
「地域自殺対策緊急強化基金」の概要 

○麻生内閣時、都道府県に当面の３年間の対策に係る「地域自殺対策緊急強化基金」（※）を造成。相談体制整備及び人材養成等を緊急に実施                                          

○地域の実情を踏まえて自主的に取り組む地方公共団体の対策や民間団体の活動等の支援により、「地域における自殺対策力」を強化                                          

○国は事業メニューを提示し、都道府県が地域の実情を踏まえて実施事業を選択するメニュー方式   

（※）予算額（平成21年度補正予算）：100億円、補助率：10／10（地方負担なし）、時期：21年度から23年度までの３年間で実施 

   （平成23年度３次補正予算において、37億円積み増し。平成24年度１次補正予算において、30.2億円積み増し・25年度まで実施期限を延長） 

○うつ病医療体制強化事業（厚生労働省分）を追加（平成22年度補正予算：予算額752,646千円 ※平成23年度まで）                        

○住民生活に光をそそぐ交付金（地域活性化交付金）の活用による積み増しが可能（平成22年度補正予算 ※平成24年度まで） 

             

事業の概要 

地域自殺対策緊急強化交付金 

地域自殺対策緊急強化基金 

・当該年度の事業、経費 

・基金取崩し額    等 

（※）毎年度策定 

事業計画（都道府県） 

当該年度の事業、経費等 

事業計画（市町村） 

地域自殺対策  
緊急強化事業 

都道府県に基金造成 

基金を取崩し 

都道府県が 

取りまとめ 

事業スキーム 事業メニュー 

①対面型相談支援事業 

基金条例 

都道府県計画を
踏まえ作成 

都道府県 

    関係行政機関や民間団体で専門家を活用した自殺対策のための「包括 

  支援相談」（※）を実施するなど相談支援体制を強化          
  （※）弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家による失業、倒産、多重債務問題等の相  
    談について、心の健康相談とともに実施 

市町村 

国 
・交付要綱等の策定 

・基金に出資 

・計画の審査 

国に提出 

助成 

計画期間中の実施施策等  

都道府県計画 

都道府県が 

取りまとめ 

計画期間中の実施施策等  

市町村計画（※） 

国に提出 

（※）事業を実施する市町村のみ策定 

市町村計画を    
踏まえ作成 

事業実施 

地域自殺対策緊急強化事業 事業実施 

②電話相談支援事業 

   関係行政機関や民間団体が行う電話相談事業の充実          

③人材養成事業 

自殺を考えている人、自殺未遂者等自殺の危険性の高い人、自殺者の  

遺族等に対し、適切な対応・支援を行う人材（※）の養成 
（※）市区町村、精神保健福祉センター、保健所、ハローワーク、消費生活センター、  

   民間団体の相談担当者等を養成 

④普及啓発事業 

   国民一人ひとりが自殺予防のために行動（「気づき」「つなぎ」「見守り」)  

    できるようにするための広報啓発を実施          

⑤強化モデル事業 

   地域における自殺対策を緊急に強化するための事業（※）を実施 
 （※）ハイリスク地におけるパトロール活動の支援、一時的避難場所（シェルター）の 
    提供、遺族のための分かち合いの会の運営支援等、その他地方公共団体が独自に 
    取り組む事業 

（注１）実際に行う事業内容は、都道府県が地域の実情を踏まえ、選択 

（注２）各府省で実施する既存の自殺対策事業は、本基金事業の対象外 

⑥うつ病医療体制強化事業 

   精神科医療の質の向上を図るための事業（※）を実施  
  （※）精神科医と一般かかりつけ医との定期的な連絡会議の開催、うつ病患者を一般か   

     かりつけ医から精神科医療機関へスムーズにつなぐ医療連携体制構築のための事 

             業、精神医療関係者に対する研修事業、及び上記の事業に付随する調査事業 
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 電話・面接により相
談を受け付ける

岩手県
「女性の心のケア

ホットライン・いわて」

0120-240-261

 仮設住宅等を訪問し、
直接相談を受け付ける

電話相談 訪問相談

内閣府 岩手･宮城･福島県
相談窓口設置場所の提供等
関係機関への協力依頼、情報提供
地元相談員の人材育成
相談支援情報の共有
広報 等

市町村､民間団体
相談窓口設置場所の提供等
相談員の確保への協力（募集など）
相談員育成への協力
相談支援情報の共有

広報 等

事業運営
関係省庁への協力依頼、情報提供
相談員の確保、派遣
地元相談員の人材育成

広報 等

東日本大震災による女性の悩み・暴力に関する相談事業

宮城県
「東日本大震災 心の相談

ホットライン・みやぎ（※）」

0120-933-887

福島県
「女性のための電話相談

・ふくしま」

0120-207-440

※宮城県は男性からの相談も受付
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復
興
庁 

委託 

実施主体 

 
 
 
 
 

 
○ 「新しい東北」の実現に向け、被災

地で既に芽生えている先進事例を育て、
横展開を進め、東北、ひいては日本の
モデルとしていくため、被災地の住民
や団体の発意により、「新しい東北」
に資する先導的な幅広い取組みを公募
し、支援する「『新しい東北』先導モ
デル事業」を実施。 

 
○ プロジェクトの立ち上がり段階にお

ける、専門家派遣や実証事業、関係者
の合意形成など、ソフト分野を中心に、
様々な取組みを包括的に支援。 

 
○ 平成２５年度からの継続事業及び平

成２６年の新規事業を対象とする。 
 
 
 
 

「新しい東北」先導モデル事業（復興庁総合政策班） 

２６年度概算要求額 １５.０億円【復興】 
（2５年度予算額 9.0億円(復興調整費)） 

事業概要・目的 事業イメージ・具体例 

資金の流れ 
 
○「新しい東北」の実現に向けた被災地の主体的な復興

の取組を推進し、復興を加速化させる。 
 
○我が国や世界のモデルとなる「創造と可能性ある未来

社会」の形成を促進。 

 

期待される効果 

＜被災地＞ 
・NPO等の法人 
・事業者の組織する団体 
・地方公共団体を構成員

に含む協議会 

復興庁 
 

・復興推進委員等の意見を踏まえ、
対象プロジェクトを評価・選定 

○「新しい東北」に資する先導的な取組提案 
 

  （取組例） 
   ・工夫された遊び場等の確保、プレイリーダー養成 
   ・次世代地域包括ケアシステム、医療福祉情報ネットワーク 
   ・復興まちづくりにあわせた新しいエネルギー実証実験 
   ・ＩＣＴを活用した官民連携・危機対応プラットフォーム 
   ・地域連携価値共創ビジネスの推進    等 

○選定したプロジェクトについては、立ち上がり段階に
おける様々な取組みを包括的に支援 

  ・専門家派遣、実証事業、関係者の合意形成等の取組支援 
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復興庁 

 

（１）対象地域 
 長期避難者を受け入れている市町村のうち、原発避

難者向け災害公営住宅を整備することとして、長期
避難者生活拠点形成事業計画を作成した受入市町村 

 

（２）対象団体 
  福島県、受入市町村、避難元市町村 等 
 

（３）対象事業 
 【基幹事業】 

 災害公営住宅整備等の「生活拠点事業」を必須とし、
災害公営住宅の整備等に伴って必要となるインフラ
整備を「関連基盤整備事業」として選択的に実施。 

 「生活拠点事業」 
  ・災害公営住宅整備 等 
 「関連基盤整備事業」 
  ・道路改良、学校施設、公園、市民農園 等 

 【避難者支援事業】 
 「基幹事業」と一体となって効果を増大させるソフ

ト施策等を基幹事業の事業費の35％を上限に実施。 
  ・地域住民と避難者の交流事業 
  ・スクールバスの運行  等 
 

（４）補助率 
 災害公営住宅は７／８など復興交付金と同等 

 

○長期避難者の生活環境を改善し、将来的な帰還を円滑
に進めるためには、コミュニティを維持しつつ、長期
にわたる避難生活を安定して過ごせるよう、町村外に
おける生活拠点を早期に形成することが重要。 

 
○そのため、災害公営住宅の整備を中心に、避難者を受

入れている自治体の基盤整備等を推進するとともに、
コミュニティ維持などの避難者支援のためのソフト施
策を一体的に実施することにより、長期避難者のため
の生活拠点の形成を促進する。 

コミュニティ復活交付金 
（長期避難者生活拠点形成交付金）（復興庁原子力災害復興班） 

平成25年度予算 503億円【復興】（新規） 

事業概要・目的 事業イメージ・具体例 

資金の流れ 

 
○ 災害公営住宅を中心とした生活拠点を形成すること

により、長期にわたる避難期間中のコミュニティ維持
等避難者支援を行いつつ、将来的な帰還の円滑化、さ
らには地域の復興につながることが期待される。 

期待される効果 

福島県・受入市町村 
避難元市町村 等 

予算の移替え 

国交省 
警察庁 
文科省 
厚労省 
農水省 

※長期避難者生活拠点形成
交付金基金の造成 
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復興庁 

 

（１）対象区域 
  原発事故の影響により人口が流出し、地域の復興に

支障が生じていると認められる地域 
 

（２）事業メニュー 
 ①基幹事業 
 【運動機会の確保に係る事業】 
  ・遊具の更新 
  ・地域スポーツ施設、水泳プール等の整備 
  ・都市公園における施設整備 等  

 【住環境の整備のための事業】 
  ・公的な賃貸住宅等 
   （＝子育て定住支援賃貸住宅）整備費助成 等 
 

 ②効果促進事業 
  基幹事業と一体となって効果を増大するソフト施策 
  等の事業（基幹事業の25％を上限とする） 
  ・子どもの運動や遊びの支援（イベント開催等）等 
  ・子育て定住支援賃貸住宅の駐車場整備 
 

（３）交付率                                
  運動機会の確保に係る事業       1/2 
  子育て定住支援賃貸住宅の建設      2/3 
  子育て定住支援賃貸住宅の家賃の低廉化 45/100 
  効果促進事業             1/2 

 
○福島県の中通りをはじめとした地域においては、原発事故

の影響により、子育て世帯を中心とした自主避難が続いて
おり、人口の流出による地域活力の低下が懸念されている。 

○また、子どもたちが十分に運動する機会が減少し、肥満傾
向の拡大や体力の低下が見られるなど、地域において健
全に子どもが育つ環境が損なわれている状況にある。 

 

○そのため、公的な賃貸住宅の整備や子どもの運動機会
の確保のための施設整備の早急な実施を支援すること
により、子育て世帯が安心して定住できる環境を整え、
地域の復興・再生を促進する。 

 
 
 

