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ら国の出先機関の縮小・廃止を求める立場からすれば、このような代行制度は出先機関の

存在意義の再確認ないし機能強化につながる恐れがあることから批判的に捉えられる可能

性が高い。また、国による権限の代行によって、地方公共団体の災害対策能力の低下や専

門的な知識経験が不足という状態が膠着化されてしまうという懸念も出てくる。災害対策

基本法上の被災市町村長の要請に基づいた環境大臣の災害廃棄物の処理の代行制度に関連

して、権限代行制度は、地方公共団体を補完するものであり、「国が本来果たすべき役割」

に属するとの位置づけも可能であって、「代行」という形態をとることの是非も改めて問

われるべき検討課題であるとの指摘もなされている(９)。 

 

 

 終わりに 
 

 今回の法改正は、水害による被害を予防するために早急に実施すべき政策のうち、法定

化する必要があるものについて規定したものである。これらの内容は、社会資本整備審議

会の答申「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革

による『水防災意識社会』の再構築に向けて～」及び「中小河川等における水防災意識社

会の再構築のあり方について」で示された諸対策の一部に留まっており、法定されていな

い対策は、今後、政策として実行していくことが予想される。さらなる制度改革の動きも

含め、今後の実際の運用に注目する必要がある。 

（こん ぎぼぶ 愛媛大学法文学部准教授） 

                                                                                 

(９) 下山憲治「廃棄物処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律

（2015年７月17日法律第58号）」自治総研448号（2016年２月）137頁。 
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地域包括ケアシステムの強化のための 
介護保険法等の一部を改正する法律  

（平成29年６月２日法律52号） 

 

 

上 林 陽 治 

 

 

 はじめに 
 

 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」（平成29

年法律52号）（以下、「地域包括ケアシステム法」という）は、2017年２月７日に閣議決

定され、193通常国会において、５月26日に参議院本会議で可決・成立し、６月２日に法

律52号として公布された。 

 地域包括ケアシステム法は、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社

会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することを目的として取りまとめられ、

主に介護保険法、医療法、社会福祉法、障害者総合福祉支援法、児童福祉法などの31本の

法律の関連部分を一括して改正するいわゆる束ね法である。その内容は、以下の５点にま

とめられる。 

  
 

○ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 １ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進 

 ２ 医療・介護の連携の推進等 

 ３ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等 

○ 介護保険制度の持続可能性の確保として 

 ４ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割 

 ５ 介護納付金への総報酬割の導入 
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 1. 法案策定までの経過～３つのルーツ～ 
 

(１) 介護保険法の改正 

   2011年の改正介護保険法は、地域包括ケアの推進を国・地方公共団体の責務と位置

づけ、2025年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援という目的のもとで、

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・サービス提供体制を構築するとした。そして、自助・

共助（＝介護保険）・公助（＝税）・互助（地域組織の支援）のもと、介護、医療、

予防、すまい、生活支援福祉サービスの連携に基づき、実施する目標を定めた。 

   一方、2012年８月には、社会保障と税の一体改革関連法、社会保障制度改革推進法

（平成24年法律第64号）が成立し、翌2013年８月６日には、社会保障制度改革推進法

に基づき設置された社会保障制度改革国民会議が「確かな社会保障を将来世代に伝え

るための道筋」と題する報告書を取りまとめ、12月５日には、同報告書を踏襲しつつ、

今後の改革の進め方を規定した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の

推進に関する法律」が成立した。同法では、少子化対策、医療制度、介護保険制度、

公的年金制度における改革の進め方を規定するとともに、関係閣僚から成る社会保障

制度改革推進本部及び有識者から成る社会保障制度改革推進会議を設置することとし

た。 

   そして、2014年６月17日に医療介護総合確保推進法が成立し、介護分野では、2015

年８月から、年金収入280万円以上の人の介護保険の自己負担を現行の１割から２割

に引き上げることとした。また、特別養護老人ホームについても、新規入所は原則要

介護３以上の中・重度者に限るとし、介護保険で最も軽度な「要支援１・２」を対象

としたヘルパーによる家事援助、デイサービスセンターでの食事や入浴といった訪

問・通所介護サービスを、2015年度から３年間で市町村事業に移すこととした。 

   介護・医療の制度見直し議論は、ここで一旦、小休止すると思われたが、2015年６

月30日に取りまとめられた「経済財政運営と改革の基本方針2015」は、社会保障分野

の改革を重点分野として取り上げ、そして、同年12月24日の政府「経済・財政再生ア

クション・プログラム」では、次のように制度改革の方向性を示すことになった。 

  ● 介護保険事業（支援）計画及び医療計画に基づく取組を推進し、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の構築に向け、必要な介
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護インフラの整備等を進める。 

  ● 介護給付費の適正化については、要介護認定率や一人当たり介護費等の地域差の

「見える化」とデータ分析を進めた上で、各保険者において給付費適正化の取組を

進める。取組を更に進めるため、データ分析の結果を活用した介護保険事業計画の

ＰＤＣＡサイクルの強化や、保険者機能の強化や市町村による給付の適正化に向け

た取組へのインセンティブ付けなどに係る制度的枠組み等について関係審議会等に

おいて検討し、2016年末までに結論を得て、その結果に基づいて必要な措置を講ず

る（法改正を要するものに係る2017年通常国会への法案提出を含む）。 

  ● 介護保険における利用者負担の在り方について、関係審議会等において検討し、

2016年末までに結論を得て、その結果に基づいて必要な措置を講ずる（法改正を要

するものに係る2017年通常国会への法案提出を含む）。 

 

   上記の「経済・財政再生アクション・プログラム」を受け、厚生労働省社会保障審

議会介護保険部会において、2016年２月から同年12月まで、16回にわたって審議が重

ねられ、2016年12月９日、同部会は、地域包括ケアシステム法に結びつく「介護保険

制度の見直しに関する意見」を取りまとめた。（図１参照） 

 

図１ 介護保険制度の見直しに関する意見（概要） 
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出典）社会保障審議会介護保険部会（第70回）平成28年12月９日 資料１ 
 
 

(２) 療養病床と介護療養病床の一体化 

   療養病床と介護療養病床については、社会的入院という批判が強かったことから、

2011年度末をもって再編・廃止することが2006年に決定していたものの、実態上の解

消は進まず、2011年には、介護療養病床の廃止期限の延長（2017年度末まで）がされ

ることになった。 

   事態が動かないことを重く見た厚生労働省では、慢性期の医療・介護ニーズに対応

するための療養病床の在り方等にかかる研究会を立ち上げ、同研究会は、2016年１月

28日に「療養病床の在り方等に関する研究会報告」をまとめた。これを受け社会保障

審議会に療養病床の在り方等に関する特別部会が設置され、同部会は2016年６月から

12月まで７回にわたって審議を重ね、同年12月20日に「療養病床の在り方等に関する

特別部会報告」をまとめた。 

   同特別部会報告では、「地域の実情に応じた柔軟性を確保した上で、必要な機能を

維持・確保していくことが重要」とし、介護療養病床については、入院生活が長期に

わたり、実質的な住居となっていることに鑑み、「生活施設」として機能を備えた新

たな施設類型への転換を進めることとした。また、新たな施設では、日常的な医学管
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理が必要な重介護者の受け入れの場とし、看取り・ターミナル等の機能を付加するな

