●● 介護学習交流会「介護保険のいまと未来を考える」
●●● ２０２２・２・６（日） １３:３０～ 神商連４階会議室＋ＺＯＯＭ視聴

社保協「抜本改革提言案 」は
何を示しているか
■ はじめに－社保協･提言案のポイント
■ 介護保険制度の経過と現状
● 介護保険の創設目的と制度設計
● 施行後の制度見直しの経過と内容
● 介護保険が直面している３つの危機
■ 次期の見直しをめぐって
■ 介護保険制度の改革提言（案）
● 制度の「再設計」を図る抜本改革
● 現状の困難を打開する緊急改善

★ １・２８ 介護署名提出行動（衆院第１議員会館）
（１９.６万筆の署名を提出）

中央社保協介護障害部会部員
全日本民医連事務局次長

林 泰則
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

中央社保協「介護保険制度の抜本改革提言（案）」
＜構 成＞
１ はじめに
２ 施行２０年を経過した介護保険制度の問題点
３ 介護保険制度の抜本的改革提言案
（１）介護保険制度の「抜本改革」案
－本来の社会保険への転換をめざす制度の「再設計」
（２）当面の「緊急改善」案
－現状の困難を打開するとともに、さらなる制度の後退を
許さない
４ おわりに
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社保協「提言（案）」のポイント
■ 「１」（はじめに） 介護の現状～「介護の社会化」とは何だったのか？
■「２」 施行２０年を経過した介護保険制度の問題点
① 高すぎる保険料・利用者負担 ② サービス利用への制限、選択の「不自由」
③ 低く据え置かれ続けてきた介護報酬 ④ 慢性化する人手不足、低い賃金・人員配置基準
⑤ 「自立」理念のすり替え、「自立」支援を強いる財政インセンティブの導入
■「３」 前文
［前段］ なぜ、こんな事態に
＊ 創設時／制度の設計＝利用者・事業者にとって「構造的欠陥」の組み込み
＊ 施行後／繰り返された制度の見直し＝「構造的欠陥」が増幅
［後段］ 介護保険自体が危機的な局面に
（１） 「保険あって介護なし」の広がりー重大な機能不全
（２） 現状、将来にわたる介護の担い手不足
（３） 保険料の高騰化－「払えない保険料」－このままでは保険財政の破綻必至
■ 「３」 本文 制度改革の課題＝国民が願う 真の「介護の社会化」へ
【１】 介護保険制度の「抜本改革」＝憲法２５条に基づく制度の「再設計」
－ 創設前に立ち戻り、制度の根幹部分の組み立て直し（「必要充足」の原則を貫く）
【２】 当面の「緊急改善」＝現状の困難の打開、制度のさらなる後退の阻止
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コロナ禍（コロナ対策禍）が明らかにした社会保障・介護基盤の脆弱さ
第６波

１年前
（第３波）

a
a
読売新聞
２０２１・１・２９夕

朝日新聞
２０２２・１・１５
東京新聞２０２１・１・２６

朝日新聞２０２２・１・２７

★ コロナ感染症は、これまで政府がすすめてきた給付削減一辺倒の介護保険改革（改悪）が、地
域の介護基盤をいかに切りくずしてきたかを浮き彫りに。他方、介護が社会を維持するために不可
欠なものであり、その担い手の処遇が低く留め置かれている現実を改めて社会に再認識させた。
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施行後丸２１年（２０００年→２１年）を経過した介護保険
■ 「介護の社会化」を高く掲げてスタート ････家族まかせにせず、社会全体で支える介護に！！

（厚労省資料より）

⇒ 公的制度による介護を受ける人が飛躍的に増大、介護保険は介護のありようを変えてきた
（※ サービス量、利用者数は増えたが・・・）

■ 一方で、深刻な介護困難が発生し、広がり続けている現実
－ 経済事情による利用格差、利用の地域格差、家族の介護負担の増大・介護離職高止まり、
なくならない「介護心中・介護殺人」、介護事業者の経営難・慢性化する人手不足

・

・・

■ 「介護の社会化」と言いながら ・・・・「介護の再家族化」＋「介護の会社（企業）化」の流れ
● 制度創設の背景に、１９９０年代の社会保障構造改革（高コスト構造の是正、営利・市場化）
★ 介護保険創設の目的（･･･「社会保障改革のフロントランナー」「地方分権改革の試金石」）
＝ ① 高齢者医療費の削減、② 高齢者福祉の抑制、③ 企業のビジネスチャンスの創出
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介護保険の制度設計＝利用を阻む「構造的欠陥」の組み込み
■ サービスの利用に至るまでのハードル
・ 申請（申請主義）
・ 給付資格・水準の「査定」システム＝要介護認定制度
・ 保険給付の上限設定＝区分支給限度基準額
（要支援：61,500円～要介護５：358,300円／月）
・ ケアプランの作成→ サービスの利用･･･契約方式

申
要介護認定

■ 応益負担制度－利用（「益」）に対応した利用料徴収
■ サービス利用の制約
● 介護報酬･基準による利用制限、「不適切事例」提示
● 自治体・地域のサービス基盤の整備水準の差
● ローカルルールの存在
■ 介護保険料（３年ごとに見直し）の支払い
● 強制徴収･･･年金天引き、未納・滞納者への制裁措置
● 介護保険料と給付費が直接連動するしくみ
－ 「サービスを削るか」「保険料を上げるか」のジレンマ
■ 利用者へのサービス費補償（現金給付）方式
（※ 医療保険＝ 「現物給付」（療養の給付））
■ 営利企業の参入容認・前提としたサービス基盤の構成
（※ 医療保険＝ 「非営利原則」を担保）

請
認定調査
↓
一次判定
↓
二次判定

非該当

要支援

要介護１～５

予防プラン

ケアプラン

予防給付

介護給付

利用料

利用料

（※ 介護保険スタート時 ２０００年４月）
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介護保険制度の経過－「構造的欠陥」の増幅
★ 見直しのスローガン＝「制度の持続可能性の確保」
時期区分

負担＝利用者負担

第１期

2000～2002年度

【 小泉内閣発足（２００１年４月）】

第２期

2003～2005年度

第３期

※2005年法「改正」 （2006年度施行）
2006～2008年度

第４期

2009～2011年度

第５期

※2011年法「改正」 （2012年度施行）
【第２次安倍政権発足
2012～2014年度

・施設等の居住費･食費徴収
（2005年10月）

医療崩壊・介護「崩壊」
【 民主党政権発足（２００９年９月）】

◆社会保障･税の一体改革

第６期

第７期

第８期

（２０１２年１２月）】

給付＝介護サービス

・基盤整備の総量規制
・給付「適正化」対策スタート

2,911円
3,293円

4,060円

・「新予防給付」創設
～要支援１・２を新設
・処遇改善交付金制度創設
・認定制度の全面見直し
（軽度判定化が加速）

4,190円

・処遇改善交付金を介護報酬に
編入(＝処遇改善加算）

4,972円

※2014年法「改正」 （2015年度施行）＝医療介護総合確保法（一括法） ★医療との一体改革
2015～2017年度
・利用料２割負担導入
・「総合事業」スタート
・補足給付に資産要件等を導入
・特養対象原則要介護３以上
※2017年法「改正」 （2018年度施行）＝地域包括ケア強化法（一括法） ★福祉との一体改革
2018～2020年度
・利用料３割負担導入
・生活援助「届出制」導入
・高額介護費の上限額引き上げ
・「共生型サービス」創設
・総報酬割導入
・財政インセンティブの導入
※2020年法「改正」 （2021年度施行）＝地域共生社会実現法（一括法）
2021～2023年度

