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第５回 福祉・保育・介護 TF 議事概要 

 
１．日時：平成 20 年 11 月 10 日（月）14：00～14：52 
２．場所：永田町合同庁舎２階 206 会議室  
３．項目：厚生労働省との意見交換 

「介護分野について」 
４．出席者：【規制改革会議】白石主査、鈴木専門委員 

【厚生労働省】老健局振興課       課長    土生 栄二氏 
社会・援護局保護課    課長    古都 賢一氏 

【規制改革推進室】鈴木室参事、事務局 

 
５．議事： 
 

○白石主査 今日はお忙しい中ありがとうございます。 

 事前にお出しした質問に沿った形で回答をいただいております。それに対する確認、再

質問という形式で進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。よろしくお願い

いたします。 

 

○土生課長 生活保護受給者など生計困難者への介護保険サービスの提供についてという

ことでございますけれども、社会福祉法の第２種の社会福祉事業の無料・低額の簡易住宅

または宿泊所その他の施設を介護保険法上「居宅」と認めるかどうかということでござい

ますが、御質問いただきましたように、現時点では、いろいろ議論はあろうかと思います

が、国での何らかの基準というのは定めていないということでございます。市町村が個別

に判断しているということでございますけれども、まず、その前提としまして、社会福祉

法上のこの施設ですが、「簡易住宅」と「宿泊所その他の施設」に分かれているというこ

とでございまして、「宿泊所」につきましては、基本的には、実態はいろいろなことがあ

るんだろうと思いますが、一時的な宿泊をさせる場所であって、料金が無料または低額な

ものというようなことで、現時点では、この宿泊所以外の施設は、法律にはございますけ

れども、該当する施設はないと承知しております。 

 それで、市町村が個別に判断しているという中身でございますが、私どもも、こういう

御質問をいただきましたので幾つかの保険者さんに聞いてみたところ、特に大都市部でご

ざいますが、この施設が該当するとか、あの施設は該当しないとか、そういうことではご

ざいませんで、個々に入っておられる方の実態に応じて、そこが介護保険制度上の「居

宅」ということで認められる実態にあるということであれば、それを認めた上で在宅サー

ビスを提供しておるということでございまして、個別判断の中身は、施設ごとではなくて、

言わば個々人で判断されているということでございます。 
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 （２）でございますが、ちょっとこの「住所設定」というのがどのレベルなのかという

のは、私ども書面だけではわからなかったものでございますので、（１）と同じと書かせ

ていただいておりますが、その施設に住所設定があるということであれば、当然そこが

「居宅」と言いますか住所ということは、原則としてはあるのだろうということでござい

ますが、必ずしもその住所がその施設にあるわけではなくて、住所設定はほかのところに

ある例もあるというようなこともございまして、回答としては、「（１）において示した

とおり」ということで書かせていただいているということでございます。 

 

○古都課長 （３）については私の方から、保護課から御説明いたしますが、仮に（２）

のケースで、そこに住所設定があって生活保護の受給者になっているとするならば、そこ

は65歳以上か40歳～64歳までかで分かれるのではないかと思います。仮に65歳以上であれ

ば、当然、そこでどこか実施機関が必ず決まりますので、当該市でやるという場合は、当

然、保険料はそこで、実施機関の方で納めることになると思います。そうすれば、当然介

護サービスは適切に受けられるのではないかと考えておりますので、そういう意味では、

介護保険の保険者に要請することになるだろうと思います。 

 

○鈴木専門委員 この場合の実施機関というのは、福祉事務所のことですか。 

 

○古都課長 ええ、福祉事務所のことを実施機関と呼んでいるものですから、基本的には、

市であれば全部福祉事務所がありますので、例えば川崎市であれば、川崎市の福祉事務所

の方が、自分のところの被保護者であるということであれば、当然そこに払うことになろ

うかと思います。 

 

○鈴木専門委員 わかりました。 

 

○古都課長 ただ、64歳までは介護保険に入れない人がほとんどなので、その場合は、そ

のときの判断になると思います。 

 

○白石主査 介護保険サービスを受けるためには、65歳以上であれば要介護認定を受ける

という手続をしなければいけないのですが、この場合は、福祉事務所長がその決定を下す

ということですよね。 

 

○古都課長 まず被保険者になっていただく必要があると。65歳以上ですから。だから、

川崎市なら川崎市の被保険者になってくださいということですから、あとは介護保険のル

ールにのっとって、川崎市の方で必要であれば認定をするなりということになろうかと思

います。 
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○白石主査 わかりました。ありがとうございます。 