どとした。 

 

(３) 地域共生社会実現＝地域福祉 

   政府は、2016年６月２日、「ニッポン一億総活躍プラン」を策定した。これを受け、

厚生労働省では、同年７月15日、厚生労働大臣を本部長とする「『我が事・丸ごと』

地域共生社会実現本部」を設置した。 

   これに引き続き厚生労働省は、10月４日、「ニッポン一億総活躍プラン」に掲げら

れている地域共生社会の実現について、具体的な実例に基づく検討を行うため、「地

域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会（地域

力強化検討会）」（座長：原田正樹日本福祉大学教授）を設置し、2016年10月から12

月まで、４回にわたって審議を重ね、地域課題の解決力を強化し、総合的相談体制を

確立するための方策について検討した。 

   そして、地域力強化検討会は、12月26日、中間取りまとめを行い、そこで、次のよ

うな提言を行った。（図２も参照） 

 
 

1. 「住民に身近な圏域」で、「我が事・丸ごと」 

 ○ 他人事を「我が事」に変える働きかけをする機能が必要【１】 

 ○ 「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」「とりあえず丸ごと」受け止める場を設け

るべき【２】 

2. 市町村における包括的な相談支援体制 

 ○ 協働の中核を担う機能が必要【３】 

3. 地域福祉計画等法令上の取扱い 

 ○ 地域福祉計画の充実 １、２の「我が事・丸ごと」の体制整備を記載 

 ○ 地域福祉の対象や考え方の進展を社会福祉法に反映すべき 

 ○ 守秘義務に伴う課題⇒法制的な対応を含め検討 

4. 自治体等の役割 

 ○ 自治体組織も、福祉部局の横断的な体制、保健所等も含めた包括的な相談体制

の構築を検討すべき 
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出典）社会保障審議会介護保険部会（第70回）平成28年12月９日 資料１ 
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   政府は、2016年６月２日、「ニッポン一億総活躍プラン」を策定した。これを受け、

厚生労働省では、同年７月15日、厚生労働大臣を本部長とする「『我が事・丸ごと』

地域共生社会実現本部」を設置した。 

   これに引き続き厚生労働省は、10月４日、「ニッポン一億総活躍プラン」に掲げら

れている地域共生社会の実現について、具体的な実例に基づく検討を行うため、「地

域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会（地域

力強化検討会）」（座長：原田正樹日本福祉大学教授）を設置し、2016年10月から12

月まで、４回にわたって審議を重ね、地域課題の解決力を強化し、総合的相談体制を

確立するための方策について検討した。 

   そして、地域力強化検討会は、12月26日、中間取りまとめを行い、そこで、次のよ

うな提言を行った。（図２も参照） 

 
 

1. 「住民に身近な圏域」で、「我が事・丸ごと」 

 ○ 他人事を「我が事」に変える働きかけをする機能が必要【１】 

 ○ 「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」「とりあえず丸ごと」受け止める場を設け

るべき【２】 

2. 市町村における包括的な相談支援体制 

 ○ 協働の中核を担う機能が必要【３】 

3. 地域福祉計画等法令上の取扱い 

 ○ 地域福祉計画の充実 １、２の「我が事・丸ごと」の体制整備を記載 

 ○ 地域福祉の対象や考え方の進展を社会福祉法に反映すべき 

 ○ 守秘義務に伴う課題⇒法制的な対応を含め検討 

4. 自治体等の役割 

 ○ 自治体組織も、福祉部局の横断的な体制、保健所等も含めた包括的な相談体制

の構築を検討すべき 
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図２ 地域における住民主体の課題解決力強化・包括的な相談支援体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典）厚生労働省「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会

（地域力強化検討会）中間とりまとめの概要～従来の福祉の地平を超えた、次のステージへ～」 

 

 

 2. 地域包括ケアシステム法の概要 
 

 地域包括ケアシステム法は、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社

会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要と

する者に必要なサービスが提供されるようにする、というものである。 

 その内容は、大きく２つに区分され、第１が「地域包括ケアシステムの深化・推進」、

第２が「介護保険制度の持続可能性の確保」である。 

 

(１) 地域包括ケアシステムの深化・推進 

   地域包括ケアシステムの深化・推進にむけ、改正法は、①自立支援・重度化防止に

向けた保険者機能の強化等の取組の推進、②医療・介護の連携の推進等、③地域共生
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社会の実現に向けた取組の推進等の３つの方策を用意し、それぞれの内容に即して関

連法を改正している。 

  ① 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法等） 

    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

を制度化するものである。具体的には、以下について介護保険法に位置づけるとし

た。 

   ● 国から提供されたデータに基づく課題分析を進め、取組内容・目標を介護保険事

業（支援）計画へ記載する。 

   ● 介護保険事業計画に位置づけられた目標の達成状況について、適切な指標による

実績評価（要介護状態の維持・改善度合い/地域ケア会議の開催状況等）を行い、

公表及び報告を行う。 

   ● 財政的インセンティブの付与の規定を設ける。 

  ② 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法） 

    今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な

医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「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、新たな介護保険施設を創設する、というもの

である。 

    新たな介護保険施設の概要は、次の通り。 

    名  称：介護医療院とする。ただし、病院又は診療所から新施設に転換した場

合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できる。 

    機  能：「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的

に提供する。このため、介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上

は医療提供施設として法的に位置づける。 

    開設主体：地方公共団体、医療法人、社会福祉法人 

    現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長する。 

  ③ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総

合支援法、児童福祉法） 

   ア 「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備 

     地域福祉の推進と地域福祉計画の策定については、2000年の社会福祉法の制定

（法律名称の変更を含む改正）時に、新たに規定された。厚生労働省によれば、

これまで同計画の策定は自治事務とされ、2015年度末時点で全1,741市区町村の

－ 320 －
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図２ 地域における住民主体の課題解決力強化・包括的な相談支援体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典）厚生労働省「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会

（地域力強化検討会）中間とりまとめの概要～従来の福祉の地平を超えた、次のステージへ～」 

 

 

 2. 地域包括ケアシステム法の概要 
 

 地域包括ケアシステム法は、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社

会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要と

する者に必要なサービスが提供されるようにする、というものである。 

 その内容は、大きく２つに区分され、第１が「地域包括ケアシステムの深化・推進」、

第２が「介護保険制度の持続可能性の確保」である。 

 

(１) 地域包括ケアシステムの深化・推進 

   地域包括ケアシステムの深化・推進にむけ、改正法は、①自立支援・重度化防止に

向けた保険者機能の強化等の取組の推進、②医療・介護の連携の推進等、③地域共生
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社会の実現に向けた取組の推進等の３つの方策を用意し、それぞれの内容に即して関