子ども元気復活交付金 
（福島定住等緊急支援交付金）（復興庁原子力災害復興班） 

平成２５年度予算 １００億円 

事業概要・目的 事業イメージ・具体例 

資金の流れ 

○子どもを対象とした運動施設の整備や域外に避難して
いる子育て世帯の帰還を支援する住宅供給を行うこと
により、事業対象地域における定住環境の改善が進み、
地域の活性化、さらにはその復興・再生が加速するこ
とが期待される。 

期待される効果 

県・各市町村 
予算の移替え 国交省 

文科省 
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○目的：被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の「復興に伴う地域協力活動」を通じ、コミュニティ再構築を図る

○実施主体：被災地方公共団体  ※東日本財特法に定める「特定被災地方公共団体」又は、「特定被災区域」を区域とする市町村（9県・227市町村）

○設置根拠等：被災地方公共団体が定める復興計画やそれに基づく要綱等を根拠とし、被災地域内外の人材を委嘱

○期間：概ね１年以上最長５年

○総務省の支援

①復興支援員を設置する地方公共団体に対し特別交付税措置（2011年度～）

⇒ 支援員１人につき、報酬等（地域の実情に応じて地方公共団体が定める額）※＋活動費（必要額）を措置

②その他、地域おこし協力隊等のノウハウを活かし、募集や研修、マネージメント、情報提供の面で

  地方公共団体をサポート 

「復興支援員」制度について 

制 度 の 概 要 

団体名 人数 活 動 内 容 等 

岩手県（県事業） １５名 ・陸前高田市、宮古市、岩泉町、軽米町、住田町、洋野町、葛巻町、野田村、九戸村において、復興事業の企画
運営、商店街の活性化、仮設住宅支援等に従事。 

宮城県（県事業） ３５名 ・東松島市、石巻市、南三陸町、仙台市等にて活動中。 
・観光まちづくり、産業振興、伝統文化行事の再開、子育て支援等に従事。 

宮城県気仙沼市 １３名 ・仮設住宅における自治会の運営支援等に従事。 

宮城県多賀城市 ２名 ・被災地のコミュニティ再形成に従事。 

宮城県東松島市 ３名 ・被災者の生活支援、見守り・ケア等に従事。 

福島県浪江町 ７名 ・町外の避難者支援、コミュニティ形成に従事。 

福島県富岡町 ３名 ・町外避難者の支援、コミュニティ形成に従事。 

７団体（２県、５市町）において計７８名が活動 
 （平成24年度特別交付税基礎調査） 

※参考：地域おこし協力隊の報酬等  2,000千円を上限に特別交付税措置 
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■概要

既存自治会や仮設住宅自治会の運営支援等を行う「地域支援
員」を配置。住民同士が互いに支え合う地域づくりに取り組み、
コミュニティの維持・振興を図る。

①地域コミュニティの支援
・仮設住宅自治会の設立・活動支援

・自治会運営における課題解決に向けた取組

・イベント等の企画・運営の支援

宮城県気仙沼市

復興支援員 ～取組事例～ 

②地域の維持・活性化に係る活動
・仮設住宅自治会と既存自治会との交流活動支援

・仮設住宅自治会同士の交流事業

③地域の情報収集及び情報提供
・自治会活動の情報収集

・コミュニティペーパー等を活用した情報発信

・懇談会や勉強会等の開催に向けての連絡調整

■活動内容

※ 平成24年４月より活動
開始。10月１日現在、18名
が活動中。

■概要（県事業）

被災地の実情に応じた住民主体の地域活動の推進を支援する
ために、復興支援に意欲的に取り組む人材を地域内外から公
募し、「復興応援隊」を結成。住民主体の復興活動による地域創
生を目指す。

※ 県が市町村と連携して設置（民間事業者等に委託）。平成
24年度は仙台市、石巻市、東松島市、南三陸町などに設置。 

石巻地区復興応援隊設置事業 

■活動内容

石巻地区の実情に応じた住民主体の地域活動（石巻地区復興
プロジェクト「元気なこどもたちの育成とにぎわいある故郷づく
り」）の実現に向けて以下の活動を行う。

①被災地域のこどもたちの心と体の復興支援
・被災を経験したこどもたちが抱えている不安を取り除くための活動支援
・次世代を担うこどもたちが頑張る意志を持つために自由に遊べる空間の

確保対策 など

②被災者のふるさと復興支援
・復興ステーションの開設、運営によるコミュニティ
 づくり支援
・復興イベント等の開催支援 など

③こども元気プロジェクト復興イベントの開催
・地元プロスポーツ団体等と協力・連携した復興イベントの開催及び支援
・常設こども広場の開設支援 など

宮城県（県事業）

６



地元地域と避難住民との間の円滑なコミュニケーションの確立により、ICTによる地域のき
ずなの再生・強化を図るため、仮設住宅や全国各地に避難している住民に対して、地元地域の
行政情報、生活情報、復興情報等を正確・迅速に提供するとともに、地域のコミュニケーショ
ンを円滑化するための情報通信環境の構築を支援。

概要

タブレット端末

行政情報

生活・地域情報

被災地域からの各
種情報を仮設住宅・
全国に避難している
住民に提供

- 地元地域のイベント情報
- 復興情報 等

- 被災者支援に関する情報
- 避難者に対するお知らせ 等

教育・医療情報等

- 教育･教養情報
- 医療･健康情報 等

行政情報

生活情報

復興情報

：

ICTによる
地域のきずなの再生・強化

「復興支援チャンネル」

地域情報の発信
避難住民等

見守り、健康相談等

携帯電話情報通信環境

ホワイトスペース
等を用いた情報
通信環境の構築

インター
ネット

テレビ
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■ 被災地域のうち、津波による流出等により生活基盤に大きな被害を受けた地域が多数存在。また、
復興の進展に伴い、被災自治体の復興計画に基づき、高台等への移転を含む復興街づくりが本格化。

■ これらの被災自治体において、住民が新しい生活を円滑に開始できるようにするとともに、ＩＣ
Ｔ基盤を活用した創造的な復興を実現するために、超高速ブロードバンドや放送の受信環境等、Ｉ
ＣＴ基盤の一体的な整備が必要。

■ 復興に向けた新たな街づくりを行う地域等に、住民生活・地域の活性化に必要なＩＣＴ基盤を整
備する自治体を支援。

概要

沿岸部の居住が
限定的な地域

海

◎共聴施設等
の整備 高台等移転

◎居住地向け
通信基盤の整備

新たな街づくりを
行う地域

◎公共施設等向け
情報通信基盤の整備

◎中継局の整備

漁業用海岸局
漁船
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■ ICTを活用した、災害に強い、医療健康情報連携基盤を整備し、被災県における切れ目のない医療
提供体制の復興を目指す。

■ 具体的には、被災県において、地域医療圏の中核的医療機関、診療所、薬局、介護施設等の保有
する患者・住民の医療・健康情報を、安全かつ円滑に記録・蓄積・閲覧するための医療情報連携基
盤の構築を支援する。

概要

地域医療情報連携基盤の構築

東北メディカル・メガバンク計画

バ
イ
オ
バ
ン
ク
整
備

連携

診療情報等 介護関連情報

ブロードバンドネットワーク

地域医療情報連携基盤

健診情報

カルテ情報、調剤情報、
介護情報等を蓄積・共有

いつでも、どこでも
安全に情報にアクセス

・・・・・・

各種情報の記録・蓄積・閲覧

県内他地域等（後方支援）

大学病院等・救急医療

自治体

遠隔健康相談

遠隔医療相談

診療所・専門医

患者・住民

専門医

保健師・健康指導員

健康指導の実施

避難所・集会所

地域医療連携医療圏

介護施設

仮設診療所

調剤薬局
仮設住宅

在宅診療

中核的
医療機関

診療所
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被災自治体への人的支援

１．現在の主な対応状況 ２．課題と今後の取組

① 全国の自治体からの更なる職員派遣
② 任期付職員等の採用支援
③ 公務員ＯＢ、民間実務経験者等の採用のための新たな取組

２．被災自治体における任期付職員等の採用の支援 

３．全国の市区町村ＯＢ職員の活用【ＯＢ情報システムの構築】 

４．民間企業等の人材の活用の促進 

・任期付職員採用に必要な条例の制定や被災市町村における採用の
ほか、県による採用・県下市町村への派遣等について助言＜24.2.24総行
公第15号＞ 

・全国市長会・全国町村会の協力を得て、被災市町村で働く意欲のある
市区町村のＯＢ職員等の情報をリスト化して被災市町村へ提供するシ
ステムを構築＜24.11.30総行公第97号＞ 

・被災自治体からの要望を受け、民間企業や自治体の第三セク
ター等（土地開発公社等の地方三公社、財団法人等）の従業員
を在籍したまま被災自治体が受け入れる仕組みを整備＜25.3.1
総行公第20号＞ 
・経済・業界団体（経団連、日商、同友会等）を通じて民間企業
に周知・要請＜25.3.8総行公第23号＞ 
・H25.8.19日本補償コンサルタント協会と大槌町との間で用地取
得に係る委託契約を締結
・自治体の第三セクター等（土地開発公社等の地方三公社、財
団法人等）の職員の活用を図るため、各地方公共団体に対して
協力を要請。＜25.3.27総行公第29・30号＞ 

○総務省スキームにおける被災市町村からの人材確保の要請数
（H25年度）＜総務省ＨＰで公表＞ 充足数との差：（８０５人→）２１５人 

※凡例：（H25.2.12現在→）H25.10.1現在 

【総務省における被災市町村への支援】 

《現役職員の派遣決定数》 
（４７５人→）８９８人 

《任期付職員の派遣決定数》 
（約４０人→）３４人 

《採用人数》 
  （約１４０人→）２３４人 

《リスト登録人数》 
（１８２人→）２０２人 

※採用人数   （０人→）４４人 

１．全国の市区町村への更なる職員派遣の要請 

【新藤総務大臣による要請】 
（H25.4.23）日本経済団体連合会 米倉会長 
（H25.5.10）日本商工会議所 岡村会頭 
（H25.5.13）経済同友会 長谷川代表幹事 
（H25.5.27）日本補償コンサルタント協会 吉田会長 
（H25.6.20）全国建設業協会 淺沼会長 
（H25.6.27）建設コンサルタンツ協会 大島会長 
（H25.7.9） 全国測量設計業協会連合会 本島会長 
（H25.7.22）日本建設業連合会 中村会長 

【１．について】 
・引き続き、現役職員の派遣のほ
か、任期付職員の採用・派遣につ
いて要請 

【２．について】 
・被災自治体が行う任期付職員等
の採用について、復興庁と協力し
て広報を実施
・今後、更に200人程度の任期付
職員を採用又は採用・派遣予定

【３．について】 
・被災市町村の採用状況を見なが
ら、更なる掘り起こしを行う

○全国の自治体から被災自治体（県及び市町村）へ派遣されている地方公務員は約2,060人。
（うち市町村分 約1,420人、うち県分 約640人）（H25.5.14現在）＜総務省ＨＰで公表＞ 

