社会保障審議会
介護保険部会（第92回）

資料１

令和４年３月24日

2021年4月1日

介護保険制度をめぐる最近の動向について

令和４年３月２４日
厚生労働省 老健局

介護保険制度の概要
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介護保険制度の仕組み
市 町 村 （保険者）
税 金

市町村
都道府県
１２．５％ １２．５％（※）

５０％

保険料

費用の９割分（８割・７
割分）の支払い(※)

国
２５％（※）

・訪問介護
・通所介護 等

※施設等給付の場合は、
国２０％、都道府県１７．５％

２３％

サービス事業者
○在宅サービス
○地域密着型サービス

２７％

請求

５０％

・定期巡回・随時対応型訪問
介護看護
・認知症対応型共同生活介護

等

○施設サービス
・老人福祉施設
・老人保健施設 等

人口比に基づき設定 （令和３－５年度）

１割（２割・３割）負担(※)
財政安定化基金
全国プール

保険料

個別市町村

原則年金からの天引き

居住費・食費

サービス利用

国民健康保険 ・
健康保険組合など

要介護認定

加 入 者 （被保険者）

第１号被保険者
・65歳以上の者
（ ３，５７９万人）

第２号被保険者
・40歳から64歳までの者
（４，１９０万人）

（注） 第１号被保険者の数は、「介護保険事業状況報告令和３年３月月報」によるものであり、令和２年度末現在の数である。
第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、令和２年度内の月平均値で
ある。
（※）一定以上所得者については、費用の２割負担（平成２７年８月施行）又は３割負担（平成３０年８月施行）。
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介護保険の財源構成と規模

（令和４年度予算案 介護給付費：12.3兆円）
総費用ベース：13.3兆円

保険料 50％
第1号保険料
【65歳以上】

平成２７年度から保険料の低
所得者軽減強化に別枠公費
負担の充当を行い、この部分
が公費（国・都道府県・市町
村）となる

23％（2.8兆円）

・第1号・第2号保険料の割合は、
介護保険事業計画期間（3年）
ごとに、人口で按分

第2号保険料
【40～64歳】

27％（3.3兆円）
・第2号保険料の公費負担（0.4兆円）
国保（国：0.3兆円 都道府県：0.1兆円）
※数値は端数処理をしているため、合計が一致しない場合がある。

公

費 50％
国庫負担金【調整交付金】
5％（0.6兆円）
・第1号被保険者に占める75歳以上の
高齢者の割合、所得段階別の割合等
に応じて調整交付

国庫負担金【定率分】
20％（2.3兆円）
・施設の給付費の負担割合
国庫負担金（定率分）15％
都道府県負担金 17.5％

都道府県負担金
12.5％（1.7兆円）

市町村負担金
12.5％（1.5兆円）
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調整交付金について
「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得水準が低いことによる収入減」
を、国庫負担金２５％のうち５％分を用いて財政調整。市町村間の財政力の差を解消。
調整交付金
平均5%

第1号保険料
平均23%

１．後期高齢者加入割合の違い
・前期高齢者（６５歳～７４歳）：認定率 約４．２％

国

・後期高齢者（７５歳～８４歳）：認定率 約１８．７％

20％

・後期高齢者（８５歳～）

：認定率 約５９．４％ ※令和元度事業状況報告年報

後期高齢者の構成割合が大きい市町村
→保険給付費が増大 →調整しなければ、保険料が高くなる
都道府県負担金

２．被保険者の所得水準の違い

12.5％

第２号保険料

所得の高い高齢者が相対的に多い市町村
→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は低くてすむ

市町村負担金

27％

12.5％

所得の低い高齢者が相対的に多い市町村
→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は高くなる

調整交付金の財政調整の例
A町

B市

後期高齢者(75歳以上)が多い
保険者
低所得の高齢者が多い保険者

後期高齢者が少ない保険者
低所得の高齢者が少ない保険者

【調整交付金の役割】

調整交付金が5%で
あれば、11,200円
実際は
6,200円
調整交付金
を多く
（14.5%）
支給

第
１
号
保
険
料

実際は、4,950円
調整交付金5%で
あれば、4,050円

※第8期からは、一人当たり給付費の違いも勘案するよう見直し

第
１
号
保
険
料

調整交付
金なし

・
・

保険者の給付水準が同じであり、
収入が同じ被保険者であれば、
保険料負担額が同一となるよう調整するもの。

（※）調整交付金の計算方法
各市町村の普通調整交付金の交付額
＝ 当該市町村の標準給付費額 ×

普通調整交付金の交付割合（％）

普通調整交付金の交付割合（％）
＝ ２８％ － （２３％ × 後期高齢者加入割合補正係数
× 所得段階別加入割合補正係数）
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保険料徴収の仕組み
○

介護保険の給付費の50％を65歳以上の高齢者（第１号被保険者）と40～64歳（第２号
被保険者）の人口比で按分し、保険料をそれぞれ賦課。
普通徴収
第１号被保険者
（65歳以上）

約9.8％の者が対象

市町村の
個別徴収

高齢者の
保険料
（23％）

保険料

3,579万人

特別徴収

（令和２年度末）

年金から
天引き

公費
（50％）

約90.2％の者が対象

各年金保険者

国
（25％※）

年金機構
国 共 済
地 共 済
私学共済

第２号被保険者
（40～64歳）
4,190万人
（令和２年度）

保険料
若年者の保険料
については、医
療保険と同様に
事業主負担・国
庫負担がある。

都道府県
（12.5％※）

若年者の
保険料
（27％）

医療保険者
・健保組合
・国保 など

市町村
（12.5％）

一括納付（全国でプ－ル）

社会保険診療報酬
支払基金

（注）第１号被保険者の数は、「介護保険事業状況報告令和３年３月月報」によるもの、第１号被保険者 ※
の普通徴収、特別徴収の割合は「令和２年度介護保険事務調査」によるものであり、令和２年４
月１日現在の数である。
※
第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保
険者からの報告によるものであり、令和２年度内の月平均値である。

交付

国の負担分のうち５％は調整交付金であり、75歳以上の方の数や
高齢者の方の所得の分布状況に応じて増減。
施設等給付費（都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施
設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設及び特
定施設に係る給付費）は国15％、都道府県17.5％
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介護保険給付・地域支援事業の全体像
介護給付（要介護1～５）

【財源構成】

予防給付（要支援1～２）

国：25%

介護予防・日常生活支援総合事業（要支援1～２、それ以外の者）

都道府県：12.5%

○ 介護予防・生活支援サービス事業
・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）

市町村：12.5%
1号保険料：23%
2号保険料：27%

【財源構成】
国：38.5%
都 道 府 県 ：
19.25%

○ 一般介護予防事業

地
域
支
援
事
業

包括的支援事業
○ 地域包括支援センターの運営
（介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携推進事業
○ 認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア向上事業

○ 生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置

市町村：19.25%
1号保険料：23%

等）

等）

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業
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介護サービスの種類
都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス
◎居宅介護サービス
介
護
給
付
を
行
う
サ
ー
ビ
ス

予
防
給
付
を
行
う
サ
ー
ビ
ス

【訪問サービス】
○訪問介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）
○訪問入浴介護
○訪問看護
○訪問リハビリテーション
○居宅療養管理指導
○特定施設入居者生活介護
○福祉用具貸与
○特定福祉用具販売

【通所サービス】
○通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
○通所リハビリテーション
【短期入所サービス】
○短期入所生活介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
○短期入所療養介護

◎施設サービス
○介護老人福祉施設
○介護老人保健施設
○介護療養型医療施設
○介護医療院

◎介護予防サービス
【通所サービス】
【訪問サービス】
○介護予防訪問入浴介護
○介護予防通所リハビリテーション
○介護予防訪問看護
○介護予防訪問リハビリテーション
都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス
【短期入所サービス】
○介護予防居宅療養管理指導
○介護予防短期入所生活介護
○介護予防特定施設入居者生活介護
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
○介護予防福祉用具貸与
○介護予防短期入所療養介護
○特定介護予防福祉用具販売

この他、居宅介護（介護予防）住宅改修、介護予防・日常生活支援総合事業がある。

市町村が指定・監督を行う
サービス
◎地域密着型介護サービス
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
○夜間対応型訪問介護
○地域密着型通所介護
○認知症対応型通所介護
○小規模多機能型居宅介護
○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
○地域密着型特定施設入居者生活介護
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

○複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）
◎居宅介護支援

◎地域密着型介護予防サービス
○介護予防認知症対応型通所介護
○介護予防小規模多機能型居宅介護
○介護予防認知症対応型共同生活介護
市町村が指定・監督を行うサービス
（グループホーム）

◎介護予防支援
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地域支援事業の概要
○

令和４年度予算案 公費3,856億円、国費1,928億円

地域包括ケアシステムの実現に向けて、高齢者の社会参加・介護予防に向けた取組、配食・見守り等の生活支援体制の整備、在宅生活を
支える医療と介護の連携及び認知症の方への支援の仕組み等を一体的に推進しながら、高齢者を地域で支えていく体制を構築するため、市
町村において「地域支援事業」を実施。

○地域支援事業の事業内容

○地域支援事業の事業費

※金額は積算上の公費 （括弧書きは国費）

（１）介護予防・日常生活支援総合事業

1,935億円 （967億円）

① 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ その他の生活支援サービス（配食、見守り等）
エ 介護予防ケアマネジメント

市町村は、政令で定める事業費の上限の範囲内で、介護保険事業計画にお
いて地域支援事業の内容、事業費を定めることとされている。
【事業費の上限】
① 介護予防・日常生活支援総合事業
○ 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額

② 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業

②

包括的支援事業・任意事業
○ 「26年度の介護給付費の２％」×「高齢者数の伸び率」

○地域支援事業の財源構成
（財源構成の割合は第７期以降の割合）

（２）包括的支援事業・任意事業

1,921億円 （960億円）

① 包括的支援事業
うちイ、社会保障充実分
ア 地域包括支援センターの運営
534億円 （267億円）
ⅰ）介護予防ケアマネジメント業務
ⅱ）総合相談支援業務
ⅲ）権利擁護業務（虐待の防止、虐待の早期発見等）
ⅳ）包括的・継続的マネジメント支援業務
※支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言、
地域のケアマネジャーのネットワークづくり 等
イ

包括的支援事業・任意事業

【財源構成】

【財源構成】

１号
２３％

都道府県
１２．５％

国
２５％

社会保障の充実
ⅰ）認知症施策の推進
ⅱ）在宅医療・介護連携の推進
ⅲ）地域ケア会議の実施
ⅳ）生活支援コーディネーター等の配置

② 任意事業
・介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業 等

介護予防・日常生活支援総合事業

２号
２７％

○

市町村
１２．５％

費用負担割合は、居宅給付費の
財源構成と同じ。

１号
２３％

市町村
１９．２５％

都道府県
１９．２５％

国
３８.５％

○ 費用負担割合は、第２号は負担せず、
その分を公費で賄う。
（国：都道府県：市町村＝２：１：１）
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介護保険給付に係る総費用のサービス種類別内訳（令和２年度） 割合
訪問介護 9.5%

サービス種類別費用額割合

訪問入浴 0.5%

医療院 1.6%

訪問看護 2.9%

療養 0.8%

訪問リハ 0.5%
老健 12.8%
特養 18.7%

通所介護 12.2%

地密・施設系
2.2%

施設
33.9%

地密・居住系
7.1%

居宅
43.8%
通所リハ 3.7%

地密・居宅系
8.4%

地密
17.6%

地密特養 2.2%
地密特定施設 0.2%
認知症ＧＨ 6.9%
看多機 0.5%
小多機 2.6%
認知症通所 0.8%

地密通所 3.9%
夜間対応型訪問 0.0%

福祉用具貸与 3.2%
短期入所 4.0%
短期入所療養（老健）

0.4%

短期入所療養（病院等） 0.0%
短期入所療養（医療院） 0.0%
居宅療養管理指導 1.3%
特定施設 5.6%
定期巡回 0.6% 居宅介護支援 4.6%

【出典】厚生労働省「令和２年度介護給付費等実態統計」
（注１）総費用は保険給付額と公費負担額、利用者負担額（公費の本人負担額を含む）の合計額。介護予防サービスを含まない。
（注２）特定入所者介護サービス（補足給付）、地域支援事業に係る費用は含まない。また、市区町村が直接支払う費用（福祉用具購入費、住宅改修費など）は含まない。
（注３）費用は、令和２年度（令和２年５月～令和３年４月審査分（平成２年４月～令和３年３月サービス提供分）。
（注４）令和２年度（令和２年５月～令和３年４月審査分（平成２年４月～令和３年３月サービス提供分）の特定入所者介護サービス（補足給付）は約3,200億円。
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介護保険給付に係る総費用等における提供サービスの内訳（令和２年度） 金額
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所介護
通所リハビリテーション
居宅
福祉用具貸与
短期入所生活介護
短期入所療養介護
居宅療養管理指導
特定施設入居者生活介護
計
居宅介護支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
地
認知症対応型通所介護
域
小規模多機能型居宅介護
密
看護小規模多機能型居宅介護
着
認知症対応型共同生活介護
型
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設サービス
計
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
施
介護療養型医療施設
設
介護医療院
計
合計

費用額（百万円）
1,002,806
55,464
305,738
47,768
1,285,119
392,240
332,638
422,180
47,229
132,095
586,204
4,609,482
488,318
65,155
3,615
408,087
82,199
268,226
50,216
721,354
21,395
230,759
1,851,008
1,965,128
1,346,028
82,392
165,472
3,559,021
10,507,829

事業所数
33,750
1,663
13,093
4,950
24,354
8,116
7,076
10,587
3,459
44,327
5,719
157,094
38,318
1,088
170
18,982
3,165
5,727
846
14,177
368
2,435
46,958
8,238
4,246
483
569
13,536
255,906

※事業所数は延べ数である。

【出典】厚生労働省「令和２年度介護給付費等実態統計」
（注１）総費用は保険給付額と公費負担額、利用者負担額（公費の本人負担額を含む）の合計額。
介護予防サービスを含まない。特定入所者介護サービス（補足給付）、地域支援事業に係る費用は含まない。また、市区町村が直接支払う費用（福祉用具購入費、住宅改修費など）は含まない。
（注２）介護費は、令和２年度（令和２年５月～令和３年４月審査分（平成２年４月～令和３年３月サービス提供分）、請求事業所数は、令和３年４月審査分である。
（注３）令和２年度（令和２年５月～令和３年４月審査分（平成２年４月～令和３年３月サービス提供分）の特定入所者介護サービス（補足給付）は約3,200億円。

10

単位：億円

サービス種類別介護費用額の推移

20,000
介護福祉施設サービス, 19,651

18,000
16,000
14,000

介護保健施設サービス, 13,460
通所介護, 12,851

12,000
訪問介護, 10,028

10,000
8,000

認知症対応型共同生活介
護（短期利用以外）, 7,210

6,000

居宅介護支援, 4,883
短期入所生活介護, 4,222
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ, 3,922
福祉用具貸与, 3,326
訪問看護, 3,057

4,000
2,000

小規模多機能型居宅介護
（短期利用以外）, 2,681
定期巡回・随時訪問型訪問
介護看護, 652

0

看護小規模多機能型居宅介
護（短期利用以外）, 501

〔出典〕介護給付費等実態調査（統計）（平成18年度から令和2年度）より作成
注１） 介護予防サービスを含まない。
注２） 右のサービス名に記載された数値は令和2年度分のもの。
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地域包括ケアシステムの構築について
○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。
○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。
○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。
病気になったら･･･

医 療
病院：
急性期、回復期、慢性期
日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

地域包括ケアシステムの姿

介 護
通院・入院

通所・入所

住まい
・地域包括支援センター
・ケアマネジャー
・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等
相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

介護が必要になったら･･･

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等
■介護予防サービス

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
等

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等
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介護保険制度をとりまく状況
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総人口の推移
○ 今後、日本の総人口が減少に転じていくなか、高齢者（特に75歳以上の高齢者）の占める割合は増加していく
ことが想定される。
人口（万人）

実績値
（国勢調査等）

推計値
（日本の将来人口推計）

（％）

30

14,000
75歳以上人口の割合

12,693
75歳以上人口

11,913

25.5%

1,691

12,000

25
65～74歳人口

2,288
1,768

10,000

8,000

13.9%
(2016)

19.2%

65～74歳人口の割合
2,248

7,656

15～64歳人口

20

8,808

1,428

15
12.0%

12.9%

6,000
1,133
13.3%
(2016)

6,875
4,529

4,000

10

5

2,000
14歳以下人口
1,578

1,321

898

0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065
資料：2016年までは総務省統計局「国勢調査」および「人口推計」、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年4月推計）中位推計」

0
14

今後の人口の変化（対前年比の推移）
7.0%
65歳以上

75歳以上

85歳以上

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

-1.0%

第６期計画

第７期計画

第８期計画

第９期計画

第10期計画

第11期計画

第12期計画

出典： 2019年までは総務省統計局「人口推計」、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年4月推計）中位推計」
の人口より作成
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これまでの21年間の対象者、利用者の増加
○介護保険制度は、制度創設以来２１年を経過し、６５歳以上被保険者数が約１．７倍に増加する
なかで、サービス利用者数は約３．４倍に増加。高齢者の介護に無くてはならないものとして
定着・発展している。

①６５歳以上被保険者の増加

２０００年４月末
第１号被保険者数

２，１６５万人

２０２１年３月末
⇒

３，５７９万人

１．７倍

②要介護（要支援）認定者の増加

２０００年４月末
認定者数

２１８万人

２０２１年３月末
⇒

６８２万人

３．１倍

③サービス利用者の増加

２０００年４月

２０２１年３月

在宅サービス利用者数

９７万人

⇒

３９９万人

４．１倍

施設サービス利用者数

５２万人

⇒

９６万人

１．８倍

地域密着型サービス利用者数

－

計

１４９万人

８８万人

⇒

５０９万人※

３．４倍

（出典：介護保険事業状況報告令和３年３月及び５月月報）
※ 居宅介護支援、介護予防支援、小規模多機能型サービス、複合型サービスを足し合わせたもの、並びに、介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施
設、特定施設入居者生活介護（地域密着型含む）、及び認知症対応型共同生活介護の合計。在宅サービス利用者数、施設サービス利用者数及び地域
密着型サービス利用者数を合計した、延べ利用者数は５８３万人。
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今後の介護保険をとりまく状況（１）
① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,677万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,935万人）。
また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み。
2015年

2020年

2025年

2055年

65歳以上高齢者人口（割合）

3,387万人（26.6%）

3,619万人（28.9%）

3,677万人（30.0%）

3,704万人（38.0%）

75歳以上高齢者人口（割合）

1,632万人（12.8%）

1,872万人（14.9%）

2,180万人（17.8%）

2,446万人（25.1%）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（全国） (平成29(2017)年4月推計)」より作成

