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は じ めに

介護 保険 制度 は、 １９９ ７（ 平成 ９） 年１２ 月 に 介護 保険 法など の
関連法 案が 成立 し た 後、 準 備期 間を 経て 、 ２０ ００ （平 成１ ２）年 ４
月から実 施さ れた 。この介護 保険 は、医 療保険 、年 金保険 、労災保険 、
雇用保 険に 続く 日本 で第五 番目 の社 会保 険制度 とし て制 定さ れ たが 、
それは 、 こ れま での 家族に よる 介護 から 、社会 全体 で支 える 介護へ の
転換、 いわ ゆる 「介 護の社 会化 」を めざ すもの であ った 。 す なわち 、
毎 月所 得に 応じ た保 険料を 拠出 する こと によっ て、 被保 険者 が要介 護
状態に 陥っ た時 には 市町村 に申 請し 要介 護認定 を受 け、 各自 の要介 護
度に応 じた 一定 の介 護サー ビス を利 用者 の選 択 で利 用す るこ とがで き
る仕組 みで ある 。 要 介護度 は５ 段階 に分 か れて おり 、さ らに 要介護 に
なるの を防 ぐた めの 要支援 が設 けら れた ため 、 実質 的に は６ 段階で ス
タートし た。保険 者 は、市町村 とされ、６５歳以 上が 第１号 被保険者 、
４０歳 以上 ６５ 歳未 満が第 ２号 被保 険者 とされ 、各 々か ら 保 険料が 徴
収され る。 サー ビス を利用 した 場合 の利 用者負 担は 、家 族の 状況や 個
人の収 入等 にか かわ らず、 一律 １割 の応 益負担 であ る。 財源 は、国 が
２５％（「施 設 」等 は２０％ ）、都道 府 県が１２ ．５％（「 施設 」等は １
７．５ ％）、市町村 が １２．５％ 、保険 料 ５０％の 割合 で構成 されてい
た。
当初 、こ のよ うな 形 でスタ ート した 介護 保険制 度で あっ たが 、実施
後１８ 年を 経て 、制 度の持 続可 能性 も含 めてそ のあ り方 が問 題とな っ
ている 。６ ５歳 以上 の第１ 号被 保険 者の 数は、 制度 創設 当初 の２１ ６
５万人 から 、２ ０１ ５（平 成２ ７） 年４ 月末に は３ ３０ ８万 人に 、 要
介護認 定者 数も 、２ １８万 人か ら同 年４ 月末に は６ ０８ 万人 へと増 加
し、こ れに 伴い 、介 護保 険 にか かる 費用 も当初 の３ ．６ 兆円 から２ ０
１３（ 平成 ２５ ）年 度の ９ ．２ 兆円 へ と 、２倍 以上 の伸 びと なって い
る。
こう した 保険 財政 の 窮迫を 背景 に、 介護 保険は 改正 のた びに 、 保険
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料の高 額化 と一 部自 己負担 の強 化 を 繰り 返して きた （当 初の １割自 己
負担から 一定 所得者 以上は 2 割の 負担へ と改正さ れ、 さらに は 3 割負
担案が浮 上し てきて いる）。ごく 最近で は 、軽度 の高 齢者に 対 する訪問
介護の うち 掃除 や調 理とい った 家事 援 助 サービ スは 、介 護保 険の対 象
から除い て自 己負担 させると いっ た 方向 まで 打ち 出さ れてい る。また、
２０１ ７（ 平成 ２９ ）年３ 月ま でに 、要 支援者 に対 する 訪問 介護と 通
所介護 を介 護保 険か ら切り 離し て、 市町 村が行 う地 域支 援事 業（新 し
い「介護 予防・日常 生活支 援 総合 事業」）へ 移行 させる とい う地方分 権
の動きも 加速 化して きている 。
こうし た改 正の動 きに対し て、石 橋敏 郎は、
「 給付の 抑制、財源の確
保を直 接に 意識 した 財政改 革だ けで はな く、こ れま での 社会 保障の 目
的や理 念そ のも のを 変え て いく よう な質 的な改 革を 含ん でい るとみ ら
れるもの も見 受けら れる 」( 1) とした うえ で、
「最 近の社 会保 障制度の 改
革は、 社会 保障 財政 の窮迫 が背 景に ある として も、 単な る財 政的措 置
として の改 革と いう 説明だ けで は十 分理 解する こと がで きな い部分 が
含まれ てい る。 そこ には、 われ われ がこ れまで 抱い てき た従 来型の 社
会保障 の考 え方 、理 念、目 的、 そう いっ たもの に対 する 変革 を含ん で
いるとい わな くては ならない 。ひょっ と すると 、な かには 、生存権（憲
法２５ 条） を基 礎と する 社 会保 障の 権利 を揺る がす よう な改 革が含 ま
れている のか もしれ ない 」 ( 2) と 警鐘 を鳴 らしてい る。
社会環 境の 変化、経済的動 向、高 齢化 の進展な ど の 要因に 合わせて 、
介護保 険制 度も 時代 にあっ たも のへ と変 革され てい くの は当 然だと し
ても、 ここ １８ 年間 の改革 を見 る限 り、 そのつ ど負 担増 や経 費削減 と
いった 方法 で制 度の 立て直 しを 図ろ うと する財 政抑 制策 ばか りが目 に
つき、 そこ には 将来 を見通 した 改革 視点 や改革 をリ ード して いくよ う
な首尾一 貫し た理念 という も のが 存在し なかった 、と いって よい 。
そこで 本論 文で は、「普遍 主義 -選 別主 義」と いう 古く から 議論さ れ
てきた 福祉 サー ビス 評価の 基本 的理 念に 今一度 立ち 返り 、こ れを制 度
見 直 し の視 点に 置く ことに より 、 介 護保 険制度 の変 容 を 分析 するこ と
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を試み た。 ここ での 「 普遍 主義 」と は、 一言で 言え ば、 ニー ズ（こ の
場合は 介護 ）の ある 者は、 年齢 や所 得に 関係な く同 一の サー ビスを 受
けること がで きる と いう 理念（概 念）で あり、これに 対して 、
「選別 主
義」と は、 サー ビス 受給要 件と して 資力 調査を 伴っ てい たり 、利用 料
が違っ てい たり 、年 齢も含 めて サー ビス 受給者 が特 定の 範囲 の者に 限
定される 、と する理 念（概念 ） を さす 。
こう した 分析 を行 う 理由は 、 何 をも って 普遍主 義と いう のか 、 どう
いう条 件や カテ ゴリ ーが付 けば 、そ の制 度は選 別主 義に なる のかに つ
いての より 厳密 な 議 論はも ちろ ん 行 わな く ては なら ない が（ この点 は
後述す る）、 よ り明 確かつ 基本 的な 理念 を考察 軸に 据え るこ とによ り、
これま で多 くの 論者 がそれ こそ ばら ばら な 視点 から 行っ て き た介護 保
険制度 改革 に対 する 評価を 一定 の枠 組み のなか に取 りま とめ 、さら に
は、持 続可 能性 も含 めてこ れか らの 望ま しい介 護保 険制 度の あり方 に
つ いて 、明 快で 一貫 した制 度考 察と 統一 的な論 理展 開が でき るとい う
点 にある 。
より 具体 的に は、 普 遍主義 に徹 した 制度 として スタ ート した 介護保
険 制 度 が、 その 後の 度重な る改 正に よっ て 、次 第に 選別 主義 化して き
て い る 点を 明ら かに すると とも に、 当初 と比べ ると 制度 が一 層複雑 化
し、国 民に 分か りに くくな って しま って いる現 状を 指摘 し、 今後 は 普
遍主義 的な 方向 性へ の制 度 の明 確化 ・簡 易化を 目指 すべ きで あると い
う主張 を展 開し たい 。すな わち 、普 遍主 義に則 った 介護 保 険 制度の 再
構築を提 起 す るもの である。
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第Ⅰ章

介護 保険制 度におけ る普 遍主義 論

第1節

考察 軸とし ての普遍 主義 論

２０ ００ （平 成１ ２ ）年４ 月に 施行 され た介護 保険 制度 は、 高齢者
介護と いう 社会 福祉 サー ビ スを 社会 保険 方式で 賄う とい う日 本では 初
めての 制度 であ った ため、 実施 前は 、十 全に 機 能す るか どう か とい う
点に関 して 、不 安や 戸惑い の声 のほ うが 大きか った 。介 護保 険料拠 出
に対し ての 理解 が得 られる か否 か 、 要介 護認定 →ケ アア セス メン ト →
ケアプ ラン へと 至る ケアマ ネジ メン トが 円滑に 運営 でき るか 否か 、 ス
ムーズ な運 用の ため に不可 欠と され る人 材や施 設が 確保 でき るのか 否
か、
「保 険あっ て介 護なし」という 状況 に陥る の では ないか 、市場原 理
を導入 した 場合 、採 算の取 れな い郡 部に はサー ビス 事業 者が 進出し て
こない ので はな いか 、また 、競 争が 激し くなる とコ スト 削減 のため に
サービ スの 質の 低下 が起る ので はな いか 、措置 制度 から 契約 制度へ と
移行す ると して も、 契約に 疎い 高齢 者に どうや って 対等 な立 場で契 約
を締結 させ るこ とが できる のか 、国 民健 康保険 財政 の赤 字で 悩んで い
る市町 村を 、さ らに 赤字体 質が 予想 され る介護 保険 の保 険者 として 位
置づけ るこ とは 適切 か否か 等々 、不 安材 料は挙 げれ ばき りが ないほ ど
多数にの ぼっ ていた 。
しか し、 全体 とし て 、多少 の混 乱は あっ たもの の 、 介護 保険 制度は
ほぼ順 調に 運営 され てきて おり 、年 数の 経過と とも に国 民の なかに 制
度が次 第に 浸透 し、 い まや 完全 に認 知さ れてい る 。 その 反面 、予想 を
はるかに 上回 るスピ ードで要 支援 者･要 介護者の 数（特 に後 期高齢者 の
要支援者 ･要 介 護者 の数）が増 加し 、そ れととも に利 用者の 数も急激 に
増加し てい る。 利用 者の増 加は 、当 然な がら 、 介護 保険 財政 を圧迫 さ
せ る 。 厚生 労働 省に よれば 、 人 口に 占め る ７５ 歳以 上の 後期 高齢者 の
割合は 、 ２ ０５ ５（ 平成６ ７） 年に は２ ５％を こえ る見 込み である こ
と、６ ５歳 以上 の高 齢者の うち 、 特 に 認 知症高 齢者 の数 が増 加して い
くとみ られ るこ と、 世帯主 が６ ５歳 以上 の世帯 のう ち、 単独 世帯や 夫
4

婦のみ の世 帯が 増加 してい くこ と、 首都 圏をは じめ とす る都 市部に お
いて、 今後 急速 に高 齢化が 進む こと など が予想 され てお り、 それに 対
応する 費用 とし ては 、２０ ２５ （平 成３ ７）年 には 、現 状維 持ケー ス
で１９兆 円（５ ．３ 倍）、在宅充 実ケ ー スでは２ ３兆 円（ ６ ．４ 倍）が
必要であ ると 予測さ れている 。
介護 保険 制度 をこ のまま 安定 的に 運営 するこ とが 可 能 か否 かとい う
点、す なわ ち、 介護 保険制 度の 持続 可能 性は 、 その 大半 が 財 源の確 保
にかか って いる とい っても 過言 では ない 。 この 財源 確保 の方 法とし て
は、主 に以 下 の ３つ が考え られ る。 ①保 険料、 一部 自己 負担 を含め て
被保険者 ･利用 者の 負担を増 やす こと、②利用者 にと って必 要ではな い、
あるいは 効果 が薄い と思われ る給 付を削 減･廃止 したり 、経費 の無駄を
省いた りす るこ と、 ③でき るだ け要 支援 ・要介 護状 態に なら ないよ う
健康維 持に 努め ても らう こ と、 とい う３ つの方 法で ある 。介 護保険 法
は、お およ そこ の３ つの方 向の もと に 、 そして 介護 従事 者の 確保と 資
質の向 上、 施設 ・在 宅を問 わず サー ビス を提供 でき る基 盤の 整備に 向
け て、 過 去３ 回の改 正を重ね てき た。
とりわ け、3 度目 の改正で ある ２０１ ４（平成 ２６ ）年 度 改正では 、
主 に① 要支 援者 への サービ スの 見直 し、 ②一定 以上 の所 得を 有する 者
への利 用者 負担 の見 直し、 ③補 足給 付に ついて は資 産を 勘案 する等 の
見直し 、④ 施設 サー ビス受 給者 の支 給対 象の見 直し （原 則と して施 設
は要介護 度３ 以上の 高齢者が 利用）、の 三 つ が行わ れた 。こ の ような改
革につ いて は、 財政 の窮迫 が背 景に ある にして も、 生存 権（ 憲法２ ５
条）を 基礎 とす る社 会保障 の権 利を 揺る がすよ うな 改革 が含 まれて い
る 、と危 惧す る意見 もあ る ( 1 ) 。
本論文に おい て、介 護保険 制 度の 持続 可 能性を検 討す る上 で 、
「普 遍
主義」 論を とり あげ る のは 以下 の理 由か らであ る。 福祉 政策 を客観 的
に評価 し、 分析 しよ うとす る研 究関 心の 萌芽は 、１ ９ ８ ０年 前後の 三
浦文夫ら によ る社会 福祉政策 研究 に求め られる 。そ して、
「普 遍主義‐
選別 主 義 」概 念 は 三 浦が 取 り 上げ て 以 来
5

(2)

、 １ ９８ ０ 年 代に おけ る 現

実の社会福祉の政策と実践に対して、一定の影響力を持ってきた

(3)

。

さらに 、１ ９８ ０年 代末か ら１ ９９ ０年 代にか けて は、 社会 福祉制 度
改革の基 本テ ーマと して 、
「 社会福 祉サ ービスの 普遍 化・一 般化」に 焦
点が当 てら れた 。 高 澤は、 これ を 「 普遍 主義的 社会 福祉 の展 開が、 社
会福祉 行政 の所 掌領 域の拡 大と その 全国 民的基 盤の 存在 証明 、ある い
は社会 福祉 行政 のも つ共同 社会 的公 共性 の確立 と、 ステ ィグ マの払 拭
に大 き な 役割 を 果 た した 。」 (4 ) と して 評 価し て い る。 こ の よ うに 、「普
遍主義 ‐選 別主 義」 概念は 、わ が国 の福 祉政策 論の 初期 から 今日 に い
た る ま で 、一 貫 し て 議論 の 焦 点 と な っ て きた

(5 )

。概 し て 、こ の 普 遍 主

義-選別 主義論 は、主 として社 会福 祉の領 域での議 論と みなさ れ 、社 会
福祉以外 の領 域では 、とくに 社会保 険 =普 遍主義と みな す傾向 が強かっ
た。た とえ ば 星 野は 、本来 なら 社会 保険 も視野 に入 れて 幅広 く議論 さ
れるべ き普 遍性 ― 選 別性の 政策 論議 が、 わが国 の狭 い社 会福 祉学に は
欠落して きた と批判 している (6) 。
従来は老 人福 祉の領 域で扱わ れて いた介 護 は、社 会 保険（ 介護 保険）
で扱われ るよ うにな った以上 、これか ら の 普遍主 義 -選 別主 義論は 、社
会福祉 の領 域を 超え て、社 会保 険を 含む 社会保 障の レベ ルで の議論 に
まで高 める 必要 があ る。た とえ ば、 介護 保険制 度の 変容 は、 普遍主 義
の視点 から 理解 可能 であり 、 介 護保 険制 度 改革 の望 まし き 将 来像を 論
ずるにあ たっ ても、 普遍主義 とい う視点 は有効で ある 。
以 上 の 理 由 か ら 、本 論 文 で は 、 こ の 「普 遍 主 義 」 を 考 察 軸と し て 位
置 づ け 、そ れに 基づ いて 介 護保 険制 度の 変容過 程を 明ら かに すると と
もに、 その 持続 可能 性 を検 討し たい 。 そ の意義 は、 これ まで の社会 政
策論とし ての「普 遍 主義」では なく 定 義 づけられ た「 普遍 主 義」か ら 、
介護保険 制度 という 社会保障 分野 の一部 を考察す る点 にある 。しかし 、
そのた めに は 、 考察 軸とし ての 「普 遍主 義」の 厳格 なか たち での定 義
が必要で ある 。この 点につい て は 、次節 以降で 論 ずる 。

第 ２節

日本 におけ る「普遍 主義 -選別 主義」論
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里見 によ れば 、日 本の社 会福 祉は 、社 会保障 制度 審議 会 に よる 「 社
会保障 制度 の総 合調 整に関 する 基本 方策 につい ての 答申 およ び社会 保
障制度の 推進 に関す る勧告」
（１ ９６２（ 昭和３７ ）年 ８月２ ２日）を
契機に 、そ の対 象を 主とし て低 所 得 層に 限定す る段 階か ら、 必ずし も
低所得 層に 対象 を限 定しな い段 階へ と移 行し 始 めた 。そ して 、本格 的
な社会福 祉の 対象の 拡大を 、 １９ ８０年 代以降 と して い る ( 7) 。
また 、 彼 によ れば 、 いわ ゆる 「福 祉 見 直し 」 論の 登場 に始 まる１ ９
７０年 代後 半以 降現 在にい たる まで の時 期に 、 日本 の社 会福 祉一般 に
影響を 与え た理 念型 として は、「ば らま き福祉 批判 」「 福祉 見直し 」論
を直接 に継 承す る選 別主義 的な 「日 本型 福祉社 会」 論の 潮流 と、ノ ー
マライ ゼー ショ ンの 理念に もと づく 普遍 主義的 な福 祉へ の潮 流 の二 方
向 が存在 した

(8 )

。

た と えば 、中 央社 会福祉 審議 会「 当面 の在宅 老人 福祉 対策 の在り 方
につい て（ 意見 具申 ）」（ １９ ８１ （昭 和 ５６） 年１ ２月 １０ 日）に お
い ては 、ホ ーム ヘル プサー ビス の派 遣対 象世帯 を低 所得 世帯 から一 般
世帯（ 所得 税課税 世 帯）に 拡大 するこ と が提起さ れ 、これ を 受けて「老
人家庭奉 仕員 派遣事 業運営要 綱」の 改定 が翌年１ ０月 から実 施された 。
こうし た対 象の 拡大 をさし て、 社会 福祉 の一般 化・ 普遍 化と みなす 立
場もあ るが 、① 対象 世帯の 拡大 は、 応能 負担型 の有 料制 と引 き換え に
実施さ れた こと 、② 実施に あた って は、 その家 族が 老人 の介 護が行 え
ないよ うな 状況 にあ る場合 に限 る と いう 条件が 付け られ てい た こと 、
などの 点を 勘案 すれ ば 、一 般化 への 過程 に入り つつ ある とは いえる も
のの、選 別的 要素が 多分に含 まれ ており 、普遍化 とま ではい えない。
い ずれ にせ よ 、一 番ヶ瀬康 子が、この 時期 をと らえ て 、
「 かつての 選
別主義 的な 社会 福祉 から普 遍主 義的 社会 福祉へ の転 換そ して 抜本的 な
制度改革 がな さ れよ うとして いる 」と 指 摘してい るよ うに 、普遍主義 選別主 義の 視点 は、 社会福 祉を 含め て こ の時期 の社 会保 障の 変遷を 分
析するに あた って の 、重要な 理論 軸とし て 位置づ ける ことが できる

(9)

ま ず本 章で は 、 この 普遍主 義と その 対極 にある 選別 主義 につ いて、 す
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。

なわち 、わが 国の「 普遍主義 -選別 主義 」論に ついて 、概 念 整理を行 い
た い。

（１）

日本 の社会 保障論に おけ る「普 遍化」

わが 国に おけ る社 会政策 の「 普遍 化 」 論は、 社会 保障 や福 祉サー ビ
スの制度 改革 の方向 性と関係 しな がら 展 開された 。(10 ) すな わ ち、改革
に よ る 、選 別主 義で ある「 公的 扶助 」か ら 、普 遍主 義で ある 「社会 保
険」へ の移 行 で ある 。他方 で 、 普遍 主義 をめぐ る議 論を 、 資 力調査 ・
所得調 査、 ある いは 必要判 定の 有無 や形 式に焦 点 を 当て るこ とによ っ
て、対象 選別 の方法 論へと焦 点化 させる 傾向もあ った (11 ) 。
この よう に、 近年 の社会 福祉 改革 をめ ぐる議 論 の なか では 、現在 の
社会福 祉の 基本 原則 を示す 概念 とし て、 あるい は社 会福 祉の 今後の 進
むべき方 向 性 を 示す 概念とし て 、
「普遍 主 義」の 概念 がしば し ば用いら
れるよ うに なっ てい る 。た とえ ば、 １９ ５０年 代か ら１ ９７ ０年代 初
頭にか けて 、生 活保 護法が 「福 祉六 法」 の中 に 新た に加 えら れるよ う
に な った こと や「国 民皆保険・皆年金」が導入さ れた こと等 を筆頭に 、
資力調 査の ない 福祉 政策の 拡大 、お よび 国民一 般を 社会 保障 の対象 に
し て い く 傾 向 を と ら え て 、「 普 遍 化 」 と 呼 ぶ 場 合 が こ れ に あ た る ( 12) 。
さらに 、１ ９８ ０年 代から ９０ 年代 には 、基礎 年金 制度 の導 入、あ る
いは社 会 福 祉関 連八 法改正 や社 会福 祉基 礎構 造 改革 によ る「 措置か ら
契約へ 」お よび 「扶 助から 保険 へ」 とい う変化 があ った が 、 これも 社
会保障 の「 普遍 化」 の推進 とし て位 置づ けられ てい る 。 また 、介護 保
険制度 や障 害者 に対 する支 援費 制度 も、 介護 サ ービ スの 「普 遍化」 を
スロー ガン に導 入さ れてい る 。 古川 は、 社会福 祉が 「貧 困者 に対す る
施策」 から 「貧 困者 のため だけ でな い施 策」へ と変 化し たこ とを「 普
遍化」 と呼 び、 こう した「 普遍 化」 が著 しく促 進さ れた のは 、１９ ８
０ 年 代の 一連 の「福 祉改革」の 展開過 程 であった 、と 指摘 し ている ( 13) 。
以上 のよ うに 、わ が国の 社会 保障 行政 や社会 保障 制度 審議 会等に お
け る議 論 の 中で は、 戦後以 降 一 貫し て国 民一般 を対 象と する 「普遍 主
8

義」が 支持 され 、資 力調査 がな く国 民一 般を資 格要 件に する という 意
味での 「普 遍主 義的 」な社 会保 障制 度が 目指さ れて きた 。そ して、 そ
れを実現 する ための 方法とし て 、
「社会 保 険」と いう 方式が 導 入されて
きた。

（２）普 遍主 義‐選 別主義の 二分 化
では、
「普 遍主 義 」と「選 別主義 」は 、こ れらの 議論の 中 で、どう 定
義付け られ てき たの であろ うか 。三 浦 は 、普遍 主義 を「 福祉 ニード を
有する もの は誰 でも 福祉サ ービ スを 利用 できる 」体 制で ある とし、 選
別主義 を「 ニー ド以 外に所 得や 年齢 等に よって 対象 者を 限定 する」 体
制であ る、 とし た。 さらに 、そ の中 でと くに個 別的 ミー ンズ ・テス ト
を課する もの を「 救 貧的選 別 主義」、そ れ以外の もの を「 一 般的選別 主
義」と し て 区 分して いる (1 4) 。
また 、里 見 は 、普 遍主義 およ び選 別主 義をめ ぐる 議論 に は 、以下 の
二つの次 元が あると 述べてい る 。第一 の 次元 は、
「同 じニー ド があって
も 年齢 等の 要件 を設 定して 給付 対象 から 排除す る場 合が ある 」、「 ニー
ドがあ る者 であ って も対象 を限 定す るの が選別 主義 であ り、 限定し な
いのが 普遍 主義 であ る」 と する よう に 、 社会保 障給 付の 対象 者をど の
範囲で認 める かとい う制度上 の原 理とし て 、選別 主義 -普遍主 義を用い
る 場 合 で あ る (1 5) 。 第 二 の 次 元 は 、「 個 々 の 給 付 の 設 計 原 理 と し て 、 選
別主義 か普 遍主 義か を問う だけ では なく 、福祉 制度 の在 り方 として 選
別主義 か普 遍主 義か を問う 次元 の 問 題で ある」 とす るよ うに 、社会 保
障 の 将 来 像 を 描 く 際 に 、 普 遍 主 義 -選 別 主 義 を 用 い る 場 合 で あ る ( 16) 。
さらに 里見 は、 利用 者負担 の有 無や 低所 得者の ため の減 免措 置の扱 い
をめぐ って 理論 的な 研究を 行っ てお り、 普遍主 義‐ 選別 主義 という 二
分法を 、問 題と なっ た事項 別に 、よ り「 厳密化 」さ せる 形で 議論を 進
め て いる (17 ) 。
また 、三浦 と里見 の議論で は、
「普遍 主義」の中身 を問う 際に、資力
調査をど のよ うに考 えるか と いう 点 に焦 点があて られ ている 。里見は、
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資力調 査を 「必 要の ないと ころ にサ ービ ス給付 を行 うこ とは ない」 と
いう前 提で 理解 して おり、 実質 的に 判定 が行わ れて も、 それ は選別 主
義では ない と す る。 しかし 、所 得保 障の 場合、 必要 のな い と ころに 給
付を行 うこ とも 可能 である 。 里 見は 、 こ うした 場合 、必 要の 確認を 行
うことそ のも のが普 遍主義を 損な うこと になりか ねな いとし ている。

（３）

普遍 主義‐ 選別主義 の定 義

これ に対 して 、 選 別主義 の対 概念 とし てでは ない かた ちで 普遍主 義
をとら えよ うと する 試みは 、平 岡に みら れる。 平岡 によ れば 、普遍 主
義の概念 は 、以 下の ３つに分 類で きる。第一は 、
「すべ ての 者が平等 に
拠出し 、す べて の者 が平等 な給 付を 受け る平等 な資 格を 持つ ように 社
会サー ビス の基 礎を 組織す る原 理」 と い う、テ ィム スに 依拠 した 定 義
で あ り 、そ れに 該当 しない 場合 を「 選別 主義」 とす るも ので ある。 第
二は、この 厳密な 定 義を緩和 した もので あり 、
「資力 やニー ド に関わり
なく特 定の カテ ゴリ ーに該 当す る者 が全 員受給 でき る場 合を 『普遍 主
義』、個別的 な資力 調 査もしく はニ ード・テストを 受け なけれ ばならな
い場合 を『 選別 主義 』」と する 定義 であ る。第 三は 、「 給付 ・サー ビス
の受給 に際 して 個別 的な資 力調 査を 受け なけれ ばな らな い場 合のみ を
『選別 主義 』、 その 必要が ない 場合 を『 普遍主 義』」と する 定義で ある
(18)

。

平岡 が主 張す るよ うに、 本論 文も 、こ の第 三 の定 義を 議論 の出発 点
に置く べき であ る、 とみな す 。 その 理由 は、以 下に 述べ るよ うに、 他
の定義に はそ れぞれ 問題があ るか らであ る。
第一 の定 義は 、平 等拠出 と平 等給 付を もって 普遍 主義 と称 するも の
で、具体 的な例 とし ては、
「 ベヴァ リッ ジ報告」にいう 公的 年金制度 に
おける「 均等 拠出・ 均等給付 原則 （ flat rate system）」が あ る 。しか
し 、平 等拠 出を 条件 の一つ とし てい るこ とにみ られ るよ うに 、平等 な
もので あれ 不平 等な もので あれ 、個 別的 拠出を 条件 とす る限 り、そ の
制度の もと での 給付 は、拠 出し たメ ンバ ーに限 定さ れる こと に なり 、
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普遍主義 とは 異質な 原理と考 えら れる。
第二 の定 義（ 資力 調査や ニー ド・ テ ス トの有 無を 基準 とす る分類 ）
の問題 点は 、ニ ード ・テス トの 存在 をも って一 般的 な選 別主 義とす る
点にあ る。 社会 福祉 サービ スに 限ら ず医 療サー ビス 等 を 含め て、現 物
給付の 場合 には 当該 ニード があ るか ら給 付され るの であ って 、ニー ド
不 在 のと ころ に給付 する必要 はな い 。そ の意味で 、普遍主 義 -選別主義
の区別 基準 は、 とく にサー ビス 等の 現物 給付の 場合 、ニ ード のみを 要
件とし て給 付す るの か、そ れと もニ ード 以外の 要件 をも 条件 として 給
付する のか 、と いう 点にあ る 。 した がっ て、ニ ード ・テ スト をもっ て
一般的 に選 別主 義と するの は妥 当で はな いと思 われ るが 、ニ ード・ テ
ストが 差別 的・ 屈辱 的な方 法で なさ れる 場合は 、利 用者 に明 らかに 恥
辱（ス ティ グマ ）を 感じさ せる こと にな るため 、選 別主 義と なる点 は
明らか であ る 。 すな わち、 ニー ド・ テス トのあ り方 が問 題と なるが 、
一般的に いえ ば、普 遍主義 -選別主 義の いずれの シス テムで あっても ニ
ー ド の存 在 は 前提で あるため 、こ の第二 の定義は 採用 しがた い。
なお 、社 会福 祉サ ービス に関 して 、以 上のよ うに 、ニ ード 不在の と
ころに 給付 する 必要 はない とす る 議 論を たてる と、 そこ から いくつ か
の問題が 、普遍 主義 -選別主義 の問 題とは 別に 派生 して くる。たとえば 、
高額所 得者 に社 会福 祉サー ビス や児 童手 当、年 金な どを 給付 する必 要
がある かと いう 問題 である 。高 額所 得者 の場合 、こ れら のサ ービス 給
付や現 金給 付が なく ても困 るこ とは ない という 理由 から 、た えずこ の
種の問 題が 蒸し 返さ れてく るの であ るが 、これ につ いて は、 教育や 環
境サー ビス が所 得の 高低に よっ て 区 別さ れない よう に、 福祉 につい て
も同じ原 則を 貫くべ きである 、 と いう点 を確認し てお きたい (19) 。
さら にい うと 、た とえば 障害 があ り障 害 者福 祉サ ービ スへ のニー ド
がある 場合 、高 額所 得者だ から と い って 排除す る理 由は なく 、当然 に
給付を受 ける ことに 問題はな い点 は明ら かである 。
以上 のよ うに 、第 一、第 二の 定義 には 、それ ぞれ 問題 が存 在する 。
したが って 、本 論文 では、 第三 の定 義を 採用す る。 すな わち 、①ニ ー
11

ドの把 握を 行い 、ミ ーンズ ・テ スト は行 わない こと 、② ニー ドのあ る
者への 給付 は、 資力 や年齢 等に よっ て特 別の集 団に 限定 して 給付を 行
わない こと 、③ 利用 者負 担 につ いて 、給 付対象 者に 制度 上の 制限が な
いこと 、等 であ る。 以下、 平岡 の議 論に 依拠し つつ 検討 を加 えるこ と
に す る。

第 ３節

介護 保険制 度と「普 遍主 義 -選 別主義」 論

前 節 で述 べた よう に、里 見に よれ ば 、 普遍主 義 -選別 主義 の概念 は、
福祉サ ービ スの 対象 者を規 定す る制 度設 計上の 原理 とし ての それと 、
社会福 祉の 理念 にか かわる 原理 とし ての それの 二つ の次 元を 有する 。
以下、 これ ら二 つの 原理に つい て、 里見 の議論 を依 拠に しつ つ検討 を
加 え る。

（１）

制度 設計上 の原理

第 一 の次 元 は 、福 祉サー ビス 等の 対象 者を規 定す る制 度設 計上の 原
理として 普遍 主義 -選別主義 をと らえる 場合 であ る 。この 場 合、ニ ード
がある 者で あっ ても 対象 を 限定 する のが 選別主 義で あり 、限 定しな い
のが普 遍主 義で ある 。その 対象 の限 定に 使われ るの が資 産調 査（ミ ー
ンズ・ テス ト） や所 得調査 であ るが 、そ れ以外 にも ニー ドが あって も
年齢等 の要 件を 設定 して給 付対 象か ら排 除する 場合 があ り、 それも 多
くの場合 、選 別主義 に分類さ れる 。
たとえ ば、現 行介 護保険制 度に おいて は、第二 号被保 険者 に関して 、
介護ニ ード があ って も１ ６ 種類 の「 特定 疾病」 によ る要 介護 者にの み
保険給 付を 限定 して おり 、 また ４０ 歳未 満の者 につ いて は、 介護ニ ー
ドがあ って もそ もそ も保険 給付 の対 象と ならな いと する 制度 設計が と
られてい る。その結 果、６ ５歳未 満の障 害者 は、
「特 定疾病 」による要
介護者 以外 は保 険給 付の対 象外 とな るの で、保 険 適 用か ら排 除され て
いる。 この よう に、 資産調 査・ 所得 調査 以外に 、年 齢等 の要 件 を設 定
する場 合に も選 別主 義の定 義が 当て はま る。た だし 、た とえ ば一定 年
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齢層を 対象 とす る義 務教育 の場 合の よう に、 年 齢要 件が ただ ちに選 別
主義に結 びつ かない ものもあ る ( 20) 。
こ の点 に関 して 、里見は 、選 別主義 は 、資産 調査 等によ っ て貧困者 ・
低所得 者を 特定 し、 そこに 対象 を限 定す ること によ って 、ス ティグ マ
をとも なわ ざる をえ ない形 の も の と 、年 齢等に よっ て特 定の 集団に 限
定して 給付 を提 供す るとい うよ うに 、同 じニー ドを もつ 集団 の者が あ
っても 給付 から 除外 する形 のも のの 、 ２ 種類に 区分 する こと が必要 で
あるとし てい る (2 1) 。なお、三浦 は、この スティグ マの 相違に もとづい
て、救貧 的選 別主義 と一般的 普遍 主義と いう概念 区分 を試み ている。

（２）

福祉 の理念 にかかわ る原 理

普遍主 義 -選 別主 義の概念 に関 する第 二の次元 は、個 々の 給付の設 計
原理と して 選別 主義 か普遍 主義 か を 問う だけで はな く、 福祉 制度 全 体
のあり方 とし て選別 主義か普 遍主 義かを 問う次元 の問 題であ る。
今日 では 選別 主義 から 普 遍主 義へ の移 行が時 代の 趨勢 であ るが、 そ
のこと は、 すべ ての 給付を 普遍 主義 によ って構 成す る こ とを 意味す る
わけで はな く、 選別 主義的 な 給 付も 一部 残らざ るを えな い。 したが っ
て 、原 則と して 普遍 主義型 の給 付が 主流 となる 体 制 が、 福祉 理念と し
ての普 遍主 義と 定義 できよ う。 そし て、 これら 時代 の理 念と して の 選
別主義 から 普遍 主義 へと移 行す る際 の 課 題とは 、福 祉サ ービ スに歴 史
的につ きま とっ てき たステ ィグ マを いか に取り 除き 、社 会保 障給 付 を
市民の権 利と してい かに位置 づけ る 、 と いう 点に あっ た (2 2) 。
こ の点 に関 して、里見は、
「選別 主義 の時代に は、ま ず自 助が優先 さ
れ、そ の意 味で 社会 保障は 『自 助の 補完 』でし かな かっ たが 、普遍 主
義が展 望さ れる 時代 には、 それ は『 自助 の前提 条件 』を なす ものと な
る。い わば 、『 自助 の補完 とし ての 社会 保障』 の段 階か ら、『自助 の前
提とし ての 社会 保障 』への 移行 とい えよ う。福 祉理 念と して の普遍 主
義は、 いわ ば『 自助 の前提 とし ての 社会 保障』 を物 質的 基盤 とする の
である。」 (2 3) と 述べ て いる。
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前述 の よ うに 、池 田 は、 介護 保険 制度 を 普遍 主義 に徹 しよ うとし た
制度で ある と評 価し ている が、 現行 介護 保険制 度に お い ては 、年齢 等
によっ て特 別の 集団 に限定 して 給付 を与 える仕 組み にな って いるこ と
から、 池田 のい う「 普 遍主 義」 は、 制度 設計上 の原 理と して の普遍 主
義をさ すも ので はな い。し かし 、現 行介 護保険 制度 は、 サー ビス利 用
に あた って 所得 要件 ・家族 要件 を設 けず に、同 一レ ベル の介 護ニー ズ
を有す る 者 に同 一レ ベルの 介護 サー ビス を保障 する こと にな ってお り 、
その意味 では 、
「普 遍 性」が 現行 介護保 険 の制度設 計の 特性の 一つであ
る点は疑 いな い (2 4) 。すなわち 、福祉の 理 念にかか わる 原理と して、普
遍 主 義を 理解 すべき である 。

（３）

普遍 主義 -選別主 義 と利 用者負 担

平岡も 述べ ている ように、イギリ スに おける 普 遍主 義 -選 別主義論 の
中では 、低 所得 者へ の利用 者負 担の 減免 やいわ ゆる 「応 能負 担 」型 の
利用者 負担 を選 別主 義に分 類す るの が一 般的だ が、 給付 対象 者に制 度
上の制 限が ない 場合 には、 利 用 者負 担が あって も普 遍主 義と する理 解
の方が一 般的 といえ る (25 ) 。
福祉 サー ビス の利 用にあ たっ ての 利用 者負担 の導 入・ 強化 策は、 利
用者の 主体 性に 基づ いた説 明が 背景 にあ る 。た とえ ば、 １９ ７９（ 昭
和５４ ）年 １１ 月２ ０日の 中央 社会 福祉 審議会 「養 護老 人ホ ーム及 び
特別養 護老 人ホ ーム に係る 費用 徴収 基準 の当面 の改 善に つい て」が 、
その例 であ る。 この 報告は 、老 人ホ ーム の入所 措置 に要 する 費用の 徴
収につ いて 、老 人福 祉法第 ２８ 条「 都道 府県及 び市 町村 の長 は、当 該
措置に 係る 者 又 は そ の扶養 義務 者か ら、 その費 用負 担に 応じ て、当 該
措置に 要す る費 用の 全部又 は一 部を 徴収 するこ とが でき る」 とする 規
定に対し て、
「 入所 者本人 及 びそ の扶養 義務者」として 、双 方から徴 収
すること を提 案した ものであ り、
「又は 」から「 及び 」へ の 取 り扱いの
変更は 、翌 年、 法改 正なし に実 施さ れた 。その 際、 報告 は、 入所者 本
人から の費 用徴 収の 強化に つい て、 老人 ホーム 入所 者が 「応 分の費 用
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を負担 する こと は、 自立意 識を 醸成 し、 さらに 施設 を生 活施 設とし て
発展さ せて いく ため の方途 の一 つと して 多大な 役割 を有 する ものと 考
える。」 として 、こ れを正当 化し たので ある。
また 、１ ９８ １（ 昭和５ ６） 年１ ２月 １０日 の中 央社 会福 祉審議 会
意見具 申「 当面 の在 宅老人 福祉 対策 のあ りかた につ いて 」は 、それ ま
で所得 税非 課税 世帯 に限定 され てい た老 人家庭 奉仕 員（ ホー ムヘル パ
ー）の 派遣 を所得 税 課税 世帯 にも 拡大す ると同時 に、
「その 利 用者層を
課税世 帯に 拡大 して いくに あた って は、 利用者 がそ の負 担能 力や受 益
量に応 じて 、応 分の 負担を する 制度 の導 入は避 けら れな いと 考える 。
このよ うな 負担 制度 の導入 は、 福祉 サー ビスに つい て利 用者 の側か ら
主体的 に利 用す るも のであ ると いう 認識 を醸成 する 役割 を果 たし、 更
に社会 的公 正の 確保 及び 制 度の 恒久 的か つ安定 的発 展、 維持 につな が
るものと 考え る。」とした 。そし て、利 用者負担 は、実際に 翌年から 実
施 さ れた (26 ) 。
この点 につ いて 、三浦 は、
「こ のこと は 必ずしも 選別 主義的 体系の克
服と結 び付 け て 費用 負担が 主張 され ずに 、もっ ぱら 年金 等の 成熟に よ
る負担 能力 の増 加と 自立意 識の 向上 とい う観点 から 、費 用徴 収方式 の
改正を主 張し ている 。」( 27) と評 価する と ともに、
「も ちろ ん 普遍主義 体
制への 転換 によ りサ ービス 費用 は、 利用 者が能 力に 応じ て負 担する と
いう原則 は確 立され たが、し かしそ の負 担額・負 担方式 等に ついては 、
そ れ に 加 え て い く つ か の 政 策 的 視 点 が 導 入 さ れ な け れ ば な ら な い 。」
(28)

と 続 け て い る 。 さ ら に 、「 選 別 主 義 的 サ ー ビ ス の も と に お い て サ ー

ビスの 受け 手に 貧困 の烙印 をし 、し かも 無料サ ービ スの 提供 は、サ ー
ビスの受 け手 に慈恵 思想を植 えつ け、屈 辱感を与 えか ねない のである 。
その意 味で 社会 福祉 サービ スの 普遍 主義 化とと もに 、そ の費 用負担 が
できる 条件 を作 り出 してい くこ とが 大切 であり 、と くに 高齢 社会に お
ける社会 福祉 にとっ て重要な 課題 となる 。」と述べ 、無料 化＝ 選別主義 、
有料化 ＝普 遍主 義と して 、 費用 負担 を積 極的に 普遍 主義 とし て位置 づ
け て いる 。
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類似する 主張 は、
「厚 生白書」に も見 られ る。たとえ ば、１ ９ ８５（昭
和６０）年度版 では 、
「サー ビスの 多様 化や対象 の拡 大によ って、福 祉
サービ スの 供給 に要 する費 用と その 負担 のあり 方に つい て様 々な問 題
が生じ てき てお り、 負担の 公平 の観 点あ るいは サー ビ ス の効 果的、 効
率的な提 供の 観点か ら課題の 解決 が求め られてい る。
（中略 ）その第一
は、サ ービ スの 利用 者は受 益の 程度 と負 担能力 に応 じて 適正 な費用 負
担をする とい う考え 方を確立 する ことで ある。」とし て 、サー ビスの多
様化や 対 象 の拡 大は 、応能 負担 とセ ット で考え るべ きで ある 、 とし て
いる。 原 則 無料 のサ ービス は、 義務 教育 をみれ ば明 らか なよ うに、 必
ずしもス ティ グマを 持つもの では ない。スティグ マが 発生す る要因は 、
無料サ ービ スか 否か ではな く 、 選別 主義 的サー ビス か否 か、 による の
で あ る ( 29) 。
した がっ て、 いわ ゆる 「 応能 負担 」 型 の利用 者負 担に つい ては、 そ
の負担 能力 を判 定す るため に所 得調 査を 必要と する ため 、普 遍主義 で
はなく 選別 主義 とし て位置 づけ るべ きで ある 。 三浦 らが 主張 するよ う
な、無 料化 ＝選 別主 義 、有 料化 ＝普 遍主 義とし て、 費用 負担 を積極 的
に普遍 主義 とと らえ る 考え 方は 、利 用者 負担を 「主 体性 」や 「自立 意
識 」と 結び つけ て主 張する もの であ り、 自己負 担で きな いも のは「 主
体性」 や「 自立 意識 」を持 てな くて もや むをえ ない とい う認 識を背 景
とする ため 、ス ティ グマの 発生 は避 けら れず、 選別 主義 と い わざる を
え な い。
では 、定 額制 ・定 率制 の 利用 者負 担に ついて はど うで あろ うか。 里
見は、 所得 調査 を必 要とし ない とい う意 味では 、そ れを 必要 とする 応
能負担 型の そ れ より も、定 額ま たは 定率 の利用 者負 担の 方が はるか に
良 い 点を 指摘 してい る (30 ) 。しか し 、負担 の高さが どの 程度で あるか等
によっ て、 ある いは 適切な かた ちで の利 用者負 担の 減免 制度 がある か
否 か等 によ って 、 サ ービス 利用 を抑 制し なけれ ばな らな い場 合も存 在
するた め 、 定額 負担 または 定率 負担 をす べて普 遍主 義と 位置 付ける こ
とは困 難で ある 。た とえ ば 、定 額・ 定率 制の利 用者 負担 が、 一般的 に
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利用を 妨げ ない 程度 に 低い もの であ り、 それで も支 払え ない 低所得 階
層に配 慮す る自 己申 告によ る減 免制 度が 用意さ れて いる 場合 は、厳 密
な意味 での 普遍 主義 には抵 触す る。 しか し、こ れは 利用 者の サービ ス
利用を 制約 しな い措 置であ るた め、 普遍 主義的 制度 に含 めて 理解す る
ことが 可能 であ る。 他方 、 利用 者 負 担の 額がか なり 高く 、減 免制度 も
整備さ れて いな い場 合 には 、 負 担が 障害 となっ て 利 用抑 制を 生じる た
め、選別 主義 的な制 度といわ ざる をえな い (31 ) 。

（４）

普遍 主義 -選別主義 と社 会保険

平岡 は「 日本 では 、社会 福祉 以外 の分 野では 、普 遍主 義‐ 選別主 義
論 は ほ と ん ど 展 開 さ れ て い な い 。」 ( 32) と 指 摘 し て い る 。 平 岡 と は 異 な
る観点 から で あ るが 、星野 も「 本来 なら 社会保 険を も視 野に 入れて 幅
広く議 論さ れる べき 普遍性 対選 別性 の政 策論議 が、 わが 国の 狭い社 会
福 祉 学 に は 欠 落 し て き た 。」 (3 3) と 批 判 し て い る 。 以 上 の よ う に 、 こ れ
までは、普遍主 義 -選 別主義に かか わる議 論は 社会 福祉 の分野 に集中し
ており、普遍主 義 -選 別主義の 立場 から社 会保険を どの ように 位置づけ
るかに関 する 議論は 、あまり 行わ れて は こなかっ た。
しかし 、現在 では 、普遍主 義 -選 別主 義論を 、社会福 祉の 領域を超 え
て、社 会保 険を 含む 社会保 障の レベ ルで も議論 しな けれ ばな らない こ
とは、 公的 介護 保障 の社会 保険 （介 護保 険）へ の移 行に よっ て、明 白
で あ る 。な ぜな ら、 従来老 人福 祉の 分野 で扱わ れて きた 介護 が、社 会
保険（ 介護 保険 ） の 対象と なっ たか ら と いって 、介 護サ ービ スとい う
給付の性 格 そ れ自体 は変わら ない からで ある。
「 普遍 主義 -選 別 主 義」と 社会保 険に ついて、たとえ ば、平岡は「 社
会保険 を中 心と する 普遍主 義的 制度 によ って国 民生 活の 最低 保証を し
ていこう とす るベヴ ァリッジ の構 想」(34 ) と述べ 、年 金保険 や 失業保険
を普遍主 義的 な 制度 と して位 置づ けてい る。また 、正村 も、
「 これまで
の日本 では 、失 業保 険、年 金保 険、 医療 保険な どの 社会 保険 制度は 、
基本的に は普 遍主義 の原理に 従っ て構築 されてき た」( 35 ) と述 べている 。
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すなわち 、「社 会保 険＝普遍 主義 」とす る認識は 一般 的なも ので あ る 。
では 、社 会保 険が 普遍主 義的 な制 度 と される のは 、な ぜだ ろうか 。
その理 由は 、年 金や サービ ス等 の受 給に あたっ て は 、資 産調 査や所 得
調査が 必要 とさ れな いから であ る 。 たと えば、 堀は 「普 遍主 義が所 得
又は資 産の 有無 又は 多寡に よっ て受 給者 を制限 しな いこ とで あると す
ると、 この よう な選 別主義 的な ミー ンズ ・テス ト（ 所得 制限 又は資 産
制限）を伴 わない 社 会保険方 式の 方が優 れている 」 ( 36 ) とし て 、主と し
て給付 の点 から 社会 保険を 普遍 主義 とと らえて いる 。こ のよ うに社 会
保険につ いて は 、給 付の点に 関す る批判 的な議論 は少 ない 。
他 方で 、拠出 や負 担といっ た点 につい ては、多 くの議 論が 存在する 。
社会保 険の 特質 は、 保険料 の負 担（ 拠出 ）を条 件に 社会 保障 給付を 提
供する 点に あり 、こ の立場 を貫 けば 、保 険料を 負担 で き ない 低所得 階
層は、 原則 とし て社 会保険 の給 付を 受け ること がで きな いた め 、社 会
保障の対 象か ら は排 除される 。この点 に ついて、里 見は「社 会保険が 、
たとえ 全住 民を 対象 として 制度 設計 され ている 場合 でも 、保 険料を 払
えない 低所 得階 層を 排除せ ざる をえ ない 排除原 理を 固有 にも つ以上 、
実質的 には 全住 民の 加入す る制 度に はな りえず 、普 遍的 とは いうこ と
ができな いで あろう 。」 (3 7) と 指摘し てい る。
これに 対し て、堀 は「普 遍性 -選別性 の基準は ミー ンズ・テスト（資
産調査 ）の 有無 であ って、 保険 料テ スト をもっ て区 別の 基準 とする の
は 論 者 の 勝 手 だ が 、 そ の よ う な 解 釈 は 歴 史 的 に は ほ と ん ど な い 。」 ( 38 )
と、反 論して いる 。両者の議 論の 相違 は 、
「所得 テス トは、給 付対象と
して低 所得 者を 選別 し、保 険料 テス トは 排除対 象と して 低所 所得者 を
選別す るか どう か」 という 点に ある が、 スティ グマ を伴 う点 につい て
は同一 とい える 。ど ちらか とい えば 、低 所得者 を給 付か ら排 除 する 保
険料テス トの 方が、 実害性の 高い 選別主 義といえ る 。
また 、堀 は里 見の 排除原 理に つい て「 社会保 険が 内包 する 社会性 原
理（扶助 原理）にもと づき保険 料の きめ細 かな減免 制度 を導入 すれば、
排除原 理は 解決 でき る」と 主張 する とと もに、 きめ 細か な減 免制度 に
18

もかかわらず、保険からの脱落者を生じざるをえない場合について、
「低所 得者 に対 する 適切な 保険 料の 減免 の制度 があ りな がら 保険料 を
納めな いの は、 その 者自ら の意 志で 給付 を受け ない こと を選 択した 結
果といえ る 」(3 9) と し て、保険料 を納め な い者を給 付か ら排除 すること
を当然視 して いるが 、疑問が 残る 。
以上 のよ うな 社会 保険の 限界 性（ 拠出 ＝給付 ）に 関し ては 、社会 保
険でカ バー でき ない 部分に つい ては 社会 扶助で 対処 する こと が可能 で
あるた め、 全体 とし て問題 はな いと する 見解が ある 。基 礎的 なニー ド
につい ては 社会 保険 で対応 し、 特殊 なニ ードに つい ては 扶助 で対応 す
るとす る考 え方 に依 拠する もの であ ろう が、こ の説 につ いて は、サ ー
ビスの二 重基 準と の 批判があ りう る (4 0) 。

（５）

介護 保険制 度におけ る普 遍主義 論の意味

以上 、先 行研究 に おける 普 遍主 義 -選 別主義の 検討 を行っ てきた 。高
澤 が「 もと もと 社会 福祉論 で主 張さ れる 普遍主 義は 、実 施原 理であ る
ことよ りも 目標 原理 ないし 基本 原理 であ ること が多 く、 また 福祉政 策
のすべ てが 、完 全に フラッ トな 普遍 主義 の原則 にも とづ いて 実施さ れ
て い る と い う 実 体 的 現 実 は な い 。」 ( 41) と 指 摘 し て い る よ う に 、 厳 密 な
意味で の普 遍主 義を 充たす 社会 保障 制度 は、世 界的 に見 ても 存在し な
い。
では 、介 護保 険制 度 を普遍 主義 の視 点か ら検討 する 意味 はど こにあ
るので あろ うか 。２ ０００ （平 成１ ２） 年に施 行さ れた 介護 保険制 度
は、過 去３ 回の 改正 が行わ れた が 、 改正 される たび に複 雑化 し、理 解
困難な 制度 とな って いる。 池田 省三 が普 遍主義 を徹 底化 さ せ た制度 と
して評 価し た現 行介 護保険 制度 が、 その 後の改 正で どの よう に変化 し
たのか を検 討す るこ とは、 とり もな おさ ず普遍 主義 的な 制度 がどの よ
うに選 別 主 義化 した かとい う 点 につ いて 検討す る作 業 に ほか ならな い 。
財源論 を優 先す れば 、選別 主義 的要 素が 強くな らざ るを 得な い。 そ う
した現 在の 介護 保険 見直し 論に 対し て、 厳密な 意味 での 普遍 主義的 な
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制度を 構想 する こと によっ て 、 持続 可能 性を 有 した 制度 の再 構築を 提
起しう る、 とい うの が本論 文の 主題 であ る。ま た、「普 遍主 義 -選 別主
義」論 の一 層の 深化 により 、普 遍主 義的 な介護 保険 制度 を確 立する た
めの具体 的条 件を、 政策論的 課題 として 提起する こと が可能 となる 。

第 ４節

小括

介護 保険 制度 は、 社 会保険 方式 を採 用し ている が 、 普遍 主義 の視点
からみ ると 、 保 険料 、一部 利 用 者負 担、 適用対 象者 、給 付内 容等に つ
いて、 様々 な問 題点 を有 す る。 この うち 、保険 料の 減免 や補 足給付 を
め ぐ る 問題 点は 、介 護保険 財政 と直 結し ている 。低 所得 者対 策の財 源
を社会 保険 料に 求め れば、 保険 料の 減免 等が社 会保 険制 度の 論理か ら
は直ちに 導か れない ため、そ れを正 当化 すること が必 要とな る。他方 、
税を財 源と する ので あれば 、保 険料 の減 免等の 適用 を認 める 要件の 設
計はどう ある べきか 、につい て論 じる必 要がある 。
補足 給付 につ いて は、憲 法 と 関連 した 問題と して 論議 する 必要が あ
る、と の指 摘も ある 。また 、補 足給 付は 、所得 ・資 産要 件を 伴う 給 付
である が、 その 財源 の半分 程度 は保 険料 によっ て賄 われ てい る。こ う
した制 度の 下で は、 社会保 険制 度に おけ る保険 料拠 出＝ 保険 給付の 原
則から みる と 、 保険 料を強 制的 に徴 収さ れなが らも 、所 得の 多寡や 資
産の多 寡に よっ て、 補足給 付を 受け るこ とがで きな い被 保険 者が存 在
するこ とに なる 。換 言すれ ば、 保険 料と して徴 収し た資 金に 、保険 給
付として 還元 されな い部分が 含ま れるこ とを意味 する 。
そも そも 、介 護保 険制度 の財 政運 営の ために 、各 公的 医療 保険の 保
険者か ら介 護保 険財 源とし て納 付金 が徴 収され てお り（ 介護 保険法 第
１５０条 ）、そ れが 交付金と して 各市町 村（保険 者）へ と配 分されて い
る（介 護保険 法第１ ６０条第 ３項）。こ の納付金 は、元をた どれば 、介
護保険 の第 二号 被保 険者、 各公 的医 療保 険の被 保険 者が 負担 する保 険
料であ るか ら、 この 保険料 には 、被 保険 者に直 接に は還 元さ れる可 能
性のな い部 分が 含ま れる。 した がっ て、 上述し た問 題と 同じ く 、社 会
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保険と して 構築 され ている 介護 保険 制度 のもと で、 給付 と関 連性の な
い、あ るい は関 連 性 が弱い にも かか わら ず 、保 険 料 とい う負 担が課 さ
れてい る現 行の 第二 号被保 険者 の存 在を 、果た して 正当 化す ること が
可能か否 かに ついて 、法 的説明 が必要 で あるとの 指摘 もある (42) 。これ
らの法律 上の 問題 に ついては 、さ らなる 議論を待 ちた い。
また 、エ スピ ン・ アンデ ルセ ンは 、普 遍主義 を社 会連 帯を 形成す る
原理と して 位置 付け ており 、連 帯し て市 民の地 位・ 便益 ・責 任・権 利
を分か ち合 うた めの 原理と して 普遍 主義 がある ので あり 、こ れをも と
に現在 の 社 会保 障制 度にお ける 資格 要件 や人間 理解 を再 考す る必要 性
がある点 を指 摘して いる (4 3) 。す なわち 、普遍主義 をめ ぐる議 論は 、社
会政策 にお ける 給付 方法や 給付 内容 とい う技術 的な 議論 にと どまら ず 、
資格要 件も しく は人 間理解 につ いて の議 論 へと 深め られ る必 要があ る 。
とりわ け、 日本 の 「 普遍主 義‐ 選別 主義 」論に おい ては 、給 付方法 や
給付内 容 と 資格 要件 の区別 、あ るい は対 象と資 格要 件の 区別 が未整 理
で あ り 、ま た、 それ らの議 論が 単純 化さ れたか たち で『 制度 的再分 配
モデル か残 余的 モデ ルか』 ある いは 『保 険か扶 助か 』と いう 二分論 と
関連付 けら れて いる 。さら に、 資格 要件 を論じ る際 も、 資力 調査 の み
に焦点 化さ れ す ぎて いる傾 向が あり 、国 籍や居 住、 セク シャ リティ 、
家族形 態な どの 文化 的 多様 性、 もし くは 人間像 にも 視野 を広 げつつ 、
対象と 資格 要件 に関 する 前 提を 再考 すべ きで あ る点 が見 落と されて い
る (44 ) とい う 指 摘もあ る。
このよう に介 護保険 制度と 普 遍主 義につ いては、様々な 指摘 がある。
30 年 以上 も前 に大 河 内一 男は 、次 のよ うに論 じて いる 。「 社会保 障の
それぞれ の分 野は、
・・・そ れを最 も必 要とする とこ ろに重 点的に投 入
し、そ の緊 急度 の低 いとこ ろを 勇気 をも って切 りと らな けれ ばなら な
いのに 、そ れが でき ないで 画一 的な 小刻 み福祉 のそ の場 凌ぎ のつぎ は
ぎに終 始し てい るの が日本 の現 実だ とい ってい い。 だか ら各 種の社 会
保険に して も公 的扶 助にし ても 、制 度端 末の手 直し だけ が年 々繰り 返
され、 所得 の再 配分 効果は 消え 去っ てし まい、 たと え社 会保 障関係 の
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基本的 法制 の定 めは 存在し ても 、そ れは 数限り ない 政令 や通 牒やで ご
った返 し、 山の よう な解釈 例記 と、 それ で足り ない とこ ろは 日本的 な
『行政 指導 』が もの を言う のな ら、 こと が らの 在る べき 理念 と骨骼 と
は見喪わ れて しまう ことにな る。」 (45 ) 。
本章は 、普遍 主義 -選別主義 論に 関する 議論を展 開す ること それ自体
が目的 では ない 。む しろ、 介護 保険 制度 を普遍 主義 の視 点か ら検討 を
加える 前提 条件 とし て、そ の定 義付 けを 試みた もの であ る。 今後は 、
これま での 検討 から 、介護 保険 制度 を福 祉の理 念に のっ とっ た普遍 主
義の制 度と して 理解 し、平 岡の いう 第三 の定義 、す なわ ち、 必要の な
いところ にサ ービス 給付を行 うこ とはな いため、
「 ニー ド判定 を行った
うえで 、必 要な もの に資力 調査 をせ ずに 給付を 行う こと 、所 得や年 齢
等 に よ って 対象 を限 定しな いこ と、 利用 者負担 につ いて は給 付対象 者
に制度 上の 制限 がな いこと 」を 手が かり に 、介 護保 険制 度と 普遍主 義
に関す る 議 論を 進め ていき たい 。な ぜな ら、そ の議 論を 深め ること に
より、 度重 なる 改正 で複雑 化し た介 護保 険制度 を簡 明化 する ことが で
き、大 河内 のい う介 護保険 制度 のあ るべ き理念 と骨 格 の 再確 認 が可 能
だから であ る。 そし て、 こ うし た作 業が 、さら には 、 持 続可 能な 介 護
保険制度 に向 けた 政 策立案 へ と繋 がって いくであ ろう 。
(1) 石橋 敏郎 、角森 輝美、山 田綾 子、今 任啓治、 緒方 裕子、 紫牟田佳
子、木場 千春 、坂口 昌宏、堀 江知 加 「保 健・医療 ・福 祉にお ける社
会保障制 度の 変容（ 上）」
『 アドミ ニスト レーショ ン』第 22 巻第 1 号
熊本県立 大学 総合管 理学会 2015（平成 27）年 11 月 4 頁
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（ 1987
（ 昭和 62） 年 全国 社会福祉 協議 会 207 頁）は、 新たな 社 会福祉
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う概念を 提示 し、そ の概念を 「社 会福祉 的ニード が生 じた場 合に、
誰 で も が 自 由 に 必 要な 社 会 福 祉 の 施 設 やサ ー ビ ス を 享 受 で きる 体 制 」
と規定し 、そ れが社 会福祉に おけ るナシ ョナル・ ミニ マム（ 社会福
祉ミニマ ム） の実現 を意味す るも のであ ると主張 して いる。
(3) 平岡 公一 「普遍 主義‐選 別主 義論の 展開と検 討課 題」社 会保障研
究所編『社 会政 策 の社会学 』1989（平 成 1）年 東京 大学 出版会 94
頁
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第Ⅱ章

