
水 道 未 普 及 地 域 解 消 事 業

１．事業目的
水道は、98.1％（令和２年度末時点）の高い普及率に達し、国民の生活の基盤

として必要不可欠なものとなっている。
しかしながら、未だ水道を利用できない未普及人口が存在している。この水道

未普及の早期解消を図り、公衆衛生の向上及び生活環境の改善に資する。

２．事業内容
水道が布設されていない農山漁村等について、市町村が策定する「水道未普及地

域解消計画」に基づく簡易水道等施設の整備

３．事業採択要件
①新設

・経営実態が一体である事業が存在せず、既存の水道と接続せず、橋で連絡され
ていない島又は既存の水道事業の給水区域から道路延長距離で原則10km以上
離れた地域における簡易水道施設の新設

・経営実態が一体である事業が存在せず、既存の水道と接続せず、橋で連絡され
ていない島又は既存の水道事業の給水区域から道路延長距離で原則10km以上
離れた地域における10人以上100人以下の飲料水供給施設の新設

②広域簡易水道
・簡易水道を布設し得る条件を備えたいくつかの地域の相互間の距離が200m以

上の連絡管で連絡し、5,000人を超える給水人口を有する水道施設の新設
③飛地区域

・既存の水道事業から原則として200m以上離れた地域に、既存の水道事業の経
営による水道施設の整備を行う事業、あるいは、当該地域又はその周辺で水
源の確保が困難なため、同一行政区域内に存する水道事業から浄水を受けて
行う水道のうち、水道事業の給水区域からの距離が200m以上の連絡管で連絡
した水道施設の整備

④給水区域内無水源
・既認可給水区域内の水道未普及地域（101人以上5,000人以下）に対し、現在

給水されている区域から200m以上の連絡管で連絡した水道施設の整備
⑤区域拡張

・簡易水道又は飲料水供給施設の給水区域拡張（簡易水道施設については給水人
口10人以上、飲料水供給施設については従前の給水人口の20％以上）に伴う
水道施設の整備

４．令和４年度予算額
簡易水道等施設整備費補助 2,577,000千円

水道未普及地域解消事業 1,060,000千円
簡易水道再編推進事業 636,000千円
生活基盤近代化事業 881,000千円
閉山炭鉱水道施設整備事業 0千円

５．事業主体 地方公共団体

６．補助率 4/10、1/3、1/4

［担当課：医薬・生活衛生局水道課］
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地 方 生 活 基 盤 整 備 水 道 事 業

１．事業目的
農山漁村地域における、ライフスタイルの多様化（水洗トイレ、シャワー等の

普及）に対応するため、地方生活基盤整備水道事業計画に基づき簡易水道施設の
整備促進し、公衆衛生の向上及び生活環境の改善に資する。

２．事業内容
簡易水道施設の水量・水圧をアップし、ライフスタイルの多様化に対応する。
（下水道、合併処理浄化槽等の生活排水処理施設に見合う水道施設の整備）

３．事業採択要件
①下水道、合併処理浄化槽等の生活排水処理施設の整備が行われる（既に整備され

たものを含む。）ことにより、今後10年以内に給水能力が不足することが見込ま
れる地域であって、一般廃棄物処理基本計画中の生活排水処理基本計画に基づき
今後10カ年以内に整備される生活排水処理施設整備事業と整合のとれた簡易水道
施設の整備事業

②３階以上５階までの直結給水を可能とするために必要な簡易水道施設の整備
事業

４．令和４年度予算額
簡易水道等施設整備費補助 2,577,000千円

水道未普及地域解消事業 1,060,000千円
簡易水道再編推進事業 636,000千円
生活基盤近代化事業 881,000千円
閉山炭鉱水道施設整備事業 0千円

５．事業主体 地方公共団体

６．補助率 4/10、1/3、1/4

［担当課：医薬・生活衛生局水道課］
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水道施設整備事業メニュー 一覧

水道施設整備費補助金（公共）

【事業メニュー】
○ 簡易水道等施設整備費補助

・布設条件の特に厳しい農山漁村における簡易水道の整備事業
○ 水道水源開発等施設整備費補助

・ダム等の水道水源施設整備事業
・水源水質の悪化に対処するための高度浄水施設整備事業
・「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」
を踏まえた非常用自家発電設備等の整備事業

【概要】
水道事業又は水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、安全で質が高い持続的な水道を確保するため、

