
景気・雇用対策が喫緊の課題

川合 明けましておめでとうございます。菅直人
改造内閣が平成22年9 月17日に発足し、厚生労働
副大臣であった細川氏が大臣に就任されました。
改めて就任の抱負と、現在の心境をお聞かせくだ
さい。
また、今年の抱負をお願いいたします。
細川 予想外の厚生労働大臣拝命で、厚生労働行
政の幅広さ、奥行きの広さを前にして、就任時は
文字通り身の引き締まる思いでした。そして、現
在もその実感は変わりません。国民の生活にとっ
て、もっとも身近であり、また、予算額も省庁の
中でもっとも多い役所でもあり、その責任の重さ
を痛感しております。今年は、皆様にとって関心
の深い医療制度と介護制度について、それぞれ制
度変更を含む法案を提出する予定でもありますの
で、利用者の立場に立った改革ができますよう、
しっかりと取り組んで参る所存です。
川合 前の質問に関連してくるかと思いますが、

地域で自らの希望に応じて介護を受ける体制をつ
くることが重要であると考えています。
また、今後の一層の高齢化に対応するため、介
護職員の処遇改善に努め、介護人材の確保を進め
る必要があり、これまで積極的に介護職員の処遇
改善・人材確保策に取り組んできています。引き
続き職場環境の改善等に取り組むとともに、介護
職員処遇改善交付金が終了する平成24年度以降も、
どのように処遇改善を進めていくか検討して参り
たいと考えています。
このような取り組みを通じて、①介護サービス、
②訪問診療や訪問介護などの医療的ケア、③新た
な公共の観点である、見守り・配食・緊急時対応
といった生活支援サービス、④住まいの確保――
を含めた多様なサービスを包括して提供する地域
包括ケアシステムを構築して参りたいと考えてい
ます。
今後とも給付費の増大が見込まれるなか、将来
にわたって介護に必要な費用をどのように賄って
いくか、保険料や公費などによる財源の確保につ
いて、国民的な議論が必要であると考えています。
また、介護保険制度見直しに向けて議論が行わ
れていた社会保障審議会介護保険部会からは、昨
年11月に答申をいただいたことから、この内容
も踏まえながら、法改正の内容について早急に検
討を進めて参りたいと思います。
川合 厚生労働省・平成21年度老人保健健康増
進等事業「地域包括ケア研究会報告書」では、基
本認識として、地域包括ケアシステムについて
「さまざまな生活支援サービスが日常生活圏域で
適切に提供できるような地域での体制」と定義し、

「概ね30分以内に必要なサービスが提供される圏
域（中学校区）」を基本とする、としています。
また、「サービスの在り方」のなかでは、「介護
保険施設は在宅復帰支援（リハビリテーション）、
認知症対応、医療ニーズへの対応等の機能を重点
化することが必要」と提言しています。
この構想に大いに期待するとともに、これこそ
が介護老人保健施設であり、今後、間違いなく介
護老人保健施設がその拠点になると考えますが、
いかがでしょうか。
細川 介護老人保健施設は、看護・医学的管理の
もとにおいて、リハビリテーションなどにより在
宅復帰支援を行う施設であるとともに、通所リハ
ビリテーションなどの居宅介護サービスを提供し、
在宅生活を継続させる機能を有しています。
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現在、大臣として一番に取り組みたいとお考えの
課題は何でしょうか。
細川 一番とおっしゃられると答えるのは大変難
しく、どの分野も非常に大切であると考えており
ます。ただ、強いて言うならば、現在、景気・雇
用が喫緊の課題となっており、総理もとりわけ雇
用問題の解決を重視していることでもありますの
で、雇用の創出と景気の底上げにつながる施策を、
10月の所信表明の際も冒頭で取り上げました。も
ちろん、そのなかには成長の重点分野として医
療・介護従事者に対する手立ても含まれています。
川合 急速な高齢化の進展によって、10年前に発
足した介護保険制度はさまざまな見直しを求めら
れています。
こうした制度の見直しや高齢者施策の方向性な
ど、今後取り組んでいかれるポイントは何でしょ
うか。
細川 今後、認知症や一人暮らしの高齢者などの
介護を必要とする高齢者が急増するなかで、施設
介護と居宅介護をバランスよく整備して、高齢者
ができる限り住み慣れた地域で生活できるよう、
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現在、介護保険制度においては、高齢者の自立
した在宅生活を支援するため「地域包括ケアシス
テム」の構築をめざしており、介護老人保健施設
は、そのなかで重要な役割を担うべきものである
と認識しています。