連法を改正している。 

  ① 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法等） 

    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

を制度化するものである。具体的には、以下について介護保険法に位置づけるとし

た。 

   ● 国から提供されたデータに基づく課題分析を進め、取組内容・目標を介護保険事

業（支援）計画へ記載する。 

   ● 介護保険事業計画に位置づけられた目標の達成状況について、適切な指標による

実績評価（要介護状態の維持・改善度合い/地域ケア会議の開催状況等）を行い、

公表及び報告を行う。 

   ● 財政的インセンティブの付与の規定を設ける。 

  ② 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法） 

    今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な

医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「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、新たな介護保険施設を創設する、というもの

である。 

    新たな介護保険施設の概要は、次の通り。 

    名  称：介護医療院とする。ただし、病院又は診療所から新施設に転換した場

合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できる。 

    機  能：「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的

に提供する。このため、介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上

は医療提供施設として法的に位置づける。 

    開設主体：地方公共団体、医療法人、社会福祉法人 

    現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長する。 

  ③ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総

合支援法、児童福祉法） 

   ア 「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備 

     地域福祉の推進と地域福祉計画の策定については、2000年の社会福祉法の制定

（法律名称の変更を含む改正）時に、新たに規定された。厚生労働省によれば、

これまで同計画の策定は自治事務とされ、2015年度末時点で全1,741市区町村の
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うち、1,211市区町村（69.6％）が策定済である一方、市区部と町村部における

策定率は、市区部の87.2％に対し、町村部は54.1％となっており、人口規模が小

さい自治体ほど策定率が低い傾向にある。 

     今次改正法により、地域福祉計画の策定は努力義務化された。 

     地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で

複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による把握及び関係機関との

連携等による解決が図られることを目指す旨が法律に明記された。 

     この理念を実現するため、市町村は、地域住民の地域福祉活動への参加を促進

するための環境整備や、住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題

について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制づくり（例えば、

地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、

地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等）など、包

括的な支援体制づくりに努め、地域福祉計画に書き込む旨を法律に規定された。 

   イ 新共生型サービスを位置づけ 

     高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と

障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置づけることとした。対象サービスは、

ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等が想定されている。

（指定基準等は、平成30（2018）年度介護報酬改定及び障害者福祉サービス等報

酬改定時に検討） 

 

(２) 介護保険制度の持続可能性の確保（介護保険法） 

  ① ２割負担者のうち、特に所得の高い層の負担割合を３割とする。 

    世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、２

割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。ただし、月額44,400円

の負担の上限を設定する。（図３、４を参照）【2018（平成30）年８月施行】 
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図３ 利用者負担割合見直し   図４ 利用者負担割合別人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法） 

    第２号被保険者（40～64歳）の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課し

ており、各医療保険者が加入者である第２号被保険者の負担すべき費用を一括納付

している。現行は、各医療保険者は、介護納付金を、２号被保険者である『加入者

数に応じて負担』しているが、これを被用者保険間では『報酬額に比例した負担』

へ変更する。 

    なお激変緩和の観点から、2017年８月分より段階的に導入される。 

 

 

 3. 国会の審議状況 
 

 地域包括ケアシステム法は、閣法として、193通常国会に議案番号15として提出された。

地域包括ケアシステム法の国会審議の経過は、概要、次の通りである。 

 
 

平成29年３月28日／衆議院厚生労働委員会に付託 

平成29年４月12日／委員会可決 
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うち、1,211市区町村（69.6％）が策定済である一方、市区部と町村部における

策定率は、市区部の87.2％に対し、町村部は54.1％となっており、人口規模が小

さい自治体ほど策定率が低い傾向にある。 

     今次改正法により、地域福祉計画の策定は努力義務化された。 

     地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で

複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による把握及び関係機関との

連携等による解決が図られることを目指す旨が法律に明記された。 

     この理念を実現するため、市町村は、地域住民の地域福祉活動への参加を促進

するための環境整備や、住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題

について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制づくり（例えば、

地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、

地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等）など、包

括的な支援体制づくりに努め、地域福祉計画に書き込む旨を法律に規定された。 

   イ 新共生型サービスを位置づけ 

     高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と

障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置づけることとした。対象サービスは、

ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等が想定されている。

（指定基準等は、平成30（2018）年度介護報酬改定及び障害者福祉サービス等報

酬改定時に検討） 

 

(２) 介護保険制度の持続可能性の確保（介護保険法） 

  ① ２割負担者のうち、特に所得の高い層の負担割合を３割とする。 

    世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、２

割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。ただし、月額44,400円

の負担の上限を設定する。（図３、４を参照）【2018（平成30）年８月施行】 
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図３ 利用者負担割合見直し   図４ 利用者負担割合別人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法） 

    第２号被保険者（40～64歳）の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課し

ており、各医療保険者が加入者である第２号被保険者の負担すべき費用を一括納付

している。現行は、各医療保険者は、介護納付金を、２号被保険者である『加入者

数に応じて負担』しているが、これを被用者保険間では『報酬額に比例した負担』

へ変更する。 

    なお激変緩和の観点から、2017年８月分より段階的に導入される。 

 

 

 3. 国会の審議状況 
 

 地域包括ケアシステム法は、閣法として、193通常国会に議案番号15として提出された。

地域包括ケアシステム法の国会審議の経過は、概要、次の通りである。 

 
 

平成29年３月28日／衆議院厚生労働委員会に付託 

平成29年４月12日／委員会可決 
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平成29年４月18日／衆議院審議結果 可決  

 衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会；公明党；日本維新の会 

 衆議院審議時反対会派 民進党・無所属クラブ；日本共産党；自由党；社会民主 

            党・市民連合 

平成29年４月18日／参議院送付、平成29年５月17日 厚生労働委員会に付託 

平成29年５月25日／委員会可決 

平成29年５月26日／参議院審議結果／可決 多数 

 
 

 

 地域包括ケアシステム法が付託された衆議院厚生労働委員会には、その対案として、民

進党の初鹿明博外６名提出による、「将来にわたる質の高い介護サービスの提供の確保等

のための介護保険法等の一部を改正する法律案」（衆法第７号）と「介護・障害福祉従事

者の人材確保に関する特別措置法案」（衆法第８号）が提出された。 

 閣法の地域包括ケアシステム法は、衆議院厚生労働委員会で３月29日に提案理由説明が

行われ、４月12日の同委員会で賛成多数で可決、４月18日には衆議院本会議でも可決し、

同日、参議院に送付された。 

 参議院では、５月18日の参議院厚生労働委員会で提案理由説明が行われ、５月25日に同

委員会で可決された後、５月26日に参議院本会議で賛成多数により可決し、６月２日に平

成29年法律第52号として公布された。 

 なお、参議院厚生労働委員会では、附帯決議が付されている。 

 

