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スマイル会 2019 年 11 月度報告 

中村嘉孝 
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 １．介護保険制度導入の経緯 
 2000 年 4 月に施行された介護保険制度は、今年でほぼ 20 年となる。高齢社

会を迎えた我が国の状況に対処するために導入された制度で、諸外国では、ド

イツ・オランダなどの西欧諸国、韓国・台湾などで似たような制度が運用され

ている。 
 高齢社会（aged society)に対処  

 国際連合の定義によると，65 歳以上の老年人口の比率が総人口の 7%をこえた

社会を高齢化社会 aging society といい，14%をこえると高齢社会 aged society

という。 日本では 1970 年に 7%をこえ，その後 1995 年には 14.5%に達した。   

 2019 年 9 月 16 日の敬老の日に発表された本年 9 月 15 日時点の人口推計によ

ると65歳以上の高齢者人口は前年比32万人増の3,588万人で、総人口の28.4％

を占めた。75歳以上の後期高齢者は 1,848 万人で総人口の 14.7％となっている。   

  65 歳以上の割合は世界第 2位のイタリア（約 23.0％）を大幅に上回っている。

今後は 2025 年には 30％前後，2040 年には 35．3％前後となる見込みで，世界に

例を見ない速さで高齢化が進むことが予想されている。出生率と死亡率の低下，

総人口の減少がその主要な原因である。このような超高齢社会への対処として

介護保険制度が施行された。なお、75 歳以上の後期高齢者の人口が、65 歳～74

歳の人口を上回る社会は「重老齢社会」と呼ばれる場合もある。 

 老人福祉法⇒ゴールドプラン⇒新ゴールドプラン⇒ゴールドプラン 21 

 介護保険制度導入以前、すでに今から 56 年前の 1963 年に老人福祉法が制定
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されていた。これは日本の老人人口の増加に対応して，老人の福祉の原理を明

らかにした法律であるが、基本的理念として「老人は，多年にわたり，社会の

進展に寄与してきたものとして，かつ豊富な知識と経験を有する者として敬愛

されるとともに，生きがいをもてる健全で安らかな生活を保障されるもの」と

されている。また人は，心身の健康を保持しつつ，社会的活動に参加する機会

を与えられ，老人みずから参加するように努めるものとされている。この基本

的理念に基づき，地方公共団体，特に市区町村は老人福祉の向上のための各種

施策を講じてきた。その柱としては，ホームヘルパー増員，デイサービス事業，

ショート・ステイ増床などの在宅福祉対策があげられる。また老人福祉法第 11

条に規定された特別養護老人ホームの整備も進められた。 

 老人福祉法制定の 26 年後の 1989 年、厚生省 (現厚生労働省) は「高齢者保

健福祉推進 10 ヵ年戦略」 (ゴールドプラン) を策定し，これらの事業の整備を

進めた。10 年間で 6 兆円以上を投じて、特別養護老人ホーム増設、ホームヘル

パー・デイサービス・ショートステイの整備による在宅福祉対策などを進める

とされた。  

 その 5 年後の 1994 年には、高齢化が当初の予想を超えて急速に進んだため、

ゴールドプランを全面的に改定した新ゴールドプラン（高齢者保健福祉 5 ヵ年

計画）が策定された。2000 年 4 月の介護保険制度制定後の介護需要の増加に対

応するため、在宅介護強化の数値目標として、ホームヘルパー17 万人確保、訪問

看護ステーション 5000 箇所設置などを掲げた。 さらに 1999 年 12 月には ゴー

ルドプラン 21 が大蔵大臣・厚生大臣・自治大臣によって合意され発表された。

ゴールドプラン 21 は高齢者が「健康で生きがいをもって社会参加できる社会」

を謳い、具体的施策として「いつでもどこでも介護サービス」「高齢者が尊厳を

保ちながら暮らせる社会づくり」「『ヤング・オールド（若々しい高齢者）作戦』

の推進」「支え合うあたたかな地域づくり」「保健福祉を支える基礎づくり」な

ど、介護サービスの基盤整備と生活支援対策などが定められた。 

 以上のような諸施策を経て、2000年4月介護保険制度が制定されたのである。 

 介護保険制度以前の制度は、国および地方公共団体が主体になり行ういわゆ

る措置制度であった。これが介護保険制度の導入で、老人福祉に対する施策に

対して保険制度が導入されるという大きな転換が行われることとなった。 
 
２．介護保険法の概要 
（１）第五の社会保険 
 介護保険は、医療保険と同様に、社会保険と呼ばれる仕組みの一つであり、「労

働者災害補償保険」「雇用保険」「医療保険」「年金保険」に次ぎ、第五の社会保

険として登場した。それまで家族や親族に役割を担わせていた老人の世話を保
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険契約という形で社会全体で肩代わりしていこうという意欲的な意味合いを持

