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序章 介護の持続性の確保に向けて 
 

 

 前島 優子1 

 

1. 今後大きく伸びる見通しの介護費用 

 
日本では、高い伸びを続ける社会保障給付費を公費負担で賄っている状態が続いており、

公債残高（すなわち将来世代の負担）の増加の最大要因となっている（図表１）。今後一層

の高齢化が見込まれる中、財政を考える上で、社会保障は非常に大きな要素である。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 財務省財務総合政策研究所 総括主任研究官 
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財務省財務総合政策研究所では、社会保障関係費のうち、今後費用の伸びが最も高くな

る見通しとなっている「介護」をテーマとして（図表２）、2014年9月から2015年3月にかけ

て「持続可能な介護に関する研究会」を開催した。研究会では、人口減少と高齢化が合わ

せて進む日本において、限られた財源の中、介護を持続的なものとするための方策につい

て検討を行った。この報告書は、研究会での議論等を取りまとめたものである。 

介護のあり方や持続性は、多くの国で共通のテーマとなっている。特に、日本において

は、財政状況が厳しい中、いわゆる団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年までの今後

10年間で、都市部を中心に急速に高齢化が進展すること（図表３）、高齢者のみの世帯が増

加すること（図表４）、認知症の人が増加することが、あわせて進む見通しとなっているこ

とが特徴であり、介護の持続的体制の構築は喫緊の課題である。そして、この課題に対し

て、今後、各地域において、医療・介護等の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシ

ステム2」が構築されることになっている。 

以下、介護に関する基礎的事項および各章の概要について概観する。 
                                                        
2
 「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」では「地域の実情に応じて、

高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制」と

定義されている。 
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2. 介護の持続性を検討する上での基礎的事項 

 

(1) 公的介護保険制度の現状 

介護保険法は2000 年4 月に施行された。加齢に伴う疾病等により介護などを要する状

態となっても、尊厳を保持し、有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができる

よう、必要な保健医療福祉サービスを提供することが目的とされている。 

介護保険は、40 歳以上を被保険者とし、市町村（特別区を含む。）によって運営されて

いる。65歳以上の第1号被保険者は原因を問わず、40歳から64歳の第2号被保険者は末期が

んや関節リウマチなどの老化を原因とする病気の場合に、それぞれ要支援(1・2)・要介護 (1

～5) の区分に応じて、必要な介護サービスが現物給付される仕組みになっている。 

介護サービスに対する利用者の自己負担額は、所得にかかわらず1割3であり、残りは、

保険料と公費で1/2ずつ負担され、原則として出来高払い制をとっている。 

第1号被保険者が支払う保険料は、保険制度運営者（市町村等）毎に設定され、第2号被

保険者が支払う保険料は、医療保険者毎に設定される。介護保険料は、3 年を1 期とする

期間（事業運営期間）で収支が均衡するよう設定されている。保険料は、利用者の増加や1 

人当たり費用額の増加があれば上昇することとなる。第1号被保険者の保険料の全国加重平

均額をみると、発足時は3000円程度であったものが、2012-2014年度には5000円程度となっ

ている。厚生労働省の将来推計によれば、これが2025年度には8200円程度になる見通しと

                                                        
3 2014年6月に成立した医療介護総合確保推進法に基づき、一定の所得がある人の自己負担割合は、2015
年8月から2割とされる予定。 
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されている。 

