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　新年度 2018 年度に向けて、介護保険
の第 7期事業計画が各自治体で策定さ
れたことと思います。2018 ～ 2020 年
度までの 3か年の計画です。介護保険
制度がスタートしたのは 2000 年。はや
20年、ということになります。
　制度が設計され、始まったころの広範
な関心や熱い議論は、遠い昔のこととな
りました。保険者である自治体も、制度
の相次ぐ変更への対応に追われ、日常の
被保険者管理や事業者指導に忙殺され
ていきます。かつては「介護の社会化」
が語られました。しかし今は、いや、制
度発足から 5年もしない頃から、「給付
の適正化」「制度の持続可能性」が行政
関係者の主たる関心事となりました。
　要介護高齢者や家族の本当の姿や思
いは、いつの間にか遠く、見えないとこ
ろにいってしまっている――そんな自
治体現場は少なくないでしょう。20年。
原点に立ち返るときです。

疲弊する介護家族
～ある自治体の調査から～

　自治体が介護保険事業計画を策定す
る際には、基礎となる調査を行うことが
通例となっています。私が議員として仕
事をしている東京・練馬区でも、3年ご
とに『高齢者基礎調査』を実施していま
す。この調査では、要介護高齢者の家族
の状況についても継続的に調査をして
いますが、20 年近い時間とともにそこ
に浮かぶ姿は確実に変わってきていま
す。
　たとえば、最新の調査では、介護を担
っている主たる家族のうち 70 歳以上が
46%。4人に 1人が 80 歳代となってい
ます。12 年前、2005 年の調査では 80
歳代は 10%でした。要介護高齢者の介
護を同様に高齢の家族が担うというい
わゆる “老老介護 ”は、この 10 年の間
にも大きく進みました。80 歳の妻や夫
が 80 歳代、あるいはそれ以上の連れ合
いの介護を担っている。そんな姿が当た

介護保険20年、原点に返って
──「支給限度額」とは何だったのか──

東京・練馬区議会議員
　池尻 成二
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り前になってきているのです。
　それは、だれもが当然に歳を重ねるな
かで社会の高齢化が加速してきたからと
いうだけではなく、息子・娘やその配偶
者が介護を担うことが難しい事情が広が
っているからでもあります。その大きな
要素は、女性の就労の拡大であり、その
また背後には社会に広がる貧困化、窮乏
化の流れがあります。
　主たる家族介護者の続き柄別の数字を
見ると、2005 年と 2017 年では数字は
こう変わっています。
★子 ( 息子または娘 )　41.0%→ 35.9%
★子の配偶者　11.4%→ 4.6%
　2005 年と 17 年では統計の取り方が
必ずしも同じではないのですが、傾向的
な変化ははっきりと表れていると思われ
ます。「子の配偶者」の激減は特徴的です。
加えて、そもそも介護する家族がいない
人たち――単身者や家族が遠方にいる人
も、確実に増えています。家族に頼りな

がら要介護高齢者の支援を考えていくこ
とは、もはや文字通りの限界に近付いて
いる。一言で言えば、私たちの前に広が
っているのはこうした世界です（上図参
照）。
　そして、たとえばこうした現実に、練
馬の、あるいはこの国の介護保険はしっ
かりと向き合えているか ? むしろ、家
族に介護の負担の多くを押し付け、家族
の努力に甘えていくような制度設計、事
業の運用に流れてこなかったか ?
　ちょっとしたきっかけでほころび、あ
るいは破たんする家族介護の世界を、私
もしばしば見聞きしてきました。介護保
険の、今の大きな宿題です。しかし、こ
うした宿題と真正面から取り組む姿勢
は、練馬の新しい事業計画の字面からは
なかなか伝わってきません。
　介護保険事業計画を取りまとめる過程
では、担当の職員、運営協議会やその他
の関係する付属機関、地域包括支援セン
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ターやケア会議などの場で様々な議論が
なされてきたのだろうとは思います。し
かし、当事者やその家族を支えるために
何が必要か、何をすべきかというところ
に徹して、オープンで真剣な議論を改め
て起こすべきところに来ているのではな
いか。私は、常々そう感じています。

「限度額」から見えてくるもの

　結論を先走る前に、事業計画に関連し
て気になっていることをさらにいくつか
見ておきます。高齢者基礎調査の中には、
｢支給限度額に対する利用割合｣ につい
ての項目も含まれています。特別養護老
人ホームの待機者を対象にした調査で、
こうなっています。数字は%です。

　客観的な資料分析にもとづく数字では
なく、あくまでも抽出された当事者家族
へのアンケート調査の集約ではありま
す。しかしそれにしても、区内の特別養
護老人ホーム待機者のなかで、｢自己負
担も含め限度額以上に利用している｣ と
いう人が 24%もいる。｢ほぼ限度額いっ
ぱい使っている｣という人を合わせると、
2人に 1人以上が限度額を使い切るとこ
ろまで行っている――練馬区のこの調査
結果は、大変大きな問題を投げかけてい
ます。