ってスタートした。措置制度から契約制度への転換であった。 
 介護保険法総則第１条によれば介護保険の目的は以下の通り。 
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、

排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要す

る者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給

付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険

給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を

図ることを目的とする」 
 要介護者が本人や家族の所得や財産にかかわらず、要介護者本人や家族が望

む、必要で十分な介護サービスを介護事業者から受けられるという制度である。 
 多様な事業者によるサービスを提供し、専門的サービス産業としての介護産

業を確立するという視点も見逃せない。サービスの中でとりわけ在宅介護方式

に重点が置かれてきた。 
 医療と介護の役割分担を明確化し、急性期や慢性期の医療の必要がない要介

護者を介護サービスにより介護し、介護目的の入院を介護施設に移すという形

で医療保険から介護保険への転換も図られた。 これを受けて、介護サービスの

利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000 年（平成 12 年）4月には 149

万人であったサービス利用者数は、2015 年（平成 27 年）4 月には 511 万人と、

約 3.4 倍になっている。2019 年 11 月 15 日（金）の新聞報道によると、今年 4

月時点で 659 万人となっている。これは高齢者人口の約 18％である。 
（２）介護保険制度の保険者 
 保険者は原則として市町村及び東京都の区部（まとめて、市町村と称する）であ

る。さらに厚生労働省が広域化を勧めてきたことから、広域連合や一部事務組合で

運営されているケースも多い。  
 ・国および都道府県の役割 
①国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス

及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措

置を講じなければならないとされている。 

②都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な

助言及び適切な援助をしなければならないとされている。 
・国、都道府県、医療保険者による支え 
 保険者が小規模であるほど、予防による財政効果が目に見えやすいが、安定

した経営が難しい。このため、介護保険事業は保険者たる市町村を国や都道府県、

及び医療保険各法による医療保険者（全国健康保険協会、健康保険組合、国民
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健康保険組合、市町村、共済組合等）が重層的に支える仕組みとなっている。 

・地域密着型に重点 

 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保

健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予

防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域におけ

る自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有

機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めることとなった。 

・認知症者への配慮 

 国及び地方公共団体は、認知症に対する国民の関心及び理解を深め、認知症

である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発

に努めなければならない。国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症に

係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、

診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション

及び介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとされる。   

 さらに認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援

に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることされる。 
（３）介護保険制度の被保険者  
 市町村の区域内に住所を有する、40 歳以上の者が被保険者となる。このうち、

65 歳以上の者を第 1 号被保険者といい、40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者

を第 2 号被保険者という。第 1 号被保険者、第 2 号被保険者とも要件を満たす

ことで当然に被保険者となる。 

 市町村は、第 1号被保険者に対し、被保険者証を交付しなければならない。また

第 2号被保険者の場合は、要介護認定・要支援認定の申請を行った者及び被保険者

証の交付を求めた者に対し、被保険者証を発行しなければならない（医療保険とは

異なり、すべての被保険者に被保険者証が発行されるわけではない）。  

 介護保険料は、①第１号保険者の場合は、収入によって段階別に基準額や保険料

率が決められている。②第２号保険者の場合は、所得割と均等割、平等割、資産割

りの 4つを独自に組み合わせて計算される。 

＊介護保険制度財政の個人と行政の負担割合 

 個人の介護保険料 50％、公費 50％（国・都道府県・市町村で分担する）。 

（４）介護サービス事業者 

 介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢

に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった要介護

者等に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、必要な介護サービスを提供する事業者である。  
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 介護保険法では、介護サービスの種類の分類として、（ⅰ）「指定居宅サー