② 65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者が増加していく。 ③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく
世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計 （％）

（1,000世帯）

20,000

（括弧内は65歳以上人口対比）

35.0%

15,000
23.5%

462万人
(15%)
2012年

約700万人
(約20%)

10,000

6,277

5,000

25.4%

26.4%

6,763

6,740

27.4%
6,693

31.2%30.0%

28.8%

25.0%
6,666

6,870

20.0%
15.0%

6,253

7,025

7,512

7,959

8,418

8,963

2015年

2020年

2025年

2030年

2035年

2040年

10.0%
5.0%

0

2025年

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する
研究」（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事
業 九州大学 二宮教授）による速報値

0.0%
世帯主65歳以上の夫婦のみの世帯
世帯主65歳以上の単独世帯
世帯主65歳以上の単独世帯と夫婦のみの世帯の世帯数全体に占める割合

国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成30（2018））年1月推計）」より作成

④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況
は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。
※都道府県名欄の（ ）内の数字は倍率の順位
2015年
＜＞は割合

2025年
＜＞は割合
（ ）は倍率

埼玉県(1)

千葉県(2)

神奈川県(3)

愛知県(4)

大阪府(5)

～ 東京都(17)

77.3万人
＜10.6%＞

70.7万人
＜11.4%＞

99.3万人
＜10.9%＞

80.8万人
＜10.8%＞

105.0万人
＜11.9%＞

146.9万人
＜10.9%＞

120.9万人
＜16.8％＞
（1.56倍）

107.2万人
＜17.5%＞
（1.52倍）

146.7万人
＜16.2%＞
（1.48倍）

116.9万人
＜15.7%＞
（1.45倍）

150.7万人
＜17.7%＞
（1.44倍）

194.6万人
＜14.1%＞
（1.33倍）

～ 鹿児島県(45)

秋田県(46)

山形県(47)

全国

26.5万人
＜16.1%＞

18.9万人
＜18.4%＞

19.0万人
＜16.9%＞

1632.2万人
＜12.8%＞

29.5万人
＜19.5%＞
（1.11倍）

20.9万人
＜23.6%＞
（1.11倍）

21.0万人
＜20.6%＞
（1.10倍）

2180.0万人
＜17.8%＞
（1.34倍）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)」より作成
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今後の介護保険をとりまく状況（２）
75歳以上の人口の推移

85歳以上の人口の推移

○75歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、急速に
増加してきたが、2025年までの10年間も、急速に増加。

○85歳以上の人口は、2015年から2025年までの10年間、
75歳以上人口を上回る勢いで増加し、2035年頃まで一貫
して増加。

3,000

（万人）
1,200

（万人）

1,152
2,4172,4462,387
2,2882,2602,2392,277
2,180

2,500

1,872

2,000

720 831

1,632

1,164
1,000

500

678

870

1,0021,024

800

720
600

620

383

494

400

1,460 1,458 75～84歳 1,453
1,418
1,252
1,307
1,258
1,235
1,138
1,216
1,037

1,029

970 964

831

494

901 294

224

0

620

1,419

1,500

85歳～
970
1,002
1,024

964 1,029
1,152

1,000

383
200

294
224

0

（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成29年４月推計）出生中位（死亡中位）推計
実績は、総務省統計局「国勢調査」（国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口）
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今後の介護保険をとりまく状況（３）
年齢階級別の要介護認定率

年齢階級別の人口１人当たりの介護給付費

○要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇。特に、85歳
以上で上昇。

○ 一人当たり介護給付費は85歳以上の年齢階級で急増。
（万円/年）

80.0%

160.0

73.1%

８５歳以上全体の認定率：６０．６％

70.0%

140.0

60.0%

120.0

各年齢階層別の認定率

50.0%

40.0%

143.6

49.0%

100.0

80.0

７５歳以上全体の認定率：３２．１％

30.0%

60.0

27.2%
20.0%

40.0

33.1

12.5%

10.0%

６５歳以上全体の認定率：１８．６％

20.0

5.5%
0.0%

71.3

3.3

2.9%
65～69

14.0
6.5

0.0
70～74

75～79

80～84

85～89

90～

歳

出典：2019年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2019年10月１日人口
（総務省統計局人口推計）から作成

65～69
70～74
75～79
80～84
85～89
90～94 歳
出典：2018年度「介護給付費等実態統計」及び2018年10月１日人口（総務省統計局人
口推計）から作成
注）高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費は含まない。
補足給付に係る費用は、サービスごとに年齢階級別受給者数に応じて按分。
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今後の介護保険をとりまく状況（４）
○人口構造の推移を見ると、2025年以降、「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化。
《就業者数の推移》

6,580万人
6,350万人程度
（万人）

3,000
6,000

5,650万人程度

～
～

2,000

1,000

医療・福祉

0

823万人 930万人程度 1,060万人程度
<12.5%> <15%程度> <19%程度>
【暫定】
【暫定】
2018

2025

2040

（資料） 就業者数について、2018年は内閣府「経済見通しと経済財政運営の基
本的態度」、2025年以降は、独立行政法人労働政策研究・研修機構「平成27年
労働力需給の推計」の性・年齢別の就業率と国立社会保障・人口問題研究所「日
本の将来推計人口 平成29年推計」（出生中位・死亡中位推計）を用いて機械的
に算出。医療・福祉の就業者数は、医療・介護サービスの年齢別の利用状況
（2025年）をもとに、人口構造の変化を加味して求めた将来の医療・介護サー
ビスの需要から厚生労働省において推計（暫定値）。

（出典）平成３０年４月１２日経済財政諮問会議加藤臨時委員提出資料（厚生労働省）
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第８期介護保険事業計画におけるサービス量等の見込み

○ 介護サービス量
在宅介護
うちホームヘルプ
うちデイサービス
うちショートステイ
うち訪問看護
うち小規模多機能
うち定期巡回・随時
対応型サービス
うち看護小規模多機能型居宅介護
居住系サービス
特定施設入居者生活介護
認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
介護施設
特養
老健
介護医療院
介護療養型医療施設

令和22(2040)年度
推計値 ※2

令和7（2025）年度
推計値 ※2

令和5(2023)年度
推計値 ※2

令和2(2020)年度
実績値 ※1

359 万人

391 万人 (9%増)

405 万人 (13%増)

474 万人

(32%増)

114
219
35
61

123
244
40
68

128
253
40
71

152
297
48
84

万人
万人
万人
万人

(33%増)
(36%増)
(38%増)
(37%増)

万人
万人
万人
万人

万人
万人
万人
万人

(8%増)
(11%増)
(14%増)
(10%増)

万人
万人
万人
万人

(12%増)
(15%増)
(17%増)
(15%増)

11 万人
3.0 万人

13 万人 (19%増)
4.1 万人 (37%増)

14 万人 (23%増)
4.4 万人 (45%増)

16 万人
5.4 万人

(43%増)
(78%増)

1.5 万人

2.6 万人 (75%増)

2.8 万人 (89%増)

3.4 万人

(130%増)

47 万人

54 万人 (14%増)

56 万人 (19%増)

65 万人

(39%増)

26 万人
21 万人

30 万人 (17%増)
23 万人 (11%増)

32 万人 (22%増)
24 万人 (15%増)

37 万人
28 万人

(43%増)
(33%増)

116 万人 (13%増)

133 万人

(30%増)

103 万人
62
35
3.4
1.7

万人
万人
万人
万人

110 万人 (8%増)
67
37
5.2
1.0

万人
万人
万人
万人

(8%増)
(5%増)
(53%増)
(40%減)

71
39
6.5
-

万人 (14%増)
万人 (10%増)
万人 (91%増)
万人

※１）2020年度の数値は介護保険事業状況報告（令和2年12月月報）による数値で、令和2年10月サービス分の受給者数（１月当たりの利用者数）。
在宅介護の総数は、同報告の居宅介護支援・介護予防支援、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスの受給者数の合計値。
在宅介護の内訳について、ホームヘルプは訪問介護、訪問リハ（予防給付を含む。）、夜間対応型訪問介護の合計値。
デイサービスは通所介護、通所リハ（予防給付を含む。）、 認知症対応型通所介護（予防給付を含む。）、地域密着型通所介護の合計値。
ショートステイは短期入所生活介護（予防給付を含む。）、短期入所療養介護（予防給付を含む。）の合計値。
居住系サービスの特定施設及び介護施設の特養は、それぞれ地域密着型サービスを含む。
※２）令和5(2023)年度、令和7(2025)年度、令和22(2040)年度の数値は、地域包括ケア「見える化」システムにおける推計値等を集計したもの。
なお、在宅介護の総数については、※１と同様の方法による推計値。

82
44
7.4
-

万人
万人
万人
万人

(31%増)
(26%増)
(118%増)

21

第８期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について
○ 第８期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護職員の必要数を集計すると、
・2023年度には約２３３万人（＋約２２万人（5.5万人/年））
・2025年度には約２４３万人（＋約３２万人（5.3万人/年））
・2040年度には約２８０万人（＋約６９万人（3.3万人/年））
となった。
※（）内は2019年度（211万人）比
※ 介護職員の必要数は、介護保険給付の対象となる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する介護職員の必要数に、介護予防・日常生活支援総合事業のうち
従前の介護予防訪問介護等に相当するサービスに従事する介護職員の必要数を加えたもの。

○ 国においては、①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定着促進・生産性向上、④介護
職の魅力向上、⑤外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組む。

約２１１万人

約
32
万
人

～
～

約
22
万
人

～
～
第８期計画期間（2021～2023）
２０１９年度
（令和元年度）

第９期計画期間（2024～2026）

２０２３年度
（令和５年度）

約
69
万
人

２０２５年度
（令和７年度）

～
～

約２３３万人

約２８０万人

～
～

約２４３万人

～
～
２０４０年度
（令和22年度）

注１）2019年度（令和元年度）の介護職員数約211万人は、「令和元年介護サービス施設・事業所調査」による。

注２）介護職員の必要数（約233万人・243万人・280万人）については、足下の介護職員数を約211万人として、市町村により第８期介護保険事業計画に位置付けられたサービス見込み量（総合事
業を含む）等に基づく都道府県による推計値を集計したもの。
注３）介護職員数には、総合事業のうち従前の介護予防訪問介護等に相当するサービスに従事する介護職員数を含む。
注４）2018年度（平成30年度）分から、介護職員数を調査している「介護サービス施設・事業所調査」の集計方法に変更があった。このため、同調査の変更前の結果に基づき必要数を算出している
第７期計画と、変更後の結果に基づき必要数を算出している第８期計画との比較はできない。

22
22

要介護度別認定者数の推移
要介護（要支援）の認定者数は、令和元年度末現在６６９万人で、この２０年間で約２．６倍に。このうち軽度
の認定者数の増が大きい。
H12年度末→R1年度末の
比較

６２０

（単位：万人）

５８４ ６０６
５６１
５３１

２５６

37.7
33.7 38.9
36.3 38.9
35.5 56.3
48.4
70.1

87.5

32.2 39.0

４６７

59.1

60.7

69.2
55.9
51.3
66.5
49.9
63.8
46.5 48.6
３８４
62.6
74.3
58.7
46.3
57.5
３４５ 45.2
72.1
52.1 54.4
69.8
71.3
40.9 47.3 49.3
73.6
98.9
55.2 64.5 70.5
52.2
94.8
41.9
89.7
48.6
64.5 75.0 80.2 82.1 84.9
42.6
61.1
59.6
104.6
96.5
63.6
90.7
84.7
89.5 76.9 78.4
142.3
124.0 132.8
※ 0.2 ※ 0.0
76.6
※ 4.5
105.6
66.8 70.9
65.1
66.0
62.7
50.8
49.9 59.3 66.9 71.8 52.7 55.0 57.2 60.1 66.4 69.0 76.4
４０９

２９８

４５３

４８５

61.1

５０６

要支援

要支援１

【出典】介護保険事業状況報告

４３２

４４０

要支援２

要介護１

要介護２

60.5
70.9
76.6
102.6

60.3

６３２

６４１ ６５８

59.9
60.1 60.1

76.4 78.5
74.4
72.6
83.2 85.2
79.0 81.0

６６９

60.1 60.2

５

1.8
倍

86.7 88.0

４

2.3
倍

要
介 ３
護

2.5
倍

２

2.4
倍

113.7 115.6
110.3 112.4
108.0
106.0

92.6 94.4
80.2 83.8 85.8 86.8 88.0
82.0 87.1 89.0 89.2 87.8 92.8 93.4

要介護４

2.6
倍

80.1 81.8

132.3 135.2
122.0 126.0 129.4
117.0
111.0

要介護３

計

１

要 ２
支
援

3.2
倍

１

要介護５

（※）平成18年度末、平成19年度末、平成20年度末の※は、経過的要介護者の数
注）H22年度末の数値には、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、双葉町、新町は含まれていない。
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介護保険サービス利用者の推移
（種類別平均受給者（件）数（年度平均））
５６０ ５５２ 554

（単位：万人）

567

583

96
95
92
94
93
(16.5%)
４８２
91 (16.4%)(16.8%)(17.0%)(16.8%)
４５８
90
88
89 (17.9%)(17.5%) 77
４３４
88
83
86
87
４１２
41 (13.8%)
(15.1%)
３９３
(15.5%)
86 (19.0%)(18.5%) 39
(15.0%)
(15.5%)
３７８
84 (19.8%)
35 (7.8%) (7.9%)
３５３ ３６４
33
83
83
(20.4%) 29
３３７
82
(7.2%) (7.3%)
(21.1%) 26
３１６
81
(22.0%)
79
２８７
24 (6.3%) (6.7%)
76
(22.9%)(22.5%) 22
(23.4%) 16
２５４ 73
19
(24.1%)
(5.8%) (6.1%)
２１８ 70 (25.4%)
(4.5%) (5.2%)
389 391 376 374 384 399
１８４ 66 (27.6%)
358 374
338
60 (30.3%)
(74.4%)(74.7%)(69.8%(68.1%)(67.5%)(67.7%)(68.4%)
302 319
(74.3%)
286
258 257 263 273
(73.5%)(73.8%)
(32.6%)
214 240 (76.6%)(72.6%)(72.3%)(72.2%)(72.8%)(73.3%)
184
152
(74.6%)(75.9%)
124
(72.4%
(69.7%)
(67.4%)
５０３

居宅サービス

地域密着型サービス

５２１

施設サービス

【出典】介護保険事業状況報告
※１
※２
※３
※４
※５
※６

（ ）は各年度の構成比。
各年度とも３月から２月サービス分の平均（ただし、平成12年度については、４月から２月サービス分の平均）。
平成18年度の地域密着型サービスについては、４月から２月サービス分の平均。
受給者数は、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス間の重複利用がある。
東日本大震災の影響により、平成22年度の数値には、福島県内５町１村の数値は含まれていない。
R2年度は2021年３月サービス分。
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介護保険にかかる給付費・事業費と保険料の推移
○

給付費・事業費

介護保険の保険給付費・地域支援事業費（※）は、年々増加

9.3兆円 9.5兆円

10.１兆円
9.8兆円

0.6 兆円
0.5 兆円
0.4 兆円
8.3兆円
0.2 兆円0.3 兆円
7.8兆円
0.2 兆円
7.5兆円
0.2 兆円
7.1兆円
0.2 兆円
6.6兆円
0.2
兆円
6.3兆円
0.2 兆円
5.8兆円 6.0兆円
5.6兆円
0.2 兆円
5.1兆円
0.2 兆円
0.1 兆円
4.7兆円
0.1 兆円
8.7兆円

9.1兆円

地域支援事業
保険給付
4.1兆円
3.2兆円

6.4 兆円
5.9 兆円 6.2 兆円

H12

H13

H14

H15

【出典】介護保険事業状況報告

H16

H17

H18

H19

H20

6.9 兆円

H21

7.3 兆円

H22

7.6 兆円

H23

8.1 兆円

H24

8.5 兆円

H25

9.6 兆円
9.2 兆円 9.4 兆円
8.9 兆円 9.1 兆円

H26

H27

H28

H29

H30

10.0 兆円

R1

※１ 介護保険に係る事務コストや人件費などは含まない（地方交付税により措置されている）。
※２ 保険給付及び地域支援事業の利用者負担は含まない。

○

65歳以上が支払う保険料 〔 全国平均 ( 月額・加重平均 ) 〕

第1期
（H12～14年度）
（2000~2002）

2,911円

第2期
（H15～17年度）
（2003~2005）

第3期
（H18～20年度）
（2006~2008）

3,293円
(＋13.1％)

4,090円
(＋24.2％)

第4期
（H21～23年度）
（2009~2011）

第5期
（H24～26年度）
（2012~2014）

第6期
（H27～29年度）
（2015~2017）

第7期
（H30～R2年度）
（2018~2020）

第8期
（R3～R5年度）
（2021~2023）

4,160円
(＋1.7％)

4,972円
(＋19.5％)

5,514円
(＋10.9％)

5,869円
(＋6.4％)

6,014円
(＋2.5％)
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第1号保険料と第２号保険料の推移
第１号保険料(６５歳～)
の１人当たり月額
(基準額の全国加重平均)
第１期

第２期

第３期

第４期

第５期

平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度

２，９１１円

３，２９３円

４，０９０円

４，１６０円

４，９７２円

９月まで

第６期

平成２８年度

５，５１４円

平成２９年度
平成３０年度
第７期

第８期

令和元年度
令和２年度
令和３年度
令和４年度
令和５年度

５，８６９円

６，０１４円

10月以降

第２号保険料(４０歳～６４歳)
の１人当たり月額
(事業主負担分、公費分を含む)
２，０７５円
２，６４７円
３，００８円
３，１９６円
３，４７４円
３，６１８円
３，５９５円
３，７７７円
３，９４４円
４，０９３円
４，２８９円
４，４６３円
４，６２２円
４，８７１円
５，１２５円
５，０８１円
５，１９２円
５，１９０円〔国保〕
５，２４９円〔被用者保険〕
５，３９７円〔国保〕
５，４５７円〔被用者保険〕
５，３５３円〔国保〕
５，４１０円〔被用者保険〕
５，５３２円〔国保〕
５，５９１円〔被用者保険〕
５，６６９円
６，６７８円
６，８２９円

（注）第２号保険料の１人当たり月額については、令和２年度までは確定額、令和３年度以降は予算における見込額

確
定
額

見
込
額
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介護納付金の仕組み
○40～64歳（第2号被保険者）の保険料は、各医療保険者が徴収し、納付金として支払基金へ納付