介護 保険制 度の現状

本章 では 、普 遍主 義―選 別主 義論 の視 点から 介護 保険 制度 の変容 を
分析す るに あた って の前提 とし て、 介護 保険制 度の 現状 につ いての 詳
細な考 察を 行う 。ま ず、要 介護 （要 支援 ）認定 者数 およ び利 用者数 か
ら、みる こと にしよ う。

第1節

認定 者数と 利用者数

第 1 号被保 険者 の 数 は、２ ００ ０（平 成 １２） 年４ 月末の ２，１６
５万人か ら２ ０１５（平成２７）年 4 月 末には３，３０８ 万 人に達し 、
介護保 険制 度創 設時 の約１ ．５ ３倍 とな ってい る。 こう した 第１号 被
保険者 の増 加と とも に、要 介護 （要 支援 ）認定 者数 も２ ００ ０（平 成
12） 年 4 月末 の２１ ８万人か ら２ ０１５ （平成２ ７）年 4 月 末には６
０８万 人に 達し 、約 ２．７ ９倍 に な って いる。 それ にと もな い、第 １
号被保 険者 に占 める 要介 護 （要 支援 ）認 定者の 割合 も１ １． ０％か ら
１７． ８％ と増 加し た 。と くに ７５ 歳以 上の後 期高 齢者 にお ける認 定
率は、 ６． ５％ から １１． ５％ とな って おり、 約１ ．８ 倍増 加して い
る。
では 、サ ービ ス受 給者の 数は 、ど う 変 化した のか 。２ ００ ０（平 成
１ ２） 年４ 月末 時点 で１４ ９万 人（ 施設 サービ ス５ ２万 人、 居宅サ ー
ビス９ ７万 人） だっ た受給 者数 は、 ２０ １５（ 平成 ２７ ）年 ４月末 に
は５１１ 万人（ 施設 サービス ９０ 万人、地域密着 型 サ ービス ３９万人 、
居宅サ ービ ス３ ８２ 万人） とな り、 約３ ．４３ 倍に 増加 した 。受給 者
数のな かに は、 施設 サービ ス、 地域 密着 型サー ビス 、居 宅サ ービス の
一部重 複利 用が ある も のの 、居 宅サ ービ ス利用 者は ３． ９４ 倍と著 し
く増加し てい る（図 表２ －１ ）。
この よう に、 要介 護（要 支援 ）認 定者 数とサ ービ ス受 給者 数の増 加
率は、 第１ 号被 保険 者数の 増加 率を 大幅 に上回 って いる 。国 立社会 保
障・人 口問 題研 究所 の推計 によ れば 、２ ０２５ （平 成３ ７） 年には 、
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第１号 被保 険者 数は ３，６ ５８ 万人 に達 し、国 民の 約３ 人に １ 人が 第
１号被 保険 者と いう 状況に なる 。ま た、 ６５歳 以上 高齢 者の うち、 認
知症高 齢者 は、 ２０ １２（ 平成 ２４ ）年 の４６ ２万 人か ら２ ０ ２５ 年
には７ ００ 万人 とな り、２ ０％ を占 める との推 計も ある 。他 方で 、 ６
５ 歳以 上の 単独 世帯 や夫婦 のみ の世 帯が ２５％ を占 め、 世帯 の在り 様
も大きく 変化 すると 考えられ てい る (1 ) 。

（図表２－１） 対象者・利用者の増加
65歳以上被保険者の増加

2000年4月末

2015年4月末

2,165

3,308

2000年4月末

2015年4月末

218

608

サービス利用者の増加

2000年4月末

2015年4月末

居宅サービス利用者数

97

382

施設サービス利用者数

52

90

第1号被保険者数
要介護（要支援）認定者の増加
認定者数

地域密着型サービス利用者数

319

計

149

511

（単位は万人）
出典：厚生労働省老健局「公的介護保険制度の現状と今後の役割」
をもとに、筆者作成

第２節

介護 費用と 保険料

介護保 険 給 付費の ５０％は 、６５ 歳以 上の高齢 者（第 １号 被保険者 ）
と４０ ～６ ４歳 （ 第 ２号被 保 険 者） の人 口比で 按分 した 後、 保険料 と
してそ れぞ れ賦 課す る形を とっ てお り、 残りの ５０ ％を 国２ ５％、 都
道府県１ ２ ．５％ 、市町村１ ２ ．５％ の 割合で負 担し ている 。ただ し、
施設給付 費に ついて は、国が ２０ ％、都 道府県は １７ ．５％ である。
介護 費用 は、 ２０ ００（ 平成 １２ ） 年 に６． ３兆 円で あっ た のが ２
０１６ （平 成２ ８ ） 年には １０ ．４ 兆円 と１． ６５ 倍に なっ ており 、
２０ ２ ５ 年に は 約 ２ ０兆 円 に なる と 推 計 され て い る (2 ) 。 保険 料は 、 ３
年度ご とに 、事 業計 画に定 める サー ビス 費用見 込額 に基 づき 、３年 間
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を通じ て財 政の 均衡 を保つ よう 設計 され ること にな って いる が、第 １
号被保 険者 の保 険料 の全国 平均 額は 、２ ，９１ １円 から ５， ５１４ 円
と１． ８９ 倍の 伸び となっ てい る。 なお 、介護 保険 料は 、所 得段階 別
定額制を とら れ、３ 年ごとの 見直 しが 規 定され て いる が 、２ ０２０（平
成３２ ） 年 には ６， ７１１ 円、 ２０ ２５ 年は８ ，１ ６ ５ 円に なると 推
計され てい る。 これ は、 制 度創 設時 から すると 、２ ．８ 倍に も達す る
（ 図 表２ －２）。

（図表２－２） 介護給付と保険料の推移
事業運営期間 給付（総費用額） 平均保険料 介護報酬の改定
2000年度

6.3

2,911

2001年度

3.6

2,911

2002年度

5.2

2,911

2003年度

5.7

3,293

2004年度

6.2

3,293

2005年度

6.4

3,293

▲１．９％

2006年度

6.4

4,090

▲０．５％

2007年度

6.7

4,090

2008年度

6.9

4,090

2009年度

7.4

4,160

2010年度

7.8

4,160

2011年度

8.2

4,160

2012年度

8.8

4,972

2013年度

9.2

4,972

2014年度

10.0

4,972

＋０．６３％

2015年度

10.1

5,514

▲２．２７％

2016年度

10.4

5,514

▲２．３％

＋３．０％

＋１．２％

2017年度

5,514

2020年度

6,711

（予想値）

2025年度

8,165

（予想値）

（給付は兆円、保険料は円単位で表示）
出典：厚生労働省老健局「公的介護保険制度の現状と今後の役割」
をもとに、筆者作成

第３節

被保 険者・ 受給者の 範囲

２０ １４ （平 成２ ６ ）年度 の介 護保 険事 業状況 報告 年報 によ れば、
第１号 被保 険者 数３ ，３０ ２万 人に 対し 要介護 （要 支援 ）認 定者数 は
５９２ 万人 で あ り、 認定率 は１ ７． ９ ％ である 。他 方で 、 第 ２号被 保
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険者に つい ては 、 ４ ，２４ ７万 人に 対し て要介 護（ 要支 援） 認定者 数
は １ ４万 人で あり 、認定率は ０．４％ に 留まって いる (3) 。２ ０１６（平
成２８ ）年 介護 保険 財政の 予算 ベー スで は、第 １号 保険 料収 入は２ ．
１兆円（ ２２ ％）、 第２号保 険料 は２． ７兆円（ ２８ ％）で ある。
第１ 号被 保険 者の 約１． ３倍 のウ エー トを占 める 保険 料を 納付す る
第２号被 保険 者の認 定率は 、０．４ ％ にと どまって いる（図表 ２ －３）。
介護保 険 制 度に おい て「被 保険 者・ 受給 者の範 囲」 をど うす るかは 、
当初か ら 大 きな 論点 であっ た。 ２０ ０４ （平成 １６ ）年 １２ 月１０ 日
の社会保 障審 議会介 護保 険部 会に よる「『被保険 者・受 給者 の範囲』の
拡大に 関す る意 見」 でも 、 被保 険者 ・受 給者の 対象 年齢 の引 下げ に つ
いて議 論さ れて いる 。しか し、 今後 円滑 な制度 改革 を図 るこ とが重 要
であり 、社 会保 障制 度の一 体的 見直 しの 中で、 その 可否 を含 め国民 的
な 合意 形成 や具 体的 な制度 改革 案に つい てでき る限 りす みや かに検 討
し、結 論を 得る とし て、結 論が 先送 りさ れ、現 在ま で見 直し はなさ れ
ないまま にと どまっ ている 。

（図表２－３） 介護保険制度の被保険者と認定者
第１号被保険者
対象者

第２号被保険者

６５歳以上の者

４０歳から６４歳までの医療保険加入者

受給要件 要介護・要支援状態

特定疾病による要支援・要介護状態

５９２万人
認定者数 （６５～７４歳）：７５万人

１４万人

（７５歳以上）：５１７万人
認定率

17.9%

0.4%

（認定率＝認定者数/被保険者数×１００）
出典：「平成26年度介護保険事業状況報告書」参照 筆者作成

第４節

介護 保険制 度改正の 経緯

次に 、こ れま での 制度改 正の 経緯 につ いて、 振り 返 っ てみ たい 。 介
護保険 制度 の導 入に 当たっ ては 、保 険者 のあり 方、 被保 険者 の範囲 、
要介護 認定 の手 続き 、保険 料の 水準 、低 所得者 対策 、サ ービ ス基盤 の
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整 備、 財源 構成 など 、多く の論 点に つい て実に さま ざま な議 論が行 わ
れ、そ の結 果 、 高齢 者福祉 分野 の先 駆け として 、介 護保 険法 が成立 ・
施行 さ れ た (4 ) 。 介護 保険 制 度 は５ 年 ご と に見 直 す こと と さ れ てお り 、
２００ ８（ 平成 ２０ ）年の コム スン 事件 による 法令 順守 体制 の強化 を
含 め て 、全 ４回 の改 正が行 われ てき た。 以下、 それ ぞれ の改 正の概 要
について 述べ ること にする 。

（ １ ） ２００５ （平 成１７ ）年改正
２０ ０５ 年度 改正 の内容 は、 ①介 護予 防の重 視（ 要支 援者 への給 付
を介護 予防 給付 に、 介護予 防ケ アマ ネジ メント は地 域包 括支 援セン タ
ーが実施 、包括的 支 援事業な どの 地域支 援事業の 実施）、② 施 設給付の
見直し （介 護保 険 ３ 施設の 食費 、住 居費 を保険 給付 の対 象外 に、低 所
得 者 の 負 担 軽 減 を 図 る た め の 補 足 給 付 ）、 ③ 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 創
設・介 護サ ービ ス情 報の公 表・ 負担 能力 をきめ 細か く反 映し た第１ 号
保険料の 見直 し、等 であった 。
議論 がス ター トし たのは 、２ ００ ４ (平成１ ６ )年５ 月の 社会保 障制
度審議 会介 護保 険部 会の設 置 か らで ある 。この 社会 保障 審議 会にお け
る議論は 多岐 にわた ったが 、１ ６回に わ たる審議 を経 て、２ ００４ (平
成 １ ６)年７月 に『 介 護保険見 直し に関す る意見 』と 題する 報 告書にま
とめられ た。 その概 要は以下 のと おりで ある。
まず、
「制 度見直 しの基本 的視 点」と して、①制度 の持続 可能性 、②
「明る く活 力あ る超 高齢社 会」、③ 社会 保障の 総合 化、 が掲 げられ た。
そのうえ で「制 度見 直しの具 体的 内容」について は、① 給付 の効率化 ･
重点化、② 新たな サ ービス体 系の 確立、③サービ スの 質の確 保・向上、
④負担の あり 方の見 直し、⑤ 制度運 営の 見直し、の五点 が挙 げられた 。
他方 、制 度創 設時 から検 討課 題と され た「被 保険 者･受給 者の範 囲」
の問題 につ いて は、 学識者 など 拡大 に積 極的な 意見 と経 済界 など消 極
的な意 見の 両論 が対 立した まま であ った ため、 継続 的な 検討 課題と さ
れた。 この 問題 に関 する審 議会 は、 ９月 から再 開さ れた が、 意見対 立
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はその 後も 解消 せず 、１２ 月１ ０日 にと りまと めら れた 『「 被保険 者･
受給者」の拡大 に関 する意見 』にお いて は、
「制 度の普 遍 化 の方向を 目
指すべき であ るとい う意見が 多数 であっ た」と しつ つも 、
「介 護保険制
度の普遍 化に 関して は、
（ 中略 ）そ の可否 も含め国 民的 な合意 形成が必
要であ り 、 具体 的な 制度改 革案 につ いて 、 でき る限 り速 やか に検討 を
進め、結 論を 得るこ とが求め られ る」と する 内容 にと どまっ た。
施設 給付 につ いて は、食 費・ 住居 費が 利用者 負担 にな った ことと 、
それに とも ない 低所 得者救 済策 とし て 特 定入所 者介 護サ ービ ス費（ 以
下 「補 足給 付 」 と略 記する ）が 導入 され たこと に関 して 、① 施設が 高
所得者 を優 先さ せる ような 状況 が起 きて いるの では ない か、 ②補足 給
付を受 ける ため に疑 似的な 世帯 分離 が行 われて いる ので はな いか、 等
の問 題 提 起が な さ れ た (5 ) 。 また 、 補 足給 付は 低 所 得 者 救 済 策 であ る か
ら、介 護保 険制 度で 賄う の は疑 問で ある 、地域 支援 事業 は 健 康増進 事
業であ るか ら、 介護 保険制 度で はな く行 政がや るべ きで ある 、等の 意
見もあっ た ( 6) 。

（２）２ ０１ １（平 成２３） 年改 正
２０１ １年 におけ る 主な見 直し の内容 は、①地 域包括 ケア の推進（ ２
４時間 対応 の定 期巡 回・随 時対 応サ ービ スや複 合型 サー ビス の創設 、
介護予 防・ 日常 生活 支援総 合事 業の 創設 、介護 療養 病床 の廃 止期限 の
猶 予 ）、 ② 介 護 職 員 に よ る た ん の 吸 引 等 、 ③ 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 公
募・選考 に よる 指定 の可能化 、各都 道府 県の財政 安定 化基金 の取崩し 、
の三点で あっ た 。厚 生労働省 はこ の改正 により、
「高 齢者が 地 域で自立
した生 活を 営め るよ う、医 療、 介護 、予 防、住 まい 、生 活支 援サー ビ
スが切 れ目 なく 提 供 される 『地 域包 括ケ アシス テム 』の 実現 に向け た
取り組み を進 める 」 と の説明 を行 ってい る 。
これ に関 して は、 まず、 ① 「 ２４ 時間 対応の 定期 巡回 ・随 時対応 サ
ービス」につい て、一 定の地域 を丸 ごと特 定の事業 者に 任せる ことは、
利 用者 にと って 事業 者を選 択す る余 地が なくな るこ とに なる のでは な
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いか、 ② 「 包括 定額 払い」 のシ ステ ムの ため、 重 度 の要 介護 者に十 分
な介護 サー ビス の提 供が行 われ るだ ろう か、と いっ た疑 問が 呈され る
ととも に 、 従来 通り サービ ス を 自由 に選 択でき るほ うが 理に 適って い
る、とい った 意見が 出た (7 ) 。
総合 支援 事業 に関 して は 、２ ０１ ２（ 平成２ ４） 年３ 月１ ３日の 厚
生労働省 老健 局長の 都道府県 知事 宛通達 により 、
「総 合事業 は 、要支 援
者及び 二次 予防 事業 対象者 （第 一号 被保 険者の うち 要介 護者 又は要 支
援者以 外の 者で あっ て、要 介護 状態 等と なるお それ の高 い状 態にあ る
と認めら れる ものを いう。以下 同じ。）に 係る事業 並び に一次 予防に係
る事業に より 構成す ること。」とさ れた 。これは、健康な ６５ 歳以上の
高齢者 がで きる だけ 要支援 ・要 介護 にな らない よう な健 康の ための 維
持事業を 介護 保険で 行なうと いう もので ある。
この 改正 につ いて は、本 来公 的責 任に おいて 行わ れる べ き 高齢者 福
祉が、 介護 保険 制度 に集中 する 流れ が 促 進され てい る 、 とす る危惧 も
あ っ た ( 8) 。

（３）２ ０１ ４（平 成２６） 年改 正
２０ １４ 年に おけ る 改正 の 主 な 内 容は 、①地 域包 括ケ アシ ステム の
構築に 向け た地 域支 援事業 の充 実（ 在宅 医療・ 介護 の連 携、 認知症 施
策の推進 等）、②全 国一律の 予防 給付（ 訪問介護・通 所介護 ）の市 町村
が取り 組む 地域 支援 事業へ の移 行、 ③低 所得者 の第 １号 被保 険者の 保
険料の 軽減 割合 の拡 大、④ 一定 以上 の所 得のあ る利 用者 の自 己負担 の
引き上げ 、⑤ 施設サ ービス の 重点 化、の 五点 であ った 。
まず 、 低 所得 の第 １号被 保 険 者の 保険 料軽減 策と して 、保 険料の 段
階が従 来の ６段 階か ら９段 階に 見直 され た。そ の結 果、 年金 収入８ ０
万円以 下の 人は 、従 来の５ 割軽 減か ら７ 割軽減 と負 担が 軽減 された 代
わりに 、現 行６ 段階 の 一部 の人 は、 ５割 増から ７割 増と 負担 増にな っ
た。こ の改 正に つい ては 、 従来 から 、要 介護状 態が 比較 的長 期間、 固
定的に 継続 し、 医療 給付の よう な受 給の 交替可 能性 がな い介 護保険 の
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場合に は、 高所 得者 層に極 めて 高い 保険 料を求 める と、 彼ら の保険 料
拠出意欲 が阻 害され てしまう 恐れ がある 、との指 摘が なされ た (9) 。
利用 者の 自己 負担 につい ては 、合 計所 得金額 １６ ０万 円（ 単身で 年
金収入 の場 合は 年金 収 入２ ８０ 万円 ）以 上の者 につ いて は、 ２割負 担
となっ た 。 これ は、 介護保 険制 度の 利用 者負担 割合 が 、 所得 水準に か
か わら ず一 律１ 割と する応 益負 担か ら 、 応能負 担へ の 変 化 し た、と も
位置付 けら れる 、 大 きな改 正で ある 。ま た、 補 足給 付 に つい ても今 回
の改正 では 、そ の支 給要件 につ いて 、所 得のほ か資 産の 状況 も考慮 す
る と し、 給付 の抑制 策を進め た。
さら に、 施設 サー ビス の 重点 化を 推進 す ると して 、特 別養 護老人 ホ
ームの 入所 要件 を原 則要介 護３ 以上 とし 、 特例 的に 入所 を認 める場 合
は、市 町村 の判 断に よる と して 、入 所の 決定は 要介 護者 の希 望優先 で
はなく、 行政 の決定 するとこ ろと なった 。
この よう に、 ２０ １４（ 平成 ２６ ）年 の改正 は、 普遍 主義 的な介 護
保険制 度を より 選別 主義的 な制 度へ と方 向転換 する よう な、 大幅 か つ
制度の質 的な 変更を ともなう 改正 であっ た (10 ) 。

（４）介 護 基 本 報酬 の改定
市町 村は ３年 を１ 期とす る介 護保 険事 業計画 を策 定し 、３ 年ごと に
介護基 本報 酬の 見直 しを行 うこ とと され ている 。こ れま での 改定過 程
を振り 返る と 、 ２０ ０３（ 平成 １５ ）年 －２． ３％ 、２ ００ ５（平 成
１７） 年－ １． ９％ 、２０ ０６ （平 成１ ８）年 －０ ．５ ％、 ２００ ９
（平成 ２１ ）年 ＋３ ．０％ 、２ ０１ ２（ 平成２ ４） 年＋ １． ２％、 ２
０１４ （平 成２ ６） 年は消 費税 率引 き上 げに伴 い＋ ０． ６３ ％、そ し
て２０１ ５年 （平成 ２７）年 －２ ．２７ ％ 、と推 移し ている 。
これ らの 数値 は平 均値で あり 、サ ービ ス別で はか なり 異な った経 緯
になっ てい る。 介護 基本 報 酬は 、事 業者 が提供 する 介護 サー ビスの 対
価とし て支 払わ れる もので ある 。し たが って、 介護 基本 報酬 の公定 価
格の高低 は、事 業者 にとって の収 入 の増 大、ある いは減 少を 意味する 。
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同時に 、介 護 基 本 報 酬の高 低は 、介 護費 用全体 の増 減に もつ ながり 、
さらに 、保 険料 の 増 減、利 用者 負担 の増 減にも 影響 を及 ぼす 。その た
め、介 護 基 本報 酬は 、事業 者 、 保険 者、 利用者 の立 場か ら、 非常に 高
い関心が 向け られる (11) 。
また 、介 護 基 本 報 酬の低 減化 が図 られ てきた 一方 で、 認知 症の受 け
入れや 医療 体制 の整 備、重 度な 利用 者の 受け入 れ、 介護 職員 の処遇 改
善等に 対応 する こと に対し ては 、特 別の 加算を 設け 個別 に対 応して き
たので 、基 本 報 酬＋ 加算と いう ２階 建て の報酬 構造 が定 着し てき た 。
こ の 点 に関 して 、 要 介護度 が改 善し た 場 合の評 価を 介護 基本 報酬あ る
いは加 算項 目等 に導 入する こと を議 論す る必要 があ るの では ないか 、
という意 見も あった (12) 。

第５節

要介 護認定

介護保 険の もとで は、被保 険者が 介護 保険の給 付を 受ける ためには 、
保険者 であ る市 町村 に申請 し、 介護 が必 要な状 態で ある こと とその 程
度につ いて 認定 を受 けなけ れば なら ない 。これ を要 介護 認定 （制度 ）
と い う 。こ の要 介護 （要支 援） 認定 は、 市町村 の職 員に よる 訪問調 査
の 結 果 など にも とづ くコン ピュ ータ によ る１次 判定 と、 保健 医療福 祉
の専門 家か らな る介 護認定 審査 会に おい て１次 判定 の 結 果と 主治医 の
意見書 を踏 まえ て行 われる ２次 判定 の２ 段階の もと に実 施さ れる 。 市
町村は 、こ の認 定審 査会の 判定 に基 づき 、要介 護（ 要支 援） 認定を 行
う。
介護 認定 の意 味は 、介護 ニー ドの 判定 であり 、要 介護 者の 家族や 家
屋など の個 別事 情は 考慮さ れな い。 すな わち 、 家族 が負 う介 護負担 リ
スクで はな く、 保険 料を負 担す る被 保険 者の要 介護 状態 だけ に着目 し
て、保険 給付 が行わ れる 。
しか し、 施設 サー ビス（ 介護 老人 福祉 施設） につ いて は 、 サービ ス
提供者 が入 所の 受入 を判断 する 材料 とし ての 「 入所 判定 基準 」につ い
て は、 要介 護者 の家 族や家 屋な どの 家族 が負う 介護 負担 リス クが点 数
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化され 、優 先名 簿が 作成さ れて いる 。他 方 で、 ２０ １４ （平 成２６ ）
年の改 正に より 、要 介護２ 以下 の者 は、 たとえ 優先 名簿 が上 位であ っ
ても市 町村 の了 解を 得なけ れば 、入 所が 認めら れな いこ とと なった 。
これは 、 入 所待 機者 の解消 と介 護老 人福 祉施設 の重 点化 推進 を目的 と
するも のと はい え 、 介護保 険制 度で 謳わ れた利 用者 の自 由な 選択 に よ
る契約 制度 が認 めら れない 場合 もあ りう る とい う、 大き な制 度転換 と
い え るだ ろう 。
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要介 護と いう 生活 事 故に遭 遇し た者 に、 事後的 に自 立支 援の ための
給付 を行 う制 度と 理 解すべ きで ある 。要 介護状 態と いう 事故 が発生
して いな いの に、 介 護保険 財源 から 予防 のため の給 付を 行う ことに
ついて 、す っき りし た説明 をす るこ とは 難しい 。」 とし 、「 生 活保護
法の住宅 扶助、介護 保険入所 中の 低所得 者 に対す る部 屋代の 補足（補
足給 付） も含 めて 、 住宅保 証に つい ては 、低所 得者 に重 点を おいた
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第Ⅲ章

介護 保険制 度の創設 過程 と制度 の概要

介護保険 法が、２ ０ ００（平成 １２）年 ４月１日 に施 行され てから、
1５年以 上が経 過し た。介 護保 険制度 が 施行され たこ とで 、高齢者介 護
をめぐる 思 想 は、
「 選別主義 」か ら「 普 遍主義 」へと 大きく 変化した と
いわ れ る ( 1) 。 措 置制 度の も と では 、 目 的 が貧 困 者 の社 会 的 救 済に 置 か
れ、そ の貧 困度 は 基 本的に 所得 と扶 養 と の関係 のも とに 測定 され、 サ
ービス は行 政に よっ て選別 され た高 齢者 に のみ 提供 され てき た。こ れ
に対し て、 介護 保険 制度は 、貧 困度 と関 係なく 、介 護を 必要 とする 高
齢者す べて に社 会サ ービス を提 供し よう とする 制度 とし て設 計され て
いる。 介護 保険 制度 にあっ ては 、行 政は 、サー ビス 利用 にあ たり、 所
得や扶 養関 係、 社会 環境に よる 選別 は行 わず、 サー ビス の内 容と量 に
ついて も、 提供 者側 が一方 的に 決定 して いた措 置制 度時 代と 違って 、
本人の決 定に 委ねる ことを原 則と してい る。
本 章 は、 この 介護 保 険制度 創設 の背 景と 政策過 程に つい て、 考察す
ること を目 的と して いる。 そし て、 成立 した介 護保 険制 度の 概要に つ
いて述 べた うえ で、 それが 普遍 主義 に則 った制 度で ある 点を 明らか に
す る。

第１節

老人 福祉措 置制度に おけ る介護 サービス

ま ず 本節 では 、改 正前の 老人 福祉 法 、 いわゆ る老 人福 祉措 置制度 の
もとでの 給付 構造と サービス 提供 関係に ついて 、 考察 したい 。

（１）老 人福 祉措置 制度の概 要
介護 保険 法の 施行 （２０ ００ （平 成１ ２）年 ４月 ）に よる 改正前 の
老人福 祉法 のも とで は、「 福祉 の措 置」（ 第１０ 条の ３以 下） という 規
定があ り、 それ にも とづき 介護 保険 法の 給付対 象と な る よう な介護 を
必要と する 高齢 者（ 以下「 要介 護高 齢者 」と略 記す る ） に対 し、特 別
養護老 人ホ ーム の入 所やホ ーム ヘル プサ ービス の提 供な どが 行なわ れ
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ていた。 こう したサ ービスの 給付 形態は 、措置制 度と 呼ばれ る 。
戦 後の 日本 の社 会 福祉 制度 の枠 組み を 形成 した とさ れる GHQ（ 連合
国軍総司 令部）の１ ９４６（昭 和２ １）年 の指令「社 会救 済」
（ SCAPIN775）
は、社 会福 祉に おけ る無差 別平 等の 原則 、公的 責任 の原 則、 必要充 足
の原則 を打 ち出 した が、こ れら の原 則は 、１９ ５０ (昭 和２ ５ )年 の改
正生活 保護 法と １９ ５１ (昭和 ２６ )年 の 社会福 祉事 業法 にお いて法 文
化された 。
とく に社 会福 祉事 業法は 、社 会福 祉事 業を第 １種 社会 福祉 事業 と 第
２種社 会福 祉事 業に 区分し 、そ れぞ れの 事業を 限定 列挙 する ことに よ
り、そ の範 囲を 明確 化した 点に 特徴 があ る。そ して 、第 １種 社会福 祉
事業に つい ては 、そ の提供 する サー ビス の内 容 が、 利用 者の 生命や 人
権にか かわ る性 格を 有して いる ため 、そ の経営 主体 を国 、地 方公共 団
体、社 会福 祉法人 に 限定して いる 。こ こ にいう「社 会福祉 法 人 」と は、
社会福 祉事 業を 行な うこと を目 的と して 設立さ れた 法人 であ り 、事 業
に必要 な資 産を 備え 、都道 府県 知事 の認 可を受 ける こと を設 立の要 件
として いる 。本 質的 に非営 利の 社会 福祉 事業を 行な う法 人と して、 他
の公法 人よ りも 厳し い規則 が課 され る一 方で、 社会 福祉 法人 が行な う
社会福 祉事 業に 関し ては、 非課 税措 置な どの税 制上 の優 遇措 置が講 じ
られてい る。
そし て、 社会 福祉 法人制 度の 確立 によ り、 主 に慈 善事 業か ら出発 し
た民間事 業者 が、公 の支配に 属す ると解 されるこ とで 、慈 善･博愛の事
業に対 する 公金 の支 出を禁 止す る憲 法第 ８９条 後段 と抵 触す ること な
く、措 置委 託費 や建 設補助 金の 交付 対象 となる こと が可 能に なった 。
この方 法を とる こと により 、政 府の 側 は 、民間 事業 者を 社会 福祉法 人
と して 取り 込み 、公 立施設 や公 的サ ービ スの不 足を 補完 する ことが で
き、民 間事 業者 の側 も、公 的補 助を 受け ること で経 営の 安定 を確保 す
ることが でき た。
その 後、 １９ ６０ 年代の 高度 経済 成長 の時期 には 、生 活保 護法、 児
童福祉 法、 身体 障害 者福祉 法に 加え 、知 的障害 者福 祉法 （当 時は精 神
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薄弱者福 祉法。１９ ９９ (平 成１１ )年に 名称変更 ）、老 人福 祉法、母 子
福祉法（後に 母子及 び寡婦福 祉法 ）があ いついで 制定 され、
「 福祉六法 」
と呼ばれ る社 会福祉 法制が確 立し た。
これ らの 社会 福祉 法制は 、高 齢者 や障 害者、 児童 など の対 象者別 に
立法化 され てお り、 それぞ れの 法律 ごと に、前 述の 老人 福祉 法のよ う
に、
「福 祉の 措置」と いう規定 がお かれ、それにも とづ いて、サービス
の給付が 行な われて いた。
「 福祉の 措置」とは、措 置権者 であ る行政機
関（市 町村 ）が 、具 体的な 給付 対象 者に ついて 法律 の要 件を 充足し て
い るか どう かを 判定 したう えで 、ど のよ うな財 やサ ービ スを 提供す る
かを決定 し（ 措置決 定）、 提 供を行 う 仕 組みと し て 定 義され ている。
給付 の内 容は 金銭 などの 場合 もあ るが 、大半 はケ アや 援助 などの 非
金銭的 サー ビス の提 供であ り、 医療 保険 の療養 の給 付と 同様 、現物 給
付が原 則と され た。 これら の社 会福 祉立 法を根 拠に した 行政 機関（ 市
町村） によ る福 祉サ ービス の給 付は 、措 置決定 から 、そ れに もとづ い
て行われる福祉サービスの給付に至るまでの一連の行為そのものが
「措置｣と呼ば れた ことから 、全体 の過 程が「 措 置制度 」と 称されて き
た。
こうし た措 置制度 の意義は 、以 下の３ 点に要約 でき る 。第 1 に、措
置制度 は、 憲法 第２ ５条に もと づき 、高 齢者や 障害 者な ど 何 らかの 援
助や支 援を 必要 とす る人（ 以下 「要 支援 者」と 略記 する 。） に対し て、
国や自 治体 の責 任で 、必要 な支 援や 福祉 サービ スを 現物 給付 する 仕 組
みであ り、 それ によ り要支 援者 の生 活は 保障さ れた 。第 ２に 、措置 制
度のも とで は、 財政 責任を 含め た公 的責 任が明 確化 され 、社 会福祉 法
人に対 して 財政 的に 安定し た措 置委 託費 が支弁 され るよ うに なり、 福
祉サー ビス にと って 最も重 要な サー ビス 提供の 安定 性と 継続 性が確 保
さ れ た 。第 ３に 、措 置の最 低基 準が 低く 抑えら れた とは いえ 、所得 に
応じた 応能 の利 用者 負担と 最低 基準 の設 定によ り、 少な くと も要支 援
者の負 担能 力に かか わりな く、 全国 共通 の福祉 水準 が確 保さ れ、す べ
て の 要支 援 者 にその 基準での サー ビス提 供が保障 され た 。
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（２）サ ービ スの給 付と財政 の構 造
措置 制度 のも とで の 具体 的な サー ビス 利用の 仕組 みを 、特 別養護 老
人 ホ ーム への 入所を 例に図解 する と、以 下 のよう にな る（図 表３－１ ）。

（図表３‐１） 措置制度の仕組み
措置権者（市町村）
①

②

③

④

⑤

⑦
⑥

利用者
①相談、利用申込み
④受託

②措置決定

⑤措置委託費

特別養護老人ホーム

③措置委託

⑥入所とサービス提供

⑦費用徴収

出典：伊藤周平『介護保険法と権利保障』 2008年 法律文化社 43P参照 筆者作成

特別 養護 老人 ホー ム は、６ ５歳 以上 の高 齢者 で 、心 身の 著し い障害
のため 常時 の介 護を 必要と し、 かつ 居宅 で 介護 を受 ける こと が困難 な
者が入 所す る老 人福 祉施設 とさ れ、 入所 を希望 する 高齢 者は 、市町 村
に入所 申し 込み を行 い、各 市町 村が 、国 の通達 によ る入 所基 準をも と
に、本 人の 心身 の状 況や家 族状 況な どを 総合的 に判 断し 、入 所判定 会
議などを 経て 、入所 を決定す る 方 式をと っていた 。
特別 養護 老 人 ホー ム の経営 につ いて は、 社会福 祉法 （旧 社会 福祉事
業法） のも とで 第１ 種社会 福祉 事業 とさ れ、そ の経 営主 体は 、国、 地
方公共 団体 、社 会福 祉法人 に限 定さ れて いる（ 介護 保険 法施 行後も 同
様である ）。も っと も、国、地方自 治体 の直営に よる 運営が 多数を占 め
る保育 所な どと 異な り、特 別養 護老 人ホ ームの 場合 は、 国や 自治体 の
直営に よる もの は少 なく、 多く が民 間の 社会福 祉法 人が 市町 村長の 委
託を受 けて 経営 する 形 をと り、 運営 費は 国や自 治体 から 措置 委託費 と
して社会 福祉 法人に 交付され る仕 組みと なってい た。
措置 制度 の財 政構 造をみ ると 、措 置権 者が措 置入 所や サー ビスの 提
供を行 なっ た場 合に かかる 費用 は「 措置 費 」と 呼ば れ、 その 費用は 公
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費でま かな われ た。 具体的 な 負 担割 合は 、国が ２分 の１ 、都 道府県 が
４分の １、 町村 が４ 分の１ （市 の場 合に は 、都 道府 県負 担分 がなく 市
が２分 の１ ）と なっ ていた 。措 置費 は、 大きく 分け ると 、① 施設職 員
の人件 費や 施設 管理 費など にあ てら れる 事務費 、② 入所 者や 利用者 の
生活費な どの 「事業 費」、の 二つ に 区分 されてい た。
また 、施 設や 居宅 サービ ス利 用者 （要 介護高 齢者 など ）か らも費 用
徴収が 行な われ てい た。当 初の 費用 徴収 に関す る考 え方 によ れば 、 そ
れはあ くま でも 特別 な場合 に限 定さ れて おり 、 福祉 に関 す る 費用（ 措
置費） は全 額公 費で 負担す るこ とが 原則 とされ てい た。 この 点 は、 １
９ ６ ２ (昭 和３ ７ )年 ８月の 社会 保障 制度 審議会 （当 時） の「 社会保 障
制度の 総合 調整 に関 する基 本方 針に つい ての答 申お よび 社会 保障制 度
の推進に 関す る勧告 」
（以下｢６２年 勧告 ｣と略記 する ）にお いても 、確
認され てい る。「６ ２年勧 告｣では 、社 会福祉 にお ける 公的 責任、 とく
に財政責 任の 立場か ら、社 会福 祉の費 用 は、
「 原則と して受 益 者に負担
させる べ き では なく 国と地 方公 共団 体が 負担す べき こと 」と されて い
た。
しか し、 １９ ８０ 年代に 入る と、 福祉 におけ る 財 政責 任の 縮小を 進
める政 策動 向を 反映 し、利 用者 から の費 用徴収 が強 化さ れた 。１９ ８
１(昭 和５ ６ )年の 特 別養護 老人 ホー ムの 費用徴 収制 度改 訂は 、その 先
駆けと いえ る 。 この 改定で は、 自立 助成 や在宅 者と の均 衡を 根拠に 、
収入額か ら租 税や社 会保険料 など の必要 経費を控 除し た「対 象収入額 」
により 負担 能力 を認 定する 収入 認定 方式 が導入 され 、住 民税 が非課 税
で あ る 低所 得者 の入 所者も 費用 徴収 の対 象とな ると とも に、 入所者 本
人の費 用徴 収額 が、 措置費 の合 計基 準額 （月額 ２４ 万円 ）に 達しな い
場合に は、 扶養 義務 者から も費 用徴 収す る（こ の場 合は 、前 年度の 課
税額を基 準に 費用徴 収する税 制転 用方式 による）、い わゆる「 二本立て
方式」 が採 用さ れた 。その 後、 改定 のた びに老 人福 祉施 設入 所者か ら
の費用徴 収は 、 強化 されてい った 。
また 、ホ ーム ヘル プサー ビス につ いて も、１ ９８ ２ (昭和 ５７ )年の
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派遣事 業運 営要 綱の 改定で 、ヘ ルパ ーの 派遣対 象が 所得 税課 税世帯 に
拡大さ れた のに とも ない、 課税 世帯 から の費用 徴収 が導 入さ れた（ こ
の場合 は、 本人 、扶 養義務 者と もに 税制 転用方 式を 採用 ）。 その結 果、
ヘルパー の派 遣を辞 退する利 用世 帯が続 出した。
障害 者福 祉分 野で も、１ ９８ ４ (昭和 ５９ )年に 身体 障害 者福祉 法が
改正さ れ、 その 第３ ８条に 施設 利用 費用 負担の 規定 が設 けら れた。 同
年は健康 保険 加入者 本人にも 1 割 の一部 負担が導 入さ れるな ど、福祉
のみなら ず医 療分野 において も 、 患者負 担の強化 が行 われて いる。
以上 のよ うな 経緯 を経て 確立 され た、 老人福 祉措 置制 度の もとで の
費用徴収 制度 の特徴 としては 、以 下 の ３ 点を指摘 でき る。
第１ に、 費用 負担 につい ては 、法 律上 は「そ の負 担能 力に 応じて 」
とされ 、支 払能 力に 応じた 応能 負担 が、 原則と され てき た 。 負担能 力
の認定 方法 につ いて は定め がな く、 行政 の通達 など に委 ねら れてい た
が、前述の ように、扶養義務 者に ついて は、税制転 用方 式 が 用いられ 、
高齢者 本人 から 徴収 する際 は、 収入 認定 方式を とる 形態 が一 般的だ っ
た。た だし 、後 述の 「全額 徴収 原則 」の もと、 本人 だけ では なく、 扶
養義務 者か らも 徴収 する制 度で あっ たた め、と くに 中間 所得 層の扶 養
義務者 にと って は、 高額の 負担 と な って いた。 費用 徴収 の強 化は、 費
用徴収 制度 の実 態を 、高齢 者本 人や 扶養 義務者 にと って 、も はや本 人
の負担 能力 に応 じた 負 担（ 応能 負担 ）と は呼べ ない ほど に、 変質さ せ
てしまっ た 。
第２ に、 費用 徴収 の額は 「当 該措 置に 要する 費用 の全 部又 は一部 」
と規定 され てい た が 、行政 では 、措 置に 要する 費用 の全 額を 本人ま た
は扶養 義務 者か ら徴 収する こと を原 則と し、本 人等 の負 担能 力に応 じ
て、段 階的 に費 用の 軽減な いし 免除 を行 なう、 いわ ゆる 「全 額徴収 原
則」が とら れて いた 。しか し、 措置 に要 する費 用に は、 人件 費を含 め
た事務 費も 含ま れる わけで 、そ れを 公的 負担と せず に、 本人 や扶養 義
務者か らの 徴収 対象 に含め るこ とは 、憲 法第 ２ ５条 に反 する との指 摘
もなされ てい た。憲 法第 ２５ 条や 社会福 祉各法の 理念･原則 に照らせ ば、
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社会福 祉の 費用 負担 は公的 責任 で行 われ る、と 解釈 され るた め 、全 額
を本人 また はそ の扶 養義務 者か ら徴 収す る全額 徴収 原則 は 、 法の解 釈
としても 無理 があっ た 。
第３ に、 高齢 者本 人のみ なら ず 、 扶養 義務者 も費 用徴 収の 対象と さ
れてき た。 扶養 義務 者から の費 用徴 収に ついて は 諸 説あ るが 、扶養 義
務者に負 担を 負わせ ること自 体に 、問題 がある ( 2) 。

（３）老 人福 祉措置 制度のも とで の介護 サービス の実 情
措置 制度 のも とで の 、 措 置決 定 後 のサ ービス 提供 関係 につ いて み る
と、措 置権 者で ある 市町村 が、 民間 事業 者 ･施 設（ 主に 社会 福祉法 人）
に委託 して 、サ ービ スを提 供す るケ ース が多か った 。 具 体的 には、 市
町村は 、要 介護 高齢 者など から ホー ムヘ ルパー 派遣 等 の 申請 を受け 、
措置決 定を 行な うが 、その 前提 とし て、 市町村 のケ ース ワー カーな ど
による 訪問 調査 が行 なわれ るの が一 般的 だった 。介 護保 険法 が規定 し
ている よう な 、 明確 な かた ちで の ケ アマ ネジメ ント が定 義さ れてい た
わけで はな いも のの 、とに かく 申請 者や 家族の 意向 を聞 き、 申請者 の
心身状 況や 生活 環境 、経済 状況 を考 慮し 、ヘル パー 派遣 の判 断をす る
こ と に なっ てい た の である 。ま た、 特別 養護老 人ホ ーム など への入 所
措置の 場合 は、 国の 通達に よ る 入所 判定 基準に 照ら して 、当 該申請 者
が要件 に適 合し てい るか否 か を 各市 町村 に設置 され てい た入 所判定 会
議が 決 定す るこ とに なって いた 。ま た、 ホーム ヘル プサ ービ スをは じ
めとし た 居 宅サ ービ スの場 合は 、国 の事 業運営 要綱 に定 めら れた基 準
をもと に、 各市 町村 が定め た運 営要 綱や 派遣基 準な どに もと づいて 、
サービス の提 供およ びその内 容が 決定さ れ た。
サー ビス の提 供関 係につ いて は、 以下 の 二通 りの 解釈 があ った。 一
つは、 措置 制度 は、 憲法に もと づい て国 や地方 自治 体が 国民 と行な う
一種の 契約 制度 であ り、そ の契 約 に 基づ いて支 援が 必要 な人 々にサ ー
ビスが 提供 され ると いう解 釈で ある 。こ れに対 して 、行 政解 釈がと っ
て い た のは 、措 置 制 度は行 政庁 によ る職 権的、 一方 的な 行政 処分で あ
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るとい う立 場だ った 。後者 の立 場に 立て ば、申 請者 から の措 置請求 権
は認め られ ない ので 、そも そも 契約 関係 が成立 しな いこ とと なる。 確
かに、 行政 庁が 一方 的に職 権を もっ て措 置入所 を行 わな けれ ば、本 人
の生存 が保 障さ れな いよう なケ ース もあ りうる 。そ の意 味で は、措 置
には緊 急性 を契 機と して行 なわ れる 職権 措置と 、申 請に もと づく措 置
とが併 存し 、行 政の 解釈は 、緊 急性 の高 い場合 の職 権措 置に 該当す る
との 解 釈 も可 能 だ っ た (3 ) 。 現実 に 、 介護 保険 法 施 行後 も 、 老 人福 祉 法
のもとに 、前 者の職 権措置は 存続 してい る。
仮 に 、措 置制 度の もとで サー ビス 請求 権を認 める とし ても 、要介 護
高齢者 に限 って いえ ば、サ ー ビ ス資 源の 絶対的 不足 （す なわ ち特養 施
設の絶 対的 不足 ）と いう状 況の もと では 、個々 の要 介護 高齢 者が介 護
サービ ス請 求権 を行 使でき るよ うな 環境 にはな かっ た。 たと えば、 特
別養護 老人 ホー ムの 入所要 件に 該当 して いたと して も、 施設 不足や 満
床のた め、 空き が出 るまで 措置 決定 を留 保する など の運 用が 行なわ れ
たり、 ホー ムヘ ルプ サービ スに つい ても 、同居 の家 族が いる という 理
由で利用 でき なかっ たりする など、さま ざまな制 約が あった 。とくに 、
中高所 得 層 に属 して いる者 は、 扶養 義務 者から も高 い費 用徴 収がな さ
れ たこ とが 障害 にな って 、 サー ビス の選 択や利 用を 実質 的に 拒まれ て
きた。
換言 すれ ば 、 老人 福祉措 置制 度の もと では、 緊急 性の 高い 要介護 高
齢者や 低所 得者 に対 しての み 、 優先 的に 介護サ ービ スが 提 供 されて い
たので ある 。し かし 、 サー ビス の供 給量 が不足 して いる 状態 では、 そ
れ はあ る意 味で やむ をえな いこ とで あっ た。な ぜな ら、 希少 なサー ビ
スは、 それ が希 少で あるが ゆえ に、 サー ビス給 付へ のニ ーズ が切迫 し
ている 者、 ある いは 、低年 金で 一人 暮ら しの重 度の 要介 護高 齢者な ど
に優先 的に 分配 せ ざ るをえ ない から であ る。こ うし たサ ービ ス資源 の
絶対的 な不 足に よっ て、サ ービ スを 利用 できな いと いう 事態 は、な に
も老人 福祉 措置 制度 それ自 体が かか える 問題で はな く、 介護 保険制 度
に 移 行 した とし ても 、生じ る 問 題で ある 。すな わち 、十 分な サービ ス
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体制が整 備さ れてい ない限り 、基本 的に は解決し えな い問題 といえる 。
しか し、 問題 点は 多数存 在し たも のの 、措置 制度 のも とで は、市 町
村の措 置行 為を 基軸 にしな がら 、国 や地 方自治 体に 対す る最 低基準 の
遵守監 督義 務が 規定 されて いた し、 サー ビス提 供義 務や 措置 費用の 負
担義務 も法 律に よっ て制度 的に 担保 され てい た 。す なわ ち、 サービ ス
提供に つい ての 国や 自治体 の公 的責 任が 明確化 され てい たの であり 、
その意 味で は、 必要 なサー ビス 体制 さえ 整備さ れて いれ ば、 介護サ ー
ビス請求 権が 認めら れる余地 はあ った 。
また 、老 人福 祉措 置制度 のも とで は、 前述の よう に緊 急度 に応じ て
優先的に サー ビスを 提供した り、要 介護 高齢者の 個別 的･具 体的状況 に
合わせ て、 サー ビ ス を変更 した りす るこ とが可 能で ある 、と いう利 点
があ った 。
しか し、 老人 福祉 措置制 度の もと では 、制度 上サ ービ スの 請求権 が
認めら れて いた にも かかわ らず 、サ ービ ス資源 の制 約が あっ たため 、
職権措 置が 優先 され た結果 、緊 急度 が高 くない 申請 者（ 受給 者）に と
っては、 サー ビスの 選択の余 地は なかっ た 。

第２節

介護 保険制 度導入の 背景 と動向

で はな ぜ、高 齢者 介護に関 して、従来 の措置制 度を わざわ ざ解体し 、
そ れ を 社会 保険 方式 に変更 する 必要 があ ったの か。 厚生 省（ 当時） の
高齢者 介護 対策 本部 が配布 して いる パン フレッ ト『 介護 保険 のポイ ン
ト‐介護 保険 制度案 Q＆A』には、冒頭の「いま 、なぜ 介護保 険制度が
必要な ので すか 。」 という 質問 に対 して 、「今 後、 高齢 化の 進展に 伴っ
て、寝た きりや 痴呆 の高齢者 が急 速に増 えること が見 込まれ ています 。
また、 介護 が必 要な 期間が 長期 化し たり 、介護 する 家族 の高 齢化な ど
が進ん だり して おり 、家族 によ る介 護で は十分 な対 応が 困難 となっ て
きてい ます 。こ うし た中、 今日 、介 護問 題は、 国民 の老 後生 活最 大 の
不安要因 とな ってい ます。」 と記さ れて いる 。
たし かに 、高 齢化 が急速 に進 展し てい ること 、そ れに 伴っ て、寝 た
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きりや 認知 症な どで 介護を 必要 とす る高 齢者が 増加 して い る こと は 、
客観的な 事実 である 。介護 問題 の背景 に は、高 齢化･少子化 に よる人口
構造の 変化 があ るこ とは間 違い ない 。た だ、厚 生省 （当 時） のこの 説
明では 、な ぜ介 護保 険制度 が必 要で ある か 、に つい て の 十分 な 解答 に
はなっ てい ない 。国 民の老 後生 活 上 の最 大の不 安要 因で ある 介護問 題
は、な にも 社会 保険 方式 で なく とも 、公 費（税 ）方 式を 充実 させる と
いう形で も解 決でき るから で ある 。
公費 方式 では なく 、あえ て社 会保 険方 式の介 護保 険制 度で なけれ ば
ならない理由は何か。厚生省（当時）のパンフレットには、さらに、
「高齢 者介 護に 関す る現行 の制 度は 、医 療と福 祉の 縦割 りの 制度と な
ってお り、 サー ビス が自由 に選 択で きな い、サ ービ ス利 用時 の負担 に
不公平 が生 じて いる 、介護 を理 由と する 長期入 院（ いわ ゆる 社会的 入
院）等 医療 サー ビス が不適 切に 利用 され ている 等の 問題 が指 摘され て
います 。こ うし た不 安や問 題の 解消 を図 り、今 後、 急速 に増 加する こ
とが見 込ま れる 介護 費用を 将来 にわ たっ て国民 全体 で公 平に 賄う仕 組
みの確立 が求 められ ています 。」と記さ れ ている 。すな わち 、公 費方式、
特に、 措置 制度 では 、現在 の介 護問 題へ の対応 には 限界 があ ること 、
将来的 に、 介護 費用 の増加 が見 込ま れる ため、 税 金 だけ では 賄いき れ
ず、保 険料 とい う形 で 新た な負 担を 求め る社会 保険 の介 護保 険制度 が
必要で ある こと 、な どが理 由と され てい る 。本 当に そ う であ ろうか 。
本 節で は、 この 点 を 明らか にす るた めに 、介護 保険 制度 導入 以前の 高
齢者介護 の状 況と介 護保険制 度導 入まで の過程を 、検 証 した い。

（１）高 齢化 の進展 と要介護 者の 増大
日本 の高 齢化 率は 、１９ ７０ （昭 和４ ５） 年 に７ ％に 達し 、１９ ９
４（平 成６ ） 年 には １４％ 、さ らに ２０ ２５ （ 平成 ３７ ） 年 には、 ２
５％以上 にな ると予 測されて いた （図表 ３－２）。
日本 の高 齢化 の特 徴 として 、高 齢化 の速 度 が速 いこ と 、 ７５ 歳以上
のいわゆ る後 期高齢 者の急速 な増 加が予 想される こと 、があ げられる 。
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たとえ ば、 高齢 者の 人口比 率が ７％ から １４％ にな るま で要 した期 間
をみて みる と、 フラ ンスで は１ ３０ 年、 スウェ ーデ ンで は８ ５年と な
っている のに 対して 、日本の 場合 には、 わずか２ ４年 となっ ている。

（図表３－２）高齢者人口（６５～７４歳、７５歳以上）とその割合

出 典 ： 2000 年 ま で は 総 務 省 統 計 局 「 国 勢 調 査 」、 2005 年 以 降 は 国 立 社 会 保 障 ・ 人
口 問 題 研 究 所 「 日 本 の 将 来 推 計 人 口 （ 平 成 １ ４ 年 １ 月 推 計 ）」

また、 １９ ９０ (平 成２ )年に は６ ５歳 から７ ４歳 の総 人口 に占め る
比 率 は ７． ２％ 、７ ５歳以 上の 後期 高齢 者が４ ．８ ％で あっ たのに 対
し、２ ０１ ５ (平成 ２７ )年に は、 それ ぞれ１ １． ３％ 、１ ４．５ ％に
なると 予想 され てい る。も ちろ ん、 ４ 人 に１人 が高 齢者 とい っても 、
全ての 高 齢 者が 要介 護状態 にな るわ けで はない 。問 題は 、 要 介護高 齢
者がどの くら い増加 するか 、で ある 。厚 生省（ 当時 ）の 推計 によれば 、
１９９ ３ (平成 ５ )年 現在で 、寝 たき りや 認知症 など のた めに 介護が 必
要な６５ 歳以 上の高 齢者は、 ２０ ０万人 とされて いた （図表 ３ － ３ ）。
その 内訳 は、 寝た き りの高 齢者 が９ ０万 人、虚 弱の 高齢 者が １００
万人、 認知 症の 高齢 者が１ ０万 人と なっ ていた 。６ ５歳 以上 の高齢 者
の総人 口が １７ ００ 万 人だ から 、６ ５歳 以上の 高齢 者の うち 、要介 護
状態に ある 人の 比率 は １１ ．８ ％と なる 。これ だけ をみ れば 、決し て
高い比 率と はい えな い。し かし 、２ ０１ ０ （平 成２ ２） 年に は、要 介
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護の高齢 者の 数は、 ３９０万 人に 達する と推計さ れて いた。