その事業の施設整備に要する費用の一部を補助する。

生活基盤施設耐震化等交付金（非公共）

【主な事業メニュー】
○ 水道施設等耐震化事業

・水道施設の耐震化に資する施設整備（ ５か年加速化対策を踏まえた耐震化事業を含む。）
○ 水道事業運営基盤強化推進等事業

・水道事業の広域化に資する施設整備等

【概要】
地方公共団体が整備を行う水道施設の耐震化等を推進するため、都道府県にとって自由度が高く、創意工夫

を生かせる交付金制度を平成27年度に創設。
都道府県が取りまとめた水道施設の耐震化等に関する事業計画（生活基盤耐震化等事業計画）に基づく施設

整備に対して支援を行う。

＜参考：水道施設整備に対する財政支援の考え方＞
水道施設の整備については、地形や水源からの距離などの自然条件により施設整備費が割高となる等、経営条件が厳しい水道事業者が行う施設

整備事業に対して、その整備に要する費用の一部に対して財政支援を行っている。

令和４年度予算387億円（令和３年度当初予算395億円）
（令和３年度補正予算390億円）

令和４年度予算：169億円（令和３年度当初予算：168億円）

令和４年度予算：218億円（令和３年度当初予算：227億円）
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【趣旨】
市区町村が策定する整備計画等に基づき、保育所、認定こども園及び小規模保育事業所に係る施設整備事業及び

保育所等の防音壁設置の実施に要する経費に充てるため、市区町村に交付金を交付する。

（※）市区町村が作成する保育所等の整備に関する計画（市区町村整備計画）による整備等の実施に必要な経費の
一部を支援するため、児童福祉法第56条の４の３に基づく交付金として平成27年度に創設。

≪拡充内容≫
・新子育て安心プランにおける補助率の嵩上げ等について引き続き実施。【Ｒ４予算、Ｒ３補正】
・新型コロナウイルス感染症等の感染症対策のため、大規模修繕の対象事業に感染症対策のための改修（トイレ・調理場

等の乾式化、非接触型の蛇口の設置等）を新規で追加。(事業費300万円以上のものを対象)【Ｒ４予算、Ｒ３補正】
・防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策に必要な経費を計上。【Ｒ３補正】

【対象事業】
・保育所整備事業
・認定こども園整備事業
・小規模保育整備事業
・防音壁整備事業
・防犯対策強化整備事業

【実施主体】 市区町村

【設置主体】 社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人等
（保育所及び認定こども園については公立を除く）

【補助割合】 原則 国１／２、市区町村１／４、設置主体１／４

保育所等整備交付金

（令和３年度予算）４９７億円 → （令和４年度予算） ４１７億円
（令和３年度補正予算）４３０億円
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へき地保健医療対策予算の概要