○納付金は、概算により納付し、2年後に精算する仕組み
①第２号被保険者（４０～６４歳）は給付費の２７%を負担

第１号被保険者
の保険料

②第２号被保険者一人当たりの負担額を計算
※第２号被保険者数：約4200万人（令和２年度）
※ 被用者保険等保険者と国保間では
加入者数に応じた負担とする

③報酬額に応じて負担
（総報酬割）

国
25%

23%
協会けんぽ

27%
医療保険者の納付金（医療保険者が
第２号被保険者の保険料として徴収）

都道府県
負担金
市町村 12.5%
負担金
12.5%

共済組合

国 保

④各医療保険者が医療保険料と一体的に徴収

⑤社会保険診療報酬支払基金に納付

【介護納付金の推移】
Ｈ30
年度

健保組合

(単位：億円)
Ｒ元
年度

Ｒ２
年度

Ｒ３
年度

Ｒ４
年度

⑥各市町村に交付
（各市町村の介護給付費等の２７%分）

納付金額

26,900

27,800

28,500

33,300

34,400

市
確定額

町

村

見込額
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介護保険制度の主な改正の経緯
第１期
（平成１２年度～）

平成１２年４月 介護保険法施行
平成１７年改正（平成１８年４月等施行）
○介護予防の重視（要支援者への給付を介護予防給付に。地域包括支援センターを創設、介護予防ケアマネジメントは地域包括
支援センターが実施。介護予防事業、包括的支援事業などの地域支援事業の実施）

第２期
（平成１５年度～）

○小規模多機能型居宅介護等の地域密着サービスの創設、介護サービス情報の公表、負担能力をきめ細かく反映した第１号保
険料の設定 など

平成２０年改正（平成２１年５月施行）

第３期
（平成１８年度～）
第４期
（平成２１年度～）

○介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制整備。休止・廃止の事前届出制。休止・廃止時のサービス確保の義務化等

平成２３年改正（平成２４年４月等施行）
○地域包括ケアの推進。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の創設。介護予防・日常生活支援総合
事業の創設。介護療養病床の廃止期限の猶予（公布日）
○医療的ケアの制度化。介護職員によるたんの吸引等。有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護

平成２６年改正（平成２７年４月等施行）

第５期
（平成２４年度～）

○地域医療介護総合確保基金の創設
○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実（在宅医療・介護連携、認知症施策の推進等）
○全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化

第６期
（平成２７年度～）

○低所得の第一号被保険者の保険料の軽減割合を拡大、一定以上の所得のある利用者の自己負担引上げ（平成27年８月） 等
○特別養護老人ホームの入所者を中重度者に重点化

平成２９年改正（平成３０年４月等施行）

第７期
（平成３０年度～）

○全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化
○「日常的な医学管理」、「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた、介護医療院の創設
○特に所得の高い層の利用者負担割合の見直し（２割→３割）、介護納付金への総報酬割の導入 など

第８期
（令和３年度～）

令和２年改正（令和３年４月施行）
○地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援

○医療・介護のデータ基盤の整備の推進
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介護報酬改定の改定率について
改定時期

改定にあたっての主な視点

改定率

平成１５年度改定

○ 自立支援の観点に立った居宅介護支援（ケアマネジメント）の確立
○ 自立支援を指向する在宅サービスの評価
○ 施設サービスの質の向上と適正化

平成１７年１０月改定

○ 居住費（滞在費）に関連する介護報酬の見直し ○ 食費に関連する介護報酬の見直し
○ 居住費（滞在費）及び食費に関連する運営基準等の見直し

平成１８年度改定

○ 中重度者への支援強化
○ 地域包括ケア、認知症ケアの確立
○ 医療と介護の機能分担・連携の明確化

平成２１年度改定

○ 介護従事者の人材確保・処遇改善 ○ 医療との連携や認知症ケアの充実
○ 効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証

３．０％

平成２４年度改定

○ 在宅サービスの充実と施設の重点化 ○ 自立支援型サービスの強化と重点化
○ 医療と介護の連携・機能分担
○ 介護人材の確保とサービスの質の評価(交付金を報酬に組み込む）

１．２％

平成２６年度改定

○ 消費税の引き上げ（８％）への対応
・ 基本単位数等の引上げ ・ 区分支給限度基準額の引上げ

０．６３％

平成２７年度改定

○ 中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
○ 介護人材確保対策の推進（1.2万円相当）
○ サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築

▲２．２７％

平成２９年度改定

○ 介護人材の処遇改善（１万円相当）

１．１４％

平成３０年度改定

○
○
○
○

０．５４％

令和元年10月改定

○ 介護人材の処遇改善
○ 消費税の引上げ（10％）への対応
・基本単位数等の引上げ・区分支給限度基準額や補足給付に係る基準費用額の引上
げ

令和３年度改定

○ 介護予防、リハビリテーションの推進
○ サービスの質の向上

地域包括ケアシステムの推進
自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
多様な人材の確保と生産性の向上
介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

○ 感染症や災害への対応力強化
○ 地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止の取組の推進 ○ 介護人材の確保・介護現場の革新
○ 制度の安定性・持続可能性の確保

▲２．３％

▲０．５％［▲２．４％］
※［ ］は平成１７年１０月改定分を含む。

２．１３％
処遇改善 1.67％ 消費税対応
0.39％
補足給付 0.06％
介護職員の人材確保・処遇改善にも配
慮しつつ、物価動向による物件費への影
響など介護事業者の経営を巡る状況等
を踏まえ、
０．７０％
※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するため
の特例的な評価 ０．０５％（令和３年９月末ま
で）
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高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について【概要】
Ⅰ．高齢者施設等に対する支援等
１．平時からの感染症対策
（１）感染症対応力向上のための支援等

①新型コロナウイルス感染症対策のポイントをまとめたマニュアル、動画、事例集等の活用
②介護サービスにおける感染症対応力向上のための研修
③感染症発生時の業務継続計画ガイドライン、ひな型等

①高齢者施設等における集中的実施計画に基づく従事者等に対する頻回検査の実施
（２）介護施設等における集中的検査の実施
②高齢者施設等への重点的な検査の徹底に関する関係団体の相談窓口
と自費検査費用の補助
③介護施設等における一定の要件に該当する自費検査費用の補助（地域医療介護総合確保基金）
（３）新型コロナウイルスワクチンの接種

①通所系サービス事業所等における介護報酬の臨時的な取扱い

２．発生時に備えた支援
－

①介護施設等における感染拡大防止対策に係る支援（地域医療介護総合確保基金）

３．感染者が発生した場合の支援・対応

（１）感染者が発生した場合の支援

①感染者発生時の医療従事者や感染管理専門家等の派遣
②かかり増し経費、職員の確保等に向けた支援（地域医療介護総合確保基金）
③社会福祉施設等への応援職員派遣支援事業
④看護師等の専門職による同行訪問などの支援
⑤感染者が発生した場合に必要となる衛生用品等の配布について

（２）感染者が発生等した場合における
介護報酬及び診療報酬の特例

①介護医療院等での施設内感染発生時における診療報酬に係る特例的な対応等
②通所介護等において感染症の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価
③通所事業所が訪問支援に切り替えた場合等の報酬の運用弾力化
④退院患者の適切な受入促進に係る介護報酬の臨時的な取扱い

４．その他
－

①独立行政法人福祉医療機構の融資制度の活用

Ⅱ．介護従事者の方々が対象となり得る公的な補償制度等
１．感染した場合

－

①労災保険の療養補償給付、休業補償給付 、遺族補償給付
②健康保険の傷病手当金

－

①雇用調整助成金を活用した休業手当の支払

２．休業する場合
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介護サービスの安定的・継続的な提供について
■ 介護サービスは、利用者やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、感染症や災害が発生
した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要。
■ 介護報酬や運営基準等による対応、予算事業による対応等を組み合わせ、総合的に取組を進めることが
必要。

介護報酬
・発生時に柔軟な取扱いを実施
※基準を満たさない場合や、
サービス特性に応じた特例

予算事業

運営基準等

（基金等）
・ハード整備への支援
・物資の備蓄・確保のための支援
・かかり増し経費への支援
・応援体制構築の支援 等

安定的・継続的
なサービス提供

・計画の策定
・連携体制の構築
・訓練、研修
・感染症予防対策
※マニュアルや研修により支援

その他
・地域の実情に応じた市町村事業
・感染症対策や防災等の他施策との連携 等
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第８期介護保険事業計画期間に向けた
制度改正・報酬改定等
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2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現

令和元年５月29日
2040年を展望した社会保障・
働き方改革本部 配付資料

● 2040年を展望すると、高齢者の人口の伸びは落ち着き、現役世代（担い手）が急減する。
→「総就業者数の増加」とともに、「より少ない人手でも回る医療・福祉の現場を実現」することが必要。
● 今後、国民誰もが、より長く、元気に活躍できるよう、以下の取組を進める。
①多様な就労・社会参加の環境整備、②健康寿命の延伸、③医療・福祉サービスの改革による生産性の向上
④給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保

● また、社会保障の枠内で考えるだけでなく、農業、金融、住宅、健康な食事、創薬にもウイングを拡げ､関連する政策
領域との連携の中で新たな展開を図っていく。
2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現を目指す。
≪現役世代の人口の急減という新たな局面に対応した政策課題≫

多様な就労・社会参加
【雇用・年金制度改革等】
○ 70歳までの就業機会の確保

健康寿命の延伸
【健康寿命延伸プラン】
⇒2040年までに、健康寿命を男女ともに
３年以上延伸し、75歳以上に

○ 就職氷河期世代の方々の活躍の場を
更に広げるための支援
〇 ①健康無関心層へのアプローチの強化、
（厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン）
②地域・保険者間の格差の解消により、
○ 中途採用の拡大、副業・兼業の促進
以下の3分野を中心に、取組を推進
・次世代を含めたすべての人の健やかな
○ 地域共生・地域の支え合い
生活習慣形成等
○人生１００年時代に向けた年金制度改革
・疾病予防・重症化予防
・介護予防・フレイル対策、認知症予防

医療・福祉サービス改革
【医療・福祉サービス改革プラン】
⇒2040年時点で、単位時間当たりのサービス
提供を５％（医師は７％）以上改善

〇 以下の４つのアプローチにより、取組を推進
・ロボット・AI・ICT等の実用化推進、
データヘルス改革
・タスクシフティングを担う人材の育成、
シニア人材の活用推進
・組織マネジメント改革
・経営の大規模化・協働化

≪引き続き取り組む政策課題≫

給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保
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介護保険制度の見直しに関する意見（概要）
〇はじめに
〇地域共生社会の実現

令和元年12月27日
社会保障審議会介護保険部会

・2040年には介護サービス需要が更に増加・多様化。現役世代（担い手）の減少も顕著に
・高齢者を支える地域包括ケアシステムは、地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得る
⇒2025年、その先の2040年、そして、地域共生社会の実現に向けて、介護保険制度の見直しが必要

Ⅰ 介護予防・健康づくりの推進（健康寿命の延伸）
１．一般介護予防事業等の推進

２．総合事業

〇住民主体の通いの場の取組を一層推進
・通いの場の類型化
・ポイント付与や有償ボランティアの推進等による参加促進
・地域支援事業の他の事業とも連携した効果的な実施
・医療等専門職の効果的・効率的な関与
・関連データも活用したPDCAサイクルに沿った取組の推進
・通いの場に参加しない高齢者への対応

〇より効果的に推進し、地域のつながり機能を強化
・事業の対象者の弾力化（要介護認定を受けた者）
・国がサービス価格の上限を定める仕組みの弾力化
・総合事業の担い手を確保するための取組の推進
（有償ボランティアに係る謝金の支出、ポイント制度の創設）
・保険者機能強化推進交付金の活用等による市町村の取組、
都道府県の市町村支援の促進
・就労的活動等を通じた地域とのつながり強化等のための環境整備

３．ケアマネジメント
〇介護支援専門員（ケアマネジャー）がその役割を効果的に果たし
ながら質の高いケアマネジメントを実現できる環境を整備
・多分野の専門職の知見に基づくケアマネジメント(地域ケア会議の活用)
・インフォーマルサービスも盛り込まれたケアプランの作成推進
・公正中立なケアマネジメントの確保、ケアマネジメントの質の向上
・質の高いケアマネジャーの安定的な確保、ケアマネジャーが力を発揮
できる環境の整備、求められる役割の明確化

４．地域包括支援センター
〇増加するニーズに対応すべく、機能や体制を強化
・センターの運営への保険者（市町村）の適切な関与
・センターと既存の社会資源との連携による地域の相談支援機能の強化
・介護予防ケアマネジメント業務の外部委託を行いやすい環境の整備
・保険者機能強化推進交付金の活用等によるセンター体制強化の推進

Ⅱ 保険者機能の強化（地域保険としての地域のつながり機能・マネジメント機能の強化）
１．PDCAプロセスの推進

２．保険者機能強化推進交付金

〇保険者機能強化推進交付金の評価を活用しながら、
実施状況を検証・取組内容を改善
・国や都道府県による市町村へのきめ細かな支援
・対応策の好事例の見える化・横展開

〇介護予防や高齢者の活躍促進等を一層推進するため、抜本的に強化
・予算額の増額、安定的な財源の確保
・評価指標の見直し（成果指標の拡大、配分基準のメリハリ強化、判断基準の明確化）
・都道府県の市町村支援へのインセンティブ強化
・取組の達成状況の見える化の推進

３．調整交付金

４．データ利活用の推進

〇介護関連のデータ（要介護認定情報、介護保険レセプト情報、VISIT、CHASE）
〇後期高齢者の加入割合の違いに係る調整を精緻化
の利活用のための環境を整備
・要介護認定率により重み付けを行う方法から、介護給
・介護関連のデータの一体的活用、NDB等との連結解析を進めるための制度面・システム
付費により重み付けを行う方法に見直し（見直しによ
面での環境整備の推進
・基本チェックリストなど介護予防に係る情報の活用
る調整の範囲内で個々の保険者に一定の取組を求める）
・国や都道府県による市町村支援 ・事業所の理解を得た上でのデータ収集によるデータ充実
・データ収集項目の充実の検討 ・医療保険の個人単位被保険者番号の活用
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Ⅲ

地域包括ケアシステムの推進（多様なニーズに対応した介護の提供・整備）

１．介護サービス基盤、高齢者向け住まい
【今後の介護サービス基盤の整備】

【高齢者向け住まいの在り方】

〇地域の実情に応じた介護サービス基盤整備

〇有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の質を確保する
ため、行政による現状把握と関与を強化
・都道府県から市町村への有料老人ホームに関する情報の通知
・未届けの有料老人ホームへの対応、介護サービス利用の適正化
・事業者に係る情報公表の取組の充実
・「外部の目」を入れる取組の推進（介護相談員等の活用）

・高齢者人口や介護サービスのニーズを中長期的に見据えた計画的な整備
・特養、老健、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、訪問介護等の
それぞれの役割・機能を果たしつつ、連携を強化しながらの整備
・都市部・地方部など地域特性を踏まえた整備
・高齢者向け住まい（有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅）の
整備状況等も踏まえた整備
・「介護離職ゼロ」の実現に向けた施設整備・在宅支援サービスの充実、
介護付きホーム（特定施設入居者生活介護）も含めた基盤整備促進

２．医療・介護の連携
【総論】
・地域医療構想等と整合した介護サービス基盤整備
・中重度の医療ニーズや看取りに対応する在宅サービスの充実
・リハビリテーションの適時適切な提供
・老健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能の推進

【介護医療院】
〇介護医療院への円滑な移行の促進
・早期の意思決定支援、手続きの簡素化等移行等支援策の充実
・医療療養病床からの移行等、介護医療院のサービス量を適切
に見込むための方策を実施

Ⅳ

【高齢者の住まいと生活の一体的支援の在り方】
・自宅と介護施設の中間的な住まい方の普及
・生活困窮者施策とも連携した住まいと生活の支援の一体的な実施

【在宅医療・介護連携推進事業】
〇地域の実情に応じた取組の充実のための事業体系の見直し
・認知症施策や看取りの取組を踏まえた見直し
・切れ目のない在宅医療・介護の実現に関する目標の設定
・一部項目の選択的実施や地域独自の項目の実施
・都道府県による市町村支援
（医師会等の関係機関との調整、情報発信、人材育成等）
・PDCAサイクルに沿った取組の推進
（指標の検討、地域包括ケア「見える化」システムの活用等）

認知症施策の総合的な推進

【総論】
〇認知症施策推進大綱に沿った施策の推進
・介護保険事業計画に基づく取組の推進（介護保険法上の
計画記載事項に認知症施策の総合的推進を位置付け）
・他の施策との連携（他の計画との調和・連携）
・「共生」「予防」の取組の推進（介護保険法上に大綱の考え
方・施策を位置付け。「認知症」の規定の見直し）

・認知症サポーターの養成、本人発信支援等の普及啓発の推進
・地域で認知症サポーター等が活躍できる仕組みづくり
（チームオレンジ）
・認知症予防に資する可能性のある活動の推進
・予防に関するエビデンスの収集・分析
・早期発見・早期対応に向けた体制の質の向上、連携強化
・認知症カフェ、家族教室、ピア活動等の介護者（家族）支援の推進
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Ⅴ 持続可能な制度の構築・介護現場の革新
１．介護人材の確保・介護現場の革新
【総論】〇新規人材の確保・離職の防止の双方の観点からの総合的な人材確保対策の推進
〇人材確保・生産性向上の取組を地域の実情に応じてきめ細かく対応していく体制整備、介護保険事業（支援）計画に基づく取組の推進
・文書量削減
・介護職員の更なる処遇改善の着実な実施
「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」の中間とりまと
・若者、潜在介護福祉士、元気高齢者等の多様な人材の参入・活躍の促進
・働きやすい環境の整備 ・介護の魅力向上・発信 ・外国人材の受入環境整備 め（令和元年12月４日）に沿って、指定申請、報酬請求、指導監査の文
・介護現場における業務仕分けやロボット・ICTの活用、元気高齢者の参入 書等に関して、①簡素化、②標準化、③ICT等の活用等の取組を推進。
（※）介護保険法令とあわせて老人福祉法令に基づく手続き等にも
による業務改善など、介護現場革新の取組の推進
整合的に対応
・経営の大規模化・協働化、事業所の連携による共同購入、人材確保・育成、
（※）専門委員会においてフォローアップを実施し取組を徹底
事務処理の共同化

２．給付と負担
(1)被保険者範囲・受給者範囲
介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討
(2)補足給付に関する給付の在り方
負担能力に応じた負担とする観点から、施設入所者に対する補足
給付、ショートステイの補足給付及び補足給付の支給要件となる預
貯金等の基準の精緻化を図る
(3)多床室の室料負担
介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の機能や医療保
険制度との関係も踏まえつつ、負担の公平性の関係から引き続き検討

(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方
利用者やケアマネジメントに与える影響を踏まえながら、自立支援
に資する質の高いケアマネジメントの実現や他のサービスとの均衡等
幅広い観点から引き続き検討

その他の課題

１．要介護認定制度

・更新認定の二次判定で直前の要介護度と同じ要介護度と判定された者に
ついて、有効期間の上限を36か月から48か月に延長
・認定調査を指定市町村事務受託法人に委託して実施する場合において、
ケアマネジャー以外の専門的知識を有する者も実施可能とする