介護サービスの供給側についてみると、介護サービス事業者は、業務管理体制整備の届

出を行い、都道府県（地域密着型サービスは市町村）から指定（介護老人保健施設は許可）

を受ける。都道府県（市町村）は、介護サービス事業者に対して、立入検査、是正命令、

指定取消しなどを行う権限を持つ。提供されている介護サービスにかかる費用の割合は、

居宅サービス4：施設サービス5：地域密着サービス6がおよそ５：４：１となっており、制

度創設以来居宅サービスの利用が大きく伸びてきている。施設サービスとしては、介護老

人福祉施設（いわゆる特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護療養型医療施設（い

わゆる介護療養病床）があり、それぞれ2013年10月時点で活動中のものが、全国に概ね6800、

4000、1600施設存在し、定員は、約49万人、約36万人、約7万人となっている7。施設とは

別に、高齢者向け住宅として、有料老人ホーム（定員約35万人（2013年8））やサービス付

き高齢者向け住宅（約17万戸（2015年1月9））、認知症高齢者グループホーム（約18万人（2014

年10））などがあり、これら営利企業による運営が可能な形態によるものが増加してきてい

る。介護保険には、要介護者が住宅改修（手すりの取り付けなど）を行う場合の助成制度

もある。なお、地域によって存在する施設や住宅の数は異なっている。 

要介護認定者数は、2000年4月当初約218万人であったのが、制度創設以来一貫して増加

し続け、2013年4月時点で2.6倍の約564万人になっている。中でも要介護度が低い人々（要

支援1･2及び要介護1･2）が増加しているのが特徴となっている。2025年には、要介護認定

者数は660万人程度になる見通しとされている。これを反映し、介護保険給付費用は、2013

年に9兆円程度であったものが、2025年には20兆円程度に増加する見通しとなっている。 

 

(2) 2025年までに急速に進む高齢化 

2025年は、いわゆる「団塊の世代」がすべて75歳以上となる年であり、国立社会保障・

人口問題研究所および厚生労働省の推計によれば、75歳以上の人口が2000万人を超え、国

民の概ね5人に1人が75歳以上となる見通しである（図表５）。 

 

 

                                                        
4 訪問通所、短期入所など。25年度介護給付費実態調査。 
5 介護福祉施設サービスなど。25年度介護給付費実態調査。 
6 認知症対応型共同生活介護など。25年度介護給付費実態調査。 
7 平成25年介護サービス施設・事業所調査の概況。 
8 平成25年度「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究」社団法人全国有料

老人ホーム協会。 
9 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（平成27年1月末の登録状況）。 
10 認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）。25年度介護給付費実態調査。 
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75歳以上の年齢層というのは、要介護認定率が高まる年齢層である（図表６）。65-74歳

の要介護認定率は約3%と低いが、75歳以上のそれは約27%に高まる。75歳以上の年齢層の

人口は、2025年以降も、実数、対総人口比ともに増加していくと推計されており、2055年

には総人口の25％を超える見通しとなっている。 
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2025年について、厚生労働省は、認知症の人がおよそ700万人（65歳以上の5人に1人）、

要介護認定者数は660万人程度となり11、医療や介護の担い手である看護師が200万人前後、

介護職員が240万人前後必要と見通している。また、国立社会保障・人口問題研究所は、年

間死亡者数が150万人程度になると見通している。 

2013年の国民生活基礎調査によれば、在宅介護において、主に介護している人は、同居

する家族が61.6％で最も多く、続いて、介護サービスの事業者14.8％、別居の家族ら9.6％

となっている。介護を担う同居の家族の約3分の2は女性であり、介護される人・する人と

もに65歳以上という世帯の割合は５割を超えている。介護の期間は、生命保険文化センタ

ーの調査では、平均すれば4年9か月だが、4年以上のケースが約46%を占めている。介護の

担い手の確保は、ケアを受ける本人にとってのみならず、その家族にとっても重要である。

介護・看護を要因とする離職は毎年10万人規模で発生しており、企業は、育児を担う層と

は異なる年齢、職位の職員への対応を抱えている。介護の担い手確保は、人口減少下での

経済成長力確保の観点からも重要な課題である。 

2014年の厚生労働白書では、2010年時点で世界一となっている健康寿命12（男性70.42歳、

女性73.62歳）の更なる延伸が謳われた。健康寿命が延びることは、個々人にとって望まし

い。加えて、社会全体の活性化や医療・介護のコストの抑制にとっても望ましい。WHO

は、人間の健康状態には、心身機能だけでなく、活動や参加、そして、活動や参加を可能

とする社会環境であるかどうかも影響するとしている。厚生労働省によれば、65歳以上就

業率が高い地域では、要支援認定率が低い傾向がみられるという。例えば、総務省「ＩＣ

Ｔ超高齢社会構想会議報告書」で紹介された徳島県上勝町「いろどりProject」は、地場産

品ビジネスへの従事が高齢者の生きがいにつながり、高齢化率50%を超える地域にもかか

わらず、高齢者医療費の削減や、健康状態の改善（寝たきりゼロ）が実現した例として非

常によく知られている。人口減少と高齢化が合わせて進む日本においては、社会参加と健

康維持の相乗効果を図ることが重要である。あらゆる人が積極的に社会参加できる社会環

境の整備を一層推進していくことが必要といえよう。 

 