(１) 国会質疑の論点 

   論点ごとに整理した国会質疑の主な議論経過は、以下の通り。 

  【地域包括ケアシステムと地域共生社会という二つの理念の関連性】 

   Ｑ 2016年に閣議決定した一億総活躍プランの中に、我が事・丸ごと地域共生社会

の実現が含まれているが、地域共生社会と従前の地域包括ケアシステムの関係性、

これが不明瞭なのではないか。（民進党・中島克仁・衆厚生労働委員会平成29年

４月５日ほか） 

   Ｑ 我が事・丸ごと地域共生社会の名の下に、高齢、障害、子供などの福祉に対す

る公的責任が大幅に後退しかねないのではないか。（日本共産党・倉林明子・参

厚生労働委員会平成29年５月25日） 
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   Ａ その趣旨は、高齢者に限らず、障害者、子供などすべての地域住民が抱える

様々な分野にわたる生活課題を解決するための包括的支援体制づくりなどを市町

村の努力義務とするとともに、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受

けやすくするための共生型サービスを社会福祉法に位置付ける。（塩崎恭久厚生

労働大臣・参厚生労働委員会平成29年５月18日） 

   Ａ 地域におけるさまざまな課題に対応するには、地域の助け合いや、支えられる

側が支える側に回るといった、土台となるいわゆる地域力、インフラ強化が必要。

その上で、高齢者、障害者、子供・子育て世帯、それぞれの支援や複合する課題

への支援を充実していくことが必要。地域力強化検討会の中間とりまとめ等を受

け、社会福祉法の改正案を地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の

一部を改正する法律案に盛り込み、御審議いただいた。（堀内詔子厚生労働大臣

政務官・衆・厚生労働委員会平成29年４月28日） 

  【介護医療院の創設】 

   Ｑ 医療保険、介護保険が一体的に見直され、高齢で医療の必要性の低い方は療養

病床から移行した老人保健施設等で対応することとなり、介護療養型医療施設は

平成23年度末で廃止されることとなったが、移行が進まなかったことから、平成

23年改正によって平成29年度末までの６年間廃止期限が延長された。それにもか

かわらず、いまだに転換は十分に進んでいないのが現状。そのため、今国会の政

府提出法案では廃止期限を更に６年延長するとしている。６年後、まだ転換が進

まないということで再延長はあり得るのか。 

     転換の受皿が老健から介護医療院になったからうまくいくというが、肝腎の介

護医療院の中身も固まっていない。今の段階で転換支援策などについてもう少し

説得性のある根拠が必要ではないか。（牧山ひろえ民進党・新緑風会・参厚生労

働委員会平成29年５月25日） 

   Ａ 介護医療院への移行は６年間の経過措置期間中に支援を行って、移行状況等を

把握しながら適切に進めていくことに全力を傾ける。介護医療院のより具体的な

基準、報酬等は、平成30年度介護報酬改定に向け、社会保障審議会介護給付費分

科会で議論を深めてお示しをし、お選びいただくようにしたい。（塩崎恭久厚生

労働大臣・参厚生労働委員会平成29年５月25日） 

  【社会福祉法の一部改正（地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備）】 

   Ｑ 市町村に対して包括的な支援体制づくりに努める旨の規定が置かれた。現場か
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平成29年４月18日／衆議院審議結果 可決  

 衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会；公明党；日本維新の会 

 衆議院審議時反対会派 民進党・無所属クラブ；日本共産党；自由党；社会民主 

            党・市民連合 

平成29年４月18日／参議院送付、平成29年５月17日 厚生労働委員会に付託 

平成29年５月25日／委員会可決 

平成29年５月26日／参議院審議結果／可決 多数 

 
 

 

 地域包括ケアシステム法が付託された衆議院厚生労働委員会には、その対案として、民

進党の初鹿明博外６名提出による、「将来にわたる質の高い介護サービスの提供の確保等

のための介護保険法等の一部を改正する法律案」（衆法第７号）と「介護・障害福祉従事

者の人材確保に関する特別措置法案」（衆法第８号）が提出された。 

 閣法の地域包括ケアシステム法は、衆議院厚生労働委員会で３月29日に提案理由説明が

行われ、４月12日の同委員会で賛成多数で可決、４月18日には衆議院本会議でも可決し、

同日、参議院に送付された。 

 参議院では、５月18日の参議院厚生労働委員会で提案理由説明が行われ、５月25日に同

委員会で可決された後、５月26日に参議院本会議で賛成多数により可決し、６月２日に平

成29年法律第52号として公布された。 

 なお、参議院厚生労働委員会では、附帯決議が付されている。 

 

(１) 国会質疑の論点 

   論点ごとに整理した国会質疑の主な議論経過は、以下の通り。 

  【地域包括ケアシステムと地域共生社会という二つの理念の関連性】 

   Ｑ 2016年に閣議決定した一億総活躍プランの中に、我が事・丸ごと地域共生社会

の実現が含まれているが、地域共生社会と従前の地域包括ケアシステムの関係性、

これが不明瞭なのではないか。（民進党・中島克仁・衆厚生労働委員会平成29年

４月５日ほか） 

   Ｑ 我が事・丸ごと地域共生社会の名の下に、高齢、障害、子供などの福祉に対す

る公的責任が大幅に後退しかねないのではないか。（日本共産党・倉林明子・参

厚生労働委員会平成29年５月25日） 
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   Ａ その趣旨は、高齢者に限らず、障害者、子供などすべての地域住民が抱える

様々な分野にわたる生活課題を解決するための包括的支援体制づくりなどを市町

村の努力義務とするとともに、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受

けやすくするための共生型サービスを社会福祉法に位置付ける。（塩崎恭久厚生

労働大臣・参厚生労働委員会平成29年５月18日） 

   Ａ 地域におけるさまざまな課題に対応するには、地域の助け合いや、支えられる

側が支える側に回るといった、土台となるいわゆる地域力、インフラ強化が必要。

その上で、高齢者、障害者、子供・子育て世帯、それぞれの支援や複合する課題

への支援を充実していくことが必要。地域力強化検討会の中間とりまとめ等を受

け、社会福祉法の改正案を地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の

一部を改正する法律案に盛り込み、御審議いただいた。（堀内詔子厚生労働大臣

政務官・衆・厚生労働委員会平成29年４月28日） 

  【介護医療院の創設】 

   Ｑ 医療保険、介護保険が一体的に見直され、高齢で医療の必要性の低い方は療養

病床から移行した老人保健施設等で対応することとなり、介護療養型医療施設は

平成23年度末で廃止されることとなったが、移行が進まなかったことから、平成

23年改正によって平成29年度末までの６年間廃止期限が延長された。それにもか

かわらず、いまだに転換は十分に進んでいないのが現状。そのため、今国会の政

府提出法案では廃止期限を更に６年延長するとしている。６年後、まだ転換が進

まないということで再延長はあり得るのか。 

     転換の受皿が老健から介護医療院になったからうまくいくというが、肝腎の介

護医療院の中身も固まっていない。今の段階で転換支援策などについてもう少し

説得性のある根拠が必要ではないか。（牧山ひろえ民進党・新緑風会・参厚生労

働委員会平成29年５月25日） 

   Ａ 介護医療院への移行は６年間の経過措置期間中に支援を行って、移行状況等を

把握しながら適切に進めていくことに全力を傾ける。介護医療院のより具体的な

基準、報酬等は、平成30年度介護報酬改定に向け、社会保障審議会介護給付費分

科会で議論を深めてお示しをし、お選びいただくようにしたい。（塩崎恭久厚生

労働大臣・参厚生労働委員会平成29年５月25日） 

  【社会福祉法の一部改正（地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備）】 

   Ｑ 市町村に対して包括的な支援体制づくりに努める旨の規定が置かれた。現場か
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らは、既にそうした支援体制があるのに今さらかという声もある一方、そうした

