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はじめに 

一 福祉という概念は必ずしも自明のものではない1。従来日本の社会福祉法制においては、個別法ごとに

当該サービスの基本理念や立法目的を明示したり、規制の対象となる社会福祉事業の範囲を明確にするた

め、事業内容ごとにサービスの類別または施設の種類を明記してきた。こうした個々の例を除けば、児童

福祉、障害者福祉や老人福祉とは何かについて、明確な定義はおかれてこなかった2。これら一定の社会階

層の生活に対する保護を目的とする立法は、基本的に、要保障者それぞれの具体的属性を特定し、それに

対する保護や援護の必要性という形で適用対象の範囲を定義するにとどまる。それを象徴するのは、要保

障者のおかれた権利状態が時々の社会問題と認識されたうえで、要保障状態に陥る原因に即してその除去

または軽減にふさわしい充足方法として、所得保障（年金）、医療や福祉サービス給付などの対策が個別に

講じられてきたということである3。さしあたっては、利用者の心身機能の未熟や低下状態を除去・軽減す

るために、必要かつ適切な「保健医療サービスおよび福祉サービスに係る給付」、「障害福祉サービスにか

かる給付、地域生活支援事業その他の支援」または「最も適切な支援を綜合的に受けられる」ことを4、権

利保障の方法として積極的に位置づけることができる。各々の要保障者の権利保障の実現にあたり、福祉

関連諸法をはじめ、各種福祉施策の展開の中で給付体制の仕組みが具体的に適用されることを、本論文で

は、福祉利用とよぶこととしたい。そうすると、適切な福祉利用の確保とは、最も望ましい福祉の状態を

達するための手段として、どのような制度的仕組みを講じかつ適用することを意味するのかということに

なる。 

そもそも、人が心身機能の未熟や低下状態を除去あるいは軽減することにより、自立した日常生活を営

み、他者と同様に身近な地域社会に参加する機会を得ることができるということは、個人の年齢・障害ま

たは疾病にかかわらず、人間としての共通の基本的要求である。一人一人の抱える社会的困難・不利益に

着目し、そこから生じる生活障害の諸要因に適切に対応できるような権利保障の方法や制度が用意されな

ければならない。もちろん、乳幼児、成人の障害と加齢に伴う障害とは相対的に区別しうる。個別立法に

おいては個別的配慮・支援よりも集団別の画一的な対応を優先する発想が存する5。もっとも、子ども、高

齢者6や障害者にはそれぞれの特性があり、それぞれ特徴のある要保障状態に着目して、それにあった適切

な措置や支援を講ずることで、よりよき権利保障につながるものと考えられる。そのうちの老齢にともな
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う心身機能の低下に起因する介護などの問題は、生涯においていつか誰でも向き合わなければならない。

高齢者の日常的生活能力の低下は、地域生活への積極的参加を遠ざける原因であり、同時にまた、その多

くは長期的かつ不可逆的な過程である。そのため、高齢者福祉の特徴は、心身機能の回復や向上というよ

りも、むしろ現状維持や悪化防止に重点がおかれることにある。このように、人間としての普遍的な人権

保障というのも一義的なものではない。それぞれの特性を有する個人を視野に入れて、望ましい福祉状態

の実現のあり方について実証的考察を行い、あらためて制度の構成の正当性を問うことが、本論文の基本

的目的である。 

二 日本では、一九八〇年代の社会保障再編期において、福祉事務の団体委任事務化とともに、国の福

祉等費用負担の漸進的削減が行われ、財政負担軽減のための福祉抑制および福祉施設の最低基準の緩和と

いう現象が現れ始めた7。九〇年代半ば以降になると、社会保障システムの全体的見直しとしてのいわゆる

社会保障「構造改革」が始まり、この分野においては、公的供給体制の見直しと民間参入の容認を含む福

祉供給主体の複数化とともに、「利用者の選択」や「利用者本位の仕組みの重視」が強調されて、利用者と

サービス提供者との契約関係への移行が目指されるようになる。そしてこれにもとづき、福祉利用の法律

関係につき、いわゆる「措置利用から契約利用へ8」と移行させる制度改革がすすめられてきた9。近年の制

度改正の動きに関しては、「措置利用から契約利用へ」という説明の仕方が妥当か否か、またこれをいかに

評価するか、という問題はさておき、すでに顕著となっているのは、福祉分野全般にわたって事務実施主

体と法律関係の変更がみられる10。他方、様々な分野に及んでいる制度改革は、その内容が多岐にわたると

ともに、相互に一定の関連性を有する。そのなかで、介護保険法によりはじめて制度化された仕組みが存

する。すなわち、介護サービスの提供に関して、営利・非営利の別を問わずに供給主体を複数化し、より

多様で効率的なサービス供給を目指しながら、他方で、要介護者の該当性とその要介護状態の区分に係る

市町村の認定を受けることを前提に（同法十九条）、介護内容の具体的形成について、介護支援専門員の援

助による介護サービス計画の作成（八条二三項）および指定居宅サービス事業者の自己選定（四一条三項）

といった契約手法を用いることにより、利用者の選択権行使や自己決定の実現を図る、という仕組みであ

る。このような制度設計は、社会福祉基礎構造改革を通じて、社会福祉の各分野に浸透しつつあるといえ

る。これと並んで、権力的形式たる受給資格認定11と利用契約12の組合せにより福祉利用関係の内容を具体

化していくという仕組みは、その後、障害者支援制度や子ども・子育て支援制度に導入されて、現行社会
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福祉制度の横断的な仕組みとなっている。こうした経緯をみれば、高齢者福祉に限られない社会福祉全分

野の制度転換や将来の社会福祉制度のあり方を考察するにあたっては、介護保険制度で用いられた法的仕

組みの分析が一つの手がかりとなるものと考えられる。 

三 新しいあり方は、利用者個人の選好を反映できるよう、このような利用手続の契約化をすすめること

により、従前の措置制度上の申請または受給権をめぐる権利性の問題は緩和されたといわれる。この点は

一歩前進の側面があるとはいえるものの、なお検討すべき課題は別に存在する。まず、「措置利用から契約

利用へ」とは、単に利用関係の確定に係る行為形式の変化を意味するのみではなく、介護サービス利用の

実施過程において、介護サービス利用契約は具体的な利用関係の確定にいたるまでの過程の一部分にすぎ

ないのではないかという点である。また、このような変化に対しては、従来行政により行われてきた事務

がいかなる法主体により担われるようになったか、利用者、サービス提供事業者と行政との間の三者間の

法律関係はどのように変化しているか、これらをあらためて考える必要がある。とりわけ、福祉サービス

の利用に関して、当事者間の「対等な緊張関係」に関心が寄せられているものの、契約手法の導入による

私的契約関係への回帰は、権利保障や法治主義にもとづく公共的制約という観点から逸脱する可能性があ

るからである13。 

そしてここにおいて、「措置利用から契約利用へ」の再編に対応する権利保障の仕組みの再構築の可能性

もうかがえる。介護サービスの利用過程を時系列的にみれば、異なる機能を果たす他の行為形式が存する。

従来の、一方的かつ最終的決定をひとつの区切りとしてサービスの利用を包括的に規律する措置制度と異

なり、介護保険制度においては、その利用過程をいくつの段階に区分しながら14、段階ごとの目的に応じた

行為形式が複数用いられている。すなわち、介護サービスの利用にあたり、利用者の受給資格の認定と利

用契約等による介護サービス内容の具体的形成とに大きく二分され、それぞれに法的効果が与えられ、そ

して、後の行為が前の行為の成立に依存し、前後両段階の連続により介護利用の過程が成立していること

である（以下、単に権利実現過程の分節化あるいは分節的構成という15）。またここには、さらに二つの現

象をとらえることができる。その一つは、介護サービスの利用関係の確定にあたって、複数の行為の介在

によっていくつかの段階に分節され、また、それとともに段階ごとに形成される法律関係が時系列的に垂

直的に分断されるという現象である（以下、単に利用関係の分節的構成という）。そのなかでも、要介護認

定と介護契約の結合という仕組みを用いるという点には、適切な介護給付の確保のための機能的分担の存
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在が推察される。そこには、福祉に係る専門性と利用者の主体性16尊重の両立という問題を調和的に解決し

ようとする意図をみてとることができる。また、もう一つの現象は、福祉の専門性の確保のために、高度

の専門技術的判断がもっぱら措置の実施機関により行われるという状態があらためられ、動態的利用過程

に設けられた数段階の専門家の参加に委ねられたことである（以下、単に専門性確保手法の分節化という）。

上記の諸現象のいずれも、「措置利用から契約利用へ」という変化と表裏一体の関係にあると考えられる。

この分野の問題整理にあたり、複数の行政手法の運用とそれによる権利構造の変化をいかに体系的に把握

するかが肝要であると思われる。また、こうした構造変化に伴い、これまで措置決定に統合されてきた利

用者―サービス提供事業者―国・地方公共団体の三者間の法律関係が、時系列的に整序された複数の両極

的法律関係に分断され、また、それとともに三者間の法的地位が相対化するがゆえに、権利保障をめぐる

紛争の現れ方にも質的変化が生じてくるものと考えられる。そこで、種々の理論的問題が生じる。 

四 近時の制度改正に関しては、様々な角度から分析の試みがいくつかある17。本論文は、介護保険制度を

検討素材に、介護サービスの利用構造を把握したうえで、新たな利用形態の意義を検証し、その法的統制

に係る諸問題とその解決のための方向を明らかにしようとするものである。ここでは、利用形態の転換に

より介護利用の権利実現過程に生ずる分節化現象を主な検討対象にすることとしたい。介護保険制度の利

用形態に関して、これまでの分析は個別の法形式をとりあげて考察する傾向があり、包括的にとらえるも

のではない。したがって、以下では、介護保険法に予定された要介護等認定と介護契約の両法形式の相互

補完現象を一体にとらえることで、両者間の関連性および機能的分担を明らかにする点に重点をおく。ま

ず、前記の複合的手法が実際にどのように運用されているか、さらに、介護利用手続の契約化により要介

護者の選択権行使がどのように実現されているか、といった問題を検証する前提として、サービス利用構

造の分析作業を行う。同時に、新たな利用形態により従来の福祉利用における権利阻害的要因がどこまで

克服されたか、また、新たな制度の導入によりどのような法的問題が新たに生じるか、などの問題を把握

するために、介護サービス利用そのものの本質に立ち返り、利用過程の構造転換とその法的意義を検討す

る。次に、介護契約を支える行政過程における行政法的仕組みの介在について、かかる理論の展開過程を

辿り、そして、現行制度の法的構成とその問題点を明らかにすることを通じて、従来の議論をあらためて

検証したい。なお、介護保険制度においては、介護サービス供給過程に現れる事業者などへの規制・監督

などを含めた多様な法律関係が存在するが、以下では、直接に要介護被保険者を主体とする介護利用の権
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利実現過程、とりわけ要介護認定とそれに関連する制度の仕組みに考察の対象を絞ることにする。 

 

 

 

注 

                                                

1 社会福祉に関連しては、必ずしも法学的に厳密でない類語がいくつかあるが、ここで個別的に吟味をす

ることができないので、一般的な用法にしたがっておく。なお、法律上厳密な定義が明示されていない

福祉概念には、とらえ方によって様々な意味が含まれている。この問題については後述する。 

2 社会福祉に関する共通的な基本事項を定める社会福祉法（平成十二年六月七日法律第百十一号）には、

「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健や

かに育成され、又は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に支援するものと

して、良質かつ適切なものでなければならない」（三条）という規定が存する。しかし、これは定義と

いうよりも、福祉サービスの基本的理念としての望ましい状態や目標を提示するものにすぎないと思わ

れる。なお、本法は一九五一年に制定された旧社会福祉事業法（昭和二十六年三月二十九日法律四十五

号）が、二〇〇〇年六月の「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」に

より改正されたものであるが、改正の対象は、法律の名称にとどまらず、法の対象、目的、理念などの

社会福祉に関する共通的基本的事項にもおよぶ。 

3 それゆえ、かかる法制度は次第に給付別のものとして発展することとなった。ただし、実際上、要保障

者に要保障状態が生ずる原因は単一ではなく、経済的・心身的要因などが並存する場合が少なくない。

このような重畳的かつ複合的な要保障状態に対して、従来、個別の要保障原因にしたがって保障方法を

類型化してきたが、この縦割りの法制度では次第に適切な対応をできないような状況が次第に生じてき

ている。近年、人口の急速な高齢化に伴って現れている要介護高齢者の問題は、おそらくその具体例の

一つであろう。したがって、あらためて要保障者の複合的なニーズに着目し、総合的な権利保障を求め

るという視座が不可欠である。本論文でも、介護保険制度をめぐる諸問題を論ずる際に、このような認

識を意識的に取り込むことにする。 

4 介護保険法（平成九年十二月十七日法律第百二十三号）一条、二条二項、三項および四条一項、障害者

自立支援法（平成十七年十一月七日法律第百二十三号・平成二十四年六月二十七日法律第五十一号によ

り「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と改称した）一条後段、現行の老

人福祉法（昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号）十条の三の第一項前段および児童福祉法（昭和

二十二年十二月十二日法律第百六十四号）二一条の八の前段などを参照。 
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5 「日本の高齢者や障害を持つ人は、社会保障・社会福祉の権利に関して、差別法制のもとで分断され」、

それらに対して「集団として区別し、画一的な施策」が講じられてきた。もっとも、法制度上「厳密な

『区別』やグループ分けに合理性も必要性もない」との指摘がある。井上英夫「高齢者、『障害者』の

人権と日本の課題」早稲田法学七五巻三号（二〇〇〇年）七六～七七頁を参照。 

6 一般的に、総人口に占める六五歳以上の人口割合を「高齢化率」、高齢化率が七％を超えた社会を「高

齢化社会」、十四％を超えた社会を「高齢社会」と呼ぶのは、一九五六（昭和三一）年の国連の報告書

に由来する。日本では、国連の報告書が発行された一九五六年当時、男性の平均寿命は六三・五九歳、

女性が六七・六四歳であり、おおむね平均寿命を超えた人が老人や高齢者と呼ばれていた。内閣府『平

成 二 一 年 版 高 齢 社 会 白 書 』 （ 二 〇 〇 九 年 ） 十 二 頁

（http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html最終アクセス 2014/12/24）。その後、高齢

者という言葉は、一九八〇年代後半以降から政府文書において一般的に使われはじめ、一九九三年の高

齢社会政策基本法（平成七年十一月十五日法律第百二十九号）の制定によって、はじめて法律上の用語

として採用された。制度的な意味での高齢者概念はすでに一九六三年の老人福祉法に現れているが、法

文上の表現は「高齢者」ではなく、「六五歳以上の者」である。 

7 一九八〇年代の社会保障改革は、国家の負担削減および機能の重点化という課題と有機的な関連があり、

今日に至る社会保障構造改革の先行形態の一つであった。国家財政の負担削減と福祉抑制を図るため、

福祉事務の団体事務化とともに、既存の社会保障体系の枠内での各制度の変更と国庫支出の引き下げを

行うことがその中心であった。また、その一部は「国から地方へ」という地方分権改革と合流した。そ

の際、国際化による「経済構造調整」の名目の下に、規制緩和による市場分野の創出と拡大が次第に行

政改革の重点となったが、いわゆる福祉の市場化の動きは、主に九〇年代以降の規制緩和の流れのなか

で現れた。福祉施設の最低基準の緩和や公的施設の管理委託などからはじまり、供給主体の多様化と並

んで、給付の社会保険方式や利用関係の契約手法の導入により、次第に福祉における市場化の条件が形

成されてきた。このプロセスにつき、紙野健二「福祉国家と公的規制」公法研究六〇号（一九九八年）

一八二～一八五頁を参照。 

8 もっとも、「措置利用から契約利用へ」という表現は一義的なものではなかった。主流的な見方は、従

来福祉サービス利用の必要性判断の際にあまり重視されてこなかった利用者の主体性価値、すなわち選

択の自由を法的に取り戻そうという視点に立つ。厚生省高齢者介護対策本部事務局監修『高齢者介護保

険制度の創設について―審議の概要・国民の議論を深めるために〈老人福祉保険審議会報告書・厚生省

介護保険制度案大綱〉』（ぎょうせい、一九九六年）二五頁、池田省三「社会福祉政策を転換する介護保

険」ジュリスト一一三一号（一九九八年）三四～三五頁。これに関して、福祉サービス提供の契約方式

への転換について、「消費者契約としての性格」が活発に議論されている（代表的な研究として、岩村

正彦編『福祉サービス契約の法的研究』（信山社、二〇〇七年）、笠井修「福祉契約と契約責任」新井＝

秋元＝本沢編著『福祉契約と利用者の権利擁護』（日本加除出版、二〇〇六年）、中野妙子「介護保険法

および障害者自立支援法と契約」季刊社会保障研究四五巻一号（二〇〇九年）など）。他方、利用関係
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の契約化に示される選択自由のフィクション性を指摘し、かかる制度的仕組みの変革を批判的に受け止

める考え方も存する。たとえば、秋元美世「措置制度をめぐる諸問題―福祉行政と契約化の問題を中心

に―」社会保障法第一〇号（一九九五年）五二～五五頁、額田洋一「福祉契約序説」自由と正義二〇〇

一年五月号一五頁、又坂常人「契約による福祉と行政の責任」塩野宏先生古稀記念『行政法の発展と変

革 下巻』（有斐閣、二〇〇一年）八六二頁、河野正輝『社会福祉法の新展開』（有斐閣、二〇〇六年）

一五三～一五四頁、秋元美世「措置から契約へ―社会福祉と契約―」法の科学第四〇号（二〇〇九年）

八一頁以下などを参照。本論文では、介護保険制度の下で利用関係の対等当事者的構成は法的に擬制さ

れたものであるととらえながら、福祉利用そのものの特質に立ち返って、適切な福祉利用の確保を探求

するという観点から、かかる制度の法的構成を検証しようとするものである。さしあたり、「措置利用

から契約利用へ」というとらえ方については、評価を留保しておきたい。 

9 当時、年金・医療保険の改革とともに、高齢者介護問題への対応策としての介護保険制度の創設が、社

会保障構造改革の第一歩として位置づけられた。翌年四月の老人福祉審議会最終報告「高齢者介護保険

制度の創設について」では、社会保険方式を前提に「利用者が自分で選択してサービスが受けられる」

仕組みを導入することにした。一九九七年に制定された介護保険法により、介護保険制度が二〇〇〇年

四月から施行された（その経緯について、厚生省『厚生白書（平成九年版）』「第１編・第２部・第１章

社 会 保 障 の 構 造 改 革 ・ 第 ３ 節 介 護 保 険 制 度 の 創 設 に 向 け て 」 を 参 照

（http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz199701/b0101.html最終アクセス 2014/12/24）。同時に、

一九九七年に改正された児童福祉法二四条（法律第七十四号）にもとづく保育所選択入所をはじめとし

て、社会福祉制度全般を見直す作業といわれる社会福祉基礎構造改革についても、同年十一月から中央

社会福祉審議会の社会福祉構造改革分科会において検討が開始された。一九九八年六月に基本理念や福

祉サービスの利用制度などを提言した「社会福祉基礎構造改革について（中間まとめ）」、および十月に

公表された「社会福祉基礎構造改革を進めるに当たって(追加意見)」をもとに、社会福祉サービスの利

用に関して利用者の自己決定を尊重し、事業者との対等な関係・契約によりサービスを利用する仕組み

へとあらためるものとされた。二〇〇〇年六月には、社会福祉事業法が社会福祉法に改正・改称される

とともに、児童福祉法（障害児在宅サービス部分）、身体障害者福祉法と知的障害者福祉法を含む福祉

八法の全ても改正された。この法改正により、障害者福祉分野では二〇〇三年四月に支援費制度が施行

され、福祉サービスの利用の仕組みは、長らく続いてきた措置制度（行政主体による福祉サービスの提

供方式）から、利用者とサービス提供業者の契約方式による支援費制度に転換した（その経緯について、

厚生省『厚生白書（平成十一年版）』「第１編・第２部・第４章・第１節社会福祉の基礎構造改革」を参

照（http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz199901/b0084.html 最終アクセス 2014/12/24）。その

後、二〇〇六年の障害者自立支援法による障害者支援制度の統合、二〇一二年のこども・子育て支援法

（平成二十四年八月二十二日法律第六十五号）にもとづく子ども・子育て支援制度、といった諸制度が

相次いで創設されている。 

10 現行の社会福祉法制は、介護保険法の制定を契機として契約化と市場化の方向へと歩みはじめること

http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz199901/b0084.html
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になり、「市場化、営利化、契約化」への傾斜がその特徴であるともいわれる。豊島明子「生存権の実

現に係る法律関係と行政手法の現状―社会福祉分野を素材として―」南山法学三五巻三・四合併号（二

〇一二年）三五三頁以下、同「社会福祉行政の役割に関する一考察―高齢者福祉分野を対象に―」（南

山大学）アカデミア（人文・社会科学編）八五号（二〇〇七年）二三三頁、同「社会福祉行政とＮＰＭ

―変容する社会福祉行政と行政法学の課題―」法律時報七八巻九号（二〇〇六年）三三～三九頁を参照。 

11 たとえば、介護保険法十九条の定める要介護認定、障害者自立支援法十九条の定める支給決定、子ど

も・子育て支援法二〇条の定める子どものための教育・保育給付に係る支給認定など。 

12 最近、消費者保護法理や不当条項規制法理などのように、社会福祉利用における特殊性を考えながら

契約自由を制約する概念として、「福祉契約」という用語がよく用いられている。介護保険制度におけ

る要介護者と介護保険事業者との間の介護サービスを利用するための契約もその具体的な形態の一種

である。ほかにも、①保険者ないし行政主体としての市町村と社会福祉事業経営者との間における、福

祉サービス提供に係る包括的委託契約、②保護者からの申込みにより市町村との間で締結される保育所

利用契約、③社会福祉法第八章が対象とする、社会福祉事業の経営者と利用者との間の「福祉サービス

を利用するための契約」が挙げられる。本沢巳代子「社会福祉と契約『総論』」社会保障法第十九号（二

〇〇四年）九五頁を参照。 

13 国民と国家の両者を対峙してとらえるのは、少なくとも従来の公法学のいわば公理であったといって

よい。このことに対する問題意識と論点は多岐にわたるが、本論文では権利保障主体を規律する法理や

その根拠への関心を示唆するにとどめる。 

14 介護保険法におけるサービス利用の過程は、かつて福祉サービスの必要性と給付する内容（措置決定

の法効果として生じる措置委託も含む）をいわば一体的に決定していた、いわゆる措置決定と対比する

と、①要介護認定、②介護サービス計画（ケアプラン）の作成、③指定事業者との契約、という三段階

に分けられる。こうした要介護高齢者の権利保障過程が細分化している現象が現れていることはすでに

指摘されており、また、この現象は障害者福祉分野においてもほぼ同様である。豊島明子「福祉の契約

化と福祉行政の役割」名古屋大学法政論集第二二五号（二〇〇八年）一九〇～一九一頁を参照。 

15 これは、前述の必要性と内容を一体に決定する措置決定と対比する観点から、サービスの要否の決定

と提供すべきサービスの内容（実施者の選定を含む）の決定が分けられているという利用過程の分節化

現象を説明するものである。比較的に早い時期から、小早川光郎教授は行政作用の分節を明らかにする

ことが行政行為概念の一つの機能であると説き、また、それぞれの行政作用に行われているさまざまな

行政行為のうちで権利義務の具体的な変動の段階に該当するものを、各々の行政作用のしくみにおける

分節として明らかに認識することができると指摘している（同「行政の過程と仕組み」高柳信一先生古

稀記念『行政法学の現状分析』（勁草書房、一九九七年）一五二頁）。以下では、介護サービスの利用関

係の確定にあたり、かかる動態的なプロセスが複数の行為の介在によっていくつかの段階に分節される

とともに、段階ごとに形成される法律関係も時系列的に垂直的に分断される現象に着目し、段階ごとに

行われる行為の連続を包括的に把握し、権利実現過程の分節としてとらえる意味で使うことにする。 
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16 主体性という概念は厳密な法的意味を有するものとは言い難いが、とりあえず、制度変革に伴う利用

者の法的地位の変化に関して、従前のような措置決定に服して福祉給付を受ける受動的な地位から、福

祉利用の実現過程で能動的な権利主体として利用内容の形成を決定できる積極的な地位へ、という変化

を説明するために、主体性という表現を用いる意味が認められると考えられる。以下は、問題発見とい

う意図で、かつて利用者のおかれた従属的・客体的な法的地位に対置するための概念として主体性とい

う用語を用いる。 

17 これらの議論は検討対象または分析視角の違いによって、次の四つに分類することができる。 

第一は、利用方式としての契約的手法の導入に着目するものである。福祉契約現象の類型化とその特

殊性や、契約利用を支える条件整備に関する検討が主にこれに属する。これに関して、契約自由の原

則の修正や消費者保護法の観点から、社会福祉法第八章が対象とする、社会福祉事業の経営者と利用

者との間の「福祉サービスを利用するための契約」を、「福祉契約」、「利用契約」または「福祉サービ

ス利用契約」などの概念で説明する社会保障法学の先行研究として、岩村正彦「社会保障と契約の諸

問題―総論―」季刊社会保障研究四五巻一号（二〇〇九年）、同編著・前掲注 8、中野・前掲注 8、新

井＝秋元＝本沢編著『福祉契約と利用者の権利擁護』（日本加除出版、二〇〇六年）、社会保障法学会

第四四回大会「社会福祉と契約」掲載諸論文・社会保障法第十九号『介護保険と福祉契約』（法律文化

社、二〇〇四年）、額田・前掲注 8、品田充儀「福祉サービスの利用方式」日本社会保障法学会編『講

座社会保障法第３巻 社会福祉サービス法』（法律文化社、二〇〇一年）など。また、行政法学の一般

理論の視点から、福祉契約を支える行政過程における行政法的仕組みの介在を再認識すべきとの見方

も示されている。たとえば、原田大樹「福祉契約の行政法学的分析」法政研究（九州大学）六九巻四

号（二〇〇三年）など。契約利用過程における利用者の権利擁護と公的責任に関する考察に関して、

豊島・前掲注 10 および前掲注 14 論文、秋元美世「福祉契約の法的関係と公的責任―介護保険制度の

問題を中心に―」社会保障法第十九号（二〇〇四年）など。 

第二は、福祉利用過程における行政決定の機能の変化、とりわけ要介護等認定の法的性格を考察し、

要介護等認定の判断過程における公正性と中立性の確保の問題を論ずるものである。たとえば、秋元

美世「福祉サービスの利用手続きをめぐって」社会保障法第十八号（二〇〇三年）、同「福祉サービス

の利用者と福祉の権利」日本社会保障法学会編『講座社会保障法第３巻 社会福祉サービス法』（法律

文化社、二〇〇一年）（同『福祉政策と権利保障―社会福祉学と法律学との接点』（法律文化社、二〇

〇六年）第３章所収）、又坂・前掲注 8など。 

第三は、社会保険方式によるサービスの供給・利用制度の構築に関するものである。行政責任の間

接化現象が指摘されるとともに、供給主体論から福祉供給の民間化に対する公的規制のあり方が検討

されている。たとえば、豊島明子「福祉行政における供給体制論」室井力先生古稀記念論文集『公共

性の法構造』（勁草書房、二〇〇四年）、大沢光「介護保険法における指定制度の法的意味」同上『公

共性の法構造』、同「介護保険法改正と指定制度」青山法学論集五一巻三・四合併号（二〇一〇年）な

ど。なお、介護保険制度を契機として、従来の年金、医療保障分野に限らず、社会保障領域全般にお
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いて社会保険制度の有用性を再評価し、保険者自治の観点からこれにもとづく法理論の展開を図ろう

とする試みも見られる。たとえば、倉田聡『社会保険の構造分析』（北海道大学出版会、二〇〇九年）、

河野＝阿部＝石橋＝良永編著『社会保険改革の法理と将来像』（法律文化社、二〇一〇年）など。行政

法学の観点から、被保険者の参加と民主政の関係を整理し、参加の根拠と形態を規範づける理論に関

する分析として、門脇美恵「ドイツ疾病保険における保険者自治の民主的正統性（一）～（四・完）」

名古屋大学法政論集第二四二（二〇一一）＝二四七号（二〇一二）＝二五一号（二〇一三年）＝二五

二号（二〇一三年）がある。 

第四は、介護保険を到達点とする社会福祉基礎改革後の社会福祉利用関係の多様化に着目して、社

会保障法における権利主体である受給者を積極的・能動的な法的主体とし、福祉サービスの利用者像

の分析を行うものである。たとえば、憲法学の観点から、「自律的個人」という人間像を唱え、「個人

の自律の支援」を社会保障の目的に、「自律」基底的社会保障の法理の再構築を目指すものとして、

菊池馨実「社会保障法における人間像」法律時報八〇巻一号（二〇〇八年）、同『社会保障の法理念』

（有斐閣、二〇〇〇年）。憲法一三条は自律能力を有する者の人格的自律を保障するものと解し、自

立した個人として尊重すべきであると主張するリベラリズムの社会権論を展開する考え方について、

菊池・同上『社会保障の法理念』、竹中勲「高齢者と人権保障・憲法学」法律時報七七巻五号（二〇

〇五年）、佐藤幸治「法における新しい人間像」同『現代国家と人権』（有斐閣、二〇〇八年）など。

これに対して、この自律した個人像に依拠するリベラリズムの社会権論の限界を指摘するものとして、

西原博史「人権Ⅲ・生存権論の理論的課題―自己決定・社会的包摂・潜在的能力」法律時報八〇巻一

二号（二〇〇八年）、笹沼弘志「『自立』とは何か―『自立と連帯』の強制と社会的排除―」賃金と社

会保障一四三三・三四合併号（二〇〇七年）など。また、社会保障法学の視角から、制度改正後の社

会福祉利用関係の多様化に着目して、福祉サービスの利用者像の分析を行い、福祉サービスをめぐる

提供者と利用者との関係およびそれぞれの行為主体性を図式化した試みとして、秋元美世『社会福祉

の利用者と人権』（有斐閣、二〇一〇年）九頁以下。さらに、他者依存的でない自立概念の変動に注

目し、「自立のための一定の社会的条件整備を前提にして、それを利用することで自立を維持する人

間像（社会法的人間像）」が、市民法的人間像の段階と明らかに異なることを説明し、社会保障法に

おける自立概念とその特徴を分析するものとして、同「社会保障法と自立」社会保障法第二四号（二

〇〇七年）がある。 
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第一章 適切な福祉利用とその権利実現  

福祉サービスの内容は、「福祉サービスの利用者が心身とも健やかに育成され、又はその

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に支援するもの」である（社会

福祉法三条）。ここには、日常生活上の必要な便宜やサービスの給付を受けることにより、

利用者の適性とその有する能力に応じ自立した日常生活を営むのに支障となる原因の除去

や、その状態を軽減することを求める、という福祉利用の意義を見出すことができる。後述

するように、この点は、自由権保障のための仕組みとは異なる。そして、かかる給付を必要

とする者の権利保障にあたって、いわゆる権利実現過程とは、利用者の要保障状態の除去ま

たは軽減を求め、手続にしたがって給付を受け、そして、不服申立てをしたり訴訟で争うな

どの手段の確保を含み、さまざまな法的仕組みを通じて適切なサービスにアクセスする、と

いう一連のプロセスを意味する。それらのうち、適切な福祉利用についていかにして利用者

の要保障状態の除去または軽減を実現できるか、という問題は、最終的には、必要なサービ

ス内容が利用者個人の要保障状態に見合うかどうか、両者の間の整合性または照応関係につ

いての判断に帰着するということができる（以下、これを福祉利用のニーズ判定とよぶこと

とする）。その際に重要なことは、後述するような福祉利用者の他者への依存傾向、心身機

能の維持・向上に資する福祉サービスの実施に係る専門技術的判断の優位性、および、この

両者に起因する利用過程における利用者の受動的地位、すなわち福祉利用の従属性という問

題を、いかに取り扱うべきかという点である。そして、福祉利用のニーズ判定に係る制度的

仕組みを考察するにあたり、法技術上いかなる考慮要素が重視されるのか、また、その法的

意義を検証するためには、かかる問題の把握が有益である。  

したがって、本章では、まず、介護サービスなどの福祉サービスの利用に関して、そのニ

ーズ判定の法的意義、および福祉サービスの利用における利用者の従属性という特性を明ら

かにしたうえで、介護利用のニーズ判定の構成要素を探求する。次に、この問題に関する裁

判例の分析を通じて、これまでの制度構造とその問題点を明らかにしたうえで、学説上の議

論の流れを把握し、介護保険制度の下におけるニーズ判定に係る法的仕組みの分節的構成と

その法的理由を検討したい。そして最後には、介護サービスの利用関係の変化に着目し、か
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ような権利実現過程の構造分析を行い、その特徴としての分節化現象を明らかにする。以上

のような本章の課題は、次章の検討に入るための準備として、福祉サービスの適切な利用に

関して、かかる権利実現過程の全体を明らかにし、「措置から契約へ」に伴う構造変化を把

握することである。  

第一節 福祉利用のニーズ判定  

一 要保障状態と給付内容の照応  

１ 福祉や社会福祉という概念は、ある状態・目的を指すもの、または手段を指すものとし

て、これを整理することができる 1。たとえば、日本国憲法二五条二項にいう「向上および

増進」の対象としてとらえられる社会福祉は前者にあたる。後者の「手段」的概念は、何ら

かの手段・施策などの実践的活動そのものを指す。たとえば、大戦後早い時期に社会保障制

度審議会によりなされた「社会保障制度に関する勧告」（一九五〇年十月十六日） 2では、社

会福祉の概念については、「国家扶助の適用を受けている者、身体障害者、児童、その他の

援護育成を要する者が、自立してその能力を発揮できるよう、必要な生活指導、更生補導、

その他の援護育成を行うこと」と説明されている。ここでは、社会福祉は手段的概念として

とらえられている。 

２ もっとも、手段的概念としての社会福祉は、金銭給付による経済的保障からは明確に区

別され 3、一般的に、指導・援護を必要とする者に対して、要保障者個人の能力・適性やそ

のおかれた環境などに応じた個別処遇に係る様々な行為や活動を指すものと理解されてき

た。本論文においては、福祉や社会福祉という概念が目的と手段としての意味とを併有する

ことを意識しつつ、ひとまず、次のような定義をしておく。すなわち、福祉あるいは社会福

祉とは、様々な生活障害のある高齢者、児童や障害者に対し、地域社会を構成する一員とし

て日常生活を営み、社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参加する機会が与えら

れるように、老人福祉法、児童福祉法または障害者福祉関連法令などにもとづき、施設入所、

各種サービスや福祉用具の提供その他の支援を行う活動である。たとえば、老人福祉分野に

おいて、市町村は、「六十五歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日
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常生活を営むのに支障があるものが、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立

した日常生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられる」ように、老人福祉法十条

の四および十一条の「措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置の積極的な実施に努め

る」（同法十条の三第一項）ことは、その例の一つである。 

また、前出の老人福祉法を具体例とすると、いわゆる措置の積極的な実施とは、市町村は

必要に応じて、居宅における介護などの「措置を採ることができる」(十条の四)、あるいは

老人ホームへの入所などの「措置を採らなければならない」（十一条）ことである。ここに

いう「必要」とは、市町村の措置権限の発動条件として、同法十条の四および十一条各項各

号に規定される「身体上又は精神上の障害がある」あるいは「認知症である」ために「日常

生活を営むのに支障がある」こと、「環境上の理由および経済的理由」により在宅介護が困

難であること、「養護者がいないか」または「養護者の養護が不適当である」、などの要養護

状態となる事由を指す。しかも、措置の具体的な内容は相当に簡略であり、主に法令で定め

る基準にしたがう「便宜」の提供や「入所」などと表現されているにとどまる。このように

して、ひとまず、老人福祉を含む福祉サービスの利用者が必要なサービスを獲得・享受でき

るよう、かかる実施過程において行われるさまざまな行為を、包括的に福祉利用とよぶこと

にする。そして、福祉利用が具体的に行われる過程を図式的に整理すれば、次の三つの段階

に分けることができよう。第一に、福祉ニーズの存否とその程度に係る調査と判定（要保障

性の認定）、第二に、かかるニーズを充たすサービス内容（種類および利用量）の確定（適

切な給付内容に対する判断）、第三に、福祉サービス給付の具体的支給または実施、という

三段階である。また、これを前提とすれば、いわゆる福祉利用のニーズ判定は、もっぱら前

述した三段階における利用者個人の要保障状態と給付内容の整合性・対応関係を探求するこ

とを目的とするものである。 

３ ところで、介護サービスなどの福祉サービスの利用について、要介護または要援護の高

齢者は、何らかの福祉サービスを必要とするだけではなく、かかるサービス利用の実現状態

を必要とし、かつ、その過程において、福祉サービスの実施機関にもっぱら依存するという

意味で、これに従属する存在ということができる。したがって、利用者の要介護状態と給付
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内容の整合性・対応関係をいかに把握すべきかを考えるにあたっては、介護サービスの提供

側と利用者の間には、一定の従属関係が存することに注意してはおかねばならない。 

福祉利用におけるこのような利用者の依存性または従属性は、福祉利用に対するニーズ自

体に内在するものであり、介護や福祉サービスの専門性から生ずるものでもある 4。介護サ

ービスにおいては、個々の要介護高齢者の要介護状態は一様ではないが、福祉従事者の介助

がなければ日常生活を送ることが困難な高齢者も存する。介護サービスに対するニーズは、

高齢者の要介護性あるいは要援護性を意味すると同時に、人間として最も基本的な自主性ま

たは主体性を実現・回復することが必要である状態も示している。そして、当該ニーズにつ

いて福祉従事者などの介護に依存するほかにないという特性が存する 5。さらに、適切な介

護サービスの実施については、量的側面のみならず、最も望ましい状態となるように提供さ

れるか否かという質的側面も問題となり、常に変化しつつある利用者のニーズに応ずるため、

介護・援護サービスの方法や手段も多岐にわたる。こうした個々の要介護高齢者の要介護状

態の多様性と常時的な可変性に対応するためには、その要介護状態などの調査・判定、給付

内容の決定およびサービスの実施という各段階において、専門的知識や経験にもとづく専門

技術的判断がなされる必要がある。たとえば、老人福祉法にもとづき老人ホームへの入所措

置をする場合に、入所措置の基準により入所者となるべき老人の健康状態、日常生活動作の

状況、精神の状況、家族状況または住居の状況などを調査した上で、総合的に判定しなけれ

ばならないことはその具体例である 6。現行介護保険法の要介護認定に関して、要介護被保

険者の心身の状況とそのおかれた環境などの事項についての調査、身体上または精神上の障

害の原因である疾病や負傷の状況などに関する医師の意見書、または要介護状態の原因であ

る身体上または精神上の障害が特定疾病に起因するものか否かの該当性判断なども同様で

ある（同法二七条二～四項）。この専門技術的判断は、福祉ニーズの特性および給付内容の

専門性から生み出される技術的要請ともいえよう。このように、福祉利用の要否またはその

内容の当否に関する判断のみならず、サービスの給付過程においても、福祉サービスの提供

者側に専門技術的裁量を認めざるをえないことは、福祉ニーズの特性とそれにもとづくサー

ビス給付の専門性から導かれた制度上の帰結であると考えられる。他方で、福祉政策の実施
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に要する財源はその公平的配分という政策的要請として現れてきた 7。そして、専門性の要

請および公平的配分の政策的要請は考慮事項としてなお整序の必要がある。とはいえ、措置

決定を適切な福祉利用の確保のための法的仕組みとする措置制度においては、以上の二つの

要請は行政の裁量権行使の正当性を支える理由と説明されてきた。さらに、この専門技術

的・政策的判断に関し委ねられた裁量の範囲が大きいほど、利用者に対する福祉実施機関な

どの支配の度合も強まり、その反面として、利用者の従属性もいっそう顕著になる。措置に

よる福祉利用においては、措置決定について福祉実施機関などが一方的権限を握るからこそ、

措置権者に対する利用者の従属的地位がより固定化されることは、従来から指摘されてきた

8。 

４ このように、福祉利用における利用者の従属性は、福祉ニーズの特性から生じるもので

あり、その特性に応じるために福祉サービスの専門性を認めざるをえないところ、高度の専

門性を要するサービスほど従属性もいっそう強まる傾向がある。したがって、個々の利用者

の要保障状態と給付内容との整合性・対応関係を判定するにあたり、福祉実施機関などの一

方的判断権限が広く認められてきた。こうした背景の下、適切な介護利用を求めて上記の三

段階のいずれを経る際には、要介護高齢者はその属性すなわち心身の自律能力の低下により

十分な自己決定能力を有しないため、介護や福祉に係る専門的知識・経験を有する専門機関

や専門職員あるいは行政側に必要性の判断を委ねざるをえない場面が少なくない。そして、

福祉利用者個人の要保障状態に見合う最善の給付内容を検討する過程において、専門家の意

見または公平的な配分を理由とする専門技術・政策的判断と、利用者個人の主観的意思とそ

れにもとづく選択すなわち主体性とがいつも一致するわけではなく、常に前記の諸考慮要素

を総合的に衡量または調整するよう要請されることになる。 

二 利用者の選択権行使と専門技術・政策的判断  

１ 前述のように、要介護状態すなわち要介護性の認定、要介護状態にふさわしいサービス

内容の形成および介護サービスの具体的実施方法について、専門技術・政策的判断の結果が

常に利用者個人の主観的意思とそれにもとづく選択と一致するわけではない。にもかかわら
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ず、利用者個人の要介護状態と必要な介護内容との整合性・照応関係を把握するにあたって、

福祉利用に関する専門技術・政策的判断という客観的要素と利用者個人の意思または選択と

いう主観的要素をいかに考量すべきか、また、いかなる判断の仕組みをとるかによって、か

かるニーズ判定の結果も左右される可能性がある。そして、これらの考慮要素のどちらを優

先させるべきかについて大きい影響を及ぼすと考えられるのは、各々の法制度における適用

対象者のあり方―制度化された利用者像 9―の相違である。さらに、介護サービスの利用に

ついていえば、制度改正の前後において、老人福祉法で用意された法的仕組みと介護保険法

のそれが相当に異なり 10、それぞれに示される法的意味も必ずしも同じものとはいえない。 

２ 老人福祉法にもとづく措置については、利用開始の申請手続が明記されておらず、「必

要な実情」の把握を理由に、措置の実施機関の専門技術的判断により権限発動の要否が決せ

られる仕組みが最も適切であると考えられた 11。そして、受給者の資格を「必要」と認めら

れた高齢者のみに限定する一方 12、介護などの必要性の存否、または「適切な処遇」措置の

実施に係る基準の設定と適用を措置権者の判断に委ねるという給付構造がとられた 13。この

ような申請者の「必要性」および給付の「適切さ」について、行政の判断が介在するので、

措置されるか否かにとどまらず、給付の具体的内容についても措置権者の裁量によるものと

された。したがって、福祉利用関係の確定に至る手続の過程で、給付を行うか否かあるいは

どのような給付を行うかについて行政の裁量の余地があり、受給者の厳密的の意味での具体

的完結的な請求権があるわけではない 14。すなわち、要養護または要介護者は裁量決定の内

容にしたがうものとされ、結果として、福祉の受動的な受け手という客体的地位にとどまる

のである 15。要するに、利用者個人の要養護状態と必要な処遇内容の整合性・照応関係を判

断する際に、福祉利用の専門技術・政策的判断がなお中心をなし、利用者は従属的な地位に

おかれ、その主体的意思には重きがおかれてこなかった。 

３ これに対して、介護保険法においては、措置制度における弊害―利用者の受動的地位と

それにより生じた権利性の弱さなどの権利性阻害要因―を克服して利用者の主体性を回復

するために、介護サービスの利用者を事業者と対等な地位にあるものとして位置づけるとい

う体裁がとらえられている。合意にもとづく給付内容の形成という契約的手法の導入によっ
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て、介護サービスの内容の具体的形成を利用者と提供者との間の交渉に委ねる一方、利用者

の選択と専門技術・政策的判断の間の齟齬を可能な限り防止するために、介護利用に係る実

施プロセスを複数の段階に区分し、要介護等認定と介護契約の二つの段階の組合せにより福

祉利用に係るニーズ判定を行う。ここでは、ニーズ判定の適正性の担保を、二つの段階の機

能分担に託そうとしている。すなわち、介護保険制度においては、要介護高齢者の介護利用

プロセスが、介護サービスの必要性の判定と介護サービス内容の具体的形成という二つの段

階である。同法上、前段階として被保険者の要介護・要支援状態 16の発生が介護保険給付の

支給条件とされ 17、この判断は従来のように行政決定として行われ、要介護・要支援認定と

いう形で維持されている（同法十九条一項および二項）。後者は介護内容の具体的形成段階

であり、介護所要費用の九割を介護保険給付とし（四一条一項、四項および四八条一項と二

項）、前段階の認定を受けた要介護者は、要介護等認定の結果にしたがい、法定支給限度内

（四三条）において介護サービスの種類と量を決めて、自ら介護事業者と利用契約を結んで

介護サービスを購入するという仕組みである。 

このように、措置から契約へという制度の展開と、それにより現れた利用過程の分節化の

法的意義は、次の点に求められる。すなわち、福祉利用の給付内容の適切性よりも利用機会

の公平性を重視したかつての措置制度における福祉利用抑制の仕組み 18をあらためるという

点 19、および、介護保険料の拠出と要介護・要支援認定により介護サービス利用の公平性と

専門的要請を確保しながら、契約手法の介在により利用者の主観的意思または選択を尊重し、

それにより介護サービスの適切な利用状態への接近を目指す、という点である。さらに、介

護サービスの利用プロセスにおいては、契約手法の採用により利用者の選択権行使を保障し、

適切な利用状態を求めると同時に、要介護状態の判定や介護サービス計画の作成などに対す

る専門家の参加という法的仕組みを通じて、要介護高齢者の契約当事者としての対等な地位

が法的に補完されている。このように、適切な介護利用のニーズ判定は、介護利用の専門性

または政策的要請と利用者の選択権行使を調和させる過程であるととらえることができる。

また、介護保険制度においては、その調和の可能性はおそらく、介護利用の権利実現過程の

分節的構成とその分節された各段階、とりわけ要介護等認定の段階および介護サービス計画
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と契約による給付内容の形成段階ごとに求められる機能分担により担保されるということ

ができよう。 

 

 

 

 

 

注

                                                

1 社会福祉法令研究会編集『社会福祉法の解説』（中央法規、二〇〇一年）五八～五九頁を

参照。河野正輝『社会福祉の権利構造』（有斐閣、一九九一年）七頁註（１）がすでに同

旨を説く。 

2  一 九 五 〇 （ 昭 和 二 五 ） 年 十 月 十 六 日 「 社 会 保 障 制 度 に 関 す る 勧 告 」 を 参 照

（http://www.max.hi-ho.ne.jp/nvcc/KANKO25.HTM 最終アクセス 2014/12/24）。 

3 戦後日本の社会福祉制度を把握する際、注意すべき点がある。すなわち、これまでの社

会保障政策において、どのような技術的形態をとろうとも、生活保障のあり方は主に現

金給付体系＝所得保障を中心に展開してきた一方、非経済的保障の対人的社会福祉サー

ビスはきわめて「補足的・補充的位置」におかれてきたことである（西原道雄＝小川政

亮「日本社会保障法の問題点」岩波講座『現代法１０ 現代法と労働』（一九六五年）三

二七～三四〇頁および三四九頁〔西原道雄〕を参照）。また、この傾向は、一九八〇年以

降の福祉見直し論に関連していっそう固定化する。一応、生活保障の軸として社会保険

や公的扶助などの技術的形態のいずれをとろうとも、所得保障体系の完結性を前提に、

個人のニーズに即した対人的サービスおよび福祉関連給付を、社会福祉サービスの市場

において「商品」として求める、いわゆる福祉サービスの有償化という制度の構図であ

る。佐藤進「日本型福祉国家の法政策の展開過程」東京大学社会科学研究所編『福祉国

家第４巻 日本の法と福祉』（東京大学出版会、一九八四年）一七七～一八〇頁を参照。

さらに、これは介護保険制度のみならず、社会福祉基礎構造改革とその後の支援費制度

など現行制度全般にほぼ定着したともいえよう。 

4 要保護者の依存性・従属性の指摘について、木下秀雄「『権利の体系としての社会保障』

の意義」法律時報七九巻八号（二〇〇七年）一三一～一三二頁、河野・前掲注 1・一一一

～一一二頁を参照。ここにいう福祉利用の従属性は、高齢者福祉に特有な現象ではなく、

社会福祉分野の共通点として、身体的・精神的自律性が未熟または不十分である児童・

http://www.max.hi-ho.ne.jp/nvcc/KANKO25.HTM
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障害者など生活障害を持つ要保障者についても現れることをここで附記しておきたい。 

5 河野・前掲注 1・一一一頁を参照。 

6 「老人ホームへの入所の入所措置等の指針について」（昭和六二年一月三一日社老第八号

厚生省社会局長通知）の「第四 老人ホームへの入所措置の基準 １養護老人ホームに

関する判定事項」を参照。これは一九九七年改正前の老人福祉法十一条に定められた入

所措置に関する通達である。二〇〇〇年四月に介護保険法が施行され、老人福祉法の一

部改正がなされたことに伴い、上記の通知が廃止され、その代わりに新たな「老人ホー

ムへの入所措置等の指針」（平成十八年三月三一日付け老発第〇三三一〇二八号厚生労働

省老健局長通知）が発せられた。新たな指針では、老人福祉法十一条にいう「やむをえ

ない事由」として、要介護認定の申請の困難および高齢者虐待というケースが挙げられ、

養護老人ホームに関する判定事項は健康状況と環境の状況の二つに限定された。 

7 これまで老人福祉法制のほとんどの財源が公費であり、国・地方とも年度の予算により

その行政のあり方が規定されたため、財源の不足を理由に高齢者福祉行政の規模が抑制

されるという現象が普遍的にみられた。そして、圧倒的に少なかった老人福祉施設や限

られたサービスをいかに公正かつ公平に要保障者に配分するかという課題が、従来の高

齢者福祉行政の中核を占め、また、老人福祉の責務を負う行政側に配分の必要性判断を

委ねることも老人福祉関連法令により定められていた。なぜなら、従来、社会保障給付

関係の形成について、社会全体における財の公正な配分が強く要請される場合、あるい

は多種の法律関係を派生させる基礎となる場合には、行政行為は、行政が公益判断を行

うための適切な法形式であると考えられてきたからである。山本隆司「処分性（１）―

行政行為の法律上の根拠、給付行政における処分性」法学教室三三一号（二〇〇八年）

一一四頁を参照（同『判例から探求する行政法』（有斐閣、二〇一二年）所収）。現行介

護保険制度においては、上記の考え方が異なる側面から持ち出されている。また、介護

保険の保険給付の給付範囲の適正化などによる介護サービスの効率化および重点化を図

らなければならないことは、二〇一二年の社会保障制度改革推進法（平成二十四年八月

二十二日法律第六十四号）により明文化されている（同法七条）。 

8 河野・前掲注 1・一一一頁を参照。 

9 高齢者福祉制度に措定される高齢者像とその法的地位の変容についての検討は、別稿に

譲る。 

10 老人福祉法十条の二により、老人福祉措置の実施に当たって、介護保険法にもとづく措

置との連携および調整が行われるべきものとされている。その具体的な給付調整の規定

は、老人福祉法十条の四第一項各号および十一条一項二号であり、「やむをえない事由」

により介護保険法に規定する居宅介護サービスの利用または介護施設に入所することが

「著しく困難であると認めるとき」は、老人福祉の実施機関である市町村が、必要に応
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じて法定措置を採るものと定められている。いいかえれば、高齢者介護サービスの利用

に関し、老人福祉法にもとづく措置利用は介護保険制度を補完するものとして位置づけ

られる。なお、同前掲注 6 平成十八年「指針」を参照。 

11 老人福祉法十条の四および十一条により、市町村は「必要に応じて」介護や入所等措置

をとることができる。 

12 サービスの利用資格や権限発動の条件を設定する際に、高齢者の一定の属性が具体的に

取り込まれている。その詳細は後述する。 

13 この職権主義的給付構造は措置制度とも称され、一九九〇年代後半の社会福祉基礎構造

改革以前には、高齢者福祉のみならず、保育や障害福祉をも含む社会福祉制度全般にお

ける共通の制度であった。 

14 手続上、福祉利用の開始について職権主義をとっても、必然的に実体的請求権の否定に

つながるわけではない。この申請がなければ実体的請求権はないとする考え方は、実体

的問題と手続的問題を混淆したために生じた混乱だと思われる。請求権の有無という実

体的問題と、申請の要否という手続的問題は、次元を異にする問題であり、この両者は

を区別されなければならない。 

15 福祉サービスを含む社会保障行政においては、権利保障の仕組みとしての性格が希薄で

あり、その帰結として保護実施者への服従が所与のこととされてきたということができ

る。権利の確立を欠いた保護と服従との裏腹の関係は、物質的生活保障と引き換えに、

利用者の権利主体性や精神的自由の侵害の可能性さえはらむものであり、「近代的自己決

定＝自己責任原理、およびそれと表裏をなす保護＝服従構造」は生存権保障制度の機能

を妨げてきた、という指摘がある。笹沼弘志『ホームレスと自立/排除』（大月書店、二

〇〇八年）七二頁を参照。 

16 ここにいう要介護状態とは、「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、

食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定め

る時間にわたり継続して、常時の介護を要すると見込まれる状態」であり（介護保険法

七条一項）、要支援状態とは、要介護状態まで至らずその状態の「軽減若しくは悪化の防

止に特に資する支援を要すると見込まれ」るような状態である（同条二項）。 

17 介護保険法第二条により「介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、

必要な保険給付を行うものと」され（一項）、また、保険給付は、医療との連携に十分に

配慮した上で、「要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われ

る」べきものとされる（二項）。 

18 戦後日本の措置制度に関しては、老人福祉法を例として、以下の六つの特徴が挙げられ

ている。第一に、要介護者の措置請求は、実際には公的機関に措置義務があることから

派生する「反射的利益」と解釈されていた。第二に、国と地方公共団体が一方的にサー
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ビスの提供と内容を決定し給付する枠組であった。第三に、応能的な利用者負担と最低

基準の設定により、少なくとも要介護者の負担にかかわりなく、全国共通の福祉水準を

確保してきたが、最低基準が低く抑えられ、かつそれが事実上の最高基準とされてきた。

第四に、高齢者介護を含む福祉サービスの提供と基盤整備は、市町村の自治事務であり、

その実施の程度は地方財政に密接に依存するため、市町村の高齢者福祉予算によりその

量、給付対象および内容が規定されていた。第五に、財政責任をも含めた公的責任が明

確化され、社会福祉法人に対して措置委託費が支弁されることにより、サービス提供の

安定性と継続性が確保されてきた。第六に、介護サービスを住民に配分する際、その優

先順序を所得に着目した貧窮度により決定しており、実際には低所得者を対象にした選

別的な制度となった（伊藤周平『介護保険法と権利保障』（法律文化社、二〇〇八年）三

九～五一頁を参照）。これに加えて、老人福祉法制の主要財源が公費であったため、国・

地方を問わず、年度の予算により時の高齢者福祉に係る行政の規模が規定された。そし

て、老人福祉施設などの増設のみならず、個別の措置決定の判断についても財政的制約

が強く働いていた。このような老人福祉関係通達や要綱の高齢者福祉行政に対する抑制

的側面を看過すべきではない。また、生活保護基準にかかる厚生大臣の裁量として国の

財政事情を含む専門技術的かつ政策的判断の必要性を認めた裁量法理は、朝日訴訟上告

審判決（最高裁昭和四二年五月二四日大法廷判決・民集二一巻五号一〇四三頁）をはじ

めとする裁判例の積み重ねにより定着したと考えられる。近時、最高裁平成二四年四月

二日第二小法廷判決（判例タイムズ一三七一号八九頁）は、生活保護基準中の老齢加算

に係る改定の際に、最低限度の生活を維持する上で老齢であることに起因する特別なニ

ーズが存在するといえるか否かを判断するにあたって、厚生労働大臣に国の財政事情を

含めた多方面にわたる専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められる、と判示

した。そして、生活保護法のような措置決定の仕組みを採用する老人福祉法の解釈につ

いても同様の判例法理が広く用いられてきた（たとえば大阪ホームヘルパー派遣決定処

分取消等請求事件に関する大阪地裁平成一〇年九月二九日判決・賃金と社会保障一二三

四号三〇頁）。このような動向の下で、措置制度における福祉利用抑制の仕組みがますま

す強まっていった。これは措置制度の構造的特徴であると同時に、老人福祉の増進とい

う制度趣旨の実現を妨げた大きな要因でもあったと考えられる。 

19 二〇〇〇年四月に発足した介護保険制度は、高齢者介護問題に対してより広く対応する

ために、これまでの措置制度の解体を行い、財政的制約に導かれた福祉抑制の傾向とい

う制度のゆがみを解消する試みである。介護保険制度の制定過程での議論や関係政府文

書によれば、介護の財政負担または財源確保の問題を一挙に解決することこそ介護保険

制度の最大の関心であると考えられる。ところが、介護給付と利用者負担を連動させる

構造をもつ介護保険においては、老人福祉関連措置における財政的制約と異なる様相が
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現れる。制度構造上、介護利用の抑制機能が直接または間接に作用する以上、それは要

介護被保険者の権利の実態を規定するものであって、かつての措置制度と程度の差こそ

あれ、質的に異なるものとはいえないであろう。この点に関する検討は別稿に譲る。 
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第二節 ニーズ判定の仕組みの分節化  

福祉利用の権利実現過程の分節化は、介護保険制度においてはじめて現れたものではない。

生活保護請求権の具体的権利性が争点となった朝日訴訟 1を契機として、生活保護受給権の法的

性格、および生活保護基準に対する司法審査のあり方に関する議論のなかで、社会保障給付 2の

実施までの行政決定の段階的形成という発想はすでに現れていた。もちろん、生活保護法七条

の申請による保護のような条文形式が採られていなかった社会福祉関連法令については、職権

による措置を受ける利用者の法的地位はやや異なるものと解されてきた。それにもかかわらず、

福祉サービスの利用関係をめぐって、かつて措置制度の下での権利保障の不全状態、すなわち、

公的機関に措置義務があることから派生する「反射的利益」にすぎないという考え方に起因す

るところの、請求への消極的態度をいかに克服すべきかについて、措置決定に至る判断過程の

区切りにより福祉利用に係る請求権の明確化を図るという形で様々な議論がなされてきた 3。こ

れらの議論は、その出発点や視点に多かれ少なかれ相違があった。とはいえ、福祉給付の積極

的かつ柔軟な形成の要請という福祉をめぐる権利の特質に着目し、措置決定がなされるまでの

判断過程を一括して単一の行政行為としてとらえることをせず、このような判断過程を利用者

資格（請求権）の確定と具体的給付内容の形成という二段階に分けて考えるという点で共通し

ていた。現行介護保険制度における介護利用の権利実現過程とその法的意義を把握するには、

これまでの議論の蓄積をあらためて検討することが一つの手かかりとなる。以下においては、

そこでの問題の所在にかかわる論点の整理をしてみよう。 

一 請求権の存否と給付内容の決定  

１ 従来、日本国憲法二五条にもとづく国家責任として運営されてきた生活保護、福祉サービ

スや医療・年金などの社会保障給付において特徴的であったのは、給付の実施に至る過程全般

にわたって、国や地方公共団体などの公的行政主体がきわめて強力な関与を行ってきたことで

あった。社会保障関係法令は、これらの給付活動を根拠づけまたは義務づけ、あるいは授権す

る行政権限行使の規範体系として機能すると同時に、このような行政権限行使の適否に対する
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受給者の権利救済法の体系としての意義も有する。そして、かかる権利の実現までの段階で行

政の何らかの行為が介在すべきことが法的に定められ、また、個別的かつ具体的な対象に具体

的な措置を与える決定は、実定法上、行政処分として構成されるようになった。ここでは、行

政による認定決定などの行為を具体的な請求権の成立要件と解するか否かにより、かかる給付

の受給の法的性質すなわち請求権の存否が左右される。とりわけ、生活保護給付と社会保険給

付以外の福祉給付について法的請求権が存在するか否かは、不明確であった。さらに、措置決

定を受けた受給者が自らの権利の実現を求める場合には、措置決定自体の効力を争う抗告訴訟

あるいはそれによる権利利益の侵害に対する国家賠償訴訟を提起する方法がありうる。しかし

ながら、両訴訟のいずれとも処分の違法性が条件となる。その結果、受給者の権利保障は、措

置処分の適法性確保という問題に帰着する 4。ところが、必要な措置をとるか否かの決定につい

て、関係法令に定められた法律要件が一義的に明確ではなく、具体的な給付要件の設定を行政

機関に委ねる場合が普通である。たとえば、老人ホームへの入所措置に関して、入所必要性の

判断基準とその手続や、措置委託などについての事項が、厚生省社会局長通知によって定めら

れた 5。そこで、誰が解釈の最終的判断者として法律要件事実の存否を最終的に決定するのかと

いう点が、重要な問題として現れることとなる。この点は、司法救済の可否だけではなく、か

かる給付要件の定立行為に対して司法審査がどこまで及ぶかという問題にもかかわるからであ

る。要するに、社会保障給付に係る権利の実現にあたって、受給者の申請に対する行政機関の

応答行為の法的性質とその違法性の有無、およびそれが依拠する給付基準や審査基準の違法性

審査などの問題が、しばしば争点として現れてきた。 

 したがってここでは、生活保護や福祉サービス関連給付に関して、その権利実現過程は、給

付請求権にもとづく請求に端を発し、保護基準や福祉に関する最低基準にもとづく行政の措置

決定を経て、不服申立てさらには抗告訴訟までに至る、一連の過程であった。この最終的決定

としての性質をもつ行政決定が一方的に作成された結果、要保護者や福祉サービスの受給者が

給付を受けることは措置決定の結果に従属するものとして認識され、行政決定の枠内での権利

保障でしかなかった。従来、生活保護事件や福祉事件で多く争われたのは、利用者の受給資格

の有無に関する問題ではなく、受給権の具体的内容―給付の種類や程度―に関する不服であっ
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た。しかし、給付内容の変更や増額請求を行う場合、行政の応答決定に対する争訟において何

を対象に取消訴訟を提起できるのかはあまり明らかではなかった。 

２ 上記の問題はいわゆる朝日訴訟において重要な争点のひとつとなった。この事件の上告審

判決 6の傍論は、後の社会福祉や生活保護事件における裁判にも影響を与えた。この上告審判決

は次のように判示した。日本国憲法二五条一項の規定により個々の国民が直接に国家に対して

具体的かつ現実的な権利を有するとはいえない。生活保護受給権は単なる国の恩恵ないし社会

政策の実施に伴う反射的利益ではなく、生活保護法により具体化される法的権利である。その

具体的内容は「厚生大臣が最低限度の生活水準を維持するにたりると認めて設定した保護基準

による保護を受け得る」ものである。そして、「健康で文化的な最低限度の生活なるものは、抽

象的な相対的概念であり、その具体的内容は……多数の不確定要素を綜合考量してはじめて決

定でき」るため、生活保護法による保護基準の設定は厚生大臣の専門技術的かつ合目的な裁量

判断に委ねられたものであり、法の趣旨・目的を逸脱しない限り、当不当の問題を生ずるに過

ぎず、違法の問題を生ずることはない、と。本判決においては、限定的であるが、二つの積極

的意義がある 7。第一に、生活保護法にもとづき国から生活保護を受けることは裁判上主張しう

る権利として承認されたこと。第二に、生活保護基準の設定行為は厚生大臣の合目的的裁量に

委ねられたものとしてとらえられ、「裁量権の踰越・濫用」の法理によりそれに対する裁判的統

制の可能性が示されたこと、である。 

 しかし、ここで言及された受給権の権利性の問題については、本判決の射程が生活保護以外

の社会保障給付全般の問題としてとらえられることはなかった。特に、申請による保護のよう

な条文形式がとられていなかった福祉関係給付については、その申請権の法的構成はなお明確

さを欠いたままであったか、法的権利として裁判上主張しうるための、より体系的な受給権の

一般的法理を探求する必要性を説く学説があった。また、給付決定に至るまでの裁量権行使に

対して、裁判所がいかに事後審査を行うのか、また、いかなる範囲において審査しうるのかは、

保護基準などの法規性および行政決定や基準定立行為の公正または適法性確保などの問題と深

くかかわるため、より緻密な裁量統制理論の構築を求める主張も見られる。下山瑛二教授は、

権利実現過程における受給権の保護決定に対する従属的関係に着目し、憲法二五条の権利保障
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制度を基礎にして、受給権と行政決定の関係の再構成を試みた 8。すなわち、保護や措置の決定

をもって生活保護や福祉などの権利の特殊性に応じる適切な給付の確保手段と見るが、決定内

容の相違に即して受給資格の認定と給付内容の確定を手続上区別した上、両者の裁量余地の広

狭にしたがって裁判による事後審査の法理を異にすべきとし、もって社会保険以外の社会保障

給付全般における権利性の確立を意図したのである。また、この主張は以下のように、社会保

障給付のニーズ判定の仕組みの分節化について新たな方向性を示した。 

３ 個人の生存または生活のためのニーズが固定的なものではなく、社会保障給付が可変的な

ニーズに応じるべきものであることについては、おそらく異論がなかろう。可変的なニーズに

対応してこれを充足することを権利の内容とする社会保障給付は、その権利性と保障の方法に

おいて、同一ではなく 9、そして、個人の可変的なニーズに対して一律の給付によるのみでは、

個人の要保障状態に関する具体的な事情を考慮に入れることが想定されないから、適切な給付

内容が付与されるための仕組みが要請される 10。そもそも、社会保障給付とりわけ福祉サービ

スについて、その権利の内容は、固定的な状態にとどまることはなく、その保障の方法も自由

権と同様のあるいはせいぜい画一的な給付にとどまることではなく、「国家に対する作為請求

権・配分請求権としての意味をもち、その限りで多少財および所得の再配分機能を」 11求める

ものである。このような権利に対応して、常に要保障者の要保障状態の有無や程度を把握し、

それにふさわしい必要な給付の実施をすみやかに講じる義務がある。たとえば、生活保護法九

条の「必要即応の原則」や老人福祉法十条の三第一項の「最も適切な支援」や「細かな措置の

積極的な実施」などは、個別法においてこの趣旨を定めたものといいうる。そして、社会保障

給付の権利実現過程において、受給申請に対する許否判断を、申請者の受給資格すなわち受給

請求権の成立条件の該当性を確認する行為と、申請者の要保障状態にしたがい給付請求権の具

体的内容を積極的に形成する行為とに区別し、二段階に分けてとらえるという考え方は、特に

前記の権利の性質を踏まえて、適切な給付の判断の仕組みにそれを取り込む試みである。 

この下山説において特徴的なのは、第一に、生活保護給付の内容の変更や増額給付請求をも

含み、要保障者のニーズをみたす補足給付請求権が実定法上の請求権としての法的性質を有す

ることの根拠を説明できること、および第二に、受給請求権の存否確認と権利内容の適切な形
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成という二つの決定の異なる性質にもとづき裁量統制理論の緻密化が図られたこと、の二点で

ある。前者の受給資格の判断は権利の存否の問題にかかわり 12、一般的には法定の条件に該当

すれば実定法上の請求権が存在するものと考えられるため 13、給付要件となる事実の有無につ

いての認定は裁判所の審査に服するものとされる。これに対して、後者の権利内容の積極的形

成は、そもそも「非法的性質」14あるいは社会保障「行政的特質」15を有するものであり、厳格

な権利概念でとらえきれないところがある。すなわち、給付内容の具体的形成の際、要保障者

個人の可変的なニーズを充足しうる給付を想定することが可能としても、配分資源の有限性と

いう要因が働くため、ニーズの可変性と資源の有限性という要素を法的に把握することが難し

く、厳格な法的規律になじまない側面がある。しかし、理論的には、ニーズの可変性と資源の

有限性という要素の作用を受給請求権の概念から除いても、必ずしもこのような権利の法的性

格が損なわれる結果となるものではなかろう。しかも、ここでは、専門技術・政策的な形成判

断を理由に恣意的な裁量行使がなされることにより、権利の空洞化が生じるおそれがあり、そ

れを防ぐためには、給付内容の形成という側面が完全に法から逸脱することはいけない。した

がって、給付内容の具体的形成に関し、具体的事案において適切な調査と妥当な評価を経た公

正かつ合理的な結論を担保するためには、実施機関の専門技術・政策的裁量にもとづく判断が

必要であると同時に、その判断の公正または適正性担保のため、最終的決定に至るまでの推論

過程における、合目的的な裁量行使の義務が行政に求められるものと解される 16。そうすると、

裁量権の踰越・濫用に係る審査方法によって、前述した義務の違反に対する違法性を問うこと

が可能となり、また、従来は裁判所の事後審査があまり行われてこなかった増額請求など、給

付内容の適法性の問題についても司法審査の途が開かれることとなる。 

このように、社会保障給付の実施過程における、受給者の法的地位＝受給請求権の存否の認

定行為と給付内容の積極的形成行為との二つの判断を複合に構成するとらえ方は、社会保障の

権利の性質に適合的なものということができる。そしてこれにより、実定法の解釈についても

国民の生存の「権利」性と行政の「決定」との間に新しい解釈を見出すことが可能となると思

われる。また、こうした二つの判断の法的性質の相違に応じて異なる役割を担わせるという思

考方式は、適切な給付の判断過程における機能的分担の可能性を示したものと考えられる。 
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二 福祉サービスの受給の権利性  

１ 一般に、社会保障給付に係る関連法令においては、請求権の存在を観念しやすい条文の形

式が必ずしもとられているわけではない。社会福祉分野においては、前述のような権利の存否

と権利内容の確定を二段階に分けてその法的統制を考える、という思考方式の通用可能性には、

なお疑問が残っていた。すなわち、まず、社会福祉関連法令においては、法律上、要保障者の

申請あるいは給付請求に係る法的地位、または申請に対する実施機関の応答義務を定める例は

皆無であった。また、福祉サービスの保障水準の設定、福祉利用の必要性の判断または給付内

容の適切な形成については、社会保険給付や生活保護給付に係る請求権形式をとる条文規定（た

とえば生活保護法七条や二四条など）とは異なる点があり 17、条文の内容から言えば、福祉措

置の権限の発動のための要件を規定するにとどまっていた。そのため、請求権的条文形式をと

っていなかった福祉サービスの領域においては、受給請求権の存否の認定行為と給付内容の積

極的形成行為との二つの判断の複合的構成という法解釈をとるためには、さらに克服を要する

問題が存するのではないかと思われる。 

２ ちなみに、介護や福祉サービスに係る給付は、所得喪失のような「貨幣的ニーズ」ではな

い 18。そのニーズの内容が固定するものではなく、金銭給付のような定型化あるいは定量化に

はなじみにくい。そのため、福祉ニーズの充足のための法的仕組みにおいては、人的または物

的基盤を整備した上で、専門職員による常時的判定、指導、介護などの現物給付という保障方

法が必要である。「利用者が心身ともに健やかに育成され、または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に」良質かつ適切なサービスを提供することは、福祉サー

ビスの核心概念である（社会福祉法三条 19）。要保障者の要保障状態＝心身自律能力の衰退や不

足という「非貨幣的ニーズ」の軽減または改善を目的とする福祉サービスに関し、給付要件の

核心的規定は法定の要保障状態であり、内容的には主に諸々の障害事由の類型が整理されて、

各サービスごとに要保障状態の種類と程度が定められている。そして、条文規定を見ると、要

保障者が利用主体として請求しうる法的地位を賦与するという請求権の形式がとられておらず、

行政の福祉措置権限の発動条件とその内容を規定する「できる規定」（任意的事務）または「給

付を義務づける規定」（必要的事務）である。たとえば、老人福祉法においては、在宅介護サー
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ビスあるいは老人ホームへの入所について、要保障者の受給請求権や申請権を明記しておらず、

ただ措置権限の発動要件として「身体上又は精神上の障害がある」あるいは「認知症である」

ために「日常生活を営むのに支障がある」こと（老人福祉法十条の三、十条の四各項各号）、「環

境上の理由および経済的理由」により在宅介護が困難であること（十一条一項一号）、「養護者

がいないか」または「養護者の養護が不適当である」（同項三号）など、要養護状態としての事

由が類型化されているにとどまる。さらに、これらの内容から分かるように、要保障者の心身

自律能力の衰退や不足状態について、法律において、諸々の障害事由の種類や程度を正確かつ

個別的に規定することは困難であり、また、特定の利用者の属性が具体的に取り込まれて法定

されることがあっても、その規定はきわめて抽象的であり、不確定概念の多用が不可避であっ

た。それに加え、利用しうる福祉サービスの内容も簡略であり、通常、単に「指導」や「措置」

と表現されているにとどまる。こうした状況の下では、行政決定の公平および適正を確保する

ために、福祉サービスに係る権利の発生要件および具体的給付内容を確定する際、行政機関内

部の行政規則である審査準則、支給標準や実施要綱または通達などが重要な機能をはたす。そ

のために、行政実務上では、これら通達や内部規則に定められた給付要件または支給準則にし

たがって最終的決定が下されるような意識が支配的にならざるをえない 20。これに対して、抗

告訴訟を提起するための要件として、ある行為を「処分」と明定する法律規定上の根拠の存在

が厳格に要請される。しかも、法律の明文の根拠がない場合、通達や要綱などの行政規則につ

いていわゆる外部効果や保護規範性を認めるだけではサービス受給に対する申請権ないし請求

権の存在は認められなかった 21。 

それのみならず、福祉サービス利用手続の面において、申請にはじまり調査・決定・実施に

至る手続について、法律上に関連規定をおく例は少なく、主に国の通達または措置権者たる地

方公共団体の実施要領や支給準則などの行政規則により形成されてきた 22。そして、その内容

については、事務処理の適正性の担保の側面が強いと指摘されている 23。ここでは、「申請にも

とづく措置」として解釈・運用されていなかったため、行政手続法上の「申請に対する処分」

に含まれないものとされ、同法の規定が適用されないと解されるようになった。申請の一部拒

否または増額請求の拒否についても、請求が一部満足されることを理由に、利用者に不利益を
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与えるものではないとされ、不利益処分に係る行政手続法の適用が除外されている（老人福祉

法十二条の二）。ただ、居宅介護や老人ホーム入所等の措置の解除に対して、市町村の理由説明

および利用者意見の聴取が福祉の手続として要求されているにとどまる（同法十二条） 24。ま

た、事後救済に関して不服申立ての規定も設けられていなかった 25。 

３ 要するに、福祉サービスに係る法の基本的仕組みにおいては、法律上の権利発生要件と内

容（法的効果）がやや不透明であり、実体法だけではなく、手続法の側面においても、権利と

しての形成は徹底されてなかったといえよう。こうした条文構造の下で、行政実務は、「法的権

利であれば、明白な権利規定あるいは申請や不服申立てなどの手続規定が設けられるはず」と

いう命題を反対解釈して、「福祉サービスの受給については申請や不服申立てなどの規定が見当

たらないため、受給請求権はない」という結論を導き、申出に対する返答義務も利用者の給付

請求権も認めないという結論を導いてきた 26。このようなとらえ方により、本来は区別すべき

はずの実体的問題と手続的問題が混同され 27、その結果として、福祉利用に対する権利性の曖

昧さを招いているといえよう 28。 

上記の「申請規定なくして請求権なし」という趣旨の説示は、高齢者福祉裁判においても数

多く見受けられる。多くの判決は、福祉サービスの受給を要綱や規則などにもとづく措置の決

定により生じた反射的利益の享受と見なし、かかる請求への消極的対応を示したのみならず、

福祉裁量のような専門技術・政策的形成判断の適否について謙抑的姿勢を示してきた。これら

の判決の主な特徴は、次の三点に整理することができよう。第一に、受給利益は処分庁の職権

措置に伴う反射的利益にすぎず 29、福祉利用の申請が「法令にもとづく申請」とは認められな

かった 30。第二に、福祉利用の権利は措置決定によりはじめて具体化されるとの認識にもとづ

いて、給付内容変更請求の拒否決定または減給ないし廃止決定についてのみ処分性が認められ

た。のみならず、給付内容の変更決定は利益処分であるという理由により訴えの利益が否定さ

れた 31。第三に、以上の二つの要素が除去されても、最低保障基準の定立またはそれに依拠し

た措置決定の専門技術的・政策（財政要素）的判断に対して、裁判所は最小限の審査（例外的

審査）しか行わなかった 32。このように、いわゆる「健康で文化的な最低限度の生活」の水準

をいかにして具体化するかは、立法・行政の両政治部門の広い裁量に委ねられるべきという裁
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判所の立場は、朝日訴訟上告審判決 33および堀木訴訟上告審判決 34によりほぼ定着し、福祉分野

のみならず、社会保障領域全般でこれが踏襲されてきた 35。 

 

 

 

 

注 

                                                

1 東京地裁昭和三五年十月十九日判決・判例時報二四一号二頁、東京高裁昭和三八年十一月四

日判決・判例時報三五一号十一頁および最高裁昭和四二年五月二四日大法廷判決・民集二

一巻五号一〇四三頁。 

2 日本では、社会保障給付に関する通則法的な実定法が存在せず、社会保障給付とその範囲は

個別法の総括によるほかない。一般には、社会保険に係る給付、拠出義務を前提せずに定

型的給付を行う公的扶助あるいは社会手当の給付、および非定型的なニーズに対して金

銭・現物・サービスの給付により直接に個々のニーズを充足する社会福祉給付、という三

つの給付の総称としてとらえる。 

3 当時、福祉利用を求める者の申請権や請求権を認めていくため、職権措置のとらえ方を見直

して、利用者の法的地位あるいは法的主体性を向上・回復することが必要であるという認

識が徐々に論者の間に広まった。そして、権利保障の実現アプローチについて、法技術上、

権利状態の形成・変動に働きかける法的仕組みのとらえ方の相違に応じて、①福祉裁量の

統制、②社会保険制度の導入、③契約方式の導入、の三つの方向性が論じられてきた。そ

の詳細は後述する。 

4 措置利用に生じた権利阻害構造と福祉措置の司法審査の問題に関しては、又坂常人「社会保

障受給権と行政裁量の関係についての若干の考察（一）」自治研究五八巻一〇号（一九八二

年）を参照。 

5 「老人ホームへの入所の入所措置等の指針について」（昭和六二年一月三一日社老第八号厚

生省社会局長通知）を参照。 

6 最高裁昭和四二年五月二四日大法廷判決・民集二一巻五号一〇四三頁。 

7 又坂・前掲注 4・一五三頁を参照。 

8 朝日訴訟を検討素材に、イギリス法との比較考察を踏まえ、生存権の保障（救済）制度の構

築について、いちはやく「権利」と「決定」を調和させるための新たな概念の必要性を唱

えた先駆的研究として、下山瑛二「サービス行政における権利と決定―生活保護行政を素
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材として―」田中二郎先生古稀記念『公法の理論（中）』（有斐閣、一九七六年）（同『人権