介護保険料
（基準額平均）

・補足給付の資産要件等の見直し
（2021年8月～）

5,514円

5,869円

6,014円
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「制度の持続可能性」＝誰のため？ 何のため？
× ■ 利用者・家族が現在の生活を続けられること
×■ 事業所の経営が安定的に継続し、職員が長く働き続けられること
「保険財政」の持続可能性 （ ⇒ 給付抑制・負担引き上げが先行）
● 利用料の引き上げ（保険給付の切り下げ）
・ ２０１５年８月より（２０１４年法「改正」）
年金２８０万円（単身） ⇒ １割 から ２割へ
・ ２０１８年８月より（２０１７年法「改正」）
現役並所得者（単身で年金３４４万円以上）
⇒ ２割 から ３割へ
★ 「原則２割負担」への地ならし
● 補足給付（施設入所者の居住費・食費の負担軽減制度）の要件厳格化～２０１４年法「改正」
・ 資産要件の導入（一定額の貯金があれば対象外） ⇒ ２０２１年８月～
・ 配偶者要件の導入（配偶者が課税なら対象外）
資産要件の見直し、食費の引き上げ
● 高額介護サービス費の負担上限額の引き上げ（２０１８年８月より）
「一般」：３７,２００円→ ４４,４００円
● 特養ホームの入所制限＝原則「要介護３以上」に（２０１５年度より）
● 生活援助多数回利用の場合の届出制／事実上の上限設定（２０１８年１０月より）
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「８月からどう変わった？」－補足給付の流れ

①資産要件の見直し（預貯金）

基準額内
（補足給付の対象）

基準額超
（補足給付の対象外）

②所得段階の見直し

貯金を取り崩して
入所・利用継続

食費負担
変化なし

貯金額減少

食費負担
引き上げ
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補足給付見直しの影響（施設）－全日本民医連影響調査
［施設］ 補足給付見直しの影響（４７施設；１７８９人）

＜7月→ 8月＞

251
14.0％

897
50.1％
（影響なし）

（１） 補足給付の対象外となった入所者
↓
対象外となった理由（資産要件）
第２段階＝650万円超
第３段階①＝550万円超
第３段階②＝500万円超
不明

23
61
84
83

9.2％
24.3％
33.5％
33.1％

641
35.8％
（２） 食費の引き上げの対象となった入所者
（第３段階②に該当、＋22,000円／月）
★（１）＋（２）＝ 892名 (49.8％）

※ 経済状況が厳しくなっても 、費用をきりつめる、家族が負担するなどで入所を継続。外見
的には影響がみえなくなり、実態の検証もされないまま、継続されていく危険性がある
※ 介護保険のような社会保険制度にミーンズテストを持ち込むこと自体まったくの筋違い
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補足給付見直しの影響（短期入所）－全日本民医連影響調査
［短期入所］ 補足給付見直しの影響（６４事業所：４７７人）

＜7月→ 8月＞

（１） 補足給付の対象外となった利用者

（影響なし）

64

55
11.5％

13.4％

対象外となった理由（資産要件）
第２段階＝650万円超
第３段階①＝550万円超
第３段階②＝500万円超
不明

13
11
11
28

20.3％
17.2％
17.2％
43.8％

（２） 食費の引き上げの対象となった利用者
引き上げの内訳
第２段階に該当（＋210円）
第３段階①に該当（＋350円）
第３段階②に該当（＋650円）
不明

358
75.1％

106
80
164
8

29.6％
22.3％
45.8％
2.2％

★（１）＋（２）＝ 422名 (88.5％）

※ 補足給付の趣旨＝「低所得者の方々のサービス利用が困難とならないよう、負担上限額
を定め、介護保険制度として一定の補足給付を行う」 ⇒ 実態は 「細く・給付」
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可処分所得と要支援・要介護者の出現率
＜所得階層別要介護者割合＞
要支援＋要介護者の出現率％

17.2%

◆ 「可処分所得が低い層ほど
要支援・要介護者の出現率が高い」
※ 近藤克則『健康格差社会』

11.3%
8.4%
5.4%
3.7%

0%
0万円

1～99万円 ～199万円 200万以上

全体

★ 最も必要とする人に介護サービスが届かない構造的問題
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給付体系の推移（重点化・効率化）
２０００年４月

（２００５年「改正」）

２０１８年（８月）

２００６年４月

（１１年・１４年・１７年「改正」）

要介護５

要介護５

要介護５

要介護４

要介護４

要介護４

介護給付

介護給付
９割給付

要介護３

９割給付

要介護３

要介護３

１割利用料

１割利用料

要介護２

要介護２

要介護１

要介護１

要介護１

予防給付

◆支給限度額（上限額・円）
要介護１
要支援

165,800
61,500

要介護１
要支援２
要支援１

要支援２

（新）

165,800
104,000
49,700

★１

要支援１
地域支援事業

総合事業

要支援２

（一定以上所得）
２割利用料
３割利用料

予防給付

予防給付

（一部８割給付 ）
（一部７割給付）
原則１割利用料

要介護２

要支援

介護給付
原則９割給付

要支援１
（介護予防事業など）

地域支援事業
＜再 編＞

★ 軽度縮小＋中重度シフト、介護「医療化」＋福祉的サービスの縮小

一般介護予防事業
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総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）の創設・推進
予防給付（要支援１・２）の訪問介護・通所介護
「訪問型サービス」 「通所型サービス」

＜目的は給付費の抑制＞
● 「給付」から「事業」へ
－予算の上限を設定、なくなれば打ち切り
● 専門職から、無資格者・ボランティアへ

【訪問型サービス】
多様なサービス

基準
サービス
種別
サービス
内容

従前相当サービス
（予防給付相当のサービス）

訪問型サービスＡ

訪問介護員による身体介護、生活援助

生活援助等

緩和した基準による
サービス

訪問型サービスＢ 訪問型サービスＣ 訪問型サービスＤ
住民主体による支援

短期集中
予防サービス

移動支援

住民主体の自主活動と
して行う生活援助等

保健師等による居宅
での相談指導等

移送前後の
生活支援

● 既にサービスを利用しているケースで、
サービスの利用の継続が必要なケース
● 以下のような訪問介護員によるサー
対象者と ビスが必要なケース
サービス提 ・認知機能の低下により日常生活に支障
供の考え がある症状・行動を伴う者
・退院直後で状態が変化しやすく、専門
方
的サービスが特に必要な者 等