ビス事業者」（ⅱ）「指定地域密着型サービス事業者」（ⅲ）「指定居宅介護

支援事業者」（ⅳ）「介護保険施設」（ⅴ）［指定介護予防サービス事業者」

（ⅵ）指定地域密着型介護予防サービス事業者」（ⅶ）「指定介護予防支援事

業者」の 7類型が定義され、7類型の中でさらに詳細に分類されている。 

 上記のうち、（ⅰ）（ⅱ）（ⅲ）（ⅳ）の事業を例示する。  

    （ⅰ） 指定居宅サービス事業  

1.1 訪問介護事業（ホームヘルプ） 

1.2 訪問入浴事業 

1.3 訪問看護事業 

1.4 訪問リハビリテーション事業 

1.5 通所介護事業（デイサービス） 

1.6 通所リハビリテーション事業（デイケア） 

1.7 短期入所生活介護事業（ショートステイ） 

1.8 短期入所療養介護事業（ショートステイ） 

 1.9 居宅療養管理指導事業 

1.10 特定施設入居者生活介護事業（有料老人ホーム） 

1.11 福祉用具貸与事業・福祉に関わる住宅改修事業 

（ⅱ）地域密着型サービス事業者 
（ 原則としてサービス事業者と同じ市町村に居住している者が対象） 

2.1 夜間対応型訪問介護事業 

2.2 認知症対応型通所介護事業 

2.3 小規模多機能型居宅介護事業 

2.4 認知症対応型共同生活介護事業 
2.5 地域密着型特定施設入居者生活介護事業 

2.6 地域密着型老人福祉施設 

   （ⅲ） 指定居宅介護支援事業 
    （ケアマネージャーによる介護サービスの計画作成などの支援事業） 

   （ⅳ） 介護保険施設  

4.1 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

4.2 介護老人保健施設（老健と略称される） 

4.3 介護療養型医療施設 
（５）介護度認定手続きから介護サービス実施への経路 

①申請手続き  

＊第 1号被保険者：保険者である市町村に要介護認定申請⇒調査員による認定調査

⇒主治医意見書の作成⇒一次判定⇒介護認定審査会（二次判定）⇒市町村が被保険
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者に要介護度認定の結果を通知⇒ケアマネージャーによるサービス内容の決定。 

＊第 2号被保険者：老化に起因する特定の疾病（例：癌、関節リュウマチなど１５

の症例）にのみ介護認定が行われる。 

 要介護認定の有効期間は開始時 1 年間ごとの更改であったが、諸費用軽減の

ためもあり徐々に延長され 3 年間とされたが、本年 11 月 15 日（金）の新聞報

道によると、2021 年度から最長 4年に延長するとのことである。 

②要介護度による介護サービスの基準 

（注－１）「基準時間」とは介護の手間を表す「ものさし」。認定調査（基本調査） 

の結果をコンピューターに入力すると介護行為の区分ごとの手間が時間単位で表

示される。 

（注ー２）単位とは、1単位＝10 円を基準として、日本全国を 8等地にわけ、条件

により加算・減算される。たとえば東京都の場合、1単位＝11.4 円になるとかであ

る。 

要介護度 基準時間 状態の維持・改善

可能性 

区分支給限度基準 

非該当 ２５分未満 歩行や起き上がり

の日常生活上の基

本動作を自分で行

うことが可能であ

り、かつ、薬の内

服、電話の利用な

どの手段的日常生

活動作を行う能力

もある状態 

給付なし 

要支援１ ２５分以上３２分

未満 

部分的な介助を必要

としながらも基本的

には独力生活できる

状態。適切な運動や

生活習慣の見直しに

よって要介護状態の

予防が見込まれる 

4970 単位／月 

要支援２ ３２分以上５０分

未満 

身体上または精神上

の障害があるため

に、厚生省令で定め

る期間にわたり継続

して、日常生活を営

10400 単位／月 
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むのに支障があると 
見込まれる状態であ

