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よくわかる介護保険

介護保険４年間の検証と 2005 年改革（その５）
～保険料徴収・給付対象年齢の拡大は見送りに・上～

                                                 総合研究部 丹下 博史

(要旨)

○政府は２月８日、介護保険法改正案を閣議決定した。保険料徴収と給付対象年齢の拡大について

は、今後の検討課題として実施を見送り、付則に「社会保障に関する制度全般についての一体的

な見直しと併せて検討し、2009 年度を目途に所要の措置を講ずる」との検討規定を明記すること

になった。

○厚生労働省は、被保険者・受給者年齢の拡大について「２階建て案」を提案した。この案は、障

害者制度と介護保険制度で共通するサービスは介護保険で給付し、それ以外は支援費制度で給付

するという考えである。現状でも 65 歳以上の障害者については、既にこうした「組み合わせ」が

適用されており、これを若年者まで拡大する方針で改革議論に臨んだ。

○介護保険部会での意見は、大筋では被保険者・受給者年齢拡大の方向性に理解を示すものの、慎

重論が多かった。特に否定的だったのが経済界と自治体の代表であり、「若年者の理解が得られ

ず、保険料未納が増え、制度が崩壊する」「障害者施策は社会保険に馴染まない」「始まったば

かりの支援費制度を見直すのは時機尚早」などを指摘し、反対にまわった。

１．はじめに

政府は２月８日、介護予防の強化と施設入所者への居住費・食費負担の導入を柱とする介護保険

法改正案を閣議決定した。取扱いに注目が集まっていた保険料徴収と給付対象年齢の拡大について

は、今後の検討課題として実施を見送り、付則に「社会保障に関する制度全般についての一体的な

見直しと併せて検討し、2009 年度を目途に所要の措置を講ずる」との検討規定を明記することにな

った。

被保険者・受給者年齢の拡大は、介護給付費の急増が続く中で、制度の持続可能性に大きな影響

を及ぼす重要な問題であり、2005 年改革の最大の検討課題であった。結局、見送りにはなったもの

の、年限付きで検討規定が設けられたことで、その可否も含め具体的な制度改革案について今後も

議論が続けられそうだ。そこで、本コーナーでは２回に分けて同問題に関するこれまでの議論の動

きや現状の課題、今後の方向性について解説する。

２．当初の制度設計案は被保険者 20 歳以上

実は、被保険者・受給者の年齢問題は新しい課題ではない。介護保険制度の設計段階から大きな

論点の一つとして認識されてきた課題である。そこで当時の議論を紹介し、なぜ現行制度の枠組み

となったのかを簡単に解説したい。

公的介護保険の制度設計について議論が本格化したのは 94～96 年にかけてであるが、当時の議論

の経緯を振返ると、受給者については、比較的早くから 65 歳以上の高齢者を対象とする基本路線が

示されていた（資料１）。これは、介護保険制度創設の背景として、急増する老人医療費の問題が

あり、そもそも制度創設の目的が社会的入院など高齢者介護問題の解決にあったためである。もち

ろん、若年障害者を給付対象に含めることに関して議論がなかったわけではないが、①就労支援や
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社会参加支援を含む障害者施策の総合性が失われるおそれがある、②障害者行政と高齢者行政は異