・体力の改善に向け
た支援が必要なケー
ス
・ＡＤＬ、ＩＡＤＬの改善
に向けた支援が必要
なケース

★ 状態等を踏まえながら、多様なサービ ★状態等を踏まえながら、住民主体による支援等
スの利用を促進していくことが重要。
「多様なサービス」の利用を促進
実施方法
基準
サービス
提供者（例）

※３～６カ月の短期間で
行う

みなし指定（２０１７年３月まで）

事業者指定 ／ 委託

補助（助成）

直接実施／委託

予防給付の基準を基本

人員等を緩和した基準
（１０数時間の研修）

個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた
独自の基準

主に雇用労働者

ボランティア主体
（有償・無償）

保健・医療の専門職
（市町村）

訪問型サービスＢ
に準じる

★ 従前相当サービスやＡ型サービスを利用する場合、モニタリングに基づき可能な限り住民主体の支援に移行していくことを検討すること

特養の待機者数（申し込み者数）－２０１９年４月１日現在
特養申込者数（厚労省）

■ 想定されている対象との乖離～サ高住

（単位：万人）

要介護 要介護
１・２
３～５ うち在宅

合計

２０１４・３

17.8

34.4

15.2

52.2

２０１６・６

(7.1)※

29.5

12.3

29.5

２０１９・４

(3.4)※

29.2

11.6

29.2

※ 「参考値」＝特例入所（要介護１・２）
〔要件（勘案事項）の案〕
● 認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・
行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状
態であるか否か。
● 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような
症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が
困難な状態であるか否か。
● 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安
心の確保が困難な状態であるか否か。
● 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、
家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや
生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困
難な状態であるか否か。

● 入居者の８割が要介護認定者
● そのうち３割は要介護３以上
● 年間３０００件以上の事故が発生
（多くは転倒骨折）

★ 特例入所の判断に当たっては、･･･その判定手続きに
おいては、市町村の適切な関与が必要。

読売新聞 ２０１７年６月１日夕刊
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

生活援助届け出制（２０１８年１０月）＝「ケアプランの適正化」
（平均値）

◆ 厚労大臣が示す「一定回数」（２０１８年５月）
要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

２７回

３４回

４３回

３８回

３１回

ケアマネジャーがケアプランを届け出

１ＳＤ
２ＳＤ

全国「平均」利用回数＋２×「標準偏差」（ ２ＳＤ）

「不適切」な場合は「是正」を求める
● 「ケアプランの適正化」＝１０月分より開始
① 生活援助が「一定回数」以上のケアプランを市町村に＜届出＞
② 市町村が地域ケア会議等で＜検証＞
③ 利用が「不適切」だと判断されれば、担当ケアマネジャーに＜是正＞を求める
● 事実上の利用回数の「上限」設定 （ → 届出回避による利用「自粛」 ⇒ 在宅生活の困難）
● 統計的（＝機械的）手法による「一定回数」の設定（個々の事情や利用の実態は反映されない）
● 利用回数の減少 → 平均回数の減少 → 「一定回数」（基準）の引き下げ → ・・・・
● ２０２１年度介護報酬改定で導入
＝ 区分支給限度額の７割以上を利用し、かつ全サービスにおける訪問介護の利用が６割以
上に達しているケアマネ事業所を市町村が抽出し、その事業所のケアプランを点検
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

介護保険料→ 定額負担＋低所得者軽減措置

● 基準額の引き下げ
● 低所得者減免の拡充
● 所得段階区分の見直し

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

第８期介護保険料（基準額全国平均）

第７期：５,８６９円 ⇒⇒⇒ 第８期：６,０１４円
（第１期：２,９１１円）

＜増減（第８７期→第８期） の内訳＞
引き上げ

７６３保険者

４８.６％

据え置き

５６９保険者

３６.２％

引き下げ

２３９保険者

１５.２％

滞納処分
１７年度
実施保険者数

１８年度

１９年度

６５０

６４２

６６１

差押さえ決定人数

１５,９９８

１９,２２１

２１,５７８

うち滞納保険料充当人数

１１,１９３

１３,７４３

１６,０７２

１８年度

１９年度

滞納者に対する保険給付の制限
１７年度
①保険給付の償還払い化

２,６９６

２,７１４

２,５９１

②保険給付一時差し止め

３２

５５

５６

１１,２５３

１１,５５２

１１,２３６

③保険給付の減額等

※ ①１年以上滞納、②１．５年以上滞納、③３年以上滞納
＃ 全日本民医連２０２１年度介護･福祉責任者会議（１１／１２）

医療との一体改革＝政府がめざす「２０２５年の医療・介護の将来像」
「入院から在宅へ」「医療から介護へ」、さらに「介護から市場・ボランティアへ」
川上

高度急性期

都道府県

急性期

（４７）

病床機能の再編
地域医療構想

医療保険

回復期
医療費削減
（入院医療費）

地域医療構想区域

慢性期

－二次医療圏－

病床再編
重点化・効率化
・ 中重度シフト
・ 軽度切り捨て

（３４１）

介護保険施設

地域包括ケアの確立

介護保険
サービス

介護保険事業計画

市町村

居宅介護支援
居宅サービス
地域密着型サービス
居住系サービス

（１７１８）

在宅医療

介護保険

住まい
総合事業
（第１号事業）

川下

※卒業

日常生活圏域

市場サービス
インフォーマルサービス

－中学校区－
（５７１２）

※厚労省資料より作成

地域包括ケア
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

「川上」の改革＝地域医療構想に基づく病床の機能再編・削減
２０２５年医療機能別必要病床数推計（２０１５年６月）
＝各地の地域医療構想の「目安」
現状：１３４．７万床
↓ ↓
現状投影：１５２万床
改革後：
１１５万床
～ １１９万床程度

★ 非稼働病床＝不要病床
★ 潜在的需要把握せず

介護医療院
（２０１７年改正）

公立・公的病院の再編･
統合を先行実施
（対象４４０病院名を公表）

地域包括ケア

東京新聞２０１９・１０・５
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

「川下」の改革 ＝“受け皿”としての地域包括ケア
● 「２０２５年度（平成３７年度）を目途に。「高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限
り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう､地域の包括的な支援・サー
ビスの提供体制」（＝厚労省ホームページ）

中重度ケア・医療的ケアにシフト
軽度介護は縮小、「自立」促進

■ 政府が推進している地域包括ケアの基本理念＜「四助論」＞

自助
＞互助＞共助＞公助
自助・互助・共助・公助
政府=「順番を間違えないこと」

自助･･･自前で＝本人の自己責任・家族の連帯責任、購入
互助･･･住民主体の活動で＝地域の共同責任、企業も参入
共助･･･社会保険 ＝“「負担」の見返りとしての「給付」”
公助･･･公費（生活保護など） ＝対象限定、内容制限

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/ Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

福祉との一体改革＝「地域福祉」から「地域共生（社会）」へ
制度・分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人
と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社会