(1) へき地医療支援機構の運営 ２５９百万円

都道府県単位の広域的な支援体制を図るため、各都道府県に「へき地医療支援機構」を設

置し、支援事業の企画、調整及び医師派遣の実施等を補助する。

(2) へき地医療拠点病院等の運営 ６，８５６百万円

へき地における医療の提供など支援事業を実施する医療機関等の運営に必要な経費を補

助する。

ア へき地医療拠点病院運営費

イ へき地保健指導所運営費

ウ へき地診療所運営費（国保直診分（保険局計上分）含む）

エ へき地診療所医師派遣強化事業

(3) へき地巡回診療の実施 ３４３百万円

無医地区等の医療の確保を図るため、医師等の人件費及び巡回診療車等の運行に必要な

経費を補助する。

ア へき地 巡回診療車（船）（医科・歯科）

イ 巡回診療航空機（医科）

ウ 離島歯科診療班

(4) 産科医療機関の運営 ３１２百万円

分娩可能な産科医療機関を確保するため産科医療機関の運営に必要な経費を補助す

る。

(5) へき地患者輸送車（艇・航空機）運行支援事業 ２２９百万円

無医地区等の医療の確保を図るため、無医地区等から近隣医療機関等の輸送に必要な経

費を補助する。

ア 患者輸送車・艇

イ メディカルジェット（患者輸送航空機）

など

Ⅱ 内 容

医療施設等 設備 整備費補助金の概要

へき地・離島などの過疎地の住民に対する医療の確保及び臨床研修医
の研修環境の充実等を図るため、医療施設や臨床研修病院等の設備整
備を支援するもの。

Ⅲ 補助対象

Ⅱ 要 旨

補助対象事業《メニュー区分》（事業実施主体）

へき地医療拠点病院（公立・公的・民間・独法）

へき地診療所（公立・公的・民間・独法）

へき地患者輸送車（艇）（公立・公的・民間・独法）

へき地巡回診療車（船）（公立・公的・民間・独法）

へき地・離島診療支援システム（公立・公的・民間・独法） など

医療施設等 施設 整備費補助金の概要

へき地・離島などの過疎地の住民に対する医療の確保及び臨床研修
医の研修環境の充実等を図るため、医療施設や臨床研修病院等の施
設整備を支援するもの。

Ⅲ 補助対象

Ⅱ 要 旨

へき地保健医療対策関係予算について

【令和３年度予算額】 【令和４年度予算額】
７７．６億円 → ８０．０億円

Ⅰ 予算額
【令和３年度予算額】 【令和４年度予算額】

３３．７億円 → ２２．２億円

Ⅰ 予算額

【令和３年度予算額】 【令和４年度予算額】
２７．６億円 → ２１．２億円

Ⅰ 予算額

補助対象事業《メニュー区分》 （事業実施主体）

へき地医療拠点病院（公立・公的・民間・独法）

へき地診療所（公立・公的・民間・独法） など
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地域において必要な救急医療が適時適切に提供できる体制の構築を目指し、早期の治療開始、迅速な搬送を
可能とするドクターヘリの運航体制を構築する。

ドクターヘリの全国展開を推進するために、ドクターヘリの運航に必要な経費について財政支援を行い、救命率の向上及び広
域患者搬送体制の確保を図る。
・補助先：都道府県等 ・実施主体：救命救急センター ・箇所数：５６か所

ドクターヘリ導入促進事業 令和４年度予算額
76.0億円（医療提供体制推進事業費補助金239.9億円の内数）

背景・課題

ドクターヘリ運航体制の構築

ヘリポート周辺施設 施設整備事業 令和４年度予算額
医療提供体制施設整備交付金23.9億円の内数

降雨や降雪等によるドクターヘリの機体劣化等を防止するため
に必要な、ヘリポート周辺施設の整備に対する財政支援を行う。
・補助先：都道府県等
・実施主体：救命救急センター
・対象設備：格納庫、給油施設、融雪施設

ドクターヘリの運航 ドクターヘリの内部 ○ 導入状況 46都道府県56機にて事業を実施（令和４年４月18日現在）

平成１３年度 ５県 岡山県、静岡県、千葉県、愛知県、福岡県
平成１４年度 ２県 神奈川県、和歌山県
平成１７年度 ２道県 北海道、長野県
平成１８年度 １県 長崎県
平成１９年度 ３府県 埼玉県、大阪府、福島県
平成２０年度 ３県 青森県、群馬県、沖縄県
平成２１年度 ４道県 千葉県（２機目）、静岡県（２機目）、北海道

（２機目、３機目）、栃木県
平成２２年度 ５県 兵庫県、茨城県、岐阜県、山口県、高知県
平成２３年度 ６県 島根県、長野県（２機目）、鹿児島県、

熊本県、秋田県、三重県
平成２４年度 ８県 青森県（２機目）、岩手県、山形県、新潟県、

山梨県、徳島県、大分県、宮崎県
平成２５年度 ３県 広島県、兵庫県（２機目）、佐賀県
平成２６年度 １道 北海道（４機目）
平成２７年度 ２県 滋賀県、富山県
平成２８年度 ５県 宮城県、新潟県（２機目）、奈良県、愛媛県、

鹿児島県（２機目）
平成２９年度 １県 鳥取県
平成３０年度 １県 石川県
令和 ３年度 ２県都 福井県、東京都
令和 ４年度 １県 香川県
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平成26年度以降、地域医療介護総合確保基金を活用して実施

