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介護保険制度 2000年～

社会保険の一つ

保険事故は？

介護保険法 1998年成立

第一条
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、
入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要す
る者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を
営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、
国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な
事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

介護保険法（1998年法律第123号） 2021年11月4日時点



介護保険制度

介護保険制度ができた2000年以前に戻ってみましょう

このまま少子高齢化が進んだらどうなるか？

介護施設、介護サービスは少ない
介護が必要な高齢者は…
・自宅で誰かが介護
・長期入院 「社会的入院」と呼ばれ社会問題に

介護が必要な独居高齢者が増える

高齢者による高齢者の介護（老老介護）が増える

介護できる子孫の数が限られてくる

介護する子ども自身が高齢者になる

そしてそもそも高齢者の介護は
誰がどのように担うのか？

配偶者？ 子ども？ 子の配偶者？ 孫？



介護保険制度の意義
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介護の社会化
では、それまでは誰が担っていた？

措置から契約へ
行政による措置 → 利用者と事業者の間の契約へ
契約をサポートする仕組みも必要なので、成年後見制度



措置権者

対象者 受託事業者
6. サービスの提供

法律上の行為 事実上の行為

出典：椋野美智子. はじめての社会保障第15版. 第2章生活保護と社会福祉制度. p94, 2018.

措置制度の概念図



措置制度の問題点

出典 金子和夫（2021）「社会福祉の行政と制度」『社会福祉セミナー』46-49.

1.利用者の意向が反映されない

2.サービスを受ける利益は反射的利益で権利性はない

3.施設最低基準などが画一的で低水準

反射的利益：
公権に対する概念で，公権の場合は権利として自己のために直接一定の利益を法律上主張するこ
とが認められるのに対し，反射的利益とは，とりわけ公益目的実現のため，制定法が他者に対し
て規制している結果，つまり，その規制の反射として，利益を受けるのにとどまることをいう。

出典 平凡社世界大百科事典第２版「反射的利益」

措置制度から契約に基づく制度へ
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介護保険制度

• 介護報酬の決まり方
契約に基づく制度にする場合、
大事なのは選択肢を増やすこと
（サービス量の増大）

• 保険者
• 被保険者
• 保険料
• 給付内容
• 給付条件

出典 2016年3月 地域包括ケア研究会報告書



介護報酬
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出典 厚生労働省.介護報酬について. http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/housyu.html 2021年11月4日時点



介護報酬の算定方法

出典 第172回社会保障審議会介護給付費分科会（2019年11月15日開催）～ 資料1 地域区分について



介護報酬の算定構造

出典 厚生労働省. 介護報酬の算定構造. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/index.html



介護報酬と診療報酬、障害福祉サービス等報酬の比較
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介護報酬 診療報酬 障害福祉サービス等
報酬

単位 「単位」 「点」 「単位」

換算 1単位＝10～11.40円
地域、サービスにより異なる

1点＝10円
固定

1単位＝10～11.60円
地域、サービスにより異なる

改定頻度 3年に1回 2年に1回 3年に1回

介護報酬と障害福祉サービス等報酬の改定年は同じ
6年に1回同時改定の年が訪れる。2012年、2018年、2024年

出典 第172回社会保障審議会介護給付費分科会（2019年11月15日開催）～ 資料1 地域区分について
東京都国民健康保険団体連合会 https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/welfare_office/support_request/revised_document.html
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6-3. 保険者、被保険者、保険料
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保険者

• 市町村

• 特別区（東京23区のこと）

• 広域連合
• 複数の市町村が集まった組織
• 介護保険以外でも作られている

広域連合の例（福岡県介護保険広域連合）
出典 https://www.fukuoka-kaigo.jp/about/about.html



被保険者

第1号被保険者 第2号被保険者

対象者 65歳以上の者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者

人数 3525万人※1 4192万人※2

医療保険の被保険者（被扶養者含む）は何歳から？
年金保険の被保険者は何歳から？

では介護保険の被保険者は？

出典 『保険と年金の動向 2020/2021』p208 図1 介護保険制度の仕組み
※1 2018年度末時点 介護保険事業状況報告年報 による
※2 2018年度内の月平均値



保険料

第1号被保険者 第2号被保険者

対象者 65歳以上の者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者

保険財源に
占める割合

50%（人口比に基づき、以下に按分）

23% 27%

保険料負担

所得段階別定額保険料
（低所得者の負担軽減）

市町村ごとに基準額を決め、さらに収
入によって変化させる

健保：標準報酬×介護保険料率
（事業主負担あり）

国保：所得割、均等割等に按分
（国庫負担あり）

集め方
年金額一定以上は特別徴収（年金天引）、

それ以外は市町村が普通徴収
医療保険者が医療保険料とともに徴収

出典 『保険と年金の動向 2020/2021』p208 図1、表1



第1号被保険者の介護保険料基準額の推移（単位 円）
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給付条件

• いきなり各種介護保険サービスを利用することはできない。

• まず必要なのが

要介護認定

日本の医療保険では「要医療認定」というものはありません
なぜ介護保険では「要介護認定」が必要なのでしょうか？



給付の流れ

画像出典 厚生労働省. 介護保険サービス情報公表システム. https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