 では、（１）のところからですけれども、「個別具体的」の中身が、どこに滞在されて

いるかということではなく、個々人の状況に応じてということをお聞きして、またわから

なくなってきたのですが、ある程度明確なガイドラインがない限りは、その担当者の判断

や個々人の一時的な状況で判断が下されることになってしまいますよね。 

 

○土生課長 そもそも何をもって「居宅」と言うかというのは、この施設だけに限らず、

そもそもそれがいいかどうかという議論はあるかと思いますが、特段、国の方で、こうい

うものが「居宅」ですということはお示しはしておりませんで、そこは社会通念と申しま

すか、そういうことにのっとって各保険者で判断していただくということでございます。

ですから、保険者ごとに確かに一定のばらつきというのは否定できないだろうとは思いま

すが、逆に言いますと、私どもも、そもそも基本的には一時的な宿泊所ということで始ま

っているものですから、そこにどういう居住の実態があるかということも、現時点では余

り、幾つか聞きはしましたけれども、それ以上は承知しておりません。先ほど申し上げた

ように、そもそも「居宅」ということが何らか定義ができる性格のものでもないというこ

ともございまして、おっしゃったように、確かに一定のばらつきは、私ども全部調べたわ

けではありませんが、それをどう考えるか、やむを得ないと考えるのか、何かやるべきと

考えるのか、そこは議論があるところだろうと思います。 

 

○白石主査 先ほど、住所設定があれば住所とみなしていただくということで、今のお答

えからも、自治体の個別判断で全体を把握しているわけではないということですが、これ、

全数調査ではなくサンプル調査でもいいので、今どういう実態があって、どのようなケー

スでは非常に緊急性が高いのに介護サービスが受けられていないかとか、介護サービスを

受けられているところの集中度合いというのは、結構こういうところが多いといった実態

調査をしていただく方がよろしいのではないかと思いますが。 

 

○土生課長 ちょっとどの程度、どういう形でやるのか、そこはいろいろ考えなければい

けないだろうと思いますが、やはり議論の前提として事実を把握するのは当然のことだと

思いますので、そこは何らか、省内でも調整してやりたいと思います。なかなか実態とい

うのは、紙で出てきて、一律に調査を促して何かわかるかどうかということもございます

し、また、現実には、要するに保険者も個々の施設の状況を把握しているという状況では

どうもないようでございますので、率直に言うと、幾つかの施設に御協力をいただかない

と、私ども多分本当のところはわからないということだと思いますので、そこはどういう

方法がいいのか、この会議の御議論に資すべく何か工夫はしてみたいと思います。 
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○白石主査 生活困窮者が多いところとそれ以外の地域でどう違うのかとか、やはり同じ

自治体の中でも、どういうケースで認められているのかとか、複数明らかにしていただき

たいところですよね。 

 

○鈴木専門委員 そうですね。都市部と都市部以外でも結構違うと思いますので。 

 

○土生課長 ただ、ちょっと申し上げておきたいのは、先ほど申しましたように、「居

宅」を定義するのも、またこれもなかなか、幾つかの要素は多分仮に言ったとしても、結

局は実態に応じた総合的な判断というところはどうしても残らざるを得ないと思いますの

で、勿論、調べもせずに何言っているんだということもあるかもしれませんが、ちょっと

そこのところは念頭に置いていただければありがたいという気はいたします。 

 

○鈴木専門委員 どういう質問にするかというのはなかなか難しいところですか。 

 

○土生課長 ですから、まず幾つか実態で我々も見てみて、その上で、更に調査を広げる

ようにしないと、机の上で書いた紙だけ渡して記入してもらっても、ちょっとそれは無駄

な作業をお願いすることにもなりかねませんので、まず、私どもなりに幾つか勉強してみ

るところからスタートさせていただければという気がいたします。 

 

