
「平成」生まれの介護保険 大きくなった費用と負担

　介護負担を社会全体で支える仕組みとして2000年度
（平成12年度）に開始した介護保険制度は、今年度で7期
目（介護保険事業期間1期3年）に突入している。
　介護保険は制度として定着する一方、保険料の上昇が
続いている。この傾向が続くと保険料の負担感、不公平
感などから将来、介護保険料が気になりだす人が増える
ことも予想される。本稿では、介護保険料の現状を概説
し、今後の保険料上昇にどう向き合えばよいのか、被保険
者側の役割を示唆したい。

　介護保険料の上昇傾向が続いている。介護保険の被
保険者は40歳以上が対象であり、65歳以上の第1号と
40歳以上65歳未満の第2号に区分される。
　第1号被保険者の保険料は基本的に保険契約が3年毎
に更新され、保険料が上がっていく。3年サイクルの介護
保険事業計画によって保険料の計算基礎となる介護サー
ビスの総量や認定者数の見込みなどが見直し改定される
からだ。
　厚生労働省の公表によると2018年度の第1号被保険
者の保険料（基準額）は5,869円、第2号被保険者の保険
料は5,659円ⅰ となった。介護保険制度が開始された当初
と比べると約２倍になっている。【資料１】
　2018年度の改定では、第1号被保険者の介護保険料
は約８割の市町村で引き上げられた。また、第2号被保険
者の保険料は、被用者の健保組合の約3割で引き上げら

またもや上がった介護保険料－当初の2倍に
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れているⅱ。
　第7期では、全国1,223の市町村で保険料基準（月額）
が最も高かったのは9,800円、最も低かったのは3,000
円であった。その差は約7,000円で約3.3倍になってい
る。居住地によって保険料が増えた地域もあれば減った
地域もある。参考として介護保険料基準額（月額）と対前
期伸び率からみた保険者（市町村）分布を第6期と比較し
たのが【資料２】である。第7期はこの格差が拡大した。
　膨張する介護費用に対する負担の見直しを重ねてきた
結果、介護保険料は上昇を続けてきた。制度開始の当初
は、収入の差に関係なく皆が同じ3,000円以下の保険料
を支払うといった応益負担のシステムで制度が維持でき
ていた。しかし保険料の上昇により低所得者層への保険
料の逆進性が問題となり、公平性が保たれなくなる等の
議論を起こした。その結果として収入の差、負担する能力
に応じた負担を求める応能負担へのシフトを強めてきて
いる。

　一方、介護費用の負担はどうなっているのだろうか。
　利用者負担分（利用料）を除いた介護サービスの総費
用ⅲの財源は、保険料と公費（税）である。保険料のうち半
分以上は第２号被保険者が納める保険料で賄われてい
るⅳ。【資料３】
　介護費用を被保険者区分別にみると、第１号被保険者

介護費用は社会全体で共同負担

資料1 介護保険料の推移

（出所）厚生労働省資料より筆者作成
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の分が圧倒的に多額で大きな割合を占めていることがわ
かるⅴ。【資料４】
　この要因は認定者数によるところが大きい。要支援・介護
の認定者数に対する第１号被保険者数の占める割合を見る
と当初から9割強で微増の傾向が続いている。【資料５】
　介護保険はそもそも、老化に伴う介護ニーズに適切に
応えることを目的としている。
　65歳未満の第2号被保険者については、自らの介護リ
スクに備えるとともに、社会的扶養の考え方に基づき費
用を負担するとされている。認定にあたり、要介護（要支
援）状態に該当し、その状態ががん（末期）など16の「特定
疾病」によって生じた場合に限定されていることも認定者
数格差の一因である。
　こうしてみると、介護サービス給付は第１号被保険者に
著しく偏っている。つまり、第1号被保険者の増加が費用総
額（見込み）を押し上げ、結果的に第2号被保険者の保険料

上昇にも繋がっていることがわかる。第1号被保険者の介
護費用の増加は、第2号被保険者とは無関係ではない。

　また、保険料上昇の主な要因の一つは、保険料負担者
における第1号被保険者割合の増加である。高齢になる
につれ介護ニーズは増加し、それに伴って介護サービス
の総量は増大する。
　被保険者の構成として要支援・要介護認定者となる可
能性の高い第1号被保険者層が増える傾向が当面続く。
全体としては、共同負担する被保険者個々の保険料上昇
が続くことを意味している。【資料６】
　政府が経済財政諮問会議で公表した「2040年を見据
えた社会保障の将来見通し」（2018.5）によると介護給付

