
○我が国の高齢社会対策の基本的枠組みは、
「高齢社会対策基本法」（平成7年法律第129
号）に基づいている。
○高齢社会対策会議は、内閣総理大臣を会長と
し、委員には全閣僚が任命されており、高齢
社会対策の大綱の案の作成、高齢社会対策に
ついて必要な関係行政機関相互の調整並びに
高齢社会対策に関する重要事項の審議及び対
策の実施の推進が行われている。
○高齢社会対策大綱は、高齢社会対策基本法に
よって政府に作成が義務付けられているもの
であり、政府が推進する高齢社会対策の中長
期にわたる基本的かつ総合的な指針となるも
のである。
○平成8年7月に最初の高齢社会対策大綱が策
定されてから5年が経過した平成13年12月
28日、高齢社会対策大綱が閣議決定された。

それから10年が経過したことから、平成24
年9月7日、高齢社会対策会議における案の
作成を経て、高齢社会対策大綱が閣議決定さ
れた。
○高齢社会対策基本法の基本理念に基づく施策
の総合的推進のため、
・「高齢者」の捉え方の意識改革
・老後の安心を確保するための社会保障制度
の確立
・高齢者の意欲と能力の活用
・地域力の強化と安定的な地域社会の実現
・安全・安心な生活環境の実現
・若年期からの「人生90年時代」への備え
と世代循環の実現
の6つの基本的考え方に則り、高齢社会対策
を推進することとしている。

高齢社会対策の実施の状況第2章

第1節 高齢社会対策の基本的枠組み

第2節 社会保障制度の改革についての動向

○社会保障・税一体改革に関連する法案
平成24年3月30日、子ども・子育て関係、
年金関係、税制抜本改革関係の7法案を国会に
提出した。6月に、民主・自民・公明の3党の
協議を踏まえて、関連法案は修正が行われ、ま
た、3党の議員提出2法案が提出され、関連8
法案は8月10日成立した。その後、11月の臨
時国会でさらに年金関係の2法案が成立した。

○社会保障制度改革国民会議
社会保障制度改革国民会議が、平成24年通
常国会で成立した社会保障制度改革推進法（平
成24年法律第64号）に基づき設置された。

○社会保障・税に関わる番号制度
社会保障・税番号制度については、平成25
年3月1日、関連4法案を閣議決定し、第183回
国会へ提出した。
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主な取組

1　就業・年金

○知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保
労働政策審議会において、雇用と年金が確実
に接続されるよう、希望者全員の65歳までの
雇用確保措置等について検討が行われ、平成
24年1月、厚生労働大臣に対して建議が行われ
た。この建議に基づき、継続雇用制度の対象者
を限定できる仕組みの廃止などを内容とする
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一
部を改正する法律案」を平成24年通常国会へ
提出した。同法律案は、衆議院での一部修正を
経て、同年8月に成立した。施行日が平成25年
4月1日であり、施行日まで非常に短いことか
ら、円滑な施行に向けて、丁寧に周知・啓発を
行った。

○改正育児・介護休業法の円滑な施行
改正育児・介護休業法については、これまで
従業員数が100人以下の事業主に適用が猶予さ
れていた介護休暇等について、平成24年7月1
日より全面施行された。こうした中、引き続き
改正内容の周知を図るとともに、企業において
改正法の内容が定着し、法の履行確保が図られ
るよう事業主に対して指導等を行った。

○持続可能で安定的な公的年金制度の確立
公的年金制度の安定的な運営のため、平成
24年度に、政府として4法案を国会に提出し、
以下の通り、法律が成立した。
・「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能
の強化等のための国民年金法等の一部を改正

する法律」（平成24年法律第62号）
・「被用者年金制度の一元化等を図るための厚
生年金保険法等の一部を改正する法律」（平
成24年法律第63号）
・「国民年金法等の一部を改正する法律の一部
を改正する法律」（平成24年法律第99号）
・「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」
（平成24年法律第102号）
今回の制度改正により、持続可能で安定的な
公的年金制度を確立するため、平成24年度・
25年度の基礎年金国庫負担割合については、
年金特例公債により2分の1とすることとし、
平成26年度以降についても、消費税収により、
2分の1を維持することとしている。
また、これまで分立していた被用者年金制度
を一元化し、制度の安定化を図ることにした。