取り組みが進んでいないという自治体もある。なぜあえて規定を置くこととした

のか。 

     支援制度それぞれが独自の経緯で設けられ、違う目的を持って運用されている

中、利用者にとって複雑で使いにくいものになってしまっている。包括的な支援

体制というのであれば、国が持つ制度を整理し、手続のワンストップ化など、利

用者と自治体窓口、事務負担を軽くすることが重要でないか。（河野正美・日本

維新の会・衆厚生労働委員会平成29年３月31日） 

   Ａ 人口減少に伴い地域の力が脆弱化している。こうした中で、地域づくりととも

に、丸ごとの課題への包括的な支援体制の整備を早急に行うことが急務と言われ

ている。市町村によっては、こういった取り組みの体制整備をしっかり図ってい

る自治体もあれば、全く手つかずというところもある。今回の包括的な支援体制

の整備は、新しく、法律上、市町村の努力義務として明記をすることにより、既

に体制を整備している自治体だけでなく、整備しようという自治体に気づいてい

ただいて、底上げ、後押しとなるようにと考えている。（堀内詔子厚生労働大臣

政務官・衆厚生労働委員会平成29年３月31日） 

   Ａ 窓口のワンストップ化に関し、複合化して複雑な課題を抱え込んでいる方が、

どのような制度を使うことができるのかを御自身で調べるのは大きな負担。今回

の包括的な支援体制づくりは、まずは、そのような方がどこかいずれかの相談機

関にかかわれば、ほかにもどこに相談すればさまざまな課題を解決できるのかが

確実にわかるような仕組みにしたいと考えている。その上で、ワンストップで利

用申請等ができるようにすることについて、今後の課題であると考えている。今

回の包括的な支援体制づくりの取り組みを契機に、利用者サービスを向上しつつ、

行政事務の見直しに踏み込んで対応する自治体もあればよい。 

     厚生労働省としては、市町村における福祉関係部局の横断的、包括的体制のあ

り方について検討することとしており、今後３年を目途に引き続き検討してまい

りたい。（堀内詔子厚生労働大臣政務官・衆厚生労働委員会平成29年３月31日） 

  【利用者負担増の是非】 

   Ｑ 2015年の改正で２割負担が導入されたことによる検証というのも十分に行われ

ないまま、３割負担を導入することで、利用抑制になるのではないか。（民進

党・柚木道義、民進党・郡和子、衆厚生労働委員会平成29年３月31日ほか） 

 

－ 13 － 

●－自治総研通巻475号 2018年５月号－● 

   Ａ 前回の介護保険法改正で２割負担を一部導入し、平成27年８月に施行した。そ

の前後の受給者数の伸び率、それから、平成27年８月以降の１割負担と２割負担

の受給者数の伸び率に顕著な差は見られない。そして、２割負担の導入前後の平

成27年７月と８月では、１割負担者と２割の負担者の間で、サービス利用回数等

の傾向や施設の継続利用の傾向に顕著な差は見られていない。 

     改正法の施行は、３割部分については2018年８月。そこまでの間に、調査・分

析を重ね、それを踏まえて、導入していくということが大事。（塩崎恭久厚生労

働大臣・衆厚生労働委員会平成29年３月31日） 

   Ａ 導入に当たっては、月額４万4,400円の負担上限額は据え置くといった配慮を

行っている。３割負担となる方すべて利用者負担額が1.5倍になるわけではない。

既に負担の上限額に達している方は、新たな負担は生じない。このほか平成29年

度予算で、高額介護サービス費、いわゆる一般区分の利用者負担の上限額も引き

上げる。この際、長期利用者に配慮し、１割負担のみの世帯は、年間負担額が現

行の年間最大負担額を超えることのないよう、44万6,400円の年間上限を設ける

といった配慮も行っている。（古屋範子厚生労働副大臣・衆厚生労働委員会平成

29年４月５日） 

   Ｑ ２割から３割への引き上げ議論の中で、いわゆる年金収入だけじゃなく、保有

資産を勘案する必要があるのではないか。（長尾敬・自民党・衆厚生労働委員会

平成29年４月５日） 

   Ａ 前回平成26年の介護保険制度改正の際、施設入所者等の食費、居住費の負担軽

減の部分に限って預貯金等を勘案するという見直しを行った。もう少し幅広く利

用者負担に預貯金等の資産の勘案をすることについては、幾つかの整理すべき問

題がある。 

     一つは資産状況の確認のための事務執行ができるかという点。さらに現在は本

人申告を基本にしているが、こうした状況のもとで負担の公平性が確保できるか。

いろいろな点について整理をしていく必要がある。（蒲原厚生労働省老健局長・

衆厚生労働委員会平成29年４月５日） 

  【総報酬制の導入】 

   Ｑ 今回、厚生労働省、政府として、総報酬割を導入することになった理由につい

て。（長尾敬・自民党・衆厚生労働委員会平成29年４月５日） 

   Ａ 介護保険部会で両論だった。一つは、現役世代の保険料に関して、現役世代に

－ 326 －
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らは、既にそうした支援体制があるのに今さらかという声もある一方、そうした

取り組みが進んでいないという自治体もある。なぜあえて規定を置くこととした

のか。 

     支援制度それぞれが独自の経緯で設けられ、違う目的を持って運用されている

中、利用者にとって複雑で使いにくいものになってしまっている。包括的な支援

体制というのであれば、国が持つ制度を整理し、手続のワンストップ化など、利

用者と自治体窓口、事務負担を軽くすることが重要でないか。（河野正美・日本

維新の会・衆厚生労働委員会平成29年３月31日） 

   Ａ 人口減少に伴い地域の力が脆弱化している。こうした中で、地域づくりととも

に、丸ごとの課題への包括的な支援体制の整備を早急に行うことが急務と言われ

ている。市町村によっては、こういった取り組みの体制整備をしっかり図ってい

る自治体もあれば、全く手つかずというところもある。今回の包括的な支援体制

の整備は、新しく、法律上、市町村の努力義務として明記をすることにより、既

に体制を整備している自治体だけでなく、整備しようという自治体に気づいてい

ただいて、底上げ、後押しとなるようにと考えている。（堀内詔子厚生労働大臣

政務官・衆厚生労働委員会平成29年３月31日） 

   Ａ 窓口のワンストップ化に関し、複合化して複雑な課題を抱え込んでいる方が、

どのような制度を使うことができるのかを御自身で調べるのは大きな負担。今回

の包括的な支援体制づくりは、まずは、そのような方がどこかいずれかの相談機

関にかかわれば、ほかにもどこに相談すればさまざまな課題を解決できるのかが

確実にわかるような仕組みにしたいと考えている。その上で、ワンストップで利

用申請等ができるようにすることについて、今後の課題であると考えている。今

回の包括的な支援体制づくりの取り組みを契機に、利用者サービスを向上しつつ、

行政事務の見直しに踏み込んで対応する自治体もあればよい。 

     厚生労働省としては、市町村における福祉関係部局の横断的、包括的体制のあ

り方について検討することとしており、今後３年を目途に引き続き検討してまい

りたい。（堀内詔子厚生労働大臣政務官・衆厚生労働委員会平成29年３月31日） 

  【利用者負担増の是非】 

   Ｑ 2015年の改正で２割負担が導入されたことによる検証というのも十分に行われ

ないまま、３割負担を導入することで、利用抑制になるのではないか。（民進

党・柚木道義、民進党・郡和子、衆厚生労働委員会平成29年３月31日ほか） 
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   Ａ 前回の介護保険法改正で２割負担を一部導入し、平成27年８月に施行した。そ