当面は続く、高齢者割合の増加　不安がジワリ

資料2 介護保険料基準額（月額）と対前期伸び率からみた保険者（市町村）分布

（出所）厚生労働省資料より筆者作成
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資料3 介護保険の
財政構成

（出所）厚生労働省資料より筆者作成
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資料4 被保険者
区分別介護費

（出所）厚生労働省資料より筆者作成
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資料5 要支援・介護認定者数と第1号被保険者占率

（出所）厚生労働省資料より筆者作成
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費は2018年度の10.7兆円が2040年には25.8兆円に
達するというⅵ。
　この中で、第1号被保険者の介護保険料は2025年に
7,200円、2040年には9,200円になると見込まれてい
る。第２号被保険者についても、報酬に対する負担割合の
伸びが同様に見込まれることから、第1号被保険者と同じ
ような水準になるものと思われるⅶ。
　人々の暮らしに目を向けると、2016年の時点で65歳
以上の人がいる世帯は全世帯の約半分であり、そのうち
3割は夫婦のみ世帯というⅷ。第1号被保険者は基本的
に、扶養制度がない後期高齢者医療制度へと最終的には
全て移行する。移行後を含め、一世帯で二人以上（夫婦）
の保険料を払うことを想定した場合、年金への依存度が
高まる世帯にとっては、上昇率が高い介護保険料が家計
負担の増大を招き、経済的な備えの問題を深刻化させる
可能性がある。
　現在でも高齢者世帯の家計状況をみると潤沢であると
は言い難い。総務省の調査ⅸによると、たとえば、二人以
上の世帯のうち高齢無職夫婦世帯（夫65歳以上、妻60
歳以上の夫婦のみの無職世帯）の収支状況をみると、平
均で月5.5万円の赤字となっている。貯蓄を崩しながらの
暮らしの中に、伸び率の高い介護保険料の負担も組込ま
れている。

　介護保険の特性の一つに、健康保険と比較して地域性

介護保険の特性を考えるー地域性

が高いことがあげられる。
　医療サービスは、健康保険によりどこでも、いつでも、
誰もが均質的な医療サービスを受けられる、またどの地
域のサービスにもアクセスできるといった提供体制が整
備されている。しかし介護保険は給付条件として、年齢の
条件に加え各市町村での要介護等の認定が必要となり、
住民に限定される地域密着型の給付があるなど、制約が
大きい。健康保険での高度な医療サービスは、提供可能
な医療機関が限られるため生活圏を超えてのサービス
受給も散見される。
　一方、介護保険は、医療ほど生活圏を超えてサービス
を受給することはない。介護分野においては、地域の実情
に応じたサービス体制の構築が推進される方向にあり、
医療と同様にサービスの均てん化を求めるものではない
との認識が定着しつつある。

　介護保険料の上昇を抑制するための諸施策はこれ迄
にもすでに講じられてきている。しかしながら前述の通
り、介護費用は高い伸びが続いてきた。今後もこの情勢
が続くことが確実視されている中で介護保険制度に対す
る基本的路線は、介護費抑制の徹底、利用者負担の強化、
公費負担の抑制であることに変わりはないだろう。各地
域では必要なサービスを適切に受けられる体制を目指
し、限られた資源での制度運営・工夫が求められていると
ころである。