○ 地域課題の解決力の強化
○ 地域ごとのつながりの強化

○ 地域を基盤とする包括的支援の強化
○ 専門人材の機能強化・最大活用
※厚生労働省資料

■ 「改正」社会福祉法／地域包括ケア強化法（２０１７年）
第４条（地域福祉の推進）
地域住民は、地域福祉の推進にあたっては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、
介護、介護予防、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域
社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加
する機会が確保される上での各般の課題（地域生活課題）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う
関係機関との連携等により、その解決を図るよう特に留意するものとする
■ 憲法第２５条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない

国と住民
「主語」の

入れ変え

★ 住民が、地域生活課題を「我が事」としてとらえ、行政と「連携」して「丸ごと」支援する
（＝ ❶ 公的給付の「下請け（互助）化」、❷ 公的給付（サービス・相談事業、体制等）の「効率化」）

我が事・丸ごと地域共生社会 → 我が事（を住民に）「丸投げ」 ､ 地域（に）“強制”社会
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

介護保険の変質①＝財政インセンティブの導入（２０１８年度～）
－「成果」を挙げた市町村に対して、｢成績」に応じて交付金を傾斜配分－
■ 地域差の「見える化」 ～認定率、１人あたり給付費など

（都道府県別要介護認定率）

■ 「自立支援・重度化予防」に成果を上げた自治体に
交付金を支給
（１） 評価項目に沿って取り組みを評価＝点数制
（２） 厚労省に提出（毎年１０月）
（３） 点数（＝成績）に基づき交付金を配分・支給
＜財政的インセンティブの付与＞（財政的誘導）
･･･保険者機能強化推進交付金、介護保険者努力支援交付金

【評価項目（一部）】 ･･･都道府県２０項目、市町村６１項目
● 介護保険事業に関する現 状や将来推計に基づき、２０２５年度に向けて、自立 支援、重度化防止等に
資 する施策について目標及び目標を実現するための重点施策を決定しているか ＜１０点＞
● 生活援助の訪問回数の多いケア プラン（生活援助ケアプラン）の地域 ケア会議等での検証について、
実施体制を確保しているか ＜１０点＞
● 一定期間における要介護認定者の要介護認定の変化率の状況はどのようになっ ているか ＜１０点（加
点あり）＞
● 介護給付の適正化事業の主要５事業のうち、３事業以上を実施しているか ＜１０点＞
● 給付実績を活用した適正化事業を実施しているか ＜１０点＞
● ２０１９年度からは
● ケアプラン点検をどの程度実施しているか ＜１０点＞
「減点」評価も

★ 市町村を給付費削減に駆り立て、競わせるしくみ（保険者機能をゆがめる制度）
★ 事業者に対する指導・監督の強化へ
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

介護保険制度の変質②＝「自立」理念の転換（書き換え）
“「自立」＝介護が要らない状態”
未来投資会議

★民医連新聞「メス」
（２０１８年５月７日）

２０１６・１１・１０

（成長戦略を検討する審議会）

政府が示した
「自立」理念

■ 安倍首相（当時）＝会議最後の発言
「パラダイムシフトを起こす。介護が要らない状態
までの回復をめざす」
「これからは、高齢者が自分で出来るようになることを
助ける『自立支援』に軸足をおく」
● ２０１８年度の報酬改定で、要介護度を改善させた事
業所の報酬を引き上げ、 ２０１８年度以降は、「自立支
援」や回復に後ろ向きな事業所の報酬の減額を検討
⇒ 結果（アウトカム）に対する評価を重視

★ 食事・入浴介助等の「お世話型介護」から
「自立支援型介護」へ
※ 数値化できる介護＝質の高い介護＝「科学的介護」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/

▼ 「自立支援マン参上！」。
先日ある新聞に掲載された
イラストだ。右手を振りかざ
し自立支援マンは言い放つ。
「ふくれあがる介護保険の財
政を守るため、みなさんにで
きることは自力でやっていた
だこう」。その脇で「あれ？」と
つぶやく老夫婦。妻「『みんな
の心身を守るため』じゃなかっ
たっけ？」、夫「キャラがぶれ
とるぞ」

（朝日新聞Ｂｅ ２０１８・２・２４）

▼ 思わず吹きだしてしまったが、現行介護保険への鋭い指摘。昨年の
制度見直しに関わって、介護保険が掲げる「自立」の理念が、「介護を
要しない状態」という意味に事実上「書き換え・改ざん」されたからだ
▼ この４月からは、「自立」支援の成果に応じて自治体に交付金を配
分する財政支援制度がスタートした。費用削減を自治体に競わせるイ
ンセンティブ改革だ。現在一部の自治体の総合事業で、介護サービス
からボランテアへの移行（「自立＝卒業」という名の「強制退学」）によっ
て深刻な人権侵害が生じている。新たな財政支援制度はこうした流れ
を加速させる危険性がある
▼ 介護保険法の目的条項は「自立支援」の前に「尊厳の保持」を置く。
「尊厳」抜きの「自立」の強要はキャラぶれならぬ法律違反。「必要な
サービスを使ってその人らしく暮らすこと」が本来の自立のはず。制度
理念をめぐるたたかいも正念場だ。
（林 記）

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

低く据え置かれ続けてきた介護報酬
介護報酬改定（率）の推移
改定年
2003年度
2006年度
2009年度

▲2.3％
▲2.4％
＋3.0％

2012年度

＋1.2％

2015年度
2018年度
2021年度

▲2.27％
＋0.54％
＋0.70％

※ ３年毎の本改定のみ

改定率
施設等での居住費・食費の自己負担化
実質▲0.8％
→処遇改善交付金（報酬換算2％）を介護報酬に編入
処遇改善等で＋2.21％、基本報酬で▲ 4.48％
通所介護等で▲0.5％の適正化
このうち＋0.05％はコロナ対策「特例的評価」（21年9月末で終了）

★ 第８期の通算改定率＝＋０．６７％

老人福祉・介護事業者の倒産件数（東京商工リサーチしらべ）
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3

3

8

4

11

15

23

35

46

38

27

19

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

33

54

54

76

108

111

106

111

118

81

● 「倒産」にふくまれない「休廃業・解散」＝４５５件(２０２０年） ⇒調査を開始した２０１０年以降過去最多
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

「慢性化＋深刻化」する介護現場の人手不足
有効求人倍率の推移（介護関連職・全職業）
4.20
3.90
3.50

介護関係職種

ヘルパー

15.01

3.02

全職業
2.59
2.31

2.22

2.00
1.68
1.10
0.83

0.92

1.02

1.58

1.48

1.38
1.00

1.74 1.82

1.31

0.84
0.44

0.48

0.59

0.72

0.83

0.97

1.08

1.22

1.35

1.45

1.45

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
※出典：厚労省「職業安定業務統計」、総務省「労働力調査」。パートタイムを含む常用の原数値