(図表３‐３）寝たきり・認知症・虚弱高齢者の将来推計
100
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さら に、 高齢 化の 進 展に伴 って 、要 介護 高齢者 が６ ５歳 以上 の高齢
者 人 口 のな かで 占め る比率 も、 ２０ ００ (平成 １２ )年 の２ ． ８％、 ２
０ １ ０ (平 成２ ２ )年 には１ ３． ９％ 、ピ ークに 達す る２ ０２ ５（平 成
３７）年には １５ ．７％に上 昇す る 。さ らに介護 ･看護 して いる人（一
人の要 介護 者に 複数 の介護 者を 含む ）ま で考え ると 、そ の数 は、１ ９
９ １(平成 ３ )年１ ０ 月現在 の推 計で ３５ ７万人 、１ ５歳 以上 の人口 に
占める 割合 は ３ ．６ ％に達 する 。家 族の 介護の ため に退 職す る労働 者
も、年 間８ 万人 にも のぼ り 、そ の９ 割が 女性で ある 。こ のよ うに、 高
齢化の 進展 に伴 って 、介護 は 国 民に とっ て深刻 な問 題と なっ てきて い
たのであ る 。
「国民生 活基 礎調査 」
（１９ ９５ (平 成７ )年）に よれば 、在宅 の寝た
きり高齢 者の 主な介 護者で最 も多 いのは「子の配 偶者」
（大半 が嫁）の
３４．２ ％、つい で 、
「配偶者 ｣の２ ７．０％、
「子」２０．２％とな っ
ている 。ま た、 介護 者の高 齢化 が進 んで おり、 寝た きり 高齢 者の主 な
介護者 の年 齢層 も、 ５０歳 代が ２８ ．１ ％、６ ０歳 代が ２８ ．３％ 、
７０歳以 上が ２４．２％を占 め、半 数以 上が６０ 歳以 上とな っている 。
介護労 働は 、要 介護 の高齢 者が 重度 であ ればあ るほ ど、 精神 的にも 肉
体的に も過 酷な もの となる 。 そ して 、過 酷な労 働は 、介 護者 へ重い 負
担をか け、 介護 疲れ から要 介護 者が 放置 された り、 虐待 を受 けたり す
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るケー スが 増え てい た。介 護者 の方 が先 に過労 で倒 れた りす る場合 も
多く、 介護 や病 気を 苦 にし た自 殺や 殺人 事件も 後を 絶た なか った 。 実
際、１ ９９ ５ (平成 ７ )年 の統 計に よる と、年 間の ６５ 歳以 上の高 齢者
の自殺 者数 は、 全自 殺者数 の２ ５％ （約 ５５０ ０人 ）を 占め 、その 原
因も「 病苦 」が 突出 してい る。 また 、特 に女性 の高 齢者 の自 殺率が 、
他国と 比較 して かな り高く なっ てい る。 さらに 、家 族の 介護 のため に
退職し たり 、結 婚を 断念し たり と い うよ うに 、 介護 者自 身の 生活維 持
も困難 にな って いる 。虐待 や放 置を 受け ている 高齢 者は 、人 間とし て
の尊厳を 奪わ れてし まってお り 、献 身的 な介護を 続け ている 介護者は 、
自分の 労働 の権 利や 幸福追 求権 とい った 、基本 的 な 人権 が侵 害され て
しまって いた 。
他 方 、特 別養 護老 人 ホーム は、 いか なる 状況に 置か れて いた のであ
ろ う か 。厚 生労 働大 臣が定 める 「施 設最 低基準 」に よる と、 居室定 員
は、養 護老 人ホ ーム は１室 に２ 人以 下、 特別養 護老 人ホ ーム は１室 に
４人以 下と され てい る。そ のた め、 多く の特別 養護 老人 ホー ムでは 、
入所者 は４ 人部 屋で の雑居 生活 を余 儀な くされ てい た。 住民 票まで 移
して、 終の 棲家 と覚 悟して 入所 した ホー ムが、 雑居 部屋 であ る。そ れ
ぞれ異 なっ た人 生を 歩んで きた 高齢 者が 、いき なり 雑居 形態 の居室 で
同室に なる わけ だか ら、性 格や 生活 環境 の不一 致の ため 、日 常の些 細
なこと でト ラブ ルが 起こる こと もあ りう る。雑 居に よる スト レスは 、
精神衛 生上 も好 まし いも の では ない 。こ うした スト レス が認 知症を 進
展させ ると もい われ ている し、 一人 が風 邪など にか かる と、 同室の 人
にうつる 危険 性 も高 い。
さら に、 介護 職員 の 基準が 低い ため 、介 護の人 手も 慢性 的に 不足し
ている施 設が 多く、入所者に 対す る食事 ･排泄と いった 基本 的な介護 だ
けで精 一杯 とい う状 況が未 だ続 いて いた 。また 、夜 勤の 場合 には、 一
人で３ ０人 以上 の高 齢者の 介護 を引 き受 けなけ れば なら ない 施設も あ
った。 こう した 状況 のなか で、 介護 度の 高い 高 齢者 を入 所さ せると 、
介護力 不足 で特 別養 護老人 ホー ム 自 体 が パニッ ク状 態に なる ため、 自
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治体に よっ ては 、病 院が受 け持 って いる 重介護 患者 は別 ファ イルに し
て、最 初か ら入 所対 象者に しな いと ころ もあっ た。 入所 者自 体が年 々
高齢化 し、 重度 の介 護が必 要に なっ てい るとい う 現 実が ある にもか か
わらず 、そ れに 対応 できな いと の理 由で 、施設 の側 でも 入所 者を選 別
せざるを えな い状況 が生じて いた 。
他 方で 、入 所者 から の費用 徴収 は、 １９ ８４ (昭和 ５９ )年 か ら大幅
に強化さ れ 、その 額 は 毎年の よう に値上 げされて きた。
『介 護 保険のポ
イント』
（前 掲）に よ ると、た とえ ば、あ るサラリ ーマ ンの親 が特別養
護老人 ホー ムに 入所 し 、扶 養義 務者 であ るその サラ リー マン の年収 が
８００ 万円 、入 所し た本人 の年 金が 月１ ８万円 とし た場 合、 本人か ら
１ ４ ． ９万 円、 扶養 義務者 であ る子 供か ら４． １万 円の 費用 徴収が あ
る 。こ れは 極端 な例 で、６ ５歳 以上 の高 齢者で 月１ ８万 円も の年金 を
受給し て い る人 は少 なく、 月３ 万か ら４ 万円と いう 額が 平均 だった 。
そのた め、 入所 者本 人から の平 均的 な費 用徴収 額は 、月 ４万 円程度 で
あ っ た。
また 、費 用徴 収基 準 では、 入所 者の 手元 に月１ 万円 程度 残れ ばよい
という 考え 方に もと づき、 年収 １２ 万円 以上の 人か ら も 費用 徴収を 行
なって いた 。以 前は 、年収 が２ ７万 円以 下の入 所者 は費 用免 除の対 象
者だっ たが 、年 収１ ２万０ ００ １円 から １４万 円の 人で も、 毎月１ ０
００円 を徴 収す るよ うにな った 。こ うし た低所 得者 から も費 用徴収 す
る制度 のた めに 、入 所する 必要 があ るに もかか わら ず、 辞退 するケ ー
ス が生じ てい た 。
特別 養護 老人 ホー ム は満室 で入 所で きず 、家族 でも 面倒 を み きれな
い 場 合 、要 介護高 齢 者は、病院 を施設 代 わりに利 用す る 、い わゆる「社
会的入院 」を余儀 な くされ た 。厚生省（ 当時 ）の「患者 調査 ｣（１ ９９
５(平 成７ )年 ）に よ れば、 ６５ 歳以 上の 高齢者 で病 院に ６ヶ 月以上 長
期入院 して いる 人は 、約２ ８万 人に のぼ り、そ の何 割か は、 社会的 入
院と推計 され た（ 厚 生省 (当 時)の 推計で は約１０ 万人）。社 会 的入院を
余儀な くさ れた 高齢 者は、 病院 側や 看護 職員の 都合 で「 抑制 」とい う
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名のも とに 身体 を拘 束され たり 、ベ ッド に縛り つけ られ たり といっ た
行為を 受け るケ ース もあっ た。 なか には 、身体 拘束 では なく 、精神 安
定剤や 睡眠 薬な どの 薬物を 投与 され て、 寝かせ きり にさ れて いるケ ー
スもあ った 。 し かし 、 この よう な人 権侵 害があ るに もか かわ らず、 そ
れが表 面化 する こと は稀 だ った 。医 師に 対する 患者 とい う弱 い立場 か
ら、さ らに 、病 院を 追い出 され れば 行き 場がな くな ると いう 高齢者 と
その家族 の弱 い立場 から 、
「 抑制」などを やむをえ ない 措置と して、本
人も家族 も医 者や看 護職員す らも 不問に 付してい たの である 。
また 、医 療法 や厚 生 省令に 定め られ た病 院の職 員定 数が 少な すぎる
ことも 、要 介護 高齢 者を拘 束す る原 因だ った 。 １９ ４８ (昭 和２３ )年
の看護 基準 が半 世紀 近くを 経て も改 定さ れず、 診療 報酬 につ いても 、
高齢者 や長 期入 院患 者の場 合は 低く 抑え られて いる ため 、手 がかか る
重介護 の高 齢 者 は 敬 遠され 、そ の結 果、 入院を 拒否 され たり 、病院 を
たらい 回し され てい た。こ れら の要 因が 複合的 に重 なり 合っ て、患 者
の深刻な 人権 侵害を 生み出し たの である 。
他方 、特 別養 護老 人 ホーム は、 いか なる 状況に 置か れて いた のであ
ろ う か 。厚 生労 働大 臣が定 める 「施 設最 低基準 」に よる と、 居室定 員
は、養 護老 人ホ ーム は１室 に２ 人以 下、 特別養 護老 人ホ ーム は１室 に
４人以 下と され てい る。そ のた め、 多く の特別 養護 老人 ホー ムでは 、
入所者 は４ 人部 屋で の雑居 生活 を余 儀な くされ てい た。 住民 票まで 移
して、 終の 棲家 と覚 悟して 入所 した ホー ムが、 雑居 部屋 であ る。そ れ
ぞれ異 なっ た人 生を 歩んで きた 高齢 者が 、いき なり 雑居 形態 の居室 で
同室に なる わけ だか ら、性 格や 生活 環境 の不一 致の ため 、日 常の些 細
なこと でト ラブ ルが 起こる こと もあ りう る。雑 居に よる スト レスは 、
精神衛 生 上 も好 まし いもの では ない 。こ うした スト レス が認 知症を 進
展させ ると もい われ ている し、 一人 が風 邪など にか かる と、 同室の 人
にうつる 危険 性 も高 い。
さら に、 介護 職員 の 基準が 低い ため 、介 護の人 手も 慢性 的に 不足し
ている施 設が 多く、入所者に 対す る食事 ･排泄と いった 基本 的な介護 だ
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けで精 一杯 とい う状 況が未 だ続 いて いた 。また 、夜 勤の 場合 には、 一
人 で ３ ０人 以 上 の高 齢者の 介護 を引 き受 けなけ れば なら ない 施設も あ
った。 こう した 状況 のなか で、 介護 度の 高い 高 齢者 を入 所さ せると 、
介護力 不足 で特 別養 護老人 ホー ム 自 体 が パニッ ク状 態に なる ため、 自
治体に よっ ては 、病 院が受 け持 って いる 重介護 患者 は別 ファ イルに し
て、最 初か ら入 所対 象者に しな いと ころ もあっ た。 入所 者自 体が年 々
高齢化 し、 重度 の介 護が必 要に なっ てい るとい う 現 実が ある にもか か
わらず 、そ れに 対応 できな いと の理 由で 、施設 の側 でも 入所 者を選 別
せざるを えな い状況 が生じて いた 。
他 方で 、入 所者 から の費用 徴収 は、 １９ ８４ (昭和 ５９ )年 か ら大幅
に強化さ れ 、その 額 は 毎年の よう に値 上 げされて きた。
『介 護 保険のポ
イント』
（前 掲）に よ ると、た とえ ば、あ るサラリ ーマ ンの親 が特別養
護老人 ホー ムに 入所 し 、扶 養義 務者 であ るその サラ リー マン の年収 が
８００ 万円 、入 所し た本人 の年 金が 月１ ８万円 とし た場 合、 本人か ら
１ ４ ． ９万 円、 扶養 義務者 であ る子 供か ら４． １万 円の 費用 徴収が あ
る 。こ れは 極端 な例 で、６ ５歳 以上 の高 齢者で 月１ ８万 円も の年金 を
受給し てい る 人 は少 なく、 月３ 万か ら４ 万円と いう 額が 平均 だった 。
そのた め、 入所 者本 人から の平 均的 な費 用徴収 額は 、月 ４万 円程度 で
あ っ た。
また 、費 用徴 収基 準 では、 入所 者の 手元 に月１ 万円 程度 残れ ばよい
という 考え 方に もと づき、 年収 １２ 万円 以 上の 人か ら も 費用 徴収を 行
なって いた 。以 前は 、年収 が２ ７万 円以 下の入 所者 は費 用免 除の対 象
者だっ たが 、年 収１ ２万０ ００ １円 から １４万 円の 人で も、 毎月１ ０
００円 を徴 収す るよ うにな った 。こ うし た低所 得者 から も費 用徴収 す
る制度 のた めに 、入 所する 必要 があ るに もかか わら ず、 辞退 するケ ー
スも生じ てい た 。
特別 養護 老人 ホー ム は満室 で入 所で きず 、家族 でも 面倒 みき れない
場 合、 要介 護高 齢者 は、病 院を 施設 代わ りに利 用す る 、 いわ ゆる「 社
会的入院 」を余儀 な くされ た 。厚生省（ 当時 ）の「患者 調査 ｣（１ ９９
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５(平 成７ )年 ）に よ れば、 ６５ 歳以 上 の 高齢者 で病 院に ６ヶ 月以 上 長
期入院 して いる 人は 、約２ ８万 人に のぼ り、そ の何 割か は、 社会的 入
院と推計 され た（ 厚 生省 (当 時)の 推計で は約１０ 万人）。社 会 的入院を
余儀な くさ れた 高齢 者は、 病院 側や 看護 職員の 都合 で「 抑制 」とい う
名のも とに 身体 を拘 束され たり 、ベ ッド に縛り つけ られ たり といっ た
行為を 受け るケ ース もあっ た。 なか には 、身体 拘束 では なく 、精神 安
定剤や 睡眠 薬な どの 薬物を 投与 され て、 寝かせ きり にさ れて いるケ ー
スもあ った 。 し かし 、 この よう な人 権侵 害があ るに もか かわ らず、 そ
れが表 面化 する こと は稀だ った 。医 師に 対する 患者 とい う弱 い立場 か
ら、さ らに 、病 院を 追い出 され れば 行き 場がな くな ると いう 高齢者 と
その家族 の弱 い立場 から 、
「 抑制」などを やむをえ ない 措置と して、本
人も家族 も医 者や看 護職員す らも 不問に 付してい たの である 。
また 、医 療法 や厚 生 省令に 定め られ た病 院の職 員定 数が 少な すぎる
ことも 、要 介護 高齢 者を拘 束す る原 因だ った 。 １９ ４８ (昭 和２３ )年
の看護 基準 が半 世紀 近くを 経て も改 定さ れず、 診療 報酬 につ いても 、
高齢者 や長 期入 院患 者の場 合は 低く 抑え られて いる ため 、手 がかか る
重介護 の高 齢者 が敬 遠され 、そ の結 果、 入院を 拒否 され たり 、病院 を
たらい回 しさ れたり し ていた 。これ ら の 要因が複 合的 に重な り合って 、
患者の深 刻な 人権侵 害を生み 出し たので ある 。
では 、病 院で の入 院 費用は 、ど の程 度の 額 だっ たの だろ うか 。７０
歳以上 の高 齢者 が病 院に入 院し た場 合、 老人保 健制 度の もと では、 定
額で１日 ７１ ０円 、１ヶ月だ と２ 万１３ ００円に なる 。１ ９ ９４ (平 成
６)年に 入院時 の食 費も自己 負担 となっ てから 、１ 日７６ ０ 円、１ ヶ月
で２万 ２８ ００ 円と なり、 合計 で４ 万４ １００ 円が 、法 令で 定めら れ
ている自 己負 担とな っている。しかし、実際には、多くの 老 人病院で 、
この法 定負 担の ほか に、保 険外 負担 とし て月額 平均 ７万 円も の負担 を
患者側に 強い ている ことが 、毎日新 聞の 調査で明 らか にされ ている（ １
９ ９ ６(平成８ )年３ 月１９日 朝刊）。保 険 外負担の 名目 は、お しぼり代
や寝間 着リ ース 代な どで、 首都 圏で は保 険外負 担だ けで 月１ ０万円 以
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上にも なる 病院 もあ り、経 済 的 に余 裕の ない人 は、 社会 的入 院すら で
きない 状況 が生 じて いた 。 実際 、保 険外 負担 の 支払 い が 不可 能な 生 活
保護の 患者 は敬 遠さ れるた め、 首都 圏の 老人病 院で は、 病床 の一定 率
（１割 程度 ）し か生 活保護 の患 者は 受け 入れな い「 生保 １割 枠」 を 設
け ると ころ もあ った 。厚生 省 (当時 )は 、 こうし た保 険外 のヤ ミ負担 を
禁じてい たが、ヤミ 負担分は 診療 報酬で は不足す る介 護費用（人件費 ）
等に充 てら れて おり 、診療 報酬 が低 いな かでは 、病 院に よっ てはヤ ミ
負担を 患者 から とら なけれ ば、 経営 自体 が成り 立た ない とこ ろも多 か
った。そ のた め、保 険外負担 は、 ほぼ黙 認されて いた 。
以上 のよ うに 、 介 護問題 はい っそ う深 刻化し 、介 護の 現場 はもは や
放置で き な い状 況 ま で追い つめ られ てい た。た しか に、 公費 方式で は
もはや 、こ うし た介 護問題 には 十分 対応 するこ とは 不可 能だ った。 し
かし他 方で 、社 会保 険方式 の介 護保 険制 度を創 設す れば 、介 護問題 の
現状が改 善し 、問題 が解決さ れる という ことでも な か った 。そもそも 、
こ うし た介 護問 題が 生み出 され 、深 刻化 してき た原 因は どこ にある の
か。こ れま での 介護 政策を 振り 返る こと から、 なぜ 介護 問題 が生じ た
のか、と いう 点につ いて検証 した い。

（２）高 齢者 への介 護政策
日本 では 、高 齢者 や障害 者 の 介護 は、 長い間 「家 事」 と同 一視さ れ
ていた ため 、家 族、 特に女 性が 担う もの である 、と いう 考え が支配 的
だった 。し たが って 、日本 では 、介 護サ ービス を公 的に 提供 すると い
う「介 護の 社会 化」 の思想 は極 めて 希薄 で あり 、福 祉国 家と いわれ る
他の先 進諸 国と 比較 して 、 介護 や育 児に 対する 公的 な福 祉サ ービス の
整 備 は 決定 的に 遅れ てきた 。 し かし 、寝 たきり 高齢 者の 増加 など介 護
問 題そ れ自 体は 、す でに １ ９６ ０年 代後 半頃か ら表 面化 し は じめて い
た。た とえ ば、 １９ ６８ (昭和 ４３ )年 に 全国社 会福 祉協 議会 が行っ た
「居宅 ねた きり 老人 実態調 査」 では 、在 宅の７ ０歳 以上 の寝 たきり 高
齢者が 、こ の時 期す でに２ ０万 人近 くも 存在し てい た点 が明 らかに さ
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れている 。
他方 で 、 この 時期 をつう じて 、三 世代 同居の 減少 や核 家族 化、サ ラ
リーマ ン化 が 進 み、 伝統的 な家 族扶 養の あり方 は 大 きく 変化 し、家 族
介護は 、そ の基 盤を 失って いっ た。 １９ ６３ (昭和 ３８ )年 に 老人福 祉
法が制 定さ れ、 寝た きりや 虚弱 の高 齢者 に対し て、 自宅 に出 向いて 家
事、介護 などの サー ビスを提 供す る老人 家庭奉仕 員（ホ ーム ヘルパー ）
が制度 化さ れた 。 し かし、 ヘル パー の数 や予算 は微 々た るも のにと ど
まって いた 。さ らに 、ホー ムヘ ルパ ーの 利用は 、当 初は 生活 保護世 帯
に 、そ れ 以 降は 低所 得の高 齢者 に限 られ ていた 。施 設に つい ては、 社
会福祉 施設 緊急 整備 計画な どに より 、老 人ホー ムの 増設 が進 んだが 、
それも増 大す る介護 需要に相 当す る 水準 ではなか った 。
他方 で 、 １９ ６０ 年代半 ばに は、 各地 で革新 自治 体が 生ま れ、 そ れ
ら自治 体の 福祉 政策 を国が 後追 いす ると いう構 図が みら れた 。特に 、
１９６ ９ (昭和 ４４ )年に美 濃部 都政 のも とで実 現さ れた 老人 医療の 無
料化は 、１ ９７ ２ (昭和４ ７ )年の 老人 福祉法 の改 正に よっ て、翌 年か
ら全国 レベ ルで も実 施され るこ とと なっ た。年 金制 度改 革も おこな わ
れ、不 十分 なが らも 社会保 障制 度が 整い 、社会 保障 関係 の予 算も伸 び
て、１９ ７３ (昭和 ４８ )年 は「福 祉元 年」と称 され た。
しか し、 １９ ７３ (昭和 ４８ )年 秋の 石 油危機 を境 に、 高度 経済成 長
が 終 焉し 、低 成長の 時代に入 ると、
「福 祉見直し 」論 や「 日 本型福祉 社
会」論 が台 頭し 、社 会保障 制度 の拡 充に 歯止め がか けら れる ように な
った。なかで も、
「 日 本型福祉 社会 」論は 、高福 祉高負 担型の ヨーロッ
パ諸国の福祉国家を否定的にとらえ、個人や家族の自助努力と近隣･
地域社 会の 連帯 を強 調する もの で あ り 、 老親な どの 介護 は家 族の責 任
である から 、公 的な サービ スに 依存 せず 、家族 、特 に女 性が 担うべ き
ものだ 、と する もの だった 。換 言す れば 、福祉 支出 の抑 制を 目的に 、
家族介護 が奨 励され たのであ る 。
また 、北 欧で 生ま れた 「 ノー マラ イゼ ーショ ン 」 の思 想に 代表さ れ
る施設 介護 から 在宅 介護へ と移 行す べき である 、と の思 想も 、この 頃
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からで ある 。 こ れは 、 高齢 者や 障害 者を 閉鎖的 な施 設に 集め て介護 す
るとい う 従 来の 発想 を批判 し、 いか に介 護が必 要で も 、 普通 の生活 を
自宅で 続け られ るよ うに援 助す るほ うが 、より 人間 的な 福祉 である 、
とする 思想 だっ た。 この思 想は 、介 護の 社会化 、す なわ ち 公 的な在 宅
サービ スの 整備 を前 提条件 とし てい た の である が、 しか し、 日本に お
け る在 宅福 祉の 思想 は、公 費を 節約 する ために 、家 族介 護を 奨励す る
ものへ と歪 めら れた 点が重 要で ある 。１ ９７８ (昭 和５ ３ )年 にはシ ョ
ートス テイ 、１ ９７ ９ (昭 和５ ４ )年に は デイサ ービ スが 制度 化され 、
現 在 の 在宅 サー ビス の枠組 みが でき あが るが、 進む かに 見え た介護 問
題への政 策的 な取組 は、この 時期 を境に 大きく後 退し てしま う 。
１９ ８０ 年代 に入 ると、 以上 のよ うな 『日本 型福 祉社 会』 論にも と
づく政 策は 、本 格的 に展開 され る 。 １９ ８１ (昭和 ５６ )年 に 発足し た
臨時行政 調査 会にち なんで、臨調「 行革｣路線とも いわ れるこ の政策は 、
医療や 福祉 に支 出す る公費 を 可 能な 限り 縮小す るこ とを 基本 方針に し
ていた 。と りわ け重 点が置 かれ たの は 、 福祉部 門に 対す る 国 の財政 負
担（国庫 負担 )の縮 小である 。以上 の 方 針のもと 、１９ ８０ 年代を通 じ
て、医 療･福 祉支出 の 抑制と削 減が なし崩 し的に進 めら れた結 果、老 人
ホーム など の老 人福 祉施設 やホ ーム ヘル パーな どの 在宅 サー ビスの 整
備は進 まず 、そ の量 は圧倒 的に 不足 する 。また 、介 護な ど本 来福祉 領
域で扱 うべ きも のを 医療に 転嫁 ・代 替さ せ る政 策が とら れた 。公的 な
介護サ ービ スの 整備 ではな く、 こう した 医療に よる 福祉 代替 政策が 進
められ たの は、 医療 への投 資は 、医 薬品 産業や 医療 用機 器産 業など を
育成、 発展 させ るこ とがで きた のに 対し て、対 人サ ービ スが 中心の 介
護は、 企業 育成 には 適して いな かっ たか らであ る。 そし て、 医学的 に
は病院 への 入院 の必 要がな いの に、 在宅 サービ スや 老人 ホー ムなど の
施設が 不足 して いる などの 理由 で、 高齢 者が施 設代 わり に病 院へ入 院
するとい う 、 日本特 有の 「社 会的 入院 」 が増大し てい った。
いず れに せよ 、高 齢化と 核家 族化 が進 展する なか 、家 族介 護がす で
にその 基盤 を失 って い たに もか かわ らず 、政府 や厚 生省 （当 時）は 、
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介護は家 族の 責任だ と位置づ けて きた。また、介護 問題は、家族介護 、
もしく は医 療に よる 代替政 策で 解決 でき るとし 、福 祉支 出を 抑制し 、
公的な介 護サ ービス の拡充を 怠っ てきた 。むしろ、公費 削減の ために、
家族によ る介 護を奨 励する政 策が とられ たのであ る。
他 方 、民 間活 力と 競争原 理の 導入 とい う名目 で、 民間 営利 サービ ス
の後押 しと 在宅 サー ビスの 民間 委託 が積 極的に 推進 され 、福 祉の民 活
路線が 定着 した 。１ ９８５ (昭 和６ ０ )年 、厚生 省（ 当時 ）内 にシル バ
ーサー ビス 振興 指導 室が設 置さ れ、 １９ ８６ (昭和 ６１ )年 に は「長 寿
社会対 策大 綱」 が閣 議決定 され た。 この 頃から 、高 齢社 会に 向けて 将
来性の ある ビジ ネス として 、シ ルバ ー産 業がに わか に注 目を 集め、 有
料老人 ホー ム建 設に 営利企 業が 大量 に参 入して きた 。ま た、 １９８ ７
(昭和 ６２ )年 に厚 生 省（当 時） 所管 の公 益法人 「シ ルバ ーサ ービス 振
興会」 が結 成さ れ、 同年７ 月に 同省 （当 時）は 、老 人福 祉課 長名で 全
国の自治 体に、
「 シル バーサー ビス 振興会 の認定し たシ ルバー マークの
交付を 受け た業 者に 、在宅 サー ビス 事業 などを 極 力 委託 する よう配 慮
されたい 。」と指示 す る通達を 出し ている（１９ ９７ (平成９ )年１月撤
廃）。 同 年 、「 ホー ム ヘルパ ー派 遣事 業運 営要綱 」が 大幅 に改 定され 、
ホーム ヘル プ事 業の 委託先 が一 定の 条件 を満た す民 間業 者に まで拡 大
さ れ た。
この 時期 から 、来 るべき 高齢 化社 会に 向けて 、公 費負 担、 特に、 国
庫負担の 抑制 と削減 が、さま ざまな かた ちで試み られ た。顕 著な例が 、
生活保 護費 であ る 。 １９８ ０年 代に 入る と 、厚 生省 （当 時） は、い わ
ゆる「１ ２３号 通知 」を根拠 に、
「適 正 化」とい う名目 で、生活保護 行
政の引 き締 めを 強化 した。 生活 保護 の申 請の 拒 否や 生活 保護 支給の 打
ち切り が各 地で おこ なわれ た の であ る 。 その結 果、 １９ ８０ 年代後 半
から、生 活保 護受給 者は大幅 に減 少し、 生活保護 費も 削減さ れた。
生活保 護以 外の福 祉サービ スに ついて も、公費 削減策 が強 化された 。
通常、 措置 制度 の仕 組みを とっ てい る福 祉サー ビス への 国庫 負担を 減
らす方 法と して は、 ①国の 措置 基準 を低 く抑え 、措 置費 を抑 える、 ②
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利用者 から の費 用徴 収、い わゆ る利 用者 負担を 強化 する 、③ 国庫負 担
率を減ら す、 という ３つの方 法が 存在す る 。
第 1 の措置 基準の 据え置き につ いては 、特に社 会福 祉施設 の運営費
の８割 を占 め る 人件 費を抑 える ため 、厚 生省（ 当時 ）は 、一 貫して 職
員の配 置基 準を 低い まま抑 えて きた 。た とえば 、特 別養 護老 人ホー ム
では、 施設 職員 の配 置基準 は入 所者 ４人 に対し て１ 人の まま 据え置 か
れてき た。 その ため 、自治 体や 社会 福祉 法人が 現場 の実 情に 応じて 、
国の基 準よ り多 い職 員を配 置し よう とす れば、 その 部分 は自 治体や 社
会福祉 法人 の超 過負 担にな る構 造で あっ た。ま た、 特別 養護 老人ホ ー
ムの事 業費 も生 活保 護基準 を算 定の 基礎 として いる ため 、運 営自体 が
厳しい状 況に あった 。
第２ の利 用者 負担 の強化 につ いて は、 １９８ ０ (昭和 ５５ )年８月 の
老 人ホ ーム の費 用徴 収制度 の改 定が 、 そ の先駆 けだ った 。前 節で述 べ
た よう に、 その 後、 老人ホ ーム の入 所者 からの 費用 徴収 は強 化され て
い く。 ホー ムヘ ルプ 事業に つい ても 同様 で あり 、１ ９８ ２ (昭和５ ７ )
年の「 ホー ムヘ ルパ ー派遣 事業 運営 要綱 」の改 定に より 、ホ ームヘ ル
パーの 派遣 対象 が、 生活保 護世 帯、 所得 税非課 税世 帯か ら所 得税課 税
世帯にも 拡大 された のに伴い 、課税 世帯 に対する 有料 制が導 入された 。
また、 この 改定 では 、ホー ムヘ ルパ ーの 勤務形 態の 「原 則的 に常勤 」
の規定が はず され、 これ以降 、ホ ームヘ ルパーの 非常 勤化が 進んだ。
有料 制の 導入 当初 は 、費用 徴収 基準 の区 分は所 得税 課税 世帯 につい
ては２ ラン クで あっ たが、 １９ ９２ (昭 和５７ )年 から は５ ランク にな
り、生 計中 心者 の前 年度所 得税 額が １万 円以下 の低 所得 の世 帯から も
１ 時 間あ たり ２５０ 円の料金 を徴 収する こととな った 。
第３ の方 法で ある 国 庫負担 率の 大幅 な引 き下げ につ いて は 、 １９８
０年代 半ば にお こな われた 。政 府は 、１ ９８５ (昭 和６ ０ )年 度予算 に
おいて 、社 会福 祉関 係の補 助金 をは じめ とする 国庫 補助 金が ５割を 超
える補 助金 と負 担金 につい て、 その １割 削減を 実施 した 。補 助金削 減
は、１９８ ５（昭和 ６ ０）年 度単 年度 限り とされて いた が、１ ９８６ (昭
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和 ６ １ )年 の「 補助 金等の 臨時 特例 等に 関する 法律 」で 、１ ９８６ (昭
和 ６ １)年から むこ う３年間 にわ たって 、大規模 な補助 金削 減をおこ な
うこと が決 定さ れた 。特に 、児 童福 祉法 、老人 福祉 法、 身体 障害者 福
祉法の入 所措 置など の国庫負 担率 は、５ 割まで切 り下 げられ た。
さらに 、３ 年間 の期 限が切 れた １９ ８９ (平成 元 )年に は「 国 の補助
金等の 整理 及び 合理 化並び に臨 時特 例等 に関 す る法 律」 が制 定され 、
生活保 護や 児童 扶養 手当に 関す る国 庫負 担は ７ ．５ 割に 、特 別養護 老
人ホー ムな どの 措置 費につ いて は、 国庫 負担を ８割 から ５割 にする こ
とが決 定さ れた 。他 方で 、 １９ ８６ (昭 和６１ )年 には 「地 方公共 団体
の執行 機関 が国 の事 務とし て行 なう 事務 の整理 及び 合理 化に 関する 法
律」、 いわ ゆる 「機 関委任 事務 の団 体事 務化法 」が 成立 した 。これ は、
従来、 国の 機関 委任 事務と して おこ なわ れてき た社 会福 祉事 務の多 く
を地方自 治体 の団体 事務とす るこ とを骨 子とする もの で、児 童福祉法 、
身体障 害者 福祉 法、 精神薄 弱者 福祉 法、 老人福 祉法 の４ つの 法律に わ
たる１７ 項目 が、自 治体の団 体事 務とさ れた。
戦後 、社 会福 祉行 政は、 国の 事務 とさ れ、機 関委 任事 務と して、 国
の強い 統制 のも とに 地方公 共団 体が 実施 を担当 して きた 。福 祉サー ビ
スの地 方 分 権化 とい う理念 から みれ ば、 この改 革は 大き な前 進であ っ
たが、 実際 には 団体 事務に 伴う 財政 的な 裏付け はな され ず、 国の福 祉
サービ スに 対す る責 任や財 政負 担を 自治 体に転 嫁す るも のに ほかな ら
なかっ た。 その 意味 で、こ れも 公費 、特 に国庫 負担 削 減 の一 環とし て
おこなわ れた 改革で あったと いっ てよい 。
他方 で、 医療 によ る 福祉 の代 替政 策も 行き詰 まっ てい た。 高齢化 の
進展と 高齢 者の 社会 的入院 の増 加が 重な り、老 人医 療費 を中 心に医 療
費が高 騰し たか らで ある。 これ に対 して 、厚 生 省（ 当時 ）は 、診療 報
酬を低く 抑え ること で、医 療費 を抑制 す る政策を とっ た。１ ９７８ (昭
和 ５ ３)年にお こな われた改 定ま で、毎 回ほぼ１ ０％ 以上の アップが は
かられ てき た診 療報 酬であ るが 、１ ９８ １ (昭 和５ ６ )年６ 月 の改定 を
最後に その 後１ ０年 間にわ たっ て、 ほと んど引 上げ られ なか った。 し
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か し 、 最低 でも 、一 般の賃 金上 昇率 や消 費や物 価指 数の 上昇 を反映 し
た診療 報 酬 の引 き上 げがは から れな けれ ば 、医 療機 関の 経営 は困難 に
なる。
また、老人医 療の 無料化が 国に とって 大きな財 政負 担にな っ たため 、
１９８ ２年 に老 人保 健法が 制定 され 、翌 年から 老人 保健 制度 が導入 さ
れた。 これ によ って 、老人 医療 の無 料化 が廃止 され 、高 齢者 も定額 の
自己負 担を する こと になっ た。 そし て、 それま で公 費で まか なわれ て
いた老 人医 療費 の ３ 割を公 費で 、あ との ７ 割を 他の 医療 保険 からの 拠
出金で まか なう とい う、現 行の 老人 医療 負担の 仕組 みが 導入 された 。
さらに 、老 人医 療費 を抑制 する ため 、７ ０歳以 上の 高齢 者に 関して 、
一般患者 より 低い別 建ての診 療報 酬 制度 が適用さ れる ことに なった。
その 後も 、医 療改 革の名 のも と、 患者 負担分 を増 大さ せ、 国の負 担
部 分 を抑 制す る政策 が進めら れて いった 。１９８ ４ (昭 和５９ )年には、
健康保 険の 被保 険者 本人に ２割 負担 が導 入され 、国 民健 康保 険への 国
庫負担 率が 削減 され た。１ ９８ ５ (昭和 ６０ )年に は、 全国 的な 病 院の
ベッド 数の 削減 を目 標にし た「 地域 医療 計画」 の作 成を 都道 府県知 事
に義務づ ける 、医 療 法の改正（ 第１次 改 正）が おこ なわれ た 。同時 に、
国公立医 療機 関･療 養所の廃 止 、移転 統 合、民 間へ の経営 譲 渡といっ た
計画が 発表 され た。 １９８ ６ (昭和 ６１ )年には 、老 人保 健制 度の高 齢
者の自 己負 担が 引き 上げら れ、 国民 健康 保険の 保険 料滞 納者 に対す る
保険証 の取 り上 げな どの制 裁措 置を 盛り 込んだ 国民 健康 保険 法の改 正
が お こ なわ れた 。特 に、こ の制 裁措 置は 、国民 健康 保険 の被 保険者 で
も、保 険料 の滞 納が あれば 、保 険証 が 渡 されな い 、 とす る厳 しいも の
だ っ た。
さら に、 １９ ８８ (昭和 ６３ )年 の診 療 報酬改 定で は、 長期 入院者 を
減らす ため に、 入院 患者に 関し て支 払わ れる「 入院 時医 学管 理料」 な
ど に対 して 、 入 院期 間が長 くな れば なる ほど診 療報 酬が 低く なる逓 減
制が導 入さ れた 。逓 減制は 、一 般病 院、 老人病 院に 共通 して 導入さ れ
たが、 老人 病院 の場 合には 、慢 性患 者が 対象と みな され て、 診療報 酬
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自体が 一般 病院 より 低く設 定さ れ、 入院 期間が 長い 患者 には 、さら に
低い診療 報酬 が適用 されるこ とと なった 。
こう した 仕組 みの もとで は、 病院 は、 診療報 酬の 低い 高齢 者や長 期
入院患 者を 多く かか えてい るほ ど、 赤字 となる 。結 果と して 、要介 護
高齢者 の入 院が 拒否 される 、長 期入 院の 患者が 退院 を強 制さ れる、 と
い っ た 例が 多く みら れた。 しか し、 在宅 サービ スや 老人 ホー ムなど の
施設が 整備 され てい ない状 況で の強 制的 な退院 は、 行き 場の ない高 齢
者をつ くり 出し 、高 齢者が 病院 を転 々と するな どの 、医 療現 場の混 乱
状 況を もた らす こと となっ た。 これ らは 、厚生 省（ 当時 ） が 、公的 な
介護サ ービ スの 充実 で社会 的入 院を 減ら す抜本 的な 解決 策を 怠り、 短
絡的な医 療費 の抑制 政策に終 始し た結果 であった 。

（３）介 護保 険制度 導入の背 景と 要因
しか し、 以上 のよ うな公 費抑 制 政 策や 、短絡 的な 医療 費抑 制政策 に
よっては 、深刻 化す る介護問 題に 十分に 対処する こと はでき なかった 。
その結 果、 １９ ９０ 年代に 入る と、 介護 問題は ます ます 深刻 化し 、 も
はや放 置で きな い状 況とな った 。政 府は 、こと さら に高 齢化 の危機 を
あおり 、高 齢化 社会 への対 処や 高齢 者福 祉を増 税の 口実 に用 いた。 １
９ ８ ９(平成元 )年４ 月には「 高齢化 社会 に備える ため」とい う名目で 、
消費税 が導 入さ れた 。 しか し、 この 消費 税導入 に は 世論 の厳 しい反 対
が存在 した ため に、 それに 対す る対 応策 として 打ち 出さ れた のが、 １
９ ８ ９(平成元 )年１ ２月の「高 齢者保 健 福祉推進 １０ ヵ年戦 略」、いわ
ゆる「 ゴー ルド プラ ン」だ った 。こ れは 、１９ ９０ (平 成２ )年度か ら
１０年間 で、ホーム ヘルパー 10 万人 、シ ョートス テイ ５万人 分、デ イ
サービ ス１ 万ヶ 所、 在宅介 護支 援セ ンタ ー１万 ヶ所 、特 別養 護老人 ホ
ーム２ ４万 人分 など の整備 を掲 げた 、高 齢者福 祉サ ービ スに 関する 計
画だっ た 。 目標 値を 定 め、 福祉 サー ビス の整備 に多 額の 公費 を注ぎ 込
むこ の 計画 の策 定 の 背景に は、 従来 の家 族依存 型、 公費 抑制 型の政 策
が破たん した との、 政府や厚 生省 （当時 ）の側 の 認識 があっ た 。
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以上 の背 景か ら 、 １９９ ０ (平成 ２ )年 の福祉 八法 の改 正に よって 、
特別養 護老 人ホ ーム などの 施設 入所 の事 務が 市 町村 に移 行さ れ、サ ー
ビスの 提供 主体 が一 元化さ れた 。そ して 、計画 的に 供給 体制 を整備 す
るた め に、 都道 府県 と市町 村に 対し て、「老人 保健 福祉 計画 ｣の策 定が
義務付 けら れた 。１ ９９４ (平 成６ )年 ３ 月末ま でに 出揃 った 全国の 老
人保健 福祉 計画 の目 標 値の 集計 結果 は、 ゴール ドプ ラン の目 標値を 大
幅に上 回る もの だっ た。し たが って 、１ ９９４ (平 成６ )年 １ ２月に な
る と、 ゴー ルド プラ ンを全 面的 に見 直し 、１９ ９５ (平 成７ )年から １
９ ９ ９ (平 成１ １ )年 までの 後半 の５ 年間 で達成 すべ き目 標値 を引き 上
げた「高 齢者保 健福 祉推進 １ ０ヵ 年戦略 の見直し につ いて」、いわゆる 、
「新ゴ ール ドプ ラン 」が大 蔵･自治 ･厚 生 の３大 臣に よる 合意 で策定 さ
れた。 その 内容 は、 ホーム ヘル パー １７ 万人、 ショ ート ステ イ６万 人
分、デイ サービ ス･デイケア １．７ 万ヶ 所、特別 養護老 人ホ ーム２９ 万
人分、老 人保 健施設 ２８万人 分な どとな っていた 。
財政面 につ いてい えば 、１ ９９５ (平成 ７ )年度 から １ ９９ ９ (平成 １
１)年度 までの 総事 業費は 、ゴ ー ルド プ ランに関 する 部分も 含めて 、９
兆円を 上回 る規 模だ った。 その 内訳 は、 国の負 担が ４兆 円、 都道府 県
と市町 村 の 負担 が４ 兆円、 施設 建設 時の 設置者 の負 担な どが １兆円 、
で あ る。１９９ ４ (平 成６ )年 度まで の総 事業費が 約５ 兆円だ ったため 、
その年 で倍 近く にな ってい た。 また 、新 ゴール ドプ ラン のな かには 、
目標値 の修 正だ けで なく 、 ２４ 時間 巡回 ホーム ヘル プサ ービ スや特 別
養護老人 ホー ムの個 室化の推 進な どの新 しい施策 が盛 り込ま れた。
こ の新 ゴー ルド プラ ンにつ いて 、１ ９９ ５ (平 成７ )年 に 日 本 弁護士
連合会 が 行 った 調査 による と、 回答 した ７割以 上の 自治 体が 、目標 年
度まで の達 成は 困難 である 、と して いた 。では 、施 設サ ービ スにつ い
てはど うか 。特 別養 護老人 ホー ムに つい ては、 １９ ９５ (平 成７ )年１
０ 月 １ 日時 点で 、全 国に３ ２０ ０カ 所、 約２２ 万人 の入 所者 があり 、
目標値 であ る２ ９万 人の３ 分の ２以 上を 達成し てい た。 また 、１９ ９
５年度以 降 は、一人 あたりの 居室 面積の 基準が従 来の ２割増 しの１０ ．
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６平方メ ート ルとな り、個室 も増 えつつ あった。
老人 福祉 施設 の整 備 が進ん だの は、 新ゴ ールド プラ ンに よっ て、巨
額の予 算が 投入 され たため であ る 。 特別 養護老 人ホ ーム の建 設費の ２
分の１ を 国 が、 ４分 の１を 都道 府県 が補 助する とい う補 助金 の仕組 み
が構築 され 、ま た都 道府県 によ って は上 乗せ補 助を する とこ ろもあ っ
たため 、施 設の 新設 が進ん だの であ る 。 １９９ １ (平成 ３ )年 に２９ ０
億円だ った 特別 養護 老人ホ ーム の国 庫補 助総額 は、 ４年 後に は７５ ３
億円と 倍以 上に なっ た 。し かし 、建 設補 助制 度 のも とで 、ハ ード面 の
「箱モ ノ」 は増 えた が、ソ フト 面 、 たと えば施 設職 員の 配置 基準は 低
く抑えら れた ままで あり 、職 員の 待遇改 善も進 ま なか った 。
他方 で、 在宅 サー ビ スの整 備は 遅れ てい た。特 に、 在宅 サー ビスの
要であ るは ずの ホー ムヘル パー の確 保と 定着 を めぐ る問 題は 、深刻 だ
っ た。 市町 村が 老人 福祉計 画を 策定 する 際に、 ヘル パー 数算 定の基 準
として 厚生 省（ 当時 ）が示 した 参考 基準 では、 ヘル パー 派遣 数は週 ３
回か ら ４回 であ り、 重度の 要介 護者 が家 族介護 に頼 らず 、在 宅で生 活
するこ とは 不可 能だ った。 くわ えて 、自 治体に よる 老人 福祉 計画の 段
階では 、常 勤ヘ ルパ ーの目 標値 とさ れて いたも のが 、そ れを 集計し た
新ゴー ルド プラ ンの 段階で は、 非常 勤ヘ ルパー も含 めて １７ 万人と い
う 目 標値 へと 変化し ていた 。
その後 、 １ ９９ ２ (平成４ )年 に は 「看 護師等 の人 材確 保に 関する 法
律」が 制定 され 、 翌 年の １ ９９ ３ (平成 ５ )年 には 、厚 生省 （当時 ）が
「社会 福祉 事業 に従 事する 者の 確保 を図 るため の措 置に 関す る基本 的
な指針 」を 策定 した 。それ に伴 い、 常勤 のホー ムヘ ルパ ーの 公的補 助
（国が ２分 の１ 、県 市町村 が２ 分に １を 負担） も引 き上 げら れ、年 間
給与は 、１ ９９ ６ (平成８ )年 で３ ３７ 万円と なっ た 。 しか し、ホ ーム
ヘルプ 事業 に対 する 国の補 助基 準は 、非 常勤７ 割、 常勤 ３割 で計算 さ
れたた め 、 ヘル パー 1 人当 たり で換 算す れば 、 国の 補助 単価 は、１ ９
９ ７(平成 ９ )年度 予 算で年 間６ １万 円に すぎな かっ た 。 国は 在宅サ ー
ビス事 業の ２分 の１ を 負担 して おり 、常 勤換算 なら １人 当た り１７ ３
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万円の 国庫 補助 が必 要であ る か ら、 １０ ０万円 以上 減額 され ている 計
算 に なる 。ま た、ホー ムヘルプ 事業 の国庫 補助の単 価に は、１ ９８２ (昭
和 ５ ７)年より 時間 単価が 、１ ９８９ (平 成元 )年 からは「事 業 委託基準
単価」 が導 入さ れた ため、 地方 自治 体に よる 常 勤ヘ ルパ ー の 採用 は 阻
害され た 。 以上 のよ うに、 新ゴ ール ドプ ランに よる ヘル パー の 確保 を
め ぐ る目 標値 の実現 が困難な 最大 の要因 は 、医 療･福 祉支出 の 抑制、特
に、国 庫負 担の 抑制 という 政策 の方 針が 変更さ れて おら ず、 国庫補 助
が十分で はな い点に あった。
たし かに 、 バ ブル 崩 壊後の 税収 の落 ち込 みは深 刻で あり 、公 的な福
祉サー ビス を拡 充す るため の財 源調 達は 、容易 では な か った 。くわ え
て、高 齢化 に向 けた 準備の ため に導 入さ れた消 費税 だっ たが 、新ゴ ー
ルドプ ラン など の高 齢化対 策に 対し て割 り当て られ た金 額は 、１９ ９
０(平 成２ )年 から １ ９９６ (平 成８ )年 ま での期 間で 、消 費税 収約４ ７
兆円の なか の ３ 兆３ ０００ 億円 にす ぎず 、これ は全 体 の 約７ ％にす ぎ
な か った (4) 。以 上の ように 、国の 予算 配 分方式に よっ ては 、厚生省（当
時）が 、新 たな 介護 政策の ため に大 幅な 予算の 増額 を勝 ち取 ること は
困難だ った 。そ の結 果 、高 齢者 介護 政策 のため の財 源を 、 租 税では な
く、自主 財源で ある 社会保険 料に 求め る ことにな った のであ る 。また 、
先述の よう に、 福祉 措置費 にお いて 国庫 負担分 が 削 減 さ れた こと に よ
って、 国家 財政 の 抑 制が目 指さ れた が 、 １９９ ０ 年 代に 入る と、高 齢
化の進 展と ゴー ルド プラン によ る 特 別養 護老人 ホー ムの 増設 などが 重
なり、老人福 祉措置 費は増大 の一 途をた どった 。その 結果 、１ ９９１ (平
成 ３)年 には、国庫負 担額は １ ９８ ４ (昭 和５９ )年の国 庫負 担削減前 の
水準ま で回 復し た。 この点 も 、 一般 財源 に 依拠 しな いか たち での介 護
保 険 の財 源検 討がは じまる 契 機と なった 。
実際 、措 置制 度の 廃 止によ る国 庫負 担の 削減と いう 方針 が浮 上しは
じめた のは 、こ の時 期であ る 。 まず １９ ９２（ 平成 ４） 年に は 、１ ９
９ ３(平成 ５ )年度 国 家予算 につ いて 、保 育所措 置費 であ る １ １００ 億
円分の 国庫 負担 の削 減案が 打ち 出さ れた 。続く １９ ９３ (平 成５ )年に
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は 、 保 育所 にお ける 措置制 度を 撤廃 し 、 契約制 へと 変更 する ことを 目
的とする 、
「 保育サ ー ビス法 」の 制定 に 向 けた動き が明 確なも のとなっ
た。両 者は いず れも 実現に いた らな かっ たが 、 厚生 省（ 当時 ）は、 こ
の失敗 を教 訓に 、 ま ずは 保 育所 に比 べ数 の少な い特 別養 護老 人ホー ム
などの 老人 福祉 施設 から 、 措置 制度 の解 体を推 し進 める 方針 に転換 し
たといえ る 。
公的 なサ ービ スが 、 財政的 な理 由 を 背景 に伸び 悩む 一方 で、 民間サ
ービス はど のよ うな 状態だ った のか 。臨 調「行 革」 路線 のも とで は 福
祉の民 活路 線が 推進 された が、 これ も期 待され たほ どは 伸長 せず 、 そ
の結果 、 民 間福 祉サ ービス の事 業と して の見通 し は 立た なか った。 福
祉 民 活 路線 の基 本的 な戦略 は、 公的 サー ビスの 利用 者負 担を 引き上 げ
ること によ り 、 民間 事業者 に 対 して 採算 の見込 みを 提供 し 、 事業 と し
ての進 出の 契機 を生 み出そ うと する 点に あった 。し かし 、利 用者負 担
の引き 上げ は、 公的 サービ スの 利用 を抑 制する とと もに 、 民 間サー ビ
スを含 むサ ービ ス利 用全体 にも 抑制 効果 を及ぼ した 。 す なわ ち、福 祉
の民活 路線 も行 き詰 まった ため 、戦 略の 転換を 迫ら れる こと になっ た
のであ る 。 そし て、 その活 路は 、民 間事 業を社 会保 険方 式に よって 公
的にバ ック アッ プす るシス テム であ る、 介護保 険制 度の 創設 という 方
向に求め られ ること になる 。
他 方で 、医 療保険 制 度 はいか なる 状況に あったの か 。１９ ９ ５ (平成
７)年度 の国民 医療 費の推計 は、約 ２７ 兆円にの ぼっ ていた 。とりわ け、
老人医 療費 の伸 びは 顕著で あり 、そ の額 は約８ ．７ 兆円 、国 民医療 費
全 体の３ ２％ を占め る までに なっ ていた 。国際比 較的な 見地 に立てば 、
日本の 国民 医療 費の 水準は 、先 進諸 国の 間では むし ろ低 いほ うに属 す
る。し かし 、老 人医 療費の 増大 は、 老人 保健制 度へ の拠 出金 を負担 し
ている 組合 健康 保険 などの 赤字 をも たら してい た。 同 制 度は 、 誕生 か
ら１０年 余り で 、財 政的に行 き詰 ま り始 めていた ので ある。
また 、主 に市 町村 を 保険者 とし てい る国 民健康 保険 は、 老人 保健制
度が抱 える 矛盾 や高 齢化の 進展 の影 響 に より、 財政 的に 深刻 な状況 だ
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っ た。 この 国民 健康 保険の 保険 料 に つい て は、 ①収 入、 資産 に応じ て
支払う 「応 能」 負担 の所得 割、 資産 割と 、 ②受 益に よっ て支 払う「 応
益」負 担の 被保 険者 均等割 、世 帯別 平等 割 を組 み合 わせ て採 用して い
る市町 村が 圧倒 的多 数を占 める 。保 険料 は市町 村に よっ て異 なるが 、
１９９ ４ (平成 ６ )年 度 平均 で、 被保 険者 １人に つき 年額 約６ 万５０ ０
０ 円 、 一世 帯あ た り では平 均１ ５万 円に のぼっ た 。 その ため 、収納 率
は年々低 下し 、１９ ９４ (平 成６ )年度で ９３．３ %と なった 。また、保
険料の 未納 者は 、１ ９９３ （平 成５ ）年 の厚生 省（ 当時 ）の 調査で 、
約１３万 世帯 、３０ 万人にの ぼっ た 。
国 は、以 上のよ うな 状況にあ る国 保に対 して、医 療給付 の２ 分の１、
低所得 者に 対す る保 険料軽 減分 の２ 分の １を負 担し てい た。 他方で 、
市町村 は年 間あ たり ３２７ １億 円を 支出 し、一 般会 計か ら２ ５８５ 億
円を繰り 入れ て補填 していた（１９ ９４ (平成６)年度）。し かし、そ れ
でも赤 字に 陥る 市町 村が続 出す る状 態に あった ので ある 。 老 人医療 費
の増大 が 、 それ に追 い打ち をか けた 。以 上のよ うに 、国 民健 康保険 や
老人保 健制 度 の 財政 的危機 を背 景に 、老 人医療 費に 含ま れて いる介 護
色の強い 部分 を 、介 護保険の よう な形で 老人保健 制度 から分 離すれば 、
その負 担が 軽減 され るとい う発 想が 生ま れる。 すな わち 、介 護保険 制
度は、
「 老人 保健法 の 延命策 」とし ても 、構 想されて きた といっ てよい 。
も ちろん 、医療 保険 制度や老 人保 健制度 自体の改 革も 、試み られた 。
ま ず 、 １ ９ ９ ０ (平 成 ２ )年 ４ 月 の 診 療 報 酬 改 定 で 、 看 護 ･検 査 ･投 薬 ･
注射など の処 理を「 入院医療 管理 料」と して一括 して 支払う「定額制」
が、特 例許 可老 人病 院（患 者６ 人に 対し て介護 職員 １名 以上 の職員 体
制 ） に 対し て導 入さ れた。 これ が、「入 院医療 管理 料承 認病 院」、 いわ
ゆる「 介護 力強 化病 院」 で ある 。こ の 「 定額制 」方 式の もと では 、 き
め細か な看 護や 介護 が診療 報酬 に取 り込 まれ る こと によ り 、 その質 の
向上が期 待さ れた。しかし、病院に とっ てみれば 、いか なる 看護･介 護
をおこ なっ ても 診療 報酬が 同一 であ れば 、手の かか らな い患 者を入 院
させた 方が 利益 にな る。そ の結 果 、 重度 の介護 が必 要な 人々 の 入院 が
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拒否され る 、 または 退院を強 制さ れる、 といった 事態 が生じ た 。
さ らに 、介 護施 設の 不足を 補う ため に、 １９９ ２ (平成 ４ )年 の第２
次医療 法改 正に より 、慢性 疾患 の長 期療 養患者 の病 室面 積を 一般病 室
よりも 広く し、 リハ ビリテ ーシ ョン 施設 や食堂 、浴 室を 備え た「療 養
型病床 群」 と呼 ば れ る病院 の創 設が 認可 された 。し かし 、療 養型病 床
群には 、完 全型 と転 換型の 二種 類が 存在 してお り、 後者 は前 者と比 較
し て 、患者 1 人当り の居室面 積 が 小さい 上 、施設 面で も談話 室、食堂
や浴室 が 伴 わな くて もよい など 、必 ずし も療養 環境 が整 備さ れては い
なかっ た 。 また 、既 存の病 床を 改造 して 、完全 型へ 転換 する には、 大
幅な増 改築 と多 額の 資金が 必要 であ ると の理由 から 、そ の ８ 割が転 換
型のまま であ った。
また、 １９ ９４ (平 成６ )年６ 月に は、 健康保 険法 の改 正に より、 入
院時の 病院 給食 が自 己負担 とな った 。し かし、 糖尿 病の 食事 療法を み
れば明 らか だが 、病 院給食 が治 療サ ービ スの一 環で ある 点は 明白で あ
る。さ らに 、こ の改 正では 、病 院の 付き 添い制 度を １９ ９６ (平成 ８ )
年３月 まで に廃 止す ること が決 定し た。 多くの 中小 病院 では 、不足 す
る看護 体制 をカ バー するた めに 、患 者が 付き添 いを つけ ても よいこ と
になっ てい た。 患者 は付き 添い 費用 をい ったん 病院 に支 払い 、その 後
医療保険 に請 求すれ ば、
「付添 看護療 養費（付添看護 料差額 ）」として、
大半が還 付さ れてい た。この 制度が 、看 護･介護 体制を 充実 し、患者 と
家族の 経済 的負 担を 軽減す べき であ る、 との理 由か ら廃 止さ れたの で
ある。 この 廃止 によ り、国 は年 間１ ００ ０億円 の還 付金 が削 減可能 で
ある、とさ れてい た 。しか し 、その 結果 、付き 添い をつけ る 場合には 、
全 額 自費 負担 となっ たため、 患者 や家族 の経済的 負担 は 増大 した。
さら に、 厚 生 省（ 当 時）は 、病 床数 の削 減によ る医 療費 抑制 策を進
めた。 すな わち 、入 院でき るベ ッド 数自 体 の削 減に よる 、高 齢者の 社
会的入 院や 入院 患者 の減少 、そ して その 結果と して の医 療費 の抑制 で
あ る。 医療 審議 会は 、１９ ９５ (平 成７ )年８月 ２３ 日に 、医 療計画 見
直しの際 の ガ イドラ インを答 申し 、こ れ にもとづ いて、厚 生 省（当時）
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は、各 都道 府県 に対 し一般 病床 を １ ０％ 縮減 す るよ う指 示し た。 し か
し 、以 上の よう な 病 院のベ ッド 数の 減少 によっ て、 手の かか る重介 護
の高齢 者は 、施 設に も入れ ず、 社会 的入 院もで きず 、在 宅に 追いや ら
れてし まう 結果 、 家 族介護 の負 担は 、ま すます 重く なる 危険 性があ っ
た。
これ まで の日 本の 介 護政策 を 振 り返 ると 、介護 問題 が深 刻化 した背
景 に は 、措 置制 度 そ れ自体 の問 題で はな く 、そ の措 置制 度に 対して 、
十分な福 祉予 算を 投 入してこ なか った政 策 の存在 があ った。すなわち 、
介護や 医療 をめ ぐる 問題を もた らし たの は、臨 調「 行革 」路 線以降 継
続的にと られ てきた 、医療･福祉へ の公 費支出（ 特に国 庫支 出 ）の抑 制
政策に 他な らな い 。 日本の 社会 保障 費は 、高齢 化が 進む につ れて、 年
金･医 療･老人 福祉 に 要する 費用 を中 心に 増大し 、１ ９９ ４ (平成６ )年
度には ６０ 兆円 を超 過 した 。し かし 、社 会保障 給付 費の ９割 は、年 金
給付と医 療費 で あり 、
「その 他」に あたる 福祉部門 の給 付費は 、対国民
所得比 でわ ずか １． ８％に すぎ ない 。国 民所得 に占 める 社会 保障給 付
費の割 合も 、ス ウェ ーデン ５３ ．４ ％、 フラン ス３ ７． ７％ 、ドイ ツ
３３． ３％ 、イ ギリ ス２７ ． ２ ％、 アメ リカ１ ８． ７％ に対 して、 日
本は１５ ．２ ％と最 低だった （図 表３－ ４）。

(図表３‐４） 社会保障給付費（対国民所得比）と老年人口比率の国際比較
社会保障給付費 老年人口比率 社会保険給付費 老年人口比率
の対国民所得比 （65歳以上人口比率） の対国民所得比 （65歳以上人口比率）
1993年度
1993年
1997年
1997年
日本
15.2
13.6
17.8
15.7
アメリカ
18.7（1992年度）
12.7
12.7
イギリス
27.2
15.8
15.8
ドイツ
33.3
15.1
15.4
フランス
37.7
14.5
15.7
スウェーデン
53.4
17.6
17
出典：伊藤周平 『検証 介護保険』 2000年 青木書店 270頁
国名

たし かに 、ま すま す 高齢化 が進 展し 、介 護費用 の膨 張が 不可 避であ
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る以上 、新 たな 負担 を国民 に求 めざ るを えない 点は 事実 だっ た。し か
し、増 税、 とり わけ 消費税 の引 き上 げに 対して は、 国民 の反 発が大 き
い（ま た、 政府 には 、消費 税を 福祉 目的 だけで なく 、別 の用 途に用 い
たい、と の思惑 もあ った ）。しかし 、社会 保険 料と いう 形で国 民に負担
を求め れば 、厚 生省 （当時 ） に とっ ては 自主財 源と なり 、予 算折衝 の
必要性 自体 が存 在し なくな る。 さら に 、 ①社会 保険 は複 雑で あり理 解
が困難 なた め 、 保険 料等の 操作 が容 易で ある、 ②老 人福 祉措 置費と 老
人医療 費の 膨張 に対 処する 必要 があ る 、 ③老人 保健 制度 の再 建 が必 要
で あ る 、④ 可能 であ れば、 全額 公費 で 賄 われて いる 措置 制度 を 廃止 し
た い 、 とい った 要因 もあっ た。 以上 の 背 景から 、 厚 生省 （当 時）は 、
介護保 障を 社会 保険 方式で おこ なう 新し い介護 シス テム であ る 介護 保
険 制 度の 創設 を提言 した、と いっ てよい

(5)