って、要介護状態以

外の状態をいう。 

要介護１ ３２分以上５０分

未満 

立ちあがることや歩

くことが不安定。 
物忘れなどが見られ

ることがある。 
身だしなみや着替

え、部屋の掃除、服

薬、金銭管理などの

うち、最小限一つの

分野で毎日 1 回は介

護が必要。 

16580 単位／月 

要介護２ ５０分以上７０分未

満 

起き上がることも自

分では困難。 
入浴時の直接介助や

トイレ時の間接介助

が増えてくる。 
身だしなみや食事、

着替え、部屋の掃除、

服薬、金銭管理など

のうち、最小限二つ

の分野で毎日 1 回は

介護が必要。 

19480 単位／月 

要介護３ ７０分以上９０分未

満 

起き上がりや寝返り

も自分では困難。 
暴力・暴言、昼夜逆

転などの痴呆の問題

行動が見られること

がある。 
身だしなみや食事、

着替え、入浴､排泄な

どのうち、最小限三

つの分野で毎日２回

は部分的又は全面的

26750 単位／月 
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な介護が必要。 

要介護４ ９０分以上１１０分

未満 

意思の疎通が全くで

きないこともある。 
身だしなみや食事、

着替え、入浴、排泄、

寝返り、起き上がり

などのうち、複数の

分野で毎日３～4 回

は部分的又は全面的

介護が必要。 

30600 単位／月 

要介護５ １１０分以上 生活全般にわたって

介護を要する。 
身だしなみや食事、

着替え、入浴、排泄、

寝返り、起き上がり、

立ち上がりなどのう

ち、複数の分野で毎

日５回以上は部分的

又は  全面的介護が

必要。 

35830 単位／月 

③ケアプランの作成 

 上記介護認定により、居宅介護支援事務所（介護給付の場合）および地域包括支

援センター（介護予防給付の場合）がケアプランを作成する。事務所およびセンタ

ーには都道府県が資格を与えているケアマネージャーがおり、彼らが利用者と一緒

にケアプランを作成する。 

 介護給付には、上記の介護度に応じた支給単位のほか、利用者全員に対して、

住宅改善費（20 万円・1 回限り）および福祉用具購入費（1 年につき 10 万円）

が支給される。 

 下記は、要介護度３の支給限度額内での利用の一例である。 

＜要介護度３の支給限度額内での利用＞ 

 午前 午後 サービス内容 週当たりの単

位 

月曜日 デイサービス 介護・入浴・送迎 898 点 

火曜日 ヘルパー ヘルパー 看護（30～60 分）を昼・

夕方２回利用 

788 点 

水曜日 デイケア 機能訓練・入浴・送迎 988 点 
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木曜日 訪問 看護（30～60 分）を昼

1回。 

816 点 

金曜日 デイサービス 介護・入浴・送迎 898 点 

土曜日 ヘルパー ヘルパー 看護（30～60 分）を昼・

夕方２回利用 

788 点 

日曜日 家族介護   

    計 5,176 点 

5,176 単位／週 Ⅹ 4.2 週＝21,739 単位／月＜26,750 単位 

＊ケアマネージャーは、利用者と介護サービス業者の間で、サービス契約を締

結させ、サービス内容を両者で確認させ、サービス利用料について、支払い方

法も取り決める。  

（６）介護報酬 

 ①介護事業サービス業者は、例えば東京都民の場合 21,739 単位Ⅹ11.4 円＝

247,826 円を保険者並びに利用者から受領する。 

 ②利用者は、収入に応じ 1割～3割を介護事業サービス利用者に支払う。 

 ③保険者は残額を介護サービス業者に支払う。                  

（７）介護現場でのスタッフ 

 介護・医療などのスタッフが存在する。 

 ①介護系スタッフ：ケアマネージャー、ヘルパー、介護福祉士、ソーシャルワー

カー 

 ②医療系：医師、看護職員、機能指導訓練員、薬剤師 

 ③住宅改修事業者、福祉用具事業者、栄養士、行政担当者 

 

３．介護保険制度の改正経緯 

介護事業計画 法律改正とトピックス 介護給付と介護報酬改定と

１号保険料（月額平均／人） 

第１期（2000 年[平

成 12 年]4 月～） 

介護保険法施行。 

成年後見制度開始。 

介護給付：3.6 兆～5.2 兆 

保険料：2,911 円 

第 2 期（2003 年[平

成 15 年]4 月～） 

介護保険料の見直し。 
介護報酬の改訂。 
高齢者虐待防止法の施行。 

介護給付：5.7 兆円～6.4 兆円 
介護報酬は、－2.3％ 
1 号保険料：3,293 円 

第３期（2006 年[平

成 1８年]4 月～） 

予防重視型へ 

介護給付と分けて、要支援者

への給付を「予防給付」とし

て新たに創設した。そして、

要支援者のケアマネジメン

介護給付：6.4～6.9 兆円 
介護報酬は、－2.4％ 
1 号保険料：4,090 円 
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トを、「地域包括支援センタ

ー（介護予防支援事業所）」

で実施。また、市町村が、介

護予防事業や包括的支援事

業などの「地域支援事業」を

実施するようになった。 

施設給付の見直し 

介護保険施設など施設等の

食費・居住費を保険給付の対

象外（全額自己負担）にした。

一方、所得の低い利用者への

補足給付を設けた。 

 その他、地域密着型サービ

スの創設や、介護サービス情

報の公表、負担能力を細かく

反映した第１号被保険者の

保険料の設定などを行った。 

コムスン不許可処分発生。 

第 4 期（2009〔平

成 2１〕年５月施行 

＊介護サービス事業者の業

務管理体制の整備。 

＊サ高住の創設 

介護給付：7.4～8.2 兆円 

介護報酬は、＋3.0％ 

1 号保険料：4,160 円 

第 5 期（2012」〔平

成 2４〕年４月施行 

＊地域包括ケアの推進 

＊介護職員による一部医療

行為の許可。 

＊有料老人ホームなどにほ

ける前払い金の返還に関す

る利用者保護。 

＊介護保険事業計画と医療

サービス、住まいに関する計

画との調和。 

介護給付：8.8～10.0 兆円 

介護報酬は、＋1.2％ 

1 号保険料：4,972 円 

第６期（2015 年〔平

成 2７〕年４月施行 

医療介護総合確保法の制定 介護給付：10.1～10.7 兆円 

介護報酬は、－2.27％ 

1 号保険料：5,514 円 

第 7 期（2018～

2020） 

居宅介護支援事業所の指定

権限を市町村へ委譲 

介護報酬は、＋0.54％ 

上記改正経緯の大きな流れの中の、おおきな動きは以下の通り：－ 
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①医療介護総合確保法 