介護・医療の一体的
改革に向けて検討

川合 平成24年度には介護報酬と診療報酬の同
時改定があります。ここでのポイントと、介護と
医療の連携についてどのような取り組みを進めて
いくべきか、お考えをお聞かせください。
細川 これからの高齢社会を見据えたときに、高
齢者が住み慣れた地域で自らの希望に応じて介護
を受ける体制をつくることが重要です。そのため

には、各人が予防に積極的に取り組むとともに、
介護サービス、医療サービス、生活支援サービス、
高齢者用住まいの確保を含めた多様なサービスを
包括して提供する「地域包括ケアシステム」の構
築を進める必要があります。
こうした「地域包括ケアシステム」を実現する
ためには、特に「訪問看護リハビリテーション」
などの在宅における医療サービスの拡充や在宅サ
ービスを支える多職種間の連携強化などが肝要で
あると考えています。
平成24年度の介護報酬・診療報酬同時改定に
おいて、利用者がその心身状態に合った最適なサ
ービスを受けられるよう、介護と医療の役割分担
と連携を強化し、介護・医療の一体的な改革に向
けて検討を進めて参りたいと考えています。
川合 細川大臣は、長年労働問題に取り組まれ、
副大臣在任中は労働関係を担当され、政府の緊急
雇用対策本部内に設置された「緊急雇用創造チー
ム」のリーダーにも就任されておられました。
そこで大臣は、「介護」という仕事について、ど
のような印象・考えをお持ちでしょうか。また、
介護労働者の人材確保のためには、何が一番必要
とお考えですか。
細川 高齢化が進展し、国民の誰もが介護に直面
する時代になっているなか、要介護者等が尊厳を
保持し、自立した日常生活を営んでいくためには、
介護職の力は絶対に必要です。
介護職員になった理由として、「働きがいのある
仕事である」、「人や社会の役に立ちたい」など、
やりがいがあることを挙げられている方が多く、
大変敬意を持っています。

今後、高齢化が一層進展し、介護を必要とする
高齢者の増加が見込まれるなかで、介護分野での
人材確保を図っていくことが必要であると考えて
います。
これまでも、平成21年度の介護報酬プラス

3.0％改定や介護職員処遇改善交付金の創設等を
実施してきましたが、長期的に介護職員の確保・
定着を図るためには、賃金引き上げだけでなく、
事業者によって能力・資格・経験に応じた処遇が
適切に行われることが重要であると考えています。
平成21年10月から、介護職員処遇改善交付金に
キャリアパスに関する要件を導入したこともあり、
今後も、介護保険部会で行われた議論も踏まえな
がら、どのような処遇改善を進めていくのか検討

していきます。
川合 多様なニーズに多機能のサービスで対応す
る介護老人保健施設に対する期待をお聞かせくだ
さい。
細川 介護老人保健施設は、在宅復帰支援および
在宅生活を継続させるための支援という両面の役
割を担い、地域の多様なニーズに応えるものであ
り、「地域包括ケアシステム」を構築する上で重要
な役割を果たすべきものと期待しています。
川合 後期高齢者医療制度を廃止し、新しい医療
制度に移行しようとしています。その間に高齢者
の保険料などの負担が増えないように暫定的な措
置がとられています。また、基礎年金の国庫負担
を2 分の1 に引き上げました。いずれも今後の財
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源の確保が大きな課題となっています。
この見通しはいかがでしょうか。
細川 現行の保険料の軽減措置については、高齢
者の方々に混乱や不安を生じさせないよう、後期
高齢者医療制度廃止までの間、継続することとし、
来年度については、昨年11月に成立した補正予
算に所要額として2,800億円を手当てしたところ
です。
また、新制度への移行に当たっても、保険料の
負担が大幅に増えることのないように取り組んで
参ります。
基礎年金国庫負担割合「2 分の1 」の維持につ
いては、年金制度の持続可能性を確保するために、
必要不可欠なものと考えています。
それに、国民年金法には、平成23年度以降で
安定財源が確保されるまでの間も国庫が「2分の
1 」を負担するよう「臨時の法制上及び財政上の
措置を講ずる」ことを求める規定が設けられてい
ます。
一方、財政当局からは、財源の面で厳しいとの
指摘があり、本当にいろいろなレベルでの調整を
重ねました。年金制度は、国民からの信頼があっ
て初めて成り立つ仕組みです。将来に向けて、安
定的な財源の裏打ちが必要であり、政府全体の課
題として、取り組んでいかなければならないと考
えています。