。

世論の 支持 もあ った 。実際 、 １ ９９ ５ (平成７ )年 ９月 に総 理府（ 当
時）が 実施 した世 論 調査では 、
「 高齢者 介 護のため の新 しい制 度の創設
を支持 する か。」と いう問 いに 対す る回 答の内 訳は 、「 賛成 」が４ ６．
７％、「ど ちら かと いえば 賛成 」が ３ ５ ．６％ であ り、「新 制度創 設支
持」の 割合 は８ ２． ３％に 達し た 。 また 、 介護 サー ビス を充 実させ る
ために、税金 や 保険 料の費用 負担 が「あ る程度増 加し てもか まわない 。」
との回答 も 、５０ ．２％と過 半数 を超え 、
「負担 は現 状程度 、必要費用
は自己負 担」 の２４ ．５％を 大き く上回 る結果と なっ た。
さら に、 翌１ ９９ ６ (平 成８ )年 ２月 に 実施さ れた 朝日 新聞 の世論 調
査 で も、
「公的 介護 保険」に ６０％ が賛 成し、反 対は２ ９％ という結 果
だった 。 調 査で は、 高齢者 介護 のた めの 保険料 を負 担す るこ とに対 し
ては、 ８４ ％が 「当 然だ」・「 仕方 がな い 」と回 答し てい る。 また、 自
分や家 族の 介護 につ いて「 不安 を感 じて いる」 人の 割合 が７ ９％に 達
し、６５％ が高齢 者 の介護は「 社会全 体 で考える 問題」と 答 えるなど 、
多くの 人が 介護 問題 を切実 に受 け止 めて いる状 況 を 読み 取る ことが で
き る。同年 ９月に 公 表された 読売 新聞の 全国世論 調査 でも 、
「 公的介護
保険」 につ いて 、国 民の８ 割が 関心 をも ち、導 入に 賛成 する 割合が ７
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４ ％ に のぼ るな ど、 介護問 題へ の国 民の 関心の 高さ が反 映さ れた結 果
が示され た 。
ま た 、政 治状 況に つ いてい えば 、い わゆ る自社 さ連 立政 権の もと で
は、政 権の 維持 を確 保する 手段 とし て 、 福祉の 充実 を訴 える 必要性 が
存在し た。 幸い なこ とに 、 政権 与党 の中 心に は 、村 山富 市、 橋本龍 太
郎など のい わゆ る厚 生族議 員が 存在 して いた 。 個人 とし ても 、村山 富
市、伊 藤茂 など のよ うに、 身内 の 介 護ニ ーズを 有す る 議 員が 数多く 存
在した 。ま た、 橋本 龍太郎 のよ うに 、義 母が長 期に わた って 入院療 養
してい たケ ース など 、介護 を自 らの 問題 と して 実体 験し てい る議員 も
多数存在 した 。
こう した 世論 調査 の 結果や 政治 状況 も、 介護保 険制 度創 設提 言の大
き な 背景 要因 に なっ たのであ る。

第３節

介護 保険制 度の創設

前 節 では 、介 護保 険制度 導入 の背 景と 、導入 にい たる 動向 につい て
考察し てき た。 介護 保険制 度を めぐ って は、さ まざ まな 立場 から、 多
様な議 論が 展開 され てきた 。し かし 、国 会での 法案 審議 や 、 その後 の
実 際 の 介護 保険 法施 行まで の見 直し の議 論も含 めて 、制 度の 本質に か
かわる 議論 や 、 それ に基づ く見 直し は、 ほとん ど行 われ ては こ なか っ
た。そ して 、こ の点 こそ 、 介護 保険 制度 が実施 され て１ ５年 が経過 し
た現在 、そ の理 念と 現実 と のギ ャッ プに 多くの 国民 が戸 惑い を感じ て
い る、 そし て 制 度へ の不安 や不 信が 次第 に広ま って いる 要因 となっ て
い る。
以上 の背 景か ら、 本 節 では 、介 護保 険制 度の理 念と 、そ れを めぐる
議論の 再検 討を おこ ない、 制度 の本 質を 明らか にす ると とも に、そ の
後の制度 改正 の背景 と変遷を 検証 する素 材とした い。

（ １ ） 介護保険 制度 の理念 と本質
厚生 省（ 当時 ）の 説明に よれ ば、 介護 保険制 度導 入の 目的 は、家 族
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介護に 大き く 依 拠し た従来 の仕 組み から 「介護 を社 会全 体で 支える 仕
組み」へ の転換、換 言すれば 、
「介護 の社 会化」の 実現に あっ た。では 、
制度は 、 そ れが 目標 として 掲げ る こ の 「 介護の 社会 化」 を実 現する も
のだっ たの か 。 たと えば、 介護 保険 の給 付水準 では 、重 度の 障害を 持
つ高齢 者 が 、在 宅で 家族介 護に 頼ら ずに 生活を 維持 して いく ことは 困
難であ る。 その 意味 で は 、 介護 保険 のも とでも 、家 族介 護に 大きく 依
存する構 造は 、措置 制度とほ とん ど変わ り ない。
実 際 、介 護保 険制 度で最 も多 くの 介護 サービ ス の 利用 を想 定され て
いる「要介 護５」の 人でも、保 険給付 に おける 訪 問介 護の派 遣時間は 、
月８０時 間程 度にと どまる。
「要介 護５」の人は、自力で 寝返 りもうて
ない重 度の 障害 をも つ高齢 者と 想定 され るが、 そう した 人が 、家族 介
護に依 存せ ずに 在宅 生活を 維持 して いく ために は、 １日 ３回 の食事 提
供を考 える と、 少な くとも １日 あた り ４ 時間（ 月 １ ２０ 時間 ）の訪 問
介護派 遣が 必要 であ る。し かし 、介 護保 険の提 供す る サ ービ スは、 重
度の障 害を もつ 高齢 者が最 低限 必要 と想 定され るサ ービ ス量 の 、３ 分
の２程度 の給 付水準 でしかな い。
厚生 省（ 当時 ）が 、介護 保険 の給 付水 準をこ の程 度に 抑制 した 最 大
の理由 は、 家族 介護 に全 く 依存 しな い社 会的介 護の 仕組 みを 社会保 険
方式の もと に 設 計し た場合 、保 険料 負担 が相当 な額 に達 する ため 、 そ
れに対 する 国民 の大 きな反 発が 予想 され 、介護 保険 制度 の導 入自体 が
困難に なる こと を恐 れたか らで ある 。実 際、厚 生省 （当 時） が介護 保
険料算 出の 根拠 とし ていた 介護 費用 の推 計は、 ２０ ００ (平 成１２ )年
度で約４．２兆円 で あったが、介護費 用 全体の推 計は、同 年 度で約７ ．
７兆円 とな って おり 、残り の約 ３． ５兆 円は、 家族 介護 分と して家 族
が無償で 行な うもの と想定さ れて いた。
いず れに せよ 、介 護保険 の給 付水 準は 、重度 の障 害を もっ た人 が 、
全く家 族介 護に 依存 せずに 、在 宅で 生活 が 可能 な水 準で はな く、明 ら
かに無 償の 家族 介護 を前提 とし た家 族介 護を 補 完す る 程 度の 水準で し
かない 。こ うし た給 付水準 の設 定は 、「 保険給 付の 内容 およ び水準 は、
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被保険 者が 要介 護状 態とな った 場合 にお いても 、可 能な 限り 、その 居
宅にお いて 、そ の有 する能 力に 応じ て自 立した 生活 を営 むこ とがで き
るように 配慮 されな ければな らな い」
（ 第 ２条４ ）と する介 護 保険法の
規定にも 違反 してい る 。
以上 のこ とか ら、 介護保 険制 度 導 入の 目的と され てき た「 介護の 社
会化」 など の理 念は 、あく まで も名 目に すぎず 、 そ の真 のね らいは 、
老人福 祉措 置制 度の 廃止に よる 公費 支出 の削減 と医 療保 険財 政の建 て
直しにあ ると いって よい 。老人 福祉措 置 制度に関 して は、１ ９８５ (昭
和 ６ ０ )年 ま で は 、 国 庫 負 担 は ８ ０ ％ で あ っ た が 、 １ ９ ８ ９ (平 成 元 )
年には ５０ ％に 削減 され、 さら に介 護保 険制度 では ２５ ％（ そのう ち
５％分 は調 整交 付金 のため 、実 質は ２０ ％）と なっ てい る。 地方自 治
体の負 担 も 、都 道府 県と 一 般市 町村 が２ ５％か ら１ ２． ５％ へ半分 と
なる。 その 削減 され た分が 、保 険料 や利 用料の かた ちで 、新 たに 国 民
の負担に 転嫁 される わけであ る。
また 、医 療保 険財 政に関 し て いえ ば 、 これま で老 人保 健制 度の仕 組
みのな かで 、医 療保 険が負 担し てき た介 護色 の 強い 訪問 看護 や老人 保
健施設 など での サー ビスを 、介 護保 険の 給付に 移す こと によ り 、公 的
な医療費 負担 の軽減 が可能と なる （図表 ３－５）。

（図表３‐５） 介護保険導入による財政負担割合の変化（利用者負担を除く）
老人福祉
介護保険
老人保健

国 １/2
国 1/4
国 1/3

地方 １/2
地方 1/4
地方 1/6

保険料 １/2
保険料 1/2
（拠出金）

出典：筆者作成

すなわち 、
「介 護の 社会化」の理念 が一 人歩きし たた めに、本質的な
議 論 に は至 らな かっ たが、 介護 保険 の構 想は、 あく まで も財 政的見 地
から出て きた もので 、そ の本 質は、福祉･医療への 公費 負担、特に国庫
負担を削 減し、福祉 サービス を保 険給付 化、商品 化する こと によって 、
72

福祉･医 療事業 の営 利化を進 めよ うとす るものに 他な らない 。
他方 、介 護保 険制 度の設 計に 関す る議 論、す なわ ち 、 これ まで公 費
（税） 方式 で行 って きた社 会福 祉の 財源 を社会 保険 方式 へと 変える こ
との是 非や 、介 護保 障を税 方式 で行 うべ きか、 ある いは 社会 保険方 式
で行う べき か 、 とい う点に つい ては 活発 な論争 が展 開さ れ、 最終的 に
は介護 保険 とい う社 会保険 方式 のも とに 一応の 決着 がつ いた のであ る 。
この 社会 保険 方式 を採用 する こと の長 所、あ るい はそ の 論 拠とさ れ
るものを 整理 すると 、以下 の４ 点にま と められる。すなわ ち 、第１に、
社会保 険方 式の ほう が負担 と給 付の 対応 関係が 明確 であ るこ と、第 ２
に、利 用者 の選 択に よるサ ービ スの 利用 が可能 にな るこ と、 第３に 、
社会保 険方 式の ほう が保険 料を 払っ たと いう事 実に もと づく 権利性 が
明確な こと 、第 ４に 、介護 保障 の財 源を すべて 税に 頼る こと は増税 を
意味し、 国民 の理解 を得にく いこ と 、の 四点 であ る。
まず 、第 １の 論拠 につい てい えば 、今 回の介 護保 険制 度で は、被 保
険者の 約９ 割の 人は 保険料 を負 担す るだ けで、 なん ら給 付が 受け ら れ
ないと推 定さ れてい る。
「負 担と給 付の 対応関係 」を、保険 料の負担 を
した以 上、 確実 に何 らかの 給付 が期 待で きると いう 意味 に解 す るの で
あ れ ば 、そ うし た対 応関係 は、 ほと んど 存在し ない 。他 方 で 、介護 サ
ービス 給付 を受 けた 場合、 一律 １割 の負 担であ ると 解す るな らば、 そ
うした 対応 関係 は存 在する し、 明確 でも ある。 いず れに して も、第 １
の論拠は 、誤 解をま ねきやす い表 現とい える。
第２ の論 拠は 、利 用者の 選択 権の 保障 に関す るも ので ある が、前 述
のよう に、 従来 まで の公費 方式 の措 置制 度のも とで 、利 用者 がサー ビ
スを選 択で きな かっ たのは 、サ ービ スの 量が圧 倒的 に不 足し ていた た
めであ る。 公費 方式 をとろ うが 、社 会保 険方式 をと ろう が、 サービ ス
が不足 して いれ ば、 利用者 は サ ービ スの 選択な どで きな いの は当然 で
ある。 従っ て、 社会 保険方 式で ある から といっ て、 利用 者の 選択に よ
る、サ ービ ス利 用の 可能性 が確 約 さ れる とはい い難 い。 しか し、 こ れ
を、社 会保 険方 式で あれば 、被 保険 者が 、介護 サー ビス の内 容とサ ー
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ビス提 供事 業者 を自 由に選 択で きる 契約 システ ムが 採用 し や すいと い
う意味に 解す るなら ば、一応 の理 解はで きる。
第３ の論 拠つ いて いえば 、厚 生省 （当 時）は 、こ れま での 措置制 度
では、 サー ビス 利用 に際し て所 得調 査な どがあ り、 ステ ィグ マや心 理
的抵抗 をと もな って いたが 、社 会保 険方 式であ る介 護保 険制 度 のも と
であれ ば、 これ らは 払拭さ れ、 サー ビス の利用 が容 易に なる 、 と主 張
してい る。 しか し、 後述す るよ うに 、制 度 の改 変に より 、本 人の支 払
能力が サー ビス の利 用水準 に対 して 影響 を及ぼ すよ うに なっ たため に 、
サービ ス計 画の 作成 や施設 入所 の相 談の 際に、 利用 者負 担が 可能か ど
うかの 聞き 取り （も しくは それ に類 した 調査） がお こな われ ている の
が現状 であ る。 なに よりも 、利 用料 負担 の 不可 能な 低所 得者 は、生 活
保護に 依存 する しか なく、 詳細 な所 得調 査を経 てか らで なけ れば、 介
護保険 のサ ービ スが 利用で きな くな る。 すなわ ち、 サー ビス 利用に 対
するステ ィグ マや心 理的抵抗 は残 ったま まである 。
以上 のよ うに 、第 一から 第三 の根 拠は 薄弱で ある ため 、 社 会保険 方
式をと るこ との 唯一 の論拠 とな りう るの は、増 税だ と国 民の 合意が 得
られな いと いう 第４ の消極 的理 由で しか ない。 本来 は公 費方 式の方 が
妥当だ が、 増税 に対 する国 民の 理解 が得 られな いた め 、 現実 的 な選 択
として社 会保 険方式 を採用せ ざる をえな い という 、いわ ば「次 善の策」
と して介 護保 険を支 持する立 場で ある 。

（ ２ ） 介護保険 制度 の特徴
２０ ００ (平 成１ ２ )年 ４月 以降 施行 された 介護 保険 制度 は、行 ・財
政改革、規制緩 和･民間活力 の活 用、地 方分権と いう 、社会 経済の構 造
改革の第 一弾 として 、位置づ ける ことが できる （ 6 ）。こ の 制 度 を 、以 前
の日本 の社 会保 障制 度と比 較す ると 、以 下 のよ うな 諸特 徴を 挙げる こ
とができ る。
①

介護 サー ビスを 公的な社 会保 険方式 のもとに 提供 する
今後確 実に 増加が 見込まれ る介 護費用 を 、将来 にわ たって 安定的に
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確保する ため 、国 民 の連帯･相互扶 助に もとづく「社 会保険 方式」に
よ り 対応 する 。それ は、保険料 負担 と給 付･サー ビスと の対 応関 係が
明確なこ とか ら、国 民の理解 と納 得が得 や すいで あろ う、と の思惑
からであ る 。 介護サ ービスの 提供 と利用 の財源は 、従 来 まで は、公
費財源に よる 福祉の 措置制度 と医 療保険 者 との共 同事 業とい う性格
を持つ老 人保 健制度 によって 二元 的に賄 われてい たが 、これ により
統一され た。
②

介護 サー ビスを 利用する 高齢 者の視 点 に立っ た制 度とす る
介護保 険制 度のも とでは 、 利用 手続き ･利用料 体系･財源負 担の仕組

みも統一 され 、高 齢 者自身に よっ てサー ビスの種 類･内 容や 提供事業
者 など に つい ての選 択がおこ なわ れるよ うになる ため 、介護 サービ
スを利用 者本 位であ る 。
③

市町 村が 、介護 保険制度 の実 施運営 にあたる 保険 者にな ること
介護サ ービ スは高 齢 者の居 住す る地域 を基盤に おい て展開 されるこ

とが適当 であ るため 、介護の 保険 者には 、円滑か つ適 切に運 営がな
されるよ う財 政的･実務的な 様々 な支援 措置を講 じて いくこ とを前
提として 、 介 護の保 険者は市 町村 とされ た。これ によ り、地 方分権
という大 きな 流れが 加速され た。
④

高齢 者を すべて 「被保険 者」 と位置 づける （第 1 号被保 険者）。

被 用者保 険に おける ような「 被扶 養者」 制度をな くし 、すべ ての高
齢者を初 めて 被保険 者として 位置 づけ た 。
⑤

現 役世 代 、 すな わち、 ４０ 歳以 上６ ５歳未 満の 者を 第２ 号被 保 険
者と して 位置 づけ 、 世代間 連帯 と支 援の 観点か ら保 険料 を負 担する
も の とし て位 置づ け る 。保 険料 負担 につ いて は 、４ ０歳 以上 の国民
は１ 人あ たり 同額 を 負担す ると いう 考え 方を基 本と して おり 、保険
料総 額に 占め る第 ２ 号被保 険者 グル ープ と第１ 号被 保 険 者グ ループ
の負 担総 額の 割合 は 、それ ぞれ の人 口比 による もの とさ れた 。これ
は、 将来 、高 齢化 が 進んだ 場合 でも 、現 役層１ 人あ たり の負 担額が
高齢 者よ りも 重く な りすぎ ない よう にす る仕組 みで あり 、老 人保健
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制度の 拠出 金制 度の 欠陥を 是正 した いと いう考 えに よる もの である 。
また 、第 ２号 被保 険 者への 保険 給付 は、 加齢に 起因 する 特定 の疾患
に よ っ て 要 支 援 ･要 介 護 の 状 態 と な っ た 場 合 に 限 定 し て お こ な わ れ
るとされ た。
⑥

無所 得、 低所得 者も免除 なく 被保険 者とする 。
国民 健康 保険 と生 活保護 との 適用 関係 とは異 な り 、低 所得 者、無 所
得者 もす べて 介護 保 険の被 保険 者と する 。また 、 生 活保 護制 度にお
いて 、サ ービ ス利 用 時の一 部負 担に つい て「介 護扶 助」 を 創 設する
と ともに 、介 護保 険 料の生活 扶助 への加 算措置が とら れた。

⑦

医療 保 険 と異な り、
「要 支援者 」が制 度化され 、予防 給付 が提供さ
れる
医 療保 険の 給付 は、情 報の 非対 称と いった 医療 サ ー ビス の特性 、
患者 の利 益等 を考 慮 して現 物給 付を 原則 として いる 。し かし 、 要介
護者 の自 立し た生 活 の支援 を目 的と する 介 護サ ービ スは 、利 用者本
人の 選択 にも とづ く 多様な もの であ るこ と から 、保 険給 付の サービ
スと それ 以外 の自 費 負 担に よる サー ビス とを組 み合 わせ て利 用する
こと が可 能な しく み となっ た 。 これ は、 多様な 介護 ニー ズと 社会的
費用 負担 との 調整 を 図るも ので あり 、利 用者の 視点 に立 った 仕組み
といえる 。

⑧

市場 機能･民間 活力の活 用、 規制緩 和を大き く推 し進め る 。
従 来ま での 市町 村長に よる 「措 置委 託」を 廃止 する とと もに 、 利
用者 自身 の選 択に も とづく サー ビス 提供 事業者 との 「契 約」 関係に
改め た。 また 、民 間 事業者 や非 営利 組織 などの 多様 な供 給主 体の参
入を 認め るこ とに よ り、サ ービ ス提 供量 の拡大 を促 すと とも に、利
用者によ るサ ービス 選択の幅 を広 げた。

⑨

給付 費の ２分の １を公費 負担 とする 。
福 祉の 措置 制度 につい て は 全額 公費 負担（ 利用 者の 一部 負担を 除
く。国が その２ 分の １）、老 人医療 費に ついては 公費 が３割（国がそ
の２ 分の １） を負 担 してお り、 介護 保険 に公費 が導 入さ れな いと国
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の責 任と 役割 が後 退 する、 とい った 反対 論を回 避す る必 要性 、保険
料水 準が 負担 能力 を 超えて 高く なり すぎ ないよ うに 抑制 する 必要が
ある こと 、地 域間 格 差を是 正す る必 要性 から、 新た な介 護保 険制度
の創設 にあ たっ ては その給 付費 にお ける 公費負 担を ２分 の１ とする 。
⑩

介護サービスの基盤整備が国のリーダーシップのもとで一体的･
計画的に 進め る 。
介護の 社会 化をさ らに進め ると ともに 、
「保 険あっ てサー ビ スなし」

と い っ た 状 況 に 陥 らぬ よ う に 、 介 護 保 険法 と 同 時 に 制 定 さ れた 「 介
護 保 険 基 盤 整 備 法 」に も と づ き 、 特 養 など の 介 護 施 設 、 ホ ーム ヘ ル
パーなど の人 材養成 を計画的 に進 める 。厳しい財 政状 況であ ったが 、
そ の 所要 額が 確保さ れた。
以上 のよ うな 、介 護保険 の 制 度上 の特 徴 とし て は 、給 付と 負担の 関
係や利 用者 の選 択権 の視点 から 、普 遍主 義に徹 した 制度 設計 となっ て
いる点を 指摘 できる 。２０ 年以 上前に、
「 日本の場 合は イギリ スと違っ
て、利 用者 負担 の側 面に関 する 普遍 主義 ‐選別 主義 論が 欠落 してい る
という こと であ る。 すなわ ち、 サー ビス 供給に おけ る普 遍主 義原則 の
採用に 伴っ て、 負担 能力に 応じ てサ ービ スの費 用を 利用 者が 負担す る
という主 張が 一般化 している 。」( 7) と 指摘 されてい たが 、介護 保険制度
において は、 利用者 は一律 1 割を 負担す ることと した ことに よって、
従来の 応能 負担 は応 益負担 へと 転換 され 、負担 の側 面 か らも 普遍主 義
に徹した 制度 となっ た。また 、国 の責任 と役割も 明確 だ った 。

第４節

小括

本章 で述 べて きた ように 、介 護保 険制 度の導 入以 前の 「要 介護者 」
に対す る 社 会福 祉サ ービス は、 福祉 の措 置とし て給 付さ れて いた。 こ
の措置 制度 の意 義は 、①国 や自 治体 の責 任にお いて 、必 要な 福祉サ ー
ビスを 現物 給付 する ため 、 公的 責任 が明 確であ るこ と、 ②財 源が 公 費
である ため 、安 定性 と継続 性が 確保 され ること 、③ サー ビス 水準の 高
低はあ るに して も、 全国共 通の 水準 が確 保され 、そ の基 準で のサー ビ
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スの提 供が 保障 され たこと 、等 があ げら れる。 他方 、サ ービ スを 利 用
できる者 は、緊 急性 の高い要 介護 高齢者 や低所得 者に 限定さ れていた 。
これ に対 して 、介 護保険 制度 は、 ①６ ５歳以 上を 第１ 号被 保険者 、
４０歳 以上 ６５ 歳未 満を第 ２号 被保 険者 として 保険 料を 徴収 し、② 要
支援・ 要介 護と 認定 された 者 に はサ ービ ス内容 を自 己決 定で きるサ ー
ビス受 給権 を保 障す る、③ サー ビス 利用 につい ては 一律 １割 の負担 と
する、 な ど 、ニ ード が存在 する 者に つい て いえ ば、 負担 と給 付の両 面
で普遍主 義に 徹した 制度とい うこ とがで きる 。
しか し他 方で 、第 ２号被 保険 者は 、ニ ードの 判定 を受 ける 際に特 定
疾病に よる ニー ドが 受給条 件と なっ てお り、① （第 １号 ・第 ２号） 被
保険者 間で ニー ド判 定条件 が一 律で ない こと、 ② （ 第 ２ 号被 保険者 に
関して ） 保 険料 負担 に対し て 受 給率 が低 いこと 、な ど の 課題 も存在 す
る。ま た、 ニー ド判 定基準 に関 して いえ ば、要 介護 に可 能な 限り な ら
ないよ うに する 予防 給付 ま で、 ニー ドの 対象に する 点（ 要支 援） に つ
い ての議 論が あまり 行われて はこ なかっ た 。筆 者は、
「 ニード の存在し
な い者 に 対 して は 給 付を行 うべ きで はな い」と の立 場を とる が 、介 護
保険制 度に おけ るニ ードと は何 か、 その 範囲を 明確 にし なけ れば、 論
者ごと に異 なる 対象 につい て論 議す るこ とにな り、 今後 混乱 を生じ る
可能性が あ ろ う (8 ) 。
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第Ⅳ章

介護 保険制 度改革の 推移 とその 変容

介護保険 法は、５ 年ごとに 見直 すこと とされて おり、２０ ０５ (平 成
１ ７)年 と２０ １１（平成２ ３）年、そ して２０ １４（ 平成 ２６）年 に
大きな 改正 が行 なわ れた。 そこ で本 章で は、 改 正の 内容 は 「 利用者 本
位の仕 組み 」と なっ ている のか 、利 用者 のサー ビス 選択 の保 障や権 利
擁護が 十分 に行 なわ れてい るの か、 低所 得者の 介護 サー ビス 利用を 費
用負担 の関 係か ら制 限して いな いか 等、 社会保 険方 式採 用の 趣旨に 鑑
みて、 特別 養護 老人 ホーム の事 例を 中心 に 、介 護保 険法 の改 正内容 を
「普遍 主義 」の 視点 から検 討し てみ たい 。すな わち 、度 重な る改正 に
よって 、制 度が 普遍 主義的 な性 格の もの から、 選別 主義 的な 性格へ と
変化して いる 点を、 明らかに した い。

第 １節

２０ ０５ (平成１７ )年介 護保 険 法改正

（１）背 景と 経緯
介護保険 制度 の導入 以来、第 １号被 保険 者（６５ 歳以上 の被 保険者）
数は、 制度 実施 １年 経過後 の２ ００ ０（ 平成１ ２ )年４ 月末 の２ ,１６
５万人か ら 、２０ ０ ４ (平成 １６ )年６月 末の２ ,４５９ 万人 へと 、２９
４万人（約 １４％ ）も増加し てい る（ 図 表４－１ ）。また 、要介護（要
支援） 認定 者数 も、 ２００ ０ (平成 １２ )年４月 末の ２１ ８万 人から 、
２ ０ ０４ (平成 １６ )年６月末 の３ ９４万 人へと 、１７６ 万人（ 約８０％ ）
増となっ てい る（ 図 表４－２ ）。要介護 度 別に認定 者数 の状況 を把握す
ると、特 に要 支援や 要介護 1 など 比較的 経度の認 定者 の構成 比が高 い
ととも に、 その 増加 率も非 常に 大き く な ってい る。 そし て、 第１号 被
保険者に 占め る要支 援・要介 護認定 者の 割合は、２００ ０年 度の１１ ％
から２０ ０４ 年度の １５ .７ ％へと 増加 している 。
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（図表４－１）被保険者数の推移
2000年4月末 2003年4月末 2004年6月末
被保険者
2,165万人
2,398万人
2,459万人
出典:社会保障制度審議会資料「介護保険制度の見直しについて」 http://www.
whlw.go.jp/singi/2004/09/s0929-1（2017（平成29）年2月20日閲覧）

（図表４－２）介護認定者数の推移
認定者数

2000年4月末

2003年4月末

2004年6月末

218万人

348万人

394万人

出典:社会保障制度審議会資料「介護保険制度の見直しについて」 http://www.
whlw.go.jp/singi/2004/09/s0929-1 2017（平成29）年2月20日閲覧）

つぎに 、介 護サ ービ ス利用 者数 は、 ２０ ００ (平成 １２ )年 度 と２０
０ ４(平成 １６ )年 度 の比較 では 、 全 体で ７２％ 増、 居宅 サー ビスで ９
４％増、施設サ ービ スで２７ ％増 の 大幅 な増加と なっ た（図 表４－３ ）。

（図表４－３）サービス利用者数の推移
2000年4月

2001年4月

2002年4月

2004年4月

居宅サービス

97万人

142万人

172万人

231万人

施設サービス

52万人

65万人

69万人

76万人

合計

149万人

207万人

241万人

307万人

出典:社会保障制度審議会資料「介護保険制度の見直しについて」 http:///www
whlw.go.jp/singi/2004/09/s0929-1 （2017（平成29）年2月20日閲覧

また、介護保 険の総 費用は 、開始 年度（ ２０００ 年度 ）の実 績値３ .
６兆円か ら 、２０ ０ ５ (平成 １７ )年度の 予算案で は６ .７兆 円へと 、３
兆円を超 える 急激な 増加とな って いる（ 図表４－ ４）。しか し、この 推
移は、 介護 保険 立案 段階の 将来 推計 の数 字とほ ぼ一 致し てい る。総 費
用なら びに 給付 費は 、年率 １０ ％を 超え る高い 伸び を示 して おり、 こ
れに伴 って 、第 １号 被保険 者に 対す る保 険料も 第１ 期事 業期 間（２ ０
００年～ ２０ ０２年 ）から第 ２ 期事 業期 間（２０ ０３年 ～２ ００５年 ）
に お いて 、約１３ ％ 上昇した 。受給者 １ 人当り費 用額 を２０ ０２ (平 成
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１ ４)年４ 月審 査分 と２０ ０５ (平 成１ ７ )年 ４月 審査 分で 比較す ると 、
居宅サ ービ スの 費用 額が増 加す る一 方、 施設サ ービ スの 費用 額はわ ず
かながら 減少 してい ることが わか る。

（図表４－４）介護費用の推移

（兆円）

2000年度

2001年度

2002年度

2003年度

2004年度

2005年度

（実績）

（実績）

（実績） （補正後） （予算） （概算要求）

総費用

3.6

4.6

5.2

5.7

6.1

6.7

給付費

3.2

4.1

4.7

5.1

5.5

6

＊2000年度は11ケ月分
出典:社会保障制度審議会資料「介護保険制度の見直しについて」 http://www
whlw.go.jp/singi/2004/09/s0929-1 （2017（平成29）年2月20日閲覧）

介護 保険 制度 には 、 施行後 ５年 をめ どと し て、 制度 全般 につ いて再
検討を 加え 、所 要の 見直し を行 なう 規定 が設置 さ れ てい る。 この５ 年
後の制 度見 直し を検 討する ため 、２ ００ ４ (平 成１ ６ )年５ 月 に社会 保
障制度 審議 会介 護保 険部会 が設 置さ れ、 議論が スタ ート する ことに な
った。 社会 保障 審議 会にお ける 議論 は多 岐にわ たっ たが 、１ ６回に わ
たる審 議を 経て 、２ ００４ (平 成１ ６ )年 ７月に 「介 護保 険見 直しに 関
する意 見」 と題 する 報告書 がま とめ られ た。そ の概 要は 次の とおり で
ある。
まず、
「制 度見直 しの基本 的視 点」と して、①制度 の持続 可能性 、②
「明る く活 力あ る超 高齢社 会」、③ 社会 保障の 総合 化、 が掲 げられ た。
そのうえ で「制 度見 直しの具 体的 内容」について は、① 給付 の効率化 ･
重点化、② 新たな サ ービス体 系の 確立、③サービ スの 質の確 保・向上、
④負担 のあ り方 の見 直し、 ⑤制 度運 営 の 見直し 、 等 があ げら れた（ 図
表 ４－５ ）。
他方 、制 度創 設時 から検 討課 題と され た「被 保険 者･受給 者の範 囲」
の問題 につ いて は、 学識者 など が主 張す る被保 険者 拡大 に積 極的な 意
見と経 済界 など が主 張する 消極 的な 意見 の両論 が対 立し たま まであ っ
たため 、そ の部 分に ついて は今 後 の 継続 的な検 討 課 題と され た。こ の
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問題に 関す る審 議会 での議 論 は 、９ 月か ら再開 され たが 、意 見対立 は
その後 も解 消せ ず、 １２月 １０ 日に とり まとめ られ た「『被 保険者 ･受
給者』の 拡大に 関す る意見」におい ては 、
「制度 の普遍 化の 方向を目 指
すべき であ ると いう 意見が 多数 で あ った 。」と しな がら も、「 介護保 険
制度の普 遍化 に関し ては、
（中略 ）その可 否も含め 国民 的な合 意形成が
必要で あり 、具 体的 な制度 改革 案に つい て、で きる 限り 速や かに検 討
を進め、 結論 を得る ことが求 めら れる。」という 内容 にとど まった。

（図表４－５）

出 典 ： 厚 生 労 働 省 「 介 護 保 険 制 度 の 概 要 」 http://www.whlw.go.jp/topics/kaigo/
gaiyo/k2005

（ 2017（ 平 成 29） 年 2 月 20 日 閲 覧 ）

こう した 審議 会の 意 見や与 党の 論議 を踏 まえ、 厚生 労働 省は 、２０
０ ５(平成 １７ )年 ２ 月８日 に「 介護 保険 法の一 部を 改正 する 法律案 」
を第１６ ２回 通常国 会に提出 した 。そ の 内容とし ては 、２ ０ ０４ (平 成
１ ６)年 ７月の 社会 保障審議 会が 提出し た「介護 保険見 直し に関する 意
見」と 題する 報告書 の内容ど おり であっ た。こ のほか 、
「痴 呆 」の名 称
が「認 知症 」へ 変更 された 。ま た、「被 保険者 ･受 給者 の範 囲」に つい
ては、附則 に、
「社会 保障に関 する 制度全 般につい ての 一体的 な見直し
を併せ て検 討し 、２ ００９ (平 成２ １ )年 度をめ どと して 所要 の措置 を
講 ずるも のと する。」旨の規 定が 置かれ た。
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改正法 案は 、２ ００ ５ (平 成１ ７ )年３ 月 ２２日 の衆 議院 本会 議で趣
旨説明 が行 なわ れ、 ２５日 に衆 議院 厚生 労働委 員会 に付 託さ れ審議 が
行なわ れた 結果 、一 部を修 正の うえ ５月 １０日 に衆 議院 本会 議にお い
て、自 民･公明 ･民 主 の賛成 多数 によ って 可決さ れた 。そ の後 、５月 １
１日に 参議 院本 会議 で趣旨 説明 、１ ２日 に参議 院 厚 生 労 働委 員会に 付
託され審 議が 行なわ れ、６月 ２２日 参議 院本 会議 にお いて、自民･公 明･
民主の賛 成多 数によ って可決 され る。

（２）主 な改 正点― 特別養護 老人 ホーム 関連を中 心に
２００ ５ (平成 １７ )年改正 で、 施設 の住 居費・ 食費 が利 用者 負担と
なると 同時 に、 低所 得者へ の配 慮措 置と して 補 足給 付制 度が もうけ ら
れた。 また 、２ ００ ５ (平 成１ ７ )年９ 月 には、 生活 保護 受給 者の個 室
入所に 関し ては 、厚 生労働 省か ら「 保護 費で対 応し なく ても 入所が 可
能な場 合に つい ては 、入所 を認 めて 差し 支えな い」 とす る通 知が発 せ
られた（社援 保第 0930002 号）。これ は「 もし、保護費 を使う のであれ
ば入所 を認 めな い」 という 意味 であ り、 事実上 、生 活保 護受 給者を 個
室入所の 対象 外とし たもので ある (1) 。
生活 保護 受給 者の 個 室入所 の問 題は 置く として 、低 所得 者へ の配慮
自体は 必要 であ る。 しかし 、部 分的 とは いえそ こに 介護 保険 料財源 が
投入さ れて いる こと は、利 用者 負担 が応 能負担 化す るこ とを 意味し 、
その点 では 問題 があ ろう。 厚生 労働 省の 「介護 保険 制度 改正 の概要 」
によれば 、ド イツ･イギリス・ア メリカ・スウェーデ ン・デ ンマーク の
事例を 紹介 し、 住居 費・食 費を 個人 負担 とする ため の根 拠資 料とし て
いるが 、そ の事 例で も 低所 得者 への 対策 として は、 全て の国 におい て
公費とな って いる点 が 紹介さ れて いる（ 図表４－ ６）。本来、このよう
な福祉 的措 置は 公費 を財源 とし て行 なう べきで あり 、保 険制 度とし て
行なう 給付 は保 険の 原則に 沿っ た給 付に 限定さ れる とい うの が筋論 で
あろう 。そ して 、そ の原則 に拠 りが たい 部分は 、公 費に よる 福祉的 措
置で対 応す ると いう 、役割 分担 を明 確に するこ とが 介護 保険 制度の 理
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念遵守と 制度 維持に とって重 要で ある ( 2) 。

（図表４－６）施設入所者の利用者負担（欧米諸国）
ドイツ

イギリス

施設入所につい
居住費･食費、給
ては、一定上の
付限度額を超え
所得・資産を有
る部分は、自己
するものは全額
負担が原則。
自己負担。
低所得者につい
低所得者につい ては、サービス
ては、州の社会 に要する費用の
扶助（公費）が 全部又は一部を
支給される。
地方自治体が負
担。

フランス

スウェーデン

アメリカ

施設における居
住費・食費は自
己負担が原則。

メディケアでは
施設における居 一定期間しか支
住費･食費は自己 給されず期間経
負担が原則。
過後は全額自己
負担。

低所得者につい
ては社会扶助か
ら支給。

低所得者には家
賃補助等を支
給。

出典：厚生労働省「介護保険制度改革の概要‐介護保険法改正と介護報酬改定‐」

自己負担できな
いと認められる
場合はメディケ
イトで対応。

http:///www.whlw.

go.jp/topics/kaigo/topics/0603 （2017（平成29）年2月20日閲覧）

本論 文が とり わけ 焦 点を当 てる 特別 養護 老人ホ ーム （以 下「 特養」
と略記 する ） に あっ て、介 護保 険制 度の 改正と 同様 に重 要な 懸案は 、
２００ ２ (平成 １４ )年度か ら推 進さ れて いる個 室ユ ニッ トケ アの問 題
であっ た 。 ユニ ット ケアは 、故 外山 義教 授がス ウェ ーデ ンに おける 取
組を参 考に 、高 齢者 が自ら の個 とし ての 尊厳を 守り なが ら集 団で生 活
する方 法と して 提唱 された もの で、 個室 ユニッ トケ アは 、憲 法第２ ５
条の「 健康 で文 化的 な最低 限の 生活 」を 保障す ると 同時 に、 憲法第 １
３条 の 「 個人 の 尊 重 」の 理 念 にも 立 脚 し てい る 仕 組み で あ る (3) 。 個室
ユニット ケア の導入 は、ケア の側面 から すれば納 得で きるも のである 。
しかし 、利 用者 の選 択によ って サー ビス が受け られ る利 用者 本位の 介
護保険 制度 を打 ち出 すので あれ ば、 低所 得者に 対す る所 得保 障が担 保
されな けれ ば、 個室 ユニッ トは 支払 能力 のある もの だけ の限 定的施 設
となって しま い、制 度の理念 を侵 害する ものとな る。
池田は 『介 護保 険論 』にお いて 、「 要介 護高齢 者の 急増 に驚 愕して 、
高齢者 の尊 厳を 踏み にじる よう に多 床室 型特養 の建 設に 走ろ うとす る
自治体 があ るが 、す べてを 国家 （行 政） に求め ると いう パタ ーナリ ズ
ムの体 質で ある 。」 と論じ るが 、そ うと も言い 切れ ない とこ ろがあ る。
なぜな ら、 後述 する ように 、実 践の 場で は経済 的理 由で 利用 者がサ ー
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ビス提 供者 から 選別 を受け てお り、 個室 入所が 難し い中 で、 やむを 得
ず多床 室の 建設 を進 めてい るの であ って 、むし ろ誰 でも が個 室に入 所
できない こと のほう が非難さ れる べきで ある。
スウェ ーデ ンでは 主要な高 齢者 の「 特 別な住宅 」
（ 介護が 必 要な高齢
者のた めの 介護 サー ビス付 き住 宅で あり 、老人 ホー ムに 代わ って導 入
された もの ）に つい て、社 会サ ービ ス法 により 「全 ての 利用 料を支 払
った後 、生 活費 が残 らなけ れば なら ない こと」 を制 限事 項の 一つと し
て位置 づけ 、実 際に 介護費 用や 住宅 家賃 を徴収 した あと に一 定額の 最
低費 用 額 が入 所 者 の 手元 に 残 るよ う に 公 費負 担 が 導入 さ れ て いる (4 ) 。
また、 デン マー クに お いて も、 高齢 者住 宅・プ ライ エボ ーリ （老人 ホ
ームの 建設 が中 止さ れて以 降の 介護 の必 要な高 齢者 のた めの ケア付 き
住宅） を利 用す る高 齢者に は家 賃補 助が あり、 収入 が年 金の みであ っ
ても必要 な費 用を支 払った後 、収入の 15％程度が 手元 に残る ように配
慮さ れて いる 。入 居 時に は家 賃の ３～ ４ ヵ月 分の 一時 金（ Inskud） を
支払うが 、こ れにつ いても公 的貸 与制度 がある ( 5) 。
介護保 険制 度の改 正は、高齢 者介護 の 環境変化 のみ ならず 、民営 化･
規制改革・財政改 革 などを柱 とし た、２ ００１ (平成１ ３ )年 ７月の「経
済財政 運営 と構 造改 革に関 する 基本 方針 」（い わゆ る「 骨太 の方針 」）
の影響 を受 ける こと となっ た。 この 「骨 太の 方 針」 は、 日本 経済の 再
生シナ リオ とし て、 社会経 済シ ステ ム全 般にわ たる 構造 改革 の必要 性
を指摘 し、 この 中に は、① 民営 化･規制 改革、 ②チ ャレ ンジ ャー支 援、
③保険 機能 強化 、④ 知的財 産倍 増、 ⑤生 活維新 、⑥ 地方 自立 ･活性 化、
⑦財政 改革 、の ７つ の改革 プロ グラ ムが 盛り込 まれ た。 社会 保障に 対
しても 、制 度の 持続 性を高 める 観点 から 、民営 化・ 規制 改革 ・競争 原
理の導 入に よる 構造 改革を めざ すと され た。ま た、 財政 改革 では、 プ
ライマ リー バラ ンス の黒字 化を 目標 に、 歳出削 減策 とし て、 ２００ １
（平成１ ３）年 から ２００５（平成 １７ ）年の５ 年間で １ .１兆円の 社
会保障費 を抑 制する 方針が採 られ たので ある。
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第 ２節

特別 養護老 人ホーム 利用 者の現 状

（１）福 岡県 内の特 別養護老 人ホ ームア ンケート 調査 結果か ら
本 節では 、主と して 、
「特養」にお ける給 付と利用 者負 担の現 状をと
りあげ 、２ ００ ５（ 平成１ ７） 年介 護保 険制度 の改 正と ２０ ０２（ 平
成１４ ）年 から の個 室ユニ ット 化推 進に よって 、普 遍主 義が どのよ う
に変貌 した かを 明ら かにす る。 アン ケー ト調査 は、 利用 状況 と個人 負
担を中心 に行 なった 。また、本論文 の契 機が、
「 利用者 の選 択権が保 障
されて いる はず の介 護保険 制度 にお いて 、利用 者が 選別 を 受 けてい る
のではな いか。」と いう問題 意識 である ことから 、これ に沿 って、選 択
と選別の 視点 を中心 に分析を 行な った。
具体 的に は、 ２０ １０（ 平成 ２２ ）年 度九州 社会 福祉 施設 名簿（ 九
州老人 福祉 施設 協議 会発行 ）か ら、 福岡 県内２ ０５ 施設 の特 養に郵 送
でアン ケー ト調 査を 行い、 ６２ 施設 （回 収率３ ０ .２%）か ら 回答を 得
た。調 査期 間は 、２ ０１１ （平 成２ ３） 年６月 ２０ 日か ら同 年７月 ３
１ 日 まで で あ る。そ の結果は 以下 の通り である 。
今回の 調査 におい て、入所 者の平 均 要 介護度は ３ .８ で、重度者（ 要
介護４ 、５ ）が 全体 の６４ .３ ％を 占 め ており （図 表４ －７ ）、特 養入
所者が 重度 化し てい ること が明 らか とな った 。 また 、経 済的 な状況 に
ついて は、 負担 軽減 対象者 が全 体の ７９ ％を占 め、 特養 入所 者には 低
所得者 層が 多い こと がわか る （ 図表 ４－ ８）。 これ らの 諸点 に基づ き 、
サービ ス提 供者 と利 用者 と の関 係に つい て、介 護保 険法 によ って保 障
された 選択 権が 行使 できて いる かど うか につい て、 事実 関係 を検証 す
ることに した い 。
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まず 今 回 の調 査に お いて、 サー ビス 提供 者によ る利 用者 に対 する 逆
選択の存 在が 明らか になった 。介護保 険 制度導入 にあ たって 、
「利 用者
は、本 人の 意思 によ って自 由に サー ビス が選択 でき る」 と謳 われて い
たが、現実 的には、新型特養 で８ １ .８ %、従来型特 養を含 め ても６３ ．
９%の施 設にお いて 経済的理 由に よって 、サービ ス提供 者に よる選別 が
行 わ れて いる のであ る（図表 ４－９ ）。で は、サー ビス提 供者 による選
別を防止 する ために どのよう な対 策が考 えられる ので あろう か。

特養 の入 所に あた っ ては、 施設 ごと に決 定され た「 入所 順位 表」に
よって、入所者 が決 定される こと となっ ている。入所順 位は 、
「優先 順
位決定 基準 」に もと づいて 、第 三者 を含 めた施 設ご との 入所 判定委 員
会にお いて 決め られ ており 、そ の優 先順 位に従 って 入所 者が 決定さ れ
る。
「優 先順位 決定 基準」は 、不適 切な 裁量が行 使さ れる余 地をでき る
だけ少 なく する ため に設け られ たも ので あり、 同基 準に 入所 希望者 の
経済的理 由は 含まれ ていない 。
福岡県 では 、入 所判 定会議 にお いて 入所 順位決 定後 、「 入所 順位表 」
を福岡 県高 齢者 支援 課まで 報告 する こと となっ てい る。 しか し、あ く
までも 「入 所順 位表 」の提 出で あり 、そ の後の 履行 状況 がそ の通り に
行われ てい るか どう かにつ いて は、 監督 官庁が 関与 する こと はない 。
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したが って 、も し入 所にあ たり 、 低 所得 者が経 済的 理由 によ って選 別
を受け てい るよ うな 事態が あ る とす れば 、その よう な事 態に ならな い
ように、監督官 庁は 、
「入所順 位表」の 履行状況 を把 握し、もし、そ れ
に従っ た入 所決 定が 行われ てい ない とす れば、 これ を正 すよ うに指 導
する必 要が ある 。そ うする こと によ って 、低所 得者 が不 利益 を受け る
のを防ぐ こと ができ る。ま た、も う一 つの 手立てと して、
「 入 所 順 位表」
の公開が ある。
「入 所順位表 」の 情 報を 公開する こと によっ て、非対 称
情 報によ る影 響力 の 存在を弱 める ことが できる 。ただし 、
「 入 所順位表 」
には、 公開 する には 不適切 な情 報も 含ま れてお り、 公開 する 内容や 方
法は慎重 に検 討され るべきで ある 。

次に明らかになったのは、補足給付の問題である。入居者の８０%
強 が 、 第３ 段階 まで の低所 得者 であ り補 足給付 の対 象者 であ る（図 表
４ － ８）。補 足給付 は、も ともと は、介 護保険法 改正 によっ て、住 居費
と食費 が保 険給 付の 対象外 とな った た め 、低所 得者 を救 済す る目的 で
設置され た 。そもそ も、介 護保険 は、
「 要 介護」という 保険事 故への備
えとして 、負 担と給 付が明確 であ り、一 律 1 割負担で あると いう応益
負担で ある ため 、普 遍主義 的で ある とい われて きた 。し かし 、補足 給
付は、 低所 得者 への 救済策 とし て設 けら れたの で、 これ によ って負 担
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と給付 にア ンバ ラン スが生 じ、 この 点 に ついて は応 能負 担化 してい る
と言わざ るを えない 。また、補足 給付に は、基準額 が設定 さ れており 、
基準額 を上 回る もの につい ては 施設 負担 となる こと から 、前 述 のと お
り、施設 によ る選別 が行われ てい る 。
結城は、
「 本来介 護保 険は『社会 保険』で あって、純 粋な『 福 祉制度』
や『保健 制度（ 老 人 保健制度 ）』で はな い。しか し、年 々、そうした『老
人福祉』
『保 健 制度 』といった 機能 や役割 は介護保 険制 度に統 合されて
ゆき、 それ が高 齢者 施策の 大部 分を 担う ものと なっ てい る。 典型的 な
事例が 、特 別養 護老 人ホー ムに おけ る『 補足給 付』 や『 地域 包括支 援
センター 』
『介護 予 防』であ る。これ ら は本来『 老人福 祉制 度（低所 得
者 対 策 ）』 で あ り 、『 保 健 制 度 』 と し て あ る べ き シ ス テ ム で あ る 。」 (6)
と指摘し てい る。
介護 保険 制度 にお け る補足 給付 は、 ほか の方法 より も現 実的 である
ため、 この 制度 は仕 方がな いの では ない か 、と する 議論 もあ る。こ の
場 合、 ティ トマ スの 配分原 理の 重層 化に よって 選別 主義 と普 遍主義 の
それぞ れの 限界 の克 服をめ ざす とい う提 案が 、 重要 な意 味を 持 って く
る (7 ) 。 すな わ ち 、 介 護保 険 制 度が 本 来 責 任を も つ べき 範 疇 か ら外 れ た
ものに 対し ては 、選 別主義 とい われ る制 度 を、 たと えば 「生 活保護 」
や「老 人福 祉制 度」 を、介 護保 険制 度の 上に積 み重 ねて いき 、それ ら
を含め て全 体と して サー ビ ス供 給を 確保 し、配 分の 有効 性を 高めて い
くこと が重 要で ある 、とす る提 案で ある 。こう した 提案 によ れば 、 費
用負担 限度 対象 とな る第１ ～ ３ 段階 につ いては 、介 護保 険か ら事業 者
側に「 補足 給付 」が 支払わ れる 。補 足給 付の額 は、 あら かじ め定め ら
れた「基 準費 用」か ら入所者 の自 己負担 分を差し 引い た額で ある。
介護 保険 から の補 足給付 は法 的に 一定 額に抑 えら れて いる ので、 実
際には それ 以上 の費 用が必 要と なる 場合 には、 特養 は自 動的 に持ち 出
しを余 儀な くさ れる のであ って 、そ の結 果、食 費と 住居 費に 関して は
赤字と なる こと が避 けられ ない 。特 養へ の入所 者は 施設 側と 入所者 と
の契約を 原則 として いるが、実際に はこ こに市場 原理 は働い ていない 。
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すなわ ち、 特養 の経 営上、 食費 と住 居費 に関 し ては サー ビス の向上 と
いう要 請が 働く ので あり、 ここ を安 くあ げるこ とで 利益 を確 保する こ
とはで きな い。 生活 保護受 給者 に対 する 特養の 経営 数値 は赤 字とな る
ことがあ らか じめ決 まってい ると いって よい。
介護 保険 制度 は、 利用者 の選 択権 を保 障する もの とし てス タート し
たにも かか わら ず、 制度改 正に より 食費 と住居 費を 保険 給付 対象外 と
したこと によ って、応益負担 から 応能負 担へと変 貌し たとい ってよい 。
ま た 、 こう した 介護 保険制 度の 変容 は、 前述の よう に、 現実 には施 設
からの 逆選 択を 生み 出すこ とに なっ た。 経営の 継続 のた めに 、半数 以
上の施 設が 、利 用者 を選別 せざ るを えな い状況 が生 まれ てい る ので あ
る（図表 ４－ ９）。
いまや、特養の 待機 者は、定 員の２ .４ 倍に達し てお り、措 置時代と
同様に 、サ ービ ス提 供量の 不足 は明 らか であり 、サ ービ ス提 供量の 不
足が、特 養にお ける 逆選択の 背景 要因に もなって いる（ 図表 ４－１１ ）。
また、 福岡 県に おけ る措置 入所 者は 、２ ０００ (平 成１ ２ )年 ４月か ら
２０１ １（ 平成 ２３ ）年３ 月ま での １１ 年間で 、１ ３施 設３ ７名で あ
った（図 表４ －１２ ）。
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（図表４－１２） 2000年以降の措置入所受入実績
施設数

人数

新型

1

1

従来型

12

36

合計

13

37

福岡 県で は、 ２０ １１（ 平成 ２３ ）年 １０月 １日 現在 の住 民基本 台
帳に基 づく ６５ 歳以 上の高 齢者 が、 １１ ０万人 を超 えて いる 。この 高
齢者の 人た ちは 、ア ンケー ト結 果を みて どう思 うで あろ うか 。本来 、
低所得 者に 対す る福 祉の措 置と して 市町 村が対 処す べき 事柄 を、現 在
のとこ ろ、 介護 保険 制度で 対応 して いる のでは ない かと いう 疑念を 抱
くので はな いか 。介 護保険 制度 と福 祉の 措置制 度の 関係 が、 運用面 で
曖昧に なっ て い るた め、公 的責 任の 果た し方と いう 点で 問題 がある の
ではない かと いう疑 問を抱か ざる を得な い。

（２）利 用者 負担の 在り方
要介 護者 およ び家 族 等の経 済状 態と 、本 来利 用 すべ き介 護サ ービス
との相 関関 係に つい ては 、 今回 調査 でき なかっ たが 、２ ０１ ０（平 成
２２） 年３ 月に 全国 社会福 祉協 議会 から 発行さ れた 「要 介護 者の状 況
に応じ た適 切な サー ビスの 提供 と利 用者 負担の 在り 方に つい ての調 査
研究報 告書 」が 、 こ の点に つい ての 詳細 な調査 報告 を行 な っ ている 。
こ こ か ら、 特養 入所 者の経 済状 況と 負担 に関す る部 分を 抽出 すると 、
以 下とお りで ある。
①入所者 の年 収総額 の分布は 、年収 １０ ０万円以 下が ５６ .５％であ
り、収 入の 種類 では 国民年 金が ６４ .５ %で、受 給額 が少 ない 入所者 が
多い（図 表４ －１３ 、１４）。
②入所者 の７ ７ .７%が世帯分 離を してい る（図表 ４－ １５）。
入所費 用全 額を 賄え るのは 全体 の７ 割で 、入所 者の 収入 では 不足が 生
じる３割 の ケ ースの うち、家 族･親 戚等の 補助を受 けて いる比 率は ８６ .
４%であ る。
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（図表４－１３）入所者の年収総額（N=2249/単位％）
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（ 図 表 4 － １ ４ ） 収 入 の 種 類 （ N = 2 2 4 9 / 単 位 ％ ）
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このこと から、特養 入所者の 経済 状態は 低水準で ある ことが わかる。
被用者 年金 を受 給し ている もの は多 くな く、老 齢基 礎年 金が 生活の 糧
であるも のが 多数で ある。した がって 、特養入所 者の 住居費 ･食費が 自
己負担 とな って しま うと、 施設 利用 の継 続が困 難と 思わ れる 者、あ る
いは、 生活 保護 受給 を求め なけ れば 生活 破綻を きた すと 想定 される 者
が多くな るこ とが推 測される 。
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（ 図 表 ４ － １ ５ ） 世 帯 分 離 の 有 無 （ N=2249）
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出典：要介護者の状況に応じた適切なサービス提供と利用者負担の
在り方に関する調査研究報告書
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次に 世帯 分離 の実 態 につい て検 証し てみ ると、 特養 入所 者に おいて
は、高 齢者 自身 の収 入の低 さか ら、 入所 を契機 に世 帯分 離を し、補 足
給付の 対象 とな る ケ ースが 多い 。い わば 経済的 問題 から 、 実 際に 希 望
するか 否か を問 わず 住民票 上の 世帯 分離 が行な われ てい るわ けであ る
が、こ れは 、世 帯･家族の あり 方か らす れば、 望ま しい とは いえな い 。
住民基 本台 帳法 の規 定から すれ ば、 特養 に入所 して 、そ こに 生活の 本
拠を設 ける ので あれ ば、本 人の み住 民票 を移し て、 世帯 分離 する の は
当然か もし れな い。 しかし 、こ のと き、 施設入 所の 費用 や生 活費を 、
本人と 家族 とで 工面 しあっ てい るの であ れば、 生計 の同 一性 の観点 か
ら、本人 の 住 所と家 族を分け て世 帯分離 をするの は適 当では ない 。
いず れに して も、 こ うした 観点 を度 外視 して、 補足 給付 のみ を目的
として 、世 帯分 離を 行なわ なけ れば なら ないこ とが 数多 く生 じてい る
実態に は、 問題 があ る 。い うま でも なく 、これ は、 補足 給付 が世帯 収
入を基 準と して いる ことに 起因 する 。介 護保険 制度 では 、被 保険者 は
個人を単 位に してい る。し かし 、保 険料 の負担や 補足 給付の 有無･給 付
額は、 世帯 収入 をも とに算 定さ れる こ と になっ てい る。 ここ に矛盾 が
あ り 、 それ が補 足給 付の受 給の ため だけ に世帯 分離 が行 なわ れる要 因
になっ てい る 。 本来 は、個 人を 単位 に被 保険者 を規 定す る原 則があ る
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のであ れば 、補 足給 付につ いて も、 個人 の収入 をも とに 判断 がなさ れ
るべきで あろ う。
また 、施 設入 所に か かる費 用を 家族 また は親戚 が補 填し てい るケー
スも多 いこ とも 明ら かとな った 。実 際に は、家 族の 生活 を犠 牲にし な
がら、 介護 サー ビス 費用を 負担 して いる という 、介 護保 険の 理念と は
相反する 事態 となっ ているケ ース が少な くないの であ る。
これ ら の 問題 に対 する今 後の 方策 とし て、家 族の 経済 的負 担を求 め
なくて も特 養の 利用 が可能 とな るよ うな 条件整 備を 検討 する 必要が あ
るだろ う。 この とき 基本と なる 考え 方と して、 被用 者年 金受 給者を モ
デルと する ので はな く、前 述 の よう に、 老齢基 礎年 金の みの 受給者 が
多数存 在す る と いう 現状を 前提 にし て、 基礎年 金受 給者 をモ デルと し
た条件整 備を するこ とが必要 であ る。

第 ３節

２０ １１（ 平成２３ ）年 介護保 険法改正 と介 護報酬 改定

２０ １１ （平 成２ ３）６ 月２ ２日 に「 介護サ ービ スの 基盤 強化の た
めの介護 保険 法等の 一部を改 正す る法律 」が公布 され、これに よって、
介護保 険法 、老 人福 祉法、 社会 福祉 士及 び介護 福祉 士法 など の一連 の
法律が 改定 され た。 介護療 養病 床の 廃止 期限（ ２０ １２ (平 成２４ )年
３月末 ）を 猶予 する ことと 、介 護福 祉士 の資格 取得 方法 の見 直し（ ２
０ １ ２ (平 成２ ４ )年 ４月実 施予 定） を延 期する 事項 につ いて は、公 布
日施行 とさ れ、 その 他の項 目に つい ては 、２０ １２ （平 成２ ４）年 ４
月１日 施行 とな った 。政府 は、 今回 の改 正によ り「 高齢 者が 地域で 自
立した 生活 を営 める よう、 医療 、介 護、 予防、 住ま い、 生活 支援サ ー
ビスが 切れ 目な く提 供され る『 地域 包括 ケアシ ステ ム』 の実 現に向 け
た取組を 進め る。」 と説明し てい る。
前回 の改 正に よっ て普遍 主義 であ った はずの 介護 保険 制度 が、選 別
主義化 して 、公 的責 任が希 薄化 して いる ことを 指摘 した 。そ こで、 今
回の改正 につ いても 、普遍主 義がど のよ うに変化 した のか（ あるいは 、
しなか った のか ）と いう点 につ いて 検証 してみ たい 。こ の改 正は、 厚
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生労働 省の 概要 説明 によれ ば、 ①医 療と 介護の 連携 強化 、② 介護人 材
の確保 とサ ービ スの 質の向 上、 ③高 齢者 の住ま いの 整備 等、 ④認知 症
対策の 推進 、⑤ 保険 者機能 の充 実、 ⑥保 険料の 上昇 の緩 和、 の６点 と
されて いる 。こ の節 では、 特に 、① 政府 が今回 改正 の目 玉と する「 地
域包括ケ アシ ステム 」に関 連し た「 単身･重度の要 介護 者等に 対応でき
るよう 、２ ４時 間対 応の定 期巡 回・ 随時 対応型 サー ビス や複 合型サ ー
ビスの創 設」、②「保 険者の判 断に よる予 防給付と 生活 支援サ ービスの
総合的 な実 施を 可能 とする 」こ と、 ③介 護報酬 の改 定（ 特別 養護老 人
ホーム を中 心に ）の ３つの 事項 につ いて 、普遍 主義 の観 点か ら検討 す
ることと する 。

