑な実施に向けた支援

ワクチン接種の促進に向けた医療機関への支援

過去のクラスター事例をもとにした現場対応力向上研修

県立看護大学での看護師の資格取得支援など

患者の治療にあたる医療従事者への支援(ギフト券の贈呈)

専門家派遣による現地指導、
施設管理者・職員向けの現場対応力向上研修

事　　　　業　　　　名 金　　額（千円） 説　　　　　　　明

健診と健康教育を組み合わせた「いしかわプレ妊活健診」
の受診費用への助成

体外受精や男性不妊治療等の不妊治療費及び妊よう性温存
治療費等への助成

職域接種を行う団体への支援

副反応等の相談に対応するコールセンター、医療機関にお
ける受診窓口の設置

３回目接種を踏まえた継続調査の実施

赤ちゃんの発達を記録する専用の手帳「リトルベビーハン
ドブック」の作成・配付

子育て支援プランの策定、オンライン相談の実施など

３歳未満児を持つ在宅育児家庭に対する通園に準じた保育
サービスの実施

結婚や出産の希望がかない安心して子育てできる社会づ
くり

「縁結びist」による結婚支援の取り組み促進
　・養成講座、スキルアップセミナーの開催など
「いしかわ婚活応援企業」による結婚支援の取り組み促進
　・認定企業による合同交流会のマッチングなど
イベントによる気軽な出会いの機会の充実
　・専用サイト「いしかわ縁結びイベント」の運営など

新婚夫婦や結婚予定者の経済的負担軽減等に向けた「石川
しあわせ婚応援パスポート（婚パス）」の発行

妊娠から子育てまでの切れ目のない包括的な支援の強
化

不安を抱える妊婦に対する助産師の派遣、ＳＮＳを活用し
た相談の実施など

医療的ケア児支援センターの設置、
受け入れ保育所等の看護師配置への支援
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(3)

・  幼児教育・保育の無償化 36 7,564,000

・　多子世帯保育料無料化事業費補助金 37 153,000

・  多子世帯放課後児童クラブ利用料支援事業費
　補助金

38 22,000

・  病児・病後児保育利用料無料化事業費補助金 39 1,800

・  プレミアム・パスポート事業費 40 6,000

(4) 子どもの健やかな育ちへの支援

・   発達障害早期発見・支援体制強化事業費 41 1,753

・幼少期から始める食育推進事業費 42 3,232

・　子ども虐待防止総合対策推進事業費 43
～
51

129,288

・ヤングケアラー支援事業費 52 6,400

・  ひとり親家庭児童学習支援事業費 53 8,352

・　保育環境整備事業費補助金 54 86,617

(5) 保育士確保対策と資質向上

・ 保育士確保対策強化事業費 55
～
57

66,415

・  保育補助者活用推進事業費 58 221,510

・  保育士等キャリアアップ研修事業費 59 12,252

・　いしかわ保育・教育人材育成推進事業費 60 10,778

(6) 男性の子育てへの参画の促進

・男性の子育て参画促進事業費 61 5,820

(7) ワークライフバランス実現に向けた取組の促進

・　一般事業主行動計画策定支援事業費 62 13,520

・  ワークライフバランス推進事業費 63 3,930

健康福祉部

園児を持つ保護者向け冊子の作成、高校生等に向けた食
育ＰＲ動画の作成など

事　　　　業　　　　名 金　　額（千円） 説　　　　　　　明

虐待の早期発見・早期対応のための関係機関への研修の実
施、児童虐待防止の周知（オレンジリボン・キャンペー
ン）など

実態調査、福祉関係者向け研修の実施

かかりつけ医等を対象とした専門研修の実施など

子育てに係る経済的負担の軽減

３歳～５歳児、０歳～２歳児（住民税非課税世帯）の保育
料の無償化

子どもが２人以上いる世帯の第２子以降の保育料の無料化
（０歳～２歳児）

子どもが２人以上いる世帯の第２子以降の放課後児童クラ
ブ利用料の無料化

子どもが２人以上いる世帯の第２子以降の病児・病後児保
育利用料の無料化

子どもが２人以上いる世帯への「プレミアム・パスポー
ト」の発行

「石川県パパ子育て応援企業」の認定、男性の育児休業
取得促進に向けたセミナーの開催など

社会保険労務士による計画策定支援

企業の取り組み内容の向上に向けた支援
　・取り組みの先進事例を学ぶ実践講座の開催
県民への啓発や実践に向けた取り組み支援
　・育休からの職場復帰を支援するセミナーの開催

大学生等の学習支援ボランティアによる学習教室の開催な
ど

認定こども園
　　施設整備　５カ所

新卒保育士の確保
　・学生向けの保育所・認定こども園説明会の実施
　・修学資金の貸与　など
潜在保育士の就業促進
　・保育士ＯＢコーディネーターによるマッチング
　・就職準備金の貸与
　・未就学児の保育料の一部貸与　など