なる仕組みで行われており、実施体制面での検討が不十分である、等の意見が多く、当の障害者団

体からも積極的な支持を得ることができなかった。このため、若年障害者の問題は今後の検討課題

として位置づけることになり、代わって打ち出された「障害者プラン」に基づく障害者福祉サービ

スの整備状況を見極めて対応するという整理になった。

一方、被保険者年齢（保険

料の徴収対象年齢）について

は、65 歳以上の高齢者に限定

した場合、保険料が高くなり

すぎるため、若年者にも負担

を求めることが不可欠とされ、

若年者の範囲をどこまで広げ

るかが議論された。当時の老

人保健福祉審議会の議論では、

０～64 歳とする案、20～64

歳とする案に加え、元厚相の

丹羽雄哉 衆院議員（当時・

自民党医療基本問題調査会

長）が提案した 40～64 歳と

する案が検討され、最終報告

書で 20～64 歳とする意見が有力と位置づけた（注１）。つまり、受給者を 65 歳以上とし、被保険

者を 20 歳以上として、高齢者も含む 20 歳以上の国民全体で介護費用を支えあうという案である。

旧・厚生省も、財政の安定性の観点から被保険者を 20 歳以上とする案を推したが、与党側は、「保

険料を負担しているのに関わらず、64 歳以下の障害者に給付の権利がないのはおかしい」「若い世

代の理解が得られず保険料未納が多くなり、制度が成り立たなくなる恐れがある」として強く反対

し、妥協案として丹羽氏が提案した被保険者・受給者を 40 歳以上とする仕組み（ただし、40～64 歳

の受給者は加齢に伴う特定疾病を原因とする要介護状態のみ給付対象）が採用されることになった

（注２）。この「40 歳」と決めた理由としては、①年齢的に親の介護不安を抱える時期であり、介

護保険の創設によって間接的に便益を受ける、②脳卒中など老齢に伴う特定疾病の発生率が高くな

る、といったことが根拠として説明されたが、率直に言って後づけ的な理由であったといえる。

こうした経緯を踏まえ、閣議決定の段階では介護保険法案に附則が設けられ、「被保険者及び保

険給付を受ける者の範囲」については、障害者福祉施策等に配慮しつつ、施行後５年を目処として

検討すべき課題の一つと明示された。その意味で、被保険者・受給者年齢の年齢問題は、制度発足

時に積み残した「宿題」だったわけである。

（注１）老人保健福祉審議会 最終報告（1996 年４月 22 日）によると、被保険者年齢を何歳からにするかについては、

20 歳以上、40 歳以上、65 歳以上と両論併記の形を取っているが、20 歳以上を有力意見としている。

（注２）当時の経緯については、「健康保険」2003 年８月号に掲載された帝京平成大学教授 和田勝氏の講演『介護

保険制度見直しの課題』に詳しい。和田氏は当時、高齢者介護対策本部長事務局長であった。

３．年齢拡大に対し慎重意見が大勢

（１）障害者団体も賛否両論

こうした経緯から、2005 年改革では再度、被保険者・受給者の年齢問題が議論されることになっ

た。本質的には、被保険者年齢の拡大と受給者年齢の拡大は別個の議論であるが、制度設計時の経

緯を考えるとほぼ表裏の関係にあると捉えるべきだろう。一方、当時と状況が変化した点として、

障害者福祉における「支援費制度」の財政的な行き詰まりがある。

資料１　被保険者・受給者範囲をめぐる制度創設時の主な経緯

1994年12月 高齢者介護・自立支援システム研究会報告
･
･
65歳以上を被保険者かつ受給者とすることが基本
現役世代を被保険者として位置づけることも考えられる

1995年 6月
与党福祉ＰＴ
「高齢者介護問題に関する中間とりまとめ」

・
・
若年障害者については、同時並行的に進めている障害者
施策の在り方を念頭に置きながら引き続き検討する

12月 老人保健福祉審議会（三部会報告）

･
･
･

65歳以上の高齢者を受給者・被保険者として位置づける
現役世代にも適切な負担をもとめるべき
若年障害者に対する介護サービスについては、障害者福
祉政策によって対応。「障害者プラン」策定について検討

1996年 1月 老人保健福祉審議会（第２次報告）

・

・

介護サービスの対象者は、加齢にともなう障害等により介
護が必要な状態にある高齢者
若年障害者に対するサービスは「障害者プラン」で実現され
ることが望ましい

4月

･
･
･

65歳以上の高齢者を被保険者・受給者とすることが適当
世代間連帯の考え方に立って現役世代にも負担を求める
若年障害者については障害者プランによるサービス整備の
進展状況を見極め対応

5月
与党福祉ＰＴ「介護保険制度の試案作成に
当たっての基本的視点」

･ 高齢者・現役世代・事業主等が納得して費用を負担でき
るような方策を盛り込むこと

6月
･
･
介護保険は老化に伴う介護に応えることを目的とする
老親の介護が必要となり、自身も老化に伴う介護ニーズが
発生する可能性のある40歳以上を被保険者とする

11月 介護保険法案・閣議決定／国会提出

介護保険制度創設を巡る主な経緯・公表物とその内容

老人保健福祉審議会
介護保険制度案大綱（諮問・答申）

老人保健福祉審議会（最終報告）

（出所）社会保障審議会 介護保険部会資料
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これまで、障害者の福祉サービスは、行政がサービス内容を決定する仕組み＝「措置制度」によ

