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別紙資料 
図表１ 日本国憲法と社会保障制度  
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 したがって、国及び地方自治体と国民との関係を図で示すと次のようになる。 

 

 

 

 

 

             義務↑  ↓生存権保障 

 

 

 

 
 

日本国憲法 

・第二五条 生存権保障 

 （第一項）全ての国民は、健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利を有する。 

 （第二項）国は全ての生活部面について

社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上

及び増進に努めなければならない。 

・第九二条  地方自治の基本原則 

 地方公共団体の組織及び運営に関する事

項は、地方自治の本旨に基づいて、法律

でこれを定める。 

 

身体障害者福祉法 知的障害者福祉法 老人福祉法 児童福祉法
生活保護法 社会事業法 母子保健法 母子及び寡婦福祉法 

※身体障害者福祉法第二一条の３および老人福祉法第一二条には、「ホー

ムヘルプ事業」について規定されている｡また､生活保護法の生活保護基

準において､｢他人介護加算｣額が規定されている｡｢世田谷区障害者施策

等一覧｣に示されている国の制度は措置制度であり､法内援護である。 
 

国及び地方

自治体 

 

国民 
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図表２ 社会福祉基礎構造改革の経緯 

 
1989（平成元）年 消費税導入とゴールドプラン（高齢者保健福祉推進 10 ヵ年戦

略）の策定。国の補助金等の整理・合理化法―福祉措置費の国

庫負担割合を 5 割に引き下げ。 

1990（平成 2）年 福祉関係八法改正―措置権を市町村に一元化。都道府県と市町

村に老人保健福祉計画の策定を義務づけ（1993 年度末まで）。 

1994（平成 6）年 国民福祉税案の挫折と介護保険構想の登場。新ゴールドプラン

の策定。 

1995（平成 7）年 社会保障制度審議会勧告「社会保障体制の再構築―安心して暮

らせる 21 世紀の社会を目指して―」 

1997（平成 9）年 改正児童福祉法成立（施行は 1998 年 4 月）。介護保険法成立（施

行は 2000 年 4 月）。社会福祉事業等の在り方に関する検討会が

「社会福祉の基礎構造改革について（主要な論点）」を発表。

中央社会福祉審議会に社会福祉構造改革分科会が設置される。 

1998（平成 10）年 社会福祉構造改革分科会が「社会福祉基礎構造改革について（中

間まとめ）」を発表。自民党内に社会福祉基礎構造改革に関す

るプロジェクトチームが設置され、関係団体からのヒアリング

などを実施。社会福祉構造改革分科会「社会福祉基礎構造改革

を進めるにあたって（追加意見）」の発表。厚生省「社会福祉

基礎構造改革の全体像について」 

1999（平成 11）年 自民党プロジェクトチームによる報告―法案大綱の作成を厚生

省に指示。厚生省「社会福祉事業法等改正法案大綱」を自民党

に報告。中央社会福祉審議会に対し「社会福祉の増進のための

関係法律の整備等に関する法律案制定要綱」を、中央児童福祉

審議会に対し「児童福祉法の一部改正案要綱及び知的障害者福

祉法の一部改正案要綱」を、身体障害者福祉審議会に対し「身

体障害者福祉法の一部改正案要綱」をそれぞれ諮問、各審議会

より了承の答申。 

2000（平成 12）年 社会保障制度審議会に対し「社会福祉の増進のための社会福祉

事業法等の一部を改正する等の法律案制定要綱」を諮問、概ね

了承するとの答申。「社会福祉の増進のための社会福祉事業法

等の一部を改正する等の法律案」を閣議決定、第 147 回通常国

会に提出。5 月 29 日に成立（6 月 7 日一部施行）。 

2003（平成 15）年 4 月より改正身体障害者福祉法等施行（支援費制度の実施）。 

（伊藤周平著『社会福祉のゆくえを読む』大月書店、2003、P31）  
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図表３ 「措置」から「契約」へ 

《措置制度》       

               

               

国や地方自治体  

 

 

                     

制度申請     サービス提供   

金銭給付制度の支給                 委託 

         

                                  

介助の提供          サービス提供  

個人介助者        利用者（国民）          事業体 

介助料支払い          利用料の支払い 

 

          

          

 

 

 

 

《支援費制度》         
               国や地方自治体     

            （区）              都道府県 

 

 

 

                       ⑦支援費の    指定 

    ①支援費の                   支払い 

     支給申請            ⑥支援費        

           ②支給の決定    （代理受領） 

                      の請求             

 

                        

                ③契約                 

 