と行政救済法』（三省堂、一九七九年）所収）。その後、ドイツ社会法との比較研究のなか

で、又坂・前掲注 4、同「社会保障受給権と行政裁量の関係についての若干の考察（二）（三）」

自治研究五八巻十一＝十二号（一九八二年）は、社会保障受給権と行政裁量の関係につい

て、給付請求権の存否と権利内容の形成との区別を踏まえて、両者の性質の相違によりそ

の裁量余地は同一ではなく、裁判所の事後審査のあり方も異なると述べ、また、ドイツ社

会法における社会保障給付の「個別化の原則」に示唆を受けて、給付請求権の内容と程度

の形成に対する給付主体の合義務的裁量といい、給付内容の形成に関する保護基準や入所

基準などの片面的拘束力を指摘しながら、上記の基準によらず給付内容の変更や増額請求

を行う実体法上の請求権を主張する。 

9 実は、この問題意識は、すでに一九六〇年代中ごろの給付行政や非権力行政に係る議論の中

に見られるものである。初期の文献としてその後の議論に大きな影響を与えたのは、成田

頼明「行政法の側面から見た社会保障法（上）（下）」ジュリスト二九八＝三〇二号（一九

六四年）である。成田教授は、生活保護や社会保険など社会保障の法律関係を行政法観点

からいかにとらえるべきかについて、以下のように指摘した。国民の最低生活を保障し、

その福祉を増進するための社会保障行政は、「個人の自由および財産権を命令・強制によっ

て規制する干渉行政に対置される新たな公行政の作用分野を構成」し、「その実施主体であ

る公行政がその任務を果たす」ために、「これまでに公法や私法の分野で発達してきた各種

の法形態や法技術」が豊富に用いられている。そして、このような法律関係の設定・形成

の手段に関し、「どの法律手段が用いられるにせよ、それらは、社会保障法の意図する目的

を果たすためのいわば手段にしか過ぎないから、社会保障法固有の趣旨・目的に照らして

その偏差を修正しなくてはならない」。そして、それに適用される法原理は干渉行政の場合

と同一のものではなく、実定法の規定に照らして制度ごとに個々的に解明することが必要

である。生活保護を例として、その法律関係は行政処分によって形成された後にも引き続

き行政の広汎な指導・指示などの関与を受ける。しかし、これらの公権力の行使とその他

の類似行為は警察作用の分野に見られるものに比べてかなり異なった点があり、「仮に公権

力の行使とみるとしても、それは緩和され・弱められた公権力であって干渉行政の分野に

みられる命令・強制とは著しく性質を異にする」ため、「本来の権力関係とは言えそうもな

い」（同論文（上）二六～二八頁を参照）。そのほかにも、生活保護や社会保険給付関係に

関し、かかる処分を非権力的な行為としてとらえ、受給者に対して継続的に事実上の支配

力を及ぼすような法律関係が存在するという考えもあった。園部＝田中館＝石本編『社会

保障行政法』（有斐閣、一九八〇年）一〇五頁〔田中館照橘〕を参照。また、ドイツでの「法

関係」説を紹介しながら、社会保障行政法関係の特徴を整理し、社会保障給付の決定や措

置の決定が「そもそも権力的要素のすくないものであり、……行政行為として理論構成さ
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れているのも、技術的要請にもとづくもの」だと指摘し、行政と市民との関係が柔軟かつ

多様な形で形成されうることを示したものとして、宮崎良夫「社会保障行政と行政法の課

題」社会保障法第一〇号（一九九五年）一五～二〇頁以下。 

10 下山教授は、このことを「法の柔軟性」とも呼んでいる。社会保障制度に必然的に内在す

る「柔軟性」という要素をいかに法的に構成するかが社会保障法の基本問題である、とい

う思考がそこにうかがえよう。下山・前掲注 8・六三五頁を参照。 

11 又坂・前掲注 4・一五七頁を参照。 

12 以下、下山・前掲注 8・六六一頁を参照。 

13 これは市民の法的地位の安定性確保にもとづくものともいえよう。社会保障給付への国民

の依存度の増大という状況の下で、社会保障給付の受給を厳格な権利概念を通じて把握し、

権利成立の要件を明確にすることにより、「給付に対する予見可能性」および「給付に関す

る法の安定性」を確保することが可能となる。また、原則的に「その権利を法的請求権と

して保護し、法律の規定によって明示的に裁量行使が授権されている場合以外は請求権の

存在を承認すること」が、憲法二五条の趣旨にふさわしい解釈である。又坂・前掲注 8（三）・

一三八頁を参照。 

14 下山・前掲注 8・六六一頁を参照。 

15 又坂・前掲注 8（三）・一三八～一三九頁を参照。予測しえない受給者個人の個別的な事情

を考慮し、受給者の希望に即しながら、可能な限り適切な合目的的方法により適当と認め

る給付内容を作り上げることは、そもそも「社会行政の本質的な任務の一つ」である。 

16 原田尚彦『行政責任と国民の権利』（弘文堂、一九七九年）三六～三九頁は、早くから、給

付の内容や水準の決定に係る行政の政策形成的裁量事項について司法審査を求めるにあた

って、「行政庁が決定を下すに至るまでの推論過程に公正を疑わせるような不合理な行為が

介在しなかったかどうかを手続的・形式的側面から追及していくことが」より効果的であ

ると指摘し、手続的側面からの司法審査手法の有用性を説いた。 

17 河野正輝『社会福祉の権利構造』（有斐閣、一九九一年）一一頁および三六頁を参照。 

18 社会保障給付に係るニーズ充足の種類との関連で、要保障者の生活上のニーズについて、

貨幣で直接に満足できる「貨幣的ニーズ」と、金銭を財やサービスの購入に充ててはじめ

てニーズが満たされうる「非貨幣的ニーズ」との両者を、概念的に区別することができる。

そして、それぞれの保障方法として、前者については貨幣の形態での被保障者に対する金

銭給付、後者については財またはサービスの形態で支給される現物給付が行われる。社会

保障給付は基本的にこの両者のいずれかの形態で行われる。次の四つの場面、すなわち、

金銭給付で生活上必要な財やサービスが購入できない場合、要保障者のニーズを満たすた

めに一定の財やサービスの消費が強制的である場合、個々の利用者ニーズに極端な差があ

るために一律定型的な金銭給付では目的達成が困難である場合、および金銭給付より現物
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給付を行ったほうが要保障者にとって便宜である場合には、現物給付のほうが望ましい（堀

勝洋『社会保障法総論〔第２版〕』（東京大学出版会、二〇〇四年）三八～三九頁を参照）。

あわせて福祉利用の要保障状態の可変的特質に鑑みれば、社会福祉給付に係るニーズの「非

貨幣的」性質は明らかであろう。 

19 この規定は、利用者の「自立」支援という制度改正趣旨にしたがって、戦後の日本におけ

る社会福祉制度の共通基盤を定めた旧社会福祉事業法（昭和二十六年三月二十九日法律第

四十五号）第三条の規定の内容を少々修正した定義である。 

20 生活保護や社会福祉などの分野における行政規則の運用実態に関する実証的研究を行い、

要綱行政という法現象を緻密に分析した先駆的研究として、大橋洋一『行政規則の法理と

その実態』（有斐閣、一九八九年）第二章および第四章を参照。 

21 通達・要綱などの行政規則にもとづく給付の決定について、かつての下級審の裁判例では、

法律または条例の根拠を要するとの理由でその処分性を否定するものが多かった。処分性

を認めるために法律上の根拠が必ず必要か否かについて、最高裁の態度は明確ではなかっ

たが、労災就学援護費不支給決定取消事件（最高裁平成十五年九月四日第一小法廷判決・

判例時報一八四一号八九頁）により、一定の条件の下で法の体系的解釈により緩やかに処

分の法律上の根拠を認める可能性が示された。すなわち、法律上、a 給付の決定を処分とす

る根拠規定があるが、別の b 給付の決定を処分とする明文規定がない場合に、体系的解釈

により、b 給付が a 給付の補完するものであると認めうるならば、関連の強い給付を処分と

認める法律・条例上の規定あるいは授権委任の規定があることを前提に、a 給付決定と同様

な制度的仕組みを定める行政規則にもとづく b 給付決定について、その処分性が認められ

た。 

22 たとえば、養護老人ホームなどの入所判定手続は、主に当時厚生省社会局長から各都道府

県知事指定都市市長あてに発せられた通知である「老人ホームの入所判定について」（一九

八四（昭和五九）年九月二〇日社老第一〇七号）により形成されたものであった。また、

在宅福祉の利用手続については、たとえば大阪市ホームヘルプサービス事業運営要綱およ

びその事務細則である大阪市ホームヘルプサービス事業事務要領（一九九二（平成四）年

四月一日制定）など、措置権者である各市町村が制定した要綱が存した。 

23 大橋・前掲注 20・三二四頁を参照。 

24 福祉利用に係る事前手続の不備が従来問題視されてきたものの、一九九三年の行政手続法

の制定当時、福祉分野だけでなく、社会保障領域全般にわたる全面的な手続整備の動きは

なかった。神長勲「福祉行政における裁量と手続」季刊社会保障研究二九巻三号（一九九

三年）二四九頁を参照。福祉行政手続に関する検討として、神長・前掲論文、又坂常人「福

祉行政手続」磯部＝小早川編『自治体法学全集４ 自治体行政手続法』（学陽書房、一九九

三年）二三九～二四一頁、橋本宏子『福祉行政と法 高齢者福祉サービスの実態』（尚学社、
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一九九五年）第四章、室井＝紙野編著『地方自治体と行政手続』（新日本法規出版、一九九

六年）二四七頁および二五一～二六三頁〔本多滝夫〕、石山ちぐさ「高齢者福祉サービスに

おける権利の手続的保障」北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル 四号（一九九

七年）一～二九頁、前田雅子「社会保障における行政手続の現状と課題」ジュリスト一三

〇四号（二〇〇六年）十八頁以下などを参照。 

25 ただし、老人福祉法の改正経過を振り返ってみれば、一九八六（昭和六一年）年改正以前

の老人福祉法三〇条と三一条には老人ホーム等施設の入所措置に関する審査請求と再審査

請求の規定が存した。これらの規定は、機関委任事務であった入所措置に関して、行政不

服審査法の一般原則に対する特則として定められたものであった。しかし、一九八六年の

機関委任事務の整理・合理化に関する法律による老人福祉法の改正に伴い、老人ホームの

入所措置が団体委任事務とされると同時に、削除された（厚生省社会局老人福祉課監修『改

訂老人福祉法の解説〔改訂版〕』（中央法規出版、一九八七年）三四三頁以下を参照）。この

改正趣旨に鑑みて、かかる措置に対する不服申立ては行政不服審査法の一般原則にしたが

うべきという見解も有力である。坂田健夫「大阪市ホームヘルパー派遣請求訴訟・大阪地

判の問題点を衝く」賃金と社会保障一二四五号（一九九九年）八頁を参照。 

26 厚生省社会局老人福祉課監修・前掲注 25・八八頁を参照。 

27 確かに、福祉利用の過程から見ると、実体法上の請求権の有無と手続上の申請の要否との

間には関連性があるように見えるが、より論理的に考えれば、両者は異なったものである

と考えられる。すなわち、本来、老人福祉法では、福祉を受けることが権利か否かという

実体的問題と、福祉利用の開始について申請を待って行うのを原則とするか、職権による

のを原則とするかという手続的問題との間には、必ずしも必然的関連はない。もちろん、

要介護者・要援護者の特性から考えると、福祉利用の開始について、申請主義よりも職権

主義にもとづく積極的な措置権限の行使の方が、より生存権保障の目的に応えるものだと

考えられる。ただ、その場合には、申請のいかんにかかわらず、給付を受ける権利を認め

たものと解すべきであり、「…むしろ、申請を保護開始の絶対的条件とすることこそかえっ

て保護を受ける権利の保障を全くするゆえんでないとさえいえるのであ」る。西原道雄＝

小川政亮「日本社会保障法の問題点」岩波講座『現代法１０ 現代法と労働』（一九六五年）

三七五頁〔小川政亮〕を参照。請求権の有無と申請の要否との関連性という問題を取り上

げ、社会保障の各領域を対象に、私人の権利と行政決定との関係を分析したものとして、

太田匡彦「権利・決定・対価（一～三）」法学協会雑誌一一六巻二＝三＝五号（一九九九年）

を参照。 

28 福祉サービスに係る権利の曖昧性については、その原因を次の三点に求めることができる。

第一に、法律上、保障される福祉サービスの種類、個々の福祉サービスの範囲および方法

が明確に規定されておらず、法文上は対人福祉サービスが単に「指導」や「措置」と表現
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されているにとどまること。第二に、要保護者の措置請求権を明記する規定形式が採られ

ていないこと。第三に、福祉サービスの公的責任、公私分離原則が貫徹されていなかった

こと、である。河野・前掲注 17・五五～五六頁を参照。 

29 たとえば、行政解釈によれば、居宅介護サービスや老人ホームの入所を必要とする高齢者

にとって、措置を受けることによりかかる給付を受給することは「利用者に与えられた権

利ではなく、単に公的機関に措置義務があることから派生する反射的利益である」とされ

てきた。厚生省社会局老人福祉課・前掲注 25・八八～八九頁。一見積極的に見える老人福

祉行政は、実際には、措置権者たる市町村に、給付の可否さらには給付内容の程度を決定

する裁量権を与える結果をもたらした。そのため、利用者は権利主体でなく、要保護・管

理の対象でしかない「客体」的存在だと考えられた。 

30 養護老人ホームの入所「措置から派生する反射的利益にすぎない」（東京高裁平成四年十一

月三〇日判決および最高裁平成五年七月一九日判決、ともに判例集未掲載）。 

31 たとえば、大阪ホームヘルパー派遣決定処分取消等請求事件（大阪地裁平成一〇年九月二

九日判決・賃金と社会保障一二三四号三〇頁、大阪高裁平成十三年六月二一日判決・判例

地方自治二二八号七二頁）。 

32 前掲大阪ホームヘルパー派遣決定処分取消等請求事件において、第一審は、「ホームヘルパ

ーの派遣の要否、回数や時間、それによる介護内容の決定は、対象者の ADL、介護者の介護

能力についての医療面等からの専門技術的判断を要するとともに、……派遣されるホーム

ヘルパーの人的資源にも制約があることから、……福祉事務所長の裁量」に委ねられ、ま

た、ホームヘルパーの「供給が恒常的に不足する状態で」、被告地方公共団体にその「増員

を図るべき政治責任がある」といえても、厳しい財政状況の中で高齢者保健福祉計画所定

目標水準に達しえなかったことは、ほかの政令指定都市と比較してより劣るものとはいえ

ず、「その増員について法律上違法であると評価するほど明白かつ著しい懈怠があると言え

ない」と判示した。また、控訴審は地裁の判断を維持しながら、さらに、最低限度の「日

常生活維持レベル」のホームヘルパーサービスの実践について「行政庁の具体的な認定判

断」に委ねられるものと判示した。 

33 最高裁昭和四二年五月二四日大法廷判決・民集二一巻五号一〇四三頁。 

34 最高裁昭和五七年七月七日大法廷判決・民集三六巻七号一二三五頁。 

35 前田雅子「生存権の実現にかかわる行政裁量の統制」社会問題研究四六巻二号（一九九七

年）六頁を参照。 
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第三節 介護利用の権利実現過程  

一 権利実現過程の分節化  

１ 福祉利用の権利性をいかに基礎付けるか、という請求権の確立とその理論的基礎付けの課

題は、のべたように、急務であったから、憲法学や社会保障法学から様々な問題整理やこれに

関する理論が示されてきた。ここでは、行政法学における議論状況を簡単に整理しておく。初

期の議論は外国法との比較研究から出発し、生活保護法で実定法化される生活保護受給請求権

のように、関連法律の整備と相まって具体的な権利としての保護を福祉受給者に与える必要性

を指摘するものであった 1。このように新たな権利概念の構築を目指してその制度化の方向性を

提示する考え方も現れた 2。そして、社会保障の権利の体系化に関する理論構成の緻密化作業と

して、社会保障行政上の個人的権利を実体法上の権利と手続法上の権利とに分けるという見解

が比較的早くから提示され 3、福祉利用に係る権利性とその問題の所在に対する考察が行われ 4、

福祉の権利の体系化とそのための理論構成の試みがすすめられてきた 5。他方、権利救済の観点

から、具体的な請求権として受給権を保障するためには、給付「基準の法規性を緩和し、措置

決定の一応の準拠規則」と解されるべきとの考え方 6、あるいは法律や条例によって制度化され

たものでなく通達や行政指導によって運用されているものについて、信頼保護法理あるいは慣

習法としての効力を承認することにより、申請者に裁判上の保護を認めようとする解釈論も存

在した 7。権利救済の可能性については、救済手続論と実体上の権利論―福祉利用にかかわる受

給権成立の法的仕組み―との間で密接な関係が存することも指摘された 8。そして、申請や不服

申立てなどの手続規定の不存在を理由に、請求権的性格の承認に消極的な態度をとる判例の傾

向に対しては、福祉受給者の権利がすでに法律上の仕組みのなかに規定されているとの立場か

らの批判も寄せられた 9。 

こうした状況のなかで、福祉利用を求める者の申請権や請求権を認めていくため、職権措置

のとらえ方を抜本的に見直して、利用者の法的地位あるいは法的主体性を向上・回復すること

が必要であるという認識が徐々に広まった。そのなかで、福祉サービスに係る権利保障の実現

アプローチについて、法技術上、権利状態の形成・変動に働きかける法的仕組みのとらえ方に
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ついて、次の三つの方向性が示されてきた 10。 

第一に、福祉措置という利用形態の存続を前提に、法解釈上、生活保護給付のように、福祉

サービスの利用について、実体法上の受給請求権の根拠に関する緻密な理論構成を目指しなが

ら、手続面において利用者の申請に対する措置機関の応答義務を明らかにし、要保護状態の存

否と給付内容の要否や程度に係る調査・決定に関する手続保障の充実を講じる、という権利の

体系化の試みである。 

第二に、措置制度から完全に脱却し、公的医療や国民年金などの社会保険制度のように、保

険技術にもとづき被保険者対保険者の対等な当事者関係を築き、保険給付の給付要件と受給内

容を法により定型的に定め、法定保険事故の客観的要件を充足しさえすれば、行政判断を待た

ずに保険給付の受給請求権が当然に成立するという、いわゆる社会保険方式の導入である。法

定された定型的給付の受給に係る当事者関係の構築により、請求権の存在と給付内容を明確化

できるところが、措置制度とは最も異なる点である。 

第三に、福祉利用の法律関係の形成に関し、利用者とサービス提供者との間の合意によって

直接に受給権を発生せしめる、いわゆる契約方式である。 

介護保険法の制定までは、第一のアプローチが主流であった。このアプローチにおいては、

すでにのべたように、一方的措置決定を中心とする構造の下で、措置決定に係る裁量権限の行

使と権利救済の有効性との関係に着目し、とりわけ福祉利用者の従属的地位の固定化や福祉利

用の権利の実現または救済を妨げる要因となる福祉裁量を問題視して、それに対する法的統制

をいかに行うか、特に司法審査をどこまで及ぼすべきかという問題に最大の関心が寄せられた

11。いいかえれば、福祉裁量の抑制という方向で行政の裁量余地をできる限り抑え、もって福

祉利用に関する反射的利益説を克服し、その法的権利性の確立を目指すことがその基本的発想

であるとはいえる。これについては、次の点がとくに評価に値する。まず、福祉サービスの受

給に関し、柔軟かつ積極的に形成すべき特質を有する受給請求権の内容を、受給資格の確認行

為と適切な給付の専門技術的・政策的形成判断に区別するという考え方の転換により、福祉の

権利の柔軟かつ積極的な形成という要請にふさわしい法的仕組みの分節的構成を可能としたこ

とである。また、解釈論上、実体法上の請求権の有無と手続上の申請の要否を区別できるとと
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もに、手続的側面において申請に対する行政の応答義務を明確にしたことである。したがって

今後、行政決定の合義務・合目的的裁量に関する統制法理の展開がなされなければならない。 

このようなとらえ方は、実定法の枠内で既に成立した権利の内容を合理的かつ適正に形成す

るには、確かに有用である。しかしながら、権利性を認めるような条文表現をとってこなかっ

た実定法の構造の下では、このような議論の前提として問うべき請求権の存否の問題が曖昧な

ままであるといわざるをえない。そのため、この問題について、第一のアプローチのような法

解釈論のレベルで迂回するようなとらえ方よりも、第二および第三のアプローチの方が明解で

あろう。また、このような受給権の権利性の確立にあたって、措置制度と比べると、保険料負

担の見返りとしてのサービス受給の権利的性格が強い社会保険方式の導入が大きく役立つこと

も指摘されてきた 12。というのも、保険給付の受給権が原則的に法定要件事実の発生とともに

成立するからである。また、近時強まりつつある見方によれば、社会保険における「対価」性、

すなわち被保険者の保険料拠出を要件として保険給付の受給権が発生するということは、受給

権の明確性にとって積極的意義をもつ一方、社会保険の加入者個々人が保険料を自ら拠出して

将来に備えるという点からみても、生活の個人責任原則すなわち自助の理念に適合的である、

とされる。しかるに、福祉サービスの給付方式をめぐって、これまでの措置制度のあり方、社

会保険方式との優劣、サービス利用へ対応の適切性などについて、権利保障の目的を明確にし

つつあるものの、十分な議論がなされていたわけではない 13。にもかかわらず、政策上、措置

制度が包括的に否定され、それに対する社会保険方式のメリットのみが強調されてきた。その

後、介護保険法の制定に伴って措置制度のあり方に係る議論が停滞し、主な問題関心は社会保

険制度および福祉サービス契約へ移りつつあるかのようである。そこで、以下では、これまで

の議論をふりかえ、介護保険制度における利用関係の特徴を簡潔に整理してみよう。 

２ 社会保障給付関係の形成に際して、対等な当事者間の交渉ないし合意形成を構成要素とす

る私法形式を行為形式として用いるというのは、とくに新しいものではない。かつて、現代国

家機能の拡大に伴う私法形式による行政活動の増大、すなわち非権力的行政あるいは給付行政

などの法現象をいかにとらえるべきかに関する議論のなかで、一般的な認識として、行政主体

の本来的任務の達成手段として用いる行為形式であれば、公法上のものであるか私法上のもの
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であるかを問わず、私法形式を含む行政活動の多様化現象をも行政法の視野に取り入れるべき

と考えられていた 14。給付行政の分野では、制定法上、法律関係を形成するための行為形式と

して契約方式を積極的に採用している傾向が認められる。これに対し、法律の特別の規定にお

いて、契約ではなく行政行為を通じての権利の得失または変動が予定されていることもある。

社会保障領域の給付関係の形成に関しては、用いられる行為形式―行政の意思表示―の法的性

質が何かを問う際に、個別制度上に用意された法的仕組みの違いによってその答えが異なる。

それを優越的公権力の発動たる処分と解するほかに、当事者間の意思表示の合致という要素に

着目して民事法上の契約形式とするものも見受けられる。もちろん、利用者の申込みに対する

行政からの返答がいかなる法形式としてとらえられるべきか、あるいは行政判断の介在が必要

であるか、さらにその法効果として給付に係る具体的給付請求権が発生するかなどは、いずれ

も立法政策の問題に属する。たとえば、国民年金などの社会保障給付については、事務処理の

大量性および画一性という要請にもとづいて、行政の裁定や決定という方式が制定法上広くと

られている 15。ただ、それにしても、個別制度に定められる法の仕組みにより、どの法形式が

用いられるか、そして当該行為形式に処分性が認められるかどうかが定まり、それによってそ

の法律関係の性質や争訟手続もかなり異なったものとなることは否定できない。 

従来から、行政法の基本的スタンスとして、三段階構造（法規範→行政行為→強制行為）に

おける行政行為の特殊性が見出されてきた。そして、行政行為に対する法的統制の一般的認識

として、特定の法的効果に結び付けられる行政機関の介入形態（行政行為）を司法統制の対象

にして事後的な審査を行い、行政介入の前提たる行政法規の定めた要件がみたされなかった場

合に、取消訴訟によって予定された法効果を否定して行政行為の特殊的な効力を取り除き、一

度介入行為によって変動した法状態を元に戻す、という思考様式がとられてきた。そして、こ

こにいう取消訴訟の対象は、最高裁判所昭和三九年一〇月二九日判決（民集一八巻八号一八〇

九頁）16の定式によれば、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為に

よって、直接に国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められてい

るもの」とされる。ただ、この図式をそのまま硬直的に社会保障領域の給付関係に適用すると、

司法救済上の不都合が生じるおそれがある。とりわけ、請求権的条文表現がとられておらず、
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また、行政機関の内部規則で定められた給付要件または支給準則にしたがう傾向が強かった福

祉利用関係の場合には、その司法救済の可能性が狭隘である。 

このような下で、行政行為論中心の伝統的な理論体系への批判から出発して、社会保障関係

の契約的構成の可能性を示した学説は比較的に早くから存在した。山田幸男教授は、行政法関

係が行政行為のみならず、契約あるいは協議による事実上の合意などの多様なものを含んでお

り、とくに社会保障給付関係に関して、行政庁の判断行為によって形成される一回的・局所的

なものだけでなく、その継続的な法律関係全体を把握すべきと主張した。このようなとらえ方

は、社会保障関係の契約的構成に対して理論上の積極的説明を提供しうると思われる。社会保

険給付を例にとって、次のような説明がなされていた 17。受給要件や受給内容などが法令で定

められていても、社会保険関連規定が基本的に私保険の保険約款に相当するものであるため、

かかる利用関係は本質的に当事者関係や契約関係と見ることもできるが、保険への強制加入や

保険料の強制徴収などの特殊な法的規律が存在することに鑑みて、この法律関係を公法上の当

事者関係あるいは契約関係ととらえるべきである。もちろん、上記の強制加入や強制徴収など

の規定に権力性の契機が存在することは否定できない、と。また、成田頼明教授は、「市民法的

保険法理を修正した」社会保険の「保険者と被保険者との間の給付関係についてみると、それ

は対等的当事者間の債権債務関係に近い」と指摘した 18。宮崎良夫教授は、たとえ要件事実の

認定や給付内容の確定など行政の判断を介在せしめることが法的に認められていても、それは

技術的要請にもとづくものであって、これらの認定、決定、裁定などの行為によって実体上の

権利が発生・変動するわけではない、とのべていた 19。そして、これらの行為を確認処分とい

っても、「給付主体と相手方のとの間における無用の紛争を回避し、迅速かつ確実な給付を担保

するための単なる手続上の要請にもとづ」いて行われるにすぎない。これは純粋の法的判断と

して一義的に定められる法定要件の該当性についてなされるべきであり、また、「かならずしも

行政庁または保険者の第一次的判断権を尊重する必要は存しない」ため、「取消訴訟の消極性を

補充する意味で、義務確認訴訟又は公法上の当事者訴訟としての給付訴訟、地位確認訴訟を認

める」ことができる 20。さらに、社会保障給付関係の当事者的構成をより徹底して、相手方の

申請にもとづいて給付を開始する場合、これを申込みに対する承諾とみて契約的構成をとるこ
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とが可能であるとし、それを一種の公法上の契約関係と解する考え方も存した 21。 

他方、上記の法関係論とは異なるとらえ方として、従来の行為形式論を再考し、行政行為の

概念における権力性の要素を、実体法的な意味ではなく、人為的に与えられた争訟手続上の通

用力という意味でとらえ、契約と行政行為は概念上必ずしも相互排他的な関係でないとする見

解がある 22。小早川光郎教授は、「一つ法律関係につき、契約による規律と行政行為による規律

とが交錯する状況」もありえ、社会保障給付の法律関係を形成・変動させる行為が「人為的に

行政行為として取り扱いを受ける場合であっても、そのことはこれらの法律関係から契約の観

念を当然に排除するものではない」と主張した 23。このような考え方を前提とすると、社会保

障給付関係の形成または変動について複数の法形式の並存の合理的な説明のみならず、その組

合せによる社会保障給付過程の分節化または分節的構成とも整合的といえよう。そして、社会

福祉サービス利用関係について、権利性を確保するという見地から、権利の存在（受給資格）

と権利の内容（給付の種類および程度）とを概念上区別して、その利用過程を分節して取扱う

べきであるという認識は、ここでも共有されているものと思われる。すでにのべたように、分

節化する福祉サービスの利用過程を複数の行政の行為の組合せとしてとらえて、裁量統制の実

をあげようとする見解がある。前田雅子教授は、福祉の権利という要請を重視し、交渉形式を

とる契約手法が当事者の意向に沿うものであると考えたうえで、次のように説いた。福祉サー

ビスの受給資格に係る公権力的な判断を下した後のサービス実施をめぐる法律関係―すなわち、

福祉サービス給付内容の具体化段階―を、サービス提供者との契約によって取り扱う方が妥当

であって、法律関係が一定期間継続する社会福祉給付全般について、福祉サービスの特殊性を

反映できる契約的構成がよりふさわしい、と 24。 

これらの考え方を社会保障関係の契約的構成と称するとしても、おそらく、従来の福祉利用

の権利阻害要因の克服のために、そこでの裁量をできる限り抑えようとする思考様式として共

通するものがある。これらの考え方においては、契約という対等当事者間の法律関係としての

構成は、ただの道具的概念として一方的措置決定と対比的に用いられて、福祉利用の従属性を

払拭し、利用者の権利主体的地位の確立に役立つものと推察される。具体的にいえば、社会保

険方式においては、受給の資格要件と給付内容について法律で明確な規定を設け、法律所定の
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要件を充たす事実の発生によって法定給付に係る具体的な給付請求権が発生する。そして、受

給者が直ちにこれを行使しうる状態におかれるため、給付主体と相手方の間における給付要件

と効果は明確である。なによりも、被保険者が保険者を相手に給付請求権を行使するような対

等な当事者関係として構成されれば、申請に対する応答義務の存在は明白であり、従来の福祉

利用の権利性の曖昧さの解消が期待できる。また、交渉的要素をもつ契約形式は、福祉給付の

ニーズ判定に利用者の意思または選好を反映させる機能があり、福祉の権利の柔軟性という要

素にふさわしいものであって、これにより従来の福祉利用者の従属的地位をある程度緩和する

ことができるであろう。利用者の給付請求権の具体的実現のより一層の貫徹は、かかるとらえ

方によってはじめて可能になるものと考えられる。 

３ 現行介護保険制度は以上の理論をある程度制度化したものといえよう。すなわち、介護保

険法は、介護保険の給付について、必要と認める法定介護サービス費の支給をその内容と規定

するとともに（同法四〇条）、その支給について、要介護認定を受けた被保険者が指定介護事業

者から指定介護サービスを受けたことを前提要件に、かかるサービスに要した費用の九割を要

介護被保険者に支給することを規定している（四一条一項および四項）。介護サービスの利用方

法については、サービスを受けようとする要介護被保険者が、法令で定めるところにより自己

の選定する指定居宅サービス事業者について、「被保険証を提示して、当該指定居宅サービスを

うけるものとする」との規定があるものの（同条三項）、要介護被保険者と指定要介護事業者と

の間の契約締結などについての具体的な規律はなされなかった 25。とはいえ、前出の要介護被

保険者自身による指定介護事業者の選定および九割の介護費用の支給規定に、要介護被保険者

に代わって市町村がその費用を事業者に支払う規定（四一条六項および七項）を加えて見れば、

指定介護事業者から購入した介護サービスを利用する、いわゆる介護サービスの契約利用は、

おそらく介護保険制度の暗黙の前提であると推定することができる。したがって、介護保険制

度は社会保険の法律関係を建前に、法的に要介護等決定の段階と介護契約の段階に分節して、

介護保険給付の実施過程における行政行為と契約との組合せという、一つの適切な介護利用の

実現の仕組みを作り上げたものである。この実定法上の裏づけを有する権利実現過程の分節化

現象に関して、各段階の行為の機能とその相互関係を把握する前に、なぜ介護利用関係の形成
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に契約形式を加える複合的仕組みがとられたのか、また、それが全体の仕組みに対していかな

る新たな法的意義を有するかをもう一度確認しておく。 

要介護高齢者の介護問題への法的対応に特化した介護保険法について、次の三つの法的特徴

を指摘することができる。第一に、社会保険の原理にもとづき、潜在的利用者を被保険者とし

て、その介護保険料の拠出などを財源確保の方法とすることで、介護保険財政の自律的運営を

支えることである。第二に、法定要介護状態にある被保険者が法定介護費用を請求できるとい

う法的地位は、保険料拠出の対価として説明され、かかる請求の権利性がいっそう明瞭になっ

たことである。第三に、介護サービスの供給について民間業者の参入を容認・促進することに

より、短期間での供給拡大および必要量の確保へと直接につなげ、また、それに伴う事業者の

選択肢の拡大を通じて、契約手法により保障された利用者の選択の自由―介護サービス内容の

自己決定―の実現をも間接に担保することである。ここでは、介護サービス利用関係の成立や

内容形成にわたる各段階において、介護利用者と相手方（介護保険者や介護事業者など）との

間に対等な当事者としての関係が構築されることが、法的に想定されているものとうかがえる。 

法技術上、介護サービスの利用関係の形成に関しては、基礎的法律関係の形成段階における

社会保険方式、および、介護サービスの具体的利用段階における要介護状態に関する権力的形

式の判断（要介護等認定）と契約などの行為形式の組合せは、それぞれの段階ごとに新たな法

的仕組みとして登場している。すなわち、介護利用をめぐる法律関係の成立段階において、保

険料拠出と保険給付との等価交換という保険原理を修正する社会保険方式が導入されている。

社会保険給付が拠出に見合う部分であるという対価性―拠出と保険給付との牽連関係にもとづ

き 26、被保険者の介護保険料拠出を要件として介護保険給付の受給権が発生し、また、法定要

介護状態の発生により法定介護費用の支給を求める権利が具体化されるという点で、要介護被

保険者が介護保険者に対する法定介護費用の支給を請求できるという請求権的構成がなされて

いる。介護サービスの社会保険化に関しては、介護サービスのニーズの増大に機動的に対応で

きる仕組みが期待される一方、要介護被保険者にとっては介護保険当事者としての法的地位が

確立され、介護サービス受給の権利性が強化されるという評価がなされている 27。また、具体

的な介護サービス受給内容の確定段階においては、要介護認定に契約方式を付け加えるという
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法的仕組みがとられている。介護サービスの具体的な内容（種類別と時間数）は、後述の要介

護等認定を受けることを前提として、当該認定により決められた限度額の範囲内で、個々の要

介護被保険者が指定介護事業者などとの合意を経て自由に形成される。利用者の法的地位から

説明すれば、前段階の介護保険加入関係において介護保険の加入者が被保険者として介護保険

費を拠出したことを前提に、介護保険者に対して法定介護費用の九割支給を請求しうるのであ

る。後の段階の契約においては、法定介護費用の業者による代理受領の規定により、要介護認

定を受ける利用者（要介護被保険者）が自ら指定介護事業者を選び、介護契約の締結によって

希望する介護サービスを購入することができる（もっとも、法の建前上は、利用者は指定介護

サービス事業者と契約を結んだ後に市町村に費用の償還を求めることができるという仕組みが

とられていることに注意を要する）。 

二 分節化の諸側面  

１ 先節でのべたように、要介護被保険者にとっての介護利用の権利実現過程は、介護保険制

度への加入によって介護保険給付の受給資格を取得するという基礎的法律関係の成立の段階と、

介護保険給付である九割の法定介護費用をもって介護サービスを購入するという具体的な利用

関係の形成の段階とに分けることができる 28。後者の具体的な利用関係の形成は、前者を基礎

として生ずる介護保険給付請求権の存在を前提とする。そして、介護保険給付をもって介護サ

ービスを利用するにあたり、要介護認定または要支援認定（以下、単に要介護等認定という）

という段階と介護サービス内容の確定という段階に細分することができ、それぞれに用いられ

る処分や契約または介護サービス計画の組合せにより、適切な介護給付の実施を確保するため

の制度的な仕組みが作り上げられている。こうした権利実現過程の分節的構成は、これまでの

福祉サービスの利用関係のあり方とは異なるが、そこで検討を要するのは、その相違がどのよ

うなものであり、そこに理論的問題が生じるのかという点である。 

２ 介護利用の権利実現過程にさらされる分節化の側面について、まず介護利用にかかる複数

の法律関係が現れるという現象から説明する。さしあたりここでは、介護サービスの利用関係

の形成にあたって、介護サービス計画の作成依頼を含め、対等な当事者の意思にもとづく契約
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という法形式により当事者間の債権債務関係が発生することを、福祉利用の契約化とよぶこと

とする。具体的には、介護サービス利用者がサービスの個々の利用内容について介護支援専門

員と相談したり、その助言や連絡調整などの便宜を受けたり、介護サービス計画を作成しても

らったうえで、指定介護サービス事業者を選んで交渉を行い、合意にもとづき介護契約 29を締

結し、そして、当該契約にもとづきサービス提供にかかる債務の履行を相手方である当該事業

者に要求することができるなどの地位の獲得がこれにあたる（介護保険法七条五項、八条二三

項、四一条三項、社会福祉法七七条一項）。これについては、措置制度の下で措置決定にもとづ

き福祉サービスの利用関係が包括的かつ一方的に規律されていたことと異なり、介護サービス

利用関係の形成過程においては、サービス内容に対する交渉・合意という要素が制度化される

ことで、かつては重視されていなかった利用者の意思がこの形成過程に反映されうる。これは、

いわゆる利用者の選択権を重視するものである。また、介護保険加入関係の形成に際しても、

将来における介護費用の補填を目的として保険料を拠出するという合意を法的に観念すること

ができ、さらにこのような権利義務関係の発生も当事者の参画行為を基礎としている。ここに

おいては、拠出と給付の間に関連性が存し、とくに、被保険者の保険料拠出を要件として保険

給付の受給権が発生するとともに、保険料を滞納した場合には保険給付の支払方法が変更され

るか 30、あるいはその全部または一部の支払いが一時差し止められる 31といった点に、保険契約

における「給付反対給付均等の原則」による対価性の存在がうかがえる。他方で、被保険者の

資格の得喪は、ある市町村の区域内における住所の有無という事実の変動により自動的に発生

するものとされているものの、手続上、資格の取得については、第一号被保険者は所在地の市

町村に届け出なければならないとともに、市町村が当該被保険者に対して被保険者証を交付す

るものと定められている 32。前出の対価性、被保険者の届出に対して保険者の返答として被保

険者証を交付するといった点に鑑みれば、介護保険加入関係の形成についてもなお保険契約の

要素が含まれるものと考えることができ、ここに、利用関係の契約化のもうひとつの側面を見

て取ることも可能であろう。 

 このような介護利用の契約化には以下のような意図がうかがえる。介護保険制度において重

要なのは、介護サービス内容の確定と実施について、利用者の意思または選好が重視されると
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いうことである。このことは、当事者間の行為により法律関係が定まるという仕組みに表現さ

れている。このような契約的手法にもとづく仕組みの採用には、介護利用の権利実現過程にお

ける利用者の意思の反映またはその選択の「自由」を制度的に保障するという意味が含まれて

いる。したがって、介護サービス利用者の主体性の回復あるいは向上にこそ、介護利用の契約

化の法的意義を見いだすことができる 33。すなわち、介護保険法においては、社会保険方式で

あれ、契約方式であれ、いずれも給付と反対給付の等価交換という対価関係を基礎とした債権

債務関係の形式を利用することを通じて、法律関係の形成に参画する主体として介護サービス

利用者を位置づけて、対等な当事者としての地位を確立することがその趣旨である。介護サー

ビスの利用関係の成立や具体的内容の形成といった各段階において、要介護被保険者と相手方

（保険者や指定介護サービス事業者など）との間に対等な当事者としての関係を構築しようと

しているのである。 

ここで留意しておかなければならないのは、社会保険方式 34と契約方式を併せて導入したこ

とにより、介護サービスの利用関係が対等な当事者間の債権債務関係としてとらえられ、それ

ぞれの法律関係の発生要件と効果が明確化されると同時に、介護保険利用関係において、要介

護被保険者と保険者である市町村との間、要介護被保険者と介護支援専門員あるいは指定介護

サービス事業者との間、および国・都道府県・市町村と指定介護サービス事業者との間には新

たな法律関係が作られているという点である。そのなかでも、保険者と要介護被保険者との間

の介護保険加入関係、および介護サービス利用者と指定介護サービス事業者などとの間の介護

契約関係は、互いに別個な法律関係として存在する。そして、要介護被保険者が指定居宅サー

ビス事業者から指定居宅サービスを受けた場合、指定居宅介護支援を受けることをあらかじめ

市町村に届け出ているという前提の下で（介護保険法四六条四項）、市町村は、当該要介護被保

険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべきサービス費用について、「居宅介護サービス費

として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代

わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる」（同法四一条六項）と定められてい

る。また、この規定による支払いがあったときは「居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービ

ス費の支給があったものとみなす」（同条七項）ものとされている。このように、上記の法定介
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護サービス費用に関する指定介護サービス事業者の代理受領の規定は、前出の介護保険加入関

係と介護契約関係との複数の法律関係の間に存する関連性を示す唯一のものであるが、この費

用の支払いとともに、前者の介護保険給付にかかる債務関係が一応完了する。すなわち、次頁

の【図１介護保険法にもとづく利用関係】の上の部分に示されるように、①介護保険加入関係

においては、②要介護等認定の申請に対して保険者である市町村が当該要介護被保険者に対し

て③要介護等認定を実施し、また当該認定により決められた要介護度と支給限度額にもとづき

④法定介護費用を算定し、当該費用の九割を介護保険給付として支給するものとされている。

上記の費用が支払われた時点で、当該要介護被保険者の保険給付請求権に対する保険者の履行

義務が果たされたことになる。ここでは、新たな要介護状態が発生しないあるいは当該認定の

有効期間内で更新認定を申請しない限り、要介護等認定で確定された具体的な介護保険給付の

請求関係がいったん終了すると同時に、要介護被保険者に対する保険者の具体的な給付義務が

履行され、当事者間の法律関係は基礎関係たる介護保険加入関係に復帰することになる。他方

で、要介護等認定を受けた要介護被保険者が具体的にいかなる介護サービスを利用するかは、

厳密的にいえば介護保険給付の問題に属するものではなく、要介護被保険者は、支給限度内の

介護費用をもって自ら介護支援専門員または指定介護サービス事業者を選択し、介護サービス

計画作成の依頼を含めて介護サービスを購入する。次頁の【図１介護保険法にもとづく利用関

係】の下の部分に示されるように、要介護被保険者が自らあるいは介護支援専門員に依頼し、

⑤介護サービス計画を作成した後、選定した指定介護サービス事業者と⑥介護契約を締結する

ことにより、当該契約相手である指定介護サービス事業者が⑦入所または居宅介護サービスな

どを当該要介護被保険者に提供する。ここでは、保険者である市町村は、介護契約関係の当事

者としての地位を有しないことは明らかである。このようにして、介護保険加入関係における

要介護等認定と介護契約、という前後の両段階に予定された法律関係は、時間順に形成されか

つ逆行できないものとなっており、また、介護利用の権利実現の過程において各々異なった法

的効果があり、別個の存在として把握されている。これと比べると、これまでの措置制度の下

では、措置の委託にもとづき、措置権者たる市町村―利用者―受託事業者、という三者間の法
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律関係が一つの福祉サービス利用関係にまとめられ、またそれらが並存する（【図２老人福祉法

にもとづく利用関係】を参照）。 

このように、介護保険制度の導入により、福祉を増進する責務を有する国と地方公共団体、

とくに市町村の法的地位について変化が生じており、また、要介護被保険者の法的地位が複数

の法律関係に分断されていることはわかった。 
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【図２老人福祉法にもとづく利用関係】 
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まず、市町村の法的地位の変化についてのべる。市町村は老人福祉法（昭和三十八年七月十

一日法律第百三十三号）における措置の実施者である（同法五条の四第一項）と同時に、介護

保険制度における保険者でもある（介護保険法三条）。しかし、現行法の下で、老人福祉法にも

とづき老人ホームへの入所や居宅介護などの措置を実施するには、「やむをえない事由」により

介護保険法に規定する介護サービスの利用あるいは施設入所が「著しく困難であると認めると

き」に限られている（同法十条の四第一項各号、十一条一項二号） 35。 

したがって、介護サービスの利用に関しては、介護保険法にもとづく利用が原則として優先

し、老人福祉法にもとづく措置は補完的な存在とされている。その結果、市町村はかつての措

置の実施者としての地位から離れて、「被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保

険給付を行う」という介護保険の保険者としての性格に傾いている（介護保険法三条一項）。さ

らに、保険給付は法定介護サービスに要する費用の支給であるため（同法四〇条）、保険者であ

る市町村の責任は上記の費用の補填および介護保険事業の運営などの責任にとどまる一方、措

置の実施者として必要なサービスを提供するというかつてのような責務が存続しているか否か

は、必ずしも明らかではない。 

次に、要介護被保険者の法的地位に関しては、前頁の【図１】のように、要介護者は介護費

用の補填を保険給付とする介護保険関係における被保険者であるとともに、介護サービスの利

用契約関係の一方当事者としての地位を有する者である。また、これらの法律関係は時間順に

個別に成立するものである。そして何よりも、【図２】の措置制度においては、施設への入所や

他の便宜の提供といった法律効果が、措置決定により一方的に決定されることとの差異が存す

る。いいかえれば、【図２】の措置決定に包括的に規定される利用関係は、介護保険制度の下で

上記の二つの法律関係に分断され、時系列的には介護保険加入関係における要介護等認定の段

階を経てから、介護サービス契約の締結・履行段階に移るものとされている。そしてここにお

いては、適切な介護利用の判定に関して、要介護状態に対する判定過程と給付内容の形成過程

が分離されている。前者は、市町村が被保険者に対して行う要介護認定または要支援認定であ

り、内容的には申請者が「要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分」を審
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査しかつ判定する結果にとどまるものである（介護保険法十九条一項・二項）。後者においては、

契約手法の導入により介護サービスの利用関係は私的契約関係へと変化している。ここにおい

ては、要介護等認定を含む保険給付に関する処分の結果に不服のある者は、介護保険審査会の

審査請求を経て、当該処分の取消しの訴えを提起することが可能である（同法一八三条、一九

六条）。しかしながら、当該認定に不服があっても、その争い対象は要介護・要支援状態区分な

どの判定についての結果に限られる。もっとも、介護保険法により、保険者である市町村の責

任は要介護等認定を受けた要介護被保険者に対して保険給付としての介護給付、介護予防給付

または条例で定める市町村特別給付に関する法定サービス費用を支給することである（十八条、

四〇条、五二条、四一条六項・七項）。そして、介護サービスの具体的な内容については、要介

護者と指定介護サービス事業者の利用契約により規律されることになるがゆえに、利用の際に

生じた紛争は債務不履行などの契約責任の問題として現れる。ここにおいては、老人福祉法四

条にいう「老人福祉を増進する責務」を有する国および地方公共団体、とくに市町村の責務は

「最も適切な支援が総合的に受けられるように……細かな措置の積極的な実施」とともに「地

域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない」こと（同法十条の三第一項）から、介

護保険法二条三項にいう「適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施

設から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して」保険給付を行うことへと限定されて

いる。国および都道府県の責務も同法五条にいう「介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行わ

れるように」関係体制の確保とともに必要な助言および適切な援助を行うことにとどまる。こ

のように、市町村を含む地方公共団体または国の公的責任は介護費用の補填および介護保険事

業の健全的かつ円滑的な運営に限定されているので、手続にしたがって必要な給付を受けるか

または不服申立て・訴訟により適切なサービスを確保できるよう、権利保障のためにこれまで

構築されてきた権利救済方法によるのでは、国や地方公共団体の公的責任を追及することが困

難になってしまっているのではないか、という疑問が生ずる。 

３ もう一つの分節化の側面について、専門性確保手法の分節化という現象を説明する。介護

保険法においては、上述のような実現過程の分節化に伴い、要介護状態の判定過程と介護サー
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ビスの具体的内容の形成段階についてそれぞれに第三者たる専門家の関与が想定されている。

要介護等認定に関する手続において主治医意見書の提出や介護認定審査会による審査・判定、

介護支援専門員による介護サービス計画の作成などの居宅介護支援制度、といった新たに導入

された手法がこれにあたる。具体的には、要介護等認定の調査・判定手続における専門家の関

与については、要介護等認定の申請を受けた市町村は、厚生労働省令で定める全国共通の調査

票による一次判定の際にして、当該申請に係る被保険者の主治医から意見書を提出させる形で

意見を求めたり（二七条三項）、また、一次判定の結果と主治医の意見書などを、要介護者など

の保健、医療または福祉に関する学識経験を有する者などにより構成された介護認定審査会に

通知し、当該申請者についての要介護状態区分の審査と判定（「二次判定」とも呼ばれる）を求

めることとされている（十四条、十五条、二七条四項～六項）。また、給付内容の決定およびサ

ービスの実施という各段階においては、要介護者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に

関する専門的知識および技術を有する介護支援専門員が、要介護者の依頼を受けて、要介護状

態にある被保険者の状態についてアセスメントを行い、これにもとづき介護サービス計画を作

成するとともに、当該計画にもとづく介護サービスなどの提供が確保されるよう、指定介護サ

ービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、サービスを受けた被保険者

の状態やサービスの実施状況などについて管理および評価を行うものとされている（七条五項、

八条二三項、四六条。なお、この一連の過程が「ケア・マネジメント」と通称される 36）。 

以上のような要介護認定段階および介護契約段階ごとに設けられた専門家の関与は、各々異

なった制度趣旨を有するものである。ここにいう専門性の確保とは何かについては、専門家の

関与形態により一様ではく、介護利用の権利実現過程の分節された各段階ごとに、それぞれ異

なる機能を果たしている。まず、要介護等認定における専門家の関与については、要介護状態

の調査・判定手続の正当性を確保するためのものである。次に、介護サービスの利用に際して

行われる介護支援専門員の関与は、要介護被保険者の契約当事者としての対等な地位、とくに

介護サービスについての情報収集、理解および交渉能力を法的に補完するとともに、専門的知

識または技術にもとづき必要な介護サービス内容を客観的に決定し、利用者の選択権行使を支
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援するためのものである。こうした点から比較すれば、これまでの措置制度の下での福祉サー

ビスの利用過程においては、各利用者の要保障状態に応じた具体的な給付内容の決定にあたり、

措置の実施機関の一方的な判断権限が広く認められ、措置の要否とその判定方法、および措置

の内容や必要なサービスの調達方法（措置委託先の選定）などを含む専門技術的な判断は、も

っぱら措置の実施機関と所属福祉専門職員に委ねられてきたのが、前述したようにあらためら

れたものである。ちなみに、介護保険制度の下では、要介護等状態に対する認定と介護サービ

ス内容の形成およびその調達という形で細分されるとともに、前者の認定については、保険者

である市町村は主治医の意見を求め、介護認定審査会の審査および判定の結果にもとづき行う

ものとなされている一方、後者においては、介護に際して、いかなるサービス内容が必要であ

るか、また、誰のサービスを受けるかについての最終決定は、もはや市町村（介護保険法上の

保険者）に存するものではなく、利用者たる要介護被保険者が自らあるいは介護支援専門員の

援助を受けて介護サービス計画の作成段階で決定することになっている。 

しかし、この点についてはなお検討すべき問題は存する。まず、以上の要介護等認定の調査・

判定手続における専門家の関与は、要介護等認定の実体的正当性の担保という側面についても、

また要介護被保険者の手続的権利の確立という観点からも、一歩前進したものと評することが

できる。もっとも、要介護等認定については、要介護状態の区分に関する審査・判定にはそれ

自体保健、医療または福祉に関する高度に専門技術的な領域に属するものである。問題は、要

介護等認定の公正・公平と効率性の確保のために、要介護認定に関する調査手続や要介護状態

区分などの審査判定基準など（以下「要介護認定基準」という）が厚生労働省令または通知に

より全国一律に規定されているという点である 37。こうした介護認定基準が画一的に適用され

る結果として、個々の要介護被保険者に特有の事情が捨象されてしまい、不合理な結果が生ず

るおそれが存する。また、要介護等認定について、専門技術的な観点から介護認定審査会と所

管市町村に一定の裁量権が認められ、当該認定に裁量権の逸越・濫用がある場合、裁判所は当

該認定を違法として取り消すことができる（行政事件訴訟法三〇条）。しかし、要介護者の該当

性および要介護状態区分の審査基準として用いられる介護認定基準は、要介護等認定の判断結
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果を左右するものである。こうした介護認定基準の設定については、権限を持つ厚生労働大臣

の裁量をいかに把握するか、そしてその下で、介護認定審査基準などの行政立法に対していか

なる裁量統制手法によりその審査密度を向上させることがしばしば問題となっている 38。 

次に、介護支援専門員による居宅介護支援などの制度化についてもなお検討すべき問題が存

する。従来、いかなるサービス内容が必要かについての受給者などとの相談や、ケアを中心と

した生活全般の支援は、法的には「相談・援助」として措置の実施機関とその専門職員により

行われてきた。介護保険法においては、「相談・援助」は、介護支援専門員による介護サービス

計画の作成を含む居宅介護支援制度として位置づけられる。ここでは、専門職としての介護支

援専門員の専門性については、「要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する

専門的知識及び技術」にもとづき、介護サービス計画の作成の際にして、要介護者とその家族

からの相談に応じながら、それらの意思に拘束されず、適切な介護サービスの内容を客観化す

るものとされている 39。サービス内容の確定、その供給事業者の選定や調整または仲介を行う

業務は、行政（措置の実施者である市町村）から介護支援専門員に移されると同時に、要介護

被保険者との間で締結される居宅介護支援契約により規律され、介護支援専門員とその所属す

る指定居宅介護支援事業者の契約責任に変化することになる 40。さらに、このような居宅介護

支援は独自の介護保険給付の対象とされ（四六条）、有償化されている。これについては、介護

支援専門員によるケア・マネジメントの公正・中立性を担保するために、指定居宅介護支援事

業者と指定居宅サービス事業者とを分離すべき、という指摘がなされている 41。他方、繰り返

しになるが、介護保険法では、要介護被保険者に対する市町村の責任は「適切な保健医療サー

ビス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるように

配慮して」保険給付を行うことに限定されている（二条三項）。そして、市町村は措置制度下で

の措置の実施機関とは異なり、必要なサービスの選定や調整または調達機能を果たすわけでは

なく、介護サービスの提供体制の確保については、介護保険事業計画による調整という責務に

とどまっている（一一七条）。このようにして、介護サービス利用の総合的な調整について、実

際的には、個々の介護支援専門員に委ねられている一方、市町村の総合福祉機能が減退してい
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る。これについては、保険者自治と住民自治の交錯の中におかれた市町村の責任をいかに体系

的に把握すべきか、という問題にも関心が寄せられる。要するに、専門性確保手法の分節化に

より、前述の両段階において各々の機能を果たす専門家の関与のあり方が多様化し、それぞれ

の法律関係がさらに細分化され、かつ複雑になっているため、これに関連する責任の帰属が希

薄になっている。 

以上、介護利用の権利実現過程の分節的構成とその法的理由、およびそれによってもたらさ

れた分節化現象とその問題点を概観してきた。介護利用の権利実現過程が分節化されたことに

伴い、これまで措置決定に統合されてきた利用者―サービス提供事業者―国・地方公共団体の

間の多面的な法律関係は、いくつかの両面的法律関係―すなわち、保険者と被保険者、利用者

とサービス提供事業者、指定介護サービス事業者と指定権限をもつ機関（都道府県または市町

村）など―に分けられて、時系列的に現われてくることとなっている。また、それとともに市

町村は介護サービスの提供に関与せず、要介護被保険者に対する義務が必要な介護サービス費

用の補填であり、指定介護事業者に対する義務が法定介護サービス費用の九割の支払いである。

それゆえ、三者間における公的責任が変化するとともに、権利保障をめぐる紛争の現れ方もま

た異なったものとなっている。ここでは、これまで法治主義にもとづいて蓄積されてきた権利

保障手段または統制法理により果たして十分に対応することができるか否か、かかる理論構成

の検証が問われている。そして、「措置利用から契約利用へ」という技術的再編に対応するよう

な権利保障の制度的仕組みの検討に際して、権利保障の責任を担う主体である国および地方公

共団体を規律する法理とその方向性を再考する必要性も生ずる。これらの問題は、次章以降の

検討に委ねる。  
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注  

                                                

1 戦後のドイツ法を参考にし、社会保障関連給付を受ける権利を個人的権利の性質を持つもの

としてとらえ、社会保障の受給者に公権利としての保護を与える必要性を早くから唱えて

いたものとして、成田頼明「行政法の側面から見た社会保障法（上）」ジュリスト二九八号

（一九六四年）二五～二六頁。さらに、社会保障給付を受ける権利の特殊性について、成

田教授は次のように指摘していた。社会保障関係法において一般私人に付与される権利が

個人的な公権利の性質も持つものと考えても、訴訟手続や実体法上公法的な特殊の処理を

要するという必然性はない。社会保障関係法において特別の規定が設けられても、それら

は「最低限度の生活を維持できるようにするための国家的給付であるという特殊性にもと

づいて、一般の私権と異なった保護を与えるための立法政策的に設けられたものというこ

とができよう」（同論文・二六頁を参照）。また、その後、戦後ドイツにおける社会保障受

給権の理論展開と実定法の動向を紹介し、日本法への継受の可能性を示したものとして、

又坂常人「社会保障受給権と行政裁量の関係についての若干の考察（一）～（三）」自治研

究五八巻一〇＝十一＝十二号（一九八二年）などがある。 

2 イギリス法との比較法的考察を通じ、社会保障の権利に関する思考方法の転換の必要性を主

張したものとして、下山瑛二「サービス行政における権利と決定―生活保護行政を素材と

して―」田中二郎先生古稀記念『公法の理論（中）』（有斐閣、一九七六年）（同『人権と行

政救済法』（三省堂、一九七九年）所収）を参照。 

3 原田尚彦『行政責任と国民の権利』（弘文堂、一九七九年）三六～三九頁、園部＝田中館＝

石本編『社会保障行政法』（有斐閣、一九八〇年）一〇五頁〔田中館照橘〕一一四～一一五

頁などを参照。 

4 園部ほか編・同掲注 3・六二六頁以下〔河野正輝〕。 

5 福祉の権利の体系化と理論構築に関する主な先行研究として、小川政亮「社会保障に関する

法律権利」行政法講座第六巻『行政作用』（有斐閣、一九六六年）二三〇～二三六頁（小川

政亮著作集第１巻『人権としての社会保障』（大月書店、二〇〇七年）所収）、河野正輝『社

会福祉の権利構造』（有斐閣、一九九一年）などがある。 

6 下山・前掲注 2・六五九～六六〇頁を参照。 

7 宮崎良夫「社会保障行政と権利保護」東京大学社会科学研究所編『福祉国家第４巻 日本の

法と福祉』（東京大学出版会、一九八四年）二八三頁（同『行政争訟と行政法学』（弘文堂、

一九九一年）所収）を参照。 

8 又坂常人「権利救済手続の諸問題」社会保障法第一〇号（一九九五年）七三頁以下、同「行

政の法的行為形式の多様化と権利救済手続の諸課題（二）」信州大学法学論集六号（二〇〇

四年）一四七頁以下などを参照。 

9 たとえば、堀勝洋「養護老人ホームの個室への入所を請求しうる具体的権利がないとされた
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事例（森訴訟第一審判決）」（横浜地裁平成四年一月二九日判決・判例集未掲載）季刊社会

保障研究二八巻四号（一九九三年）四三八頁以下、同・同事件控訴審および上告審判決（東

京高裁平成四年十一月三〇日判決および最高裁平成五年七月十九日第二小法廷判決、全て

未掲載）評釈・季刊社会保障研究三二巻一号（一九九六年）八〇頁以下を参照。また、大

阪市ホームヘルパー派遣決定処分取消等請求事件の第一審判決（大阪地裁平成一〇年九月

二九日判決、判例タイムズ一〇二一号一五〇頁）について、倉田聡「老人福祉法にもとづ

く在宅介護サービスの供給とその法的性格」ジュリスト一一五九号（一九九九年）一〇七

～一〇八頁、橋本宏子「ヘルパー派遣請求訴訟と介護を受ける権利」賃金と社会保障一二

四五号（一九九九年）十一頁以下、前田雅子「介護保障請求権についての考察」賃金と社

会保障一二四五号（一九九九年）十九～二三頁などを参照。同事件控訴審判決について、

東條武治「解説」判例地方自治二三三号（二〇〇三年）一〇七～一〇八頁などを参照。 

10 河野・前掲注 5・二七一～二七二頁を参照。 

11 行政法学上の議論は、ほぼ福祉裁量の裁判統制を中心に展開されてきたといえる。主要な

文献として、下山・前掲注 2、神長勲「福祉と行政法」法の科学一〇号（一九八二年）、同

神長勲「福祉行政における裁量と手続」季刊社会保障研究二九巻三号（一九九三年）、江橋

崇「生存権実現と行政の課題」ジュリスト八五九号（一九八六年）、又坂・前掲注 1、同「『福

祉の措置』の法律問題」雄川一郎先生献呈『行政法の諸問題 下』（有斐閣、一九九〇年）、

河野・前掲注 5・六七頁以下、前田雅子「生存権の実現にかかわる行政裁量の統制」社会問

題研究四六巻二号（一九九七年）、同・前掲注 9、秋元美世「措置制度の諸問題―『反射的

利益論』と権利性の確保問題をめぐって―」社会福祉研究第六六号（一九九六年）、同「福

祉給付における権利と決定―措置制度と公的介護保険制度―」社会保障法第十二号（一九

九七年）など。前掲注 9 の各評釈のほかに、東京大田区ホームヘルパー派遣申請不承認処

分取消等請求事件（東京地裁平成八年七月三一日判決・判例時報一五九三号四一頁）につ

いて、秋元美世「評釈」季刊社会保障研究三四巻三号（一九九八年）など。 

12 新たな介護システムとして社会保険方式の導入を具体的に提起した、厚生省委託・高齢者

介護・自立支援システム研究会報告「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」（一九

九四年十二月）八八頁は、「措置制度と比べると、利用者の権利的性格が強」いと説明して

い る （ http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/514.pdf

最終アクセス 2014/12/24）。こうした論じ方はその後の政府報告書にもよく見かけられる。

類似の見解につき、池田省三「社会福祉政策を転換する介護保険」ジュリスト一一三一号

（一九九八年）三四～三五頁、堀勝洋『社会保障法総論〔第２版〕』（東京大学出版会、二

〇〇四年）四五頁および二一〇頁、石橋敏郎「介護保険給付」河野＝良永＝阿部＝石橋編

著『社会保険改革の法理と将来像』（法律文化社、二〇一〇年）九〇頁を参照。 

13 介護保険法に至る政策形成と立案の流れに関して、河野＝佐藤編『介護保険法―権利とし

http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/514.pdf
http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/514.pdf
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ての介護保険に向けて―』（法律文化社、一九九七年）二五頁以下[佐藤進]を参照。 

14 すなわち、純然たる私法関係と区別して扱われるべき公益上の必要性があるために、特殊

の法的取扱を認めるところに公法関係としての特殊性があり、そして、こうした公法と私

法が混合して支配する行政分野も行政法の対象範囲に含まれるものとして法治主義的な制

約を受けるべきであるという思考様式は、戦後日本行政法学の基本的姿勢であった。たと

えば、公法関係に関し、行政主体の優越的な意思表示にもとづく権力関係または支配関係

に対置し、公共の福祉を保護するために特殊の法的規律に服せしめることによって本来の

（対等的私人相互間の）私法関係に修正的効果をもたらす「管理関係または役務提供関係」

を、非権力行政に対応する範疇概念として提示した田中二郎博士の見解（同『行政法総論』

（有斐閣、一九五七年）二一五頁以下、同『新版行政法上巻〔全訂第二版〕』（弘文堂、一

九七四年）三四～三五頁および七九～八三頁を参照）、あるいは上記の区別を認め、公行政

の本来の任務達成手段として行政主体が私法形式を用いた場合、当該管理作用に関する法

律関係は本質的に私法上の当事者関係であるが、公共の福祉を理由とする特別な定めがあ

る限りで「公法上的当事者関係・契約関係」となると述べた山田幸男教授の見解（同『行

政法の展開と市民法』（有斐閣、一九六一年）一八二頁）など。また、非権力行政あるいは

給付行政の法現象を正面からとらえて当該分野の理論構成の方向性を示した初期の文献と

して、成田頼明「非権力行政」公法研究二八号（一九六六年）、山田幸男「給付行政法の理

論」岩波講座『現代法４ 現代の行政』（岩波、一九六六年）などがある。 

15 「特別な規定がない限り、契約形式の推定が働く」ものとされる（塩野宏『行政法Ⅰ〔第

五版補訂版〕行政法総論』（有斐閣、二〇一三年）一九〇～一九一頁を参照）。また、「契約

関係上の行為として構成しうる行為が行政行為とされるのは…行政体に特有の強制の制度

と結合させようとする立法政策、あるいは強制の制度と結合した行政行為に随伴して創設

されてきた特有の権利保護ないし権利救済制度の適用対象とすることで行政内部の統一性

の確保および行政行為の相手方の権利利益の保護・救済と法関係の早期の確定を図ろうと

する立法政策に由来する」市橋＝榊原=本多＝平田『アクチュアル行政法』（法律文化社、

二〇一〇年）八九頁〔本多滝夫〕を参照。 

16 当該判決は、処分性を定式化したリーディング・ケース（ごみ焼却場設置条例無効確認等

請求事件）である。この事件は「行政事件訴訟特例法時代の判決であるが、行政事件訴訟

法の下でも妥当するものである」とされる（塩野宏『行政法Ⅱ〔第五版補訂版〕行政救済

法』（有斐閣、二〇一三年）一〇一頁）。 

17 山田・前掲注 14『行政法の展開と市民法』一八二頁を参照。 

18 成田・前掲注 1・二三頁を参照。 

19 宮崎・前掲注 7・二〇頁を参照。 

20 この見解は保険給付の決定等処分を具体的給付請求権の取得要件と認めた実務上の支配的
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見解（最高裁昭和二九年十一月二六日第二小法廷判決・民集八巻一一号二〇七五頁および

二〇七七頁）と異なり、かかる給付決定処分の公定力または形成力を否定する考え方であ

る（成田・前掲注 1・二三頁を参照）。 

21 同上注・二四頁を参照。また、宮崎・前掲注 7・一九～二〇頁、同旨。 

22 行政行為と契約関係の交錯現象を論じた小早川光郎「契約と行政行為」岩波講座『基本法

学４ 契約』（一九八四年）がある。近時、このとらえ方を受けて、行政行為と契約の組合

せを社会福祉利用関係の形成についての法的仕組み一般として把握するものとして、原田

大樹「福祉契約の行政法学的分析」法政研究（九州大学）六九巻四号（二〇〇三年）、大橋

洋一『行政法 現代行政過程〔第２版〕』（有斐閣、二〇〇四年）三六〇頁、又坂・前掲注

8 などがある。 

23 小早川・前掲注 22・一二七頁を参照。 

24 前田・前掲注 11・二七～二八頁および同「社会保障の法律関係」ジュリスト増刊『行政法

の争点[第３版]』（有斐閣、二〇〇四年）二三三頁を参照。 

25 時間的には、「福祉サービスを利用するための契約」は介護保険制度の施行に伴い、二〇〇

〇年の社会福祉法における「第八章 福祉サービスの適切な利用」の新設によりはじめて

利用手法として制度化された（同法七六条、七七条）。 

26 いわゆる私保険における「給付反対給付均等の原則」と「収支相当の原則」であり、社会

保険の保険性とも称される。社会保険は、社会性や扶養的要素（強制加入や保険料減免等）

を加えることで、この保険性や保険要素を修正したものである。河野正輝「社会保険の概

念」河野＝良永＝阿部＝石橋編著『社会保険改革の法理と将来像』（法律文化社、二〇一〇

年）三頁以下を参照。 

27 石橋・前掲注 12・九〇頁を参照。 

28 介護保険法十九条により、要介護等認定の内容は要介護状態に該当するという給付資格と

支給限度額の形で示された給付上限である。上記の認定を受けた際に、被保険者の介護保

険給付に対する請求権が発生するが、しかし、「介護サービスを実際に利用しなければ、具

体給付は受給できず、受給権は発生しない……具体的な給付受給権の取得は、要介護認定

後の介護保険契約に基づく介護保険サービスの利用という要介護者の作為を必要とする点

に特徴がある」伊藤周平『介護保険法と権利保障』（法律文化社、二〇〇八年）五九頁を参

照。 

29 本論文では、介護保険制度における要介護者と指定介護サービス事業者との間の介護サー

ビスを利用するための契約について、とくに説明しない限り、「介護契約」とよぶこととす

る。 

30 介護保険法六六条により、市町村は、保険料を滞納した要介護被保険者に対して被保険者

証の提出を求め、当該被保険者証に「支払方法変更の記載」をする (一項)。そして、支払
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方法変更の記載を受けた要介護被保険者が、「支払方法の変更の記載がなされている間」に

受けた指定居宅介護サービス費などの支給について、指定介護サービス事業者による代理

受領の規定は適用できない（四項）。そのため、利用する際に、当該要介護被保険者がその

費用の全額を支払い、その後、法定支給限度で算定された金額の九割分を介護保険給付と

して市町村に請求することとなる。 

31 介護保険法六七条により、保険料を滞納した要介護被保険者などに対して、市町村は法令

で定める特別の事情があると認める場合を除き、「厚生労働省令で定めるところにより、保

険給付の全部又は一部の支払を一時差し止め」(一項)、また、あらかじめ、支払方法変更

の記載を受けている要介護被保険者に通知して「当該一時差止に係る保険給付の額から当

該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除することができる」(三項)。 

32 介護保険法九条一項一号により、「市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者」を第

一号被保険者をいう。保険者の資格取得および喪失については、同法十条、十一条、十二

条一項・三項・四項を参照。 

33 大橋・前掲注 22・三六一頁を参照。 

34 介護保険制度は、介護サービスの社会保険化とも呼ばれる。阿部和光「社会保険の形成と

展開」河野＝良永＝阿部＝石橋編著『社会保険改革の法理と将来像』（法律文化社、二〇一

〇年）二六頁、伊藤・前掲注 28・三八頁および八〇頁を参照。制度的仕組みとして、市町

村および特別区が介護保険法により特別会計を設けて行う「介護保険は、被保険者の要介

護状態または要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする」（同法二条一項、三条）

と定められている。介護保険事業に要する費用に充てるため、市町村は当該区域内に住所

を有する六五歳以上の第一号被保険者から保険料を徴収し（九条一項一号、一二九条一項

～三項、一三一条、一三二条）、また、四〇歳以上六五歳未満の第二号被保険者の保険料を

介護給付費交付金として社会保険診療報酬支払基金に請求する（九条一項二号、一二九条

四項、一二五条）。しかも、介護に要する費用の負担については、保険料だけではなく、費

用別により国、都道府県および市町村が法定の割合で公費で負担している。たとえば、介

護給付費および予防給付費（以下、あわせて「給付費」と呼ぶ）について、国が二〇％、

都道府県および市町村がそれぞれ十二・五％の割合で負担する（一二一条一項一号、一二

三条一項一号、一二四条一項）。要するに、介護保険制度は拠出制を基本原則とするものの、

保険料はその財源の一部にとどまり、公費の投入により、拠出と保険給付の対価性を基礎

にする保険原理が修正される。いいかえれば、狭い被保険者集団の内部でしか働かない所

得再分配という限界は、公費負担の投入により改善される。なお、それに加えて、強制加

入、保険料の強制徴収あるいは免除・軽減、さらに無拠出制給付の導入などは、社会保険

における社会性として説明されている。河野・前掲注 26・二～十二頁を参照。 

35 「老人ホームへの入所措置等の指針」（平成十八年三月三十一日老発第〇三三一〇二八号厚
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生労働省老健局長通知）により、老人福祉法十条の四第一項各号および十一条一項二号に

いう「やむを得ない事由」について「（１）本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合、

（２）痴呆その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない

場合」などが挙げられる。 

36 倉田聡「福祉サービスの供給契約と福祉専門職の役割」法学研究（北海学園大学）三五巻

二号（一九九九年）二二三頁、伊藤・前掲注 28・一四〇～一四一頁を参照。 

37 たとえば、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省

令」（平成十一年四月三十日厚生省令第五十八号。最新改正：平成十八年三月十四日厚生労

働省令第三十二号）、「要介護認定等基準時間の推計の方法」（平成十二年三月二十四日厚生

省告示第九十一号。最新改正：平成二十四年三月三十日厚生労働省告示三十二号）、または

「要介護認定等の実施について」（平成二十一年九月三十日老発第九三〇〇〇五号厚生労働

省老健局長通知）、「介護認定審査会の運営について」(平成二十一年九月三十日老発〇九三

〇第六号厚生労働省老健局長通知」など。 

38 生活保護基準にかかる厚生大臣の裁量として国の財政事情を含む専門技術的かつ政策的な

判断の必要性を認めた裁量法理は、朝日訴訟上告審判決（最高裁昭和四二年五月二四日大

法廷判決・民集二一巻五号一〇四三頁）をはじめとする裁判例の積み重ねにより定着した

と考えられる。近時、最高裁平成二四年四月二日第二小法廷判決（判例タイムズ一三七一

号八九頁）は、生活保護基準中の老齢加算に係る改定の際に、最低限度の生活を維持する

上で老齢であることに起因する特別なニーズが存在するといえるか否かを判断するにあた

って、厚生労働大臣に国の財政事情を含めた多方面にわたる専門技術的かつ政策的な見地

からの裁量権を前提にしている。この分野の行政立法についての裁量統制に関する近時の

検討は多数あるが、豊島明子「行政立法の裁量統制手法の展開―老齢加算廃止訴訟・福岡

事件最高裁判決を念頭に―」法律時報八五巻二号（二〇一三年）二九頁以下を参照。 

39 福祉に関する「相談・援助の技術よりも、介護保険法特有の給付管理業務や居宅サービス

計画作成の技術の取得が重視されている」ため、介護支援専門員は、福祉の専門職よりも、

「介護保険の専門職として位置づけられている」と指摘される。伊藤・前掲注 28・一五二

頁を参照。 

40 介護保険法では、被保険者の利用するサービスの内容の決定にあたっては、保険者である

市町村ではなく、被保険者の選択権行使あるいは自己責任によることとなる。被保険者の

選択権行使を支援する仕組みとして介護支援専門員による介護サービス計画の作成その他

の援助という居宅介護支援サービスが保険給付の対象となる。同法八条二三項にいう居宅

介護支援については、介護保険法の保険給付がなされることがその前提であり、指定居宅

介護支援事業者と被保険者の間には上記のサービスの提供を目的とした私法上の契約が締

結されていると解される。これは「ケア・マネージメント契約」あるいは「介護支援契約」
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とも呼ばれている。その際、介護支援専門員は上記の指定居宅介護支援事業者の従業員と

して、居宅介護支援などの債務の履行補助者に位置づけられるにすぎない。また、このよ

うな居宅介護支援については、福祉専門職の業務としての性格を有するものである。この

点について、専門家の責任法理をベースに、福祉専門職の契約責任のあり方とその法理の

確立が必要である、という共通の認識は存する。倉田・前掲注 36・二二八～二三〇頁、伊

藤・前掲注 28・一五五～一六一頁、品田充儀「福祉サービスの利用方式」日本社会保障法

学会編『講座社会保障法第３巻 社会福祉サービス法』（法律文化社、二〇〇一年）六四～

六六頁を参照。 

41 専門職としての介護支援専門員の専門性および客観中立性の確立について、倉田・前掲注

36、二二四～二三〇頁、伊藤・前掲注 28・一五〇～一五二頁と一六四頁、品田・前掲注 40・

六五頁を参照。 



 

 63 

第二章 適切な介護利用の確保手法  

福祉利用の権利実現過程
1
について、利用関係の形成または変動をもたらす処分が行われ

た段階に注目し、支給の許否に関する決定がなされた時点を、給付関係の確定までのプロセ

スのなかでの一つの区切りとしてとりあげ、そして、かかる決定の法的効果とそれに対する

法的統制のあり方を検討することが、これまでの法学の主な関心であった。もっとも、前章

でのべたように、給付決定に対する裁量統制の観点から問題を整理し、許否の決定に至るま

での判断過程を、申請者の受給資格の該当性（サービスに対する必要性とその程度）にかか

る調査または判定行為と、申請者の要保障状態にふさわしい給付内容の具体的な確定行為と

に区別し、二段階に分けてとらえるべきという考え方が示されてきた。こうしたとらえ方は、

福祉受給権の特質に即して、適切な福祉利用のニーズ判定の仕組みのなかに、利用者の要保

障状態に関する具体的な事情を考慮に取り組む試みである。福祉サービスの適切な利用にあ

たって、利用者個人の要保障状態と必要なサービス内容の整合性または照応関係について最

も見合う状態を見定める、というニーズ判定の判断過程においては、専門家の意見または公

平な分配を実現するための専門技術・政策的判断という客観的要素、および利用者個人の意

思とそれにもとづく選択という主観的要素をいかに考量するか、またそこでいかなる判断の

仕組みをとるかによって、ニーズ判定の結果は左右される可能性がある。 

介護保険法においては、営利・非営利の別を問わずにサービス供給主体が多元化され、よ

り多様で効率的なサービス供給体制を目指しながら、他方で、要介護者の該当性とその要介

護・要支援状態（以下、要介護状態等という）区分にかかる市町村の認定を受けることを前

提に（同法十九条。以下、とくに断らない限り、要介護認定と要支援認定をあわせて要介護

等認定という）、介護内容の具体的形成について、介護支援専門員 2の援助による介護サービ

ス計画の作成（八条二三項）および指定居宅サービス事業者の自己選定（四一条三項）とい

った契約手法を用いることにより、利用者の選択権行使や自己決定の実現を図る、という仕

組みが制度化された 3。要介護等認定と介護契約の組み合わせによって適切な介護利用のた

めのニーズ判定の仕組みを構築しているのも、上記の両要素の調和を図るためであると考え
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られる。また、権力的形式たる受給資格認定 4と利用契約 5の組み合わせにより福祉サービス