　ここで ｢限度額｣ というのは、正式に
は「区分支給限度基準額」。訪問介護、
訪問看護、通所介護 ( デイサービス )、
短期入所生活介護 ( ショートステイ ) な
ど、居宅で暮らす高齢者が利用できる主
要なサービスをパッケージ ( 区分 ) にし
て、介護保険で利用できる金額の上限を
定めたものです。要介護度別に金額が決
まっています。現在はこんな数字です。

　介護保険のもともとのルールでは、限
度額以内であれば、利用者の負担は利用
したサービスの 1割ですみました。最
近になって、矢継ぎ早に 2割負担、3割
負担が部分的に導入されてきましたが、
それでも私費負担でサービスを使うこと
に比べればぐっと負担は小さくなりま
す。加えて高額介護サービス費と言って、
介護保険の利用者負担には上限も置かれ
ていますから、使うサービスが介護保険
の限度額の中で収まるかどうかは、利用
者・家族にとっても、ケアマネジャーに
とっても、極めて重要なポイントの一つ
となっています。
　その限度額をいっぱいまで使っている
人が、特養待機者の 2人に 1 人以上も
いるのです。限度額を超えていない人も、
必要ないからではなく、費用負担が限界
だからという人が多くいるはずです。在

2011 2014 2017
自己負担も含め限
度額以上に利用 25.3 31.1 24.0
ほ と ん ど 限 度 額
いっぱい 35.4 32.2 28.3

要支援１ 50.030 円
様支援２ 104.730 円
要介護１ 166,920 円
要介護２ 196,160 円
要介護３ 269,310 円
要介護４ 308,060 円
要介護５ 360,650 円
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宅での介護をギリギリのところで続けて
いる人たちが、たくさんいる。支給限
度額、つまり介護保険の給付の水準は、
本当にこのままでいいのか ? 私たちは、
真剣に考えなければなりません。
　もちろん限度額で足りない人は皆、特
養で受け入れるというなら、話はまた別
です。3年前の調査に比べて、限度額い
っぱいに使っている人の割合は 11%低
下していますが、これは、この間、区が
特養の整備を進め、待機者のうち特に介
護の必要度の高い人たちのかなりの部分
が特養に入所したからだと思われます。
区は、次の事業計画終了時点では特養の
待機者は解消すると数字をはじいていま
す。そうすれば、限度額の壁の中で倒れ
かけそうな高齢者とその家族は、救われ
ることになるでしょうか。しかし、最初
で触れたように、家族介護の基盤が急速
に壊れてきていることを考えれば、現在
の限度額では在宅生活を続けることがで
きなくなる高齢者が区の目算を超えて増
える可能性は、きわめて高いと言わざる
を得ません。しかも特養 ( 施設 ) ではな
い、在宅の生活を継続したいと願う人は、
今後、もっと増えていくでしょう。そし
て最後に、限度額を引き上げる方が、特
養を新たに整備するよりずっと “ 安上
り ”です。在宅での支援の水準を底上げ
する。そのために、限度額を引き上げる。
あらためて言いますが、現実的で切迫し
た課題です。

「限度額」とは何だったのか

そもそも、給付限度額は、例外的な、あ
るいは “ぜいたく ”なサービス水準を示
すのでは全くありません。給付限度額が
どのように決まったのか。今ではあまり
振り返られもしなくなり、介護のプロの
方、あるいは介護保険の運営にかかわる
行政職員でも、知らない人は多いかもし
れない。少しおさらいをしてみます。
　介護保険の支給限度額は、どうしてこ
の金額なのか。何を根拠に決められたの
か ? 限度額を所与のものとしてプラン
作りに追われていると、そもそものこの
問いなどどこかに飛んでしまいがちで
す。しかし、制度を構想し構築していく
際には、この問いはとても重要な、いや
決定的ともいえる論点でした。
　介護保険制度は、3年を単位とした事
業計画に基づいて進めることとされてい
ます。この事業計画を策定するのはそれ
ぞれの保険者、つまり基礎自治体ですが、
介護保険法では、事業計画の策定にあた
って準拠すべき指針を国が定めることと
しています。｢介護保険事業に係る保険
給付の円滑な実施を確保するための基本
的な指針｣、略して基本指針と言います。
この基本指針の中には、介護保険から給
付されるサービスの量の見込みを算出す
るために ｢参酌すべき標準｣、いわゆる
参酌標準を定めることになっています。
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　介護保険法
第百十六条 厚生労働大臣は…介護保
険事業に係る保険給付の円滑な実施
を確保するための基本的な指針（以
下「基本指針」という。）を定めるも
のとする。
２ 基本指針においては、次に掲げる
事項について定めるものとする。
一 介護給付等対象サービスを提供す
る体制の確保及び地域支援事業の実
施に関する基本的事項
二 次条第一項に規定する市町村介護
保険事業計画において同条第二項第
一号の介護給付等対象サービスの種
類ごとの量の見込みを定めるに当た
って参酌すべき標準その他当該市町
村介護保険事業計画及び第百十八条
第一項に規定する都道府県介護保険
事業支援計画の作成に関する事項
三 その他介護保険事業に係る保険給
付の円滑な実施を確保するために必
要な事項