【４．について】 
・引き続き、民間企業へ人的支援
の周知・要請を行う

・現在、総務省で問い合わせを受
けている民間企業へ人的支援の
働きかけを行う
・10月1日大日本住友製薬（株）か
ら石巻市へ2名の従業員を派遣 

（1,490人→）1,448人 

○依然として215人の要請が
あることから、引き続き、人 
的支援の取組を推進 

《民間企業からの派遣人数》 
 （０人→）２人 
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学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業

集会所

学校

児童館や福祉

施設など

公民館、図書館等
社会教育施設地域教育コーディネーター

（NPO、教員OB、PTA関係者、
自治会関係者 等）

地域コミュニティ

＜学習活動の例＞

◆放課後や週末等の児童・生徒
の学習支援

◆地域課題に係る学習会の実

施
・地域ぐるみの防災教育
・震災後の心身の健康
・放射線と健康管理
・土地の権利関係や債務に関
することなどの法律問題
・家庭教育や子育てに関する
こと
・世代間交流の促進による高
齢者等の孤立化の防止

◆スポーツ・レクリエーション活
動の支援

◆ＩＣＴを効果的に活用した学習
支援

などの取組を実施

学びを媒介として、地域の人間関係を構築するとともに、身近な課題に自ら対応する能力を育成

地域住民等

住民の自律的な取組を基盤とする地域コミュニティの再生

＜地域の学びの場をコーディネート＞

＜外部講師やボランティアとして活動を支援＞

連携・協力

外部有識者
専門家等

（前年度予算額 １，１９６百万円）

平成２６年度概算要求額１，１９５百万円
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東日本大震災により被災した幼児児童生徒・教職員等の心のケアや、教職員・保護
者等への助言・援助、学校教育活動の復旧支援、福祉関係機関との連携調整等様々な
課題に対応するため、平成２３年度補正予算及び平成２４年度予算において、スクー
ルカウンセラー等を緊急派遣する経費を措置したところ。
これらの支援について、被災地の自治体からは平成２５年度以降についても引き続
き支援を要望されていることから、被災した幼児児童生徒・教職員等に対する心のケ
アや必要な支援を行うための経費を計上する。

緊急スクールカウンセラー等派遣事業

・スクールカウンセラーの派遣
臨床心理士、精神科医 等

・スクールカウンセラーに準ずる者の派遣
相談業務経験者、教育・福祉分野の専門的知識
を有する者 等

・電話相談体制の整備
・心のケアに資するためのソーシャルワーク、
学習支援

心のケアの対応 進路指導・就職支援

障害のある子どもへの支援

・緊急進路指導員の派遣
若年者の就職支援の経験を有する者、
地域産業界の事情に精通する者 等

このほか、被災した高校生が首都圏で就職活動
を行うための支援を実施

・外部専門家の派遣
作業療法士（OT）・理学療法士（PT）・言語聴覚士
（ST）・児童精神科医 等

生徒指導体制の強化

・生徒指導の経験豊富な者の配置
生徒指導体制を強化するため、生徒指導に関
する知識・経験豊富なアドバイザー等の配置等

関 係 機 関 地 域

被災地域等

教 職 員 児 童 生 徒 等 保 護 者

心のケア・助言・
援助等及び

新たな課題への対応

平成２３年度第１次補正予算額 ： ３，０１５百万円
平成２３年度第３次補正予算額 ： ３５１百万円

平成２４年度予算額 ： ４，７０２百万円 【復興特別会計措置額】
平成２５年度予算額 ： ３，９１３百万円 【復興特別会計措置額】

平成２６年度概算要求額 ： ３，９１０百万円 【復興特別会計措置額】
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東北メディカル･メガバンク計画
平成２６年度要求額 ： 3,936百万円

（平成２５年度予算額 ： 3,936百万円）
※復興特別会計

被災地を中心とした大規模ゲノムコホート研究を行うことにより、地域医療の復興に貢献するとともに、創薬研究や個別化医療等の次世代医療
体制の構築を目指す。

被災地住民の健康不安解消への貢献、東北発の次世代医療の基盤を整備

◆意欲の高い医療関係人材が被災地で地域医療に携わり、信頼関係を醸成した上で健康調査を実施。それらの活動を通じて、被災地の住民の健康不安を解消。
◆１５万人規模のバイオバンクを構築し、ゲノム情報と解析結果を比較することで、薬の副作用の低減や将来なりやすい病気の予測などの東北発の次世代医療を実現。

※コホート ：長期間追跡調査することを目的とした、ある特定の条件（地域等）に属する人々の集団

・診療情報
・生体試料
（血液等）

最先端研究に携わる意欲の高い医療
関係人材が、被災地域において健康調
査を実施（一定期間、地域医療に従事）

健康調査によって収集した生体試料や
健康情報、診療情報等を蓄積し、バイオ
バンクを構築

被災地住民
（１５万人）

被災地において、今後増加が懸念される疾患
（心血管障害、精神神経疾患等）を中心に、疾患
の発症に関連する要因とその防止法等を分析

宮城県及び岩手県を中心とした被災地の住民を対象として健康調査を実施するとともに、協力者の生体試料、健康情報、診療情報等を収集して１５万人
規模のバイオバンクを構築し、ゲノム情報等と併せて解析することにより、東北発の個別化医療等の基盤を形成し、創薬等の新たな産業の創出を目指す。
＜事業期間：平成23～28年度（第1段階）、平成29～32年度（第2段階）＞

関係機関関係機関

先行するコホート等との連携

地域医療情報連携基盤

被災県

地域の医療機関に情報通信シス
テムを整備、医療機関間を結ぶ
情報通信ネットワークも整備

東北メディカル･メガバンク

診療情報
収集に活用等

連 携

＜実施体制＞ ＜ロードマップ＞
Ｈ23、24

コ
ホ
ー
ト
調
査

バ
イ
オ
バ
ン
ク
構
築

ゲ
ノ
ム
情
報
等
解
析

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

地元との調整

１
５
万
人
規
模
の
バ
イ
オ
バ
ン
ク

全ゲノム解析の実施

試料提供

他のコホート研究等との連携による解析研究の実施

自閉症等の関連遺伝子、環境要因の同定

震災による健康影響の解析

・本格調査開始
・Ｈ２８年度までに１５万人をリクルート予定

東北大学：宮城県、地域住民：５万人、三世代：７万人
岩手医科大学：岩手県、地域住民：３万人

コホート調査協力者の試料の収集、保管

全国ＷＧで試料提
供方法等の検討

実施体制・
設備の整備

実施体制・
設備の整備

実施体制・
設備の整備

目 標

概 要
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○リフレッシュ・キャンプ

○復興食イベント・フード＆アクティブキャンプ

平成２５年度 国立青少年教育施設を活用したリフレッシュキャンプ 

  被災地の子供たちに外遊びやキャンプなどの様々な体験活動を提供し、子供たちがのびのびと遊び、日頃のストレス
を和らげることを目的として、体験活動プログラムを実施。（計６８回 約５，５００名） 

①実施施設：国立岩手山青少年交流の家   【岩手県】( ２回） 国立花山青少年自然の家  【宮城県】（ ２回） 
国立磐梯青少年交流の家   【福島県】(１１回） 国立那須甲子青少年自然の家【福島県】（ ８回） 
国立赤城青少年交流の家     【群馬県】(１０回）  国立妙高青少年自然の家  【新潟県】（ ３回） 
国立信州高遠青少年自然の家 【長野県】(  １回） 計３７回 

②参加対象：福島県内の小学１年生～小学６年生（プログラムによっては学年指定）

③募集人数：２，９６０名 （１回８０名×３７回）
④協  賛：公益財団法人東日本大震災復興支援財団 

○ふみだす探検隊

①実施施設：国立岩手山青少年交流の家  【岩手県】（ ４回） 
国立花山青少年自然の家   【宮城県】（ ４回）
国立磐梯青少年交流の家     【福島県】（１１回） 
国立那須甲子青少年自然の家 【福島県】（ ７回） 計２６回 

②参加対象：岩手県、宮城県、福島県の被災地の幼児・小中学生及びその家族
③募集人数：２，３９０名

①実施施設：国立大雪青少年交流の家  【北海道】
国立信州高遠青少年自然の家 【長野県】 
国立乗鞍青少年交流の家   【岐阜県】 
国立山口徳地青少年自然の家 【山口県】 
国立沖縄青少年交流の家   【沖縄県】  計５回 

②参加対象：岩手県、宮城県、福島県の被災地の小中学生（プログラムによっては学年指定）

③募集人数：１３０名
④協  賛：社団法人日本フードサービス協会  

○＜参考＞これまでの実績 計１３７回 １２，６５５名（Ｈ２３．７月～Ｈ２５．３月）
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福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業

（１）対象者 福島県内の幼児・児童生徒（小中学生）

（２）実施主体 福島県（教育委員会）

（３）対象事業 福島県内の学校または社会教育団体等が実施する以下の事業

○自然体験活動（キャンプ、ハイキング、自然観察、農林漁業体験等）

○福島県内と福島県外の幼児・児童生徒の交流活動

福島県内【１泊以上】

※ただし、社会教育団体等が実施する場合は、夏休みや冬休みを利用した１週間以上

福島県外【１週間以上】

※ただし、福島県が適当と認めた場合に限る

（４）補助対象経費 宿泊費、交通費、活動費（補助率１／２）

学校や社会教育団体等が実施する自然体験活動・交流活動を支援

（新 規）
２６年度概算要求額 ：400,365千円
（東日本大震災復興特別会計：400,365千円）

①子ども・被災者支援法

子供をはじめとする自主避難者等の支援の拡充に向けて、「子どもの元気復活」として「福島県及び福島県外において、自
然体験活動を実施します。」（平成２５年３月１５日）②被災者支援パッケージ

③福島県からの要望
「子どもたちの豊かな人間性や生きる力を育成するため、体験活動や交流活動に対する支援を充実することができるよう
財源を確保すること。」
（平成２５年６月１２日「再生・復興に向けた要望」、平成２５年７月３１日「平成２６年度予算に向けた緊急要望」）

《第８条》国は、支援対象地域で生活する被災者を支援するため、・・・自然体験活動等を通じた心身の健康の保持に関する
施策・・・その他の必要な施策を講ずるものとする。（平成２４年６月２７日法律第４８号）