の利用関係を具体化していくという制度設計は、社会福祉の各分野に浸透しつつあり、障害

者総合支援制度や子ども・子育て支援制度にも導入されて、現行社会福祉制度に横断的に用

いられている仕組みとなっている 6。 

もともと、これまでの行政法学においては、権力的形式である給付決定とその法的効果に

着目して、これに対する法的統制に重点をおいてきた一方 7、福祉分野における契約手法の

コントロールに対する考察が十分に行われているとはいいがたかった。この点から、介護サ

ービスの適切な利用を確保するために、要介護等認定と介護契約が組み合わされて、一つの

制度的な仕組みとして作用する手法は、行政法学の一般理論から見ても新しい現象であると

はいえる。そして、近年のいわゆる福祉サービスの「措置利用から契約利用へ」という展開

に伴い、福祉利用の権利実現過程における契約手法に注目が集まり 8、福祉サービスの利用

について、当事者間の対等な緊張関係に関心が寄せられつつある。同時に、このような契約

手法の導入による私的な契約関係への回帰に対しては、権利保障や法治主義にもとづく公共

的制約から逸脱する可能性があるとの懸念も指摘されている 9。福祉分野における処分と契

約の交錯的な運用手法に関して、行政法学の一般理論からこれと積極的に向き合い、福祉契

約を支える行政過程における行政法的仕組みの介在を再認識すべきとも説く例はある 10。そ

れにおいては、要介護等認定のような権力的形式で行なわれる判断過程における公正性の確

保や 11、専門家参加の中立性または専門家責任などの問題が意識され 12、また、福祉契約現象

の類型化とその特殊性、あるいは契約利用を支える条件整備に着目した論考も多く現れてい

る 13。このような福祉サービスの利用形態に対する従来の分析においては、以上の介護サー

ビスの利用契約とその問題群に関する検討のほかに、要介護等認定の法的性格とそれに対す

る法的統制を個別的に検討するものもあるが 14、しかし、そこでは、要介護等認定と介護契

約の両者を包括的にとらえる視点の希薄化は否定しがたいであろう。 

そこで、本章では、介護保険制度下での介護サービスの利用関係に焦点を当てて、要介護

等認定と介護契約の結合という仕組みが、適切な介護利用を確保するための手法としていか

に機能するかについて考察を行うこととする。以下では、上記の二つの法形式の間での相互

補完的な現象を包括的にとらえ、両者間の相互関係および機能的分担を明らかにすることに
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重点をおいた上で、その際に用いられる法形式が、それぞれどのような法的効果を有するか

という問題を併せて分析する。そしてこのような考察を通じて、現行制度のなかで生じうる

理論的な問題とその帰結を検討することにする。 

第一節 決定と利用契約の機能分担 

一 適切な介護利用の法的仕組み 

１ 複数の行為形式の組合せを用いた法的仕組みの登場 

行政と国民との間の法律関係においては、法律で定められた規律を行政自身が処分形式で

具体化するという形態が一般的であった。しかし、今日ではもはやそれにとどまらず、その

自体が処分としての性質を持たない複数の行為形式は重要な機能を果たすようになってき

ている。たとえば、医療法（平成九年法律第百二十五号による改正前）三〇条の七の規定に

もとづく病院病床削減等勧告取消請求事件に関する上告審において、藤田宙靖裁判官が次の

ような認識を示している 15。複数の行為形式の組合せを用いた法的仕組みについて、「これら

の行為が相互に組み合わせられることによって、一つのメカニズム（仕組み）が作り上げら

れ、このメカニズムのなかにおいて、各行為が、その一つ一つを見たのでは把握し切れない、

新たな意味と機能を持つようになっている」。学説においても、こうした複数の行為形式の

併用に対して関心が寄せられ、たとえば福祉サービスの利用にあたっての「行政主体、サー

ビス提供者、サービス利用者の関係につき、行政行為、契約、基準設定などの行為型式が組

み合わされた法的仕組み」も、このような現象に属するものとされている 16。そして、介護

保険法にもとづく各種給付の実現までの一連のプロセスにおいて、複数の行為形式の組合せ

により構築された法的仕組みも、こうした現象の一つであるということができる 17。 

介護保険法においては、介護保険の給付について、必要と認められる法定介護サービス

費の九割の支給がその内容として定められ（四〇条各号、四一条一項・四項、四八条一項・

二項など）、要介護等認定を受けた被保険者が指定介護サービス事業者から法定サービスを

受けたことを前提に、当該サービスに要した費用の九割が支給される（四一条一項・四項）。
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介護サービスの利用方法については、サービスを受けようとする要介護被保険者が、法令で

定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者に「被保険者証を提示して、

当該指定居宅サービスをうけるものとする」と定められている（同条三項）。すなわち、介

護保険法にもとづく諸給付の利用関係においては、まず、介護保険への加入が申請者として

の資格要件である。また、被保険者の要介護・要支援状態 18の発生が介護保険給付の支給条

件とされており 19、これについては市町村により、要介護者または要支援者の該当性の有無

およびその状態区分の認定がなされる（十九条）。そして、介護サービスの利用を欲する要

介護被保険者は、要介護等認定の結果にしたがい、自らあるいは介護支援専門員の援助を得

て介護サービス計画を作成し、法定支給限度内で介護サービスの種類とその利用量を決めて

（四三条）、指定介護サービス事業者と利用契約を結んで介護サービスを購入する。前章で

のべたように、かような制度的仕組みは、介護利用のニーズ判定を必要性の判断とサービス

内容の具体的形成の二つの段階に区分した上で、要介護等認定、介護契約や介護サービス計

画などの行為形式の組合せにより、介護利用の専門性や政策的要請と利用者の選択権行使と

の間での調和を図り、もってニーズ判定の適正性および介護給付の適正な実施を確保しよう

とするものである。介護サービスを受けるまでの具体的なプロセスは、後掲の六八頁の図３

のような流れで進んでいく（以下、介護サービスの利用過程とよぶこととする）。このよう

な利用関係の形成または確定は、法律上の一連の手続から構成されるプロセスとして把握す

ることができる。そして、各段階に生ずる法律効果に応じて、このような法律関係を次のよ

うにいくつの分節点に区分することができる。 

（ア）被保険者資格の取得       

↓（①要介護等認定の申請→②認定調査→③審査・判定→④判定結果）  

（イ）⑤要介護等認定    

       ↓ 

（ウ）介護サービス計画の作成   

       ↓ 

（エ）介護契約の締結・履行     
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このような複数の行為形式の組合せにより構成される介護サービスの利用過程に関して

は、介護サービスの実現に至るまでの各段階をすべて視野に入れ、利用過程の全体を包括的

にとらえた上で、時系列におかれた各行為形式の性質を把握するためには、いわゆる「過程

尊重型思考」が親和的である、との見解がある 20。確かに、介護サービスの利用過程におい

ては、前後の両段階に予定された法律関係が時間順に形成され、逆行できないものとなって

おり、また、介護利用の権利実現過程においてそれぞれが区別され、別個の存在として把握

されている。それでも、法律関係の形成または変動原因を把握し、一連の過程における当事

者の法的地位および用いられる行為形式とその機能を明らかにするためには、上記の「過程

尊重型思考」の有効性が、たしかに認められよう。 

以上のとらえ方によれば、次頁の図３に示した手続上分節化された介護サービスの利用過

程は、次のように整理することができる。第一に、（ア）被保険者資格の取得段階において

は、介護保険法九条に定められた資格要件をみたした者は、権力的形式たる行政の判定を待

つことなく、適格要件に該当するに至った日から自動的に被保険者資格を取得する。それと

同時に、将来要介護・要支援状態 21にあると認められたときに介護保険給付を申請できる法

的地位を有することとなる（十条）。第二に、要介護・要支援状態という介護保険給付の開

始条件に該当するかどうか、また、いかなる内容の給付を受けられるか、などの介護サービ

ス利用関係の確定については、（イ）要介護等認定の段階から、（ウ）介護サービス計画の作

成を経て、最後に（エ）介護契約の締結・履行段階に至る、という具合で時系列的に具体化

されていく循環的なプロセスが認められる。このように、（イ）から（エ）までのプロセス

は、被保険者の要介護・要支援状態にかかる判定を経て、当該要介護状態等に応じた充足方

法を決める一連の手続から構成されている。そして、そこでは、一連の手続で行われた行為

の法的効果により介護保険給付請求権の内容が具体化されていくことになろう。 
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介護契約にもとづくサービス利用 

定期的な要介護認定・

要支援認定の更新 

（ア）【被保険者資格の取得】（法 9 条）  

 第 1 号被保険者 65 歳以上の住民 

 第 2 号被保険者 40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入の住民 

定期的な要介護認定・

要支援認定の更新 

要介護・要支援者 （要介護・要支援状態の区分別の給付） 

（ウ）介護サービス計画の作成  
〔居宅介護支援事業者ばど（在宅の場合）または介護保険施設が実施〕 

介護サービスの基本方針・目標、サービスの種類/内容など。 

【保険給付申請】 ①要介護等認定の申

請 
【申請者】（法7条3～4項、19条） 

 第1号被保険者 

 加齢に伴う特定疾病を有する第2号被保険者 

介護認定審査会（法14 条）の二次判定 

（イ）【要介護認定・要支援の認定】  

〔市町村が実施〕 （法19、27、32条） 

主治医 

意見書  

④審査・判定結果の通知 

③調査結果等の通知、 

審査・判定の依頼 

②認定調査 

 基本調査/特記事項 

 一次判定 

 

⑤認定等の作成・通知 

対象外の 

高齢者 

却下 

 

自らの選択による 

サービス利用 

依頼しない 介護サービス計画の作成を依頼する 

利用者の承諾・同意 

（エ）【介護契約の締結】 
 居宅介護支援事業者または介護保険施設事業者を選定 

 介護サービス提供票に基づき、限度額内での介護サービスの提供を決定。 

 （サービス提供票/サービス提供別表にもとづき、介護契約を履行 

（連絡・調査） 

 介護サービス計画およびサービス提供票を交付 

 サービス計画にもとづく依頼と調整 継続的管理 

再評価  

【図 3 介護保険法にもとづき介護サービスを受けるまでの流れ】  

（社会保険研究所『介護保険制度の解説〔平成 24 年 4 月版〕』（2012 年）101 頁の「参考/要介護・
要支援認定と介護サービス計画（ケアプラン）」図にもとづき作成）  



 

 69 

２ 要介護等認定と介護契約の結合 

従来、法律関係の形成・変動原因については、処分と契約という二つの手法が主な法形式

として想定されてきた。ある政策目的を達成するために、制度設計の上で両行為形式が択一

的な関係に立つか、それともこれらが組み合わせられた結合関係になるかは、法律の定めに

よる事柄である 22。もっとも、法律関係の形成・変動についての処分の介在が事前の法律関

係の明確化・安定化・画一化のための方法としてよく見られ、社会保障領域とりわけ社会保

険分野においては、契約関係として理解されうる法律関係についても、行政内部の統一性の

確保や処分の相手方の権利利益の保護または法律関係の早期確定を図るために 23、立法上、

行政決定に不服を有する者が期間制限を伴う不服申立てや取消訴訟によって争うべきこと

を定めたり、不服審査前置などの規定をおく例が少なくない。また近時、福祉分野における

「措置利用から契約利用へ」といわれる制度改革の下で、利用関係の形成・変動原因として

契約手法の重要性が増大している現象に注目しつつ、民事法と行政法がどのように組み合わ

されて現行法制度ができているか、そしていかに組み合わせて立法していくのかを考察し、

民事法と行政法との新たな関係を構築しようとする見方が示されている 24。ここにおいて注

目に値するのは、処分と契約の両者それぞれの機能に応じた役割分担を通じて制度的仕組み

全体の効果を向上させるために、協調関係ないし補完関係といった視点から両者を組み合わ

せる構図が存する点である 25。もちろん、場合により民事法の仕組みと行政法の仕組みを様々

な形で組み合わせることも可能である。 

そして、処分と契約との組合せにより介護サービスの利用関係を規律する介護保険制度の

法的構造は、上記のようなとらえ方から読み取ることができよう。前出の図３の（イ）から

（エ）までの流れのように、介護保険法にもとづき介護サービスの給付を受ける法的地位な

いし法律関係が形成・確定される際に、具体的な介護サービス内容の決定は、介護サービス

に対する必要性の程度に対する判定行為から分離されている 26。すなわち、介護保険給付の

開始条件としての要介護状態等の有無とその状態区分を判定する市町村の認定は後者にあ

たり、ここでは介護保険給付に対する要介護被保険者個人の必要性（以下、単に要介護性と

いう）について行政判断の優位性が重視される。そして、要介護等認定を前提に作成される
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介護サービス計画 27および介護契約は、前者の介護サービスの充足の仕方を規律する手法と

して、要介護被保険者個人の選好により自ら決定されるものであるが 28、その内容は要介護

等認定により制約される 29。このように、介護保険法上、両者がそれぞれ固有の役割を果た

すことが予定されており、また、それにより適切な介護利用を実現するための法的仕組みが

構成されるのである。 

以上をまとめると、介護保険法にもとづき介護サービスを利用する際に用いられている法

的仕組みは、次のような特徴を有するものと考えられる 30。すなわち、保険者である市町村

に対する介護保険給付請求関係の下で、介護保険給付の受給開始資格の有無を判定する要介

護等認定を前提として、要介護被保険者が介護支援専門員に依頼するかあるいは自ら介護サ

ービス計画を作成して、そして、選定した指定介護サービス事業者 31とサービスの利用契約

を締結する。このようにして、各々の要介護被保険者の利用しうる介護サービスの具体的な

内容が確定されるようになる。こうした権力形式たる処分と契約との結合によって介護サー

ビスの利用関係が具体化されてくるという点こそ、介護保険制度において用いられた法技術

の特徴の一つであるといえよう。 

二 ニーズ判定のための複合手法  

繰り返しになるが、介護サービスの利用関係の確定を図式的に整理するとすれば、三つの

部分から構成される次のようなプロセスとして把握することができる。すなわち、第一に、

介護ニーズの存否とその程度、すなわち要介護者該当性とその状態区分にかかる調査と判定、

第二に、判定された要介護状態区分に応じて必要と認められる介護サービス内容の確定、第

三に、介護サービスの具体的実施、という三段階である。この三つの段階においては、各段

階の役割に応じて行われる行為の性質は必ずしも同様ではない。各段階の連続によって構成

される利用プロセスは、順次にニーズの判定、必要な給付の確定とその具体的実施の三つの

問題を取り扱い、またそれを経て介護利用の法律関係が具体的に確定されていく。そして前

述のとおり、これらの各段階において、サービスの適切な利用を担保するために、保健医療

サービスや福祉サービスに関する専門的知識および技術が必要となる。介護サービスの利用
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過程は、前出の専門技術的な判断にもとづき前出の三つの問題の答えを探し出し、またそれ

を通じて前一段階の結果をもとに次の段階へ進むように、具体的な利用関係の内容を形成し

ていくプロセスととらえることができよう。この点について、現れる態様は多少異なるが、

自費で福祉サービスを購入する民事法関係か、あるいは措置決定にもとづく公的福祉サービ

スの利用関係かにかかわらず、利用関係の確定にいたるプロセスを通じて権利内容が次第に

具体化するという特徴は一貫している。  

ところで、介護サービスなどの福祉事務が公行政の一環として位置づけられ、かつ利用可

能な福祉資源が限られるという前提の下では、利用機会の公平・平等という価値の実現は、

要件認定の際の不可欠の考慮要素として常に問題となる。すなわち、ニーズ判定を行う際に、

だれに対してどの程度の福祉サービスを提供するかについて、他の利用者または潜在的な利

用者との平等な扱いという問題をも、ともに考慮せざるをえない。したがって、以上の専門

性の要請および利用の公平性のために、利用者の要保障性とそれに応じたサービスの内容を

判断する過程においては、利用者個人の主観的な選好を超えた、いわゆる「社会的承認」が

常に要請されるものと説かれる
32
。  

従来の制度においては、このような社会的承認は、前章でのべた福祉利用の特性にもとづ

き、利用者に対する必要な援助に関する専門的知識、技術または経験を有する行政庁や専門

職員の判断を通じて、法の適用過程の一部として付与されてきた。ここにおいては、福祉サ

ービスの利用を欲する者が法にもとづいた法定給付や公平な扱いを受けられるか否かにつ

いては、公正かつ公平な配分という観点からなされる行政の判断に優位性が認められてきた

33
。たとえば、老人福祉法にもとづく施設入所あるいは居宅介護サービスなどの利用関係の

確定については、各々の利用者に与えられる給付内容があらかじめ画一的に定められている

のではなく、措置権者たる市町村が入所やホームヘルプ派遣などの基準に定められた各種の

判定事項に即して利用者個人の要養護状態、すなわち上記の給付に対する必要性の程度を判

定した上で、各々の要養護高齢者の具体的な状態に応じて個別的に決定する、という措置決

定の仕組みが採用されている 34。そのなかでも、行政庁による権力的形式たる決定ないし裁

量権の行使には、個々の申請者の要保障状態とその程度に対する判定または評価にとどまら
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ず、それに応じた給付内容の具体的形成または確定もが含まれている 35。要するに、福祉に

かかる措置の決定は、前出の要保障状態と給付内容の両者を一括して一つの判断としてまと

めるものである。 

これに対して、介護保険法ではやや異なった仕組みが用意されている。利用関係の確定プ

ロセスに現れる問題の特色にしたがって、法技術上、要介護状態の有無とその程度すなわち

受給資格の該当性を判断する段階と、認定された要介護度にふさわしい介護内容を確定する

段階に分けて、そして、この両段階の連続によって一つの介護利用の仕組みがつくりあげら

れている
36
。そのうち、受給資格の法定要件に該当するか否かを判断する段階は、行政関与

の介在が必要な領域に属し、権力的形式たる処分により判定がなされる。また、後の介護内

容の確定段階は、基本的にサービス利用者の選択権行使を優先させることが妥当な領域とし

て、行政による決定行為から分離され、その代わりに契約手法が用いられている
37
。このよ

うにして、前後の両段階に用いられる要介護等認定と介護契約という二つの行為形式が一つ

の法的仕組みの下で組み合わされている。ここでは、被保険者個人の要介護状態と介護内容

との整合性・照応関係が最もよく実現できるように、前出の二つの行為形式が相互補完的関

係に立ち、それぞれの制御機能をもって介護サービスの利用関係の確定･具体化のために協

働するものと考えられる。そのうち、両者の間の機能的分担は次のように整理することがで

きる。すなわち、権力的形式たる要介護認定等によるサービス利用の公正性・公平性の確保

と、交渉・合意にもとづく個別的かつ柔軟な対応の確保である。このことは措置制度そのも

のの改良によって可能であろうが、このことはさておき、上記のような機能的分担に伴い、

介護サービスの利用にかかる必要性の判断過程の分節化と、その手続をより緻密化すること

が可能になる
38
。そこで以下では、この点について考察することとする。  

１ 権力形式の処分の介在  

利用可能な福祉サービスの種類と量が限られているという前提の下で、すべての利用者を

いかに公正かつ公平に取り扱うかという点は、介護サービスの場合のみならず、社会保障領

域全般において共通するものである。もっとも、要保障状態にある利用者にとっては必要な
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サービスの受給により要保障状態の原因を除去または軽減することこそは権利保障が実現

された状態であるものの、あらかじめ用意されたサービスの類型に、利用者のニーズをあて

はまるという制度的仕組みの下では、サービスを受けられるか否かについて、まず問われる

のは利用者の困難度であり、すなわち福祉サービスに対する必要性（要保障性）の有無また

はその程度である。これらは利用の優先順位について他の利用者との調整を行うことにかか

わり
39
、必要と認められる利用者を選別するための、受給資格の該当性判断の問題として取

り扱われてきたのである。介護保険給付にかかる受給資格に関して、なぜ要介護等認定とい

う判断過程を介在させるかといえば、その理由は、前出の利用の優先順位の調整にとどまら

ず、専門的知識または技術にもとづく判断という実体的正当性および行政庁による法の公

正・公平な執行という手続的正当性、の二点から説明されている
40
。  

実体的正当性の確保について、要介護状態等を的確に把握するためには、介護サービスに

かかる専門的知識、技術や経験が不可欠である。そのため、法技術上、要介護被保険者の要

介護状態等区分にかかる認定・調査手続は、基本調査にもとづく一次判定と、専門家から構

成される介護認定審査会
41
による二次判定という二回の判定手続に区分されている（介護保

険法十四条、二七条二項～七項）。ここでは、要介護等認定の結果の公正性・中立性・客観

性の確保が目指されている。要するに、要介護等認定の判定過程においては、調査・判定手

続の公正・公平を実現するために、権力的形式たる行政決定に優位性が認められている。ま

た、同時に、分節化された判定手続のなかに客観的かつ中立的な専門家の関与を組み入れる

ことにより、個々の被保険者の要介護状態区分についての判定結果の公正性および客観的な

評価が担保されている。このようにして、要介護等認定には被保険者たる介護サービスの利

用者本人の意思に還元しえない側面があることに留意しておく
42
。  

手続的正当性の確保について、介護保険法においては、介護サービスの必要性（要介護状

態等の有無）とその程度の問題は、六八頁の図３の（イ）の一連の要介護等認定手続を通じ

て決められていく（詳細な分析は次章に譲る）。このような認定は、保険給付の大量の請求

を迅速かつ画一的に処理するために、定められた認定基準および調査・審査手続にもとづき

市町村が実施するものとされ（十九条、二七条）、全国一律の認定基準と調査・審査手続の
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設定とその画一的な適用により、要介護状態等に対する認定判断の公平・公正を図ろうとし

ている。また、こうした要介護等認定は、被保険者の抽象的な介護保険請求権を具体化する

一連の権利実現過程における区切りの一つ、すなわち図３の（イ）から（エ）までのプロセ

スの結節点として位置づけられる
43
。要介護等認定が申請にもとづく処分として扱われる以

上、認定の申請に対して介護保険者である市町村に応答義務が課され（二七条十一項）、申

請に対する処分としての手続規定が設けられており、申請型への転換とともに、介護サービ

スの利用者に手続的権利を認めるという趣旨がうかがえる
44
。さらに、介護保険給付関係の

早期確定のため、不服審査の前置や、期間制限を伴う行政上の不服申立ておよび取消訴訟に

よって争うべきものと規定され（一八三条、一九二条、一九六条）、それにより要介護等認

定に不可争力が付与されることとなる。  

２ 交渉・合意的要素の導入  

前章でのべたように、福祉分野において利用者個人の要保護状態にふさわしい給付内容の

実現を図るためには、常に利用者の多様かつ可変的な需要を即応的かつ柔軟に反映する仕組

みが必要がある
45
。これに関しては、主にサービスの内容をめぐって、利用者側とサービス

提供者側の間での調整に焦点を当てて、必要とするサービスの内容や提供方法など具体的な

充足の仕方に関する問題の一環として論じられてきたところである。  

介護保険法においては、自己決定やノーマライゼーション
46
の理念を踏まえて

47
、次のよ

うな権利保障方法を用意している。すなわち、法定介護費用の九割支給を前提に、介護サー

ビス計画の作成依頼や指定介護サービス事業者の選定（同法八条二三項、四六条、四一条三

項）により、要介護被保険者に介護サービス内容の形成に関する決定権をある程度付与する

という形で
48
、契約手法を介護サービス利用の仕組みのなかに組み込むという方法である。

そしてこれを通じて、指定介護サービス事業者の選定および利用可能なサービス内容の確定

を、利用者による選択または自己決定にゆだねることが可能となる。この点は介護保険法に

もとづくサービス利用手続上のひとつの特徴である。かつての措置決定の場合と比べると、

サービス内容の決定を利用者の選択に託すところこそが利用手続の契約化の核であるとい
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ってもよい
49
。要するに、介護サービス事業者との交渉を経て当事者間の合意にもとづき介

護サービスの内容を具体的に確定していくという制度設計は、利用者の主観的意思を介護利

用のニーズ判定の仕組みに取り入れ、それによって要介護被保険者の選択権行使を確保する

ためのものである。この点からは、介護保険制度においては、要介護被保険者が自らの選好

によって介護内容の具体的形成に関する意思決定を行う可能性が創出されていることはみ

てとれる。  

にもかかわらず、当事者間の完全的な自治にゆだねられているものとはいえない部分も存

する。介護利用の特性により生じる様々な問題が意識されて、通常の契約とは異なった介護

契約の特殊性が問われるところとなっているからである
50
。また、契約利用の条件整備をめ

ぐる各種の問題を適切に処理するためにいかなる法的対応をとるべきかも、新たな課題とな

っている。そのなかでも、契約の成立要件の充足のために用意された一連のプロセスが一つ

の制度的仕組みとしてまとめられるなら、そこには拡大した「契約」領域に対する公的関与

をあらためて許容する可能性が存するである。このことは次節で説明する。  

 

 

 

 

 

注
                                                

1 福祉サービスを必要とする者にふさわしいサービスを結び付けていくプロセスについて、

要保障性の有無、その程度および要保障性の充足の仕方、この三つの問題を取り扱う過

程である。秋元美世「福祉契約の法的関係と公的責任―介護保険制度の問題を中心にし

て―」社会保障法第十九号（二〇〇四年）一三八頁を参照。 

2 介護支援専門員とは、要介護者が自立した日常生活を営むために必要な援助に関する専

門的知識および技術を有する者として、介護支援専門員証を交付された者であって、要

介護者とその家族などの相談に応じ、また要介護者の心身の状態などに応じて適切な介

護サービスを利用できよう、市町村、指定介護サービス事業者との連絡調整を行うもの

と規定されている（介護保険法七条五項）。 
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3 介護保険制度の下では、介護サービスの利用関係の確定にあたり、かかるプロセスが複

数の行為の介在によっていくつかの段階に分節されるとともに、段階ごとに形成される

法律関係も時系列的に垂直的に分断される現象はみてとることができる。本論文では、

こうした現象に着目し、段階ごとに行われる行為の連続を包括的に把握し、権利実現過

程の分節としてとらえる意味で用いる。拙稿「適切な福祉利用の確保とその公法的構成

（一）」名古屋大学法政論集第二四九号（二〇一三年）三五頁以下を参照。 

4 受給資格認定とは、法律関係の形成または確定の際に、行政庁が優越的な判断をもって

行う一方的決定行為を指す。ここでは、主に、介護保険法十九条にもとづく市町村の要

介護認定および要支援認定をいう。詳細は後述する。このほかにも、障害者自立支援法

（平成十七年十一月七日法律第百二十三号・平成二十四年六月二十七日法律第五十一号

により「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と改称した）

十九条の定める支給決定、子ども・子育て支援法（平成二十四年八月二十二日法律第六

十五号）二〇条の定める子どものための教育・保育給付にかかる支給認定などもその具

体例である。 

5 主に、社会福祉法（平成十二年三月二十九日法律第四十五号）の第八章「福祉サービス

の適切な利用」にいう、社会福祉事業の経営者と利用者との間の「福祉サービスを利用

するための契約」を指す。介護保険制度における要介護者と指定介護サービス事業者と

の間の介護サービスを利用するための契約は、その具体的な形態の一種である。近時、

福祉利用における特殊性を考慮しながら契約自由を制約する概念として、「福祉契約」、

「利用契約」や「福祉サービス利用契約」などの用語が使われ、様々な類型が挙げられ

ている。本沢巳代子「社会福祉と契約『総論』」社会保障法第十九号『介護保険と福祉

契約』（法律文化社、二〇〇四年）九五頁を参照。本論文では、介護保険制度における

要介護者と指定介護サービス事業者との間の利用契約について、とくに説明しない限り、

居宅介護サービスなどの利用契約、介護保険施設の利用契約、および居宅介護支援の利

用契約などをあわせて「介護契約」とよぶこととする。 

6 このような現象は、主に、福祉サービスの必要性と給付する内容（措置決定の法律効果

として生じる措置委託も含む）を包括的に決定していた、いわゆる措置決定と対比する

観点から、サービスの要否の決定と提供すべきサービスの内容（実施者の選定を含む）

の決定が分けられているという点にその特徴を有する。豊島明子「福祉の契約化と福祉

行政の役割」名古屋大学法政論集第二二五号（二〇〇八年）一九〇頁を参照。 

7 かつての老人福祉法にもとづく措置決定とその法的統制の問題について、拙稿・前掲注

3・二五～三四頁以下を参照。 

8 そのなかでも、福祉契約についての議論が最も活発であり、社会保障法学の視点から多

くの研究がなされている。たとえば、嵩さやか「社会保障法と私法秩序」社会保障法研
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究第三号（二〇一四年）、秋元美世「措置から契約へ―社会福祉と契約―」法の科学四

〇号（二〇〇九年）、岩村正彦「社会保障と契約の諸問題―総論―」季刊社会保障研究

四五巻一号（二〇〇九年）、中野妙子「介護保険法および障害者自立支援法と契約」季

刊社会保障研究四五巻一号（二〇〇九年）、岩村正彦編著『福祉サービス契約の法的研

究』（信山社、二〇〇七年）、新井＝秋元＝本沢編著『福祉契約と利用者の権利擁護』（日

本加除出版、二〇〇六年）、社会保障法学会第四四回大会「社会福祉と契約」掲載諸論

文・社会保障法第十九号『介護保険と福祉契約』（法律文化社、二〇〇四年）、秋元美世

「福祉契約の特質と課題をめぐって」週刊社会保障第二二一四号（二〇〇二年）、品田

充儀「福祉サービスの利用方式」日本社会保障法学会編『講座社会保障法第３巻 社会

福祉サービス法』（法律文化社、二〇〇一年）、額田洋一「福祉契約序説」自由と正義二

〇〇一年五月号など。また、「一般の消費者契約法よりも強度の利用者保護規制が必要

となる」ため、不当条項の法理のみならず、サービス利用契約内容および履行にかかる

規制をも射程に入れた福祉サービス利用契約の法理論の構築とその実定法化が重要で

ある、という認識が近時行政法学の領域でも共有されつつある。たとえば前田雅子「社

会保障の法律関係」ジュリスト増刊『行政法の争点〔第３版〕』（有斐閣、二〇〇四年）

二三三頁、原田大樹「福祉契約の行政法学的分析」法政研究（九州大学）六九巻四号（二

〇〇三年）七六五頁以下、河野＝佐藤編著『介護保険法―権利としての介護保険に向け

て―』（法律文化社、一九九七年）第三章「５介護サービスの供給体制」一二六～一二

八頁〔橋本宏子〕など。 

9 現行福祉法制の「市場化、営利化、契約化」への傾斜がその特徴ともいわれる。豊島明

子「社会福祉行政の役割に関する一考察―高齢者福祉分野を対象に―」（南山大学）ア

カデミア（人文・社会科学編）八五号（二〇〇七年）二三三頁、同「社会福祉行政とＮ

ＰＭ―変容する社会福祉行政と行政法学の課題―」法律時報七八巻九号（二〇〇六年）

三三～三九頁を参照。また、社会保障分野に市場メカニズムまたは競争原理を持ち込む

という動き、とりわけ、福祉の市場化現象がもたらした利用関係の民事法への回帰につ

いて、権利保障または法治国家にもとづく公共的制約という観点が希薄化していること

もすでに指摘されている。紙野健二「福祉国家と公的規制」公法研究六〇号（一九九八

年）一八二～一八四頁を参照。 

10 たとえば、原田・前掲注 8、秋元美世「福祉サービスの利用手続きをめぐって」社会保

障法第十八号（二〇〇三年）、又坂常人「契約による福祉と行政の責任」塩野宏先生古

稀記念『行政法の発展と変革 下巻』（有斐閣、二〇〇一年）など。 

11 たとえば、秋元・同上注、同「福祉サービスの利用者と福祉の権利」日本社会保障法学

会編『講座社会保障法第３巻 社会福祉サービス法』（法律文化社、二〇〇一年）（同『福

祉政策と権利保障―社会福祉学と法律学との接点』（法律文化社、二〇〇六年）五三頁



 

 78 

                                                                                                                                       

以下所収）、又坂・同上注、小林良二「要介護認定とケアマネジメント」季刊社会保障

研究三六巻二号（二〇〇〇年）など。 

12 たとえば、伊藤周平「介護保険ケアマネジメントと利用者権利 その１・その２」賃金

と社会保障一三四一＝一三四三号（二〇〇三年）、同「介護事業者・介護従事者の現状

とサービス利用者の権利 その１・その２」賃金と社会保障一三四九＝一三五一・五二

合併号（二〇〇三年）、倉田聡「福祉サービスの供給契約と福祉専門職の役割」法学研

究（北海学園大学）三五巻二号（一九九九年）など。 

13 たとえば、前掲注 8 所掲げる諸文献など。 

14 たとえば、又坂常人「行政の法的行為形式の多様化と権利救済手続の諸課題（一）（二）

（三）」法学論集（信州大学）四＝六＝八号（二〇〇四年）、秋元美世「福祉給付におけ

る権利と決定―措置制度と公的介護保険制度―」社会保障法第十二号（一九九七年）、

同・前掲注 10 など。 

15 最高裁平成十七年十月二五日第三小法廷判決・判例時報一九二〇号三二頁、藤田裁判官

の補足意見を参照。 

16 行政法教科書でこれを説明するものとして、塩野宏『行政法Ⅰ〔第５版補訂版〕行政法

総論』（有斐閣、二〇一三年）一九一頁、大橋洋一『行政法 現代行政過程論〔第２版〕』

（有斐閣、二〇〇四年）三四三～三四五頁など。 

17 塩野・前掲注 16・一九一頁を参照。 

18 ここにいう要介護状態とは、「身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、

食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について厚生労働省令で定め

る時間にわたり継続し、常時の介護を要すると見込まれる状態」であり（介護保険法七

条一項）、要支援状態とは、要介護状態まで至らず、その状態の「軽減又は悪化の防止

に特に資する支援を要すると見込まれ」るような状態である（二項）。 

19 介護保険は「被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行う」（介

護保険法二条一項）。そして、保険給付は医療との連携に十分に配慮した上で、「要介護

状態又は要支援状態の軽減または悪化の防止に資するよう行われる」べきものとされて

いる（二項）。 

20 「伝統的な行政行為論はそれが発せられる決定の局面に一点集中型の思考方法をとった

のに対して、それに至る準備過程をも重視する方向へと議論は動いてきている」と指摘

されてきた。これは「プロセス化の視点」とも称されてきた。宇賀＝大橋＝高橋編『対

話で学ぶ行政法』（有斐閣、二〇〇三年）五九頁以下〔大橋洋一〕、大橋・前掲注 16・二

六二頁を参照。 

21 介護保険法七条にいう「要介護状態」あるいは「要支援状態」は、介護の必要な程度に

応じて厚生労働省令で定める「要介護状態区分」あるいは「要支援状態区分」のいずれ
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かに該当するものとなされている。そして、要介護者あるいは要支援者とは、上記の要

介護状態もしくは要支援状態に該当する者をいう（同条三項・四項）。以下、とくに断

らない限り、両者をあわせて「要介護者」とよぶこととする。 

22 山田幸男「給付行政法の理論」岩波講座『現代法４  現代の行政』（一九六六年）四九

頁を参照。また、給付決定の法形式に関して、制度設計および解釈により、行政行為と

契約の「手続構造がかなり接近する」ため、「行政行為が適切な給付決定と契約形式が

適切な給付決定の違いも、相対的なものに過ぎない」ものとなる。そして、いずれの行

為形式をとるかは「一次的に法律の文言に現れた立法者の意思に従う」ものとされる。

山本隆司「処分性（１）―行政行為の法律上の根拠、給付行政における処分性」法学教

室三三一号（二〇〇八年）一一四頁を参照（同『判例から探求する行政法』（有斐閣、

二〇一二年）三一二～三二六頁所収）。 

23 市橋＝榊原=本多＝平田『アクチュアル行政法』（法律文化社、二〇一〇年）八九頁を参

照〔本多滝夫〕。 

24 大橋洋一「新世紀の行政法理論」塩野宏先生古稀記念『行政法の発展と変革  上巻』（有

斐閣、二〇〇一年）一一七頁を参照。 

25 これは、契約と行政行為の「補完関係」とよばれる。宇賀ほか編著・前掲注 20・六二～

六四頁を参照〔大橋洋一・河上正二〕。そして、「『一体としての公的任務』、不可分な『社

会的問題状況』」に対処するために、「『異なる制御機能』を持つ行政法的規律と民事法

的規律とを、有効に組み合わせること」により、二つの規律の間で有効な相互補助的関

係が形成されるような、「相互的捕捉秩序としての公法・私法」という現象の存在が指

摘されている。山本隆司『行政上の主観法と法関係』（有斐閣、二〇〇〇年）三二二～

三二八頁を参照。これに対して、民法学では、やや異なる視点に立つものの、「競争秩

序が目指すものを市民総体の利益擁護（市民的公共性）」として把握し、行政法による

競争秩序の維持が「国家による介入というより、市民社会の自己規制という意味を持つ

もの」と考えたうえで、「私法と公共利益を体現する行政法規とは、対立するものでは

なく、相互補完関係にあるもの」ととらえる見解も現れている。吉田克己『現代市民社

会と民法学』（日本評論社、一九九九年）一八二～一八三頁を参照。本論文では、以上

の視点をもふまえて、社会福祉分野とりわけ介護保険制度における実現態様を検討する

ものである。 

26 原田・前掲注 8・七七一頁、秋元・前掲注 11・一六四頁を参照。 

27 すなわち介護保険法八条二三項の「居宅介護支援」および八条の二の「介護予防支援」

である。 

28 制度改正に伴う利用者の法的地位は、従前のような措置決定に服して福祉給付を受ける

という受動的な地位から、福祉利用の実現過程で能動的な権利主体として利用内容の形
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成をある程度決定できる積極的な地位へと変化している。本論文では、問題発見という

意図で、かつて利用者のおかれた従属的・客体的な法的地位に対置するための概念とし

て、主体性という用語を使う。 

29 又坂・前掲注 14（二）・一五一～一五三頁を参照。介護契約は「介護保障を具体化する

ための一つの方法」として理解されている。秋元・前掲注 1・一三六頁を参照。 

30 又坂・前掲注 9・八五〇頁を参照。 

31 すなわち、介護保険法八条および八条の二に規定された介護サービスを行う事業者であ

る。具体的には、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設、介

護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者など

をいう。 

32 福祉サービスにかかる個人の必要性に対する社会的承認は、近代的な福祉サービスと前

近代的な救済事業とを分かつものとして、福祉行政の制度化を徴表するものであり、そ

のあり方が福祉サービスにかかる権利の内容を大きく左右することになるものとされ

る。秋元・前掲注 11・一六七～一六八頁を参照。 

33 とはいえ、給付決定が多少とも「社会全体において財を公正に配分する観点」を要する

としても、「個別事情に柔軟に対応するものでなければならない」という点に注意を要

する。山本・前掲注 22・一一四頁を参照。 

34 たとえば、老人福祉法十一条にもとづき老人ホームへの入所措置をとる際に、「老人ホ

ームへの入所の入所措置等の指針について」（昭和六十二年一月三十一日社老第八号厚

生省社会局長通知）の「第四 老人ホームへの入所措置の基準 １養護老人ホームに関

する判定事項」にもとづき、入所者となるべき老人の健康状態、日常生活動作の状況、

精神の状況、家族状況または住居の状況などを調査した上で、措置の実施者である市町

村が総合的な判定を行い、必要に応じて措置をとらなければならない。この入所措置の

基準は、一九九七年改正前の老人福祉法十一条に定められた入所措置に関する通達であ

る。二〇〇〇年四月に介護保険法が施行され、老人福祉法の一部改正がなされたことに

伴い、上記の通知は廃止され、その代わりに新たな「老人ホームへの入所措置等の指針」

（平成十八年三月三十一日付け老発第〇三三一〇二八号厚生労働省老健局長通知）が発

せられた（内容的には、養護老人ホームに関する判定事項を健康状況と環境の状況とい

う二つに限定した）。 

35 又坂・前掲注 14（一）・一五四～一五五頁を参照。 

36 秋元・前掲注 11・一六五頁および原田・前掲注 8・七七〇～七七一頁を参照。 

37 秋元・前掲注 8「措置から契約へ―社会福祉と契約―」・八五～八六頁を参照。 

38 福祉分野のみならず、社会保障領域における行政行為の手続法的技術化に伴い、この領

域における行政法の一般理論がある程度のインパクトを受けつつあり、また、このよう
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な影響により、従来の行政法学における行政行為概念の外延があらためて問われること

になる。又坂・前掲注 14（三）・一三六頁を参照。 

39 すなわち、利用の公平性の問題である。秋元・前掲注 11・一六六頁を参照。 

40 福祉利用関係の確定に公権的判断を介在させるべき理由として、行政庁による法的公

正・公平な執行という手続的正当性、および専門的知識の適用という実体的正当性、と

いう二点から説明されている。秋元・前掲注 11・一六八頁、原田・前掲注 8・七七八～

七七九頁を参照。 

41 介護保険法二七条から三五条までに規定された審査判定業務を行う介護認定審査会は、

原則的に、保険者である市町村ごとに設置され、その委員は、要介護者などの保健、医

療または福祉に関する学識経験を有する者のなかから、市町村長により任命される（同

法十四条、十五条）。 

42 すなわち、要介護状態に対する社会的承認には、社会的通念および専門家の判断に依拠

せざるをえない部分があり、利用者の主観的選好との間で乖離が生ずることも考えられ

る。他方で、介護などの福祉サービスの専門性が進めば進むほど、利用者の専門家への

依存または従属性が顕著になるため、現実には、客観的要素にもとづく社会的承認と利

用者の選択との間にある程度の一致が見られることにもなる。秋元・前掲注 1・一四一

頁を参照。 

43 又坂・前掲注 10・八四九頁を参照。 

44 原田・前掲注 8・七七八頁、又坂・前掲注 10・八五三頁を参照。 

45 いわゆる福祉給付の個別化原則である。生活保護や福祉などの非定型給付は、給付請求

権の成立と同時に権利内容が画一的な給付として法律で一義的に定められる社会保険

給付と異なり、その給付内容の具体的形成に際して、受給者の人格的属性、所在環境、

需要、義務者の費用負担能力など、具体的個人の特殊事情を充分に考慮すべきことが要

請される。これは個別化の原則と呼ばれ、社会保障給付の基本原理として認識されてき

た。生活保護法九条の「必要即応の原則」の規定などはその具体例である。又坂・前掲

注 14（三）・一三九頁以下を参照。 

46 ノーマライゼーションという概念は、初期には、精神障害者に対する対応の原理として

主張されてきた。今日では、それは社会福祉の基本理念として、障害者のみならず、高

齢者を含む様々なハンディキャップを持った人々が、他の人とできるだけ同じ普通の環

境で暮らせるように取りはからうという意味で認識されている。そして、社会福祉制度

においては、原因が何であれ、たとえば障害、高齢または性別の違いを問わず、社会的

に不正、不利、不便と考えられるような状態に陥っている人々に対して、人間らしい自

立した生活が送れるように、生活条件全般の改善のための対策や社会的仕組みを講ずる

べきであるとされている。塩野谷祐一「ノーマライゼーションとケアの論理学」都市問
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題研究四八巻四号（一九九六年）十八頁以下を参照（秋元美世編・リーディングス日本

の社会福祉『第５巻 社会福祉の権利と思想』（日本図書センター、二〇一〇年）三四

四～三五三頁所収）。 

47 国連総会では、一九九一年に、「高齢者のための国連原則」として、「独立（Independence）」、

「参加（Participation）」、「ケア（Care）」、「自己実現（Self-fulfillment）」および「尊

厳（Dignity）」の五つの原則を掲げた。翌年に、世界的規模での人口の高齢化および人

権保障の二つの流れの合流点として、一九九九年を「国際高齢者年」（International Year 

of Older Persons）と決定し、「高齢者の十年」を開始した。このような流れのなか、

日本では「社会保障『構造改革』の第一歩として介護保険が実施され」、一九九七年十

二月十七日に介護保険法が公布され、一九九九年十月一日から要介護認定の申請が開始

され、その翌年の四月一日から介護保険の給付が始まった。井上英夫「高齢者、『障害

者』の人権と日本の課題―国際高齢者年と契機に―」早稲田法学七五巻三号（二〇〇〇）

七四頁以下を参照（秋元美世編・リーディングス日本の社会福祉『第５巻 社会福祉の

権利と思想』（日本図書センター、二〇一〇年）二七二～二八七頁所収）。 

48 原田・前掲注 8・七七〇頁を参照。 

49 秋元・前掲注 10・一六二～一六三頁を参照。利用者とサービス事業者との間で締結され

る契約にしたがって福祉サービスの提供の実施がなされるようになった状況は「社会保

障法の私法化」と形容されている。菊池馨実「社会保障法の私法化？」法学教室二五二

号（二〇〇一年）二一頁を参照。そして、社会福祉の契約化、とくに措置方式から契約

方式への転換は、「私法=契約領域の拡大」現象の典型例であるともいわれている。神戸

秀彦「契約的手法の両義性―『公法・私法協働論』との関連で―」法の科学第四〇号（二

〇〇九年）七一頁、大村敦志『学術としての民法Ⅱ  新しい日本の民法学へ』（東京大

学出版、二〇〇九年）二九一頁以下。 

50 契約法の従来的意義をとらえなおし、当事者の内容形成に委ねることができない、いわ

ゆる「制度的契約」の理論は、民法学の議論にとどまらず、行政法の観点からも関心が

寄せられている。たとえば原田・前掲注 8・一一五頁以下など。制度的契約に関して、

内田貴「民営化（privatization）と契約―制度的契約論の試み―（１）～（６・完）」

ジュリスト一三〇五号、一三〇六号、一三〇七号、一三〇八号、一三〇九号、一三一一

号（二〇〇六年）（同『制度的契約論―民営化と契約』（羽鳥書店、二〇一〇年）所収）、

同「制度的契約論の構想」北大法学論集五九巻一号（二〇〇八年）。 
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第二節 介護サービス内容の交渉による形成 

介護保険法二条三項により、介護保険給付について多様な事業者または施設から提供される

保健医療サービスおよび福祉サービスは「被保険者の選択に基づ」くものと規定されている。

利用者の選択可能性や自己決定の確保が契約方式への転換を基礎付ける視点である以上、ここ

にいう選択権の行使とは何か、自己決定にもとづき何を選択するのかについて、これまでの契

約概念に照らしてあらためて検討しておく必要がある。本節では、ここでいう契約手法の内容

を明らかにするとともに、介護保険法により制度化された交渉過程とそこに規定された要介護

被保険者の選択権、すなわち介護サービス内容の形成権を分析してみよう。 

一 交渉過程の制度化  

１ 個別の福祉サービス利用者ごとに、その要保障状態は様々に異なる。そこでは、ある程度

の類別化こそ可能であるものの、画一的なサービスの提供によっては利用者の個別具体的な事

情に対応しきれない場面が残る。そこで、各々の利用者のおかれた具体的な状態に応じたサー

ビス内容を即応的に実現することが、福祉利用に固有な要請であると考えられてきた。その際

に、利用者の意思または選好をいかにニーズ判定に反映しかつ取り入れるべきかがしばしば問

題となり、また、各々の制度的仕組みにおいて現れる態様も一様ではない。 

かつての措置制度の下では、福祉サービス内容の具体的形成に関して、措置の実施機関が種

類と利用量について複数の選択肢から決定をなす権限を有することが認められるとしても、他

方で、個々の利用者の要保障状態とその変化を常に把握し、それにふさわしい必要な措置の実

施を即時に行うべき、という必要即応の原則の貫徹も要請されてきた 1。そのため、措置の実施

機関は、利用者ごとの要保障状態を充分に考慮する義務および利用者の意見を聴取する義務を

負うものと解されてきた。すなわち、福祉サービスの内容を含む措置の決定が行われる際に、

利用者の意見を考慮事項と解し、そして、裁量権の逸越・濫用の法理にもとづいて、上記の考

慮事項に対する調査や審査などに関する義務の違反の有無を検証し、またその適法性判断を通

じて、措置決定に至るまでの判断過程全般を法的制約の下におくべきものとされてきたのであ
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る 2。このように、サービス内容の具体的形成について利用者の意見またはそれにもとづく選択

をある程度反映しようとする試みが存したものといえる。しかしながら、こうしたニーズ判定

の過程において、措置決定の相手方である利用者が自ら意見または選択をのべる機会は老人福

祉法令には定められておらず、また、措置決定の内容にそれがどの程度反映されるのかも措置

の実施機関の判断に委ねられていた 3。 

２ これに対して、介護保険法においては、前章でのべたように、介護サービスの利用関係の

形成に関して、基礎的法律関係の形成段階における社会保険方式、また、介護サービスの具体

的利用段階における要介護状態に関する権力的形式の処分（要介護等認定）と契約などの行為

形式の組合せが、新たな法的仕組みとして登場している。とりわけ、介護サービスの具体的な

内容の確定段階においては、要介護等認定を受けることを前提として、当該認定により定めら

れた限度額の範囲内で、個々の要介護被保険者が介護サービスの具体的な内容（種類別と時間

数）を指定介護サービス事業者などとの合意にもとづいて自由に決める、という法的仕組みが

採用されている。ここでは、利用者の意思や選好の反映またはその選択権行使を制度的に保障

するために、介護サービス内容の形成と実現について、利用者と指定介護サービス事業者また

は介護支援専門員との間での交渉・合意にもとづく契約という法形式が用いられている。 

介護サービスの利用方法に関しては、サービスを受けようとする要介護被保険者は、法令で

定めるところにより自己の選定する指定居宅サービス事業者に対して「被保険者証を提示して、

当該指定居宅サービスをうけるものとする」と定められているものの（同法四一条三項）、要介

護被保険者と指定介護事業者との間の契約締結などについて、具体的な規律はなされなかった 4。

とはいえ、この要介護被保険者による指定居宅サービス事業者の選定および指定居宅サービス

事業者による居宅介護サービス費用の代理受領に関する規定（同条六項・七項）に鑑みれば、

指定居宅サービス事業者から介護サービスを購入するといういわゆる介護サービスの契約利用

は、介護保険制度の暗黙の前提であると推察することができる。さらに、指定介護サービス事

業者を選定する際に、要介護被保険者は、介護支援専門員による相談、介護サービス計画の作

成、市町村や指定介護サービス事業者との連絡調整その他の援助を受けることができる。いわ

ゆる居宅介護支援である（八条二三項）。こうしたサービスを利用する場合に、その対価は居宅
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介護サービス計画費として独自の介護保険給付が支給される（七条五項、四六条）。こうしたプ

ロセスは、前出の六八頁の図３の流れに照らしてみれば、時間順的には、（ウ）介護サービス計

画の作成にあたり、指定居宅介護支援事業者との間で、まず相談や介護サービス計画（ケアプ

ランとも呼ばれる）の作成依頼を内容とする介護支援契約が締結される 5。次に、実際に介護サ

ービスを利用する段階、すなわち（エ）介護契約の締結段階に移行し、指定介護サービス事業

者との間に介護サービスの利用に関する契約が締結される。こうした二つの契約関係がそれぞ

れに形成される点も、介護保険法で導入された契約化の一部であるといえよう 6（以下、とくに

断らない限り、（ウ）と（エ）の両段階をあわせて介護契約段階とよぶこととする）。 

３ 本来自らを拘束しうるのは自らの意思のみであるという考えの下では、個人の自己決定を

基礎に自己の意思にしたがって法律関係を形成する自由が私的自治として理解されてきた。契

約自由の原則は、もっぱら契約の場における私的自治としてとらえられる 7。そして、契約とい

う概念は、申込に対する承諾という合意にもとづいて成立する法律行為であると定義され、そ

の正当性＝拘束力の根拠は私的自治に求められるものとされる。原則として、成立した時点で

契約の条件が定まり、後には契約の履行が残るにすぎない。こうした契約理解の下では、契約

の内容、すなわち当事者間の権利義務の変動は契約成立の時点で確定するものと理解されてい

る 8。これを法律関係の形成または変動原因という視点からみれば、「意思」を自己決定、「内容」

を法秩序の形成ということができる。しかも、契約法上、「意思」と「内容」の両者の関連をい

かにとらえるべきかについては、契約観念とその思想の変遷にかかわり 9、見解は必ずしも一致

していない。これについては、意思の尊重により公正な内容が実現されるという手段対目的の

関係と見るか、あるいは自己決定により形成されたことが法秩序にほかならないとするか、と

いう二つの考え方が存するものとされる 10。にもかかわらず、当事者の意思にしたがった法律

関係の自己決定による形成こそが契約の本質そのものであるという認識は、ほぼ共通している

と思われる。そうすると、ここでは、意思の合致（約束）、交換（の対価性）および生活関係の

法的秩序づけ、という三つの契約の要素を抽出することが可能である。このなかでは、意思の

合致または約束の創造的な役割は、契約の締結、内容および効果のすべての局面において肯定

されるのである。以上の契約観からとらえれば、前述した介護保険法にもとづく契約化はおそ
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らく、当事者間の交渉を経て合意にもとづいて介護サービスの内容および提供方法を規律また

は調整するという点に着目したものと考えられる。 

４ 確かに、介護保険制度の下で、介護サービス計画にしたがって介護サービスが提供される

場合には、その種類や内容について要介護被保険者が指定介護サービス事業者と交渉する余地

はそれほど多いとはいえないかもしれない。そうはいっても、介護サービス計画の作成を依頼

せずに、要介護被保険者が自ら指定介護サービス事業者を選定して介護サービスを購入する可

能性も、介護保険法上は認められている。にもかかわらず、介護サービス計画の作成を依頼す

る場合、要介護被保険者に交付される週間サービス計画表、サービス利用票・同別表がほぼそ

のまま、その後の指定介護サービス事業者との介護契約の内容になるものとされている 11。こ

の点から、介護サービス内容の具体的形成について、介護サービス計画が相当重要な役割を担

っていることがみてとれる。 

もっとも、上記の計画内容の作成にあたり、要介護者などが自立した日常生活を営むために

必要な援助に関する専門的知識および技術を有する介護支援専門員は、「居宅要介護者の依頼を

受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を

勘案し、利用する指定居宅サービスなどの種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省

令で定める事項を定めた計画」を作成する（同法七条五項、八条二三項）。ここでは、要介護者

本人のみならず、その家族との意見交換も想定されている。また、指定介護サービス事業者の

提供する介護サービスを利用するにあたり、提供する日時以外にも具体的な提供方法などにつ

いて利用者のニーズをできる限り満足させるために、利用者側とサービス提供者側との間で細

かな個別的な合意が求められる場面も少なくない 12。このような面からみれば、いずれも当事

者間の交渉を経た合意によって形成されるほうが望ましいものと考えられる。しかし、介護保

険法においては、介護契約の具体的な内容および提供方法についての調整は、サービス提供側

である指定介護サービス事業者との契約締結過程を通じてなされるのではなく、その前の段階

において介護支援専門員を介した介護サービス計画の作成プロセスにおいてなされるものとさ

れ、対等な当事者としての「実質的な」交渉・合意を確保するための仕組みとして法律に定め

られている。すなわち、要介護者とその選定した指定介護サービス事業者との間に結ばれる介
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護契約は、両当事者間の合意だけにもとづくものとはされていない。かかる契約の内容に対す

る交渉および合意の形成について、第三者である介護支援専門員がそれに関与し、また、こう

した居宅介護支援により、契約内容に対する規律・調整が契約の締結過程から分離され、外部

化されている。 

他方、個々の要介護被保険者の要介護状態等区分とそれに見合うサービス内容の形成をめぐ

って、要介護等認定と介護契約の両段階で現れる情報はさまざまである。介護保険法は、介護

支援専門員による介護サービス計画の作成を通じて、前出の両段階での情報を統合してその連

絡調整を行うことを想定している。こうした情報共有のネットワークの形成は、適切な介護利

用に係る交渉過程の制度化としてもう一つ注目すべき点である。 

このように、介護契約関係の確定には、少なくとも介護サービス計画および介護契約という、

それぞれ異なった役割を有する二つの段階が存するものと考えられる。そして、利用者である

要介護被保険者にサービス提供者の選択権を法的に承認した上で、介護支援専門員との交渉過

程が介護サービス計画の作成手続として制度化され、またその交渉結果にもとづいて介護サー

ビスの具体的な内容が形成・確定される。さらに、介護サービス計画をもって選定した指定介

護サービス事業者との利用契約の内容を構成するのである。これにより、利用者の意見とそれ

にもとづく選択を介護サービス内容に反映しうるという点が期待されている 13。そして、介護

支援専門員の介在により契約内容についての交渉過程を制度化することは、専門的知識または

技術にもとづき必要な介護サービス内容を客観的に決定し、利用者の選択権行使を支援するた

めのものであるとともに、要介護被保険者の契約当事者としての対等な地位、とくに介護サー

ビスについての情報収集、理解および交渉能力を法的に補完するよう、要介護被保険者の契約

締結能力を実質化するという側面もある。といった点から、指定介護サービス事業者に対する

要介護被保険者の対等な当事者としての地位を補完しようとする制度の趣旨が、ここでも現れ

ていることを確かめることができる。 

二 利用者の選択権行使  

１ こうして、居宅介護支援などの権利擁護システムを契約交渉過程に取り入れ、法により規
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律された交渉過程を経て契約を締結する、という形で契約手法を導入することにより、介護利

用のニーズ判定についての自己決定重視の仕組みが制度化されている。この点を重視すれば、

措置制度との対比で、介護サービスの利用過程において利用者に認められている給付内容形成

の自由度は高いものと評価することが可能であろう 14。 

ところで、このような介護契約は一般的な契約に見られない特性があり、「消費者契約として

の性格を持つ」ことがすでに指摘されており 15、新たな問題点もまた浮かび上がっている。こ

れらは契約の締結過程と契約の履行過程という二つの側面から整理することができる 16。まず、

契約の締結過程については、一方当事者である要介護高齢者は契約の締結に対する判断能力な

いし意思能力を必ずしも十分に有する者であるとは限らない。また、契約締結能力には問題が

ないとしても、介護サービスの内容への理解、介護契約にかかる情報収集能力や契約内容に対

する交渉能力などの点においては、指定介護サービス事業者より要介護高齢者が不利な立場に

あることが少なくない。次に、契約の履行過程については、介護契約の履行内容としての介護

サービスの提供には、専門的な知識・技術・経験などが要請され、それとともに、こうした専

門性を有する提供者側への信頼関係にもとづく「手段債務としての性格が強 17」い。また、介

護サービスについては、技術的処理に終わることなく、常に望ましい状態をもたらすために積

極的な履行行為をなすことが要請されるものとされる 18。したがって、従来の「決められた内

容が守られるか否か」という契約の履行の仕方に合わない側面があり、そして、契約の内容が

多岐にわたるために、民法上の典型契約に当てはめることが難しい、と考えられている 19。 

以上の問題に対して、民事法や社会保障法の観点からさまざまな問題整理や理論提示がなさ

れている。そのなかでもとくに問題の焦点とされているのは、対等な当事者としての地位を確

保するために、契約の交渉過程における要介護高齢者の地位の向上または維持に関する特別な

配慮が必要である、という点である 20。これに関しては、契約原理一般よりも利用者のいっそ

うの法的保護を図ろうとする消費者保護法理の深化が必要であるという方向が強調されている

21。とりわけ契約締結過程に関心が寄せられ、説明義務や不当条項規制といった消費者保護法

理の視点から、契約の具体的締結に至る段階における必要な情報の入手や契約内容または条件

の交渉などの契約上の権利実現を支えるための制度整備が強く求められている 22。また、介護
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契約などの福祉サービスの利用契約は、典型的な消費者契約とは異なり、福祉的視点からの利

用者保護という側面を有するため、消費者保護の視点だけでとられきれない「福祉契約」とし

ての特性を有するものと説く見解が存するものの、そこで指摘される事項は論者により相違が

ある 23。他方で、利用者の生命・健康の維持に不可欠である福祉サービスについては、利用者

の心身能力の低下のために重大かつ回復困難な損害が発生しやすいので、「一般の消費者契約法

よりも強度の利用者保護規制が必要」であり 24、福祉サービスの利用契約に対する行政関与の

必要性を認めるべきという見解も示されている。たとえば、サービス提供事業者の指定基準や

施設最低基準などの規制をモデル利用契約に組み入れて、それに照らした契約解釈にゆだねる

ことなどを通じて、利用契約の内容を規制するという考え方は、そうした試みの一つである 25。

あるいは、民事法学の立場から「制度的契約」という理論を展開する論者によれば、一定の契

約への行政関与とは、公平・平等な利用という内在的要請を「国家の関与によって制度化した

ものであ」り 26、「もともと契約に内在している制約を実質化することを行政が分担している」

と理解することが可能であるとされている 27。そして、契約内容の形成の適正性を図るために、

制度上契約当事者の自由な個別交渉を制限して、潜在的な当事者への配慮という要請にもとづ

き行政関与を組み込むような契約類型が、「制度的契約」と名付けられている。「給付決定は行

政行為としてなされ、それに応じた介護サービスが提供されるという構造が採用される」介護

契約がその一例として扱われている 28。 

２ そのなかでも、措置利用から契約利用への転換を経た後には、介護サービスの利用契約な

どの福祉契約には次のような役割が期待されるものと指摘されている 29。すなわち、利用者の

サービス提供者についての選択権が法的に承認されること、利用者と提供者との関係が法的な

意味で対等であること、および給付内容が利用者と提供者との間で形成・確定させられること、

という三つの役割である。確かに、居宅要介護被保険者は自ら選定する指定居宅介護サービス

事業者に被保険者証を提示して指定居宅サービスを受ける、と定めた介護保険法四一条三項の

法意に照らせば、利用者が介護サービス提供者を選択する権利を有することは明らかであり、

制度上、契約の相手方を選択して契約を結ぶ自由が保障されているものと解することができよ

う。ここにおいては、いちおう、当事者間の合意にもとづくという契約の形式が採用され、ま
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たそれを通じて利用者側とサービス提供者側との間の対等な当事者としての地位を法的に構築

するという趣旨をみてとることができる。この点に鑑みれば、「利用者の選択の可能性、サービ

ス提供を要求する権利性、利用者と提供者（事業者）の対等性を確保すること」がその目的で

あるといってもよい 30。ところで、すでにのべたように、介護契約については、事前に受けた

要介護等認定がこうした契約関係の前提であり、また、居宅介護支援により介在された交渉過

程によりその内容が具体的に形成・確定される。こうした特性を踏まえた上で、厳密な意義で

の契約自由の原則（とりわけ契約内容決定の自由）と、いわゆる介護サービス内容の形成権の

内実との間の関係をなお検討する必要がある。 

受給者の選択権に対する配慮に欠けたかつての措置制度との対比の下で、要介護被保険者の

選択の自由を保障するように設計されている介護保険制度、とりわけ「契約方式への転換は、

問題解決のための政策手段という性格を明確に帯びている」というとらえ方が存する 31。いい

かえれば、介護保険制度において契約手法が採用されたことは、介護サービスの利用過程にお

かれる利用者の意思を給付内容に反映するための、要介護被保険者に付与された選択権行使の

保障方法としての意義を有する。また介護保険法においては、前出の介護契約の特性に応じて、

これまでの契約自由の原則の修正ないし消費者保護という観点にとどまらない行政関与および

権利擁護の仕組みが定められ、要介護被保険者の権益を保護する制度的仕組みとして制度化さ

れている。介護サービスの専門技術的要請にもとづくだけではなく、潜在的利用者との調整を

図るための要介護等認定や、契約締結能力の向上にとどまらない契約内容の適正性の確保のた

めの介護支援専門員による介護サービス計画の作成（八条二三項、八条の二第十八項）といっ

た制度設計は、そうした関与の具体的な手法であると考えられる 32。何よりも、指定介護サー

ビス事業者との利用契約がこれらの関与によって規律されかつ具体的に規定されるのである。

この意味では、上記の制度的仕組みは、利用者の介護サービス内容形成権の確保手法として位

置づけうる一方で、介護サービスの利用過程に組み込まれた「契約」という手法も、つまると

ころ、一種の「借用」にとどまるといわざるをいえまい 33。 

３ 介護保険制度の下で、当事者間の合意にもとづき指定介護サービス事業者との契約締結を

行うことができるとされるが、ここで要介護被保険者に認められる選択権の行使は、契約の自
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由として一般に認められるものとはなお異なる。 

契約相手方の選択および契約の締結こそ要介護被保険者が自己決定により行うことができる

ものの、具体的な契約内容の形成については、要介護等認定の結果（すなわち、認定された要

介護状態区分に規定される支給限度額（介護保険法二七条七項、四三条）および指定された介

護給付対象サービスの種類（三七条））に拘束され、またこの大枠のなかで、介護支援専門員の

援助を通じてあるいは自ら選定した事業者と交渉して、具体的な契約内容を形成しかつ確定す

る。要介護等認定を受けた要介護被保険者は、介護サービス内容の形成権を有するものの、こ

こには、その権利行使の内容に制限があることがみてとれる。すなわち、契約内容の形成また

は確定に関しては、要介護等認定に定められた枠内で、選定した指定介護サービス事業者との

間で要介護被保険者が個別的に交渉を行うことは認められている。一方、介護保険給付額の範

囲内でいかにして効率的にニーズを充足するのかという問題は、介護サービス内容の適切さに

深くかかわり、ここでは一定の調整が不可欠である。かかる調整については、要介護被保険者

と指定介護サービス事業者との間の交渉のみに委ねることなく、具体的なスケジュールの策定

を介護サービス計画に託するのが一般的である。これを通じて、介護サービス計画の作成のみ

ならず、介護支援専門員から指定介護サービス事業者の紹介や連絡・調整その他の便宜を受け

ることができ、これらが具体的な調整機能を果たすものといえる。さらに、指定介護サービス

事業者との交渉において、介護サービス計画がその交渉内容に組み込まれる。したがって、居

宅介護支援は、要介護被保険者個人の交渉能力を補完して、各々の利用者が本当の意味での自

己決定を行えるよう担保するという側面を有する。同時に、「要介護者等が自立した日常生活を

営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する」介護支援専門員の介在により、介

護サービス内容の適切な形成かつ実施が確保されるのである。 
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注
                                                

1 たとえば、生活保護法九条や老人福祉法十条の三第一項前半に定められた「最も適切な支援

……細かな措置の積極的な実施」など。 

2 前章でのべたように、裁量統制の観点からは、受給請求権の存在とその内容の形成とを分け

るべきであり、それぞれの統制密度も異なるものとされる。具体的には、前者においては、

法治国家の要請にもとづき請求権の明文化により給付主体の裁量が排除される。後者につ

いては、個別化の原則にもとづき裁量を容認しながら、要保護利用者の個別事情に対する

熟慮義務を求め、裁量権限の適正な行使を問う、という文脈で問題が取り扱われてきた。

又坂常人「行政の法的行為形式の多様化と権利救済手続の諸課題（三）」法学論集（信州大

学）八号（二〇〇四年）一三五頁を参照。 

3 たとえば、大阪ホームヘルパー派遣決定処分取消等請求事件において、原告の派遣時間増加

請求について、第一審（大阪地裁平成十年九月二九日判決・賃金と社会保障一二三四号三

〇頁）および控訴審（大阪高裁平成十三年六月二一日判決・判例地方自治二二八号七二頁）

は最低限度の「日常生活維持レベル」のホームヘルプサービスの実践について、どの程度

の頻度、時間と内容を指すかのが「行政庁の具体的な認定判断」に委ねられるものと判示

した。 

4 もっとも、介護保険の制定過程においては、「高齢者が利用しやすい、適切な介護サービス

が円滑かつ容易に手に入れられるような利用者本位の仕組み」が望ましく、そのため、「高

齢者自身がサービスを選択することを基本に、専門家が連携して身近な地域で高齢者およ

びその家族を支援する仕組み（ケア・マネジメント）」の確立の必要性が言及されていたが、

契約方式についてはあまり明確な議論がなされていなかった。その後、支援費制度の導入

の際に、一九九八年六月十七日中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会の『社会福祉

基礎構造改革について（中間まとめ）』報告書のなかで、サービスの利用に関する契約方式

の導入がはじめて明示的に論じられた。『社会福祉基礎構造改革の実現に向けて 中央社会

福祉審議会社会福祉構造改革分科会 中間まとめ・資料集』（中央法規、一九九八年）十二

頁を参照。時間的には、「福祉サービスを利用するための契約」は、介護保険制度の施行に

伴う社会福祉法の二〇〇〇年改正により「第八章福祉サービスの適切な利用」が新設され

たことで、はじめて利用手法として制度化された（同法七六条、七七条）。近年の福祉サー

ビス利用手続の契約化の流れについては、岩村正彦「社会福祉サービス利用契約をめぐる

法制度と課題」同編『福祉サービス契約の法的研究』（信山社、二〇〇七年）、秋元美世「福

祉サービスの利用者と福祉の権利」日本社会保障法学会編『講座社会保障法第３巻  社会

福祉サービス法』（法律文化社、二〇〇一年）（同『福祉政策と権利保障―社会福祉学と法

律学との接点』（法律文化社、二〇〇六年）五三頁以下所収）一五九頁以下を参照。 

5 居宅サービスや地域密着型サービスなどを利用する際に、要介護被保険者が指定居宅介護支
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援事業者から居宅介護支援を受ける場合に、介護保険給付の一種として居宅介護サービス

計画費が支給される（介護保険法四六条一項・二項）。老人福祉施設、介護老人保健施設や

介護療養型医療施設の入所者である場合に、当該施設が介護支援事業者となり、当該施設

に配置される介護支援専門員が施設サービス計画を作成するが、当該作成費用が施設サー

ビスの給付に含まれる。その際に、介護支援契約が施設入所の利用契約に取り入れられる

のは一般的である。また、二〇〇五年介護保険法改正により新設された地域密着型予防サ

ービスなどを利用する場合、介護予防サービス計画など「介護予防支援」（八条の二第十八

項）を行うのは市町村の指定を受けた介護予防支援事業者で、具体的には同法一一五条の

四六第一項の地域包括支援センターである。その場合、介護支援契約の当事者は要支援者

と地域包括支援センターである。 

6 豊島明子「福祉の契約化と福祉行政の役割」名古屋大学法政論集第二二五号（二〇〇八年）

一九〇～一九一頁を参照。 

7 石田喜久雄『民法秩序と自己決定』（成文堂、一九八九年）三四頁を参照。しかし、契約自

由と私的自治とはなにかについて、従来の説明は必ずしも明快とはいいがたく、早期から

二つの概念の混同が指摘された。星野英一「現代における契約」岩波講座『現代法８ 現

代法と市民』（一九六六年）二一〇頁を参照。 

8 内田貴「契約プロセスと法」岩波講座『社会変動の中の法』（一九九三年）一三〇頁（同『契

約の時代―日本社会と契約法―』（岩波、二〇〇〇年）八九頁以下所収）を参照。 

9 契約観念または契約思想の変遷については、星野・前掲注 7、同「契約思想・契約法の歴史

と比較法」岩波講座『基本法学４ 契約』（一九八三年）などを参照。 

10 大村敦志『契約法から消費者法へ』（東京大学出版会、一九九九年）九〇頁注一一八を参照。

私的自治概念における「意思」的形成と、いかなる場合に意欲されていなかった法律関係

の成立が正当化されうるのかという契約「内容」に対する規制との関係をめぐって、古典

的な私的自治理論の重層構造とその思考様式を分析したものとして、児玉寛「古典的私的

自治論の法源論的基礎」原島重義編『近代私法学の形成と現代法理論』（九州大学出版会、

一九八八年）を参照。なお、こうした意思と公正な内容（法秩序）の対峙あるいは緊張関

係は、大量型契約領域における約款あるいは附合契約、たとえば電気・水道などの公共サ

ービスの供給契約によく見られる。石田・前掲注 7・三一～四二頁、白羽祐二『現代契約

法の理論』（中央大学出版部、一九八二年）第五章を参照。 

11 社会保険研究所編『介護保険制度の解説〔平成二四年四月版〕』（二〇一二年）一三〇頁お

よび一四〇頁を参照。たとえば、居宅介護サービスである場合、現行介護報酬制度の下で、

国民健康保険連合会が介護給付費の請求を審査する際には、居宅介護支援事業者がサービ

ス提供票・別表にもとづき作成した給付管理票をもとに、指定介護サービス事業者の介護

給付費明細書と照らし合わせて、支給限度額などの審査が行われる。この給付管理体制の
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下で、サービス提供票・別表の記載内容は、具体的に介護サービスの内容を規定するもの

である。 

12 品田充儀「福祉サービスの利用方式」日本社会保障法学会編『講座社会保障法第３巻  社

会福祉サービス法』（法律文化社、二〇〇一年）五七頁を参照。 

13 原田大樹「福祉契約の行政法学的分析」法政研究（九州大学）六九巻四号（二〇〇三年）

七七二頁を参照。 

14 同前注。 

15 契約方式への転換に関して、その念頭におかれたのは「利用者が、市場から、自分の望ま

しいサービスを購入するという構図」である。「購入者である利用者は、障害者等の個人（自

然人）であり、事業に関連してではなく、消費生活において、サービスの購入を行」うた

め、消費者法や消費者保護政策でいわれる「消費者」に該当する。岩村正彦「社会福祉サ

ービス利用契約の締結過程をめぐる法的論点―社会保障法と消費者法との交錯―」季刊社

会保障三五巻三号（一九九九年）二五二頁（同『福祉サービス契約の法的研究』（信山社、

二〇〇七年）第２章所収）、石畝剛久「介護保険契約の規制枠組―序論」法政理論（新潟大

学）四四巻四号（二〇一二年）一一三～一一五頁、嵩さやか「福祉サービス契約と不当条

項規制―有料老人ホームの入居一時金をめぐる紛争を中心に―」法学（東北大学）七七巻

一号（二〇一三年）四～六頁、同「社会保障法と私法秩序」社会保障法研究第三号（二〇

一四年）三四頁を参照。 

16 一般的には、契約法または消費者保護法の議論は、契約の締結時点を境に、契約締結まで

の交渉過程（①具体的な契約に先行する準備段階と②契約締結段階）、および締結された契

約の履行（③契約履行段階）、という二つの段階に分けている。岩村・同上注・二五三頁以

下、大村・前掲注 10・四四頁などを参照。しかし、こうした考察の焦点は、契約成立前の

交渉過程よりも、主に契約の成立と消滅、とりわけ契約成立後の権利義務の変動（契約内

容の法的効果）にあてられてきた、との指摘がある。宇賀＝大橋＝高橋編『対話で学ぶ行

政法』（有斐閣、二〇〇三年）五九～六一頁を参照〔大橋洋一・河上正二〕、内田・前掲注

8・一三〇頁を参照。近時、契約履行段階における法的効果（契約内容に対する規制）だけ

をとらえるのではなく、具体的な契約の先行準備段階から契約締結段階までの交渉過程を

も視野に取り入れ、当事者の意思の尊重あるいは自律的決定の確保という側面から契約法

の全体像を見ていくことが必要である、という認識が民法学でも有力となっている。大村・

前掲注 10・八八頁、宇賀＝大橋＝高橋編『対話で学ぶ行政法』（有斐閣、二〇〇三年）六

〇～六一頁〔大橋洋一・河上正二〕、嵩・前掲注 16・三二～六五頁などを参照。そのなか

でも、継続的な契約関係を把握する場合、当事者間で時間の経過とともに進行する事実上

の契約関係―すなわち契約締結前段階から履行完了後に至る連続的かつ動態的な過程をと

らえようとする見解が存する。内田・前掲注 8・一三〇頁以下を参照。 
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17 品田・前掲注 12・六九頁を参照。 

18 秋元美世「福祉契約の法的関係と公的責任―介護保険制度の問題を中心にして―」社会保

障法第十九号（二〇〇四年）一四六頁を参照。 

19 同前注、中野妙子「介護保険法および障害者自立支援法と契約」季刊社会保障研究四五巻

一号（二〇〇九年）十七頁、前田雅子「社会保障の法律関係」ジュリスト増刊『行政法の

争点〔第３版〕』（有斐閣、二〇〇四年）二三三頁を参照。 

20 秋元美世「福祉契約の特性と課題をめぐって」週刊社会保障五六巻二二一四号（二〇〇二

年）二〇～二一頁、品田・前掲注 12・五九頁、岩村・前掲注 15・二五六頁以下、同・前掲

注 4・六～八頁などを参照。 

21 岩村・前掲注 15・二五六頁以下、同・前掲注 4・六～八頁などを参照。 

22 たとえば岩村・前掲注 15・二五三頁以下、笠井修「福祉契約と契約責任」新井＝秋元=本

沢編著『福祉契約と利用者の権利擁護』（日本加除出版、二〇〇六年）二六頁以下など。 

23 福祉契約の特性とそれに対応するための手当についても、さまざまな議論がある。そのう

ち、契約法理の修正にもとづく締結強制、モデル契約の必要性、事業者の高度の注意義務

などの指摘にとどまらず、福祉契約固有の法理を求めて、利用者保護のための事前予防的

措置、契約終了に伴う援助や苦情処理手続の充実など一般的に消費者保護の文脈を超えた

事項までが提示されるに至っている。丸山絵美子「ホーム契約規制論と福祉契約論」岩村

正彦編著『福祉サービス契約の法的研究』（信山社、二〇〇七年）五五～六一頁を参照。 

24 前田・前掲注 19・二三三頁、原田・前掲注 13・七七二～七七三頁、菊池馨実「社会保障法

の私法化？」法学教室二五二号（二〇〇一年）一二二～一二三頁、額田洋一「福祉契約序

説」自由と正義二〇〇一年五月号十四頁以下などを参照。 

25 原田・前掲注 13・七六五頁以下を参照。なお、当事者の合意にもとづかない契約内容の形

成という点では、約款論との共通性が存し、ここに民法と行政法の接点があると指摘され

ている。宇賀ほか編著・前掲注 16・六四～六五頁を参照〔大橋洋一〕。 

26 内田貴「民営化（Privatization）と契約（４）」ジュリスト一三〇八号（二〇〇六年）九

六頁（同『制度的契約論―民営化と契約―』（羽鳥書店、二〇一〇年）所収）を参照。 

27 内田貴「民営化（Privatization）と契約（６・完）」ジュリスト一三三一号（二〇〇六年）

一四九頁（同『制度的契約論―民営化と契約―』（羽鳥書店、二〇一〇年）所収）を参照。 

28 内田・前掲注 26・九五～九七頁を参照。ただし、契約に求められる平等性・公正性を制度

内在的に理解しようとする制度的契約論は、一つのモデルを提示したものであり、現実的

には、体系構成としての共通性の有無について各国の実定法に照らしていっそう検証する

必要があるといわざるをえない。また、制度的契約論に関しては、国家権力の私的領域へ

の過剰な介入を危惧する理論であり、そしてその根底には英米法のコモンロー的発想があ

るという特有の事情の存在を説き、公益性の確保の観点から制度外在的に公的コントロー
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ル（行政規制）の作用を広く認めてきた日本法との理論的整合性についてより慎重にとら