 利用者（国民）                     事業体  

               ④サービス提供        施設 

                              

              ⑤利用者負担の支払い  
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図表４－１ 「支援費制度」における介助行為の位置付け 

 

サービス名 サービス内容 

身体障害者更生施設 身体障害者が更生に必要な治療又は指導及び訓練を受ける

施設 

身体障害者療護施設 常時の介護を必要とする身体障害者が必要な治療及び養護

を受ける施設 

身体障害者授産施設 

（入所･通所） 

就労することが困難な身体障害者が必要な職業訓練を受け

る施設 

身体障害者居宅介護等事業 

（ホームヘルプサービス） 

日常生活を営むことに支障がある在宅の身体障害者が生活

全般の介護、家事等の支援を受ける事業 

身体障害者デイサービス事業 入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練等の援助を必要と

する身体障害者が施設に通い、必要な援助を受ける事業 

身体障害者短期入所事業 

（ショートステイ） 

居宅において介護を受けることが一時的に困難になった身

体障害者が施設に短期入所し、必要な援助を受ける事業 

知的障害者更生施設 

（入所･通所） 

知的障害者が更生に必要な指導、訓練を受ける施設 

知的障害者授産施設 

（入所･通所） 

就労することが困難な知的障害者が必要な職業訓練を受け

る施設 

知的障害者通勤寮 就労している知的障害者が就労及び日常生活に必要な援助

や指導を受ける施設 

心身障害者福祉協会が設置す

る福祉施設 

（国立コロニー） 

独立して生活することが困難な心身障害者が必要な保護、指

導の下に生活する福祉施設 

知的障害者居宅介護等事業 

（ホームヘルプサービス） 

日常生活を営むことに支障がある在宅の知的障害者が生活

全般の介護、家事等の支援を受ける事業 

知的障害者デイサービス事業 入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練等の援助を必要と

する知的障害者が施設に通い、必要な援助を受ける事業 

知的障害者短期入所事業 

（ショートステイ） 

居宅において介護を受けることが一時的に困難になった知

的障害者が施設に短期入所し、必要な援助を受ける事業 

知的障害者地域生活援助事業 

（グループホーム） 

地域において共同生活を営む知的障害者が日常生活上の援

助を受ける事業 

児童居宅介護等事業 

（ホームヘルプサービス） 

日常生活を営むことに支障がある障害をもつ児童が生活全

般の介護、家事等の支援を受ける事業 

児童デイサービス事業 障害をもつ児童が施設に通い、日常生活における基本的な動

作の指導及び集団生活への適応訓練等を受ける事業 

児童短期入所事業 

（ショートステイ） 

家庭において介護されることが一時的に困難となった障害

をもつ児童が施設に短期入所し、必要な保護を受ける事業 
 

東京都庁の HP より 
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図表４－２ 「支援費制度」における介助行為の位置付け 

サービス類

型 
３０分未満 

３０分以上 

１時間未満 
１時間以上 

１．５時間未満 
以後３０分 

身体介護 ２，１００円 ４，０２０円 ５，８４０円 
２，１９０

円 

家事援助 ― １，５３０円 ２，２２０円 ８３０円 

移動介護 身体介護を伴う場合は身体介護の単価、伴わない場合は家事援助の単価 

日常生活支

援 
― ― ２，４１０円 ９００円 

身体介護  ＝入浴、排泄および食事等の介護 

家事援助  ＝調理、洗濯および掃除等の家事の援助 

移動介護  ＝社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等社会生活参加のための外 

          出（通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出、通年かつ長期にわたる 

外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として 1 日の範囲内で用

務を終えるものに限る）をするときの移動の介護。屋外での移動に著しい制

限のある視覚障害者および脳性まひ等全身性障害者が対象。 

日常生活支援＝身体介護、家事援助および見守り等の支援。日常生活全般に常時の支援 

          を要する脳性まひ等全身性障害者が対象。 

 

図表５ 居宅介護事業者の要件 
[指定基準の性格について] 

支援費の支給の対象となるのは、支給決定を受けた利用者が都道府県知事の指定した

事業者又は施設から支給決定に係るサービスの提供を受けた場合である。 

 したがって、指定基準は、支援費制度において対象となるサービス提供主体の範囲を

特定するものである。 

 また、特例居宅生活支援費の対象となるのは、指定を受けた事業者以外の者であって、

指定基準のうち一定の事項を満たす者から受けたサービス（基準該当居宅支援）に限定

される。 

    支援費制度担当課長会議資料(支援費制度の事務大要)より 

 