の前後の受給者数の伸び率、それから、平成27年８月以降の１割負担と２割負担

の受給者数の伸び率に顕著な差は見られない。そして、２割負担の導入前後の平

成27年７月と８月では、１割負担者と２割の負担者の間で、サービス利用回数等

の傾向や施設の継続利用の傾向に顕著な差は見られていない。 

     改正法の施行は、３割部分については2018年８月。そこまでの間に、調査・分

析を重ね、それを踏まえて、導入していくということが大事。（塩崎恭久厚生労

働大臣・衆厚生労働委員会平成29年３月31日） 

   Ａ 導入に当たっては、月額４万4,400円の負担上限額は据え置くといった配慮を

行っている。３割負担となる方すべて利用者負担額が1.5倍になるわけではない。

既に負担の上限額に達している方は、新たな負担は生じない。このほか平成29年

度予算で、高額介護サービス費、いわゆる一般区分の利用者負担の上限額も引き

上げる。この際、長期利用者に配慮し、１割負担のみの世帯は、年間負担額が現

行の年間最大負担額を超えることのないよう、44万6,400円の年間上限を設ける

といった配慮も行っている。（古屋範子厚生労働副大臣・衆厚生労働委員会平成

29年４月５日） 

   Ｑ ２割から３割への引き上げ議論の中で、いわゆる年金収入だけじゃなく、保有

資産を勘案する必要があるのではないか。（長尾敬・自民党・衆厚生労働委員会

平成29年４月５日） 

   Ａ 前回平成26年の介護保険制度改正の際、施設入所者等の食費、居住費の負担軽

減の部分に限って預貯金等を勘案するという見直しを行った。もう少し幅広く利

用者負担に預貯金等の資産の勘案をすることについては、幾つかの整理すべき問

題がある。 

     一つは資産状況の確認のための事務執行ができるかという点。さらに現在は本

人申告を基本にしているが、こうした状況のもとで負担の公平性が確保できるか。

いろいろな点について整理をしていく必要がある。（蒲原厚生労働省老健局長・

衆厚生労働委員会平成29年４月５日） 

  【総報酬制の導入】 

   Ｑ 今回、厚生労働省、政府として、総報酬割を導入することになった理由につい

て。（長尾敬・自民党・衆厚生労働委員会平成29年４月５日） 

   Ａ 介護保険部会で両論だった。一つは、現役世代の保険料に関して、現役世代に

－ 327 －
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とっては受益を伴わない負担増であるといった観点から導入に強く反対する意見

が相当数あった。一方、負担能力に応じたものに変えていくべきという導入に賛

同する多くの意見があった、こういう意味で両論だった。こうした議論も踏まえ、

現役世代内での負担の公平が大事であると思い、その際、負担能力に応じた負担

を求めていくことが大事だという観点から、両論ある中で、介護納付金に総報酬

割を導入するということで今回の法律に至っている。（蒲原厚生労働省老健局

長・衆厚生労働委員会平成29年４月５日） 

  【介護職員の処遇確保】 

   ※ 衆議院厚生労働委員会には、議員立法として、「介護・障害福祉従事者の人材

確保に関する特別措置法案」（衆法第８号）が、提出されていたことから、介

護・障害福祉従事者の処遇等確保に係る質疑が行われた。主な質疑は、以下の通

り。 

   Ｑ 介護職員処遇を改善するのに、加算というやり方がふさわしいのか。そもそも

この処遇改善は、最初、導入したときは交付金で始まった。それが、民主党政権

のときに加算に変わる。まず、どうして加算という形で処遇改善を行っているの

か。（初鹿明博・民進党・衆厚生労働委員会平成29年３月31日） 

   Ａ 平成21年度補正予算で、全額国費による処遇改善交付金を措置した。民主党政

権下の平成24年度介護報酬改定において、安定的で継続的な処遇改善を図る観点

から、処遇改善加算として介護報酬に組み入れた。この加算は、賃金体系の整備

や研修の実施など、介護職員の資質向上に向けた取り組みを評価するもの。また

本体報酬の引き上げは、必ずしも全て介護職員の賃金の引き上げに充てられるわ

けではないが、処遇改善加算は、加算の形にすることで、その算定額を賃金引き

上げに充てることを担保している。（馬場大臣政務官・衆厚生労働委員会平成29

年３月31日） 

   Ａ 介護職員の処遇改善は、これまで４回にわたって対応し、合計で４万3,000円

相当の効果があった。介護人材は、介護保険が施行された当時は約55万人だった

が一貫して増加し、平成27年10月現在では約183万人。ただ、やはり現場では現

在も人手不足感があり、また将来のニーズに対応した人材の確保が必要と認識。

ニッポン一億総活躍プランに基づき、例えば、2017年４月から月額平均１万円相

当の処遇改善を行うほか、一旦仕事を離れた人が再び仕事につくための再就職準

備金の倍増や、あるいはＩＣＴや介護ロボットを活用した生産性向上の推進によ
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る現場の負担の軽減あるいは職場環境の改善など、介護人材の確保に総合的に取

り組んでまいりたい。（蒲原厚生労働省老健局長・衆厚生労働委員会平成29年４

月５日） 

 

(２) 附帯決議 

   衆議院厚生労働委員会に提出されていた２つの議員立法（民進党の初鹿明博外６名

提出による「将来にわたる質の高い介護サービスの提供の確保等のための介護保険法

等の一部を改正する法律案」（衆法第７号）、「介護・障害福祉従事者の人材確保に

関する特別措置法案」（衆法第８号））は、４月14日の衆議院・厚生労働委員会で、

賛成少数により否決された。 

   一方、地域包括ケアシステム法は、これに先立ち、４月12日の衆議院・厚生労働委

員会で、内閣提出法律案に対する質疑終局、討論を省略、採決の動議が出され、委員

長職権で採決が行われ、賛成多数で可決した。 

   また、参議院厚生労働委員会では、平成29年５月25日に委員会採決が行われ、賛成

多数で可決した。なお、下記の附帯決議が全会一致で議決されている。 

 
 