(1)
要介護認定の申請

(2)
認定調査
主治医意見書

(3)
審査判定

(4)
認定

(5)
サービス計画書
の作成

(6)
利用開始

市町村窓口へ 調査手順は標準化 市町村の設置する
介護認定審査会

非該当
要支援1、2
要介護1-5

居宅介護支援
介護予防支援

これも介護保険サービス
費用は10割給付（自己負担なし）



要介護認定者数（2021年2月暫定版）
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出典 厚生労働省. 介護保険事業状況報告（暫定）. https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m21/2102.html

要支援１, 
958342, 14%

要支援２, 
949562, 14%

要介護１, 
1395842, 21%要介護２, 

1164650, 17%

要介護３, 
900282, 13%

要介護４, 
842539, 12%

要介護５, 
585093, 9%

要介護認定者数（総数） 6,796,310人



要介護度の意義：報酬（価格）設定

• 要介護度によってサービスの必要量が異なる

通所介護（デイサービス）

出典 厚生労働省. 介護保険サービス情報公表システム. https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group15.html（2021年5月30日時点）



要介護度の意義：報酬（価格）設定

• 要介護度によってサービスの必要量が異なる

出典 厚生労働省. 介護保険サービス情報公表システム. https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group15.html（2021年5月30日時点）

介護老人保健施設（老健）



要介護度の意義：利用上限の設定

• 要介護度によってサービスの必要量が異なる
• 居宅サービスについては、利用できるサービスの量（支給限度額）が要介
護度別に定められている。

要介護度 支給限度額 限度額まで使用した場合の
自己負担額（1割の場合）

要支援1 5,032単位 5,032円
要支援2 10,531単位 10,531円
要介護1 16,765単位 16,765円
要介護2 19,705単位 19,705円
要介護3 27,048単位 27,048円
要介護4 30,938単位 30,938円
要介護5 36,217単位 36,217円

2019年10月1日～、消費税率アップによる介護報酬改定に合わせた変更

1単位=10円～11.26円
その1割～3割が自己負担額となる

では、支給限度額を超えた場合は？

全額自己負担



支給限度額と平均費用額

出典 第145回社会保障審議会介護給付費分科会（2017年8月23日開催） 参考資料3 区分支給限度基準額

2015年～2017年介護給付費等実態調査（各年4月審査分（3月サービス提供分））を基に作成



要介護度の意義 利用の制限にも使う

• 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム 特養）

• 介護医療院

出典 厚生労働省. 介護保険サービス情報公表システム. https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group15.html（2021年5月30日時点）



給付内容

給付の種類 支給要件 給付内容

居宅介護サービス費 居宅サービスを利用
支給限度額の9割※2

限度額を超えた分は全額自己負担。

居宅介護サービス計画費 居宅介護支援※1を利用 基準額の全額（利用者負担なし）

施設介護サービス費 施設サービスを利用

各サービスの基準額の9割※2

ただし、施設入所者の居住費、食費などは
対象外

※1 居宅介護支援とは、要介護認定の申請代行、ケアプランの作成、事業者との連絡調整など。
※2 一定の所得がある人は2割もしくは3割負担へ



負担割合

年金収入等 340万円以上 3割

同 280万円以上 2割

同 280万円未満 1割

※詳細な基準は政令による。
また、月額44,400円の負担の上限がある（高額介護
サービス費）。

1割負担（実績値）, 
451, 91%2割負担, 33, 7%

3割負担, 12, 2%

出典 厚生労働省. 平成29年(2017年)介護保険法改正.

利用者負担別の介護保険受給者割合
（推測値、単位万人）

2016年4月の介護保険事業状況報告に基づき推計。
1割負担者の人数（451万人）、及び2割負担と3割負担の合計人数（45万人）は実績値。

介護保険制度における利用者負担割合 2018年8月～



高額介護サービス費

• 自己負担が上限を超えた場合に申請すると超過分が戻る制度
• 上限は1か月単位、給付対象外のもの（例 介護保険施設の食費や居住費）には適用できない

出典 横浜市. 高額介護サービス費等について（2021年5月29日時点）. 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/kaigo-hoken/kougakukaigo.html



高額介護サービス費

• 上限額の引き上げ（2021年8月～）
• 目的は高額所得者の負担増

• 上限額が月44,400円の世帯のうち、
• 世帯に65歳以上で年収約770万円以上の人がいる → 93,000円
• 同 年収約1,160万円以上の人がいる→ 140,100円

日本では資産を要件に加えることが難しく、年収による判定となっている



介護保険制度の費用額累計

4378286

10778334
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出典 厚生労働省（2021）令和2年度 介護給付費等実態統計の概況（令和2年5月審査分～令和3年4月審査分）

注：１年間のうち介護予防サービスと介護サービスの両方を受けたものは、それぞれに計上される。

要介護区分を細分化し、介護予防サービスを創設 「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」は2017年度末までに「介護予防・日常生活支援総
合事業」の「「介護予防・生活支援サービス事業」へ移行
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