保育士に代わって清掃等を行う補助者の配置支援

保育士等の専門的な知識の向上等を図るためのキャリア
アップ研修の実施

東京大学等と連携した新たな体系に基づく保育教諭研修の
通年実施など
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３

(1) 健康寿命の更なる延伸に向けた取組

・  企業の「健康経営」総合推進事業費 64 4,500

・　いしかわヘルシー＆デリシャスメニュー普及
　事業費

65 1,900

・　歯と口腔の健康づくり支援事業費 66 4,300

(2) 介護・福祉人材の確保

・　福祉の仕事マッチングサポート事業費 67 74,551

・　介護職就職・再就職準備金貸与事業費 68 32,000

・  介護・福祉の仕事の魅力発信事業費 69 4,000

・　いしかわ魅力ある福祉職場推進事業費 70 5,500

・介護施設ＩＣＴ・ＩｏＴ導入促進事業費 71 184,200

・介護職員等処遇改善支援事業費
　（一部２月１次補正）

72
～
75

2,872,000

(3) 介護・福祉人材の質の向上

・　外国人介護人材育成支援事業費 76
77

10,920

・　福祉総合研修センター事業費 78 11,719

・　いしかわ介護フェスタ開催費補助金 79 6,500

・　実践介護技術出前講座費 80 1,000

(4) 増加する認知症高齢者等への対応

・　認知症医療体制推進事業費 81 3,950

・　認知症地域サポート体制構築事業費 82 2,054

・　若年性認知症相談支援事業費 83 2,000

健康福祉部

他業種からの転職者向け就職支援貸付金(１５０人)、
再就職準備貸付金(５０人)

魅力ある職場づくりに取り組む事業所の認定
　・専門家による認定取得に向けた支援
　・認定法人のＰＲ　など

介護現場での業務負担軽減や接触機会の削減
　・ＩＣＴ･ＩｏＴ機器導入への助成
　　(８０件→１６０件)
　・施設職員向け研修の開催

介護福祉士を目指す留学生や外国人介護職員に対する日本
語教育等への助成

キャリアに応じた階層別研修、福祉分野ごとの専門研修の
実施

介護の知識や技能を競う介護技能グランプリなど、介護の
魅力を発信するイベントの開催

事　　　　業　　　　名 金　　額（千円） 説　　　　　　　明

小･中･高校生に対する介護･福祉職の魅力の発信･理解促進
　・介護・福祉の仕事の魅力伝道師の派遣
　・介護・福祉の職場見学会の実施　など

「福サポいしかわ（福祉人材センター）」による介護・
福祉人材のマッチング支援
　・介護・福祉就職面談会の開催
　・ハローワークへの出張相談の実施　など

介護・保育・看護職員等の処遇改善
(２月～９月)交付金で賃金引き上げ分を措置
(１０月以降)介護報酬(介護)･施設型給付費(保育)等で引
き上げ分を措置

団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向けた対応

健康経営に取り組む企業の認定、専門家による実践セミ
ナーの開催、優良実践企業表彰制度など

社員食堂への普及、スーパー等での総菜販売など

歯周病予防の重要性を啓発する出前講座の開催、市町担当
者向け歯周病予防対策研修の実施など

小規模な介護事業所等に対する介護技術等の出前講座の開
催

かかりつけ医を対象とした認知症対応力向上のための研修
の実施など

認知症施策推進会議、認知症フォーラム、認知症ハートフ
ルサポート企業・団体の認定の実施

県立こころの病院における若年性認知症の方に対する相
談・支援の実施
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(5) 高齢者の生きがいづくり対策