・都道府県内の医師確保状況の調査分析

・医療機関や医師に対する相談援助

・医師派遣事務

・キャリア形成プログラムの策定

・派遣医師のキャリア支援・負担軽減 等

大学

協力地域医療体験
事業への参加

地域医療機関

地域医療機関

地域医療機関と県内中核病院と
の間を循環しながらキャリア形成

地域医療支援センター

最新の医療技術習得の
ための研修参加

地域医療機関

地域医療機関

地域医療支援センター（医師確保対策の事務の実施拠点）

 都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取組むコントロールタワーの確立。

 地域枠医師や地域医療支援センター自らが確保した医師などを活用しながら、キャリア形成支援と一体的に、地域の医師不足病院の医師確保を支援。

 専任の実働部隊として、喫緊の課題である医師の地域偏在解消に取組む。
・ 設置場所 ：都道府県庁、○○大学病院、都道府県立病院 等

地域医療支援センターの目的と体制

Ａ県

Ｂ県

医師の地域偏在（都市部への医師の集中）の背景

 高度・専門医療への志向、都市部の病院に戻れなくなるのではないかという将来への不安 等

地域医療を志向する医師に
係る県域を越えた情報交換
と配置の調整

地域医療支援センター運営事業

平成２８年４月までに、すべての都道府県に地域医療支援センターが設置されている。

〇構成員
都道府県、大学、医師会、主要医療機関、民間医療機関等
〇協議事項
・キャリア形成プログラムの内容
・医師の派遣調整
・派遣医師のキャリア支援策
・派遣医師の負担軽減策

地域医療対策協議会

都道府県が実施する医師派遣等の対
策は、地域医療対策協議会において
協議が調った事項に基づいて行う

・大学の地域枠・地元出身枠設定
・臨床研修病院の指定
・臨床研修医の定員設定
・専門研修の研修施設・定員等
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国
消費税財源活用

市
町
村

市町村計画
（基⾦事業計画）

都
道
府
県

都道府県計画
(基⾦事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３
（Ⅰ-2 については国10/10）

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

地域医療介護総合確保基金

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県
に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

令和４年度予算：公費で1,853億円
（医療分 1,029億円、介護分 824億円）

Ⅰ-１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

Ⅰ-２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業

Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業

Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業

Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
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地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等の整備

１．地域密着型サービス施設等の整備への助成
① 可能な限り住み慣れた地域で安⼼して暮らせるよう、地域密着型サービス施設・事業所等の整備（⼟地所有者（オーナー）が施設運営法⼈に有償
で貸し付ける⽬的で整備する場合や、改築・増改築を含む）に対して⽀援を⾏う。
（対象施設） 地域密着型特別養護老人ホーム（併設されるショートステイ用居室を含む）、小規模な老人保健施設、小規模な介護医療院、小規模な養護老人ホーム、

小規模な特定施設（ケアハウス、介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅））、都市型軽費老人ホーム、認知症高齢者グループ
ホーム、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型デイサービスセンター、介護予
防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス（離島・奄美群島・山村・水源地域・半島・過疎地域・沖縄・豪雪地帯に係る振興法や特別措置法に基づ
くものに限る）、緊急ショートステイ、施設内保育施設

※定員30人以上の広域型施設の整備費については、平成18年度より一般財源化され、各都道府県が支援を行っている（介護医療院を含む）。

② 上記対象施設を合築・併設を⾏う場合に、それぞれ補助単価の５％加算を⾏う。
③ 空き家を活⽤した地域密着型サービス施設・事業所等の整備について⽀援を⾏う。
④ 介護離職ゼロ50万⼈受け⽫整備と⽼朽化した広域型施設の⼤規模修繕を同時に進めるため、介護離職ゼロ対象サービス(※)を整備する際に、あわ
せて⾏う広域型特別養護⽼⼈ホーム等の⼤規模修繕・耐震化について⽀援を⾏う。＜令和５年度までの実施＞

※特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看
護小規模多機能型居宅介護、特定施設（ケアハウス、介護付きホーム）。いずれも定員規模を問わない。

２．介護施設の開設準備経費等への⽀援
① 特別養護⽼⼈ホーム等の円滑な開設のため、施設の開設準備（既存施設の増床や再開設時、⼤規模修繕時を含む）に要する経費の⽀援を⾏う。

※定員30人以上の広域型施設を含む。広域型・地域密着型の特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。
※「大規模修繕時」は、施設の大規模修繕の際に、あわせて行う介護ロボット、ICTの導入支援に限る。＜令和５年度までの実施＞
※介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発のための取組についても支援を行う。

② 在宅での療養⽣活に伴う医療ニーズの増⼤に対応するため、訪問看護ステーションの⼤規模化やサテライト型事業所の設置に必要な設備費⽤等に
ついて⽀援を⾏う。

③ ⼟地取得が困難な地域での施設整備を⽀援するため、定期借地権（⼀定の条件の下、普通借地権）の設定のための⼀時⾦の⽀援を⾏う。
④ 施設整備候補地（⺠有地）の積極的な掘り起こしのため、地域の不動産事業者等を含めた協議会の設置等の⽀援を⾏う。また、⼟地所有者と介護
施設等整備法⼈のマッチングの⽀援を⾏う。