3. 介護は医療と一体として改革 

 

(1) 質の向上は費用抑制と両立しうる 

要介護認定の主な要因をみると、1位が脳卒中、2位は認知症となっている。このうち、

例えば、脳卒中のケースでは、早い治療、早いリハビリ開始が、早期の機能回復を実現す

                                                        
11 「社会保障に係る費用の将来推計の改定について」（平成24年3月）による。 
12 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。 
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ることがわかっている。QOL13を視野に入れた医療は、いわゆる寝たきりを回避し、医療・

介護トータルのコストを抑える可能性がある。このような医療の質の向上は歓迎すべきも

のである。また、効果的な介護予防や自立を適切に支援する質の高いケアが、再入院等の

医療費を抑えることもある。このように、医療と介護は、質や効果、費用面などにおいて

密接に影響し合う。 

今後、日本では、医療・介護などの一連のサービスを切れ目なく包括的に確保する地域

包括ケアシステムを構築していくとされ、医療と介護は一体として改革が進められている

ところである。医療・介護一体改革では、医療を急性期に重点化しつつ、慢性期は、在宅

医療・介護を充実させ、一連のサービスを総合的に確保することで、QOLの向上が図られ

るとともに医療・介護のトータルコストが抑制されることが期待される。慢性期における

介護の役割はさらに重要となり、質と効果への期待が高まる。 

2014年に発表された、2007年財政破綻した夕張市における医療費に関する分析 14では、

財政破綻の一因でもあった市内唯一の入院機関が閉鎖されたことに対応して、老人保健施

設と24時間緊急往診体制を新設し、肺炎球菌ワクチン接種や口腔ケアの積極化を行った結

果、医療・介護のトータルコストが減少したということが示された。病床の削減は、入院

費のみならず在宅医療費を含む入院外費も減少させ、1人当たり診療費を減少させることが

実証された。この間、高齢者人口に大きな変化はなく、高齢化率が医療費に影響した可能

性は否定されている。肝心の市民の健康状況は、上記のような適切な体制構築と有効な予

防措置の選択によって維持された。特に、肺炎死は減少した。さらに、在宅での自然な看

取りを受け入れる意識が徐々に醸成されたことも示された。 

予防、医療、介護等を総合的にコーディネートすることでQOLが向上し、トータルのコ

ストの抑制も図られるとの考え方や実践例は他国でも見られる。当事者のみならずケアに

関わるすべての専門職がQOLの維持・向上を目標とすることで、費用対効果の高い予防策

がとられたり、入院患者であるよりも生活者であることが選択されたりして、トータルの

コストが抑制されることに寄与すると考えられる。 

 

(2) 自治体の役割の重要性 

社会保障制度改革国民会議報告書（2013年8月）では、「過度な病院頼みから抜け出し、

QOLの維持・向上を目標として、住み慣れた地域で人生の最後まで、自分らしい暮らしを

続けることができる仕組みとするためには、病院・病床や施設の持っている機能を、地域

の生活の中で確保することが必要となる。すなわち、医療サービスや介護サービスだけな

く、住まいや移動、食事、見守りなど生活全般にわたる支援を併せて考える必要があり、

                                                        
13 クオリティ・オブ・ライフ（quality of life）。WHOはQOLを「個人が生活する文化や価値観のなかで、

目標や期待、基準および関心に関わる自分自身の人生の状況についての認識」と定義している。例え

ば、自分らしい生活を送り、幸福を見出せているか、といった主観的認識である。 
14 森田(2014)  
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このためには、コンパクトシティ化を図るなど住まいや移動等のハード面の整備や、サー