背 景
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心のケア対策推進事業  

学校における心のケアに対する対応の充実 

学校における児童生徒等の心のケアに対する対応の充実を図るため、教職員等を
対象とした研修会、シンポジウム、教職員の指導参考資料を作成、調査研究を実施 

研修会 
（全国６か所） 

 
 
 
 
 
 
 
 

シンポジウム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指導参考資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・非常災害時における子どもの心のケアの基本的理解 

・学校における子どもの心のケアの支援体制、組織体制の強化 

・教職員の役割と心のケアの進め方についての理解 

・近年、東日本大震災をはじめとする自然災害や、子どもが巻き込まれる事
件・事故等が発生している。また、福島原発事故の放射性物質による健康上
の不安が全国的に広がっている。 
・災害等に遭遇して強い恐怖や衝撃を受けた場合、その後の成長や発達に大
きな障害となることがあるため、子どもの心のケアが重要な課題。 
・緊急時においても子どもの心のケアに適切に対応するためには、日頃から
子どもの健康観察を徹底し、学校関係者と地域の関係機関等が連携できる体
制整備を行うなど、適切な対応と支援が必要。 

 子どもの心のケア対策が重要な課題 

・「非常災害時の子どもの心のケアに関する調査」（平成24年度実施）から見
えた子どもの心身の健康問題への取組状況や今後の課題等を踏まえ、子どもの
心のケアの在り方等について、全国に普及・啓発を図るための各種施策を実施。 

 調査結果を活用し子どもの心のケアの在り方等について普及・啓発 

調査研究 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     （ 新 規 ） 
25年度予算額 29,173千円 
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医学部 

臨床実習 

未来医療研究人材養成拠点形成事業 （テーマＢ）リサーチマインドを持った総合診療医の養成 

◇各大学が理念や強み、特色、地域性等を活かして、
地域の医療機関や市町村等と連携しながら、将来の
超高齢社会における地域包括ケアシステムに対応
できるリサーチマインドを持った優れた総合診療医
等を養成 

生活の場 地域医療機関 

指導医   研修医   医学生 

事業のイメージ図 

医学博士 

後期研修 初期研修 

大 学 

●総合診療医を養成するための教育
プログラム・コースを設定 

（学部、大学院、臨床研修いずれでも可） 

関連企業・団体等 

市町村等 市町村等医師会 

◇急速な高齢化の進展が見込まれるなか、「医療」「介護」「予防」「生活支援」「住まい」の５つの要素を柱
とした「地域包括ケアシステム」が各市町村で実現できるかどうかが新たな課題 

◇特に、医療面では、高齢者に対して、多様な医療（総合診療、在宅医療、認知症対応、緩和ケア、在宅
看取り等）を包括的かつ柔軟に提供することが必要 

◇さらに、高齢社会に伴う医療ニーズの変化に対応し得るリサーチマインドを持ち、医療の進歩と改善に
資する臨床研究を遂行できる医師が必要 

介護・福祉施設 

※「事業のイメージ図」はあくまでも例ですので、各大学の自由な発想で優れた事業計画を立案してください。 

充実した機能を持つ大学病院総合診療部
を活用した総合診療医の養成 

在宅医療（地域包括ケア）に重点を置いた
総合診療医の養成 

老年医学・予防医学等に関する研究に貢
献する総合診療医の養成 

（各大学の自由な発
想でご検討ください） 

■総合診療の指導医を養成
■地域医療人等を活用した指導体制
■医学生・男女医師のキャリア教育

取組例④ 

課題 対応 

取組例① 取組例③ 取組例② 

＜アウトプットの例＞ 

○医療のパラダイムシフト
（例） 

  専門医療 ➝ 専門医療・総合診療 
  入院・外来医療 ➝ 入院・外来・在宅医療 

○地域包括ケアに貢献できる人材
・総合的な診療能力を持った人材 
・全人的医療ができる人材 
・高齢者医療ができる人材 
・多職種連携・チーム医療・リーダーシップの 

  とれる人材 

○男女医師のキャリア形成

インテンシブコース 

（再教育プログラム等） 

■総合的な臨床推論能力・診断能力修得のための教育
■地域・在宅の場を活用した教育
■他領域から総合診療医移行のための再教育
■地域医療ニーズに対応した人材養成

0 
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【目 的】

○２１年度補正予算において、地域の医師確保、救急医療の確保など、地域における医療課題の解決を図るため、都道府県に基
金を設置。

○２２年度補正予算において、対象地域を都道府県単位（三次医療圏）の広域医療圏における医療提供体制の課題を解決するた
めに基金を拡充。

○２３年度補正予算において、被災３県（岩手県、宮城県、福島県）のうち、津波等で甚大な被害を受けた地域を中心に基金を拡
充。

○２４年度予備費を活用し、被災地（岩手県、宮城県、福島県、茨城県）における医療施設の早期復旧・復興について、更なる医療
復興支援が必要なため、被災県が医療の復興計画等に定める事業を支援するために基金を拡充。

○２４年度補正予算にて、地域医療再生計画に基づく事業を遂行していく中で、計画策定時 (平成22年度)以降に生じた状況変化
に対応するために生じる予算の不足を補うために基金を拡充。

【対象事業】
○都道府県が策定する地域医療再生計画、医療の復興計画に基づく事業を支援

地域医療再生基金の概要

財源 予算措置額 対象地域 計画期間

平成２１年度補正予算 ２，３５０億円 二次医療圏を基本とする地域 （９４地域×２５億円） 平成２５年度まで

平成２２年度補正予算 ２，１００億円
都道府県単位（三次医療圏）

※一次・二次医療圏を含む広域医療圏
平成２５年度まで

平成２３年度補正予算 ７２０億円 被災３県（岩手、宮城、福島） 平成２７年度まで

平成２４年度予備費 ３８０億円 被災３県及び茨城県
平成２７年度まで

（茨城県については、平成２５年度まで）

平成２４年度補正予算 ５００億円 都道府県単位
平成２５年度末までに開始した事業
これまで交付した分で２５年度までと
していたものも同様の扱いとする。

18



平成26年度予算要求 １３．５億円 （平成25年度予算 ９．６億円）
（４２箇所） （３０箇所）

○ 都道府県内の医師不足の状況を個々の病院レベルで分析し、優先的に支援すべき医療機関を判断。
医師のキャリア形成上の不安を解消しながら、大学などの関係者と地域医療対策協議会などに
おいて調整の上、地域の医師不足病院の医師確保を支援。

○ 医師を受入れる医療機関に対し、医師が意欲を持って着任可能な環境作りを指導・支援。また、公的
補助金決定にも参画。

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の役割

 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。
・人員体制 ： 専任医師２名、専従事務職員３名 ・ 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経費

313 372 437 476

0

200

400

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

地域枠の医学部入学定員（※）の推移

(※) 医学部の定員増として認められた分であり、
このほか、既存の定員等を活用し都道府県と
大学が独自に設定した地域枠もある。

平成２５年度現在、全国３０道府県の地域医療支援センターの運営に対する支援を実施している。
平成２３年度以降、２０道府県で合計８０８名の医師を各道府県内の医療機関へあっせん・派遣をするなどの実績を上げている。（平成２５年３月末時点）

平成２６年度は、先行実施道府県での事業実施状況を踏まえ、支援センター事業がより広域的に推進されるとともに、各県支援センター間のネットワークが形成さ
れるよう、来年度の事業実施の意向を持つ１２箇所を加えた４２箇所の運営経費について要求する。
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緊急時避難準備区域であった相双地域等について、厚生労働省として、現地の医療機関・福祉施設の
従事者確保の支援等を行うため、平成２４年１月２７日福島県相双保健福祉事務所内に設置し、 ４月よ

り、医系技官、医政局職員、東北厚生局職員、看護技官、福祉関係部局職員を毎月複数名を現地に派遣
（ただし、東北厚生局職員１名は常駐している。）し、現地におけるニーズの把握、関係機関との連絡調整
等を行っている。

※相双地域等：南相馬市、相馬市、相馬郡、双葉郡（２市７町３村）及びいわき市
※ 平成２３年１０月７日から平成２４年１月２７日までは、「相双地域医療従事者確保支援センター」として活動

【センターの概要】

【センターの業務】

①現地におけるニーズの把握
②県、市町村、被災者健康支援連絡協議会等関係機関との連絡調整
③支援活動

※全国の医療関係団体で構成する被災者健康支援連絡協議会等との連携により支援を実施
※全国社会福祉協議会、福祉医療機構及び様々なＮＰＯ・ＮＧＯ等と連携し、早期の福祉事業の再開等支援

【センターの活動主な実績】

○南相馬市立総合病院へ福島県立医科大学からの医師派遣を調整（医療分野）
○南相馬市の雲雀ヶ丘病院へ医師派遣を調整し、精神科の入院診療再開に貢献（医療分野）
○いわき市立総合磐城共立病院へ救急医の派遣を調整（平成２４年１２月・平成２５年７月）（医療分野）
○平成２３年１０月以降、医療機関、自治体、関係団体等を平成２５年８月末日現在で延べ約４７０回訪問

し、実情やニーズの把握、関係者間の調整等を実施（医療分野）
○平成２４年２月以降、自治体、関係団体、各施設、仮設住宅等を平成２５年８月末日現在で延べ約２４０

回訪問し、情報収集等を実施（福祉分野）

厚生労働省相双地域等医療・福祉復興支援センター20
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被災者健康支援
連絡協議会

市町村
避難所
病院
診療所
薬局等

協力調整

厚生労働省、関係省庁
(総務省 文科省等)

医療・介護関係団体

協力調整

協力要請

連
絡
事
務
局

提言

日本医師会 日本歯科医師会
日本薬剤師会 日本看護協会
全国医学部長病院長会議

日本病院会 全日本病院協会等

地域ブロック

郡市医師会拠
点病院 等

地域ブロック

郡市医師会拠
点病院 等

地域ブロック

郡市医師会拠
点病院 等

(

県
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会
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市町村
避難所
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診療所
薬局等

市町村
避難所
病院
診療所
薬局等

○ 東日本大震災の被災者の健康支援のため、医療・介護関係団体により構成（代表：横倉義武日本医師会長）。
○ 協議会は、政府の復興対策本部の下で、①被災地の医療ニーズに対応し、医療チームの中長期的な派遣の確保、
②避難所をはじめ被災地の健康確保上のニーズの把握、感染症対策など被災者の健康確保に必要な取組、を実施。

○ 協議会と厚生労働省及び関係省庁は、緊密に協力調整を図る。

被災者健康⽀援連絡協議会による対応21



• 住宅の再建は順次進められているが、完了までにはなお年数を必要とする状況。仮設住宅における生
活の長期化により、生活不活発病や高血圧の有病者の増加、栄養バランス等食生活の乱れや身体活動
量の低下などを懸念する指摘もあり、長期間にわたり仮設住宅での生活を余儀なくされる被災者の方
の健康支援は重要な課題。