えるべき、とする見解もある。板垣勝彦「保障国家における私法理論」行政法研究第四号

（二〇一三年）九三～一〇〇頁などを参照。 

29 以下、原田・前掲注 13・七七二頁を参照。 

30 額田・前掲注 24・十五頁を参照。 

31 岩村・前掲注 15・二五二頁、又坂常人「契約による福祉と行政の責任」塩野宏先生古稀記

念『行政法の発展と変革 下巻』（有斐閣、二〇〇一年）八六一頁を参照。 

32 介護契約などの福祉サービスの利用契約に関してほぼ共通の認識となっているのは、契約

の締結過程とその内容に対する規制の導入が必要である、ということである。前者は福祉

サービス利用者とサービス提供事業者との間に生ずる「情報の収集力・分析力や交渉力に

おける格差」を是正するため、介護保険法一一五条の二九および社会福祉法七五条～七九

条などの社会福祉関係法令により、契約締結過程において事業者に情報提供義務や説明義

務を課すという手続的規制である。後者は福祉サービスの「契約内容そのものに対する実

態的規制である不当条項規制」問題として説明されている。嵩・前掲注 15・二～三頁を参

照。もっとも、福祉サービス契約への規制に関しては、行政による関与を正当化する理由

として、福祉利用についての人権保障や適切なサービス提供の確保の必要性や、公費の導

入などが挙げられる。ところで、これらの関与をいかに位置づけるか、また、その法的効

果をいかに考えるかについて、従来の法理論との整合性が問題となる。そのうち、契約自

由の原則に対する修正という延長線上で、民法の解釈もしくは消費者保護政策の一環とし

ての法理論の深化を求める見解が存する（たとえば嵩・前掲注 15・三～二九頁、石畝・前

掲注 15・一〇三～一四七頁、岩村・前掲注 15・二五一頁以下、中野・前掲注 19・十六～

十八頁、丸山・前掲注 23・六一頁以下、倉田聡「医療・福祉分野におけるサービス供給主

体論」社会保障法第十四号（一九九九年）六五頁など）。ほかには、福祉利用の際に、契約

当事者の間の事情を超えた潜在的な利用者への配慮やサービス提供の公共性などの外部的

要素が存在するという側面に関心をおき、契約の自由との調和点を見出したり（内田・前

掲注 26・九〇頁以下、品田・前掲注 12・五四頁以下、笠井・前掲注 22・二三頁以下など）、

あるいは契約法理や消費者保護政策による対応の不全を指摘し、公正かつ公平な利用の観

点から行政関与の制度化に積極的意義を見いだす見解も有力である（秋元・前掲注 8「措

置から契約へ」・八六頁以下、前田・前掲注 19・二三二～二三三頁、原田・前掲注 13・七

七二頁以下、又坂・前掲注 31・八六五頁）。 

33 額田・前掲注 24・十五頁を参照。 
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第三節 要介護等認定とその法的位置づけ  

介護保険法にもとづく種々の保険給付による介護サービスを利用するには、介護保険への加

入という基礎的法律関係の成立がその前提であり、また、具体的なサービス利用関係の形成ま

たは確定にあたり、適切な介護利用の確保のために、要介護等認定と介護契約などとの行為形

式の組合せがニーズ判定の仕組みとして用いられていることは、すでにのべた。ここにおいて

は、要介護等認定と介護契約との間にいかなる結合関係が存在するか、また、いかなる制度的

仕組みによって両者が関連づけられているかについて、なお検討を進める必要がある。この問

題は、介護保険制度における要介護等認定には、どのような法的仕組みによっていかなる法的

効果が付与されているか、ということでもある。  

そこで、以下、本節では、上述の問題に即して、介護保険法にもとづく種々の給付そのもの

の特色を明らかにするとともに、現行法の下での要介護等認定にかかる法的仕組みを分析し、

その法的位置づけをのべながら、新たに現れた問題についてもあわせて検討していきたい。  

一 保険給付請求権に対する応答 

１ 被保険者の要介護状態または要支援状態に対して必要な保険給付を行う介護保険制度にお

いて（介護保険法二条一項）、法定介護サービスに要する費用の補填をその内容とする保険給付

は、介護給付、予防給付、市町村特別給付の三種類に分けられる（十八条、四十条各号、五二

条各号および六二条）。この保険給付の支給を求めようとする被保険者は、自らが要介護者また

は要支援者に該当すること、およびその該当する要介護または要支援状態区分について、市町

村の認定を受けなければならない（十九条一項・二項）。この要介護等認定は、保険給付の支給

申請を行った被保険者について、要介護性の有無と程度、すなわち受給資格の該当性を審査・

判定するものである。そして、同法によると、要介護等認定を受けた被保険者が自ら選定する

指定介護サービス事業者に被保険者証を提示して居宅介護サービスや施設サービスなどを受け

た場合、当該指定介護サービス事業者に支払うべき費用について、利用者である要介護被保険

者に代わり、保険者である市町村が法定支給限度内で法令により算定される必要な費用の合計
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額の九割を支払う、という規定がなされている（四一条一項～四項・六項や四八条一項・二項・

四項など）。そして、指定介護サービス事業者から当該費用の請求があったときは、市町村は厚

生労働省令および厚生労働大臣が定める基準に照らして審査し、それを支払うものとされてい

る（四一条九項・十二項や四八条六項・八項など）。なお、前述の支払いがあったときは、要介

護被保険者に対して介護サービス費の支給があったものとみなされる（四一条七項や四八条五

項など）。  

これをまとめると、介護保険法にもとづく諸給付の受給について、被保険者の法的地位は、

基本的に以下の図式の順で具体的に実現されていくものといえよう。  

①  介護保険への加入……保険給付にかかる請求権を取得   

↓ （被保険者の要介護・要支援状態……法定保険事故の発生）  

②  要介護等認定……保険給付にかかる受給権を取得   

↓ （介護契約による介護サービスの購入……保険給付の支給条件）  

③  法定介護サービス費の算定……保険給付にかかる受給権の確定・具体化   

↓ （指定介護サービス事業者による代理受領……保険給付の支給とみなされる） 

④  法定介護サービス費用の９割の償還払い……保険給付にかかる受給権の実現   

 

２ 介護保険法十九条、二七条一項および三条一項をみると、要介護被保険者が介護保険給付

を「請求できる」というような請求権的な表現はとられていない。同法では、法定介護サービ

ス費の支給を受けるには、まず介護保険給付の受給資格を取得すること、すなわち被保険者が

要介護等認定を受けることを要する。上記の図式②の段階がこれにあたる。具体的には、要介

護等認定を受けようとする被保険者は、法令にしたがって申請書に被保険者証を添付して市町

村に申請をしなければならない（二七条一項および三二条一項）。この申請に対して、保険者で

ある市町村は、申請を行った被保険者の要介護状態について、介護認定審査会の審査および判

定の結果にもとづき要介護者の該当性を認定し、当該認定にかかる被保険者にその結果を通知

し、要介護状態区分、認定審査会の意見または利用しうるサービスの種類の指定などの事項を

被保険者証に記載してこれを返付するものと定められている（二七条七項・九項、三二条六項・
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八項および三七条一項）。このように、要介護等認定にかかる申請とその審査・判定手続は法定

され、こうした申請に対して市町村が応答すべき義務も明定されている。また、介護保険法上

の諸給付に関して、要介護被保険者には、法令にもとづき申請あるいは請求をすることができ

るという法的地位、すなわち保険給付請求権の行使にあたって保険給付の支給開始を求める手

続上の申請権を有することが認められている
1
。  

にもかかわらず、介護保険法では、市町村の要介護等認定をまってはじめて個別保険給付に

かかる受給権が発生するという構造となっている
2
。ここで、市町村の要介護等認定は、法令に

もとづく受給資格の有無にかかる申請に対して諾否の応答を行う処分であるが、要介護等認定

の法的効果は、介護保険給付の支給対象者となる資格を得ることにすぎない。いいかえれば、

介護保険の加入者である要介護者は、自身の要介護状態の発生により、法定保険給付の請求権

を行使することができるものの、介護保険法十九条、二七条一項および三二条一項によれば、

この申請は介護保険給付の支給手続の開始を働きかけるものにとどまる。したがって、個別保

険給付の支給については、要介護被保険者の受給権が要介護等認定によって発生し、また、前

頁の図式③に示された法定介護サービス費の算定プロセスを経てはじめて、介護保険給付の受

給内容が具体的に確定される。  

このように、介護保険法による諸給付の支給過程における一つの結節点としての要介護等認

定は、被保険者の申請権行使に対する市町村の応答であり、当該被保険者の保険給付受給権を

具体化するという法的効果を生じさせるものである。それに加えて、要介護等認定の有効期間

内に、被保険者が法定介護サービス費用の支給を受けることができるという効果も発生する
3
。

こうした点からすれば、介護保険法では、介護サービス費用の支給を受けうる地位が要介護等

認定によって法的に確定する仕組みを採用しているため、利用可能なサービスの提供ないし供

給体制の整備が不十分であったとしても、介護サービス費用の受給について要介護被保険者が

申請できる地位はとりあえず保障されている、という体裁がとられている。  

３ そして、介護保険給付の支給に関しては、要介護被保険者が指定居宅サービス事業者や介

護保険施設など（とくに背詰めしない限り、あわせて「指定介護サービス事業者」という。）か

ら保険給付対象範囲内の居宅サービスや施設サービスなどを受けたときに、当該サービスに要
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する費用について法定限度内で介護サービス費などとして支給される（介護保険法四一条一

項・二項・六項、四三条や四八条一項・二項・四項など）。この「受けたとき」という文言から

すれば、法定介護サービス費の支給ついては、要介護等認定を受けていることだけではなく、

実際に介護保険法の適用対象となるサービスなどを利用したことがその支給の開始条件である

4
。そして、指定介護サービス事業者から法定介護サービスを受けたときにはじめて、当該サー

ビスに要する費用の支給を請求することができる。そうすると、当該請求があったときに、前

出の九八頁に示された図式③と④からなる算定プロセスが開始するといえる。他方で、費用の

支払方法は保険給付の種類によって異なる。福祉用具購入費や住宅改修費などの支給について

は、厚生労働省令や条例で定める支給限度基準額にもとづき要介護被保険者に支払うものとさ

れている（同法四四条および四五条）。その他の介護サービス費の支給については、原則として、

要介護被保険者に代わって、保険者である市町村が、サービスを提供した指定介護サービス事

業者に対して支払うことになっている（四一条七項や四八条五項など）。いわゆる指定介護サー

ビス事業者による代理受領である。この場合には、指定介護サービス事業者から上記の費用の

請求があったとき、市町村は自ら厚生労働省令または厚生労働大臣が定める基準に照らして当

該請求の額を審査した上で支払い、あるいは上述した審査と支払事務を国民健康保険連合会に

委託する（四一条九項・十項や四八条六項・七項など）。  

ここで留意すべきは、法定介護サービス費の支給について厚生労働大臣が法令にもとづき支

給限度基準額を定める、という規定が存在することである（四三条二項、四四条五項、四五条

五項、五五条二項、五六条五項および五七条五項）
5
。この厚生労働大臣により定められた基準

をみると、要介護状態区分に応じて要介護度のランクが定められ、とりわけ居宅介護サービス

費または介護予防サービス費の支給について、毎月利用できるサービスの合計額の上限が要介

護度別に設けられて、それぞれ単位数で区分支給限度基準額が掲げられている
6
。また、実際上、

支給額を算定するにあたっては、前述した介護度別に設定された区分支給限度基準額、単位単

価
7
および介護サービス費用の算定基準

8
などの規定にしたがい、まず、算定基準で定められた

単位数表にしたがって単位の合計数を算定し、そして算定された単位数を一単位の単価に乗じ

て必要費用の総額を合計し、区分支給限度基準額を超えない範囲内で当該合計額の九割を支給
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額とする、という算定方法が定められている。そのため、要介護等認定を受けた被保険者ごと

に、その要介護状態区分を上述の諸規定にあてはまれば、当該被保険者に支給すべき保険給付

の上限が自動的に算出されることになる。こうした算定構造の下では、要介護等認定を受けた

被保険者にとって、要介護状態区分および介護サービス種類の指定を記載した当該認定は、介

護保険給付の支給をもって利用できるサービスの種類と範囲を示すものともなる。指定介護サ

ービス事業者との合意にもとづいて介護サービスの具体的な内容（種類別と時間数）を決める

に際しても、要介護被保険者の「選択」が前出の公的介護サービスの支給内容に左右されるこ

とは否定できないと思われる。  

このようにして、介護サービスの利用については、契約相手方たる指定介護サービス事業者

の選択や契約の締結こそ要介護被保険者が自ら行うものの、具体的な契約内容の形成について

は、要介護等認定の内容、すなわち認定された要介護状態区分に応じた支給限度額および指定

された介護給付対象サービスの種類に制約され、またこの枠のなかで、介護支援専門員の援助

を通じてあるいは自ら選定した事業者と交渉して、具体的な契約内容が形成・確定される、と

いう構造になっている。このなかでは、被保険者と指定介護サービス事業者との間の契約に先

行する要介護等認定は、介護保険給付の枠内で行える介護サービスとその費用負担について当

該被保険者が受給可能な給付上限を定める機能を持つこととなる。その結果、要介護被保険者

が指定介護サービス事業者との間で締結する介護契約は、要介護等認定によって定められた枠

に拘束される、という意味において、要介護等認定の法的効果の拡散をみてとることができる
9
。

ここにおいては、保険者である市町村が行う権力的形式たる要介護等認定は、被保険者の要介

護状態の該当性に対する判断であるにとどまらず、公的介護サービスの支給上限と利用可能な

サービスの種類を含めて介護契約の内容を制約する、いわゆる「枠づけ」としての付随的効果

があることに注意を要する
10
。  

二 介護契約に対する制約 

１ 介護保険法では、介護利用にかかるニーズ判定については、要介護状態の有無とその程度、

すなわち受給資格の該当性を判断する段階と、認定された要介護度にふさわしい介護内容を確
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定する段階とに分けられ、そして、この両段階の連続によって一つの介護利用の仕組みがつく

りあげられている。受給資格の法定要件に該当するか否かを判断する前段階は、行政関与が必

要な領域に属するものとされており、権力的形式たる処分により判定がなされる。その後の介

護内容の確定段階は、基本的に利用者の選択権を優先させることが妥当な領域として、行政に

よる決定行為から分離されるとともに、介護サービスの充足の仕方を規律する手法として契約

手法が用いられている。前節でのべたように、前後の両段階に用いられる要介護等認定と介護

契約という二つの行為形式が一つの法的仕組みの下で組み合わされ、被保険者個人の要介護状

態と介護内容との整合性・照応関係を最もよく実現できるように、両者は、それぞれの制御機

能によって、介護サービスの利用関係の確定･具体化のために、相互補完的関係にたって機能し

ている。すなわち、介護保険法による諸給付を受ける法的地位ないし法律関係の形成・確定に

あたっては、具体的な介護サービス内容の決定は、介護の必要の程度に対する判定行為から分

離されており、これが介護保険制度の基本的な構造となっている。それにもかかわらず、要介

護等認定による介護契約への制約という法的効果が生ずるのはなぜか、またそれはどこから生

み出されるのか。この問題については、さらなる検討を要するものと思われる。  

要介護等認定による介護契約への制約という法的効果はどのようにして生ずるかという問題

を明らかにするためには、上述した両法形式の結合関係はいかなるものか、とりわけ被保険者

の要介護状態に対応した介護サービスの内容はどのように定まるか、といった両者間の照応関

係を把握することが、一つの手がかりとなるものである。そしてこれについては、介護保険給

付の費用算定に用いられる「要介護状態区分」という概念がカギを握るものと考えられる。も

ちろん、この問題について、立法論のレベルでいかなる規範を設けるべきかを検討することは

重要である。ただ、現行制度全般のあり方を問うに際しては、まず現行介護保険法令の枠内で

量的・内容的に十分な介護サービスが保障されているか否かを検証することが、問題発見のた

めに有益な作業であると考えられる。そして、こうした課題に向き合うにあたり、適切な介護

利用を確保するための解釈論上の分析を進めることも不可欠であろうと思われる。そこで、以

下では、この二つの視角を念頭において、要介護状態区分をもとに定められた費用算定に関す

る条文の規定から、その算定の仕組みを把握し、要介護等認定による介護契約への制約という
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法的効果の発生原因が何であるかを考えてみたい。  

２ 介護保険法にいう保険給付としては、具体的には、四〇条各号に定められた介護サービス

費等の支給、五二条各号に定められた介護予防サービス費等の支給、および六二条にもとづき

条例で定められる市町村特別給付、の三つが挙げられている。四〇条にいう介護サービス費等

の支給に関しては、たとえば、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があっ

たときは、市町村は同法四一条「第四項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第七十四条第二

項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準（指定居宅サービスの取扱

いに関する部分に限る。）に照らして審査した上、支払うものとする」（同条九項）と定められ

ている。ここにいう「居宅介護サービス費の額」とは、居宅サービスの区分に応じ、当該サー

ビスに要する平均的な費用の額を勘案し、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

の百分の九十に相当する額とされている（四項）。そして、「居宅要介護被保険者が居宅サービ

ス等区分ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の居宅サービス等

区分に係る居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サー

ビス費の額の総額並びに地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の

総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額は、居宅介護サービス費等区分支

給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相

当する額を超えることができない」（四三条一項）との、いわゆる居宅介護サービス費等区分支

給限度基準額に関する規定がおかれている。また区分支給限度基準額は、「居宅サービス等区分

ごと……厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス等区分に係る居宅サービス及び

地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地

域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣

が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額」であるものとされている（同条二項）。  

上記の介護保険法の規定からみれば、要介護等認定の結果と保険給付の内容との間の整合性

または照応関係について直接に定める規定は見当たらないものの、保険給付の内容を示す支給

額の算定は、主に厚生労働省令または厚生労働大臣が定める基準に委ねられている。同法にも
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とづき定められた厚生労働省令においては、「要介護状態区分」は、介護サービスに対する必要

の程度にかかる測定単位として、要介護度１～５または要支援度１～２に区分され、またその

審査および判定の基準が掲げられている
11
。そして、この要介護度または要支援度に応じて保

険給付の利用限度のランク付け、すなわち区分支給限度基準額が設定され、あるいは、要介護

状態区分や指定介護サービスの提供体制などに応じてサービスごとに支給の基本単位を加算・

減算するものとして、サービス種類別に支給標準や計算方法などの算定基準が定められている

12
。  

このように、介護保険法にいう保険給付は、要介護状態区分によって決まる支給限度内の金

銭給付であるが、同法上、保険給付の適用対象となるサービスの種類とその費用算定の方法、

支給手続や支払いなどについて、一般的な規定がおかれ（四一条～四九条および五三条～五九

条）、原則的に、介護保険給付の支給額はこれらの規定にしたがって算定されている。しかしな

がら、支給額の具体的な算定は、前出の介護保険法上の諸規定にもとづくのみではなく、厚生

労働省令または厚生労働大臣の定める基準にしたがって行われている。前述した「区分支給限

度額」とその他の費用算定基準などがこれにあたる。これらの規定は、要介護状態区分に応じ

て介護サービスの種類を指定し、各指定介護サービスの費用算定などに関する細かな規定を定

めている。介護保険法四〇条にいう介護サービス給付費を例にとれば、福祉用具購入費等を除

き、その算定基準は介護サービスの種類別に毎回利用する単位数を介護給付費単位表に掲げて

いるとともに、サービスの種類別にその支給の単位数と計算方法をも規定している。すなわち、

指定居宅サービス、指定居宅介護支援および指定施設サービスに要する費用の額は、厚生労働

大臣が定める各「介護給付費単位表により算定し」て、算定した単位数に「別に厚生労働大臣

が定める一単位の単価
13
」を乗じるものとされている。  

このような諸規定を簡潔に整理すれば、介護サービス給付費の支給額とその合計額に関する

計算方式は、次頁の図４のように表すことができる。  
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３ このように、前出の費用算定に関する規定は、基本的に要介護状態区分という概念をも

とにして定められている。指定介護サービスの種類別に定められた介護給付費単位表において

は、各指定介護サービスの単位数は、当該サービスの提供体制とその内容別に加えて、要介護

度または要支援度のランクに応じて加算・減算されて細かく設定されている。また、区分支給

限度基準額は、要介護状態区分すなわち要介護度または要支援度に応じて、月ごとの支給額の

上限を単位数で掲げている。もともと要介護状態区分という概念は、もっぱら被保険者の介護

サービスに対する必要の程度を類型化するものであり、要介護状態または要支援状態の具体的

な特徴を示すとともに、その程度差に応じて要介護度１～５または要支援度１～２というラン

クに分類されている。にもかかわらず、前出の区分支給限度基準額とその他の算定基準などの

規定を適用することにより、介護給付費としていくらまで支給されうるかという介護保険給付

の内容は、これらの規定によって定められた支給限度およびサービスの種類に拘束される。と

いうのも、上述の算定基準などの規定においては、介護保険対象となる介護サービスについて

その内容が細かく類型化されており、保険給付の対象となるのは、算定基準ごとに掲げられた

サービスの種別項目に属するものに限定されているからである。  

そして、厚生労働省令または厚生労働大臣の告示などにより、介護保険給付の支給範囲が要

介護度または要支援度別に応じて規定されており、これにより、要介護状態区分と保険給付と

の間の照応関係が標準化して規律され、前者に対する後者の内容が序列化されているものとい

【図４ 介護給付費の支給額に係る算定方式】 

【単位数の合計】 

（サービス種類ごと・施

設ごとに、単位表により

算定したもの） 

【１単位の単価】 

（地域ごと・サービス種類

ごとの1単位の単価は10

円～11.26円） 
× × 

0.9 

（但し、指定

居宅介護支援

費は100％） 

＝ 

【支給額】 

（但し、二種類以上のサービ

スを利用した場合、その総

額の合計額は区分支給限度

基準額を超えない部分） 

 

（社会保険研究所『介護保険制度の解説〔平成２４年４月版〕』（2012 年）381 頁により作成） 
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える。このように、要介護状態に応じていかなる保険給付が支給されるべきかという判断につ

いては、受給資格の有無にかかる要介護状態区分という判定行為から分離された上で、個々の

被保険者に対する市町村の裁量権は認められていない。代わりに、要介護度または要支援度の

ランクに対応する給付内容の設定は、厚生労働大臣の専門技術・政策的判断に委ねられ、厚生

労働省令または規則によって全国一律の支給基準が規定されている。  

このような費用算定の仕組みの下において、要介護等認定からはじまる法定介護給付費の算

定・支払いまでの過程を把握すれば、要介護状態区分という概念は、要介護等認定の結果を示

すものであると同時に、保険給付の支給上限の設定という法的効果と結びつけられた重要な概

念でもある。次頁の図５に示されるように、要介護状態区分（受給資格の該当性）と区分支給

限度基準額（受給内容の支給上限）との照応関係が標準化されているという前提の下で、要介

護状態区分という概念があたかもフィルターのように、必要と認められる被保険者を選別して

その困難度を客観的にはかるための道具として用いられている。そして、判定された要介護度

または要支援度を標準化された支給基準の諸規定にあてはめることで、各々の要介護被保険者

に支給すべき額の上限が容易に算出されるようになっている。  

しかしながら、もともと要介護等認定とは、各々の被保険者の要介護・要支援状態から介護

サービスへの客観的ニーズを審査し、受給資格の有無と要介護性の程度を判断するものであっ

て、介護サービスの利用内容とその見込みの有無の要素は、要介護等認定に際しての配慮事項

に含まれていない。すなわち、いかなる介護給付を受けるのかは、本来、要介護等認定の内容

に属しないものであると考えられる。そして、受給資格の有無といった給付要件の認定につい

ては専門的知見が必要であるため、その認定は専門技術的事項として、市町村とその下に設置

された介護認定審査会に裁量権行使の余地があるはずである。それにもかかわらず、いかなる

給付内容を選択するかについて、すでに厚生労働省令または規則で詳細な規定がなされている

ため、かような点については裁量の余地が残されていない
14
。このように、要介護被保険者の

ニーズの評価に関して、受給権の有無または具体的な給付内容の決定における恣意的もしくは

不適切な行政裁量を抑制しつつ、ニーズ判定を客観的に行うという趣旨が、介護保険制度にお

いて再び確かめられているといえよう
15
。  
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４ 要介護状態区分によって利用できるサービスの種類や支給限度が決まるという法構造の下

では、介護契約の内容、すなわち介護サービスの利用内容と具体的なスケジュールの設定が、

要介護等認定で定められた支給上限という大枠によって拘束され、その限度内で「定型的かつ

包括的に定まる」こととなっている
16
。  

このように要介護被保険者個人の心身状況から客観的に判定された要介護状態区分に応じて、

全国一律の支給限度や費用算定基準によって介護契約の内容が定型的に決まるということは、

保険原理をとりこむ介護保険制度の基本構造になじみやすいものであると説かれる
17
。「本来保

険というものは、個々人の諸事情や生活状態を考慮せず、一定の基準に従って定型的な給付を

行う冷たい部分を持つものである」という認識にもとづき、介護サービスの利用について社会

保険制度を用いる以上、個別的なニーズに概括的に対応する定型的な給付となり、その受給量

にも一定の上限が設定されることにならざるをえない、ともされている
18
。ただし、同じく社

会保険方式をとっている公的医療保険は、これとは対照的である。公的医療保険においては、

疾病または負傷に関して、被保険者が被保険者証を提示して、自ら選定する指定保険医療機関

または保険薬局から健康保険法令または国民健康保険法令で定められた療養の給付を受ける

（健康保険法六三条三項および国民健康保険法三六条三項）。また、療養の給付に要する費用に

要介護状態区分 

要介護度１～５ 

要支援度１～２ 

その他  

 

個々の被保

険者の要介

護・要支援

状態 

区分支給限度基準額 

要介護度１～５ 

要支援度１～２ 
対応関係の法

定・基準化 

受給資格の該当性 受給内容の支給上限度 

要介護・要支援認定 

制

約 

 

介護契約 

【図５ 要介護等認定による介護契約の制約】  〔筆者作成〕 
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ついて、請求があったとき、保険者は厚生労働省令または規則によって算定した金額から一部

負担金を控除したうえで、当該請求をした保険医療機関などに支払う（健康保険法七六条およ

び国民健康保険法四五条）。介護保険給付は類似の仕組みを採用しているが、多少異なるところ

も存在する。両者の最も大きな相違点は、公的医療保険においては、介護保険法でいう要介護

状態区分や区分支給限度基準額などが規定されていないこと、また、療養の給付については現

物給付として出来高払い方式が採用されていることである
19
。以上の点からすれば、給付内容

の上限枠という問題は、社会保険方式をとるか否かとの関連性があるというよりも、法技術上

における「支給要否や程度判定制度の採否と、その標準サービス量の設定の仕方によるところ

が大きい」といえる
20
。  

また、介護サービスは、医療のように傷病を治癒するまでの期間に限って高度の技術的サー

ビスを継続するのではなく、高齢者の自立した生活を維持することがその目的であり、質の面

でもサービスの量の面でも医療とは異なる。基本的に、介護サービスの給付水準は基礎的保障

の部分にとどまると考えられている。公的医療保険と異なり、介護保険法でいう保険給付は、

介護サービスに要する費用についての定型給付となり、どの介護状態区分に認定されるかによ

って個々の要介護被保険者への支給上限が決まり、一定の期間ごとに当該支給限度内の額を支

給するものと規定されている。もちろん、介護保険財政の健全化という観点から、給付の普遍

化とともに拠出と給付の対価性を維持するには、給付内容の上限枠の設定はやむをえないもの

といえなくもない
21
。しかも、要介護被保険者が指定介護サービス事業者からサービスを購入

するといっても、介護保険給付によって支給される部分である限り、提供されるサービスの種

類別、内容、利用単位・回数や報酬単価の設定などは、介護保険法や厚生労働省令もしくは厚

生労働大臣によって定められた範囲と基準を逸脱することができない。こうした点から、介護

サービスの提供について一定の給付水準を維持する、すなわち要介護状態区分と給付内容の標

準化により介護の基礎的保障を担保しようとする趣旨がうかがえる。  

他方で、介護サービス費の支給という金銭給付の形式をとる介護保険法では、介護保険給付

の特色として次の三点を挙げることができる
22
。その一は、指定介護サービス事業者による代

理受領という規定があるものの、介護保険給付はもっぱら介護サービス費用の補填にとどまる
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ことである。その二は、介護サービス費用の償還払い方式をとっている介護保険制度の下では、

保険者として市町村に求められる責任は、法定介護サービス費用の九割を支給することにとど

まるため、残りの一割の費用は利用者負担として要介護被保険者と指定介護サービス事業者と

の間の債権債務関係となり、利用する際に対価の一部を要介護被保険者が負担することである。

その三は、介護保険給付としての法定介護サービス費の支給は、要介護状態区分ごとに応じて

支給限度基準額によって算定される定型的な給付であることである。とりわけ、それは定型的

な給付であるがゆえに、介護保険法上、保険給付対象となるサービスと対象外のサービスとの

併用（いわゆる混合介護）も認められている
23
。ただ、要介護等認定によって指定されなかっ

た種類あるいは支給限度を超える介護サービスを利用しようとする場合には、その部分につい

ては、介護保険法以外の他の給付を求めるか、あるいは費用を自己負担するか、のいずれかに

よらざるをえない。そして、介護保険対象外の介護サービスを利用しようとする場合、介護保

険以外の公的介護給付を求めることができるかどうか、とりわけほかの法令による介護給付ま

たは予防給付との併給調整がしばしば問題となる。  

現行法上、労働者災害補償保険関係法令にもとづく介護給付とその他の相当する給付が行わ

れた場合には、その限度において介護保険給付は行われないものと定められている（介護保険

法二〇条）。また、身体上または精神上の障害により日常生活に支障がある老人の居宅介護や入

所については、老人福祉法に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによると規定され

ている（老人福祉法十条）。とはいえ、老人福祉法による措置の発動は、「必要に応じて」かつ

「やむをえない事由により介護保険に規定する……介護を利用することが著しく困難であると

認める」場合（同法十条の四の第一項各号および十一条一項二号）に限られるがゆえに、介護

サービスの利用については介護保険法が優先的に適用されることになる。ただし、障害者福祉

関連法によって障害者手帳をもつ高齢者である場合には、介護保険法または健康保険法にもと

づく介護給付その他に相当する部分を除き、障害者総合支援法にもとづき自立支援給付として

介護給付を請求することは可能である（同法七条）
24
。実際にも、要介護等認定で認められた

介護保険給付だけでは要介護高齢者のニーズを満足することができない場合に、障害者総合支

援法による介護給付費の支給を求めた事例が存在する
25
。  
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５ 利用者の要保障性にふさわしいサービスの適正な給付をいかに実現するかという問題は、

社会福祉ないし社会保障制度のあり方にかかわる核心的課題として従前から議論されており、

今後もそうありつづけると思われる。混合介護という現象をこうした視角からとらえれば、い

くつかの疑問の余地がある。たとえば、介護サービスの利用についてなぜ保険給付の対象範囲

が限定されるのか、対象範囲の設定の正当性をどこに求めるか、基準規定の合理性をいかに問

うか、保険対象外のサービスへのアクセスをどのように保障するか、などの問題がある。これ

らの問題は何よりも、介護サービスの給付に関する基礎的保障とは何か、すなわち「健康で文

化的な最低限度の生活」の内実とその具体的実現形態をいかにとらえるべきか、という基本的

問題に帰着するものであると考えられる。  

介護保険法では、いかなる保険給付を支給すべきかについては、要介護者が「有する能力に

応じた自立した日常生活を営むことができるのに必要な保健医療サービスおよび福祉サービ

ス」の保障（一条）として、「要介護状態又は要支援状態の軽減または悪化の防止に資するよう

に行われる」（二条一項・二項）といった抽象的な給付基準しか規定されていない。これについ

ては、要介護被保険者が介護保険給付の枠内で合理的な介護サービスを選択すれば、要介護状

態が解消・軽減されて、自立的日常生活が可能になる水準でなければならないと解することが

できる
26
。そして、要介護状態区分、区分支給限度額または費用算定方法などの中核的要素を

含めて、介護保険給付の具体的な給付基準の設定は厚生労働大臣の定めに委ねられているとは

いっても、これらの基準設定自体が上述した給付水準を充足しているかどうかについては、な

お検証すべき余地がある。ところが、給付基準の設定に関しては、厚生労働大臣は「あらかじ

め社会保障審議会の意見を聴かなければならない」という規定（介護保険法四一条五項や四八

条三項など）のみが定められている。基準設定などの定立手続において、利用側である要介護

者の意見をいかに反映するかについては、なお明らかではない。また、上述の基準に依拠した

処分の違法性を争うことができるとしても、基準の定立行為ないし給付水準自体の違法性を問

うという形で権利救済を求めることは容易なことではない
27
。このような制度構造にかかわる

問題は、なお残されているといえよう。  

また、混合介護については、介護保険給付以外のサービスを利用しようとする場合に、サー
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ビス利用の見込みまたは供給の調整や確保を誰がいかにして行うか、という問題が次に問われ

る。介護保険法においては、この問題の処理は要介護等認定の段階ではなく、基本的には、利

用者本人やその家族、あるいは介護サービス計画の作成ないし実施段階における居宅介護支援

員に託されることとなっている（介護保険法八条二三項）。介護サービスの利用について、支給

限度付きの介護保険給付だけでは要介護者のニーズに十分対応できず、それに加えて、介護保

険法以外の公的介護を求めたり、自己負担で不足分を購入したり、さらには家族やボランティ

アによる介護に頼る余地が残されている
28
。利用者の事情に即してこれらの選択肢から実行可

能な組合せを練るに際して、居宅介護支援員がその総合調整役を担っているのが現状である。  

ところが、現行社会福祉制度は、生活障害の類型ごとに集団別の画一的な対応を講じてきた

ため、個別的な立法の下で各種の法的対応が制度別に分断されている。こうした縦割り体制の

下で、居宅介護支援員に介護保険以外の公的介護の利用見込みや提供の連絡・調整などの役割

を託そうとしても、それには現行法上限界があるといわざるをえないだろう
29
。また、介護支

援専門員は厚生労働省令で定める基準にしたがって「介護支援専門員の業務」を行わなければ

ならないが（同法六九条の三四第二項）、同条第一項、七条五項の「介護支援専門員」および八

条二三項の「居宅介護支援」にかかる規定からみれば、ここにいう「介護支援専門員の業務」

とは、もっぱら介護保険法で定める介護サービスの種類とその範囲に限定されるものと解され

る。そして、こうした法定給付の範囲を超える部分について、とりわけ他の社会福祉制度の利

用を考慮するにあたっては、関係法制度とその提供体制の現状に対する把握のみならず、当該

福祉分野に関する専門知識や経験なども必要である。このように、前述した連絡・調整などを

介護支援専門員が実際に行う事例はないわけではないが、むしろ、これはもともと現行法制度

において予定されていないものであると考えられる。  

６ ここで、本章における考察をまとめてみたい。法定介護サービス費用の九割を保険給付と

して要介護被保険者に支給するという介護保険の制度的構造の下で、ある要介護保険者につい

て要介護状態の発生によって介護保険者との間に生じる具体的介護保険給付の法律関係は、原

則として要介護等認定を経て法定介護費用が支給されることで、一応完了する。そして介護サ

ービスの内容は、居宅介護支援制度を通じて、要介護者と指定介護サービス事業者の交渉を経
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て達した合意に委ねられるものとされている。心身ともに自律性の十分でない要保護高齢者を

法的に介護契約の当事者として仕立て上げれば、誰でも自己決定にもとづき適切なサービスが

利用できるように見えるかもしれない。しかし、現実には、要保護高齢者の選択の自由の実現

という要請は、各々の要保護高齢者の介護提供（従事）者への依存・従属の程度に応じて満た

される程度も異なり、介護利用への従属性が高ければ高いほど利用者の要介護度が高くなるた

め、その心身の自律性も期待し難くなる。これについて、要介護等認定の介在や、介護契約に

関する居宅介護支援ないし交渉過程の制度化などは、専門家の関与を通じて介護利用にかかる

専門技術的要請を充たし、適切な介護利用の実現を確保しようとするとともに、各々の利用者

が本当の意味での自己決定を行えるように、その選択権の行使を支援するものでもある。そし

て、適切な介護利用を確保するため、要介護等認定と介護契約との結びつきがニーズ判定の仕

組みとして規定され、また、両者の間には機能的分担といいうる現象が存在する。しかも、こ

れらの二つの法形式は、相互補完的でありながら、後者が前者によって規定されるという従属

的関係でもある。というのも、要介護等認定には、介護契約に対する制約という法的効果が付

与されているからである。  

 また、介護保険法上、要介護被保険者に与えられる抽象的な保険給付請求権は、要介護等認

定、ケアプランの作成、事業者との契約という一連の過程を経て具体化するものである。その

なかで、要介護等認定を受けている要介護被保険者の要介護状態は、要介護度または要支援度

のランクにもとづき判定され、当該判定結果を厚生労働大臣の定める区分支給限度基準額にあ

てはめれば、当該被保険者に支給すべき介護サービス費の上限が定まるという構造がとられて

いる。そして、要介護等認定は、介護利用過程における数個の手続を連結する、いわば結節点

に位置するものである。この要介護等認定は、手続上は、介護保険法にもとづく申請に対する

市町村の応答であると位置づけられるが、申請者の要介護状態に関する判定としての性質を有

するのみならず、その法的効果は、利用可能なサービスの種類を個別に指定したり（三七条、

四三条および五五条）、費用補填の上限設定を通じて具体的な利用量を規定するなど、要介護被

保険者の選択権行使の枠を設定するという側面をも有する
30
。このように、介護内容（法効果）

の要介護認定（要件事実）に対する整合性・照応関係が法定され、とりわけ要介護状態区分に
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即して諸介護サービス費の算定基準が省令や規則によって標準化されていることこそが、要介

護等認定の法的効果が拡散する要因ではないかと考えられる
31
。要介護状態区分という概念の

介在や給付内容の標準化された定型的な給付によって、要介護等認定と介護契約がリンクされ、

前者の法的効果が後者の内容にまで及ぼされることになる。そして、法定介護サービス費の支

給を定型的な給付と定めた介護保険法では、介護保険対象サービスと対象外サービスの併用、

いわゆる混合介護が容認されている。  

しかし、こうした制度構造の下でなお問わなければならない問題も残されている。介護利用

の権利実現過程の分節化にともない、利用者―サービス提供事業者―地方公共団体または国の

三者間の法律関係が分断され、介護利用をめぐる紛争が契約の締結や履行などの消費者保護問

題に収斂されて、私的契約関係へと回帰する傾向をみてとることができる。介護事故をめぐる

損害賠償請求訴訟などの事例からみれば
32
、契約関係からの離脱や債務不履行責任の追及など

に重点をおく事後的救済が認められるとしても、そのことが要介護者にとって望ましいことと

は必ずしもいえない
33
。また、介護契約の外枠を規定する要介護等認定について、要介護状態

区分などの認定結果に不服がある場合、もちろん調査・審査・判定手続にかかる義務違反の有

無や当該判定結果の違法性について裁判所で争うことは可能である
34
。だが、結果として要介

護度があがり、支給限度も高くなり、それだけ介護保険給付で利用可能なサービス量が増える

としても、同時に一割の利用者負担も増加するので、経済的余裕のない者（世帯）にとって要

介護度の変更は実効的な権利救済とは必ずしもいえない
35
。そして、要介護状態区分とも連動

する支給限度額とその算定内容の妥当性ないし違法性を対象として争うことができるか否かに

ついては、定かではない。とくに、要介護状態区分の判定基準や支給限度額または諸費用算定

基準などの厚生労働省令または規則は、憲法二五条にもとづき介護保険法が保障すべき「健康

で文化的な最低限度の生活」の具体的実現形態としての性質を有すると考えられるため、こう

した具体的な行政立法により算定された介護サービス費は、少なくとも、要介護者等の「健康

で文化的な最低限度の生活」を実現しうる水準でなければならないであろう。  

また、現行社会保障制度の諸給付を利用して、要保障者のニーズが満足できるような公的介

護を求めようとする場合、介護保険給付以外にも障害者総合支援法などにもとづき保険対象外
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のサービスを利用することが可能であるとしても、支給の要否決定と支給量決定の根拠となる

給付基準そのものの妥当性・違法性がふたたび争点となってくる。さらに、現行の縦割り立法

の下では、類似給付をめぐる制度間の適用関係、たとえば給付内容の重複の有無やその併給調

整につきさまざまな法令や規則が定められており、これらの規定の適法性ないし合理性もしば

しば問題となっている
36
。  

いずれにしても、なお残された課題は、権利保障手段のあり方について、「人権保障という目

的の面において、またそれを実現する手段の面において、現代化された法治主義」の視点を重

視しつつ、再検討を行っていくことであろう
37
。そのなかでも、行政立法の定立行為を含む行

政活動に対する司法審査のあり方を問い直すことがなお求められている
3839

。  

以上のような課題は、福祉分野で従来から存在したものではあるが、介護保険制度の下で変

化するところもある。そしてこれらの課題は、介護保険制度に限らず、少なくとも「措置利用

から契約利用へ」の移行と称される社会福祉分野全般に共通するものである。  

 

 

 

 

 

注

                                                

1 原田大樹「福祉契約の行政法学的分析」（九州大学）法政研究六九巻四号（二〇〇三年）七

七七～七七八頁、又坂常人「契約による福祉と行政の責任―介護保険法を中心として―」

塩野宏先生古稀記念『行政法の発展と変革（下）』（有斐閣、二〇〇一年）八五三頁を参照。 

2 西田和弘「障害程度区分・支給決定手続と相談支援」社会保障法第二五号（二〇一〇年）二

五頁を参照。 

3 ただし、要介護等認定の効力が生じた日前に、たとえば緊急その他やむをえない理由あるい

は法令で定める理由により介護サービスを受けた場合、必要があると認められるときには、

当該費用は、法令により算定される額で特例介護サービス費として要介護被保険者に支給

することが、例外として認められている（介護保険法四二条一項、四七条一項や四九条一

項など）。 
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4 そして、要介護等認定を受けているといっても、介護保険対象内のサービスを実際に利用し

ていなければ、かかる費用の給付は受給できないため、受給権はまだ具体的には発生して

いない。後述のように、要介護等認定の申請権は、保険給付の受給権に直接的には結びつ

くことなく、法定介護サービス費の償還給付という具体的な給付受給権の取得は、介護保

険対象内の介護サービスを利用した時点で生じ、ここには要介護者のサービス利用という

作為を必要とするからである。伊藤周平『介護保険法と権利保障』（法律文化社、二〇〇八

年）五九頁および一〇六頁を参照。 

5 支給限度基準額は、介護保険法にいう保険給付の対象となる介護サービスについて、その支

給上限を表すものである。たとえば、居宅介護福祉用具および介護予防福祉用具購入費に

関する支給限度基準額は一〇万円であり（平成十二年二月十日厚生省告示第三十四号。最

終修正：平成十八年三月二十四日厚生労働省告示第百五十号）、住宅改修費については二〇

万円である（平成十二年二月十日厚生省告示第三十五号。最終修正：平成十八年三月二十

四日厚生労働省告示第百四十六号）。 

6 たとえば「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限

度基準額」（平成十二年二月十日厚生省告示第三十三号。最終修正：平成十八年三月三十一

日厚生労働省告示第二百五十八号）。なお、居宅介護サービス費などの区分支給限度額は、

次の表１のように、金額ではなく、単位数でその限度額が示されている。 

 
表１ 要介護度別の支給限度額と平均的な利用率 （平成二五年三月現在） 

 ①支給限度基準額 ②受給者１人当たり費用額 
③支給限度基額に占める割合 

平均利用率％（②/①） 

要支援１ 4,970（単位） 2,258.5 （単位） 45.4％ 

要支援２ 10,400（単位） 4,114.5（単位） 39.6％ 

要介護１ 16,580（単位） 6,767.4（単位） 40.8％ 

要介護２ 19,480（単位） 9,375.4（単位） 48.1％ 

要介護３ 26,750（単位） 14,070.6（単位） 52.6％ 

要介護４ 30,600（単位） 17,167.8（単位） 56.1％ 

要介護５ 35,830（単位） 21,102.8（単位） 58.9％ 

*①は前出の「区分支給限度基準額」に定められたもの。 

②および③は「居宅サービス給付単位数・受給者数，要介護（要支援）状態区分・都道府県

別（閲覧第５表）」（出処：介護給付費実態調査月報（平成二五年三月審査分）

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001110663最終アクセス 2013/12/03）

にもとづき作成したもの。 

  

7 平成十二年二月十日厚生省告示第二十二号（平成二十四年三月十三日厚生労働省告示第九十
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四号）により、厚生労働大臣が定める一単位の単価は一〇円を基本とし、サービスの種類

や地域区分（事業所などの所在地）ごとの人件費の差が１・４％～１２・６％の割増に反

映されている。社会保険研究所『介護保険制度の解説〔平成二四年四月版〕』（二〇一二年）

三八二頁を参照。 

8 介護報酬の算定基準とも称される。たとえば、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定

に関する基準」（平成十二年二月十日厚生省告示第十九号）、「指定居宅介護支援に要する費

用の額の算定に関する基準」（平成十二年二月十日厚生省告示第二十号）、「指定施設サービ

ス等に要する費用の額の算定に関する基準」（平成十二年二月十日厚生省告示第二十一号）、

「指定地域密着型介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成十八年三月十

四日厚生労働省告示第百二十六号）、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関

する基準」（平成十八年三月十四日厚生労働省告示第百二十七号）、「指定地域密着型予防サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成十八年三月十四日厚生労働省告示第百

二十八号）、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」（平成十八年三月十

四日厚生労働省告示第百二十九号）などである。上記の厚生労働大臣が定める算定基準は、

各サービスごとに基本的なサービス提供にかかる費用に加えて、各事業所の提供体制や利

用者の要介護度などに応じて加算・減算する仕組みとなっている。具体的には、各サービ

スごとに一回利用する単位数が設定され、また、別表として介護給付費単位数表が掲げら

れている。 

9
 これは、要介護等認定の効力に関する問題である。もちろん、要介護等認定に定められた

要介護度ないし保険給付の上限には、保険者である市町村および被保険者も拘束されるが、

それと同時に「介護保険給付の枠内で行える介護サービスとその費用負担」も規律される。

この現象に関しては、要介護等認定は「私人間での法律関係設定に関わる行政行為」であ

り、とりわけ「被保険者と指定介護サービス事業者が介護契約によって形成する法律関係

の一部をなす要素について先行的に拘束的言明を行」うものであると説明される。そして、

社会保障給付の仕組みにおいて、行政主体と私人の間の権利変動にかかる法技術の一つと

して利用される行政行為が、私人の形成する法律関係の一部をなす要素について「規律＝

拘束的言明」を行うには、その拘束的言明の対象は、「主体・対象（目的）・発生時期、こ

の三つの法律関係の構成要素の一部または全部」と考えられるが、その態様は一様ではな

く、法律関係の変動のあり方は行政行為を予定する法的仕組みのあり方に照らして定まる

ものと指摘される。太田匡彦「行政行為―古くからある概念の、今認められるべき意味を

めぐって―」公法研究六七号（二〇〇五年）二四〇頁および二四二頁を参照。  

10 サービス利用希望者がサービス提供者と介護契約または障害福祉契約を締結する際に、当

該契約の「大まかな外枠」は、介護保険法にもとづく要介護等認定あるいは障害者自立支

援法（平成十七年十一月七日法律第百二十三号・平成二十四年六月二十七日法律第五十一

号により「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と改称された。

以下、「障害者総合支援法」という。）にもとづく支給決定によって定まり、その内容は前
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出の給付決定で定まる上限の範囲に留まるものと指摘される。中野妙子「要介護保険法お

よび障害者自立支援法と契約」季刊社会保障四五巻一号（二〇〇九年）十五頁、原田・前

掲注 1・七七九～七八〇頁を参照。なお、こうした「枠づけ」効果からすれば、介護契約

または障害者福祉契約の内容形成にあたっては、前段階の要介護等認定または障害者総合

支援に係る支給決定などの処分に契約内容の根拠規範が求められることがうかがえよう。

そうすると、かかる権利実現過程においては、利用者の権利行使についての大枠の条件が

処分で定められており、またこうした基礎的な法秩序の下で、権利内容の具体化あるいは

充填、すなわち必要なサービス内容の充足は、利用者がこの枠条件の内部で私的自治によ

ってつくりあげた自己規整（契約）にゆだねられる、といったとらえ方もありうる。これ

は、民法と行政法の交錯に関する一つの発現形態にあたる。しかも、福祉利用に係る権利

保障の脈絡の下で、上述した法的仕組み全般を包括的に理解すると、そこに、民事法にお

ける公的コントロールの独自的存在を見つけることもできよう。 

11 「要介護認定に係る介護認定審査会による審査および判定の基準等に関する省令」（平成十

一年四月三十日厚生省令第五十八号、最終改正：平成十八年三月十四日厚生労働省令第三

十二号）一条、二条および三条を参照。 

12 たとえば、前掲注 6 に示した「区分支給限度基準額」、前掲注 8 に示した諸算定基準など。 

13 同前掲注 7。 

14 介護保険法にもとづく要介護等認定に関して、「法規上も実務上も、要介護度の審査判定か

ら認定つまり支給決定に至るまでの過程に行政の裁量は介在しない」との見解が示されて

いる。西田・前掲注 2・二五頁、中野・前掲注 10・十六頁を参照。ところが、裁量統制の

あり方について、裁判所の審理判断内容からみれば、現行法の下では要件裁量と効果裁量

の区別が相対化している（塩野宏『行政法Ⅰ〔第五版補訂版〕行政法総論』（有斐閣、二〇

一三年）一二八～一三二頁および一三八頁注 6 を参照）。要介護等認定の場合においては、

要介護状態区分が客観化・標準化され、要介護状態区分に応じた保険給付の上限が法定さ

れているとはいっても、要介護・要支援状態の有無といった要件の認定について、処分要

件の事実とそれにもとづき評価した部分のどのレベルに裁量が及ぶかといった問題がなお

残されている。また、この問題については、支給上限や費用算定基準などの行政立法に関

する厚生労働大臣の裁量権行使に対する統制のあり方がもう一つの裁量統制の問題である。

その詳細は次章の検討に譲る。 

15 これに対して、障害者総合支援法十九条の定める支給決定は、介護保険法と類似した仕組

みを採用しているが、支給決定に認められる裁量の余地は比較的広い。すなわち、障害者

総合支援法にもとづく支給決定に関しては、市町村は障害程度区分の認定後、認定結果と

認定調査でえられた諸事項を勘案し、当該障害者申請に対して支給要否決定を行い、また

支給決定を下す場合には、市町村の定める支給基準とそれを具体化したガイドランにもと

づき、利用しうるサービスの種類、支給量や当該決定の有効期間を決定し、受給者証を交

付するものとされている。ここでは、支給の要否とあわせて、サービスの種類ごとに支給
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量を具体的に決定するという点が、要介護等認定と最も異なるところである。また、要介

護者個人の心身状況のみにもとづきニーズ判定が行われる要介護等認定と比べると、前述

した支給決定では、障害の種類と程度だけではなく、介護者の状況や具体的なサービス利

用の見込みなど諸事項を勘案した総合的判断が求められるため、全体としてかなり行政裁

量が入りこむ余地がある。これらの点については、西田・前掲注 2・二五頁、竹中康之「支

援費の支給決定をめぐる法的課題―改正障害者福祉法制の給付行政システムとしての側面

に焦点をあてて―」同志社法学五四巻三号（二〇〇二年）四三六～四三八頁を参照。また、

拠出と給付の対価性にもとづく受給の権利性を認める介護保険制度に対して、「障害者総合

支援制度においては、限られた資源の効率的な配分という給付の選別主義的性質が強くな」

るがゆえに、支給決定に際しての行政裁量が広く認められる、と指摘するものとして、中

野・前掲注 10・十六頁を参照。 

16 中野・前掲注 10・十五～十六頁を参照。 

17 岩村正彦『社会保障法Ⅰ』（弘文堂、二〇〇一年）四四頁、中野・前掲注 10・十六頁を参

照。 

18 介護について社会保険制度を用いる以上、要介護状態に対する基礎的サービスは保険給付

限度額の枠内で利用することが当然である一方、公的医療保険の出来高払いの弊害を懸念

し、支給を一定程度抑えるための施策を講じておかねばならない、との指摘がしばしば見

受けられる。たとえば、本沢巳代子『公的介護保険―ドイツの先例に学ぶ』（日本評論社、

一九九六年）一四九～一五〇頁、佐藤＝河野編『介護保険法―権利としての介護保険に向

けて』（法律文化社、一九九七年）六〇頁〔阿部和光〕など。なお、近時の公的医療保険改

革論において、医療保険についても給付限度額を定めた定型的な給付を導入すべきという

議論が存するが、これも同様の考え方にもとづくものであると考えられる。 

19 公的医療保険と比べれば、要介護認定の介在と定額給付方式が介護保険法の特徴である。

そして、公的医療保険の給付との間の主な相違は、次の三点が挙げられる。第一に、公的

医療保険の保険給付の内容は、「被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給

付を行う」と規定されているように（健康保険法六三条一項、国民健康保険法三六条一項）、

いわゆる現物給付である。利用する際に、要介護等認定のような行政処分は介在せずに、

被保険者が保険医療機関に被保険者証を提示し、保険医が治療の必要性と処方を判断して

必要な治療を行う。この診療行為は、療養の給付としての現物給付である。そして、必要

充足の原則および平等の原則により、保険給付部分と自由診療部分の組み合わせた「混合

医療」は、例外的な場合に限定される。第二に、公的医療保険の保険者が療養の給付に関

する費用を保険医療機関等に支払うと直接に規定していることは（健康保険法七六条一項、

国民健康保険法四五条一項）、介護保険法四一条六項の指定介護サービス事業者による代理

受領の規定と対照的である。第三に、療養の給付という現物給付を基本とする公的医療保

険においては、保険者は特別の事情がある被保険者に対して、法令により一部負担金の徴

収猶予や減免の措置をとることができる（健康保険法七五条の二、国民健康保険法四三条、
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四四条）。ただ、被保険者の医療費負担は保険者に対する一部負担金であり、保険医療機関

から診療行為を受ける対価でない。伊藤・前掲注 4・五五～五七頁、前田雅子「介護を受

ける権利―介護保障請求権についての考察―」賃金と社会保障一二四五号（一九九九年）

二三～二四頁を参照。 

20 石橋敏郎「介護保険給付」河野＝良永＝阿部＝石橋編『社会保険改革の法理と将来像』（法

律文化社、二〇一〇年）九一頁を参照。 

21 これについて、保険給付の上限が要介護状態区分ごとに定められるという定額給付方式は、

給付水準より介護保険財政に力点をおきやすい構造となっているため、単なる給付抑制策

となってしまうという傾向が指摘されている。佐藤＝河野編・前掲注 18・六〇頁〔阿部和

光〕を参照。 

22 伊藤・前掲注 4・五四～五九頁を参照。 

23 介護保険給付は限定的な給付にとどまり、要介護者の生活全般を支えうるものではなく、

保険給付で不足するサービスについては自費で購入することを、介護保険法も想定してお

り、混合介護の拡大による介護市場の創出という政策目的が存在する、と指摘されている。

伊藤・前掲注 4・五五～五六頁を参照。 

24 障害者福祉施策によるホームヘルプサービスと介護保険制度による訪問介護との適用関係

について、旧身体障害者福祉法十七条の九（平成十七年法律第百二十三号による改正前の

もの）は、「居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給は、当該身体上の障害の状態に

つき、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定によりこれらの給付に相当する給

付を受けることができるときは、その限度において、行わない」と規定していた。こうし

た併給調整の規定について、厚生省大臣官房障害保険福祉部企画課長・障害福祉課長通知

（平成十二年三月二十四日障企第十六号、障障第八号）は、「六五歳以上の障害者が要介護

または要支援状態となった場合には……共通するサービスについて、介護保険から……支

給された介護給付と重複する障害者施策で実施されているサービスについては原則として

提供することを要しない」が、障害者施策と介護保険とで共通する「在宅ホームヘルプサ

ービス（以下「訪問介護」という）について……保険給付に比べてより濃密なサービスが

必要であると認められる全身性障害者については、社会生活の継続性を確保する観点から、

介護保険法の訪問介護で対応できない部分について……必要なサービスを提供することが

できる」という解釈を示した。そして、この通知にもとづく身体障害者居宅生活支援費不

支給決定の取消を求めた事件において、神戸地裁平成十九年二月二日判決（賃金と社会保

障一四七九号六七頁）は、両法律によるサービスの重複する部分に関して、本件通知でい

う「全身性障害者か否かという受給主体の属性のみによって生活支援費全体の支給の要否

を決定することも、両法律の適用関係を調整し社会保障給付の全般的公平を図るという憲

法および前記福祉法十七条の九の趣旨に反するものとはいえない」と判示し、原告の請求

を棄却した。これに対して、控訴審は「要介護である障害者であっても二重にサービスを

受ける理由はないし、拠出制の制度による給付と無拠出制による給付が重複する場合には、
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拠出制による給付が優先すべきことも当然であ」るため、「重複する部分について保険給付

による訪問介護が優先することを定めたにすぎない」福祉法十七条の九の規定は合理的で

あって「立法府の裁量の逸脱・濫用をみいだすことはできないから……合憲である」とす

るとともに、同条の解釈基準である本件通知について、これが「通達であって、法規性を

有しない」とし、「福祉法のホームヘルプサービスにつき、保険法の訪問介護で対応できな

い部分は存在しない、とする本件通知の依拠する解釈は、福祉法の立法目的・理念に沿う

ものではなく、福祉法と保険法の関係について行政の法令解釈に裁量の余地があることを

充分考慮してもなお、その裁量の範囲を逸脱したものとして、法令の正当の解釈を示すも

のということはできな」いため、「本件処分は福祉法と保険法の関係についての解釈を誤り

……違法な処分である」と判示し、原判決を取消した（大阪高裁平成十九年九月十三日判

決・賃金と社会保障一四七九号六三頁）。 

法令による介護給付の調整について、現行障害者総合支援法七条は、自立支援給付の併

給調整の範囲をより拡大し「当該障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三

号)の規定による介護給付、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付

その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するもの

を受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給

付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたと

きはその限度において、行わない」と規定している。そして、障害者自立支援法にもとづ

き入院中の重度訪問介護給付費を請求した事件において、東京地裁平成二五年一月二九日

判決（判例時報二一九一号三三頁）は、次のような見解を示した。健康保険法六三条一項

五号および国民健康保険法三六条一項五号にいう看護との給付調整に関して、保険医療機

関の従業員による看護が自立支援給付の内容と重なって、支給決定障害者が入院した場合

には障害者総合支援法五条三項に規定する「居宅」に該当しないと解すべきであるため、

重度訪問介護に関する介護給付費を支給することを予定していない、と。 

25 たとえば、筋萎縮性側索硬化症（以下、ALS という）患者である高齢者二名が、和歌山市

を相手に、旧障害者自立支援法にもとづき、介護保険とあわせて一日二四時間の公的介護

を命ずる義務付けなどを請求した事件（いわゆる「和歌山 ALS 訴訟」）がよく知られてい

る。原告らは、一日二四時間の居宅介護サービスが必要であるにもかかわらず、介護保険

に関して要介護５の認定を受けて一日当たり三・五時間分の介護保険給付を受給するとと

もに、旧障害者自立支援法にもとづき障害程度区分６の認定を受けたが、和歌山市の支給

決定基準により、重度訪問介護の支給量を一ヶ月二六八時間とする介護給付費支給決定し

か受けていなかったため、公的介護給付で賄われない部分は、指定介護サービス事業者が

無償で提供していた。本件について、和歌山地裁平成二四年四月二五日判決（賃金と社会

保障一五六七号八五頁）は、和歌山市に対して一ヶ月当たり重度訪問介護の支給量につい

て五四二・五時間を下回らない支給決定を義務付ける旨を判示したが、一日二四時間の公

的介護の義務付けおよび国家賠償法一条一項にもとづく損害賠償請求については、一日二
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四時間介護を前提とした介護給付費支給決定をしないことが「裁量権の逸脱濫用になると

は認められない」として、これを棄却した。 

26 佐藤＝河野編・前掲注 18・七〇頁〔阿部和光〕を参照。 

27 介護保険法は、法定介護サービス費を「支給する」と定めているのみで、この支給に関す

る法令の規定をみても、支給するにあたって市町村において何らかの決定をする旨の規定、

あるいはその決定を利用者に対して通知することを示す規定は存在しない。介護保険給付

の具体的な支給内容について、たとえば支給額の算定結果に不服があっても、当該費用算

定過程のどの行為を対象として争うことができるのかは明らかではない。また、介護保険

給付と類似した算定構造を採用する障害者総合支援法においても同様である（二九条三項

～八項）。近時、障害者自立支援法にもとづく障害福祉サービス利用後の介護給付費等請求

事件において、東京地裁平成二五年一月二九日判決（判例時報二一九一号三三頁）は、次

の理由により、同法二九条一項による介護給付費の支給が行政訴訟法三条二項にいう「処

分」に該当しない、と判示した。「障害者自立支援法には、介護給付費についての市町村等

による支給決定に関する規定はなく、介護給付費は、同法二九条三項および四項並びにこ

れらの委任を受けた告示および政令によって具体的に定まることとされているのであり、

他に、市町村等による決定等の形成行為又は確定行為によって初めて具体的な権利が発生

することとされていることをうかがわせる規定はない」。法令上、「事実関係を明確するた

めに支払決定という文言を用いることがあっても、……直接国民の権利義務を形成し又は

その範囲を確定することが法律上認められるものに該当せず、また、障害者自立支援法上、

これが処分であることをうかがわせる手続規定も」存在しない、と。  

ところで、障害者総合支援法二九条の支給行為ではなく、同法十九条により市町村が行

う支給量の支給決定を争うことは可能である。ちなみに、十九条による支給決定は、障害

程度区分の認定にとどまらず、支給要否決定および支給量決定をあわせて行うものである

（二一条、二二条）といった点は、介護保険法十九条にいう要介護等認定と大きく異なる

（両制度の差異について分析しているものとして、中野・前掲注 10、竹中・前掲注 15、

倉田聡「支援費支給制度をめぐる法律問題」ジュリスト一二〇四号（二〇〇一年）など）。

そして、必要な支給量を下回る支給決定について、裁量権を逸脱濫用した違法処分として

当該支給決定の取消を求めたり、一定の支給量を下回らない支給決定の義務付けを求める

事件が、近年日本各地で現れている。たとえば、前掲注 25 に掲げた和歌山 ALS 訴訟以外

にも、二四時間公的介護支給決定の義務付け等請求事件で原告の請求を一部容認し、積極

的な見解を示した裁判例が見られる（いわゆる「石田訴訟」。和歌山地裁平成二二年十二

月二七日判決・賃金と社会保障一五三七号二〇頁、大阪高裁平成二三年十二月十四日判

決・賃金と社会保障一五五九号二一頁）。これに対して、従来の消極的見解を維持し、支

給決定の違法性を否定して義務付け請求等を退けた裁判例も見られる（大阪地裁平成二二

年四月二三日判決とその控訴審・大阪高裁平成二二年十二月十四日判決（ともに判例集未

登載）、札幌地裁平成二四年七月二三日判決（判例集未登載）など）。  
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28 前掲注 25 の和歌山 ALS 訴訟はその具体例である。 

29 この点、介護保険制度への移行は、費用償還給付への変化という給付形式上の問題にとど

まらず、給付の基本的な性格の変更をも伴っている。倉田・前掲注 27・二三頁では、かつ

て高齢者の「生活」全般を包括的に把握して適切な福祉の提供を目指して総合的な給付を

展開してきた措置制度と異なり、介護保険制度は「高齢者の介護ニーズに着目した『サー

ビス』保障給付への純化が強く意識されているのであ」り、また、こうした介護保険給付

の基本的な性格について、支援費の支給とその後の障害者総合支援法による介護給付費が

同様であることをも指摘している。もっとも、人間の生活そのものが、所得保障とサービ

ス保障を組み合わせることで成り立っている。このような事実を踏まえるならば、ばらば

らの保障給付を個人レベルで統合する作業を支援する枠組みの構築が必要である点につい

ても注意しなければならない。 

30 また、介護サービス費の算定構造の下で、要介護被保険者ごとに利用可能なサービスの種

類とその利用量を個別に調整したり、算定基準などを改正したりすることにより、実際に

介護保険給付等の費用支出全体の財政規模をコントロールする可能性もないとはいえない

だろう。 

31 もちろん、この点について立法政策上の議論が存在するが、現行法令の枠内で、量的にも

内容的にも十分なサービスを保障するための法解釈を展開することも可能であると考えら

れる。その詳細については次章の検討に譲り、ここでは問題を指摘しておくにとどめたい。 

32 介護保険法施行後、高齢者介護をめぐる事故の法的責任を、施設または事業者に対して損

害賠償請求訴訟という形で問う事件が表面化してきている。福祉サービスをめぐる責任の

所在や業務のあり方、利用者にとっての処遇の中身、ひいては施設職員の勤務形態や業務

内容といった点について、福祉サービス事業者の専門性のあり方が主な争点となっている。

烏野猛「最近の社会保障・社会福祉判例からみた特徴と争点」賃金と社会保障一三七七号

（二〇〇四年）八～九頁、笛木俊一・烏野猛「社会保障関係争訟の意義と展望」日本社会

保障法学会編『講座社会保障法第６巻 社会保障法の関連領域―拡大と発展―』（法律文化

社、二〇〇一年）二二九～二三一頁を参照。また、高齢者介護事故をめぐる損害賠償責任

について、関係裁判例を分析して高齢者介護事故の特徴を整理し、当該分野における安全

配慮義務違反などの損害賠償法理の検討を行うものとして、菊池馨実「高齢者介護事故を

めぐる裁判例の総合的検討（一）～（二・完）」賃金と社会保障一四二七、一四二八号（二

〇〇六年）、烏野猛「高齢者施設における介護事故裁判からみた社会福祉の課題」２１世紀

における社会保障とその周辺領域編集委員会編『２１世紀における社会保障とその周辺領

域』（法律文化社、二〇〇三年）など。 

33 高齢者介護事故について、事故を発生させた責任が、介護施設または事業者とその所属す

る職員に帰らせられるべき場合に、法的には、不法行為・債務不履行による民事損害賠償

責任や刑法二一一条の業務上過失致死罪などの刑事責任の追及以外にも、施設または事業

者に対する指定の取消し等介護保険法にもとづく制裁（七七条一項四号、七八条の十第一
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項六号、九二条一項四号など）や、専門職の職員に対する免許取消・業務停止（社会福祉

士および介護福祉士法四二条二項）なども問題となりうる。しかし、これらはいずれも、

事故が発生した後にその法的責任を追及することにとどまる。こうした責任の追及は、権

利侵害とその原因を除去することはできるかもしれないが、もともとの権利状態の回復ま

でには及びにくいため、当該事故の被害にあった要介護高齢者にとって実効的な権利救済

とはいいがたいであろう。 

34 介護保険制度における行政争訟の現状について利用者の争訟権保障の観点から検討し、そ

の問題点を指摘したものとして、伊藤周平「介護保険行政争訟の現状と課題―被保要介護

者の争訟権保障の観点から―」鹿児島大学法学論集四二巻一・二合併号（二〇〇八年）な

ど。 

35 というのも、保険給付額内においては介護サービスのナショナル・ミニマムが保障されて

いるものの、所得によってサービス利用に差が生じることを容認する介護保険制度では、

保険給付内で生活のために十分な介護サービスを確保できない場合に、負担能力のある者

だけが望むサービスを選択・購入することができ、負担能力の十分でない者はサービスの

選択に制限を受けるような構造となっているからである。この問題について、「機械的な定

型的給付を行う社会保険方式の介護保険制度の中心に置くというのであれば、基本給付を

上回る個別の介護ニーズについて、民間保険をはじめとする自助努力によることとしつつ、

他方では自己負担できない低所得者の介護ニーズに個別に柔軟に対応できる公費方式の制

度」、たとえば老人福祉法または生活保護法によってこれを補完すべきである、と指摘され

ている。本沢巳代子「介護保障法の体系と構造」日本社会保障法学会編『講座社会保障法

第４巻 医療保障法・介護保障法』（法律文化社、二〇〇一年）一五〇頁、前田・前掲注

19・二五～二七頁を参照。 

36 たとえば、前掲注 24 に示した事件においては、健康保険法などの入院中の「看護」と障害

者総合支援法にいう「重度訪問介護給付費」の併給調整について、関連法令とその法令解

釈たる通知の合憲・適法性が問題にされている。なお、当該事例については、社会福祉を

めぐる諸制度の縦割りに起因する制度適用上の谷間が存在することにも注意を要する。 

37 法と国家作用の関係という視点から、法治主義は段階的展開を遂げてきており、その近代

から現代への歩みは、「市民的・自由主義的法治国から社会的法治国へとの展開という形態

をとる」ものであり、社会的法治国へと展開してきた法治国の原理・原則を「法治主義の

普遍化的近代化」ととらえるとともに、形式的法治主義から実質的法治主義への展開を前

提に、「法治国家の実質面・目的面をなす人権（基本権）の保障を万全すること、そしてそ

の目的面を実現するための手段面・形式面（法による国家作用、組織と手続、違憲審査制、

包括的・実効的権利救済等々）を完備する」という意味における「法治主義の現代化」を

唱えるものとして、高田敏『法治国家観の展開―法治主義の普遍化的近代化と現代化―』

（有斐閣、二〇一三年）四二〇頁および七四七頁を参照。 

38 ここでは、同じく一般的規範の合憲性または合法性を争うという構造的類似点があるが、
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裁量といっても異なる次元があり、法律の適否とその合憲性が争われたものと、所管大臣

による給付基準の適否とその合憲性・合法性が争われたもの、の二つが存する。たとえば

国民年金法にもとづく障害福祉年金の受給者に対して児童扶養手当法の児童扶養手当の併

給禁止が憲法二五条に違反するか否かが争われた堀木訴訟上告審判決（最高裁昭和五七年

七月七日大法廷判決・判例時報一〇五一号二九頁）は前者であり、そこでは国会の立法裁

量の有無や広狭が問題となっている。後者については、行政立法の適否、とりわけ基準定

立または改定にかかる裁量が問題とされる。たとえば、厚生労働大臣によって設定された

生活保護基準の内容が、「健康で文化的な最低限度の生活」（憲法二五条一項）や「最低限

度の生活」水準（生活保護法三条、八条二項）に違反するか否かが争われた朝日訴訟上告

審判決（最高裁昭和四二年五月二四日大法廷判決・判例時報四八一号九頁）、生活扶助の老

齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準の改定にかかる厚生労働大臣の判

断の適否が争われた事件（最高裁平成二四年二月二八日第三小法廷判決・判例時報二一四

五号三頁、最高裁平成二四年四月二日第二小法廷判決・判例時報二一五一号三頁）などが

これに属する。 

39 他方で、公的介護の適切な提供に関する国・都道府県・市町村の総合的福祉責任が縮小し

ている。これに対する法的責任を追及するには、たとえば違法な財産管理上の行為ないし

事実の是正を求め、損害賠償などを請求する住民訴訟の提起が仮に可能であるとしても、

いかにも迂遠であるといわざるをえない。具体的には、介護保険法二二条三項にいう「偽

りその他不正な行為」によって受けた介護報酬の返還請求について、地方自治法二四二条

の二第一項四号にもとづき市町村長に対して損害賠償訴訟を提起した事例が存する（大阪

地裁平成二〇年一月三一日判決・判例地方自治三一一号六九号、大阪高裁平成二一年七月

二三日判決・判例集未登載、最高裁平成二三年七月十四日第一小法廷判決・判例タイムズ

一三五六号七三頁）。そこでは、当該支給行為の違法性を問うことより、介護保険法二三条

の「偽りその他の不正な行為」という要件の該当性および介護報酬に相当する不当利得の

返還義務の有無が主な争点になっている。 
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第三章 要介護等認定の適正な判断  

１ 要保障状態の除去または軽減のために介護サービスを必要とする者の権利が実現されるた

めには、適切な事前手続と事後の争訟手段の確保を含めた法的仕組みの保障が必要である。適

切な介護利用とは何であり、いかにしてそれを決めるのかは、最終的には、提供される給付に

よって、利用者の要介護状態または要支援状態（以下、単に要介護状態等という）の解消また

は軽減が実現するか否かの問題となる。このように、適切な介護利用がなされているか否かは、

給付内容と利用者の介護サービスの必要性の間の整合性または照応関係についての判断に帰着

する。  

介護保険法は、適切な介護利用の確保のために、要介護認定または要支援認定（以下、単に

要介護等認定という）と介護契約との結合によってニーズを判定する仕組みを採用しており
1
、

それらの間で相互補完的な機能分担がなされている。前章でのべたように、介護保険制度にお

いては、要介護等認定の法的効果は、要介護状態の区分とこれに連動する給付内容の標準化に

よって、要支援状態区分または要介護状態区分（以下、単に要介護状態区分という）の判定と

いう点にとどまらず、利用可能な介護サービスの種類とその費用補填の支給上限を定め、これ

によって介護契約について被保険者の選択権行使の範囲を画定するという点にまで及んでいる。

そのため、要介護状態区分ごとに標準化された、定型的なものとして保険給付を規定した介護

保険制度について、利用者の要介護状態等にふさわしい介護サービスの適切な給付をいかに実

現するかを意識しつつ、要介護等認定の適正な判断を検討するためには、次の二つの問題を検

討する必要がある。すなわち、一つは、法定介護保険給付の上限を定める要介護等認定の判断

が適正になされているか、もう一つは、給付そのものが十分であるかどうか、さらにこの枠を

上回る適切な介護保障を求めることができるか、という問題である。  

前者について、介護保険法にもとづく介護サービスの利用関係の形成にあたっては、要介護

等認定が介護給付の上限を規定するために、要介護等認定がいかになされるか、すなわちこの

判断が適正に行われるかといった問題は、要介護被保険者にとっては、必要な給付をいかなる

手続によって請求できるかということにかかわり、かかる権利行使の実態を示すものとなって
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いる。そのなかでも、要介護等認定の調査から判定の決定が行われるにいたるまでの一連の手

続のなかで、利用者個人の意思または選択権行使の確保はもちろんのこと、介護サービスの利

用に関する専門的知識経験にもとづく判断が公平・公正に行われることが要求される。これら

の要請がみたされなければ、当該判断の適正性が確保されているものとはいえない。そうする

と、要介護等認定の適正な判断に関する上記の要請に対して、実定法上どのような制度的仕組

みを講じるか、それに媒介される規律規範がいかなるものか、そしていかなる統制手法により

その適法性を確保するかなどの諸点が、要介護者の権利実現に深くかかわる課題となる。  

他方、もう一つの、介護給付が十分であるかどうか、さらにこの枠を上回る適切な介護保障

を要介護者が求めることができるかという問題は、介護サービスの給付内容のあり方にかかわ

る。この問題については、適切な給付内容について、日本国憲法のいう「健康で文化的な最低

限度の生活」とは何かという視点から、現行法制度上の具体的な介護サービスの給付内容を検

証することが問題整理のためには有益である。そこでは、介護保険給付の内容設定のあり方に

ついて、またその正当性をどこに求めるかについての考察が欠かせないであろう。また、混合

介護が認められている現行法制度の下で
2
、介護保険法を含む諸制度の間の谷間ができないよう

に、適切な保障水準の確保・向上のための解釈論を示す必要がある。紛争が生じる場面あるい

は問題の所在を絞って検討するには、このような視点が重要であると思われる。  

以上のことに留意しつつ、要介護者の権利がいかに保障されかつ実質化されるかを検討し、

この分野における行政活動に対する法的統制のあり方を示すことが本章の目的である。  

２ 前二章でのべたように、介護サービス利用の法形式についての「措置利用から契約利用」

へという移行にともない、介護保険法においては、要介護者個人がおかれた法的地位の明確化、

とりわけ要介護等認定にかかる申請や介護内容に対する選択権行使に関する規定をおくことに

より、権利主体である利用者の法的地位が強化されている。ただし、介護保険法による種々の

給付の利用関係については、契約利用への変化があったといっても、基本的には、利用者個人

と行政＝国・地方公共団体の間の対立的構図に変わったところはない。この点について、介護

サービスを含む福祉利用にかかわる諸問題について、さらなる問題整理の必要性が存在する。  

これまで、法律による行政の原理の確立と事後的救済手段の充実の必要を強く意識してきた
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日本の行政法学では、行政処分の適法性確保とこれに対する法的統制のあり方が議論の中心を

占めてきた。たとえば、権力的形式たる行政処分の適法性とそれに対する司法審査のあり方に

ついては、行政事件訴訟法三〇条にいう「裁量権の範囲をこえ又はその濫用」にあたる場合を

個別的に提示した裁判例が蓄積されてきた一方、行政法の一般理論として裁量統制の観点から

学説が展開されてきた
3
。そのなかでも、行政判断の構成要素を把握しながら、最終段階の決定

内容の確定にいたる過程における手続や行政の行動準則の定立を求めるとともに、手続的コン

トロール
4
のみならず、行政判断の方法とその判断過程における過誤・欠落を審査することを通

じて、裁判所の審査密度の向上を求める傾向が現れてきている
5
。本論文の関心に即していえば、

要介護状態区分のみならず介護保険給付の枠づけなどの法的効果を有する介護保険法上の要介

護等認定について、権力的形式たる行政判断がいかに適正に行われるのか、またその適法性の

審査などの問題は、こうした動向にかかわるものであるといえよう。  

３ 福祉分野の裁量統制については、かつては、措置制度の下で行政庁の措置決定に従属した

利用者地位の固定化や、福祉利用の権利の実現や救済を妨げる裁量の理解に疑問が示されてき

た。そのため、措置決定にかかわる裁量権限の逸越・濫用に対して法的統制をいかに及ぼすか、

とくに司法審査をどのように行うべきかなどが主に問題とされてきた
6
。しかし、介護保険制度

をはじめとして、福祉利用の基本形態が「措置利用から契約利用へ」と転換されているところ

では、議論の枠組みに転換がみられるので、そこで現れる裁量の態様を把握し、あらたな問題

整理を行うことが必要となってくる。  

もっとも、社会保障給付に関する法律関係の変動については、権力的形式たる行政判断の介

在を法的に予定する規定が散見される。たとえば、老齢厚生年金等の各種の保険給付あるいは

国民年金の請求に対する厚生労働大臣の裁定（厚生年金保険法三三条、国民年金法十六条）、生

活保護の開始決定（生活保護法十九条一項）のほかに、社会福祉分野に関して、障害児入所支

援等費用の支給決定（児童福祉法二四条の三第二項）、老人福祉法上の「便宜」の供与や養護老

人ホーム等の入所に関する市町村の措置（老人福祉法十条の四、十一条）、介護給付の受給申請

に対する市町村の要介護認定（介護保険法十九条）、介護給付費等の受給申請に関する市町村の

支給決定（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、単に障害者
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総合支援法という）十九条一項）、子どものための教育・保育給付の受給申請に対する市町村の