 2014 年 6 月 18 日に成立したこの法律は、介護保険制度の改正の中で、最大か

つ画期的な内容であった。いわゆる「団塊の世代」が 75 歳以上となる「2025 年」 

を目標に医療と介護の提供体制を再編するというもので、医療と介護を包括的

にとらえ、超高齢社会に対応しようとするものである。 

 この法律は、名前のとおり医療と介護を総合的に一つの枠に組み込み高齢者

を見守ろうととするもので、世界で例をみない超高齢社会となる日本の現状に

対する対策を提案するもので、一部有識者の間から「19 本もの法律を一括して

『改正』するというきわめて強引な方法で成立させた」との批判もある。 

 そのポイントは「地域包括ケアシステムの整備」すなわち“医療、介護、住

まい生活支援サービスが身近な地域で包括的に確保される体制の構築”にある。 

 しかし、政府（厚労省）の真意は別にあるとする批判があり、たとえば日下

部雅喜氏（大阪社会保障推進協議会 介護保険対策委員）は、次のような問題

点を指摘している。（民間発行の「介護保険白書」より） 

 “この再編計画は二つの柱からなっている。第一は「効率的な医療提供体制

と称して、2025 年に向けて病床数を削減していくことである。第二の柱は「地

域包括ケアシステム」である。病院から追い出された患者・要介護高齢者の受

け皿として、在宅でぎりぎりまで生活させるための医療・介護などの提供体制

の構築である。そしてこれらの再編は医療費抑制を目標とし、介護保険制度で

は「制度の持続可能性」を確保するためと称して、サービス提供側には「効率

化」を求め、利用者側には「費用負担の強化」を求めるというものである。さ

らに、「自助」の名による保険外・自費サービスの促進、「互助」の名による住

民相互の助け合い・支えあいへの転嫁をも狙っている。” 

 同氏の論文を参考に、この法律の内容の重要部分をさらにみてみよう。 

（ⅰ）入院から在宅へ、医療から介護へ、施設から地域へ 

 高度急性期医療という「川上」から在宅介護という「川下」へと患者・要介

護高齢者を押し流していく仕組みであるという見方。 

 具体的には病床数の削減が計画されている。 

2012 年 

 

2025 年 

推計必要数 改革シナリオ 削減数 

一般病床 109 万床 129 万床 103 万床 26 万床 

療養病床  24 万床 34 万床 28 万床 6 万床 

（ⅱ）医療費削減は都道府県、市町村は受け皿作りの「地域包括ケア」 

 ＊都道府県は医療計画を担当。病床機能（高度急性期、急性期、回復期、慢

性期）を報告させ、医療計画に定める以上の病床を整備させない。違反にはペ

ナルティを課す。さらに消費増税分を活用した新たな基金を設置し、財政支援
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の仕組みを作った。 