り行っていた。支援費制度とはこれを見直したもので、障害者自身がサービスを選択し、施設・事

業者との契約に基づいてサービス利用するという制度である。選択と契約という点で、介護保険制

度の仕組みと類似した制度であり、2003 年４月から施行されている（注３）。しかし、支援費制度

は予想以上に在宅サービス利用が増大したことによって、大幅な予算不足に陥っており、さらには、

三位一体改革の議論の中で支援費制度の税源を地方自治体へ移譲するという話も浮上し、財政的な

問題に発展するようになった。こうしたことから、厚生労働省は介護保険制度と障害者支援費制度

を「統合」し、被保険者年齢を 20 歳まで引き下げる方針で見直し議論に臨んだ。そもそもは介護保

険制度の財政を安定させようという考えであり、支援費制度の予算不足を介護保険で賄えるという

狙いもあった。

こうした厚生労働省の基本姿勢に対し、介護保険

部会の多くの委員は、大筋では介護保険制度を若年

障害者も対象とする普遍的な制度に見直す方向性に

理解を示したが、各論では慎重論が多く述べられた

（資料２）。特に強く反対したのが経済界と自治体

の代表であり、「若年者の理解が得られず、保険料

未納が増え、制度が崩壊する」「障害者施策は社会

保険に馴染まない」「支援費制度が始まってまだ間

もないのに、それに対する十分な分析もないまま統

合するのは時機尚早」などを指摘し、反対にまわっ

た。

また、厚生労働省にとって致命的だったのは、見

直し後の具体的な障害者制度と介護保険制度の姿が

なかなか提示されなかったことにより、「統合問題」

が一人歩きし、統合を吸収合併と捉え、サービスの

後退を危惧した障害者団体の積極的な支持を得られ

なかったことである。厚生労働省は、後に基本方針

として介護保険と障害者制度で共通する介護サービ

スは介護保険で給付し、それ以外の障害者固有のサ

ービスや給付上限以上のサービスは障害者制度で給

付するという「２階建て」方式にする考えを説明し

たが、最終的に障害者８団体のうち３団体の賛成しか得ることができなかった。

（２）本来は「統合」ではなく「組み合わせ」

ここで厚生労働省が提案した「２階建て案」について

解説する。この案は今回の改革では先送りされたものの、

有力な考え方であり、今後の議論の中でも基本方針とし

て検討されると考えられる。

先にも述べたように、この案は共通するサービスは介

護保険で給付し、それ以外は支援費制度で給付するとい

う考えである。具体的には、身体介護・家事援助は共通

サービスとして介護保険から給付を行い、介護保険制度

では利用できないガイドヘルプ（外出援助）、授産施設

などのサービスや、全身性障害などの場合で介護保険制

度の支給限度額を超えるサービスについては障害者制度

資料２　各主要団体の意見
　団　体 被保険者・受給者年齢拡大について主な意見

･ 制度統合の方向性は理解できるが、国民的コンセンサス
を得る必要がある。

･ 現時点では統合後の具体的方策について不明確な点
が多く、早急に結論を出せない。

･ 被保険者年齢引き下げについては、現行の枠組みに基
づき、制度の持続可能性を確保することが先決。

･ 介護保険制度と障害者施策はそれぞれ目的が異なる。

･ 給付と負担の関係において、障害者施策は社会保険に
馴染まない。

･ 介護保険自体が介護サービスの急増や財政基盤など多
くの課題を抱えている。

･ 支援費制度は僅か１年しか経過していない。

○ 全国知事会
･ 幅広い国民の理解が必要であり、解決すべき問題も多
いことから、十分な準備期間を確保し、早急に具体的な
議論を深めるべき。

･ 統合が実施されることは、介護保険制度に大きな影響を
与えるため、十分な検討が必要。

･ 財政的な側面に重きを置いた形での見直しには直ちに
賛成できない（公費投入も必要）。

･ 被保険者範囲拡大は、受益者と負担者が一致しない。

･ 社会保障の一体的改革が必要な中で、個々の制度改
革のたびに企業負担を求められるのは納得できない。

･ 若年者自身が給付を受けることが殆ど期待できず、保険
料負担に理解が得られない。保険料の未納・滞納問題
が生じる恐れがある。

･ 若年障害者のニーズは多様であり、介護保険制度の枠
組みで障害者福祉が機能するか疑問。

･ 支援費制度に対する十分な評価もないまま、財政状況
が厳しい介護保険制度に統合するのは反対。

･ 介護は高齢者特有のニーズではなく、あらゆる人が参加
する普遍的な制度に見直すべき。

･ 法施行までは、十分な準備期間を設けるべき。

○：賛成、△：中立・慎重、×：反対

日本労働組合
連合会

○

△

健康保険組合
連合会