“介護崩壊”（マスコミ報道）

（corona）
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

介護職員の必要数 （第８期介護保険事業計画より）

■ ケアマネ不足も深刻

■ ヘルパーの年齢構成
１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代

0％

1.0％

5.9％

20.2％

35.3％

30.2％

7.5％

全労連・介護労働実態調査（2018･10・1～2019・1・31） N=1897

■ 介護従事者の給与平均（賞与込み）
平均年齢
（歳）

42.4
43.1
48.9
42.6

全産業労働者平均
介護職員（①②の加重平均）
ホームヘルパー ①
福祉施設介護職員 ②

賞与込み給与

勤続年数（年）

（万円）

11.0
7.1
7.3
7.1

37.3
28.8
27.3
28.9

厚労省・２０１９年賃金構造基本統計調査

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

制度のしくみが利用困難をつくり出している（民医連調査より）
Ｎ＝５２０（５２０事例）
要支援
１・２

合 計
■ 1 利用料などの費用負担が大変
■ 2 認定結果と実際の状態が合っていない
3 予防給付への移行や軽度者に対する福祉
■
用具の制限
■ 4 支給限度額をオーバー
5 自治体独自の解釈（ローカルルール）によ
■
る利用制限
6 施設等に入れない、受け入れ先が見つか
■
らない
7 上記「6」が特に医療的処置を要することが
■
理由 となっている
■ 8 その他
合 計

要介護
１・２

227
118

32
55

81
49

114
14

45

31

14

0

119

9

49

61

11

0

4

7

154

15

60

79

44

3

6

35

108
826

34
179

67
330

7
317

要支援１、２

合

要介護
３～ ５

5.3%

計

13.1%
27.5%

18.6%
14.3%
14.4%

1.3%

5.4%

要介護１、２

要介護３～５

11.0%
19.0%

1.7%
0.0%

17.9%

20.3%
1.8%

8.4%

5.0%

30.7%

18.2%

17.3%
1.2%

14.8%
14.8%

2.2%

24.5%

4.2%

全日本民医連「介護保険１０年検証調査報告」（２０１３年）より

36.0%
24.9%

2.2%

19.2%

0.0%

4.4%

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

介護保険制度が直面している「３つの危機」
[サービス] [ヒト] ［カネ］
❶ 「保険あって介護なし」の広がり＝重大な機能不全
⇒ 必要なサービスを「利用できない」「提供できない」
❷ 現在・将来にわたって介護の担い手不足
❸ 保険料の高騰化－「払えない保険料」へ
⇒ このままでは保険財政の破綻必至

「介護保険は『国家的詐欺』となりつつあ
るように思えてならない」
（堤修三氏－介護保険創設時の厚生省幹部）

■ 当初 宣伝されていた介護保険のメリットは･･･
● 「保険料を払うことで権利性が保障される」

⇒ 「負担なくして給付なし」 ～深刻な介護困難
保険料を払っていても利用できない
● 「サービスを自由に選択できるようになる」

⇒ 限られた選択肢の中で事業所を選べる程度
施設か、在宅か、生活の基本の選択不自由
経済的事情による介護格差
● 「競争によって質の向上を図ることができる」

⇒ コムスン事件で破綻！

シルバー産業新聞 ２０１５・１１・１０
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

岸田内閣＝全世代型社会保障改革の継承を明言
★ 「分配なくして次の成長なし」
⇒ 「まずは成長、成長の果実を分配」

経団連・経済同友会、日本商工会議
所 ⇒ 財界３トップが構成メンバーに

朝日新聞 ２０２１・１０・１６

● 「新しい資本主義実現会議」
（１０月１５日設置、２６日に第１回目の会合）

● 全世代型社会保障構築会議
● 公的価格評価検討委員会
※公的価格＝介護･診療報酬
（介護職、看護師、保育士の給与の引き上げ）

◆ 「アベノミクス」の再起動

東京新聞
２０２１・１０・１２

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

処遇改善に向けた政府の政策
今年２月から月９０００円の給与引き上げ

ヒト桁違う！

（介護職員処遇改善支援補助金）

● 職員全員が９０００円引き上がるわけではない
･･･サービス事業ごとに異なる補助率、「柔軟な配分」
● ケアマネジャー（居宅介護支援事業９、訪問看護など
一部サービス事業は対象外（分断の持ち込み）
しんぶん赤旗 ２０２１年１２月２６日

■ １０月以降は介護報酬（「公的価格」）に上乗せ ⇒ 利用料負担に反映＋国の負担は４分の１に（コストシフト）
★「公的価格評価検討委員会」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/index.html

■ 引き上げの財源＝消費税 （社会保障・税一体改革フレーム「社会保障の充実」分から拠出）
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

岸田政権の「分配」政策（賃金上昇策）

第３回「新しい資本主義実現会議」・厚労省提出資料（２０２１年１１月２６日）

★ 「分配なくして次の成長なし」⇒ 「まずは成長、成長の果実を分配」
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

ＩＴ機器導入による職員体制の効率化（労働生産性の向上）
規制改革推進会議（医療・介護ＷＧ）に内閣府が提案
★職員を機械に置き換えて配置基準引き下げ
・ 「３：１」 → 「４：１」 ・ 有料老人ホームから見直し開始
・ 特養＝ユニットの定員を１０名以上に

経団連 「Society5.0時代のヘルスケアⅢ」（２０２２・１・１８）

日経新聞 ２０２１年１２月２１日

労働生産性を５％向上させる
（医療・福祉サービス改革）
https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/005.html

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

前回の見直しの論点 ⇒ 実施＋引き継がれた課題
■ 被保険者・受給者の範囲の見直し
■ 補足給付に関する給付のあり方

※ 「引き続き検討」
⇒ 実施（２０２１年８月～）

■ 多床室での室料徴収の拡大－老健施設等
■ ケアマネジメントに関する給付のあり方
（ケアプランの有料化）

※ 「引き続き検討」

※ 「引き続き検討」

■ 軽度者への生活援助等に関する給付のあり方
※ 「引き続き検討」
（要介護１、２の生活援助等の総合事業への移行）
■ 高額介護サービス費の負担上限額の引き上げ ⇒ 実施（２０２１年８月～）
■ 「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準の見直し ※ 「引き続き検討」
（利用料２割負担・３割負担の対象拡大）
■ 現金給付 ※ 「現時点で導入することは適当ではなく･･･」
第８０回介護保険部会（２０１９・８・２９）資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06352.htm

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

次期見直しの論点

利用料２割負担・３割負担の対象拡大

■ 利用料の引き上げ
２０１５年８月～：「一定以上所得」＝２割、 ２０１８年８月～：「現役並み所得」＝３割

（※ １）

（※ ２）

※ １）「合計所得金額２２０万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額３４０万円以上（単身）」⇒ 単身で年金収入のみの場合「３３４万円以上」
※ ２）「合計所得金額１６０万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額２８０万円以上（単身）」⇒ 単身で年金収入のみの場合「２８０万円以上」