（１）定 期巡 回・随 時対応型 訪問 看護介 護
今 回 の改 正で 「地 域 包括ケ アを 支え る基 礎的サ ービ ス」 とし て新た
に登場 した のが 、「 定期巡 回･随時 対応 型訪問 看護 介護 」で ある （ 図表
４－１６ ）。このサ ー ビスは 、重 度者を は じめとし た要 介護高 齢者の在
宅生活を 支え るため 、日中･夜 間を 通じて 訪問介護 と訪 問看護 が緊密に
連携し なが ら、 短時 間の定 期巡 回型 訪問 と随時 の対 応を 行な う「定 期
巡回･随 時対応 サー ビス」で ある。さら にこのサ ービ スは、一つの事 業
所で訪 問介 護と 訪問 看護の サー ビス を一 体的に 提供 する 「一 体型事 業
所 」 と 、事 業所 が地 域の訪 問看 護事 業所 と連携 を し てサ ービ スを提 供
する「連 携型 事 業所 」の二つ の類 型に分 類される
今回の改 正で 創設さ れた「定 期巡回 ･随 時対応型 」など 、地 域密着型
サービ スに つい ては 、自由 参入 の原 則か ら「公 募・ 選考 」に よる指 定
が 可 能 であ る、 と変 更され た。 一定 の地 域を丸 ごと 特定 の事 業者に 任
せて、 移動 コス トの 縮減や 利用 者確 保を 図るた めの 措置 とい える 。 ま
た、普 及の ため 必要 である と市 町村 が判 断した 場合 、都 道府 県知事 の
行なう 訪問 介護 事業 者等の 指定 に制 限を かける 「事 前協 議制 」も導 入
された 。介 護報 酬に ついて は、 要介 護１ から要 介護 ５の 要介 護者を 対
象として 、
「包 括定 額払い」となっ てお り、訪問 回数の 最低 基準等の 制
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限はな いた め、 定 額 払いと なれ ば訪 問回 数を減 らす よう な事 態も生 じ
かねない 。
「 定期巡 回・随時対応 型」を 利用した 場合 、同種 の既存サ ー
ビスであ る訪 問介護 、訪問看 護は 利用で きないこ とと なって いる。

（図表４－１６）

出典：厚生労働省「定期巡回・随時対応サービスについて」

http://whlw.go.jp/file/06-

Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000077236.pdf（ 2017（ 平 成 29） 年 2 月 20 日 閲 覧 ）

改正 の趣 旨は 「重 度 者をは じめ 要介 護高 齢者の 在宅 生活 を支 えるた
め」と して いるが、
「 ２４時間 地域 巡回型 訪問サー ビス のあり 方検討会
報告書 」に よれ ば、 特養に おけ るサ ービ ス提供 回数 は、 １人 の要介 護
者 に 対し 、１日 当り １７ .６ 回～２ ８ .４ 回である（図表 ４－ １７）。そ
うであれ ば、 重度の 在宅要介 護者 につい ては、大 方一 時間に 1 回の訪
問介護あ るい は訪問 看護が必 要で あると 予測され るた め、は たして「 包
括定額 払い 」の シス テムで 、重 度の 単身 者に 対 する 十分 な介 護サー ビ
スの提 供が 可能 であ ろうか 。特 に、 自宅 での食 事介 助や 入浴 介助な ど
手間と 時間 がか かる 介護や 、日 常生 活に 欠かせ ない 家事 を担 う生活 援
助は、訪 問介 護のヘ ルパーで こそ 提供で きるもの では ないだ ろうか。
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（図表４－１７）タイプ別のケア提供回数全時間帯（1回の単位時間別集計）
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在宅 にお いて 、要 介 護者が 訪問 介護 をは じめ多 様な 種類 のサ ービス
を様々 な事 業者 から 選択で きる こと こそ が、介 護保 険制 度の 理念で あ
ったは ずで ある 。一 定の地 域を 丸ご と特 定の事 業者 に任 せる という こ
とは、 利用 者に とっ て事業 者を 選択 する 余地が ない こと を意 味する 。
介護保 険制 度は 、市 場原理 の導 入 に よっ て、サ ービ ス供 給量 が大き く
増加し たこ とは わか る。 し かし 、 そ う で あれば 、今 回の 改正 のよう に
わざわ ざ新 たな 事業 を設け る必 要は なく 、 定期 巡回 加算 ある いは随 時
対応加 算と して 現在 の 事業 所に 介護 報酬 として 加算 すれ ば事 足りる の
ではな かっ たか 。加 算をつ ける こと によ って、 利用 者は 選択 の幅が 広
がるで あろ うし 、事 業者間 で競 争す るこ とによ って サー ビス の向上 も
図られ る。 くわ えて 、市町 村に よる 市場 原理へ の介 入も 防止 できる の
ではない だろ うか。
高齢 者介 護や 福祉 に おいて は、 実践 の場 におい てニ ーズ の高 いもの
や真に 実践 でき るも のを制 度化 する こと が重要 であ り、 制度 を複雑 化
したり 、実 践の 場で 大きな 疑問 が生 じ た りする よう な制 度（ 事業） を
新たに創 設す べきで はない 。

（２）予 防給 付と生 活支援サ ービ スの総 合化
今後 の在 宅サ ービ スの現 場に 大き な影 響を与 える と思 われ るもう 一
つの改 正 が 、「 介護 予防・ 日常 生活 支援 総合事 業」（以 下「 総合事 業」
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と略記す る ）である 。これ は、厚生労 働 省の説明 では、
「市 町村の判 断
により 、要 支援 者･介護予 防事 業対 象者 向けの 介護 予防 ･日 常生活 支援
のため のサ ービ スを 総合的 に実 施で きる 制度を 創設 。事 業を 導入し た
市町村 にお いて は、 地域包 括支 援セ ンタ ーが利 用者 の状 態や 意向に 応
じて、 予防 給付 で対 応する のか 、新 たな 総合サ ービ スを 利用 するの か
を判断 する 。」 とし 、「利用 者の 状態 や意 向に応 じて 、介 護予 防、生 活
支援（配 食、見守 り 等）、権利 擁護、社 会参加も 含め て、市 町村が主 体
と な って 総合 的で多 様なサー ビス を提供 する。」 として いる 。
こ の 「総 合事 業」 を 導入す るか どう かは 市町村 の判 断と され 、その
運営基準や給付額、利用料も市町村の決定に委ねられている。また、
「総合事 業」 を実施 する場合 は、
①

居宅 要支 援被保 険者に対 して 、介護 予防サー ビス 等のう ち 市町村
の定める もの （介護 予防サー ビス を受け ている要 支援 者は同 じ種類
のサービ スは 除く） を行なう 事業 。

②

被保 険者 （第１ 号被保険 者及 び要支 援者であ る第 ２号被 保険者に
限る）の 地域 での自 立した日 常生 活の支 援のため の事 業であ って、
介護予防 事業 及び① の事業と 一体 的に行 なわれる 場合 に効果 がある
と認めら れる もの。

③

要支 援者 （介護 予防支援 を受 けてい るものを 除く ）に対 し、①、
②の事業 等が 包括的 かつ効率 的に 提供さ れるよう 必要 な援助 を行な
う 事業。

の３点を 一括 して行 なうこと が要 件とさ れている 。
介護 保険 制度 のも と では 、保 険料 を負 担する こと によ って 、介護 事
故が発 生し た場 合は 被保険 者の 自由 な選 択によ って 介護 サー ビスを 受
けること がで きると されてき た。従 って、要支援と 判定 された 場合は、
ケアプ ラン にも とづ き、介 護保 険給 付で 介護予 防訪 問介 護や 介護予 防
通所介 護を 利用 する ことが でき た。 しか し、「 総合 事業 」に おいて は、
利用者 がメ ニュ ーの 選択を する こと が不 可能と なる 。対 象と なる要 支
援者は「市 町村･地 域 包括支援 セン ターに おいて 、本 人の意 向 を最大限
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尊重し つつ 、利 用者 の状態 に応 じて 、適 切なケ アマ ネジ メン トにも と
づき判 断す る。」と されて おり 、 最 終的 には市 町村 ･地 域包 括支援 セン
ターが サー ビス 内容 を決定 する こと にな ってお り、 利用 者に 選択権 は
ない。しかも 、
「総 合 事業」は地域 支援事 業に位置 づけ られて おり、保
険給付 では ない ため 、①介 護予 防事 業の 介護予 防プ ラン が不 要にな る
こと、② ケアプ ラン 料が保険 給付 となっ ていない こと などを 考えると 、
現在の 要支 援者 に対 するよ うな ケア マネ ジメン トが 保障 され る可能 性
は少な い。 結局 は、 これま で要 支援 認定 者が利 用し てき た介 護予防 訪
問介護 や介 護予 防通 所介護 を、 これ から は自立 ・非 該当 高齢 者が利 用
する訪 問サ ービ スや 通所サ ービ ス等 の地 域支 援 事業 に移 し替 えると い
うだけ のこ とで あり 、単な る 給 付削 減策 ではな いか とい う疑 念だけ が
残る。

（図表４－１８）

出 典 ： 厚 生 労 働 省 「 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 の 推 進 に 向 け て 」 http://www.whlw/go.jp
/file/06-seisakujouhou-1230000-Roukenkyoku/0000088323.pptx （ 2017（ 平 成 29）年 月 20 日 閲 覧 ）

また、２０ １２年（ 平成２４ )年３ 月１ ３日の厚 生労 働省老 健局長の
都道府県 知事 宛通達 によれば 、事業 の構 成につい て、
「 総合 事業は、要
支援者 及び 二次 予防 事業対 象者 （第 一号 被保険 者の うち 要介 護者又 は
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要支援 者以 外の 者で あって 、要 介護 状態 等とな るお それ の高 い状態 に
あると認 めら れるも のをいう 。以下同 じ。）に係 る事 業並び に 一次予防
に係る事 業に より構 成するこ と。」とさ れている 。この こと は、健康 な
６５歳 以上 の高 齢者 ができ るだ け要 支援 ・要介 護に なら ない ような 健
康のため の維 持事業 を 、 介護 保険 で行な うという もの である 。
介護 保険 の理 念 は 、 要支援 ・要 介護 状態 になっ ても 、安 心し て生活
できる よう にす るこ とであ って 、そ のた めに 被 保険 者は 保険 料を支 払
ってい るの であ る。 高齢者 の健 康増 進事 業は、 あく まで も公 衆衛生 の
分野で あり 公的 責任 で行な うべ き事 業で あろう 。先 にも 指摘 したが 、
本来公 的責 任に おい て行な われ るべ き高 齢者福 祉事 業が 介護 保険法 の
なかに 流入 する とい う方向 が 、 今回 の改 正にお いて も促 進さ れてい る
と い える 。
介護 保険 制度 が依 拠する 普遍 主義 の原 則とは 、主 に、 ①所 得や扶 養
関係、 社会 環境 によ って利 用者 の選 別を おこな わな いこ と、 ②サー ビ
スの内 容と 量に つい て は、 利用 者本 人の 決定に 委ね るこ と、 ③費用 負
担につ いて は、 原則 一律１ 割利 用料 徴収 とし、 所得 で選 別す る応能 負
担をとら ない こと、の３点を 意味 する。
「 介護予防・日 常生活 支援事業 」
に お いて は 、利用 の 決定権は 市町 村･地 域包括支 援セ ンター にあり 、こ
の 点だ けを 見て も、 介護保 険制 度導 入時 の「利 用者 本位 ・利 用者の 選
択 権 保 障」 を侵 害す るもの であ り、 やや もする と措 置制 度へ の回帰 と
も 受 け取 られ かねな い 。

（３）介 護報 酬の改 定―特別 養護 老人ホ ームを中 心に
介護報 酬は 、３ 年 ごとの見 直し が決ま っており 、２０１ ２ (平成２４
年)４ 月１ 日実 施分 につい ては 、１ .２ %のプラ ス改 定と され ている が、
介 護 職 員 処 遇 改 善 交 付 金 相 当 分 の ２ %を 差 し 引 く と 「 マ イ ナ ス ０ .８ %
改定」 とな って いる 。特養 につ いて は、 ユニッ ト型 個室 を推 進する 政
策的な 観 点 も踏 まえ 、特に 多床 室の 基本 単位が 引き 下げ られ た（図 表
４－１９ ）。
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（図表４－１９）介護福祉施設サービス費の改定
改正前

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

従来型個室

589

660

730

801

871

多床室

651

722

792

863

933

ユニット型個室

669

740

810

881

941

ユニット型準個室

669

740

810

881

941

多床室（新規）：2012年4月以降新設施設

改正後

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

従来型個室

577

647

719

789

858

多床室

630

699

770

839

907

多床室（新規）：2012年4月以降新設施設

623

691

762

831

898

ユニット型個室

659

729

802

872

941

ユニット型準個室

659

729

802

872

941

増減

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

従来型個室

▲12

▲13

▲12

▲12

▲12

多床室

▲21

▲23

▲22

▲24

▲26

ユニット型個室

▲10

▲11

▲8

▲9

0

ユニット型準個室

▲10

▲11

▲8

▲9

0

多床室（新規）：2012年4月以降新設施設

出典：筆者作成

たと えば 要介 護５ の 場合を みる と、 ２０ １２（ 平成 ２４ ）年 ４月１
日以前 に整 備さ れた 施設で は、 1 日 当り の単位 数は ２６ 単位 減の９ ０
７単位 とな った 。一 方、従 来型 個室 では １３単 位低 い８ ５８ 単位、 ユ
ニット 型個 室及 びユ ニット 型準 個室 では 単位数 の増 減は なく 、９４ １
単位と なっ てい る。 また、 ２０ １２ （平 成２４ ） 年 ４月 １日 以降に 開
設する多 床室 を対象 とする「 介護福 祉施 設サービ ス費（ Ⅲ）」が創設さ
れた。 これ は、 ユニ ット型 個室 を推 進す る政策 的な 観点 から 、単位 数
をより 低く 設定 した もので ある 。な お、 社会保 障審 議会 介護 給付分 科
会では 、単 位数 の設 定に関 して は 、 多床 室には 室料 分も 報酬 に含ま れ
るとし て、 建設 工事 費が下 がっ てい る状 況や収 支差 率な ども 勘案し た
議論がな され 、今回 の決定に 至っ ている 。
介護 報酬 につ いて は 、①事 業者 が利 用者 （要介 護者 又は 要支 援者）
に介護 サー ビス を提 供した 場合 に、 その 対価と して 事業 者に 対して 支
払われ る報 酬の こと をいう 、② 介護 報酬 は、介 護サ ービ スの 種類ご と
に、サ ービ スの 内容 又は要 介護 度、 事業 所・施 設の 所在 地に 応じた 平
均的な費 用を 勘案し て決定す る、③ 介護 報酬の基 準額 は、介 護保険上 、
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厚 生労 働大 臣が 社会 保障審 議会 の意 見を 聴いて さだ める 、と 定義さ れ
て い る ( 10) 。また 、特 養におけ る介 護報酬 設定のイ メー ジは 、介護度に
応じて 変動 する 介護 職員・ 看護 職員 の人 件費等 と、 固定 的な 介護サ ー
ビスに かか る費 用と 施設運 営に 関わ る基 本的な 管理 経費 等で 構成さ れ
ている（ 図表 ４－２ ０）。

（図表４－２０）施設サービスの介護報酬設定のイメージ
要介護5
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
・介護職員の人件費等
●上記以外の介護サービスにかかる費用
・生活相談員、介護支援専門員等の人件費
●施設運営に関わる基本的な管理経費等
・人件費等（管理者、事務員等）
・消耗品費等
・備品費等
・その他事務管理経費等
出 典 ：「 第 1 回 社 会 保 障 審 議 会 後 期 高 齢 者 医 療 の 在 り 方 に 関 す る 特 別 部 会 」 資 料
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1005 -4.html

(2017（ 平 成 29）年 2 月 20 日 閲 覧 )

今回 の改 正を 上述 の 基準に 照ら して 検証 してみ よう 。ま ず、 ２０１
２（平 成２ ４ )年４ 月 １日を境 に 、多床 室 の報酬の 単位 数は異 なってい
る。一 般的 には 運営 基準が 同じ であ るな らば、 同一 のサ ービ スが行 な
わ れ る から 、単 位数 も同じ でな けれ ばな らない 。た とえ 介護 報酬の 基
準額は 、厚 生労 働大 臣が審 議会 の意 見を 聴いて 定め ると して も、多 床
室の建設 を抑 制し、ユニット 型個 室の建 設を推進 した いから といって 、
今後建 設さ れる 多床 室の単 位数 を下 げる という ので あれ ば、 介護保 険
制度の 根幹 であ る介 護報酬 への 信頼 を大 きく損 なう こと にな ろう。 利
用者か らみ た場 合、 運営基 準が 同じ で部 屋構成 も同 じで ある にもか か
わらず 、建 設時 期が 違うだ けで 負担 額が 異なる ので は公 平感 にかけ る
といわ ざる をえ ない 。 制度 の持 続性 を謳 うの で あれ ば、 まず もって 制
103

度の信頼 を裏 切るよ う な改正 を行 なわな いように する ことで ある 。
次に 、多 床室 だけ が 大幅な 報酬 減と なっ た理由 とし て 、 介護 報酬に
は室料 分も 含ま れる として いる が、 もし そうで あれ ば室 料分 を介護 報
酬から 除外 し住 居費 として 利用 者負 担と したう えで 、改 めて 単位数 を
提示す べき であ ろう 。なぜ なら ば、 介護 報酬の 考え 方は 、あ くまで も
定義に ある よう に介 護度に 応じ て変 動す る介護 職員 ・看 護職 員の人 件
費等と 、固 定的 な介 護サー ビス にか かる 費用と 施設 運営 に関 わる基 本
的な管 理経 費等 で構 成され てい るか らで ある。 ここ にも 、ユ ニット 型
個室推進 の考 えかた が反映さ れて いるの で はない か 。
介護 給付 分科 会に お いて、 特養 の収 支差 率が高 いか ら（ 要す るに特
養は儲 けて いる から ）介護 報酬 を下 げる べきで あろ うと いう 議論が あ
ったが 、厚生 労働省 は、介 護保険 制度 導 入時には「経 営の効 率化」、す
なわち 施設 がや り方 を工夫 して 利益 をあ げる よ うな 努力 を促 した の で
はない か 。 収支 差額 率が高 いこ とが 要因 で介護 報酬 の引 き下 げが行 な
われる ので あれ ば、 サービ ス提 供者 の経 営効率 化意 欲は 損な われる で
あろう。そして 、収支 差率によ って 介護報 酬が左右 され るので あれば、
厚生労 働省 は定 員別 ・設 立 年次 別・ イニ シャル コス ト別 等の 適正収 支
差率を提 示す べきで ある 。
いずれ にし ても、これまで の介 護報酬 の改定や 制度 の改正 をみ ると 、
介護保 険財 政の 抑制 を背景 に し た 制 度の 複雑化 とい う外 装整 備だけ が
目立ち 、制 度が かか える基 本的 な問 題が 議論さ れず に放 置さ れたま ま
になって いる と言わ ざるをえ ない 。

第 ４節

２０ １４（ 平成２６ ）年 介護保 険法改正

厚生 労働 省は 、２ ０１４ （ 平 成２ ６） 年３月 ２５ 日に 特養 への入 所
を希望 して いる 待機 者が、 ３月 の集 計で 約５２ 万７ 千人 に上 ったと 発
表した 。そ のう ち入 所の必 要性 が高 い要 介護４ 及び ５は ２１ 万８千 人
で、ま た在 宅の 申込 者は 約 ８万 ６千 人と なって いる 。ま た、 食事や 排
せつに 介助 が必 要な 要介護 ３～ ５の 中重 度者は ３４ 万４ 千人 で、待 機
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者全体の ３分 の２を 占めてい る。
待機 者の 数は 、２ ０ ０９（ 平成 ２１ ）年 １２月 の前 回集 計よ りわず
か５年 間で 約１ ０万 人増え たこ とに なる 。入所 者数 の枠 は、 ２００ ９
（平成 ２１ ）年 時点 から７ 万４ ８０ ０人 分増え ては いる が、 それ以 上
に待機 者が 増え た格 好とな って いる ので ある 。 高齢 化が 急速 に進行 す
るなか 、政 府は 、施 設入所 から 在宅 介護 への移 行を 促し て い るが、 特
養での 介護 を望 む家 族や高 齢者 がい まだ に多い 点を 考慮 する と 、在 宅
介護が 十 分 では なく 、とて もこ のま まで は在宅 で介 護す るの に必要 な
ニーズ を満 たす こと ができ てい ない と高 齢者も 家族 も考 えて いるこ と
が示さ れた 。政 府が 進める 施策 と高 齢者 や家族 が望 んで いる ことと の
ギャップ が 、 浮き彫 りとなっ た格 好であ る。
この よう な状 況下 、 ２０１ ４（ 平成 ２６ ）年６ 月１ ８日 に「 地域に
おける 医療 及び 介護 の総合 的な 確保 を推 進する ため の関 係法 律の整 備
等に関す る法 律」
（ 以下「医 療・介護 総 合確保推 進法」と略 記する ）が
可決さ れた 。野 党か らは、 法案 が多 数の 法律を 束ね てい るこ とにつ い
て、国 会軽 視だ とす る批判 が衆 参両 院で 噴出 し 、ま た 参 議院 では配 布
資料に ミス が出 て審 議日程 が遅 れる 事態 となり 、厚 生労 働省 が糾弾 さ
れる場 面も あっ たが 、最終 的に は ２ ２ 項 目にも 及ぶ 附帯 決議 をつけ て
法案は成 立と なった (9) 。
制定 当初 より 、介 護保険 法附 則第 ２条 は、施 行後 ５年 をめ どに、 障
害者福 祉施 策や 医療 保険制 度と の整 合性 などを 勘案 して 、被 保険者 ・
保険給 付を 受け られ る者の 範囲 、保 険給 付の内 容・ 水準 、保 険料負 担
の在り 方な ど、 制度 全般に わた る「 必要 な見直 し等 の措 置」 を行う と
定めて いる 。今 回の 介護保 険法 の改 正も 、この 見直 し規 定に もとづ く
もので ある が、 たと え「他 の制 度と の整 合性を 勘案 して 制度 の見直 し
を図る 」目 的を もっ ていた とし ても 、多 数の法 律の 関連 部分 を集め て
束ねた よう な法 案の 形式を とっ てい るこ とにつ いて は、 法律 個々の 条
文 の 審 議が 十分 なさ れてい ない ので はな いかと いう 疑念 が残 る。国 会
でこの点 につ いての 批判が噴 出し たこと も理解で きよ う。
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医療 ・介 護総 合確 保推進 法成 立ま での 経過を 若干 遡っ てみ ると、 ２
０１３ （平 成２ ５） 年１２ 月５ 日に 、概 ね２０ １７ （平 成２ ９）年 ま
での社会 保障 制度 改 革の道筋 が定 められ たプログ ラム 法案（「 持続可能
な社会保 障制 度の確 立を図る ため の改革 の推進に 関す る法律 案」）が策
定され た。 プロ グラ ム法 案 にお ける 介護 保険制 度に 関す る記 述につ い
ては、① 地域包 括ケ アシステ ムの 構築に 向けた地 域支 援事業 の見直し 、
②要支 援者 への 支援 の見直 し、 ③一 定以 上の所 得を 有す る者 への利 用
者負担 の見 直し 、④ 補足給 付に つい ての 資産を 勘案 する 等の 見直し 、
⑤施設 サー ビス 受給 者の支 給対 象の 見直 し、⑥ 低所 得者 の保 険料負 担
の軽減等 の事 項につ いて検討 し（ 法第５ 条２）、その 措置は ２ ０１５（平
成２７）年 を目途 に 講ずると して いる。そして、そ のため の 法律案を 、
２０１ ４（ 平成 ２６ ）年の 通常 国会 に提 出する とし てい る（ 法第５ 条
３）。社会保 障審議 会 介護保険 部会 は、こ れらの項 目に ついて 検討した
結果を 「介 護保 険制 度の見 直し に関 する 意見」 とし て２ ０１ ３（平 成
２５） 年１ ２月 ２０ 日に提 出し た。 本法 案は、 この 意見 に沿 った内 容
となって いる 。
医療 ・介 護総 合確 保 推進法 のう ち、 介護 保険法 の一 部改 正に ついて
は、① 居宅 サー ビス 等の見 直し に関 する 事項、 ②施 設サ ービ ス等の 見
直しに 関す る事 項、 ③費用 負担 の見 直し に関す る事 項、 ④地 域支援 事
業の見直 しに 関する 事項、⑤ 介護保 険事 業計画の 見直 しに関 する事項 、
などがあ る 。改 正の 趣旨説明 では、
「高 齢化の進 展に 伴い、慢性 的な 疾
病や複 数の 疾病 を抱 える患 者の 増加 が見 込まれ る中 、急 性期 の医療 か
ら在宅 医療 、介 護ま での一 連の サー ビス を地域 にお いて 総合 的に確 保
する必 要が ある とい う観点 から 、地 域に おいて 効率 的か つ質 の高い 医
療体制 を構 築す ると ともに 、地 域包 括ケ アシス テム を構 築す ること を
通じ、 地域 にお ける 医療及 び介 護の 総合 的な確 保を 推進 する もので あ
る。」 ( 10) と謳っ てい る。
しか し、 今回 の介 護 保険法 の一 部改 正の 内容か ら見 る限 り、 ２００
０（平 成１ ２） 年４ 月の介 護保 険法 施行 前に、 しき りに いわ れた「 介
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護の社 会化 」や 家族 の負担 軽減 とい った 宣伝文 句は すっ かり 影をひ そ
め、介 護給 付費 の 増 大をど う抑 える かと いう、 財政 抑制 の論 理が最 優
先され たよ うな 改正 となっ てい る。 ２０ ０５（ 平成 １７ ）年 １０月 か
ら、介 護保 険施 設に おける 居住 費・ 食費 を保険 給付 から 外す ための 介
護報酬 の改 定が 行わ れ、個 室ユ ニッ ト型 の特養 が推 進さ れる なか、 施
設入所 者の 負担 は増 大して いる 。そ こで 、本章 では 、今 回の 改正に 盛
り込ま れて い る 施設 サービ ス等 の見 直し と費用 負担 の見 直し につい て 、
前者、 特に 特養 に関 する見 直し を中 心に 、いく つか の論 点に ついて 考
察してみ たい 。

（１）施 設サ ービス 等の見直 し
介護 サー ビス 給付 抑制 策 とし て、 医療 ・介護 総合 確保 推進 法第５ 条
は、介 護保 険法 の一 部を以 下 の よう に改 正する とし てい る。 介護保 険
法第８ 条第 ２１ 項に 規定す る「 特別 養護 老人ホ ーム に入 所す る要介 護
者」に つい て、
「厚生 労働省令 で定 める要 介護状態 区分 に該当 する状態
である 者そ の他 居宅 におい て日 常生 活を 営むこ とが 困難 な者 として 厚
生労働省 令で 定める 者に限る 。」と限定 す ることに よっ て、特 養 の入所
要件の 厳格 化を 進め ている 。つ まり 、居 宅にお いて 日常 生活 を営む こ
とが困 難な 者と 認め られな い場 合、 具体 的には 要介 護３ 以 上 の重度 者
でなけれ ば、 特養の 入所要件 を満 たさな い 。
日常 生活 を営 むこ と が困難 な者 とし ては 、①知 的障 害・ 精神 障害等
も伴っ て、 地域 での 安定し た生 活を 続け ること が困 難な こと 、②家 族
等による 虐待 が深刻 であり、心身の 安全・安心の確 保が 不可欠 なこと、
③認知 症高 齢者 であ り、常 時の 適切 な見 守り・ 介護 が必 要な こと、 な
どが挙が って いるが 、詳細に ついて は今 後検討す るこ ととな っている 。
もち ろん 、軽 度（ 要 介護１ ・２ ）の 要介 護者に つい ては 、や むを得
ない事 情に より 、特 養以外 での 生活 が著 しく困 難で ある と認 められ る
場合に は、 市町 村の 関与の もと 、特 例的 に入所 を認 める とい う例外 措
置は設 けら れて いる 。しか し、 特養 入所 者を原 則と して 要介 護３以 上
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とした 背景 には 、入 所を希 望し てい る待 機者の 数が ５２ 万人 を上ま わ
っており 、その うち 要介護３ 以上 が６５ %以上を 占めて いる という 点 が
挙げられ よう 。

①

特養入 所ま での流 れ
特養 は要 介護 被保 険者で あれ ば入 所で きる施 設で あり 、介 護保険 制

度導入時 にお ける運 営基準で は、
「指定 介 護老人福 祉施 設は 、正当 な理
由なく 、指 定介 護老 人福祉 施設 サー ビス の提供 を拒 んで はな らない 。」
（運営基 準第 ６条２ ）、とさ れてい た。そ の後、特 養入所 待機 者の増加
にとも ない 、入 所に ついて の透 明性 や公 平性が 求め られ るよ うにな っ
たことか ら、２ ００ ２（平成 １４）年に 運営基準 の一 部改正 が行われ 、
「指定 介護 老人 福祉 施設は 、入 所申 込者 の数が 入所 定員 から 入所者 の
数を差 し引 いた 数を 超えて いる 場合 には 、介護 の必 要の 程度 及び家 族
等の状 況を 勘案 し、 指定介 護老 人福 祉施 設サー ビス を受 ける 必要性 が
高いと 認め られ る入 所申込 者を 優先 的に 入所さ せる よう 努め なけれ ば
な ら ない 。」（ 運営基 準第６条 ３） という 項目が追 加さ れた。
これ を受 けて 、２ ０ ０２（ 平成 １４ ）年 ８月７ 日に 技術 的助 言とし
て、
「指 定介護 老人 福祉施設 の入 所に関 する指針 につ いて」が、厚生 労
働省老 健局 計画 課長 名で発 出さ れ、 これ に基づ いて 都道 府県 におい て
は、入 所指 針と 入所 基準が 作成 され 、入 所判定 委員 会が 入所 基 準に 基
づいて 決定 され た入 所優先 順位 名簿 をも とに、 施設 が入 所を 決定 す る
こととな った （図表 ４－２１ ）。
入所 判定 基準 は、 都 道府県 によ って その 内容は 異な るが 、概 ね、①
本人の状 況（介 護度 等）、② 介護者 等の 状況、③ 介護サ ービ ス等の利 用
状況、 ④そ の他 （待 機期間 ・住 所地 ・特 記事項 等） を点 数化 した形 で
策定さ れて いる 。従 って、 点数 の高 い者 ほど 優 先順 位 が 高く なり 、 そ
の順番 で名 簿 が 作成 されて いる 。た だし 、介護 者に よる 虐待 ・介護 放
棄が認 めら れ 緊 急の 保護を 要す る場 合、 災害時 、そ の他 特段 の緊急 性
が認めら れる 場合は 、優先的 に入 所させ ることと して いる。
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（図表４－２１） 入所申込の流れ

入 所 申 込 者
在 宅

（入所申込書の記入）

施設入所者
特養受付

ケアマネジャー

生活相談員

入所判定委員会

（調査協力依頼）

施設・居宅ケアマネ

（点数票の記入）

行政機関

（入所優先順位名簿作成）

入 所 決 定

出典：筆者作成

介護保険 法で は、
「 介 護保険は 、被保 険 者 の要介護 状態 又は要 支援状
態（以 下 「 要介 護状 態等」 と略 記す る ） に関し 、必 要な 保険 給付を 行
うもの とす る。」（ 介 護保険 法第 ２条 ）と されて おり 、 こ れは あくま で
も要介 護状 態等 に対 する給 付を 規定 した 法律で ある 。す なわ ち 、要 介
護者・ 要支 援者 本人 の要介 護状 態等 に注 目した 給付 であ るこ とが明 記
されて いる 。 し かし 、 それ にも かか わら ず、２ ００ ２（ 平成 １４） 年
度の運 営基 準の 改正 にみら れる よう に、 介護者 等の 状態 や待 機期間 ・
住所地 等の 要介 護者 本人の 状態 とは 関係 のない 要素 を入 所判 定基準 に
反映す るの は、 要介 護者の 選択 権を 狭め 、介護 保険 本来 の目 的から 逸
脱してい るの ではな いか 。
また 、施 設サ ービ ス提供 者は 、入 所評 価基準 に則 って 入所 判定委 員
会におい て作 成され た入所者 優先 名簿に 沿って 、入所を 決定 している 。
すなわ ち、 現在 でも 、要介 護度 の高 い高 齢者が 優先 され るよ うな仕 組
みにな って いる ので ある。 した がっ て、 わざわ ざ、 要介 護３ 以上を 入
所の条 件に する よう な法改 正は 、制 度を ますま す複 雑に する だけで 、
必要ない ので はない か。
今回 の改 正は 、既 に入所 して いる 者に は適用 され ず、 また 、要介 護
１・２ の高 齢者 であ っても 、特 養以 外で の生活 が著 しく 困 難 と認め ら
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れる場 合に は、 特例 的に入 所が 認め られ るとさ れて いる 。そ のため 、
現状と それ ほど 大き な差が なく 、今 回の 改正に よっ ても 実際 上は大 き
な混乱 は生 じな いと いう意 見や 、要 介護 ２の認 定は 地域 差が あり、 地
域によ って 認定 され る要介 護度 が異 なっ ている 場合 があ るの で、入 所
の可否に 差異 が起こ りかねな いな どの指 摘もある (11 ) 。
特例 的に 入所 を認 める場 合に は、 市町 村の判 断が 必要 とな る。す な
わ ち、 要介 護者 の希 望では なく 、行 政に 決定権 が委 ねら れる ことに な
り、従 来の 措置 制度 への回 帰と も捉 えら れる。 また 、今 後、 特養の 入
所者を 重度 者へ 重点 化し て いく ため には 、特養 の入 所優 先順 位につ い
て再検 討す る必 要が ある。 たと えば 、福 岡県 は 、入 所判 定委 員会を ４
月と１ ０月 の年 ２回 以上開 催す るこ とを 要請し てい る。 その ため、 入
所条件 の厳 格化 が２ ０１５ （平 成２ ７） 年４月 から 実施 され るとす れ
ば、新た な入 所指針 及び入所 基準 を早急 に示さな くて はなら ない 。
従来 から 、法 改正 や 介護報 酬改 定な どの 場合、 その 詳細 がサ ービス
提供者へ 通知 される 時期は、施行ま での 期間が極 端に 短い場 合が多く 、
そのた め、 改正 ごと に現場 に混 乱を もた らして きた 。特 に、 今回の よ
うな入 所待 機 者 に直 接影響 を及 ぼす よう な 改正 では 、早 期の 告知と 十
分な説 明期 間お よび 準備期 間が 必要 であ る。さ も な けれ ば、 被保険 者
を軽ん じて いる とい われて も仕 方な い 。 いずれ にし ても 、現 場に混 乱
を生じさ せな いよう な対応が 必要 である 。

②

特養入 所待 機者の 状況
特養 入所 待機 者は 、 ２００ ９（ 平成 ２１ ）年の ４２ 万１ 千人 から２

０ １ ４ （平 成２ ６） 年には ５２ 万４ 千人 へと、 この ５年 間で 約１０ 万
人増え てお り、 その うちの 約６ 万人 が在 宅生活 者で ある 。ま た、在 宅
生活者 のう ち 要 介護 ４・５ の人 々 は 、２ ００９ （平 成２ １） 年から 約
２ 万 人 の 増 加 と な っ て お り 、 要 介 護 ３ を 含 め る と ５ ９ %を 占 め て い る
（図表 ４－ ２２ ）。 全体で は 、 要介 護３ 以上は ３４ 万５ 千人 で約６ ５ %
を占めて いる 。
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（図表４－２２） 特別養護老人ホームの入所申込者の状況
単位：万人

2009年
全
体
2014年
在
宅
の
方
在
宅
で
な
い
方

2009年
2014年
2009年
2014年

要介護1～2

要介護3

要介護4～5

計

13.2

11.0

17.9

42.1

［31.2%］

［26.2%］

［42.4%］

［100%］

17.8

12.6

21.9

52.4

［34.1%］

［24.1%］

［41.8%］

［100%］

7.7

5.4

6.7

19.9

［18.2%］

［12.9%］

［16.0%］

［47.2%］

10.7

6.6

8.7

26.0

［20.4%］

［12.7%］

［16.5%］

［49.6%］

5.5

5.6

11.1

22.3

［13.0%］

［13.3%］

［26.4%］

［52.8%］

7.1

6.0

13.2

26.4

［13.6%］

［11.4%］

［25.3%］

［50.4%］

（注）2009年度は12月集計、2014年度は3月集計
出典：平成26年3月25日付厚生労働省老健局高齢者支援課「Press Release」
1頁・4頁を参照し筆者作成

では 、こ れら 重度 （要介 護３ 以上 ）の 要介護 者は 、こ の５ 年間に 優
先的に 特養 に入 所で きなか った ので あろ うか。 ２０ ０９ （平 成２１ ）
年から ２０ １４ （平 成２６ ）年 の５ 年間 に特養 の入 所者 数は 、約６ 万
人増加 して いる 。そ のうち の ９ 割以 上が 重度の 要介 護者 であ るため 、
この間 の入 所者 のほ とんど が 重 度の 者と 判断し ても よい （図 表４－ ２
３）。 もち ろん 、入 所中に 要介 護度 が上 がった とい うこ とも あろう が、
要介護１ ・２ の入所 者数の増 加は １割に も満たな いの である 。
今回 のよ うに 軽度 者が入 所で きな いと いう制 度改 正を 行え ば、要 介
護度の 高い 入所 待機 者の入 所に つい ては 、入所 期間 の短 縮が 見込ま れ
よう。 この 議論 の前 提には 、最 も入 所の 優先順 位が 高い と考 えられ る
入所待 機者 、要 介護 ４・ ５ でか つ在 宅で 生活し てい る要 介護 者をま ず
優先的に 特養 に入所 させよう とい う意図 がある。２０１ ４（平 成２６）
年の調査 結果 によれ ば、優先 順位の 高い 高齢者の 数は ８ .７ 万人であ り、
入所待機 者の １６ .５％を占 めて いる（ 図表４－ ２２ ）。
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（図表４－２４） 入所の必要性
人数

割合

907人

11.3%

入所の必要はあるが、最大１年程度現在に生活維持可能

2,252人

28.2%

１年以上、現在の生活継続可能

2,760人

34.5%

342人

4.3%

1,493人

18.7%

244人

3.1%

7,998人

100.0%

現在の生活は困難であり、すぐにでも入所が必要

特別養護老人ホームでの生活は難しい
現在不明のため、判断できない
無回答

合

計

出典：医療経済研究機構 『特別養護老人ホームにおける入所申込の実態
に関する調査研究報告書』 2011年3月 45頁

では、 この 約８ .７ 万人の 入所 待機 者は 、「真 に特 養へ の入 所が必 要
な人」 なの であ ろう か。２ ０１ １（ 平成 ２３） 年３ 月に 医療 経済研 究
機構が まと めた 「特 別養護 老人 ホー ムに おける 入所 申込 の実 態に関 す
る調査研 究」
（以 下、
「調査研 究」と略 記 する ）に よれば、
「 真に特養 へ
の入所が 必要 な人 」 ( 12) は 、入 所待 機者の １０％強 であ る 。仮 に２０１
４（平成 ２６）年度 の待機者 数に 当ては めた場合 、
「真 に特 養への入 所
が必要な 人」 は、５ 万２千人 とい うこと になる。
この 真に 入所 が必 要な人 は入 所待 機者 の１割 、５ 万２ 千人 程度で あ
るとい う根 拠は 、上 記の「 調査 研究 」に おける ３つ の調 査結 果から の
結論で ある 。 1 割と された 根拠 は３ つあ る。 す なわ ち、 一つ 目は、 施
設サー ビス 提供 者が 判断し た入 所待 機者 に占め る「 現在 の生 活は困 難
であり 、す ぐにで も 入所が必 要 」と判 断 された割 合が １１ .３％とな っ
ているこ と（ 図表４ －２４）、二 つ目は 、入所申込 者の なかで 、ベッ ド
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の空き 状況 や待 機状 況に関 係な く、 施設 が優先 して 入所 させ るべき と
考える人 の割 合が、１０ .８ ％であ るこ と（図表４ －２５ ）、三つ目は 、
入所申 込 者 が答 えた 「すぐ にで も入 所が 必要」 と答 えた 人の 割合が １
１.５ ％で ある こと 、の三 点 で ある （図 表４ － ２６ ）。 これ らがほ ぼ一
致した数 字で あるこ とから、
「調査 研究」では、真 に入所 が必 要とされ
る高齢者 の割 合を１ 割と結論 付け ている 。

（図表４－２５）「優先して入所させるべき」と考える人の割合（１施設当り）
１施設当り

１施設当り

入所申込者に

入所申込者

優先して入所させるべき人

占める割合

①

②

①/②

220.0人

23.9人

10.8%

出典：医療経済研究機構 『特別養護老人ホームにおける入所申込の
実態に関する研究報告書』 2011年3月 63～64頁参照筆者作成

また 、こ の調 査研 究では 、在 宅で 生活 してい る要 介護 ４・ ５のう ち
「すぐに でも 入所が 必要」と答 えた割 合 は２０ .３％で あり（ 図表４－
２６）、この結 果か らいえば 、要介 護４・５の在 宅生活 者の すべてが す
ぐに入 所が 必要 であ るとは いえ ない 。ま た、逆 に、 入所 申込 者のな か
ですぐ にで も入 所が 必要と 考え る待 機者 をみる と、 要介 護１ ～３の 入
所待機 者の うち ７ .２％を 占め てお り（ 図表４ －２ ６）、軽 度者に も特
養入所 の必 要性 が高 いと考 えら れる 者が 一定程 度存 在す るこ とがわ か
る。
この よう に、 要介 護度の 重い 、軽 いに かかわ らず 、す ぐに でも入 所
が必要 と考 えら れる 入所待 機者 がい るこ と につ いて は、 施設 サービ ス
提供者 側と 入所 申込 者側の 両者 の間 では その認 識は 一致 して いる。 す
な わ ち 、今 回の 改正 におい て重 度者 が原 則的施 設入 所者 であ り、そ れ
以外の軽 度者 の施設 入所につ いて は、例 外という 扱い は適当 ではない 。
また、軽 度者の 間に も 特養入 所の ニーズ はあると 考え られる ことから 、
介護度 の高 さだ けで 判断す るこ とは 不適 切であ ろう 。こ うし た制度 設
計の変更 は、介 護保 険給付費 を抑 制し、制度維持 を図 るため とはいえ 、
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被保険 者の 選択 権を ますま す侵 害す るこ とにな るた め、 そ の 納得は 得
られな いの では ない か。さ らに 、要 介護 ２以下 の在 宅生 活困 難者の 居
場所の 確保 と、 その ような 者に 対す る保 険者に よる 「在 宅で の生活 継
続の仕組 み」 づくり が、急が れる ところ である ( 13) 。

（図表４－２６） 居所、要介護度別の入所者の必要性
入所の必要性
居所 要介護度 すぐにでも 1年程度現在 1年以上現在 特養での 現状不明
入所が必要の生活が可能 の生活が可能 生活困難 判断不可
要介護
１～３
要介護
４～５
自 宅 計
要介護
１～３
要介護
４～５
自宅以外 計
要介護
１～３

合

無回答
51人

合計

150人

525人

829人

23人

251人

8.2%

28.7%

45.3%

1.3%

13.7%

2.8%

1829人
100%

203人

394人

214人

29人

132人

29人

1,001人

20.3%

39.4%

21.4%

2.9%

13.2%

2.9%

100%

353人

919人

1,043人

52人

383人

80人

2,830人

12.5%

32.5%

36.9%

1.8%

13.5%

2.8%

100%

147人

532人

975人

68人

507人

58人

2,287人

6.4%

25.3%

42.6%

3.0%

22.2%

2.5%

100%

374人

718人

631人

199人

471人

83人

2,476人

15.1%

29.0%

25.3%

8.0%

19.0%

3.4%

100%

521人

1,250人

1,608人

267人

978人

141人

4,763人

10.9%

26.2%

33.7%

5.6%

20.5%

3.0%

100%

297人

1,057人

1,804人

91人

758人

109人

4,116人

7.2%

25.7%

43.8%

2.2%

18.4%

2.6%

100%

要介護

577人

1,112人

845人

228人

603人

112人

3,477人

４～５

16.6%

32.0%

24.3%

6.6%

17.3%

3.2%

100%

874人

2,169人

2,646人

319人

1,361人

221人

7,593人

11.5%

28.6%

34.9%

4.2%

17.9%

2.9%

100%

計

出典：医療経済研究機構 『特別養護老人ホームにおける入所申込の実態に関する研究報告書』
2011年3月 50頁

③
ア

利用者 負担 の見直 し
今回 の改 正内容
介護 保険 制度 の利 用者負 担割 合は 、所 得水準 にか かわ らず １割で あ

り、こ の割 合は 制度 創設以 来据 え置 かれ てきた 。し かし 、今 回の改 正
によって 、
「 第 1 号被 保険者で あっ て政令 で定める とこ ろによ り算定し
た所得 の額 が政 令で 定める 額以 上で ある 要介護 被保 険者 が受 ける次 の
各号に 掲げ る介 護給 付につ いて 当該 各号 に定め る規 定を 適用 する場 合
において は、こ れら の規定中「 百分 の九 十」とある のは、
「 百 分の八十 」
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とする 。」（第 ４９ 条 ２）と いう 条項 が新 設され た。 すな わち 、一定 額
以上の 所得 があ る者 につい ては 、利 用者 負担を ２割 にす ると いうも の
で あ る。また、一定額 以上の所 得の 線引き について は政 令事項 であり、
今後定 めら れる こと となっ てい るが 、厚 生労働 省は 、合 計所 得金額 １
６０万 円（ 単身 で年 金収入 の場 合は 年金 収入２ ８０ 万円 ）以 上とす る
ことを予 定し ている 。
高額介 護サ ービス 費に関し て、現 行の 一般区分（３７ ,２ ００円）の
うち、医療 保険の 現 役並み所 得に 相当す る者につ いて は、４ ４ ,４０ ０
円に引 き上 げる 予定 である 。施 行は 、前 年度所 得の 補足 の関 係で、 ２
０１５ （平 成２ ７ ） 年８月 とし てい る。 これら の改 正・ 変更 は、制 度
全体が 「応 益負 担」 から「 応能 負担 」へ と移行 して いく 転換 方針 の 起
点 といえ る 。

イ

入所 者の 状況
２０ １０ （平 成２ ２）年 の「 介護 サー ビス施 設事 業所 調査 」によ れ

ば、特 養入 所者 の８ ２％が 低所 得で ある 段階１ ～３ に属 して おり、 第
1 号被保険 者全体 の ３１ .９ ％と比 較し て、特 養で は低所 得 者の占め る
割合が非 常に 高いこ とがわか る（ 図表４ －２７）。

（図表４－２７） 介護保険サービス利用者等の所得段階別割合
10%
特養

① 7%

老健

5%

1号保険者全体

2.7%

30%

40%

50%

60%

② 59%
40%

11%

在宅

20%

12%
16.4%

70%

80%
③ 16%

14%
11%

30.6%

100%

④ 18%

41%

32%

12.4%

90%

⑤ 28%
21.2%

第6以上16.8％

①＝第1段階、②第2段階、③第3段階、④第4段階、⑤第5段階
出典：平成26年7月28日「全国介護保険担当課長会議資料」参照 筆者作成

厚生 労働 省は 、要 介 護者の 所得 は、 被保 険者全 体の 所得 分布 と比較
しても 低い ため 、被 保険者 の ２ ０％ に相 当する 基準 を設 定し たとし て
も、実際 に影 響を受 けるのは 特養 入所者 の５％程 度と 推計し ている ( 14) 。
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また、 利用 者負 担が ２割に な っ たと して も、特 養に つい ては 要介護 度
別の平 均費 用か らみ て、ほ とん どの 入所 者が高 額介 護サ ービ ス費に 該
当する こと とな るの で、入 所者 の自 己負 担の伸 びが 抑え られ るとし て
いる（ 図表４ －２ ８ ） (1 5) 。そう だとす る ならば 、利用 者負 担 を２割に
引き上 げる 今回 の改 正措置 の 、 財政 面で の寄与 は少 ない とい うこと に
なる。

（図表４－２８） 一月当り平均費用額と高額介護サービス費（特養）
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
平均利用額

218,300

240,000

258,900

279,800

298,500

現行利用者負担 21,830

24,000

25,890

27,980

29,850

2割負担の場合

37,200

37,200

37,200

37,200

37,200

(注）高額介護サービス費限度額は、一般限度額を採用
出典：2011年度「介護給付費実態調査報告書」参照 筆者作成

利用 者の 自己 負担 に関し ては 、２ ００ ５（平 成１ ７） 年改 正で施 設
におけ る食 費と 住居 費が保 険給 付の 対象 外とな った 結果 、 1 割の利 用
者負担 は、 直接 的な 介護サ ービ ス受 給の ための 費用 に限 定さ れるこ と
になっ た。 介護 保険 が社会 保険 であ るた め、負 担能 力に 応じ た保険 料
の拠出 を求 める こと は仕方 ない とし ても 、サー ビス を受 給し た場合 に
も負担 能力 に応 じて 一部負 担金 に差 を設 けるこ とは 、そ の負 担感か ら
サービ ス受 給を 手控 えるこ とに つな がる のでは ない か 。 また 、社会 保
険契約 に基 づく 衡平 の観念 を超 える もの と考え られ ると いう 意見も あ
る (16 ) 。いず れにし て も、高 い保 険料を 払 ったうえ に 、受け る 給付はか
えって 少な くな ると ういう ので は、 被保 険者と して 納得 でき る内容 で
は な い。
今回 の改 正 で は、 介護サ ービ ス費 の利 用者負 担に つい て、 高い保 険
料を払 った 者の 方が 自己負 担率 が高 くな るとい う二 重高 額負 担構造 に
なって いる 。厚 生労 働省は 、特 養の 入所 者の５ ％程 度に 対し て しか 影
響はな いと 説明 する が、影 響の 多少 が問 題では なく 、介 護保 険制度 導
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入時に謳 われ た、
「 貧 困度に関 係な く一律 1 割」と する普 遍的 な制度設
計が、 財政 抑制 政策 のもと に大 きく 変わ ろうと して いる こと に問題 の
核心が ある 。ま た、 社会保 険の 原則 を考 慮すれ ば 、 あく まで も保険 料
によっ て所 得の 再配 分がな され るべ きで あり、 保険 事故 が生 じた時 点
で利用 料に 差を つけ ること で再 配分 機能 を効か せる こと は、 理論上 好
ましくな いの ではな いだろう か。

ウ

費用 負担 の見直 し
利用 者の 自己 負担 に関し て、 ２０ ０５ （平成 １７ ）年 改正 で施設 に

おける 食費 と住 居費 が保険 給付 の対 象外 となっ たた め、 住民 税非課 税
世帯入 所者 に対 して 、施設 利用 の食 費・ 居住費 を補 てん する ための 補
足 給 付が 設け られ た 。今回の 改正で は、補 足給付の 支給 要件に ついて、
所得の ほか 資産 状況 も考慮 し、 偽り その 他の不 正行 為に よっ て補足 給
付を受 けた 場合 、市 町村は 、そ の給 付の 価額に 加え 、そ の価 額の２ 倍
に相当す る額 以下の 金額を 徴 収す ること ができる もの とされ た。
厚生 労働 省は 改正 の理由 とし て、 補足 給付は 「福 祉的 な性 格や経 過
的な性 格を 有す る制 度であ り、 預貯 金を 保有す るに もか かわ らず、 保
険料を 財源 とし た給 付が行 われ るこ とは 不公平 であ るこ とか ら、資 産
を勘案す る等 の見直 しを行う 。」 ( 17) とし ている。
改正 の内 容 は 、① 一定額 超の 預貯 金等 （単身 では １０ ００ 万円超 、
夫婦世 帯で は２ ００ ０万円 超） があ る場 合には 、補 足給 付の 対象外 と
し、そ の判 定は 本人 申告制 とす るも 、不 正受給 に対 して は加 算金を 設
ける、 ②世 帯分 離後 も配偶 者が 課税 され ている 場合 は、 補足 給付の 対
象外と する 、③ 補足 給付の 支給 段階 の判 定にあ たっ ては 、非 課税年 金
（遺族年 金・ 障害年 金）も勘 案す る、の ３点であ る。
預貯 金の 確認 に関 し ては、 本人 の申 告を 基本と しつ つ、 補足 給付の
申請に 際し 、あ らか じめ金 融機 関へ の照 会につ いて 本人 の同 意を得 て
おき、 必要 に応 じて 介護保 険法 の規 定を 利用し て、 金融 機関 への照 会
を行う とと もに 、不 正受給 の際 の加 算金 規定を 設け るな どし て適切 な
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申告を 促す 仕組 みと したい とし てい る。 不動産 につ いて もこ のよう な
仕組み を考 慮す べき ではな いか とい う意 見もあ った が、 市町 村にお い
て不動 産担 保貸 付の 業務を 委託 する こと ができ る外 部の 委託 機関を 確
保する こと が必 要で あるこ とな どか ら、 今回は 見送 られ るこ ととな っ
た。
確か に、 過去 には 、 預貯金 があ るに もか かわら ず、 現在 の所 得が少
な い た めに 負担 の減 額を受 ける 者が いる という 批判 も少 なか らず存 在
した。 また 、遺 族年 金や障 害年 金は 、受 領して いる にも かか わらず 非
課税で ある ため 、 そ れが所 得算 入か ら外 れてい るこ とに 対し ては 、 疑
問を持 つ者 も多 かっ た。あ るい は、 特養 入所に あた って は、 利用者 負
担減額 適用 を受 ける ため、 あえ て世 帯分 離を擬 制的 に行 った りする ケ
ースも あっ た。 今回 の補足 給付 の要 件の 追加策 は、 これ らの 問題の 解
決策とし て、 行われ ることに なっ たとい える 。
他 方 で、 ２０ １１ （平成 ２３ ）年 ３月 末の補 足給 付認 定者 数は、 特
養約３０ 万人、介 護 保険施設 全体 で１０ ３万人に 達し、給 付 費は食費・
住居費合 わせ て特養 １６３０ 億円、全体 で２８４ ３億 円にな っており 、
特養に おけ る補 足給 付の 対 象者 は、 入所 者数の ８０ ％を 超え ている 。
このこ とか ら、 今回 の 補足 給付 の適 用基 準の厳 格化 は、 給付 の抑制 策
と い える 。全国社 会 福祉協議 会の 報告書 によれば 、入所者 の ７７ .７ ％
が世帯 分離 をし てお り、施 設入 所を 契機 に世帯 分離 をし て、 補足給 付
受給の対 象と なって いるケー スが 多い ( 18) 。し かし 、こ れはい かにも擬
制的なや り方 である 。
いず れに して も、 補足給 付に つい ての 問題は 、補 足給 付が 世帯収 入
を基準 とし てい るこ とに起 因 す る。 本来 は、個 人を 単位 に被 保険者 を
規定す る原 則か ら 、 補足給 付に つい ても 、個人 の収 入を もと に判断 さ
れるべ き で あろ う。 従って 、今 回の 改正 のよう に、 世帯 分離 後も、 配
偶者に 課税 対象 とな る収入 があ れば 、補 足給付 の対 象外 とす る措置 に
ついては 疑問 が残る 。
今後 は、 家族 に経 済的負 担を 求め なく ても 、 特養 の利 用が 可能に な
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るよう な条 件整 備を 検討す る必 要が ある 。さら に 、 条件 整備 をする に
あたっ ては 、老 齢基 礎年金 のみ の受 給者 が多数 いる とい う現 状を前 提
にする こと が重 要で ある。 補足 給付 には 、所得 段階 別に 基準 額が設 け
られて いる が、 実際 には、 施設 側は 、居 室の状 態あ るい は食 事の内 容
等により 、その 金額 を超える 居住 費、食 費を設定 して いる場 合が多い 。
したが って 、 補 足給 付の対 象者 を受 け入 れると 、補 足給 付基 準額と 施
設が設定 する 金額と の差額は 、サービ ス 提供者の 負担 となる (19) 。そう
である とす れば 、 施 設側は 、自 己の 持ち 出しを 避け るた めに 、負担 が
できる 利用 者を 意識 して選 別し 、入 所さ せると いう よう な事 態も起 こ
り う る ( 20) 。所得の 多 寡にかか わら ず、特 養サービ スが 受けら れるとい
う介護保 険法 の普遍 主義を維 持す るため の措置が 求め られる 。
また 、今 回の 改正 では障 害年 金や 遺族 年金も 勘案 され るが 、市町 村
はこれ らの 非課 税 収 入を把 握す る権 限や ノウハ ウが なく 、実 務面で の
課題が残 ると いう指 摘がある (21 ) 。また 、社会保険 原理 の観点 からすれ
ば、そ もそ も定 型的 な拠出 に基 づき 、定 型的な 給付 が受 けら れるの が
社会保 険制 度の 特徴 である 。そ う で ある とすれ ば 、 ２割 の利 用者負 担
を含め て今 回の 見直 しは社 会保 険原 理を 放棄し 、措 置制 度に 逆行す る
のに等し いと の指摘 がある ( 22) 。その他 、食費や居 住費 は本来 、介護 保
険制度で 対応 するも のではな いと の指摘 もある ( 23) 。また 、補 足給付に
ついて は、 一 般 財 源 （公費 ）で 補う べき ところ を中 途半 端に 社会保 険
で対応 して おり 、そ れにも かか わら ず 資 産だけ はチ ェッ クす るとい う
木に竹 を接 ぐよ うな ことを 行う とい う点 で問題 が生 じて いる との指 摘
も あ る ( 24) 。