 ＊市町村は在宅医療・介護連携事業を実施させる。 

（ⅲ）介護保険制度の見直しの概要と実施時期 

 ＊高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするための「地域包括

ケアシステム」を構築する。 

 ＊特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３以上に限定する。 

（ⅳ）年収による保険料の軽減と拡大。 

（ⅶ）要支援者サービスの見直し 

 ＊介護予防・生活支援を介護保険制度から外し、「住民の助け合い」へ移行。 

  ・現行担当サービス 

  ・緩和した基準の「サービスＡ」 

  ・ボランティアによる「サービスＢ」 

  ・専門職による短期集中予防の「サービスＣ」 

（Ⅷ）要介護認定申請の抑制方針 

（Ⅸ）ケアマネージメントは「互助サービス」へ誘導させるという指導を進め

る。 

（Ⅹ）実施時期：２０１５年から３年間で移行。ただし、財源を消費増税分か

ら賄うことを基本としているため、移行時期がずれてきた。 

②介護保険料の増額 

 被保険者が払う保険料は、発足時の 65 歳以上の保険料は月額で 2911 円だっ

たが、15 年後の第 6期には、月額 5,514 円とほぼ 2倍になっている。 

収入の少ない高齢者の保険料は、地方自治体が独自に減免する場合もある。65

歳以上の高齢者の保険料は、所得に応じて原則として 6 段階に分かれている。

真ん中の 3段階を 1とすると、最も低い 1段階は 0.5、2 段階は 0.75、4 段階は

1.25、最高の 6段階は 1.5 となる。さらに法令では、段階の刻みを細かくして、

低所得者に軽く、高所得者に重くすることもできる。自治体の減免は、こうし

た法定減免より踏み込んだ事例が多い。このため厚生労働省は、(1)全額免除は

しない、(2)収入のみに着目した一律の減免をしない、(3)減免の財源は市区町

村の一般財源から繰り入れない、とする 3原則を示している。 

③介護報酬の増額抑制 

 これまで 24 種類の 52 サービスが提供されてきているが、介護報酬額の増大

に歯止めがかかっていない。そのため近年では必要に応じた多様なサービスが

考案され提供される一方で、要介護度の低いサービス利用者に対する支給限度

額が減額されたり、自己負担額が増額されるという傾向が続いている。 

④特別養護老人ホームの入居者限定基準の厳格化 

 特別養護老人ホームは、原則市町村が経営しており、信頼性が高く、入居者
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の費用が民間の有料老人ホームの費用をかなり下回るため入居希望者が多く、

絶えずウエイティングの状態である。 

 現状、要介護１から５までの者が入居しているが、今後、これを原則として

要介護３以上とするとした。 

⑤サービス付き高齢者向け住宅の創設（第 4期（2009〔平成 2１〕年５月施行） 

 介護付き有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 

施設の特

徴 

主に介護を必要とする高齢者が、介護

や生活支援を受けて居住する施設 

主に介護を必要としない自立した高

齢者が様々な生活支援サービスを受

けて居住する施設 

入居条件 原則として 65 歳以上 自立・要支援 1
～要介護 5  

原則として 60 歳以上 主に自立～軽

度の要介護 

費用 入居一時金：0～数千万円 
月額費用：15～40 万円  
※施設により異なる 

敷金：家賃の 2～5 ヶ月分 
月額費用：10～30 万円  
※施設により異なる 

居室面積 個室 13 ㎡以上 個室 原則 25 ㎡以上   
※条件を満たせば 18 ㎡以上でも可 

主なサー

ビス内容 

介護サービス（食事、入浴、排せつ）

食事の提供 リハビリ、健康管理 レク

リエーション 

安否確認 生活相談 生活支援（掃除、

買物代行など） 

契約方式 終身利用権方式 建物賃貸借契約 

 

⑥コムスン不許可処分 

 1988 年福岡市で創業、在宅入浴サービス、夜間巡回介護事業などを全国に先

駆けて展開し、さらに「24 時間 365 日体制の老人介護サービス」を開発し、2000

年の介護保険制度開始に合わせ、登記上本店を東京都に移転、2005 年には訪問

介護事業の顧客数がニチイ学館を抜き国内最大となった。2006 年には施設系サ

ービスでも大手となった。しかし、介護保険制度上報酬単価が低い事業が多く、

経営上の問題点が現れ、介護報酬の不正請求や介護サービス事業所の不正登録

が明るみに出た結果、2007 年 6 月厚生労働省から処分された。そのため事業の

売却を開始、2009 年 12 月 31 日に会社解散となった。 
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４．介護保険制度の国家財政 

 国家財政の歳出のなかでの介護保険関連費の状況をみるため、社会保障関係

費（「医療」、「年金」、「福祉」、「介護」、「生活保護」など）の全体像

をみると以下の通りとなる。（平成 31 年度予算より） 

 

 

 政府支出の介護給付費用は、国民の保険料を除いて最近の数字で概算５兆円

程度であり、社会保障費の 15％前後であるが、年々増加し続けている。 

 

