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地域社会が主体となった介護システムの構築のあり方 

－介護保険制度誕生20周年と今後の行方－ 

 

本澤巳代子 

 

１．介護保険制度創設の背景 
 
日本で社会保障制度が整備されたのは、第二次大戦後

になってからである。しかし、1970年代半ばのオイルシ

ョックを機に経済成長が鈍化し始めると、社会保障制度

の展開にも変化が生じた。社会保障制度における国の財

政負担を軽減するため、個人および家族の努力と責任が

強調され、すでに崩れかけていた 3 世代家族を基盤とす

る「日本型福祉国家」が提唱されるなどした。他方、急

速に進展する高齢化に対応するため、1982年に老人保健

法が制定されるとともに、1985年には国民年金法が抜本

的に改正され、基礎年金制度が導入された。さらに、1990
年には福祉8法の改正、1995年には高齢社会対策基本法

の制定が行われた。これらの福祉政策は、戦前からの社

会的因習のもと、身寄りのない貧しい対象者のための限

定的な施策という傾向を残していた。また、福祉といえ

ば、これらの限定的な対象者のために施設をつくって、

そこに入所させることだと考えられ、自宅にいる高齢者

の介護ニーズは軽視されていた。 
急速に進展する高齢化に対応するため、施設介護とと

もに在宅介護の基盤整備が必要とされ、ゴールドプラン

と新ゴールドプランが策定された。しかし、租税財源に

は限りがあるため基盤整備は追いつかず、必ずしも入院

が必要ではないにもかかわらず、自宅で生活できない要

介護高齢者が病院に入院し、身の回りの世話をして貰う

社会的入院の増加をもたらした。また、高齢者介護は家

族、特にいわゆる「長男の嫁」が担うものとする社会的

因習が根強く、老人福祉サービスの利用が介護忌避と見

られることを恐れた家族が、病院を隠れ蓑に利用するケ

ースも少なからずあり、社会的入院に拍車をかけていた。

このような状況は、住み慣れた地域で安らかに老後を過

ごしたいという高齢者の願いに反するばかりでなく、膨

張する老人医療費の原因としても大きな問題となってい

た。 
このような従来の老人医療と老人福祉制度により生じ

ていた問題に対処するために、要介護高齢者の社会的入

院の原因となっていた老人保健制度を廃止するとともに、

従来の限定的な老人福祉制度のもとで租税財源をベース

としていた高齢者介護の制度は、抜本的に改革されるこ

ととなった。その結果、医療保障制度との関係をも考慮

した上で、民間活力による介護市場の早急な量的拡大を

図るために、介護保険法が 1997 年末に制定され、2000
年4月1日から施行されたのである 1。新しく導入された

介護保険制度は、「契約」をベースに介護サービス 2を

提供する社会保険制度である（措置から契約へ）。これ

によって民間介護事業者の参入が促進され、短期間で介

護サービス基盤の充実を図ることができるとともに、所

得水準や家族構成にかかわらず、要介護者および家族介

護者のための社会的支援が可能になったのである。 
 

２．介護保険制度の展開 
 
（１）制度創設時の介護保険 
 ①保険者：施設介護や在宅介護など老人福祉の実施主

体であり、訪問看護や療養指導など老人医療の実施主体

でもある市区町村および特別区とされている（介保3条1
項）。保険におけるリスク分散の必要性からして、市区町

村では人口規模が十分でないことは明らかである。それ

にもかかわらず、市区町村を保険者にした理由は、介護

保険導入の目的の一つが、今まで申請先や自己負担の金

額が異なっていた老人福祉と老人医療のサービスを一本

化することにあったからと説明されている。もっとも、

財政基盤の弱い市区町村および特別区を保険者とするこ

とについては、市区町村等の反対が根強かったこともあ

って、財政支援・事務実施の支援および基盤整備等に関

する都道府県および国の協力（介保5条）、保険料徴収等

 
＊執筆者は、博士（法学）関西大学、筑波大学名誉教授、

筑波大学医学部医療系客員教授、筑波大学ヘルスサービ

ス開発研究センター、家族総合政策部門長 
1 介護保険導入までの議論状況について、詳細は、本沢巳

代子『公的介護保険－ドイツの先例に学ぶ』（日本評論社、

1996年）、104－123頁など参照。 
22 老人福祉法に従って、介護者の有無や所得の高低な

ど老人福祉サービスの必要度を行政が判断し，必要に

応じて適切な処置をする行政決定を行う（措置）とい

う考え方から、誰もが要介護状態になることを前提に、

要介護者が必要に応じて自ら介護サービスを選択して

利用する（契約）という考え方に変わったことを意味

する表現である。 
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に関する医療保険者の協力（介保6条）および年金保険