支給認定（子ども・子育て支援法二〇条一項）などである。この領域において給付決定をなお

権力的なものと構成する理由を、命令・強制の契機による特殊な効力を意味するものではなく、

当該決定行為を「行政主体と私人間の権利変動を規律する一つの道具」として用いたものであ

るから、と説明されている
7
。ただ、これらの法的効果は、当該給付決定の規定をおく各法令に

よりそれぞれ定められているため、それぞれの制度的仕組みにおいて同一のものではない。そ

して、要介護等認定とその他の社会福祉関係法にもとづく給付決定の法的性格とは、実定法上

の制度的仕組みによって異なる。したがって、この問題に関して、これまでの裁量法理一般が

当該領域においても妥当するかを、あらためて検討する余地がある
8
。ここでは、要介護等認定

から法定介護サービス費の支給請求、支払いまでの手続は法定されているものの、個々の行政

上の決定の公正さをいかに確保するかという問題だけのみならず、決定の際に依拠される省令

や規則などの諸規定自体にも法的課題が残されているのである。  

そこで、本章では、介護保険制度を素材として、介護サービスの利用過程における諸手続に

ついての各法令上の規定を概観し、適切な介護利用の確保に向けた要介護等認定の適正さの確

保とその法的統制のあり方について考察を行うこととする。まず、要介護等認定にかかる法的

仕組みを把握し、最終的決定にいたるまでの判断過程の構造とその規律を検討する。また、こ

うした分析を踏まえて、当該分野における裁量の態様と問題所在を確認した後、従来の裁量統

制に関する法理論をあらためて検討し、コントロール手法のあり方についての考え方を転換す

る必要性を吟味し、その方向性を探ってみたい。  

第一節 公正性の担保としての手続  

介護保険法上、要介護被保険者に与えられる抽象的な保険給付請求権は、要介護等認定、介

護サービス計画の作成、および指定介護サービス事業者との介護契約の締結という一連の過程

を経て具体化するものである。要介護等認定を受けている被保険者の要介護状態は要介護度ま

たは要支援度のランクによって分別され、その判定結果を厚生労働大臣の定める区分支給限度

基準額にあてはめれば、当該被保険者に支給すべき介護サービス費の上限が定まるという構造
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がとられている。このようにして、介護保険法にもとづく介護サービス利用の際、要介護被保

険者は、契約の相手方たる指定介護サービス事業者を選択し、介護契約を締結する。介護保険

法上の権利実現過程の特徴は、具体的な契約内容が、要介護等認定により判定された要介護状

態区分に応じた支給限度額と、同時に指定された介護給付対象サービスの種類に制約されてお

り、またこうした枠のなかで、介護支援専門員の援助を通じてあるいは自ら選定した事業者と

交渉して、具体的な契約内容が形成・確定される、という点に認められる。  

こうした制度の下では、要介護等認定は、介護の必要が認められる被保険者を選択し、その

必要性の程度を把握するために行われる調査、審査および判定としての性質を有する。これが

適正に行われれば、個々の被保険者の要介護状態が的確に把握され、判定された要介護状態区

分にもとづいて自動的に算出された介護サービス費の支給額は、被保険者ごとの要介護状態に

ふさわしい保険給付となるであろう。適切な介護保障を実現するために介護保険法が想定して

いるのは、こうした権利実現の構造である。そうすると、介護保険法にいう公正性の担保の重

点は、各々の要介護被保険者の要介護状態をいかなる方法によって正確に把握するかという点

に存する。介護サービスの必要性とその程度をはかる際、要介護状態区分を含む要介護等認定

が客観的・中立的かつ公平的に行われることが肝要であり、要介護等認定にかかわる実体的判

断の正確性の確保や、決定にいたるまでの判断過程における恣意または専断の排除が重要にな

る。ここにおいては、介護に関する専門的知識・技術あるいは保健・医療・福祉に関する学識

経験にもとづく判断という実体的正当性、および法の公正・公正な執行という手続的正当性の

二点がとくに要請されることになる。  

要介護等認定は、被保険者の申請にもとづき、要介護状態等にかかわる調査・審査手続を経

て、介護認定審査会による判定結果によって市町村が行う（以下、とくに断らない限り、この

調査から認定にいたるまでの一連の手続を、単に調査・判定手続という）。かかる認定の結果に

いたるまでの判断過程の適法性や合理性を問うことを通じて、当該認定の適正性を検証するこ

とができる。また、要介護等認定の適法性または合理性は、決定過程における調査・判定手続

の実施や専門家の参与が適正に遂行されるか否かに依存することになろう。そこで、本節では、

調査・判定手続の確立およびこれに対する専門家の関与の二点について検討したい。  
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一 調査・判定に関する手続規範  

介護保険制度の下では、保険事故たる要介護状態等が生じた場合、被保険者は保険者に対し

て法定介護保険給付を請求しうる地位を有するものの、受給の権利は、市町村による要介護状

態等の存否および要介護状態区分の調査・判定を経てはじめて確定される。ここでまず検討す

る必要があるのは、要介護等認定を求める権利および介護保険法にしたがった適正な判断を求

める権利がいかに保障されているかという問題である。  

要介護状態等が生じた者に対して必要な保健医療サービスや福祉サービスに関する費用を給

付する介護保険制度は、憲法二五条にもとづいて介護保障を具体化した介護保険法（以下、単

に法という）に根拠をもつ
9
。同法では、介護保険事務の健全かつ円滑な運営に関する国および

地方公共団体の責務を定め（五条一項～三項）、介護保険に関する事務の具体的処理を保険者で

ある市町村および特別区（以下、単に市町村という）が行うものと規定している（三条）
10
。  

要介護等認定の調査・判定は、法七条により定義される要介護状態または要支援状態の有無、

すなわち介護の必要の程度を測定する手続によって行われる。そこでは、被保険者の申請には

じまり、認定調査を経て、市町村が、介護認定審査会の審査・判定をもとに、認定をするか否

か、認定するとしていかなる認定をするかについての決定をなす。また、客観的で公平な判定

を行うために、認定判断は一次判定とそれを原案とした二次判定の二段階で行われる。具体的

には、次の四つの手順で行われている。  

まず、要介護認定の申請について、要介護認定を受けようとする被保険者が申請書に被保険

者証を添えて市町村に申請すると定められている
11
。申請書には、氏名などのほか、主治医が

あるときはその氏名などを記載する（法十九条、二七条一項、施行規則三五条）
12
。  

次に、要介護認定の調査を行う。市町村は申請のあった被保険者と面接し、その心身状況、

おかれた環境その他厚生労働省令で定める事項について調査する（以下、単に認定調査という）。

認定調査の実施は、申請を受けた市町村の職員が直接に行うか（法二七条二項）、あるいは指定

市町村事務受託法人または居宅介護支援事業者などに委託することができる（法二四条の二第

一項・第二項、法二八条五項、三〇条二項）
13
。認定調査の実施は、厚生労働省令で定める判

定基準と厚生労働省告示「要介護認定等基準時間の推計の方法」に規定された方法にもとづき、
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認定調査に関する研修を受けた認定調査員が行う
14
。具体的には、同告示の別表「認定調査票」

を用いて、認定調査に関する実施者、日時、場所や調査対象者の個人情報などの概況調査のほ

か、調査対象者の日頃の状況を把握するために、心身状況と生活機能に関する五群の項目、日

常生活自立度や特別な医療などについて聞き取りなどを行い、基本調査および特記事項を記載

するものとされている
15
。また、市町村は被保険者の主治医に対して、身体上・精神上の障害

原因である疾病または負傷の状況などについて意見を求めるか、主治医がいない場合には医師

を指定し、診断を受けさせる（法二七条三項）。そして、基本調査の結果と主治医の意見書にも

とづき、判定基準により当該申請者の要介護状態区分を判定する、いわゆる一次判定が行われ

る。ここでは、介護にかかる手間や手数が、抽象化した時間を尺度として計算される。具体的

には、コンピューターによる一次判定ソフトを用いて
16
、「要介護認定等基準時間の推計の方法」

により被保険者ごとにその要介護認定等基準時間を算定し、また、算出された時間について判

定基準に表示された「非該当」、「要支援一～二」あるいは「要介護一～五」のランクのいずれ

かへ振り分けるものとされている
17
。他方、基本調査に対応した選択根拠や具体的状況を記載

する特記事項は、その後の介護認定審査会による二次判定に用いられる。上述の調査に関して、

被保険者が正当な理由なしに応じないとき、または診断命令にしたがわないときは、市町村は

要介護等認定の申請を却下することができる（同条十項）。  

さらに、介護認定審査会による二次判定がなされる。市町村は、主治医の意見書を添えて上

述した認定調査の結果を介護認定審査会に通知し、当該申請にかかわる被保険者が要介護状態

に該当するか、そして該当する要介護状態区分などの事項についての審査・判定を求める（法

二七条四項）。介護認定審査会は、判定基準や厚生労働省通知「介護認定審査会の運営について」

などの規定により、一次判定の結果にもとづき、認定調査の特記事項や主治医意見書の内容を

含めて総合的判断を行い、その判定結果を市町村に通知する（同条五項前段）。その際、必要が

あると認めるときは、要介護状態の軽減または悪化の防止のために必要な療養に関する事項あ

るいはサービスの適切・有効な利用等に関する留意事項について意見をのべることができる（同

項後段）。こうした二次判定は、調査対象者の具体的な状況について個別の審査判定を行い、一

次判定の修正または確定、介護の手間に関する審査判定、要支援・要介護状態の維持または改
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善可能性に関する審査判定を通じて、要介護状態区分を確定する作業である
18
。また、審査お

よび判定は、保健・医療・福祉に関する学識経験者から市町村長が任命した委員五名程度によ

り構成される合議体で行われる（法十四条、十五条および施行令五～一〇条）。必要があると認

めるときは、被保険者、その家族、主治医その他の関係者の意見を聴くことができる（法二七

条六項）。  

最後に、市町村が上述した審査・判定の結果にもとづき要介護認定を行い、申請者に通知す

る。その際、市町村は、介護認定審査会の意見にもとづき、当該認定にかかわる被保険者の受

けるサービスの種類を指定することができる。上記の結果を被保険者に通知するとき、判定さ

れた要介護状態区分、介護認定審査会の意見とそれにもとづき指定されたサービスの種類を被

保険者証に記載し、当該申請をした被保険者に返付する（法二七条七項、三七条一項）。基本的

には、要介護等認定の有効期限は六ヶ月である（施行規則三八条一項）。また、要介護者に該当

しないと認めるときは、理由をつけて通知し、被保険者証を返付する（法二七条九項）。原則と

して、要介護認定申請に対する処分は当該申請のあった日から三〇日以内にしなければならな

い（同条十一項）。  

なお、要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定、あるいは要支援認定とその更新、要

支援状態区分の変更の決定などについても、前述の手順で行われる
19
（法二八条二項、二九条

二項、三二条五項、三三条四項、三三条の二第二項および三三条の三第二項ならびに施行規則

四九～五一条）。  

１ 調査・判定手続の制度化  

要介護者の可変的なニーズに対応してこれを充足することが権利の内容として認められる以

上、適切な介護保障給付のために、常に要介護者の要介護状態の有無や程度を把握して、それ

にふさわしい必要な給付をすみやかに行うことが求められる。介護を含めた社会福祉分野全般

においては、給付目的の実現に向けて、介護や福祉分野の専門的な知識・経験を有するケース

ワーカーとの面接などにより、要介護者の具体的な状況と意向などについて必要な調査または

資料収集を行い、調査の結果にもとづき要介護者の要保障性を判断する、という手続に特徴が
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ある
20
。ここでは何よりも、対象者の属性やそれに起因するニーズを考慮して、その権利利益

や便宜を実現するための簡便かつ柔軟な手続の実施が要請される。上記の調査のほかに、要介

護者とその他関係者の意見を聞き取ったり、専門医の意見書を求めるなどの手続の実施は、要

介護状態等の基礎事実を説明・立証するものである。要介護等認定が調査結果に依拠するもの

であるがゆえに、かかる調査手続の実施は要介護者の権利実現につながるものである。かつて

の措置制度の下では、福祉サービス利用手続の面においては、申請にはじまり調査・決定・実

施にいたる手続を規律する例は少なく、主に国の通達または措置権者たる地方公共団体の実施

要領や支給準則などの行政規則によっており 21、また、これらの規定の実質的根拠は、事務処

理の適正性の担保にあるものとされていた 22。そして、実施機関は手続規範の欠如または規律

密度の不足のため、調査・審査に関していかなる手続を採用するかについても、広い裁量権を

有すると解されていた 23。こうした手続規定の未整備の状態と比べると、現行の要介護等認定

に関する手続規定は、次のように評価することができる。  

第一に、ここに介護保険給付に関する申請権の存在が明示されたという点である。要介護認

定、要介護更新認定または要介護状態区分の変更の認定については、被保険者が市町村に申請

するとされている（法二七条一項、二八条二項および二九条一項。申請主義の原則）
24
。要介

護等認定の申請は法律上の権利としての申請権の行使であり、またそうした申請に対しての市

町村の返答義務が定められている（二七条七項、二八条四項および二九条二項）。かかる申請に

もとづき市町村が諾否の応答をする行為は、「申請に対する処分」にあたる。そして、「保険給

付に関する処分（被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関す

る処分を含む。）又は保険料その他この法律の規定による徴収金（財政安定化基金拠出金、納付

金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。）に関する処分に不服がある者は介護保険

審査会に審査請求をすることができる」との規定がある（法一八三条）。これらの処分も行政事

件訴訟法三条の処分に該当するので、市町村の要介護等認定に対して不服申立てをしたり、訴

訟により権利救済を求める途が存在する
25
。  

第二に、手続規範が確立されたことである。一般的に、行政処分が行われる場合には、事前

の資料収集または事実の調査を経て、認定された事実を法に定められた要件や効果の規定に包
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摂し、その該当性を評価することによって、最終的な決定がなされる。要介護等認定も、基本

的に同じである。要介護等認定においては、被保険者の要介護状態等を正確に把握することが、

手続の重点である。介護保険法では、要介護認定および要支援認定の申請その他の手続に関す

る必要な事項について、第二節の認定の規定のほか、厚生労働省令で定めると規定されている

（法三九条）。内容的には、申請に対する審査応答義務、標準処理期間、被保険者その他関係者

から意見の聞き取りや処分理由の提示などの標準的な行政手続の整備にとどまらず、要介護等

認定の決定（あるいは変更）に必要な資料収集のための調査権限についても、明確な法律上の

根拠規定が設けられており、権限行使の要件も比較的明確である。また、認定調査の実施方法

や調査項目などについても、厚生労働省大臣が定める認定調査票または実施要項などの規定が

あり、全国一律の基準により画一的処理が行われている
26
。さらに、認定調査の結果をもとに

介護の必要の程度を審査・判定するにあたっては、事実を認定して評価するための審査基準と

その考慮事項が厚生労働省令または厚生労働大臣の定める命令により規律されている。とりわ

け、要介護状態に関する要件事実の評価方法については、主治医意見書の提出や、専門家から

構成される介護認定審査会による二次判定のように、専門家による関与が制度化されている。

こうした調査判定手続に関する一般的行為準則の定立や専門家関与の制度化といった点は、か

つての措置制度の状況とは対照的である。要介護等認定手続についての権利保障の仕組みが整

備されることとなっているといえる
27
。  

そして第三に、規律密度の高い審査基準が設定されていることである。要介護等認定をなす

ために必要な判定基準が厚生労働省令で定められたことは、行政手続法五条による審査基準の

定立・公表義務をさらに具体化したものと積極的に評価できる。この判定基準では、要介護状

態の要件認定について、要介護認定等基準時間の測定が審査方法として規定されている。すな

わち、統計データから抽出した認定調査項目ごとに抽象的な時間単位で数値化された標準にも

とづき、被保険者の要介護状態を推計し、算出された要介護認定等基準時間について、要介護

度ランクに表示された数値に照らして介護の必要の程度を振り分ける、という方法である。こ

のようにして、要介護等認定の性質に照らして客観的な数値で要介護状態に関する審査基準を

細かく設定することにより、要件事実の認定と評価についての裁量が機能的に限定され、判断
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過程の客観化と透明化がはかられている。さらに、かかる審査基準の公表により
28
、要介護等

認定に対する要介護被保険者の予測可能性が高められている
29
。こうした基準化により要介護

等認定に関する判断過程の客観性と透明性が担保されている点は、積極的な評価に値するもの

といえよう。  

２ 要介護状態等に対する要件判断  

（１）要介護等認定とは、もっぱら介護に要する諸手段を抽象的な時間単位で数値化した基

準にもとづいて、要介護状態を客観的に測定して、それを表示するものである。そして、この

認定判断は、介護・福祉または医療保健に関する高度の専門技術的考察や判断を要するために、

当該分野に関する専門家の関与にもとづく専門技術的判断が要請されている
30
。認定権限をも

つ市町村は、具体的状況に即して適切な判断を行う余地が認められている
31
。前章でのべたよ

うに、要介護等認定の法的効果は、受給資格の該当性に関する判断に限られず、公的介護サー

ビスの支給上限と利用可能なサービス種類を含めて介護契約の内容を制約するという付随的効

果をも有する。そのため、かかる認定判断の結果により、被保険者に保障される権利内容が大

きく左右される。  

もっとも、法の枠内で認められている行政権の判断または選択の余地を裁量と解するならば、

かかる裁量権限を授権された行政機関は「個別具体の状況において時宜にかなった的確な判断

を行わなければならない法的義務を負っている」と解されている
32
。要介護等認定についても

同様である。かかる権限行使の結果のみならず、要介護等認定にいたるまでの判断過程におい

て法の制約を受けて、法令で定める基準により、適正な調査、告知や意見の聞き取り、審査判

定などの手続が行わなければならない。そして、要介護等認定処分に不服があるときは、介護

保険審査会への審査請求（法一八三条）またはそれを経ての訴訟（法一九六）を提起すること

により、要介護等認定の適法性について事後的審査が行われるものとされている。専門技術的

見地にもとづく認定判断の適法性または妥当性に対する司法審査のあり方が実効的権利救済の

実現とつながる側面があることはいうまでもない。そこで、要介護等認定の適法性とその審査

手法を検討する際には、介護保険法により認められた裁量権限の所在とそれに対する法的義務
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を把握することが一つの手かがりとなる。また、適正な判断の担保のために遵守すべき法的義

務を明らかにするには、まず、要介護等認定についての裁量の概念とその態様をあらためて確

認しておくのが有益である。  

一般的に、行政処分をするか否か、またいかなる内容の決定をするかについての判断過程は、

一連の行為から段階的に構成されるものとして理解することができる。これは少なくとも、①

法令の解釈、②事実の存否に関する確認（事実認定）、③事実に対する法的評価、④要件該当性

判断（要件の認定）、⑤手続の選択、⑥行為内容の選択・形成、という六つの順序で行われる行

為からなっている
33
。こうした諸要素のうち、どの部分に行政機関の判断または選択の余地が

認められるかについて、次のような認識が一般に共有されている
34
。すなわち、ある一定の要

件にある一定の効果を結びつける形で行政機関の案件処理を規定する条文の構造から、法律が

処分の要件について多義的で抽象的な文言によって規定しているか、またはこうした規定すら

おいていない場合、要件の認定すなわち前出の③事実に対する法的評価および④要件該当性判

断について、行政機関の判断の余地が認められる
35
。このことは要介護等認定についても妥当

する。  

要介護等認定に関する判断過程に関して、前出の要介護等認定の調査・判定手続に照らすこ

とで、法により授権された判断の余地がどの部分にあるか、またその性質とは何かについて、

さらに検討すべきである。要介護等認定手続の主な内容は、被保険者の介護の必要の程度につ

いて、法定手続にしたがって認定調査項目を調査し、そして調査結果をもとに要介護認定等基

準時間を算定して判定基準にもとづき客観的な評価を行ったうえで、当該申請にかかわる被保

険者の受給資格の有無を審査判定することである。とりわけ、要介護等認定のもっとも中心的

な部分は、要介護被保険者の日常生活上の基本的な動作の全部または一部について、厚生労働

省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態（要介護状態）あるい

は日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態（要支援状態）のいずれかに該当する事実

の有無を判断する作業である。これは、調査を経て認定された事実について要介護認定等基準

時間の統計データをもとに、要介護被保険者ごとに介護にかかる手間や手数を数値化して算定

し、もって法十九条にいう要介護状態等の有無とその程度を判断するという方法で行われる。
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こうした要介護状態区分の審査判定は、認定調査した結果に対して要件評価を行う作用である

36
。  

他方、要介護状態区分に応じて保険給付の利用限度のランクが付けられるという制度的仕組

みの下では、要介護状態等に関する要件規定がみたされるときには、法的効果の内容はすでに

介護保険法とそれにもとづく厚生労働省令または規則に規定されるから、これにより法定介護

保険給付の額が自動的に算定される。より厳密に言えば、要介護等認定の効果について市町村

が選択する余地は存在しないと考えられる。とはいえ、要介護状態区分等の存否とその程度な

どを要介護等認定の内容としてとらえれば、要介護度または要支援度のランク付けを当該認定

の効果として解することも可能である。ここでは、いずれにしても、何が要件なのか効果なの

かが判別しがたい。しかしそうはいっても、前章でのべたように、要介護状態区分に関してい

かなる程度でどのランクを付けるのかは、すでに厚生労働省法令または規則により標準化・序

列化されているから、かかる要支援・要介護度にかかわる決定については、市町村は自ら判断

せずに、判定基準を機械的に適用しなければならないというべきである。  

そうすると、要介護等認定に関し、介護保険法により市町村などに認められている判断の余

地は、もっぱら要件該当性判断、とりわけ要介護状態等にかかわる事実に対する要件的評価と

いう部分にあることになる。  

（２）上述した要介護状態等にかかわる要件的判断について、市町村に認められる判断の余

地を再確認することは、この判断過程全般において考慮すべき必要事項を析出することに資す

る。というのも、前出の手続規定や判定基準などの規律規範を通じて、要介護等認定に関する

判断過程を透明化することにより、認定判断に関する裁量権の行使と責任の所在が明白になる

からである。  

介護保険給付にかかる受給資格に関して要介護等認定という行政処分を介在させる理由につ

いては、専門的知識または技術にもとづく判断という実体的正当性と、行政機関による法の公

正・公平な執行という手続的正当性の二点から説明されている 37。そして、受給資格の要件と

しての法定要介護状態等の存否については（法七条一～四項）、厚生労働省令で定める判定基準

により詳細に規定されている。これらの諸規定を適用する際には、個々の被保険者の心身状況
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と日常生活の状況にもとづき、厚生労働省の告示や通知に示された解釈基準により、事実を認

定して要件規定に包摂させて、前出の規定の要件該当性判断を行うものとされている。という

のは、法令で定める要件規定の具体的意味は一見して明らかではないため、「行政機関としては、

当該案件の事実状態のありようを念頭におきつつ、一体どのような事実状態がその概念に包摂

され、どの事実状態が包摂されない―と見るべきである―かについての、何らかの妥当な判断

基準を探索し、そのうえで当該案件の事実状態にそれを適用するという作業を誠実に実施する

ことが要求される
38
。」ここでは、具体的事案における公正かつ合理的な結論を求め、専門的知

識や経験をもつ実施機関が、必要な調査にもとづき個別事情を考慮し、かつ妥当な評価を経て

適切な判断を行うという余地が肯定される。そうすると、適正な判断の確保のため、市町村に

は、法の趣旨の実現に向けてもっとも妥当な判断を行うことが期待されるとともに、要介護認

定の最終的決定にいたるまでの推論過程において、委ねられる裁量権限を合目的的に行使すべ

き義務が存在すると解されよう。 

もっとも、このような裁量統制のとらえ方に関しては、給付の内容や水準の決定にかかる行

政の政策形成的裁量事項に対しての違法性審査のあり方について議論が展開されてきた。原田

尚彦教授は、生活保護基準設定行為について「行政庁が決定を下すにいたるまでの推論過程に

公正を疑わせるような不合理な行為が介在しなかったかどうかを手続的・形式的側面から追及

していくことが」より効果的であると指摘し、手続的側面からの審査方式の有用性を提示して

きた 39。近年も、手続的側面にとどまらず、裁量権限行使を限界付け、その適法性・合目的性

を慎重に統制するために、適正な調査・審議・判断を行うべきと説かれる。「画一性と個別事情

考慮の調和」のために、裁量権限行使の際には「最良の判断条件充足義務」あるいは「個別事

情考慮義務」が求められる、とのべる者がある
40
。したがって、行政上の決定の適正な判断の

ために、前述した義務を導く行為規範の定立が有用である。介護保障を具体化する介護保険法

の趣旨を実現することを目的として、具体的な案件において個別事情に応じて適切な判断を行

うことが適正な判断であるとするならば、ここで問われている法的義務は、前述した手続規範

の遵守のほか、判定結果の妥当性と公正性を担保する専門家の関与、および個別事情を考慮す

るためにもっとも適切な基準を探求しかつ補充する、という意味での合目的的判断義務である
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ということができる。専門家の関与については後の検討に委ねることとし、以下では、合目的

的判断義務について検討する。  

（３）要介護等認定の実施については、二重の審査判定構造が採用されており、コンピュー

ターによる一次判定および介護認定審査会による二次判定、の両段階に分けられている。  

前者の一次判定では、主に認定調査の基本調査項目に記載された内容にもとづき、抽象的時

間単位で数値化した基準にしたがって介護の必要の程度を測定する。すなわち、前述した記載

内容について一次判定ソフトを用い、被保険者の要介護認定等基準時間を算定し、算定された

数値について判定基準で示されたランク別の数値基準にあてはめる。要介護状態等の有無およ

び要支援・要介護度ランクのいずれにあたるかについての一次判定は、実際には、コンピュー

ターにより処理される
41
。一次判定ソフトが「多肢選択式で得られた調査結果をそのような時

間にいわば翻訳する機能」をもつものであるから、機械により読み取られた一次判定の結果は

特定の数値で表示されるものである。また認定調査のうち、基本調査項目に記入した内容に対

する評価については、全国一律の客観的な審査基準としての一次判定ソフトが使われている。

これらを前提に、コンピューターによる処理は、大量の申請を迅速かつ画一的に処理するとい

う効率性の向上、および誰もが同じ基準で扱われているという客観的かつ公平な処理の確保と

いった二点から、その有用性が説かれている。これについては、恣意的な判断や考慮すべきで

ない事項を排除し、必要な事項に限定して同じ基準にしたがって判定を行う、という点では、

確かに裁量統制機能を持つ側面があると考えられる
42
。ところで、一次判定ソフトの「基本的

理論構造に合理性が欠けている場合には、結果として出力された介護度の認定の基礎となる対

象者の時間（要介護認定等基準時間）もまた合理性を欠くことになる
43
」この際に、一次判定

ソフトの内容を含め、その定立行為全般が介護保険法に適合するかどうかについての適法性の

審査が求められるというべきである。  

また、要介護者側の事情や対応は一律ではありえず、客観的に規格化されにくい個別事情の

存在を認めざるをえない以上、一次判定ソフトにもとづく機械的処理により不合理な結果が生

ずることも予想される。こうした場合の例外的扱いを認める規定として、要介護認定審査会と

いう専門家を中心とした合議体が二次判定を行うという仕組みが設けられている（法二七条四
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～六項）。  

介護保険法とそれにもとづき省令で定める判定基準ならびに厚生労働大臣が定める規定によ

り
44
、要介護認定審査会による審査判定は、①一次判定の確定・修正、②介護の手間に係る個

別的審査判定、③必要な意見をのべること、という三つの内容について行われている
45
。まず、

一次判定の確定・修正に関しては、一次判定でえた基本調査の結果をもとに、主治医意見書ま

たは指定医師の診断結果その他厚生労働省令で定める特記事項と比較検討し、基本調査の内容

との不整合の有無について確認し、不整合があるときは再調査を実施するか、あるいは必要に

応じて主治医や認定調査員などに照会して調査結果の一部修正を行う。次に、介護の手間に係

る個別的審査判定がなされる。ここでは、確定されたあるいは修正された一次判定の結果を原

案に、対象者に係る具体的な記載を示す特記事項および主治医意見書の内容を積極的に斟酌し

たうえで、介護の手間および状態の維持・改善可能性について、委員の専門職としての専門的

知識・経験にもとづく判断を行い、要介護状態区分を確定する。その際、必要があると認める

ときは、被保険者とその家族、主治医その他関係者の意見を聴くことができる（法二七条六項）。

さらに、通常の例に比べてより長い（短い）時間を介護に要すると判断される場合には、一次

判定の結果を変更したり、また異なる介護の手間が読み取れる具体的な箇所または理由を明示

しなければならない。なお、個別的審査判定にあたっては、当該要介護等認定の有効期間およ

び要介護状態等の軽減または悪化の防止のための必要な療養について意見を付することができ

る。  

したがって、コンピューターによる一次判定よりも、介護の手間に係る個別的審査判定と必

要な意見の付加のための介護認定審査会による二次判定においてこそ、認定調査事実に対する

要件的判断が行われ、専門技術的判断が求められているといえる。何よりも、介護認定審査会

による二次判定には、一次判定の内容の正確さを再精査かつ補完する役割が期待されている。

これに関して、二〇一〇年一月に厚生労働省が公表した「要介護認定に係る集計結果について」

によれば、要介護等認定における一次判定と二次判定の変更割合が約二五％に達するものとさ

れている
46
。  

このように、要介護状態等の審査判定について、一次判定と二次判定は、相互の役割分担に
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より異なる機能を担っていることが明らかになった
47
。そして、共通要素を審査する一次判定

と、共通要素以外の個別事情を加えて個別の審査判定を行う二次判定という二重的構造の下で、

認定判断の正確性と公正性を担保するために各段階で要請される合目的的判断義務の内容もま

た異なるものと考えられる。ちなみに、一次判定ソフトは、介護の必要の程度を示す要介護状

態の存在形態について、全国の統計データから共通の要素を括り出し、作成されたものである。

この基準が機械的に適用される場合においては、判定過程から被保険者の個別的な特殊事情が

除外される傾向、いわゆる「シールド効果」があるため
48
、法定要介護状態等の標準的なケー

スに該当する者を例外なしに迅速に選別することができることがそのメリットである。認定調

査の基本調査の内容にもとづき介護の手間を測定するに際して、共通要素を示す一次判定ソフ

トは、市町村の判断行為を規律し、その権限行使を限界づける一般的行為準則であると解され

る。そして、基本調査の内容についてコンピューターで正確に入力すれば、一次判定ソフトに

より要介護者の介護の手間が数値で機械的に読み替えられる限り、一次判定に求められる判断

の適正性がみたされるものと推定されている。これに対して、二次判定に関しては、一次判定

の結果を原案として介護認定審査会が個別の審査判定を行う。この際に、被保険者の具体的な

記述を示す特記事項と主治医意見書が、一次判定と異なる判断を行うための基礎となる事実あ

るいは理由説明を示すものである。これらの具体的な記述は基本調査で客観化・規格化しにく

い前出の共通要素以外の特殊事情について、認定調査員または主治医などが、専門職としての

専門的知識・経験にもとづき、要件事実の存否について調査結果を記述したものである。そし

て、こうした記述を含めて個別に行った勘案事項の調査の結果にもとづき、被保険者その他関

係者からの意見を聴いたり、介護の手間とそれに伴う必要なサービスの種類を充分に検討して、

最後の判定結果を正当化する思考作用の過程とその理由を探り出し説明すべきことが、二次判

定を実施する介護認定審査会に求められるものである。そして、一次判定の結果と現実との乖

離を極小化するための二次判定においては、たとえば、要介護等認定に関する調査項目につい

て十分な聞き取りを行った場合には、結果記載の選択肢が異なる可能性があり、このような可

能性のある調査項目について「注意深く聞き取る」または「総合的に検討する」義務に反した

ときに、当該要介護等認定の違法性を問うことができるものと考えられる
49
。  
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以上をまとめると、要介護状態等の審査判定について、行政の自己拘束の法理の下では、一

次判定ソフトのみならず、介護認定審査会の審査判定手順にかかわる諸規定が当該認定判断に

関する「一般的行為準則」として捉えられるべきである。しかし、これらの規定は審査判定の

担当者の判断権限を適切に限界づけあるいは適切な指針たるべき内容をもっているとはいって

も、当該担当者の判断に取って代わるべきものではない
50
。なぜなら、そもそも合目的的判断

義務を論じる意義は、一般的基準を定めてこれを個別事案に適用する方式に固執せず、根拠法

令の枠内で最終決定が導き出される具体的基準なり具体的考慮要素を事案ごとに斟酌すること

にあるからである。何よりも、こうした観点から介護認定審査会による二次判定の位置づけを

捉えるべきであると考える。  

二 専門家の関与  

適切な介護サービスの実施については、サービスの量的側面のみならず、最も望ましい状態

となるように提供するという質的側面も問題となり、常に変化しうる利用者のニーズに応ずる

ため、介護・援護サービスの方法や手段も多岐にわたる。こうした個々の要介護高齢者の要介

護状態の多様性と常時的な可変性に対応するために、要介護状態などの調査・判定、給付内容

の決定およびサービスの実施という各段階において、専門的知識や経験にもとづく専門技術的

判断が必要であることが指摘されている。このような専門性確保の要請は、介護サービスのみ

ならず社会福祉分野全般においても共通であるといえるが、現行法制度の下では実定法の規定

によりさまざまな存在形態が現れている一方、制度化されている程度は均一的であるとはいえ

ない。  

要介護等認定と介護契約ならびに介護サービス計画との組合せによって介護サービスの適切

な利用を担保する介護保険制度の下では、こうした権利実現過程の分節化にともない、要介護

状態の調査・審査判定過程と介護サービスの具体的内容の形成段階について、それぞれに第三

者たる専門家の関与が想定されている。ここでは、要介護等認定段階および介護契約段階ごと

に設けられた専門家の関与は、各々異なった制度趣旨を有するものである。ここにいう専門性

の確保とは何かについては、専門家による関与形態が一様ではなく、介護利用の権利実現過程
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の分節された段階ごとにそれぞれ異なる
51
。介護契約段階に設けられる介護支援専門員の関与

は、介護サービス計画の作成とその実施状況の管理・評価を行うという居宅介護支援サービス

の提供を介して（法七条五項、八条二三項および四六条）、要介護被保険者の契約当事者として

の対等な地位、とくに介護サービスについての情報収集能力、理解能力および交渉能力を法的

に補完するとともに、専門的知識または技術にもとづき必要な介護サービスの内容を客観的に

決定し、利用者の選択権行使を支援するという目的を有するものである
52
。以下では、要介護

等認定における専門家の関与についてのべる。  

１ 正当性の担保  

（１）要介護者の可変的なニーズに対応してこれを充足することを権利の内容とする介護保

障給付においては、適切な給付の実施のために、要介護者の介護の必要の程度を正確に把握し

なければならない。このために、要介護者本人その他関係者との面接や聞き取りなどにより要

介護者の具体的な状況および意向について認定調査を実施し、その結果にもとづき要介護者の

要介護状態の有無とその区分を審査判定する。こうした認定調査から審査判定までの各段階に

おいては、問題に応じて専門職や専門家の関与が定められ、専門的知識・経験にもとづく専門

技術的判断が行われているのが、ここでの手続の特色である。介護保険法一条と二条に掲げら

れる「介護保険給付は要介護状態の軽減、悪化の防止に資すること」、「医療との連携に十分配

慮すること」、利用者が「尊厳を保持し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営めるよ

う配慮すること」などが、ここで求められる専門性の中味である
53
。そして、介護保険法では、

要介護等認定に関する専門家の関与に関して、認定調査員による認定調査、主治医などの意見

書の提出、介護認定審査会による二次判定の三つの存在形態が設けられている（同法二七条二

～四項）。  

介護保険法十九条にいう要介護等認定の要件の認定に際しては、被保険者が同法七条一項・

二項で定義した要介護状態等に該当するか、すなわち介護の必要の程度が厚生労働省令で定め

る要介護状態区分のいずれかに該当するかの判断を行う。厚生労働省令で定める要介護状態区

分は、介護の手間を抽象的な時間単位で数値化したものであるが、要介護状態区分の規定には、
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介護や福祉または医療保健に関する専門技術的な知識・経験を指示する抽象的な不確定概念が

含まれている。要介護被保険者の具体的な状況について、これらの規定の解釈・適用は、認定

調査員、主治医あるいは介護認定審査会の専門技術的な知識・経験にもとづく適切な判断に委

ねられているが、その根拠は同法二七条各項に存在する。こうした規定からみれば、要介護状

態等にかかる調査または審査判定については、保険者たる市町村に専門技術的判断を行いうる

地位が法的に認められているというよりも、専門職あるいは専門家集団から構成される第三者

機関の専門技術的判断に依拠したうえで要介護等認定を行うという仕組みがとられている。い

いかえれば、ここでは、市町村は必ずしも専門技術的判断を専管的になしうるのではなく、か

かる専門職または専門家による合議体の判断こそが、法の要請する実体的意味での専門技術的

判断にあたるものと考えるべきである
54
。以下、この点に留意しながら、要介護等認定に関す

る専門家の関与態様とその役割についてのべる。  

（２）要介護等認定申請の審査に際しては、要介護等認定の基礎となる被保険者の要介護状

態等の有無とその程度に関する要介護等認定がなされる。こうした認定の決定の一般的な手順

としては、認定権限をもつ市町村は、かかる事実に関連する一定範囲の資料を一定の方法で取

得、検討したうえでその法的性質を評価することによって要件事実の存否を認定するというも

のである。要介護状態等に関する認定調査の実施については、市町村の認定調査員により、要

介護者の心身状況やおかれている環境その他厚生労働省令で定める項目に関して、被保険者な

どと直接に面接する方法などを用いて必要な資料の探知と収集を行うものとされている。その

際に、確認しうる事実からいかにして調査対象者に関する必要な情報や個別の特殊事情の有無

を漏れなく正確に把握するかは、おそらく専門職としての専門的知識・経験にもとづき認定調

査員の行った個別的かつ具体的な判断に依拠するものであろう。  

こうした判断の正確さは認定調査の結果の正確さの決め手となる。認定調査が正確になされ

れば、コンピューターによる一次判定の結果は、基本的に当該調査対象者の要介護状態等を正

確に反映するものと推定される。というのも、要介護状態等の共通要素に関する基本調査が正

確に調査票に記入されれば、機械的処理で読み取られた要介護被保険者の介護の必要性は、客
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観的数値で示されるからである。そして、基本的な診療と必要な検査を経て、調査対象者の傷

病、特別な医療、心身の状態・生活機能やその他介護サービスの提供上留意すべき事項につい

ては、主治医または指定医師が医学的観点から意見書を作成することはもちろん、専門的知識・

経験にもとづく判断の必要があることはいうまでもない
55
。他方、一次判定の結果の再確認や

介護の手間に関する個別的審査判定などについて行う二次判定においては、介護認定審査会の

各委員が保健、医療または福祉に関する学識経験者として、特記事項の具体的な記述および主

治医などの意見書の内容を検討し、共通要素以外の介護被保険者の個別的事情を勘案しつつ取

捨の理由を示して、妥当な判断をなすものとされている。  

このようにして、認定調査の段階から審査判定の段階までの諸過程においては、問われるべ

き専門技術的判断の内容が異なり、これらに対して専門的学識経験者または専門職が関与する

態様と役割も一様ではない。ただ、上述した認定調査や審査判定の実施において専門職や専門

家の関与が組みこまれている点に、介護保険法が市町村に対して裁量権限を付与することの法

的根拠を見出しうる
56
。何よりも、こうした制度の趣旨は、被保険者の具体的な状況を正確に

読み取り、基礎となるべき要件事実を客観的かつ公正に認定することを通じて、要介護等認定

の正当性を担保することにあるといえる。  

（３）ところで、要件の認定に関しては、市町村の決定とこれに対する専門家の関与との関

係がいかにとらえられるべきかについてなお整理しておく必要がある。  

まず、法二七条二項の認定審査員による認定調査の実施や同条三項の主治医意見書などは、

認定調査の結果である。これらは被保険者の要介護状態等を審査判定するために、その基礎と

なる事実について介護認定審査会に送付される資料である。調査した内容に不整合があった場

合には、介護認定審査会の要請により再調査を実施することとされている
57
。  

次に、これについて検討を要すると考えられるのは、市町村の要介護等認定と要介護状態区

分に関する介護認定審査会の審査判定の結果との間にはいかなる関係があるか。すなわち、前

者がはたして後者により拘束されるのかという問題である。この点については、条文の規定か

ら明らかとはいいがたい。法二七条の規定においては、介護認定審査会は、市町村の要請を受

け、厚生労働大臣の定める基準にしたがい、当該審査及び判定に係る被保険者について同項各
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号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知する（五項）。市町村は

同項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果にもとづき要介護認定をし
、、、、、、、

たとき
、、、

は、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない（七項）、と定

められている（傍点は筆者）。要するに、「認定審査会……の結果」について市町村がそのまま

に被保険者に通知するのではなく、「要介護認定をした」うえで被保険者に通知するのである。

こうした文言からすると、介護認定審査会の審査判定の結果にもとづき要介護認定をする権限

は、市町村に委ねられていることになる。そして、もちろん、前述の合目的的判断義務により、

市町村は、根拠法令の枠内で最終決定が導き出される具体的基準なり具体的考慮要素なりを事

案ごとに斟酌したうえで、介護認定審査会の審査判定の結果にもとづくことなく、あるいは異

なる内容とすることができるものと解することも論理的には可能である。  

しかし、市町村による要介護認定と介護認定審査会による要介護状態等の審査判定の両者間

の役割分担という点から考えれば、後者が前者を拘束するものと解すべきである。この点、要

介護状態等の審査判定について、共通要素を審査する一次判定、および、共通要素以外の個別

事情を加えて個別の審査判定を行う二次判定といった二重構造が採用されていることは前述し

たとおりである。そのなかでも、介護の手間に係る個別的審査判定および必要な意見を付すと

いう点から、介護認定審査会による二次判定においてこそ、調査事実に対する要件該当性の判

断が行われ、専門技術的判断が求められている。というのも、法二七条五項の規定によれば、

要介護状態に関する審査判定は、保健、医療または福祉に関する専門的学識経験者から構成さ

れた介護認定審査会の合理的判断にゆだねられているからである。そうすると、市町村が要介

護等認定をする際に、原則的に介護認定審査会の判断結果にしたがうべきものと考えるのが妥

当である。ただそうはいっても、介護認定審査会の審査判定とその判断に不合理な点があった

と認めるとき、市町村は自ら判断を行うのでなく、あらためて介護認定審査会の審査判定を求

めるべきであると解されよう。  

 

 



 

 147 

２ 客観的中立性と公正性の要請  

（１）介護保険法七条一項・二項とそれにもとづく厚生労働省令または規則に定められた要

介護状態等とその区分に関する要件規定においては、介護、福祉や医療保健に関する専門技術

的な知識・経験を示す抽象的な不確定概念が含まれている。これらの不確定概念の解釈または

適用にあたっては、専門技術的知識や経験にもとづいて事実を認識し、これに対する評価判断

を行うことが不可欠である。前述のとおり、こうした前提の下で、要介護等認定の要件該当性

に関する法的判断は、介護認定審査会の専門技術的判断に依拠する市町村の合理的判断にゆだ

ねられている。しかし、要介護状態等にかかわる抽象的技術的な規定に要件事実を包摂させる

作業においては、こうした専門家の関与を介在させることのみにより、直ちに適正な判断が導

かれることになっているわけではない。なぜなら、専門技術的知識にもとづき行った審査判定

について、確実性と専門性の要請がみたされるということができても、客観的中立性と公正性

の要請をみたさない場合には、なお適正かつ合理的な判断であるとはいえないからである。こ

れについては、専門技術的判断の意思形成にあたって、専門性にもとづく必要な事項を勘案す

ることにとどまらず、いかにして恣意的裁量や専断を排除して審査判定の客観的中立性と公正

性を確保すべきか、という視点の重要性が指摘なされている
58
。  

（２）要件事実の該当性に関する行政上の決定が専門家からなる第三者機関の専門技術的知

見や考察にもとづく判断によって行われる、という構造は、ほかの法領域においても採用され

ている。たとえば、原子炉施設設備の安全性審査を行う際に第三者機関たる専門家の関与が介

在している伊方原発事件は、類似の構造を示している。もちろん、個別の法制度ごとに専門家

の関与の態様と性質は一様ではなく、多少の相違点がある。要介護認定審査会による二次判定

に照らすと、要件事実の該当性に関する行政上の決定が、専門家からなる第三者機関の専門技

術的知見や考察にもとづくものであるという構造が共通にみられる。ところで、要介護状態等

の審査判定に求められる専門技術的判断は、その性質上のみならず、専門家による関与の程度

についても、「高度な最新の科学的、専門技術的知見にもとづく総合的判断」を要する原子炉施

設の安全性審査とは異なると考えられる。また、各根拠法令の条文構成から、それぞれが依拠

する審査基準の性質は同視することができないであろう。こうした相違点について注意する必
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要がある。にもかかわらず、行政上の決定の判断過程における専門家の関与に関して、専門技

術的判断の専門性と客観的中立性・公正性の両立を実現する方向性を探るために、伊方原発事

件の上告審判決（最高裁平成四年十月二九日第一小法廷判決・民集四六巻七号一一七四頁）を

先例として参考にすることができると考えられる
59
。  

伊方原発事件に関して、最高裁判所は原子炉施設の安全性に関する法的判断を「原子力委員

会の科学的・専門技術的知見にもとづく……内閣総理大臣の合理的な判断にゆだねる」ことを

認めたうえで、専門家からなる第三者機関の専門技術的な調査審議および判断をもとにしてな

された行政機関の判断の不合理な点の有無という観点から違法性審査を行い、調査審議および

判断過程に看過し難い過誤、欠落があり、行政機関の判断がこれに依拠してされたと認められ

る場合には、行政機関の判断に不合理な点があるものとして、これにもとづく処分を違法と解

すべきであるという審査手法を示した。そして、判断過程に不合理な点があるか否かについて、

専門技術的判断に対する統制手法を二元的にとらえて、具体的審査基準自体の内容の合理性と、

当該事件が具体的審査基準に適合するとした判断の合理性の二点について審査することを示し

た
60
。こうした判断過程の合理性審査手法の思考方式にしたがい、行政上の決定の判断過程に

おける組織的分離がなされる制度趣旨を踏まえながら、行政機関に専門技術的な要件裁量の余

地を認めることができる。そして、かかる裁量権限の行使に関して、法による覊束の距離から

みれば、専門技術的判断の適正性の確保のあり方について次の点を読み取ることができよう。

まず、裁量権限が認められるのは科学技術や専門技術的知識の必要にもとづくものであるため、

専門技術的判断に対する有効なコントロールとして、専門家による専門家的コントロール、す

なわち専門家集団の自律性が期待されている
61
。第二に、専門家集団の自己規律を前提に、客

観的、中立的かつ公正な判断を行うに相応しい組織の構成、および当該専門分野の特質を反映

する審査基準と手続規範の確立により、専門的知識・経験にもとづく判断に対する法的統制が

可能となる。第三に、前出の規律規範が裁量権限行使について指導的機能を発揮している。他

方で、これから抽出される義務的考慮事項または考慮禁止事項にもとづき、行政の決定過程の

合理性・適正性を追考的に審理するという裁量統制手法を用いることができる。  

なお、これと関連して、以上の判断過程統制の審査は、近時の障害者福祉関係事件の下級審



 

 149 

判決でも見られる。たとえば、名古屋地裁平成二四年九月七日判決（判例集未登載）では、障

害者自立支援法（平成二二年法律第七十一号による改正前）二一条一項にもとづいてなされた

障害程度区分認定処分取消請求事件について、次のように判示した。専門技術的な知識が必要

とされる障害程度区分の認定は、市町村審査会の審査判定の結果をふまえた市町村の合理的な

裁量に委ねられている。当該認定処分の違法性の有無について、裁判所の審理・判断は「市町

村審査会の専門技術的な審査判定を基にして行われた市町村の判断に不合理な点があるか否か

という観点から行われるべきであり、市町村審査会の審査判定過程に看過し難い過誤、欠落が

あって、市町村の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、その判断は、裁量権の

範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる」。「本件認定審査会の審査判定は、支

援法や施行令、施行規則、基準等省令、本件各通知及び本件各マニュアルによって定められた

手続を履践して行われており、その過程において、これらの定める認定調査や審査判定の方法、

基準等にそぐわない点や，不合理と目すべきところは見当たらないから、本件認定審査会の審

査判定を基にして行われた本件処分に裁量権の逸脱、濫用があるということはできない」。  

（３）もっとも、基準の設定・公表は、手続規範の確立の一環として位置づけられるという

側面があるとともに、法律による行政の延長線上の課題として実体法的な裁量統制機能を持つ

という側面もある。前述のとおり、介護認定審査会の組織構成と調査・判定の手続は、介護保

険法とそれにもとづく厚生労働省令または規則により詳細に定められている。以上の三点に照

らして、これらの規定の遵守の下で、判断過程から恣意的な決定や専断をできるかぎり排除し、

法の趣旨に即して必要な裁量の積極的行使を規律することが想定されている。  

しかし、そうはいっても、そこで要請されている規律規範に反した場合、この法的効果が手

続的瑕疵にとどまるか、あるいは裁量権の逸越・濫用として処分の違法事由を構成するかにつ

いての判断は、当該事案につき個別の法令解釈を通じて委ねられている裁量の範囲、かかる権

限行使の一般的規律の内容とこれにもとづく合目的的判断義務を究明する作業に帰着すること

になろう
62
。そのなかでも、義務的考慮事項または考慮禁止事項を導き出す審査基準とその法

的拘束力がまず問われるべきである。さらに、介護認定審査会の審査判定にもとづく要介護等

認定においては、たとえこれらの諸規定に適合していたとしても、標準的なケースどおりに処
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理することが妥当ではなく結果として合理的ではないという限界事例も存在しうることは否定

できない。こうした場合には、さらにその依拠した基準規定自体の内容の合理性を問わなけれ

ばならないであろう。以上の問題について節をあらためて検討する。  

 

 

 

 

注

                                                

1 拙稿「適切な福祉利用の確保とその公法的構成（二）」名古屋大学法政論集第二五一号（二

〇一三年）二四五頁以下を参照。 

2 介護保険法では、保険給付対象となるサービスに加えて、要介護者が対象外のサービスを併

用することが想定されている。こうした混合介護の下では、介護保険以外の公的介護給付と

の併給調整などの問題がある。この点について、拙稿「適切な福祉利用の確保とその公法的

構成（三）」名古屋大学法政論集第二五三号（二〇一四）年）四一九頁以下を参照。 

3 行政法の一般理論としての裁量統制に関する議論には、すでに相当の蓄積がある。近時のも

のとして、深澤龍一郎『裁量統制の法理と展開―イギリス裁量統制論―』（信山社、二〇一

三年）、「特集行政裁量統制論の展望」所収論文・法律時報八五巻二号（二〇一三年）、深澤

龍一郎「裁量統制の法理の展開」法律時報八二巻八号（二〇一〇年）三二頁以下、山本隆司

「日本における裁量論の変容」判例時報一九三三号（二〇〇六年）十一頁以下、山下竜一「行

政法の基礎概念としての行政裁量」公法研究六七号（二〇〇五年）二一四頁以下、亘理格「行

政裁量の法的統制」芝池＝小早川＝宇賀編『行政法の争点〔第三版〕』ジュリスト増刊（有

斐閣、二〇〇四年）一一六～一一九頁などがある。 

4 「コントロール」の意味に関して、論者の間には一致であるとはいえない。行政法学におい

ては、決定、指導、抑制といった強い意味での「統制」と同視し、区別せずに使っている論

者も見られるが、本論文では、それにいたらない「チェック」に近い意味で「コントロール」

を使用し、意図的に「コントロール」と「統制」とを使い分けることとする。 

5 塩野宏『行政法Ⅰ〔第五版補訂版〕行政法総論』（有斐閣、二〇一三年）一二七～一三六頁

などを参照。裁量の概念を再整理したうえで、諸制度における裁量処分に対する司法審査の

あり方について、行政判断の構成要素を把握したり、最終的決定にいたる過程に対する審査

手法の緻密化により統制密度を向上させる、という理論動向がみられる。手続を含む行為規



 

 151 

                                                                                                                                         

範による統制などの観点から、行政上の決定の判断過程に着目して裁量権限の行使に関する

規律規範の探究とその理論の体系化を模索する先行研究は数多くある。そして、行政立法に

対する裁量統制についても次第に関心が寄せられるようになっている。最近の論考について

は、注 3 に掲げた諸論文のほか、交告尚史「行政判断の構造」磯部＝小早川＝芝池編『行政

法の新構想Ⅰ 行政法の基礎理論』（有斐閣、二〇一一年）二六九頁以下、山村恒年「行政

過程の裁量規範の構造転換」水野武夫先生古稀記念『行政と国民の権利』（法律文化社、二

〇一一年）一三〇頁以下、高木光「行政処分における考慮事項」法曹時報六二巻八号（二〇

一〇年）一～二五頁、常岡孝好「裁量権行使にかかる行政手続の意義―統合過程論的考察―」

磯部＝小早川＝芝池編『行政法の新構想Ⅱ 行政作用・行政手続・行政情報法』（有斐閣、

二〇〇八年）二三五頁以下、野口貴公美「行政立法―『裁判規範性』に関する一分析」磯部

＝小早川＝芝池『行政法の新構想Ⅱ 行政作用・行政手続・行政情報法』（有斐閣、二〇〇

八年）二五頁以下、三浦大介「行政判断と司法審査」磯部＝小早川＝芝池編『行政法の新構

想Ⅲ 行政救済法』（有斐閣、二〇〇八年）一〇三頁以下などがある。 

なお、裁量統制の審査手法について、近年の裁判例の動向に着目して「判断過程審査」と

「社会観念審査」の関係をいかにとらえるべきかという点も関心の一つとなっている。この

点については諸説がある。最近のものとして、高木光「社会観念審査の変容―イギリス裁量

論からの示唆」自治研究九〇巻二号（二〇一四年）二〇頁以下、榊原秀訓「行政裁量の『社

会観念審査』の審査密度と透明度の向上」室井力先生追悼論文集『行政法の原理と展開』（法

律文化社、二〇一二年）一一七頁以下、正木宏長「判断過程の統制について―日光太郎杉事

件判決再読―」水野武夫先生古稀記念『行政と国民の権利』（法律文化社、二〇一一年）一

七九頁以下、橋本博之「行政裁量と判断過程統制」法学研究八一巻十二号（二〇〇八年）五

〇七頁以下（同『行政判例と仕組み解釈』（弘文堂、二〇〇九年）一四五頁以下所収）など

がある。 

6 たとえば、下山瑛二「サービス行政における権利と決定―生活保護行政を素材として―」田

中二郎先生古稀記念『公法の理論（中）』（有斐閣、一九七六年）（同『人権と行政救済法』

（三省堂、一九七九年）所収）、神長勲「福祉と行政法」法の科学第十号（一九八二年）、同

「福祉行政における裁量と手続」季刊社会保障研究二九巻三号（一九九三年）、又坂常人「社

会保障受給権と行政裁量の関係についての若干の考察（一）」自治研究五八巻一〇号（一九

八二年）、同「『福祉の措置』の法律問題」雄川一郎先生献呈論集『行政法の諸問題  下』（有

斐閣、一九九〇年）、秋元美世「福祉の権利と社会福祉行政―裁量問題を中心にして―」社

会保障法第六号（一九九一年）、同「福祉給付における権利と決定―措置制度と公的介護保

険制度―」社会保障法第十二号（一九九七年）（すべて同『福祉政策と権利保障―社会福祉

学と法律学との接点―』（法律文化社、二〇〇七年）所収）、前田雅子「生存権の実現にかか

わる行政裁量の統制」社会問題研究四六巻二号（一九九七年）などがある。 

7 社会保障「給付に関する法律関係を処理して行くためのより合目的的な技術として、行政行

為に関する法理を用いよう」実定法により「形式的・法技術的には『公権力の行使』たる行
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政行為」を法的仕組みに組み込んできたことをのべ、給付決定の「技術的性格」を指摘した

見方は一九六〇年代後半から見られる。雄川一郎「現代における行政と法」岩波講座『現代

法４ 現代の行政』（一九六六年）一八頁。また、この観点から社会保障給付の具体的な仕

組みに関する分析を行い、給付決定についてこれが実定法の定めにより法律関係の一部また

は全部（主体・対象・発生時期など）に規律を及ぼし、そして、ここにいう行政判断の一方

性、すなわち権力性を、「法関係の目的的変動」よりも行政機関の「拘束的言明」と理解す

るほうが制度の趣旨にふさわしい、との見解が示されている。太田匡彦「行政行為―古くか

らある概念の、今認められるべき意味をめぐって―」公法研究六七号（二〇〇五年）二三七

～二四三頁を参照。しかし、これに対しては、具体的法的仕組みにより法律関係の変動＝規

律の範囲が異なることは当然であり、こうした認識の下で「規律の内容」を別に行政機関の

「拘束的言明」に求める理由は薄い、とも批判されている。塩野・前掲注 5・一四三頁の注

3 を参照。 

8 高木・前掲注 5「社会観念審査の変容」・二八頁は「裁量権の逸脱濫用論においては……行

政決定の類型・性質……法令の趣旨目的およびそれらの行政決定の法制度上の位置づけに応

じて、当該行政決定がどのような『判断過程』ないし『考慮』を経てなされるべきか、とい

う『行為規範』を明らかにする作業が不可欠」であると指摘している。実務家からも「行政

行為には……その裁量の質ないし幅がそれぞれの処分により様々に異なるであるので、裁判

所も、その質ないし幅の相違に応じた裁量行為の審査をすべきであるとの認識に立ち、……

その裁量の範囲や目的に応じた判断」をすべきという認識が語られている。司法研修所編『改

訂 行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究』（法曹会、二〇〇〇年）一七九～一八

〇頁を参照。そして、領域別に裁量統制を取り上げ、たとえば都市整備・国土開発の領域を

素材に、フランス法との比較研究を行い、行政の裁量的な公益適合判断に対する裁判所の審

査密度を検証したものとして、亘理格『公益と行政裁量―行政訴訟の日仏比較―』（弘文堂、

二〇〇二年）がある。同書については、各行政分野ごとの「事物の性質」や「条理」に即し

た法解釈により、行政判断にかかる規範内容の中身は一律の解答が導き出されるものではな

いため、むしろ行政活動のさまざまな分野に即して領域ごとに妥当する規範内容を析出し、

当該分野における裁量に対する裁判所の審査密度を検討していく必要がある、という指摘

（三四八～三四九頁）が示唆的である。 

9 前掲注 22 に示したように、現行法制度上、混合介護が認められるため、要介護者のニーズ

が満足できるような公的介護を求めようとする場合、介護保険給付以外にも障害者総合支援

法などにもとづき保険対象外のサービスを求めることが可能である。しかしながら、介護保

険法二〇条、老人福祉法十条、障害者総合支援法七条などの併給調整規定が存在するがゆえ、

公的介護給付について介護保険法が優先的に適用するものとされている。そのため、介護保

険法にもとづく介護サービスの利用が基礎的な給付と位置づけられると考えられる。同法十

八条の保険給付について、市町村の条例で定める市町村特別給付を除き、基本的に、介護給

付および予防給付に要する費用の額の九割を支給することと規定される。ところが、今年六
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月十八日に参議院で可決された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため

の関係法律の整備等に関する法律」（平成二十六年六月二十五日法律第八十三号。以下「医

療・介護総合確保法」という）に含まれる介護保険法の一部改正により、二〇一五年四月一

日から、政令で定める額以上の所得を有する第一被保険者に関する保険給付の額が「百分の

八十」とする（改正法四九条の二、五九条の二）。 

10 介護保険事務は、介護保険法にもとづく政令、厚生労働省令あるいは厚生労働省大臣の告

示、そしてそれらの解釈指針である通達によって詳細化される。前章でのべた法定介護サー

ビス費に関する算定基準等のほか、要介護等認定の申請、要介護状態に対する調査または審

査・判定などに関して、介護保険法施行令（平成十年十二月二十四日政令第四百十二号。以

下、単に施行令という）、介護保険法施行規則（平成十一年三月三十一日厚生省令第三十六

号。以下、単に施行規則という）と要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定

の基準等に関する省令（平成十一年四月三十日厚生省令第五十八号。以下、単に判定基準と

いう）のほかに、別掲の厚生労働省告示または各都道府県知事あて厚生労働省老健局長通知

などの規定が存在する。たとえば、「要介護認定等基準時間の推計の方法」（平成十二年三月

二十四日厚生省告示第九十一号、最終修正：平成二十四年三月三十日厚生労働省告示第二百

二号）、「介護認定審査会の運営について」（平成二十一年九月三十日老発〇九三〇第六号厚

生労働省老健局長通知）、「介護認定等の実施について」（平成二十一年九月三十日老発〇九

三〇第五号厚生労働省老健局長通知）などである。 

11 法二七条一項後段規定により、同条の申請について、施行規則三五条三項各号の要件をみ

たす居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援セン

ターがその手続を代行することができるものとされている。 

12 第二号保険者である場合、代わりに医療保険の被保険者証を添えて、主治医の氏名および

特定疾病の名称などを申請書に記載する（施行規則三五条一項・二項）。 

13 ただし、新規の要介護認定申請にかかわる調査は市町村職員が実施しなければならない。

前掲注 10「要介護認定等の実施について」局長通知の「２要介護認定に係る調査の実施者」

を参照。遠隔の地に居所を有する被保険者については、他の市町村に当該調査を嘱託するこ

とができる（法二七条二項）。なお、更新認定および要介護状態の変更認定に限り、居宅介

護支援員などへの委託が認められる。  

14 前掲注 10「要介護認定等の実施について」局長通知の「２要介護認定に係る調査の実施者」

を参照。  

15 ここにおいては、認定調査項目は内容により「能力」、「介助の方法」、「有無」の三種類で

評価が行われ、各項目がそれぞれ、最高一〇〇点、最低〇点となるように、各群内の調査結

果にもとづき表示される。前掲注 10 の「要介護認定等基準時間の推計の方法」告示の別表

第一「認定調査票」、「要介護認定等の実施について」局長通知の「２要介護認定に係る調査

の実施者」を参照。認定調査の実施については、社会保険研究所『介護保険制度の解説〔平

成二四年四月版〕』（二〇一二年）八四～九〇頁および厚生労働省ホームページに掲載される
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『 認 定 調 査 委 員 テ キ ス ト 二 〇 〇 九 年 改 訂 版 』

（ http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/text2009_2.pdf 最 終 ア ク セ ス

2014/12/24）を参照。 

16 一次判定ソフトによる分析・判定の内容は、前掲注 10「要介護認定審査会の運営について」

局長通知に添付された「要介護認定審査会運営要綱」の別紙１及び別紙２に示されている。

ここでは、項目ごとの判定ロジック（樹形モデル）が掲示されているが、しかしながら、一

次判定ソフトのプログラムは、厚生労働省から正式には公開されていない。他方、厚生労働

省が示した判定ロジックにもとづき、民間業者によって作成された一次判定シミュレーショ

ン（たとえば、http://www.tricare.jp/tricare/TBBD260.do など。最終アクセス 2014/12/24）

は公開されている。 

17 判定基準三条とそれにもとづく「要介護認定等基準時間の推計の方法」告示により、要介

護認定等基準期間は認定調査対象者の「能力」、「介助の方法」、「（障害や現象の）有無」か

ら統計データにもとづき推計された一日当たりの介護に要する時間が「分」単位で表示され

ている。内容的には、上述した告示の別表で「直接生活扶助」、「間接生活扶助」、「問題行動

関連行為」、「機能訓練関連行為」および「医療関連行為」の五つの分類が定められている。

介護にかかる手間や手数については、これらの細目ごとに抽象化した時間を尺度として表示

される時間点数を合計して、算定した合計の数値を当該被保険者の要介護認定基準時間とし

て表示する。 

なお、要支援状態区分または要介護状態区分は、要介護認定等基準時間（すなわち介護の

手間）により次のように規定されている（判定基準一条、二条）。  

要支援一：二五～三二分  

要支援二：三二～五〇分のうち、要支援状態にある者  

要介護一：三二～五〇分のうち、要介護状態にある者  

要介護二：五〇～七〇分  

要介護三：七〇～九〇分  

要介護四：九〇～一一〇分  

要介護五：一一〇分以上  

18 前掲注 10 の「要介護認定等の実施について」局長通知の「４介護認定審査会での審査判定」、

「介護認定審査会の運営について」局長通知の「介護認定審査会運営要綱」、社会保険研究

所・前掲注 15・九二～九五頁、および厚生労働省ホームページに掲載される『介護認定審

査 会 委 員 テ キ ス ト 二 〇 〇 九 年 改 訂 版 』

（ http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/text2009_3.pdf 最 終 ア ク セ ス

2014/12/24）を参照。 

19 ただし、要支援認定の場合に、介護認定審査会の意見としては、療養に関する事項に加え

て家事援助に関する事項ものべることができる（法三二条四項）。 

20 手続過程における要援護者との相談、助言や援助の提供などの特色は、介護に限らず、社
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会福祉や生活保護分野にも共通している。こうした簡便かつ柔軟な手続の要請から、これら

の分野の行政手続は行政手続法の一般的適用範囲から外され、別途に整備されてきた。しか

し、かつての社会福祉分野における手続保障の実態においては、給付に関する情報提供や周

知、申請に際して助言または援助を行う手続の整備が不十分であり、標準的行政手続の水準

に達するほどとはいえなかった。前田雅子「社会保障における行政手続の現状と課題」ジュ

リスト一三〇四号（二〇〇六年）十八頁を参照。 

21 たとえば、養護老人ホームなどの入所判定手続は、主に当時厚生省社会局長から各都道府

県知事指定都市市長あてに発せられた通知である「老人ホームの入所判定について」（一九

八四（昭和五九）年九月二〇日社老第一〇七号）により形成されたものであった。また、在

宅福祉の利用手続については、たとえば大阪市ホームヘルプサービス事業運営要綱およびそ

の事務細則である大阪市ホームヘルプサービス事業事務要領（一九九二（平成四）年四月一

日制定）など、措置権者である各市町村が制定した要綱が存在した。生活保護または社会福

祉にかかわる行政手続について、かつての実定法の状況とその問題を検討したものとして、

木下秀雄「社会保障における手続過程と権利」社会保障法第五号（一九九〇年）七三頁以下、

佐藤敬二「生活保護法における手続過程と権利」社会保障法第五号（一九九〇年）八三頁以

下、又坂常人「福祉行政手続」磯部＝小早川編『自治体法学全集４ 自治体行政手続法〔改

訂版〕』（学陽書房、一九九五年）二三二頁以下、橋本宏子「高齢者福祉サービスと利用手続

の保障」社会保障法第十号（一九九五年）五九頁以下、神長勲「社会福祉行政と行政手続法」

青山法学論集三六巻二・三合併号（一九九五年）三七頁以下など。 

22 大橋洋一『行政規則の法理とその実態』（有斐閣、一九八九年）三二四頁を参照。 

23 かつては福祉サービスの受給をめぐる権利性がしばしば問題視された。措置制度の下では、

福祉サービスにかかる法の基本的仕組みにおいて、法律上の権利発生要件と内容（法的効

果）がやや不明確であり、実体法だけではなく、手続法の側面においても、権利としての

形成は徹底されていなかった。高齢者福祉裁判事件を例に、福祉サービスの受給は職権措

置に伴う反射的利益であると説かれ、かかる申請が「法令にもとづく申請」と認められな

い傾向が見受けられた。これについては、争訟法解釈上の「法令に基づく申請」の否定、

立法上の権利保護手続の立ち後れ、福祉措置に関する裁量権行使の広範な承認、配分資源

の有限性や財政難を考慮要素と認めた処分留保、といったさまざまな問題が背後に存在し

ていた。前田・前掲注 20・十八頁および拙稿「適切な福祉利用の確保とその公法的構成（一）」

名古屋大学法政論集第二四九号（二〇一三年）三一～三四頁を参照。 

24 次の場合には、職権による認定の変更または取消が例外として認められる。たとえば、要

介護認定または要支援認定を受けた被保険者についてその介護の必要の程度が低下したこ

とにより、当該認定にかかる要介護状態区分以外の要介護状態に該当するにいたったと認め

るとき、市町村は職権で要介護状態区分の変更の認定をすることができる（法三〇条、三三

条の三）。また、要介護者または要支援者に該当しなくなったと認めるとき、もしくは正当

な理由なしに法二七条二項・三項による調査や受診命令にしたがわなかったとき、市町村は
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職権で要介護認定または要支援認定を取消すことができる（法三一条一項、三四条一項）。 

25 法一八三条により介護保険審議会に審査請求を提起した事件は各都道府県に現れている。

しかし、各都道府県介護保険審査会の裁決については、個人情報にあたることを理由として、

各自治体の情報公開条例によって非公開情報とされることがほとんどである。ただ、年度別

に審査請求の事件数とその審議結果のみが公表されている。たとえば、愛知県介護保険審査

会が公開した平成二一～二五年度「審議概要」により、審査請求の審議結果は次の表２であ

り、内容からみると、要介護等認定に対する審査請求件数が半数以上である。 

 
表２ 愛知県介護保険審査会における審議結果（平成21～25年度） 

審査請求の内容 

 

年度別 

Ａ要介護等認定 Ｂ保険料 （Ａ+Ｂ） 認容率・件数 

棄却 11 棄却 1 14.29％ 
平成21年度 

認容 2 認容 0 
14 

（2件） 

棄却 13 棄却 9 12％ 
平成22年度 

認容 3 認容 0 
25 

（3件） 

棄却 1 棄却 4 16.67％ 
平成23年度 

認容 1 認容 0 
6 

（1件） 

棄却 5 棄却 10 28.57％ 
平成24年度 

認容 6 認容 0 
21 

（6件） 

棄却 5 棄却 1 20％ 
平成25年度 

認容 2 認容 0 
10 

（2件） 

*愛知県介護保険審査会ホームページに掲載した平成二一～二五年度「審議概要」

（http://www.pref.aichi.jp/0000043902.html。最終アクセス2014/06/02）にもとづき作成したもの。 

  

他方、介護保険審査会の裁決に対して要介護被保険者等が行政訴訟を提起する事例はそれ

ほど多くない。Lex/DB インターネットにより「介護保険審査会」をキーワードとして検索

した結果、二〇一四年十一月の時点では、十二件出てくる。内容的には、介護保険料に関す

る処分に不服を申し立てた事件が九件ある。また、介護保険法二二条三項にもとづく過払介

護給付費の返還を求める通知の処分性が否定された事件が一件ある（さいたま地裁平成二二

年六月三〇日判決・判例地方自治三四五号六三頁）。要介護認定処分あるいは介護サービス

費請求に関する介護保険審査会の裁決を不服して取消訴訟を提起した事件は二件のみであ

る。一つは、要介護認定の審査請求を容認した和歌山県介護保険審査会に対して田辺市が当

該裁決の取消しを求めた事件であり（和歌山地裁平成二四年五月十五日判決・判例集未登載）、

もう一つは、東京都目黒区長による介護給付費不支給決定処分に不服があって、要介護被保

険者の相続人が当該処分の取消しを求めた事件である（東京地裁平成二〇年二月二二日判

決・判例集未登載）。東京都西東京市の行った要介護認定処分を不服とする原告が、別の市

に住所を移転して本件市における被保険者資格を喪失し、かつ、本件処分の有効期間の開始

日から被保険者資格の喪失日までの間に介護保険法にもとづくサービスを全く利用しなか

ったので、本件処分等を取り消したとしても、回復すべき法律上の利益はそもそも存在して

いないため、本件処分等の取消請求が訴えの利益を欠く不適法なものであるなどとして却下
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した事例がある（東京地裁平成二〇年十二月十八日判決・判例集未登載）。 

26 法の趣旨の的確な執行が行政機関の職務であるとの観点から、事案処理の基礎となるべき

事実を認定するために、個々の立法の下では、必要な範囲内で一定の調査検討を行うべき

義務を行政機関が関係者に対して負うことを指摘し、行政機関の一般的義務として、事実

認定のための資料を取得するための行政調査義務を論じたものとして、小早川光郎『行政

法講義 下Ⅰ』（弘文堂、二〇〇二年）二七～二九頁を参照。そして、立法との関係で行政

過程における裁量の行使に及ぶ規律を論ずる際に、法規命令のほかに、公益原則、裁量基

準の設定、個別の事案における裁量拘束禁止原則の妥当性および調査義務を提示したもの

として、深澤龍一郎「行政裁量論に関する覚書」法学論叢一六六巻六号（二〇一〇年）一

六〇～一五七頁、同「裁量基準の法的性質と行政裁量の存在意義（二完）」民商法雑誌一二

八巻一号（二〇〇三年）二五～三二頁（同・前掲注 3『裁量統制の法理と展開』・一一九～

一三八頁所収）を参照。この点に関して、生活保護や社会福祉分野における調査の要否及

び方法について、担当職員などの裁量を適切に限界づけるあるいは適切な指針となるべき

内容を規定することにより、裁量の基準化をしておく必要がある、という指摘が八〇年代

前半からみられる。神長・前掲注 6「福祉と行政法」・七一頁を参照。また、上述の調査段

階に限らず、手続的保障の視角から、行政の法的責任の明確化により裁量の恣意的行使を

排除するために、生活保護決定や福祉措置などの行政判断についての基準化が必要である

ことも語られている。たとえば秋元・前掲注 6「福祉の権利と社会福祉行政」三五頁以下、

神長・前掲注 6「福祉行政における裁量と手続」・二四六～二四七頁、前田・前掲注 6・二

八頁以下など。 

27 又坂常人「契約による福祉と行政の責任」塩野宏先生古稀記念『行政法の発展と変革  下

巻』（有斐閣、二〇〇一年）八四七～八五八頁を参照。さらに、現行行政手続法は行政調査

を規律の対象外としており、要介護等認定に関する手続規定は、当該分野の特色を反映す

る権利保護手続として制度化されたものと評価されるべきであろう。 

28 適正な判断が行われたことを要介護被保険者に知らせるよう、根拠規定や審査基準の適用

過程などを含めた決定理由を提示しなければならないものと定められている（法二七条九

項および三二条八項）。実際には、理由提示により、要介護等認定に関する調査判定が行わ

れた過程や結果が明らかになり、かかる認定判断を決定付ける個別的な基準の中身が明ら

かになる。ここでは、理由のなかで示された事項や考慮は、平等・公平の観点にもとづき、

後の類似する事実関係または法律関係について指示しかつ規律する機能を有すると考えら

れる。そして、理由提示によって示された個別的な準則や判断基準を整理して類型化する

ことにより、一定の範囲で類似の事件の指針とすることができる。この点から、理由提示

の手続は審査基準の開示機能を有し、裁量権行使を適切にコントロールするための手段と

して有効活用することが期待されている。常岡・前掲注 5・二六二～二六五頁、交告・前

掲注 5・二八三頁などを参照。 

29 これが公正さや客観性を担保する、透明性の高い仕組みとなっていると評するものがある。



 

 158 

                                                                                                                                         

秋元美世「福祉サービスの新しい利用手続」社会保障法学会編『講座社会保障法第３巻 社

会福祉サービス法』（法律文化社、二〇〇一年）一六四～一六六頁（同『福祉政策と権利保

障―社会福祉額と法律学との接点―』（法律文化社、二〇〇七年）六二頁所収）を参照。な

お、一般論としての観点からも、処分基準の設定・公表は適正手続の基本的内容として講

じられるもので、「当事者に予測可能性を与えるとともに、行政決定の恣意・独断を防ぐの

に効果的である」との説明も見られる。塩野・前掲注 5・二七二頁を参照。 

30 もっとも、立法技術上、行政行為権限を授権する法令は、すべての具体的事案を想定して

なすべき行政行為を規律し尽くすことはできないといった必然的な制約がある。立法政策

上、「①個別事情の適合性の確保、②行政機関の即時対応能力の重視、③行政機関の有する

専門的技術的能力の尊重、④行政組織の自律性への配慮」などの観点から、行政行為に関

する要件認定、効果発生または内容形成について、規律密度の低い法律規定により行政機

関の判断・選択余地としての行政裁量が認められることが一般的である。室井力編『新現

代行政法入門（１）―基本原理・行政作用・行政救済―』（法律文化社、二〇〇一年）一四

二頁〔浜川清〕、市橋＝榊原＝本多＝平田『アクチュアル行政法』（法律文化社、二〇一〇

年）一〇六頁〔本多滝夫〕を参照。ここでは、専門家の関与については、認定調査員によ

る調査、主治医意見書の提出および介護認定審査会による二次判定が主要な形態である。

そして、要介護等認定について、専門技術的判断の尊重のほかにも、①、②と④の要素が

含まれていると考えられる。 

31 又坂・前掲注 27・八五五頁を参照。裁判実務においては、処分要件に当たるか否かの判断、

すなわち要件該当性について裁量の幅は、根拠法の要件の定め方と趣旨のほか、専門技術

的能力の要請により広範に認められる、という認識も見受けられる。川神裕「裁量処分と

司法審査（判例を中心として）」判例時報一九三二号（二〇〇六年）十二頁を参照。しかし、

これに関して、要介護状態等についての要件裁量の所在はなお検討しておく必要がある。 

これまでの裁量論は立法・行政・司法の国家機関相互関係で裁量統制のあり方を論じて

きた。これに関して代表的な学説を取り上げて検討した最近の論考として、高木光「法規

命令による裁量拘束―保険薬局指定処分を素材とした一考察―」法学論叢一七二巻四＝五

＝六号（二〇一三年）九五～九九頁、深澤・前掲注 26「行政裁量論に関する覚書」・一五

一～一五七頁（同・前掲注 3『裁量統制の法理と展開』・四八～四九頁所収）、山本・前掲

注 3・十一～十三頁などがある。ところで、裁判所が行政活動をいかに統制するかという

問題に対して、法律が行政をどこまで覊束しているかという、これとは異なる次元の問題

も存する。前者は、行政と司法の関係において裁量をとらえ、行政の第一次的判断権を媒

介に司法審査を制限する機能を有してきた側面がある。後者は、行政と立法の関係におい

て裁量をとらえ、法令により行政に認められる判断の余地や裁量を認識・発見する機能を

有することが注目されている。論理的にはこの両者が区別されるべきであるという認識が

近年共有されている（山下・前掲注 3・二一四～二一六頁を参照）。また、こうした考え方

に関して、確かに、裁量の立法的統制について検討の場が提供されるという点は「開発的
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効果を有する」ものと評されている。しかし、司法権による裁量審査は立法権による行政