○鈴木専門委員 すみません、ここまででちょっと御質問させていただいてよろいですか。 

 今日は意見交換ということですので、質問に対して回答というあまりかっちりしたもの

でなくて、もっとざっくばらんにお話しさせていただければと思います。質問の形式がこ

れでいいかという問題はあるのですが、大きな問題意識として我々が持っているのは、や

はりここのところずっと、介護も、介護以外の医療や生活保護もそうですが、いろいろな

ところで財政縮減ということで給付抑制をやってきた。それはそれで仕方ない面があるの

ですけれども、個別の分野でいろいろやっていたものが、全体として整合性が取れておら

ず、よく言われる問題ですが、特に低所得者に割としわ寄せが来ているのではないかとい

う大きな問題意識があるのです。 

 特に、介護施設ではホテルコストも取るようになりましたし、それから、総量規制の問

題があります。生活保護者は、今までグループホームに結構入っていたのですよね。とこ

ろが、グループホームに総量規制が入りまして、有料老人ホームか何かに転換するのだけ

れども、そこもまた総量規制が入って。もともと、例えば医療扶助の単給などを受けてい

る人は、療養病床に入っていたりする人もその後出て来ざるを得ないとか、徐々に居場所

がなくなりつつあります。そして、勿論３施設などは満杯で入れませんので、都市部を中

心に、低所得者層の居場所がないという状況が起きてきているのが 近の状況だと思うの

です。 
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 その１つとして、宿泊所以外でもよかったのですけれども、宿泊所というのが受け皿と

なり、大きな問題になっています。宿泊所というのは、御存じのとおり一時的に入るため

の施設で、本来はその後に救護施設とかいろいろなところに移ることが想定されているわ

けですが、現状は結構長くいるのですよね。その中にはかなりの割合で高齢者がいて、要

介護認定も受けるような人がいて、我々が調べたところによると、かなり要介護度の高い

人たちも宿泊所に入っているのですね。ところが、宿泊所だということで、これは宿泊所

でなくても、それ以外のものでもそうなのですが、自治体によっては、これは一時的な施

設であるし、それから、この施行規則第４条というもので「居宅」の定義に入っていない、

養護老人ホームにも軽費老人ホームにも有料老人ホームにも入っていないので、それは認

めないというところがある一方で、福祉事務所が認めているところもあって、かなりあい

まいになってきているのですね。 

 現状としていろいろなところから話が出てきていて、実際にグループホームや有料老人

ホームなどに入れずにいる人たちが、要介護認定も受けて、しかも住所の設定もしていな

がら介護保険サービスを受けられないという状況は、ちょっとそのままにしておくには忍

びないというか、もう少し何か対策を考える必要があるのではなかろうかという問題意識

なのです。 

 ですから、今すぐ何とかしろとかそういうことを言っているのではなくて、まず、実態

把握みたいなところから始めていただいて、どういう検討をするかというのを少し詰めて

いただく方がいいのではないか、そのような問題意識なのです。 

 そこで、幾つか御質問させていただきたいのですが、この施行規則第４条で、「居宅」

というのは「養護老人ホームと軽費老人ホームと有料老人ホームにおける居室を含む」と

書いてありますが、ここに名前が載っていないものは、今のところはボーダーラインとい

うか、グレーゾーンというか、判断は個別の自治体がすることになっているという理解で

よろしいのでしょうか。 

 

○土生課長 そうですね。ここに書いてあるものは、もう制度的に介護保険法上は。 

 

○鈴木専門委員 ここまではオーケーなのですね。 

 

○土生課長 ええ。施設ではあるけれども、当然、それは「居宅」に当たりますよという

ことですね。ですから、これ以外のものが全部だめと言っているわけではなくて、当然、

お住まいの形態というのは多分いろいろな形があるわけでしょうから、そこは現実に「居

宅」と認められることであれば、別段、在宅サービスを提供することを禁止しているもの

ではないという解釈に立っているからこそ、保険者の個別の判断で認める場合はあり得る

ということになっているんだと思います。 
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○鈴木専門委員 その場合の個別の判断というのは、どういう基準というか、おわかりに

なればで構わないのですが、何をもって「居宅」と呼んでいるのですか。 

 

○土生課長 そこは、現にそこに居住実態があるかどうかというか、基本的には滞在の長

さとか、あるいはそこで暮らしている実態があるかとか、その辺は、多分住民票の判断基

準なんかも参考になるんだとは思いますけれども、そのようなことで、恐らく保険者とし

ては、基本的にそこに住民票を移してくださいということを指導しながら、一方で、介護

保険の方の認定といいますか判断もされているのではないかなと。ちょっとまだ情報が少

ない中で恐縮ですけれども、今のところはそういうふうに思っております。 

 