５．介護保険制度に対する評価 

（１）専門家、有識者のコメント 

①Ａ氏（介護保険制度でケアマネージメント部門を担当） 

＊「利用者本位」「自立支援」という方向性を示した。社会保険であれば負担と

給付の関係も明確であるという流れで介護保険ができた。受給者人数の増加、

サービスの多様化から財源の確保が絶えず問題となってきた。そのために、 

・保険料の自己負担の引き上げ 

・公費負担の引き上げ 
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・保険給付の抑制 

・要介護認定者が増えないように介護予防を重点化する 

などが議論され、一部実行されてきた。 

＊総括の必要性 福祉ミックスということで民間参入を認めてきたが、果たし

てよかったのか？総括することが必要である。 

②Ｂ氏（岩手県で特別養護老人ホームを経営） 

＊自己決定権確保は評価できるが、希望通りのサービスを使えないという問題

が発生している。 

＊介護の社会化をモットーに始まったが、介護にまつわる課題が浮き彫りにさ

れている。たとえば老々介護、認認介護、特養に入れない介護難民、介護殺人、

介護自殺、介護離職などが存在している。 

＊人材確保が困難。2025 年には介護人材をさらに 100 万人必要と言われている

が現実にはいない。 

＊人口減少問題。たとえば一関市では現在の 12 万 4000 人が、2040 年には 7 万

5000 人になる。この推移を見ながら事業を見直す必要性がでている。 

③Ｃ氏（社会福祉法人として、特養、老健、24 時間ヘルパーなど経営。） 

＊介護保険制度導入以前は、国が目標とする在宅福祉を公費で賄うと、財源と

して消費税を当てると言われてきたが、介護保険制度導入により、国と国民が

負担する保険制度に変った。しかし十分な基盤整備のないまま保険制度が始ま

り保険あってサービスなしという状態が発生した。保険制度には「負担なけれ

ば給付なし」という原則もある。 

④Ⅾ氏（医療福祉生協連事業部課長） 

 医療福祉生協連も介護保険制度導入以前から介護分野でも広範な活動しをし

てきたが、介護保険制度のもとでの介護事業は介護報酬が低いという問題に直

面している。介護保険制度制定の前後を通して、医療福祉生協連は「介護保険

制度は介護保障制度であるべし」という主張をしてきた。 

⑤Ｅ氏（金沢大学教授。社会保障論） 

＊社会保障制度の大きな転換 

 措置制度から契約制度への転換、現物給付から現金給付への転換、非営利原

則から営利・非営利を問わない原則への転換、応能負担から応益負担への転換

などが行われ、社会保障全体からみるとこれらの仕組みが障害や保育の分野ま

で導入されていった。 

＊負の側面を抱え込む 

 契約ベースのため、自治体の責任は間接的となった。制度がニーズを満たし

ているかどうかを絶えずチェックしてニーズの充足に努めるという社会保障の

基本が放棄された。 
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＊営利的方向に傾斜。 

 今や訪問介護事業の６割以上が株式会社によって占められている。非営利の

事業体も営利の事業体と競争関係に立たされている。 

＊医療ソーシャルワーカーも「収入」を念頭に 

 医療ソーシャルワーカーはケアマネージャーの仕事を担うようになり、これ

まではケースワーカーとして福祉ニーズをどう満たしていくかだけを考えて仕

事をしてきたが、ケアマネージャーとなると「この人へのサービスはどれだけ

の収入になるか」というようなことを考えながら仕事を考えるようになった。

これまでニーズに制度を合わせてきたのが、制度にニーズを合わせるようにな

った。 

＊問題を金銭で解決するという方向は、社会保障にとっては明らかに後退であ

る。 

 

６．介護保険制度を中心とする市町村の取り組みの例（武蔵野市） 

 介護保険制度が市町村を保険者として運営されているため、各市町村がそれ

ぞれ独自の運営施設やイベントを推進している。その一例として、報告者が居

住している武蔵野市の例を紹介する。 

（１）武蔵野市高齢者福祉毛計画・第 7期介護保険事業計画 

  （2018 年度～2020 年度） 

 「まちぐるみの支え合い地域包括ケアのさらなる推進｝をスローガンとして、

自立支援・重度化防止へむけた医療と介護の連携、高齢者を支える人材の確保・

育成を強化するに重点を置いている。その一例として、2000 年の介護保険制度

導入を機に、地域における『共助』のしくみとしてテンミリオンハウス事業を

展開してきた。テンミリオンハウスは、地域の人材と建物を有効活用しながら、

市が運営団体に対し年間 1 千万円（テンミリオン）を上限とする補助を行って

運営する「近・小・軽」の家で、高齢の周辺住民たちが集まり、健康維持に努

めている。 

（２）ケアリンピック武蔵野２０１９ ケアについての専門家の講演、ケア

関連の諸事業者の展示や商品のＰＲなどが、かなりの規模で行われ、今年で 5

年目となる。 今年は専門家の講演として、岩名礼介氏（三菱ＵＦＪリサー

チ＆コンサルティング株式会社社会政策部長・主席研究員）の「２０４０年

の武蔵野市と介護サービスの未来」についての話があった。 

 