〇おわりに

(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
総合事業の実施状況や介護保険の運営主体である市町村の意向、利用
者への影響等を踏まえながら、引き続き検討
(6)高額介護サービス費
負担上限額を医療保険の高額療養費制度の負担上限額に合わせる
(7)「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準
利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討
(8)現金給付
現時点で導入することは適当ではなく、「介護離職ゼロ」の実現に
向けた取組や介護者（家族）支援を推進

２．住所地特例
・住所地特例の対象施設と同一市町村にある認知症高齢者グループ
ホームを住所地特例の対象とすることについて、保険者の意見や
地域密着型サービスの趣旨を踏まえて引き続き検討

・今回の制度見直しは、2025年に向けた地域包括ケアシステムの推進や介護人材不足等に対応するとともに、2040年を
見据え、地域共生社会の実現を目指し、制度の持続可能性を確保しながら、自立支援・重度化防止や日常生活支援等
の役割・機能を果たし続けられるよう制度の整備や取組の強化を図るもの
・関連法案の国会提出、社会保障審議会介護給付費分科会での議論など必要な対応が講じられることを求める
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地域共生社会の実現と２０４０年への備え
社会福祉・介護保険制度改革
社会福祉制度改革

１．包括的な支援体制の構築
①
②
③

相談支援
参加支援
地域づくりに向けた支援
～ 一体的に実施するための体制整備

～

２．社会福祉連携推進法人の創設
社会福祉法人の経営基盤強化、連携強化により、人材確保や地域貢献活動を後押し
介護保険制度改革

１．介護予防・地域づくりの推進
～健康寿命の延伸～
／「共生」･「予防」を両輪とする認知症施策の総合
的推進
２．地域包括ケアシステムの推進
～地域特性等に応じた介護基盤整備
・質の高いケアマネジメント～

保険者機能の強化

３．介護現場の革新
～人材確保・生産性の向上～

データ利活用のためのＩＣＴ基盤整備

制度の持続可能性の確保のための見直しを不断に実施

※「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会）より抜粋・一部改変
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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
改正の趣旨
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、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、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、医療・介護の
データ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。
※地域共生社会：子供・高齢者・障害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（ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定））

改正の概要
１．地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援

【社会福祉法、介護保険法】
市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備を行う、新たな事業
及びその財政支援等の規定を創設するとともに、関係法律の規定の整備を行う。

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

【介護保険法、老人福祉法】
① 認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義務を規定する。
② 市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定する。
③ 介護保険事業（支援）計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の見通しの勘案、高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き
高齢者向け住宅）の設置状況の記載事項への追加、有料老人ホームの設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を行う。

３．医療・介護のデータ基盤の整備の推進

【介護保険法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】
① 介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状態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
情報の提供を求めることができると規定する。
② 医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト情報等のデータベース（介護DB）等の医療・介護情報の連結精度向上のた
め、社会保険診療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を安全性を担保しつつ提供することができることとす
る。
③ 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、当分の間、医療機関等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・提
供の業務を追加する。

４．介護人材確保及び業務効率化の取組の強化

【介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律】
① 介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取組を追加する。
② 有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。
③ 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措置を、さらに５年間延長する。

５．社会福祉連携推進法人制度の創設

【社会福祉法】
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を創設する。

施行期日
令和３年４月１日(ただし、３②及び５は公布の日から２年を超えない範囲の政令で定める日、３③及び４③は公布日)
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１．地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援
○ 地域住民が抱える課題が複雑化・複合化（※）する中で、以下のような課題がある。 （※）一つの世帯において複数の課題が存在している状態（8050世帯や、介護と育児
のダブルケアなど）、世帯全体が地域から孤立している状態（ごみ屋敷など）
・ 従来の属性別の支援体制では、対応が困難。
・ 属性を超えた相談窓口の設置等の包括的な支援体制の構築を行う動きがあるが、各制度毎の国庫補助金の制度間流用にならないように
するための経費按分に係る事務負担が大きい。

○ このため、市町村が包括的な支援体制を円滑に構築できるような仕組みを創設することが必要。

社会福祉法に基づく新たな事業の創設
○ 市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、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支援体制
を構築するため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向けた支援を実施する事業を創設する。
－ 事業実施の際には、Ⅰ～Ⅲの支援は全て必須
－ 新たな事業は実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業
○ 新たな事業を実施する市町村に対して、関連事業に係る補助等について一体的な執行を行うことができるよう、交付金を交付する。
新たな事業の全体像
Ⅰ

相談支援

包括的な
相談支援の体制
・属性や世代を問わない相談の受け止め
・多機関の協働をコーディネート
・アウトリーチも実施

Ⅰ～Ⅲを通じ、
継続的な伴走
支援を実施

Ⅱ

相談支援にかかる一体的実施のイメージ

参加支援

・既存の取組では対応できない狭間のニーズにも対応
（既存の地域資源の活用方法の拡充）
※ 既存の取組で対応できる部分は、既存の取組を活用
（狭間のニーズへの
対応の具体例）

就労支援

見守り等居住支援

○ 高齢、障害、子ども、生活困窮の各制度にお
ける関連事業に係る補助について、一体的な
執行を行うことができる仕組みとする。
現行の仕組み

相談支援

高齢分野の相談
生活困窮者の就労体験に、経済的な困窮状態にない
ひきこもり状態の者を受け入れる 等

Ⅲ 地域づくりに向けた支援

・世代や属性を超えて住民同士が交流できる場や居場所の確保
・交流・参加・学びの機会を生み出すためのコーディネート

障害分野の相談

子ども分野の相談

属性や
世代を
問わない
相談

※ これまで結びつきのなかった人と人が
つながり、新たな参加の場が生まれ、地域の活動が高まる。
生活困窮分野の相談
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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
○ 2025年を見据えた地域包括ケアシステムの構築に加え、更に2040年を見据えると、介護サービス需要の更なる増加・多様
化や、保険者ごとの介護ニーズの差の拡大への対応が求められる。
○ このため、介護サービス提供体制の整備等について、地域の特性に応じた更なる取組を推進することが必要。

認知症施策の総合的な推進
○ 認知症施策について、「認知症施策推進大綱」（令和元年６月18日認知症施策推進関係閣僚会議とりまとめ）等を踏まえ、以下の規定
を整備する。（→2025年までに本人・家族のニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組み（チームオレンジなど）を整備した市町村数100％を目指す。）
・ 国・地方公共団体の努力義務として、地域における認知症の人への支援体制の整備や予防の調査研究の推進等の認知症
施策の総合的な推進及び認知症の人と地域住民の地域社会における共生を追加。
・ 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。
（※）上記の見直しの他、「認知症」の規定について、最新の医学の診断基準に則し、また、今後の変化に柔軟に対応できる規定に見直す。

地域支援事業におけるデータ活用
○ 市町村の努力義務として、地域支援事業を実施するにあたっては、ＰＤＣＡサイクルに沿って、効果的・効率的に取組が進む
よう、介護関連データを活用し、適切かつ有効に行うものとする。

介護サービス提供体制の整備
＜介護保険事業（支援）計画の作成＞
○ 今後の介護サービス基盤の整備にあたっては、高齢者人口や介護サービスのニーズを中長期的に見据えながら、計画的
（→市町村・都道府県の介護保険事業（支援）計画における対応率100％を目指す。）
に進める必要があることから、以下の規定を整備する。
・ 介護保険事業計画の作成に当たり、当該市町村の人口構造の変化の見通しを勘案すること。
・ 介護保険事業（支援）計画の記載事項として、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を追加。
＜有料老人ホームに係る都道府県と市町村との間の情報連携の強化＞
○ 適切な介護基盤整備を進めるため、有料老人ホーム（※）の情報の把握のための都道府県・市町村間の情報連携強化の規
定を整備する。
（※）届出の手続きや指導監督権限は都道府県にある。
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３．医療・介護のデータ基盤の整備の推進
○ 地域の医療・介護の状況を正確に把握し、医療・介護分野の調査分析、研究を促進することは、地域に応じた質の高いサービス
提供体制の構築に資する。
令和元年５月成立の健康保険法等の一部改正法によって、医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）と介護保険レセプト
情報等のデータベース（介護DB）等の連結・解析が法定化されており、医療・介護分野データの有益な解析等が期待される。
介護関連データ

介護分野のデータ活用の環境整備
○ 介護分野におけるデータ活用を更に進めるため、現行収集している要介護認定情報・介護
レセプト等情報に加え、厚生労働大臣は、通所・訪問リハビリテーションの情報（VISIT情報）
や高齢者の状態やケアの内容等に関する情報（CHASE情報）、地域支援事業の利用者に関
する情報（基本チェックリスト情報等）の提供を求めることができると規定する。

要介護認定情報・
介護レセプト等情報

今回収集規定を整備
通所・訪問リハビリ情報
(VISIT情報)

高齢者の状態やケアの内容等情報
(CHASE情報）

地域支援事業情報
データ)
(基本チェックリスト情報等)

医療・介護分野のデータの名寄せ・連結精度の向上等
○ 現行のNDB等の医療・介護データの名寄せ・連結精度の向上に向けて、社会保険診療報酬支払基金等が、医療保険のオン
ライン資格確認のために管理する被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を安全性を担保しつつ提供する
ことができることとする。
○ 併せて、正確な連結の基盤となるオンライン資格確認を普及させる観点から、社会保険診療報酬支払基金の業務に、当分
の間、医療機関等の申込みに応じ、オンライン資格確認に必要な物品（オンライン資格確認システムに対応した顔認証付き
カードリーダー）を調達・提供する業務を追加する。
（※）令和３年３月からオンライン資格確認を導入する予定。
（→オンライン資格確認システムについて、令和５年３月末までに概ね全ての医療機関等での導入を目指す。）
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４．介護人材確保及び業務効率化の取組の強化
○ 現在の介護分野における人材不足は深刻であり、また、2025年以降、担い手となる現役世代の減少が顕著となる中で、
地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保を図るため、介護人材の確保や介護業務の効率化に係る取組を強化する。
※介護関係職種の有効求人倍率（平成30年度）は3.95倍。（全職種：1.46倍）
（→介護人材の需要に見合った人材確保が図られる環境を整備する。）

介護保険事業（支援）計画に基づく取組・事業者の負担軽減
○ 地域の実情に応じて、都道府県と市町村の連携した取組が更に進むよう、介護保険事業（支援）計画の記載事項として、
介護人材の確保・資質の向上や、その業務の効率化・質の向上に関する事項を追加する。
（→市町村・都道府県の介護保険事業（支援）計画における対応率100％を目指す。）
（※）現行法では都道府県の介護保険事業支援計画の記載事項に「介護人材の確保・資質の向上」に関する事項があるのみ。

○ 有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための規定を整備する。
（※）他の介護サービスの申請手続きは省令事項。

介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置延長
○ 介護福祉士養成施設の卒業者は、従前、国家試験を受験せずに介護福祉士資格を取得してきたが、平成28年の法改正により、平成29年4
月から経過措置付きで、国家試験が義務付けられている。
○ この経過措置は、現行５年間（令和３年度卒業者まで）であるが、介護分野における目下の深刻な人材不足状況などを考慮し、さらに５年間
（令和８年度卒業者まで）延長する。
H29'

養
成
施
設
卒
業

国
家
試
験
受
験
資
格
取
得

H30'

R1‘

R2'

R3'

R4'

R5'

H30'卒
R1'卒

R8'

R9'

R10'

R11'

R12'

R13'

R14'

○ (a)・(b)以外の者は、准介護福祉士の資格を付与

R2'卒
R3'卒
R4'卒

又は
不合格

R7'

○ 以下のいずれかを満たせば、引き続き、介護福祉士資格を保持できる。
(a)卒後５年以内に国家試験に合格
(b)原則卒後５年間（注）継続して実務に従事
（注）育児休業等を取得した場合は、その分を合算した期間内に５年間あれば良い。

H29'卒

未受験

R6'

経過措置
延長の対象

介護福祉士 または 准介護福祉士

介護福祉士（５年間）

（※）（国家試験に合格すれば介護福祉士）

R5'卒
R6'卒
R7'卒
R8'卒
R9'卒
以降

准介護福祉士（※）
（国家試験に合格すれば介護福祉士）
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５．社会福祉連携推進法人制度の創設
○ 人口動態の変化や福祉ニーズの複雑化・複合化の中で、社会福祉法人は、社会福祉法人の経営基盤の強化を図るとと
もに、こうした福祉ニーズに対応することが求められている。
○ このため、社会福祉法人間の連携方策として、「社会福祉協議会や法人間の緩やかな連携」、「合併、事業譲渡」、「社会
福祉法人の新設」に加え、新たな選択肢の一つとして、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人である「社会福祉連携
推進法人」を創設する。
（※） 合併認可件数は、年間10～20件程度。

（→ 社会福祉法人等が、法人の自主的な判断のもと、円滑に連携 ・協働しやすい環境整備を図る。）

社会福祉連携推進法人（一般社団法人を認定）
連携法人の業務を執行

意見具申
（社員総会、理事会は意見を尊重）

【理事会】（理事６名以上及び監事２名以上）

【評議会】
（地域関係者（福祉サービスを受ける立場に
ある者、社会福祉に関する団体、地域福祉の
実情を知る専門家等）の意見の集約）

【社員の範囲】
・ 社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者
・ 社会福祉法人の経営基盤を強化するために必要な者
【社会福祉連携推進業務】
・ 地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援
・ 災害対応に係る連携体制の整備
・ 社会福祉事業の経営に関する支援
・ 社員である社会福祉法人への資金の貸付
・ 福祉人材不足への対応（福祉人材の確保や人材育成）
・ 設備、物資の共同購入
※ 人材確保の業務の一環として、連携法人の社員（社会福祉事業を経営する者）が行う労働者の
募集の委託について、一定の要件のもと、労働者の委託募集の特例を認める。
※ 社会福祉連携推進法人は、上記以外の業務について、社会福祉連携推進業務への支障を及ぼ
す恐れがない範囲で実施可能。社会福祉事業を行うことは不可。

※

【社員総会】（連携法人に関する事項の決議）

要
件
を
満
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定
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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案に対する附帯決議
（令和２年５月２２日 衆議院厚生労働委員会）
一 重層的支援体制整備事業が、より多くの市町村において円滑に実施されるよう、同事業を実施していない市
町村に対し、計画の策定、支援会議の設置及び同事業の実施の準備について、必要な助言、研修等を通じた
人材育成その他の援助を行うよう努めること。また、市町村における同事業の実施状況によっては、できる限り
速やかに必要な見直しに向けた検討を開始すること。
二 より多くの市町村において支援会議が組織されるよう、その役割や重要性について周知を図るとともに、効果
的な運営方法に関するガイドラインを作成するなど必要な支援を行うこと。また、支援会議に関する守秘義務の
規定については、支援会議において知り得た全ての事項が含まれるものであることの周知を徹底すること。
三 重層的支援体制整備事業の実施に要する費用に充てるための交付金については、同事業が、既存の介護、
障害、子ども、生活困窮の制度ごとに分かれている相談支援等の事業のほか、伴走支援や多機関協働といっ
た新しい機能を持つものであることを踏まえ、必要な予算の確保に努めること。とりわけ、裁量的経費について
も事業を安定的に運営することができるよう、必要な予算の確保に努めること。
四 介護保険法第五条第一項に規定する介護サービス提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措
置を講ずるに当たっては、介護人材の確保及び資質の向上の重要性に十分に留意すること。
五 介護・障害福祉に関するサービスに従事する者の賃金等の状況を把握するとともに、賃金、雇用管理及び勤
務環境の改善等の介護・障害福祉に関するサービスに従事する者の確保及び資質の向上のための方策につ
いて検討し、速やかに必要な措置を講ずること。
六 介護人材を確保しつつその資質の一層の向上を図るための方策に関し、介護福祉士養成施設卒業者への国
家試験義務付けに係る経過措置の終了に向けて、できる限り速やかに検討を行うこと。また、毎年、各養成施
設ごとの国家試験の合格率など介護福祉士養成施設の養成実態を調査・把握の上、公表し、必要な対策を講
ずること。
七 今後、必要となる介護人材を着実に確保していくため、介護福祉士資格の取得を目指す日本人学生及び留
学生に対する支援を更に充実させること。
八 准介護福祉士の国家資格については、フィリピン共和国との間の経済連携協定との整合を確保する観点にも
配慮して暫定的に置かれたものであることから、フィリピン共和国政府との協議を早急に進め、当該協議の状
況を勘案し、准介護福祉士の在り方について、介護福祉士への統一化も含めた検討を開始すること。
九 社会福祉連携推進法人制度について、社会福祉連携推進法人が地域の福祉サービスの維持・向上に資する
存在として円滑に事業展開できるよう、社員となることのメリットを分かりやすく周知すること。

44

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案に対する附帯決議
（令和２年６月４日 参議院厚生労働委員会）
一、重層的支援体制整備事業について、同事業が介護、障害、子ども及び生活困窮の相談支援等に加え、伴
走支援、多機関協働、アウトリーチ支援等の新たな機能を担うことを踏まえ、同事業がより多くの市町村にお
いて円滑に実施されるよう、裁量的経費を含めて必要な予算を安定的に確保するとともに、既存の各種事業
の継続的な相談支援の実施に十分留意し、その実施体制や専門性の確保・向上に向けた施策を含め、市町
村への一層の支援を行うこと。また、同事業を実施するに当たっては、社会福祉士や精神保健福祉士が活用
されるよう努めること。
二、認知症に対する概念の変化、政令で定める状態について広く周知し、「共生」と「予防」の概念を分かりやす
く国民に説明すること。
三、医療・介護のデータ基盤整備に関し、本法の施策によって解決・改善される問題・課題及びもたらされる具
体的なメリットについて、費用対効果を含め、国民に分かりやすく提示するとともに、進捗管理を徹底すること。
四、介護・障害福祉サービスに従事する者、とりわけ国家試験に合格した介護福祉士の需要の充足状況及び賃
金・処遇等の改善の状況を適切に把握するとともに、賃金・処遇、ハラスメント対策を含む雇用管理及び勤務
環境の改善等の方策について検討し、処遇改善加算等が賃金・処遇等の改善に有効につながる施策を講ず
る等、介護・障害福祉サービスに従事する者の確保・育成に向けて必要な措置を講ずること。
五、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置については、本来速やかに終了させる
べきものであることに鑑み、その終了に向けて、直ちに検討を開始し、必要な施策を確実に実施すること。ま
た、各養成施設ごとの国家試験の合格率など介護福祉士養成施設の養成実態・実績を調査・把握の上公表
するとともに、可能な範囲で過去に遡って公表し、必要な対策を講ずること。また、介護福祉士資格の取得を
目指す日本人学生及び留学生に対する支援を充実すること。
六、社会福祉連携推進法人制度について、社会福祉連携推進法人が地域の福祉サービスの推進に資する存
在として事業展開できるよう、社員となることのメリットを分かりやすく示すこと。また、社会福祉法人の合併及
び事業譲渡の推進策について検討すること。
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令和３年度介護報酬改定の概要
新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳以
上となる2025年に向けて、2040年も見据えながら、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組の推進」、「介
護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を図る。
改定率：＋０．７０％ ※うち、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に対応するための特例的な評価 ０．０５％（令和３年９月末までの間）