• このため、被災自治体における健康支援活動の強化を図るため、仮設住宅等を中心とした保健活動等
を支援する。

【事業の対象地域】

岩手県、宮城県、福島県

（被災地健康支援臨時特例交付金により介護基盤緊急整備等臨時特例基金（既設）の積み増しにより実施。）

【事業内容】

被災県に設置されている基金に積み増しを行い、県・市町村が、各被災地の実情に応じて実施する以下

のような事業を支援。

（地方公共団体が適当と認める団体への委託・補助または助成に係る費用も対象。）

○ 仮設住宅入居者等を対象とした多様な健康支援活動の実施

・全戸訪問等による巡回健康相談などの実施

・支援が必要な方に対する個別訪問等のフォローアップ

・生活不活発病予防のための体操や健康運動教室の開催

・歯科医師等による歯科検診・指導

・管理栄養士等による栄養・食生活指導

・子どもの健康教室開催 等

○ 被災者に対する効果的な健康支援方策を検討する協議会の運営

○ 被災者特別健診等事業

特定健診非対象者(18～39歳未満)に対する健康診査等の実施や特定健診の項目追加 など

被災地健康支援事業（被災地健康支援臨時特例交付金）

＜復興庁一括計上＞

平成２６年度要求額 １０億円
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福祉・介護人材確保緊急支援事業

○福祉・介護分野については、介護職員が、２０１２年度１４９万人に対して２０１５年度までに１６５～１７３万人必要とされており、引き続き
安定的な人材確保が喫緊の課題。

○よって、緊急雇用創出事業臨時特例交付金に基づく基金事業において、当該事業を実施するとともに、所要額の積み増しを行い、福祉・
介護人材確保の一層の推進を図るものである。

代替要員

効果的・戦略的な福祉・介護人材確保及び定着

福祉・介護人材確保緊急支援事業の事
業イメージ

・潜在的有資格者等の再就業促進
子育て等のため離職した潜在的有資格者が知識や技術を
再確認するための研修経費や他分野からの離職者の福祉・
介護分野への就業支援のための職場体験経費等
（実施主体：都道府県、都道府県が適当と認める団体）

新たな雇用の創出

求人
研修

求
職

将来の人材の掘り起こし

潜在的な人材の掘
り起こし

・介護福祉士試験の実務者研修に係る代替要員の確保
介護従事者が介護福祉士試験の受験資格の要件となる「実務者研修」を受講する際に必要な代替要員を
雇いあげるための費用を補助（実施主体：都道府県、都道府県が適当と認める団体）

福祉・介護人材マッチング機能強化
求人事業所と求職者間双方のニーズを的確に把握
し、円滑な人材参入・定着を支援するため、都道府県
福祉人材センターに配置した専門員の賃金及び活動
経費等（実施主体：都道府県、福祉人材センター）

・福祉・介護人材の参入促進
相談員による中高生やその保護
者、進路指導担当教員等を対象に
した進路相談等の活動経費や職場
体験やセミナー開催費等

（実施主体：都道府県、都道府県が
適当と認める団体）

事業所

補
助キャリアアップ・スキル

アップ

平成24年度予備費 ２０億円

被災３県交付額 ２億２，５００万円（補助率１０／１０）

0
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（貸付内容）
○貸付額（上限）

・学費 ５万円(月額)
・入学準備金 ２０万円
・就職準備金 ２０万円

○貸付利子：無利子
○一定の要件を満たした場合は、
返済を全額免除

※ 事業費には、貸付原資及び貸付に要する事務費（平成20年度補正と同じ）を含む

○ 超高齢化社会に向けて多くの介護・福祉人材の確保が喫緊の課題。
平成２３年度三次補正予算（17億円）において、被災により養成施設の学費等の支払いが困難になっている

学生が増加し、貸付ニーズが高まっている状況を踏まえ、被災地における介護福祉士等修学資金として必要な貸
付原資の確保等を行う。

○ また、平成２４年度経済危機対応・地域活性化予備費（81億円）において、若い人材の福祉・介護分野への
参入を促進するため、介護福祉士等修学資金貸付事業の実施に要する貸付原資を確保するとともに、生活保護世
帯の子どもが高等学校卒業後に介護福祉士等施設への就学を希望する場合などに、現在の授業料などの修学資金
に加えて、在学中の生活費の一部を貸し付ける貸付内容の拡充を行う。（被災３県への交付額1,620万円）

・生活費 ４万２千円（月額）【新】
→生保世帯の子どもに貸与する場合に上

乗せ

〈介護福祉士等修学資金貸付制度の仕組み〉

実施主体
（都道府県社協等）

貸付

生活保護世帯の子どもに貸与する場合、
○在学期間中の修学資金及び生活費を貸付
○在学中は、介護施設等でアルバイトを
しながら就学することを想定

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

1限目
(9:00～10:30)

2限目
(10:40～12:10)

3限目
(13:10～14:40)

4限目
(14:50～16:20)

放課後

授業

アルバイト
3時間

アルバイト
3時間

アルバイト
4時間

（在学中の生活のイメージ）

福祉･介護以外の
仕事に就職

卒業

福祉･介護の仕
事に就職

途中で福祉・介護以外の
仕事に転職

返済

福祉・介護の仕事に5
年間継続して従事

介護福祉士養成施設

社会福祉士養成施設

在校生

借り受けた修学資金の返済を全額免除

介護福祉士等修学資金貸付事業

※ 平成23年度３次補正予算により、被災３県に約17億円交付済

0
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介護人材確保が困難とさ
れる地域の施設等への就
労に対する就職準備金等
による動機づけ 

相双地域等 

福島県 

被災地における福祉・介護人材確保支援のイメージ 

福祉・介護人材の安定的な参入及び定着促進 

東日本大震災によって甚大な被害を受け、特に福祉・介護
人材の確保が困難になっている福島県における介護人材
の確保のための支援の強化 

事業目的 ２６年度概算要求額：１．９億円 

○新規採用職員等の就職環境の整備 
 特に人材確保が困難な地域の施設等に就職する際の環境整備（就職準備金等） 
※内容については調整中。 

事業内容 

就労 

就労 

新規採用職員等 

施設 

新規採用職員等 

施設 

住居 

住居 

住居 
相双地域等 

福島県 

就労 新規採用職員等の採用により、 
☆サービスの質の向上 
☆現存職員の負担軽減 

施設 

25 
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【要求要旨】

○ 一般的な生活上の悩みをはじめ、生活困窮者、ＤＶ被害者など社会的な繋がりが希薄な方々の相談先として、２４時間３６５
日つながる電話相談窓口を設置するとともに、必要に応じ、面接相談や同行支援を実施して具体的な解決に繋げる寄り添い
支援を行う。

電話
相談員

＜地域センター＞

相談者

支援員

＜中央センター＞

夜間

必要に応じ面談・同
行支援

国

補助金交付

コーディネーター 専門員（ＤＶ、
外国人等）

日中

電話相談員

事業の仕組み

指導指導

＜地域センター＞

電話相談員 支援員

夜間
日中

必要に応じ面談・同
行支援

相談者

※全国支援事業、被災地支援事業、それぞれ
同じ仕組みで実施

【要求内容】
○一般会計（全国支援事業）

（項）地域福祉推進費 （目）セーフティネット支援対策等事業費補助金 の内数

○東日本大震災復興特別会計（被災地支援事業） ※復興庁一括計上 平成25年度 平成26年度概算要求
（項）社会保障等復興政策費 （目）セーフティネット支援対策等事業費補助金 497,139千円 → 497,139千円

寄り添い型相談支援事業26



被災者の心のケア支援事業

心のケアセンターを設置するための経費として、岩手県・宮城県・福島県に補助金を交付
・平成２６年度予算要求額 １８億円（復興特会）

みやぎ心のケアセンター

基幹センター
石巻地域センター

気仙沼地域センター
市町村派遣

平成23年12月1日開設
受託団体：宮城県精神保健福祉協会

基幹センター
県北方部センター
県中方部センター
県南方部センター
会津方部センター
いわき方部センター

相馬方部センター（ＮＰＯ委託）
市町村派遣

平成24年2月1日開設
受託団体：福島県精神保健福祉協会スタッフ24名（4月1日予

定）
（医師11、保健師5）
受託団体：宮城県精神保
健福祉協会

岩手県こころのケアセンター ふくしま心のケアセンター

平成24年2月15日開設
受託団体：岩手医科大学

中央センター
久慈地域センター
宮古地域センター
釜石地域センター

大船渡地域センター

・災害関連の精神保健医療福祉対策の総合的コーディネート
・ＰＴＳＤ、うつ病等精神疾患に関する相談支援、精神障害者に対する相談支援
・被災者の自宅、仮設住宅等の訪問による支援、病院を拠点とした精神障害者に対するアウトリーチ
心の健康に関する情報収集、普及啓発、人材育成、人材派遣

心のケアセンターの業務

仙台市への補助
・相談員の配置

・ＰＴＳＤ、うつ病、不安障害、アルコール問題が顕在化
・ようやく震災について話しはじめる被災者
・仮設居住が続き生活再建、産業復興、雇用回復はまだ途上
・放射線からの避難の継続

※ 平成２３年度第３次補正 ２８億円
（障害者自立支援対策臨時特例基金に積み増し）

※ 平成２５年度予算額 １８億円（復興特会）

心の健康に関する現在の状況
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住
民

市
町
村
・

保
健
所

心
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

被災者支援
訪問支援、来所相談等による、心の健康に関する相談対応

住民の健康相談対応を行う市町村保健師への後方支援、同
行による訪問、健康調査の実施

人材派遣

市町村と同行訪問

医療支援

医療機関等を拠点として、精神障害者に対するアウトリーチ支
援

支援者支援
教育機関、医療機関、行政機関職員等の相談支援

人材育成
被災地で心のケアに携わる各職種への研修

総合調整・活動支援

地域の医療機関、保健福祉関係機関、仮設住宅運営機関、民
間団体等との連絡調整、連携、支援

普及啓発

仮設住宅集会所において心の健康に係る講話、講演会・サロ
ンの開催、パンフの配布等

医
療
機
関

健康
相談

後方支援
訪問
支援

被災者の心のケア支援事業

受診

連携
医療へつなぐ

岩手、宮城、福島の各県に心のケアセンターを設置し、東日本大震災被災者の心のケア（精神保健）に関する各種の事業を
実施している。

福祉事業実施団体

・全戸訪問、仮設集会、
見守り、声かけ

連携

25年度
18億円

26年度（要求額）
18億円27



児童館や体育館などへ大型遊具等を設置し、屋内でも子どもがのびのびと遊べるよう

な環境を整備するとともに、移動式の大型遊具を活用した子育てイベントの開催などを
支援する。
なお、福島県内でも比較的空間線量が低い地域もあるため、屋外でも放射線の影響が