介護保険制度の見直しに関する意見 （２０１９・１２）
「利用者への影響 等を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当である」
＜賛成意見＞「中小企業や現役世代の負担は限界」、「将来的には利用者負担の原則２割化を議論していくこ
とが必要」、「負担する能力のある人は負担するべき」、「現役並み所得の基準の見直しについてしっかりと議論
を進めるべき」「負担能力に応じて広く薄く負担をお願いする観点から２割負担の対象の拡大が必要」、「医療と
のバランスも考えて全て原則１割負担でよいかも検討すべき」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08698.html

次期見直しの論点

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

要介護１、２の生活援助等の総合事業への移行

布石＝｢総合事業の弾力化」

第８７回介護保険部会（２０１９・１２・５）資料

介護保険制度の見直しに関する意見 （２０１９・１２）
● 「総合事業の実施状況や介護保険の運営主体である市町村の意向、利用者への影響等を踏まえながら、引き
続き検討を行うことが適当である。」
＜賛成意見＞「中小企業や現役世代の負担は限界に達しており、制度の持続可能性を確保するた め」「人材や
財源に限りがある」「 『大きなリスクは保険制度で、小さなリスクは自己負担で』★という考え方に基づき、給付と
負担にメリハリを付けることが必要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08698.html

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

次期見直しの論点

ケアプランの有料化

介護保険制度の見直しに関する意見 （２０１９・１２）

第８７回介護保険部会（２０１９・１２・５）資料

● 「ケアマネジメントに関する給付の在り方については、利用者やケアマネジメントに与える 影響を踏まえなが
ら、 自立支援に資する 質の高いケアマネジメントの実現や他のサービスとの均衡等幅広い観点から、引き続
き検討を行うことが適当である。」
＜賛成意見＞ 「中小企業や現役世代の負担は限界に達しており、制度の持続可能性を確保するため、見直しを
確実に実施すべき。」「能力のある人には負担していただくことも重要」「ケアマネジャーの処遇改善を図るのであ
れば財源を確保するために利用者負担 を導入すべき。」「他のサービスでは利用者負担があることを踏まえ、見
直しを実施すべき。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08698.html

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

【経団連】 医療･介護制度改革の基本的な考え方(次期改革の方向性）

経団連「今後の医療・介護制度改革に向けて」（２０２１・１０・１２） https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/091.html
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

政府が描く介護保険の将来像（＝財務省の最大願望２０１５）
現在（２０１７年「改正」法実施後）

「給付」
★原則８割給付

要介護４
要介護３

（利用料２割負担）

介護給付

一部７割給付

★原則９割給付

（利用料３割負担）

自己負担サービス

要介護５

２０××年
要介護３～５

２２５万人
３５．０％

（利用料１割負担 ）

一部８割、７割給付

要介護２

「事業」
地域支援事業
（総合事業）

予防給付

要支援１

総合事業
訪問介護
通所介護

自己負担サービス

要介護１
要支援２

要介護１、２

（利用料２割、３割負担）

２４２万人
３７．６％
認定者の

６５％が
要介護２以下
（２０１８・４）
要支援１、２

１７６万人
２７．４％

● 要介護３以上＝「給付」～全国一律の基準、ただし原則８割給付＝利用料は原則２割に
● 要介護２以下＝「事業」～市町村の実情に応じて実施、「予算」がなくなれば打ち切り！
● 生活援助・福祉用具・住宅改修～ 「全額自己負担化」＝介護保険そのものから除外
小さなリスクは「自助」で

財政審資料（２０１５・４・２７）等より 作成 Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

改革の基本法＝「社会保障制度改革推進法」 （２０１２年８月）
★社会保障・税一体改革、全世代型社会保障改革
自助・［共助］（★すりかえ）・公助 ＋絆
第二条 基本的考え方
社会保障制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする
一 自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立し
た生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じ
てその実現を支援していくこと

「国の責任による生活・生存の保障」⇒ 「国民相互の助け合い」
＜社会保障理念の「書き換え（改ざん）」＞
２５条の立法改憲
※「自助・共助・公助の適切な組み合わせ」⇒ 自助＞共助＞公助（“順番を間違えないこと”）
・ 自助 本人の自己責任、家族の連帯責任、住民の共同責任（互助）。市場サービス購入も「自助」
・ 共助 社会保険＝負担の見返りとしての給付（＝“負担なくして給付なし”）、給付内容の削減
・ 公助 全額公費による社会保障制度（生活保護など）→ 対象を限定、内容も制限・切り下げ

第七条（介護保険制度）
政府は、介護保険の保険給付の対象となる保健医療サービス及び福祉サービス （以
下「介護サービス」という。）の範囲の適正化等による介護サービスの効率化及び重
点化を図るとともに、低所得者をはじめとする国民の保険料に係る負担の増大を抑制
し つつ必要な介護サービスを確保するものとする
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

【経団連】

経団連「今後の医療・介護制度改革に向けて」（２０２１・１０・１２） https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/091.html
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

「抜本改革」 「緊急改善」の内容（項目）
■ 「抜本改革」

■ 「緊急改善」

（１） 給付と負担のあり方に関わること

（１） 介護保険制度の緊急改善

① 介護保険料について
② 利用者負担について
③ サービス利用の仕組みについて
④ 給付の体系について

① 費用負担について
② 認定システム、保険給付の上限について
③ 給付、サービス基盤の整備について
④ 介護報酬について
⑤ 介護保険財政について

（２） サービス提供のあり方に関わること
① 介護報酬について
② 介護従事者の処遇改善・職員確保について
③ 介護サービス基盤整備に関して

（２） 介護従事者の処遇改善、働く環境の整備

（３） 制度理念について

（４） 新型コロナウイルス感染症への対応
－現状の困難の打開と今後の備え

（３） 保険者機能に関すること

（４） 財政運営・保険者のあり方について
（５） 国・自治体（保険者）のサービス保障責任
について

（５） これ以上の制度の後退を許さない
－次期の見直し（２３年法「改正」）に向けて

（6）関連する制度の見直しについて
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

介護保険制度の「抜本改革」案
－本来の社会保険への転換をめざす制度の「再設計」
介護保険制度は、「介護の社会化」という大きな期待を背負いつつも、利用者（受益
者）負担、保険給付の上限設定（支給限度額）をはじめ、出来るだけサービスの利用を
抑え込む仕組みを組み込んで創設されました。施行後は、政府による相次ぐ制度の見
直しによって、利用者負担は引き上げられ、サービスは削られ、事業所に支払われる
介護報酬は低く抑え込まれる一方、介護保険料は右肩上がりに上昇を続けています。
こうした経過の中で利用者や介護現場での様々な困難が広がっており、さらに介護
保険自体が、①「保険あって介護なし」という制度の機能不全、②打開を見通せない深
刻な介護の担い手不足、③保険料の支払い困難がまねく財政破綻－という危機的な
状況に直面しています。
高齢化の進展に伴い、介護の需要は今後いっそう増大していきます。いま必要なの
は、創設時に立ち返った介護保険制度の立て直し＝「再設計」です。憲法２５条を土台
にすえ、介護が必要な時に必要なサービスが保障される「必要充足の原則」を貫いた
「本来の社会保険」へと転換させることが必要です。そのためには、利用者・事業所の
直接契約に基づくサービス費補償方式（現金給付）から、国、自治体が介護保障に最
終責任をもつ現物給付方式に切り替えることが不可欠です。その裏付けとなる財政措
置の強化（保険財政に対する国庫負担割合を大幅に増やす、介護保険財政とは別立
てで公費を大胆に投入する）も必要です。
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