ビスの有機的な連携といったソフト面の整備を含めた、人口減少社会における新しいまち

づくりの問題として、医療・介護のサービス提供体制を考えていくことが不可欠である。」

とされた。同時に、「都道府県ごとの『地域医療ビジョン』等の策定、これらを踏まえた医

療機能の分化、医療・介護提供者間のネットワーク化等の医療・介護の一体改革、さらに

は国民健康保険の保険者の都道府県への移行は、いずれも国民皆保険制度発足以来の大事

業になる。市町村ごとに中学校校区単位の『地域包括ケアシステム』を構築することも介

護保険創設時に匹敵する難作業となろう。地域ぐるみの官民協力が不可欠な中、国も相応

の責任を果たしていかねばならない。」とされた。 

社会保障と税の一体改革においては、消費税率引上げによる増収分は全て社会保障の充

実・安定化の財源とされ、消費税率が5％引き上げられる場合では、約4％分が社会保障の

「安定」化に、約1％分が子ども・子育て支援、医療・介護、年金の各分野の「充実」に充

てるとされた。社会保障・税一体改革で目指す将来像に関する厚生労働省「社会保障の充

実と重点化と効率化」（平成24年3月30日）によれば、「充実」策のうち最多額が投じられる

のが医療・介護分野であり、「病床機能の分化、在宅医療の推進等」などに向けられる。消

費税増収分を活用した基金が都道府県に創設され、公正性・透明性の確保の上、医療機関

の施設等整備、在宅医療の推進、介護施設等の整備、医療・介護従事者の確保に関する事

業が行われる。地域包括ケアシステムの構築にも資するこうした取組みにおける地域の役

割は重大である。 

社会保障と税の一体改革によって、社会保障の充実・安定化のための安定財源確保と財

政健全化の同時達成が目指されている。その中、医療・介護といった人々にとって身近で

重要な施策が具体的に進み「充実」が実感されることは、財源負担への納得感のためにも

非常に重要である。 

2015年度、医療については、都道府県毎に2025年の医療需要と目指すべき医療提供体制

やそれを実現する施策に関する「地域医療構想」が策定されるほか、医療事故を第三者機

関である医療事故調査・支援センターに届け出て調査する仕組みが新設されることとなっ

ている。介護については、特別養護老人ホーム新規入所者を原則「要介護度３」以上とし

重点化を図るとともに、一定の所得がある人の自己負担割合は2割とされるなど、応能負担

が導入される予定である。また、従来、全国一律の基準に基づいていた要支援向けの予防

給付については、市町村の実情に応じた多様な主体による「地域支援事業」に移行可能と

なる（平成29年度末までに移行完了予定）。 

地域支援事業については、介護予防・生活支援において、高齢者が担い手としても主体

的に参加するような仕組みとすることがポイントとなろう。重ねて、介護予防は有効性を

追求することが必要であり、生活支援については多様な主体のコーディネートが重要とな

ってくる。 

地域の高齢化に対応した多様な主体の参画は広がりつつある。例えば、日本政策金融公
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庫15による老人福祉・介護分野向け融資は5年連続増加しており、介護などの社会的課題に

取り組むNPOなどが増加していると分析されている。また、電気・ガス、郵便、宅配業者、

新聞配達、生活協同組合、信用金庫などの戸別訪問を行う業種をはじめとした多くの事業

者が自治体と地域(高齢者)見守り協定を結んでいる。認知症サポーター16については、JA、

マンション管理会社、金融機関、デパート等小売業、日本生活協同組合連合会など、多様

な企業・団体内で養成が推進されている。さらに、各地の社会福祉協議会等は、地域の住

民同士が廉価で柔軟に家事・介護などのサポートを提供する事業を行っている。地域の有

志達による身近で柔軟なケアは、しばしば精神的負担をも吸収する力を持ち、地域の人間

関係作りが推進されることにもなる。 

自治体にはデータの活用も求められ始めている。都道府県は、地域医療構想の策定に際

し、国が一元的に整備した基礎データなどを活用しつつ、医療需要の推計等を行うことと

なっている。市町村では、既に介護保険総合データベースや人口推計を基にして構築され

た「地域包括ケア『見える化』システム」（プロトタイプ）の試行が始まっている。また、

地域の産業取引、人口流出入の状況などに関する「地域経済分析システム」（まち・ひと・

しごと創生本部）も導入される。データは地域を客観視するのに役立つ。特に、多くの主

体が目標を共有する際に有効な道具となる。地域において肝心なのは、分析結果を踏まえ

て、地域資源をコーディネートし、効果が得られるようなマネジメントが行われることで

ある。都道府県及び市町村は、保険者として、各種データや地域の各種資源を活用しなが

ら、人々の実感を伴う成果を出していかねばならず、その果たすべき役割は重大である。 

 