者の協力（介保134条）が約束された。また、財政基盤

の強化や事務経費の節減を目的とした広域連合の設立が

できることとされた。 
 ②被保険者：市区町村の区域内に住所を有する 365 歳

以上の者（第一号被保険者）、および市区町村の区域内に

住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者（第

二号被保険者）、すなわち医療保険の被保険者とその被扶

養者である（介保9条）。第一号被保険者と第二号被保険

者は、保険料額の算定や徴収方法において違いがあり、

また保険給付を受けられる受給者の範囲についても違い

がある。第一号被保険者の場合には、身体上または精神

上の障害のため、入浴・排泄・食事等の日常生活におけ

る基本動作の全部または一部につき、継続的に常時介護

を要すると見込まれる「要介護状態」であって、「要介護

状態区分」のいずれかに該当するとき（介保7 条 1 項）、

または継続的に常時介護を要する状態の軽減もしくは悪

化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、あるい

は継続的に日常生活を営むのに支障があると見込まれる

「要支援状態」にあるときには、保険給付の支給を受け

ることができる（介保7条2項）。これに対し、第二号被

保険者の場合には、要介護状態または要支援状態だけで

はなく、その原因が「加齢」に伴って生じる心身の変化

に起因する疾病であって政令で定める「特定疾病」4によ

ることという要件が加わる（介保 7 条 3 項 2 号、4 項 2
号）。 
③保険給付：要介護状態にある者に対する介護給付、

要支援状態にある者に対する予防給付、および要介護状

態または要支援状態の軽減または悪化防止に資する保険

給付として条例で定めるもの（市町村特別給付）がある

（介保 18 条）。介護給付の種類は、居宅サービスに関す

る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅

介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サ

ービス計画費、特例居宅介護サービス計画費の支給、施

設サービスに関する施設介護サービス費、特例施設介護

サービス費の支給、両者に関わる高額介護サービス費の

支給の9種類（介保40条）、予防給付は7種類規定され

ていた（介保 52 条）。給付の種類は多いが、その中心を

なすのは、居宅介護・居宅支援サービス費の支給と施設

介護サービス費の支給である。これらの支援・介護サー

 
3 介護保険施設に入所中の被保険者については、入所のた

めに住所地を変更した場合、入所前に住所を有した市区

町村の行う介護保険の被保険者とする等の特例が定めら

れている（介保13条）。 
4 2005年の法改正にともなって、特的疾病の分類・名称

が見直されるとともに、余命6月程度と見込まれる「が

んの末期」が新たに加えられることになった。 

ビス費の支給は、要支援・要介護認定により認定された

要支援・要介護度に従って定められた区分支給限度基準

額の範囲内で行われ、利用者は所得の多寡にかかわらず、

サービス費の 1 割を自己負担しなければならないとされ

た（介保 43 条）。なお、区分支給限度基準額を超える部

分は保険給付の対象とならないため、サービス利用者の

全額自己負担となる。 
 

（２）2005年の法改正 5 
 介護保険法の主な改正は6回あるが、その中でも最も

大きな改正であったのが、2005年改正（2006年4月施

行）である。この2005年の法改正によって、介護保険は

創設当時の姿を大きく変え、現在の姿の基本形となった

と言われている。 
①介護予防重視型システムへの転換（2006年4月施

行）：軽度者（要支援・要介護1）を対象とした新たな予

防給付（新予防給付）が創設された。新予防給付は、市

区町村が責任主体となって、本人の改善可能性を正しく

評価し、自立支援に向けた積極的なマネジメントを実現

するため、地域包括支援センターにおいて実施する。新

予防給付のサービス内容については、既存サービスを再

評価・検証し、軽度者の特性にあったより自立度を高め

るサービスへと転換するとともに、運動器の機能向上や

栄養改善など予防効果が科学的に裏付けられた新たなサ

ービスを導入した。この新予防給付の対象者は、要支援・

要介護1の者のうち、疾病や外傷により心身の状態が安

定していない場合、認知機能や思考・感情等の障害によ

り、十分な説明を行ってもなお新予防給付の利用に対す

る適切な理解が困難な場合等の「新予防給付の適切な利

用が見込まれない状態増」の者を除いた者と定義された。

さらに、それまでの要支援のうち、新予防給付対象者を

要支援1（みなし要介護者を含む）に分け、それまでの要

介護1のうち新予防給付対象者を要支援2、介護給付対

象を要介護1に分類するとした。 
②地域支援事業と地域包括支援センター：要支援・要

介護になるおそれのある高齢者（高齢者人口の5％程度）

を対象に、市区町村の既存の老人保健福祉事業を再編し、

市区町村が主体となって、第一号被保険者の保険料によ

り実施する「地域支援事業」が創設された（介保 115 条

の 38）。これは、地域包括支援センター（介保 115 条の

39）を中心に、効果的な介護予防事業、被保険者の権利

擁護等に資する事業などの実施を目的としたものである。

この地域包括支援センターは、要介護認定（新規、更新

 
5 2005年の法改正について、詳細は、本沢巳代子「特集

2 介護保険の現状と改革課題」法政大学・大原社会問題

研究所『2005年版 日本労働年鑑 第75集』（旬報社、

2005年）58－84頁など参照。 
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とも）の申請代行 6も行うことができるとされた。 
③新たなサービス体系の確立：新たな居宅サービスと