（２）低 所得 者の保 険料軽減 拡大 措置
第１ 号被 保険 者の 介護保 険料 は、 現在 の全国 平均 月額 ４９ ７２円 か
ら２０ ２５ （平 成３ ７）年 には 月額 ８２ ００円 程度 にな る見 通しで あ
る。介 護保 険制 度の 持続可 能性 の確 保の ために 、保 険料 上昇 を可能 な
限り抑 える ため 、所 得の高 い人 や資 産の ある人 の利 用者 負担 を増大 さ
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せ、保 険料 負担 感の 大きい 低所 得者 には 保険料 を軽 減す る対 策の強 化
が求め られ てき た。 社会保 障制 度改 革国 民会議 にお いて も、 低所得 者
対策と して 公費 を導 入し、 それ 以外 の保 険料財 源で 調整 でき るとこ ろ
は保険料 アッ プで調 整すべき との 議論が 展開され てき た。
２０ １４ （平 成２ ６）年 改正 では 、従 来の第 １号 被保 険者 の保険 料
段階は 、国 基準 が６ 段階の 設定 とな って いた が 、所 得水 準に 応じて き
め細かな 保険 料設定 を行うた め、また、多くの自 治体 で特例 第３段階・
特例第 ４段 階の 設定 や 、本 人課 税所 得層 が多段 階化 して いる 現状を 踏
まえ、 標準 の段 階設 定が 現 行の ６段 階か ら９段 階に 見直 され た。今 回
の改正 は、 給付 費の ５割の 公費 拠出 に加 えて別 枠で 公費 を投 入し、 低
所得者の 保険 料の軽 減割合を 拡大 すると いうもの であ る。
具体 的に は、 新第 １段階 で標 準保 険料 の０ .３倍 、新 第２ 段階で ０ .
５倍、新第 ３段階 で ０ .７倍 とし 、それ ぞ れに別枠 公費 による 軽減を図
る一方で 、新第 ９段 階では標 準保 険料の １ .７倍 とする など より応能 的
な負担 とす る設 計と なって いる 。こ の指 標に基 づい て厚 労省 が試算 し
たとこ ろに よれ ば、 全体の ３３ ％に あた る世帯 非課 税対 象者 （現行 第
１段階か ら第 ３段階 ）は、新第１ 段階か ら新 第３ 段階 に属し 、約３０％
を占める 世帯 課税・本人非課 税対 象者（ 現行特例 第４ 段階と 第４段階 ）
は、新 第４ 段階 と新 第５段 階に 、残 りの ３７％ にあ たる 本人 課税対 象
者（第 ５段 階と 第６ 段階） は 新 第６ 段階 から新 第９ 段階 に 、 それぞ れ
属するこ とに なる（ 図表４－ ２９）。す なわち 、年金収 入８ ０万円以 下
の人は 、現 行の ５割 軽減か ら７ 割軽 減と 負担が 軽減 され る代 わりに 、
現行第 ６段 階の 一部 の人は 、５ 割増 から ７割増 と負 担増 にな るので あ
る。
市町 村に よっ ては 、高所 得者 の保 険料 高負担 を求 める よう な、よ り
細かな 所得 段階 を設 定して いる とこ ろも ある。 例 え ば、 福岡 県介護 保
険広域 連合 の場 合で あれば 、所 得段 階は １６段 階に 設計 され ており 、
合計所得 金額 が４４ ０万円以 上の 人は、基準額の ２ .２ 倍の 保険料を 負
担するこ とに なる（ 図表４－ ２９）。
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所得 再分 配や 保険 財 政の観 点か らは 、高 額所得 者に はも っと 多く負
担させ るべ きだ とい う意見 もあ るが 、し かし、 要介 護状 態が 比較的 長
期間、 固定 的に 継続 し、医 療給 付の よう な受給 の交 替可 能性 の ない 介
護保険 の場 合に は、 高所得 者層 に極 めて 高い保 険料 拠出 を求 めると 、
その保険 料拠 出意欲 が阻害さ れて しまう 恐れがあ る ( 25) 。
他方 、介 護保 険料 を 所得対 比の 比率 でみ た場合 は、 基準 額の 第５段
階（第 ４段 階を 含む ）で保 険料 率が 一番 高く、 第９ 段階 では ３分の １
以下の負 担率 となっ ている（ 図表 ４－３ ０）。
（単位：％）

（図表４－３０）所得段階別保険料率
課税状況区分

収入額と合計所得金額区分

公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が50万円
本人、世帯員全員が市町村民税
公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が100万円
非課税
公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が120万円

基

準

福岡県介護保険広域連合

第1段階

5.96 第1段階

5.18

第2段階

4.96 第2段階

4.32

第3段階

4.14 第3段階

3.60

本人が市町村民税非課税

公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が50万円

第4段階

11.91 第4段階

10.37

（世帯の中に課税者がいる）

公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円

第5段階

8.27 第5段階

7.20

合計所得金額が100万円

第6段階

7.94 第6段階

6.91

6.62 第7段階

5.76

5.06 第8段階

4.74

4.51 第9段階

3.93

3.97 第10段階

3.69

合計所得金額が300万円

3.75 第11段階

3.26

合計所得金額が330万円

3.41 第12段階

3.14

3.12 第13段階

3.04

2.81 第14段階

2.88

合計所得金額が430万円

2.62 第15段階

2.81

合計所得金額が470万円

2.56 第16段階

2.70

合計所得金額が130万円

第7段階

合計所得金額が170万円
合計所得金額が220万円

第8段階

合計所得金額が250万円
本人が市町村民税課税

合計所得金額が360万円

第9段階

合計所得金額が400万円

（出典：筆者作成）
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第 ５節

小括

介護 保険 法が 社会 保険方 式を 採用 した のは、 従来 の措 置に 対して 、
とくに 普遍 性の 面か ら社会 保険 方式 の優 位性が 主張 され てき たから で
ある。 措置 制度 のも とでは 、あ くま でも 行政側 から の行 政処 分とし て
サービ スの 決定 がさ れるの で、 その やり 方は選 別 主 義的 な方 法にな り
がちで あり 、要 援助 者の選 択権 ・受 給権 といっ た権 利保 障が なされ て
いない とい う批 判が 存在し た 。 これ に対 して、 社会 保険 方式 は、社 会
保 険 料負 担と 給付の 関係が明 確で あり、所定の保 険事 故が生 じた場合 、
所得の 多寡 にか かわ らず、 普遍 的に サー ビスの 受給 が可 能に なる点 で
優位性 が あ る、 と主 張され てき た。 この ような 考え 方に 沿っ て、介 護
保険法が 成立 ・施行 されたの であ る。
その 後、 ２０ ０５ （平成 １７ ）年 度の 見直し によ り、 ①施 設サー ビ
ス費に つい ては 、食 費と住 居費 が保 険給 付対象 外と なり 、② 予防給 付
の区分 が新 たに 設け られ る とと もに 、③ 地域包 括支 援セ ンタ ーが創 設
された 。さ らに 、食 費と居 住費 が個 人負 担とな った こと によ り、低 所
得者対 策と して 補足 給付の 制度 も同 時に 施行さ れた 。こ れら の見直 し
につい ては 、介 護予 防は保 険事 故の 対象 ではな いの では ない か、補 足
給付は 低所 得者 への 救済策 であ るか ら、 保険で 対応 すべ きで はない の
ではな いか 、地 域包 括 支援 セン ター 事業 は、公 的責 任に おい て行う べ
きもの では ない か、 といっ た 指 摘が なさ れたが 、本 質的 な議 論まで に
はいたら なか った。
２０ １４ （平 成２ ６）年 の改 正で は 、 施設サ ービ ス利 用者 を重度 者
に限定 する 目的 で、 特養入 所者 は要 介護 ３以上 とし 、軽 度者 につい て
は市町 村が 入所 の可 否を決 定す るこ とと なった 。こ のこ とに よって 、
介護保 険制 度の 根幹 である 契約 方式 が崩 れ、被 保険 者の 選択 権が狭 め
られる など 、措 置制 度への 回帰 が生 じつ つある 。ま た、 利用 者負担 を
一部２ 割と する こと によっ て、 介護 保険 制度が 謳っ た一 律１ 割負担 と
いう普 遍的 な制 度設 計をも 侵食 され るこ ととな った 。加 えて 、補足 給
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付にい たっ ては 、資 産を勘 案す るな ど、 ミーン ズ・ テス トの 復活 、 さ
ら に は選 別主 義 の復 活ともい える 内容と なってい る。
この よう に、 今回 の改正 は、 普遍 主義 的な介 護保 険制 度を より選 別
主義的 な制 度へ と方 向転換 する よう な 、 大幅 か つ、 制度 の質 的な変 更
をとも なう 改正 であ るとい わざ るを えな い。本 章で 指摘 した 、①施 設
サービ スの 受給 決定 につい て、 市町 村の 関与は 適切 か、 ②介 護サー ビ
ス費の 利用 者負 担に ついて 、高 い保 険料 をはら った 者の 方が 自己負 担
も高く なる とい う二 重高額 負担 構造 にな ってい るが 、社 会保 険原理 に
照らし て適 切で ある か、③ 補足 給付 は、 福祉的 性格 を有 する と厚生 労
働省は 認識 して いる が、介 護保 険か らの 支出は 適切 であ るか 、④補 足
給付に つい て、 扶養 者の資 産を 勘案 しミ ーンズ ・テ スト のよ うな仕 組
みを実 施す るこ とは 、介護 保険 法の 目的 と理念 にか なっ たも のであ る
か、など の論 点につ いて、本 格的 な議論 が求めら れる ところ である。
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第Ⅴ章

日本 ・ドイ ツ・韓国 の介 護保険 制度比較

ドイツ では １９９ ４年に介 護保 険法が 成立し、翌年か ら実 施された 。
日本で は、 この ドイ ツの介 護保 険制 度を 参考に 議論 が行 われ 、１９ ９
７（平 成９ ）年 に介 護保険 法が 成立 し、 ２００ ０（ 平成 １２ ）年か ら
実施さ れた 。そ して 韓国で は 、 ドイ ツと 日本両 国の 介護 保険 制度 、 と
くに日 本の 制度 を 参 考にし て検 討が 進め られ、 ２０ ０８ 年に 介護保 険
制度が 創設 され た。 このよ うに ドイ ツに おける 介護 保険 制度 の創設 を
契機に 、日 本と 韓国 におい てい わば 連鎖 的に介 護保 険制 度が 創設さ れ
たのであ る 。
しか し、 一口 に介 護 保険制 度と いっ ても 、 ドイ ツ、 日本 、韓 国のそ
れぞれ の国 にお ける 、制度 創設 の背 景や 法制定 に至 る政 策過 程、制 度
の具体的 内容 を詳細 に 検討し てみ ると、類似点も ある が相違 点も多い 。
そ れ は 、他 国の 制度 が自国 の制 度創 設の ヒント にな って いる ものの 、
それぞ れの 国の 高齢 化や高 齢者 介護 の実 態、社 会経 済状 況、 社会保 障
制度の 歴史 やそ の現 状の違 いか ら、 最終 的には 各国 が自 らの 国の状 況
に適 合 し た制 度 を 創 設し て い るか ら で あ る (1 ) 。 しか し な がら 、相 違 点
はある もの の、 政策 過程に 対す る先 行す る他国 の制 度の 影響 は明白 で
あり、 さら に制 度創 設後 も 、他 国の 介護 保険制 度の 実施 状況 が自国 の
制度を見 直す 際の参 考に なっ てい る 。
以上 の 視 点か らみ れば、 日本 、 ド イツ 、韓国 ３か 国の 介護 保険制 度
を比較 考察 する こと は、単 に制 度 の 比較 という 面 ば かり では なく、 こ
れから のわ が 国 の制 度改革 に向 けて の示 唆を与 えて くれ るの ではな い
だろう か。 本章 では 、これ ら３ か国 の介 護保険 制度 創設 の背 景、制 定
ま での 政策 過程 、制 度内容 につ いて 、普 遍主義 の視 点か ら比 較考察 を
行いたい 。

第１節

ドイ ツ介護 保険制度 と普 遍主義 論

第１項

ドイ ツ介護 保険制度 の概 要
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ドイ ツの 介護 保険 は、社 会法 典第 十一 編に定 めら れて おり 、そこ で
は公法 上の 法人 であ る介護 金庫 によ り実 施され る公 的介 護保 険だけ で
はなく 、法 律上 の加 入義務 を伴 う民 間介 護保険 につ いて も規 定され て
いる。 ドイ ツで は、 この両 者を 通じ て 、 広範囲 な国 民を 対象 に要介 護
となった 場合 の介護 保障が行 われ ている 。

（１）基 本原 則
社会 法典 第十 一編 におい ては 、① 自己 決定、 ②在 宅介 護の 優先、 ③
基礎的 保障 、④ 予防 及びリ ハビ リテ ーシ ョンの 優先 、⑤ 自己 責任の ５
つ が、 公 的介 護保険 にかかわ る基 本原則 として規 定さ れてい る。
具体 的に いう と、 第 一に、 介護 保険 によ る給付 は、 要介 護者 が人間
として の尊 厳に ふさ わしい 自立 した 、 か つ、自 律的 な生 活が 送れる よ
う援助 する もの でな ければ なら ない と定 められ 、要 介護 者は 、施設 及
び各種 サー ビス の中 から自 分が 利用 する も のを 選択 する こと がで き る
「自己 決定 」を 基本 原則と して いる 。第 二に 、 要介 護者 がで きる限 り
長く家 庭的 な環 境に 留まれ るよ う、 在宅 介護を 優先 的に 支援 するこ と
を旨と し、 その 目的 にかな うよ うに 給付 を行う 。第 三に 、介 護保険 の
給付は 、在 宅介 護の 場合に は家 族等 によ る介護 を補 完す るも のとし 、
入所介 護の 場合 には 介護の ため に必 要な 費用を 軽減 する こと を制度 の
趣旨と する こと 、す なわち 、要 介護 者が 必要と する 介護 のす べてを 保
障する もの では なく 、要介 護者 を支 援す る基礎 的な 保障 を行 うもの と
さ れて い る 。第 四に 、要介 護状 態の 発生 防止、 克服 、軽 減及 び悪化 防
止のた め、 予 防 及 び リハビ リテ ーシ ョン の適切 な措 置が 講じ られな け
ればな らな い。 第五 に 、 被 保険 者は 、予 防及び リハ ビリ テー ション へ
の参加 等を 通じ て、 要介護 状態 の発 生防 止、克 服、 軽減 及び 悪化防 止
に努めな けれ ばなら ない。す なわ ち、自 己責任が 求め られる 。
さら に 、 ドイ ツで は 、子 供が 親を 扶養 する義 務に つい ても 規定さ れ
ている。規 定では、介護保険 では、要 介 護 である 親の 子供の 生活経費 、
自身の 子供 （２ ６歳 以下） の養 育費 など を控除 後、 単身 で１ ，４４ ０
127

ユーロ 、子 供は いな いが配 偶者 が い る場 合は２ ，４ ５０ ユー ロ以上 の
収入が あれ ば、 親に 対して 経済 的な 支援 の義務 があ る。 他方 、生活 保
護の規 定で は、 同様 に控除 後の 年収 が１ ０万ユ ーロ 以上 であ れば、 支
援の義務 があ るとし ている。
この よう に、 ドイ ツの介 護保 険制 度は 、子供 が親 を扶 養す る義務 を
規 定 し 、ま ず 年 老い た親に 対す る子 供の 介護を 前提 にし て、 その う え
で在宅介 護を 優先的 に支援す るこ とを目 的とした 制度 である 。

（２）被 保険 者
ドイ ツの 介護 保険 制度は 、公 的医 療保 険の加 入者 全員 が加 入す る 公
的介護 保険 と民 間医 療保険 会社 加入 者が 加入す る民 間介 護保 険から 構
成され てお り、 公的 医療保 険未 加入 者で あって も民 間介 護保 険への 加
入が義 務付 けら れて いる。 警察 、軍 人、 郵便・ 鉄道 公務 員疾 病金庫 の
構成員 など は、 疾病 リスク に対 する 特別 の適用 を受 ける こと ができ る
ため、 公的 医療 保険 にも民 間医 療保 険に も加入 して いな いが 、民間 の
介護保険 に加 入する ことが義 務付 けられ ている。
公的 医療 保険 では 、労働 者、 職員 であ って、 その 年間 労働 報酬が 保
険加入 限度 額を 超え ない者 、失 業手 当等 の受給 者、 公的 年金 の受給 者
などが 強制 被保 険者 となっ てお り、 その 配偶者 又は 子で あり 、その 収
入が平 均報 酬額 の七 分の一 を超 え な い者 が家族 被保 険者 とさ れてい る 。
そして 、こ れら の者 は介護 保険 にお いて もそれ ぞれ 強制 被保 険者及 び
家族被 保険 者と なっ ている 。ま た、 日本 との比 較で いえ ば、 ドイツ の
介 護保 険は 年齢 によ る区分 がな く、 子供 でも対 象に なる 点が 特徴で あ
る 。この 点 につ いて 、松本は 、
「社 会扶助 が負担す る介 護費用 を軽減す
ること を達 成す るた めに、 でき るだ け広 範囲の 国民 を介 護保 険法の 定
める介 護保 険又 は民 間介護 保険 の対 象に 取り込 もう とす る立 法者の 意
思を反映 した もので ある。」 (2) と述べ て いる。

（３）保 険者 と保険 料
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介護 保険 の保 険者 は、自 主管 理原 則に 則って 運営 され る公 法上の 法
人であ る介 護金 庫と 定めら れて いる 。 こ の介護 金庫 は、 医療 保険の 屋
根の下 を借 りて 制度 を創設 する とい う介 護保険 の考 え方 に沿 って、 公
的医療 保険 の保 険者 である 疾病 金庫 に 設 置され て お り、 その 組織は 、
疾病金庫 の組 織が兼 ねている 。
保険 料は 医療 保険 の保険 料と 一緒 に徴 収され るが 、負 担は 労使折 半
で あ る。しかし 、介護 保険の保 険料 を労使 折半にす るこ とにつ いては、
介護保 険の 導入 前か ら、年 金保 険や 医療 保険に おい てす でに 高い社 会
保険料率 を負 担して いる企業 経営 者側か らの強い 反発 があっ た。結局、
介護保 険料 は労 使折 半する もの の、 それ と引き 換え に休 日を １日削 減
する、 とい う妥 協案 が 成立 した 。そ の意 味では 、ド イツ の介 護保険 料
は、 厳 密 にい え ば 労 使折 半 で はな い と い う見 方 も でき る (3 ) 。 保険 料 率
は法で 定め られ てお り、２ ０１ ５年 １月 以降は 、総 所得 の２ ．３５ ％
で ある 。た だし 、子 のいな い公 的介 護保 険の加 入者 は、 ２０ ０５年 １
月１日か ら０ ．２５ ％の保険 料が 加算さ れている 。
な ぜ、子 のいな い公 的介護保 険の 加入者 の保険料 が 加 算され たの か。
それは 、２ ００ １ 年 ４月３ 日、 連邦 憲法 裁判所 が、 保険 料算 定ルー ル
につい て憲 法上 問題 がない かど うか を検 証し、 賦課 方式 によ る公的 介
護保険 の保 険料 を決 める際 には 、子 の養 育によ る親 の貢 献を 保険料 に
おいて も考 慮す べき である とし て、 現行 の保険 料率 の算 定方 式に関 し
て違憲 判決 を下 した からで ある 。判 決理 由は、 以下 のよ うに 要約で き
る。
「連 邦憲 法裁 判所 は、被 保険 者の 老齢 化によ るリ スク をカ バーす る
資金賦 課方 式の 社会 保険制 度に おい ては 、保険 に加 入し てい る親の 養
育の功 績は 、こ の制 度が機 能す るた めに 重要な 意味 を持 つと 理由づ け
ている 。大 部分 の保 険適用 時 に 、賦 課方 式は次 世代 の保 険料 に頼ら ざ
るを得 ない 。こ れか ら育っ てい く世 代、 つまり 現在 の子 ども は、将 来
は『高 齢者 』の ため に強制 保険 に加 入し て保険 料の 負担 を引 き受け 、
集団的 な資 金調 達義 務を課 せら れる 。そ れによ って 子ど もの いない 被
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保険者 は、 保険 の適 用を受 ける 際に 、保 険料を 義務 づけ てい る他の 被
保険者 によ る養 育業 績の恩 恵を 被る こと になる 。そ の一 方で 子供の い
る被保 険者 は、 養育 のため に消 費と 資産 形成を 諦め ると いう 不利益 を
被って いる 。子 供の 養育に より 、被 保険 者であ る両 親は 、公 的介護 保
険に二 重の 貢献 をし ている こと にな る。 すなわ ち、 保険 料を 支払う だ
けでな く、 制度 の維 持に欠 かせ ない 次世 代育成 とい う貢 献を 果たし て
いるので ある 。
これ を考 慮す ると 、保険 料の 等し い負 担は、 子ど もを 養育 する者 が
保険に 支払 う総 額と 、子ど もを 持た ない 者の金 額と の間 に明 白なア ン
バラン スを 生む 。子 どもを 世話 する ある いは養 育す る被 保険 者が子 供
のいな い被 保険 者と 同額の 保険 料を 払う だけで 、被 扶養 の世 帯員も 給
付を得 られ ると いう 点で、 一定 の補 償は 成立す る。 だが この 恩恵に よ
り、養 育の 業績 によ りもた らさ れる 次世 代育成 の貢 献が 完全 に報い ら
れること には ならな い 。 (4 )

（４）給 付
ドイ ツに おけ る介 護保険 給付 の目 的は 、介護 費用 の全 額を 賄うこ と
ではな く、 家族 が提 供する 介護 に関 して 、その 費用 の一 部を 補充す る
程 度の 給付 を提 供す るだけ か、 また は、 施設介 護の 費用 負担 を軽く す
る 点にあ る ( 5) 。
要介 護者 に対 して 行 う給付 は、 ①在 宅介 護、② 部分 入所 介護 （デイ
ケア・ナ イトケ ア）及び短期 介護（ ショ ートステ イ）、並 び に、③終 日
入所介 護 、 の三 つの グルー プに 分類 され る。こ のよ うに ドイ ツの介 護
保険に おい ては 、デ イケア ・ナ イト ケア 並びに ショ ート ステ イの給 付
が、在 宅介 護及 び介 護ホー ムに おけ る終 日入所 介護 とは 異な るグル ー
プに属 す る 給付 とし て整理 され てい る点 で、日 本の 介護 保険 制度と は
異 なる。
その 理由 とし ては 、①デ イケ ア及 びナ イトケ アの 対象 者は 生活の 本
拠が自 宅に ある 要介 護者で ある が、 これ らの給 付は 、要 介護 者の居 宅
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ではな く部 分入 所介 護施設 で提 供さ れる こと、 ②デ イケ ア及 びナイ ト
ケアは 、終 日で はな く、一 日の うち の特 定の時 間帯 にお いて のみ行 わ
れる点で 、終日 入所 介護とは 異な ってい ること 、③ショ ート ステイは 、
終日入 所介 護施 設で 行われ るも ので ある が、要 介護 者は 一時 的に居 宅
を離れ るに 過ぎ ず、 その点 にお いて 、部 分入所 介護 との 共通 性を有 し
ているこ と等 が挙げ られる。
このほ か、ド イツ の介護保 険は、要介 護者に対 する 給付だ けでなく 、
在宅の 要介 護者 を介 護する 家族 等に 対す る給付 を行 って いる 点、す な
わち、 現金 給付 であ る介護 手当 を支 給 し ている 点に おい ても 、わが 国
の介護保 険と は異な る 。

（図表５－１）ドイツ介護保険の給付内容の概要
（単位：ユーロ）

給付の種類
在宅介護

現物給付（限度額）

要介護度０

要介護度Ⅰ

要介護度Ⅱ

231

468

1,144

1,612

(689)

(1298)

【1,995】
728

（月額）
現金給付（月額）

123

（介護手当）
施設介護（月額）

-

244

458

(316)

(545)

1,064

1,330

要介護度Ⅲ

1,612
【1,995】

代替介護（限度額）

親族による場合

（年間4週間まで）

その他の場合

ショートステイ(月額)
デイケア・ナイトケア(月額）
介護補助具
住環境改善措置

120

235(305)

440(525)
1,612

468(689)

40

1,144(1,298)
40

4,000｛16,000｝

4,000｛16,000｝

1,612

1,612

1,612
231

700

1,612

（注）2015年1月改定。要介護度0とは、要介護と評価されなかったが認知症患者のように日常生活が著しく
制限されている場合。要介護度Ⅰと要介護度Ⅱの欄の（）内は認知症がある場合、要介護度Ⅲの欄の【】
内は、特に重度な場合である。「代替介護」とは、家族介護者が休暇や病気等で介護に支障が生じた場合、
代わりの者が行うという給付である。住環境改善措置の欄の｛ ｝内は、複数人が居住する場合。
（資料）森周子「ドイツ介護保険の現状と課題」『介護保険白書』（２０１５）より
出典：増田雅暢『介護保険の検証』2016(平成28)年1月 法律文化社 170頁

① 在 宅介護
在宅 介護 につ いて 、日本 の介 護保 険と 大きく 異な る点 と し て、ド イ
ツでは 介護 手当 と称 される 現金 給付 を選 択する こと がで きる 点 があ げ
られる 。日 本で は家 族介護 者の 負担 軽減 を重視 する こと とし 、その た
め現物 給付 が原 則に なって いる が、 ドイ ツでは 家族 介護 者の 介護労 働
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に報い るた めに 現金 給付を 受給 する こと が選択 でき 、さ らに 、現物 給
付と現 金給 付の 両方 を組み 合わ せる こと もでき る 。 例え ば、 要介護 Ⅲ
の要介護 者が 月額４ ８０ユー ロ（上 限額 １６１２ ユー ロの ２ ９．７７ ％）
に相当 する 現物 給付 を受け る場 合に は、 それと 併せ て ５ １１ ．２７ ユ
ーロの 介護 手当 （要 介護Ⅲ の現 金給 付の ７０． ２３ ％） を受 け取る こ
とができ るよ うにな っている（図表 ５－ １）。ま た、家 族が介 護を行っ
た場合 、現 金給 付（ 介護手 当） を受 け取 るだけ では なく 、介 護を行 っ
た期間 が年 金給 付計 算に 反 映さ れる など 、他の 社会 保険 制度 上の配 慮
もなさ れて いる 。そ の他 、 介護 休暇 も設 けられ るな ど、 単な る現金 給
付だけ では なく 、家 族介護 が他 の制 度に も反映 され るよ うな 総合的 な
仕組みと なっ ている 点も 、見 逃す ことが できない (6) 。

② 部分入所 介護 及び短 期介護
要介 護者 は、 在宅 介護が 十分 に確 保さ れない 場合 又は 在宅 介護の 補
完もし くは 強化 が必 要な場 合に 、デ イケ ア施設 又は ナイ トケ ア施設 に
おいて、 部分 入所介 護サービ スを 受ける ことがで きる 。
ただ し、 介護 現物 給付に くわ えて この 給付を 受け る場 合に は、要 介
護度に 応じ て受 給限 度額が 定め られ てい る。例 えば 、 要 介護 Ⅲの要 介
護者が ７５ ０ユ ーロ に相当 する 現物 給付 と併せ て９ ３０ ユー ロに相 当
するデ イケ アを 受け た場合 には 、費 用の 合計額 １６ ８０ ユー ロが上 限
額１６ １２ ユー ロを 超える こと にな る。 この よ うな 場合 は、 介護現 物
給付の 費用 が優 先給 付され 、残 りの ８６ ２ ユー ロ（ １６ １２ ユーロ －
７ ５０ ユー ロ） がデ イケア の費 用と して 給付さ れる 。従 って 、残り の
６ ８ユー ロは 、要介 護者の自 己負 担とな る。

③ 入 所介護
要介 護者 は、 在宅 介護又 は部 分入 所介 護が不 可能 であ る場 合、あ る
いは、 特別 の事 情に より在 宅介 護ま た は 部分入 所介 護が 考え られな い
場合に は、 介護 ホー ムでの 終日 入所 介護 を受け るこ とが でき る。こ の
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場合、 要介 護度 に応 じて定 めら れた 上限 額（図 表５ －１ ）ま での給 付
を受け るこ とが でき るよう にな って おり 、介護 に関 連す る費 用等で こ
の上限 額を 超え る場 合には 、そ の費 用は 要介護 者自 身の 自己 負担と な
る。ま た、 食費 及び 住居費 も、 要介 護者 自身が 負担 しな けれ ばなら な
い。

④ 介護者に 対す る給付
ドイ ツで は 、 介護 保険の 重要 な原 則で ある在 宅優 先を 実現 するた め
の方策 の一 つと して 、家族 等が 自ら 進ん で要介 護者 の介 護に 取り組 も
う と す るこ とを 促進 するた め、 在宅 等で 介護す る家 族等 の介 護者に 対
して、以 下 の ような 特別の給 付を 行って いる。
第一 に 、 家族 等の 介護者 であ って 要介 護者を 居宅 で週 １４ 時間以 上
介護す る者 に対 して 、①労 災保 険、 ②年 金保険 、③ 雇用 促進 などの 補
償が行わ れて いる 。
介護活 動の 際の 介護 に起因 する 労働 災害 は労災 保険 の対 象と なるが 、
その際 の労 災保 険料 は家族 介護 労働 者か らは徴 収さ れな いこ とにな っ
ている 。ま た、 家族 介護者 は年 金保 険の 強制被 保険 者と なる が、そ の
年金保 険料 は介 護金 庫の負 担と なっ てい る。た だし 、介 護し ながら 週
３０時 間以 上の 就労 を行っ てい る介 護者 は対象 外で ある 。そ して、 家
族が介 護を 終了 して 職業生 活に 復帰 しよ うとす る際 に職 業再 教育 を 受
ける場合 には 、生計 手当を受 給す ること ができる 。
第二 に 、 介護 金庫 による 無料 の介 護講 習の実 施で ある 。こ の講習 で
は、家族 及びボ ラン ティアと して 介護す る者を対 象に、介護 専門職が 、
在宅での 介護 の軽減 及び改善 に役 立つ知 識を教授 して いる。

第２項

介護 保険の 導入の背 景

ドイ ツに おい て は 、要介 護者 のリ スク に対す る保 障の あり 方をめ ぐ
って、 １９ ７０ 年代 の初め から ２０ 年以 上にも わた り様 々な 議論が 続
けられ てき た。 また 、介護 保険 法の 制定 に際し ても 、介 護保 険制度 に
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おける 使用 者の 保険 料等の 負担 の増 加な どに関 して 激し い意 見の対 立
が見られ た ( 7) 。
本 項で は、ド イツに おける介 護保 険導入 の背景を 中心 にその 概観を行
う。

（１）要 介護 者をめ ぐる状況
ドイ ツで は介 護保 険法案 が提 出さ れた 時期、 要介 護者 は１ ６５万 人
である 、 と 推計 され た。そ のう ち１ ２０ 万人は 居宅 で生 活し 、残り の
４５万 人は 介護 ホー ムに入 所し てい た。 また、 要介 護者 のう ち１２ ４
万人は ６０ 歳以 上、 ５８万 人が ８０ 歳以 上の高 齢者 であ った 。さら に
高齢化 が進 展し 、８ ０歳以 上の 高齢 者も 増加す るこ とか ら、 ２０年 後
には１ ４０ 万人 が居 宅で、 ５０ 万人 が介 護ホー ムで の介 護が 必要に な
ると推計 され た。
国民 の多 くは 、要 介護状 態に なっ た場 合でも 居宅 で生 活す ること を
希望して いた 。し か し、現実に は、生活 条件や家 庭関 係の変 化により 、
小家族や 単身 世帯が 増加する とと もに、女性の社 会進 出が進 んでいた 。
そのた め、 大家 族時 代には 家族 によ り家 庭で行 われ てき た介 護が今 後
とも従来 どお り行わ れると 期 待す ること は困難に なっ てきた 。
実際 に 、 居宅 での 介護を 担う 家族 は、 毎日の 介護 のた めに 多くの 時
間を割 かね ばな らず 、また 、介 護に 携わ る期間 も長 期に 及ん でいた 。
したが って 、要 介護 者が希 望ど おり 引き 続き居 宅で 生活 でき るよう に
するた めに は、 専門 的な介 護サ ービ スの 確保と 併せ て、 家族 が介護 に
よって 受け る精 神的 ・肉体 的な 負担 、就 労活動 の制 約 、 余暇 時間の 制
限などの 不利 益に対 する配慮 が必 要とな ってきた 。

（２）介 護サ ービス の状況
在 宅 介護 、訪 問看 護など のサ ービ スは 、主に 民間 団体 また は地方 自
治体に より 設置 され たソー シャ ルス テー ション が行 って いた 。 また 、
ソーシ ャル ステ ーシ ョンが 提供 する サー ビスの 費用 は、 様々 な主体 に
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よって 負担 され てい た。た とえ ば、 医療 保険の 給付 とし て行 われる 在
宅介護 及び 訪問 看護 のため の費 用は 、医 療保険 の保 険者 であ る疾病 金
庫が負 担す るが 、医 療保険 の対 象と なら ない給 付及 びそ の他 の社会 給
付の対 象と なら ない サービ スに つい ては 、要介 護者 本人 が負 担しな け
ればな らな かっ た。 要介護 者が その 費用 を負担 しき れな い場 合には 、
社会扶助 が代 わって それ を負 担し た。
しか し、 ソー シャ ルステ ーシ ョン のサ ービス に対 して は、 ①主と し
て重度 の要 介護 者を 対象と して いる こと 、②夜 間や 休日 のサ ービス 提
供が十 分で ない こと 、③家 庭で のサ ービ ス時間 が短 すぎ るこ と、④ 対
象地区 およ びサ ービ ス提供 時間 帯に つい てのソ ーシ ャル ステ ーショ ン
間の調 整が 行わ れて いない こと 、な どの 多くの 問題 点が 指摘 されて い
た。
ソー シャ ルス テー ション のほ かに 、介 護サー ビス を提 供す る民間 介
護サー ビス 事業 も、 疾病金 庫と の間 で契 約を締 結す るこ とに より、 医
療保険 の給 付と して 、疾病 金庫 の費 用負 担によ る在 宅介 護や 訪問 看 護
を実施 する こと がで きた。 しか し、 民間 介護事 業所 から は、 疾病金 庫
の定め た契 約締 結の 条件が 厳し すぎ ると いった 不満 があ がっ たり、 ま
た 、事 業所 の経 営赤 字を公 的な 助成 や寄 付など によ り埋 める ことが で
きなかっ たり する、 という 経 営上 の問題 も指摘さ れて いた。
要介 護者 は、 介護 保険導 入前 にお いて も、介 護ホ ーム と直 接契約 す
ること で入 所す るこ とがで きた 。し かし 、その 場合 の費 用は 、入所 者
の全額 負担 であ った 。介護 ホー ムの 平均 的な利 用料 は高 齢者 の標準 的
な年金 額を 上回 って おり、 くわ えて 、介 護ホー ムの 利用 料 金 が年金 額
の上昇 を上 回っ て増 額され たた め、 多く の場合 、要 介護 者ま た はそ の
家族が 介護 ホー ム利 用料の 全額 を自 ら負 担する こと は事 実上 困難な 状
況にあ った 。そ のた め 、多 くの 入所 者は 社会扶 助の 給付 を受 けなけ れ
ばならな かっ た 。

（３）要 介護 リスク に対する その 他の社 会保障制 度
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要介 護者 の介 護リ スクに 対し ては 、① 労働災 害も しく は通 勤災害 又
は職業 病に より 要介 護状態 とな った 被用 者に対 して は労 災保 険から の
給付、 ②戦 争犠 牲者 につい ては 、在 宅介 護手当 の給 付や 、入 所介護 の
場合の 介護 費用 及び 食費及 び住 居費 の負 担、③ 官吏 等又 はそ の配偶 者
もしく は給 付対 象と なる子 が要 介護 者と なった 場合 には 、補 助給付 、
などの特 定の 要介護 者を対象 とし た個別 の給付 、 が行 われて いた。
しか し 、 要介 護の 原 因や対 象に かか わら ない一 般的 な要 介護 リスク
を保障 する 制度 は存 在して いな かっ たた め、要 介護 者と その 家 族は 、
多くの 場合 、要 介護 状態に 伴い 発生 する 負担や 費用 の全 額を 自己 負 担
しなけ れば なら なか った。 それ でも 対応 しきれ ない 場合 には 、わが 国
の生活 保護 に相 当す る制度 であ る社 会扶 助によ る給 付を 受け ること が
で き た。
この よう に、 介護 保 険の実 施前 には 、一 般的な 要介 護リ スク に対す
る包括 的な 保障 を行 う制度 は存 在し てい なかっ た。 日本 では 、介護 保
険導入 以前 から 要介 護状態 にあ る高 齢者 全般を 対象 に在 宅介 護及び 入
所介護 の給 付を 行う 制度が 設け られ てい たのに 対し 、ド イツ では、 要
介護の リス クに 対し ては、 まず は要 介護 者自身 やそ の家 族が 自己責 任
で対応す るこ とが基 本となっ てい たので ある。

第３項

要介 護認定 と介護給 付補 完法

（ １ ） 要介護認 定
介護 保険 にお ける 要 介護者 とは 、疾 患ま た は障 害が ある ため 、規則
的に繰 り返 され る日 常の生 活上 の活 動を する場 合に 、継 続的 に相当 程
度の援 助を 必要 とし てい る 者を いう 。継 続的に 援助 を必 要と する状 態
とは、 法で 規定 され た 活動 に関 して 、少 なくと も６ カ月 間に わたり 援
助を要 する 場合 を指 し、６ カ月 未満 の場 合、介 護保 険給 付受 給権は 発
生しない こと になる 。
日常 的、 規則 的に 繰り返 され る生 活上 の活動 は、 １５ 種類 の基本 的
介護と ６種 類の 食事 から 構 成さ れて いる （図表 ５－ ２）。し たがっ て、
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ここに は列 挙さ れて いない 活動 、例 えば 一般的 な監 護や 予防 措置な ど
は、介護 等級 の調査 の際に は 考慮 されな い 。

（図表５－２）日常的、規則的に繰り返される生活上の活動一覧

基本的介護

身体の手入れ

洗浄、シャワー、入浴、歯磨き、整髪、
髭剃り、トイレの使用

食物摂取

食物を小さく切る、摂取できるようにす
る

移動

起床・就寝、衣服の着脱、起立、歩行、
階段の昇降、住居への出入

家事

買物、食事の支度、部屋の掃除、食器洗
い、シーツや衣類の交換・洗濯、暖房

出典:和田勝編著『日本・ドイツ・ルクセンブルク国際共同研究 介護保険
制度の政策過程』2007（平成19）年9月 東洋経済新報社 166頁

提供 され る給 付に 関して は、 要介 護状 態に応 じて ３段 階の 等級に 区
分されて いる（図表 ５－３）。基 準とな るのは 、身体 的介護 、栄養 補給
及び移 動に おい て必 要な 援 助、 およ びそ の種類 、頻 度、 なら びに所 要
時間で ある 。ま た、 すべて の介 護等 級に おいて 、家 事援 助の 必要性 が
前提と され てい る。 ただし 、家 事援 助だ けが必 要な 場合 、あ るいは ４
５分未 満の ごく わず かな基 本的 介護 が必 要な場 合は 、介 護保 険の給 付
対象と はな らず 、こ れに関 して 必要 な援 助を受 ける 場合 には 、全額 自
己負担と なる 。
要介 護の 認定 手続 き に関し ては 、被 保険 者の公 平な 取り 扱い を担保
すると いう 観点 から 、要介 護の 要件 が満 たされ てい るか 否か 、また 、
いずれ の要 介護 度に 該当す るか 、に つい ての 専 門機 関で ある 医療保 険
のメディ カル サービ ス（以 下「 MDK」と略 記する ）の審 査 が必 要とされ
て い る 。こ の要 介護 認定に おい ては 、医 学に関 する 知見 のみ ならず 、
介護 に関 する 知見 も 必要 であ るこ とか ら 、 MDK の職 員で ある 介護 専門
職や、介 護に関 する 経験のあ る医 師など が審査に 携わ ってい る。また 、
MDK の 業務 には 、ケ アプ ラン 作成 も含 ま れて いる 。ケ アプ ラ ンで は、
基本的 介護 と家 事の 分野に つい て必 要な 援助、 補助 具、 技術 的援助 の
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情報、 リハ ビリ 措置 の可能 性、 要介 護状 態の今 後の 推移 予想 、再調 査
の必要性 につ いても 取り扱わ れる 。
（図表５－３）要介護度区分
介護の分野及び頻度

必要介護時間

身体の手入れ、栄養摂取及び移動に
関し、１又は複数の分野の最低２つ １日最低９０分
要介護度Ⅰ の活動について、最低毎日１回の援 うち基礎介護に
助を必要とすること。加えて週に何 ４５分以上
回かの家事援助を必要とすること。
身体の手入れ、栄養摂取及び移動に
関し、異なった時間帯に最低３回の １日最低３時間
要介護度Ⅱ 援助を必要とすること。加えて週に うち基礎介護に
何回かの家事援助を必要とするこ
２時間以上
と。
身体の手入れ、栄養摂取及び移動に
関し、夜間も含めて２４時間体制の １日最低５時間
要介護度Ⅲ 援助を必要とすること。加えて週に うち基礎介護に
何回かの家事援助を必要とするこ
４時間以上
と。
出典：松本勝明『ドイツ社会保障論Ⅲ-介護保険-』
2007（平成19）年11月

信山社

4頁

我が 国で は、 要介 護認定 は保 険者 であ る市町 村の 認定 審査 会にお い
て決定 され るた め、 保険者 の意 向が 反映 されや すく 、公 平性 が担保 さ
れてい ない ので はな いか 、 とい う疑 問が 生じや すい 。他 方 ド イツの 要
介護認 定は 、 保 険者 と関係 のな い審 査機 関にお いて 決定 され るため 、
保険者 の意 向が 反映 される こと もな く、 公平性 が担 保さ れて いると い
っ てよい 。
また 、要 介護 者の 実質的 権利 の確 保の 視点か ら、 ドイ ツで は要介 護
認定に とっ て決 定的 な意義 を有 する 要介 護状態 の意 義及 び等 級につ い
て法律 で規 定さ れて いるた め、 もし それ に不満 があ る場 合 に も法的 救
済を求め やす い

( 8)

。

（ ２ ） 介護給付 補完 法
要介 護認 定で は、 日常生 活活 動と の関 連性が 問わ れる ため 、たと え
ば、認 知症 患者 や知 的障害 者及 び精 神障 害者の 場合 等、 具体 的な日 常
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生活活 動と は関 連 し ない一 般的 な見 守り や世話 が必 要で ある にもか か
わらず 、そ うし た必 要性は 従来 まで は考 慮され な か った 。そ のため 、
それら の者 に対 して は、介 護保 険に よる 給付が 行わ れな い、 あるい は
十 分 には 行わ れない という問 題が 生じて いた。
その ため 、一 般的 な見守 りや 世話 が必 要な要 介護 者に 対す る給付 の
改善を 目的 とし た介 護給付 補完 法が ２０ ０１年 １２ 月に 制定 され、 一
般的な 見守 りや 世話 に対す る 相 当の ニー ズを有 する 在宅 の要 介護者 に
対 し て は、 介護 保険 の給付 とし て新 たに 年間 ４ ６０ ユー ロの 追加的 な
金 銭 的 援助 が行 われ ること にな った 。た だし、 要介 護の 定義 はその ま
まで給 付の 改善 のみ を行っ たた め、 一般 的な見 守り や世 話に 対する 相
当のニ ーズ を有 する にもか かわ らず 、そ れに対 する 援助 の必 要性が あ
ると認 定さ れた 要介 護者を 除い ては 、依 然とし て介 護保 険に よる何 ら
の給付も 受け られ な いままの 状態 にある 要介護者 が存 在する 。
この 問題 を根 本的 に解決 する ため には 、要介 護の 概念 その ものの 見
直しが 行わ れな けれ ばなら ない であ ろう 。この 点に つい ては 、我が 国
の要介 護認 定に おい ても同 様の 問題 が存 在する 。わ が国 では 、要介 護
度の認 定に 際し ては 、その 要介 護者 に対 してど の程 度の 介護 サービ ス
が必要 でそ れは どの 程度の 時間 がか かる かとい う基 準で カウ ントす る
ため、 一般 的な 見守 りや世 話に 相当 する ニーズ は要 介護 度の 判定に は
反映さ れな い。 その ため、 認知 症な どの 要介護 者の 要介 護度 は 低く 判
定され る傾 向に ある 。しか し、 要介 護認 定の対 象と なる 援助 の範囲 を
拡大す るこ とは 、結 果とし て、 介護 保険 の給 付 費支 出の 増加 をもた ら
すこと にな る。 それ は、ひ いて は保 険料 の上昇 につ なが るの で、実 現
には相当 の困 難が予 想される 。

第４項

介護 保険改 革と課題

（ １ ） 保険料率 の改 正
介護 保険 制度 の将 来 的な財 政安 定化 のた めには 、ま ず保 険料 率を引
き上げ て収 入を 増や すこと が考 えら れる 。しか しな がら 、ド イツで は
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社会保 険料 率の 負担 が重い こと が、 実質 的な人 件費 を上 昇さ せて、 そ
のこと が介 護従 事者 の雇用 の足 かせ にな ってい ると みな され ている た
め、社 会保 険料 率を 引き上 げる こと は当 初から 難し いと 考え られて い
た (9) 。
その ため 、ド イツ の 介護保 険料 率は 、制 度創設 時よ り、 長 ら く１．
７％の まま で据 え置 かれて きた 。２ ００ ５年に 初め て介 護保 険料率 は
一部引 き上 げら れた が、そ れは 、前 述の とおり 特殊 な理 由に よるも の
であっ た。 すな わち 、介護 保険 料率 を算 出する 際に 、育 児費 用を考 慮
しない こと は基 本法 （憲法 ）に 反す ると いう判 決を 受け 、子 どもを 育
ててい る者 との 違い を設け るた めに 、子 どもの いな い者 の介 護保険 料
率が引 き上 げら れた という 事情 であ る。 具体的 には 、２ ３歳 以上６ ５
歳 未満 の「 子供 のい ない被 保険 者」 から 、 ０． ２５ ％ 分 の追 加保険 料
が徴収 され た。 この 増収効 果に より 、２ ００６ 年度 から は単 年度で 黒
字となり 、積 立金も 増加して いる 。

（ ２ ） ２００８ 年の 介護保 険改革
２０ ０８ 年度 改革 の主な 内容 は、 ①給 付上限 の段 階的 引き 上げ、 ②
介護ホ ーム にお ける 認知症 ケア の改 善、 ③介護 支援 セン ター の設置 、
④包括 的な 介護 相談 （ケー スマ ネジ メン ト）の 導入 、⑤ 保険 料率の 引
き 上 げ、 等 で あった 。
まず 、認 知症 ケ ア の改善 策に つい ては 、完全 入所 施設 及び ショー ト
ステイ施 設に 、ホー ム居住者 のた めにケ ア従事者（ケア アシ スタント ）
が配置 され るこ とに なった 。 こ れは 職員 配置を 充実 させ るこ とによ っ
て、認知 症の要 介護 者に対す るケ アの改 善を図ろ うと するも のである 。
介護 支援 セン ター の設置 と包 括的 な介 護相談 の導 入に つい ては、 と
もに在 宅ケ アの 強化 を図る 施策 とし て設 置され たも ので ある 。従来 の
ドイツ の介 護保 険に は、日 本の ケア マネ ジャー のよ うな 専門 職は設 置
されて おら ず、 ケア マネジ メン トが 制度 化され てい なか った 。今回 の
改革に より 、保 険者 である 介護 金庫 は、 要介護 状態 にあ る被 保険者 に
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対して ケー スマ ネジ メン ト を提 供す るこ とが義 務付 けら れた 。ケー ス
マネジ メン トを 行う 介護相 談員 は、 介護 支援セ ンタ ーに 常駐 するこ と
になる 。こ の点に つ いて藤本 健太 郎は、
「 ケースマ ネジ メント は日本の
ケアマ ネジ メン トに 類似し 、介 護相 談員 の役割 は日 本の 地域 包括支 援
センタ ーの 相談 員と ケアマ ネジ ャー の役 割を合 わせ たも のと 似てい る
という印 象を 受ける 」 (10 ) と評 して いる。
この よう な給 付の 改善や 新規 事業 を行 うため の財 源を 確保 するた め
に、保 険料 率が 引き 上げら れた 。具 体的 には、 従来 １． ７％ の保険 料
率だっ た者 は１ ．９ ５％と なり 、子 ども がおら ず従 来１ ．９ ５％の 保
険料率だ った 者は２ ．２％へ と 引 き上げ られた。

（ ３ ） ２０１２ 年の 改革
２０ １２ 年 改 革 で は、在 宅の 認知 症要 介護者 に対 し、 介護 保険の 現
金給付 及び 現物 給付 が引き 上げ られ た 。 従来 ま でい わゆ る要 介護０ と
して要 介護 状態 とし て認め られ なか った 者が 、 月額 １２ ０ユ ーロの 現
金給付 もし くは 月額 上限２ ２５ ユー ロの 現物給 付が 受け られ るよう に
なった 。ま た、 従来 も要介 護状 態と 認め られて いた 在宅 の認 知症要 介
護者の 場合 、要 介護 １で月 額３ ０５ ユー ロの現 金給 付も しく は月額 上
限６６ ５ユ ーロ の現 物給付 、要 介護 ２で は月額 ５２ ５ユ ーロ の現金 給
付 もし くは 月額 上限 １２５ ０ユ ーロ の現 物給付 が受 けら れる ように な
った。
認知 症要 介護 者に 対する 給付 に 関 する これら の改 善策 は、 現行制 度
の枠内 での 対応 を前 提とし たた め、 わず かの金 銭的 な援 助を 行うと い
う追加 的な 給付 を導 入する にと どま って おり、 問題 解決 に向 けた取 り
組みの第 一歩 を踏み 出したに 過ぎ ないと いえる ( 11) 。

（ ４ ） 今後の課 題
高齢 化の 進展 に伴 い 、引 き続 き要 介護 者の増 加が 見込 まれ る中、 将
来の介 護保 険給 付の 増大に 向け て 、 介護 保険財 政の 安定 をい かに図 る
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かとい う点 は、 ドイ ツにお いて も同 様に 将来的 な課 題と なる ことが 予
想 さ れる 。
他方 で、 新し い動 向とし て、 わが 国の ケアマ ネジ メン トに 類似し た
ケース マネ ジメ ント や介護 相談 員、 地域 包括支 援セ ンタ ーに 類似し た
介護支 援セ ンタ ーな どの取 り組 み 等 が導 入され るこ とに なっ た。我 が
国のケ アマ ネジ メン トや地 域包 括支 援セ ンター の仕 組み が 、 ドイツ に
おいて も参 考に され るよう にな って きて いると いう こと であ る。日 本
とドイ ツが それ ぞれ の長所 を評 価し て、 制度改 革に つな げて いくよ う
な双方 向の 関係 にな ること がで きれ ば、 今後の 介護 保険 改革 におい て
も相乗効 果が 期待で きるので はな いだろ うか。
両国 の共 通の 課題 として は、「要 介護 概念の 見直 し」 が挙 げられ る。
ドイツ の介 護保 険に おける 要介 護の 概念 は、具 体的 な日 常生 活活動 に
おける 援助 の必 要性 との関 連を 前提 とし ており 、身 体的 要介 護状態 を
原因と した 援助 の必 要性を 重視 した もの になっ てい る。 その ため、 認
知症要 介護 者、 知的 障害者 及び 精神 障害 者等に つい ては 、要 介護認 定
におい てそ の援 助の 必 要性 が適 切に 考慮 されて おら ず、 その 結果、 要
介護と 認め られ ない 、ある いは 、低 い要 介護度 に区 分さ れ て いると い
った批判 があ る (1 2) 。
我が 国と ドイ ツの 被保険 者の 範囲 は異 なって おり 、要 介護 度の認 定
基準も 異な る。 わが 国で は 、４ ０歳 以上 ６５歳 未満 の被 保険 者は特 定
疾病に よる 要介 護状 態の場 合の み給 付の 対象と なる こと につ いて、 負
担と給 付の 関係 から 問題が ある とい う指 摘がな され てい る。 また、 認
知症要 介護 者の 介護 認定に おい て、 ドイ ツの場 合と 同様 に、 低い介 護
度に区分 され てしま うという 見方 もある 。
これ らの 問題 の根 本的な 解決 のた めに 、要介 護の 概念 その ものを 見
直し、 コミ ュニ ケー ション 及び 社会 的な 世話、 見守 り な どの 必要性 も
考慮に 入れ て、 要介 護の有 無及 び要 介護 の程度 を判 断す る方 向で改 革
案が検討 され ること を期待し たい 。
成 清 は、 ドイ ツの 介護保 険制 度を 検討 したう えで 、我 が国 の介護 保
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険制度に 関し て 、介 護の実態 にな じむた めの条件 とし て、
「 わ が国の介
護保険 の被 保険 者に 若年層 が含 まれ てい ない。 この こと は、 若年層 に
とって 保険 料の 支払 い義務 もな く、 ただ ボラン ティ ア等 で老 人福祉 分
野に参 加す る以 外、 原則的 に介 護保 険制 度並び に介 護保 険サ ービス の
実態に 触れ るこ とが なく、 従っ て、 関心 を持つ こと が実 質的 に不可 能
となる 。ま た、 若年 層が被 保険 者と して 加入し ない のは 介護 に対す る
意識の 希薄 化の みな らず、 若年 層が 加入 しない ため 社会 保険 財政基 盤
の 脆 弱 化と 世代 間の 意識格 差が 生じ るこ とと な る。 ドイ ツ同 様若年 層
（２ ０ 歳 以 上 ） も 被 保 険 者 と す べ き で あ ろ う 」 ( 1 3 ) と 、 提 言 し て い る 。
ドイ ツの 介護 保険 制度は 、年 齢に 関係 なく要 介護 状態 と認 定され れ
ば、介 護保 険の 給付 を受け られ る点 にお いて、 普遍 主義 的で ある。 他
方我が 国の 場合 、第 １号被 保険 者が ６５ 歳以上 、第 ２号 被保 険者は ４
０歳か ら６ ４歳 まで として いる が、 ６４ 歳以下 の被 保険 者は 、特定 疾
病以外 での 要介 護状 態では 介護 保険 の給 付を受 ける こと がで きない 。
この点 につ いて 、被 保険者 であ りな がら 、給付 から 除外 され る点に お
いて、 選別 主義 的で あると いわ ざる をえ ない。 被保 険者 であ る以上 、
要介護 状態 に至 った 要因に 関係 なく 要介 護状態 であ れば 給付 が受け ら
れること が 、 介護保 険の本来 の姿 ではな いだろう か。
また 、こ の点 と関 連して 、我 が国 の介 護保険 法第 ７条 に は 、要介 護
状態及 び要 介護 者の 定義が なさ れて おり 、そこ では 「障 害」、「日常 生
活におけ る基 本的な 動作」、
「厚 生労働 省 令で定め る期 間」、
「 介護」、
「介
護の必 要の 程度 に応 じて厚 生労 働省 令で 定める 区分 」と いっ た部分 に
ついて の具 体的 な表 記が法 律上 存在 して いない 。こ れら は、 法律で は
なく、省 令や 通達・ 告示によ って 具 体化 されてい るの である 。
前述 した よう に、 ドイツ で は 、「 要介 護」の 定義 を見 直す ことな く、
一般的 な見 守り や 世 話に対 する 相当 のニ ーズを 有す る 在 宅の 要介護 者
に対し て、 介護 保険 の給付 とし て新 たに 年間 ４ ６０ ユー ロの 追加的 な
金 銭 的 援助 が行 われ ること にな った 。 要 介護認 定基 準は 、直 接、介 護
サービ ス受 給権 とか かわっ てく る問 題で あり、 今後 、認 知症 要介護 者
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が増加す ると 見込ま れる中、一般的 な見 守りや世 話を 含めて 、
「 要介護 」
の定義 を議 論し 直す 必要が ある 。幸 いに も、わ が国 では 法改 正議論 を
行 う必 要が ない ため 、厚生 労働 省が その 気にな れば いつ でも 実現可 能
である 。い ずれ にし ても、 被保 険者 ・受 給者の 範囲 につ いて は、介 護
保険制 度導 入時 から の懸案 事項 であ り、 もはや 、先 延ば しせ ずに早 急
に論議を 進め ていく 必要があ る。

第２節

韓国 介護保 険制度と 普遍 主義論

第１項

韓国 介護保 険制度の 創設 背景

日本に おい て介護 保険制度 創設 の検討 が始まっ た１ ９９４（平成６）
年の高 齢化 率を みて みると 、１ ４％ 台と 比較的 に高 かっ たが 、韓国 に
おいて 介護 保険 制度 の創設 が検 討さ れた 時期の ２０ ００ 年の 高齢化 率
は、７ ％を 少し 超え たとい う状 況だ った 。この 段階 で介 護保 険制度 の
創設が 検討 され たの は、少 子化 と高 齢化 の進行 が世 界で 最も 早い と い
う事情 から 、間 近に 迫って いる 本格 的な 少子高 齢社 会を 見据 えた 早 期
の政策決 定で あった

(14 )

。

介 護 保 険制 度 の 創 設 背景 や 理 由に つ い て 、 金 英 俊 は「 少 子 高 齢化 の
進展、 高齢 化に 伴う 医療費 の増 加、 家族 構造の 変化 に伴 う社 会的価 値
観の変化」を挙 げて いる (1 5) 。ま た、金 英 俊は「２０ ０１ 年 ８ 月１５ 日 、
当時の 金大 中大 統領 は介護 保険 制度 の導 入を示 唆し 、引 き続 き２０ ０
３年２ 月に 就任 した 盧武鉉 大統 領も ２０ ０２ 年 大統 領選 挙中 介護保 険
制度の 導入 と実 施を 公約し てい た」 とし て、社 会的 な背 景に 加えて 政
治的背景 が大 きく影 響した と 述べ ている (16) 。
また 、金 貞任は、
「 速いスピ ード で高齢 化社会か ら高 齢社会 になると
推測さ れて いる 人口 構成の 変化 と家 族を 取り巻 く環 境、 社会 保障制 度
の問題に 直面 してい ること 」を 述べた う えで、人口 の高齢 化 とともに 、
「認知 症・ 片麻 痺な どの要 介護 者の 増加 とそれ にと もな う社 会保障 支
出の増 加、 ある いは 高齢者 に対 する 介護 給付は 、生 活保 護層 または 低
所得者 に限 定さ れ、 それ以 外の 階層 に属 する高 齢者 の介 護は 、主に 家
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族に強い られ ている 」と述 べてい る。く わえて、
「先 家族、後 国家の高
齢者介 護シ ステ ムで は、家 族の 保護 と同 時に、 その 家族 の自 立性を 尊
重するこ とが 難しい 部分があ る 」とし、
「 家族介護 を中 心とす る介護サ
ービスの 限界 以上に 、家族の 保護・自律性 の危機を 明確 に示し ている。」
(17)