4．研究会における議論 

 

 本研究会においては、以下の通り、介護の持続性に関して、あらゆる角度から重要かつ

有益な報告がなされた。 

第1章（加藤）は、介護保険制度の改革にあたっては、介護の担い手不足、医療との連

携、介護給付費の増大のなどに関して早急な対応が迫られていることを指摘した。加えて、

財政等の負担軽減のため、給付対象者の見直し、負担額の引上げ、制度の効率化などが必

要であるとし、介護保険制度の現状と課題、とりわけ高齢化の影響や介護人材不足、介護

需要や保険料等の地域差などについて取り上げた。 

第2章（前島）は、高齢者ケアのあり方が世界共通の課題となっている中、諸外国にお

ける高齢者ケアに関するいくつかの取り組みや考え方と日本の状況を示した。世界でも稀

に見る速さで高齢化が進む日本においては、国内外の優れた知見を活用して、できる限り

                                                        
15 2014 年 4 月  
16 日本では、認知症を正しく理解し、適切な対応を可能とするために、できる範囲で手助けをする「認

知症サポーター」の養成を行っている（2014.12末時点で580万人）。 
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効果的に改革が推進されるべきであると同時に、1人1人の納得できる選択のために、正確

で十分な情報がわかりやすい形で提供されることが重要とした。 

第3章（酒井、佐藤、中澤）は、介護総費用について、介護保険制度が浸透途上にある

ことを想定した「制度浸透シナリオ」、平均寿命が伸長した分健康な期間が長期化すると想

定した「健康シナリオ」を設定し、長期推計を行った。2060年の介護総費用対名目GDP比

は「制度浸透シナリオ」で7.3％、「健康シナリオ」で4.0%となり、長期推計における制度

の浸透度や平均寿命の取扱いの重要性を示唆した。 

第4章（土居）は、利用者負担を1割から2割にした場合、生涯利用者負担額の期待値が

どの程度増加するかを分析した。分析は、利用者負担割合が全員1割である現状において、

その実績値が推計でき、その額が、2割負担とした時の負担増加額の最大値と見込まれる。

そして、全国消費実態調査における高齢者世帯の資産保有状況に基づき分析したところ、

この生涯利用者負担額の増加に対応できることが確認された。 

第5章（並木）は、持続可能な介護に向けて、自助努力で経済的準備を進めることがよ

り一層必要とした。民間金融機関は資金確保手段の提供やリバースモーゲージの活用など

によって老後の経済的不安を軽減する役割を担い、政府がこれらを普及促進する官民連携

のモデルを構築することが望まれるとし、これにより高齢者の経済活動を活発にし、社会

に好循環を生み出すことが期待できるとした。 

第6章（菊池）は、介護保険導入の目的の一つである、医療から介護への代替が未だ不

十分であり、制度の持続可能性を高める上で、医療・介護全体での費用効率化が依然とし

て重要な視点であることを指摘する。特に、高齢者医療費の4割強を占める入院については、

診療密度の低い長期入院や、死亡前における入院利用のあり方が大きな課題となっており、

入院に依存しない看取りを含む高齢者ケアの体制整備が必要であると指摘した。 

第7章（堀田）は、日本の介護労働市場の現状や人材確保策、地域包括ケアシステムを

めぐる潮流、諸外国におけるケアの担い手に関わる動向を概観し、全ての住民を担い手と

捉え力を引き出す方策や、専門職の新たなコンピテンスとその養成のあり方の検討が重要

であると示した。さらに、世界的に注目を集めるオランダの在宅ケア組織の事例を紹介し、

人間中心の持続可能な地域ケアに向けた移行について、担い手の観点から示唆をまとめた。 

第8章（野口）は、訪問介護サービス市場への営利事業所の参入が進展する中、「介護サ

ービス施設・事業所調査」を用いて、要介護度とサービスの提供状況について経営主体に

よる差異を定量的に検証し、要支援・要介護者のQOLという観点からアウトカムの維持・

