
進めた。
また、介護施設等において、①入所者の定員
超過利用を認め、②その際の介護報酬の減額を
行わないこと、③人員・設備・運営基準等につ
いて柔軟な取扱を可能とすることを周知し、近
隣自治体への受入が円滑に進むよう関係自治体
に要請を行った。
平成23年度第1次補正予算においては、被災
した介護施設等の復旧に対する国庫補助率を引
き上げる等、所要の国庫補助を行った。
さらに、平成23年度第3次補正予算におい
て、「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」を積
み増し、日常生活圏で医療・介護等のサービス
を一体的・継続的に提供する「地域包括ケア」
の体制を整備するため、被災市町村が策定する
復興支援計画に基づく地域包括ケアの拠点整備
等に対して財政支援を行った。社会福祉施設の
空きスペースなどを福祉避難所として提供する
よう関係各団体に依頼をしている。
あわせて、応急仮設住宅地域において、高齢
者等の安心した日常生活を支えるため、総合相
談、居宅サービス、生活支援サービス、地域交
流などの総合的な機能を有する拠点として「介
護等のサポート拠点」の設置・運営を推進し
た。
さらに、介護保険においても、原則として平
成23年6月30日までは、被災により被保険者
証を消失等した場合であっても、氏名、生年月
日等を申し出ることで被保険者証なしでの介護
サービスを受けることができるようにした。ま
た、被災された方を経済的に支援する観点か
ら、介護サービスの利用者負担や保険料、介護
保険施設等の食費・居住費の減免を実施し、こ
れらの減免分については、国による財政支援措
置を行った（介護保険施設等の食費・居住費等
の減免は平成24年2月まで実施）。

年金に関しては、被災により、通帳、印鑑、
キャッシュカード等を紛失した年金受給者で
あっても、運転免許証等本人確認のできるもの
を金融機関窓口へ持参すれば、年金支払いの指
定口座から預金の払戻しができることを周知す
るとともに、被災地の事業主への厚生年金保険
料等の納付期限の延長を行った。高齢者を始
め、震災により多くの被災者が震災に便乗した
詐欺等の法的トラブルを抱え、経済的・精神的
に不安定な状況に陥ることが予想されたとこ
ろ、日本司法支援センター（法テラス）では、
そのような被災者を支援するため、弁護士会や
司法書士会との共催による電話相談（平成23
年10月までに全て終了）や新たに開設した「震
災　法テラスダイヤル」（いずれもフリーダイ
ヤル）などにおいて、生活再建に役立つ法制度
などの情報提供を行った。また、高齢者を始
め、弁護士のいる都市部への移動が困難な被災
者に対する法的支援の拠点として、被災地の沿
岸部に出張所を設置して弁護士や各種専門家に
よる無料相談を行ったほか、車内で相談対応可
能な自動車を利用した仮設住宅での巡回相談な
どを実施した。

（4）快適で活力に満ちた生活環境の形成
ア　快適な都市環境の形成
誰もが身近に自然とふれあえる快適な環境の
形成を図るため、歩いていける範囲の身近な公
園をはじめとした都市公園等の計画的な整備を
行っている。
また、良好な水辺空間の整備を行うことによ
り、河川等は、高齢者にとって憩いと交流の場
を提供する役割を果たしている。

イ　活力ある農山漁村の形成
「食料・農業・農村基本計画」（平成22年3月

127

第
2
章

高
齢
社
会
対
策
の
実
施
の
状
況

第
3
節　

分
野
別
の
施
策
の
実
施
の
状
況



閣議決定）を踏まえ、農村において高齢者が健
康に生涯現役で活躍できるよう、高齢者グルー
プが行う起業活動や、医療関係者による健康状
態調査等の健康管理活動を推進するとともに、
高齢者活動支援施設等の整備を実施した。
農山漁村の健全な発展と活性化を図るため、
農山漁村地域の農林水産業生産基盤と生活環境
の一体的・総合的な整備を推進し、都市にも開
かれた美しくゆとりある農山漁村空間の創出を
図った。
また、高齢者が安心して活動し、暮らせるよ
う、農山漁村における農業施設等のバリアフ
リー化等の整備、生活面を支援する助け合い活
動を推進するとともに、高齢者等による農作業
中の事故が多い実態を踏まえ、事故実態に基づ
いた安全指導を進めるための農作業事故の対面
調査による詳細分析やトラクターの転倒事故通
報システムの実用化試験等を実施したほか、多
発している農業機械の転落・転倒事故に絞った
農作業安全の全国運動を展開した。
さらに、高齢者向け加工食品の供給の円滑を
図るため、安定的な供給の推進に向けての方策
の検討を行い、課題や対応方向を整理したガイ
ドラインを作成するとともに、食料品へのアク
セスが困難となっている地域において、その状
況を客観的に評価するための指標の実用化に向
けた取組を実施した。
また、東日本大震災の被災地において、仮設
住宅入居者等が利用できる農園を設置し、農村
高齢者による技術指導の下で、農作業を通じて
被災者の心身のケアを行う取組を支援した。
加えて、「森林・林業基本法」（昭和39年法律
第161号）に基づき策定された「森林・林業基
本計画」（平成18年9月閣議決定）を踏まえ、
高齢林業者の技術の伝承、豊かな社会経験に基
づく知恵の活用等に向けた支援を行った。

さらに、「水産基本法」（平成13年法律第89
号）に基づき策定された「水産基本計画」（平
成19年3月閣議決定）を踏まえ、高齢者に配慮
した施設整備を実施した。

5　調査研究等の推進

「調査研究等の推進」については、高齢社会
対策大綱において、次のような方針を示してい
る。

科学技術の研究開発とその活用は、高齢
化に伴う課題の解決に大きく寄与するもの
であることから、高齢者に特有の疾病及び
健康増進に関する調査研究、高齢者の利用
に配慮した福祉用具、生活用品、情報通信
機器等の研究開発など各種の調査研究等を
推進するとともに、そのために必要な基盤
の整備を図る。

（1）各種の調査研究等の推進
ア　高齢者に特有の疾病及び健康増進に関する

調査研究等
高齢者の介護予防や健康保持等に向けた取組
を一層推進するため、要介護状態になる原因と
して重要な認知症、運動器疾患等に着目し、そ
れらの予防、早期診断及び治療技術等の確立に
向けた研究を行った。
小さながんを超早期に発見するため、信頼性
の高い画像診断技術や、従来技術では困難で
あった超微小ながん等の治療のため、次世代放
射線治療機器等の研究開発を行う「がん超早期
診断・治療機器総合研究開発プロジェクト」
や、生体内において幹細胞の増殖・分化・再生
を促進する次世代再生医療技術や、小柄な体格
にも適用可能な小型の埋込み型補助人工心臓の
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