　いちばん最初の基本指針は、介護保険
が始まる前年、1999 年 5 月に発出され
ました。その中では、参酌標準はこう書
かれていました。

各年度における介護給付等対象サー
ビスの種類ごとの量の見込み
参酌標準（市町村介護保険事業計画
において介護給付等対象サービスの

種類ごとの量の見込みを定めるに当
たって参酌すべき標準として別表第
二に掲げるものをいう。以下同じ。）
を参考として、各年度における介護
給付等対象サービスの種類ごとの量
の見込みを定めるとともに、その考
え方を示すことが必要である。この
場合においては、可能な限り、寝た
きり、痴呆等の予防のためのサービ
スの提供の効果を考慮することが望
ましい。

　ここに出てくる「別表第二」が次ペー
ジの表です。要介護度や要介護状態の類
型ごとに、様々な居宅サービスを組み合
わせた表です。そして実は、この参酌標
準が、支給限度額と一対となっていたの
です。
　この参酌標準は、それまで「標準的な
サービス利用の例」として議論が重ねら
れてきたものを整理・集約したものでし
た。この表は、じっくり見ると大変興味
深い。議論が尽きません。このサービス
モデルで実現しようとする要介護高齢者
の生活とはどんなものなのか。これで、
例えば一人暮らしの介護はどこまで支え
られるのか ? 例えば認知症の場合は ?
当時、議論は霞が関の専門家と役人の世
界をはるかに超えて全国に広がりまし
た。市民、当事者、自治体関係者、事業
者を巻き込んで「介護の社会化」を目指
した “モデル ”を構想しようと活発な議
論が展開され、制度誕生の大きなモチベ
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ーションの一つとなりました。私自身も
全国で講師に呼ばれ、おそらく何千人の
人たちと、このサービス・モデルを入り
口に望ましい介護サービスの水準につい
て熱い議論を重ねました。本当に、皆さ
ん熱心でした。措置から権利へ、という
当時の厚生省のスローガンが真実のもの
となるとしたら、まさにこうした過程を
通してであるにちがいない。私はそう確
信したものです。

参酌標準と “サービス・モデル ” 

　少し先走りました。
　介護保険を設計するにあたって、参酌
標準に整理されたような利用の標準、い

わば “サービス・モデル ”を確定するこ
とは、制度の根幹にかかわるものでし
た。それは、介護の社会化の柱となるべ
き介護保険の理念を、具体的に伝えるた
めに必要であったというだけではありま
せん。
　介護を社会保険の方式で被保険者の権
利として給付するとすれば、具体的で明
確な給付の原則を立てなければならず、
そのためには保険給付の範囲を定めるた
めの標準化は不可欠です。介護保険制度
の創設を正式に打ち出した節目となった
のは、1996 年 4 月 22 日に老人保健福
祉審議会から出された報告書『高齢者介
護保険制度の創設について』ですが、す
でにその中に、介護の必要度に応じて給
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付額の範囲を定めるという考え方が明示
されています。

介護給付額の設定
○要介護状態にあると認定された場
合、高齢者は介護の必要度に応じて
設定された介護給付額の範囲内で、
自らの判断と選択により実際に利用
した介護サービスについて保険給付
を受けることができることとするこ
とが適当である。
(1) 在宅サービスについて
○在宅サービスの介護給付額は、要
介護高齢者の平均的な生活実態を踏
まえ、地域差等を考慮しつつ要介護
度ごとに想定される各サービスの費
用額に基づき設定することが考えら
れる。

　介護給付の額は「平均的な生活実態を
踏まえ」「要介護度ごとに想定される費
用額に基づき」決める。これが制度の骨
格でした。そして、まさにこの「想定さ
れるサービス」の範囲を確定することが
制度設計の最初の仕事となり、その一定
の結論として整理されたのが「参酌標準」
だったというわけです。
　参酌標準が確定したのは、1998 年 10
月 7 日に行われた医療保険福祉審議会
老人福祉部会の場でした。その後、各サ
ービスの報酬を巡る議論が本格化し、そ
れを踏まえて 2000 年 1 月 24 日、医療
保険福祉審議会老人保健福祉部会・介護