2　健康・介護・医療

○認知症高齢者支援施策の推進
平成24年6月に厚生労働省内の認知症施策検
討プロジェクトチームで「今後の認知症施策の
方向性について」を取りまとめ、「認知症に
なっても本人の意思が尊重され、できる限り住
み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることが
できる社会」の実現を目指すこととし、9月に
これに沿った平成25年度からの5か年間の認知
症施策の具体的な計画である「認知症施策推進
5か年計画」を策定した。

○地域の支え合いによる生活支援の推進
いわゆる「孤立死」の防止対策については、
平成24年5月に
・生活に困窮し、社会的に孤立した人の情報を

第3節 分野別の施策の実施の状況
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行政窓口で一元化することや関係者間の連携
強化
・民間事業者等と連携する上で課題となる個人
情報の取扱いの、電気・ガス等のライフライ
ン事業者等への再周知
・地域の見守り等の取組の先進事例の紹介やこ
うした取組への関係補助金の優先採択
などを盛り込んだ総合的な通知を自治体やライ
フライン事業者宛に発出し、加えて、平成24
年7月には、住宅供給事業者等との連携推進の
方策について通知している。

3　社会参加・学習

○高齢者の社会参加と生きがいづくり
高齢者の社会参加による生きがいづくりを促
進するため、平成24年10月に東京都千代田区、
同年12月に鳥取県米子市において、高齢者の
生涯学習に関する研究成果や各地域の先導的な
取組事例等を活用した研究協議を行う「長寿社
会における生涯学習政策フォーラム」を開催し
た。

○市民やNPO等の担い手の活動環境の整備
被災地における様々な社会的課題（高齢者の
介護・福祉、買い物支援、まちづくり・まちお
こしなど）をビジネスの手法を用いて解決する
ソーシャルビジネスを振興することで、被災地
の高齢者や女性等の社会進出を促進し、被災地
における新たな産業や雇用の創出による地域活
性化を図った。

○体系的な消費者教育の取組の促進
消費者の自立を支援するために行われる消費
生活に関する教育、すなわち消費者教育は、幼
児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に

行われるとともに、年齢、障害の有無その他の
消費者の特性に配慮した適切な方法で行わなけ
ればならない。こうした消費者教育を総合的か
つ一体的に推進するため、平成24年8月22日
に「消費者教育の推進に関する法律」（平成24
年法律第61号）が公布され、同年12月13日に
施行された。
また、「消費者教育推進のための体系的プロ
グラム研究会」では、消費者教育を総合的かつ
一体的に推進するため、ライフステージごと、
消費者教育の対象領域ごとの消費者教育の目標
を示す「消費者教育の体系イメージマップ」を
作成、公表した。

4　生活環境等

○既存住宅流通・リフォーム市場の環境整備
「住まいるダイヤル」（（公財）住宅リフォー
ム・紛争処理支援センター）において、平成
25年3月に、相談業務を通じて得た情報を元に
事案の概要や消費者へのアドバイスを公表し
た。
また、安心してリフォームに取り組むための
消費者支援措置の周知普及に向けて、大規模小
売店舗、住宅フェア、リフォームショールーム
等において、消費者向けセミナーを実施した。
平成23年度第3次補正予算（平成23年11月
21日成立）により実施した復興支援・住宅エコ
ポイント制度及び平成24年度補正予算（平成
25年2月26日成立）により実施した住宅・建築
物省エネ改修等緊急推進事業において、エコリ
フォームと併せて行うバリアフリーリフォーム
についても支援を行い、住宅の省エネ化と併せ
て、住宅のバリアフリー化を促進した。
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○交通安全の確保
歩行中及び自転車乗車中の交通事故死者に占
める高齢者の割合が高いことを踏まえ、高齢
者、歩行者、自転車事故の削減に向けて、歩行
者、自転車事故が多発する交差点等での対策の
重点化や、歩行者、自転車、自動車が適切に分
離された空間の整備を図った。

○犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護
強引な自宅等への訪問買取りから消費者を保
護するための「特定商取引に関する法律の一部
を改正する法律」（平成24年法律第59号）が平
成24年8月に公布され、平成25年2月に施行さ
れた。
消費者安全法を改正し、「多数消費者財産被
害事態」が発生し、他の法律で対応できない
「すき間事案」である場合に、不当な取引を行
う事業者に対する行政措置をとることができる
こととした（平成25年4月1日施行）（図2－1
－1）。
高齢者の消費者トラブルが増加しているた
め、政府広報として平成24年10月から「『高齢

者の消費者トラブル』未然防止啓発キャンペー
ン」を実施し、消費者トラブルの未然防止に向
けた啓発と相談窓口の周知に取り組んだ。

5　高齢社会に対応した市場の活性化と
調査研究推進

○不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護
サービスの基盤強化
地域の医師確保の取組を進めるため、「地域
の医師確保対策2012」をまとめたほか、多種
多様な医療スタッフによるチーム医療の推進等
の取組を実施するとともに、平成24年4月か
ら、一定の要件の下に介護職員等がたんの吸引
等を実施できるよう制度改正をし、医療職種・
介護職種の役割の見直し等を行った。
さらに、在宅医療や地域包括ケアを推進する
ため、平成24年度を「在宅医療・介護あんし
ん2012」と位置づけ、医療計画、報酬及び予
算面から包括的に取組を実施した。

図2－1－1 　「すき間事案」への勧告・命令のイメージ
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）

措置要求
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勧告・命令等（※1）

事業者への
勧告・命令（※2）

（※2）「多数消費者財産被害事態」が発生した場合（※1）「重大事故等」が発生した場合
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新たに導入

措置要求
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（消費者安全法）
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）

消費者庁

（安全）消費生活用製品安全法　等

（取引）特定商取引法、特定電子メール法、
預託法、貸金業法、割賦販売法、
宅建業法、旅行業法　等

（表示）景品表示法、JAS法、食品衛生法  等

資料：消費者庁
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○医療イノベーションの推進
医療イノベーションを関係府省が一体となっ
て推進するため、平成24年6月6日、医療イノ
ベーション会議は、「医療イノベーション5か
年戦略」を決定し、その内容は、同年7月31日
に閣議決定した「日本再生戦略」に盛り込まれ
た。

6　全世代が参画する超高齢社会に対応
した基盤構築

○非正規雇用労働者対策の推進
平成24年3月に非正規雇用問題に係るビジョ
ンをとりまとめ、これを踏まえ、同年12月に
は「非正規雇用労働者の能力開発抜本強化に関
する検討会」報告書をとりまとめた。

この報告書では、正規・非正規という雇用形
態にかかわらず、将来に夢や希望を持ちながら
安心して生活を送れるような収入を確保できる
よう、能力開発機会を提供し、キャリアアップ
を支援すること等を基本的な視点とした上で、
①フリーター等不本意非正規就業者の増加の防
止、②複線的なキャリアアップの道の確保、労
働者の選択に応じた能力機会の確保、③労働者
の能力の労働市場での適切な評価等といった今
後の施策の方向性を提示している。
今後、この報告書の方向性を踏まえ、企業内
でのキャリアアップの取組への総合的な支援や
非正規雇用労働者の特性に配慮した公共職業訓
練の見直しなど、具体的な取組を推進すること
としている。

54



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF004E0049004B004B004500490020005000520049004E00540049004E004700200049004E0043002E00200020000D0066006F0072002000410064006F006200650020004300720065006100740069007600650020005300750069007400650020007300650072006900650073FF08004300539664304FFF0900200020000D00570065006275280050004400464F5C62106642306B4F7F75283059308B30D730EA30BB30C330C8306730593002FF080076006500720032002E0031FF0900200020000D30104F4E5BB991CFFF0F4F4E54C18CEA30113000203B5370523775280050004400464F5C6210306B4F7F75283057306A3044308830466CE8610F3059308B305330683002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