権への裁量権限の授与範囲を確定して裁量権行使の際に遵守すべき法を発見して適用する

がゆえに、両次元における裁量は広狭の問題ではないという点（塩野・前掲注 5・一二五

頁の注１を参照）について留意しておくべきである。むしろ、裁量統制の方法として両者

間に連続的関係があるととらえるほうが、法律による行政の原則に適合的であると考えら

れる。なお、本論文では、後者の認識を踏まえ、第一節および第二節において法律による

行政の延長線上の課題として主に後者についてのべる。 

32 常岡・前掲注 5・二三七頁を参照。一般的に、行政上の決定の権限、手続および形式にか

かわる形式的適法性要件と、目的、要件判断および行為内容にかかわる実質的適法性要件

とを通じて、行政活動に対する統制を講じるのは法治主義からの要請である（室井力編・

前掲注 30・一三四～一四〇頁〔浜川清〕を参照）。一般的に、裁量統制論に関して、立法・

行政・司法の国家機関相互関係で整理したうえで、裁量に対する立法的統制、行政的統制

および司法的統制、の三つの方向性から議論が行われてきた。ところで、どの統制方法に

重点におくかについては、論者により多少異なる。そのなかでも、法律などの趣旨を的確

に実現するという共通の目的に向けて、行政機関による事案処理の過程および裁判所にお

ける訴訟の過程の間に密接な関連があると説き、また上述した目的のため、両者は一定の

役割分担のもとでの協働の関係としてとらえられる、という指摘もなされている。たとえ

ば、小早川光郎「行政訴訟改革の基本的考え方」ジュリスト一二二〇号（二〇〇二年）六

二～六四頁、三浦・前掲注 5・一〇六～一〇九頁、常岡・前掲注 5・二三九頁、交告・前

掲注 5・二八七頁などを参照。そのほか、上述した三つの統制方法を同時に提示して裁量

統制の一般理論を論じるものとして、山下・前掲注 3・二一六頁以下を参照。 

33 行政判断の構成要素とも呼ばれている。かつての日本の裁量理論の展開について、「法規範

の適用が人間の所為としてどのような性質を持つかに関する論争と結合した」視点が薄か

ったと説く者がある（山本・前掲注 3・十一頁を参照）。しかし、今日の教科書でもすでに

この視点を取り入れつつある。たとえば、塩野・前掲注 5・一二五頁、藤田宙靖『行政法総

論』（青林書院、二〇一三年）一一五～一一六頁、小早川・前掲注 26・十八頁、室井力編・

前掲注 30・一三八～一四〇頁〔浜川清〕、阿部泰隆『行政法システム（下）〔新版〕』（有斐

閣、一九九七年）六三九頁などを参照。もちろん、判断過程についての理解または説明の

詳細は論者により多少異なるとはいえるが、これに対して共通要素を抽出する作業も可能

である。たとえば、常岡・前掲注 5・二三八～二四五頁では、裁量決定の構成要素や過程に

ついて、裁判例から①事実認定と事実評価、②考慮要素の考慮、③専門技術的判断、④総

合衡量、⑤具体的基準策定、⑥理由考案、の諸要素を抽出して類型化する試みを示してい

る。本論文では、行政機関が行政処分の基礎たる事実を認定し、法律による要件と効果に

関する規定に事実を包摂させる作業を行う、という認識にもとづき、行政判断の要素と過

程を単純化して整理しておく。 

34 塩野・前掲注 5・一二五～一三二頁、藤田・前掲注 33・一一五頁、市橋ほか・前掲注 30・
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一〇六頁〔本多滝夫〕などを参照。これに対して、法律で規定する要件効果規定が欠如し

ている場合に、行政機関が「いかなる場合であればいかなる処置をとるべきかの基準を案

件ごとに補充する」べきと説き、そしてこの意味で裁量をとらえれば、両者の区別はとも

あれ、結局的にはそのいずれとも裁量の一元的概念に収まれるがゆえに、前出の区分の有

用性を消極的にとらえる見方もある。小早川光郎『行政法講義 下Ⅱ』（弘文堂、二〇〇五

年）一九一頁の注、深澤・前掲注 26「行政裁量論に関する覚書」・一五八頁の注１６を参

照。また、裁判実務の側においても同じ旨を示すものがある。司法研修所編・前掲注 8・

一七九～一八〇頁を参照。しかし、両者の区分によって、行政上の決定の判断過程を細か

く把握して体系的に理解することに資するし、また、こうした区分をもとに、法の趣旨に

照らして判断過程の諸場面で問われるべき手続および考慮事項の緻密化作業に対しても有

益な場合があると考えられる。 

35 客観的な事実が法令で定める要件に該当するか否かについて、すなわち要件の認定につい

て裁量のあることを認める傾向は、戦後の学説のみならず、裁判実務の側においても「行

政行為には、処分要件の認定判断の部面（要件裁量）であれ、処分するかどうかの判断の

部面（効果裁量）であれ、多かれ少なかれ裁量を働かせる余地」が認められると語られて

いる。司法研修所編・前掲注 8・一七九頁を参照。最高裁判所判決からみれば、たとえば

客観的事実が旧教育委員法（昭和二三年法律第百七十号。昭和三十一年法律第百六十二号

地方教育行政の組織および運営に関する法律附則二条により廃止された。）三四条四項但書

にいう「急施を要する場合」にあたるか否かについての行政機関の認定を裁量権の行使と

認めた最高裁昭和三六年四月二七日第一小法廷判決（民集十五巻四号九二八頁）、あるいは

外国人の在留期間の更新事由の存否に関する要件の認定が法務大臣の裁量権の行使として

なされたものであることを前提に、「事実に対する評価が明白に合理性を欠くことなどによ

り右認定が社会通念に照らし著しく妥当性が欠くことが明らかであるかどうか」について

審査した最高裁昭和五三年十月四日大法廷判決（民集三二巻七号一二二三頁）などがよく

知られている。その後、要件規定に含まれる不確定概念の解釈または適用にあたって専門

技術的な知識・経験と公益上の判断が必要とされるため、要件規定に関する法的判断また

は審査基準の適合性について行政機関の合理的判断にゆだねたうえで、当該判断に不合理

な点があるか否かという観点から司法審査を行った最高裁判決として、伊方原発事件につ

いての最高裁平成四年十月二九日第一小法廷判決（民集四六巻七号一一七四頁）、教科書検

定事件についての最高裁平成五年三月十六日第三小法廷判決（民集四七巻五号三四八三頁）

と最高裁平成九年八月二九日第三小法廷判決（民集五一巻七号二九二一頁）、タクシー事業

運賃値上げ事件についての最高裁平成十一年七月十九日第一小法廷判決（判例時報一六八

八号一二三頁）などがある。しかし、近時の水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件につ

いての最高裁平成二五年四月十六日第三小法廷判決（民集六七巻四号一一一五頁）では、

前述した判断過程統制手法をとらず、次の判示を示している。水俣病認定が「現在又は過

去の確定した客観的事実を確認する行為であって……処分行政庁の判断は裁量に委ねられ
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るべき性質のものではない……公害健康被害認定審査会の調査審議および判断の過程に看

過し難い過誤、欠落があってこれに依拠してされた処分行政庁の判断に不合理な点がある

か否かという観点から行われるべきものではなく、裁判所において、経験則に照らして個々

の事案……総合的に検討し……個別具体的に判断すべき」と。また、社会福祉分野におい

ては、たとえば大阪ホームヘルパー派遣決定処分取消等請求事件の第一審判決は「ホーム

ヘルパーの派遣の要否、回数や時間、それによる介護内容の決定は、対象者の ADL、介護

者の介護能力についての医療面等からの専門技術的判断を要するとともに……諸事情を把

握し……福祉事務所長の裁量」に委ねられるものであると認めている（大阪地裁平成十年

九月二九日判決・賃金と社会保障一二三四号三〇頁）。 

なお、要件裁量の承認に伴う裁量領域の拡張について、論者により分析の視角が異なる

とはいえ、その包摂作用に着目して細かく区分することを通じて、規律規範の定立や裁判

所の審査方式などを論じ、裁量統制に関する一般理論を緻密化する作業が展開されている。

たとえば三浦・前掲注 5・一〇九頁以下、常岡・前掲注 5・二三五頁以下、交告・前掲注

5・二六九頁以下など。今後、個別法に具体化された制度的仕組みの違いを踏まえて検証す

る作業が必要である。 

36 行政処分を基礎付ける事実が客観的に存在するものであるとしても、認定された事実を法

による要件と効果に関する規定に包摂させる際には、機械的にあてはめることで足りる場

合があるが、一義的に明白でない場合もある。後者においては、法の趣旨に即して自らの

判断で事実の法的性質を決定することになる。ここでは一定の価値判断をともない、行政

判断の余地が存在する。こうした事実を法に包摂させる作業は「事実を軸とする評価の連

なり」であり、「素の事実を法的な事実として評価する作業である」と説明されている。三

浦・前掲注 5・一一〇～一一一頁を参照。 

37 拙稿・前掲注 1・二六六～二六八頁を参照。 

38 小早川・前掲注 26・二六頁を参照。 

39 原田尚彦『行政責任と国民の権利』（弘文堂、一九七九年）三六～三九頁。また、近時のも

のとして、塩野・前掲注 5・一三四頁、常岡・前掲注 5・二五七～二五八頁以下などである。 

40 阿部・前掲注 33・六四八頁、亘理・前掲注 8・三四三頁以下、小早川・前掲注 26・二四～

二五頁以下、交告・前掲注 5・二六九頁以下、深澤・前掲注 26「裁量基準の法的性質と行

政裁量の存在意義（二完）」・二五～三二頁などを参照。 

41 同注 16。なお、前掲注 10 の「介護認定審査会の運営について」局長通知により各市町村に

配布した「介護認定審査会運営要綱」の「４認定審査会開催の手順１）事前の準備」を参

照。 

42 ところで、数値的指標または客観的指標に伴う「数量基準」が排他的理由となり、個別事

情を排除するという「衡量捨象機能」がある。こうした基準の機械的適用により本当に国

民が平等に扱われたことになるのかについては、なお慎重に検討する必要があり、また、

実際に基準の制定に不正な要素が含まれ、内容的な不合理がある場合に、逆に「数量基準
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の切り分けの力に隠れ蓑の役割」が潜む、との指摘がなされている。交告・前掲注 5・二七

五～二七八頁を参照。 

43 又坂・前掲注 27・八五六～八五七頁を参照。 

44 判定基準および前掲注 10 の諸規定を参照。 

45 以下、前掲注 41 の「運営要綱」に示された開催手順の「２）審査および判定の手順」部分

および社会保険研究所・前掲注 15・九二～九六頁を参照。 

46 平成十八～二一年度全国各市町村要介護認定に関する一次判定と二次判定の変更率の集計

結果は次の表３である。なお、その詳細に関しては、厚生労働省老人保健局が開催した第四

回要介護認定の見直しに係る検証・検討会（平成二二年一月十五日）の配布資料「要介護認

定に係る集計結果について」（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0115-9m.pdf 最

終アクセス 2014/12/24）を参照。 

 
表３ 全国各市町村要介護認定に関する一次判定と二次判定の変更率（平成18～21年度） 

二次判定での一次判定結果の変更率 

 

年度別 

Ａ変更なし Ｂ軽度変更された Ｃ重度変更された （Ｂ+Ｃ） 

平成18年度10・11月判定 71.6％ 7.8％ 20.6％ 28.4％ 

平成19年度10・11月判定 71.3％ 7.7％ 21.0％ 28.7％ 

平成20年度10・11月判定 71.2％ 7.6％ 21.1％ 28.7％ 

平成21年度10・11月判定 78.7％ 3.1％ 18.2％ 21.3％ 

平成21年度10・11月判定 82.6％ 3.1％ 14.2％ 17.3％ 

平均変更率 75.08％ 5.86％ 19.02％ 24.88％ 

*前出の「要介護認定に係る集計結果について」頁二〇に示された「二次判定での一次判定結果の変更割合の比較（全体）」図

にもとづき作成したもの。 

  

47 要件事実の認定の当否にかかわる不服申し立てが大量になされる処分に関して、処理人員

や処理期間の制約から処分を行う際の審査に一定の限界があるなどの場合について、行政に

よる自己統制の観点から、処分の事案や内容などを容易に把握できる行政機関に対して、簡

易な手続により見直しを求める手続として、今年六月に第一八六回国会で全面改正した新行

政不服審査法（平成二十六年六月十三日法律第六十八号）では、第一章総則第五条に「再調

査の請求」の規定がおかれ、また第三章（五四～六一条）に「再調査の請求」手続が設けら

れる（同改正法の検討について、前田雅子「行政不服審査改正の論点」法律時報八六巻五号

（二〇一四年）八二～八七頁、市橋克哉「行政の変化と行政不服審査法改正 : 多治見市是

正請求審査会の経験をふまえて」自治研究九〇巻十二号（二〇一四年）三三～五五頁を参照）。

同改正法五条一項の規定により、「再調査の請求」は、法律に「再調査の請求」をすること

ができる旨を定める場合などに限定的に認められる。総務省行政管理局が平成二五年六月二
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一 日 に 公 表 し た 「 行 政 不 服 審 査 制 度 の 見 直 し 方 針 」

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000232877.pdf 最終アクセス 2014/12/24）では、

「大量に行われる処分などについては、審査請求の前段階として、『再調査の請求』を個別

法で設けることを認める」との説明がなされている。現行介護保険法一八八条では、要介護

等認定に対する審査請求の事件に関して、専門の事件を調査させるために、介護保険審査会

は都道府県の任命により保健・医療または福祉に関する学識経験をもつ専門調査員をおくこ

とができる、という規定がある。ところが、同条は「再調査の請求をすることができる」規

定と解されうるかどうかは明白とはいえない。なお、前出の改正法と同時に成立した「行政

不服審査法の施行に伴なう法律関係法律の整備等に関する法律（平成二十六年六月十三日法

律第六十九号）」では、介護保険法の一部改正が含まれているが、「再調査の請求をすること

ができる」旨の規定は同改正案においても見当たらない。 

もちろん、簡易迅速な権利救済および行政における効率的な事務遂行の両方に資する側面

から、金銭やサービスを提供する処分を大量に作成する場合に、行政処分の手続では機械的

な一律の基準で処理し、不服申立てが出た段階で精密にその事案に即した検討を行うという

機能分離の考え方は、一定の説得力を有するかもしれない。しかしながら、不服申立て手続

を利用しなければならないという面から見れば、利用者の負担が重いために、より慎重な姿

勢をとるべきである、という見方も見られる（たとえば交告・前掲注 5・二八七～二八八頁

などを参照）。何よりも、介護または社会福祉分野においては、利用者のニーズに応じて必

要な給付を即時かつ積極的に提供することが第一の要務である。給付の適正性と効率性の両

立を実現するためには、たとえば介護保険制度のように、介護保険審査会に審査請求を行う

事後的審査手続よりも、介護認定審査会による二次判定という事前手続を活用・充実するこ

との方が、より実効性があるものと考えられる。なお、今回の法改正について、救済態様を

検討し、処分発効前の手続と不服申立て手続との峻別を指摘し、両者間の接合問題を提示す

るものとして、稲葉一将「行政不服審査法改正と救済態様」法律時報八六巻五号（二〇一四

年）八九～九〇頁などを参照。 

48 すなわち、行政の便宜のため、各事案の特殊事情を合理的かつ充分に考慮せず、要件事実

を取り出すあるいは法令解釈を限定するためのシールドとして、詳細な基準を利用した現

象を指す。秋元・前掲注 6「福祉の権利と社会福祉行政」・三九頁（同『福祉政策と権利保

障 社会福祉学と法律学との接点』（法律文化社、二〇〇七年）所収、二六頁）を参照。そ

して、高訴訟第一審判決（金沢地裁平成十一年六月十一日判決・判例時報一七三〇号十一

頁）の評釈において、他人介護費の特別基準が原告の要求をはねのける機能として用いら

れていたことについて批判がなされた際、当該事件が「基準のシールド効果」の具体例で

あると指摘されている（秋元美世「生活保護における『必要即応の原則』と『自己決定』

の問題をめぐって―石川県心身障害者扶養共済年金収入認定事件― (金沢地裁平成十一年

六月十一日判決・判例自治二〇三号五六頁)」自治総研二七五号（二〇〇一年）二五頁を参

照）。また、行政判断の構造について、基準の適用により考慮すべき事項を考慮しないこと

http://www.soumu.go.jp/main_content/000232877.pdf


 

 164 

                                                                                                                                         

を逆に正当化させることに注目し、具体的な基準が実際に適用される際の一般現象として

指摘するものとして、交告・前掲注 5・二八一頁などを参照。 

49 たとえば、平成二二年十月十三日和歌山県介護保険審査会裁決（未登載）がある。同介護

保険審査会は、異なる選択肢可能の調査項目を総合的に検討し、要介護認定等基準時間に増

加が見えられたとして、本件審査請求を認容する裁決をした。その後、保険者たる田辺市は

当該裁決が違法であると主張して本件裁決の取消しを求める訴えを提起した。ところが、和

歌山地方裁判所は本件裁決の違法性の有無を判断せずに、次の理由により原告適格を否定し

て訴えを却下した。すなわち、国の社会保障制度の一環である介護保険事業に関して、介護

保険者の地位を「私的な保険事業と同視することはできな」い一方、「行政主体である市町

村が……被保険者である住民の権利の保護を目的とするものではな」いため、本件訴訟は抗

告訴訟の性質に反する。また、介護保険審査会の設置は「行政の第三者機関による処分の是

正を可能とし、もって、被保険者の簡易迅速な権利救済を図る」のであり、その裁決は「関

係行政庁である保険者の市町村を拘束する」、と（和歌山地裁平成二四年五月十五日判決・

判例集未登載）。 

50 福祉分野において裁量の適正な判断を行うため「行為準則と裁量の適正な混在」が可能で

あるという考え方は早期から提示されている。神長・前掲注 6「福祉と行政法」・七五頁を

参照。 

51 すなわち専門性確保手法の分節化現象である。これについては、拙稿・前掲注 1・二四六

～二五〇頁を参照。 

52 拙稿・前掲注 1・二七〇～二七五頁を参照。なお、今年六月十八日に成立した医療・介護

総合確保法に含まれる介護保険法の一部改正により、同法一一五条の四五第二項第三号に掲

げる事業（介護サービス計画の検証と被保険者のための包括的かつ継続的な支援を行う）の

効果的な実施のために、市町村は、介護支援専門員、保健医療および福祉に関する専門的知

識を有する者、民生委員その他の関係者等により構成される会議をおき、支援対象被保険者

に関する必要な支援体制を含めて適正な支援を図るために必要な検討を行う、という規定は

新設される（改正法一一五条の四八第一項・第二項）。上記の検討を行う際に、必要がある

と認めるときは、会議は関係者等に対して資料提出・意見の開陳その他必要な協力を求める

ことができると規定されている（同条三項）。そこで、当該要請があった場合には「関係者

等が協力するように努めなければならない」こと（四項）、および会議の事務に従事する者

または従事した者が守秘義務を有すること（五項）は明文の規定があるが、しかしながら、

この会議の法的性質とは何か、またその検討結果がどの法的効果をもつかはそれほど明らか

でない。 

53 たとえば、介護サービスの提供の際に、介護保険法令から求められる専門性とは何かにつ

いて、「安全性確保」、「個人の状況に応じた適切な介護」、「医療、その他福祉関係機関・職

との連携」、「自立支援」、「権利擁護」、「余暇の善用」をその具体的内容として掲げている見

解は見える。恒吉和徳「介護従事者の量的・質的確保に関する法政策的検討―質確保の重要
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性とその確保責任を中心に―」社会保障法第二五号（二〇一〇年）一七五頁を参照。 

54 この点について、三浦・前掲注 5・一一七～一一八頁では「行政活動の専門技術性が高度

なものになるにつれ、実定制度上、行政庁は第三者機関による判断を尊重したうえで処分を

下すという仕組み」の下では、「行政庁の専門技術的判断は多くの場合、専門家集団により

なる第三者機関の判断に依拠するになっており、必ずしも行政庁はその属性として、専門技

術的判断を専管的になしうるという図式には法制度上なっていないものが多い」とのべ、こ

こでは、「行政庁の専管的事項」であるかどうかについて「もっと始原的な要素」を探求す

べきであると指摘している。 

55 前掲注 10 の「要介護認定等の実施について」局長通知の（別添３）「主治医意見書」を参

照。 

56 この点について、塩野・前掲注 5・一二九～一三〇頁では、逆に専門家集団が関与してい

ない場合には、「如何に専門技術的問題といえども、行政庁の裁量性は認められない」と指

摘している。 

57 前掲注 41 の「運営要綱」に示された開催の手順の「２）審査および判定の手順」部分を参

照。 

58 社会福祉分野における裁量統制の基本的内容について、「不必要な裁量は排除し、必要な裁

量についてはその行使の限界づけ、体系化、抑制を図ること」を説き、法律による裁量の

限界づけにより不必要な裁量を排除するとともに、裁量基準の策定により必要な裁量の権

限行使の体系化を行うことにより、恣意的でない適正な裁量権行使を求める、という考え

方が以前から説かれている。神長・前掲注 6「福祉行政における裁量と手続」・二四六頁を

参照。こうしたとらえ方は、柔軟かつ積極的な対応を要する介護や福祉分野にとっても適

合的であると考えられる。 

59 また、教科書検定について「学術的、教育的な専門技術的判断であるから……文部大臣の

合理的な裁量」を認め、教科用図書検定調査審査会の判断の過程に「看過し難い過誤があ

って、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、右判断は、裁量権

の範囲を逸脱」すると判示した最高裁平成五年三月十六日第三小法廷判決（民集四七巻五

号三四八三頁）においても、類似の審査判断の仕組みが示されている。こうした「行政決

定過程における組織的分離」の仕組みの制度趣旨を踏まえ、裁量を肯定しつつ、その判断

過程の合理性について審査密度を高めた司法統制をする判例法理は、「組織的分離下での判

断過程統制手法」として整理されている。橋本・前掲注 5・五二一～五二二頁を参照。 

60 宮田三郎「裁量と専門技術性」別冊ジュリスト一五〇号『行政判例百選Ⅰ〔第４版〕』（一

九九九年）一六九頁を参照。 

61 専門技術的な判断に対するコントロールに関しては、専門家による専門家的コントロール

がもっとも有効であり、そのほかには、裁判所による法的統制については、「行政決定を

行う行政庁の構成・権限・機能から見て、中立的な判断を行うに相応しい行政機関といえ

るかどうか、あらゆる代替しうる科学的認識……意見を反映できる手続が確立されている
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かどうか、という組織的かつ手続的コントロールが重要である」と指摘されている。宮田・

前掲注 60・一六九頁を参照。また、社会福分野においては、専門的知見をもつ専門職や専

門家を関与させる必要性が認識されつつ、この「専門技術裁量の統制としては、まず専門

家内部の規律を前提」に、組織法的統制とともに手続規範の定立・公表が要請されると説

かれている。前田・前掲注 6・三〇～三一頁を参照。なお、近時、アメリカ法との比較研

究に関して、医療法分野における専門職自主法の法化現象に着目し、専門家集団の自己規

律にもとづき策定された行動規範（自己規整ルール）が国家制定法としての公的規制に組

み入れられる現象について、法秩序の制御のための道具としての自己規整ルールあるいは

自主規制の規範が「行政法」に作り上げられる上での理論構成を試みるものとして、安田

理恵「行政法を構成する専門職自主法（一）～（四・完）」名古屋大学法政論集第二四八

＝二四九＝二五一（二〇一三年）＝第二五三号（二〇一四年）を参照。 

62 社会保障領域において、裁量の逸越・濫用の法理により処分の違法性を問うには、「『通達』

という形式で示されている行政庁の要件解釈」について、いかなる理由にもとづき裁量を

認める「固有の何らかの基準」の有無、そしてこうした「行政の一般的規律としての性格

をもつ各種の準則の性格と機能」を明らかにしておくべきである、という見解がある。又

坂・前掲注 6「社会保障受給権と行政裁量の関係についての若干の考察（一）」・一四七～

一四八頁を参照。また、社会福祉サービスの過程を念頭に、「各々の判断過程に即した考慮

事項の整序および適正化」をはかることにより、給付決定にかかる裁量の統制を講じるべ

きとの指摘もなされている。前田・前掲注 6・二四～三二頁を参照。なお、近時、高木・

前掲注 31・八〇頁以下では、健康保険法にもとづく保険薬局指定拒否処分取消等請求事件

の第一審判決（東京地裁平成二四年十一月一日判決、判例集未登載）を検討するに際して、

同法五六条三項各号にいう指定拒否事由の解釈適用について「保険薬局及び保険薬剤師療

養担当規則」という省令とそれにもとづく通達などの内部基準が規律の機能を果たすこと

に注目し、これらの規定から指定の裁量権限を規律する行為規範の内容や考慮要素を抽出

する作業を具体的に示している。 
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第二節 公的介護水準の基準化  

介護給付を受けようとする被保険者は、自らが要介護者に該当すること、および該当する要

介護状態区分または要支援状態区分について、市町村による要介護等認定を受けなければなら

ない（介護保険法十九条一項・二項）。介護給付に関しては、厚生労働大臣が法令にもとづき支

給限度基準額を定める
1
。居宅介護サービス費または介護予防サービス費の支給については、要

介護状態等区分に応じて厚生労働省告示で規定されている（同法四三条二項、五五条二項）
2
。

これらの条文から構成された介護保険制度では、要介護等認定の実施については要介護状態と

いう概念が用いられ、要介護状態等区分に対する介護給付の支給上限が標準化され序列化され

ている。そこでは、定型的な介護保険給付を中心とする介護契約が要介護等認定により制約さ

れる、という特徴が存する
3
。二〇一四年六月十八日に参議院で可決され国会を通過した「地域

における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（平成

二十六年六月二十五日法律第八十三号。以下、単に医療・介護総合確保法という）に含まれた

介護保険法の一部改正（以下、単に二六年改正法という）により
4
、二〇一五年四月一日から、

特別養護老人ホームの入所資格者は要介護度三以上の要介護被保険者（厚生労働省令で定める）

に限定されることとなっている（二六年改正法八条二一項前段・二六項）。これにより、介護契

約に対する要介護等認定の規律的効果がいっそう顕著になる。  

ところで、介護保険制度では、介護給付は要介護状態等区分ごとに標準化された定型的なも

のとして規定されているので、利用者の要介護状態にふさわしい介護サービスをどのように実

現するかが問題になる。そこでは、要介護等認定の適正性問題だけでなく、もう一つの異なる

次元の問題が存在する。すなわち、要介護等認定の核心部分たる要介護状態等区分とは何か、

それはいかに設定されるか、さらにその内容の適否など、実体的判断の準拠すべき規範のあり

方という問題である。前節でのべたように、要介護等認定の適正な判断については、調査判定

手続による公正性の確保が重要である。それに加えて、要介護等認定、より厳密にいえば要介

護状態等区分の審査判定にあたっては、それが依拠すべき審査基準または解釈基準と審査判定

の結果との間に密接な関連性がある。他方、介護保険法にもとづく諸給付の支給上限は、要介
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護状態等区分に応じて示された支給限度基準額の規定により定められるとともに、また、介護

サービス利用の対価とその支給の額も厚生労働大臣の定める介護報酬とその算定方法に係る規

定によって規律されている（以下、あわせて介護報酬に係る算定基準という）。この点、介護サ

ービスの提供がいかになされるかは、介護契約の履行に係る問題であり、提供されたサービス

に要する費用の査定支払にあたっては、介護報酬に係る算定基準への適合性だけでなく、指定

介護サービス事業者から提供されたサービスが厚生労働省令で定める指定・事業運営基準をみ

たすことが、介護サービス費の支払請求の適正性要件として要求される。以下、とくに説明し

ない場合、介護保険法の目的を実現するために、国や地方公共団体が法により政令、省令、告

示または通達もしくは条例などをもって介護保険法の規定を詳細化する一般的行為準則全般を

あわせて介護基準と総称し、必要な介護保険給付の実施にあたって準拠すべき準則としてとら

えておく
5
。  

これらの規定には、指定介護サービス事業者や市町村などの適用対象を直接に拘束するもの

もあれば、行政機関が一定の意思や事実を公示するものや行政の内部規範にとどまるものもあ

り、介護保険関係法令の適用解釈の際に、これらの規定の効力が直接間接に要介護被保険者の

地位を左右することがある。そのため、介護基準によって具体化される介護保険制度の下で、

適切な介護給付のあり方を問うには、介護基準がいかなる機能を果たすか、どのように適用さ

れるかなどの問題をも視野に入れることが必要となる。こうした問題については、介護基準の

諸規定の実態を把握し、その法的性質を明らかにすることが一つの手がかりとなる。もちろん、

介護基準の法的性質と拘束力の問題は行政立法の一般理論に属する問題であるが
6
、そこにはな

お検討の余地が残されている
7
。近年、介護保険法をはじめとする社会福祉立法においては、介

護や福祉サービスに要する費用の部分的補填を行う前提の下で、定型的な給付の受給に関する

法形式として給付決定と利用契約の組合せが予定され、また、介護サービス給付費等の審査支

払あるいは事業者による代理受領などが規定される、という制度的仕組みが多く採用され
8
、こ

れらにおいては、おおむね基本的に同じ法構造が示されている。そうすると、介護基準の法的

性質とその適用に関する問題の整理と検討は、介護保険制度だけではなく、社会福祉分野全般

に共通する基準化の把握にも有益であろう。さらに、二〇〇六年に成立した地方分権改革推進
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法を経て、二〇一一年四月二八日、同年八月二六日と二〇一三年六月七日に三回で成立した「地

域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」

（国会成立の時間順により「第一次一括法」、「第二次一括法」および「第三次一括法」と称さ

れる）にもとづき、いわゆる第二期地方分権改革が進んでいる
9
。この第一次・第二次一括法に

は、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法などの社会福祉関係の法律の改正が含まれて

いる
10
。上述した根拠法律の改正は、地方公共団体の活動に関する法令の規律密度を緩和し、

条例制定の範囲を広げることを目指し、施設・公物設置管理の基準および計画等の策定事項を

義務づけ・枠付けの対象としたうえで、基準設定を条例に委任している。また条例を定めるに

あたっては、厚生労働省令で定める基準について「従うべき基準」、「標準」と「参酌すべき基

準」のいずれかに整理し、条例制定権の範囲を明らかにしたものとされている
11
。地方公共団

体の条例制定権への国の関与が縮減・限定されたという点では、こうした法改正は地域の自主

性・自立性の向上に資するといえるが、しかしながら、介護や福祉サービス保障の最低基準と

は何かはそれほど明確とはいえない。国の基準との間の関係はいかに捉えるべきか、これらが

憲法や介護保険法の保障する水準に適合するか否かについてなお検討する必要がある。  

そこで、以下、本節では、公的介護給付の水準を規定する介護基準の諸態様とそれからなる

制度的仕組みを分析したうえで、法による覊束との距離から介護基準の法的性質を検討する。  

一 介護基準による規律効果 

介護保険法は、特別の規定があるものを除くほか、「この法律の実施のための手続その他その

執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。」と規定している（二〇四条）。ここでは、

まず、介護保険法にもとづく種々の保険給付にかかわる諸規定を整理しておく。  

介護保険給付に係る権利実現のあり方についての介護保険法の定めは、大まかに次のように

表すことができよう。すなわち、同法とそれにもとづく省令または規則で定める調査、審査お

よび判定の手続が適正に行われれば、個々の被保険者の要介護状態が正確に把握され、またこ

うした要介護状態等区分によって自動的に算出された介護サービス費の支給額は、被保険者ご

との要介護状態にふさわしい保険給付ともなる、というものである。要介護等認定を受けて介
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護給付費により定型的な介護サービスを利用する要介護被保険者から見れば、介護利用をめぐ

る権利実現過程に順次に適用される介護基準はさまざまである。こうした介護基準は、通則的

規定のほかに、保険財政、専門職養成と事業の事後監督を含む提供体制の整備、要介護状態等

区分に係る要介護認定、介護サービスの指定範囲とその費用算定・支給限度、指定介護サービ

ス事業の設置・事業運営に係る事項などの類別に整理することができる。そのなかで、要介護

状態等区分に係る判定基準、介護報酬に係る算定基準、指定・運営基準は、介護保険給付に関

する主な規定であるといえる。これらの規定が適用されたうえで、介護利用の法律関係の形成

または確定にあたって、その法的効果が直接または間接に要介護被保険者にも及ぶことがある。

以下では、この点に留意しつつ検討を進める。  

１ 要介護状態に係る判定基準  

要介護等認定は、被保険者の要介護状態等とその区分に関する調査・審査判定を行い、介護

の必要とその程度に応じて要介護被保険者を区分するものである。要介護等認定の実施にあた

っては、要介護状態とその区分が当該調査判定作業の中心をなす。要介護状態等区分とは、「要

介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
12
」（以下、単に判

定基準という）一条・二条において、介護や支援の必要の程度に応じて要介護認定等認定基準

時間で示された各号の数値による区分を指す。介護の必要の程度について前出の要介護状態等

区分の数値基準をみたす場合、要介護被保険者が要介護状態あるいは要支援状態にあると判定

される（介護保険法七条一項・二項）。具体的にいえば、介護保険法にいう要介護状態等に該当

するか否かについての審査判定は、上記の判定基準とそれにもとづく「要介護認定等基準時間

の推計方法 13」（以下、単に推計方法という）にしたがい、被保険者の具体的な状況を要介護認

定等基準時間で換算してえた時間点数の合計をもとに、要介護度のそれぞれのランクにあては

める作業である。 

前述した諸規定の解釈・適用の仕組みに即して、要介護状態等区分を含む要介護等認定の審

査・判定手続において依拠される審査基準からその中核的要素を抽出すれば、介護の必要性の

有無とその程度について、《要介護認定等基準時間の推計を経て》→《厚生労働省令で定める要
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介護状態等区分の数値基準に達する場合》→《介護保険法七条の要介護状態等規定に適合する》

→《同法十九条の要介護者あるいは要支援者に該当する》→《要介護等認定を受ける》→《判

定された要介護状態等区分に応じた支給限度基準額が当該要介護被保険者についての介護給付

の上限として機能する》という図式が浮かび上がる。 

介護保険法では、いかなる要介護状態等区分に認定されるかによって介護保険給付の給付水

準が決まるという制度的仕組みが採用されている。この方式のように、要介護状態等を審査・

判定するに際しては、要介護被保険者ごとに推計される要介護認定等基準時間の合計数値が当

該判定の結果を支える根拠であり、要介護状態等区分を決定するためのもっとも重要な判断要

素である。基本的には、調査・判定手続が適正に行われることを前提として、要介護認定等基

準時間の推計数値が多ければ多いほど、要介護状態等区分について高い要介護度に当たる要介

護等認定を受けやすく、これにともなって適用される支給限度基準額も上のランクに当たるこ

とになる 14。要介護認定等基準時間の推計数値が少ない場合には、その結果は逆となる。推計

された数値の多寡により要介護状態等区分の結果が左右される。このようにして、各要介護被

保険者に支給される介護給付の上限は、事案ごとに算定された要介護認定等基準時間の合計数

にもとづき自動的に決まる。他方、前述した推計方法に関して、要介護認定等基準時間に含ま

れる必要な援助活動の種類と対象範囲を狭く設定すれば、介護の必要性が認められにくくなる。

また、必要と認める援助活動に関する時間点数の付け方を厳格にすれば、項目別の推計数値の

みならず、事案ごとの要介護認定等基準時間の合計数値も低くなってくる。逆にこれを広く設

定すれば、合計数値が高くなるために、介護の必要程度が高く判定される可能性もある。こう

した制度的仕組みの下では、介護の手間または所要時間に関する推計方法とその根拠である判

定基準は、要介護被保険者の選別のための要介護等認定に係る権限行使のあり方を具体的に規

定して規律するものであると解される。 

２ 介護報酬に係る算定基準  

介護保険法第四章の各条の規定のほか、保険給付となる介護サービス費用の支給および指定

介護サービス事業者の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令すなわち施行規則で定めるも
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のとされている（四一条十二項、四二条の二第十項、四四条二項、四五条二項、四六条八項、

四八条八項、五三条八項、五四条の二第十項、五六条二項、五七条二項、五八条八項）。同法四

一条の居宅介護サービス費の支給を例にとると、この費用は厚生労働大臣が同条四項各号に掲

げるサービスについて定める算定基準により算定した費用の額の九割に相当する額として、厚

生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り支給する（同条二項・四

項）。四四条の福祉用具購入費および四五条の住宅改修費を除き、前述した算定の仕組みは、基

本的に介護サービスに要する費用の額を算定するための共通のものである。ここでは、保険給

付の適用対象となるサービスの種類とその費用算定の方法、支給手続や支払いなどについて、

同法上一般的な規定が定められている。介護保険給付となる介護サービス費の支給額はこれら

の規定にしたがって算定される。しかし、支給額の算定にあたっては、前出の介護保険法上の

諸規定にもとづくのみではなく、要介護状態等区分に応じて支給上限のランク付けを規定する

区分支給限度基準額、介護サービス種類別の支給標準や計算方法などの算定基準の詳細が、厚

生労働省告示によって定められている
15
。これらの算定基準はいわゆる介護報酬に関する規定

であり、基本的に介護サービスの種類別に介護給付費単位数表で掲げられている。各介護給付

費単位表においては、当該介護サービスについて細目の類型が設けられ、各細目ごとに一回の

利用あたりの単位数が掲げられている 16。 

指定介護サービス事業者から介護サービス費の請求があったとき、市町村は前出の介護報酬

の算定基準および同法に規定する指定介護サービスの事業の設備および運営に関する基準など

に照らして審査した上で支払うものとされている（介護保険法四一条九項）。こうした審査や支

払に関する事務は、同条十項により各都道府県の国民健康保険連合会（以下、単に連合会とい

う）が市町村から委託を受けて行うものとされている（一七六条一項一号） 17。連合会は上記

の委託を受けて介護給付費請求書の審査を行うために、指定介護サービス担当者代表、市町村

代表および公益代表から構成される介護給付費審査委員会をおく（一七九条および一八〇条）。

介護給付費審査委員会は必要があると認めるとき、都道府県知事の承認をえて、当該請求にか

かわる指定介護サービス事業者または介護保険施設に対して報告や帳簿種類の提出・提示を求

め、あるいは当該事業所の長または介護保険施設の開設者・管理者もしくはサービス担当者に
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対して出頭・説明を求めることができる（一八一条） 18。 

そこで、介護報酬の審査と支払いは次の「図６：介護報酬の支給･支払について」のように行

われている。そのうち、連合会による点検・査定と支払に注目して、事業者の請求が適正でな

い場合の判断プロセスを図式化すると、《指定介護サービス事業者から事業所在地の連合会へ請

求》→《請求の記載内容の点検》→《給付管理票をもとに介護給付費明細書と照合する》→《介

護報酬に係る算定基準と設備・運営基準にもとづき請求が適正でない》→《請求額の減額決定》

→《査定額の支払》という図式が成立する 19。 

【居宅介護支援事業者】 

 

介護サービス計画 

 

A 給付管理票 

B 介護給付請求書 

C介護給付明細書 

【指定介護サービス事業者】 

 

サービス提供票・別表 

 

B’介護給付請求書 

C’介護給付明細書 

 

【要介護等認定を受けた 

被保険者】 

 

サービス利用票・別表 

 

【市町村・保険者】 
【事業所在地の国民健康保険連合会】 

［介護給付費審査委員会］ 

*事業者、受給者の資格、請求の記載内容などの点検 

**Aと C+C’の照合 

***請求が適正（介護報酬に係る算定基準と設備・運営基準に適合する） 

居宅介護

支援提供

の依頼 

介護サー

ビス計画

と利用票

交付 
介護サービス

計画の依頼の

届出 

介護サー

ビス計画

による依

頼と調整 

審査後 

請求 

＊審査・支払い

事務の委託 

*支払い 

サービス提供表

により限度額内

で請求する 

介護サービス契約によりサービスを提

供する際に、一割利用者負担を徴収する 

【図６：介護報酬の支給･支払について】 

（社会保険研究所『介護保険制度の解説〔平成二四年四月版〕』（二〇一二年）一四〇頁の図にもとづき作成） 

支払い 

*報告、帳簿書類の

提出・提示、出頭・

説明を求める。 

*支払い 
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介護報酬の支給については、基本的には、要介護被保険者が介護サービスを受けた後にはじ

めて申請することができる。指定介護サービス事業者による代理受領を前提に、介護報酬の査

定と支払は、介護保険法八条二三項の居宅介護支援と結びつけられた給付管理体制の実務運用

にともなって行われている 20。たとえば、居宅介護サービス費の請求に関して、現行介護報酬

制度の下で、連合会が当該支払請求を審査する際には、介護サービス計画にあわせて、居宅介

護支援事業者がサービス提供票・別表にもとづき作成した給付管理表をもとに、指定介護サー

ビス事業者の介護給付費明細書と照らし合わせて、支給限度額などの審査が行われる 21。そし

て、「指定介護サービスに要した費用の額」を算定するにあたっては、具体的なサービス内容と

所要時間を特定するために、指定介護サービス事業者からサービス提供証明書、介護サービス

計画やサービス実施計画記録等の作成と提出が必要である。 

これに関して、裁判例は、介護サービス計画に定められたサービスの種類、内容、回数など

が要介護被保険者と指定介護サービス事業者の介護契約の内容を構成し、指定居宅介護サービ

スに要する費用の額を算定する際に、こうした有効に成立した契約の内容が費用算定の基礎と

なる、という理解を示している（松山地裁平成十五年一月四日判決・判例集未登載、高松高裁

平成十六年六月二四日判決・判タ一二二二号三〇〇頁） 22。また、所定書類の未提出、抽象的

な記載あるいは厚生労働省令で定める運営基準所定の事項が記載されなかった場合に、当該介

護サービス費の請求は支給要件を満たしていないものとして、それを支給しない処分は違法で

はない、と判示した下級審判決がある（東京地裁平成二〇年二月二二日判決・判例集未登載、

いわゆる東京目黒区介護給付費不支給決定取消請求事件）。 

このように、連合会での点検と査定は介護給付費審査委員会が行い、主に、介護サービス計

画の実施状況を示す給付管理票と介護給付費の請求内容とのずれがあるか否か、請求された費

用の算定が正確であるかどうかについて審査する。後者の請求額の査定においては、介護報酬

に係る算定基準にしたがって算定した額の正確さを確かめるものとされている。その際、介護

保険法にもとづき請求できる介護報酬は、算定基準で定めるサービスの範囲（細目とその時間

単位）内にあるものに限られる。介護保険法による諸給付、とりわけ各要介護被保険者の利用

上限と種類ごとの利用頻度（給付量とその内訳）は、原則的に前述した算定基準と支給限度基



 

 175 

準額の規定により決定されている。そのため、介護サービス計画の策定あるいは介護サービス

の提供にあたっては、将来支給されうる介護報酬の見込みを考えれば、指定介護サービス事業

者が算定基準の諸規定を参照し、そして、それに誘導されて規律されるということが想定され

ている 23。そこでは、介護報酬の算定とサービス別の報酬点数の評価のあり方は、介護サービ

スの提供について、利用可能な見込み量のみならず、その質にも影響を及ぼすことが考えられ

る 24。 

また、請求の額にとどまらず、請求明細に示されたサービスの内容も点検・査定の対象とな

っている。そこでは、指定介護サービス事業者とその提供する介護サービスが介護保険法とそ

れにもとづく指定・運営基準に適合するか否かについて、事後のチェックがなされている。実

務上では、提供された介護サービスが上記の基準をみたさなかったために、介護報酬の請求が

適正でないと認められた場合、請求額の修正が求められるか、あるいは減額決定がなされてい

る 25。その上で、指定介護サービス事業者が設置・運営基準をみたして介護サービスを提供す

ることが介護報酬の支給条件となっている。そして、介護報酬の査定にあたっては、支給内容

の適正さについて、前述の支給要件との適合性を審査する。他方、指定介護サービス事業者が、

偽りその他不正の行為により介護報酬の支払いを受けたときは、市町村は当該事業者からその

支払った額について返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に一〇〇分の四

〇を乗じてえた額を徴収することができると定められている（介護保険法二二条三項）。同項の

規定に関して、たとえば指定介護サービス事業者の「指定申請が違法に行なわれた……個別の

介護報酬の請求は偽りその他不正の行為によりなされたものと優に推認することができる」と

する下級審の判決がある（大阪地裁平成二〇年一月三一日判決・判例地方自治三一一号六九頁

とその控訴審である大阪高裁平成二一年七月二三日判決・判例集未登載 26）。 

このように、本来は指定介護サービス事業者を拘束する指定・運営基準や介護報酬の規定は、

間接的に、要介護被保険者が利用した契約内容すなわち介護サービスの実施内容とその対価を

も規律している。以上の、介護報酬に係る算定基準を適用し、また指定・運営基準に関する事

業規制を事後に審査する、といった介護報酬の審査・支払の仕組みの下で、間接的にではある

が、これを介して介護サービスの利用内容のあり方を問うことが可能である 27。 



 

 176 

３ 指定・運営基準  

「適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効

率的に提供され」ることを二条一項で明定した介護保険法は、指定介護サービス事業者の適性

について、社会福祉法人であるか営利法人であるかを問わないこととして、供給主体の多様化

の方向を採用し、これを制度化した 28。これは、かつて措置制度の下で、介護給付につき行政

が老人福祉法により直接実施責任を担ってきたのと大きく異なる点でもある。介護保険法では、

直接実施責任から離脱した市町村を含む地方公共団体と国の責務は、介護保険事業の健全かつ

円滑な運営および介護サービス提供体制の確保にあるものと規定されている（五条）。介護サー

ビス提供体制の確保のため、「私人の活動の監督責任・保証責任を果たすようになった国や自治

体による再規制の具体的現れ 29」として、介護サービス事業者の指定制度が採用されている。

そして、介護予防給付の見直しと生活支援サービスの充実のために、医療・介護総合確保法の

成立とともに行われた二〇一四年六月の介護保険法の一部改正により、訪問介護・通所介護サ

ービスは、二〇一五年度から二〇一七年にかけて、介護予防給付から地域支援事業へと統合さ

れ、新たな「介護予防・日常生活支援総合事業」として市町村が実施するべきものとされてい

る（二六年改正法一一五条の四五第一項）。こうした総合事業の実施方法として、事業者への委

託等のほか（一一五条の四七第四項）、介護予防給付と類似した指定事業者制度の導入が新設さ

れる（二六年改正法一一五条の四五の三、一一五条の四五の五第一項）。地域支援事業の拡大と

上述した総合事業に係る市町村の実施義務化からは、一見すると当該事業の実施責任が市町村

にあるようにも見える。しかし、事業実施の委託と指定事業者制度の導入などの規定をあわせ

てみると、市町村の地域支援事業についても、市町村は介護サービスの提供に関して直接実施

責任から離脱し、事前の指定と事後の監督に重点をおく公的規制の責任へと移行していること

が看取される 30。 

指定介護サービス事業を行う者の申請があったときは、都道府県や市町村は、厚生労働省令

または条例で定めるところにより、介護サービスの種類と事業所ごとに指定を行い、また指定

した場合には公示するものとされている（介護保険法七〇条、七八条、七八条の二、七八条の
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十一、七九条、八五条、八六条、九三条など）。一定の要件をみたさず、欠格事由に該当する場

合、あるいは要件をみたしても適切な事業運営と認められない場合には、介護保険法の対象と

なるサービス事業者として指定してはならないとされている 31。これは指定制度の基本的な仕

組みである 32。前述した指定の欠格事由は、介護保険法のほかに、主に介護サービス事業に関

する指定・運営基準の規定をみたさないことをいう 33。第一次一括法（平成二三年五月二日法

律第三十七号）に含まれる介護保険法の一部改正により、前出の指定・運営基準は、内容的に

厚生労働省令の基準にしたがい定めるもの、標準として定めるものおよび参酌するものとして、

都道府県や市町村が条例で規定するものとされている（七四条一～三項、七八条の四第一～三

項など）。そして、介護保険法上の指定を受けることにより、指定介護サービス事業者は何ら特

別な法的地位をえるものではないが、「介護サービス費を受ける供給主体であることを法的に確

認する」という法的効果が生じる 34。前出の介護報酬の審査支払と連動した構造の下で、基本

的には、指定を受けかつ指定が取消されていない場合に、介護報酬の支払について法律上の理

由が存在するものと解されている 35。 

そもそも、指定制度の下では、指定・運営基準の規制対象は指定介護サービス事業者である。

そこでは、事前の指定・事後の事業監督権限を行使する都道府県あるいは市町村と指定介護サ

ービス事業者が、前述した指定・運営基準により規律され、拘束される。しかし、前述した介

護報酬の審査・支払の際に、保険者である市町村への介護報酬の支払請求が適正であって、か

つ、支払った介護報酬について法律上の理由が存在することを説明する上で、指定介護サービ

ス事業者とその事業運営が指定・運営基準をみたすことが理由付けの一つとして認められてい

る。このことに鑑みれば、指定制度は介護サービス供給主体の形成とその事業の安定のための

仕組みであると同時に、介護サービスの質の維持のための仕組みとしての機能を担っているも

のでもある 36。この介護報酬の審査・支払と連動した指定制度は、要介護被保険者との介護契

約関係についてもかかわりを有するものの、それは直接的なものではない。しかも、指定介護

サービス事業者の指定、事業運営または介護サービスの提供のあり方について、指定・運営基

準は、一定の水準のサービスの提供を確保するための最低基準と位置付けることができるもの
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と解される。というのも、これらの規定は憲法二五条一項にいう「健康で文化的な最低限度の

生活」の基準を、指定介護サービス事業者または施設の設備・人員配置・事業運営および利用

者の処遇などについて具体化したものであり、介護保障の権利形成にとって重要な意義をもつ

ものとしてとらえられるからである 37。また、厚生労働省令や条例で定める指定・事業運営基

準について、指定介護サービス事業者または施設開設者等の遵守義務が定められている（七三

条一項、七八条の三第一項、八〇条一項、八七条一項、九六条一項、一一五条の三第一項、一

一五条の十三第一項、一一五条の二三第一項、一一五条の四六第四項）。そこでは、利用者の処

遇の内容とその質の確保責任は、当該サービスを提供する指定介護サービス事業者が直接に負

うこととなっている。これらの基準をみたしたところでは、要介護被保険者に提供される介護

サービスの内容が一定の水準を保っているものと想定されている。 

二 基準化の規範的意義 

１ 要介護状態に係る判定基準、介護報酬に係る算定基準および指定介護サービス事業者の

指定・運営基準は、介護保険給付の請求・支払いまたは支給対象となる介護サービスの提供の

あり方についての細目を規定している。以上の検討により、介護基準の規範的意義は、少なく

とも二つの点から導き出される。すなわち、一つは、介護の必要性に関する裁量権限の許容範

囲と行為準則が、要介護状態に係る判定基準によって画定されていることである。もう一つは、

介護報酬の支払・審査が指定制度と連動したうえで、介護サービスの提供のあり方、とりわけ

介護契約の内容となる利用対価および利用者の処遇などが、介護報酬に係る算定基準および指

定介護サービス事業者の指定・運営基準によって規律されていることである。 

こうした介護基準の規定は、介護保険給付に関する制度的仕組み全般をつらぬき、解釈・適

用の際に相互に補充しつつ、複雑な解釈的仕組みを構成している。そこでは、要介護被保険者

―保険者―指定介護サービス事業者の三者の間において、そのうちの両者が当事者となる両極

的法律関係がいくつか現れてくる。たとえば、保険者である市町村の要介護被保険者に対する

要介護等認定の実施、指定介護サービスの提供事業者に対する都道府県や市町村の指定、指定

介護サービス事業者と要介護被保険者との介護契約の締結、介護契約の成立を前提に指定介護
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サービス事業者から市町村（実際には連合会）への介護報酬の支払請求などである。これらの

法律関係は互いに別個な存在として取り扱われることとされている。とはいえ、介護報酬の審

査・支払にあたっては、前述の諸介護基準との適合性を包括的に再チェックすることが可能で

ある。しかし、介護基準をみたすものと認められない介護サービスが提供された場合に、指定

介護サービス事業者の支払請求について、要介護被保険者は直接にその拒否を保険者たる市町

村に求めることはできない。ただ、多少迂遠であることは免れないとしても、介護保険法二三

条三項の不正な介護報酬の返還請求に関する住民訴訟においては、介護報酬の不正支給行為の

違法性を問うことにより、住民たる要介護被保険者が指定介護サービス事業者と保険者たる市

町村の法的責任を追及することはなお可能である 38。 

ところで、要介護被保険者と指定介護サービス事業者の間の介護契約においては、前出の介

護基準がどのように位置づけられるのか、これによる法的規律がどこまで及ぶのかは、それほ

ど明瞭ではない。たとえば、介護報酬の審査・支払の際に、指定居宅介護サービスの内容・回

数をどのように理解するか、またいかに評価するかなどについて、介護契約当事者間の合意に

より、厚生労働大臣が定める算定基準とは異なる契約の内容をなしうるか、あるいは介護基準

に違反する内容の契約に当事者が拘束されるのか、という問題がある。これらは、保険者、要

介護被保険者、指定介護サービス事業者の三者間の法律関係をどのようなものとしてとらえる

かにかかわっている。そのなかでも、介護契約の内容の解釈は、介護報酬に係る算定基準およ

び指定・事業運営基準の解釈と無関係ではなく、これらの規定の解釈・適用の整合性が問われ

ている。これらの点について、前述した介護基準の諸規定をモデル利用契約の内容に組み入れ

る試みや、消費者保護法理にもとづく法解釈の展開が見られており、民事法や社会保障法の観

点からさまざまな問題整理や理論提示がなされている 39。他方で、憲法二五条により保障され

るべき公的介護給付水準が介護基準によって具体化されるという観点から問題整理を行うこと

が、もう一つのとらえ方として求められるべきであろう。こうした問題は、介護基準の法的性

質とはいかなるものか、といった点にかかわるものと考えられる。以下、これについて検討す

る。 

２ （１）介護保険法にもとづき定められた介護基準に関して、採用された立法の形式は規
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範の内容ごとにさまざまになっている。一八一頁の「表 4 介護保険給付に関する介護基準の

立法形式」に示されるように、これらの規定は、主に政令、厚生労働省令・告示、通知などの

形式により定められている。 

同表 4 の整理によれば、介護保険法上、介護認定審査会の委員定数とその他の必要な事項は

施行令に、法律の解釈的規定や実施のための一般的手続・形式については施行規則に委ねられ

ている。個別的事項に関する補充的規定や数値基準などの事項は、個別の厚生労働省令または

「厚生労働大臣が定める基準」で規定するか、あるいは「厚生労働省令で定める基準」を「従

うべき基準・標準・参酌すべき基準」として都道府県や市町村の条例で定められている。根拠

条文の委任規定をあわせて見れば、指定介護サービス事業者の指定・事業運営などの事項につ

いて、「厚生労働省令で定める基準」が別掲の省令で定められるほかに、介護サービスに要する

費用の算定と支給限度については、「厚生労働大臣が定める基準」や「厚生労働大臣が定める額」

にかかわる規定が数多く見られる。これらの規定は、主に厚生労働省告示で数量的指標やその

計算式を示し、根拠法令の具体的な内容を詳細化している。内容的には、組織規程や特例給付

などの事項が政令で定められ、介護保険法の実施のための一般的手続・形式が施行規則に委ね

られるほかに、要介護等認定の審査判定、介護保険給付の支給とその対象範囲に関する詳細規

定は、個別の省令および告示でもって定められる。また、介護基準の具体的実施および運用方

法に関しては、各都道府県知事あての事務連絡として厚生労働省関係局長からの通知が発出さ

れている。 

ここにおいては、内容別に採用される立法形式が異なるとともに、法による覊束の密度もさ

まざまである。また、介護保険法上の要件規定あるいは効果規定、たとえば要介護状態等区分、

介護保険給付の法定範囲（指定サービスの種類、介護報酬の算定と支給上限）などについては、

根拠法律→政令→省令→告示（条例）→局長通知という順で、その内容が次第に具体化されて

いる。 
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表 4 介護保険給付に関する介護基準の立法形式（2014年11月現在。同年6月25日法律第83号介護保険法の一部改正は含まない。筆者作成。） 

類
別  内容 

立法形式 社会
保障
審議
会の
意見 

根拠条項 
(介護保険法) 

政令（施行
令）憲73⑥、内
閣11、行組11 

厚生労働省令行組12Ⅰ 厚生労働
大臣が定め
る基準（告
示）行組14

Ⅰ 

条 例 
局長通知・ 
事務連絡 
（通達） 施行規則 別掲の省令 

被保
険者
資格 

被保険者資格の取得・喪失その他の届出事項並
びに被保険者証の交付、  ✓      §12ⅠⅥ、 

要介護
認定 

要介護認定等の申請と有効期間（更新・変更認
定を含む）、取消し、サービス種類の指定の変更
申請等手続に関する必要な事項 

 ✓      
§27Ⅰ、§28ⅠⅡ、§
29Ⅰ、§30Ⅰ、§31Ⅰ、
§37ⅡⅢ、§39等 

認定調査の事項  ✓      §27Ⅱ、Ⅳ 

要介護・要支援状態区分、要介護認定等に係る
介護認定審査会の審査及び判定の基準   ✓     

§７ⅠⅡ、§27Ⅴ、§
32Ⅴ等 

要介護認定等基準時間の推計の方法    ✓    判定基準§3 

介護認定審査会の委員の定数 ✓従うべき    ✓   §15 Ⅰ 

介護認定審査会の必要な事項 ✓       §17 

要介護認定等の具体的な実施及び運方法      ✓   

介護認定審査会の運営、審査判定の手順      ✓運営要綱  §14 

介護
給付 

居宅介護サービス、施設サービス、介護予防サービス等
の用語  ✓      §8、§8の2 

市町村特別給付     ✓市町村   §18③、§62 

指定居宅サービス費、指定居宅介護支援費、指定地域密
着型サービス費、指定施設サービス費、指定介護予防サ
ービス費、指定介護予防支援費、指定地域密着型介護予
防サービス費等の算定基準、一単位の単価等 

   ✓    ✓ 
§41ⅡⅣⅤ、§42の2
Ⅱ、§46Ⅱ、§48Ⅱ等 

地域密着型介護サービス費の額の限度    ✓ 上限 ✓市町村   §42の2Ⅳ、 

福祉用具購入費、住宅改修費等の上限額の算定方法  ✓      §44Ⅳ、§45Ⅳ 

居宅介護サービス費・介護予防サービス費等区分支給限
度基準額、居宅介護福祉用具購入費・介護予防福祉用具
購入費支給限度基準額、居宅介護住宅改修費・介護予防
住宅改修費支給限度基準額 

   ✓    
§43、§44Ⅴ、§45
Ⅴ等 

介護保険給付費の支給に係る審査支払等手続  ✓ ✓     
§41Ⅷ・Ⅺ・Ⅻ、§42
の2Ⅵ・Ⅹ、§46Ⅷ、
§48Ⅷ 

特例居宅介護サービス費、特例施設介護サービス費等の
支給に係る離島その他の地域の基準 

✓   ✓    
§42、§42の3、§47、
§49、§51の4 

高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費（予
防介護を含む） ✓ ✓      §51、§51の2Ⅱ 

居宅介護サービス等の額の特例の支給要件（予防介護を
含む）  ✓      §50 

特定入所者介護サービス費の食事・居住費の負担限度    ✓    §51の3Ⅱ 

指定 
・ 
事業
運営 

介護サービス事業者の指定申請、介護老人保健
施設の開設許可申請、更新・変更、取消し、公
募指定等手続と公示 

 ✓      

§70、§70の2、§78、
§78の2、§78の5、
§78の11、§78の14
Ⅰ・Ⅱ、§79Ⅰ、§85、
§86Ⅰ・Ⅲ、§94、§
115の2Ⅰ、§115の12
Ⅰ、§115の22Ⅰ等 

指定居宅サービス、指定介護老人福祉施設、指定介護予
防サービス、指定地域密着型介護予防サービス等の事業
に関する人員・設備及び運営基準 

       §42Ⅰ②・Ⅱ、§73Ⅰ、
§74Ⅰ～Ⅳ、§78の4
Ⅰ～Ⅳ、§88Ⅰ～Ⅳ、
§115の4Ⅰ～Ⅳ、§
115の14等 

・従業員の基準とその員数 
・居室の床面積 
・事業運営に関する事項（サービスの適切な利用、適切
な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等） 

  ✓従うべき  ✓都道府県  ✓ 

 小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の
事業に係る利用定員（介護予防サービスを含む） 

  ✓従うべき  ✓市町村   
§78の4③、§115の
14Ⅲ③等 

 利用定員   ✓標準  
✓都道府県 
市町村 

 ✓  

 その他の事項   ✓参酌する  
✓都道府県 
市町村 

 ✓  

 指定居宅介護支援、指定介護予防支援等の事
業・事業所の人員及び運営基準 

  ✓    ✓ 
§81Ⅰ～Ⅲ、§115の
24Ⅰ～Ⅲ 

 介護老人保健施設の人員・設備及び運営基準のうち        

§97Ⅰ～Ⅴ 
 

療養室、診察室及び機能訓練室、医師及び看護師の員数 
(看護体制と病床等)   ✓     

 

・介護支援専門員の基準とその員数 
・事業運営に関する事項（利用する要介護者のサービス
の適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密
の保持等） 

  ✓従うべき  ✓都道府県  ✓ 

 その他の事項   ✓参酌する  ✓都道府県  ✓  

 介護老人保健施設が広告しうる事項    ✓    §98 
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憲法四一条とのかかわりにおいては、国家行政組織法十二条一項は、各省大臣は「主任の行政

事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づ

いて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」と定め、厚生労働大臣は同

法十四条一項により、「所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発するこ

とができる。」前掲の表 4 に照らして見れば、要介護認定等の審査・判定および指定・事業運

営に関する介護基準は、介護保険法の委任規定にもとづいて政令や厚生労働省令で定められる。

これらの規定は法規の性質を有するものと解され、行政手続法二条八号の「法律にもとづく命

令」であるが、ここでは、厚生労働省告示で定立される一般的規定、とりわけ介護報酬関係規

定の法的性質について同様に解すべきかが問題となる。 

（２）もっとも、告示は政令や省令のような法令そのものではなく、行政機関の意思決定ま

たは事実を不特定多数の者に対して公式に表示すること、またはこうした表示のために用いら

れる特定の形式を指すにすぎない
40
。生活保護法八条一項にもとづいて厚生労働大臣の定める

生活保護基準の公示のように
41
、厚生労働省告示の形式でもって法規命令が表示されることも

ある。生活保護や社会福祉分野においては、法規命令のほかに、認定内容の公示、指定行政機

関の指定や数値的標準の公示など多様な内容が厚生労働省告示でもって公式に表示されている。

生活保護や社会福祉関係法令に関して、根拠法律の委任規定が存在するにもかかわらず、国家

行政組織法十二条一項の省令の規定によらず、同法十四条一項により告示でもって委任立法の

定立行為を行い、通達や事務連絡の通知を発して具体的な運用を示すという方法は、従来の実

務においてしばしば見られる 42。 

介護給付費用の算定方法や支給限度基準額に関して、介護保険法では、「厚生労働大臣の定め

る基準」あるいは「厚生労働大臣の定める額」のような委任規定がある（四一条四項、四二条

の二第二項、四三条二項、四四条五項、四五条五項、四六条の二第二項、四八条二項など）。こ

の点からすれば、前出の告示された規定は行政手続法上の「法律にもとづく命令（処分の要件

を含む）又は規則」と解されよう。しかしながら、告示の形式で公示された規定については、

法律上の委任規定があるとはいえ、必ずしも法的拘束力が認められるものではないとされてい

る 43。この点については、告示で示される内容が多岐にわたり、したがってその法的性質も一
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様ではないため、根拠法令の授権の有無と当該規定の内容についての検討が必要である。同表

4 に示される立法形式のうち、厚生労働省告示で定める規定は、要介護状態等区分を測定する

要介護認定等基準時間の推計の方法、指定介護サービス費等に係る算定基準すなわち介護報酬

の単位・単価、諸保険給付の支給限度基準額と負担限度などを示すものである。根拠規定に照

らせば、法文上の「厚生労働大臣の定める基準」および「厚生労働大臣の定める額」にあたる。  

前章でのべたように、介護保険法による諸給付の受給については、要介護等認定を受けるこ

とを前提として、判定された要介護状態等区分によって保険給付の内容（サービスの種類と支

給上限）が自動的に決まるという方法が採用されている。そして、受給資格の有無すなわち介

護の必要程度の測定基準として用いられる推計方法、介護保険給付の内容を具体化するための

介護報酬に係る規定または諸給付の支給限度額に関する告示は、介護保険法によって保障され

る介護給付の具体的実現形態とその給付水準を示す行政立法である。この点に鑑みれば、告示

による介護基準の規定は、その性質上、法規としての性質を有する委任命令であると解するこ

とができよう 44。しかし、そうはいっても、そのうち介護契約に対する介護報酬の法的拘束力

は、介護保険法による介護給付についてのみ及ぶものであるという点に注意を要する。そうす

ると、介護保険給付対象以外の介護サービスに要する費用の算定はその適用範囲外にあるとい

うことになろう。したがって、保険対象外の介護サービス利用について、介護契約当事者間の

合意にもとづき介護報酬関係規定に即しない契約内容を締結することも可能ということになる。 

他方、介護契約の法律関係の形成について、省令で定める指定・事業運営基準の法的効果が

間接的に影響を及ぼすことがある。もっとも、介護サービスの提供について、指定・事業運営

基準の諸規定は、事業者に対する行政監督的な見地からの規制を行う性格を有するものであり、

違反があった場合の私法上の効果は明確ではない。そのため、現行法制度の下では、利用者が

その基準自体に依拠し、指定介護サービス事業者に対して介護契約の取消しや損害賠償請求等

をなしうると解することは困難であると説かれている 45。この場合に、法的責任を問うために

はさらなる法的根拠が必要となる。たとえば、指定・事業運営基準の規定についてモデル契約

を媒介としてあるいは介護契約の約款に取り入れることにより、その遵守義務を介護サービス

事業者の「善管注意義務」（民法六四四条）として構成することも可能である。また、事故があ
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ったとき、介護サービス事業者またはサービス担当者に対して不法行為・債務不履行による民

事損害賠償責任や刑法二一一条の業務上過失致死などの刑事責任を追及する際、前述した基準

をみたすことが認められなかったことは、当該介護サービス事業者とその所属職員に帰らせら

れるべき適切な注意義務の違反などを認定する根拠となる、という裁判例の傾向を指摘する見

解がある 46。こうした損害賠償法理は、介護保険給付サービスの利用についてはもちろんのこ

と、対象外のサービスについても当然に適用されるものと考えられる。 

（３）介護基準の規律内容を機能的にとらえれば、申請に対する処分に関する審査基準であ

ったり、処分の根拠法規である法令の解釈を内容とする解釈基準であったり、あるいは法律の

委任にもとづいて法令の内容を告示で補充し、実質的に法規的性質を持たせるものであったり

する。解釈基準あるいは裁量基準のいずれにあたるかにより、各々の介護基準の法的拘束力は

異なる。両者の相違点について、基本的には、介護基準の規定は一律に適用されるべきである

が、しかし、事案ごとの適用にあたって不都合が生ずる場合、根拠法律の趣旨・目的に適合さ

せるために、当該裁量基準の規定にもとづくことなく行政が合目的的判断を行うことが期待さ

れると解される
47
。  

前述した介護保険法上の「厚生労働省令で定める基準」や「厚生労働大臣が定める基準」の

規定に関しては、各々の介護基準またはそのうちの一部分が解釈基準なのかそれとも審査基準

なのかは判定しにくく、あるいは同時に並存する場面もある 48。たとえば、要介護等認定の判

定基準とそれにもとづく推計方法の告示規定は、要介護状態が何かに関する法令の解釈でもあ

り、要介護状態等区分のための要介護・要支援度のランクとその必要程度を測定する審査基準

でもある。このように、各々の規定の法的性質は一様でなく、その法的拘束力も一律のものと

とらえられるべきではない。  

まず、介護保険法にもとづく諸給付の内容は、要介護状態等区分に連動して法令で標準化さ

れるため、保険者である市町村が選択する余地が存在しないことはすでにのべた。したがって、

介護保険給付の種類・支給単位・単価についての介護報酬関係規定および諸給付の支給限度基

準額の告示は、法律の委任にもとづいて法令の内容を告示で補充し、実質的に法規的性質を持

たせるものであると解され、一律に適用すべきであると考えられる。次に、要介護等認定の判



 

 185 

定基準とそれにもとづく推計方法については、保険給付の受給資格を審査する際の行為準則と

して、専門的知見にもとづき要介護状態等区分の審査・判定を行うための審査基準となってい

る。そして、介護サービスの提供に係る指定・事業運営基準は、指定介護サービス事業者から

の申請にもとづく指定処分を行う際の審査基準であるとともに、報告・指定の取消しなどの事

後的監督権限を行使し、不利益処分を行う際の処分基準でもある。後二者の裁量基準について

は、事案ごとに適用するに際して、権限をより合目的的に行使するため、既存の基準にもとづ

かずに合理的な判断を行う余地がある。 

また、介護保険法上の受給資格の審査基準と給付水準の具体化が厚生労働省令・告示により

行われていることは、国の法令による規律密度が高められているものと評することができる。

この点は、かつての通達や要綱に依拠した措置制度の下での状況とは対照的である。介護保険

制度の下では、介護保険事務に関する行政活動の行為準則たる裁量基準が省令・告示で公表さ

れることに特徴があり、介護基準の規律密度の向上という側面がうかがえる。また、法による

覊束という視点から見れば、厚生労働省令・告示で定める介護基準は、一般的に行政規則と取

り扱われてきた行政手続法五条の審査基準と比べると、法による統制の密度が高いといえる。 

何よりも注意すべきは、法規命令とそれ以外のものについてとらえるべき視点が同様ではな

く、とくに、根拠法律に適合するための要件が両者の間で異なる、という点である 49。そこで

は、さらに基準適用の裁量と基準定立の裁量という双方の問題が存在するが、これについては

次節であらためて検討する。 

３ （１）介護基準の法的拘束力に関して問題を生ずる場面がもう一つ存在する。すなわち、

第二期地方分権推進改革の第一次一括法以降、個別立法により条例制定権に対する立法的関与

が制度化されている。これにともなって、介護保険関係立法においては、政令、省令・告示で

定立された介護基準（以下、単に国の基準という）と条例との関係をいかにとらえるべきか、

とりわけこうした国の基準がいかなる規範的意義を有するか、という問題が生ずる。以下に、

これについて検討する。 

介護保険法上、要介護等認定を含む介護保険事務とその収入及び支出については市町村およ

び特別区の自治事務であると解されるが（三条） 50、同法とそれにもとづく厚生労働省令・告
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示による規律密度が高いことは明らかである。そのなかでは、介護サービス事業や施設の指定

については都道府県あるいは市町村が事業別により指定権限を有すると規定されている（七〇

条、七八条の二、七九条、八六条、九四条など）。第二期地域分権改革の第一次一括法により、

施設・公物設置管理の基準および計画等の策定事項が「義務づけ・枠付けの見直し」対象とさ

れており、これに関連して介護保険法の一部改正がなされた。介護保険事業計画の策定のほか

に、指定介護サービス事業の人員配置・設備および事業運営に関する事項について法令の規律

密度が整理され、これらに関する条例制定権が都道府県または市町村に付与されたことが同改

正法の重点である
51
。そして、指定・事業運営基準を条例で定める際に、厚生労働省で定める

基準が事項別に「従うべき基準・標準・参酌すべき基準」とされ、条例制定権の行使を規律す

る規定がおかれている（七四条三項、七八条の四第三項、八八条三項、九七条四項など）。ちな

みに、ここでは、条例への委任に際して、国の基準による関与の方式が三つの類型で法定化さ

れる。「地域主権戦略大綱」（平成二二年六月二八日閣議決定）の添付資料によれば、国の基準

の地方公共団体への拘束の度合について、次のように説明がなされている 52。まず、「従うべき

基準」は、「条例の内容を直接に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、基準の範

囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは

許さないもの」である。次に、「標準」は、「法令の『標準』を通常よるべき基準としつつ、合

理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた『標準』と異なる内容を定めることが許容さ

れるもの」である。最後に、「参酌すべき基準」は「地方公共団体が十分参照した結果であれば、

地域の実情に応じ、異なる内容を定めることが許容されるもの」である。このように、「標準」

または「参酌すべき基準」については、「地域の実情」に応じて、条例により国の法令と異なる

内容を定めることが可能である。「従うべき基準」についての説明はやや不明確であるが、文言

からすれば、地域の実情に応じた国の基準と異ならない内容を定める条例しか想定されないで

あろう。そうすると、「従うべき基準」は、全国一律に適用されるべきものとして位置づけられ

よう 53。 

（２）そして、前出の一八一頁の表 4 に照らせれば、介護認定審査会の委員の定数に関して

「政令で定める基準に従い条例で定める数とする」（十五条二項）ほかに、指定介護サービス事
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業の指定・事業運営基準に関して制定権限を有する都道府県あるいは市町村は、条例でこれを

定める際に、基本的には①従業員の基準と員数、②居室の面積、③利用者のサービスの適切な

利用・処遇および安全確保並びに秘密の保持その他事業運営事項については国の基準に従うべ

き、④利用定員については標準とし、その他の事項については参酌すべきである、と規定され

ている。ところが、「小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業」の利用定員に

ついて、市町村の条例が国の基準に「従うべき」ものとされている（七八条の四第三項、一一

五条の十四第三項）。指定居宅介護支援・指定介護予防支援事業等の介護支援専門員の員数およ

び事業運営に関する基準（八一条一・二項、一一五条の二四第一・二項）、ならびに、介護老人

保健施設の開設・事業運営基準のうちの療養室・診察室・機能訓練室の設置、医師・看護師の

員数など看護体制・病床にかかわる事項（九七条一項・二項）は、枠付けのような条例の委任

規定がおかれておらず、厚生労働省令で定めるものと規定されている。ここにおいては、指定・

事業運営基準で定める規制対象の内容により、条例制定権限の許容範囲、すなわち国の基準に

よる関与の密度が序列化されていることがうかがえる。 

指定介護サービス事業者または施設の指定あるいは開設許可については都道府県が権限を有

し、指定地域密着型介護サービス・介護予防サービス事業の指定については市町村が権限を有

するが、それぞれの指定権限の行使に関する義務付けの規定にあわせて、第一次一括法では、

それぞれの審査基準たる指定・事業運営基準の制定については、当該事業所在地の都道府県あ

るいは市町村の条例に委ねられ、同時に前述した「枠付け」規定により条例制定権の範囲が画

定されている。他方、指定・事業運営基準以外の介護保険事務に関しては、「枠付け」の立法形

式をとっておらず、政省令または告示で定めるという規定が少なくない。たとえば要介護等認

定の判定基準、介護報酬に係る算定基準などである。厚生労働省令・告示と条例との関係をい

かに捉えるべきかについては、明確な規定がない。これらの介護保険事務の処理・方法を定め

る国の基準の規定について、条例による自主的決定が認められるか否か、という問題はなお残

されている
54
。第二期地方分権改革以前から、学説上では、自治事務に関する法律が当該事務

に係る事案処理の基準を十分に法定していない場合について、「基準補充の基準」という観点か

ら条例で基準を付加することを肯定する見解が存する
55
。  



 

 188 

にもかかわらず、介護保険法上、介護保険事務は自治事務であって、国から地方への立法的

関与の縮減を目指す第二期地域分権改革においては、地方公共団体の活動とりわけ手続や判断

基準などの事務処理の方法について、法令の規律密度を低めて「地域の実情」に応じた条例制

定の範囲を広げるといういわゆる「地域自主決定」が進められた。しかし、そもそもなぜ国に

よる関与が必要とされるのか、また、個別立法による条例制定への関与の態様が一様でないが、

なぜ国の基準による規律密度の差を設けるのか。こうした問題については、個別の法領域ごと

に問わざるをえないより根本的な法的理由があるものと考えられる。本論文の目的に即してい

えば、これは、憲法二五条にもとづく介護サービス保障のあり方のみならず、憲法九二条の「地

方自治の本旨」にもとづき介護サービスに関する国と地方公共団体の事務配分にかかわる課題

であり、こうした二つの視点からあらためて検討すべきであると考えられるが、ここでは、問

題点を整理するにとどめ、その具体的検討は将来の課題としたい。  

（３）これらと関連して、もう一つ留意すべき点がある。第二期地域分権改革以前から、政

令、省令または告示等の定めを詳細なものにすることで、政省令による規律密度を上昇させれ

ば、地方公共団体の条例制定権を制約することになると指摘されていた
56
。こうした視点から

自治立法を考えれば、内容・基準・手続等の「義務づけ・枠付けの見直し」にともなう政省令

による規律密度の上昇により、逆に、法令による国の立法的関与が強化される可能性があるこ

とは否めないであろう。かつて「中央官庁の官僚的決定メカニズムの下に置かれた」社会福祉

行政においては、ナショナル・ミニマムの達成は、国が中央集権的に立案した施策を地方公共

団体に確実に実施させるものとして理解され、かつ行われてきた 57。今日においても、介護保

険事務の具体的な運用に関して、厚生労働省から事務連絡のための通知がなお存在する。こう

した点からは、「市町村の国への依存体質」という側面がそれほど変ったとはいいがたい 58。そ

して、二〇一四年六月十八日に成立した医療・介護総合確保法とともに行われた介護保険法改

正により、介護予防サービスのうちの訪問介護などは、介護保険の給付範囲から除外されるこ

ととなり、来年度から二〇一七年にかけて、市町村の実施事業と位置づけられる地域支援事業

へと統合されるものとされている。同改正法においては、地域支援事業の指定や実施などにつ

いては、条例の委任規定を設けておらず、政令または厚生労働省令で定めるものとされている
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（二六年改正法一一五条の四五第一項・第三項、一一五条の四五の二第一項、一一五条の四五