改善を図るインセンティブが欠けている可能性があることを示した。今後は、QOLの改善

と介護保険財政の健全化を促すための制度設計が必要と指摘した。 

第9章（山崎）は、現在は、次世代のための社会構築を目指すべき時期とした。地域に

より課題が異なることや、既に暮らしている地域からの移転に伴うコミュニティの崩壊、

人口移動後の周辺の農林業の在り方など検討すべきことが幅広く、空間的にヒューマンス

ケールでコンパクト化され、「地域包括ケアシステム」や他の都市計画と重ね合わされたま
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ちをつくることが大切であるとした。 

第10章（小黒）は、急速な人口減少・超高齢化が進む日本が直面する、「財政問題」「急

増する都市部高齢者問題」「消滅の危機に直面する自治体問題」に対応するために、「地域

包括ケアシステム」と人口集約を図る「コンパクトシティ」を融合した「地域包括ケア・

コンパクトシティ」構想を提唱し、これを推奨するための財源スキーム案、及び財政面に

おける効果を示した。 

第11章（宇南山、坂本、富永）は、高齢者のQOLの観点では、介護サービスを受ける場

所を自ら中立的に選択できる事が望ましいとし、在宅介護が充実していると言われる欧州

諸外国の介護実態の現地調査を行い、日本への示唆を得た。調査から、現在整備中の定期

巡回・随時対応型サービス等の普及率向上、施設・在宅介護の費用負担をバランスさせる

ために特別養護老人ホームの自己負担の再検討が必要であると示唆された。 

また、今後、特に重要性を増すと思われる、「在宅医療・介護」と「介護予防」に関し

ては、実務的な課題を明らかにするために、特別講演を実施した。 

特別講演1（武藤）は、在宅医療実務を踏まえ、在宅医療の24時間ケアの実現や効果的

な診療体制確率のためには、診療所が受け持つ在宅患者数が一定規模以上であることが望

ましいとした。持続可能な在宅医療・介護の提供体制確立には、多職種連携や事務効率化

を、ICT活用を通して実現することが有効であることを示した。さらに、ICTのさらなる活

用により、公的資金に頼らない高齢者自身による健康管理や遠隔医療による早期対処など

が実現できるとし、質の標準化のためのアウトカム評価には、医療・介護の一元的情報管

理が必須とした。また、患者数の在宅看取りの割合が在宅医療の質を評価する指標となる

とした。さらに、担い手については、専門職の専門性向上と役割分担の明確化、遠隔医療

や介護ロボットなどのテクノロジー活用、都市部での海外人材受け入れ、介護度改善への

インセンティブ措置を含めた新たな仕組みを積極的に導入すべきとした。  

特別講演2（近藤）は、健康状態の地域差には社会的な要因が関わっているとし、介護

保険データを使った実証研究から、サロンの開所など地域の繋がりを豊かにする取組みが

要介護認定率の低下と介護給付費の抑制に効果があったことを紹介し、このような社会参

加が要支援・介護認定率や鬱病発症率、自殺率にも好影響を与える要介護予防策となるこ

とを示した。地域包括ケアを考える上では、保健・医療・介護のデータを結合し、縦断的

に分析する必要があるが、データの保有者が異なっているためにその活用ができていない

ことを指摘した。国は、情報の「見える化」を進めると共に個票レベルの連結データや縦

断データの活用を促して、地域包括ケアを考える上でのシミュレーションや効果検証がで

きる仕組みを構築すべきであり、事業費の3％を使ってPDCAサイクルを義務づける制度を

創設する必要があるとした。 

なお、このほか、以下の項目を補論として追加している。 

補論1（奥、越前）では、自治体の役割が重要となる中、要介護認定率の低いA市に関す

る分析を行った。A市は、介護保険制度発足の当初から、予防の重要性と「自立支援」の
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理念の普及を明確に打ち出し、介護に関わる全ての人々（市職員、介護サービス事業者、