ポジティブ・ウェルフェアを提唱

川合 今後の社会保障制度の将来像として、「少子
高齢社会の日本モデル」の検討を進めていくこと

や介護期間の長期化など、介護ニーズはますます
増大していますが、その一方で介護人材の不足が
問題として挙げられているなか、この現状を補う
一手段として、科学技術の応用、すなわちロボッ
トの効果的利用が考えられます。
一方で、介護ロボットの開発現場においては、
①対人安全技術や基準を整備すること、②実証試
験のための適切な機関がないこと、③介護現場の
ニーズをくみ取ることができないこと――などが
課題とされ、医療・介護現場で使用できる段階に
至っていないのが現状です。
こうした現状を早急に改善すべく、厚生労働省
と経済産業省が連携し、安全性の高い生活支援ロ
ボット等の研究開発・実用化支援に取り組むこと
とし、厚生労働省においては、福祉用具や介護ロ
ボット等の開発現場と介護現場とのニーズのマッ
チングに取り組むことにしました。これにより新
成長戦略に掲げる、安全性が高く優れた日本発の
革新的な医療・介護技術の研究開発を推進し、も
のづくり技術を活用した高齢者用パーソナルモビ
リティ、医療・介護ロボット等の研究開発・実用
化を推進して参りたいと考えています。
また、高齢者ケアの質の向上や介護人材を幅広
く養成していくことについては、「今後の介護人
材養成のあり方に関する検討会」において、介護
職の資質の向上と量的な確保が両立されるよう、
介護福祉士の養成のあり方、介護職員全体のキャ
リアラダーの構築についてご議論いただきました。
さらに、内閣府に設置された「実践キャリア・
アップ戦略推進チーム」において、実践的な職業
能力育成（キャリア・アップ）の構築をめざした

「キャリア段位」制度（日本版NVQ）の検討も進
められています。
一方、今後の医療的ケアのニーズの増大を見据
え、介護職員によるたん吸引等の医療的ケアのあ
り方について、「介護職員等によるたんの吸引等実
施のための制度の在り方に関する検討会」におい
てご議論いただいているところです。
今後、これらのご議論を踏まえ、ケアの質の向
上や幅広い人材養成に取り組んで参りたいと考え
ております。
川合 本日はお忙しいところ機関誌『老健』にご
登場いただき、本当にありがとうございます。細
川大臣のご活躍を心より期待しています。
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とされていて、『厚生労働白書』にもそれが記され
ています。
この具体的内容はどのようなものでしょうか。
細川 国民が安心して暮らせる社会保障制度を構
築することは、きわめて重要な課題であり、これ
までの「消費型・保護型社会保障」を転換し、
「機会の平等」の保障のみならず、広く国民全体
の可能性を引き出す参加型社会保障（ポジティ
ブ・ウェルフェア）の構築をめざし、以下の 4 つ
の目的が達成できるよう、重要な施策を推進した
いと考えています。
・「いきいきと働く（労働に参加する）」
・「地域で暮らし続ける（地域に参加する）」
・「格差・貧困を少なくする（機会の平等を実
現し、社会に参加する）」

・「質の高いサービスを利用する（健康な暮ら
しに参加する）」

一方、菅総理のもとに「政府・与党社会保障改
革検討本部」が設置され、社会保障の全体像をめ
ぐる議論がなされているところです。社会保障と
これに密接にかかわる雇用を所管する厚生労働大
臣として、今後とも将来の社会保障のあるべき姿
について積極的に議論していきたいと考えていま
す。
川合 平成22年6 月に策定した「新成長戦略」で
は、医薬品・医療機器の産業育成を盛り込んでい
ます。地域包括ケアシステムの拡充とともに、高
齢者ケアの質の向上、介護人材を幅広く養成して
いくことなども、成長戦略の一翼を担うといえる
のではないでしょうか。いかがお考えでしょうか。
細川 高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加