○古都課長 社会局的に言いますと、無料・低額の簡易住宅・宿泊所というのは、基本的

に生活困窮者対策なので、決して高齢者のみを対象にした施設ではない。恐らく老健局で

お決めになっている養護老人ホームとか軽費老人ホームとかは、基本的には高齢者専用の

施設であって、老人福祉法上に社会福祉施設という位置づけがあって、それが別建てにな

っている。この宿泊所その他の施設には、決して社会福祉施設を含むものではないので、

まずは別だと。 

 それから、社会福祉法のこの２つは、今言ったように、別に40代の方だっていらっしゃ

るし、例えば、いわゆる、鈴木先生御存じだと思いますけれども、寿町なんかの簡易宿泊

所街で言えば、そういう類似のものもありますし、山谷とかそういったところは、日雇い

をしながらずっと住んでおられる。でも、実態上は10年住み続けていたりという実態があ

るわけであります。ですので、本当にここで書かれている、困って、たまたま一時的に、

１か月間だけそこで仕事があるこらここを利用しているという人もかつてはいらっしゃっ

たと思うんです。そこで、横浜で仕事がなくなったら次は山谷に行こうとか、どこかへ行

こうという人たちもいらっしゃったわけです。本来は自分の家を持つ必要があるだろうと。

お金をためて、敷金、礼金をためて出て行ってもらうというのが昭和20年代にこういう仕

組みをつくった基本の考え方だと思うんです。たまたま今、実態上長くなって、かつ高齢

化して、昔いたところにはもう戻れないからという実態があるというのは、そのとおりだ

と思います。 

 そうなると、あとは、本来、人間だれしも住民基本台帳法で住所、住民登録をしていな

ければいかんのでしょうけれども、そこがうまくいっていないというところですから、介

護の施設というよりも、むしろそちらの方の、住民として扱うかどうかというのが基本で

はないですか。 

 

○鈴木専門委員 ただ、もう住所を移していて、住所設定をしていているにもかかわらず、

介護保険サービスが使えないというのも結構あるのですよ。 
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○古都課長 ですから、移して保険料を払っていたら、そこは市町村によく考えていただ

く話ではないかと思います。 

 

○鈴木専門委員 そうですね。はい、わかりました。 

 もう１つは、介護保険を使うかどうかという判断を、我々が聞くところによると、福祉

事務所がその判断をしていると。介護扶助を出すかどうかというところで彼らの判断があ

るのですけれども、それは、介護保険の法律上は、どちらがイニシアチブを取るべきもの

なのでしょうか。例えば、介護保険の要介護認定も受けて保険料も払っている。これは介

護扶助ですけれども、保険料を払っているという状態において、その人が介護保険サービ

スを使えるかどうかという判断を福祉事務所が行っているケースもどうもあるようなので

すが、それは本来どちらがやるべきものなのでしょうか。 

 

○土生課長 この実態をよく承知していなくて恐縮なんですが、制度的に言えば、介護保

険というのは利用者の選択ということでしょうけれども、ただ、実際、どうなんですかね、

そういう低所得者でいらっしゃる場合、福祉事務所でいろいろな相談、援助をやっている

わけですから、そういうケースは、あくまでも一環の中で社会的サービスとして介護保険

が使えるということであれば、そういうものをお勧めするといいますか、使ったらどうで

すかという話になることはあるのだろうと思います。 

 

○鈴木専門委員 これも実態を調べていただいた方がいいと思います。 

 

○土生課長 オール・オア・ナッシングで、どっちがよくて、どっちがだめということで

もないと。 

 

○鈴木専門委員 「使ったらどうですか」というのであれば問題ないですけれども、使わ

せないケースがあるというのは、ちょっと問題だと思うのですね。 

 

○古都課長 生活保護の観点で言うと、40～64歳までは福祉事務所が生活保護の費用でま

かないます。65歳を超えると、生活保護であれば、生活保護なんだけれども、市町村の介

護保険課なりに行って、この人、被保険者だからと、保険料は介護扶助で出しまして、あ

と、そこで認定もやってくださいということだと思います。それ以外は、多分、今振興課

長が言ったように、こういう社会福祉法に定める第２種社会福祉事業の施設を利用するか

どうかということであれば、福祉事務所のいわゆる社会福祉施設の担当部署か何かがかか

わっているのではないかという実務上の話ではないかと思います。制度上は、あくまでも、

介護保険に入っておれば介護保険の担当がやるのではないかと。ただ、介護保険の担当も

わからなければ、そもそも 初にアクセスしたのが福祉事務所であれば、そこから情報を
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聞くという実態の話が、何かちょっといろいろ簡素化されて伝わっているのではないかと

思います。 

 

○鈴木専門委員 本来は介護保険の方が担当しているべきところということですね。 

 

○古都課長 そのときに、介護保険課の職員が認定するとなれば、当然、介護保険課が直

接行くか、 近であれば、委託法人をつくっていますから、そこが行くか、そういう指示

を出すということだと思います。 

 