心配ない遊び場も提供できるようになっており、屋内のみならず屋外の遊び場の事業も
対象としている。

〈事業の例〉
○ 屋内大型遊具の整備

（ショッピングセンターや児童館、公民館等を活用し、地域子育て支援を実施）
○ 文化活動の支援

（音楽、演劇、ダンス、工作、伝統芸能等）
○ 運動・遊びの支援

（保育所等への遊びの指導者の派遣、イベントの開催等）

※ 事業については、福島県と調整しながら実施。
※ 東日本大震災中央子ども支援センターとの連携を図る。

○福島県において安心こども基金を活用し、子どもたちの遊び場の確保などの事業実施
を積極的に支援する。

福島の子どもたちへの支援策（遊び場の確保）28



被災県での子どもの心のケアに関する取組み
（安心こども基金を活用）

○子どもの心のケア
・「子どものこころのケアセンター」の設置（宮古・釜石・気仙）
［利用児童数 延べ435人］

・全県的な拠点機能として「いわてこどもケアセンター」の設置
（Ｈ２５．５～：矢巾町）

・児童の心のケア活動（巡回相談）［延べ197回］
・支援者の研修会、講演会の実施［6回開催］

○法律相談や財産管理に関する支援
○被災児童の活動・学習の支援
○里親会による親族里親への支援
○ひとり親家庭となった世帯の訪問支援等
○メンタルケア個別相談（児童・保護者）
○わんぱくキッズ招待事業（児童館や保育所等に募集
をかけ、遠方にバスハイク）

○遊び場の提供
○保護者や支援者向けの啓発冊子の作成

岩
手
県

○子どもの心のケア推進事業
・児童精神科医、臨床心理士などで「子どもの心のケアチー
ム」を編成し、医療的ケアを含めた子どもの心のケアに関する
幅広い支援を実施（巡回支援を含む）［延べ227回］
・乳幼児健診の場に心理士等を派遣［延べ171回］
・保育所保育士、放課後児童クラブ指導員保護者等への研修
を実施［延べ90回開催］

○市町村が実施する乳幼児健診会場で、臨床心理士
等による心の相談を実施

○児童の一時預かり、イベント、相談会などを実施する
NPO等の子育て支援団体への助成

○親族里親を対象とした研修会やサロン等を実施
○ひとり親家庭となった世帯に対し支援制度に関する
リーフレット等を配布

○心のケアに関するパンフレット、テキストの作成

宮
城
県

○子どもの心のケア事業
・こどもの心の相談会及び市町村の要望に基づく人材派遣
（乳幼児健診の場への心理士等の派遣を含む）［延べ501回］
・児童相談所の専門的相談・支援体制の強化を図るとともに、
保護者、支援者等に対する研修等を実施［延べ79回開催］

○健診や相談会等において、被災した乳幼児親子の
こころの相談等を実施

○震災遺児等家庭相談支援を実施
○県外避難親子の交流会開催や県外避難者の相談会
の開催

○乳幼児がいる家庭への普及啓発（放射能の心配に
答えるリーフレットの配布等）

福
島
県

※主なものであり、実施予定のものを含む。

［ ］は平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日の実績

29



【考え方】
○ 食品中の放射性物質については、厚生労働省が定めたガイドラインに基づき、都道府県等が計
画的にモニタリング検査を実施し、必要に応じ、回収・廃棄等の措置を行っている。

○ このことを前提としつつ、より一層の安心・安全を確保する観点から、児童福祉施設等の給食に
関し、検査に関する事業を実施する。

児童福祉施設等での給食検査について

【検査機器の整備（事前検査）】
○ 「安心こども基金」により、児童福祉施設等での給食用食材の放射線検査機器の整備費
用の補助を実施 （福島県は必要台数、福島県以外の都道府県は５台程度）

【モニタリング調査（事後検査）】
○ 「安心こども基金」により、児童福祉施設等における給食のモニタリング調査（給食全体
の事後検査）費用の補助を実施（福島県は全市町村、福島県以外の都道府県は２市区町
村程度を対象）
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事務室内 

相談窓口正面 

 サポート拠点の一例（宮城県岩沼市） 

 

○  被災地の仮設住宅における高齢者等の安心した日常生活を支えるため、総合相談、居宅介護サービス、生活支援サー
ビス、地域交流など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」を整備。 

○  介護等のサポート拠点の設置・運営等のための費用として、平成２３年度第一次補正予算７０億円、第三次補正予算９
０億円、平成２５年度予算で２３億円を計上。 

   （介護基盤緊急整備等臨時特例基金「地域支え合い体制づくり事業分」） 

 
 
 

概要・目的 

総合相談 

デイサービス 

居宅サービス等 
（居宅介護支援、訪問介護） 

配食サービス等の生活支援 

地域交流 

主な機能 

 介護等のサポート拠点について 厚生労働省 

○仮設住宅に隣接する既存の建物（岩沼市総合福祉セン 
 ター）内にサポート拠点を設置 
※ 対象地域（周辺の仮設住宅）の状況 ： 岩沼市里の杜地  
 区 ［ 戸数 ］ 384戸 
○サポート拠点周辺には、地域包括支援センターやデイ 
 サービス、医療機関等があることから、サポート拠点 
 としては「総合相談」と「地域交流」に機能を特化し、 
 既存のサービス資源を活用することで、総合的機能を 
 確保。 
 

仮設住宅地 

仮設住宅地 
仮設住宅地 

医療機関 
医療機関 

岩沼市総合福祉ｾﾝﾀｰ 
(里の杜ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ) 

岩沼市総合福祉センター全景（里の杜サポートセンターが入っている施設） 

※平成25年7月末日時点 

設置箇所数 岩手県 宮城県 福島県 

117箇所 28箇所 63箇所 26箇所 

0 
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介護事業所等の事業再開に要する諸経費の国庫補助
（介護事業所・施設等復旧支援事業）

東日本大震災で被災した介護サービス事業者等に対し、事業再開に要する経費に対する国庫補助を
行い、被災地で生活する要介護高齢者に対する介護サービスの確保を行う。

１．所要額 ２０９，７００千円

２．実施主体 岩手県、宮城県、福島県、

盛岡市、仙台市、郡山市、いわき市

３．補助率 定額補助（１０／１０相当）

（介護保険サービスごとに定める額）

４．補助対象 東日本大震災により被災した
介護保険サービス事業所・施設を
有する事業者

５．補助対象となる経費の例
・ 事業所の車輌（訪問、送迎等用）
・ 事務用品（パソコン、デスク等）
・ 事業所を借り上げる際の礼金・事務手数料
・ その他事業再開に必要となる初度経費

【予算科目】※東日本大震災復興特別会計（復興庁一括計上）

（項）社会保障等復興政策費 （目）社会福祉施設等設備災害復旧費等補助金

（対象となる事業所・施設等）

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、
通所介護、通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、短期入所生活介護、短期
入所療養介護、特定施設入居者生活介護、養護老人
ホーム、軽費老人ホーム、福祉用具貸与、居宅介護支援、
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型
医療病床、地域包括支援センター、夜間対応型訪問介
護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護

（定額補助の額（例））

訪問介護・訪問看護 700万円／事業所
通所介護 800万円／事業所
小規模多機能型居宅介護 1,000万円／事業所
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介護施設等の災害復旧
（社会福祉施設等災害復旧費補助金＜復興特別会計＞）

１．概要

東日本大震災で被災した介護施設のうち、各自治体の復興計画で、平成２６年度に復旧が予定
されている施設の復旧に要する費用について、財政支援を行う。

２．補助対象施設

◇特別養護老人ホーム ◇養護老人ホーム ◇老人デイサービスセンター
◇老人短期入所施設 ◇軽費老人ホーム ◇認知症高齢者グループホーム
◇介護老人保健施設 ◇訪問看護ステーション 等

５．補助率の引上げ

◇ 激甚法指定による国庫補助率引上げ（特別養護老人ホーム、養護老人ホーム）

◇ その他施設についても、国庫補助率の引上げ
１／２ → ２／３に引上げ（例：認知症高齢者グループホームなど）

１／３ → １／２に引上げ（例：介護老人保健施設など）

３．補助対象経費

介護施設の災害復旧事業に要する経費

（※災害復旧事業が１件につき８０万円以上）

４．設置主体

都道府県、市町村、社会福祉法人 等

平成２６年度予算要求額 ５５億円34



福島県相双地域等への介護職員等の応援について 
○  福島県相双地域等では、介護職員等の避難や離職により、特別養護老人ホーム等においてマンパワーが不足。 

○  このため、福島県と協働で、福島県社会福祉協議会などの関係団体の協力を得て、人材不足の解決に向けた
検討の場として、「福島県相双地域等福祉人材確保対策会議」を設置。 

○  平成２４年５月３１日にこの会議を開催し、雇用確保対策を基本としつつ、応急的な対応として、近隣自治体から
応援職員を募集し、相双地域等の施設の運営を支援することを決定。同年６月４日付で、厚労省から地方自治体
に対し、応援可能職員の募集を依頼（募集開始） 。 

（参考） 介護職員不足の状況（福島県による調査） 

○ 応援施設と受入施設の条件のマッチングの結果、 
   平成24年 ６月から平成25年  9月末までの 延べ応援人数は ２６０名 
  平成25年10月から平成25年12月末までの 延べ応援人数は   ６９名（見込み）   合計 ３２９名（見込み） 

   
                                                   

  職員が減少した施設数 （か所） 左記施設における職員の 減少数 （人） 

H24.2 調査 H24.9 調査 差引 H24.2 調査 H24.9 調査 差引 

福島県全体     71        62        ▲ 9               226               217             ▲ 9 

相双地域       8        6      ▲ 2      49       33     ▲16 
いわき市        12      10      ▲ 2      43      45        2 

相双地域等計        20      16      ▲ 4      92      78     ▲14 

○  福島県の調査（H24.9）によれば未だ人材不足が改善されていないことから、事業期間を１年間延長し平成２６年  
３月31日までとすることを決定。  

○  また、応援先の対象地域を従来の相双地域、いわき市に加え、田村市の一部（旧緊急時避難準備区域）も対象  
とした。                                                                （平成24年12月25日） 
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福島県保健福祉部 