と述べ てい る。

先行研究によって明らかにされた介護保険制度創設の背景を、徐東
敏・近 藤克 則は 「世 界最速 の高 齢化 速度 、家族 介護 の限 界、 介護施 設
の供給 不足 と不 均衡 、そし て従 来の 社会 保障制 度の 限界 」と 整理し て
い る (1 8) 。す なわち 、社会経済 状況 の変化 や既 存の 社会 保障制 度の限界
に 対 処 する 必要 性が 、介護 保険 制度 導入 の背景 要因 であ る、 として い
る。し かし 、こ れら の要因 だけ では 、な ぜ高齢 化率 が低 い韓 国で社 会
保険方 式の 介護 保険 制度が 創設 され たか 、とい う疑 問に 対す る十分 な
答えとは なっ ていな い。
この 点に つい て、 徐東敏 ・近 藤克 則は 「韓国 の政 治体 制が ５年任 期
制の大 統領 制で ある ことが 無視 でき ない 。つま り、 公的 介護 保険制 度
を導入 する とい う盧 武鉉大 統領 の選 挙公 約とイ ニシ アテ ィブ が、制 度
導入論議 が進 められ た重要な 要因 である 」(1 9) と して いる 。ま た、社 会
保険方式 の制 度を創 設した背 景に ついて は、
「 介護 保険 制度を 設計する
段階で 、最 も注 目し 、最も 多く の情 報を 集めた のは 、日 本の 介護保 険
制度に つい てで ある 。その 理由 は、 日本 の介護 保険 制度 が海 外の介 護
保障制度 のう ち、社 会保険方 式と して直 近に成立 した 制度で あること 、
２００ ６（ 平成 １８ ）年の 制度 改革 過程 を通じ て有 用な 情報 を提供 し
ていた こと 、韓 国の 関連す る社 会保 障制 度が、 日本 の制 度と 類似し て
いること も大 きい。」 (20 ) と述 べて いる。
以上 の点 から 、韓 国の介 護保 険制 度が 創設さ れる 過程 にお いて は 、
大統領 の選 挙公 約や トップ ダウ ン・ イニ シアテ ィブ が非 常に 大 きな 影
響を与 え、 社会 保険 方式に よる 制度 設計 におい ては 、社 会保 障制度 が
類似す る日 本の 介護 保険制 度 に つい て の 研究成 果が 反映 され ている と
いえよう 。
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さら に認 識し てお かなけ れば なら ない のは、 韓国 の介 護保 険制度 が
志向して いる 本来の 目的につ いて である 。韓国の 介護保 険法 第 1 条は、
「高齢 や老 人性 疾患 によっ て日 常生 活を 一人で 遂行 し難 い高 齢者等 に
提供す る身 体活 動ま たは家 事支 援等 の長 期療養 給付 に関 する 事項を 規
定し、 老後 の健 康増 進及び 生活 安定 を図 り、そ の家 族の 負担 を減ら す
ことで 国民 生活 の質 の向上 をは かる 」と して、 家族 の負 担を 減らす こ
とを明記 して いる 。丁烔先は 、この 点に ついて、
「介護 を担 当してき た
女性が 生産 部門 に転 換され れば 、社 会全 体に便 益の 増加 をも たらす こ
とが期待 でき る 」(21 ) として 、介 護保険 導 入の効果 を指 摘して いる。他
方、朴 保善 は「 韓国 は儒教 思想 の影 響に より家 族内 での 介護 責任を 優
先視し てお り、 家族 内での 介護 が不 可能 な場合 のみ フォ ロー 的なも の
として 介護 保険 制度 を利用 する とい う『 元家族 保護 ・後 社会 保障』 の
考え方が 基本 にある 」( 22) とした うえで 、韓国の介 護保 険制度 に 対して
「 す べ て の 人 を 対 象 と し な い 選 別 的 な 性 格 を 有 す る 制 度 で あ る 」 (2 3)
と批判し てい る。
運営 方式 を社 会保 険方式 とす るこ とに 対する 国会 での 議論 では、 社
会 保 険 方式 への 反対 意見と 、保 険方 式を 借りた 税方 式で ある という 厳
しい批 判が あっ たが 、政府 は 一 般財 政か らこれ 以上 財源 を使 うのは 困
難な構 造で ある ので 、健康 保険 と同 様に 社会保 険方 式の ほう がサー ビ
スを現実 的に 早く提 供するこ とが できる こと、社 会保険 方式 であれば 、
法で定 めて いる 保険 事故が 発生 した 場合 、権利 とし てサ ービ スを受 け
取るこ とが でき るこ となど の理 由か ら、 社会保 険方 式の 採用 を進め る
ことにな った 、 いう 説明を行 って いる ( 24) 。

第２項

韓国 介護保 険制度の 概要

韓国 の介 護保 険制 度の概 要に 関す る先 行研究 の中 では 、金 貞任 に よ
る も のが 詳細 に検討 を加えて いる (25 ) 。本 項 では 、こ の点に つ いて、彼
の先行研 究に 依拠し つつ普遍 主義 論の視 点から検 討を 加えた い。
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（１）保 険者 と被保 険者
韓国の 介護 保険制 度におけ る 保 険者は 、既存の 国民健 康保 険公団（ 以
下「保 険公 団」 と略 記する ）で あり 、こ の機関 は、 国の 保健 福祉家 政
部（日 本の 厚生 労働 省に相 当） によ って 設立さ れ、 同部 が監 督・指 導
する準政 府系 機関で ある。韓 国の 医療保 険制度 で は、 ２００ ０年 7 月
に自営 業者 等の 国民 健康保 険と 被用 者の 健康保 険と が統 合さ れたが 、
その保険 者が 保険公 団である 。
保険公団 は、 被保険 者の資格 管理 、保険 料の徴収 、認 定調査 、要介
護認定、 標準 長期療 養利用計 画書 （ケア プラン） の作 成およ び交付、
介護給付 費の 審査及 び支給、 事業 者指定 などの業 務を 行う。 保険料の
徴収は、 健康 保険料 に上乗せ して 徴収し 、年金か ら天 引きさ れ ること
はない。 保険 料を年 金から天 引き しない のは、高 齢者 の大部 分に 国民
年 金の受 給資 格がな いという 背景 がある 。また、 保険 公団が 保険者で
ある理由 とし て は、 市郡区の 福祉 行 政の 地方分権 が進 展して おらず、
保険者と して の実績 が無い こ とに くわえ 、市郡区 の財政 格差 が大きく 、
不満の対 象と なりや すい保険 料の 市郡区 間の格差 をな くすこ と などが
あげられ る ( 26) 。
被保険 者は 、２０ 歳以上の 国民 健康保 険の被保 険者 、被用 者健康保
険の被保 険者 である 。日本で は最 少年齢 区分が「 ４０ 歳以上 」となっ
ている。これに 対し て、２０ 歳以上 とす る韓国の 方が 最少年 齢が低く 、
被保険者 年齢 幅が広 い。日本 と韓 国の被 保険者の 年齢 区分の 違い を考
慮 す れば 、制 度の名 称に関し ては 、多少 の違和感 を覚 える。 なぜなら
ば、被保 険者 を４０ 歳以 上と する 日本が 「介護保 険」 という 名称を使
い、被保 険者 を２０ 歳以上と する 韓国が 「 老人長 期療 養保険 」として
いるから であ る。

（２）要 介護 認定と 介護給付 の内 容
介護保 険給 付の対 象者は、 ６５ 歳以上 の要介護 高齢 者と認 知症、脳
血管障害 、パ ーキン ソン病な どを 主とす る２４の 老人 性疾病 をもつ２
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０歳以上 ６５ 歳未満 の者のう ち、 ６カ月 以上にわ たっ て日常 生活活動
を一人で 行う ことが 困難な者 、と されて いる。な お、 ６５歳 未満の障
害者につ いて は、老 人性疾病 をも たない 限り給付 対象 から除 外される 。
６５歳 未満 の者で 老人性疾 病を 有さな い 者を給 付の 対象か ら外すこ
とについ ては、
「介 護 など療養 サー ビスを 要する者 に 、年齢 を 理由とし
てサービ ス提 供を制 限するこ とは 、時代 の流れと 異な り、給 付対象者
を『高齢 者』 や『老 人性疾患 者』 に限定 しないで 、全 国民を 給付 対象
者にする こと で、負 担主体と 給付 対象者 を一致さ せる 必要が ある 」(2 7)
などの批 判も あった 。しかし、最 終的に は、全国民 を対象 に した場合 、
財源調達 、受 給者の 評価、選 定な どの管 理上の問 題が 発生し うるとの
理由から 、６ ５歳未 満で老人 性疾 病をも たない者 を給 付の対 象から外
すことと なっ た (2 8) 。
要介護 認定 の手続 き にあた って は、主 治医意見 書を 添えて 保険公団
の窓口に 申請 する。 意見書に かか る費用 は、一般 階層 が１０ 分の２自
己負担、 生活 保護者 は無料と なっ ている が、その 費用 は国と 市町村が
担う。日 本の 介護保 険制度の よう な市町 村単位で の保 険制度 の財政運
営は困難 であ るとの 判断から 保険 公団が 保険者と なっ ている が、一部
の認定調 査や 事業管 理など現 業レ ベルで の業務は 基礎 自治体 である市
町村が担 うと いう二 重構造に なっ ている 。保険制 度の 財政運 営を市町
村に一任 した 結果と して、保 険財 政の膨 張を招い た日 本の介 護保険制
度の運営 上の 問題を 参考にし て、 保険公 団の業務 内容 を保険 財政に直
接かかわ るよ うな事 業、すな わち 、被保 険者の管 理、 保険料 の徴収、
介護サー ビス 計画の 策定、介 護給 付費の 審査及び 支給 などに 限定した
と い える (29 ) 。
申請を受 けた 保険公 団は、職 員を 利用者 宅に訪問 させ 、申請 者の要
介護状態 を調 査する 。調査項 目は ９４項 目あり、 日本 の７４ 項目に比
べて多い 。日 本と大 きく異な る点 は、要 介護者の 心身 の状況 だけでは
な く 、介 護者 の有無 や要介護 者が 置かれ ている住 居環 境も評 価項目に
含まれて いる ことで ある。調 査項 目は ９ ４項目で ある が、コ ンピュー
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タによる 一時 判定に 使われる 項目 は心 身 の機能に かか わる ５ ２ 項目で
あり、残 りの ４２ 項 目は標準 ケア プラン 作成の参 考資 料とし て用いら
れる。調 査結 果は、 申請書と 主治 医の意 見書とと もに 市郡区 に設置 さ
れている 長期 療養等 級判定員 会（ 以下、
「 判定委員 会」と略記 する ）で
審議され る。 判定委 員会は、 医療 関係者 、社会福 祉士 、行政 職員、学
識経験者 等の １５名 の委員で 構成 されて おり、要 介護 認定の 可否およ
び介護等 級等 を審査 ・判定す る。
要介護 認定 にあた っては、 心身 の機能 にかかわ るも の以外 に ４２項
目にわた って 調査が おこなわ れる が、そ の内容は 、支 援状態 や住居環
境 な ど、 につ いて で ある。こ れは 、介護 保険法第 1 条 におけ る「家族
の負担を 減ら すこと で国民生 活の 質の向 上をはか る」 という 目的条項
を反映し たも のであ る 。
審査結 果を 通知す る際に、 認定 区分が １等級か ら３ 等級に 該当する
者には、要介護 認定 証・標準 ケアプ ラン を送付す るこ とにな っている 。
韓国は、 ケア マネジ ャー制度 を導 入して おらず、 保険 公団の 職員がケ
アプラン を作 成する 仕組みで ある 。ケア マネジャ ー制 度の導 入につい
ては、賛 否両 論あっ たが、日 本の ケアマ ネジャー 制度 におい て、所属
事業所の サー ビス利 用の偏重 （利 益誘導 ）などに 問題 がある 点や、韓
国 で は在 宅サ ービス の 種類が 単純 でサー ビス対象 者が 少ない こと、介
護財政が 充分 でない 点 などか ら、 ケアマ ネジャー 制度 の導入 は行われ
な か った (30 ) 。
保険 給付 の 内 容は 、施設 サー ビス 、在 宅サー ビス と特 別現 金給付 か
ら構成 され る。 まず 、施設 サー ビス は、 老 人療 養施 設と 老人 療養共 同
生活家 庭（ グル ープ ホーム ）に 区分 され る。介 護保 険制 度施 行前は 、
老人療 養施 設（ 入所 介護施 設） であ る無 料施設 、軽 費施 設、 有料施 設
と老人専 門療 養施設（医療 措置 を実施）、有料老人 専門 療養施 設があっ
たが、介 護保 険制度 導入とと もに 老人療 養施設に 一本 化され た。
つぎ に、 在宅 サー ビスは 、訪 問介 護サ ービス 、デ イ（ ７： ３０～ １
９：３ ０）・ナ イト サービ ス（ ～２ ２： ００）、シ ョー トス テイサ ービ
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スから 構成 され る 。 訪問介 護サ ービ スの 給付は 、要 介護 者の 認定度 に
かかわ らず 訪問 回数 と利用 時間 によ って 給付が 決め られ てい る。デ イ
サービ スは 、介 護認 定度に よっ て給 付が 異なる 。シ ョー トス テイサ ー
ビスは、 利用 限度は 1 回目が９ ０日 で あ り 、１年 間 で １８０ 日利用で
きる。

（図表５‐４）韓国の介護保険制度の流れ

保健福祉家政部

指導・ 監督

指導・ 監督

道・ 市等

市郡区

地方費支援
国庫支援

事業者指定

監督

指導・監督
サービス契約
自己負担

指定事業者

被保険者
サービス提供
保険料納付
介護認定申請

保険料請求
介護認定書送付

在宅介護サービス
・訪問介護
・訪問入浴介護
・デイ・ナイトサービス

保険者

・ショートステイ

（国民健康保険公団）
標準ケアプラン作成

・福祉用具貸与・販売等
サービス給付費請求

長期療養等級判定委員会
（要介護認定）

施設介護サービス
給付の審査・支給

特別現金給付

・老人療養施設
・老人養老共同生活家庭等

・家族療養費
・特例療養費
・療養病院療養費
出典：林春植、宣賢奎、住居広士編著『韓国介護保険制度の創設と展開』 2010年 ミネルヴァ書房 21頁 参照筆者作成

家族手当 は、日 本の 介護保険 制度 にはな い給付で ある。そ の 構成は、
特別現 金給 付、 家族 現金給 付と 療養 病院 介護費 から な る 。特 別現金 給
付は、 山・ 漁村 地域 の住居 者、 ある いは 要介護 者が 精神 障害 や伝染 病
などで 家族 が介 護を 提供す る際 に支 給さ れる。 家族 現金 給付 は、家 族
と別居 家族 がヘ ルパ ーの資 格が あり 、家 族の要 介護 高齢 者に 対して サ
ービス を提 供し たと きに支 給さ れる 。療 養病院 介護 費は 、老 人専門 病
院と老 人療 養病 院に 入院し た要 介護 者の 付添手 当で あ る が、 介護保 険
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財政など を理 由に現 在は保留 とな ってい る（図表 ５－ ４ ）。

（３）サ ービ ス利用 と利用者 負担
要介護高 齢者 が、要 介護認定 区分 によっ て利用で きる サービ スの種
類 と 量は 異な る。介 護保険サ ービ スは、ケアプラ ンを 中心に 提供され 、
１等級 から ３等 級の 者は介 護保 険サ ービ スを利 用で きる が、 サービ ス
事業所 と契 約を 締結 する必 要が ある 。サ ービス の給 付に つい て、１ 等
級と２ 等級 は在 宅サ ービス と施 設サ ービ スが利 用で きる が、 ３等級 で
は認知 症高 齢者 のみ 施設入 所が 可能 であ る。４ 等級 （等 級外 ）であ っ
ても、 認知 症高 齢者 は２０ １２ 年７ 月 よ り３等 級と みな し、 在宅サ ー
ビスの利 用が 可能と なった（ 図表 ５－５ ）。
施設 サー ビス の受 給資格 につ いて 要介 護度に よっ て区 分し た背景 に
ついて、金貞任 は、
「 介護サー ビス のイン フラ整備 が不 充分で ある ため 、
症 状 が 重 い 者 を 対 象 に 優 先 的 に サ ー ビ ス を 提 供 す る 必 要 が あ る 」 (3 1)
た め との 指 摘 を行っ た 。

（図表５－５）介護度判定別サービス利用
１等級（要介護５）

区分
支給限度額

２等級（要介護４）

３等級（要介護３）

４等級（等級外）

療養

専門療養

在宅

療養

専門療養

在宅

療養

専門療養

在宅

施設

在宅

○

○

○

○

○

○

△

△

○

×

×

1,149,300

1,443,600

1,140,800

1,009,800

1,306,500

現金 家族

150,000

療養病院

200,000

971,200

120,000

福祉用具購
入・レンタル

870,600

1,169,100

814,700

110,000

900,000

注：単位はウォン、支給限度額・現金支給額は月額、食費・日常生活費用は全額自己負担
出典：金貞任「韓国の介護保障」『世界の介護保障』 2014年4月 法律文化社 147頁

保険 給付 の水 準に ついて であ るが 、１ 等級に つい てみ ると 、月額 で
療養施 設の 利用 限度 額が１ １４ 万９ ３０ ０ウオ ン、 在宅 サー ビスの 限
度額が １０ ９万 ７０ ００ウ オン 、家 族介 護費（ 現金 給付 ）は １５万 ウ
オン、 福祉 用具 購入 ・貸与 費用 は９ ０万 ウオン とな って いる （図表 ５
‐ ５）。在宅 サービ ス の訪問介 護は 、９ ０ ～１２０ 分未 満が２ 万１３６
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０ウオン 、１２ ０～ １５０分 未満 が２万 ６７００ ウオ ンとな っており 、
訪問入浴 は１ 回あた り７万１ ２９ ０ウオ ンとなっ てい る。訪 問看護は 、
３０～ ６０ 分未 満が ３万５ ３１ ０ウ オン 、６０ 分以 上が ４万 ３２６ ０
ウオンで ある。また、１日当た り の デイサ ービスは ４万 ５８０ ウオン、
ショー トス テイ が４ 万２４ ９０ ウオ ンと なって いる 。次 に、 日本の 介
護保険 制度 には ない 家族ヘ ルパ ーの サー ビス給 付限 度額 は、 ３６ ～ ８
６万ウ オン であ り、 別居家 族ヘ ルパ ーの サービ ス給 付限 度額 は５６ ～
８６万ウ オン である （図表５ －６ ）。

（図表５－６） 1日当り介護報酬
（単位：韓国ウオン）
区 分
在宅

施設

1等級

2等級

3等級

デイサービス

40,580

36,970

43,260

ショートステイ

42,490

38,860

35,230

療養施設

38,310

33,660

29,020

48,120

43,550

38,970

専門療養施設・
グループホーム

出典：金貞任「韓国の介護保障」増田雅暢編『世界の介護保障」
2014 年4月 法律文化社 148頁

では 、サ ービ ス利 用 者の利 用料 はど うな ってい るの か。 サー ビスを
利用した 場合、施設 サービス 利用 は２０ ％、在宅 サービ ス利 用は１５ ％
の自己負 担と なって いる。さ らに低 所得 者に対し ては、国と 自治体は 、
低所得 層の 自己 負担 の５０ ％、 生活 保護 者の自 己負 担の 全額 を負担 す
る。こ のこ とに 関し て、金 貞任 は「 生活 保護者 は、 サー ビス 事業所 と
サービ ス種 類を 選定 し、人 間と して 尊厳 を受け なが ら無 料で サービ ス
利用が でき るの で、 不名誉 や屈 辱を 引き 起こす よう なス ティ グマが な
くなるこ とが 期待さ れる。」 (32 ) とし て評 価してい る。
低所 得者 層の サー ビス利 用料 に関 して 日本の 介護 保険 制度 と比較 し
てみる と、 韓国 の場 合は、 公的 責任 が明 確であ る。 何故 なら ば、日 本
の場合 は、 低所 得者 に対す る補 足給 付な どの低 減対 策 を 公費 ではな く
介護保険 財源 のなか で解決す る仕 組みと なってい るた め であ る。
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（４）財 源構 成
介護 保険 料の 財源 は 、保険 料、 公費 負担 、利用 者の 自己 負担 金で構
成されて いる。公 費 負担 につ いて は、国 と自治体 が総 費用（ 必要財 源 ）
の２０ ％の 範囲 内で それぞ れが 負担 する として いる が、 その 負担割 合
は明 確に は さ れてい ない。その 理由 に つ いては、
「自 治体の 財 政負担能
力にバ ラツ キが 大き いため 、自 治体 の負 担割合 を明 記し た場 合、財 政
負担でき ない 自治体 が発生す ると いう問 題がある から である 」(33 ) とさ
れている 。

（図表５－７）介護保険制度の財源構成
在宅介護（％）

施設介護（％）

公費負担

20

20

介護保険料

65

60

利用者負担

15

20

総費用

100

100

出典：林春植、宣賢奎、住居広士編著『韓国介護保険制度の創設と展開』
2010年 ミネルヴァ書房 34頁

長期 療養 保険 料（ 以 下「介 護保 険料 」と 略記す る ） は、 医療 保険の
被保険 者が 負担 し、 その 総 費用 に占 める 割合は 、公 費負 担と 利用者 負
担を除 いた ６０ ～６ ５％ （ 施設 介護 の分 は６０ ％、 在宅 介護 の分は ６
５％）である（図 表 ５－７ ）。保 険料の 賦課方式 と算 出方式 は、韓 国で
は年齢に もと づく第 1 号と第 2 号の被 保 険者区分 がな く、 ２ ０歳以上
の医療 保険 の被 保険 者は、 自分 の収 入に 応じて 賦課 され る医 療保険 料
に介護 保険 料率 を乗 じた保 険料 を負 担す る。た だし 、職 域保 険に加 入
してい る被 用者 は労 使折半 で保 険料 を負 担する ので 、本 人の 介護保 険
料率は 半分 とな るが 、自営 業者 等の 地域 保険加 入者 の場 合 は 、本人 が
保険料 率分 を 全 額負 担する こと とな って いる。 なお 、被 用者 等に扶 養
される 高齢 の被 扶養 者 には 介護 保険 料の 負担は ない 。こ の点 につい て
も日本と 異な る。
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被扶 養者 たる 高齢 者 は、 なぜ 介護 保険 料を負 担し ない でよ いので あ
ろうか 。前 述し たよ うに韓 国の 介護 保険 料は、 医療 保険 料に 介護保 険
料率を 乗じ て徴 収さ れるこ とに なっ てい る。子 ども に扶 養さ れてい る
高齢者 等は 現に 医療 保険料 を払 って いな いため 、自 ずと 介護 保険料 も
負担し ない 。し かし 、扶養 され てい な い 高齢者 は自 分で 医療 保険料 と
介護保 険料 を負 担す る 。ま た、 年金 制度 が未成 熟で ある ため 、保険 料
徴収の 対象 とな る高 齢者の 年金 から の天 引きは 行わ れな い。 なお、 障
害者およ び生 活保護 受給者は 保険 料が全 額免除さ れる 。
日本 と韓 国の 介護 保険制 度は 、社 会保 険方式 を採 用し てい るが、 財
源構成 から みて みる と、介 護保 険料 の徴 収方法 等や 減免 制度 などに 相
違がみ られ る。 これ らの点 につ いて 、以 下若干 の考 察を 試み る 。日 本
におけ る介 護保 険料 は、所 得段 階別 に定 額で設 定さ れて おり 、制度 改
正のた びに 、所 得段 階が細 分化 され 設定 額も上 昇し てい る。 被保険 者
にとっ ては 、複 雑で わかり づら く、 所得 段階別 で 区 分す るた め に実 質
的には ミー ンズ ・テ ストが 行わ れて いる といっ ても よい 。そ の点韓 国
の制度 は、 所得 に関 係なく 保険 料率 が一 定であ るた め 判 りや すく、 ミ
ーンズ ・テ スト の必 要性も ない こと から 、より 普遍 主義 的で あると い
っても良 い 。
しか し、 被扶 養者 たる高 齢者 には 介護 保険料 の負 担が ない 一方で 、
他の高 齢者 は自 分で 負担し なけ れば なら ないこ とに つい ては 、拠出 を
前提と した 給付 が原 則であ る社 会保 険方 式から すれ ば、 公平 性に欠 け
る。ま た、 障害 者や 生活保 護受 給者 は保 険料が 全額 免除 され ること に
ついて は、 負担 と給 付の視 点か らは 疑問 の残る とこ ろで はあ るが、 財
源の６０ ～６ ５％が 公費であ り、 福祉の 観点から は理 解でき る 。

第３項

韓国 介護保 険制度の 課題

韓国 の介 護保 険制 度の実 施に あた って の問題 点と して は、 準備期 間
が短期 間で あり 、財 政が不 十分 であ るた め課題 も山 積し て い るが、 主
に 以 下の 三点 を 指摘 できる 。
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第 1 点は、 保険者 が保険公 団で あるた め、介護 サー ビスの 利用から
排除さ れる 階層 につ いて、 保険 者と 自治 体の役 割が 明確 化さ れてい な
いため 、 そ れら の階 層が介 護サ ービ スの 利用か ら取 り残 され る可能 性
がある 点 で ある 。た とえば 、ケ アプ ラン は保険 公団 が一 方的 に通知 す
るため 、申 請者 と家 族の状 態や 要望 が無 視され かね ない 仕組 みにな っ
ている 。か りに 、要 介護認 定者 から ニー ズを満 たす だけ のサ ービス が
ないこ とを 理由 に し た不満 が噴 出す る場 合 、保 険者 は市 町村 のサー ビ
ス未整 備を 理由 に、 これに 対し て市 町村 は 財政 が不 十分 であ るため サ
ービス の量 と種 類の 準備が 困難 であ ると の理由 から 、お 互い が責任 転
嫁する 可能 性が ある 。また 、介 護支 援専 門員制 度が ない ため 、定期 的
なケアマ ネジ メント もできな い 。
保険者 が保 険公団 に一元化 され ている ことによ る 弊 害につ いて、
「日
本では 、市 町村 ・特 別区が 保険 者で あり 、地域 の実 情に 応じ たきめ 細
かなサ ービ スを 提供 してい るが 、韓 国で は保険 者が 全国 組織 となっ て
いる。 この よう な状 況下で 、果 たし て地 域住民 のニ ーズ を的 確に把 握
したうえ での サービ ス 提供が 可能 である か、疑問が 残る 」( 34) との指摘
も あ る。
第２ 点は 、負 担と 給付に つい てで ある 。 ２０ 歳以 上の 現役 世代か ら
も介護 保険 料を 徴収 してい るが 、サ ービ ス利用 は、 中重 度の 高齢者 に
限定さ れて おり 、軽 度の高 齢者 と ６ ５ 歳 未満の 被保 険者 は事 故など に
より障 害が あっ ても 老人性 疾病 でな けれ ばサー ビス 利用 がで きない 。
日本に おい ても 、 ４ ０歳か ら ６ ５ 歳 未満 の被保 険者 は、 特定 疾病以 外
の理由 によ る要 介護 者はサ ービ ス利 用が 認めら れて いな い。 同じよ う
に保険 料を 払い なが らサー ビス 利用 につ いては 世代 間に 不公 平があ る
という 事態 は、 制度 の 維持 可能 性に 危機 をもた らす 可能 性が あるの で
はない だろ うか 。特 に今後 、要 介 護 者の 増加が 見込 まれ 、介 護保険 料
の増額 も必 要に なっ てくる 。そ うし た場 合に、 利用 する 可能 性が低 い
にもか かわ ら ず 、保 険料を 強制 的に 徴収 される 者の 納得 が得 られ続 け
られるか どう か 、は 疑問であ る。
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第 3 点は 、 在宅介 護サービ スが 維持で きるよう な対 策の必 要性であ
る。韓 国で は、 従来 まで、 入所 施設 に親 を入れ ると 「不 孝者 」視さ れ
る傾向 がみ られ た 。 他方、 在宅 サー ビス につい て は 、中 間階 層以上 が
有料サ ービ スを 利用 す る傾 向が あり 、訪 問介護 など の外 部の 人が自 分
の家に 入る こと につ いて の 抵抗 感は 少な い 。し かし 、入 所施 設の方 が
在宅介 護よ りも 利用 しやす いこ とが わか れ ば、 施設 入所 待機 者が後 を
絶たな くな る。 そう ならな いた めに も、 要介護 高齢 者が 在宅 での 生 活
を維持で きる ような 、在宅サ ービ スの整 備が重要 であ る 。
以上 、 韓 国の 介護 保険制 度を 概観 して きた。 金貞 任が 指摘 してい る
ように 、組 織運 営上 の問題 、負 担と 給付 の問題 、そ して サー ビス基 盤
整備の 問 題 など の課 題もあ る。 最後 に 、 負担と 給付 の問 題 に ついて 、
普遍主義 の視 点から 考察する こと によっ て、まと めと したい 。
里見 は、 制度 設計 上の原 理と して 、ニ ードが ある 場合 にそ の対象 を
限定しな いも のを普 遍主義と 定義 づけて いる (3 5) 。韓国 の介護 保険制度
で は 、 ２０ 歳以 上の 者から 保険 料を 徴収 してい るが 、保 険給 付の対 象
者を中 重度 の要 介護 高齢者 に限 定し 、ま た軽度 の高 齢者 と ６ ５歳未 満
の者に つい ては 、介 護ニー ズが あっ ても そもそ も保 険給 付の 対象と な
らない とい う制 度設 計がな され てい る。 したが って 、資 産調 査や所 得
調査は 行わ れな いに しても 、受 給者 に年 齢等の 要件 を設 定し ている こ
とから、 選別 主義の 制度に該 当す る 。
日本 の介 護保 険制 度に お いて も、 ４０ 歳以上 の者 から 保険 料を徴 収
してい るが 、 ６ ５ 歳 未満の 保険 給付 対象 者は特 定疾 病に よる 要介護 者
に限定 され てお り、 年齢の 差は ある が 韓 国と同 様の 年齢 等の 受給要 件
設 定 がな され ており 、選別主 義に 該当す る 。
また 、サ ービ ス利 用料の 負担 に関 して 、韓国 の介 護保 険制 度は、 低
所得者 につ いて は５ ０％を 、生 活保 護者 につい ては １０ ０％ を公費 で
賄って いる ため 、そ こに資 力調 査が 発生 し、一 見選 別主 義の ようで は
あるが 、① 社会 保険 として の支 払い では ないこ と、 ②サ ービ ス利用 に
あたっ てス ティ グマ がある とは 考え にく いこと から 、普 遍主 義的で あ
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る。な ぜな ら、 日本 の補足 給付 は、 介護 保険制 度の なか で保 険料財 源
も使っ たう えで の軽 減策で ある が 、 韓国 の制度 は 介 護保 険制 度外で 明
確に公 費負 担と して 位置づ けて いる か ら である 。普 遍主 義の 視点か ら
見た場 合 、 利用 料 に 関し て は、 日本 の介 護保険 制度 の方 が、 選別主 義
的といっ ても 良い 。

第３節

日本 ・ドイ ツ・韓国 の介 護保険 制度 の比 較

第１項

介護 保険制 度創設の 背景

（１）

高齢 化の進 展や家族 構造 の変化 等による 課題

ドイ ツ、 日本 、韓 国の ３ か国 に共 通す る 介護 保険 制度 創設 の 背景 と
して、 ①人 口の 高齢 化と少 子化 、② 要介 護高齢 者の 急増 、③ 家族介 護
力の低 下、 ④老 人医 療費の 膨張 、⑤ 家族 の変容 、⑥ 社会 的介 護サー ビ
スの未 整備 等が あげ られる 。た だし 、日 本 にお いて は、 すで に 「ゴ ー
ルドプ ラン 」か ら「 新ゴー ルド プラ ン」、「ゴー ルド プラ ン２ １」に よ
ってサー ビス 基盤は かなり整 備さ れてい た状況で あっ た。
３か 国に おい て介 護保険 制度 創設 の検 討が始 まっ たと きの 高齢化 率
をみてみ ると 、ドイ ツは１５ ％台（１９ ９０年）、日 本は１ ４％台（１
９９４（ 平成６）年 ）と比較 的高か った が、韓国 は７％（ ２ ０００年 ）
を少し 超え た時 点で あった 。ド イツ と日 本に比 べて 韓国 の高 齢化率 が
低いに もか かわ らず 、この 段階 にお いて 韓国で 介護 保険 制度 の創設 が
検討さ れた のは 、少 子化と 高齢 化の 進行 の度合 が世 界で 最も 早い と い
う事情 から 、直 近に 迫って いる 本格 的な 少子高 齢社 会を 見据 えての 政
策決定で あっ たと考 え られる （図 表５－ ８ ）。

（図表５－８）主要国の人口高齢化速度
日本

韓国

ドイツ

中国

アメリカ

24年

18年

40年

25年

72年

115年

85年

高齢化社会(7％)到達年度

1970年

2000年

1932年

2001年

1942年

1864年

1890年

高齢社会(14％)到達年度

1994年

2018年

1972年

2026年

2014年

1979年

1975年

高齢社会到達所要年数

フランス スウェーデン

出典：林春植、宣賢奎、住居広士編著『韓国介護保険制度の創設と展開』 2010年6月 ミネルヴァ書房
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ドイ ツで は、 １９ ９ １年 時 点で の要 介護 者数は １６ ５万 人で あり、
そのう ち １ ２０ 万人 が在宅 、４ ５万 人が 介護ホ ーム に入 所し ていた 。
また、 要介 護者 のう ち１２ ４万 人は ６０ 歳以上 、５ ８万 人が ８０歳 以
上の高 齢者 であ った 。さら に、 高齢 化が 進展し 、２ ０１ ０年 には１ ４
０万人 が在 宅で 、５ ０万人 が介 護ホ ーム での介 護が 必要 にな ると見 込
まれて いた 。他 方、 要介護 者の 在宅 介護 は主に その 家族 によ り担わ れ
ていたが、家族規 模 の縮小、単 身世帯 の 増加、女性 の社会 進 出の拡大 、
家族の介 護負 担の増 大等から 、家族 によ る介護が 難し い世帯 が増加し 、
専門的な 介護 サービ スに対す る需 要が増 大してい た。
日本で は、１９９ ４（平 成６ ）年 に 高 齢化率が １４ %を超 え、高 齢社
会の仲 間入 りを する ととも に、 高齢 化率 が７ %から ２倍 の１ ４ %に なる
の にわ ずか ２４ 年間 しか経 過し なか った という 急速 な高 齢化 の存在 が
あ っ た 。１ ９９ ３年 頃の在 宅の 要介 護高 齢者数 は約 １０ ０万 人であ る
が、在 宅の 約３ ２万 人の寝 たき り者 を介 護する 者の ８５ ％は 女性で あ
り、全介 護者の 約３ ２ %が要 介護者 の子 どもの配 偶者 が介護 をしてい る
という 状態 であ った 。その うえ 、ド イツ と同様 に家 族規 模の 縮小や 女
性の社 会進 出の 拡大 、高齢 者夫 婦の み世 帯の増 加に よる 介護 者の高 齢
化の問 題か ら、 家族 による 介護 は 物 理的 にも精 神的 ・肉 体的 にも困 難
なものと なっ ていた 。
韓国 にお いて も、 介護保 険制 度創 設の 理由の 第一 に は 、高 齢化の 進
展と要 介護 者の 増大 にとも なう 介護 ニー ズの増 大や 家族 介護 の限界 が
あげら れる 。た だし 、高齢 化率 の観 点か らみる と、 ２０ ００ 年に高 齢
化 率 が７ %を超 えて 高齢化社 会に 入ると いうよう に、ド イツ や日本と 比
較する と、 高齢 化率 ははる かに 低か った 。しか し 、 韓国 では ２０１ ７
年には１ ４ %を 超え ると予測 され、いわ ゆる高齢 化の 倍化年 数は１７ 年
間と日 本の ２４ 年間 よりも 短く 、 先 進諸 国より も急 速に 高齢 化が進 む
点に特 徴が あっ た 。 また、 ２０ ２０ 年に は１５ ．６ ％、 ２０ ３０年 に
は２４ ．３ ％と 予測 されて いる 一方 で、 要介護 高齢 者数 は、 ２００ ３
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年時点 では 約５ ９万 人であ るの が、 ２０ １０年 には ７９ 万人 、２０ ２
０年には １１ ４万人 と予想さ れて いた 。

（２）社 会保 障制度 その他の 課題
以上 述べ てき たよ うに、 高齢 化の 水準 では各 国異 なっ てい る。し か
し、高 齢化 の 進 展に ともな う要 介護 高齢 者の増 大や 家族 によ る介護 の
限界と いう 理由 につ いて は ３か 国と も一 致して いる 。し か し 、それ だ
けで介 護保 険制 度の 創設に 至っ たわ けで はない 。そ れぞ れの 国が、 要
介護者 に対 する 介護 保障に 関す る社 会保 障 制度 の在 り方 に 問 題をか か
えており 、そ のこと が介護保 険制 度の創 設へとつ なが ったの である。
まず 、ド イツ にお ける 要 介護 リス クに 対する 保障 制度 につ いてみ て
みよう 。要 介護 リス クに対 して は、 ①労 働災害 もし くは 通勤 災害又 は
職業病 によ り要 介護 状態と なっ た被 用者 に対し ては 労災 保険 からの 給
付、② 戦争 犠牲 者に ついて は、 在宅 介護 手当の 給付 や、 入所 介護の 場
合の介 護費 用及 び食 費及び 住居 費の 負担 、③官 吏等 又は その 配偶者 も
しくは 給付 対象 とな る子が 要介 護者 とな った場 合に は、 補助 給付 な ど
の特定の 要介 護者を 対象とし た個 別の給 付が行わ れて いた 。
しか しな がら 、要 介 護の原 因や 対象 にか かわら ない 一般 的な 要介護
リスク を保 障す る制 度は存 在し てい なか ったた め、 要介 護者 とその 家
族は、 多く の場 合、 要介護 状態 に伴 い発 生する 負担 や費 用の すべて を
自ら負 わな くて はな らなか った 。そ れで も対応 しき れな い場 合には 、
わが国 の生 活保 護に 相当す る制 度で ある 社会扶 助に よる 給付 を受け る
ことがで きた 。
この よう に、 介護 保 険の実 施前 には 、一 般的な 要介 護リ スク に対す
る包括 的 な 保障 を行 う制度 は存 在し てい なかっ た。 日本 では 、介護 保
険導入 以前 から 要介 護状態 にあ る高 齢者 全般を 対象 に在 宅介 護及び 入
所介護 の給 付を 行う 制度が 設け られ てい たのに 対し 、ド イツ では、 要
介護の リス クに 対し ては、 まず は要 介護 者自身 やそ の家 族が 自己責 任
で対応 する こと が基 本とな って いた ので ある。 こう した 状態 を改善 す
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るため に、 要介 護者 に対す る介 護サ ービ スの提 供や 介護 費用 の負担 軽
減を図 るた めの 公的 な仕組 みと して 介護 保険制 度の 創設 が検 討され た
のだ った (36 ) 。
次 に 、韓 国に おけ る 要介 護リ スク に対 する保 障制 度に つい ては、 ど
のよう な状 況で あっ たのだ ろう か。 韓国 では、 第二 次世 界大 戦後の 長
年の軍 事政 権下 にお ける経 済優 先政 策に より、 先進 諸国 に比 べて医 療
保険や 年金 など の社 会保障 制度 の整 備が かなり 遅れ てい ただ けでな く 、
社会福祉 サー ビスの 基盤も遅 々と して進 ま なかっ た。
例え ば、 日本 では 「国民 皆保 険・ 国民 皆年金 」は １９ ６１ 年に実 施
された が、 韓国 では 「国民 皆保 険」 は１ ９８９ 年実 施、「国 民皆年 金」
は１９ ９９ 年実 施で あった 。ま た、 老人 福祉法 の制 定は １９ ８１年 で
あり、 在宅 老人 福祉 が制度 化さ れた のは １９９ ３年 の老 人福 祉法の 改
正によ って であ った 。老人 居住 福祉 施設 、老人 療養 福祉 施設 、老人 余
暇 福祉 施設 、老 人在 宅福祉 事業 所な どの 公的福 祉施 設が 運営 されて き
たとは いえ 、高 まっ ている 高齢 者の 需要 を満た すに は不 足し ていた 。
特に、慢 性疾患 など の長期療 養の ための 施設は絶 対的 に不足 しており 、
老人性 疾患 を専 門的 に治療 する 公式 な福 祉医療 施設 は介 護保 険制度 の
創 設以前 には 存在し なかった 。
他方 、介 護保 険制 度創設 以前 は、 韓国 でも 要 介護 者の 増加 ととも に
在宅介 護サ ービ スへ の需要 が高 まり 、在 宅介護 サー ビス の拡 充が急 ピ
ッチで 進め られ てき た。し かし 、サ ービ ス提供 事業 者の 絶対 数が不 足
しており 、在宅 介護 サービス の量 的整備 には限界 があ っ た。そのため 、
サービ ス提 供は 限定 的 であ った 。ま た、 日本と 同様 に、 韓国 では公 的
扶助の 対象 とな る貧 困層と 、民 間企 業が 提供す る高 価な 有料 サービ ス
を利用 する 富裕 層と の間に は 、 膨大 な中 間所得 層が 存在 して いた。 す
な わ ち 、中 間所 得層 が利用 でき る介 護サ ービス が存 在し なか ったの で
ある。 多く の税 金を 払って いる 中間 所得 層の権 益保 障と 一般 的なサ ー
ビス提 供と いう 視点 から、 介護 保険 制度 の創設 は国 民的 要望 となっ た
(37)

。
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日本 の場 合は 、介 護保険 制度 の導 入前 に老人 福祉 制度 や障 害 者福 祉
制度によ って、要介 護者に対 する 介護サ ービスの 提供 が行 わ れていた 。
しかし 、急 速に 人口 高齢化 が進 む日 本 で は、特 に高 齢者 介護 をめぐ っ
て従来 の制 度に よる 介護サ ービ スの 提供 の限界 およ び介 護サ ービス の
財源確保 が問 題とさ れた。
まず 、高 齢者 介護 に対 し ては 、老 人福 祉法に もと づく 老人 福祉制 度
と老人 保健 制度 にも とづく 老人 医療 分野 によっ て 対 応さ れて きたが 、
それぞ れ改 善す べき 課題を かか えて いた 。老人 福祉 制度 では 、措置 制
度にも とづ き介 護サ ービス が提 供さ れて いた。 その ため 、サ ービス 利
用にあ たっ て市 町村 の所得 調査 やニ ーズ 判定等 を前 提と して いるな ど 、
利用手 続き が煩 雑な ことや 、利 用者 がサ ー ビス の種 類や 提供 機関を 選
択でき ない こと 、福 祉サー ビス は低 所得 者が利 用す るも のと いうイ メ
ージか ら心 理的 な抵 抗感が ある こと など 、さま ざま な問 題点 が指摘 さ
れた。
老人 医療 につ いて は、１ ９８ ０年 代頃 から、 いわ ゆる 老人 病院等 に
おける 要介 護高 齢者 の入院 や１ ９８ ０年 代後半 に創 設さ れた 老人保 健
施設へ の入 所サ ービ スによ り、 要介 護高 齢者の 介護 ニー ズに 対応し て
きた。 しか し、 医療 の必要 性が ない 介護 を理由 とし た病 院へ の長期 入
院は、 要介 護高 齢者 に対す る適 切な 介護 サービ ス の 提供 とい う視点 か
らも、 国民 医療 費の 適正化 とい う視 点か らも問 題が あっ た。 ま た、 福
祉制度 と医 療制 度と の間で 、利 用者 負担 の水準 や利 用手 続き につ い て
不均衡が 生じ ていた 。
以 上 のよ うに 、日 本にお ける 介護 保険 制度導 入の 背景 には 、①硬 直
的な措 置制 度に 代わ る利用 契約 制度 を 確 立する 、② 社会 的入 院の解 消
ととも に医 療保 険と 介護保 険の 役割 分担 を図る 、③ 介護 費用 を広く 国
民 全体 で負 担す るた めに介 護保 険料 とい う新た な財 源の 仕組 みを創 設
する、等 の理 由が存 在した 。
以 上 、介 護保 険制 度創設 に至 る背 景を 詳細に 考察 して きた が、ド イ
ツ、日 本、 韓国 の３ ヶ国は 、高 齢者 関係 の医療 ・福 祉制 度の 歴史や あ
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り方の 相違 か ら 、そ れぞれ 独自 の課 題を 抱えて おり 、そ の解 決方策 と
して介護 保険 制度の 創設を選 択し たとい えるので はな いだろ うか。

第２項

介護 保険制 度の内容 比較

（ １ ） 名称と概 念
こ れ まで 「介 護保 険法」 と記 述し てき たが、 正式 名称 は３ か国で 異
なる 。 すな わち 、 ド イツ で は「 要介 護の リスク の社 会的 保護 に関す る
法律」、日 本は 「介 護保険 法」、韓 国 で は「老 人長 期療 養保 険法」 であ
る（図表 ５－９ ）。ドイツの 法律 名には「老人」と いう表 記 がなく、保
険給付 対象 者を 高齢 者に限 定し てい ない 。日本 の法 律名 にも 対象者 を
限定す る表 記は ない が、実 際の 制度 運用 では給 付対 象者 を高 齢者に 限
定し、 ４０ 歳未 満の 若年障 害者 を除 外し ている た め 、ド イツ とは名 称
は類似し てい るが給 付対象は 一部 異なる 。
この 点と 関連 して 、増田 雅暢 は、 日本 は制度 設計 時に 給付 対象者 を
将来的 に年 齢に かか わりな く要 介護 者全 般へ拡 大す るこ とを 意図し て
いたた め、 法律 名に 「老人 」ま たは 「高 齢者」 を表 記し なか ったと 指
摘してい る ( 38) 。他 方 、韓国 では 法律名 に「老人 」と明記 し、保険給付
対象者 を高 齢者 だ け に限定 して おり 、ド イツに 比し て限 定的 な適用 と
なってい る。
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（図表5-9） 日本･ドイツ・韓国の介護保険制度の比較
日
名称

本

介護保険法

ドイツ
要介護のリスクの社会的保護

韓

国

老人長期療養保険法

に関する法律
法律制定年月日

1997年12月

1994年4月

2007年4月

法律施行期日

2000年4月（保険料徴収、在宅・

1995年1月（保険料徴収）、1995年

2008年4月（要介護認定申請等）、

施設サービス同時実施)

4月（在宅サービス)、1996年7月

2008年7月（保険料の徴収・介護

（施設サービス)

給付の提供等）

制度の建て方

独立型・地域保険型

医療保険制度活用型

医療保険制度活用型

保険者

市町村（施行時点では約3,300

介護金庫（全国で280)

国民健康保険公団（全国で1)

公的医療保険加入者

国民健康保険の加入者

現在は約1,300)
被保険者

40歳以上の医療保険被保険者
(65歳以上を境に第1号・第2号
被保険者と区別）

給付対象者

原則として高齢者

全ての年齢の要介護者

原則として高齢者

要介護度

7段階(要支援2段階と要介護５

3段階（「特に重度」を加えると

3段階（中・重度）

段階、施行時は6段階）

4段階）

介護認定審査会の判定、1次判定

MDK（疾病保険のメディカルサー

等級判定委員会の判定、1次判定

は、コンピュータ判定

ビス）の判定

は、コンピュータ判定）

ケアマネジャーによる介護計画

(日本のようなケアマネジャーに

(日本のようなケアマネジャーに

作成等のケアマネジメントを経て

よるケアマネジメントはない）

よるケアマネジメントはない）

在宅･施設サービス、地域密着型

在宅・施設サービス（医療系の

在宅･施設サービス、特別現金

サービス、予防給付

サービス除く）

給付

なし

介護手当、代替介護手当

島･僻地等で家族療養費付添

判定機関

サービス利用方法

事業者と契約
保険給付内容

現金給付
（家族介護の評価）

看護費
約506万人(2013年㋂)

要介護認定者数
利用者負担

財源構成

約32.5万人(2012年5月)
約238万人(2011年)

(全高齢者の17%)

(全高齢者の5.7%)

原則10％（ケアプラン作成等は無料） なし。ただし、保険給付は定額制

在宅給付は15％、施設給付は

施設入所の食費と宿泊費は、

で、越える部分は自己負担。施設

20％、施設入所の食費と宿泊

給付対象外

入所の食費と宿泊費は自己負担

費は給付対象外

利用者負担以外は、公費と保険

全て保険料負担。保険料率は

利用者負担以外は、公費と保険

料で2分の1負担。公費は、国と

全国一律1.95％、子のない

料負担。国庫負担は、保険料負

地方が50％づつ（居宅介護給付

被保険者は2.2%（被用者は労使

坦の20％相当額。保険料水準は

の場合）1号保険料は保険者ごと

折半、自営業者や年金受給者は

2011年時点で、5,100ウオン。

相違。2012年度の全国平均

全額自己負担）

被用者の場合、医療保険料の

約4,972円、2号保険料1.55%

一定割合(2010年は6.55%）

（協会けんぽ）

（出典：増田雅暢編著『世界の介護保障』 2014（平成26）年4月 法律文化社 201頁）
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（ ２ ） 保険者
韓国 では 、医 療保 険制度 の運 営全 般を 担って いる 保険 公団 が保険 者
となっ てお り、 被保 険者の 資格 管理 、保 険料の 徴収 、認 定調 査、要 介
護認定 、標 準長 期療 養計画 書の 作成 及び 交付、 介護 給付 費の 審査及 び
支給、 事業 者指 定な ど介護 保険 制度 にか かわる ほぼ すべ ての 実務を 行
ってい る。 ドイ ツで も、医 療保 険の 保険 者であ る疾 病金 庫に 併設さ れ
る介護 金庫 が 、 保険 者であ る。 介護 金庫 は、疾 病保 険の メデ ィカル サ
ービス（ MDK）を通 し て認定調 査、要介護 認定を行 うと ともに 、保険 料
の徴収、 介護 給付等 の業務を 担当 してい る。
ドイ ツと 韓国 の共 通 点は、 既存 の医 療保 険者が 介護 保険 の保 険者に
なって おり 、介 護保 険業務 もか ねて いる 点であ る。 しか し、 同じ医 療
保険制 度活 用型 の制 度設計 であ りな がら 、 ドイ ツの 場合 には 、疾病 金
庫とし て 全 国で １６ ６の介 護金 庫が 存在 （２０ １０ 年現 在） するの に
対し、韓 国の 場合に は保険公 団が 全国唯 一の保険 者と なって いる。
他方 、日 本は その 両国と は異 なり 、医 療保険 とは 別個 に制 度が創 設
され、 保険 者は 市町 村とい う独 立型 ・地 域保険 型の 建て 方に なって い
る。日 本の 場合 には 、医療 保険 制度 にお いて市 町村 が保 険者 となっ て
いる国 民健 康保 険制 度の歴 史 的 存在 があ るので 、介 護保 険の 保険者 と
なるこ とに は違 和感 はない 。し かし なが ら、市 町村 保険 者の 最大の 課
題は、 規模 の小 さな 市町村 では 、財 政面 や事務 処理 面で も運 営が困 難
という 点で あり 、こ のため 、制 度発 足当 初から 地方 自治 法上 の広域 団
体の活 用等 によ り、 保険者 の広 域化 が図 られた り、 国・ 都道 府県さ ら
には医 療保 険者 ・年 金保 険 者の さま ざま な支援 が組 み合 され たりし た
制度とな った 。

（ ３ ） 被保険者
ドイ ツと 韓国 では 、公的 医療 保険 の被 保険者 が介 護保 険の 被保険 者
となっ てい る。 韓国 の場合 、子 ども に扶 養され てい る高 齢者 等には 保
険 料 負 担が なく 、日 本と異 なり 、年 齢や 職業に よる 被保 険者 の区分 は
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ない。 日本 では 、第 １号被 保険 者を ６５ 歳以上 の者 、第 ２号 被保険 者
を４０ 歳以 上６ ５歳 未満の 医療 保険 加入 者とし て、 ６５ 歳を 境に被 保
険者が ２種 類に 分け られて いる 。保 険料 の算定 およ び徴 収方 法は保 険
者ごと に異 なり 、第 １号被 保険 者は 本人 と世帯 の課 税状 況や 前年の 所
得金額 に応 じて 市町 村が段 階的 に設 定し 、特別 徴収 また は普 通徴収 の
方法で徴 収さ れる。
日本 では 、第 ２号 被保険 者の 場合 は、 国民健 康保 険加 入者 は所得 や
資産に 応じ て世 帯ご とに算 定さ れた 保険 料を介 護保 険料 と医 療保険 料
を合わ せて 国民 医療 保険料 とし て世 帯主 が納め る。 健康 保険 ・共済 組
合保険 加入 者は 、給 与およ び賞 与に 応じ て医療 保険 ごと に介 護保険 料
率が設 定さ れる 保険 料を医 療保 険料 に合 わせて 納め る。 この 際、保 険
料は給 与お よび 賞与 から一 括徴 収さ れる システ ムに なっ てい るが、 保
険料の 半分 は事 業主 負担と なっ てい る。 なお、 被扶 養者 は 、 加入し て
いる医療 保険 の被保 険者が負 担す るため 、保険料 を納め る必 要はない 。
わが 国 で は、 介護 保険制 度導 入時 から ドイツ や韓 国同 様、 被保険 者
の範囲 につ いて ４０ 歳以下 に拡 大す べき という 論議 があ った が、若 い
世代へ の新 たな 保険 料負担 の是 非や 保険 料を折 半負 担す る経 営者等 の
同意が 得ら れず 、未 だ 実現 には 至っ てい ない。 ただ し、 介護 保険財 政
に対す る懸 念と 年齢 区分の ない ドイ ツや 韓国の 現行 シス テム を考慮 す
ると、将 来的 に被保 険者と給 付対 象者の 範囲拡大 は不 可避で ある 。

（ ４ ） 給付対象 者
ドイ ツで は、 介護 保険の 給付 対象 者の 範囲に 年齢 区分 はな く、要 介
護状態 にな れば 子ど もでも 高齢 者で も保 険給付 の対 象者 とな るが、 日
本およ び韓 国で は、 基本的 には ６５ 歳以 上の要 介護 高齢 者が 保険給 付
の対象 者と なる 。日 本では 、４ ０歳 以上 ６５歳 未満 の第 ２ 号 被保険 者
の場合 、特 定疾 病 に よる要 介護 状態 の場 合にし か介 護保 険 給 付の対 象
とはな らな い。 交通 事故に よる 要介 護状 態等、 特定 疾病 以外 の 理由 に
よる要 介護 状態 の場 合には 、障 害者 福祉 の対象 とな る。 この 点 は韓 国
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でも同 様で あり 、認 知症や 脳血 管障 害な ど２４ の老 人性 疾病 をもつ ２
０歳以上 ６５ 歳未満 の者は給 付対 象者と なる。
この 点と 関連 して 、日韓 両国 では 、介 護保険 給付 対象 外と されて い
る障害 者 を 、介 護保 険制度 の給 付対 象者 に包括 する こと につ いての 議
論が生 じて いる 。ま た、保 険料 を納 めな がら特 別の 疾病 以外 の要介 護
者が保 険給 付対 象者 から除 外さ れて いる ことに つい ても 、負 担と給 付
の整合性 が課 題とな っている 。

（ ５ ） 要介護度 と要 介護認 定
ドイ ツの 介護 保険 制度で は、 要介 護者 とは、 日常 生活 活動 を行う に
あたり 継続 的に （最 低６カ 月） に相 当程 度の援 助を 必要 とし ている 者
と さ れ てい る。 要介 護と認 定さ れる ため には最 低１ 日９ ０分 の援助 を
必要と し、 その うち 身体介 護等 の基 礎介 護の時 間が 家事 援助 の時間 を
上回る 必要 があ る。 要介護 度は ３段 階（ 介護等 級Ⅲ より 重い 「特に 過
酷」を含 める 場合は ４段階） に分 かれて いる（図 表５ －１０ ）。

（図表５－１０） ドイツ・日本・韓国の要介護時間等による要介護認定区分
ド イ ツ
要介護度

要介護時間

日
要介護度

本
要介護時間

要支援１

25分以上32分未満

要支援２

32分以上50分未満

要介護１

32分以上50分未満

要介護２

50分以上70分未満

韓

国

要介護度

要介護時間

介護等級Ⅰ

90分以上

要介護３

70分以上90分未満

３等級

55点以上75点未満

介護等級Ⅱ

180分以上

要介護４

90分以上110分未満

２等級

75点以上95点未満

介護等級Ⅲ

300分以上

要介護５

110分以上

１等級

95点以上

注：要介護時間を基準にすると、ドイツの介護等級Ⅰは日本の要介護4、介護等級Ⅱは日本の要介護5に相当する。
出典：林春植、宣賢奎、住居広士編著『韓国介護保険制度の創設と展開』 2010年6月 ミネルヴァ書房 131頁

日本 と比 較す ると 、 要支援 者や 要介 護１ または ２の 軽度 者は 除外さ
れるレ ベル とさ れ 、 要介護 者の 範囲 が狭 い。要 介護 認定 は、 メディ カ
ルサービ ス（ MDK）の 審査を経 て、介 護金 庫が要介 護の 有無お よび要介
護度を 決定 する 。２ ０１１ 年末 の受 給者 数は２ ３２ 万人 であ り、全 人
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口の２． ８％ となっ ている。
日本 の介 護保 険制 度 でも、 要介 護と は６ カ月以 上に わた って 常時介
護が必 要な 状態 にあ る者と して いる 。要 介護と 認定 され るた めには 、
保険者 が行 う要 介護 認定を 受け なけ れば ならな い。 それ は、 訪問調 査
による ７４ 項目 の調 査結果 をコ ンピ ュー タで処 理す るこ とに より推 計
される 要介 護認 定基 準時間 等に もと づき 判定さ れる １次 判定 と、専 門
委員で 構成 する 介護 認定審 査会 にお いて １次判 定の 結果 に主 治医の 意
見書等 を加 味し て判 定され る２ 次判 定と に分か れ、 ２次 判定 の結果 が
最終結 果と なる 。要 介護度 は、 要支 援１ と２、 要介 護１ ～５ の７段 階
で あ る。
日本 では 、 ド イツ や韓国 に比 べ、 要介 護者の 適用 範囲 が 広 く、要 介
護２以 下の 軽度 者も 給付対 象に 含ま れる 。ただ し、 要支 援者 には給 付
制限が あり 、介 護予 防サー ビス のみ 利用 できる が、 施設 サー ビスを 利
用できな いう え、福 祉用具貸 与に 際して も一部の 用具 は利用 できない 。
ち なみ に、 ２０ １１ （平成 ２３ ）年 ３月 末現在 で、 要支 援・ 要介護 者
は５０ ６万 人で あり 、その うち 受給 者数 は４１ ３万 人と なっ ている 。
高齢者全 体の 約１７ ％が要支 援・ 要介護 者である 。
韓国 にお ける 要介 護の定 義は 、ド イツ や日本 とほ ぼ同 様で ある。 要
介護認 定の 手続 きは 、日本 の制 度と 類似 してお り、 保険 者の 訪問調 査
による ５２ 項目 の調 査結果 をコ ンピ ュー タ処理 して 得ら れた １次判 定
の結果を 、保険 公団 の支社に 設置 された 等級判定 委員 会で２ 次判定し 、
最終結 果を 得る 。た だし、 訪問 調査 では 、要介 護者 の心 身の 状況だ け
ではな く、 介護 者の 有無や 要介 護者 が置 かれて いる 住環 境も 調査す る
ことにな って おり、 それは９ ４項 目にも のぼる ( 39) 。
要介 護度 は１ 等級 （最重 度）、２ 等級 （重度 ）、 ３等 級（ 中重度 ）の
３段階 とな る。 この ように 要介 護者 の範 囲を限 定し てい るこ とから 、
２０１２ 年５ 月現在 で、要介護 者は３ ２ ．５万人、高 齢者全 体の約６ ％
であり、 日本 と比べ ると数・ 割合 とも小 さい。
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（ ６ ） 保険給付
ドイ ツに おけ る介 護保険 給付 は、 在宅 介護、 部分 入所 介護 （デイ ケ
ア、ナイ トケア）及 び短期介 護（シ ョー トステイ ）、終 日 入 所介護（ 介
護ホーム への 入所）の３種類 に大 別され る（図表 ５－１ １ ）。在宅介護
では、 現物 給付 とし て介護 事業 所の 介護 職員に より 提供 され る身体 介
護や家事 援助 サービ ス、介護 補助具 の支 給、住宅 改造へ の補 助がある 。
日本の居 宅サ ービス と異なり 、医 療的な サービス は含 まれて いない。
また 、日 本と 異な る 最大の 点が 、現 金給 付であ る介 護手 当の 支給で
ある。 現物 給付 を選 択する か、 介護 手当 を選択 する か 、 は要 介護者 自
身の決 定に ゆだ ねら れてい る。 くわ えて 、現物 給付 と介 護手 当を組 み
合わせ て受 給す るこ とも認 めら れて いる 。さら に、 在宅 介護 優先の 考
え方か ら、 在宅 で介 護する 家族 等の 介護 者に対 する 給付 があ る点も 特
徴的で ある 。ま た、 一定の 介護 時間 を満 たした 介護 者に 対し て、労 災
保険の 適用 や介 護金 庫によ る年 金保 険料 の代替 負担 、介 護講 習の実 施
等の対 応が ある 。こ のよう に、 家族 介護 者に対 して 現金 給付 と社会 保
険を適 用す るこ との 意味は 、家 族の 無償 労働を 有償 化し た点 にある 。
家族介 護を 有償 の社 会的労 働と 位置 付け たとい う点 は、 ドイ ツの介 護
保険の画 期的 なとこ ろ といえ る ( 40) 。
日本 の介 護保 険 給 付は、 要支 援者 には 予防給 付、 要介 護者 には介 護
給付と 区 分 けさ れ、 予防給 付で は介 護予 防に力 点を おい たサ ービス 内
容とな って いる 。サ ービス 種別 では 、居 宅サ ー ビス と施 設サ ービス 、
さらに ２０ ０５ (平 成１７ )年 の改 正で 導入さ れた 地域 密着 型サー ビス
に分か れる 。居 宅サ ービス は、 訪問 介護 や訪問 入浴 介護 、訪 問看護 、
デイサー ビス、デイ ケア、福 祉用具 貸与 、住宅改 修費補 助等 13 種類も
の数に のぼ る。 施設 サービ ス は 、特 別養 護老人 ホー ムや 老人 保健施 設
など３ 種類 の介 護保 険施設 への 入所 があ る。２ ０１ ４（ 平成 ２６ ） 年
の制度 改正 によ り、 特別養 護老 人ホ ーム の入所 要件 が要 介護 ３以上 と
され、 重度 者を 優先 するこ とと され た。 地域密 着型 サー ビス は、認 知
症グル ープ ホー ムな ど市町 村単 位で 事業 者を指 定で きる サ ー ビスで ６
168