の五、一一五条の四五の十一など）。これらに鑑みれば、国の基準による関与が強いことには変

化がない。 

もっとも、ニーズの必要性を見出し、当該需要の充填を権利の内容として具体的に構成する

ことが、介護利用をめぐる権利の実現の最も重要な特徴である。この点は、社会福祉のみなら

ず社会保障の全領域についても共通している。ここでは、権利保障のための制度設計として、

給付の適切・公正・公平な受給を確保するために、受給資格と給付内容・水準に係る基準化が

要請されてきた。給付基準が公表されなかったり、あるいは通達・要綱に依拠するにとどまっ

ていたかつての規律密度の低い状況と比べると、委任立法である法規命令の性質をもつ介護基

準により、法による覊束の程度は高くなった。とりあえず、介護給付に係る給付基準の基準化

については、法的統制の密度が深化している側面がうかがえる。他方、そこにおいては、介護

サービスの保障水準の維持・向上、いわゆるナショナル・ミニマムの確保の観点も重要である。

もっとも、ナショナル・ミニマムとは何か、それが一義的にとらえられるか否かについて、さ

まざまな見解が示され、論者の間で一致しているとはいえない 59。ただ、介護サービスのナシ

ョナル・ミニマムの保障手段としての性質に着目するならば、介護保険給付に関する国の基準

のうち、少なくとも、全国一律的な「従うべき基準」は、ナショナル・ミニマムである最低基

準としての規範機能をもつものといえる 60。 

以上のように、本節での検討によれば、介護保険給付関係法令を解釈・適用する際に、各介

護基準間に相互に補充する機能があり、政・省令または告示でもって定める介護基準により、

法規たる性質をもった規律効果が生ずる。介護基準の基準化によって、規律密度の序列化、法

による統制の向上、最低基準の法令による枠付け、という三つの効果が期待できる。ところが、

要介護被保険者の介護の必要に応じるべき介護給付の適正さを問うには、要介護等認定の適正

な判断という次元に限らず、その根拠となる判定基準などの諸規定の適法性と合理性について

検討する必要がある。これは要介護等認定の適正な判断と違った次元に属するものであり、何

よりも、諸介護基準の規定が各々の要介護被保険者の具体的な状況を十分に考慮したものかど

うか、また介護基準の定立行為の合憲性・適法性、さらに内容の合理性が問われている。そこ
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では、介護基準の定立行為を法の趣旨と目的に即していかにコントロールすべきかが、規範内

容の正当性および適正手続の遵守、の二点から検討されるべきと考えられる。これについては、

次節であらためて検討したい。 

 

 

 

 

 

注
                                                

1 介護保険法四三条二項、四四条五項、四五条五項、五五条二項、五六条五項、五七条五項な

どを参照。 

2 たとえば「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限

度基準額」（平成十二年二月十日厚生省告示第三十三号。最終修正：平成十八年三月三十一日

厚生労働省告示第二百五十八号）を参照。 

3 拙稿「適切な福祉利用の確保とその公法的構成（三）」名古屋大学法政論集第二五三号（二〇

一四年）四一一頁以下を参照。 

4 二〇一二年八月二二日に成立した社会保障制度改革推進法（法律第六十四号。以下、改革推

進法という）九条にもとづいて時限的に設置された社会保障制度改革国民会議により、「確か

な 社 会 保 障 を 将 来 世 代 に 伝 え る た め の 道 筋 」 報 告 書

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/pdf/houkokusyo.pdf最終アクセス2014/12/24）が昨年八月

六日に提出された。同報告書を踏まえて、二〇一四年から二〇一七年にかけて社会保障制度

改 革 の た め の 関 係 法 案 が 国 会 に 提 出 さ れ る 工 程 表

（ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/251226_04.pdf 最終アクセス

2014/12/24）などを定めた「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」（法律第百十二号。以下、プログラム法という）が同年十二月十三日に公布された。上

述した工程表を実施するための「第一弾」として、医療・介護総合確保法に含まれた介護保

険法の一部改正が二〇一四年六月十八日になされた。これは前述した改革推進法七条および

プログラム法五条二項各号の規定を具体化したものである。内容的には、①地域支援事業の

見直しによる要支援者の保険給付外し（介護支援・日常生活支援総合事業への統合）、②利用

者適格要件の限定を含む指定居宅・施設サービス費の見直し（要介護度三以上の入所者資格、

支給要件として特定入所者の所得・資産状況のしん酌規定などの新設）、③一定以上の所得を

有する第一号被保険者の利用者負担の二割引き上げ、といった改正がなされている。医療・

介護総合確保法の重点について、伊藤周平「医療・介護総合確保法案の狙いと課題（上）（下）」
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賃金と社会保障一六一一号四頁以下、一六一二号四頁以下（二〇一四年）および稲森公嘉「介

護保険制度改革」論究ジュリスト十一号（二〇一四年）一八～二四頁を参照。 

5 従来、行政機関が行政の機関・活動に関して条文の形式で一般的規範や抽象的な規定を定立

すること、または定立された規範そのものを行政立法といい、外部効果の有無により、法規

命令と行政規則に分類されてきた（室井力編『新現代行政法入門（１）〔補訂版〕―基本原理・

行政作用・行政救済―』（法律文化社、二〇〇五年）八六頁以下〔平田和一〕、塩野宏『行政

法Ⅰ〔第５版補訂版〕行政法総論』（有斐閣、二〇一三年）九二頁以下、藤田宙靖『行政法総

論〔初版〕』（青林書院、二〇一三年）二九四～三〇七頁などを参照）。しかし、上述した区分

は一定の相対化現象が存在する。そこで、両者を統一的に考察すべきであるとの見解が徐々

に広がり、法概念を再整理する行政法教科書もある。たとえば、「行政機関による規範定立」

（芝池義一『行政法総論講義〔第４補訂版〕』（有斐閣、二〇〇六年）一一四頁以下）、法律目

的を実現するために法律規定を詳細化する「行政基準」（大橋洋一『行政法Ⅰ現代行政過程論

〔第２版〕』（有斐閣、二〇一三年）一三一頁以下）、行政機関が活動を行うためにあたって準

拠となる「行政準則」（市橋＝榊原＝本多＝平田『アクチュアル行政法』（法律文化社、二〇

一〇年）六三頁以下〔本多滝夫〕）といった概念が提唱されている。 

6 行政裁量統制の見地から裁量基準の機能とその法的性質について論ずる研究は数多く、たと

えば、深澤龍一郎『裁量統制の法理と展開』（信山社、二〇一三年）第二章及び第三章、山下

竜一「裁量基準の裁量性と裁量規律性」法律時報八五巻二号（二〇一三年）二二頁以下、交

告尚史「行政判断の構造」磯部＝小早川＝芝池編『行政法の新構想Ⅰ 行政法の基礎理論』

（有斐閣、二〇一一年）二六九頁以下、野口貴公美「行政立法―『裁判規範性』に関する一

分析―」磯部＝小早川＝芝池編『行政法の新構想Ⅱ 行政作用・行政手続・行政情報法』（有

斐閣、二〇一一年）二五頁以下など。 

個別的な領域法の考察として、社会保障法領域に関しては、早くから法源の一種として行

政による規範定立が論じられてきた（園部＝田中館＝石本編『社会保障行政法〔初版〕』（有

斐閣、一九八〇年）三八～四七頁〔田中館照橘〕、笠木映里「社会保障法と行政基準」社会

保障法研究第三号（二〇一四年）三～二五頁など）。社会保障行政作用の諸形態の一つとし

て行政立法を説明する教科書がある（室井力編『新現代行政法入門（２）〔初版〕―行政組

織・主要な行政領域―』（法律文化社、二〇〇四年）二六〇～二六一頁〔本多滝夫〕）。社会

福祉分野におかれた措置制度を素材に、諸基準の類型化とその法的性格を検討し、基本的な

法構造を分析した研究として、大橋洋一『行政規則の法理と実態』（有斐閣、一九八九年）

第２編（一八九頁以下）、河野正輝『社会福祉の権利構造』（有斐閣、一九九四年）一三三頁

以下などがある。近年、憲法二五条にもとづき、障害者自立支援の増額請求や生活保護の老

齢・母子加算の廃止などを争う訴訟が日本各地で提起されている。これとともに、個別法分

野における行政立法の合憲・適法性とその統制法理について検討するものが見られる。たと

えば、豊島明子「行政立法の裁量統制手法の展開―老齢加算廃止訴訟・福岡事件最高裁判決

を念頭に―」法律時報八五巻二号（二〇一三年）二九頁以下、常岡孝好「生活保護基準改定
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の合理性と必要即応の原則に基づく特別基準設定申請権―須藤裁判官の意見を踏まえて―」

自治研究九〇巻二・三号（二〇一四年）など。 

7 確かに、福祉利用の法律関係につき、いわゆる「契約利用へ」との制度改正後、サービス給

付をめぐる利用者資格、給付内容または具体的支給方法などを詳細化する諸認定・給付・事

業設置運営基準に関して、利用者の権利の重要な内容やサービスの量と質がこれらの基準に

よって規定されるとの認識がすでに存在する（瀧澤仁唱「福祉サービスの基準と質の保障」

日本社会保障法学会編『講座社会保障法第３巻 社会福祉サービス法』（法律文化社、二〇

〇一年）七七頁以下、同「介護サービスの基準と質」社会保障法第十九号（二〇〇四年）五

一～五四頁などを参照）。しかし、当該分野における行政立法の定立行為全般を視野におい

た、実体的側面と手続的側面をあわせた統制法理一般の検討は、充分になされているとはい

えない。 

8 たとえば、平成十七年に制定された障害者自立支援法、これを引き継いで平成二四年六月に

成立した障害者総合支援法二九条六項の介護給付費または訓練費等給付費の支給、あるいは

平成二四年八月に成立した子ども・子育て支援法二七条二項の施設型給付費の支給などであ

る。 

9 これに対して、役割分担原則の明示、機関委任事務制度の廃止および国から地方に対する関

与制度の整備に力点がおかれてきた第一期地方分権改革は、一九九五年の地方分権推進法の

制定を起点に、一九九九年に地方自治法その他大量の法律を一括改正したいわゆる地方分権

一括法によって実現した。地方分権改革の経緯に関して、下井康史「二〇一一年第二期地方

分権改革の意味・意義・課題」社会保障法第二七号（二〇一二年）五頁以下、『特集  自治

体における分権改革の諸相』法律時報八四巻三号（二〇一二年）に所収の諸論文、高橋滋「地

方分権はどう進んだのか～゛義務づけ・枠付け見直し゛を中心に～」自治体法務研究二四号

（二〇一一年）六～七頁、小早川光郎「地方分権の現状と課題」ジュリスト一四一三号（二

〇一〇年）八頁以下などを参照。 

10 これまでの地方分権改革に関して、時期ごとの重点は異なるが、歴年の政府関係文書によれ

ば、各論的には、法政策上の理念の一貫性の有無はさておき、生活保護・社会福祉等の分野

が主要な法領域として繰り返し取り上げられてきた。ところが、上述した個別の法領域にお

ける地方分権・分権化は、時々に現れた様相がさまざまであり、時期ごとにとらえられた内

容も異なる。社会福祉法領域の分権化についての検討は、下井・前掲注 9 のほかに、社会保

障法学会第五九回大会『シンポジウム 地方分権改革における社会保障のあり方』社会保障

法第二七号（二〇一二年）に収録される論文、本多滝夫「゛義務づけ・枠付け見直し゛の影

響～福祉行政を中心に～」自治体法務研究二四号（二〇一一年）二五頁以下、前田雅子「分

権化と社会福祉サービス」社会保障法学会編『講座社会保障法第３巻 社会福祉サービス法』

（法律文化社、二〇〇一年）などがある。 

11 たとえば、第一次一括法十八条で改正された介護保険法四二条一項は、特例居宅介護サービ

ス費の支給に関して、「基準該当居宅サービス」に従事する従業員等の基準、事業の設備お
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よび運営に関する基準を、都道府県の条例で定めるものと規定する。また、条例を定めるに

あたっては、「従業員に係る基準及び当該従業員の員数」、「居室の床面積」とサービスの適

切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等「事業の運営に関する事項」（一

～三号）については厚生労働省令で定める基準にしたがい定めるものとし、「利用定員」に

ついては厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については

厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする（同条二項）。 

12 平成十一年四月三十日厚生省令第五十八号（最終修正：平成十八年三月十四日厚生労働省令

第三十二号）。 

13 平成十二年三月二十四日厚生省告示第九十一号（最終修正：平成二十四年三月三十日厚生労

働省告示第二百二号）。 

14 前掲注 2「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限

度基準額」を参照。 

15 たとえば、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成十二年二月十日

厚生省告示第十九号）、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」（平成十

二年二月十日厚生省告示第二十号）、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する

基準」（平成十二年二月十日厚生省告示第二十一号）、「指定地域密着型サービスに要する費

用の額の算定に関する基準」（平成十八年三月十四日厚生労働省告示第百二十六号）など。 

16 基本的には、指定介護サービスの種類別に定められた介護給付費単位数表で定める単位数は、

当該サービスの提供体制とその内容別に加えて、要介護状態区分のランクに応じてサービス

提供の平均費用が加算・減算されて細かく設定されている。なお、法定介護サービス費用の

算定とその支給に関する制度的仕組みについては、拙稿・前掲注 3・四一二～四一六頁を参

照。 

17 介護保険法四二条の二第九項、四六条七項、四八条七項、五一条の三第八項、五三条七項、

五四条の二第九項、五八条七項および六一条の三第八項において準用する場合が含まれる。

介護保険における介護報酬については、公的医療保険における診療報酬と類似した審査支払

体制が採用されているといわれる（倉田聡『これからの社会福祉と法』（創成社、二〇〇一

年）八四～八六頁を参照）。診療報酬の審査支払に関しては、笠木映里『公的医療保険の給

付範囲 比較法を手がかりとした基礎的考察』（有斐閣、二〇〇八年）十三～五〇頁を参照。

両者に関して、各根拠法令にもとづき報酬請求の適正性を審査したうえで費用を支払うこと、

保険者以外の審査支払機関に報酬請求の審査支払事務が委託されることは共通しているが、

次の点において介護報酬と異なる。すなわち、診療報酬に関しては、指定保険医療機関等に

よる代理受領方式が採用されていないこと、審査支払事務の委託について医療保険各法によ

って保険者と審査支払機関との間で委託契約が締結されていること、診療内容の適切性につ

いて審査支払機関が実質的な審査権限を有することなどである。石田道彦「診療報酬・介護

報酬の審査支払体制」河野＝良永＝阿部＝石橋編『社会保険改革の法理と将来像』（法律文

化社、二〇一〇年）七四～七七頁を参照。なお、介護報酬の減額査定を受けた指定介護サー
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ビス事業者が保険者等に対して行った居宅介護サービス費の支払請求について、第一審と控

訴審がともに棄却した事件（松山地裁平成十五年一月四日判決・判例集未登載、高松高裁平

成十六年六月二四日判決・判タ一二二二号三〇〇頁）の評釈において、介護保険における当

事者の法律関係は現物給付を採用する社会保険医療と異なるものであり、診療報酬の査定支

払の仕組みがそのまま介護報酬に適するものではない、と指摘したものがある。小島晴洋「介

護保険において減額査定を受けた事業者が保険者等に対して行なった居宅介護サービス費

の請求が棄却された事例」季刊社会保障研究四三巻三号（二〇〇七年）三〇二～三〇四頁を

参照。 

18 二〇一五年四月一日から、指定権限をもつ市町村の承認を得て、地域密着型介護サービス、

地域密着型介護予防サービスおよび介護支援・日常生活支援事業者またはサービス担当者に

対して請求することができる、という規定が二〇一四年六月の法改正により新設されている

（二六年改正法一一八条二項）。 

19 社会保険研究所『介護保険制度の解説〔平成二四年四月版〕』（社会保険研究所、二〇一二年）

一四〇頁の図および三八六～三八八頁を参照。 

20 介護サービス計画の作成について、介護支援専門員や指定居宅介護支援事業者に依頼する場

合、要介護被保険者に交付される週間サービス計画表、サービス提供票・同別表がほぼその

まま、その後の指定介護サービス事業者との介護契約の内容になるものとされている。介護

サービス計画とともに、上述した交付書類にもとづく給付管理票の提出などの介護契約のモ

ニタリングのための事務は、介護保険法八条二三項にいう居宅介護支援として、介護支援専

門員に依頼されることが一般的である。給付管理票は、支給限度基準内として提供されたサ

ービス実績をサービス提供票などにもとづきまとめたものである。たとえば同法四六条の居

宅介護サービス費の支給を申請する際に、指定居宅介護支援事業者が提出する。こうした給

付管理体制の下で、介護サービス提供票とその別表の記載内容は、具体的に介護サービスの

内容を規定するものであるということができる。 

21 社会保険研究所・前掲注 19・一三〇、一四〇および三八一頁以下を参照。 

22 同注 17。本件は、介護報酬の減額査定に関して裁判所が審理の仕組みを示し、はじめて判断

を下した事例である。同事件においては、指定介護サービス事業者が減額査定を「保険給付

の処分」ととらえて介護保険法一八三条により審査請求を行ったところ、「不服申立ての対象

となる『行政庁の処分』に当たらない」として当該審査請求を却下する裁決がなされた。そ

の後、指定介護サービス事業者は、審査支払機関である国民健康保険団体および保険者であ

る市町村を被告として直接に給付を求める民事訴訟を提起した。この支払請求の訴えについ

て、裁判所は診療報酬の減額査定と異なる審理の仕組みを示したが、そのまま審理して判断

を下した。したがって、今後、介護報酬の減額査定について、指定介護サービス事業者が裁

決を経て処分取消しの訴えによって争う可能性は低いと推測されている。小島・前掲注 17・

三〇二頁を参照。 

23 社会保険制度における報酬基準に関して、たとえば診療報酬の設定と改正について公定価格
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体系としての統制機能とインセンティブとしての誘導機能を有することが指摘されている。

西田和弘「社会保険サービス給付の給付水準にかかる規範的検討―医療保険を中心に―」社

会保障法第二一号（二〇〇六年）一四一頁を参照。これについて、石田道彦「診療報酬制度

の機能と課題」社会保障法第十七号（二〇〇二年）一一一頁では、「診療報酬点数の操作を

通じて、特定のサービスの拡大や抑制を図るなど医療供給のあり方に統制を及ばしている」

と具体的に説明されている。また、こうした診療報酬による政策誘導機能は、似たような制

度的仕組みをとる介護報酬についても同様であると考えられよう。 

24 というのも、利用者にとっては支給限度額内で利用できるサービス内容が介護報酬の算定基

準いかんにより定まり、またそれにより、指定介護サービス事業者・施設の経営状態も影響

を受けるからである。加藤＝菊池＝倉田＝前田『社会保障法〔第５版〕』（有斐閣、二〇一三

年）三〇一～三〇二頁〔前田雅子〕を参照。なお、そのほかにも、障害者総合支援法による

諸給付の算定を検討素材に、報酬設定の誘導・統制機能に着目して、「報酬基準設定の考え方

や報酬決定手続の明確化の必要性、報酬単位数や報酬単価の妥当性といった論点を検討する

必要」がある、と指摘するものもある。新田秀樹「費用負担と報酬基準」社会保障法第二五

号（二〇一〇年）五〇頁を参照。 

25 社会保険研究所・前掲注 19・三八七～三八八頁を参照。 

26 この事件は、介護事業者等の指定を知事から受けた社会福祉法人が常勤の管理者をおかない

などの不正行為により市から居宅介護支援費を受けたにもかかわらず、市が介護保険法二二

条三項にもとづき当該事業者の介護報酬等の返還請求を行わなかったため、住民が地方自治

法二四二条の二第一項四号にもとづき市長等に対して損害賠償請求を求めた住民訴訟であ

る。同事件の上告審である最高裁平成二三年七月十四日第一小法廷判決（判タ一三五六号七

三頁）においては、不正な介護報酬の返還義務の有無について次のような判断の仕組みが示

されている。法定の要件と基準をみたさない介護報酬が指定介護サービス事業者に支払われ

たとき、「市町村は当該事業者に不当利得の返還を求め得る」と解され、二二条三項の規定

は「介護報酬の不当利得返還義務についての特則を設けたもの」である。そして、指定介護

サービス事業者が「同項にもとづき返還義務を負うと認められるためには、その前提として、

事業者が介護報酬の支払を受けたことに法律上の原因がないといえる場合であることを要

する」。また、事業者としての適性判断について指定の当初から瑕疵が存在したことは、「本

件の各指定を無効とするほどの瑕疵の存在をうかがわせるものとはいえない。……不正な手

段によって指定を受けたことの一事をもって、直ちに法律上の原因がないということはでき

ず、他に法律上の原因がないことをうかがわせる事情もない」ため、返還義務は認められな

い。以上の最高裁の見解を反面から読み取れば、介護報酬の支給について法律上の原因が存

在するための判断要素として、法定の要件と指定基準等をみたすことが必要である。ただし、

二二条三項の返還義務を肯定するためには、これらの規定に反したことに加えてほかの要素

の存在が求められ、たとえばその瑕疵が指定処分を無効とするものであるとか、その他法律

上の原因を失わせる事情の存在が要求されるものと考えられる。 
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27 これに対して、公的医療保険を例に、診療報酬の不正または不当請求についての審査支払を

行う際に、療養の給付・療養費の支給に関する診療の内容が直接に指導監督の対象となる事

例は少ない、という消極的な見方もある（西田・前掲注 23・一三八頁を参照）。もちろん、

診療や介護などのサービス給付の質の向上と適正化を確保するために、上記のような事後的

介護報酬の審査支払よりも、保険医療機関等について厚生大臣の指導・監査または指定の取

消し（健康保険法七三条、七八条、八十条など）、あるいは指定介護サービス事業者につい

て都道府県知事の勧告・命令または指定の取消し（介護保険法七六条、七六条の二、七七条

など）などの事後的な規制権限を積極的に行使することがより期待される。 

28 そのうえで、介護保険法を含め、現行福祉サービスの供給体制に関する公的規制には、三つ

の特徴がある。第一に、供給主体への規制と事業への参入規制について供給主体の序列構造

が相対化されている。第二に、供給主体への規制のあり方について市場への参入・撤退を規

制している点が共通する。第三に、サービスの質の確保のため、法令で定める施設の設備・

人員等の最低基準の遵守義務が要請される。豊島明子「福祉サービスの供給体制論」社会保

障法第二五号（二〇一〇年）一一五～一一六頁を参照。 

29 人見剛「公権力・公益の担い手の拡散に関する一考察」公法研究七〇号（二〇〇八年）一七

四頁を参照。介護給付活動の民間開放とその供給主体の多様化について、介護保険法の指定

制度の導入は「任務の民営化」と称されたり（原田大樹「民営化と再規制―日本法の現状と

課題―」法律時報八〇巻十号（二〇〇八年）五九頁を参照（同『公共制度設計の基礎理論』

（弘文堂、二〇一四年）所収）、これを契機に「再規制の具体的な現れ」として説明されて

いる（大沢光「介護保険法改正と指定制度―その行政法学的検討―」青山法学論集五一巻三

＝四合併号（二〇一〇年）二五〇頁を参照）。ここにいう保証責任は「生活に不可欠なサー

ビスの供給などを市民に『保証』する国家責任」をいう（山田洋「『保証国家』とは何か」

法律時報八一巻六号（二〇〇九年）一〇四～一〇五頁を参照（岡村＝人見編著『世界の公私

協働―制度と理論―』（日本評論社、二〇一二年）一四一頁以下所収）。なお、官民の役割分

担または公私協働と呼ばれる現象に関して行政法学の観点から検討する論考は数多く、比較

研究を行った岡村＝人見編著『世界の公私協働―制度と理論―』（日本評論社、二〇一二年）

のほかには、たとえば角松生史「行政事務事業の民営化」高木＝宇賀編『行政法の争点』ジ

ュリスト増刊（有斐閣、二〇一四年）三三頁以下、紙野健二「協働主体の基礎理論」室井力

先生追悼論文集『行政法の原理と展開』（法律文化社、二〇一二年）一頁以下、大久保規子

「協働の進展と行政法学の課題」磯部力＝小早川＝芝池編『行政法の新構想Ⅰ 行政法の基

礎理論』（有斐閣、二〇一一年）二二三頁、山本隆司「日本における公私協働」藤田宙靖博

士東北大学退職記念『行政法の思考様式』（青林書院、二〇〇八年）一七三頁以下などがあ

る。 

30 一九九七年の介護保険法により制度化され、二〇〇五年および二〇〇八年の二回の大きな法

改正を経た指定制度に関して、制度の変遷と検討を行ったものとして、大沢光・前掲注 29・

二四九頁以下を参照。また、介護サービスの提供主体が多様化するにともない、市場メカニ
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ズムを通じて要介護被保険者の自由な合理的選択が行われうるための条件の整備（たとえば、

適切な情報流通の保障、責任追及の仕組みや、適切なサービスの効率的かつ継続的な供給の

確保など）が要請されている。これに関して、ドイツ法との比較研究を行い、公的任務の遂

行が民間に任された後の行政の役割について、「公的任務が的確に遂行される方向に動いて

ほしいと働きかけ」るように「国家の私人に対する適時の指示・監督」や「業法規制」を行

うことをのべ、「行政と特定利害との間に適度な『距離』が保たれる必要がある」との観点

から、市場の規整・制御の手法として、私的自治にもとづいて「規整された自己規整」を公

的規制に組み入れて「保障行政」の構想を唱えるものがある（板垣勝彦「保障国家における

私法理論」行政法研究第四号（二〇一三年）七七～一三六頁、同「ドイツ公法学における『距

離』概念について」自治研究八九巻一〇号（二〇一三年）四六～六〇頁および同『保障行政

の法理論』（弘文堂、二〇一三年）を参照）。これに対して、ドイツ法上の「保証国家」・「保

障国家」（論者によって双方の表記が見られる）の概念は、公的任務の民間遂行にともなっ

て国家と民間との一定の役割分担がなされるという法現象の提示というよりも、「公私の協

働のあり方を規律する規範的機能」が期待される。山田・前掲注 29・一〇五～一〇七頁で

は、民間化後の事業のあり方について国家の関与によって一定の枠がはめられ、受益者であ

る市民の地位について何らかの国家の保証責任が存在すると指摘している。他方、この保証

責任の制度化に関して多種多様な手法が視野に取り入れられている。たとえば、消費者保護

のガバナンスについて「消費者の自由な選択による国家超越的自律的法システムへの発展も

ありうる」といっても、それを法律によって統制できなければならないため、「法的規制の

適切な関係づけを不可逆的でない形で行う」国家による関与の仕組みが不可欠であるとのべ

るものもある（高橋明男「保障国家における法律の役割」岡村＝人見『世界の公私協働―制

度と理論―』（日本評論社、二〇一二年）一八〇～一八一頁を参照）。なお、以上の視点を含

めて、介護サービス事業者の指定制度のみならず、新たな介護予防・日常生活支援総合事業

を含め、介護サービスの提供体制に関する考察が不可欠であるが、適切な介護利用の確保に

関する条件整備のためにいかなる公的規制が必要かについての検討は別稿に委ねる。 

31 事前規制である指定に関しては、より良質の適正な事業運営が要請されており、指定基準と

の適合性以外に、事業者の継続性・安定的な提供能力などがなければ、指定の欠格事由があ

るものであって指定してはならないとされている（地域密着型サービス事業不指定処分取消

請求事件に関する東京地裁平成二四年十月十九日判決・社会保障と賃金一六〇五号五二頁）。

しかし、事後規制である指定取消の事由について、「適正な……事業の運営をすることがで

きなくなったとき」を判断する際、事業者の継続的・安定的な提供能力よりも、利用者側の

サービス利用の継続性と安定性の確保が重視されることは、前掲注 26 の最高裁平成二三年

七月十四日第一小法廷判決からもうかがえるところである。指定居宅サービス事業者指定取

消処分取消請求等事件について、「重大かつ明白な基準違反があったとき」には，運営基準

にしたがった適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定の取消しをすることがで

きるとするところ……控訴人の運営基準違反は重大かつ明白というべきで」あると示した下
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級審判決がある（東京高裁平成二三年六月十六日判決・判例集未登載）。これは、「利用者の

サービス利用の継続性・安定性の要請から、基準違反＋マイナス事由（悪質性）がある場合

に限り取り消しとし、適正な事業運営をなしえない場合を悪質なときに限定する」立場であ

ると解されている。西森利樹「地域密着型サービス事業者の指定とサービスの継続的・安定

的提供能力―介護保険事業者不許可処分取消請求事件（東京地裁平成二四年十月十九日、本

号五二頁）―」賃金と社会保障一六〇五号（二〇一四年）四八～五〇頁を参照。 

32 ほかには、保険医療機関の指定が類似の仕組みを採用している。指定と連動して診療報酬が

支払われるという点は共通である。介護保険法制定当時の指定制度の基本的仕組みを分析し、

保険医療機関の指定との相違を検討したものとして、大沢光「介護保険法における指定制度

の法的意味」室井力先生古稀記念論文集『公共性の法構造』（勁草書房、二〇〇四年）五九

九頁以下などがある。 

33 たとえば、介護保険法四二条一項二号および七四条一項・二項について「指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十一年三月三一日厚生省令第三十七号)、四七条一項一号

および八一条一項・二項について「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成十

一年三月三一日厚生省令第三十八号)、八八条一項・二項について「指定介護老人福祉施設の人員、設

備及び運営に関する基準」(平成十一年三月三一日厚生省令第三十九号)、九七条一～三項について「介

護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成十一年三月三一日厚生省令第四

十号)、七八条の四第一項・第二項について「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準」(平成十八年三月十四日厚生省令第三十四号)、一一五条の四第一項・第二項について「指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準」(平成十八年三月十四日厚生省令第三十五号)、一一五条の

十三第一項・第二項について「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成十

八年三月十四日厚生省令第三十六号)、一一五条の二二第一項・第二項について「指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準」(平成十八年三月十四日厚生省令第三十七号)など。 

34 大沢・前掲注 32・六一〇頁を参照。また、指定介護サービス事業者に限定する制度趣旨は、

「施設基準や人員配置基準をクリアできない施設・事業者を排除することによって、介護サ

ービスの質を確保することにある」と解される。倉田・前掲注 17・八二頁を参照。 

35 前掲注 26 の最高裁平成二三年七月十四日第一小法廷判決を参照。 

36 大沢・前掲注 32・六一三～六一四頁を参照。なお、前掲注 31 に示された諸判決からは、事

前規制の指定と事後規制の指定取消との両者について、「適正な事業運営」について問うべ

き内容は異なるものであるが、サービス利用の継続性・安定性がその重要な判断要素に位置

づけられることはいうまでもない。 

37 介護保険法で保障されるサービスの質は、同法の委任にもとづく政省令で定める指定・事業

運営基準により規定されることとなっている。瀧澤・前掲注 7・五二～五三頁を参照。かつ
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ては、措置制度の下における生活保護基準、福祉施設・事業運営基準や入所判定基準などの

基準の設定は、憲法二五条一項により保障される給付基準を具体化した最低基準であると解

されてきたが、社会福祉における本来のナショナル・ミニマムのあり方に合憲性・適法性の

問題があると指摘されている（河野・前掲注 6・一三三頁以下を参照）。しかし、これらの基

準の制定について行政立法の裁量が広く認められるといっても、法律の規定で委任範囲を限

定すべきであると説かれている（笠木・前掲注 6・五～十三頁および二二～二四頁を参照）。

また、介護保険給付水準の設定のあり方については、「支給限度額に限らず、介護保険法の

与えるサービスの水準の設定についてほぼすべてを厚生労働大臣の定めに委任しているこ

とは再考の余地がある。……給付水準に関する基本的な事項は法律で定める必要があろう」

とも指摘されている。石橋敏郎「介護保険給付」河野＝良永＝阿部＝石橋『社会保険改革の

法理と将来像』（法律文化社、二〇一〇年）九三～九四頁を参照。ただ、提供されるサービ

スの質と安全性を確保するための最低基準を論ずる際に、法による行政の原則がもちろん重

要であるが、他方で、現行法制度で規定された既存的基準とあるべき規範的基準を区別した

うえで、前者を後者に照らして検証するべき、との認識も重要である。原田啓一郎「サービス

保障法制とナショナル・ミニマム」日本社会保障法学会編『新・講座社会保障法３ ナショナル・ミ

ニマムの再構築』（法律文化社、二〇一二年）八七頁以下を参照。本論文では、この視角を兼ねて検討

する。 

38 法二二条三項にいう「偽りその他不正な行為」による介護報酬の返還請求を求め、指定介護

サービス事業者または市町村の法的責任を追及することができる。後者の場合、違法な財産

管理上の行為と事実の是正を求め、地方自治法二四二条の二第一項四号にもとづき市町村長

に対して不正な介護報酬の返還請求について損害賠償訴訟を提起した事例が存在する（前掲

注 26 に示した諸判決を参照）。 

39 これらの議論に関して、拙稿「適切な福祉利用の確保とその公法的構成（二）」名古屋大学

法政論集第二五一号（二〇一三年）二七六～二七七頁以下を参照。 

40 芝池・前掲注 5・十四頁、市橋ほか・前掲注 5・六七頁〔本多滝夫〕を参照。 

41 市橋ほか・前掲注 5・六七頁〔本多滝夫〕、豊島・前掲注 6・二九～三〇頁を参照。他方、法

律の委任があっても法的拘束力が認められるものではないとして、生活保護基準を裁量基準

と解する見解がある。芝池・前掲注 5・十五頁を参照。 

42 日本においては、生活保護・社会福祉に関する最低基準の設定という考え方は、戦後にはじ

めて現れ、実定法上においては、児童福祉施設最低基準を厚生省令で設けると規定した昭和

二二年児童福祉法（法律第百六十四号）四五条が、法律のなかに最低基準を取り入れる端緒

であったと説かれている。それ以降、社会福祉の個別立法にともない、基準設定に関する委

任規定あるいは義務付け規定の普遍化が見られるが、基準の立法形式はさまざまであり、と

られた政省令・告示または通達も煩雑であり、また児童・老人福祉・障害福祉の各部門にお

いて一致していなかったという現象が指摘されている。措置制度の下での最低基準に関する

経緯と検討については、河野・前掲注 6・一三三頁以下を参照。なお、以上の問題状況を踏
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まえ、近年の社会保障関係裁判例で扱われた問題の検討に加えた最近のものとして、笠木・

前掲注 6・三～二五頁を参照。 

43 芝池・前掲注 5・十四～十五頁を参照。 

44 加藤ほか・前掲注 24・三七八頁〔前田雅子〕、笠木・前掲注 6・七頁を参照。なお、老齢加

算減額廃止訴訟最高裁判決（平成二四年四月二日第二小法廷判決・判例時報二一五一号三頁）

について、豊島・前掲注 6・二九～三〇頁は、生活保護法八条一項にもとづき厚生労働省告

示で定める生活保護基準は「憲法二五条に基づき同法が保障すべき『健康で文化的な最低限

度の生活水準』の具体的実現形態としての保護費の算定根拠」を定める行政立法であると説

き、保護基準は同法の委任を受けた「厚生労働大臣の定める法規たる性質を有する法規命令

のうち委任命令である」と解する。その他に、タクシー事業の規制や監督にかかわる行政立

法について、外部効果の有無に着目し、たとえば地方運輸局長が発した乗務距離の最高限度

に関する公示は、道路運送法二七条一項を受けて定められた旅客自動車運送事業者運輸規則

二二条の内容を補充するものであり、当該地域内の不特定多数の者に対して一般的・抽象的

効果を有する法規命令・委任命令であると解する見解がある（常岡孝好「行政立法の法的性

質と司法審査（一）―最近の道路運送法関係に係る裁判例を素材にして―」自治研究九〇巻

九号（二〇一四年）十一～十二頁、同「行政立法の法的性質と司法審査（二）―最近の道路

運送法関係に係る裁判例を素材にして―」自治研究九〇巻十一号（二〇一四年）十六～十七

頁を参照）。もっとも、法規命令であるか否かを論じる際に、法律による行政の原則にもと

づき、法律の授権の有無はもちろんのことであるが、どのような法形式がとられているかに

よってのみ判断することなく、法形式よりも、内容的に行政の相手方の権利義務とのかかわ

りがあるか、それがどのようなものであるかという点こそ重要であり、規定の実体的な内容

に即してその法的性質を問うべきである。 

45 岩村正彦「社会福祉サービス利用契約の締結過程をめぐる法的論点―社会保障法と消費者法

との交錯―」同『福祉サービス契約の法的研究』（有斐閣、二〇〇七年）二八頁および嵩さや

か「社会保障法と私法秩序」社会保障法研究第三号（二〇一四年）五〇頁を参照。 

46 介護保険法施行後、高齢者介護をめぐる事故の法的責任を、高齢者介護施設または事業者に

対して損害賠償請求訴訟という形で問う事件が表面化してきている。こうした訴訟において

は、債務不履行または不法行為の成否を論じる際に、介護サービスの提供責任とその業務の

あり方、利用者にとっての処遇の中身、ひいてはサービス担当職員の勤務体制や業務内容な

どが指定・事業運営基準に適合するかどうかが争点となっている。なお、関係裁判例を素材

に、高齢者介護事故の特徴を整理して、安全配慮義務違反などの損害賠償法理の検討を行う

文献として、菊池馨実「高齢者介護事故をめぐる裁判例の総合的検討（一）～（二・完）」

賃金と社会保障一四二七号、一四二八号（二〇〇六年）(同『社会保障法制将来構想』（有斐

閣、二〇一〇年）二四五～二七六頁所収)、品田充儀「福祉契約と契約当事者―介護事故に

おける損害賠償の法理―」新井＝秋元＝本沢『福祉契約と利用者の権利擁護』（日本加除出

版、二〇〇六年）一六五頁以下などがある。 
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47 裁判所は、行政による法令解釈の司法審査については自らの判断を行うのに対して、裁量基

準の適法性審査については行政の合理性判断を尊重するとの見方が一般的である。塩野・前

掲注 5・一〇六頁、佐伯祐二「審査基準・処分基準の法的性格」芝池＝小早川＝宇賀編『行

政法の争点〔第３版〕』ジュリスト増刊（有斐閣、二〇〇四年）五六頁を参照。 

48 佐伯・前掲注 47・五六頁を参照。  

49 高橋滋「行政上の規範―安全基準を中心とした一考察―」磯部＝小早川＝芝池編『行政法の

新構想Ⅰ 行政法の基礎理論』（有斐閣、二〇一一年）頁二六五～二六六頁を参照。 

50 一九九五年の地方分権推進法からはじまり一九九九年の地方分権一括法によって実現され

た第一期地方分権改革との関係について、「市町村の介護保険の事務はすべて自治事務とされ

たこと」、「市町村による介護保険事業計画の作成」、「地域差にあわせ、介護報酬に……幅の

ある単位制」の導入や「小規模多機能型居宅介護及び夜間対応訪問介護」に関する介護報酬

の市町村による加算、または地域の独自性を示す「市町村特別給付」の支給などの点に、「地

方分権的に制度設計された介護保険法の特徴」があると説かれている。ただし、同法では「地

域間の競争」という理念が潜んでいることは否めないとはいえるが、「地方分権の産物」とい

うよりも、介護保険法は「あくまで社会保障制度の展開のなかで生み出されたものである」

と指摘されている。小西啓文「介護保険法にみる地方分権改革推進の功罪」社会保障法第二

七号（二〇一二年）二三～二五頁を参照。 

51 これは国の立法権限の一部を条例に授権しているため、「事務自体の委任と分権改革前の委

任条例からの転換、および授権・委任の二面性を認識し」たうえで、「法律規定条例」（斉藤

誠「条例制定権の限界」芝池＝小早川＝宇賀編『行政法の争点〔第３版〕』ジュリスト増刊

（有斐閣、二〇〇四年）一六〇頁）あるいは「法律施行条例」（村上＝白藤＝人見編『新基

本法コンメンタール地方自治法〔第一版〕』別冊法学セミナ二七一号（法律評論社、二〇一

一年）七二頁〔市橋克哉〕など）と呼ばれている。また、かつての「委任条例」の意味と明

確に区別し、地方自治法十条二項にある文言から「分任条例」と称するものもある（北村喜

宣「分任条例の法理論」自治研究八九巻七号（二〇一四年）二〇頁以下を参照）。 

52 以下、本大綱の別紙１「義務づけ・枠付けの見直しと条例制定の拡大の具体的措置（第２次見直し）」一

頁と四～五頁を参照（http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/doc/100622taiko01.pdf最終アクセス2014/12/24）。 

53 ここにおいては、国の基準を上回る、すなわち上書き条例の制定は「参酌すべき基準」について

のみ認められると解されている。本多・前掲注 10・二八頁を参照。しかしながら、あくまでも参

考として示される「参酌すべき基準」をふまえて条例化した基準を「上書き」と称することに対し

ては、憲法九二条の「地方自治の本旨」や地方自治法一条の二の「国と自治体との適切な役割分担」

の趣旨に照らして疑問との指摘もある。出石稔「義務づけ・枠付けの見直しにともなう自治立法の

可能性～条例制定権拡大をどう生かすか～」自治体法務二四号（二〇一〇年）一三頁を参照。 

54 これについて、地方分権改革推進委員会平成二〇年十二月第二次勧告における「義務付け・枠付

けの見直し」条項の選定基準では、「国民の生命、身体等への危険に対して国民を保護するための

対人給付サービスの内容・方法等に係る規定のうち、金額等の定量的基準、具体的な方法等を含

http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/doc/100622taiko01.pdf


 

 202 

                                                                                                                                          

まないもの（政省令、告示への委任規定を含む規定を除く）」に該当しない限りは、見直しの対象

とする、という立場を示しているが、やや読み取りにくい規定といわざるをえない。地方分権推

進委員会第二次勧告の添付資料「（別紙１）義務付け・枠付け条項及びそのメルクマール該当・非

該当の判断」に示された「義務づけ・枠付けの存置を許容する場合のメルクマール」を参照

（http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/torimatome/081208torimatome35.pdf最終アクセス2014/12/24）。 

55 そして、法律の委任または授権がない場合には、考慮事項の重要程度の目安、重要とされる

事項に関して具体的な状況に応じた妥当な処置を定型的ないし例示的に示すものについて

は、条例により裁量基準を定めることができる。小早川光郎「基準・法律・条例」塩野宏先

生古稀記念『行政法の発展と変革 下巻』（有斐閣、二〇〇一年）三九六～三九九頁を参照。 

56 斉藤・前掲注 51・一五八頁以下を参照。 

57 いわゆる「開発主義型のナショナル・ミニマム」の特徴がある。本多滝夫「分権改革の展開

とナショナル・ミニマム」法律時報八四巻三号（二〇一二年）七～八頁以下を参照。かつて

の福祉行政事務の分権化に関して、自治事務と性格づけられた事務について地方公共団体の

条例制定権が認められるようになったものの、個別法上には政省令で定める基準にしたがう

とする法律の規定が数多くあり、地方公共団体との関係において国による強い関与が残存す

ることは早くから指摘されていた（芝池義一「福祉行政事務の地方移譲の法的問題点」日本

地方自治学会編『広域行政と府県』（敬文堂、一九九〇年）一〇三～一〇四頁を参照）。この

点は、戦後日本の社会福祉行政における国と地方公共団体の関係、とりわけ「事務配分の原

則における事務配分論から機能分担論への転換」といった経緯に深くかかわるものと説明さ

れている（塩野宏「社会福祉行政における国と地方公共団体の関係」東京大学社会科学研究

所編『福祉国家第４巻 日本の法と福祉』（東京大学出版会、一九八四年）三〇七頁以下を

参照）。ちなみに、企画と実施の分離、いわば機能的な観点にもとづき、前者が中央省庁に、

後者は地方公共団体に配分する、という「国と地方の機能分担」の観念で事務配分の原則を

とらえた結果、社会福祉行政における中央集権主義的傾向が作り上げられてきたのである。 

58 小西・前掲注 50・二七頁を参照。 

59 これまでいろいろな場面でのべられてきた「ナショナル・ミニマム」という表現が多義的で

あるという認識は共有されている。また、地域分権改革の流れをふまえて、憲法九二条の「地

方自治の本旨」から社会保障に関するナショナル・ミニマムを検討する立場について、本多・

前掲注 57・六～八頁以下、岡田正則「地方自治とナショナル・ミニマム」日本社会保障法学

会編『新・講座社会保障法３ ナショナル・ミニマムの再構築』（法律文化社、二〇一二年）

四九頁以下を参照。 

60 「福祉行政分野の特性であるナショナル・ミニマムの確保」のために、地域の実情に応じて

国の基準を上回る、上書き条例の制定を肯定し、「『従うべき基準』はナショナル・ミニマム

である最低基準を意味し…『標準』はナショナル・ミニマムを超えた水準を意味し…『参酌

すべき基準』は地域の実情を考慮しないと定量化できないものであって…考慮指針とするた

めの定性的な基準をさだめるもの」と解する見解がある。本多・前掲注 10・二九頁を参照。  

http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/torimatome/081208torimatome35.pdf
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第三節 裁量統制の手法  

１ 本章第一節で明らかにしたように、要介護等認定の適正性確保のための裁量統制において

は、要介護状態区分の審査判定、とりわけ介護認定審査会による二次判定の適法性の確保が焦点

となる。そこにいう裁量は、さらに二つに整理することができる。それは、介護基準の適用に関

する裁量と、介護基準の定立に関する裁量である
1
。前者は介護基準の拘束力にかかわり、個別の

事案に対する介護基準の一律的適用が法の趣旨や目的に適合するか否かという点が問題となる
2
。

後者においては、介護基準の制定に関する行政立法行為の適法性に焦点があてられて
3
、授権根拠

の有無や基準化のための組織法的・実体法的・手続法的統制のあり方が問われることとなる。そ

のなかでも、法令の定める給付水準が憲法二五条一項にいう「健康で文化的な最低限度」の生活

水準をみたすか否かが、しばしば判例上の争点となってきた。  

前二節でのべたように、今日、調査・審査手続の充実のみならず、受給資格の審査基準や給付

内容の支給基準を具体的に規定することにより、要介護等認定の処分に対する司法的な裁量統制

の密度が過去と比べて向上していることがうかがわれる。そして学説上では、基準が公にされて

いる場合には、例外の認め方次第で基準の意味がなくなってしまうことや、個別の処分がたとえ

法令の許す範囲内のものであっても、それが基準に反していれば処分の相手方の予測と信頼を裏

切りかねないことから、行政の自己拘束の原理にもとづき、通常は基準の一律的適用が求められ

るものとされている
4
。ただ、法の目的の達成という前提の下で、根拠法令の目的や趣旨に相応し

い裁量基準を探求しそれを適用するために、行政庁が個別的事情に応じて裁量権を行使すること

を認めるべき場合もあることは否定できない。近年では、基準適用行為における裁量について積

極的な存在意義を認めるとともに、こうした裁量権限行使の類型化とそれに応じた統制法理の緻

密化を試み、さらに、生活保護事件を具体例として、個別法の目的・趣旨から個別事案に相応し

い特別基準の制定が認められるべきと説く見解もある 5。法解釈上、介護基準の適用についてもこ

うした考え方が妥当であると思われる。  

２ そして、要介護等認定をめぐる裁量統制の問題を取り上げるにあたっては、要介護等認定

の段階のみならず、これよりも一段階前の段階、すなわち行為準則や保険給付の標準化を定める
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介護基準そのものにまで視野を広げていく必要がある。というのも、要介護等認定に関する条文

の解釈・適用の仕組みにおいては、要介護認定等の基準時間の算定が個々の被保険者の介護等状

態を判断するためのカギとなっており、たとえば、要介護認定等基準時間の推計に際しては、算

定対象の種類と具体的な内容、およびその抽出方法のあり方が、前出の推計の合計数値ないし要

介護状態区分の結果を左右するからである。そのため、要介護等認定の問題点を精査すると、要

介護認定等基準時間の推計方法のあり方こそが根本的な問題となっている。そして、要介護状態

の発生とその軽減または悪化の防止に資する介護サービスとの関係からとらえて、推計対象の選

定とその構成内容に不合理な点がないかを問題にすべき場合がある 6。 

３ ところで、現行法制度の下では、介護の必要性に関する要介護等認定と介護サービスの利用

に関する介護契約という二つの法形式に応じた権利救済方法がそれぞれ想定されている。いいか

えれば、司法救済のルートとして、違法な要介護等認定の排除を重点におく行政争訟と、介護契

約をめぐる民事責任の追及とが峻別されるものとされている。他方で、介護基準の適用行為たる

要介護等認定により、介護契約への制約という法的効果が生じるとともに、介護利用に係る権利

内容が具体化されて、利用者の要介護・要支援状態の軽減または悪化防止が図られる。しかしな

がら、介護基準の規律効果が要介護被保険者の権利利益に影響を及ぼすにもかかわらず、前述し

た権利救済手段のいずれにおいても、こうした介護基準により保障されるべき利用者の権利利益

が表出されにくいのみならず、行政処分の適法性審査を介さずには、介護基準の適否は法的紛争

とはなりにくい側面がある。こうした限界を念頭におきつつ、介護基準の法的コントロールにつ

いて、事前規制を含めてそのあり方を検討することが本節の目的である
7
。 

以下では、介護サービス保障水準を具体化する介護基準の制定について、その正当性・正統性

がどのようにとらえられてきたか、また、それをどのように問うべきかという視点から、これま

での判例法理と学説をたどり、その統制理論の到達点と方向性を論じたい。また、近年の地域分

権改革にともなって進んでいる社会福祉分野における分権化、とりわけ給付基準の地方条例化の

動きをもあわせて視野におき、昨今における問題の所在の変化と個別法の相違に注意しながら、

介護基準に係る統制理論の方向性を転換させる契機を探っていきたい。 
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一 基準化の統制法理 

介護保険法では、要介護等認定に係る判定基準、指定介護サービス費に係る支給限度とその算

定方法（すなわち介護報酬に係る算定基準）、および指定介護サービス事業の指定・運営基準の制

定について、厚生労働大臣が省令や告示で定める、または都道府県・市町村の条例に委ねるもの

と規定されている（二七条、四一条または七四条）。これらの基準定立にあたっては、条例の制定

は厚生労働省令の定める基準に「従う」べき、またはこれを「標準とする」・「参酌する」べきも

のとする規定が散見される（七四条三項、七八条の四第三項、八一条三項，八八条三項、九七条

四項など）。また、一定の場合には、社会保障審議会の意見を聴いたり（四一条五項、四二条の二

第三項、四六条三項、四八条三項、五八条三項、七四条四項、七八条の四第四項、八一条四項、

八八条四項、九七条五項、一一五条の四第四項、一一五条の十四第四項および一一五条の二四第

四項）、あるいは被保険者その他関係者の意見の反映や学識経験者の知見の活用を図る措置をとる

という規定がみられる（五四条の二第五項、七八条の四第六項、一一五条の一四第六項）。そして、

介護基準の定立に関する規律としては、行政手続法上の意見公募一般手続以外には、以上の組織・

手続規定しか存しない。介護基準はこうした規律密度での授権条件の詳細化により制御されてい

るのであるが、それで十分に定立内容の適切性が確保されるかどうか、またそれに対していかな

るコントロールがなされうるかなどの問題は、なお検討の余地がある。  

従来、日本の行政法学においては、一般に行政上の決定の権限、手続および形式にかかわる形

式的適法性要件と、目的、要件判断および行為内容にかかわる実質的適法性要件とを通じて、行

政活動に対する統制が講じられてきた
8
。行政立法に関する統制理論一般に関しては、大別して、

議会制定法による授権と司法審査による事後的統制に着目して論じられている。後者の裁判所に

よる事後的統制についていえば、法律により授権された範囲を逸脱していることを理由としてそ

の処分が違法となるかどうかは、最終的には裁判所により判断される（憲法八一条）。そこでは、

もっぱら抽象的規律規範の具体的な解釈・適用行為すなわち行政処分の適法性が審査の中心にお

かれる。その際、審査基準や処分基準の適否についても司法審査が行われるが、それは付随的な

ものである。法令の根拠と目的規定に照らして、定立内容の授権範囲からの逸脱の有無、手続過

程の欠落・不合理についての審査がなされるものとされている。この点について、ここではまず、
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社会保障関係事件を対象として、給付基準の設定改廃とその適否に言及した最高裁判所判決を検

討し、社会保障給付基準に係る統制法理一般を見ていきたい。  

１ 給付基準の設定改廃に係るいくつかの最高裁判決  

（１）社会保障給付に係る需要測定の方法とその不足分をみたす手段を詳細化する給付基準に

関わる紛争としては、生活保護基準の設定改廃や障害福祉年金等の併給調整をめぐって給付基準

の適法性が争点となった最高裁判決がいくつかある。  

最高裁判所の判断がはじめて示されたのは、「念のために」生活扶助基準の適否について意見を

のべた【朝日訴訟上告審判決】（最高裁昭和四二年五月二四日大法廷判決・民集二一巻五号一〇四

三頁）である
9
。同上告審判決では、憲法を具体化する生活保護法にもとづく保護は「法的権利で

あって、保護受給権とも称すべきものである」とのべ、その保護は「厚生大臣の設定する基準に

基づいて行なうものとしている」から（八条一項参照）、「厚生大臣が最低限度の生活水準を維持

するにたりると認めて設定した保護基準による保護を受け得ること」をかかる権利の内容と解す

べきと示したうえで、生活扶助基準の適否に関して、傍論として、厚生大臣の認定判断には、与

えられた裁量権の限界を超えたまたは裁量権を濫用した違法はない、との判断を示した。  

同上告審判決を一つの契機として、憲法二五条の「健康で文化的な最低限度の生活」とはいか

なる水準であるのか、それをいかにとらえるべきかなどについて、大きな関心が寄せられてきた
10
。

ここでは、生活保護基準の制定に関する法的統制をいかに行うべきか、という問題を取り上げて

みたい。この点に関して、同上告審判決の論旨をもとにすると、最高裁判所の審査方法は次のよ

うに整理できよう。まず、生活保護法上の諸規定は憲法二五条を具体化するものであるととらえ

て、「具体的権利としては、憲法の規定の趣旨を実現するために制定された生活保護法によって、

はじめて与えられている」と説き、二つの法規範の間の序列関係を明らかにしたものの、保護基

準の設定を厚生大臣に委ねるという規定それ自体の適否を論ずることなく、こうした授権規定の

合憲性を肯定した。そして、上記の授権にもとづいて厚生大臣の合目的的裁量に委ねられる基準

定立行為が生活保護法三条、八条一項・二項および九条に適合するか、という委任命令そのもの

の法律適合性の問題に審査の重点をおきながら、委任命令の許容範囲・限界について、生活保護
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法八条二項所定事項を遵守すること、最終的には憲法で定める健康で文化的最低限度の生活を維

持するにたりるものであること、の二点を示し、これにより厚生大臣の合目的的裁量の範囲を限

定しようとしている。また、ここでの違法性の判断基準については、現実の生活条件を無視して

著しい低い基準を設定するなど、憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与え

られた裁量権の限界を越えた場合または裁量権を濫用した場合には違法な行為となるとのべ、厚

生大臣の判断が裁量権の逸脱・濫用と認められる場合もあるものと判示している。  

ここにおいては、本件基準設定に係る厚生大臣の合目的的裁量とその裁量の統制法理が示され

ている一方、委任立法の法的統制のあり方もまた映されている。これに関して、最高裁判所の見

解は次のように整理することができる。第一に、厚生大臣の定める生活扶助基準の適否について、

委任立法の授権根拠となる生活保護法の合憲性の問題と、当該授権にもとづく生活扶助基準の定

立行為の合憲性・法律適合性の問題とを分けて司法審査を行った。前者に関して、憲法を具体化

する生活保護法にもとづく保護受給権の権利の内容は、「厚生大臣が最低限度の生活水準を維持す

るにたりると認めて設定した保護基準による保護を受け得ること」であると解し、これでもって

生活保護基準の設定を厚生大臣に委ねる、いわゆる委任立法の授権規定の適法性を説明し、生活

保護法八条一項の合憲性・法律適合性を肯定した。第二に、最高裁判所の審査の重点は前者より

も後者におかれ、基準設定が厚生大臣の合目的的な裁量に属することや、裁量権限行使に対する

法による制約を指摘し、「現実の生活条件を無視して著しい低い基準を設定する等憲法および生活

保護法の趣旨目的に反し」た裁量権の逸脱・濫用があった場合には違法となる旨を説き、基準設

定の違法性の審査基準をはじめて示した。もっとも、生活保護基準の設定にあたって厚生大臣に

認められる権限は、根拠法律による制約を受け、同法の趣旨・目的により委任立法の限界が画定

されることは、当然のことである。そして第三に、そこで注目すべきは、裁量逸脱・濫用の違法

の有無を判断するにあたり、基準設定の際の考慮要素および基準の内容の構成要素に応じてその

適否を検討する、という審査方法を提示したことである。本件基準設定に関しては、その定立過

程において考量された要素（たとえば「生活外的要素」）の斟酌、基準の内容構成について保護の

程度、最低限度の需要をみたす手段（保護の種類と範囲、単給または併給等）、一般抽象的需要測

定尺度などを厚生大臣の合目的的な裁量に属するものと認めた上で、生活保護法三条、八条二項
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および九条により与えられた裁量権の逸脱・濫用がない限り、違法の問題を生ずることはないと

されている。ここでは、基準設定の際に多数の不確定的要素を総合考量する厚生大臣の合目的的

な裁量の余地が肯定され、根拠法律の規定とその趣旨・目的により、需要測定の方法、最低限度

の需要をみたす手段の組合せと保護の程度についての法的制約が存することを確認して、各々の

法律適合性を判断した。  

本件最高裁判決が示した規制法理は、要するに、保護基準の設定に関して、法により委ねられ

た裁量が認められるとしても、委任命令の制定にあたっては、制定機関である厚生大臣には諸考

慮事項の総合考慮義務が課せられるのみならず、実体的側面においては、生活保護に係る需要測

定の方法、最低限度の需要をみたす手段の組合せと保護の程度などを詳細化した内容が、根拠法

律の規定とその上位規範である憲法の趣旨・目的に適合しなければならない、とまとめることが

できよう。 

（２）児童扶養手当の受給資格に関して、障害福祉年金の受給を消極的要件とする併給調整条

項（昭和四八年法律第九三号による改正前の児童扶養手当法四条三項三号）とそれを適用した処

分が憲法二五条、十四条および一三条に違反しないと判断した、いわゆる【堀木訴訟上告審判決】

（最高裁昭和五七年七月七日大法廷判決・民集三六巻七号一二三五頁）では、朝日訴訟上告審判

決の審理方法を踏襲した部分が見られるものの、基準設定行為の適否について根拠法律の合憲性

の問題と委任命令の合憲・適法性問題とを二元的にとらえた朝日訴訟上告審判決との間で、若干

の相違点もある
11
。その一つは、本件堀木訴訟では、当該併給調整規定が上位規範である憲法に適

合するか否かという点が焦点となっており、これはいわゆる立法裁量の問題である。同上告審判

決では、憲法二五条の規定の趣旨にこたえて社会保障給付の併給調整条項を設けるかどうか、ま

た併給調整について具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、「立法府の広い裁量に

ゆだねられ」るものとし、それが「著しく
、、、

合理性を欠き明らかに
、、、、

裁量の逸脱・濫用と見ざるをえ

ないような場合」（傍点は筆者）を除いて、裁判所による判断に適しないと判示した。もう一つは、

併給調整条項の内容は「立法府の裁量の範囲に属する事柄」または「立法政策上の裁量事項」で

あるとする一方、現実の社会保障立法として具体化するにあたっての要考慮事項として、「国の財

政事情」のほかに、本件併給調整条項の適否について、「憲法二五条の規定の要請にこたえて制定
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された法令において、受給者の範囲、支給要件、支給金額等につきなんら合理的理由のない不当

な差別的取扱をしたり、あるいは個人の尊厳を毀損するような内容の定めを設けているときは、

……憲法十四条及び十三条違反の問題を生じうる」との見解が示されている。  

堀木訴訟上告審判決については、次の二点に注意しておきたい。第一に、現実の社会保障立法

の際に、実体的要件として、憲法二五条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」水準のみな

らず、憲法十四条および十三条にも適合しなければならないとしたことである。憲法二五条を具

体化する立法措置は立法府の広い裁量に委ねられるといっても、その選択決定が「著しく合理性

を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合」には、裁判所の審査判断が行われると

されている。すなわち、社会保障法制の立法裁量に関して、憲法二五条に反するか否かについて

の判断は、「著しく合理性を欠く明らかな裁量の逸脱・濫用」という審査基準により行われる。そ

して、立法措置の具体的な内容、たとえば受給者の範囲、支給要件、支給金額などについて「合

理的理由のない不当な差別的取扱をしたり、あるいは個人の尊厳を毀損するような内容の定め」

がある場合には、憲法に違反する恣意的かつ不合理な立法であるとされている。第二に、社会保

障立法の要考慮事項に関して、朝日訴訟上告審判決では「生活外的要素」を含む「多数の不確定

的要素を綜合考量する」とされているが、堀木訴訟上告審判決では、「国の財政事情」が重視され

ているほかに、本件併給調整条項について、「社会保障給付の全般的公平を図るため」であること

が指摘されるとともに、「不当な差別的取扱」や「個人の尊厳の毀損」の問題が論じられている。 

同判決は、社会保障立法に関して、憲法に委ねられている立法裁量の許容範囲を画定したうえ

で、憲法の趣旨にこたえる具体的立法措置を講ずるにあたって考量すべき事項の重みを示したも

のといえよう。  

（３）そして、生活保護基準の老齢加算部分の段階的減額・廃止について、最高裁平成二四年

二月二八日第三小法廷判決（民集六六巻三号一二四〇頁。以下【老齢加算訴訟東京事件最判】と

いう）および最高裁平成二四年四月二日第二小法廷判決（判例時報二一五一号三頁。以下【老齢

加算訴訟福岡事件最判】という）がある。これらの判決においては、堀木訴訟上告審判決が引用

され、保護基準の具体化の際における立法政策上の裁量事項について、「高度の専門技術的な考察

とそれに基づいた政策的判断」の必要性が指摘されている。しかし、それは立法裁量と異なる次
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元である行政立法の裁量問題であり、また、この判断の違法性審査に関して、基準定立の際の考

慮事項の抽出や序列に着目する審理方法ではなく、いわゆる判断過程合理性審査という手法が採

用されている。  

上述した老齢加算廃止訴訟の両上告審判決においてもっとも特徴的なのは、生活保護基準の制

定に関する授権規定の有無とその許容範囲にとどまらず、基準の定立手続についてまで言及した

点である。とりわけ基準の内容を基礎づける根拠資料と審議過程の適法性・合理性に関する審査

基準を明らかにすることによって、朝日訴訟上告審および堀木訴訟上告審で一貫して認められて

きた広範な立法裁量や基準定立裁量を限定しようとする趣旨がうかがえよう
12
。これに関して、具

体的な審理方法においては両上告審判決の間には多少の相違があるものの
13
、次の点は共通してい

る。第一に、生活保護法五六条にいう「正当な理由がある場合とは、既に決定された保護の内容

に係る不利益な変更が、同法及びこれに基づく保護基準が定めている変更、停止又は廃止の要件

に適合する場合を指すもの」と解していることである
14
。第二に、生活保護基準の設定改廃に関し

て、本件老齢加算の支給の根拠となっていた高齢者の特別な需要が認められないというのであれ

ば、老齢加算の減額又は廃止をすることは同法八条二項の規定に沿うところであるという判示で

ある。そして、第三の点がもっとも注目されている。すなわち、最高裁は、本件老齢加算の減額

または段階的改廃の適否に関して、［１］高齢者の特別な需要の存否を含む最低限度の生活の需要

に係る判断、および［２］激減緩和等措置の要否を含む老齢加算の廃止の具体的方法、のいずれ

も厚生労働大臣の専門技術的な考察にもとづいた政策的判断であると認めた上で、［１］の判断に

ついては最低限度の生活の具体化に係る判断の過程および手続における過誤または欠落の有無の

観点から、［２］の判断については被保護者の期待的利益や生活への影響等の観点からみて、「統

計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠ける」場合には、裁量権の

逸脱または濫用があり、同法八条二項の規定に違反した違法なものである、という判断の仕組み

を示している。  

前述した第三点から、生活保護基準定立の裁量統制に関する最高裁の見解を次のようにとらえ

ることができよう。第一に、前述の［１］高齢者の特別な需要の存否および［２］老齢加算の廃

止の具体的な方法について高度の専門技術的な考察にもとづいた政策的判断を行う際に、その判
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断の根拠となっている各種の統計や専門家の作成した資料などは、専門技術的な考察の結果を表

すものであると解される。というのも、上記の判断にあたっては、専門技術的な考察の結果を基

礎に斟酌したうえで、基準の設定改廃の必要性と具体的な内容を決めるからである。第二に、こ

うした判断に対する違法性審査において考慮事項をいかに取り扱うのかが明らかには示されてい

ないものの、両上告審判決では、考慮事項の根拠となる統計や資料まで審査の対象として、その

合理性を問題としている。具体的には、「統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見

との整合性に欠ける」事情があるか否かについて審査する、という判断過程合理性審査の手法が

とられている。そのなかでも、専門家集団から構成される専門委員会の意見が本件老齢加算の廃

止に関する考慮要素となるが、厚生労働大臣の判断を拘束するものではないと判示されている。

そして、生活保護基準の改定にいたる策定または審議過程において取り上げられた「統計等の客

観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性」は、当該行政立法の合理性を基礎付け

る根拠であり、実質的な適正性を確保するための要件として位置付けられると考えられている。

また、手続的側面に関しては、生活保護基準の策定過程または審議過程に専門家集団からなる専

門委員会が参画することの意義が肯定されており、現行法上の規定はないにもかかわらず、それ

を当該分野の行政立法手続の一環として構成する可能性が示されているといえよう
15
。この点は、

生活保護や社会福祉分野における基準化の手続法理とその制度化の必要性を示唆している。  

２ 基準定立の正当性とその統制法理  

（１）前述した三つの事件についての最高裁判決をまとめると、生活保護や社会福祉分野にお

ける基準定立に際しての裁量の合憲性・適法性について、最高裁は主に次のことに焦点をあてて

いる。 

第一に、上位規範による授権にもとづかなければならない。憲法を具体化する社会保障関係立

法上の諸給付を受ける権利の内容は、根拠法律とその授権によって設定された給付基準にもとづ

き必要な財やサービスを受給することである。ここでは、社会保障給付の受給権が、憲法→法律

→委任立法による給付基準、という順で具体化・詳細化されるという法構造が存する。こうした

法規範の序列を逆方向にたどれば、下位規範の正当性の根拠は上位規範による授権規定に求める
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ことができる。また、ここにおいては、立法府の立法裁量の合憲性と、委任立法の基準定立裁量

の合憲性・法律適合性という二つの次元が存在し、両者の間で、法により許容される裁量の範囲

は異なる。 

第二に、授権の目的と要件にしたがい、法により委ねられた裁量の範囲をこえてはならない。

たとえば、健康で文化的な最低限度の生活とは何か、憲法の規定にしたがって具体的にいかなる

立法措置をするのかは、まずは立法府の立法裁量に委ねられ、次に根拠法律の授権によって行政

立法に委ねられるものである。後者について、たとえば生活保護法八条一項の保護基準の設定は、

専門技術的かつ政策的見地からの考察にもとづく厚生労働大臣の合目的的な裁量に属する。ただ

し、基準定立の際に諸考慮事項をいかに選択するか、また、受給資格としての需要測定・評価、

需要の程度とその不足分を補う手段・方法について具体的にどのような内容を規定するかは、同

条二項の規定および三条と九条の目的・趣旨によって制約されている。そこでは、授権規定とそ

の目的・趣旨から、授権の要件と範囲を画定し、基準定立行為の適法性要件を抽出することがで

きる。 

第三に、基準内容の適正さの確保である。生活保護基準の適否に関して、授権規定とその趣旨・

目的から見出された授権事項・要件、基準定立にあたって考量するべき諸考慮事項のほか、基準

の設定改廃に係る判断にいたる策定過程または審議過程の適法性・合理性、とりわけ基準定立を

基礎づける根拠資料の客観的数値との合理的関連性や、専門的知見との整合性などが要請されて

いる。これは、基準定立の際の「専門技術的かつ政策的見地からの考察」の適否を問うことであ

る。そこにおいては、何らかの形式で基準の策定・審議過程の適正さを確保しようとすることも

含まれている。  

第四は、基準定立へ専門家の関与とその位置づけである。現行法制度においては、生活保護基

準の定立手続に関して、行政手続法第六章に定められた意見公募等の一般規定があるものの、生

活保護法には特別な規定はない。そうはいっても、保護基準の設定改廃にいたるまでの策定過程

または審議過程において、実際上は、社会保障審議会やその専門委員会のような、専門家集団か

らなる第三者機関が関与している。もっとも第三者機関の意見については、個別法上に関係規定

がないため、あるいは規定があっても第三者機関が諮問機関か参与機関かという位置づけの相違
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のため、その意見の拘束力は区々である。にもかかわらず、専門家による関与を基準定立手続に

取入れることは、基準内容の実質的な適正さを確保するために、専門的知見を合理的に機能させ

ることができる手段である。  

（２）以上の諸点においては、何らかの形で実体的な適正性を実現するための二つの要請が内

在している。すなわち、授権法律による制約と、専門的知見・政策的見地からの考察にもとづく

合目的的判断の確保、の二点である。また、後述のように、これらをみたしてはじめて、基準定

立行為そのものの正当性が基礎づけられることとなる。  

行政活動の法律への適合関係を立法によりいかにコントロールするかについて、比較的早期に

日本における行政統制の特徴を論じた雄川一郎教授は次のようにのべた。日本国憲法における権

力分立制の下で、立法と行政の機能的分化が現れ、行政活動の法律への適合関係について、議会

によって定立された法律に行政をしたがわせるという形式的合法性を確保した上で、行政の実体

的内容とその生成過程の統制を行政自身の合目的的な判断に委ねることが、従来の日本の行政統

制論の基本的考え方である。そのうえで、行政統制のための統治機構とその機能が制度的に分離

され、行政活動の外枠の統制すなわち合法性の統制は裁判所に、合目的性の統制は行政に委ねる

という形で、理論的、観念的に区別され、そして、実務上、前者の行政の外枠的統制に限定して

審査する裁判所の姿勢がみられる、と
16
。行政活動のうちの行政立法について、授権法律による制

約を施し、授権根拠の存否と明確さや許容範囲に焦点をあてて形式的合法性を問うことは、規制

法理の固有の法的表現である。憲法四一条との関係では、委任立法の設定改廃に関して、国権の

最高機関・唯一の立法機関である国会が法律で規定する授権の要件・目的・範囲いかん、とりわ

け授権根拠の有無とその明確さは重要である。そして、基準定立に係る裁量の範囲がそうした授

権規定の趣旨と目的によって限定されることはいうまでもない。二〇〇五年改正（平成十七年法

律第七三号）によって追加された行政手続法三八条一項はこの法理を再確認し、行政立法手続一

般の実体的要件を示す規定である。したがって、基準定立にあたっては、命令等の制定機関は、

個別の制定法上の授権要件および手続規定にしたがい、根拠法律の趣旨および目的に反してはな

らず、また法に委ねられた範囲を超えてはならない
17
。そして、授権の要件や手続がいかなるもの

かは、根拠規定とその趣旨・目的に照らして解釈すべきである。何よりも、議会制定法によって
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委任立法の外枠を画定することは、基準定立行為を国民代表機関である議会によるコントロール

の下におき、かかる基準の制定に民主的正統性を付与するという意義をも兼ねている。  

これに対して、基準定立過程における専門性の確保は、基準内容の適正さにつながるものであ

る。たとえば、生活保護について、法技術上、「最低限度の生活」需要の評価とその不足分を補う

方法・程度に関して種々の保護事由の種類や程度を類型化するにあたっては、専門技術的かつ政

策的見地からの考察を基礎にすることが必要である。そこでは、立法者が具体的な基準までは定

めえないこともあって、行政の合目的的な判断や選択に委ねざるをえない面があることは否定で

きない。現実の特殊な需要の存否とそれに応じた適切な給付内容（種類・程度）について、特定

の利用者の属性とその困難度を正確かつ客観的に把握するためには、専門的知見や技術にもとづ

く考察が欠かせないし、基準設定後においてもこうした考察を踏まえて基準の適否に係る定期的

な検討が必要となってくる
18
。その上で、利用の優先順位、たとえば他の利用者との調整あるいは

同一事由の同種給付との併給調整については、生活外要素を含む諸考慮事項の斟酌を経て、政策

的な見地から合目的的な判断を行うものとされている。ここにおいては、行政の合目的的判断が

広く認められるといっても、前述した行政の外枠としての合法性の統制にとどまらず、何らかの

形で行政の合目的性の統制を行い、そうした判断が法の趣旨・目的に即した合理性を備えるよう

にすることが期待されている。それは何よりも、専門的知見・政策的見地からの考察と、それを

もとにした審議・推論・判断の過程が、公正かつ客観的に遂行されることによってこそ、基準内

容の合理性が確保され、それにより実体的正当性を基礎づけることができるからである。  

このようにして、基準定立の実質的適正性の確保については、合法性の統制と合目的性の統制

を機能的に分離してそれぞれの統制手法を講ずる理論の構成が可能である。この二つの機能が果

たすべき役割との関係で、生活保護基準を含む給付基準に対する法的コントロールは、実体法的・

手続法的・組織法的な三つのアプローチから組み立てられる
19
。そのなかでも、規範内容の正当性

の確保と適正手続の遵守、という二つの規律の方向に注目したい。  

二 適切な介護基準の確保 

１ 外枠的統制の機能的分離―合法性と合目的性の確保―  
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（１）介護保険法上、要介護等認定に係る判定基準、指定介護サービス費に係る支給限度とそ

の算定方法（すなわち介護報酬に係る算定基準）や、指定介護サービス事業の指定・運営基準に

ついては、厚生労働省令または同省大臣が定める基準あるいは条例に委ねられる旨の規定がある

（介護保険法二七条、四一条または七四条）。前述した給付基準の統制法理に照らすと、前出の諸

規定には多少の相違点があるものの、そこでは、法律による制約と専門性の確保という二つの要

素が組み込まれ、合法性の統制と合目的性の統制が講じられているという点は共通している。以

下では、介護基準の法的コントロールについて、実体法・手続法・組織法的な側面から検討する
20
。 

まず、実体法的コントロールについて。介護保険法上、要介護状態等の審査・判定、あるいは

当該状態の軽減や悪化防止に資する介護サービスの提供は、厚生労働省令または告示にしたがっ

て行うものとされている。そこでは、保険給付となる対象範囲・内容と保障水準がこれらの介護

基準によって具体化されることになっている。介護基準定立にあたっては、命令等の制定機関は、

「当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨」すなわち介護保険法に適合するようにしな

ければならない
21
。このように、個別の制定法上の授権規定でもって基準の制定機関と規範の形式

を明確に規定することは、一般的にみられる。他方で、たとえば指定・事業運営基準の定立に関

して、都道府県や市町村の条例に委ねる規定がある場合でも、条例制定権は厚生労働省令により

画定される枠内にとどまるものとされ、内容別に程度の差があるものの、国の基準による拘束を

定める規定もある（七四条三項、七八条の四第三項および第五項、八一条三項，八八条三項、九

七条四項など）
22
。そして、要介護者の需要に係る評価、介護方法・手間の類型化、必要の程度な

どについて、命令等の制定機関によりなされる具体的な立法措置は、専門技術的・政策的見地か

らなされることが必要である。これらの諸事項が命令等の制定機関の合目的的な判断に委ねられ

る以上、個別の授権規定でもって制定機関に与えられる判断や選択の余地、すなわち立法政策の

裁量事項を明確に限定することが、立法的コントロールの中心をなすものといえる。確かに、授

権規定の有無とその明確さを中心とする実体法的規制において、行政立法に対して課される要件

を明示することにより、これを実質的に規律することが可能である。しかし、そうはいっても実

体法的規制は行政立法の外枠としての統制にとどまるという限界をまぬがれることができない。

したがって、委任立法の趣旨・目的を果たさせるために、命令等の制定機関に与えられる行政立
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法権限に対してどのような形で合目的性の立法的コントロールを行うかが、もう一つの課題とな

る。すなわち、介護保険法によりいかにして制定機関に委ねられる合目的的判断をコントロール

するか、という行政立法裁量に対する統制の問題である。  

このような問題に関して、判例のなかには、判断過程の合理性や考量すべき諸考慮事項の総合

考慮義務を命令等の制定機関に求め、この義務の違反により裁量権の逸脱・濫用と認められる場

合には違法となる、といった審理の方法を採用するものがあり 23、前述した生活保護基準の適否が

争われた事例において、その具体的な運用が示されている
24
。そこでは、行政立法の手続や定立過

程をも視野に入れてその合理性を問うことにより、基準定立の合目的性または実質的な適正性を

規律するという統制機能を果たそうという考え方がうかがえる。とりわけ、基準定立に係る諸考

慮事項の提示や総合考慮の義務付けによって策定・審議過程の合理性を担保することで、基準定

立の合目的性を確保することが期待されている。このような規制法理は、介護基準定立の場合に

ついても妥当する。介護基準の設定改廃に際しては、個別の根拠条項で定められた授権の要件・

範囲にしたがうことのほか、命令等の制定機関は以下の諸規定に拘束され、それらから析出され

た要考慮事項を総合考慮し、その理由を提示することが求められる。介護保険法二条によれば、

介護基準で詳細化・具体化される介護保険給付は「要介護状態等の軽減または悪化の防止に資す

る」（二項）もので、かつ「必要な」程度で行われるものである（一項）。具体的には、保険給付

の実施について「医療との連携に十分配慮」するほか（二条二項）、被保険者の「心身の状況」、「置

かれる環境」とその「選択」を尊重することや、「多様な事業者又は施設」からの介護サービスの

「総合的かつ効率的」な提供（三項）などに配慮することが、介護基準の制定機関に求められて

いる。また、以上の諸考慮事項以外に、要介護被保険者が「可能な限り、その居宅において、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」（四項）内容と水準をみたすことが、