して地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サ

ービス費、施設サービスに関する特定入所者介護サービ

ス費、特例特定入所者介護サービス費の支給の 4 種類が

追加された。そして従来は、訪問介護給付の対象とされ

てきたケアハウスや有料老人ホームなどの介護専用型特

定施設（2005年の法改正で入居定員30人以上とされた）、

介護保険給付の対象から外されていた老人福祉法上の施

設である養護老人ホームも、住所地特例対象施設とされ

た。なお、介護保険施設の食費・居住費は、原則として

利用者の自己負担とされた。 
 
（３）その後の法改正 7 
 ①2008年改正：介護事業者は、法令順守等の業務管理

体制の整備を義務づけられるとともに、その内容を厚生

労働大臣、都道府県知事、市区町村長に届け出なければ

ならないとされ、事業者の組織的な不正関与が疑われる

場合における事業者の本部への立入検査権が創設された。

さらに、不正事業者の処分逃れ対策、指定・更新時等の

欠格事由の見直し、廃止時のサービス確保対策などの制

度改正が行われた。 
 ②2011 年改正：地域包括ケアシステム（図1）の推進

および地域包括ケアシステムを念頭においた介護保険事

業計画の策定が保険者に義務づけられるとともに、24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

が創設された。また、市区町村の判断で、要支援者・二

次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介護予防・日常生活支

援総合事業が創設された。そのほか、社会福祉士及び介

護福祉士の一部改正により、介護職員等による痰の吸引

と経管栄養を業務として行うことができることが明確に

された。 
 ③2014 年改正：地域包括ケアシステムの構築のため、

地域支援事業の充実として、在宅医療・介護連携の推進、

認知症施策の推進、地域ケア会議の推進、生活支援サー

 
6 当初は、指定居宅介護支援事業者または介護保険施設

が申請代行できるものとされていたが、2005年の法改正

にあたって提出された厚生労働省の資料によれば、申請

代行については、指定居宅介護支援事業者や介護保険施

設による申請代行が申請全体の約8割を占めており、被

保険者本人に十分な説明が行われないまま代行が行われ

るなど、不適正な申請代行事例も報告されていたため、

これらの事業者や施設の申請代行については、2005年の

法改正によって一定の制限が課されることになった。 
7 詳しくは、厚生労働統計協会『国民の福祉と介護の動向 

2020/2021』（厚生労働統計協会、2020）165－170頁な

ど参照。 

ビスの充実・強化などにより、サービスの充実を図る。

また、サービスの重点化・効率化のため、予防給付の見

直し、新しい介護予防・日常生活支援総合事業の創設、

特別養護老人ホーム入所者の重点化を図る。さらに、費

用負担の公平化として、低所得者の保険料軽減の拡充（第

1 号被保険者の保険料設定の標準段階を 6 段階から 9 段

階に見直すなど）、費用負担の重点化・効率化（一定以上

所得者の利用者負担を1 割から 2 割に引き上げるなど）

を図るとした。 
 ④2017年改正：地域包括ケアシステムの深化・推進の

ため、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化

等の取り組みの推進、医療・介護の連携の推進等、地域

共生社会の実現に向けた取り組みの推進等（介護保険と

障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける）を

図る。また、介護保険制度の持続可能性の確保のため、

利用者負担割合の引上げ（特に所得の高い層の負担割合

を2割から3割に引き上げる）、介護納付金（第2号被保

険者の保険料）について総報酬割を導入するとした。 
⑤2020年改正：介護保険部会の「介護保険制度の見直

しに関する意見」等を踏まえ、介護保険法の一部改正作

業が行われ、社会福祉法等の一部改正とあわせて、「地域

共生社会 8の実現のための社会福祉法等の一部を改正す

る法律」として2020年に成立し、2021年4月1日から

施行されることになった。この法律により、総合事業の

多様化および包括的支援事業の充実が図られた。 
 

３．現行介護保険制度における給付の利用 
 
（１）給付の利用手続き（図2） 
①要介護・要支援認定 
介護給付を受けようとする者は、加齢に伴う要介護

状態（保険事故）が発生していること、およびその該

当する要介護状態区分（5 段階区分）について、市区

町村の要介護認定を受けなければならない（介保19条1 
項）。また、予防給付を受けようとする者は、要支援に

該当すること、およびその該当する要 支援状態区分（2 
段階区分）について、市区町村の要支援認定を受けな

ければならない（介保19条2 項）。これら要支援・要介

護認定を受けようとする者は、申請書に被保険者証を添

付して市区町村に申請しなければならない。ただし、第

2 号被保険者の場合には、介護保険の被保険者証の交付

を受けていないときは、医療保険の被保険者証を提示す

 
8 地域共生社会とは、子ども・高齢者・障碍者など全ての

人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うこ

とができる社会のことである（ニッポン一億総活躍プラ

ン（2016年6月2日閣議決定））。 
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る必要がある。 
認定申請に先立ち、被保険者や家族等は、市区町村や