１．感染症や災害への対応力強化

※各事項は主なもの

■感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築
○日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進
・感染症対策の強化

・業務継続に向けた取組の強化

・災害への地域と連携した対応の強化

２．地域包括ケアシステムの推進

・通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応

３．自立支援・重度化防止の取組の推進

■住み慣れた地域において、利用者の尊厳を保持しつつ、必要な
サービスが切れ目なく提供されるよう取組を推進

■制度の目的に沿って、質の評価やデータ活用を行いながら、
科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進

○認知症への対応力向上に向けた取組の推進

○リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化

・認知症専門ケア加算の訪問ｻｰﾋﾞｽへの拡充 ・無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ

○看取りへの対応の充実

・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの取組推進 ・施設等における評価の充実
・老健施設の医療ニーズへの対応強化

○医療と介護の連携の推進 ・長期入院患者の介護医療院での受入れ推進
○在宅サービス、介護保険施設や高齢者住まいの機能・対応強化
・訪問看護や訪問入浴の充実 ・緊急時の宿泊対応の充実 ・個室ﾕﾆｯﾄの定員上限の明確化

○ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
・事務の効率化による逓減制の緩和 ・医療機関との情報連携強化 ・介護予防支援の充実

○地域の特性に応じたサービスの確保

・過疎地域等への対応（地方分権提案）

４．介護人材の確保・介護現場の革新
■喫緊・重要な課題として、介護人材の確保・介護現場の革新に対応
○介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進
・特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進
・職員の離職防止・定着に資する取組の推進
・サービス提供体制強化加算における介護福祉士が多い職場の評価の充実
・人員配置基準における両立支援への配慮
・ハラスメント対策の強化

○テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた
業務効率化・業務負担軽減の推進
・見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置の緩和
・会議や多職種連携におけるICTの活用
・特養の併設の場合の兼務等の緩和 ・３ユニットの認知症GHの夜勤職員体制の緩和

○文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減
の推進 ・署名・押印の見直し ・電磁的記録による保存等 ・運営規程の掲示の柔軟化

・計画作成や多職種間会議でのリハ、口腔、栄養専門職の関与の明確化
・リハビリテーションマネジメントの強化
・退院退所直後のリハの充実
・通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による介護の推進
・通所介護における機能訓練や入浴介助の取組の強化
・介護保険施設や通所介護等における口腔衛生の管理や栄養マネジメントの強化

○介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
・CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進
・ADL維持等加算の拡充

○寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進
・施設での日中生活支援の評価 ・褥瘡ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、排せつ支援の強化

5．制度の安定性・持続可能性の確保
■必要なサービスは確保しつつ、適正化・重点化を図る
○評価の適正化・重点化
・区分支給限度基準額の計算方法の一部見直し ・訪問看護のリハの評価・提供回数等の見直し
・長期間利用の介護予防リハの評価の見直し ・居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し
・介護療養型医療施設の基本報酬の見直し ・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）の廃止
・生活援助の訪問回数が多い利用者等のケアプランの検証

○報酬体系の簡素化
・月額報酬化（療養通所介護）

・加算の整理統合（リハ、口腔、栄養等）

６．その他の事項
・介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
・高齢者虐待防止の推進
・基準費用額（食費）の見直し
・基本報酬の見直し
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１．感染症や災害への対応力強化
■感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築
（１）日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進
○感染症対策の強化
介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。
・ 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練（シミュレーション）の実施
・ その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等
（※３年の経過措置期間を設ける）
○業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、
業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等を義務づける。
（※３年の経過措置期間を設ける）

○災害への地域と連携した対応の強化
災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策（計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施
等）が求められる介護サービス事業者（通所系、短期入所系、特定、施設系）を対象に、小多機等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参
加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。
○通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、足下
の利用者数に応じて柔軟に事業所規模別の各区分の報酬単価による算定を可能とするとともに、臨時的な利用者数の減少に対応するための評価を設定す
る。
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２．地域包括ケアシステムの推進
■住み慣れた地域において、利用者の尊厳を保持しつつ、必要なサービスが切れ目なく提供されるよう取組を推進
（１）認知症への対応力向上に向けた取組の推進
○ 介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、訪問系サービスについて、認知症専門ケア加算を新たに創設する。
○ 緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から、多機能系サービスについて、認知症行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設する。
○ 介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づける。
（※３年の経過措置期間を設ける）
（２）看取りへの対応の充実
○ 看取り期の本人・家族との十分な話し合いや関係者との連携を一層充実させる観点から、基本報酬や看取りに係る加算の算定要件において、
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。
○ 特養、老健施設や介護付きホーム、認知症GHの看取りに係る加算について、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間
の対応について、新たに評価する。介護付きホームについて、看取り期に夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に新たに評価する。
○ 看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る２時間ルール（２時間未満の間隔のサービス提供は所要時間を合算すること）
を弾力化し、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする。

（３）医療と介護の連携の推進
○ 医師等による居宅療養管理指導において、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意し、
関連する情報をケアマネジャー等に提供するよう努めることとする。
○ 短期療養について、基本報酬の評価を見直すとともに、医療ニーズのある利用者の受入促進の観点から、総合的な医学的管理を評価する。
○ 老健施設において、適切な医療を提供する観点から、所定疾患施設療養費について、検査の実施の明確化や算定日数の延長、対象疾患の追加を
行う。かかりつけ医連携薬剤調整加算について、かかりつけ医との連携を推進し、継続的な薬物治療を提供する観点から見直しを行う。
○ 介護医療院について、長期療養・生活施設の機能の充実の観点から、長期入院患者の受入れ・サービス提供を新たに評価する。
介護療養型医療施設について、令和５年度末の廃止期限までの円滑な移行に向けて、一定期間ごとに移行の検討状況の報告を求める。
※(1)(2)(3)も参照
(４）在宅サービスの機能と連携の強化
（５）介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化
○ 訪問介護の通院等乗降介助について、利用者の負担軽減の観点から、居宅が始点又は終点となる場合の目的地間の移送についても算定可能とする。
○ 訪問入浴介護について、新規利用者への初回サービス提供前の利用の調整を新たに評価する。清拭・部分浴を実施した場合の減算幅を見直す。
○ 訪問看護について、主治の医師が必要と認める場合に退院・退所当日の算定を可能とする。看護体制強化加算の要件や評価を見直す。
○ 認知症GH､短期療養､多機能系サービスにおいて､緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から､緊急時短期利用の受入日数や人数の要件等を見直す。
○ 個室ﾕﾆｯﾄ型施設の１ﾕﾆｯﾄの定員を､実態を勘案した職員配置に努めることを求めつつ､「原則として概ね10人以下とし15人を超えないもの」とする。
（６）ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
○ 特定事業所加算において、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を新たに評価する。
○ 適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経営の安定化を図る観点から、逓減制において、ICT活用又は事務職員の配置を行っている場合
の適用件数を見直す（逓減制の適用を40件以上から45件以上とする）。
○ 利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを新たに評価する。
○ 介護予防支援について、地域包括支援センターが委託する個々のケアプランについて、居宅介護支援事業者との情報連携等を新たに評価する。

（７）地域の特性に応じたサービスの確保
○ 夜間、認デイ、多機能系ｻｰﾋﾞｽについて、中山間地域等に係る加算の対象とする。認知症GHについて、ﾕﾆｯﾄ数を弾力化、ｻﾃﾗｲﾄ型事業所を創設する。
○ 令和元年地方分権提案を踏まえ、多機能系ｻｰﾋﾞｽについて、市町村が認めた場合に過疎地域等において登録定員を超過した場合の報酬減算を
一定の期間行わないことを可能とする。令和２年提案を踏まえ、小多機の登録定員等の基準を「従うべき基準」から「標準基準」に見直す。
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３．自立支援・重度化防止の取組の推進
■制度の目的に沿って、質の評価やデータ活用を行いながら、科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進
（１）リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化
○

加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

○ 自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪リハ・通リハのリハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）を廃止し、
基本報酬の算定要件とする。VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する取組を老健施設等に拡充する。
○

週６回を限度とする訪問リハについて、退院・退所直後のリハの充実を図る観点から、退院・退所日から３月以内は週12回まで算定可能とする。

○

通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護を図る生活機能向上連携加算について、訪問
介護等と同様に、ICTの活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分を新たに設ける。

○

通所介護の個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する機能訓練の提供を促進する観点から、加算区分や要件の見直しを行う。

○

通所介護、通リハの入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、個別の入浴計画に基づく入浴介助を新たに評価する。

○ 施設系サービスについて、口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、状態に応じた口腔衛生の管理の
実施を求める。（※３年の経過措置期間を設ける）
○

施設系サービスについて、栄養マネジメント加算は廃止し、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置付けるとともに、基本サービスとし
て、状態に応じた栄養管理の計画的な実施を求める（※３年の経過措置期間を設ける）。入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や体制強化等を評価する
加算を新設し、低栄養リスク改善加算は廃止する。

○

通所系サービス等について、介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセ
スメントの取組を新たに評価する。栄養改善加算において、管理栄養士が必要に応じて利用者の居宅を訪問する取組を求める。

○

認知症GHについて、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることを新たに評価する。

（２）介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
○

CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進する。
・施設系・通所系・居住系・多機能系サービスについて、事業所の全ての利用者に係るデータ（ADL、栄養、口腔・嚥下、認知症等）をCHASEに
提出してフィードバックを受け、事業所単位でのPDCAサイクル・ケアの質の向上の取組を推進することを新たに評価。
・既存の加算等において、利用者ごとの計画に基づくケアのPDCAサイクルの取組に加えて、CHASE等を活用した更なる取組を新たに評価。
・全ての事業者に、CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を推奨。

○

ADL維持等加算について、通所介護に加えて、認デイ、介護付きホーム、特養に対象を拡充する。クリームスキミングを防止する観点や加算
の取得状況等を踏まえ、要件の見直しを行う。ADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価する評価区分を新たに設ける。

○

老健施設の在宅復帰・在宅療養支援等評価指標について、在宅復帰等を更に推進する観点から、見直しを行う。（※６月の経過措置期間を設ける）

(３）寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進
○

施設系サービスについて、利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、全ての利用者への医学的
評価に基づく日々の過ごし方等へのアセスメントの実施、日々の生活全般における計画に基づくケアの実施を新たに評価する。

○

施設系サービスにおける褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算について、状態改善等（アウトカム）を新たに評価する等の見直しを行う。
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４．介護人材の確保・介護現場の革新
■喫緊・重要な課題として、介護人材の確保・介護現場の革新に対応
（１）介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進
○

処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点からの見直しを行う。

○ 特定処遇改善加算について、制度の趣旨は維持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールにおける
「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」について、「より高くすること」と見直す。
○ サービス提供体制強化加算において、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを推進する観点から、より介護福祉士割合や勤続年数の長い
介護福祉士の割合が高い事業者を評価する新たな区分を設ける。訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護の特定事業所加算、サービス提供
体制強化加算において、勤続年数が一定以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける。
○ 仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定に
おいて、育児・介護休業取得の際の非常勤職員による代替職員の確保や、短時間勤務等を行う場合にも「常勤」として取扱うことを可能とする。
○

ハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、適切なハラスメント対策を求める。

（２）テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進
○ テクノロジーの活用により介護サービスの質の向上及び業務効率化を推進していく観点から、実証研究の結果等も踏まえ、以下の見直しを行う。
・特養等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算について、見守り機器の導入割合の緩和（15％→10％）を行う。見守り機器
100％の導入やインカム等のICTの使用、安全体制の確保や職員の負担軽減等を要件に、基準を緩和（0.9人→0.6人）した新たな区分を設ける。
・見守り機器100％の導入やインカム等のICTの使用、安全体制の確保や職員の負担軽減等を要件に、特養（従来型）の夜間の人員配置基準を緩和する。
・職員体制等を要件とする加算（日常生活継続支援加算やサービス提供体制強化加算等）において、テクノロジー活用を考慮した要件を導入する。

○

運営基準や加算の要件等における各種会議等の実施について、感染防止や多職種連携促進の観点から、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

○

薬剤師による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も踏まえて、情報通信機器を用いた服薬指導を新たに評価する。

○ 夜間対応型訪問介護について、定期巡回と同様に、オペレーターの併設施設等の職員や随時訪問の訪問介護員等との兼務、複数の事業所間での
通報の受付の集約化、他の訪問介護事業所等への事業の一部委託を可能とする。
○ 認知症GHの夜勤職員体制（現行１ユニット１人以上）について、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、
３ユニットの場合に一定の要件の下、例外的に夜勤２人以上の配置を選択することを可能とする。
○ 特養等の人員配置基準について、人材確保や職員定着の観点から、入所者の処遇や職員の負担に配慮しつつ、従来型とユニット型併設の場合の
介護・看護職員の兼務、小多機と併設する場合の管理者・介護職員の兼務等の見直しを行う。

○ 認知症GHの「第三者による外部評価」について、自己評価を運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付け、
当該仕組みと既存の外部評価によるいずれかから受けることとする。

(３）文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進
○

利用者等への説明・同意について、電磁的な対応を原則認める。署名・押印を求めないことが可能であることや代替手段を明示する。

○

諸記録の保存・交付等について、電磁的な対応を原則認める。

○

運営規程等の重要事項の掲示について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする。
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５．制度の安定性・持続可能性の確保
■必要なサービスは確保しつつ、適正化・重点化を図る
（１）評価の適正化・重点化
○

通所系、多機能系サービスについて、利用者の公平性の観点から、同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の見直しを行う。

○

夜間対応型訪問介護について、月に一度も訪問サービスを受けていない利用者が存在するなどの実態を踏まえて、定額オペレーションサービス
部分の評価の適正化を行う。

○

訪問看護及び介護予防訪問看護について、機能強化を図る観点から、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるサービス提供に係る評価や
提供回数等の見直しを行う。

○

介護予防サービスにおけるリハビリテーションについて、長期利用の場合の評価の見直しを行う。

○

居宅療養管理指導について、サービス提供の状況や移動・滞在時間等の効率性を勘案し、単一建物居住者の人数に応じた評価の見直しを行う。

○

介護療養型医療施設について、令和５年度末の廃止期限までに介護医療院への移行等を進める観点から、基本報酬の見直しを行う。

○

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。（※１年の経過措置期間を設ける）

○

生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランについて、事務負担にも配慮して、検証の仕方や届出頻度の見直しを行う。区分支給限度
基準額の利用割合が高く訪問介護が大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を対象とした点検・検証の仕組みを導入する。

○

サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、事業所指定の際の条件付け（利用者の一定割合以上を併設
集合住宅以外の利用者とする等）や家賃・ケアプランの確認などを通じて、自治体による更なる指導の徹底を図る。

（２）報酬体系の簡素化
○

療養通所介護について、中重度の要介護者の状態にあわせた柔軟なサービス提供を図る観点から、日単位報酬体系から、月単位包括報酬とする。

○

リハサービスのリハマネ加算（Ⅰ）、施設系サービスの口腔衛生管理体制加算、栄養マネジメント加算について廃止し、基本報酬で評価する。
処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）、移行定着支援加算（介護医療院）を廃止する。個別機能訓練加算（通所介護）について体系整理を行う。（再掲）

６．その他の事項
○

介護保険施設における事故発生の防止と発生時の適切な対応（リスクマネジメント）を推進する観点から、事故報告様式を作成・周知する。
施設系サービスにおいて、安全対策担当者を定めることを義務づける（※）。事故発生の防止等のための措置が講じられていない場合に基本報酬
を減算する（※）。組織的な安全対策体制の整備を新たに評価する。（※６月の経過措置期間を設ける）

○ 障害福祉サービスにおける対応も踏まえ、全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生・再発
を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。（※３年の経過措置期間を設ける）
○

介護保険施設における食費の基準費用額について、令和２年度介護事業経営実態調査結果から算出した額との差の状況を踏まえ、利用者負担へ
の影響も勘案しつつ、必要な対応を行う。
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看護、介護、保育など現場で働く方々の収入の引上げ
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決定）

Ⅲ．未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動
２．分配戦略～安心と成長を呼ぶ「人」への投資の強化～
（２）公的部門における分配機能の強化等
①看護、介護、保育、幼児教育など現場で働く方々の収入の引上げ等
看護、介護、保育、幼児教育など、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前
線において働く方々の収入の引上げを含め、全ての職員を対象に公的価格の在り方を抜本的に見直す。民間部
門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、保育士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員を対象に、賃上
げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を３％程度（月額9,000 円）引き上げるための措置48を、来
年２月から前倒しで実施する。
看護については、まずは、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、
賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、段階的に収入を３％程度引き上げていくこととし、収入を
１％程度（月額4,000 円）引き上げるための措置49を、来年２月から前倒しで実施した上で、来年10 月以降の更な
る対応について、令和４年度予算編成過程において検討し、必要な措置を講ずる。
48 他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
49 看護補助者、理学療法士･作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
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介護職員処遇改善支援補助金

社保審－介護給付費分科会
第207回（R4.2.7）

参考資料１

○ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決定）に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取
組を行うことを前提として、収入を３％程度（月額９,000円）引き上げるための措置を、令和４年２月から前倒しで実施するために必要な経
費を都道府県に交付する。
○ 他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎対象期間 令和４年２月～９月の賃金引上げ分（以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う）
◎補助金額 対象介護事業所の介護職員（常勤換算）１人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数（常勤
換算）に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。

◎取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得している事業所（現行の処遇改善加算の対象サービス事業所）
• 上記かつ、令和４年２・３月（令和３年度中）から実際に賃上げを行っている事業所（事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メー
ル等での提出も可能）
• 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等（※）の引上げに使用することを要件とする（４月分以降。基本給の
引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則（賃金規程）改正に一定の時間を要することを考慮して令和４年
２・３月分は一時金による支給を可能とする。）
※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
◎対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法 各事業所において、都道府県に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書（※）を提出。
※月額の賃金改善額の総額（対象とする職員全体の額）の記載を求める（職員個々人の賃金改善額の記載は求めない）

◎報告方法 各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書（※）を提出。
※月額の賃金改善額の総額（対象とする職員全体の額）の記載を求める（職員個々人の賃金改善額の記載は求めない）
◎交付方法
対象事業所は都道府県に対して申請し、対象事業所に対して補助
金支払（国費10／10、約999.7億円）。
◎申請・交付スケジュール
✔ 賃上げ開始月（２・３月）に、その旨の用紙を都道府県に提出
✔ 実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令和４年４
月から受付、６月から補助金を毎月分交付
✔ 賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。