⑤ 介護施設で働く職員等を確保するため、施設内の保育施設の整備、介護職員⽤の宿舎の整備＜令和５年度までの実施＞に対して⽀援を⾏う。
３．特養多床室のプライバシー保護のための改修等による介護サービスの改善
① 特別養護⽼⼈ホーム及び併設されるショートステイ⽤居室における多床室のプライバシー保護のための改修費⽤について⽀援を⾏う。
② 特別養護⽼⼈ホーム等のユニット化改修費⽤について⽀援を⾏う。
③ 介護療養型医療施設等から⽼⼈保健施設等（介護医療院を含む）への転換整備について⽀援を⾏う。
④ 施設の看取りに対応できる環境を整備するため、看取り・家族等の宿泊のための個室の確保を⽬的として⾏う施設の改修費⽤について⽀援を⾏う。
⑤ 共⽣型サービス事業所の整備を推進するため、介護保険事業所において、障害児・者を受け⼊れるために必要な改修・設備について⽀援を⾏う。

対象事業

※１～３を行う施設・事業所等が、特別豪雪地帯又は奄美群島・離島・小笠原諸島に所在する場合は、補助単価の８％加算が可能。

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、都道府県計画に基づき、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整
備を促進するための⽀援を⾏う。

令和４年度予算額（令和３年度当初予算額）：412億円（ 412億円）
※国と都道府県の負担割合２／３、１／３

【拡充内容】
・一定の条件の下で災害レッドゾーンに立地する老朽化等した広域型施設（定員30人以上）の移転費への助成を実施
・介護付きホームの施設整備費（１①・②）と定期借地権設定のための一時金支援（２③）の対象都道府県を拡大（12⇒24）
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２ 事業の概要・スキーム・実施主体・事業実績等

１ 事業の⽬的

農林漁業就職総合⽀援事業

都道府県労働局・ハローワーク、農林⽔産省等関係機関との連携、求⼈情報及び⼈材育成等施策情報等の収集・提供、就職促進、新規就業
希望者の意識啓発、事業所への雇⽤管理改善指導等を実施し、農林漁業⼈材の確保・職場定着までを総合的に⽀援する。

②林業就業⽀援事業 実施主体︓⺠間団体等（委託）
４年度予算額 330,000千円（341,000千円）

○ 林業就業⽀援講習の実施
新たに林業への就業を希望する求職者を対象に、２０⽇間程度の

座学・実習（林業就業に係る基本的な知識の講義、林業作業の実地
講習、安全衛⽣の講義・実習等）や職業相談・⽣活相談を実施

○ 雇⽤管理改善の促進
林業事業体の雇⽤管理改善を促進するため、各都道府県に林業雇⽤

改善アドバイザーを配置し、林業事業体の事業主、労務担当者に対する
相談援助、訪問指導、広報・啓発、雇⽤管理改善研修等を実施

① 農業雇⽤改善推進事業 実施主体︓⺠間団体等（委託）
４年度予算額 87,881千円（98,481千円）

○ 雇⽤管理改善の促進
農業法⼈の雇⽤管理改善を促進するため、地⽅の拠点となる地域に農業

雇⽤改善アドバイザーを配置し、農業法⼈の事業主・労務担当者に対する
相談援助・指導、広報・啓発、雇⽤管理改善研修等を実施

実施主体︓都道府県労働局・ハローワーク
＜農林漁業就業⽀援事業＞

４年度予算額 231,972千円（240,808千円）
○各都道府県労働局に職業相談員を配置
○都道府県労働局による、農林⽔産省等関係機関との連携、

情報収集、ハローワークへの情報提供
○都道府県農林漁業就業等対策連絡協議会、林業雇⽤改善等

推進会議の開催
○ハローワークでの農林業等の職業紹介、新規就農相談

センター等関係機関の案内、情報提供
○農林漁業が盛んな地域及び⼤都市圏農林漁業就職⽀援

コーナーにおいて、職業相談、紹介、情報提供
○農林漁業合同企業⾯接会及び就職ガイダンスの開催
○その他、農⼭村地域等からの出稼就労に対する⽀援

＜農林業職場定着⽀援事業＞

連携

連携

※ 実績︓９箇所の拠点を設け全国で事業実施、
研修会・相談会開催回数 76回（令和３年度）

※ 実績︓講習参加者数 465名（令和３年度）

※ 実績︓研修会開催回数 47回（令和３年度）

※ 実績（いずれも令和３年度）
・ 農林漁業の職業相談件数︓135,724件
・ 農林漁業の就職件数︓20,789件

令和４年度予算額 6.５億円（6.８億円）※（）内は令和３年度予算額
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