地域包括支援センター等に相談したり、情報収集したり

することができる。その上で、被保険者本人等が認定申

請を行うこともできるし、地域包括支援センター（介保

115 条の 46）、省令で定める居宅介護支援事業者・地

域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設に申請の代

行を依頼することもできる（介保27条1 項・32条1
項）。 
認定申請を受けて、市区町村は、職員等に当該被保険

者本人を訪問・面接させ、その心身の状況・環境等につ

いて調査させる（介保27条2項・32条2項）。この調

査は全国共通の調査票を用いて行われ、その結果はコン

ピュータ処理される（第1次判定）。第 1 次判定の結果

は、主治医の意見書を添えて（介保 27 条 3 項・32 条 3
項）、保健・医療・福祉に関する学識経験者等で構成され

る市区町村の介護認定審査会（介保15条・16条 1 項・

38条 2 項）にはかられ、合議により非該当（自立）、

または要支援 1から要介護度 5 までの7 段階のいずれ

に該当するかが判定される（第2次判定）。 
第2次判定の通知を受けた市区町村は、それにもとづ

いて行った認定結果を当該被保険者本人に通知する（介

保27 条7 項・32条6項）。この通知によって、当該認

定は申請のあった日にさかのぼって効力を生じる（介

保 27 条 8 項・32 条７項）。なお、この認定結果の通知

は、原則として申請を受けてから 30 日以内に行わなけ

ればならない（介保27条11項・32条9項）。被保険者

本人に送られてくる認定通知書には、認定結果と共に認

定理由が記入されている。また、通知書と一緒に返送さ

れる被保険者証の要介護状態区分の欄には、要支援1 か

ら要介護5 まで7段階区分のいずれかが記入されている。 
 
②介護サービス計画（ケアプラン） 
要支援・要介護と認定された被保険者は、在宅の場合

であれば、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事

業者に対し、介護予防ケアマネジメント・介護予防サー

ビス計画または居宅サービス計画の作成を依頼する。依

頼を受けたセンターや事業者のケアマネジャーが要支

援・要介護者本人を訪問し、本人の要支援・要介護状態、

本人や家族の希望、家族状況や住宅事情などを総合的に

把握し、サービスの種類や内容を定めたサービス計画を

作成する。このサービス計画に従って、本人が選択した

居宅サービスや予防サービスの提供事業者との間で、サ

ービス提供に関する契約締結 9が行われることになる。 

 
9 サービス利用者本人は、日常生活上支援の必要な者であ

り、認知症により契約する能力が十分にはない場合もあ

るため、利用者の権利擁護のために、民法の定める成年

 
（２）保険給付の種類と内容 
保険給付の種類（介保18条）は、要介護状態にある者

に対する介護給付（介保 40 条）、要支援状態にある者に

対する予防給付（介保 52 条）、および要介護状態または

要支援状態の軽減または悪化防止に資する保険給付とし

て条例で定める市区町村特別給付（介保 62 条）がある。

このほか、要支援・要介護になる前からの介護予防推進、

地域における包括的・継続的なマネジメント機能の強化

を目的とした市区町村の地域支援事業がある（介保 115
条の 45）。例えば、介護給付である居宅介護サービス費

の場合、要介護区分ごとに定められた支給限度基準額の9
割（～7 割）10に相当する額までが支給される（介保 43
条1項）。実際に利用するサービスの費用が基準額よりも