【執行のイメージ】

介
護
事
業
所

① 申請（処遇改善計画書等を提出）
※令和3年度中に賃上げ実施が条件（申請前に用紙提出）
② 交付決定。補助金の交付（補助率10/10）

③ 賃金改善期間後、報告（処遇改善実績報告書を提出）
※要件を満たさない場合は、補助金返還

都
道
府
県
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令和４年度介護報酬改定による処遇改善

国費150億円程度
※改定率換算＋1.13％

社保審－介護給付費分科会
第208回（R4.2.28）

資料１

○ 介護・障害福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和４年10月以降について臨時の報酬改定を行い、
収入を３％程度（月額平均9,000円相当）引き上げるための措置を講じることとする。
○ これらの処遇改善に当たっては、予算措置が執行面で確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策（注）を講じることとする。
（注）現行の処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を取得していることに加えて、具体的には、賃金改善の合計額の３分の２以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによ
り改善を図るなどの措置を講じる。

◎加算額 対象介護事業所の介護職員（常勤換算）１人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。
対象サービスごとに介護職員数（常勤換算）に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。
◎取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得している事業所（現行の処遇改善加算の対象サービス事業所）
• 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等（※）に使用することを要件とする。
※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

◎対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法 各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書（※）を提出。
※月額の賃金改善額の総額（対象とする職員全体の額）の記載を求める（職員個々人の賃金改善額の記載は求めない）

◎報告方法 各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書（※）を提出。
※月額の賃金改善額の総額（対象とする職員全体の額）の記載を求める（職員個々人の賃金改善額の記載は求めない）
◎交付方法
対象事業所は都道府県等に対して申請し、対象事業所に対して報
酬による支払（国費約１／４：150億円程度（令和４年度
分））。
◎申請・交付スケジュール
✔ 申請は、令和４年８月に受付、10月分から毎月支払（実際の
支払は12月から）
✔ 賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。

【執行のイメージ】

介
護
事
業
所

① 申請（処遇改善計画書等を提出）
② 報酬による支払（国費約１／４）
③ 賃金改善期間後、報告（処遇改善実績報告書を提出）
※要件を満たさない場合は、加算の返還

都
道
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処遇改善に係る加算全体のイメージ（令和４年度改定後）

社保審－介護給付費分科会
第208回（R4.2.28）

新加算（介護職員等ベースアップ等支援加算）
■対象：介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇
改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
■算定要件：以下の要件をすべて満たすこと。
➢処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅲ)のいずれかを取得していること
➢賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ
等（※）に使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

全体のイメージ
特定処遇
改善加算
（Ⅰ）

特定処遇
改善加算
（Ⅱ）
新加算

月額0.9万円相当（注）

特定処遇
改善加算
（Ⅰ）

特定処遇
改善加算
（Ⅱ）
新加算

月額0.9万円相当（注）

月額3.7万円相当（注）

加算（Ⅰ）

特定処遇
改善加算
（Ⅰ）

特定処遇
改善加算
（Ⅱ）
新加算

処遇改善加算（Ⅱ）
月額2.7万円相当（注）

介護職員等特定処遇改善加算
■対象：事業所が、①経験・技能のある介護職員、②その他の
介護職員、③その他の職種に配分
■算定要件：以下の要件をすべて満たすこと。
※介護福祉士の配置割合等に応じて、加算率を二段階に設定。
➢処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅲ)のいずれかを取得していること
➢処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を
行っていること
➢処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を
通じた見える化を行っていること
介護職員処遇改善加算
■対象：介護職員のみ
■算定要件：以下のとおりキャリアパス要件及び職場環境等要
件を満たすこと

月額0.9万円相当（注）

処遇改善加算（Ⅰ）

資料１

処遇改善加算（Ⅲ）
月額1.5万円相当（注）

加算（Ⅱ）

加算（Ⅲ）

キャリアパス要件のうち、 キャリアパス要件のうち、 キャリアパス要件のうち、
①＋②＋③を満たす
①＋②を満たす
①or②を満たす
かつ
かつ
かつ
職場環境等要件
職場環境等要件
職場環境等要件
を満たす
を満たす
を満たす
＜キャリアパス要件＞
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の
実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期
に昇給を判定する仕組みを設けること
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。
＜職場環境等要件＞

注：事業所の総報酬に加算率（サービス毎の介護職員数を踏まえて設定）を乗じた額を交付。

賃金改善を除く、職場環境等の改善
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令和４年度介護報酬改定による処遇改善 加算率

社保審－介護給付費分科会
第208回（R4.2.28）

資料１

○ 現行の介護職員処遇改善加算等と同様、介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の
加算率を介護報酬（※１）に乗じる形で、単位数を算出。
サービス区分（※２）

加算率

・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2.4％

・（介護予防）訪問入浴介護

1.1％

・通所介護
・地域密着型通所介護

1.1％

・（介護予防）通所リハビリテーション

1.0％

・（介護予防）特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

1.5％

・（介護予防）認知症対応型通所介護

2.3％

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

1.7％

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護

2.3％

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・（介護予防）短期入所生活介護
・介護老人保健施設
・（介護予防）短期入所療養介護（老健）
・介護療養型医療施設
・（介護予防）短期入所療養介護（病院等）
・介護医療院
・（介護予防）短期入所療養介護（医療院）

1.6％

0.8％
0.5％
0.5％

※１ 現行の処遇改善加算等の単位数は、基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に、加算率
を乗じて算出。
※２ （介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）福祉用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売、
（介護予防）居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は加算対象外。
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全世代型社会保障構築会議について
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全世代型社会保障構築会議について
全世代型社会保障構築会議
（全世代型社会保障改革担当大臣（主宰）・有識者）

秋田喜代美 学習院大学文学部教授

高久玲音 一橋大学経済学研究科准教授

落合陽一

メディアアーティスト

武田洋子 三菱総合研究所シンクタンク部門

笠木映里

東京大学大学院法学政治学研究科教授

香取照幸

上智大学総合人間科学部教授/

田辺国昭 国立社会保障・人口問題研究所所長

一般社団法人未来研究所臥龍代表理事

土居丈朗 慶應義塾大学経済学部教授

菊池馨実

早稲田大学法学学術院教授

沼尾波子 東洋大学国際学部国際地域学科教授

熊谷亮丸

株式会社大和総研副理事長兼専務取締役

副部門長（兼）政策・経済センター長

○ 増田寬也 東京大学公共政策大学院客員教授

リサーチ本部長

水島郁子 大阪大学理事・副学長

権丈善一

慶應義塾大学商学部教授

横山 泉 一橋大学大学院経済学研究科准教授

國土典宏

国立国際医療研究センター理事長

◎ 清家 篤

日本私立学校振興・共済事業団理事長
/慶應義塾学事顧問
（五十音順
◎：座長

敬称略）

○：座長代理

（参考）「全世代型社会保障構築会議の開催について」（第１回全世代型社会保障構築会議・資料１）（令和３年１１月９日）
１．趣旨
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障全般の総合的な検討を行うため、全世代型社会保障構築会議（以下「会議」という。）を開催する。
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当面の論点①

全世代型社会保障構築会議
第２回（R４.３.９）

資料１

○ 全世代型社会保障の構築に向けて、まずは、「人への投資」の観点から、以下の論点について議
論を進めていただきたいと考えるが、どうか。
 男女が希望どおり働ける社会づくり・子育て支援
 我が国の子ども支援制度は、育児休業、保育、児童手当など各種制度によって成り立っている
が、全体を通じて目指すべき基本方向は何か。
 「新子育て安心プラン」等によって保育や放課後児童クラブの整備等を着実に実施することが
示されているが、子育て支援について強化すべき点はないか。また、就労復帰を希望する時に
保育をより確実に利用できるようにするために改善すべき点はないか。
 育児休業制度について改善すべき点はあるか。また、育児休業制度を利用できない方がいるこ
とや男性育休の利用促進に向けてどう考えるか。
 幼児期に時短勤務を選択するなど、仕事と子育ての両立を図りやすくするために改善すべき点
はなにか。
 様々な事情を抱えたこども・家庭に対する支援に対してどのように支援を強化していくべきか。

 勤労者皆保険の実現
 勤労者皆保険の実現に向けて、令和２年年金制度改正法に基づき厚生年金・健康保険の適用拡
大を着実に進めるとともに、適用拡大を更に前に進めるため、対象範囲を規定する各要件等に
ついてどう考えるか。
 さらなる勤労社会保険の実現に向けた方策と論点についてどう考えるか。
 長期的な課題として、フリーランスやギグワーカーへの社会保険の適用についてどう考えるか。
 女性の就労の制約となっている制度の見直し
 １０６万円の壁、１３０万円の壁など、既婚女性の働くインセンティブを阻害する仕組み（社
会保険や企業慣行等）の問題などについてどう考えるか。
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当面の論点②

全世代型社会保障構築会議
第２回（R４.３.９）

資料１

 家庭における介護の負担軽減
 今後の介護サービスの確保や老後も住み慣れた地域で暮らしていける体制づくりについてどう
取り組むべきか。特に、今後の介護ニーズが急増する首都圏や大都市について、どのような対
応を考えるべきか。
 介護休業制度等の介護離職を防ぐための制度について、利用率等を踏まえて、今後の在り方を
どう考えるか。
 認知症を抱える方の家族の様々な不安や悩みに対する支援の在り方についてどう考えるか。
ヤングケアラー（本来大人が担う家族の世話や家事を日常的に行っている子ども）にはどのよ
うな対応を考えるべきか。
 地域共生社会づくりについて
 孤独・孤立に苦しむ方について、どのような対策を講ずべきか。
 今後、増加が見込まれる独居の困窮者・高齢者が、地域の中で安心した生活を送るための「す
まい」についてどう考えるか。
 医療・介護・福祉サービスについて
 サービス人材の確保・育成に向けて、デジタル技術の活用や高齢・地域人材の活用、人材育成
の在り方等についてどう考えるか。
 医療・介護提供体制改革など社会保障制度基盤の強化に向けて、これまでの骨太の方針や改革
工程表を踏まえて取組を進めていくべきではないか。
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介護保険部会・介護給付費分科会におけるこれまでの御指摘等
（全世代型社会保障構築会議の論点との対応）
＜ 「家庭における介護の負担軽減」について① ＞
介護保険制度の見直しに関する意見
（令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会）

〇住民主体の通いの場の取組を一層推進
・通いの場の類型化
・ポイント付与や有償ボランティアの推進等による参加促進
・地域支援事業の他の事業とも連携した効果的な実施
・医療等専門職の効果的・効率的な関与
・関連データも活用したPDCAサイクルに沿った取組の推進
・通いの場に参加しない高齢者への対応

〇総合事業について、より効果的に推進し、地域のつながり機能を強化
・事業の対象者の弾力化（要介護認定を受けた者）
・国がサービス価格の上限を定める仕組みの弾力化
・総合事業の担い手を確保するための取組の推進（有償ボランティアに係る謝金の支出、ポイント制度の創設）
・保険者機能強化推進交付金の活用等による市町村の取組、都道府県の市町村支援の促進
・就労的活動等を通じた地域とのつながり強化等のための環境整備

〇介護支援専門員（ケアマネジャー）がその役割を効果的に果たしながら質の高いケアマネジメントを実現でき
る環境を整備
・多分野の専門職の知見に基づくケアマネジメント(地域ケア会議の活用)
・インフォーマルサービスも盛り込まれたケアプランの作成推進
・公正中立なケアマネジメントの確保、ケアマネジメントの質の向上
・質の高いケアマネジャーの安定的な確保、ケアマネジャーが力を発揮できる環境の整備、求められる役割の明確化

〇地域包括支援センターについて、増加するニーズに対応すべく、機能や体制を強化
・センターの運営への保険者（市町村）の適切な関与
・センターと既存の社会資源との連携による地域の相談支援機能の強化
・介護予防ケアマネジメント業務の外部委託を行いやすい環境の整備
・保険者機能強化推進交付金の活用等によるセンター体制強化の推進
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介護保険部会・介護給付費分科会におけるこれまでの御指摘等
（全世代型社会保障構築会議の論点との対応）
＜ 「家庭における介護の負担軽減」について② ＞
介護保険制度の見直しに関する意見
（令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会）

〇地域の実情に応じた介護サービス基盤整備
・高齢者人口や介護サービスのニーズを中長期的に見据えた計画的な整備
・特養、老健、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、訪問介護等のそれぞれの役割・機能を果たしつつ、連携を強化しながらの整備
・都市部・地方部など地域特性を踏まえた整備
・高齢者向け住まい（有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅）の整備状況等も踏まえた整備
・「介護離職ゼロ」の実現に向けた施設整備・在宅支援サービスの充実による在宅の限界点の引き上げ、介護付きホーム（特定施設入居者生活
介護）も含めた基盤整備促進

〇医療・介護の連携
・地域医療構想等と整合した介護サービス基盤整備
・中重度の医療ニーズや看取りに対応する在宅サービスの充実
・リハビリテーションの適時適切な提供
・老健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能の推進

〇介護医療院への円滑な移行の促進
・早期の意思決定支援、手続きの簡素化等移行等支援策の充実
・医療療養病床からの移行等、介護医療院のサービス量を適切に見込むための方策を実施

〇在宅医療・介護連携推進事業について、地域の実情に応じた取組の充実のための事業体系の見直し
・認知症施策や看取りの取組を踏まえた見直し
・切れ目のない在宅医療・介護の実現に関する目標の設定
・一部項目の選択的実施や地域独自の項目の実施
・都道府県による市町村支援（医師会等の関係機関との調整、情報発信、人材育成等）
・PDCAサイクルに沿った取組の推進（指標の検討、地域包括ケア「見える化」システムの活用等）
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介護保険部会・介護給付費分科会におけるこれまでの御指摘等
（全世代型社会保障構築会議の論点との対応）
＜ 「家庭における介護の負担軽減」について③ ＞
介護保険制度の見直しに関する意見
（令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会）

〇認知症施策推進大綱に沿った施策の推進
・介護保険事業計画に基づく取組の推進（介護保険法上の計画記載事項に認知症施策の総合的推進を位置付け）
・他の施策との連携（他の計画との調和・連携）
・「共生」「予防」の取組の推進（介護保険法上に大綱の考え方・施策を位置付け。「認知症」の規定の見直し）
・認知症サポーターの養成、本人発信支援等の普及啓発の推進
・地域で認知症サポーター等が活躍できる仕組みづくり（チームオレンジ）
・認知症予防に資する可能性のある活動の推進
・予防に関するエビデンスの収集・分析
・早期発見・早期対応に向けた体制の質の向上、連携強化
・認知症カフェ、家族教室、ピア活動等の介護者（家族）支援の推進
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介護保険部会・介護給付費分科会におけるこれまでの御指摘等
（全世代型社会保障構築会議の論点との対応）
＜ 「家庭における介護の負担軽減」について④ ＞
令和３年度介護報酬改定に関する審議報告
（令和２年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会）

〇認知症への対応力向上に向けた取組の推進
・認知症専門ケア加算の訪問サービスへの拡充
・無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ

〇リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取
組の連携・強化

〇看取りへの対応の充実
・ガイドラインの取組推進
・施設等における評価の充実

〇医療と介護の連携の推進
・老健施設の医療ニーズへの対応強化
・長期入院患者の介護医療院での受入れ推進

・計画作成や多職種間会議でのリハ、口腔、栄養専門職の関与の
明確化
・リハビリテーションマネジメントの強化
・退院退所直後のリハの充実
・通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による
介護の推進
・通所介護における機能訓練や入浴介助の取組の強化
・介護保険施設や通所介護等における口腔衛生管理や栄養マネジ
メントの強化

〇在宅サービス、介護保険施設や高齢者住まいの
機能・対応強化
・訪問看護や訪問入浴の充実
・緊急時の宿泊対応の充実
・個室ユニットの定員上限の明確化

〇ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
・事務の効率化による逓減制の緩和
・医療機関との情報連携強化
・介護予防支援の充実

〇地域の特性に応じたサービスの確保

・過疎地域等への対応（地方分権提案）
・地域の特性に応じた、人材・サービスの確保に資する経営の大規模化等も
含めた、サービスの在り方について検討
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介護保険部会・介護給付費分科会におけるこれまでの御指摘等
（全世代型社会保障構築会議の論点との対応）
＜ 「地域共生社会づくり」について ＞
介護保険制度の見直しに関する意見
（令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会）

〇有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の質を確保するため、行政による現状把握と関与を強化
・都道府県から市町村への有料老人ホームに関する情報の通知
・未届けの有料老人ホームへの対応、介護サービス利用の適正化
・事業者に係る情報公表の取組の充実
・「外部の目」を入れる取組の推進（介護相談員等の活用）

〇高齢者の住まいと生活の一体的支援の在り方
・自宅と介護施設の中間的な住まい方の普及
・生活困窮者施策とも連携した住まいと生活の支援の一体的な実施
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介護保険部会・介護給付費分科会におけるこれまでの御指摘等
（全世代型社会保障構築会議の論点との対応）
＜ 「医療・介護・福祉サービス」について① ＞
介護保険制度の見直しに関する意見
（令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会）

〇介護関連のデータ（要介護認定情報、介護保険レセプト情報、VISIT、CHASE）の利活用のための環境を整備
・介護関連のデータの一体的活用、NDB等との連結解析を進めるための制度面・システム面での環境整備の推進
・基本チェックリストなど介護予防に係る情報の活用
・国や都道府県による市町村支援
・事業所の理解を得た上でのデータ収集によるデータ充実
・データ収集項目の充実の検討
・医療保険の個人単位被保険者番号の活用

〇新規人材の確保・離職の防止の双方の観点からの総合的な人材確保対策の推進
〇人材確保・生産性向上の取組を地域の実情に応じてきめ細かく対応していく体制整備、介護保険事業（支援）
計画に基づく取組の推進
・介護職員の更なる処遇改善の着実な実施
・若者、潜在介護福祉士、元気高齢者等の多様な人材の参入・活躍の促進
・働きやすい環境の整備
・介護の魅力向上・発信
・外国人材の受入環境整備
・介護現場における業務仕分けやロボット・ICTの活用、元気高齢者の参入による業務改善など、介護現場革新の取組の推進
・経営の大規模化・協働化、事業所の連携による共同購入、人材確保・育成、事務処理の共同化
・文書量削減
「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」の中間とりまとめ（令和元年12月４日）に沿って、指定申請、報酬請求、指導監
査の文書等に関して、①簡素化、②標準化、③ICT等の活用等の取組を推進。
（※）介護保険法令とあわせて老人福祉法令に基づく手続き等にも整合的に対応
（※）専門委員会においてフォローアップを実施し取組を徹底
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介護保険部会・介護給付費分科会におけるこれまでの御指摘等
（全世代型社会保障構築会議の論点との対応）
＜ 「医療・介護・福祉サービス」について② ＞
介護保険制度の見直しに関する意見
（令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会）