７．外国の介護保険制度の例 

（１）ドイツ 

 ドイツは介護保険発祥の地である。１９７０年代から２０年間の議論を経て、



17 
 

１９９４年５月に世界で初めて介護保険法が成立した。保険者は医療保険の保

険者である疾病金庫に設けられた「介護金庫」であり、公費負担はなく、すべ

て保険料で賄われる。被保険者はすべての医療保険加入者であり、ほぼ 7,000

万人（推定）である。要介護度は、０～３の 4段階。 

＊日本の制度との比較：①給付範囲が狭い。著しく介護を要する者に対して、

限度額も低く「部分保険」を呼ばれている。そのため近親者の介護力への依存

が強く、近親者介護への配慮もなされている。②被保険者の年齢制限がない。 

③サービス給付に対する利用者負担がない。④公費負担がない。 

＊老人ホーム：日本のように月額 10 万円程度で入居できる特別養護老人ホーム

の制度はない。日本のいわゆる有料老人ホーム的な施設は、主にキリスト教会

関連の経営であり、設備は日本より立派だが、自己負担費用は月額平均 24 万円

程度と言われている。 

（２）オランダ 

 医療介護関連を Compartment1-3 に分けて管理している。 

 ①Compartment－１  

 1 年以上の入院医療介護など、治療、療養に比較的長期間を必要とする疾患症

状を中心としてカバーするいわば公的介護保険である。国が保険者として機能

し、介護の分野ではケアアセスメントセンターが必要なサービス量を算定する。 

 ②Compartment－２ 

 1 年以内の短期医療を中心としたサービスの提供で、保険者は私企業を中心と

する健康保険会社である。 

 ③Compartment－３ 

 Compartment－１、２でカバーできないサービスをカバーしている。具体的に

は、18 歳以上の歯科治療、眼鏡、慢性的兆候のない患者への理学療法サービス

などが例として挙げられている。国民の９１％が Compartment－３の私的医療保

険の商品を購入しいる。 

 以上のように、日本の介護保険制度とは比較しにくい制度である。 

（３）韓国 

 韓国は急速な高齢社会へと向かっている。韓国統計庁は本年 3月 28 日、将来

人口推計を発表した。「総人口は早ければ 2019 年の 5165 万人をピークに減少に

転じる。人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合も 2065 年に 46%に達し、高齢化

では日本を抜いて経済協力開発機構（OECD）加盟の先進国のなかで首位になる。」 

 2008 年 7 月に、「老人長期療養保険法」（＝介護保険法）が施行された。 

 2008 年段階では、まだ高齢化率は７％前後であったが、当時の廬武鉉大統領

の主導で介護保険導入が実現したという。  

 特徴：①「普遍体制」＝高齢者すべてを対象とする。②「利用者中心」＝サ
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ービス選択と利用の保障。③「多様な事業者の存在」＝民間事業者の参入。④

「社会的連帯」＝被保険者は 20 歳以上の国民健康保険の被保険者（＝成人の全

員をカバー）⑤サービス受給者は、原則として 65 歳以上。 

（４）台湾 

 台湾の高齢化率が7％を越えたのは1993年、2013年が11.5%、2017年の予測は1993  

年の2倍の14％となる。台湾でも少子化と長寿化が同時進行しており、日本並みのスピ

ードで人口の高齢化が急速に進んでいるのが現状。台湾の高齢化は今後急速に進

んでわずか 20年あまりで現在の日本の水準に達すると見込まれている。 

 介護保険制度導入問題は、「長期介護サービス法」が度重なる協議の末、2015年6  

月15日に国会にて可決された。 これを持って該当する法案の実施が 2019年から開

始の予定でとなったが、2016 年5 月に就任した民進党の蔡英文総統は、就任演説

で長期介護政策を推進することの重要性は訴えたものの、介護保険制度や関連

する立法については全く言及していない。あくまでも税金を用いた現行システ

ムに基づいて、高齢者一人ひとりが自分の住み慣れた地域で安心して老後生活

を送ることができるように、また家族の介護の負担を軽減するように政策を進

めるとしている。このように2人の総統の間で介護政策に関するヴィジョンが異

なるため、介護保険制度の導入の可否、導入のタイミングについては予断を許

さない。 

 その他の特徴：①台湾独自の住み込み型外国人労働者による介護。②退役軍

人の政府負担による介護。③介護保険料を企業にも負担させようとする方針。 

 

８．介護保険制度の将来 

 「ケアリンピック武蔵野２０１９」での岩名氏の講演をベースに検討してみ

たい。同氏の論旨は国の目指している「地域包括ケアシステム」に沿って、“介

護保険だけに頼らず地域住民の自助・互助・共助・公助の組み合わせで、高齢

者を支え合う”方策を提唱している。 

 高齢者という言葉で括る集団は、どんどん多様化し、高齢者間の格差も広が

っていくと予想している。 

 私見でも、この論旨と異なる見解は持っておらず、自分として今後とも介護

保険に頼らない健康を維持し続けていきたいと思っている。 

以上 
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