少ない場合には、サービス費の 9 割は、保険者から事業

者に直接支払われる（法定代理受領）ため、サービス利

用者は、1割の自己負担でサービスを利用することができ

るのである。もっとも、介護事業者や保険者である市区

町村の都合が優先され、保険給付の種類や内容、介護報

酬の見直しなどが度々行われ、結果的に利用者には理解

しがたい介護保険制度となってしまった。 
介護給付の 1 つである施設サービス費の対象となる介

護保険施設は、指定介護老人福祉施設 11、介護老人保健

施設、介護医療院 12である（介保 8 条 25 項）。介護保険

施設に入所して保険給付の支給を受ける場合には、原則

として各施設のケアマネジャーが、各入所者に提供する

サービスの種類や内容に関する施設サービス計画を作成

し、この計画に従って施設サービスが提供される（介保8
条27項～29項）。施設介護サービス費の給付額は、施設

サービスごとに定められた基準額の 9 割（～7 割）であ

り、法定代理受領により施設に直接支払われる（介保48
条）。施設入所者は、原則として居住費用や食費が自己負

担となるほか、施設介護サービス費の 1 割（～3 割）を

負担しなくてはならない。 

 
後見制度や社会福祉協議会の日常生活自立支援事業（社

福81条）の活用が重要である。 
10 2014年と2017年の法改正によって、高額所得者の居

宅介護サービス費は基準額の8割ないし7割とされたた

め、高額所得者である利用者の自己負担は2割ないし3
割となった（介保49条の2）。 
11 2014年の法改正によって、指定介護老人福祉施設の新

規入所者は、原則として要介護3以上の者に限られるこ

とになり、要介護1・2の者は、一定の場合に例外的に入

所できるにすぎないことになった。 
12 2017 年の法改正で新たに介護医療院が設置されるの

に伴って廃止されることになっていた従来の介護療養型

医療施設は、2026年3月までの経過措置として運用が継

続されている。 
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４．介護保険の地域支援事業 
 
 市区町村は、地域支援事業の利用者に対し、利用料を

請求することができる。この地域支援事業には、①介護

予防・日常生活支援総合事業（介保115条の45第1項）、

②包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）（介保

115条の46）、③包括的支援事業（在宅医療・介護連携の

推進、認知症施策の総合的な推進、生活支援体制整備）（介

保115条の45第2項）、④任意事業（介保115条の45
第3項）がある。 
①介護予防・日常生活支援総合事業：従来の介護予防

給付である訪問介護と通所介護を総合事業に移行させ、

要支援者およびそれ以外の者を対象に、介護予防・生活

支援サービス事業および一般介護予防事業を行う。介護

予防・生活支援サービス事業を多様化し、訪問型サービ

ス、通所型サービス、生活支援サービス（配食等）、介護

予防支援事業（ケアマネジメント）を行う。 
②包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）：地

域包括支援センターの運営は、市区町村、在宅介護支援

センターの運営法人（社会福祉法人、医療法人等）、その

他市区町村から委託を受けた法人が行う。担当エリアは、

市区町村ごとに設定される（小規模市町村の場合には共

同設置も可能）。職員体制は、保健師（または地域ケアに

経験のある看護師）、主任介護支援専門員 13、社会福祉士

の3つの専門職種またはこれらに準ずる者である。 
地域包括支援センターの基本機能は、総合相談支援（地

域の高齢者の総合相談と実態把握、介護以外の生活支援

サービスとの調整）、権利擁護（虐待の早期発見・防止な

ど権利擁護に必要な支援等）、包括的・継続的ケアマネジ

メント支援（支援困難事例に関する介護支援専門員への

助言、地域の介護支援専門員のネットワークづくり等に

よる地域におけるケアマネジメント体制の構築支援）を

行うほか、共通的支援基盤整備（地域における総合的・

重層的なサービスネットワークの構築）や介護予防ケア

マネジメント（介護予防事業および新たな介護予防給付

が効果的・効率的提供するための適切なケアマネジメン

ト）を行う。なお、2020年の法改正で、地域会議（介保

115条の48）の充実が加えられた。 
③包括的支援事業（社会保障充実分）：在宅医療・介護

連携の推進として、地域の医療・介護資源の把握、在宅

医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討、切れ目のな

 
13 介護支援専門員としての実務従事者を対象とした更新

研修と主任介護支援専門員研修を受けた者で、介護支援

専門員の人材育成や地域包括ケアシステム構築に向けた

地域づくり等の役割を担う。 

い在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進、医療・介

護関係者の情報共有の支援、在宅医療・介護連携に関す

る相談支援、医療・介護関係者の研修、地域住民への普

及啓発、在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連

携等を行う。さらに、医療・介護データ基盤の整備を推

進し、地域に応じた質の高いサービス提供体制を構築す

る。 
認知症施策の総合的な推進として、認知症初期集中支

援チームおよび認知症地域支援推進員の配置のほか、認

知症の人と地域住民の地域社会における共生のため、認

知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業として、

チームオレンジコーディネーターを地域包括支援センタ

ー等に配置する。さらに、介護保険事業計画の記載事項

として、他分野との連携など、認知症施策の総合的な推

進に関する事項を追加する。 
生活支援体制整備として、高齢者の生活支援等サービ

スの体制整備のために、生活支援コーディネーターの配

置および協議体の設置を行うとともに、高齢者の社会参

加等を促進するため、就労的活動支援コーディネーター

を配置することができるとした。 
④任意事業：市区町村が地域の実情に応じ、創意工夫

を生かして行う事業である。例えば、介護給付等費用適

正化事業、家族介護支援事業などがある。なお、2020年

の法改正に伴って、介護サービス等の質の向上に資する

事業にあたって、都道府県と市区町村が連携し、住宅型

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅での介護

サービス相談員の受入促進など、効果的な事業実施に努

めることとされた。 
 

５．地域共生社会の実現のための社会福祉法等

の一部改正 
 
 既述のごとく、2020年に地域共生社会の実現のための

社会福祉法等の一部を改正する法律が制定され、2021年

4月1日から施行されている（ただし、一部の施行は、

公布の日から2年を越えない範囲の政令で定める日とさ

れている）。この法改正の目的は、地域共生社会の実現を

図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに

対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点

から、①市区町村の包括的な支援体制の構築の支援、②

地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制

の整備等の推進、③医療・介護のデータ基盤の整備の推

進、④介護人材確保および業務効率化の取組の強化、⑤

社会福祉連携推進法人制度の創設等の措置を講じること

である。 
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①市区町村の包括的支援体制の構築支援（図3および