「抜本改革（案）」①
（１） 給付と負担のあり方に関わること
① 介護保険料について
○ 所得に応じた定率負担制に変更。市町村民税非課税者から保険料を徴収しない
○ 年金天引き制度（特別徴収）、未納者・滞納者に対する制裁措置の廃止
○ 介護保険料の減免制度の法定化
② 利用者負担について
○ 利用料の廃止
○ ホテルコスト（居住費・食費）について、入所・利用に支障を来さないよう必要な補償の実施
③ サービス利用の仕組みについて
○ 現行の要介護認定制度の廃止。保険給付の上限（区分支給限度額）の撤廃。利用者の介護の
実態に見合った給付内容を保障
○ サービスの内容は、ケアマネジャーの裁量を高め、ケアマネジャーと本人、家族が協議して決定
する。市町村は必要十分なサービス確保に責任を果たす
④ 給付の体系について
○ 訪問看護、リハビリテーション等の医療系サービス、施設での医療提供は医療保険に戻す
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「抜本改革（案）」②
（④ 給付の体系について－続き）
○ 「公平・中立」が要請される居宅介護支援、介護保険対応にとどまらない役割をもつ地域包
括支援センター）は、介護保険から切り離し一般財源化
○ 一般介護予防事業は保健事業に移す

（２） サービス提供のあり方に関わること
① 介護報酬について
○ サービス利用の対価ではなく、「介護の質の維持・向上」「経営の安定性・継続性の担保」
「働き続けられる労働環境の確保・維持」「感染症・自然災害等への適切な対処」等が可能とな
るよう、人件費をはじめとする必要経費の補償を行う考え方に改める
○ 基本報酬の底上げ。加算は政策誘導の手段ではなく、事業所の特徴的な取り組みを評価
○ 改定に際して、介護事業所の経営実態の適切な反映
② 介護従事者の処遇改善・職員確保について
○ 介護の公共性をふまえ、全ての介護従事者の賃金を専門性にふさわしい水準に引き上げ
○ 行き届いたケアの実現、ケアの質の向上、実務負担の軽減、感染症・自然災害等の備え等
が可能となるよう、現行の人員配置基準の大幅な引き上げ
○ 正規雇用を基本に、実効性のある職員確保対策の実施。常勤換算方式の廃止
○ 養成施設に対する支援の強化
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「抜本改革（案）」③
③ 介護サービス基盤整備に関して
○ 特養建設等に対する助成制度の復活、介護サービス基盤整備に対する国の財政支援の抜
本的な強化
○ 地域の実情に応じた、感染症・自然災害を想定した緊急時の介護サービスの提供支援体制
の構築
○ 多様な事業者によって介護サービスが提供されることを前提に、介護の公共性が確保される
仕組みの確立

（３） 制度理念について
○ 「自立」の理念を、「介護サービスが要らない状態」ではなく、「必要な介護サービスを利用し
ながら、その人らしく生活すること」に改める

（４） 財政運営・保険者のあり方について
○ 介護保険料と給付費が直接連動しないよう、財政運営や保険者のあり方の抜本的な見直し

（５） 国・自治体（保険者）のサービス保障責任について
○ 利用者・事業者の個別契約に基づくサービス費補償方式（現金給付）から現物給付方式に切
り替え、国・自治体（保険者）が介護サービス保障に最終責任を負う制度に転換

（６）関連する制度の見直しについて
○ 公費による高齢者福祉制度（現行老人福祉法）の拡充を図る
○ 「介護保険 ６５歳優先原則」を規定した現行障害者総合支援法第 7 条の廃止
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現物給付方式ではなく、利用契約に基づくサービス費補償方式

保険者
（市町村）

＊保険者は利用者に費用を支払う
－必要なサービスを利用できたのか
まで関知しないしくみ
＊保険給付の上限を金額で設定可能

＜利用料１割負担の場合＞

介護報酬

サービス費用
（９割分）

※ 代理受領

介護サービス

利用者
（被保険者）

（購 入）

事業者
利用料（１割分）

利用契約

（※ 医療＝「療養の給付」）

＜第４１条＞市町村は、要介護認定を受けた被保険者（･･･）が、（･･･）居宅サービス（以下「指定居宅サービス」と
いう。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用（･･･）について、居
宅介護サービス費を支給する。
＜第４１条６＞居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき（･･･）は、市
町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した
費用について（･･･）、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。
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当面の「緊急改善」案
－現状の困難を打開するとともに、さらなる制度の後退を許さない
当面の課題は、利用者、事業所、介護従事者が現状で抱えている困難を早急に打
開するための制度の緊急改善をはかることです。これまで政府が進めてきた給付削
減・負担増の制度見直しは利用者・家族に深刻な介護困難・生活困難をもたらしてい
ます。重い利用料負担のため必要な介護サービスの利用を断念するケースはあとを
たちません。家族の介護を理由に仕事を辞めざるを得ない「介護離職」は毎年10万人
前後で推移しています。「介護心中・介護殺人」と称される痛ましい事件もたびたび報
じられています。高齢者の生活を支える介護事業では、厳しい経営難と深刻な人手
不足が続いています。
また、強い反対の声を前に先送りとなった「ケアプランの有料化」「要介護１、２の訪
問介護等の地域支援事業への移行」などの見直し案は、3年後の「改正」において
「引き続き検討する」とされています。これ以上制度を後退させることは絶対に許すこ
とはできません。
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「緊急改善（案）」①
（１） 介護保険制度の緊急改善
① 費用負担について
○ 利用料の ２ 割負担、３ 割負担を 1 割へ。低所得者を対象とした利用料の減免措置の実施
○ 補足給付の「資産要件」「配偶者要件」を撤廃。認知症グループホーム、特定施設に対象を拡
大。２０２１ 年８ 月から実施が予定されている補足給付の新たな見直しの中止
※ 補足給付＝低所得者を対象とする施設等での居住費・食費の負担軽減制度
○ 公費の投入による介護保険料の引き下げる
② 認定システム、保険給付の上限について
○ 軽度に判定されやすい認知症など、個々の状態が正確に反映されるよう、認定システムの大
幅な改善
○ 区分支給限度額（保険給付の上限額）の大幅な引き上げ
③ 給付、サービス基盤の整備について
○ 総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）の「従前相当サービス」を保険給付（現行予防
給付）に戻す。要介護者（要介護１～５）に対象を広げる「弾力化」の撤回
○ 特養の入所対象を要介護１以上に戻す
○ 生活援助を「一定回数以上」利用する場合のケアプラン届出制の廃止
○ 福祉用具貸与について、貸与価格の上限設定の撤廃る
○ 特養などの施設建設、地域密着型サービスの整備に対する財政支援の強化
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