○鈴木専門委員 わかりました。それから、そもそもということで恐縮ですけれども、介

護保険の保険料を払っていて、介護保険の要介護認定を受けている人が、施設に関しては、

施設に入れないということについては基準があるのはわかるのですが、それ以外に、「居

宅」にまた基準があって、これは「居宅」に認められませんという、何か両方に基準があ

るというのは、そもそも介護保険上そういうことはあり得ることなのだろうかと。ちょっ

と変な質問ですけれども、つまり、どちらにしても、保険料さえ払っていれば、要介護認

定を受けていれば、介護保険サービスというのは利用できるというように我々思っていた

わけですが、施設に入れない、「居宅」の方も認められないという人は、どちらも利用で

きないですね。 

 

○土生課長 それは、認められないというよりも、在宅サービスですから、「居宅」でサ

ービスを受けますと。別に、その人の選択した、例えばかつて問題になった例では、ホテ

ルとか、そういう一時的な場所にある人たちを住まわせて、そこが本当は「居宅」でもな

いのに、「居宅」であるかのように装って余りよろしくないことをやっているようなケー

スも実はあるものですから、別にその人の選択で、どこでも好きな場所で在宅サービスが

受けられるということには、これはなっていないんですね。基本的には、「居宅」で在宅

サービスは受けていただく。通所の場合は別ですけれども。 

 ですから、例えばここの会議室で今日は受けたいとかいっても、それはできませんし、

やはりサービスを受ける場所に一定の「居宅」という制限がかかっているという制度です

から、そこは、どこが「居宅」か、あるいは住所かという場所の選択を実態に即してどう

やるかという議論ではないかと思います。 

 

○鈴木専門委員 今言われたように、余りよろしくない施設、「居宅」を装う施設という

のが、結構いろいろな場所にいろいろなものがありますよね。そういうものを、北海道だ

と、老人下宿とかいろいろありますけれども、ああいうものは、もう個別の自治体で判断

するしかないのですか。 
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○土生課長 そこは、私どものツールで言えば、有料老人ホームの規制というのがござい

ます。そこは、平成18年度に基準の見直しをやりまして、基本的には、従前は何人以上と

か、サービスの数とか、規制としては非常に狭い形になっていたものですから、そこを人

数規制を撤廃するとか、それから、少しでも居住者向けのサービスをやっていれば、それ

は有料老人ホームと考えるとかというような、言わば規制を広げまして、これは社会福祉

法と同じように、今度は老人福祉法に基づく届出ということが必要になります。ですから、

いわゆる高齢者を何かの形で、高齢者向けに何らかそういうケアを提供するというような

施設であれば、今は基本的には老人福祉法の規制がかかる仕組みになってきております。 

 ただ、先だって総務省からも勧告をいただいたんですけれども、まだまだ現実に届出を

出されていないホームあるいは施設があるのではないかということで、これは確かにある

ようでございますので、そこは勧告も踏まえまして、まずは届出を出していただくという

促進措置をやり、そこで余りよろしくないような実態がもしあれば、都道府県において御

指導いただくということを、老人福祉法の世界で言えば、まず喫緊の取組みとしてやって

いかなければいけないのだろうということでございます。 

 

○鈴木専門委員 これも実態把握みたいなことはされないのですか。有料老人ホームの届

出を出させるというのは１つなのですけれども、しかし、実態としましては、届出をして

いない施設も随分ありますので。 

 

○土生課長 ですから、実態というか、どこにそれに当たる施設があるかということです

から、これはもう、各自治体で全部調べていただくしかないわけで、それは、どの自治体

ということではなくて、全国的に各都道府県に、一番身近な自治体は当然市町村でござい

ますので、市町村とも連携を取って実態把握に努めて、届出が必要な施設についてはすべ

からく届出を出していただくということでやっておりますし、勧告も踏まえて、更にそう

いうことをやっていかなければいけないだろうと。 

 

○鈴木専門委員 そうですね。どういう形になるかわかりませんが、是非、実態把握をし

ていただければと思います。 

 

○土生課長 それは先ほどの 初の問題意識をお伺いしながらも、結構重なっている部分

があるのではないかとも感じました。 

 

○古都課長 ただ、その自宅がアパートというものがあって、たまたま高専賃とかですね。 

 

○鈴木専門委員 近は高専賃が多いですね。 
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○古都課長 高優賃とか、それから有料老人ホームとかいろいろな類型がございます。今