図4参照）：地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ、

すなわち子ども、障害者、高齢者、生活困窮者、外国人

などの多様な支援ニーズに対応する市区町村の包括的支

援体制の構築を支援する。具体的には、属性や世代を問

わない相談の受け止め、他機関の協同・連携を支援して、

包括的な相談支援体制の構築を支援する。また、既存の

取り組みを活用しつつ、狭間のニーズに対応するため、

例えば、生活困窮者の就労支援や居住支援といった既存

の取り組みを活用しつつ、困窮状態にない「ひきこもり」

の者を受け入れるなど、社会参加を支援するといったこ

とが考えられる。さらに、地域づくりに向けた支援とし

て、世代や属性を超えた住民同士が交流できる場や居場

所の確保のため、交流・参加・学びの機会を生み出すた

めのコーディネートを行うことである。 
②地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供

体制の整備等の推進：地域における認知症の人への支援

体制を整備するとともに、認知症の人と地域住民との共

生を図るため、認知症施策を総合的に推進する必要があ

る。そのためにも、地域で認知症診断の基準に従った2
段階診断、すなわち認知症機能検診および認知機能精密

検査を行える体制を整備しなくてはならず、市区町村は、

地域支援事業における関連データを活用する努力義務を

負うとされたのである。さらに、介護サービス提供体制

の整備を推進するため、介護保険事業計画の作成にあた

り、市区町村の人口構造の変化の見通しを勘案すること、

有料老人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅の設

置状況を明示することが求められた。 
③そのほか、医療・介護のデータ基盤の整備を推進す

るため、厚生労働大臣は、介護保険レセプト等の情報お

よび要介護認定の情報に、高齢者の情報や提供される介

護サービスの内容の情報、地域支援事業の情報等の提供

を求めることができるとされた。また、医療保険レセプ

ト情報等のデータベースや介護保険レセプト情報等のデ

ータベース等の医療・介護情報の連結精度向上のため、

被保険者番号の履歴を活用することができるようにした。

④さらに、介護人材確保および業務効率化の取組を強化

するとともに、⑤社会福祉事業に取り組む社会福祉法人

やNPO法人等を社員として、相互の業務連携を推進す

る社会福祉連携推進法人制度が創設された。 
 

６．地域共生社会実現のための地域支援事業お

よび地域活動の実例紹介 
 

（１）神戸市の地域支援事業 14 
 
①フレイル予防と活動・参加の推進：普及啓発・多様

な活動を促進する環境づくりとして、市内に約1800箇所

ある「つどいの場」を維持するため、運営費の一部補助

（118 団体）や専門職による介護予防講座の実施（105
箇所）、さらに民間企業やNPO等との連携による介護予

防カフェ（81箇所）による地域づくりを行う。また、普

及啓発活動として、日常生活や認知機能等のアンケート

と運動、口腔機能等の簡易な測定を行うフレイルチェッ

クを、市内の協力薬局363箇所（2019年度実績741人）

や特定検診会場（同 791 人）において、またフレイルサ

ポーターによる啓発（同 170 人）により実施者数の増加

を目指している。 
②認知症「神戸モデル」の推進（診断助成制度および

事故救済制度）：JR 東海事件 15を受けて、個人市民税均

等割1人あたり年間400円を財源とし、65歳以上の市民

を対象とした自己負担ゼロの診断助成制度（認知機能検

診と認知機能精密検査の2段階方式）と事故救済制度（賠

償責任保険と給付金の2階建て方式）16を組み合わせた全

国初の認知症「神戸モデル」を2019年度から施行してい

る（図 5）。ちなみに、認知機能検診の受診者数は 2020
年 5 月末で 2 万 1864 人、認知機能精密検査の受診者数

は4423人（認知症は約6割）であった。また、認知症と

診断された賠償責任保険加入者数は2020年3月末時点で

4401人、支給件数は7件（給付金4件、賠償責任保険3
件）であった。 
 
（２）認定NPO法人CS神戸の活動 

1995年の阪神・淡路大震災の発生を受け、神戸市東灘

地域助け合いネットワークを立ち上げたことに端を発し、

翌年には CS 神戸（コミュニティ・サポートセンター神

 
14 筆者は1999年末から神戸市の介護保険準備室と関わ

るようになり、2000年7月からは介護保険専門分科会委

員、20005年4月からは地域密着型サービス運営委員会

委員長をしている関係もあり、神戸市の第8期介護保険

事業計画立案のための委員会資料を基に紹介することと

した。 
15 認知症高齢者である夫がJR東海の踏切で列車にはね

られ死亡した事件において、JR東海が妻と長男の監護責

任（民714条1項）を根拠に損害賠償請求をしたことが、

社会的に大きな関心事となった。最高裁判所は、妻の監

督責任を認めた名古屋高裁の判決を破棄し、妻も長男も

法定の監督義務者に準ずべき者に当たらないとして損害

賠償責任を否定した。 
16 詳しくは、久保田充自見［神戸市の『認知症の人によ

る事故に関する救済制度』について］法律寺宝91巻3号

（2019年）80－85頁参照。 
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戸）および市民活動サポート基金を創設したことに始ま