被保険者側への介護保険制度への理解・促進

資料6 人口構成と介護保険料の推移予測

（出所）厚生労働省、総務省、国立社会保障・人口問題研究所資料より筆者作成
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　厳しい財政で膨張する介護ニーズに対応せざるを得な
い分、介護給付が適正であるかどうかを厳しく問われるこ
とになる。また、同じ介護保険料であっても介護サ―ビス
内容が異なるなどのケースもあり、介護サービスの対価
としての保険料の正当性も今まで以上に検討・吟味され
るだろう。費用の効率的・効果的活用が追求される状況下
で介護サービスは、保険者の財政状況に応じて変更され
るといった側面もある。
　このような中、保険者機能の強化として、運営主体であ
る保険者の適正化事業が推進されているⅹ。この取組で
は、行政担当者がケアマネジメントに対する理解を深める
ことが肝要とし、国、都道府県、市町村が連携して進める
とされてきた。これをもう一段推進するためには、利用者
側に向けて保険料負担に対する理解を深める取組を介
護サービス利活用力の向上と併せて、一層推進されるべ
きであろう。
　例えば、要介護状態等の発生回避や重度化の抑制、
サービスの適切な選択などの意識浸透を通じて被保険
者の生活自立度を極力、維持・向上させる、このことに
よって保険料の上昇抑制や引下げに繋げることは理屈で
は可能だが現実には難しい。しかし、地域全体で介護保険
の費用と負担や高齢社会に対する理解が深まれば、保険
料の上昇抑制に繋がる行動への関心がさらに高まること
も期待できる。

　これからの介護分野におけるサービスは、地域包括ケ
アシステムⅺの推進等を通じて地域の実情に応じて進展
する方向にある。地域を構成する企業、事業主等にとって
は抱える被保険者の介護予防、重症化予防への支援力を
高めることも間接的な社会貢献であり、その一役を担う
ことへの期待が高まる可能性がある。また、介護保険料
の共同負担が義務付けられる企業等にとっては、支出・労
務管理面にも繋がることから、その役割は重要になって
いくだろう。

　今後も介護サービス体制は修正を重ねつつ、一定の時
間をかけて進化していくだろう。そうであれば、保険者には
地域全体で制度への理解を深め、制度を見守り、育てると

地域包括ケアシステムの構築の中で

介護保険制度を共に育てる

いった地域連帯性の醸成など、被保険者を絡めた中長期
的な諸取組みがより一層求められるのではないだろうか。
　一方、被保険者も、介護が必要となった時に適切な
サービスが選択できるように、また真に必要なものが確
保されるように、地域にとって必要なサービスを見極める
姿勢、監視する意識も重要となろう。保険料を納め、サー
ビスの変更を傍観するだけでは多様なサービスを創発す
る土壌は生まれない。サービスを効率化・工夫等に協力
できることは何か、サービス受給に拘わらず積極的な関
与が求められるようになってきている。まずは、現行の利
用できるサービスを確認することから始め、さらに求める
サービスがない場合に妥当な選択は何かを考えることも
重要になってくるだろう。
　また、介護は「生活支援」とも関係が深い。介護は老い
ながら人生の締めくくりに向かうステージで、その人らし
く生きる人生の充実（quality of life）を支える分野であ
る。人生最後までの安心と希望、生活の安定に寄与する
という点で意義深い。また、その分野での「共助」運営の
中心は身近な市町村にある。
　住み慣れた地域であるいは最後の安住の地となる可
能性の高い地域など、各地域において地域と共に安心を
考える人とそのつながりが増え、介護サービスの効率・適
正化等への意識が高まることに期待したい。

………………………………………………………
ⅰ  介護保険の医療保険者の納付金の算定に関する省令等に基づき毎

年、公示され、その後に概算値、確定値が公表される。
ⅱ 平成30年度健康保険組合予算早期集計結果の概要（2018.04）
ⅲ  介護給付、予防給付、介護予防・日常生活支援総合事業等に要する

総費用
ⅳ  施設介護に係るサービスについては公費の負担割合が異なる。国

20％、都道府県17.5％となる。
ⅴ  第1号被保険者分および第2被保険者分には、高額介護（介護予防）

サービス費、高額医療合算介護（介護予防）サービス費、特定入所者
介護サービス費が含まれていない。

ⅵ  「計画ベース」の見通し。医療・介護サービスの提供体制の改革や
地域医療構想、医療費適正化計画、介護保険事業計画を反映させて
いる。「計画ベース」とは別に現状のサービス利用状況を基に機械的
に計算された「現状投影」の見通しも示されている。

ⅶ 「計画ベース」見通しによる保険料率の伸び率を基に予測している。
ⅷ 内閣府「平成30年版高齢社会白書」（2018.6）
ⅸ  総務省「家計調査報告（家計収支編）―平成29年（2017年）平均速

報結果の概要」(2018.2）
ⅹ  2008年度から各都道府県では「介護給付適正化計画」を策定し、市

町村と一体となって適正化に向けた取組が推進されてきている。
ⅺ  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・サービス提供体制。
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