図表６ 支援費制度のサービスとお金の流れ 

《実際（代理受領）型》                

 ③契約                

（代理受領の権限も事業体に授与） 

     利用者                  事業体     

               ⑤サービス提供 

①支援費    ②支援費                

   申請      支給量決定        ④事業者  ⑦ヘルパー 

        登録    人件費支払い 

     （労働力提供）   

               

世田谷区               介助者（事業者登録） 

    

⑥支援費=支払い 

（代理受領） 
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東京都 HP より 

図表７ 
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別紙資料（毎日新聞記事） 介護保険との統合について 

 

＜介護保険＞料金徴収を２０歳以上に 厚労省が見直

し案 

 

 ０５年度の介護保険制度改正に向け、厚生労働省は８日、大塚義治事務次官を本

部長とする「介護制度改革本部」を設置した。給付費の増加に対応するため、現在４

０歳以上が負担している介護保険料の徴収年齢を２０歳以上に引き下げ、障害者福

祉を同制度に統合する案や、軽度の認定者に提供するサービス内容などの見直し

について具体的な検討を開始する。００年の制度開始以来、初めての大幅な改正作

業で、０５年の通常国会に法案を提出し、翌年４月からの実施を目指す。 

 

 介護保険は現在、サービスが受けられる対象を原則６５歳以上とし、介護が必要と

認定された人を「要支援」～「要介護５」の６ランクに分類。利用者が費用の１割を負

担し、残りは保険から給付している。保険の財源は４０歳以上が負担している保険

料（サラリーマンなど現役世代は半額を企業負担）と税金だが、高齢化の進展で要

介護認定者は００年４月に２１８万人だったのが、昨年１０月には７割増の３７１万人

に達し、保険財政の破たんが懸念されている。 

 

 このため、同省は徴収年齢の引き下げを検討しているが、老人介護の負担を若年

者に求めることへの反発も予想されるため、２０歳以上の被保険者が障害を負った

場合に、保険で介護サービスを受けられるようにすべきだとの意見が上がっている。

ただ、一部の障害者団体は保険化によって現行の障害者支援サービスが低下する

と反発しており、議論を呼びそうだ。 

 

 また、給付の見直しも検討する方針で、具体的には（１）重、軽度認定者は引き続

き保険の給付対象とするが、限度額やランクの分類を見直す（２）ヘルパーが炊事な

どをする生活援助などが軽度の認定者の自立支援につながらない場合、リハビリや

食事能力向上サービスなどに切り替える（３）要介護３以上の重度認定者には医療

的サービスを充実させる――などが挙がっている。 

 

 同省老健局は「今年６～７月までに改正案の概要をまとめたい」としているが、国

民や企業の負担増につながる改正だけに、難航も予想される。【渋川智明、須山勉】 

 

 ◇－－－－－－－◇ 

 

 旧厚生省障害福祉課長を務めた田中耕太郎・山口県立大教授（社会保障論）の

話 保険料負担が若年者の理解を得られるかが大きなポイントだろう。財源が足り

ないからという理由で徴収年齢を引き下げるのであれば、社会保険に対する不信を

助長するだけだ。将来に向けた障害者支援や高齢者介護のあり方を抜本的に議論

する必要がある。 

 介護保険の比較的軽度の要介護認定者のサービス内容が見直される。要介護認

定者の急増で、サービス利用者への給付費が膨張しており、厚労省は介護保険料

へのハネ返りを防ぐため支出抑制を迫られているという事情が背景にある。 
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 比較的軽度の要支援、要介護１の認定者であっても、自立支援につながるサービ

スの給付は必要だ。しかし、現状は必要以上の炊事や洗濯の代行サービスをしたり、

寝起きに支障がないのに、電動ベッドなど福祉用具を貸与するケースがあると指摘

されているのも事実だ。利用者が望む場合も、事業者が営利目的に過度なサービス

を提供しているケースもあるが、かえって自立を阻害しかねない。 

 

 介護保険の要介護認定は６ランク。先行したドイツが重度者対象の３ランクというこ

とを引き合いに、日本でも要支援、要介護１の軽度認定者を介護保険サービスから

切り離す意見も出ている。だが、厚労省は「介護保険給付対象として、サービスの中

身を見直す」という。軽度認定者であっても、自立支援につながるサービスを提供し

て、状態が改善すれば、結果的に保険財政からの支出が抑えられ、安定的な運営

が期待できる。見直しにより、いかに適正なサービスが提供されるようになるかが問

われる。【渋川智明】（毎日新聞）  

[1 月 8 日 21 時 21 分更新] 
 

 