福島県相双保健福祉事務所 

福島県社会福祉協議会 

福島県福祉人材センター 

福島県社会福祉施設経営者協議会 

福島県老人福祉施設協議会 

福島県老人保健施設協会 

全国社会福祉協議会 

厚生労働省社会・援護局 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

厚生労働省老健局 

厚生労働省東北厚生局 

厚生労働省福島労働局 

（参考）福島県相双地域等への介護職員等の応援事業のイメージ 

都道府県・
指定都市・
中核市

受入施設応援施設
応援職員

福島県社会福祉協議会
（コーディネーター）

①相双地域等のニーズ（希望する応援期間、職種、人数等）を集約
②応援可能者の応募のとりまとめ（都道府県等へ情報提供）
③受入施設のニーズ、応援可能者の応募内容のそれぞれの内容を

マッチングし、応援職員を選定
④正式決定後、受入施設、応援施設及び都道府県等へ通知

福島県相双地域等
福祉人材確保対策会議

③マッチング

①
ニ
ー
ズ
の
集
約

②
応
援
可
能
者
の
取
り
ま
と
め

②
情
報
提
供

④
応
援
職
員
の
決
定

④
応
援
職
員
の
決
定

④情報提供

福島県相双地域等福祉人材確保対策会議 
参加組織 
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③  関係者間の総合調整 
↓ 

要支援者の個々の状況を踏まえた継続的な支援を実施 

市町村 
【実施主体】 

社会福祉
協議会 ＮＰＯ等 

自治会 

応急仮設住宅間
の連携づくり 

他の自治体や
関係機関と連携 

地域 

高齢者、障害者や離職を余儀なくされた若年層などが地域とのつながりを持ち続けることができるよう、次の取り組みを柱とし
て一体的に実施し、地域内の面的支援を行い、地域コミュニティの復興支援を図る。（県外避難者への支援も対象） 
 ①住民のニーズ把握、総合相談及び交流場所などのサービス提供   ②見守り等の支援体制の構築   ③関係者間の総合調整 

②  見守り等の支援体制の構築 

見守り体制構築チーム 
新聞配達員等 民生委員 

ボランティア 
センター 

人材育成 

見守り 

居場所・ 
出番づくり 

 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ 

孤立の防止 

活
動 

①  ニーズ把握、総合相談及び 
交流場所などのサービス提供 

総合相談 

住民交流の場の提供 

登
録 

調
整 

情
報
発
信 

 【ボランティア】 

巡回相談 

【一体的実施】 

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ 

ニーズ把握 

 地域コミュニティ復興支援事業 （社会的包摂・「絆」再生事業の一部） 36 



東日本大震災被災者の健康状態等に関する調査研究（概要） 

主な調査内容 

被災
直後 

避
難
所 

仮設住宅 自宅 
被災者の健康状態   
等に関する調査 

・透析患者、難病患者、がん患者 
・妊婦、乳幼児 
・障害者（身体・知的・精神） 
・高齢者（生活不活発病、認知症等） 
・PTSD 等 

コア調査項目 被災者の特性に応じた追加調査 
・氏名、性別、年齢、生年月日、居住地（被災前・被
災後）、被災状況 
・疾患（生活習慣病等）、歯科保健、栄養、心の健康
等に関する基本的な項目 
・健診：身体測定、血液検査、呼吸・循環機能ほか 

Ｈ２３年度から10カ年のフォローを予定 
（平成24年度～ 厚労科研「健康安全・危機管理対策総合研究事業」にて実施） 

 
○毎年定期的に、コア調査および該当者への追加調査を実施する。平成24年度は2万人を対象（予算積算） 
○調査により、必要に応じ、保健指導（個別相談、栄養・運動指導等）、医療機関等への紹介を行う。 
○調査は10年間の計画で実施、今後の災害発生時の被災者の健康管理に資するものとする。 
 

研究趣旨  
以下に資するため、東日本大震災に伴う被災者の心身の負担等による健康影響を、１０年間にわたり把握する。 
  ①東日本大震災被災者への適切な健康管理の実施 
  ②今後の重大災害時の健康支援のあり方の検討 
 

健康診査等による評価 

長期追跡調査による評価 

脳卒中・心疾患・がんの罹患状況、死亡状況調査、医療受療状況、介護情報等に基づき、被災 
状況別にみた長期追跡調査を行う。 

※Ｈ２３年度には、このほか避難所運営等に関する「被災者を支える体制に関する調査」を併せて実施 1 
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平成23年度調査研究（岩手県）の概要 
岩手県 

調査協力者 10,475名  （H22年度結果マッチング可能者4,120名）     
山田町<9～11月>       3,216名 （H22結果マッチング可能者 1,484名）   
大槌町<12月>         2,079名 （同 843名） 
陸前高田市<10月～2月>  4,908名 （同 1,666名） 
釜石市下平田地区<10月>     272名 （実施せず） 
・年齢構成としては60代（陸前高田市及び釜石市下平田地区男性は70代）が最多 
・就労者のうち、失業したと回答した者は、山田町37.0％、大槌町37.7％、陸前高田市29.0％、下平田地区49.2％ 
   
  
 

分担研究者：岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学 坂田清美教授 

 アンケート調査 
 

疾病罹患状況、健康状態、食事、アテネ不眠尺度、心理的苦痛（K6）、震災の記憶、職業の状

況、地域のつながり、活動状況 

健診 
(18歳以上) 

 血液検査 貧血、高脂血症、血糖値など 

 歯科健診 歯科医による診察 

 呼吸・循環機能 呼吸機能、血圧、心拍数 

 身体測定 身長・体重・腹囲、握力検査、眼底・心電図（40歳以上） 

○身体面の健康状態に大きな影響は見られなかった。 
 ・収縮期血圧：平成22年の結果と比べ、山田町・大槌町では低下、陸前高田市では変化が見られなかった 
 ・血清アルブミン：３市町とも平成22年度結果と変化が見られず、栄養状態の全般的な悪化は見られなかった。 
○不眠や不安、抑うつなどの精神面の問題が大きい。 
 ・4市町の住民の約4～5割（全国平均は28.5％）に睡眠障害が認められた。震災による肉親の喪失や住居の 
  破壊に伴う頻回な移動、失職による経済状態等が関連していると考えられた。 
 ・心の元気さについても4割以上の住民に問題が、5-7％は重症群であった。 

健診結果については、平成22年度の受診結果がある者について、その結果と比較 

2 
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平成2４年度調査研究（岩手県）の概要 
岩手県 

調査協力者 10,475名  （ H23年度とH24年度の両年受診者6,194名、12月受診分を除く）     
山田町<9月、11月>  2,300名 （H23年度3,216名）   
大槌町<5月、12月>  1,488名 （H23年度2,079名） 
陸前高田市<10月～12月> 2,233名 （H23年度4,908名） 
釜石市下平田地区<11月>   173名 （H23年度272名）  
・H23年度～H24年度前半受診者の年齢構成としては男性は70代、女性は60代が最多。 
・就労者のうち、失業したと回答した者について、男性は昨年度（27.1％）より改善（17.8％）。女性も昨年度（37.9％）
より改善（24.5％）。 
  
 

研究代表者：岩手医科大学医学部 小林誠一郎 医学部長 

【身体の健康状態】 
○高血圧の割合 
山田町：昨年度（16.9％）より 減少（13.4％）。大槌町：昨年度（29.4％）より 減少（28.8％）。陸前高田市：昨年度
（27.3％）より減少（25.0％）。釜石市下平田地区：昨年度（31.2％）より減少（21.4％）。 
○肥満の割合 
仮設住宅居住者において、昨年度（33.0％）より増加（35.5％）しており、非仮設住宅居住者における割合（32.2％）よ
りも高い。 
 

【精神の健康状態】 
○睡眠障害がある者の割合 
男性：昨年度（25.3％）より減少（20.0％）。女性：昨年度（38.6％）より減少（28.9％）。仮設住宅居住者においても、昨
年度（41.4％）より減少（31.1％）しているが、非仮設住宅居住者における割合（23.0％）よりも高い。 
○心の健康に問題がある者の割合 
男性：昨年度（34.3％）より減少（23.9％）。女性：昨年度（46.8％）より減少（35.6％）。仮設住宅居住者においても、昨
年度（48.7％）より減少（38.1％）しているが、 非仮設住宅居住者における割合（28.0％）よりも高い。  
 

【その他の特記事項】   
○睡眠障害がある者および心の健康に問題がある者の割合は健康状態、失業、経済状況、転居回数と密接に 
 関連していた。 3 

2013.2.21時点 

＊12月受診分については集計中。 
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平成23年度調査研究（宮城県）の概要 

宮城県 

第1回調査  調査協力者：4,094名 
 
石巻市雄勝地区 564名  【6･7月：健診①＋アンケート①】 
     牡鹿地区 835名  【8月：健診①＋アンケート①】 
     網地島地区 197名 【9月：健診①＋アンケート①】 
仙台市若林区 627名  【9･10月：アンケート①】           
七ヶ浜町 1,871名   【11･12月：アンケート①】 
               
   
  
 

分担研究者 ： 東北大学大学院医学系研究科地域保健支援センター長 辻一郎教授 

第2回調査   
 石巻市雄勝地区 704名  【健診②＋アンケート②】 
      牡鹿地区 512名  【健診②＋アンケート②】 
 仙台市若林区 275名  【健診①＋アンケート②】 
               
   
  
 

 アンケート調査 
 

疾病罹患状況、健康状態、食事、アテネ不眠尺度、心理的苦痛（K6）、震災の記憶、 
職業の状況、地域のつながり、活動状況 

健診 

 血液検査 貧血、高脂血症、血糖値など 

 歯科健診 歯科医による診察 

 呼吸・循環機能 肺活量、血圧、心拍数 

 身体測定 身長・体重・腹囲、握力検査 

○身体面の健康状態は全国レベルと同様 
 ・全国に比べ肥満者の割合は多く、懸念された低栄養状態（アルブミン比較）でも全国レベルと差はなかった。 
 ・高血圧の割合32.7％ （石巻市雄勝・牡鹿地区）も、全国平均39.4％と比し、低い結果。 
○不眠や不安、抑うつなどの精神面の問題が大きい。 
 ・雄勝・牡鹿地区及び若林区では、睡眠障害が疑われる者が約4割、心理的苦痛を感じている者の割合が全 
  国レベルの2-3倍。 
 ・一方、地域のつながりが最も強かった網地島地区では、不眠・心理的苦痛ともに全国平均より低い結果。 
 ・メンタルヘルスに関連する要因として、１）震災後のショック・喪失感・トラウマ、２）仕事（収入・暮らし＋生き 
  がい・誇り）、３）周囲への信頼感（ソーシャルキャピタル）が考えられた。 