の規制は、有料老人ホーム10人を１人以上にしたものですから、一応全部網がかかる判断

にはなっています。ただ、今まで９人でやっておられたところとか、５人ぐらいをＮＰＯ

的に善意でやっていたようなところもあって、そこは浸透させていくということです。た

だ、それはそういう努力で、何らかのお世話をすれば届出をしてくださいよということで、

かなり振興課の方で力を入れて県を通じてやっているので、そこはいけるんですが、もし

先生が言われる、そこにも当てはまらない、ただ単に入れてやるぞというゾーンをどう見

つけるかというのは、なかなかこちらからだけでは無理なのではないかという気がちょっ

とするものですから、それは今度、要するに住宅の人がどう住まっているのかを、これは

どんどん発見が難しくなるので、それはなかなか制度的にすぱっとはいかないのではない

かなと思います。 

 

○鈴木専門委員 まずは、デフォルトでもう「居宅」は全部介護保険で出してしまうとい

うようなことは考えられないのですか。それで後から取り締まるというような。不適切・

不適正の事後規制や何か。 

 

○土生課長 それは、別にどの場所でもいいということになると、さっき申し上げたよう

に、劣悪な環境に高齢者が入って、そこで一応サービスが受けられるというところまです

るのがいいかどうかという。 

 

○鈴木専門委員 もっと事態を悪化させる可能性があるということですか。 

 

○土生課長 私どもとしては、やはり施設は有料老人ホームの規制を広げることによって、

勿論今、保護課長が申し上げたように、本当の住所だけだと、なかなか老人福祉法上も引

っかからないという 後のなかなか越えられない一線はあるんですけれども、しかし、そ

こまで行く前にまだまだやるべきことがありますので、老人福祉法の有料老人ホームの規

制で対応すると。 

 一方、「居宅」については、そこを全部広げてしまうと、逆に、ケアはないけれども、

単に高齢者が入れば、そこでどんな形でも介護サービスが受けられるというところまです

るのがいいかどうかは、ちょっとそこは、私は正直、慎重であってもいいのではないかと

思っております。 

 

○鈴木専門委員 わかりました。ありがとうございます。 

 

○白石主査 今、関連してお答えいただいた（１）から（６）までについては是非、実態

把握をしていただきたいということで、これは共通のお願いでございます。 
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 （７）のところで、生活保護受給者の優先受け入れ等のあたりから、また御説明いただ

くということでよろしいですか。お願いします。 

 

○土生課長 はい。ちょっとその前に１つ、（５）のところで、これは、第１種社会福祉

事業の方は、そもそも施設の趣旨が違いまして、答えとしては、個々の事例に応じてとい

うことで書いてしまったんですけれども、質問の方に「例外なく」と書かれていたもので

すから、私どもも文書では慎重にならざるを得なかったものですから、そこまでどうかと

いう趣旨で書いていますが、基本的には、こちらの方は、原則としては「居宅」に該当す

るということなんだろうという補足をして、説明させていただきます。 

 それから、（７）でございますけれども、特別養護老人ホーム等も、現在、介護保険の

仕組みということで今は位置づけられているということでございまして、保険者の判断と

して、あるいは施設の判断としては、介護の必要度、それから家族の状況ということで、

言わば優先的な受け入れの判断の要素としては、その２点を現時点ではお示ししていると

いうことでございます。生計困難者というのは、別途の観点から何らかの対応があるとい

うことはあり得るにしても、ちょっとこの介護保険施設の優先受け入れというようなこと

にはなっていないということでございます。 

 

○白石主査 それは、やはり優先受け入れを考える以前に、入ること自体が大変というこ

とですよね。もう既に余裕がないというような実態。 

 

○古都課長 あとは、特養が、介護保険になったときに、皆さんどっと申し込まれたんで

すよ。ある意味、元気なうちから。それで複数申し込まれるし。自由だから。そうすると、

要介護度が高くて生活に困っている人、措置施設の段階では、福祉事務所が一応御訪問し

て、要介護５で、老老夫婦でもう無理だろう、こっちを先に入れなければいけないねとい

うような判断をしていたと思うんですが、介護保険になって契約になったということで、

当初は皆さん自由に申し込みをされる状態で待機者がたくさんいらっしゃる。でも、実態

は、１人で３カ所も４カ所もということではないでしょうかということは言われておりま

した。 

 そのときに、やはり本当に入らなければいけない人が入れないではないかという公平論

がそのとき起こりまして、そこで、施設側で、待機している人について要介護度の状態と

かで判断して、重い人から入れましょう、こういうシステムになっているのが現在です。

それで、やはり困窮かどうかよりも要介護度がどうかということがまずは優先されている。 

 それから、本当に困窮しているのであれば、これは自治体が措置をして入れるというス

タイルになるでしょうから。 

 

○鈴木専門委員 その場合は、養護老人ホームですか。 
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○古都課長 いえいえ、特養でも措置できないことはないんです。急迫の場合は。家で倒