全国市長会
全国町村会※

日本医師会

×

△

× 日本経団連

（注）全国町村会は最終的に年齢拡大について賛成に転じた。

（出所）社会保障審議会 介護保険部会資料より研究所作成。

資料３　65 歳以上における介護保険制度と

　　　　　　　　　　　障害者制度との関係

介護保険と障害者制度で
共通するサービス

↓
介護保険制度が優先

[横出し部分]
ガイドヘルプや
授産施設などの
介護保険にな
いサービスは障
害者制度から
給付

[上乗せ部分]
全身性障害者に対する介護保険の支給
限度額を超える部分は障害者制度から給付

障害者制度

（出所）社会保障審議会 介護保険部会資料
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から給付を行うという仕組みだ。

実は、現状でも 65 歳以上の高齢障害者については、既にこうした「組み合わせ」による給付が適

用されており、介護保険制度で利用可能なサービスについては介護保険制度の利用が優先されるこ

とになっている（資料３）。そう考えれば、介護保険制度と障害者福祉制度の関係は、介護保険制

度が障害者福祉制度を「統合」「吸収合併」するというものではなく、介護保険制度を優先適用す

る範囲を 65 歳未満にも広げるかどうか、言い換えれば、若年障害者にも 65 歳以上と同様に障害者

制度と介護保険制度の「組み合わせ」を認めるかどうかという問題であると言える。

介護保険部会の意見書では、こうした問題整理をした上で、障害者制度で給付されるデイサービ

ス、施設サービスには「介護」に該当するサービスのほかに、授産活動や創作的活動など「介護以

外」のサービスも混在していることから、障害保健福祉行政において、障害サービスの機能再編・

分化を行う予定としている。

（注３）ただし、支援費制度では、区市町村が障害程度等を勘案して個別的に支給決定を行うことや、利用者負担が

応能負担であることなど、両制度間で異なる点も多い。

４．まとめ

以上、介護保険制度の受給者・被保険者年齢の拡大に関する議論の動向を解説した。結局、介護

保険部会の最終報告書は両論併記の形となり、自民党からも制度統合には慎重な意見が出され、見

送りが決まった。確かに、要介護認定やケアマネジメント、利用者負担など多くの制度的相違が多

くある中で、一部であっても一足飛びにサービスを共通化しようとするのはなかなか難しい。また、

支援費制度がスタートしてまだ２年しか経過していないこともあり、十分な評価・分析もないまま

では、不安が先に立つことも当然と言える。

ただし、客観的にみて、介護保険の給付対象年齢を若年者まで拡大できない決定的な理由はない

というのも事実だ。「障害者施策は社会保険に馴染まない」という意見があるが、２階建て案では、

障害者固有のサービスは従来通り公費を利用して行うので、65 歳以上の障害者が既に介護保険で利

用している「介護」サービスが、若年障害者の場合だと社会保険に馴染まないという意見はあまり

論理的ではない（注４）。また、「若年者の理解が得られず、保険料未納が増え、制度が崩壊する」

という意見は、実際に保険料徴収に携わる地方自治体の視点としては理解できるが、64 歳以下の市

町村国保加入者の介護保険料は国民健康保険料と同時に世帯主が納付するものであり、保険料収納

率は近年低下傾向とは言え、90％台である（被用者保険は給与天引きで納付）。「空洞化」論を聞

くと、つい国民年金の惨状をイメージしがちだが、世帯単位で徴収するため、国民年金のように学

生など無収入者個人に直接納付を求めるものではない。そうしたことを考えると「制度が崩壊する」

というのは、やや誇張しすぎと言えるのではないだろうか。また、負担水準については、介護保険

部会でも提示されたように、20 歳代については保険料を軽減するなど、制度設計次第で工夫可能だ。

そう考えると、介護保険制度の被保険者・受給者年齢を拡大するかどうかは、結局のところ障害

者制度をどうしたいかということに繋がる。率直に言って、国民の意識としては、介護はまだ自分

事として考えるが、障害についてはそうではない。障害についての啓蒙活動を積極的に行い、国民

的な議論を盛り上げる必要があるのではないだろうか。

（注４）障害者サービスの財源を何で行うかは、特にセオリーがあるわけではなく、諸外国の状況を見ると、若年障

害者に対する介護サービスを保険方式でやっている国（ドイツ・オランダ）もあるし、税方式でやっている

国（イギリス・スウェーデン）もあるというのが実際のところである。
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