サービス利用者とその家族など）の意識改革を徹底するアプローチをとっている。高齢者

に「参加」の機会を用意すると同時に、自立的に活動し生活する高齢者の目線に立って「移

動」手段にも配慮している。また、方針と結果を市民と共有するなど、透明性も確保して

いる例である。 

補論2（和田、長谷川）は、公的負担が大きい医療・介護分野の説明責任や透明性向上

への問題意識から、経営状況やサービスの質に関する開示制度、チェック機能について、

現状と最近の議論の概要を示した。高齢化社会において、医療・介護事業は、公益性の高

いサービスを提供するというだけでなく、地域への経済的影響力の大きさの面でも重要で

ある。両面で効果的な役割を果たす中で、提供されるサービスの質と効果の向上が図られ

る仕組みづくりや、サービス提供主体の透明性の確保及びガバナンスの強化は極めて重要

な課題である。 

補論3（石本）では、オランダ、ドイツ、デンマーク、スウェーデン各国の、介護に係

るコスト負担の状況、介護給付の対象、などの情報をまとめている。 

 

5. 改革の着実な実行の重要性 

 

日本の人口は2025年以降も急速に減少を続け、2050年には1億人を下回る見通しとなっ

ている。高齢化も一層進む見通しである。このような急速かつ大きな変化の中で、介護の

持続性を確保するためには、給付と負担のバランスの見直しのほか、効率的なサービス供

給のための集約化（地域の見直し）も不可避となってこよう。負担については、高齢者の

保有する固定資産といったストックの有効活用も進められる必要があり、流動化など金融

方策の活用の余地がある。地域づくりは、人口減少に対応しつつ、エリアマネジメントを

含め、個々の固定資産が有効に活用されるような視点で戦略的に行われることが重要とな

ろう。 

医療・介護については、高齢化が進む中、国民のニーズにかなう医療・介護サービスが

持続的に提供されることが期待されている。合わせて、限られた財源の有効活用や経済成

長に資する産業への成長も期待されている。改革は、それらを同時達成しようとするもの

であり、着実に実行されることが極めて重要である。そして、各地域・国双方のレベルで、

進捗状況の確認や効果の検証などがしっかりと行われることが必要である。 

介護については、介護する側・介護される側両面で、誰もが当事者となりうるため、人々

の関心は非常に高い。内閣府が35歳から64歳を対象にして実施した「25年度高齢期に向け

た『備え』に関する意識調査」では、国や地方自治体に力を入れてほしいこととして「介

護・福祉」を挙げる割合が最も高くなっている。各地の医療、介護予防、介護の現場では、

多くの優れた取り組みが見られてきている。しかしながら、一方で、介護の担い手不足や

虐待、最近では無届介護施設における事故などの問題が報道され、個々人の間に介護への
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不安が全くないとは言いきれないのが現実であろう。介護制度の信頼性を揺るがす不正請

求や虐待といった問題は厳しく対処されなければならない。同時に、地域包括ケアシステ

ムの構築の過程で新たに重要となってくる、データの活用とネットワークの形成について

は、多様な主体が情報共有する中で、多くの知恵が出され、役割分担がなされ、地域資源

の活用と最適な配分に繋げられることを期待したい。 

社会保障制度改革国民会議の報告書の中で、人生の最後まで自分らしい暮らしを続ける

ことができる仕組みづくりは、地域づくりであるとされた。地域づくりのためには、まず、

１人１人が、医療や介護の実態を知り、自らが安心できる介護体制について考えることが

必要となる。そして、個々人が状況に応じて地域づくりに参加することも重要である。長

年、地域に住み、色々な立場で経験を積んだ高齢者は、地域づくりの適格者である。子・

孫世代に負担だけを遺すことにならないよう、改革の実行を支えることができる。しかも、

地域づくりへの参加は自らの健康に良い影響をもたらすことが見込まれる。人生の最後ま

で自分らしい暮らしを続けることができる地域は、子・孫世代への資産となるに違いない。 
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