 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案に対す

る附帯決議 

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、利用者負担の更なる増加に対する国民の不安を払拭するため、政令で定める利用

者負担割合が三割となる所得の額については、医療保険の現役並み所得者と同等の

水準とすること。 

二、利用者負担割合が二割となる所得の額を定める政令の改正を行おうとする場合に

は、所得に対して過大な負担とならないよう十分配慮するとともに、あらかじめ、

当該改正による影響に関する予測及び評価を行うこと。 

三、利用者負担割合の三割への引上げが施行されるまでの間に、平成二十七年に施行

された利用者負担割合の二割への引上げに関する影響について、施行前後における

介護サービスの利用の変化や、介護施設からの退所者数の状況、家計への負担、高

齢者の地域における生活等に関する実態調査を十分に行った上で、その分析及び評

価を行い、必要な措置を講ずること。また、利用者負担割合の三割への引上げの施

－ 328 －
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とっては受益を伴わない負担増であるといった観点から導入に強く反対する意見

が相当数あった。一方、負担能力に応じたものに変えていくべきという導入に賛

同する多くの意見があった、こういう意味で両論だった。こうした議論も踏まえ、

現役世代内での負担の公平が大事であると思い、その際、負担能力に応じた負担

を求めていくことが大事だという観点から、両論ある中で、介護納付金に総報酬

割を導入するということで今回の法律に至っている。（蒲原厚生労働省老健局

長・衆厚生労働委員会平成29年４月５日） 

  【介護職員の処遇確保】 

   ※ 衆議院厚生労働委員会には、議員立法として、「介護・障害福祉従事者の人材

確保に関する特別措置法案」（衆法第８号）が、提出されていたことから、介

護・障害福祉従事者の処遇等確保に係る質疑が行われた。主な質疑は、以下の通

り。 

   Ｑ 介護職員処遇を改善するのに、加算というやり方がふさわしいのか。そもそも

この処遇改善は、最初、導入したときは交付金で始まった。それが、民主党政権

のときに加算に変わる。まず、どうして加算という形で処遇改善を行っているの

か。（初鹿明博・民進党・衆厚生労働委員会平成29年３月31日） 

   Ａ 平成21年度補正予算で、全額国費による処遇改善交付金を措置した。民主党政

権下の平成24年度介護報酬改定において、安定的で継続的な処遇改善を図る観点

から、処遇改善加算として介護報酬に組み入れた。この加算は、賃金体系の整備

や研修の実施など、介護職員の資質向上に向けた取り組みを評価するもの。また

本体報酬の引き上げは、必ずしも全て介護職員の賃金の引き上げに充てられるわ

けではないが、処遇改善加算は、加算の形にすることで、その算定額を賃金引き

上げに充てることを担保している。（馬場大臣政務官・衆厚生労働委員会平成29

年３月31日） 

   Ａ 介護職員の処遇改善は、これまで４回にわたって対応し、合計で４万3,000円

相当の効果があった。介護人材は、介護保険が施行された当時は約55万人だった

が一貫して増加し、平成27年10月現在では約183万人。ただ、やはり現場では現

在も人手不足感があり、また将来のニーズに対応した人材の確保が必要と認識。

ニッポン一億総活躍プランに基づき、例えば、2017年４月から月額平均１万円相

当の処遇改善を行うほか、一旦仕事を離れた人が再び仕事につくための再就職準

備金の倍増や、あるいはＩＣＴや介護ロボットを活用した生産性向上の推進によ
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る現場の負担の軽減あるいは職場環境の改善など、介護人材の確保に総合的に取

り組んでまいりたい。（蒲原厚生労働省老健局長・衆厚生労働委員会平成29年４

月５日） 

 

(２) 附帯決議 

   衆議院厚生労働委員会に提出されていた２つの議員立法（民進党の初鹿明博外６名

提出による「将来にわたる質の高い介護サービスの提供の確保等のための介護保険法

等の一部を改正する法律案」（衆法第７号）、「介護・障害福祉従事者の人材確保に

関する特別措置法案」（衆法第８号））は、４月14日の衆議院・厚生労働委員会で、

賛成少数により否決された。 

   一方、地域包括ケアシステム法は、これに先立ち、４月12日の衆議院・厚生労働委

員会で、内閣提出法律案に対する質疑終局、討論を省略、採決の動議が出され、委員

長職権で採決が行われ、賛成多数で可決した。 

   また、参議院厚生労働委員会では、平成29年５月25日に委員会採決が行われ、賛成

多数で可決した。なお、下記の附帯決議が全会一致で議決されている。 

 
 

 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案に対す

る附帯決議 

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、利用者負担の更なる増加に対する国民の不安を払拭するため、政令で定める利用

者負担割合が三割となる所得の額については、医療保険の現役並み所得者と同等の

水準とすること。 

二、利用者負担割合が二割となる所得の額を定める政令の改正を行おうとする場合に

は、所得に対して過大な負担とならないよう十分配慮するとともに、あらかじめ、

当該改正による影響に関する予測及び評価を行うこと。 

三、利用者負担割合の三割への引上げが施行されるまでの間に、平成二十七年に施行

された利用者負担割合の二割への引上げに関する影響について、施行前後における

介護サービスの利用の変化や、介護施設からの退所者数の状況、家計への負担、高

齢者の地域における生活等に関する実態調査を十分に行った上で、その分析及び評

価を行い、必要な措置を講ずること。また、利用者負担割合の三割への引上げの施
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行の状況について適切に把握し、分析及び評価を行い、必要な措置を講ずること。 

四、軽度要介護者・要支援者に対する介護給付・予防給付等が地域で自立した生活を

営み、生活の質を維持向上させること及び介護離職を防止する等家族の負担軽減に

重要であることに鑑み、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の総合事業への移

行後の状況を把握し、検証を行うこと。また、介護保険の被保険者に対するサービ

スについては、介護又は支援の必要の程度の高低のみならず、それぞれの被保険者

の心身の状況等に応じて、適切かつ必要なサービスが確保されるよう必要な措置を

講ずること。 

五、共生型サービスの実施に当たっては、従来、障害者が受けていたサービスの量・

質の確保に留意し、当事者及び関係団体の意見を十分に踏まえ、その具体的水準を

検討、決定すること。 

六、介護職員の処遇が著しく低いことに鑑み、優れた人材を介護の現場に確保し、要

介護者等に対するサービスの水準を向上させるため、平成二十九年度から実施して

いる介護職員の処遇改善の効果の把握を行うとともに、雇用管理及び勤務環境の改

善を強力に進め、必要な措置を講ずること。 

   右決議する。 

 
 

 

 