れて亡くなりそうだということはあるんですが、ただ、入ったら切り替えなければいけな

い。ただ、それとても、やはり要介護度が相当高い状態と想定されますので、今のルール

で、優先という意味は、要介護状態とか、介護ができるかというところで判断していると

御理解いただいたらいいのではないかと思います。 

 後段は、先ほど申し上げたとおりで、基本的には、住所をきちんと置いていただければ、

私どもサービスで出すようにするというのが基本の考え方でありますので、制度的にはそ

ういう対応は可能だと思っております。 

 

○白石主査 では、次に行ってよろしいですか。 

 （８）ですけれども、先ほどの「居宅」かどうかについて、国の統一基準、ガイドライ

ンを定めることについて、今、そのおつもりはないということですが、実態調査等を踏ま

えた上で、今後これについても再度御回答いただけるということでしょうか。 

 

○土生課長 そこは、先ほど申し上げましたように、まず、実態を把握するということだ

と思いますし、なかなか一律の調査でわかるような話でもないと思いますので、まずは、

そこの把握をどういう形でやるかということをやらせていただいて、その上で更に御議論

いただくということかなと思っております。 

 

○白石主査 急かすようで申し訳ありませんが、大体実態調査というのはいつぐらいにな

るのでしょうか。 

 

○土生課長 それは範囲とか規模にもよりますけれども、１～２の自治体について、全体

のスケジュール感もあるかと思いますが、まずやってみるということだと思います。ただ、

何らかの対応をするということになれば、そういうケーススタディを踏まえて、更にほか

の自治体にも聴くということだと思いますので。 

 

○鈴木専門委員 そういう調査をしていただいて、どこか報告する部会というのはあるの

でしょうか。給付費部会。このあたりは特にないですか。 

 

○土生課長 特に報酬改定でどうという話ではありませんので、余り審議会等、勿論何を

やるかということにもよりますけれども、調査をやること事態は特段、役所でできること

だろうと思います。むしろ、自治体とか施設の御協力をいただくというところが大事なの

かなと思います。 
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○白石主査 そこを是非よろしくお願いします。調査の情報公開と併せてお願いしたいと

思います。 

 （９）の保護受給者のところですが、ここもちょっと御説明いただいてよろしゅうござ

いますか。 

 

○古都課長 御質問は、生活保護受給者に「ユニット型個室」等の利用を認めないのは、

多床室の利用に比べて、保護費で対応しなければならない負担が高いと理解していいのか。

それから、居住費の全額を保護費で賄わなければならないため、個室利用が認められない

と考えていいか、こういうことでありますが、基本的に、ユニット型個室というものの普

及率がまだ非常に低くて、特養の場合でも全国平均で14～15％だと思います。それで、私

ども、例えばケア上必要であって、いろいろ課題もあるので個室でなければいかんという

場合は、どうぞ施設の判断で入れてくださいと。ただ、それはケア上の問題ですから、当

然、費用支払いにはならないですよね、こう申し上げております。 

 ユニット型個室が７割も８割も普及して、それが基本だということであれば、それは当

然そういうトレンドに合わすということでしょうが、現時点では、一般世帯でもなかなか

ユニットそのものに入れない中では、十分慎重に考える必要があるのではないかと思って

います。 

 でありまして、私ども、ユニット型個室を使ってはいけないと言っているわけではなく

て、まだ普及率が15％の段階では、利用する場合は、ある程度限定されざるを得ないので

はないでしょうか。今申し上げた、ケア上必要だとか、ユニット型個室であろうと多床室

であろうと負担は均一ですよというようなことをやっておられる施設であれば、それはも

うどこを取っても皆さん同じでありますから、それについて我々がだめと言う理由はあり

ません。負担のこと、それからまだまだ普及が進んでいないこと等を総合的に勘案して、

現時点は、一定の条件にはまった場合は御利用を認めますけれども、基本的にはまだ普及

を待つ段階ということではないかと思います。 

 

○鈴木専門委員 大変よくわかるのですが、我々がこれを書いた問題意識は、むしろこれ

から先の話でありまして、今は、マクロ的には確かに普及率は余り高くないですが、地域

によってはかなり進んでいて、半分ぐらいがもうユニットケアになっているというような、

北海道などに行くとそういうところもあるのですね。今後の話として、ここは何か考えて

いらっしゃるのかというのをちょっとお聞きしたかったのです。 

 

○古都課長 それはマクロですね。 

 

○鈴木専門委員 どんどん建て替えるともうユニットケアになっていきますよね。施設整

備費のインセンティブが入りますので。 
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○古都課長 そうですか。だから、徐々に普及していって、その暁にはと。私どもの現在