種類があ る。
その ほか にも 、利 用 者の心 身の 状況 や本 人・家 族の 希望 など を 踏ま
え、介 護サ ービ ス計 画を作 成し 、サ ービ ス提供 事業 者等 々の 連絡調 整
を行う ケア マネ ジメ ントと して 、要 介護 者を対 象と する 居宅 介護支 援
と要支援 者を 対象と する介護 予防 支援が ある。
日本 の保 険給 付の 特 徴 とし て は 、① 数多 くの種 類の サー ビス がある
こと、 ②福 祉・ 医療 面双方 の介 護サ ービ スを受 給で きる こと 、 等が あ
げられ る。 ただ し、 家族介 護者 に支 給さ れるド イツ や韓 国の ような 現
金給付 は存 在し ない 。現金 給付 に関 して は、日 本で もそ の創 設をめ ぐ
って活 発な 議論 が展 開され たが 、女 性に 家族介 護労 働を 固定 化して し
まう等 の理 由か ら、 創設が 見送 られ た。 日本の 特徴 とし ても う一つ あ
げると 、ド イツ と韓 国には ない 前述 のケ アマネ ジメ ント シス テムが 存
在する、 とい う点が ある。
他方 で、 韓国 の介 護保険 給付 には 、在 宅介護 サー ビス 、施 設介護 サ
ービス 、特 別現 金給 付の３ 種類 が あ る。 在宅介 護サ ービ スと して訪 問
介護、 訪問 入浴 介護 、訪問 看護 、デ イ・ ナイト サー ビス 、シ ョート ス
テイ、 福祉 用具 貸与 ・販売 等が あり 、施 設介護 サー ビス とし ては老 人
療養施 設、 老人 療養 共同生 活家 庭等 があ る。ま た、 特別 現金 給付と し
て、家 族療 養費 、特 例療養 費、 療養 病院 療養費 があ る。 現在 は、介 護
サービ ス事 業者 が不 足する 離島 ・僻 地の 居住者 、あ るい は要 介護者 が
身体障 害、 精神 障害 、感染 症等 によ り他 人との 接触 を忌 避す るなど の
事情で やむ を得 ない 場合、 その 家族 に支 給され る家 族療 養費 のみが 保
険給付 とな って いる 。ドイ ツの 介護 手当 にも類 似し てい るこ の現金 給
付は日本 には ないも のである 。
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（図表５－１１） ドイツ・日本・韓国の保険給付
日

ド イ ツ

韓

本

国

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
介
護 通所リハビリテーション
給 短期入所生活介護
付
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修費支給

居
宅
現物給付（訪問介護、 介
護
訪問入浴介護、訪問

居宅介護支援
介護予防訪問介護
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護

看護など）
在 現金給付
宅
代替介護
介
護 介護補助器具

訪問介護
訪問入浴介護
在
宅 訪問看護
介 デイ・ナイトサービス
護
ショートステイ
福祉用具貸与・販売

介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介
護
予
防
給
付

住宅改造補助
介護講習
介護者の社会保険

介護予防通所介護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与
介護予防特定福祉用具販売
介護予防住宅改修費支給
介護予防支援
夜間対応型訪問介護

地
域
密
着
型

認知症対応型通所介護
介
護 小規模多機能型居宅介護
給 認知症対応型共同生活介護
付
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介 介護予防認知症対応型通所介護
給護
介護予防小規模多機能型居宅介護
付予
防 介護予防認知症対応型共同生活介護

特
別
現
家族療養費
金
給 特例療養費
付
療養病院療養費

部分 デイケア
施設 ナイトケア
介護 ショートステイ
完全入所施設介護
障害者援助の完全入所

施
設 介護老人福祉施設
介 介護老人保健施設
護
介護療養型医療施設

施
設 老人療養施設
介 老人専門療養施設
護

老人療養共同生活家庭

施設介護
注：日本の保険給付では、「居宅介護支援」と「介護予防支援」をケアマネジメントとして別区分する場合があるが、本書では便宜上
居宅介護サービスに含めている。また、上記以外に、市町村が独自に行う「市町村特別給付」（紙おむつ支給、移送サービス、
配食サービス）、特定高齢者（高齢患者）向けの「地域支援事業」（介護予防、包括的支援事業など）、「保健福祉事業」（介護者
教室、健康づくり事業など）がある。
出典：林春植、宣賢奎、住居広士編著『韓国介護保険制度の創設と展開』 2010年6月 ミネルヴァ書房 133頁
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（ ７ ） 保険給付 水準 と利用 者負担
要介 護度 別の 給付 額（利 用限 度額 ）を 比較す ると 、日 本の 保険給 付
額の水 準が 、ド イツ や韓国 に比 べて かな り高い こと がわ かる 。最も 重
い要介 護度 でみ ると 、在宅 介護 の要 介護 ５の上 限が 月額 ３６ 万６５ ０
円であ る日 本に 対し 、ドイ ツは ２７ 万９ ，３０ ０円 と約 １０ 万円程 度
低い。 韓国 はさ らに 低く、 最も 高い 給付 水準で ある １等 級の 施設介 護
の給付 額が １６ 万３ ，２４ ０円 にす ぎず 、日本 の半 分程 度の 水準で あ
る（図表 ５－ １２ ）。

（図表5-12） ドイツ・日本・韓国の要介護度別保険給付額の比較
要介護度
要支援1
要支援2
要介護１
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

日
在宅介護
50,030円
104,730円
166,920円

本
施設介護
187,500円

ド イ ツ
在宅介護
施設介護
-

196,160円

207,300円

468

1,064

韓
在宅介護
766,600
(76,660円）
903,800

269,310円

228,600円

308,060円

248,400円

360,650円

268,200円

1,144
(160,160円）
1,612
(225,680円)
1,995
(279,300円)

1,330
(186,200円）
1,612
(225,680円)
1,995
(279,300円)

964,800
(96,480円)
1,044,300
(104,430円)
1,185,300
(118,530円)

国
施設介護
1,439,700
(143,970円)
1,561,200
(156,120円)
1,682,400
(168,240円)

（注） ①2015年時点の数値。ドイツ数値の単位はユーロ、韓国の数値の単位はウオン。カッコ内は日本円換算。
1ユーロは140円、10万ウオンは1万円として計算。
②在宅介護の場合、月額の給付上限額を示す。なお、利用できるサービスの種類は各国で異なることに注意。
③日本の施設介護の数値は、特養（ユニット型個室）の場合。韓国の施設介護の数値は、老人両施設の場合。
いずれも1日当りの報酬を30日換算。
④ドイツの数値は、要介護1から要介護3までの数値を便宜的に日本の要介護2から要介護4の段階に、さらに
「極めて多くの介護が必要となる特別のケース（特に重度）」を日本の要介護5の段階にあてはめている。
⑤韓国の数値は、1等級（一番介護度が高い）から5等級までの数値を便宜的に日本の要介護5から要介護1の
段階に当てはめている。
出典：増田雅暢『介護保険の検証』 2016（平成28）年1月 法律文化社 170頁

この よう な給 付額 の 差は、 保険 給付 水準 の根底 にあ る理 念の 相違に
よ るも ので ある 。ド イツの 場合 には 、介 護保険 給付 は、 在宅 介護の 場
合は家 族等 の介 護を 補完す るも の 、 施設 入所介 護の 場合 は介 護のた め
に必要 な費 用負 担を 軽減す るこ とを 目的 とした 基礎 的な 保障 を行う も
のとし て 、 位置 付け られて いる 。し たが って、 保険 給付 は在 宅介護 や
施設入 所介 護に 要す るすべ ての 費用 をカ バーす るも ので はな く、そ の
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一部を 保障 する もの となっ てい る 。 なお 、保険 給付 で不 足す る費用 に
ついて は全 額自 己負 担とな るが 、保 険給 付の受 給に 限 っ ては 利用者 負
担なし であ る。 ただ し、施 設入 所の 際の 食費と 宿泊 費は 自己 負担と な
っている 。
他方 、日 本と 韓国 では 、 保険 給付 に対 して自 己負 担を 伴う 制度と な
ってい る。 日本 では サービ ス利 用料 の原 則１割 が自 己負 担で あり、 韓
国では在宅給付サービスはサービス利用料の１５％、施設給付は２
０％が 自己 負担 とな ってい る。 日本 と韓 国 両国 とも 、施 設入 所の際 の
食費と 宿泊 費は 給付 対象外 で自 己負 担で ある。 また 、両 国と も保険 給
付を超 えた 上乗 せサ ービス の利 用も でき るが、 その 際は 全額 自己負 担
となる 。た だし 、日 本では 、高 額介 護サ ービス 費に より 、 一 定額以 上
は償還 され る。 ちな みに、 日本 にし か存 在しな い が 、 ケ アプ ランを 作
成するケ アマ ネジメ ント費用 には 、利用 者の自己 負担 が ない 。
韓国 では 、利 用者 負担の 軽減 や在 宅優 先の考 え方 から 、在 宅給付 の
自己負 担の 割合 を施 設給付 より ５％ 低く 設定し てい る。 この 点につ い
ては、 多く の待 機 者 をかか える 日本 の特 別養護 老人 ホー ムの 状況を 鑑
みて、 韓国 は日 本か ら 学び 、施 設介 護の 利用を 抑制 する 政策 をとっ た
のではな いだ ろうか 。

（ ８ ） 介護保険 の財 源
ドイ ツの 介護 保険 財政は 、す べて 保険 料負担 で賄 われ てい る。被 用
者の場合 には、被 保 険者と使 用者 が折半 で負担す る。保険 料 率は、１．
９５％ であ るが 、子 どもの いな い２ ３歳 以上の 被保 険者 は、 保険料 率
が ０ ． ２５ ％上 乗せ されて おり 、こ の部 分は被 保険 者が 単独 で負担 す
る。
日本の 介護 保険 財 政は、利 用者負 担と 保険料と 公費 負担の 組合せで 、
利用者 負担 を除 く保 険給付 部分 を保 険料 と公費 負担 で半 分ず つ負担 す
る。保 険料 負担 は、 第１号 被保 険者 と第 ２号被 保険 者の 人口 比で按 分
して負 担す る。 ２０ １６（ 平成 ２８ ）年 度予算 案で は、 保険 料部分 の
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うち２ ２％ を第 １号 被保険 者全 体で 、２ ８％を 第２ 号被 保険 者全体 で
負担す るこ とに なっ ている 。第 １号 被保 険者の 保険 料は 、所 得段階 別
の定額 とさ れて おり 、２０ １６ （平 成２ ８）年 には 、市 町村 平均値 で
５，５ １４ 円と なっ ている 。な お、 第１ 号被保 険者 の保 険料 負担水 準
は、市 町村 保険 者ご とに異 なる 。第 ２号 被保険 者の 保険 料は 、収入 の
約１． ５８ ％（ 協会 けんぽ の場 合） であ り、被 保険 者と 事業 主 とが 折
半して負 担す る。
韓国 介護 保険 の財 源も日 本と 同様 に、 公費負 担、 保険 料負 担と利 用
者負担 で構 成さ れて いる。 公費 負担 のう ち国庫 負担 は、 介護 保険料 収
入額の ２０ ％に 相当 する額 とさ れ、 日本 の水準 より は低 い。 ２０１ ０
年時点 での 負担 割合 は、保 険料 ６２ ％、 公費負 担（ 国及 び地 方公共 団
体）２ ５％ 、利 用者 負担１ ３％ とな って いる。 保険 料負 担は 全国一 律
の決定 方法 で あ るの で、日 本の よう な市 町村間 の保 険料 格差 は生じ な
い。ま た、 保険 料は ２０１ １年 時点 で、 １世帯 当た り月 額平 均でサ ラ
リーマ ンは ５， １３ ２ウオ ン、 自営 業者 は４， ７１ ２ウ オン であり 、
サ ラ リ ーマ ンの 保険 料率は 、医 療保 険料 の一定 割合 とし てお り、２ ０
１ ２ 年で ６． ５５％ となって いる 。
日本 では 、６ ５歳 以上の 高齢 者で も第 １号被 保険 者と して 保険料 を
負担す るが 、ド イツ と韓国 では 子ど もに 扶養さ れて いる 場合 、保険 料
の負担義 務が ないこ とも相違 点で ある。
以 上、ド イツ、日 本、韓国の 介護保 険 制度の内 容を 比較し てきたが 、
類似点 があ る一 方 で 、多く の相 違点 があ ること も確 認す るこ とがで き
た。そ こで 、３ か国 の比較 から 、日 本の 介護保 険制 度に 対す る示唆 と
な る点 につ いて 、① 制度の 持続 可能 性、 ②制度 の簡 素化 、③ 家族介 護
への評価 、の ３点に 絞って 考 察を 行い 、 本章の締 めく くりと したい。
日本 の介 護保 険は 、ドイ ツや 韓国 の介 護保険 と比 較を して 、保険 財
政の肥 大化 とい う構 造的問 題を かか えて いる。 保険 給付 の対 象範囲 が
要支援 １か ら要 介護 ５まで と広 範囲 であ ること 、そ れに より 要介護 者
等の数 が大 変多 いこ と、要 介護 度に 対応 した保 険支 給額 の水 準が高 い
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ことが 、そ の理 由で ある。 こう した 構造 的問題 にメ スを 入れ ない限 り
は、財 政問 題か らく る制度 の持 続可 能性 の不安 が常 につ きま とうこ と
に な る。
まず 、 わ が国 の介 護保険 制度 にお いて は 、保 険給 付対 象者 の範囲 が
広く、 要支 援・ 要介 護者が 多く 、保 険給 付も高 い反 面、 被保 険者の 範
囲は４ ０歳 以上 に限 定され てい る。 高齢 化の進 展に とも なう 要支援 ・
要介護 者の 増大 、保 険給付 の増 大が 見込 まれて いる のも かか わらず 、
保険財 政を 支え る被 保険者 、と くに ４０ 歳以 上 ６５ 歳未 満の 第２号 被
保険者 は減 少し てい く。し たが って 、保 険料負 担、 公費 負担 の増大 に
ど う 対 応し てい くか という 点が 、今 後の 介護保 険運 営の 最大 の課題 と
ならざる を得 ない 。
すで に、 ２０ ０５ （平成 １７ ）年 の制 度改正 にお いて 、介 護予防 を
重視す るシ ステ ムへ の転換 を図 るこ とと して軽 度者 への 給付 抑制等 の
措置を講 じて いるが 、それだけ では不 十 分である。また 、給 付面では 、
保険給 付水 準の 見直 しや、 保険 給付 対象 者の見 直し 等が 必要 である 。
他 方、 収入 面で の拡 大策も 必要 であ り、 現行制 度下 での 公費 ・保 険 料
負担の 増大 のほ か利 用者負 担の 引き 上げ 、保険 料負 担の 拡大 の ため の
被保険 者の 範囲 の拡 大や公 費負 担拡 大を 図るた めの 、新 たな 税財源 の
検討が不 可避 であろ う。
これ ま で にも 指摘 されて きた 、① 要支 援は介 護保 険の 対象 事故の 範
疇か否 か 、 ②４ ０歳 以上６ ５歳 未満 の第 ２号被 保険 者は 、保 険料支 払
い義務 はあ るも のの 、 特定 疾病 以外 の要 介護で は介 護保 険給 付対象 外
とされ るこ とは 正当 か否か 、 ③ 制度 導入 当初か らの 懸案 事項 である 被
保険者 を２ ０歳 以上 とする こと は正 当か 否か、 とい う点 につ いての 本
格的な議 論 が 、 早急 に行われ るべ きであ る。
つぎ に、 日本 の介 護保険 制度 の 仕 組み が、ド イツ や韓 国と 比較し て
非常に 複雑 なも のに なって いる 点 が 重要 である 。た とえ ば、 被保険 者
は２種 類に 分 か れ、 保険給 付の 範囲 や保 険料設 定・ 徴収 等が まった く
異なる もの とな って いる。 具体 的に は、 ６５歳 以上 の生 活保 護の被 保
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護 者は 、第 １号 被保 険者と 位置 づけ られ ている が、 ４０ 歳以 上６５ 歳
未満の被 保護 者は第 ２号被保 険者 とはな らない点 等 が あげら れる。
サー ビス 利用 にあ たって 、ケ アマ ネジ メント の仕 組み を導 入して い
る が 、 これ は 利 用者 に対し て総 合的 な相 談・援 助・ サー ビス 提供と い
う利点 があ る反 面、 ケアマ ネジ ャー の資 質次第 で は 、 一 面的 なサー ビ
ス提供 にな る可 能性 もある 。ま た、 介護 給付の ケア プラ ンは 居宅介 護
事業者 の担 当で ある が、予 防給 付の ケア プラン は地 域包 括支 援セン タ
ーが担 当す る。 この ように 日本 の制 度は 精巧に で き てい ると いえる か
もしれ ない が、 被保 険者や 利用 者に とっ ては理 解 が 難し い複 雑な仕 組
みとい える 。事 務的 コスト 面か らは 、独 立 型の 社会 保険 方式 である た
めに、他 の２ 国より は高い 。
三点 目に 、家 族介 護への 評価 とい う観 点につ いて 、情 緒的 な反発 や
サービ ス 拡 大を 意図 した事 業者 の反 対、 財政当 局の 保険 財政 拡大へ の
恐れ等 を背 景に 、要 介護者 本人 や家 族介 護者の 立場 に立 った 議論が 不
十分であ った 点を指 摘できる (41 ) 。
ドイ ツで は、 介護 保険の 基本 原則 とし て、自 己決 定、 在宅 介護、 基
礎的保 障を 掲げ てお り、こ うし た観 点か ら、外 部の サー ビス を選択 す
るのか 家族 等の 介護 を選択 する のか 、 に ついて は要 介護 者の 自己決 定
とし、 家族 等の 介護 を選択 する 場合 の保 険給付 とし て介 護手 当を制 度
化して いる 。ま た、 家族等 の介 護が 介護 者の多 大な 負担 とな らない よ
う、現 物給 付と の組 合せや 、介 護者 に対 する社 会保 障面 での 給付等 の
支援策 を講 じて いる 。介護 手当 に対 する 保険給 付額 は現 物給 付より 低
いため 、介 護手 当の 選択者 が多 いこ とは 結果的 に保 険財 政の 負担増 大
を抑制す る効 果を 及 ぼしてい る。
日本 の場 合に は、 居宅介 護の 給付 をす べて外 部の 事業 者の 現 物給 付
として いる こと から 、コス ト高 のサ ービ スとな って いる 。そ のため 、
費用節 減を 図る ため に介護 報酬 を減 額し た場合 、サ ービ ス事 業者の 人
材確保 やサ ービ スの 質の確 保 を めぐ る 問 題が生 じて くる 。介 護分野 の
人材確 保難 が顕 在化 してい るこ とも あり 、この まま では 、財 政問題 ば
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かりで なく 人材 問題 からも 日本 の介 護保 険制度 は危 機を 迎え ること に
なろう 。ド イツ など の介護 保障 シス テ ム にみら れる よう に、 家族等 に
よる私 的介 護（ イン フォー マル ケア ）の 制度的 な評 価 や 、そ の質の 確
保につい て 、 検討す べき時期 にき ている
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第 Ⅵ章

持続 可能な 介護保険 制度 の再構 築

まず 、 普 遍主 義の 定義に つい て 確 認し ておこ う。 第Ⅰ 章 で 論じた よ
うに、 福祉 サー ビス 創 設時 期に は、 福祉 サービ ス受 給者 は低 所得者 に
限定さ れて いた 。す なわち 、当 初は 、 サ ービス の受 給に 際し て個別 的
な資力 調査 （ミ ーン ズテス ト） を受 けな ければ なら ない 場合 を「選 別
主義」、そうで ない 場合を「 普遍主 義」という 単 純な 二分論 が用いら れ
てきた。しかし 、現 在の介護 保険 制度を 、選別主 義 -普 遍主 義という 視
点から 見る 場合 には 、この よう な単 一の 指標 は 意味 をな さな い。も ち
ろん、 ニー ドの 所在 が前提 であ るが 、ニ ード・ テス トが 差別 的・屈 辱
的な方 法で なさ れ る 場合は 、明 らか に恥 辱（ス ティ グマ ）を 感じさ せ
ること にな るた め 選 別主義 とな るな ど、 資力調 査の 有無 は現 在でも 通
用する基 準の 一つで はある。
わが 国の 介護 保険 制 度は、 要介 護認 定審 査とい うニ ード ・テ ストは
あるもの の、そ れは 資力調査 や家 庭環境 調査など を含 むもの ではなく 、
当該高 齢者 が介 護サ ービス を受 ける 必要 がある かど うか の身 体的・ 精
神的要 介護 度判 定で あって 、し かも 、そ の方法 は屈 辱的 なも のとは い
えない 。そ して 、要 介護と いう ニー ド要 件が満 たさ れた 場合 には、 個
別的な 資力 調査 など を受け る必 要な く介 護サー ビス を受 給で きるた め 、
普遍主義 に立 脚した 制度とい える（ ただ し、わが 国の介 護保 険制度は 、
要介護 とい うニ ード が存在 して も 年 齢等 の要件 を設 定し て給 付対象 か
ら排除す る場 合があ るため、一部選 別主 義に分類 され るとこ ろもある ）。
保険料 や利 用者 負担 の 定額 制・ 定率 制に ついて も、 資力 調査 を要し な
いという 意味 におい て 、普遍 主義 といえ よう 。
しか し、 現行 介護 保 険制度 は、 この よう な資力 調査 の有 無だ けで判
断でき るよ うな 単純 な制度 では ない 。保 険料負 担、 一部 負担 金、被 保
険者の 範囲 、給 付内 容・水 準、 要介 護認 定、予 防給 付、 低所 得者対 策
等、各 分野 にわ たっ て、そ れぞ れ別 々の 指標に よっ て「 普遍 主義」 か
「選別 主義 」か の評 価を行 わな けれ ばな らない 。す なわ ち 、 どのよ う
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な制度 が「 普遍 主義 」であ るか どう かの 評価 の ため には 、個 々の項 目
（保険 料、 一部 負担 金、被 保険 者の 範囲 等） に 含ま れる 指導 原理を 明
らかに して 、そ の指 導原理 との 関係 で 「 普遍主 義」 とい える かどう か
と い う判 断が 必 要に な る。
これ まで 、普 遍主 義 の視点 から わが 国の 介護保 険制 度は もち ろんの
こと、 ドイ ツや 韓国 の制度 につ いて も 検 討して きた 。そ こで 、課題 と
された 、① 保険 料と 被 保険 者・ 受給 者の 範囲、 ②要 介護 認定 と予防 給
付、③ 利用 者負 担と 補足給 付 、 の ３ 点に ついて 検討 を加 え本 論文の ま
とめとし たい 。

第１節

保険 料と 被 保険者・ 受給 者の範 囲

（１）被 保険 者・受 給者の範 囲
介護保険 制度 におい て「被保険 者・受給 者の範囲」をどう す るかは、
当初か ら大 きな 論点 の一つ であ った 。審 議会や 与党 内で 論議 が重ね ら
れた結 果、 老化 に伴 う介護 ニー ドに 応え るとす る現 行の 枠組 みが取 り
まとめ られ た。 その 理由と して は、 老化 に伴う 介護 ニー ドは 高齢期 の
みなら ず中 高年 期に も生じ 得る こと 、４ ０歳以 降に なる と一 般に老 親
の介護 が必 要と なり 、家族 の立 場か ら介 護保険 によ る社 会的 支援と い
う利益 を受 ける 可能 性が高 まる こと 等が あげら れた 。 併 せて 、法施 行
後５年 を目 途と して 制度全 般に 関し て検 討を加 え、 必要 な見 直しを 行
うこと を定 めた 介護 保険法 附則 第２ 条に おいて 「被 保険 者及 び保険 給
付を受 けら れる 者の 範囲」 が検 討項 目の 一つと して 具体 的に 掲げら れ
ることと なっ た。
介護 保険 法の 制定 にあわ せて 、身 体障 害者福 祉法 等の 中に 介護保 険
制度に よる 給付 と障 害者福 祉制 度に よる 給付と の調 整規 定が 設けら れ 、
両者に 共通 する サー ビスに つい ては 、介 護保険 制度 から 優先 して給 付
される こと とな った 。これ は、 高齢 者・ 障害者 の介 護サ ービ スにつ い
ては介 護保 険制 度を 優先し て適 用す ると いう趣 旨 の もの であ った。 そ
の結果 、高 齢者 ・障 害者の 大半 は介 護保 険制度 のサ ービ スを 利用し て
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いる状 況で ある 。た だし、 障害 者に つい ては、 介護 保険 制度 にはな い
ガイド ヘル プ（ 外出 支援） など の障 害者 福祉サ ービ スを 利用 できる ほ
か、全 身性 障害 者に ついて は、 障害 者福 祉制度 から 必要 なサ ービス を
提供でき るこ ととさ れている 。
他方、６５歳 未満 の者の中 には、要介 護状態で ある にもか かわらず 、
公的サ ービ スを 受け られな いケ ース が存 在する 。例 えば 、高 次脳機 能
障害や 難病 にと もな う身体 等の 障害 、成 人期以 降に 発生 した 知能の 障
害を有 する もの につ いては 、障 害福 祉各 法によ る「 障害 者」 と認め ら
れず、 福祉 サー ビス の対象 とな らな い場 合があ る。 介護 を必 要とす る
理由や 年齢 の如 何を 問わず 普遍 的に 介護 サービ スを 提供 する 制度が 存
在しない こと から、 こうした 「制 度の谷 間」の問 題が 生じて いる。
被保 険者 ・対 象者 の範囲 につ いて は、 ２００ ４（ 平成 １６ ）年１ ２
月２０ 日社 会保 障審 議会介 護保 険部 会が 「『被 保険 者・ 受給 者の範 囲』
の拡大 に関 する 意見 」とし て 、 取り まと めを行 って いる 。そ の内容 に
ついて は、 具体 的な 論点整 理が な さ れて はいる が、 提言 ある いは結 論
までに は至 らず 、今 後も継 続的 に議 論し ていく 必要 性を 述べ るにと ど
まってい る。そ の後 、
「被保険 者・対 象 者の範囲 」につ いて は、今 日 に
至るまで 放置 された 状態が継 続し ている 。
そこで 、普遍 主義 の視点か らこ の問題 について 検討 を加え てみたい 。
現行の 制度 は、 第２ 号被保 険者 にお いて は、介 護ニ ード があ っても １
６種類 の特 定疾 病に よる要 介護 者だ けを 適用対 象と して おり 、また 、
４０歳 未満 の 者 につ いては 、介 護ニ ード があっ ても 保険 給付 の対象 と
ならな いと いう 制度 設計が なさ れて いる 。特に 、保 険料 を拠 出して い
る第２ 号被 保険 者に と って は、 不満 の残 るとこ ろで はな いだ ろうか 。
この点 につ いて は、 老化に 伴う 介護 ニー ズは高 齢期 のみ なら ず中高 年
期にも 生じ 得る こと 、４０ 歳以 降に なる と一般 に老 親の 介護 が必要 と
なり、 家族 の立 場か ら介護 保険 によ る社 会的支 援と いう 利益 を受け る
可能性 が高 まる とい った点 が指 摘さ れて きたが 、法 制度 の 背 景理由 と
してはあ まり にも情 緒的に思 われ る。
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以上 の点 から みて 、 ４０歳 以 上 の被 保険 者につ いて は、 まず は特定
疾病と いう 障壁 を取 り払い 、介 護ニ ード のある 者全 てを 受給 者とす べ
きであ る。 同じ く 保 険料を 拠出 して いる のに、 ６５ 歳以 上 は 疾病の 原
因を問 わず 介護 保険 給付が 受給 でき るの に、４ ０歳 以 上 はそ れが受 け
られな いと いう のは 「普遍 主義 」に 反す る。次 に、 第Ⅱ 章で 述べた よ
うに、 同じ ニー ドを もつ集 団が あっ ても 、年齢 によ って 給付 の対象 か
ら外す こと は「 普遍 主義」 とは いえ ない ことか ら、 将来 的に は、受 給
者の範囲 は０ 歳以 上 とすべき であ ろう。介護を必 要と する者 であれば 、
年齢や 要介 護状 態と なった 原因 によ って 給付の 有無 や内 容に 差異が 生
じない よう な制 度、 即ち「 老化 にと もな う介護 ニー ド」 に対 応する 現
行の老 人向 け介 護保 険制度 から 「 全 国民 の普遍 的な 介護 ニー ド」に 対
応する介 護保 険制度 へと改正 して いく こ とが 、
「普遍 主義 」か ら見た将
来展望 であ ろう 。第 Ⅴ章で 述べ たと おり 、ドイ ツの 介護 保険 制度に お
いては、 被保 険者の 範囲には 、年 齢や障 害種別に よる 区別は ない。
なお 、こ のよ うな 将 来展望 を描 くと すれ ば、現 行の 介護 保険 制度と
障害者 総合 支援 法と の統合 問題 まで 話が 及ぶこ とに なる が、 その点 に
ついて は、 別の 機会 に論ず るこ とに した い。た だ 筆 者が 、障 害者制 度
との適 用関 係を どう するか とい う課 題に ついて は、 就労 支援 や社会 参
加など 介護 以外 のニ ーズに 対し ては 障害 者制度 を利 用し 、両 者に共 通
するサ ービ スに つい ては介 護保 険制 度を 優先す る と いう 、組 合せの 仕
組みに より 柔軟 に対 応でき るの では ない かとい う考 えを 持っ ている 点
だけを述 べて おきた い。

（２）介 護保 険料
保険 料を 負担 する 年齢を どう 考え るか 、とい う問 題は 、介 護保険 財
政 の 点 から 重要 な課 題であ る。 なぜ なら ば、対 象年 齢を 引き 下げる こ
とは、 支え 手で ある 被保険 者を 拡大 する ことに なり 、制 度の 安定性 と
いう面 から みて プラ スに作 用す るこ とを 意味し てい るか らで ある。 こ
の 点に つい ては 、介 護保険 制度 が「 全国 民の介 護ニ ード 」に 応える 制
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度となる ため にも、 対象年齢 を引 き下げ るべきと 考え る。
これ まで の議 論で は、① 完全 失業 率が 平均的 な水 準に 近い ことや 、
フリー ター の数 が減 少する こと など を勘 案すれ ば、 ３０ 歳以 上が適 切
である 、② 仕事 を有 してい る者 の割 合が ２５歳 以 上 にな ると 高まる こ
とや、 大 学 ・短 大を 卒業す る年 齢な どを 勘案す ると 、２ ５歳 以上が 適
切 で ある 等 の 意見 が あるが、筆者は ２０ 歳以 上 と する ことを 提案する 。
その理 由は 、２ ０歳 以 上 が 成人 の年 齢で あり、 親権 者等 の同 意なく 法
律行為の 主体 となる ため であ る。
他方で 、第２号 被 保険者の 範囲 を拡大 すること につ いて は 、
「ひ とつ
は世代 間の 移転 がさ らに拡 大し 世代 間格 差がさ らに 広が る、 もうひ と
つは負 担の みで 原則 給付が ない とい う仕 組みが 保険 原理 と整 合的で は
ないと いう 点で 、若 年層の 負担 を拡 大す る方向 性に つい ては 慎重に な
るべきで ある。」(1 ) として、批判 的な意 見もある 。し かしな がら、特 定
疾病を 外し 、ニ ード のある 者全 てを 給付 の対象 とす れば 、こ れらの 指
摘はあて はま らない であろう 。
次に 、現 在の 保険 料は所 得段 階別 に設 定され てお り、 ２０ １４（ 平
成２６ ）年 には 、第 １号被 保険 者に つい て低所 得高 齢者 の保 険料軽 減
強化を目 的に、そ の 保険料基 準額 に 対す る割合を 現行 の０．５から０ ．
４５に 引き 下 げ る改 正が行 われ た。 第９ 段階の 被保 険者 は１ ．７倍 と
なった が、 第Ⅳ 章で 考察し たよ うに ２． ２倍と なる 保険 者も ある。 基
準額に 対す る 比 率と してみ た場 合と 、実 質所得 に対 する 保険 料負担 率
は同一 であ ろう か。 たと え ば、 年間 所得 ８０万 円超 の者 を基 準額の 年
間保険 料６ ６， １６ ８円と した 場合 、保 険料負 担率 は８ ．２ ７％で あ
り、年 間所 得３ ００ 万円の 者で あれ ば、 年間保 険料 は１ １２ ，４８ ５
円とな り 保 険料 負担 率は３ ．７ ５％ とな り、低 所得 者の 負担 率の方 が
高 いこ とに なっ てい る。低 所得 者の 保険 料軽減 強化 を謳 って 保険料 額
を低減 する とし てい るが、 収入 に対 して 保険料 負担 率が 高所 得者よ り
も高いの であ れば、実質 的に は重 い負担 を強いら れて いる こ とになる 。
この よう に、 所得 段階 別 保険 料徴 収方 式は、 所得 段階 を区 分する 際
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にミー ンズ ・テ スト （資力 調査 ）が 行わ れるこ とと 、収 入に 対する 保
険料負担 率に 不均衡 が生じて いる ことか ら 、選別 主義的 と考 えられる 。
従って 、現 行の 所得 段階別 保険 料方 式を 廃止し 、所 得の 高低 にかか わ
らず、 それ ぞれ の実 収入に 対し て同 じ保 険料率 を掛 け合 わせ て保険 料
を決定 する 、い わゆ る「収 入対 比定 率制 」とす るこ とに よっ て 、よ り
普遍主義 的な 制度へ の転換が 図ら れるべ きである と考 える。
この 点と 関連 して 、介護 保険 料徴 収の 減免・ 猶予 につ いて ふれて お
かなけれ ばな らない 。介護保 険法第 １４ ２条は、
「市町 村は、条例で定
めると ころ によ り、 特別の 理由 があ る者 に対し 、保 険料 を減 免し、 ま
たはそ の徴 収を 猶予 するこ とが でき る。」と規 定し てい る。 この点 は、
保険料 の減 免を 保険 者の自 治事 務と して 明定化 した もの と し て理解 で
きる。 すな わち 、介 護保険 法は 、所 得段 階別保 険料 でも な お 対応し き
れない よう な低 所得 者から の保 険料 徴収 につい て、 保険 者の 減免と い
う自治事 務に よって 対応する とし ている

(2)

。し かし 、現 行法 上は「 保

険料の 設定 や減 免は 保険者 が決 定で きる ことに なっ てい るが 、介護 保
険導入 直前 に、 政府 によっ て決 定さ れた 保険料 の徴 収延 期や 、利用 料
の自治 体判 断で の減 免に反 対す る厚 生労 働省の 介入 など 、保 険者の 自
律性は大 きく 制限さ れている 。」 ( 3) と の 指摘があ る。
他方 で、 都市 自治 体の立 場か ら、 減免 の問題 は国 の責 任で 解決す べ
き 事 項 であ り、 保険 者が単 独で 介護 保険 料の減 免を する のは 差し控 え
るべ き で ある と い う 保険 者 の 意向 も 垣 間 見え る (4 ) 。 以 上 のよ うな 低 所
得層に 属す る被 保険 者にか か わ る 国 と保 険者の 対応 から 、介 護保険 法
が保険 者に よる 減免 制度を 準備 して いる にもか かわ らず 、実 際には 低
所得者 に対 して は保 険料の 段階 別を 政令 で細分 化す る こ とで 乗り切 ろ
うと す る 姿勢 が 見 て とれ る (5 ) 。 介 護 保険 料は 定 率 制に し て 、 低所 得 者
への減 免等 につ いて は、介 護保 険法 に則 り保険 者が 条例 を制 定 する こ
とが、負 担の 公平の 観点から も求 められ るところ であ る。
また 、介 護保 険法 の 制定に あた り、 保険 料の設 定に つい て 考 慮され
たの は、被保険 者の うち市町 村民 税が課 税されて いる 者は１ /４にす ぎ
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ず、３ /４ にも 上 る市 町村民税 非課 税者に ついてど のよ うに負 担能力を
判定す るか とい う問 題に対 応す るた め、 個人単 位の 保険 料徴 収原則 を
一部修 正し 、世 帯に よる負 担能 力を 加味 す る方 法が 採用 され た点 で あ
る (6 ) 。 この 点 に つい ては 、 介 護保 険 料 は あく ま で も被 保 険 者 個人 の 義
務とす べき であ り、 世帯主 や配 偶者 に連 帯納付 義務 を求 める べきで は
な い、 と 考え る。

第２節

要介 護認定 と予防給 付

市町 村が 行う 要介 護認定 は、 介護 サー ビスが 受け られ るの か受け ら
れない のか 、受 けら れる な らど の段 階の 介護給 付が 受け られ るのか を
判定す る仕 組み であ る。こ の要 介護 認定 次第に よっ ては 、 介 護給付 額
が大き く違 って くる 。また 、要 介護 認定 は、全 体の 介護 保険 財政支 出
も左右す る。 まさに 介護保険 の根 幹をな すプロセ スと いって よい (7 ) 。
介護 保険 法で は、 日常生 活に おい て介 護を必 要と する 状態 を意味 す
る要介 護認 定（ 介護 保険法 第２ ７条 ）と 、日常 生活 に見 守り や支援 を
必要と する 状態 を意 味する 要支 援認 定（ 介護保 険法 第３ ２条 ）の２ 種
類の認 定が 別々 に規 定され てい る。 すな わち、 介護 保険 法は 、要介 護
だけで はな く要 支援 も介護 保険 の 範 疇で あると して いる 。要 介護認 定
は基準 時間 で区 分さ れ、基 準時 間は ３２ 分以 上 ５０ 分未 満で あって 、
認知症 機能 低下 と状 態不安 定の いず れに も該当 しな い場 合は 要支援 ２ 、
上記の いず れか 又は 両方に 該当 する 場合 は要介 護１ と区 分さ れる。 要
介護・ 要支 援の 定義 につい ては 、そ れぞ れ介護 保険 法第 ７条 第１項 、
第２項 に規 定さ れて いるが 、そ の内 容は 厚生労 働省 令の 区分 による と
されてい る。
要介 護認 定に つい ては、 ２０ ０６ （平 成１８ ）年 の改 正に おいて 、
要介護 １に つい て「 状態の 維持 ・改 善可 能性」 の審 査判 定を 追加で 行
って、 これ をも と に ２つに 分割 する こと になり 、要 支援 が１ と２に 区
分 さ れ た。 しか しな がら、 今日 まで 、 要 介護認 定の 審査 項目 につい て
の議論 が行 われ るこ とはな かっ た。 要介 護認定 は、 介護 保険 の根幹 を
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なすプロ セス である 以 上 、
「 要介護・要支 援」の定 義とそ の判 定基準は
公正か つ公 平に なさ れ る必 要が ある 。し かし、 現実 には 、同 じよう な
要支援 ・要 介護 状態 であっ ても 、そ れを 要支援 ２と する か、 要介護 １
とする か、 要介 護２ とする かと いう 場合 に、市 町村 ごと にか なりあ い
まいな 判定 がな され ている とい う現 場の 声があ る。 普遍 主義 の視点 か
らも、 ニー ドの 判定 の正確 化・ 平準 化が 要請さ れる とこ ろで ある。 ま
た、介 護保 険制 度導 入の目 的や 理念 と照 らし合 わせ ても 、認 定の間 口
を広げる よう な 曖昧 な基準を 設け るべき ではない 。
今後 、要 介護 の審 査項目 につ いて 十分 な議論 がな され るこ とが前 提
ではあ るが 、介 護保 険の要 介護 認定 は、 要支援 判定 を外 して 、今後 は
要介護 認定 に限 定す るとい う改 革 も 視野 に入れ るべ きで はな いだろ う
か。こ れま での 改正 の内容 をみ ると 、地 域支援 事業 や地 域包 括ケア シ
ステム の導 入な ど、 健康な 高齢 者と 要支 援高齢 者を 一緒 にし た生活 支
援サー ビス が導 入さ れてい る。 すな わち 、介護 保険 給付 の条 件であ る
要介護 認定 の必 要が ない高 齢者 も含 めた ところ の地 域健 康福 祉事業 ま
で も が 、い まや 介護 保険制 度の 中に 取り 込まれ て き てい る。 地域の 高
齢者の 健康 づく りは 重要な 政策 では ある が、し かし 、介 護保 険制度 が
本 来 予 定し てい た介 護サー ビス とは 大き くかけ 離れ た政 策と いえる 。
このよ うな 広義 の解 釈をみ とめ る潮 流を 止める 意味 から も、 要介護 認
定を、 今後 は、 市町 村でば らつ きの ない ような 公平 な、 ある いは標 準
化され たも のへ と修 正をし てい くこ とを 提言し たい 。し たが って、 要
支援者 に対 して 給付 されて いる 介護 予防 給付は 、介 護保 険の 給付対 象
外とする べき である 。

第３節

利用 者負担 と補足給 付

（１）利 用者 負担
第Ⅳ 章で 述べ たよ うに、 介護 保険 制度 創設以 来据 え 置 かれ ていた 利
用 者 負担 1 割 が、２ ０１４（ 平成 ２６） 年の改正 によ って、 一定額以
上の所 得の ある 者に ついて は、 利用 者負 担が２ 割と なっ た。 利用者 の
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自己負 担に 関し ては 、①負 担能 力に 応じ た保 険 料の 拠出 を求 めるこ と
は仕方 がな いが 、サ ービス 利用 につ いて も支払 い 能 力に 応じ て負担 額
に差をつ けれ ば、そ の負担感 から サービ ス受給を 手控 えるこ とになる 、
②社会 保険 契約 に基 づく衡 平の 観念 を超 えるも ので ある 、な どの指 摘
が あ った (8) 。
この よう に、 サー ビ ス利用 負担 額を 所得 によっ て差 をつ ける という
ことは 、本 論 文 の主 題であ る「 普遍 主義 」の視 点か ら許 され ること で
あろう か。 第Ⅰ 章で は 、サ ービ スの 受給 に際し て個 別的 なミ ーンズ ・
テスト を受 けな けれ ばなら ない 場 合 は選 別主義 とす ると いう 点 を確 認
した。 また 、同 じサ ービス を受 けな がら 、負担 額が 異な るの は公平 性
に欠ける とい う批判 もある。
そこ で利 用者 自己 負 担の意 味に つい て 、 ここで 再確 認し てお く必要
がある 。利 用者 自己 負担は 、一 般的 に「 濫給防 止」 が目 的で あると い
われて きた 。し かし 、利用 者自 己負 担の 額が大 きく なれ ば、 もはや 濫
給防止 とい うこ とよ り、社 会保 障財 源へ の寄与 とい う要 素が 強く表 れ
ること にな る。 そし て、利 用者 負担 方式 として は、 定額 制と 定率制 が
ある。 どの 程度 の負 担が適 当か とい う議 論は後 述す る と して 、２０ １
５（平 成２ ７） 年８ 月から 一定 の所 得以 上の要 介護 高齢 者に 対して 、
これま での 自己 負担 額１割 が２ 割へ と引 き 上げ られ たこ との 是非を 論
じておか なく てはな らない。
「普 遍主 義」 の観 点 からみ れ ば 、保 険料 を拠出 した 者は 、そ の拠出
額にか かわ らず 、対 価とし て同 一の 介護 サービ スを 受け られ るとい う
のが原 則で ある 。高 い保険 料を 納め た者 は良い サー ビス を受 け、保 険
料の低 い者 は別 種の サービ スを 受け ると いうの は「 選別 主義 」の典 型
例であ ろう 。そ う考 えると 、保 険料 を拠 出した 被保 険者 のな かに、 １
割自己 負 担 の者 と２ 割自己 負担 の者 がい るとい うこ とは 、特 定の範 疇
の人た ちの サー ビス 受給に 新た な負 担や 条件を 課す もの であ り、所 得
による 「選 別」 が行 われて いる とい わざ るをえ ない 。こ こが 保険料 負
担と違 うと ころ であ る。保 険料 はま さに 財源へ の貢 献と いう 要素を 有
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し ており 、そこ では 高額所得 者が 結果的 に高い保 険料 を支払 うこと（ 保
険料率が どの 程度が 適切かの 議論 はあろ うが）にた いし て は、
「普遍 主
義」に 反す ると いう 批判は おそ らく 出て こない 。し かし 、金 額がい く
らであ ろう と、 いっ たん保 険料 を拠 出し た以 上 、そ の後 の受 給につ い
ては要介護状態という条件以外は何らの条件も課さないというのが
「普遍主 義」 の前提 である 。 ２割 自己負 担は この 点で 問題で ある 。
した がっ て、 可能 な限り 公平 性を 保ち ながら 普遍 主義 を実 現する た
めに、 まず はサ ービ ス利用 負担 を一 律１ ５％と し、 段階 的に ２０％ ま
で 引上 げる こと を提 言する 。負 担を 一律 に求め る点 で 、 ミー ンズ・ テ
ストは 発生 しな いた め普遍 主義 とい える 。 また 、同 一サ ービ ス・同 一
負担と なり 公平 性も 保つこ とが でき る。 他方 で 、経 済的 に１ ５％や ２
０％の 負担 がは たし て可能 であ ろう かと 疑問視 する むき もあ るであ ろ
う 。こ の点 につ いて 、たと えば 土居 丈朗 は、利 用者 負担 増と 高齢者 世
帯の負担 能力 の関係 について 、①世 帯主 が６ ５歳 ～６ ９歳の 世帯では 、
その約 ８割 で金 融純 資産が ３０ ０万 円以 上にな って いる こと 、②第 ６
期から 利用 者負 担が ２割に なる 高齢 者世 帯の大 多数 で、 負担 増には な
るもの の、 利用 者負 担額増 には 対応 でき るとし て、 一律 ２０ ％負担 に
する こ と を容 認 し て いる (9 ) 。な お 、 負担 でき な い 者へ の 対 応 は、 介 護
保険制度 では なく生 活保護や 社会 福祉制 度等でな され るべき である 。

（２）補 足給 付
２０ ０５ （平 成１ ７）年 の介 護保 険法 の改正 によ って 、施 設サー ビ
スにお ける 食費 と住 居費が 保険 給付 の対 象外と なっ たた め、 低所得 者
への補て んを 目的と する 補足 給付 が設け られた。２０１ ４（平 成２６）
年の改 正で は、 ①預 貯金が 単身 で１ ００ ０万円 以 上 、夫 婦で ２００ ０
万 円 以 上あ る場 合は 対象外 とす る、 ②世 帯分離 して いる が配 偶者が 課
税され てい る場 合は 対象外 とす る、 ③非 課税年 金（ 遺族 年金 ・障害 年
金）を 収入 とし て勘 案する 、な ど給 付要 件が変 更と なっ た。 補足給 付
につい ては 導入 当初 から、 ①低 所得 者対 策であ るか ら介 護保 険制度 の
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取り扱 う範 囲で はな い、② 補足 給付 を受 けるた めに 疑似 的な 単身世 帯
が増加 して いる 、③ サービ ス提 供者 側か らの選 別が 行わ れて いる、 等
の指摘が あっ た。
普遍 主義 の視 点か らみた 場 合 、現 行の 補足給 付は 是認 しう る もの で
あろう か。 最大 の問 題は、 現行 補足 給付 は介護 保険 財源 の一 部を用 い
て実施 され てい ると いう点 であ る。 介護 保険法 が食 費や 居住 費を支 給
対象に 含め てい た時 ならば 、低 所得 者も 含めて 食費 ・居 住費 は介護 保
険財源 から 支出 され るのは 当然 で あ ろう 。しか し、 それ がす べての 施
設入所 者の 自己 負担 となっ た現 在、 低所 得者だ けに 以前 の制 度と同 一
の取り 扱い がな され ること の正 当化 は困 難であ る。 まし て、 預貯金 が
単身で １０ ００ 万円 以 上 、 夫婦 で２ ００ ０万円 以 上 ある 場合 は補足 給
付の対 象外 とす ると いう今 回の 措置 や、 これに 不動 産の 保有 も勘案 し
ようと いう 提案 （継 続審議 にな った ）を 見ると 、補 足給 付要 件はま さ
しく生 活保 護給 付要 件たる ミー ンズ ・テ スト（ 資力 調査 ） に 極めて 近
い制度と いわ ざるを 得ない。
ミー ンズ ・テ スト の 類似物 をと もな う現 行の補 足給 付制 度は 「選別
主義」で あって、
「 普遍主義 」では ない 。従って、補足給 付 は介護保 険
制度の 給付 から 除外 するこ とを 提案 する 。その 場合 、こ れら 低所得 者
を放置 する こと にな るので はな いか 、 と いう反 論も ある であ ろう。 し
かし、 これ らの 反論 者は、 介護 保険 制度 が保険 事故 にあ った 時に そ の
保障を する 社会 保険 制度で あっ て、 低所 得者を 救済 する ため の制度 で
はない 点 を 再確 認す べきで ある 。そ の 上 で、低 所得 者で も安 心して 介
護が受 けら れる よう に、生 活保 護や 他の 社会福 祉制 度で の補 完がで き
ないかを 議論 すべき である 。
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お わ りに

本論文 では、普遍 主義 -選 別主義 の概 念を抽象 的に 定義す るのでは
なく、現実 の介護 保 険制度を 対象 にしな がら、保 険 料、一部 自己負担 、
被保険 者、 給付 内容 、補足 給付 とい った 制度の 重要 な柱 を、 その給 付
の性格を 基本 に置き つつ、
「普遍 主義 」の 視点から 個別 的に検 討してき
た 。そ して 、前述 の とおり、
「普 遍主義 」の視点か ら の 介護保 険制度 の
維持の ため に、 ①特 定疾病 等の 給付 要件 を撤廃 した 上で 、被 保険者 を
２０歳 以 上 とし 、給 付の対 象は ０歳 以 上 とする 、② 介護 保険 料は所 得
段階別 保険 料を 廃止 し、所 得対 比定 率制 とし、 低所 得者 への 減免制 度
は介護 保険 法第 １４ ２条に 則り 保険 者が 行う、 ③予 防給 付と 総合支 援
事業等は 介護 保険給 付対象外 とす る、④ 利用者負 担を 一律１ ５％とし 、
段 階的 に２ ０％ まで とする 、⑤ 補足 給付 は介護 保険 の対 象外 とする 、
の５つの 改革 の必要 性 を提言 した 。
このよう な普 遍主義 -選別主 義の個 別的 な解釈・適 用は 、そ の解釈が
適当か 否か とい う 問 題は置 くと して 、ま ずどの 程度 、 理 論的 ・現実 的
に意味が ある のか、疑問があ るか もしれ ない。里 見賢治 は、
「 厳密な意
味での 普遍 主義 を充 たす制 度は 、日 本の 社会保 障制 度に おい てはこ れ
までのと ころ 存在し ていない こと は明ら かである 。」( 1) と指摘 している 。
この点に つい て筆者 は、本論文 で試み た ように、い まだに「 普 遍主義 」
という 理念 ない し概 念は重 要な 価値 判断 基準で あり 、そ れ に 沿った 介
護シス テム を構 想す ること 、す なわ ち普 遍主義 型の 制度 を構 想する こ
とが、 持続 可能 性の ある介 護保 険制 度の 構築に 向け た代 替的 提案と し
て現実 に有 効で ある と考え 、こ れま で論 を進め てき た。 ２１ 世紀の 社
会 保 障に は、
「普遍 性 」をキ ーワ ードの 一 つとして 展開 するこ とが 求め
られて いる と考 えた からで ある 。な お、 このよ うに 主張 する ことは 、
社会保 障の 全制 度を 普遍主 義で もっ て再 編成す るこ とを 意味 してい る
わけで はな い。 一般 的にい えば 、普 遍主 義を中 心と しな がら 、 それ に
選別的な 制度（ 一般 選別主義 的な 制度）を組合せ るこ とが目 標となる 。
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この点 と関 連する が 、
「 サービ スの二 重 基準」につ いて も 述 べておか
な け れば なら ない。平岡公一 は、以下の ように述 べて いる。
「貧困・低
所得者 を対 象と する 公的サ ービ スと 支払 い能力 のあ る者 の た めの民 間
サービス とい う二重 構造が存 在す ると、
『 サービス の二 重基準 』が成 立
し、公 的サ ービ スは 必然的 に『 二流 市民 のため の二 流の サー ビス』 に
なり、 その こ と がま たステ ィグ マ付 与機 能をも つと いう 点が 指摘さ れ
ることが ある 」 (2 ) 。 本論では 、普 遍主義 の視点か ら 上 記 5 点 の提言を
行った 。こ のな かで は、従 来の 介護 保険 制度の 給付 対象 から 除外さ れ
る部分 につ いて は、 他の制 度と の組 合せ によっ て補 うこ とを 提案し た
が、そ れは ティ トマ スの指 摘す る「 サー ビスの 二重 基準 」を 想起さ せ
るもので はな く、全 く異質の もの である と考え た から であ る 。それは 、
社会保 険制 度と して の介護 保険 制度 とい う制度 の本 質か ら見 た提案 で
あり、 介護 保険 制度 の本来 の目 的か らニ ードを 厳格 に適 用し た結果 で
ある。あくまでも支払い能力で判断したものではないのであるから、
「サービ スの 二重基 準」には 該当 しない 。
ティト マス は、普 遍主義 -選別主 義の 問題につ いて 、結 論 的に次の よ
うに述べ て い る。
「 個人的ミ ーン ズ・テ ストによ るこ となく 、特定の カ
テゴリ ーや 集団 や地 理的範 域の ニー ドの 基準の 上に 立っ て、 社会権 と
して与 えら れる 選別 的サー ビス が、 その 内部に 、ま たそ の周 辺に発 展
され、 受け 入れ られ るよう な価 値及 び機 会の基 礎的 枠組 みを 提供す る
ために は、 一体 、ど んな下 部構 造を もつ 普遍主 義的 サー ビス が必要 で
ある か と いう 問 題 で ある 。」 (3 ) と 。そ し て、「 それ ゆ え 、イ ギリ ス にお
いては 、貧 困の 問題 、民族 的統 合の 問題 、さら に社 会的 なら びに教 育
的不平 等の 問題 に対 する答 えは 、普 遍主 義的サ ービ スの 下部 構造を お
いて他 には 存在 しえ ないの であ る。 これ が不可 欠の 土台 であ る。そ の
土 台 の 上に 、ま た、 その周 辺に 、わ れわ れの理 論を うち たて なけれ ば
ならない 。」 ( 4) 。
介護をめ ぐる 保険料 や税の負 担を 抑制す るために は、給 付を 重点化、
効率化 する こと が不 可欠で あろ う。 ただ 、給付 を抑 えて も介 護の質 を
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落とさ ない 工夫 は必 要であ る。 軽度 者へ の介護 サー ビス に対 して は 、
重度化 を防 ぐ効 果に ついて の検 証が 不十 分であ るこ と、 要介 護認定 の
制度を高 める こと、介護サー ビス に質を 標準化す るこ となど に向けて 、
本提言 を契 機に 、安 定した 介護 保険 制度 の確立 のた めに 、今 後一層 論
議が進む こと を期待 したい。
また 、介 護保 険制 度は、 医療 その 他の 社会保 険制 度だ けで なく、 公
的扶助 、社 会福 祉、 公衆衛 生と いっ た分 野と深 いか かわ りを もって い
る。本 論を 契機 に介 護保険 の提 供す る サ ービス と、 医療 、社 会福祉 サ
ービス 、生 活保 護制 度、健 康づ くり とい った予 防対 策と をど のよう に
組み合わ せて、効果 的な総合 的介 護サー ビス体系 を構 築して いくのか 、
という 点、 すな わち 、 今後 、社 会保 障体 系の中 での 介護 保険 制度の 位
置づけ と総 合的 支援 につい て議 論が 展開 されて いく こと を期 待した い 。
以 上、本論で は、
「 普遍主義 」を考 察軸 として介 護保 険制度 の再検討
を行う とと もに 、そ の再構 築に 向け た提 言を行 った 。こ のよ うな提 言
は、絵 に描 いた 餅の ような もの であ り、 実現可 能性 が薄 いと いう批 判
もある かも しれ ない 。しか し、 ２０ １８ （平成 ３０ ）年 の介 護保険 法
改正案を みて みると 、
「地域 包括 ケアシ ステムの 深化・推進 」と「 介護
保険制度 の持 続可能 性の確保 」を２本 柱 とし、
「地域 包括ケ ア システム
の深化・推進 」に お いて、
「 地域 共生社 会」に 向けた 取組の 推進を謳 っ
ている 。具 体的 には 、介護 保険 サー ビス 事業者 が、 障害 福祉 サービ ス
の指定 を受 け易 く し たりし て基 準緩 和を 行おう とい うも ので ある。 た
とえば 、介 護保 険の 通所介 護と 障害 者福 祉の放 課後 デイ サー ビスの 一
体的提供 を図 るもの である。
これ まで 、特 定疾 病以外 の障 害者 は介 護保険 サー ビス が受 けられ な
かった が、 障害 者で も介護 ニー ズが あれ ば介護 保険 サー ビス 事業所 が
提供す るサ ービ スを 受けら れる こと にな るので ある 。こ のこ とは、 ま
さに本 論で 結論 付け た「介 護ニ ーズ 」判 定を受 けた 者は 、等 しくサ ー
ビスを 受け るこ とが 出来る こと への 第１ 歩とい える ので あっ て、提 言
の実現可 能性 が薄い という批 判は 当たら ないこと を申 し添え ておく。
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