る。1998年12月にNPO法が施行された結果、1999年

にはNPO法人の認証を兵庫県内第1号として受け、2013
年には認定 NPO 法人格を取得している。この間、神戸

市や兵庫県の事業を受託するなどしてきた。また、2014
年には生きがい活動ステーションを開設するとともに、

神戸市から「介護予防・日常生活 担い手養成講座 モ

デル事業」を受託し、翌年には、神戸市から「生活支援・

介護予防サポーター養成研修等業務」を受託し、2019年

にはコミュニティ相談センターの運営を受託している。

さらに、2016年の第1回から2019年の第4回まで、「居

場所サミット in 神戸」を開催し、約80団体約200名の

参加を得て、子どもカフェ・多世代交流カフェ・オレン

ジカフェなど、多様な居場所の運営者同士の相互交流を

図るなど、情報交換の場を提供したりしている 17。2019
年には地域共生拠点「あすパーク」をオープンさせたが、

2020 年はコロナの感染拡大であすパークや各地の居場

所の活動が制限されたため、さわやか福祉財団の助成金

を活用して、5 月の平日13時～16 時に「10 分ふれあい

コール」を開設した（市内 5 か所の居場所関係団体が指

定曜日を担当）。それによって、従来は地域の居場所を訪

れたことのなかった人からの電話もあり、従来の居場所

利用者の範囲を拡大することができたとのことである18。 
CS神戸事業は非常に多方面にわたっており、居場所立

ち上げ・運営支援事業のほか、神戸市 NPO 法人設立・

運営相談窓口事業（NPOに関する様々な情報や基礎知識、

NPO 法人の設立や運営などの相談を受ける事業）、シニ

アショートワーク事業、生きがい仕事サポートセンター

神戸東の運営（兵庫県からの事業補助金を受けて行う就

業・起業のサポート事業）、企業連携・コーズマーケティ

ング研究会（社会的大義を顧客に遡及することで、社会

貢献と利益の向上を追求するマーケティング手法の研

究）、神戸市立JR住吉駅前自転車駐車場での見守り活動

（認知症高齢者や子どもの見守り活動）、生活支援・介護

予防サポーターおよびグループリーダー養成研修、介護

保険地域密着型サービス第三者評価を行っている。さら

 
17 CS神戸が設立から運営までマネジメント支援等をす

る居場所は、神戸市内に300か所以上ある。また、2020
年度からは、神戸市の総合事業として「つどいの場支援

事業」（立ち上げ支援と継続支援）として、運営補助等の

資金援助（年額1万円＋開催予定回数×2000円）が支給

されている（補助団体数（2020年8月現在）：118団体）。

ただし、市内約1800か所（2020年度5月現在）あると

言われる「つどいの場」が、高齢者等の交流の場として

活動できているか、その実態は必ずしも明らかではない。 
18 2020年6月29日の「10分ふれあいコール オンライ

ン報告会＆意見交換会～コロナ禍でのつながりづくりを

考える～」での報告による。 

に、まちづくりスポット神戸（商業施設をプラットホー

ムに、地域住民、施設テナント、周辺大学や学生団体を

繋ぎ、地域の課題解決や新しい価値を共に創出する手伝

い）、生きがい活動ステーション（神戸市立灘区文化セン

ター内に開設され、神戸市民文化振興財団と協働で運営）、

神戸市コニュニティ相談センター（地域の課題解決のた

め、自治会と NPO をはじめとする多様な団体をマッチ

ングする事業）の運営事業も行っている。 
 
（３）大阪府住宅供給公社の取り組み 
 団地の特性を活かした取り組みを推進し、公社団地が

地域再生のキーとなることを目指し、住民ボランティア

や外部団体（民間企業、NPO等）と協力しながら、空き

家やコミュニティの希薄化等の課題解決にとどまらず、

新しい価値を創り出し「響きあう団地ライフ」を実現す

るとしている。 
①杉本町みんな食堂：公社と障がい者支援・コミュニ

ティづくり等様々な社会課題の解決に取組んでいる

NPO法人チュラキューブとが、大阪市立大学近くにある

団地の 1 室を活用した地域食堂である。この食堂は、公

社賃貸住宅約2700世帯が65歳以上の単身高齢者（2018
年 6 月末時点）のため、単身高齢者の孤立・孤食の防止

およびコミュニティの活性化を目指し、人が集まって楽

しく食事ができる団地内食堂として、2018年8月に開設

された。その仕組みは、障がい者福祉施設に居住する就

労継続支援B 型事業所 19の利用者が調理した食事（栄養

士が考えた健康的なメニュー）を食堂まで自動車で配達

し、比較的障がいの軽い就労継続支援B 型事業所の利用

者およびスタッフが配膳した定食（350 円）を、単身高

齢者等がみんなで楽しく食するというものである。大阪

市立大学とも交流協定を結び、留学生などの学生ボラン

ティアとの交流の場としても活用されている。このよう

な「杉本町みんな食堂」は、高齢者のフレイル予防によ

る健康寿命の延伸につながるとともに、地域住民が働く

障がい者の応援団になるという成果を上げており、2019
年度のグッドデザイン賞および 2020 年度の厚生労働省

健康寿命をのばそう！アワード優秀賞を受賞している。 

 ②やまわけキッチン：公社と NPO 法人 SEIN が、高

齢化の進む茶山台団地内に開設した丘の上の惣菜屋さん

であり、食事もできる集いの場でもある。茶山台団地は

坂も多く階段も多い高台にあるため、高齢者を中心とし

た住民から、団地内でご飯を食べたり顔を合わせたりで

 
19 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契

約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の

提供および生産活動の機会の提供、その他就労に必要な

知識および能力の向上のために必要な訓練、その他の必

要な支援を行う事業のことである。 
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きる場が欲しいとの要望があり、これに応える形で2018
年11月にオープンした。団地内の1回の空き家を改築し、