・　ゆーりんピック２０２２開催費補助金 84 12,825

・　生きがいと健康づくり推進事業費補助金 85 66,321

(6) 高齢者の健やかな暮らしへの支援

・　在宅高齢者見守り等支援事業費 86 600

(7) 介護保険制度の円滑な実施

87
・　介護保険給付費負担金 介護保険サービス提供に要する費用の県負担分

４ 安らぎのある地域社会づくりの推進

(1) 障害者の自立と社会参加への支援

・　共生社会づくり推進事業費 88 4,500

・　障害者文化芸術活動支援事業費 89 1,800

・　農福連携による障害者就労支援事業費 90 2,600

・　福福連携による障害者就労支援事業費 91 1,700

・　障害者ふれあいフェスティバル開催費補助金 92 8,300

・　障害者スポーツ普及促進事業費 93 7,000

・　障害者スポーツ大会開催費 94 7,225

(2) 障害福祉サービス等の充実

・　発達障害支援体制整備事業費 41 13,202

・ 　発達障害早期発見・支援体制強化事業費（再掲） 41 1,753

・　障害者介護等給付費負担金 95 6,238,000 障害福祉サービス等の提供に要する費用の県負担分

・　障害者支援施設等整備費補助金
　（２月１次補正）

96 265,244

(3) 総合的な自殺防止対策の展開

・　自殺防止対策事業費 97 45,387

健康福祉部

事　　　　業　　　　名 金　　額（千円） 説　　　　　　　明

お達者ですか訪問への支援、傾聴ボランティアの養成、民
間事業者と連携した地域見守りネットワークの構築・推進

会期　５月２１日、２２日など
種目　卓球、テニス、囲碁など２７種目
会場　いしかわ総合スポーツセンターなど２１会場

いしかわ長寿大学の開催、全国健康福祉祭（神奈川県）へ
の選手団派遣など

専門家の派遣による療育相談の実施など

かかりつけ医等を対象とした専門研修の実施など

就労支援施設と農家とのマッチング支援

就労支援施設と高齢者施設とのマッチング支援、清掃
技術の取得支援

障害者の日頃の芸術・文化活動の成果発表と福祉機器の
展示など（９月２５日（予定））

障害者スポーツフォーラムの開催、地域のスポーツクラブ
での障害者スポーツ教室のモデル実施など

会期　５月２９日ほか（予定）
種目　陸上、水泳、卓球など９種目
会場　県西部緑地公園陸上競技場など７会場

15,014,000

障害のある人とない人の共生モデルとなるコミュニティの
認定など

先進的な支援事例を学ぶ研修会、展示会の開催など

障害者支援施設
　新設　　５カ所
　施設改修・設備整備　　３カ所

予防に向けた普及啓発、電話による２４時間相談対応など
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５ 安全で良質な地域医療の安定的な確保

(1) 医師・看護師等の確保対策と資質の向上

・　緊急医師確保修学資金貸与事業費 98 144,000 金沢大学医学類特別枠入学者への貸与(新規枠１０人）

・　地域病院医師確保サポート事業費補助金 99 9,000

・　臨床研修医確保対策推進事業費 100 4,472

・　産科医療体制強化事業費 101 3,876

・　看護師等修学資金貸与事業費 102 96,240

・　ナースセンター再就業支援事業費 103 32,709

・　看護師等再就業支援事業費 104 3,000

・　専門技術を持つ看護師育成事業費 105
106

11,000

(2) 医療提供体制の充実

・　ドクターヘリ運航事業費 107 298,248

108

債務を含め

・　県立こころの病院整備費

(3) がん対策の推進

・　がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金　 109 18,000

・　がん対策推進事業費 110 2,100

・　がん安心生活サポートハウス運営費 111 17,477

６ 身近な安全・安心が確保された社会づくり

・　生活福祉資金貸付事業費補助金
　（２月１次補正）

112 621,025

・　危険ドラッグ等薬物乱用防止対策推進費 113 972

・　いしかわ動物愛護センター（仮称）整備費 114 31,000

・　人と動物の共生社会づくり推進事業費 115 3,000

７ 防災対策の充実強化

・　災害医療機能強化事業費 116 3,000

・　原子力防災緊急時医療施設整備事業費 117 27,695

・　原子力防災緊急時医療措置研修事業費 118 26,079

健康福祉部

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）に対する研修の実施など

能登北部公立４病院に就業を希望する看護学生への貸与
（新規枠２０人）など

看護師等の離職者届出制度を活用した、離職者への就業斡
旋や継続的な情報提供など

看護師等の再就業支援研修の実施

認知症看護等の認定看護師資格の取得支援など

運航に係る委託経費など

978,000 管理診療棟の改築（第４期工事着手）

医療機関における放射線測定機器等の整備

医療従事者に対する研修等の実施

がん患者の生活を重視した相談支援を行う「がん安心生活
サポートハウス」の運営など

個人向け緊急小口資金等貸付原資の積み増し

知事指定薬物・知事監視製品の指定など

実施設計

県獣医師会、ペット専門学校と連携した譲渡会や飼い方
教室の開催など

金大サポートチームによる医師不足診療科の女性医師等に
対する支援など

医学生に対する県内就業を促す臨床研修病院合同説明会の
開催など

医学生に対する産婦人科の魅力を伝えるセミナーの開催、
助産師の実践力向上のための研修の実施など

事　　　　業　　　　名 金　　額（千円） 説　　　　　　　明

地域における質の高いがん医療の提供体制を確立するため
の地域がん診療連携拠点病院の運営支援

市町検診の受診率向上に向けた支援、がん患者の就労支援
を推進するための事業者向けセミナーの開催など
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