の運用は、当面の運用と考えていますので。 

 

○鈴木専門委員 当面の運用ということで。だから、そうなってきたときに、やはり生活

保護の受給者がいるときに、実際問題として、ホテルコストを負担しないので入れないと

いう問題は、そのときに考えるというようなことですか。 

 

○古都課長 そうですね。現在でも、通常６万円相当をユニットで入るときに払われる方

と全額負担がない方があって、ユニット型個室が少ない場合に、公費負担をされている

方々が、まず一般の方よりも早く入るという、勿論、生活保護受給者も保険料を納めてい

るには違いないんですけれども、居住費は保険料負担ではないわけですから、そこら辺は

ある程度、社会での普及を配慮する必要があるのではないかと思っています。そこはちょ

っと御理解いただきたいと思います。 

 

○鈴木専門委員 そうですね。でも、これは現在の問題というよりも、将来的にこういう

ことが、だんだんユニットケア化になってきたら問題だということです。 

 

○古都課長 ですから、我々の問題というよりも、ユニット型個室が普及するかどうかと

いう話だと思っていまして、それが、生活保護の方がいらっしゃるからという議論にはな

らないのではないかと思っております。 

 

○鈴木専門委員 わかりました。 

 

○白石主査 御質問事項についてはここまでということで、よろしいですか。 

 では、３か年のフォローアップに入らせていただきたいと思います。ここも簡単に御説

明からよろしゅうございますか。 

 

○土生課長 はい。⑤～⑧のａまで私のところでございますので。 

 ケアマネジャーの報酬の見直しでございますけれども、そこに書いてあるとおり、これ

は専門の介護給付費分科会というものがございまして、いろいろな経営実態調査の結果な

んかもお示ししながら、今、御議論いただいている 中ということでございます。当然、

保険料支払い側のいろいろな御意見というものもあるわけでございますけれども、ケアマ

ネジャーにつきましては、実態調査でも収支差がマイナス17％ということで非常に厳しい

状況になってきておりますので、いずれにしても何らかの対応というのは当然しなくては

いけないだろうということを事務局としても思っておりますが、正式には審議会で御議論
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いただくということでございます。 

 それから、⑥につきましても、介護予防の通所介護、介護予防の通所リハビリに関する

報酬の見直しということでございまして、３年間やってきた実績の資料なんかもお示しし

ながら、次期３年間をどうするのかということは、まさに同じ給付費分科会で御議論いた

だいているということでございます。 

 それから、⑦のサービス提供責任者の配置基準につきましても、これは私どもの分科会

のワーキングチームでも、一定の規制緩和が必要ではないかといったような御指摘もいた

だいております。これも同じように、人員配置基準を変えるということになりますと、こ

の分科会の諮問答申が必要だということになっておりますので、先日、一定程度緩和して

はどうかというような事務局からの説明もさせていただいたところでございまして、平成

21年４月に報酬改定と合わせて何らか実施できるよう、精力的に御議論いただいていると

いうことでございます。 

 ⑧のａでございますが、介護職員基礎研修の講義内容の妥当性ということでございます

けれども、介護福祉法の改正がございまして、実務経験者にも一定の養成課程を取ってい

ただくということで、600時間の養成課程が加わったところでございまして、言わばそれ

との整合性という観点もございまして、更に講義内容の妥当性について検証した上で、介

護福祉法の施行に合わせてきちんとした研修制度が実施できるように検討しているところ

でございます。 

 私からは以上でございます。 

 

○白石主査 ちょっと前後してしまって恐縮なのですが、600時間の養成課程のところで、

実務経験者は600時間の養成課程をしなければいけない。その実務経験に応じて変わって

くるのではなくて、一律に600時間ということですか。 

 

○土生課長 そこは、ちょっと局は社会局の方ですが、実務経験３年で、今、国家資格を

受けるということになっていますが、やはり一定の教育を課して質を担保するということ

で。 

 

○白石主査 それは、福祉人材確保対策室、今日ご欠席の徳永さんのところの話ですね。 

 

○土生課長 そうです。その３年と、プラス600時間の養成課程を課すという制度になっ

たということでございます。 

 

○白石主査 そこは徳永さんに伺った方がいいですよね。なぜ600時間なのかとかそうい

うことは。 

 鈴木先生、ほかに何かございますか。 
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○鈴木専門委員 もうこれで結構です。よくわかりましたので。ありがとうございます。 

 

○白石主査 わかりました。お忙しい中、どうもありがとうございました。 

 
以上 