〇給付と負担
・被保険者範囲・受給者範囲
介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討
・補足給付に関する給付の在り方
負担能力に応じた負担とする観点から、施設入所者に対する補足給付、ショートステイの補足給付及び補足給付の支給要件となる預貯金等
の基準の精緻化を図る
・多床室の室料負担
介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の機能や医療保険制度との関係も踏まえつつ、負担の公平性の関係から引き続き検討
・ケアマネジメントに関する給付の在り方
利用者やケアマネジメントに与える影響を踏まえながら、自立支援に資する質の高いケアマネジメントの実現や他のサービスとの均衡等幅
広い観点から引き続き検討
・軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
総合事業の実施状況や介護保険の運営主体である市町村の意向、利用者への影響等を踏まえながら、引き続き検討
・高額介護サービス費
負担上限額を医療保険の高額療養費制度の負担上限額に合わせる
・「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準
利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討
・現金給付
現時点で導入することは適当ではなく、「介護離職ゼロ」の実現に向けた取組や介護者（家族）支援を推進
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介護保険部会・介護給付費分科会におけるこれまでの御指摘等
（全世代型社会保障構築会議の論点との対応）
＜ 「医療・介護・福祉サービス」について ③ ＞
令和３年度介護報酬改定に関する審議報告
（令和２年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会）

〇介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
・CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進
・ADL維持等加算の拡充

〇寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進
・施設での日中生活支援の評価
・褥瘡マネジメント、排せつ支援の強化

〇介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた
取組の推進
・特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による
取得促進
・職員の離職防止・定着に資する取組の推進
・サービス提供体制強化加算における介護福祉士が多い職場の
評価の充実
・人員配置基準における両立支援への配慮
・ハラスメント対策の強化
・３ユニットの認知症GHの夜勤職員体制の緩和

〇テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の
緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進

〇文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の
業務負担軽減の推進
・署名・押印の見直し
・電磁的記録による保存等
・運営規程の掲示の柔軟化

〇評価の適正化・重点化
・区分支給限度基準額の計算方法の一部見直し
・訪問看護のリハの評価・提供回数等の見直し
・長期間利用の介護予防リハの評価の見直し
・居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し
・介護療養型医療施設の基本報酬の見直し
・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）の廃止
・生活援助の訪問回数が多い利用者等のケアプランの検証

〇報酬体系の簡素化
・月額報酬化（療養通所介護）
・加算の整理統合（リハ、口腔、栄養等）

・見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置の緩和
・会議や多職種連携におけるICTの活用
・特養の併設の場合の兼務等の緩和
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公的価格評価検討委員会について
全世代型社会保障構築会議
（全世代型社会保障改革担当大臣（主宰）・有識者）

公的価格評価検討委員会

秋田喜代美

学習院大学文学部教授

菊池馨実

早稲田大学法学学術院教授

権丈善一

慶應義塾大学商学部教授

○ 武田洋子

三菱総合研究所シンクタンク部門
副部門長（兼）政策・経済センター長

田辺国昭
◎ 増田寬也

国立社会保障・人口問題研究所所長
東京大学公共政策大学院客員教授

（五十音順

敬称略）

◎：座長 ○：座長代理

（参考）「全世代型社会保障構築会議の開催について」（第１回全世代型社会保障構築会議・資料１）（令和３年１１月９日）
１．趣旨
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障全般の総合的な検討を行うため、全世代型社会保障構築会議（以下「会議」という。）を開催する。

３．公的価格評価検討委員会
（１）会議の下に、公的価格の在り方を検討するため、公的価格評価検討委員会（以下「委員会」という。）を開催することとし、その構成員は別紙２に掲げる者とする。
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公的価格評価検討委員会 中間整理
（令和３年12月21日）
４．今後の処遇改善について
（２）処遇改善の方向性
今般の経済対策の措置を前提としても、介護・障害福祉職員、保育士等・幼稚園教諭の賃金は全産業平均から乖離があり、仕事の内容に比し
ても未だ低く抑えられている状況である。引き続き人手不足の解消等に向けて、今回の措置の結果も踏まえつつ、更なる処遇の改善に取り組む
べきである。
処遇改善の最終的な目標は、職種毎に仕事の内容に比して適正な水準まで賃金が引き上がり、必要な人材が確保されていることである。その
際、他産業との乖離や有効求人倍率などの労働市場における関連指標の状況を参照するほか、各産業における他の職種との比較や対象とする産
業内での各職種間の均衡、仕事の内容、労働時間の長短、経験年数や勤続年数なども考慮すべきである。今後、医療・福祉分野のマンパワーの
ニーズが大きく増加すると見込まれることも踏まえ、特に2020年代にこうした取組に注力すべきである。
また、経験年数や勤続年数に応じた処遇改善の取組は、キャリア・ラダーの形成や職員を大切にすることへのインセンティブとなり、職場へ
の定着や経験・技能の高度化等につながる。先に述べたマンパワーのニーズの見通しも踏まえ、経験・技能のある職員に重点化した処遇改善の
あり方について検討し、次なる目標として、経験・技能のある職員について、仕事の内容と比して適正な水準であるかという点も考慮しつつ、
他産業（適切な他産業がなければ全産業平均）と遜色ない水準とすることを目指すべきである。
（中略）
また、介護・障害福祉、保育、幼児教育分野も含め、経験・技術に応じた処遇ルールの明確化（賃金体系の整備）やタスクシフト・タスク
シェアによる業務の高度化・効率化、各職種の養成課程のあり方、職員配置も含めた勤務環境の改善についても検討すべきである。
（中略）
今後の処遇改善を行うに当たっては、これまでの措置の実効性を検証するとともに、これまでの措置で明らかになった課題や対象外となった
職種も含め、検証を行うべきである。
（中略）
こうした処遇改善を行うに当たっては、全てを国民の負担に回すのではなく、既存予算の見直しや高齢化に伴って増加する医療・介護費の中
での分配のあり方などを含め、幅広く検討を行うべきである。従来は、前述のとおり、主に財政措置等を財源として処遇改善を進めてきた。今
後は、更なる財政措置を講じる前に、医療や介護、保育・幼児教育などの分野において、国民の保険料や税金が効率的に使用され、一部の職種
や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行き渡るようになっているかどうか、費用の使途の見える化を通じた透明性の向上が必要である。
また、デジタルやＩＣＴ技術、ロボットの活用により、現場で働く方々の負担軽減と業務の効率化を進めていくことも必要である。
本委員会は、こうした処遇改善に向けた政策手法を実現する観点から、それぞれの分野における費用の見える化やデジタル等の活用に向けた
課題等について検討し、来夏までに方向性を整理することとする。
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各種会議におけるこれまでの御指摘等について
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経済財政運営と改革の基本方針（抜粋）①
平成30（2018）年６月15日閣議決定

〇負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化、自助と共助の役割分担の再構築
•

介護のケアプラン作成、多床室室料、介護の軽度者への生活援助サービスについて、給付の在り方を検討する。

令和３（2021）年６月18日閣議決定

〇経済好循環の加速・拡大
•

雇用と生活への支援として、雇用調整助成金の特例措置等については、引き続き、感染が拡大している地域・特に業況が厳し
い企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していく一方で、在籍型出向を通じた雇用確保を支援する助成の
活用促進やマッチング支援の強化、感染症の影響による離職者のトライアル雇用への助成等によるグリーン・デジタル、介
護・障害福祉等の成長分野や人手不足分野への円滑な労働移動や、セーフティネットとしての求職者向けの支援、働きながら
学べる環境の整備、リカレント教育等の人的投資支援を強力に推進する。雇用保険について、これらの施策を適切に講じ、
セーフティネット機能を十分に発揮できるよう、その財政運営の在り方を検討する。非正規雇用労働者など感染症のより厳し
い影響を受け、生活に困窮する方々に対しては、住まいの確保を含め生活を下支えする重層的なセーフティネットによる支援
に万全を期すとともに、デジタル分野等の新たなスキルの習得に向けた職業訓練の強化等を通じ自立を支援する。

〇デジタル・ガバメントの確立
•

政府のデータ戦略に基づき、政策課題に対応するデータを特定・発掘し、その活用・共有を前提としたデータ設計・整備を行
い、整備されたデータの最大限の利活用を図る。デジタル庁は、個人情報保護と両立する形での地方自治体保有データも含む
行政データ提供のワンストップ化の仕組みを構築する。医療・介護、教育、インフラ、防災に係るデータ・プラットフォーム
を早期に整備する。
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経済財政運営と改革の基本方針（抜粋）②
令和３（2021）年６月18日閣議決定

〇共助・共生社会づくり
・

地域共生社会の実現に向け、重層的支援体制整備事業など市町村における包括的支援体制の構築を進める。

・

「認知症施策推進大綱」に基づく施策を実施するとともに、成年後見制度の利用を促進する。ヤングケアラーについて、早期
発見・把握、相談支援など支援策の推進、社会的認知度の向上などに取り組む。

〇感染症を機に進める新たな仕組みの構築
•

医療・特定健診等の情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みや民間ＰＨＲサービスの利活用も含めた自身で閲覧・活用で
きる仕組みについて、2022 年度までに、集中的な取組を進めることや、医療機関・介護事業所における情報共有とそのため
の電子カルテ情報や介護情報の標準化の推進、医療情報の保護と利活用に関する法制度の在り方の検討、画像・検査情報、介
護情報を含めた自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの整備、科学的介護・栄養の取組の推進、今般の感染症の自宅療養者
に確実に医療が全員に提供されるよう医療情報を保健所と医療機関等の間で共有する仕組みの構築（必要な法改正を含め検
討）、審査支払機関改革137の着実な推進など、データヘルス改革に関する工程表に則り、改革を着実に推進する。

•

医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表する全国的な電子開示システムを早急に整え、感染症による医療機関へ
の影響等を早期に分析できる体制を構築する。同様に、介護サービス事業者についても、事業報告書等のアップロードによる
取扱いも含めた届出・公表を義務化し、分析できる体制を構築する。レセプトシステム（ＮＤＢ）の充実、Ｇ－ＭＩＳの今般
の感染症対策以外の長期的な活用、ＣＯＣＯＡの安定的な運営等について、デジタル庁の統括・監理の下、デジタル化による
効率化、利便性の向上を図る。あわせて、医療・介護データとの連携や迅速な分析の環境の整備を図る。

•

全身との関連性を含む口腔の健康の重要性に係るエビデンスの国民への適切な情報提供、生涯を通じた切れ目のない歯科健診、
オーラルフレイル対策・疾病の重症化予防にもつながる歯科医師、歯科衛生士による歯科口腔保健の充実、歯科医療専門職間、
医科歯科、介護、障害福祉機関等との連携を推進し、歯科衛生士・歯科技工士の人材確保、飛沫感染等の防止を含め歯科保健
医療提供体制の構築と強化に取り組む。今後、要介護高齢者等の受診困難者の増加を視野に入れた歯科におけるＩＣＴの活用
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を推進する。

経済財政運営と改革の基本方針（抜粋）③
令和３（2021）年６月18日閣議決定

〇団塊の世代の後期高齢者入りを見据えた基盤強化・全世代型社会保障改革
•

2022 年度から団塊の世代が75歳以上に入り始めることを見据え、全ての世代の方々が安心できる持続可能な全世代型社会
保障の実現に向けた取組について、その実施状況の検証を行うとともに、その取組を引き続き進める。その際、全世代対応型
の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、保険料賦課
限度額の引上げなど能力に応じた負担の在り方なども含め、医療、介護、年金、少子化対策を始めとする社会保障全般の総合
的な検討を進める。

•

一人当たり介護費の地域差縮減に寄与する観点から、都道府県単位の介護給付費適正化計画の在り方の見直しを含めたパッ
ケージを国として示し、市町村別にその評価指標に基づき取組状況を見える化する。また、調整交付金の活用方策について、
第８期介護保険事業計画期間における取組状況も踏まえつつ、引き続き地方団体等と議論を継続する。

〇地方自治体間の補完・連携等
•

人口減少が著しい地方部では、行政サービスの確保に向けて、デジタル技術等を活用しながら、市町村間の広域連携や都道府
県による小規模市町村の補完等の対応を進める必要がある。このため、厚生労働省は、介護保険事務のうち事業所の指導・監
査等について、都道府県による小規模自治体の支援を推進するため必要な措置をとる。
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新経済・財政再生計画改革工程表（抜粋）①
（令和３年12月23日経済財政諮問会議）
取組（抜粋）

【社会保障】
１．「健康寿命延伸プラン」の着実な実施
a.

「自然に健康になれる環境づくり」や「行動変容を促す仕掛け」など「新たな手法」も活用した「健康寿命延伸プラン」の
着実な実施を通じ、次世代を含めた全ての人の健やかな生活習慣形成等、疾病予防・重症化予防、介護予防・フレイル対策、
認知症予防等の取組を推進するとともに、客観的に健康づくり関連施策を評価できる指標の設定に向け、健康寿命に影響を
もたらす要因に関する研究を実施（2019年度から2024年度まで）。

３．認知症予防の推進及び認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
ａ．通いの場（身体を動かす場等）の充実や認知症カフェの増加に向けた取組の推進。新型コロナウイルス感染症の感染防止対
策を実施した上での開催を促進するため、通いの場については広報やアプリ等の活用を進めるとともに、認知症カフェにつ
いては2020年度に作成した手引きの活用や好事例の普及により、設置を推進。

ｂ．認知症予防に関する先進・優良事例を収集・活用し、取組の実践に向けたガイドライン等を各自治体へ周知。
ｃ．予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業において、官民が連携した認知症予防ソリューションの開発を
推進。
ｄ．各認知症疾患医療センターにおける、かかりつけ医や地域包括支援センター等との連携による診断後の相談支援機能を強化。
ｅ．認知症疾患医療センターの機能のあり方等について、引き続き検討するとともに、検討結果に基づき取組を推進。
ｆ．認知症の予防・治療法開発に資するデータベースの構築と実用化について取り組む。
ｇ．認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員の活動支援、認知症サポート医の養成等の認知症高齢者等にやさしい地
域づくりを推進。
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新経済・財政再生計画改革工程表（抜粋）②
（令和３年12月23日経済財政諮問会議）

７．インセンティブの活用を含め介護予防・フレイル対策や生活習慣病等の疾病予防・重症化予防等を市町村
が一体的に実施する仕組みの検討
a.

市町村を中心とした高齢者の保健事業と介護予防の一体的かつ効率的な実施を促すため、特別調整交付金を活用した支援等
を実施。（保険者機能強化推進交付金等については項目36を参照）

20．認知症等の社会的課題解決に資する研究開発や実装
ａ．認知症の危険因子、防御因子を特定し、病態を解明する大規模コホート研究の実施。
ｂ．有効な認知症予防、診断・治療法の研究・開発を推進。

24．元気で働く意欲のある高齢者を介護・保育等の専門職の周辺業務において育成・雇用する取組を全国に展
開
ａ．多様な人材の活用を推進するために必要な取組を実施。

27．在宅看取りの好事例の横展開
ａ．在宅看取りの好事例の整理及び各種研修等を通じた横展開。研修の実施方法については、新型コロナウイルス感染症の感染
状況を踏まえ、オンライン形式等で開催する。

30．地域医療構想の実現、大都市や地方での医療・介護提供に係る広域化等の地域間連携の促進
ｅ．介護療養病床について、2023年度末の廃止期限に向け、2021年度介護報酬改定における移行計画を提出していない場合の
減算の設定等や予算事業等による移行支援を組み合わせた取組を行う。
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新経済・財政再生計画改革工程表（抜粋）③
（令和３年12月23日経済財政諮問会議）

36．介護保険制度における財政的インセンティブの評価指標による評価結果の公表及び取組状況の「見える
化」や改善の推進
a.

保険者機能強化推進交付金等については、取組状況の「見える化」を着実に実施する観点から、2022年度も引き続き都道府
県及び市町村の指標項目ごとの得点獲得状況を一般公表するとともに、評価指標における各市町村の得点状況の分析を行う。

b.

また、2023年度評価指標についてアウトカム指標の強化や、地域差の縮減を見据えた自立支援・重度化防止・介護費用の適
正化に関する市町村の取組につながる指標を評価するための必要な検討を行い、指標の見直しを行う。

c.