＜協力者の平均年齢＞ 
 雄勝地区・牡鹿地区 60代前半 
 網地島地区 70代前半 
 若林区・七ヶ浜町 50代前半 
   

＜失業と回答した者の割合＞ 
雄勝地区・牡鹿地区 65％ 
網地島地区 46％ 
若林区 32％ 
   

2 
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平成2４年度調査研究（宮城県）の概要 
宮城県 

第3回調査（H24年度第1回目）  調査協力者：2,468名 
石巻市雄勝地区       793名【7月：健診①＋アンケート①】 
     牡鹿地区     794名【6月：健診①＋アンケート①】 
     網地島地区  209名【7月：健診①＋アンケート①】 

仙台市若林区     672名【9月：アンケート①】 

研究代表者 ： 東北大学大学院医学系研究科地域保健支援センター長 辻一郎教授 

第4回調査（H24年度第2回目）  調査協力者：2,412名 
石巻市雄勝地区   1,009名【11・12月：アンケート②】 
     牡鹿地区    879名【11・12月：アンケート②】 
仙台市若林区     524名【2月：健診①＋アンケート②】 

 

【身体・精神の健康状態】 
1. 肥満者の割合 
 石巻市雄勝・牡鹿地区：昨年度（35.0％）より増加（40.5％）。全国平均26.7％より高い。 
 石巻市網地島地区：昨年度（42.1％）より増加（ 47.3％ ）。全国平均より高い。 
 仙台市若林地区：昨年度（44.5％）と同等（44.6％）。全国平均より高い。 
2. 高血圧の割合 
 石巻市雄勝・牡鹿地区：昨年度（32.7％）より減少（28.2％）。全国平均39.4％より低い。 
 石巻市網地島地区：昨年度（49.8％）と同等（ 50.0％ ）。全国平均より高い。 
 仙台市若林地区：昨年度より（33.2％）低い（30.8％）。全国平均より低い。 
3. 睡眠障害が疑われる者の割合 
 石巻市雄勝・牡鹿地区：第1回から3回までは減少傾向（H23年度第1回42.3％、H23年度第2回35.7％、H24年度第3回31.6％）であったが、 
                H24年度第4回では、第3回と比較して増加（35.5％）。 
 石巻市網地島地区：昨年度（20.3％）より減少（17.2％ ）。 
 仙台市若林地区：昨年度より（46.7％）より減少（35.5％）。 
4. 心理的苦痛を感じている者の割合 
 石巻市雄勝・牡鹿地区：昨年度（15.1％）より減少（13.0％）。全国平均8.5％より高い。  
 石巻市網地島地区：昨年度（9.1％）より減少（5.3％）。全国平均より低い。 
 仙台市若林地区：昨年度（17.9％）と同等（18.4％）であるが、全国平均より高い。 
【その他の特記事項】   
 ○石巻市雄勝・牡鹿地区の高齢者（特に女性）において、日常生活における運動量の減少および主観的健康度の低下がみられた。また、介護  
予防の二次予防対象者の割合も増加した。一方、44歳以下の者（特に男性）では、睡眠障害が疑われる者の割合が改善した（第3回調査31.1％、
第4回調査17.6％）。  
 ○網地島地区では、調査から地域のつながりが強いことが示唆されており、メンタルヘルスの改善に好影響を及ぼしていることが考えられた。 

3 

 ＊平成23年度に調査を行った七ヶ浜町については、今年度より対象地域から除外 

 対象地区 
協力者の平均年齢 現在仕事をしていないと回答した者 

第3回 第4回 第3回 第4回 

石巻 雄勝・牡鹿 65歳 63歳 59% 55% 

石巻 網地島 75歳 ― 71% ― 

仙台 若林 59歳 59歳 47% 47% 
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中央子ども支援
センターにおけ
る支援事業と 
連携 

被災地の子どもたちの発育状況等に関する調査研究（概要） 
 

 被災地内外の子どもの身長、体重等のデータを収集し、中央子ども支援センターと
連携して、専門家による評価・検討を行うことにより、被災地の子どもたちの健康づく
りを支援する。（平成24年度厚生労働科学研究事業「東日本大震災被災地の小児保
健に関する調査研究」研究代表者呉 繁夫（東北大学）） 
 ※平成24年度～26年度の3年計画で調査を実施。 

＜①子どもの発育に関する調査＞ 

＜目的＞ 

岩手県 

宮城県 

福島県 

○協力が得られた市町村の健診
データや保育所の身体計測データ
から身長・体重や栄養、被災状況
等のデータを収集 

 
○震災前の出生児、震災前に出生
し震災後に１歳になった子ども、震
災後の出生児を対象とする 

その他 
(対照地域） 

○被災当時の３～５歳児を対象
に子どものこころの問題、保護
者のPTSD症状等に関する調査
を実施 

 
○子どもの観察と同時に支援を
実施 

 

＜評価・検討＞ 

＜②子どものこころに関する調査＞ 

●被災地の子どもの成長・発育状況を評価 
●健康管理や相談対応に関する支援方法について検討 
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調査の詳細について 
 

＜②子どものこころに関する調査（平成24‐26年度） ＞ 
● 児童精神医学の専門家チームが津波被災地域・地震地域・対照地域の保育所 
    の園児（卒園児を含む）、その家族のストレス状況や反応について、面接調査に 
    より把握し、必要な児及び家族には支援を行う 
● 面接調査を継続することで、被災地の子どもの心の状況の変化を把握する 
 
 

＜①子どもの発育に関する調査（平成24-26年度） ＞ 

● 東北大学小児科（宮城県）、岩手医科大学小児科（岩手県）、福島県立医科大学 
 小児科福島県）が一致協力 
● 岩手県、宮城県、福島県、対照地域のこどもの発育・成長を、協力頂ける市町村 
 の乳幼児健康診査、保育所や学校健診の身体測定などの既存データを基に横断的 
 ・縦断的に把握・分析 
● 被災地の子どもの発育状況の評価や必要な小児保健的介入等について検討 
  

 ※現在、各保育所に調査依頼中。 

 ※現在、各自治体に調査について周知、協力要請中。 
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生活・介護支援サポーター養成事業 

地域で高齢者の生活を支えるシステムを構築するため、また地域の高齢者の個別
の生活ニーズに応える仕組みを安定的・継続的に構築するため、市民の主体性
に基づき、地域のインフォーマルサービス等の担い手として養成する事業 

 地域で高齢者の生活を支えるシステムを構築するため、
また地域の高齢者の個別の生活ニーズに応える仕組みを
安定的・継続的に構築するため、市民の主体性に基づき、
地域のインフォーマルサービス等の担い手として生活・
介護支援サポーターを養成する事業 

       ２．２億円の内数（平成２５年度） 

        （地域ケア会議活用推進等事業のメニュー事業） 
       

事業概要 

予算  

実績  約２万人程度（平成２１年度～平成２４年度） 

平成２５年度
国庫補助  

実施主体：市町村  補助率：１０/１０  
補助単価：１市町村あたり２７５万円を想定 
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 地域公共交通確保維持改善事業を活用して、復旧・復興の状況に応じた柔軟な対応により、
引き続き、被災地のバス交通、乗合タクシー等の確保・維持を支援 

           被災地のバス交通等に対する柔軟な支援の継続 

事業内容（主な特例措置） 

○補助対象事業 
・ 「地域間幹線系統確保維持事業」の各種要件を緩和した地域間輸送 

（１）補助率       

  収支差等の１／２ 
（２）特例措置の期間 
  ・ 平成２３～２７年度（５年間） 
（３）特定指定市町村（Ｈ２５年度） ・岩手県、宮城県、福島県の全市町村 

地域間輸送 （被災地域地域間幹線系統確保維持事業） 

（特定被災地域公共交通調査事業） 

○補助対象事業 
 ・ 避難所・仮設住宅・残存集落と、病院、商店、公的機関等の 
  間の日常生活の移動確保を目的とする地域内輸送等  
（１）補助率 
  定額補助  ・１地域の上限額を3,500万円に（ただし、有償運行の場合 
           4,500万(※)：H25年度予算より)  
 (※)より的確に被災地のニーズに対応するため、仮設住宅等の箇所数が特に 
多く、多額の経費を要すると認められる地域に対し、補助上限額6,000万に拡充  
（２）特例措置の期間 
 ・ 平成２３～２５年度予算（３年間） →仮設住宅の状況等を踏まえ、 
                         平成２７年度まで２年間の延長 
（３）特定被災市町村（Ｈ２５年度） ・３９市町村（岩手県１２、宮城県１５、福島県１２） 
 

 下線は、平成２６年度からの新たな措置として予算要求中の事項 

 

復興庁一括計上分 
Ｈ２６年度予算要求額：２６億円 

特定被災地域公共交通調査事業の活用イメージ 

仮設住宅 

仮設店舗 

病院・学校等 

新しい商店 

復興とともに、刻一刻と変化する病院や商店等の位置、
被災者の移動ニーズの変化を把握しつつ、適時適切に
バス路線の運行経路や便数等を見直し 

地域内輸送 
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サービス付き高齢者向け住宅の整備 

・安否確認・生活相談サービスが提供され、医療・介護との連携が図られる「サービス付き高齢者向け住宅」
の登録制度を推進。（平成２５年１１月末時点で約１３万戸が登録。生活支援・医療・介護等のサービスを提
供する併設施設を設置（登録住宅の約８割で設置）。） 
◇ サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要 
 【登録基準】   
    《住宅》      
     ・床面積（原則25㎡以上）、便所、洗面設備等の設置、バリアフリー 
 

   《サービス》  
     ・サービスを提供すること（少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供） 
 

   《契約》        
     ・高齢者の居住の安定が図られた契約であること、前払家賃等の 
        返還ルール及び保全措置が講じられていること 
 
       
【登録事業者の義務】  
・契約締結前に、サービス内容や費用について書面を交付して説明すること 
・登録事項の情報開示 
・誤解を招くような広告の禁止 

【指導監督】       
・報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査 
・業務に関する是正指示 

サービス付き高齢者向け住宅 

サービス付き高齢者向け住宅整備事業 

・「サービス付き高齢者向け住宅」の供給促進のため、建設・改修費に対して、国が民間事業者・医療法人・
社会福祉法人・NPO等に直接補助を行う。（平成25年度予算額 340億円の内数、平成26年度予算概算要求額 375億円の内数） 

【対    象】  登録されたサービス付き高齢者向け住宅及び高齢者生活支援施設 
【補助額】  住宅 ： 建築費の1/10  改修費の1/3  （国費上限 100万円/戸） 
         高齢者生活支援施設 ： 建築費の1/10  改修費の1/3  （国費上限 1,000万円/施設） 
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132,632戸 

4,105棟 

H25.11月末登録数 戸数 棟数 
全国 132,632 4,105 

岩手県 971 51 
宮城県 2,191 83 
福島県 2,052 75 
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