保険部会の合同部会に区分支給限度額が
正式に諮問されます。合同部会の資料で
は、“サービス・モデル ”と限度額との
関連がとても簡潔に、間違いようのない
形で書かれています。こうです。
　「各要介護度のサービスの標準利用例
に基づき、サービスごとの介護報酬単価
を代入し積算する」
　資料には、各要介護度ごとにどのよう
にこの積算が行われたかを示す詳しい計
算式も出てきます。要介護5の「訪問型」
の利用例をベースにしたものです（次ペ
ージ上表）。
　つまりこうです。介護保険は、保険と
してカバーする（保障する）範囲を「標
準的な利用例」として明確にした。そし
て、この「利用例」に各サービスごとの
単価を掛け合わせることで導き出された
のが、在宅サービスの区分支給限度額で
ある、と。
　だとすれば、私たちが制度検証に当た
って立ち返るべき原点も明確です。「標
準的な利用例」は実現されたのか。それ
は、高齢者の生活実態や介護保険の理念
に照らして果たして今でも適切十分なの
か、ということです。　

利用割合100%？

　標準的なサービス利用例、そしてそれ
を前提に換算された給付限度額につい
て、もともと国はどの程度のサービス利
用を想定していたか。実はこの点でも、
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制度発足当時、
国は明快な説明
をしていました。
『高齢者介護費用
および基盤整備
の将来推計』とい
うタイトルをつ
けて、繰り返し審
議会等でも公に
なっている資料
です。グラフにす
ると、こうなりま
す（左図参照）。
　ちょっと見に
くいかもしれま
せんが、在宅サー
ビスの基盤整備
率、つまり標準的
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なサービスに対する実際の基盤整備の割
合は
2000 年 40%　 →　2005 年 60%　 →　

2010 年 80%

となっています。
国としても、制度発足から 10 年で在

宅サービスの整備率が 100% になると
までは想定していませんでした。いちば
んの問題 (として意識されていたの )は、
全国津々浦々にサービス基盤を整えるこ
との困難でした。それでも、2010 年に
は 80% まで整備は進む。そして当然、
この数字は時間とともに 100% に近付
いていく。それが、当時の国の説明だっ
たのです。
　ちなみに、施設サービスについては
2000 年度ですでに整備率が 100%、つ

まり “待機者 ”が解消されるというのが
当時の想定でした。当時は、施設利用も
要介護 1以上ならだれでも「選択」で
きるメニューだとはっきりと言われてい
ました。施設を希望する人は施設へ。在
宅を希望する人は、限度額が示す水準の
サービス利用を。少なくともこれが、介
護保険が約束した社会的介護の姿だった
のです。
　では、実際にはこの基盤整備率はどう
なったか。言い換えれば、介護保険の居
宅サービスについて定められた支給限度
額（区分支給限度基準額）に対して、実
際にはどの程度、サービスは利用されて
きたのか ?
　練馬区の実績を見てみると、要介護度
によって少なくない差がありますが、し

※厚生労働省介護給付費等実態調査より　(2017 年 4月審査分 )　
平均利用率（％） ＝ 居宅サービス受給者平均給付単位数／支給限度基準額 ×100
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かし、なべて言えば基準額のほぼ半分程
度までサービスが利用されているという
ところでしょうか。全国的には、この数
字はさらに低くなっているようです。

　介護保険が始まって、間もなく 20年。
「標準的」に利用すると想定された額の
ほぼ半分程度に利用がとどまっている。
それが現状です。社会的な介護サービス
を利用することへの抵抗感、利用者負担
の重み、そして適切な介護サービスの不
足などが絡み合って、基本的な介護の多
くをなお家族に頼る状況が温存され、再
生産されてきたと言うべきでしょう。
　しかし、それでも確実に、じわじわと
利用率は上がってきています。介護サー
ビスの利用に対する意識が少しずつ変わ
りつつあることもあるのでしょうが、何

より家族介護の基盤が失われ、認知症介
護の必要性が高まる中で、いやでも応で
もサービスの利用を増やさざるを得なく
なってきているというのが実態でしょ
う。
　介護保険制度の維持という点では、当
然、財政的な基盤、保険料負担の限界な
どの問題としっかりと向き合わなければ
なりません。しかし、当面の財政的な配
慮や制約への対応に追われる前に、まず
はしっかりと介護の現場、高齢者のニー
ズとあるべき生活像をとらえ返すことを
もう一度、やってみたい。支給限度額が
なぜ、どのような趣旨で生まれたかを振
り返る時、改めてそう思います。
〈この原稿はブログ　http://ikejiri.exblog.jp/　
に投稿したものに加筆補正したものです〉

( いけじり・せいじ )