一人当たり介護費の地域差縮減に寄与する観点から、都道府県単位の介護給付費適正化計画の在り方の見直しを含めたパッ
ケージ及び市町村別の介護給付費適正化に係る取組状況の見える化について検討する。

37．第８期介護保険事業計画期間における保険者機能の強化に向けた調整交付金の新たな活用方策の運用状況
の把握と第９期計画期間に向けた必要な検討
ａ．調整交付金の活用方策について、第８期介護保険事業計画期間における取組状況も踏まえつつ、引き続き地方団体等と議論
を継続する。

38．診療報酬や介護報酬において、アウトカムに基づく支払いの導入等の推進
ｂ．2021年度介護報酬改定におけるＡＤＬの改善等のアウトカムを評価する加算等の見直し等に基づき、取組を推進。
ｃ．介護事業所・施設の経営実態等を適切に把握できるよう、介護報酬改定において参照される経営概況調査等の実施に向けて、
介護事業所・施設ごとの正確な収益状況を把握するため、特別収益の財源及び使途等に係る調査を実施するほか、調査・集
計方法等の見直しや有効回答率の向上のための記入者負担の見直しを検討し、より適切な実態把握のための方策を検討。
ｄ．検証を通じて、より効果的な加算の在り方や経営実態の把握の在り方に関して、2024年度介護報酬改定に向けて必要な対応
を検討。
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新経済・財政再生計画改革工程表（抜粋）④
（令和３年12月23日経済財政諮問会議）
39．データヘルス改革の推進
ⅱ．「保健医療データプラットフォーム」の運用
ｄ． NDB・介護DBと他のデータベースとの連結について、DPCDBとの連結を2022年度から開始するほか、保健医療分野や国
民生活に関する公的データベース等（※）との連結解析について、法的・技術的課題を検討し、課題が解決したものから対
応する。
※全国がん登録DB、指定難病患者DB、小児慢性特定疾病児童等DB等
※上記について取組を進める中で、進捗状況・課題等を分析し、対応を更に適切に進めるためのＫＰＩの設定等について検討す
る。
ⅳ．ケアの内容等のデータを収集・分析するデータベースの構築、科学的介護・栄養の取組の推進
ａ．LIFEを活用し、自立支援・重度化防止等に資する介護の普及に向けたデータの収集・分析を実施。
ｂ． 2021年度介護報酬改定において、データの収集・活用とPDCAサイクルに沿った取組を評価する加算等を創設したことを
踏まえ、科学的介護の取組を推進するとともに、改定の影響の検証結果に基づき評価及び適正化を行う。
ｃ． データの分析結果を踏まえ、2024年度介護報酬改定に向けて訪問系サービスや居宅サービス全体のケアマネジメントにお
けるLIFEの活用を通じた質の評価の在り方や標準的な介護サービス等について、必要な対応を検討。

ｄ． 介護事業所における情報共有とそのための介護情報の標準化に向けて調査を実施した上で、必要な対応を検討。
ｅ． 自身の介護情報を閲覧できる仕組みの整備に向けて、技術的・実務的な課題等を踏まえ、利用者や介護現場で必要となる
情報の範囲や、全国的に介護情報を閲覧可能とするための仕組みを検討する。
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新経済・財政再生計画改革工程表（抜粋）⑤
（令和３年12月23日経済財政諮問会議）
39．データヘルス改革の推進
ⅴ．ロボット・ＩｏＴ・ＡＩ・センサーの活用
ａ．介護現場と開発事業者との連携など、介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォームを構築し、プラットフォームを
活用した実証を実施。
ｂ．介護事業所の生産性を向上するため、引き続き、介護ロボット等の活用、ＩＣＴ利活用等を含めた業務効率化・生産性向上
に係るガイドラインの普及や、介護ロボット導入支援事業による支援を実施。
ｃ．介護ロボット、ICT等のテクノロジーの活用について、2021年度介護報酬改定に向けた関係審議会等における検討結果に基
づき、取組を推進。
ｄ．2021年度介護報酬改定の検証を通じて、より効果的な介護ロボット、ICT等のテクノロジーの活用に関して、2024年度介
護報酬改定に向けて必要な対応を検討。
ｆ．ＩＣＴを活用した医療・介護連携を推進するため、データ連携標準仕様の実装・利活用の方策等について、引き続き検討し
つつ、取組みを推進。
ｇ．介護事業所の生産性を向上するため、ＩＣＴ導入支援事業により標準仕様に基づくシステムの導入を支援するなど、ＩＣＴ
を活用した情報連携を推進。
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新経済・財政再生計画改革工程表（抜粋）⑥
（令和３年12月23日経済財政諮問会議）
44．事業所マネジメントの改革等を推進
ⅰ．従事者の役割分担の見直しと効率的な配置
ｂ．介護ロボット等の活用、ＩＣＴ利活用等を含めた業務効率化・生産性向上に係るガイドラインを、地域医療介護総合確保基
金を活用した都道府県版介護現場革新会議等を通じて普及させ、引き続き好事例を横展開。
ｃ．介護ロボット・ICT等による業務効率化の取組成果について、人員・設備基準の見直しや2024年度介護報酬改定に関する議
論の際に活用。

ⅱ．介護助手など多様な人材の活用
ａ．「入門的研修」の普及等多様な人材の活用を推進するために必要な取組を実施。
ⅲ．事業所マネジメントの改革等を推進
ｂ．介護ロボット等の活用、ＩＣＴ利活用等を含めた業務効率化・生産性向上に係るガイドラインを、地域医療介護総合確保基
金を活用した都道府県版介護現場革新会議等を通じて普及させ、引き続き好事例を横展開。

ｃ．介護ロボット・ICT等による業務効率化の取組成果について、人員・設備基準等の見直しや2024年度介護報酬改定に関する
議論の際に活用。
ｄ．介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会の中間取りまとめを踏まえ、指定申請等の手続きをWEB上で行う電子申
請・届出システムを実装し、運用を開始する。また、保険者機能強化推進交付金の活用等を通じ、自治体における書類削減の
取組を推進。
ⅳ．介護の経営の大規模化・協働化
ａ．事業者の経営の大規模化・協働化等の取組状況等を把握し、経営の大規模化・協働化を推進するための施策について、第９
期介護保険事業計画期間に向けて、介護サービスの種類や地域性、経営の効率性等を考慮しつつ、組織間連携の推進等の必要
な措置を講じる。
ｂ．2020年度に公表した効率的な体制構築方策に関するガイドラインを周知するとともに、更なる取組の把握等を行い、推進。
ｃ．「社会福祉連携推進法人」制度が活用されるような取組を推進する。
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新経済・財政再生計画改革工程表（抜粋）⑦
（令和３年12月23日経済財政諮問会議）
46. ケアマネジメントの質の向上
ⅰ．ＡＩも活用した科学的なケアプランの実用化
ａ．2019年度の調査研究事業においては、ケアマネジメントの質の向上や業務効率化に対して一定程度の効果があるとの結論を
得た一方で、ＡＩに学習させるべき教師データが不十分である等の課題も明らかになったことを踏まえ、2020年度以降、居宅
介護支援事業所のケアマネジメントのデータ分析などを通して、ＡＩの思考過程を明らかにすることや、教師データのさらな
る収集・学習等の実証検証などについて、引き続き調査研究を進める。
ｂ．取組の進捗状況を踏まえ、より適切な実施に向けてＫＰＩの設定等を検討する。
ⅱ．ケアマネジャーの業務の在り方の検討
ａ．2021年度介護報酬改定の検証等を通じて、より効果的なケアマネジャーの業務の在り方に関して、科学的介護の取組も踏ま
え2024年度介護報酬改定等に向けて必要な対応を検討。

55．高齢者医療制度や介護制度において、所得のみならず資産の保有状況を適切に評価しつつ、「能力」に応
じた負担の検討
60．介護のケアプラン作成に関する給付の在り方について検討
ａ．2019年度の関係審議会における審議結果を踏まえ、利用者負担の導入について、第９期介護保険事業計画期間に向けて、関
係審議会等において結論を得るべく引き続き検討。

61．介護の多床室室料に関する給付の在り方について検討
ａ．2019年度の関係審議会における審議結果を踏まえ、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の機能等を考慮し
ながら、負担の公平性の関係から、多床室の室料負担の見直しについて、第９期介護保険事業計画期間に向けて、関係審議会
等において結論を得るべく引き続き検討。

62．介護の軽度者への生活援助サービス・福祉用具貸与に関する給付の在り方等について検討
ａ．介護の軽度者への生活援助サービス等の地域支援事業への移行を含めた方策について、2019年度の関係審議会における審議
結果を踏まえ、第９期介護保険事業計画期間に向けて、関係審議会等において結論を得るべく引き続き検討。
ｂ．地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の上限制度の運用の在り方について、速やかに必要な対応を検討。
ｃ．福祉用具貸与の在り方について、要介護度に関係なく給付対象となっている廉価な品目について、貸与ではなく販売とする
など、2020年度の関係審議会における審議結果を踏まえ、引き続き必要な対応を検討。
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新経済・財政再生計画改革工程表（抜粋）⑧
（令和３年12月23日経済財政諮問会議）
63．医療・介護における「現役並み所得」の判断基準の見直しを検討
b．現役との均衡の観点から介護保険における「現役並み所得」（利用者負担割合を3割とする所得基準）等の判断基準の見直し
については、2019年度の関係審議会における審議結果も踏まえ、利用者への影響等を考慮しながら、第９期介護保険事業計画
期間に向けて、関係審議会等において結論を得るべく引き続き検討。

再生計画の改革工程表の全44項目の着実な推進
③

医療・介護を通じた居住に係る費用負担の公平化の検討

⑦ 在宅や介護施設等における看取りも含めて対応できる地域包括ケアシステムを構築
ａ．第８期介護保険事業（支援）計画（2021～2023年度）に基づき、推進。
㉑ 医療関係職種の活躍促進、民間事業者による地域包括ケアを支える生活関連サービスの供給促進等
ⅰ 障壁となっている規制がないか検証し必要な対応を検討・実施
ａ．関係者のニーズ等に基づきグレーゾーン解消制度の活用を含め柔軟に対応。
ⅱ 事業運営の効率化等に関する民間事業者の知見や資金の活用を促進
ａ．「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集」に加え、「地方自治体における地域包括ケア
システム構築に向けた『保険外サービス』の活用に関するポイント集・事例集」や「QOLを高める保険外（自費）サービス活
用促進ガイド」を活用し、保険外サービスの活用について周知を推進。
ｂ．介護サービス情報公表システムの活用等により、ケアマネジャーや高齢者等に対し情報提供を推進する取組を支援。

【地方行財政改革等】
11．地方自治体の多様な広域連携の推進等
ｆ．介護保険事務のうち事業所の指導・監査等について、都道府県による小規模自治体の支援を推進するため必要な措置をとる。
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規制改革推進会議
規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）
〇介護サービスの生産性向上
a 「社会保障審議会介護保険部会『介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会』中間取りまとめを踏まえた対応につい
て」（令和２年３月及び令和３年３月厚生労働省老健局長通知）に示された事項の取組状況を把握した上で、介護事業所が指
定権者である都道府県等に提出を要する文書の更なる簡素化・標準化に取り組む。また、事業所指定に関する申請など介護事
業者が行政機関に対して行う文書提出のオンライン化に向けて、介護サービス情報公表システムの改修を着実に行うとともに、
継続的な機能拡充に取り組む。
b 介護サービス事業者間におけるケアプランの電子的な送付・保存を可能とする「ケアプランデータ連携システム」について、
今後の工程・スケジュールを明らかにした上で早期の運用開始に向けて取り組む。また、ＩＣＴ導入支援事業の実施状況・効
果を継続的に検証し、介護職員等が行う介護記録の作成・保存やこれに基づく報酬請求事務の一層の電子化に取り組む。
c.
ＩＣＴ・ロボット・ＡＩ等の技術の進展とその導入による介護現場の業務効率化の効果を継続的に検証し、引き続き、介護
報酬上の評価の見直し等を検討する。
先進的な特定施設（介護付き有料老人ホーム）の人員配置基準について（これまでの議論の取りまとめ）
（令和４年２月17日規制改革推進会議）
２．介護施設の人員配置基準の柔軟化に関する考え方
○介護人材不足への対応を検討するに当たっては、「介護の質の維持」と「介護職員の負担軽減・処遇改善」が最も重要な観点と
なる。
○この点、ビッグデータ解析、センサーなどのICT技術の最大活用、介護補助職員の活用等によって、特例的により少ない人員で
介護の質を維持し、かつ、介護職員の負担軽減・処遇改善を両立させるとの今回の提案は、今後の介護人材不足の解決に向けた
有力な一つの方策となる可能性がある。
○このため、今後の厚生労働省における実証を通じて、実際に介護の質が維持されること及び介護職員の負担増につながらないこ
とが客観的に検証される必要がある。その上で、規制改革推進会議のワーキング・グループにおける議論（別紙）も踏まえ、介
護職員の処遇改善等を企図する人員配置基準の特例的な柔軟化（※）の可否について、速やかに社会保障審議会介護給付費分科
会において議論を行い、判断される必要がある。
※ 一律の変更ではなく、先進的な取組を行う事業者に対する特例的な柔軟化。
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○なお、今後、規制改革推進会議も必要に応じて、議論のフォローアップを行う。

成長戦略フォローアップ（抜粋）①
（令和３年６月18日閣議決定）

〇科学的介護の実現
•

自立支援等の効果が科学的に裏付けられた介護を実現するため、2020年度から運用を開始した高齢者の状態、ケアの内容等
の情報などのデータを収集・分析するデータベース（LIFE）の情報等を用いた本格的な分析を実施し、次期からの介護報酬
改定の議論に活用し検証を行い、その結果に基づき評価及び適正化を行う。また、取得したデータについては、介護事業所に
提供するほか、介護サービスのベストプラクティスの策定などのケアの質の向上等につながるような取組を進める。さらに、
高齢者の自立支援や重度化防止等の取組を促すようなインセンティブが働くようアウトカム評価に係る検討を行う。

〇ロボット・センサー等の開発・導入
•

介護分野における業務効率化に効果的なテクノロジーの普及に向けて、2020年８月に構築した介護ロボットの開発・実証・
普及のプラットフォームにおいて、試行実証施設でのケアの提供モデルを構築し、介護現場での実証を行うとともに、効果の
確認が得られたモデルを全国に普及・促進する。

•

地域医療介護総合確保基金を活用した介護ロボットやICTの導入支援を進めるとともに、介護現場での大規模実証や介護ロ
ボットの導入の効果実証等から得られたエビデンスデータを蓄積・分析し、次期からの介護報酬改定等での評価につなげる。

〇医療・介護現場の組織改革等
•

介護職員の負担軽減を図り、質の高い介護サービスを提供するため、介護ロボットの普及・ICT化について、地域医療介護総
合確保基金を活用した支援を行う。その際、介護現場の業務の効率化・生産性向上の取組と一体として推進すべく、「生産性
向上ガイドライン」を活用し、介護現場への実効的な普及を図る。

―

介護サービスの質の維持・向上の観点から、都道府県版「介護現場革新会議」の開催や2019・2020年度に実施したパ
イロット事業の横展開を進め、地域に応じた介護現場の業務効率化の取組を支援する。
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成長戦略フォローアップ（抜粋）②
（令和３年６月18日閣議決定）

〇介護予防のインセンティブ強化
•

介護保険の保険者や都道府県に対する保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の2022年度評価指標に
ついて、アウトカム指標の強化や、地域差の縮減を見据えた自立支援・重度化防止・介護費用の適正化に関する市町村の取組
につながる指標を評価する方向に制度を重点化・簡素化することも含め、必要な見直しを行う。

•

75歳以上の高齢者に対する保健事業について、後期高齢者医療の保険者インセンティブ措置を活用し、フレイル対策を含め
きめ細かな支援を充実させる。

〇認知症の総合的な施策の強化
•

「共生」と「予防」を柱とした総合的な認知症施策を、「認知症施策推進大綱」（令和元年６月18日認知症施策推進関係閣
僚会議決定）に基づき、推進するとともに、日本認知症官民協議会と連携し、認知症バリアフリーの取組を進める。認知症の
予防法の確立に向け、薬剤治験に即応できる体制を2021年度までに構築するなど、研究開発を強化する。また、認知症分野
における官民連携での予防の評価指標・手法の確立を2022年度までに目指す。さらに、認知症との共生社会の実現に向け、
2022年度までに当事者が主体的に関与し製品開発を行う仕組みの運用を目指す。
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令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（抜粋）
（令和３年12月21日閣議決定）
主な取組事項（抜粋）

【厚生労働省】
（45）介護保険法（平９法123）
（ⅺ）新規認定及び区分変更認定に係る要介護認定有効期間（施行規則38条）及び要支援認定有効期間（施行
規則52条）の延長については、社会保障審議会の意見を聴いた上で検討し、令和４年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（ⅻ）介護認定審査会における審査及び判定（27条４項及び32条３項）に係る事務については、市区町村に
おける事務の実態を踏まえつつ、社会保障審議会の意見を聴いた上で市区町村の事務負担を軽減する方策
を検討し、令和４年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

（xiii）介護保険事業計画（117条１項及び118条１項）については、効率的かつ効果的な介護施策の推進に資
するよう、地方公共団体における事務の実態を踏まえつつ、「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」（116条１項）の見直しを含め、地方公共団体の事務負担を軽減する方策
を検討し、令和５年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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財政健全化に向けた建議（抜粋）①

（令和３年５月21日財政制度等審議会）
•

利用者負担の見直し
今般の後期高齢者医療における患者負担割合の見直しを踏まえ、令和６年度（2024年度）に開始する第９期介護保険事業計画
期間からの実施に向けて、サービスの利用者負担を原則２割とすることや２割負担の対象範囲の拡大を図ることを検討していく必
要がある。

•

介護人材確保の取組とICT化等による生産性向上
今後、高齢化による介護需要の増加により、生産年齢人口が減少する中で、介護人材は増加が求められる。こうした中で、新
型コロナの影響による離職者の介護分野への職業転換施策を一層強化し介護人材確保のための取組を進めるとともに、サービスの
質を確保しつつ、より少ない労働力でサービスが提供できるよう、配置基準の緩和等も行いながら、業務の ICT 化等による業務
効率化を進めていく必要がある。また、介護サービスの経営主体は小規模な法人が多いことを踏まえ、令和４年（2022年）６月
までに施行される社会福祉連携推進法人制度の積極的な活用を促すなど、経営主体統合・再編等による介護事業所・施設の運営効
率化を促す施策もあわせて講じていく必要がある。

•

ケアマネジメントの在り方の見直し
利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすることは、ケアマネジャーのサービスのチェックと質の向上に
も資することから、令和６年度（2024 年度）に開始する第９期介護保険事業計画期間から、ケアマネジメントに利用者負担を導
入すべきである。また、福祉用具の貸与のみを行うケースについては報酬の引下げを行うなどサービスの内容に応じた報酬体系と
することも、あわせて令和６年度（2024 年度）報酬改定において実現すべきである。

•

多床室の室料負担の見直し
居宅と施設の公平性を確保し、どの施設であっても公平な居住費（室料及び光熱水費）を求めていく観点から、令和６年度
（2024年度）に開始する第９期介護保険事業計画期間から、給付対象となっている室料相当額について基本サービス費等から除
外する見直しを行うべきである。
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財政健全化に向けた建議（抜粋）②

（令和３年５月21日財政制度等審議会）
•

地域支援事業（介護予防・日常生活総合支援事業）の在り方の見直し
上限が機能せず、形骸化しており、重要な制度改革の根幹がこのような運用となっていることは看過できない問題であり、速
やかに上限超過を厳しく抑制すべきである。

•

区分支給限度額の在り方の見直し
制度創設時に企図したように、設定された限度額の範囲内で給付を受けることを徹底すべきであり、令和６年度（2024年度）
に開始する第９期介護保険事業計画期間に向けて、特に生活と密接に関連している度合が高いと考えられる、居宅における生活の
継続の支援を目的とした加算をはじめ、加算の区分支給限度額の例外措置を見直すべきである。

•

居宅サービスについての保険者等の関与の在り方
定期巡回サービス等の普及の観点にかかわらず、サービス見込み量を超えた場合に、市町村が都道府県への事前協議の申し入
れや指定拒否ができるようにし、保険者である市町村が実際のニーズに合わせて端的に地域のサービス供給量をコントロールでき
るようにすべきである。また、都道府県及び市町村がより積極的に制度を活用できるよう、国はガイドラインや取組例の発出等の
支援を速やかに行うべきである。

•

軽度者に対する居宅療養管理指導サービス等の給付の適正化
例えば、居宅療養管理指導については、薬局の薬剤師による軽度者へのサービス費用が大きく増加している。「必要以上に居
宅療養管理指導を利用するプランを作成した」ケアマネジャーが一定数いることが確認されており、「少なくとも独歩で家族・介
助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、居宅療養管理指導費は算定できない」と算定要件が明確化されたことも踏まえ、
算定要件を満たす請求のみが適切に行われるようにすべきである。

•

介護サービス事業者の経営状況の把握
介護サービスについても法令改正を行い、損益計算書をはじめとする事業報告書等の報告・公表を義務化し、介護サービス事
業者の経営状況の「見える化」を速やかに推進すべきである。
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