キッチンで手作りしたお惣菜を（一品 100 円～）小分け

販売したり、お惣菜にご飯とみそ汁が付いた定食メニュ

ー（500 円～）を食せるスペースも用意されている。時

には、小学生と一緒にお弁当の配達に行くこともあると

のことである。このような「やまわけキッチン」は、地

元の野菜をできるだけ使い、栄養面などにも配慮した惣

菜により健康寿命の延伸に繋げることに貢献しており、

2020 年度の厚生労働省健康寿命をのばそう！アワード

優秀賞を受賞している。 
 このほか、NPO法人SEINは、団地内の集会所を活用

した「茶山台としょかん」の運営もしており、また駅前

広場を活用した多世代交流のためのイベントを開催した

りしている。団地内の集会所の活用としては、地域の医

療法人や帝塚山学院大学と連携し、地域住民を対象に保

健・医療・介護などの健康相談や健康チェック、専門家

による健康講話や講習会などを行うイベント「まちかど

保健室」が実施されている（2020年度の大阪府健康づく

りアワード受賞）。 
 
（４）個別施設の取組み 
①老人保健施設「しょうわ」20：埼玉県の老人保健施設

「しょうわ」の施設長の医師は、地域医療の担い手とし

ても、また家族介護者支援のためのデイケアセンターの

運営者としても、一貫した理念のもとに活動を行ってい

る。施設のスタッフの子どもを預かる事業内保育所を施

設内に設置し、幼い子どもたちと認知症高齢者を含む多

くの高齢者が日常的に関わる時と場所を提供している。

認知症高齢者のベッドで、幼児が安心した寝顔で高齢者

と一緒に眠っていたり、施設のスタッフと位置付けられ

ているセラピードックと一緒に認知症高齢者が安眠して

いたり、心和む風景が日常的に見られる施設である。1
階の共用スペースでは、デイケアのトレーニングだけで

なく、喫茶でコーヒーを飲んだり、お茶室コーナーでお

茶をたてたり、楽器演奏や踊りが行われ、陶芸教室など

も開催されている。これらの指導等は、地域住民がボラ

ンティア・スタッフとして参加しており、居心地の良い

村社会といった感じで運営されている。 
②サービス付き高齢者向け住宅「はっぴーの家ろっけ

ん」：阪神淡路大震災でほぼ全焼した長田商店街で子ども

時代を過ごした若手のオーナーが運営するサ高住の 1 階

は、食事をとるだけでなく、日常生活を送る場となって

 
20 詳しくは、佐藤隆司「家で最期を迎えるために－家族

のWork-Life Balance－」本澤巳代子/ウタ・マイヤー＝

グレーヴェ編『家族のための総合政策Ⅲ－家族と職業の

両立－』（信山社、2013年）215－234頁を参照されたい。 

いる。商店街のお年寄りに可愛がられ、多世代交流の中

で育った経験を活かしたいとの思いが溢れている。この1
階のオープンスペースでは、オーナーの子どもの小学生

が宿題をしたり、認知症高齢者の相手をしたりしている

だけでなく、地域住民や外国人ボランティアなどが自由

に出入りして交流をしている。その独特のコンセプトは

マスコミでも広く取り上げられ、全国から入居希望者が

殺到し、待機リストも一杯の状態になっている。 
 
（５）体験者による支援の取り組み 
①サロンコンカローレ：うつ病の体験者であり、うつ

病患者の支援家族でもあった男性が、うつ病患者や家族

を支援するために設立した慈善団体である。軽度のうつ

病で 3 回休職を余儀なくされた男性が、自分の体験をベ

ースにうつ病回復コ―ディネーター21（カウンセラーの指

導・助言・育成を担うスーパーバイザー）として、回復

への多角的アプローチによる支援（面談サポート、電話

サポート、メールサポート、スカイプサポート、出張サ

ポート）、回復に伴う生き方の支援（仕事、生活費、治療

費用、人間関係、家族問題など）を行っている。また、

回復情報の相互交流会を月 1 回開催したり、回復関連の

イベント（就活、料理、フォーラム）を開催したり、回

復関連情報（治療、新聞・報道、書籍、講演会）を提供

したりする活動を行っている。後期高齢者となった代表

者が、「好喜幸麗者」として更なる社会活動や情報交流を

ライフワークとして続けて行くことを誓っている。 
 ②WACCA：神戸市長田区の商業施設内にあるシング

ルマザーや子どものためのスペースである。認定NPO法

人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ

が約30年にわたりDV相談やシェルター運営を行ってき

た中で、シェルター退去後のシングルマザーが気軽に相

談に行ける居場所が必要だとして、2013年にオープンし

た。シングルマザーの仲間づくり・情報交換・社会復帰

のサポート・子どもたちが無料で通える学習塾など、数

多くの支援プログラムを展開している。2020 年夏には、

同じビルの入り口近くにイベントなども開催できるより

広いスペースを確保し、同じビル内に新たに「WACCA
♭（ふらっと）」を開設した。この「WACCA♭（ふらっ

と）」では、新型コロナ感染症の影響で雇止めや仕事の減

少で経済的に困窮したり、外出が減り母子だけで孤立し

 
21 うつ病コ―ディネーターの多角的アプローチからの回

復支援として、気づきのヒント、傾聴サポート（受容と

共感）、回復への客観的情報提供、実体験（自・他）から

くる情報提供、医療行為ではできない・しない、ことば

＋非言語による支援（アイコンタクト、以心伝心、ボデ

ィランゲージ）、共に歩む（寄り添う）が挙げられている。

体験者ならではの視点である。 



9 
 

がちになったりしているシングルマザーのために、就職

サポートプログラムや親子関係を見直す親子参加プログ

ラムを実施するとともに、生活に困っている参加者には

食料や生活用品などを無償で提供する「フードパントリ

ー」を行うなどしている。 
 

７．おわりに 
 
 介護保険制度誕生から20年の間に制度は複雑化し、当

初は 5 年に一度の制度見直しとされていたのが、3 年に

一度の介護報酬見直しの度に制度改正が行われるように

なり、要介護者や家族介護者よりも、事業者側の要求ば

かりが目立つようになってきている。また、医療との連

携という表看板の中で、医療法人が介護現場に多く関わ

るようになっている。このままでは、15年で潰れた老人

保健制度の二の舞になりかねない。コロナ禍で明らかに

なったように、東京中心の中央政府が如何に地域の実態

を知らないまま、地域共生社会などと机上の空論を唱え、

責任を地方に丸投げしようとしているかを知るべきであ

る。口を開けて天から物が降ってくるのを待つのではな

く、地域社会が、地域住民が自ら行動すべき時が来てい

ると言える。各地域におけるソフト・ハードの資源を把 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

握し活用するとともに、多世代交流のためのイベントを 
重要である。例えば、中小企業の社長が社員食堂を活用

して、地域住民のための食堂・居場所を提供しているケ

ースもあれば、古民家を改修して、グループワークや展

覧会などができる場として開放しているケースもある。

それぞれの地域の大学・専門学校・高校などと連携した

り、地域の歴史・伝統を活用したり、名産品を活用した

り、色々な可能性が存在している。 
 介護保険制度導入前からドイツの高齢者施設 22を訪問

したり、介護保険制度に係る多様な当事者にインタヴュ

ーしたりしてきた中で、地域に開放された高齢者施設の

レストランやカフェ、多世代交流や移民・難民の女性と

子どもを支援する居場所など、多様な地域活動を目にし

てきた 23。いずれの場所においても、若干の公的資金の

援助はあっても、ほとんどは教会系を中心に市民の寄付

とボランティアで運営されていた。介護保険の要介護認

定をしている団体 MDK の介護部長だった女医は、地域

の医師・看護師・区役所の介護保険担当者・警察官など

多様な 
関係者との地域会議を20年以上前には立ち上げていた24。

ドイツ側も、日本の介護保険から学んだ点はあり、例え

ば、地域包括支援センターにおける介護関係の総合相談

窓口を設置したりした。 

 
22 介護保険導入前から、ドイツの高齢者施設は契約施設

であり、ホーム法によって入所者の利益保護が図られて

いた。詳しくは、拙稿「西ドイツ老人ホーム法の実証的

研究」大阪府立大学経済研究33巻2号(1989年)83－118

頁、「ドイツのホーム法と施設介護の質の確保」大阪府立

大学経済研究40巻2号（1995年）151－170頁など参照。 
23 詳しくは、消費生活マスター介護問題研究会『ドイツ

における高齢者支援 調査報告書』（神戸市消費生活セン

ター、2018年）、アーバンハウジング『ドイツ「多世代の

家」に関する調査研究』（公益財団法人アーバンハウジン

グ、2019年）など参照。 
24 エルケ・モーア（本沢巳代子翻訳）「ドイツにおけるサ

ービスの質の審査と評価」東京都高齢者研究・福祉振興

財団『介護保険転換期』（同財団、2005年）参照。 
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https://www.mhlw.go.jp/file/06-seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000213177.pdf 
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11 
 

 
 
 
 

 
図 3 厚生労働省「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 52 号）の

概要」 
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https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000575734.pdf 
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図5 神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会資料 
［神戸市の②認知症「神戸モデル」の推進箇所に挿入した注の文書内容］ 
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