 4. 地方自治行政への影響 
 

 今回の地域包括ケアシステム法による関連法の改正により、介護保険の保険者である市

町村が保険者機能を発揮できるよう、介護保険事業計画に位置づけられた目標の達成状況

について、適切な指標による実績評価（要介護状態の維持・改善度合い/地域ケア会議の

開催状況等）を行い、公表及び報告を行うことや財政的インセンティブの付与の規定を設

けることなど、自立支援・重度化防止に向けた仕組みを規定した。 

 さらに、従来の地域包括ケアシステムにおける高齢者支援に限定せず、障害者、子ども、

生活困窮者等を含めた何らかの課題、困りごとを抱える住民の相談にのり、支援する機能

を備えた地域社会を育成する取り組みを、努力義務として市町村と地域住民に課すことと

なった。 

 たとえば、改正社会福祉法第４条２項は、「地域住民等は、地域福祉の推進に当たつて
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は、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要

介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減

若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉

サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする

地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般

の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を

行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特

に留意するものとする」として、地域住民に、地域生活課題の解決に向けた参加を呼びか

け、従来以上に、共助（＝保険）でもなく、公助（＝税）でもなく、互助を強調している。 

 そして、そのために市町村は、次に掲げる事業の実施に努めなければならない、とした

（同法106条の３）。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住

民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その

他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情

報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることがで

きる体制の整備に関する事業 

三 生活困窮者自立支援法第２条第２項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者

その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、

その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業 

 

 このように地域包括ケアシステム法により、総合的福祉行政における地域住民と市町村

の役割を格段に高めることになった。 

 だが、実際に地域福祉の担い手であるところのＮＰＯや社協やボランティア団体など、

上記のような取り組みを進めている支援組織が、地域にどれだけあるのだろうか。また、

そのような支援組織があったとしても、あまりにも委託料が低額であるために、組織並び

に事業の持続性に疑問が生じているのが現実である。一方、市町村には、地域福祉に関す

るノウハウがない。 

 このような状態で福祉を地域に丸投げすることは、結局、何らかの困難を抱える地域住

民は誰からも支援されることなく、どこにも相談することもできず、孤立を深めるだけに

なる。 

－ 330 －
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行の状況について適切に把握し、分析及び評価を行い、必要な措置を講ずること。 

四、軽度要介護者・要支援者に対する介護給付・予防給付等が地域で自立した生活を

営み、生活の質を維持向上させること及び介護離職を防止する等家族の負担軽減に

重要であることに鑑み、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の総合事業への移

行後の状況を把握し、検証を行うこと。また、介護保険の被保険者に対するサービ

スについては、介護又は支援の必要の程度の高低のみならず、それぞれの被保険者

の心身の状況等に応じて、適切かつ必要なサービスが確保されるよう必要な措置を

講ずること。 

五、共生型サービスの実施に当たっては、従来、障害者が受けていたサービスの量・

質の確保に留意し、当事者及び関係団体の意見を十分に踏まえ、その具体的水準を

検討、決定すること。 

六、介護職員の処遇が著しく低いことに鑑み、優れた人材を介護の現場に確保し、要

介護者等に対するサービスの水準を向上させるため、平成二十九年度から実施して

いる介護職員の処遇改善の効果の把握を行うとともに、雇用管理及び勤務環境の改

善を強力に進め、必要な措置を講ずること。 

   右決議する。 

 
 

 

 

 4. 地方自治行政への影響 
 

 今回の地域包括ケアシステム法による関連法の改正により、介護保険の保険者である市

町村が保険者機能を発揮できるよう、介護保険事業計画に位置づけられた目標の達成状況

について、適切な指標による実績評価（要介護状態の維持・改善度合い/地域ケア会議の

開催状況等）を行い、公表及び報告を行うことや財政的インセンティブの付与の規定を設

けることなど、自立支援・重度化防止に向けた仕組みを規定した。 

 さらに、従来の地域包括ケアシステムにおける高齢者支援に限定せず、障害者、子ども、

生活困窮者等を含めた何らかの課題、困りごとを抱える住民の相談にのり、支援する機能

を備えた地域社会を育成する取り組みを、努力義務として市町村と地域住民に課すことと

なった。 

 たとえば、改正社会福祉法第４条２項は、「地域住民等は、地域福祉の推進に当たつて
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は、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要

介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減

若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉

サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする

地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般

の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を

行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特

に留意するものとする」として、地域住民に、地域生活課題の解決に向けた参加を呼びか

け、従来以上に、共助（＝保険）でもなく、公助（＝税）でもなく、互助を強調している。 

 そして、そのために市町村は、次に掲げる事業の実施に努めなければならない、とした

（同法106条の３）。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住

民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その

他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情

報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることがで

きる体制の整備に関する事業 

三 生活困窮者自立支援法第２条第２項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者

その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、

その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業 

 

 このように地域包括ケアシステム法により、総合的福祉行政における地域住民と市町村

の役割を格段に高めることになった。 

 だが、実際に地域福祉の担い手であるところのＮＰＯや社協やボランティア団体など、

上記のような取り組みを進めている支援組織が、地域にどれだけあるのだろうか。また、

そのような支援組織があったとしても、あまりにも委託料が低額であるために、組織並び

に事業の持続性に疑問が生じているのが現実である。一方、市町村には、地域福祉に関す

るノウハウがない。 

 このような状態で福祉を地域に丸投げすることは、結局、何らかの困難を抱える地域住

民は誰からも支援されることなく、どこにも相談することもできず、孤立を深めるだけに

なる。 
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 地域共生社会の実現には、市町村の役割が決定的である。そうだとすると、まずは市町

村に経験豊富な人材をあつめて専門性を高め、質量ともに、人的機能を強化する必要があ

ると思われる。 

 

 なお、今回の改正の地方自治法への影響に関してはないが、医療法42条、44条２項で、

新設された介護医療院ならびに介護老人保健施設を指定管理者として運営する場合につい

ての規定が置かれた。 

（かんばやし ようじ 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 
 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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児童福祉法及び児童虐待の防止等に 
関する法律の一部を改正する法律  

（平成29年６月21日法律第69号） 

 

 

下 山 憲 治 

 

 

 1. はじめに 
 

 ここでは、「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」

（平成29年法律第69号。以下「改正法」という。）について取り扱う。改正法は、2017年

６月14日に成立し、同月21日に公布された。 

 2016年の「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第63号。以下「2016年

改正法」）では、児童が適切な養育を受け健やかな成長・発達や自立等を保障される権利

を有することを理念に、市町村の母子健康包括支援センターの設置等による児童虐待の発

生予防、市町村が設置する要保護児童対策地域協議会に専門職を配置、特別区の児童相談

所（以下「児相」）設置義務化、児相に児童心理士や児童福祉士を置くと共に、弁護士又

はこれに準じる者を配置すること等の児童虐待発生時の迅速な対応と児相の体制強化、そ

して、被虐待児童に対する自立支援などの改正が行われた。そして、2016年改正法附則に

おいて、施行後速やかに要保護児童の保護措置に係る手続における裁判所の関与の在り方

について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされていた。

これを受けて、改正法の法案化が進められた。 

 改正法の中核は、虐待を受けている児童等の保護を図ることを目的に、里親委託・施設

入所の措置の承認の申立てがあった場合に、家庭裁判所が都道府県に対して保護者指導を

勧告することができるようにするなど、児童等の保護について司法関与を強化する等の措

置を講ずるものである。 
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