「緊急改善（案）」②
④ 介護報酬について
○ 介護報酬の土台となる基本サービス費（基本報酬）の大幅な底上げ
○ 新型コロナウイルス感染症に伴う新たな事業環境（「密」の回避など）にふさわしい報酬・諸
基準への見直し
○ 改定に際しては小規模事業所などの経営実態を適切に反映させること
○ サービス利用に支障が生じないよう、利用料負担を軽減措置の実施
⑤ 介護保険財政について
○ 以上の制度改善、高齢者の介護保険料負担の軽減を実現するために、保険財政における
国庫負担割合の大幅な引き上げ（当面５ 割まで引き上げ）

（２） 介護従事者の処遇改善、働く環境の整備
○ 介護施設・病院等の就業場所や職種を問わず、すべて介護従事者の給与を少なくとも全産
業平均水準まで引き上げ。その財源は消費税以外の国費とする
○ 介護従事者の大幅増員。ロボット、ＩＣＴの導入による人員配置基準の緩和・削減を行わない

（３） 保険者機能に関すること
○ 介護給付費の削減を目的にした「適正化」事業の廃止
○ 保険者を給付の抑制に駆り立て、競わせる保険者機能強化推進交付金制度、保険者努力
支援制度など財政インセンティブ政策の廃止
○ すべての自治体に介護・福祉行政を担う専門職の配置
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「緊急改善（案）」③
（４） 新型コロナウイルス感染症への対応－現状の困難の打開と今後の備え
○新型コロナウイルス感染症に対する対策の強化
ー 衛生用品・防護具の安定的な供給、介護従事者・利用者・家族に対する必要な
ＰＣＲ検査の迅速な実施、介護従事者への支援など、
○ 感染対策に伴うかかり増し費用、利用控えによる減収分を公費で補填

（５） これ以上の制度の後退を許さない
－次期の見直し（２０２３年法「改正」）に向けて
＜以下の見直し案の検討・実施中止を求める＞
＊ 被保険者・受給者範囲の見直し（＝ 被保険者の年齢を３０歳以上に引き下げ）
＊ ケアプランの有料化
＊ 要介護１、２の生活援助、通所介護等の地域支援事業への移行
＊ 多床室の室料負担の拡大
（＝ 特養に加え、老健、介護療養、介護医療院の多床室でも居住費を徴収）
＊ 補足給付の資産要件の拡大
（＝ 預貯金だけではなく、固定資産税の申告に基づく不動産の評価を追加）
＊ 現役並み所得、一定以上所得の判断基準の見直し
（＝ 利用料２割、３割の対象拡大）
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

介護保険財政の抜本的見直し＝国庫負担割合の引き上げ
● このままでは、財政破綻は避けられない（給付費の増大に見合う保険料の設定が困難になり、持続「不」可
能な制度に）。あとに残るのは徹底的なサービスの削減（「制度残って介護なし」）
● ①制度改善によるサービスの充実、②払える水準の介護保険料設定のためには、国庫負担割合の大幅な
引き上げ（高齢者保険料割合の圧縮）が不可欠

右肩上がりの介護保険料
第１期
２０００～０２年度

第２期
２００３～０５年度

第３期
２００６～０８年度

第４期
２００９～１１年度

第５期
２０１２～１４年度

第６期
２０１５～１７年度

第７期
２０１８～２０年度

第８期
２０２１～２３年度

２,９１１円
３,２９３円

（調整交付金）

★ 圧縮

５％
国庫負担金

第１号保険料
（現在２３％）

（計２５％）

２３％

４,０９０円

★増額

２０％

４,１６０円
４,９７２円
５,５１４円

第２号保険料

１２.５％

２７％
１２.５％

都道府県
負担金

５,８６９円
６,０１４円

市町村負担金
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「提言（案）」への補足／ジェンダーの視点から
－ 介護保険制度のもとでの 処遇条件・介護の専門性・家庭介護
● 現行介護保険制度における基本的介護観
＝「家庭で女性が担う無償労働」 ｏｒ 「家計補助労働」 ← “男性稼ぎ主型”モデル
■ 低賃金の固定化（介護保険「後」も変わらず）
● 家事援助の措置費単価（介護保険施行前）＝１,５３０円
⇒ 介護報酬（２０００年４月）「家事援助」＝１５３単位
■ 専門性の軽視
● 「生活援助（ヘルパー）は、個別性はあるが 専門性は認められない」（財務省）
■ 家庭内介護を前提とした介護保険の制度設計
● ヘルパーの身体介護～「３０分以上１時間未満」＝１回約４,０００円
⇒ １日３回（朝・昼･夕）利用： 約１２,０００円 ✕ ３０日利用 ＝ 約３６０,０００円
（「要介護５」の区分支給限度基準額＝月３６２,１７０円）
● 公的介護サービスの「保障」ではなく、家庭内介護を限定的に「支援」する制度
■■ 私たちがめざす「介護の社会化」とは
＝ （政府が）介護に対する公的責任を果たし、公的介護保障を拡大すること
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社会保障は国の責任で（「必要な医療･介護は国の責任で」）
★ 新自由主義（市場原理や効率化、自己責任を基本とする考え方）に基づく介護・社会保障制度
の中止・転換を！！

＜日本国憲法第２５条＞
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆
衛生の向上及び増進に努めなければならない
必要充足原則

「給付」は （「負担」に応じてではなく）、
「必要」に応じて

応能負担原則

「負担」は （「給付」に応じてではなく）、
「（負担可能な）能力」に応じて

★「給付」と「負担」の切り離し＝社会保障の本質
「高福祉」・「応分の負担」
税金の集め方・使い方を変える！
「水平分配」（広く、薄く、痛み分け）→ 「垂直分配」（持つ者から持たざる者へ）
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あるべき介護保険・介護保障制度とは？
「提言（案）」の学習と議論を広げましょう
私たちは、日本国憲法の目指している権利としての介護保
障、権利としての社会保障の実現へむけてご一緒に考えてい
きたいと思います。そして、介護保険改善の運動においても広
範な団体・個人の皆さんと連携を広げ深めていくための一助に
なるよう、介護改善運動の「羅針盤」となるよう、ぜひこの「介護
保険制度の抜本改革提言(案)」について意見交換や議論で深
めていただけますように呼びかけます。
・・・＜おわりに＞
★社保協「介護保険制度の抜本的提言（案）」はこちらから（↓）
https://shahokyo.jp/wp/wp-content/uploads/2021/08/600c49730d1e28c5bc7910e2e41fe4bd.pdf
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ご静聴
ありがとう
ございました
はやしやすのり 全日本民主医療機関連合会
東京都文京区湯島２－４－４ 平和と労働センター７Ｆ
TEL 03-5842-6451 FAX 03-5842-6460

http://www.min-iren.gr.jp/
E-mail y-hayashi @ min-iren.gr.jp

Denmark
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