介護基準の合理性を問う際の判断基準となるものといえよう。 

このように、実体法的側面においては、合法性のコントロールの形をとりつつ、合目的性のコ

ントロールについて考慮事項の提示・考慮義務を求めて、実体的に介護基準の定立裁量を法の下

に規律するものである。しかし、実体法で規範的事項を規制するといっても、これらはあくまで

も介護基準の外枠としての統制にとどまる。そこで、介護基準の合目的性の統制については、適



 

 217 

正手続がもう一つのアプローチとして重要となる。  

（２）介護基準定立の手続に関しては、行政手続法第六章の定める「命令等」の「意見公募手

続等」の一般規定（行政手続法三九～四三条）のほかに、介護保険法では次のような規定が設け

られている。介護報酬の算定基準（四一条五項、四二条の二第三項、四六条三項、四八条三項、

五四条三項、五四条の二第三項および五八条三項）および介護サービス事業者の指定・事業運営

基準
25
（七四条四項、七八条の四第四項、八一条四項、八八条四項、九七条五項、一一五条の四第

四項、一一五条の十四第四項および一一五条の二四第四項）について、厚生労働大臣は省令また

は告示で定めようとするときは、「あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない」。

また市町村は、同法にもとづき地域密着型サービスに係る介護報酬とその指定・事業運営基準を

定めようとするときは、「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意

見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければな

らない」（五四条の二第五項、七八条の四第六項および一一五条の一四第六項）。これらは、介護

基準の設定・改廃についての特別な手続規定である。行政立法活動における不特定の関係者の意

見や専門家の知見を反映させる手段として事前手続が制度化されたものである。  

これらの諸規定は、一般の意見を公募してそれを反映させる国民参加の事前手続ではなく、介

護基準の定立過程への関係者や専門家の適切な参加の確保という目的に資するための手続規範で

ある。そのなかでも、厚生労働省の下に設置される社会保障審議会は、厚生労働省設置法（平成

十一年七月十六日法律第九十七号）六条一項にもとづき、学識経験のある者のなかから厚生労働

大臣が任命する委員三十人以内で組織され
26
、厚生労働大臣等の諮問に応じて調査審議し意見をの

べるほか、社会福祉法、介護保険法や健康保険法などの規定によりその権限に属する事項を処理

するものとされる（同法七条一項）。こうした組織規定をあわせてみれば、前述した「社会保障審

議会の意見を聴く」という規定は、制定機関が定める介護基準の内容の適切性・正当性を支える

ために、基準定立過程において専門家を含む第三者機関の関与を介在させるという組織法的側面

からのコントロールとしての意味を兼ねていることがうかがえる。  

もっとも、個人の要介護状態に見合う最善の給付内容を決定する過程において、専門家の意見

や公平な配分を理由とする専門技術的・政策的判断と、利用者個人の要求とそれにもとづく選択
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とがいつも一致するわけではなく、常にこうした諸要素を総合的に衡量または調整するよう要請

される
27
。この点は、介護基準に係る行政立法についても妥当する。行政立法の政策決定または定

立過程において、社会保障審議会の意見を聴いたり、利害関係者の意見や学識経験者の知見を取

り入れたりする規定は、介護保険法以外にも、公的医療保険関係立法においても見られる
28
。こう

した介護基準定立手続の規定は、行政手続法一条の掲げる「行政運営における公正の確保と透明

性の向上」という規範的要請からはもちろん
29
、それと同時に、介護基準の定立過程における専門

家および関係者の参加により、専門的知見にもとづく合理的な内容の確保および利用者の選択の

尊重といった要請に応える意味をもつものと考えられよう。  

（３）そのなかでも、介護基準の定立過程への専門家の参加は、社会保障審議会の意見その他

の専門家の知見の活用を求める形態としてとらえられる。これにより立法措置の内容の合理性を

求めつつ、制定機関の恣意・専断を排し、基準定立行為の合目的性かつ客観中立性を確保して実

体的な正当性を基礎づけることがその目的である。こうした専門家の参加に対してどのような法

的コントロールをとるかについては、前述した手続規定や組織規定による規制以外にも、老齢加

算訴訟上告審判決が専門委員会の意見などの適否について示した見解に、もう一つの手がかりが

ある。すなわち、立法目的、規制手段の合理性を支える社会的・経済的・文化的な一般的事実と

いった立法事実の認定判断の合理性を問うことである
30
。これは、立法事実の認定判断について「合

理的関連性」・「専門的意見との整合性」のある根拠資料の提出を求め、こうした資料をもとに行

われる政策形成や審議の過程の合理性を問うことを通じて、専門的知見にもとづいた判断にいた

る手続過程全般を規律するという考え方である。介護基準の実体的な適正性を求めるために、何

らかの形で専門性を確保することがそこでの重点となる。そして、介護基準の定立過程への専門

家による参加は、手続法的および組織法的コントロールの機能を伴うことで、合目的性の統制を

果たすための複合的手法として用いられているといえる。  

他方で、要介護状態に見合う最善の給付内容を決めるにあたっては、介護基準の制定機関は、

介護や医療に関する専門性の確保以外に、利用者の選択、多様な事業者や施設からの総合的かつ

効率的な介護サービスの提供、他の利用者との公平性・公正性の確保ないし国の財政事情など介

護以外の要素をも含めて考量するものとされている。前述した朝日訴訟上告審判決をはじめとす
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る最高裁判所の見解に照らしても、以上の諸要素の配慮と取捨が命令等の制定機関の合目的的判

断に属する裁量事項であると解することができる。ここでは、介護・福祉・医療保健に係る専門

性の確保のためのコントロールを専門家の参加ととらえると、それに対して、前述した利用者の

選択、介護サービスの総合的・効率的提供、または他の利用者との公正・公平な調整などの介護

そのもの以外の諸要素を斟酌することは、多様かつ対立的な利益をいかに反映し調整するかにか

かわる問題でもある。この点から、介護基準の法的コントロールについてなお検討しておく余地

が残されている。そこでは、専門性の確保に資する機能をもたせつつ、保険者自治の観点から多

様な利益の調整機能を果たさせるために、介護基準の定立過程における参加がもう一つの法的コ

ントロールの態様としてとらえられるであろう。また、介護基準の地方条例化の動きにともなっ

て、介護条例制定過程における市町村介護保険審議会や運営協議会が上記の両機能を統合する参

加形態として制度化されることが見られる。ここに、介護基準定立裁量のコントロールについて

新たな視野を開く契機がある。以下では、この点もあわせて、保険者である市町村そして中立的

な専門家としての公益代表のほかに、指定介護サービス事業者と被保険者のみならず、介護サー

ビスの潜在的利用者を含む多様かつ対立な利益が介護基準定立過程に表出される法的仕組みとし

て、審議会制度を再考してみたい。そして、介護基準定立過程への監視と参加という意味で、介

護基準定立裁量のコントロールについての方向性を検討しておく。  

２ 基準定立手続における民主主義的回路  

（１）行政立法活動の法的コントロールに関して、事前手続をも視野におき、合法性の枠のな

かで制定機関に委ねられる判断の実体的な適正性を確保するために、根拠規定を具体化する行政

立法の定立や手続過程の統制が重要な地位を占めることは、早くから指摘されてきた
31
。実体法的

規律のみならず、適正手続の実現によって、法律による行政の原理とその背後にある法治国原理

はより充実されていくという理解の下に、行政に委ねられた「裁量権を適切に行使させるにも、

手続を公正・透明にすることが重要である」ことが強調されている
32
。そして、行政立法行為の正

当性は、上位規範の規定に適合していること、授権された範囲から逸脱していないことに求めら

れており、また、命令等の制定機関に委ねられた判断または選択の余地を認めるとしても、これ
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を法の下にコントロールし、行政立法の手続や定立過程全般を規制してその合理性・合目的性を

確保することは、当然のことであると解される。こうした前提の下で、前述のように、介護基準

の定立行為については、実体法的規律のみならず、手続法的側面や組織法的側面からの外枠的統

制という構成がとられている。  

介護保険法においては、以上の統制法理の一部が採用されている。たとえば、介護報酬に係る

算定基準を告示で、介護サービス事業者・施設の指定・事業運営に係る国の基準を省令で定めよ

うとするとき、制定機関である厚生労働大臣は、「社会保障審議会の意見を聴かなければならない」

と定められている。しかし、省令で要介護等認定に係る判定基準を定める場合については、これ

と類似した手続規定は設けられていない。他方、市町村が、介護保険法にもとづき、地域密着型

サービスに係る介護報酬とその指定・事業運営基準について条例で定めようとするときは、「あら

かじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験

を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない」と規定されている。

介護保険や老人保健福祉に関する事項を調査・審議するため、上記の規定または地方自治法一三

八条の四第三項によって、条例で介護保険運営協議会などを設置する市町村も少なくない
33
。とこ

ろが、地域密着型サービス以外の指定・事業運営基準の制定機関である都道府県が条例で定めよ

うとする場合には、上述のような手続規定は見当たらない。ただし、社会福祉に関する事項を調

査審議するため、都道府県、指定都市および中核市は条例でもって地方社会福祉審議会を設置す

るという規定は存する（社会福祉法七条一項および地方自治法一三八条の四第三項）
34
。地方社会

福祉審議会は、都道府県知事、指定都市もしくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、ま

たは関係行政庁に意見を具申するものとされ（社会福祉法七条二項）、その委員は、当該地方公共

団体の議員、社会福祉事業に従事する者または学識経験のある者のうちから、都道府県知事、指

定都市もしくは中核市の長が任命する（八条）。実務上、介護保険に関する事項の調査審議に関し

て、都道府県レベル（指定都市と中核市を含む）では、社会福祉審査会の下におかれる専門分科

会とその関係部会が行うか
35
、あるいは個別の条例で設置する介護保険審議会

36
や介護保険運営協

議会
37
が行うという例がよく見られる。実務上の運用としては、社会福祉審議会または介護保険審

議会の調査審議を経ることが行われている。これについては、介護基準の設定改廃にあたっては
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審議会の参加を必要な前提要件としてその意見を聴くことが義務づけられる場合には、介護基準

等命令の制定機関は審議会の意見や決議を尊重する義務があると解することができる
38
。 

また、審議会の組織構成に関する規定も一様ではない。とりわけ審議会委員の選任に関して、

学識経験のある者から厚生労働大臣が任命する社会保障審議会委員とは異なり、地方社会福祉審

査会、介護保険審議会や介護保険運営協議会の委員については、介護・保健・医療または福祉に

関し学識経験を有する者に限らず、地方議会の議員、住民または被保険者、介護サービス提供事

業者から任命するものとされている
39
。少なくとも地方公共団体レベルでは、この審議会の運用の

下で、専門家以外にも、住民・被保険者および事業者が関係者として介護基準の定立過程におけ

るコミュニケ―ションに参加する機会が創出されるようになっている。こうした場においては、

専門家の専門的知見にもとづく意見の提出・調査・審議が専門性の確保に資する一方、同時に、

諸利益代表の間での情報伝達・意見交換が可能となり、これを通じて、多様な利益の認識・反映・

調整機能を果たすことが期待されている
40
。ここにおいては、介護基準の規範定立過程に国民・住

民が主権者として参加する、もうひとつの民主主義的側面が存するといえよう。  

このようにして、介護基準の定立過程に審議会の関与を組み入れてその意見を求めることは、

法制整備の程度に差異があるものの、条例制定手続の一環として採用されているように見受けら

れる。ここでの審議会・協議会などの運用については、専門性の確保による実体的正当性を担保

するとともに、利益代表・調整という機能をも担うものであるという点が注目に値する。そして、

現行介護保険制度の下では、市町村が介護保険者であると規定されており（介護保険法三条）、こ

の点をあわせて吟味して、介護保険に関する政策形成・決定における保険者の民主的意思決定を

実質的に統制する規範論として、もう一つの視点、すなわち「保険者自治」が説かれている
41
。  

（２）実際の行政の政策形成・決定過程とその実施・執行過程においては、その決定の公正さを

担保するために、行政組織法上の諮問機関であるか否かを問わず
42
、何らかの諮問の手続を用いて、

行政活動または決定についての意見が求められてきた
43
。そこでは、機能的には、民主的・総合的・

利害調整的側面と専門的・技術的側面とが交錯しかつ併存することは、室井力教授がすでに指摘

したとおりである
44
。そのなかでも、専門的知見あるいは利害関係を有する特定の者あるいは不特

定の国民・住民の代表からなる審議会諮問手続は、行政の政策形成なり政策運営における適正化
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を導くための一種の事前的行政手続であり、行政過程における参加の一形態としてとらえられる。

行政活動または決定について意思をのべる権限（その意見が拘束的か否かを問わず）を有する機

関であるという意味で、利益代表的・専門技術的な審議会制度は、「権力に対する監視と参加」の

一手法として有用であると説かれている
45
。 

従来、行政上の法律関係において行政活動の相手方となる私人その他の関係者がどのように位

置づけられるかは、行政過程における私人として論じられてきた
46
。すなわち、行政過程におかれ

た私人の地位は、場合によって異なる。行政決定権限の帰属主体との関係を図式的に整理すれば
47
、

公権力を行使する行政主体に対峙する財産権や自由権の主体としての防御的存在、国・地方公共

団体から各種の給付を受給する受益的存在、第三者に対して行政の介入とりわけ一定の公権力の

発動を求める個人、または行政活動にあたって決定過程へ参画あるいは役割分担する私人など、

さまざまな態様がそこには見られる。主観的権利利益と客観的法を対照的に峻別してきた行政法

学では、行政活動の意思決定過程における私人の法的位置づけについては、おおまかに、個人の

権利利益が公益一般に吸収されるか否かにより、個別の行政決定の相手方その他利害関係者に限

定された行政手続における参加と、広く行政活動への不特定の国民・住民の参加、の二つの形態

に区別して問題を整理してきたといえる
48
。確かに、国民の権利・利益の保護の視点から、行政手

続法制の整備を含め、手続上の地位としての法的保障の対象を拡げていく制度化が進められてい

る。しかし、実定法上の具体的な権利・利益の存否に固執するいわゆる「権利利益防御型」行政

手続の構造の下で、行政決定の与える効果の範囲が拡大したり、その他の行政作用の影響が不特

定多数の国民・住民の権利利益に及ぶ場合に、何らかの事実上の効果を受ける特定・不特定多数

の関係者がどのような法的地位を有するのかは、なお明らかではない。それでも、各々の行政活

動の意思形成過程において、公益一般に吸収・解消されない関係者らの一般抽象的な「法律上の

利益」、「集団的国民生活利益」や「共同利益」がいかにとらえられるべきかという問題意識は、

広く共有されている。この点は、新たな法や社会秩序の形成機能を果たす行政活動としての行政

立法の定立や行政計画の策定にあたってはより顕著である。しかも、特定・不特定の多数の関係

者間の複雑かつ多様な利益の対立・調整にかかわるため、その内容の合理性を法自体が保障する

ことは困難である。社会において表出される多様な利益または複雑な利害状態をいかに調整する
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のか、またかかる権利利益を保護・実現するためにどのような法的仕組みをとるべきか、こうし

た問題について次第に関心が寄せられてきている
49
。 

学説上、実体的権利や利益から離れた「参加利益」を「手続的」な利益として構成し、「行政決

定の公正の保障」という視点から要請される手続の構成が必要であると指摘し、行政活動の意思

決定過程における参加利益の法的保障として、当事者参加をより広く求め、議会制の補充的・二

次的機能を有する「住民参加」について早くから言及したものがある
50
。近年、行政活動全般の規

律化を求める際に、狭義の行政手続を含む手続過程をも視野におくべきという見解が示されてい

る
51
。他方では、関係者の主観的な権利利益の保護にとどまらず、民主主義的価値の行政過程にお

ける実現を内包するものとして、手続過程に広く国民・住民の参加を求める見方も説かれつつあ

る
52
。処分手続以外の行政活動におけるコミュニケーションシステムへ「客観的利益を表出するの

に相応しい私的主体の参加」を保障することに対する認識が広がっていくなかで、さまざまな視

点からの問題整理や検討がなされている。たとえば、多面的関係における利益調整を行政法の内

容とするという理解のもとで、狭義の行政手続に含まれない行政運営の手続全般において「市民

の参加・関与」のような行政と市民の間における対話過程の構築の視点から、「フィードバック過

程としての行政過程」に言及するものがある
53
。行政過程において私人や私的組織が何らかの役割

を果たす広い「協働」の意味で、行政活動の意思決定過程において「私人に個別的・一般的情報

の『入力』あるいは『処理・加工』に関する何らかの権限が与えられている制度」を手続過程に

おける参加ととらえ、こうした参加による「情報入力」と「決定」をつなぐ「双方向・多数回の

コミュニケーションの場の制度化として、行政の政策形成・原案作成段階への市民参画手続の構

築を説くものもある
54
。  

何よりも、諸利益・価値の発見・表出・調整を経て新たな法や社会秩序を形成するという機能

をもつ行政立法や計画策定の規律手法を論ずる際には、問題発見・整理のために以上のような視

点が有用である
55
。そして、介護サービスの保障について、諸種のサービスの必要性・利益の確認・

表出をはかり、資源配分の適正さや、適切・総合・効率的な提供を勘案しつつなされる介護基準

の定立過程においては、「コミュニケーション」・「議論の空間」の一形態として、制定機関、事業

者、住民・被保険者、学識経験者などの関係者から構成される審議会を活用することが可能であ
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る
56
。  

（３）生活保護、社会福祉、医療や年金などに関する政策形成・決定における意思決定にあた

って、あらかじめ、社会保障制度審議会その他の関係審議会の意見を聴くかあるいはその調査審

議を経ることは、個別の法律規定の有無を問わずに、国または地方公共団体レベルでの社会保障

行政においてよく見られる。医療保険や介護保険関係法制の整備の際に、保険給付の内容・受給

資格または保険料に関する事項の基準化について、被保険者・利用者とサービス提供事業者・従

事者双方とは別に、専門技術的能力を有する専門家が中立的な公益代表として基準制定機関の意

思決定過程に参加し、福祉・医療・保健に関する学識経験にもとづく専門的知見を反映させて客

観的に「公益」判断の形成を促すというのが、社会保険関係審議会の基本的な構図である
57
。  

介護サービス保障のナショナル・ミニマムを確保するために、法定給付の内容と価格にかかる

介護報酬の詳細な具体化を厚生労働省令・告示または条例に委任することは、本来は福祉・保健・

医療技術の進歩などに迅速かつ柔軟に対応するという専門技術的要請からでたものである。それ

にもかかわらず、国の財政状況や国民の生活水準等の政策的考慮をも含むとされているために、

そこにおいて、諸利益の利害調整を国民の自主的代表委員に実質上ゆだねる仕組みとして、基準

設定段階での参加手続の整備が期待されている。これに関して、利用者の選択・主体性の尊重を

指向する介護保険制度においては、「個人の参加」を積極的にとらえようとする制度発想の転換が

示されるにともない、かかる政策形成・策定過程における民主的意思決定を実質的に統制する規

範論として、給付と負担の対応関係は明確であることが望ましいという意味で保険集団構成員の

自治・自律性を強調する保険者自治といった視点が唱えられている
58
。そうすると、保険集団構成

員の自己統制の実現のための仕組みとして、介護保険関係者および学識経験者の二つのグループ

からなる社会保険審議会を取り上げることは、理論的な親和性があるのみならず、既存の手段を

用いてこれを実現することもできる。他方では、二〇一一年の第一次・第二次一括法にともなっ

た介護保険法の改正により、指定・事業運営基準および地域密着型サービスの介護報酬等の設定

について、一定の枠内で都道府県または市町村の条例で定めることとなっている。これについて

も、地域の自主性・自立性の向上といった第二期地方分権改革との関連からとらえるのみならず、

介護保険制度における保険者自治の一発現形態であるととらえることもできよう。条例制定の前
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段階とりわけ政策形成・策定段階において、介護保険に関する事項の調査・審議のために用いら

れる既存の介護保険審査会・協議会を、規範の共同形成に寄与するコミュニケーションの場とし

て設定し、保険者たる市町村以外の民間法主体―被保険者・利用者、サービス提供事業者や従事

者などの関係者および学識経験者―が行政決定過程で討議し、専門的知見の反映に限らず、介護

保険制度における諸利益の表出・調整機能を果たすことができるよう、適切な介護内容の共同形

成のための「討議」の場へ進化させていくことが期待される
59
。そこにおいて、政策形成・策定過

程における民主的意思決定をコントロールする手法として条例制定手続過程に組み入れられた審

議会制度が、保険者自治の実現のための法的仕組みとして再構築される契機が現れてくる。ただ、

こうした「討議」空間の形成にあたっては、権利の確立が後回しにされる可能性もあるため、こ

の点には注意を要する。  

以上のように、本節での検討によれば、介護サービス保障のための基準化に際しては、授権法

律による制約と、専門的知見・政策的見地からの考察にもとづく合目的的判断の確保、の二点を

規律の中核とする統制法理が存する。具体的には、法律適合性に重点におく実体法的アプローチ

によってコントロールの外枠を画定することが主な手段とみなされ、その上に手続法的・組織法

的な手当てとして審議会制度が組み込まれている。事項別に多少の相違があるが、介護基準の定

立過程における不特定の関係者の意見反映や専門家の知見の活用を図る手段としての事前手続が

制度化されているものと評することができる。他方、介護保険制度における「個人の参加」を積

極的にとらえようとする制度的発想からは、介護基準に関する政策形成・策定過程における民主

的意思決定がより強く要請される。介護基準の地方条例化の動きにあわせて、介護基準の定立過

程における参加は、専門性の確保という機能をもたされつつも、保険者自治の観点から多様な利

益の調整機能を果たすようにシフトする方向を見出すことができる。本論文では、介護サービス

の保障をめぐって諸種のサービスの必要とそれを利用する権利・利益の表出をはかるとともに、

公正・公平な利用の調整や適切・総合・効率的な供給体制などを勘案しなければならない介護基

準の定立過程において、保険集団構成員の自己統制の実現のための法的仕組みとして既存の審議

会制度を用いる可能性についてのべ、これを、制定機関、事業者、住民・被保険者、学識経験者

などの関係者から構成される「コミュニケーション」・「議論の空間」の一形態としてとらえてい
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る。基準の制定機関以外の介護保険関係者らによる積極的参画と自律的な秩序形成の役割に着目

するならば、介護基準内容の形成過程における「協働」の発現形態としてこれをとらえることが

できよう
60
。しかしながら、本節では、介護基準の合理性・合目的性のコントロールについて、専

門性の確保、利益調整機能の実現と基準定立過程における「コミュニケーション」の場の設定と

いった視点から、介護基準定立の手続過程へ民主的要素を組み入れる必要性を指摘し、またその

実現の仕組みとして審議会制度を活かすための理論的基礎・根拠を検討したにとどまる。行政立

法手続における参加、協働のあり方に関して、民主政理論との整合性、それを規律する規範理論

と制度整備、また審議会制度のあり方について組織的中立性・独立性の確保、基準内容の「バッ

クチェック」、審議の公開・透明性など、諸々の論点が残っている。これらの検討は今後の課題と

したい。 

 

 

 

 

 

注

                                                

1 行政処分とその依拠する裁量基準との関連づけを総合的にとらえれば、裁量基準それ自体が「裁

量性」と「裁量規律性」をもつと説かれている。山下竜一「裁量基準の裁量性と裁量規律性」

法律時報八五巻二号（二〇一三年）二二頁以下を参照。学説上、具体的事案ごとの裁量の適法

性審査については、裁量基準の適用行為たる処分における裁量、および裁量基準の定立に際し

ての裁量を区別してその法的統制のあり方を考えるべきと説くものがある。常岡孝好「行政立

法の法的性質と司法審査（二）―最近の道路運送法関係に係る裁判例を素材にして―」自治研

究九〇巻十一号（二〇一四年）二一頁などを参照。なお、この異なる次元の裁量について二段

階審査を行った最高裁判所判決として、伊方原発訴訟の上告審判決（最高裁平成四年十月二九

日第一小法廷判決・民集四六巻七号一一七四頁）のほか、生活保護基準の改定による老齢加算

廃止訴訟の上告審判決（最高裁平成二四年二月二八日第三小法廷判決（東京事件）・判例時報二

一四五号三頁、最高裁平成二四年四月二日第二小法廷判決（福岡事件）・判例時報二一五一号三

頁）などがある。 

2 裁量基準の適用行為に対する裁量統制について、裁量基準の一律的適用と個別事案の合理性の相

克という認識の下で、合目的的判断義務や個別事情考慮義務が行政に課される一方、行政裁量
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の存在意義からは裁量拘束禁止原則が導出され、個別の行政決定の適法性・合理性の確保のた

めに、事案の個性に応じた適用とその基準の探求を処分裁量の中身と構成することで、両者の

調和をとらえ、裁量統制の積極的側面を論じる見解がある。たとえば、深澤龍一郎「裁量基準

の法的性質と行政裁量の存在意義（二・完）」民商法雑誌一二八巻一号（二〇〇三年）二五頁以

下（同『裁量統制の法理と展開』（信山社、二〇一三年）一一八頁以下所収）、交告尚史「行政

判断」磯部＝小早川＝芝池『行政法の新構想Ⅰ 行政法の基礎理論』（有斐閣、二〇一一年）二

八四頁以下などを参照。 

3 介護保険の実施にあたり市町村その他行政機関がよるべき法令や規則等の規定は数多く見られ

る。要介護等認定を受けて定型的な介護給付費により介護サービスを利用する要介護被保険者

から見れば、介護利用の権利実現過程において順次に適用される介護基準がさまざまである。

内容的には、通則的規定のほかに、保険財政、専門職養成と事業の事後監督を含む提供体制の

整備、要介護状態区分に係る要介護認定、介護サービスの指定範囲とその費用算定・支給限度、

指定介護サービス事業の設置・事業運営に係る事項などの類別に整理することができる。ここ

では、主に、介護保険給付に関する規定すなわち要介護状態区分に係る判定基準、介護報酬に

係る算定基準、指定・運営基準、の三つを介護基準という（以下、とくに説明しない場合、単

に介護基準という）。これらの規定が相互に解釈・適用されたうえで、介護利用の法律関係の形

成または確定にあたって、その法的効果が直接または間接に要介護被保険者にも及ぶという側

面がある。拙稿「適切な福祉利用の確保とその公法的構成（五）」名古屋大学法政論集第二五九

号（二〇一四年）五～十五頁以下を参照。なお、「基準の制定」または「基準の設定」という用

語が散見され、立法および行政実務で統一されておらず、本論文でも両方用いることとした。 

4 佐伯祐二「審査基準・処分基準の法的性格」高木＝宇賀編『行政法の争点』ジュリスト増刊（有

斐閣、二〇一四年）七八～七九頁を参照。 

5 前掲注 1 の老齢加算廃止訴訟（福岡事件）上告審判決における須藤正彦裁判官補足意見は、「本

件の改定を機械的に適用した個々の保護減額決定が同条の定める必要即応の原則に反するとい

う場合もないわけではないと思われ、その場合は、同条に基づく厚生労働大臣に対して特別基

準の設定を申請しなければならないことになり得る。」と指摘し、個別事案に相応しい特別基準

の制定を認めるべきとの考えを示している。同事件を素材に、生活保護基準の合理性の確保の

ために、生活保護法九条から特別基準設定義務の理論的構成を行うものもある。常岡孝好「生

活保護基準改訂の合理性と必要即応の原則に基づく特別基準設定申請権（一）（二・完）」自治

研究九〇巻二号＝三号（二〇一四年）を参照。 

6 とりわけコンピューターによる一次判定ソフトに関して、要介護認定等基準時間に含まれる必要

な援助活動の種類・対象範囲とその時間点数の付け方について、被保険者の具体的状況と要介

護認定等基準時間との関係が明らかにされず、これらの規定の内容に不合理な点があるか否か

を検証すべきであると指摘しながら、比較法の観点から、ドイツ社会法典第十一編介護保険法

（一九九四年五月二六日成立）十四条にいう基礎介護に洗髪の時間が含まれるかどうか、その

必要な援助の時間などを争って要介護状態の判定について裁判所の判断を求めたドイツの事例
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を紹介したものとして、和田隆夫「要介護認定基準時間の法的問題」同『社会保障・福祉と民

法の交錯』（法律文化社、二〇一三年）一九六頁以下を参照。ほかには、障害者総合支援法によ

る諸給付の算定に関して「報酬基準設定の考え方や報酬決定手続の明確化の必要性、報酬単位

数や報酬単価の妥当性といった論点を検討する必要」がある、との指摘もなされている。新田

秀樹「費用負担と報酬基準」社会保障法第二五号（二〇一〇年）五〇頁を参照。 

7 「統制」と「コントロール」の用語の使い方については、明確なルールはないようである。行政

法学においては、「コントロール」を決定、指導、抑制といった強い意味での「統制」と同視し、

区別せずに使っている論者も見られるものの、本論文では、それにいたらない「チェック」に

近い意味で「コントロール」を用いる。 

8 室井力編『新現代行政法入門（１）〔補訂版〕―基本原理・行政作用・行政救済―』（法律文化社、

二〇〇五年）一三四～一四〇頁〔浜川清〕を参照。 

9 同上告審判決では、同法にもとづく金銭給付を内容とする生活扶助に関して「被保護者の最低限

度の生活の需要を満たす」といった法の予定する目的以外に流用することを許さないから、被

保護者の生存中の扶助ですでに遅滞にあるものの給付を求める権利について、「一身専属の権利

である」以上、上告人の死亡によって当然消滅し、相続の対象となりえないと解したうえで、

上告人の相続人による本件訴訟の相続を否定した。そのため、本件の訴訟は終了した。 

10 近年、憲法二五条にもとづき障害者自立支援の増額請求や生活保護の老齢・母子加算の廃止な

どを争う訴訟が日本各地で提起されている。これとともに、憲法二五条の「健康で文化的な最

低限度の生活」水準を具体化すべき社会保障諸給付の給付水準に関してさまざまな見地からの

検討がなされており、憲法学や社会保障学の観点からの最低基準保障のあり方とその一般法理

の構築についての研究が数多く蓄積している。たとえば、葛西まゆこ『生存権の規範的意義』（成

文堂、二〇一一年）、本沢巳代子「社会福祉の権利の実現」日本社会保障法学会編『新・講座社

会保障法２ 地域生活を支える社会福祉』（法律文化社、二〇一二年）四九頁以下、原田啓一郎

「サービス保障法制とナショナルミニマム」日本社会保障法学会編『新・講座社会保障法３ ナ

ショナルミニマムの再構築』（法律文化社、二〇一二年）八七頁以下、木下秀雄「最低基準保障

と生活保護基準」日本社会保障法学会編『新・講座社会保障法３ ナショナルミニマムの再構

築』（法律文化社、二〇一二年）一四一頁以下などである。 

そのなかでも、社会保障領域における行政立法の合憲性・適法性の検討とその統制法理の探

求が議論の焦点となっている。具体的事件に即して行政法の見地から詳細な検討を行った近時

の文献として、たとえば、豊島明子「行政立法の裁量統制手法の展開―老齢加算廃止訴訟・福

岡事件最高裁判決を念頭に―」法律時報八五巻二号（二〇一三年）二九頁以下、常岡孝好「生

活保護基準改定の合理性と必要即応の原則に基づく特別基準設定申請権―須藤裁判官の意見を

踏まえて―」自治研究九〇巻二・三号（二〇一四年）などがある。 

11
 常岡孝好「生活保護基準における老齢加算廃止と裁量審査」民商法雑誌一四八巻二号（二〇一

三年）一六六～一六八頁を参照。 

12 ここでは、「最低限度の生活」に係る立法裁量については、国会の立法裁量と法規命令の立法裁
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量とがあるが、両者の裁量の広狭が同一であるのか否かが問題である。「立法府の広い裁量」を

認めた堀木訴訟上告審判決のほか、朝日訴訟上告審判決や老齢加算廃止訴訟上告審判決もこれ

を論じていなかった。これに関して、堀木訴訟上告審判決を引用した老齢加算廃止訴訟上告審

判決は同様に広い裁量を認める趣旨と解されるが、憲法四一条との関係で両者に認められる裁

量は本質的に異なる、と主張するものがある（村上裕章「判断過程の現状と課題」法律時報八

五巻二号（二〇一四年）十一頁注十一を参照）。また、裁量権の逸脱・濫用の審査に関して、堀

木訴訟上告審では「著しく合理性を欠き」「明らかに」と明白性まで要求しているが、法規命令

の適否に焦点をあてた朝日訴訟上告審判決や老齢加算廃止訴訟上告審判決では、明白性を要求

していない（常岡・前掲注 11・一六六～一六七頁を参照）。そうすると、両者の裁量の広狭は

同様に扱われるべきではないと考えられる。 

13 たとえば、生活保護基準のうちの老齢加算に係る部分を改定する際に、専門技術的かつ政策的

な見地からの厚生労働大臣の裁量権は、生活保護法八条二項規定のほかに、【東京事件最判】で

は、同法三条および九条の趣旨により制約されるものとされている。また、大臣の判断と専門

委員会の意見との関係についての論じ方は、二つの上告審判決でもっとも異なるところである。

【東京事件最判】では、かかる意見の根拠となる統計や資料等の「客観的な数値等との合理性

や専門的知見との整合性の有無」を審査し、専門委員会での検討を踏まえて行った厚生労働大

臣の本件改定の判断は生活保護法の諸規定に違反するものでないと解し、そして、本件改定に

もとづきされた本件各決定にも、これを違法と解すべき事情は認められないと判示した。これ

に対して、【福岡事件最判】では、専門委員会の法的位置づけとその意見の法的性質に着目し、

かかる意見が基準改定の際の考慮要素であって厚生労働大臣の判断を法的に拘束するものでな

いことを説き、そして、老齢加算に見合う特別な需要および激変緩和措置に係る厚生労働大臣

の判断は、「統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等につい

て何ら審理を尽くすことなく部分があった」ため、原判決の判断を破棄し、原審に差し戻した。 

14 二つの最高裁判決が本件老齢加算の減額・廃止は生活保護法五六条の適用範囲外と判示した点

について、肯定する判評があり、たとえば太田匡彦「生活保護基準改定（老齢加算の廃止）の

裁量性と不利益変更の可否」ジュリスト一四二〇号（二〇一一年）五四～五五頁、村上裕章「生

活保護老齢加算廃止訴訟」（九州大学）法政研究八〇巻一号二〇八～二〇九頁などを参照。ただ

し、批判もある。社会保障給付の保障水準に関して、憲法二五条により制度後退禁止原則が導

かれ、生活保護基準の定立行為については当該原則を具体化する生活保護法五六条が適用され

るから、本件老齢加算部分の段階的廃止等は不利益変更の行為に該当すると指摘されている。

菊池馨実「老齢加算の廃止等を内容とする生活保護基準の改定及びこれにもとづいて老齢加算

を減額した下保護変更決定につき、生活保護法五六条、八条、九条ならびに憲法二五条違反し

ないとされた例（①事件）と、生活保護法五六条に違反するとして、同決定が取消された事例(②

事件)」判例時報二一一一号（二〇一一年）一五〇～一五一頁（判例評論六二九号四～五頁）な

どを参照。 

15
 行政機関による規範定立の法的統制に関して、審議会への諮問機関や利害関係人の意見聴収手
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続などを命令制定の手続規制として、個別法で整備・充実させることの必要性に言及したもの

がある。高橋信隆「行政立法の法的統制」高木＝宇賀編『行政法の争点』ジュリスト増刊（有

斐閣、二〇一四年）三三頁を参照。  

16 雄川一郎「行政の法的統制」公法研究三九号（一九七七年）一一〇～一一五頁を参照。 

17 最近の医薬品ネット販売の権利確認等請求事件上告審判決において、最高裁判所はこうした法

理をあらためて論じ、次のように積極的な判断を示している（最高裁平成二五年一月十一日第

二小法廷判決・判例時報二一七七号三五頁）。郵便等販売を規制する内容の省令の制定について

は「これを定める根拠となる新薬事法の趣旨に適合」すべきであり（行政手続法三八条一項）、

また「立法過程における議論をもしんしゃくした上で……新薬事法中の諸規定を見て、そこか

ら、郵便等販売を規制する内容の省令の制定を委任する授権の趣旨が、上記規制の範囲や程度

等に応じて明確に読み取れることを要する」。本件の省令は「各医薬品に係る郵便等販売を一律

に禁止することとなる限度において、新薬事法の趣旨に適合するものではなく、新薬事法の委

任の範囲を逸脱した違法なものとして無効」である、と。 

18 行政立法の内容について、命令等制定機関が定期的検討を行ってその適正さを確保する努力義

務が行政手続法三八条二項に規定されている。また、近年、省令制定権限の不行使について国

家賠償法一条一項の違法性を認めた、筑豊じん肺国賠訴訟上告審判決（最高裁平成十六年四月

二七日第三小法廷判決・判例時報一八六〇号三四頁）および泉南アスベスト訴訟上告審判決（最

高裁平成二六年十月九日第一小法廷判決・裁判所時報一六一三号二頁）では、最高裁判所は、

労働厚生大臣の「法律に基づく規制権限は……労働者の労働環境を整備し、その生命、身体に

対する危害を防止し、その健康を確保することをその主要な目的として、できる限り速やかに、

技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく、適時にかつ適切に行使される

べき」である」と判示している。このような規制権限行使の義務づけは、要介護者の生命・健

康に係る介護基準制定権者についても当然に妥当するものであろう。 

19 行政立法の規範具体化機能を果たすための裁量統制の一般理論について、宮田三郎『行政裁量

とその統制密度』（信山社、一九九四年）二六二～二六三頁では、二つの条件を法的に整備する

必要性があるとされる。第一に、法律による最終的規制の具体化を行政に委ねることは立法者

が意図する場合のみ可能であり、その際に明示の法律の授権を必要とすることはもちろんのこ

とである。第二に、同時に、制定機関の構成、手続および作成方法などについての最小限の行

政手続が法的に保障されていなければならない。 

20 行政活動の統制図式について、大橋洋一「制度変革期における行政法の理論と体系」公法研究

六五号（二〇〇三年）七九頁では、行政がしたがうべき法には、行政活動の要件・効果の規律

に係る実体法上のコントロール、手続法上のコントロールと組織法上のコントロールの三つの

形態があり、またこれらの三者を統合的にとらえる視点が必要であるとされている。本論文で

もこうした視点を参考にして検討を進める。 

21 行政手続法三八条一項を参照。 

22 すなわち、指定・事業運営基準を条例で定めるにあたっては、厚生労働省令で定める基準が事
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項別に「従うべき基準・標準・参酌する基準」とされる。国の基準による関与がこの三つの類

型で序列化されている。拙稿・前掲注 3・二五頁以下を参照。 

23 村上・前掲注 12・一〇頁以下を参照。また、学説上、行政立法制定権限行使の違法性判断に関

して、「考慮事項の重み付け」をともなう「判断過程の統制方式」の有用性を説く見解（山本隆

司『判例から探究する行政法』（有斐閣、二〇一二年）五七二～五七四頁を参照）、あるいは、

「法令の立法目的、規制手段の合理性を支える社会的・経済的・文化的な一般的事実」に着目

して立法事実認定判断の合理性を追究し、行政立法裁量統制の審査密度を高める試みもある（常

岡孝好「行政立法の法的性質と司法審査（二）―最近の道路運送法関係に係る裁判例を素材に

して―」自治研究九〇巻十一号（二〇一四年）五～十一頁を参照）。 

24 豊島・前掲注 10・二九頁以下を参照。 

25 指定・事業運営基準全般でなく、介護サービスの「取扱いに関する部分」に限られる。 

26 社会保障審議会令（平成十二年六月七日政令第二百八十二号・最終改正：平成一八年三月三〇

日政令第九五号）二条、三条を参照。また、社会審議会の下には、統計、医療、福祉文化、介

護給付費、医療保険料率の事務に応じて各分科会が設置される（同政令五条）。 

27 拙稿「適切な福祉利用の確保とその公法的構成（一）」名古屋大学法政論集第二四九号（二〇一

三年）十九～二二頁を参照。 

28 公的医療保険制度においては、標準報酬月額、診療報酬の設定・改廃、あるいは保険料率の変

更については、事前の社会保障審議会の意見聴取、中央社会保険医療協議会への諮問、または

社会保障審議会の議を経るなどの規定がある（健康保険法四〇条三項、八二条一項、一六〇条

十一項など）。そのほかにも、特定機能病院や保険医療機関等の指定とその取消しの際に、地

方社会保険医療協議会への諮問を求める規定がある（医療法四条の二、二九条六項、健康保険

法六七条など）。 

29 意見公募手続等行政立法一般手続の制定と制度整備の経緯に関して、紙野健二「行政立法手続

の整備と透明性の展開」名古屋大学法政論集第二一三号（二〇〇六年）四八五頁以下、宇賀克

也『行政手続三法の解説―行政手続法、行政手続オンライン化法、番号法―』（学陽書房、二〇

一四年）三二～三九頁および二七五～二八二頁を参照。なお、地方公共団体の場合、行政運営

における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務があり（同法四六

条）、行政手続法の趣旨にのっとり、既存の行政手続条例の改正あるいは独自の条例によりパブ

リック・コメント手続の法制化が進められている。 

30 行政立法制定過程における裁量の司法審査に関して、「事実の基礎を欠く」違法性の有無を審査

する際に、立法事実の存否に係る認定判断の合理性を追究する審査方法である。常岡・前掲注

23・五～十一頁以下を参照。 

31 行政の政策形成に関する裁量事項について、外枠としての手続の統制を通じて行政過程の実質

的な適正を狙う意義をもつと早期から指摘されていた（雄川・前掲注 16・一一七～一一八頁）。

原田尚彦『行政責任と国民の権利』（弘文堂、一九七九年）三六～三九頁では、生活保護基準

設定行為においても「行政庁が決定を下すにいたるまでの推論過程に公正を疑わせるような不
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合理な行為が介在しなかったかどうかを手続的・形式的側面から追及していくことが」より効

果的であると指摘し、手続的側面からの審査方式の有用性を提示していた。なお、近時のもの

として、塩野宏『行政法Ⅰ 〔第５版補訂版〕行政法総論』（有斐閣、二〇一三年）一三四頁、

常岡孝好「裁量権行使にかかる行政手続の意義―統合過程論的考察―」磯部＝小早川＝芝池編

『行政法の新構想Ⅱ 行政作用・行政手続・行政情報法』（有斐閣、二〇〇八年）二五七～二

五八頁以下などを参照。 

32 塩野・前掲注 31・一三三頁、二六九頁および二七七頁を参照。現代における法治主義がどうあ

るべきかについて、同「法治主義の現状と課題」司法研修所論集九五号（一九九六年）三三頁

以下（同『法治主義の諸相』（有斐閣、二〇〇一年）一四一頁以下所収）では、権力の抑制にと

どまらず、「認めるべき権力はこれを明確に認めた上で、その統制の手法を確立」し、実体的か

つ手続的統制手法を含めて、「権力の規律化」という点を考えることが必要であるとのべられて

いる。そこでは、命令等制定手続の導入を含め、行政手続法制の整備には民主的参加の要素が

浸透していることは否めない。同・前掲注 31・二八六頁および三一七頁を参照。 

33 たとえば、高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に関する条例（平成十二年三月

三十一日条例第八号）三〇条、国立市介護保険条例（平成十二年三月二九日条例第五号）十六

条、国立市介護保険運営協議会規則（平成十二年三月三〇日規則第十九）二条、練馬区介護保

険条例（平成十二年三月二一日条例第二八号）六条、三郷町介護保険運営協議会設置条例平成

十二年九月二六日条例第四二号）二条、湯川村介護保険条例（平成十二年三月二日条例第二号）

二条など。 

34 かつて、社会福祉事業の全分野における共通的基本的事項その他の重要な事項を調査審議する

ことを目的として、厚生省（当時）におかれる中央社会福祉審議会（社会福祉事業法（昭和二

十六年三月二十九日法律第四十五号）六条一項）と、都道府県および指定都市におかれる地方

社会福祉審議会（同条二項）があった。一九九九年の「中央省庁等改革関係法施行法」（平成十

一年法律第百六十号）による改正にともない、社会福祉事業法六条一項の規定が削除され、中

央社会福祉審議会が社会保障審議会に統合されることになる（厚生労働省設置法（平成十一年

七月十六日法律第九七号）六条と七条）。二〇〇〇年の「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」（平成十二年六月七日法律第一一一号）により、社会福祉事業

法の名前を社会福祉法に改め、また、第二章（七～十三条）では地方社会福祉審議会について

のみ規定することになった。社会福祉法令研究会編集『社会福祉法の解説』（中央法規出版、二

〇〇一年）一一一頁を参照。 

35 たとえば千葉市社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門分科会（千葉市社会福祉審議会条例

（平成十二年三月二一日条例第十号）七条一項・三項）などを参照。 

36 たとえば仙台市介護保険条例（平成十二年三月十七日条例第四号）十二条などを参照。 

37 たとえば横浜市介護保険条例（平成十七年三月二二日条例第一三三号）十五条などを参照。 

38 社会保障行政全般において、個別の法律によって生活保護、社会福祉、年金・医療保険等事項

の調査審議等のために関係者代表あるいは学識経験者からなる審議会の設置が多く見られる。
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そのなかでは、審議会の意見を聴かなければならないあるいはその調査審議を経なければなら

ないというような規定がある場合に、その答申・決議などが行政機関の意思決定を法的に拘束

する参与機関としてとらえる見解がある（小川政亮『社会事業法制［第４版］』（ミネルヴァ書

店、一九九二年）五五～六〇頁および九七～一〇〇頁を参照）。最高裁判所の見解によれば、

現行法上、生活保護基準の設定改廃についてはこうした規定はなく、厚生労働大臣は社会保障

審議会の専門委員会の意見に法的に拘束されないものとされている（老齢加算廃止訴訟上告審

判決［東京事件］（最高裁平成二四年四月二日第二小法廷判決・判例時報二一五一号三頁） 

39 仙台市介護保険条例十二条などを参照。 

40 行政の側の情報収集機能、合意形成機能と利害調整機能がある。藤原静雄「住民参加」法学教

室二〇九号（一九九八年）三〇頁を参照。 

41 旭川市国民健康保険料条例事件に関する最高裁平成十八年三月一日大法廷判決（判例時報一九

二三号十一頁）の滝井繁男裁判官の補足意見では、限定的であるとはいえ、次のような端緒が

示唆されている。社会保険料率算定の基礎となる賦課総額の見込み額等の推計については、社

会保険財政の特殊性があり、本来は拠出者である被保険者の集団自治を基盤とする社会保険に

おいては、通常の民主的決定過程すなわち国会によるものと別の保険集団の議決機関の審議（特

別会計の年度予算・決算）における統制に服せしめることは保険者自治の観点から許容される、

と。なお、保険者自治に関してはさまざまな視点からの問題整理や検討がなされており、その

なかでも、ドイツ法との比較研究が多く見られる。たとえば、社会連帯から社会保険制度の存

在理由を説明して保険者自治に関する理論構成とその制度化を論ずるものとして、倉田聡『社

会保険の構造分析』（北海道大学出版会、二〇〇九年）が代表的であり、また、行政法の観点か

ら被保険者の参加と民主政の関係を整理し、参加の根拠と形態を規範づける理論に関する分析

を行うものとして、門脇美恵「ドイツ疾病保険における保険者自治の民主的正統性（一）～（四・

完）」名古屋大学法政論集第二四二（二〇一一）＝二四七号（二〇一二）＝二五一号（二〇一三

年）＝二五二号（二〇一三年））などがある。 

42 国あるいは地方公共団体において行政庁の下に設置され、何らかの形で行政の意思決定に参加

する学識経験者や関係者によって構成される合議制の行政機関を指す。たとえば「法律の定め

る所掌事務の範囲内で、法律又は法令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議……

その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせる」ため

に国の行政機関に設置される審議会等（国家行政組織法八条）、あるいは法律又は条例の定める

ところにより、普通地方公共団体の「執行機関の付属機関として……審議会、調査会その他の

諮問または調査のため」に設置する合議制の機関（地方自治法一三八条の四第三項、二〇二条

の三第一項）はこれにあたる。また、法令上の名称は審議会に限定されず、委員会、協議会、

調査会、会議など多様である。 

43 今日でも多くの行政領域に現れた審議会や公聴会などの多用現象に関して、室井力「諮問行政」

同『行政改革の法理［二版］』（法律文化社、一九八三年）九三～九四頁および九九～一〇二頁

は、あわせて「諮問行政」と称し、また審議会制度について機能的・技術的契機を強調してそ
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の民主化の側面を軽視してきた運用を指摘し、いっそう民主的構成の重要性を早くから論じた。

また、審議事項がほぼ専門技術的なものに集約される「審議会行政」を批判し、集団的な国民

生活利益の保障や国民・住民の直接民主主義的参政の観点から、国民参加手続としての利益代

表的審議会の構築に言及したものがある（兼子仁『行政法学』（岩波、一九九七年）一〇五～一

〇七頁を参照）。なお、審議会などの諮問機関の具体的運用とそれに対する批判的見解は数多く

あり、行政法学から問題を把握して全面的検討を行ったものとして、金子正史「審議会行政論」

雄川＝塩野＝園部『現代行政法大系第７巻 行政組織』（有斐閣、一九八四年）一一三頁以下な

どを参照。 

44 室井・前掲注 43・九三～九八頁を参照。 

45 同前注。現実に、審議会制度が時として設置目的を逸脱して行政遂行の手段として用いられて

きたなどの「制度の病理」があるといっても、そもそも、行政の民主化、専門知識の導入、公

正の確保、利害の調整、行政の総合調整等機能を果たすことが本来の存在理由・機能であると

いうべきであり、「現代行政の特質からくる議会による民主化の限界を補完する」手段の一形

態として審議会制度が位置づけられるべきことが説かれている。金子・前掲注 43・一八一～一

八三頁を参照。なお、議会民主主義の観点から審議会制度のあり方はなお検討してく余地があ

るが、ここでは、審議会制度の現実を指摘しておくにとどまる。 

46 北島周作「行政法における私人の地位・能力」高木＝宇賀『行政法の争点』ジュリスト増刊（有

斐閣、二〇一四年）十六頁などを参照。 

47 塩野・前掲注 31・三六〇～三六八頁を参照。 

48
 田村悦一「行政過程と住民参加」立命館法学一三三～一三六号（一九七八年）一五五～一五八

頁以下を参照（同『住民参加の法理』（有斐閣、二〇〇六年）所収）、人見剛「住民自治の現代

的課題」公法研究六二号（二〇〇〇年）一九三～一九四頁、野口貴公美「行政過程における住

民参加」高木＝宇賀『行政法の争点』ジュリスト増刊（有斐閣、二〇一四年）九〇頁などを参

照。  

49 たとえば兼子・前掲注 43・一〇二～一〇三頁、原田尚彦『行政法要論［全訂七版］』（学陽書房、

二〇一三年）一〇五～一〇七頁、塩野・前掲注 31・三六五頁など。ただし、藤田宙靖『行政法

総論』（青林書院、二〇一三年）一五二～一五五頁は、行政過程における意見調整の手続を含め

て事前手続を整備拡充する必要性があるといっても、「法律と事前手続、そして裁判審査等との

間での機能分担」から、具体的事例の「民主的事態解決」についてより慎重な態度をとるべき

と指摘している。 

50 田村悦一「参加利益の法的保障」立命館法学一四七号（一九八〇年）一頁以下、同「地方自治

と住民参加」公法研究四三号（一九八三年）一八五～一九五頁、小高剛『住民参加手続の法理』

（有斐閣、一九七七年）一七五頁以下、金子・前掲注 43・一八一頁などを参照。議会以外の行

政統制の一環として参加制度をのべた近時の論考について、榊原秀訓「議会外の行政統制」公

法研究七二号（二〇一〇年）一九二頁以下、同「自治体の総合計画策定における参加制度と議

会」南山法学三七巻一・二号（二〇一四年）二五頁以下などがある。 
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51 塩野・前掲注 32・二七～二八頁を参照。  

52 小高剛「行政手続と参加」雄川＝塩野＝園部『現代行政法大系第３巻 行政手続・行政監察』

（有斐閣、一九八四年）一〇六～一〇七頁、塩野・前掲注 31・二八六頁および三一七頁を参照。

行政過程における国民参加について、同「法治主義と行政法―日本における展開―」自治研究

八三巻十一号（二〇〇七年）十七～十九頁では、その指導理念は、自由主義の原理に立脚する

法治主義というよりもむしろ民主主義であり、また二〇〇五年に行政立法の意見公募手続、情

報公開法制の整備を契機に、民主主義の行政過程における浸透が日本にも見られる、とする。 

53 大橋・前掲注 20・七四頁以下を参照。 

54 角松生史「手続過程の公開と参加」磯部＝小早川＝芝池『行政法の新構想Ⅱ 行政作用・行政

手続・行政情報法』（有斐閣、二〇一一年）二八九頁以下を参照。これに関して、市橋克哉「日

本における行政手続の進化―国家、市場および社会との関係―」名古屋大学法政論集二四五号

（二〇一二年）一七三頁以下では、日本における行政手続に関する考え方の展開について、二

〇世紀に確立した国民の生存を排他的に保障する「国家中心モデル」から、九〇年以降、「国家

が排他的に担っていた『公』すなわち『公共性』」が見直されて、「市場原理」と「自己責任］

を核心概念とする「市場中心モデル」への移行が見られるが、「市民社会が『公共性』を内在的

に生成する方向」を目指すためには、「手続重視・プロセス志向の民主主義モデル」への方向転

換が必要であると説き、また行政手続に関する理論と制度化について「行政過程（政策決定―

立法―法適用―法執行）」全般を規律の対象として、行政立法の定立、その前提となる政策や計

画の決定に関する事前コントロール手続の規律についても視野を広げ、「『あらゆる段階』にお

ける『市民を起点とする双方向・反復』のコミュニケーション過程」・「議論と熟議の集中的な

『空間』」の構築の必要性に言及している。 

55
 近年、公共サービスの民間開放、公私協働、公的任務の私的主体への拡散・「複線化」・「多層化」

等などの言葉で表される新たな行政法現象の下で、個人をもはや国家に対峙するものでなく、

国家以外の主体によって公的任務が担われる多元的システムの下での担い手の一つとしてと

らえ、また、これに対応する規範理論の構成として、他の政策科学との関係での行政法学から

の制度設計論、個別の政策分野における制度設計の際の政策基準としての規律規範や、立法者

制御の法理論の試みを示すものがある（原田大樹『公共制度設計の基礎理論』（弘文堂、二〇

一四年）一七八～二三三頁および三一九～三四一頁以下）。こうした視点は、行政の実現すべ

き政策目標・準拠枠の定立についての動的過程全般を把握し、社会的利害調整や政策判断にか

かわる討議の場とそれについての規律規範を探求する際に問題発見としての役割が期待され

る。 

56 兼子・前掲注 43・一〇一頁以下は、集団的国民生活利益の保障や国民・住民の直接民主主義的

な参政の観点から、行政立法や計画策定の行政基準設定における国民参加手続の制度化を語り、

公聴会や審議会諮問手続の活用に言及している。近時、住民参加の制度化動向について、「行政

と住民の意見調整の場」として機能してきた協議会・審議会方式は「より多元的な主体を取り

込む形での法定化が進んでいる」と説くものがある（野口・前掲注 48・九〇～九一頁を参照）。 
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57 実務上では、学識経験者委員に専門技術的事項に限られない公益判断の役割が予定されること

は、社会保険の領域においてのみならず、各分野において広く見られる。ところが、健康保険

法八二条一項により診療報酬点数表と療養担当規則の制定にあたって諮問機関となる中央医療

保険協議会を例として、「その構成員が医療提供者代表、被保険者・保険者代表、公益委員から

なり、専門性と利益代表者性の両方を兼ねて備える」といえるが、実務上には、中央医療保険

協議会への諮問が「医師と保険者の間の価格交渉に代わる手続として」運用されてきたと指摘

されている。笠木映里「社会保障法と行政基準」社会保障法研究第三号（二〇一四年）十一頁、

同『公的医療保険の給付範囲 比較法を手がかりとした基礎的考察』（有斐閣、二〇〇八年）二

二～二七頁を参照。このような運用について、これが特定の私的利益と対峙する「中立・超然

的公益観」に起因するものであるといい、国民の信頼性の向上のために、専門家集団による閉

鎖性を排除し、民主的要素を組み入れる仕組みが必要であると説かれている。兼子・前掲注 43・

一〇四～一〇五頁、角松・前掲注 54・二九三頁などを参照。なお、個別の法領域に関して、原

子炉の安全性が争点とされた原発訴訟を素材に、原子力行政決定過程における専門家集団の参

加形態とその統制手法を検討した最近の論考として、友岡史仁「統治と専門性―行政法の視点

から―」公法研究七六号（二〇一四年）一二五～一三七頁などを参照。 

58 保険者自治に関しては、保険者がその管掌する保険を自律的に運営するという意味で理解され

ることが一般的である。そして、保険者の自律性がどこまで認められるか、あるいは国家との

距離をどこまで認めるべきかについては、主に、保険料の設定・徴収・管理を含む社会保険財

政のガバナンス・自律的運営あるいはそれに対する国や地方公共団体の財政負担のあり方に焦

点をあてて論じられてきた（たとえば井原辰雄「保険者自治と国家責任」河野＝良永＝阿部＝

石橋『社会保険改革の法理渡と将来像』（法律文化社、二〇一〇年）五七～六三頁、倉田聡『社

会保険の構造分析―社会保障における「連帯」のかたち―』（北海道大学出版会、二〇〇九年）

六五頁以下および一八九頁以下、新田秀樹「介護保険制度における市町村の責任」名古屋大学

法政論集第一七九号（一九九九年）五五頁および六〇～六二頁など）。 

59 なお、行政立法等規範定立過程における民間法主体との交渉・同意に注目し、とくに民間法主

体間の合意による規範代替機能を説き、これによる規範の共同形成を「規範制定局面における

協働」の一発見形態ととらえ、ドイツ法の議論動向を踏まえて行政立法における協働の形態と

その規範規律の一般理論を探求するものがある（岸本太樹「契約と行政立法―序説 規範内容

形成局面における協働の限界」北大法政論集六五巻三号（二〇一四年）一～五六頁を参照）。 

60 規範の定立から執行までを含む行政過程における私的主体の積極的役割に着目し、多様な協働

現象の類型化とその規律規範の探究について行政法の守備範囲を拡げていくことを、「行政法の

拡大」モデルと称するものがある。前田雅子「行政法のモデル論」磯部＝小早川＝芝池『行政

法の新構想Ⅰ 行政法の基礎理論』（有斐閣、二〇一一年）二七頁以下を参照。 
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おわりに 

日本の介護保険制度については、二〇〇〇年に介護保険法が施行されてから、これまで四

回にわたって大きな法改正がなされてきた。同法施行後の五年間の施行状況を踏まえた全般

的な検討を行った二〇〇五年法改正や、指定介護サービス事業者等の不正防止のための規制

強化を行った二〇〇八年法改正、第二期地方分権改革の下での二〇一一年五月の第一次一括

法および同年八月の第二次一括法にともなう「介護サービスの基盤強化のため」の介護保険

法等の一部改正がなされ、その後にも、二〇一二年の社会保障制度改革推進法七条とその実

施スケジュールを示した二〇一三年のプログラム法五条二項各号を具体化するものとして、

二〇一四年六月十八日に公布された医療・介護総合確保法によって介護保険法等の一部改正

が行われた。  

以上のような介護保険制度をはじめとする近時の社会福祉立法においては、介護や福祉サ

ービスに要する費用の部分的補填を行うことを前提としつつ、定型的な給付の受給に関する

法形式として、給付決定と利用契約とを組合せ、サービス給付費や支援費の審査支払や事業

者による代理受領などの規定などにより構成される制度的仕組みが多く採用されるように

なった。こうした制度的仕組みは、障害者総合支援制度や子ども・子育て支援制度にも導入

されて、現行社会福祉制度に横断的に用いられるようになっており、基本的に同様の法構造

が基礎にされている。  

本論文では、高齢者福祉においても多用されている「措置利用から契約利用へ」との制度

改革の下での福祉サービスの利用関係の変化に着目して、介護保険制度を素材に、処分と契

約とが交錯する複合的な行政手法にともなう問題群が存在することに着目して、これらを整

理し、そこに現れた諸現象を対象に考察を進めてきた。すなわち、要介護被保険者を主体と

する介護利用の権利実現過程、とりわけ要介護認定とそれに関連する制度の仕組みを素材と

して、現行法制度の法構造とその特徴を把握し、現行法制度とそれに対応する規範の理論構

成を検討してきた。  

以下では、前三章で考察の対象とした介護利用の権利実現過程における行政法法理と民事
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法法理との相互浸透・統合現象について総体的に再整理し、多様化する行政法の新たな側面

としての把握の試みを兼ねて、今後の課題を提示し、本論文全体のむすびとしたい。  

一 介護利用の権利実現構造の変化 

社会福祉分野においては、福祉サービスの利用関係の「契約化」とまでいえるか否かはさ

ておき、種々の制度改正により、当該分野における権利実現構造が変化するにともなって、

少なくとも、介護保険制度における被保険者その他の私的主体の法的位置づけは、以下のよ

うに変化しているものと考えられる。 

介護保険制度は、介護保険への加入によって介護保険給付の受給資格を取得するという基

礎的法律関係の成立をもとに、具体的な利用関係の形成について、要介護等決定の段階と介

護契約の段階とを分節させて、介護保険給付の実施過程における行政行為と契約との組合せ

という、適切な介護利用の実現のための一つの仕組みを作り上げた。ここでは、介護利用の

権利実現過程が分節化されたことにともない、これまで措置決定に統合されてきた利用者―

サービス提供事業者―国・地方公共団体の間の多面的な法律関係は、いくつかの二当事者間

の法律関係―すなわち、保険者と被保険者、利用者とサービス提供事業者、指定介護サービ

ス事業者と指定権限をもつ機関（都道府県または市町村）など―に分けられている。 

そして、かつての、受給資格の該当性と給付内容の両者を一括して一つの判断としてまと

めるという福祉に係る措置の決定とは異なり、介護保険法では要介護等認定と介護契約の結

合という仕組みが用いられているという点に、適切な介護給付の確保のための機能的分担の

存在が推察される。すなわち、権力的形式たる要介護認定等によるサービス利用の公正性・

公平性の確保と、交渉・合意にもとづく介護契約等による個別的かつ柔軟な対応の確保、と

いう二つの機能の分担である。これについては、措置制度の下で措置決定にもとづき福祉サ

ービスの利用関係が包括的かつ一方的に規律されていたのと異なり、介護サービス利用関係

の形成過程においては、サービス内容に対する交渉・合意という要素が制度化されることに

より、かつては重視されていなかった利用者の意思がこの形成過程に反映されうるようにな

った。このように、介護サービス利用関係の形成にあたっては、被保険者・利用者が自主的・
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積極的に参画することになっている。そして、かかる権利実現過程においては、各々の要介

護被保険者の権利行使についての大枠の条件が要介護等認定により定められており、またこ

うした基礎的な法律関係の下で、権利内容の具体化あるいは充填、すなわち必要な介護サー

ビス内容の充足は、利用者が枠条件の下で指定介護サービス事業者との介護契約によってつ

くりあげた自己規整にゆだねられる、というようにとらえられる。この点から、介護保険制

度においては、要介護被保険者が自らの選好によって介護内容の具体的形成に関する意思決

定を行う可能性が創出されているものといえる。 

他方、介護保険法では、専門性の確保のために、介護利用の権利実現過程における各場面

において専門家の参加が予定されている。たとえば、介護基準の策定、要介護等認定の審査・

判定、介護サービス計画の策定、介護契約の履行などの各段階において、各々の分野の専門

技術的能力を有する専門家が、何らかの形で、意思決定権者に影響をあたえるものとされて

いる。この点は、従来の措置制度の下においては、利用者に対する必要な援助に関する決定

は行政庁や専門職員の専門的知識、技術または経験にもとづく判断に委ねられてきたのとは

対照的である。このように、適切な介護利用に必要な専門性を確保するために、担い手が行

政庁や専門職員に限定されることなく、さまざまな法主体がその機能を果たしているように

見られる。また、それのみならず、個々の要介護被保険者の要介護状態等区分とそれに見合

うサービス内容の形成をめぐって、要介護等認定と介護契約の両段階で現れる情報はさまざ

まである。そのなかでも、介護保険法は、介護支援専門員による介護サービス計画の作成を

通じて、要介護等認定と介護契約に係る必要な情報を統合してそのための連絡調整を行うこ

とを想定している。こうした情報共有のネットワークの形成は、適切な介護利用に係る交渉

過程の制度化としてもう一つ注目すべき点である。さらに、適切な介護利用の内容形成は、

要介護等認定で定められた枠条件のなかで、要介護被保険者とその他の関係者または専門家

との間の意見交換・調整を経た上で共同でなされる。これは、介護利用の専門性の確保と利

用者の選択権行使を調和させる過程としてとらえることができよう。 

これらの現象にも視野を広げてみると、介護サービス保障の実現について、こうした私的

主体が何らかの形で法秩序の共同形成に寄与する点が見受けられる。また、いくつかの段階
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からなる介護保険利用関係の形成過程における私的主体の役割を積極的にとらえれば、さま

ざまな協働の発現形態を見てとることもできる。そして、介護保険法では、介護利用の権利

実現過程における利用者の意思を反映すること、その選択の「自由」を制度的に保障するこ

とが意識的に組み入れられている。こうした介護保険制度は、制度思想的には協働と相違す

るところがあるものの、法律関係の形成に参画する主体として介護サービス利用者を位置づ

け、対等な当事者としての地位を確立するという点において、能動的に働きかける私的主体

を積極にとらえる協働の現象に接近する点を看取することもできる。ただし、権利保障の脈

絡の下で以上の種々の法的仕組みを包括的に理解するならば、そこに、民事法に対する行政

法あるいは公的コントロールの独自的存在の意義を、後述のように見出すことができる。 

二 国家と対峙する権利構図の存続 

介護利用の権利実現構造における利用者・被保険者は、従来の措置制度における受動的な

受け手としての法的地位にとどまることなく、要介護等認定で定めた枠条件内で自ら選定す

る指定介護サービス事業者と介護契約を結ぶことが認められている。しかしながら、現行法

制度においても国家と対峙する利用者の権利像が存続しており、またそこでの権利利益防御

型の制度的構成には限界が存する。すなわち、 

第一に、介護サービス利用関係の形成過程において分断された各節点に対応して、法的紛

争となるのは、個々の特定の具体的な法律効果が生ずる場合に限定されている。 

介護保険法では、適切な介護利用の確保のための法的仕組みとして、要介護等認定と介護

契約との組合せを採用している。こうした現行法制度の下で、権利保障の実現のために重要

な役割が期待されているのは、介護の必要程度にもとづき受給資格の有無を決定する要介護

等認定と、介護サービスの利用内容を決定する介護契約という、二つの作用の結合により構

成される仕組みである。この二つの法形式の行為が介在することにより、介護利用の権利実

現過程はこのような、保険者たる市町村による要介護等認定を受ける段階と、指定介護サー

ビス事業者との介護契約にもとづく介護サービスを利用する段階とに分断されているため、

そこでの法律関係は、それぞれ用いられる法形式に応じて別個なものとして構成されている。
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そのため、そこで生ずる法的紛争の現れ方には、こうした権利実現過程の分節化の特徴が反

映されており、また、受給者がどのような権利主張の手段をとりうるのかについても、問題

が処分と契約のいずれの形式の行為を中心にして構成されているのかにより異なる法的処

理が採られることとなっている。すなわち、要介護認定と介護契約のそれぞれに対して異な

る権利主張手段が設けられており、救済方法としての司法的ルートについては、おそらく次

の二つの場面が予定されている。一つは、要介護等認定の適法性を争うために不服申立てを

し、それを経て行政訴訟を提起するというルートであり、もう一つは、不法行為責任や介護

契約上の契約責任を追究するために民事訴訟を提起するというルートである。このようにし

て、現行介護保険制度における利用構造の下で、前後二つの法形式に応じた異なる法的処理

が措定されており、それにより利用関係が法技術的に分断されているために、法形式に則し

て考えられた権利主張手段についてそれぞれ個別に対応を講じるしかできないのが現状で

ある。そして、適切な介護利用に係る権利の実現を求めるために、介護保険法一八三条によ

り審査請求をしたり、行政訴訟を提起する場面こそ、要介護被保険者が国または地方公共団

体に対峙するかあるいは対峙しうるもっとも典型的な場面であることはいうまでもない
１
。  

第二に、介護サービス利用関係の形成過程について、要介護等認定等に関する手続法の整

備がなされているものの、それはなお、処分の相手方に限定された「権利利益防御型」行政

手続の修正形態にとどまるものである。 

介護保険制度では、要介護被保険者の選択あるいは自己決定の確保こそが契約方式への転

換を基礎付ける視点であることもあって、権利主張手段としての介護契約とその救済方法の

あり方には、大きな関心が寄せられている。この法形式の行為だけに焦点にあてると、介護

サービス利用関係が一見して民事法関係へ回帰しているようにも見える。しかし他方で、介

護保険給付は要介護状態区分ごとに標準化された定型的なものとして規定されており、また

こうした条文の構造にしたがい、要介護状態区分のために行われる要介護等認定の法的効果

は、利用可能な介護サービスの種類とその費用補填の支給上限を定めることにまで及ぶもの

となっており、こうした法的効果により介護契約の内容が制約されることとなっている。こ

の点に鑑みれば、介護サービスの利用内容は介護契約にもとづくものであるといっても、実
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際には、要介護等認定こそがその内容の枠―厳密にいえば、要介護被保険者の選択権行使の

範囲―を画定しているものというべきであろう。そうすると、要介護等認定と介護契約に即

して考えられてきた権利主張手段とは峻別されるにもかかわらず、適切な介護利用が何かを

問うにあたっては、要介護等認定における適切な判断の可否こそが問題の中核をなすという

構造が示されている。そのため、要介護等認定の審査判定過程における裁量権限の逸脱・濫

用を抑制・排除したり、行為準則となる介護基準の適用行為の適法性・合理性を確保するた

めには、ここでの裁量のあり方が焦点となる。  

そして、そこでは、個々の介護利用関係の形成・変動に関して、枠付け効果をもつ要介護

認定が最終的な決定として想定されている。従来的な、処分相手方の権利保護に焦点をあて

て行政権限の濫用や恣意的な行使を抑制する「権利利益防御型」手続法の思考が、要介護等

認定手続においても受け継がれている。しかも、これにとどまらず、介護サービスの利用に

あたっては、要介護被保険者本人、保険者である市町村、指定介護サービス事業者とその他

の関係者との間の意見調整、情報交換・保管・利用という「コミュニケーション・システム」

が、適切な介護利用を判定するための重要なカギとなりうる。介護保険制度の下では、前述

した諸法主体の間におけるコミュニケーションの回路は、利用関係の分節化とともに、要介

護等認定と介護契約のそれぞれの断面に応じて制度化されている。これには、たとえば、要

介護状態に関する認定調査員による認定調査の実施、介護認定審査会による二次判定、介護

支援専門員による居宅介護支援サービスの提供など、さまざまな態様が存する。ここにおい

ては、専門的知見にもとづく合理的な内容の確保や利用者の選択の尊重といった要請に応え

るための情報ネットワークが構築されるのみならず、要介護被保険者とその他の関係者、専

門的知見・経験を有する専門職や専門家など様々な法主体の参加により、適切な介護内容の

共同形成のための「討議」空間が形成される。介護等福祉分野における手続的要請を取り込

む「コミュニケーション・システム」の構築も見られる。しかし、これらはなお、要介護等

認定を求める要介護被保険者とその他の関係者に参加の対象が限定されており、「『行政を起

点とする一往復』のコミュニケーション過程」に執着した従来からの手続の考え方を超える

ものとは到底いえないだろう。  
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第三に、規律密度の序列化、法による統制の向上、最低基準の法令による枠付け、の三つ

の機能を期する介護基準については、国の基準にもとづき基礎的保障が標準化される「国家

中心モデル」の特徴が見られ、また、法律による行政の原理にもとづき構築されてきた統制

法理によるのみでは、介護基準の定立行為の適法性・合理性を問いにくい部分が存在する。 

介護基準の諸規定は、介護サービスの利用限度とその内容の標準化を定めることで、要介

護等認定を介護契約と関連づけるものである。介護基準こそが介護サービスの保障水準を具

体化し、その権利の実態を表すものであることに鑑みて、本論文では、その設定改廃行為と

内容自体の適法性・合理性に焦点をあてて検討してきた。いくつかの最高裁判決を分析すれ

ば、介護基準の定立行為に対する行政立法裁量の統制法理として、基準化の立法形式と授権

根拠の重視といった点以外にも、規範内容の正当性と適正手続の遵守の二点からコントロー

ルするという方法を析出することができる。これに関して、現行法では、介護基準の定立過

程における不特定の関係者の意見反映や専門家の知見の活用を図る手段として、事前手続の

一応の制度化はなされている。それはしかしながら、学識経験にもとづく専門的知見を反映

させて客観的な「公益」判断の形成を促すものとしての専門家が、中立的な公益代表として

基準制定機関の意思決定過程に参加するという形での審議会の運用にとどまっている。また、

裁判所による事後的統制に関しては、指定介護事業者により提供されるサービスが介護基準

をみたしていないことは民事責任を基礎付ける事実となるものの、基準内容それ自体の適法

性・合理性の問題は、そもそも当事者関係を中心とする民事法の射程外にあるものである。

あるいは、要介護等認定の適法性審査にあたって、裁量の逸脱・濫用の法理にもとづき付随

的に介護基準の定立とその適用過程の適法性・合理性を問うことが可能であるといっても、

対象を処分に限定してきた現行行政訴訟制度の下では、こうした問題は直接的には法的紛争

にはなりにくく、事後的救済を保障するためにはさらに克服すべき点があるといわざるをえ

ない。  

確かに、命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、定期的検討を行ってその適正

さを確保する努力義務を負う（行政手続法三八条二項）。命令等制定機関の規制権限の不行

使に関して、授権規定の趣旨・目的に照らして行政立法の定立手続または審議過程が著しく
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合理性を欠くとして違法性を肯定し、国家賠償責任を追及する可能性はある
２
。それでも、

かかる業法規制によって確保される安全性を享受する者の「保護範囲」の広狭や、その法的

地位がどのようなものかがしばしば問題となっている。介護報酬や指定・事業運営に係る介

護基準の制定その他の規制権限行使にあたって、規制の対象となる指定介護サービス事業者

は、その権利にもとづき、規制権限行使者たる行政側に対抗するという図式が存することは

いうまでもない。他方で、こうした規制にともなう三面関係の下では、要介護被保険者の介

護サービス利用関係が介護基準により規律されるにもかかわらず、利用者の権利利益はなお

表出されにくいことは否めない。介護基準によって保護される国民一般の法的地位は、「法

律により保護される利益」と認められない限り、一般的には客観法秩序に吸収・解消される

と解されるため、かかる規制の受益者にどのような法的地位が認められるかは、それほど明

らかではない。そうはいっても、要介護者の生命・健康に係る介護基準は、介護保障の権利

形成にとって重要な意義をもち、憲法二五条一項にいう「健康で文化的な最低限度の生活」

の基準を、指定介護サービス事業者または施設の設備・人員配置・事業運営や利用者の処遇

などについて具体化したものである。介護サービスのナショナル・ミニマムの保障手段とし

ての性質に着目するならば、介護基準の制定にあたり、要介護者が、憲法や介護保険法によ

り保障されるべき水準に達するよう求めて、規制権限者である国または地方公共団体に対峙

するという場面が存することは否定できない。  

三 「討議」による法秩序の形成と民主的コントロールへの契機 

そもそも、社会保障給付とりわけ福祉サービスについて、その権利の内容は、固定的な状

態にとどまることはなく、その保障の方法も自由権と同様のあるいはせいぜい画一的な給付

にとどまるものでない。こうした権利の実現過程においては、常に要保障者の要保障状態の

有無や程度を把握し、それにふさわしい必要な給付をすみやかに実施することが必要であり、

このことは同時に、こうした権利の内容形成プロセスの特徴を示すものでもある。このよう

に、法律により受給条件と必要な給付の充足に係る大枠の条件を定めた上で、こうした枠条

件で画された基礎的法秩序の下に形成される下位の法規範により権利内容が具体化・詳細化
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されるという法現象は、種々の社会保障給付の利用関係をめぐる現行法制度全般に見られる。 

介護保険法による諸介護給付の利用関係を具体的にいえば、憲法や介護保険法によって画

された枠条件の下で適切な介護利用に係る内容・水準を具体化する介護基準が制定され、こ

うした介護基準に依拠して要介護等認定の審査・判定が行われ、そして要介護等認定の「枠

づけ」効果に即して、介護サービス計画の作成を介して、介護契約により介護サービスの利

用内容が作り上げられる。そして、本論文で検討したように、利用者の意思を権利実現過程

に反映させ、その選択の「自由」を制度的に保障することを意図した介護保険制度の下では、

介護利用に係る専門性の確保をも合わせて考慮して、介護利用に係る法秩序の段階的形成に

あたっては、枠条件内の法秩序の共同形成のために、保険者のみならず、要介護被保険者、

その他の関係者や専門家との間に意見交換・調整をなしうる「討議」空間が、いくつかの異

なるレベルで構築されている。たとえば、要介護等認定段階における介護認定審査会や、介

護契約とその前段階である介護サービス計画の作成などである。そのほかに、基礎的な介護

利用関係の大枠を定める介護基準の制定過程においては、専門家集団の専門的知見にもとづ

く公益性判断を重視してきた協議会・審議会も、もう一つの「討議」の発現形態としてとら

えられる。しかしながら、介護基準の制定過程において、利用者たる要介護被保険者の意見

が充分に表出されるようになっているとはいえない。したがって、本論文では、こうした審

議会の組織構成について、構成員を専門家代表や指定介護サービス事業者代表に限定するこ

となく、要介護被保険者その他の関係者にも広げることにより、多様な利益の調整を経た上

で適切な介護基準を共同で形成するための「討議」空間を構築すべきことを論じた。また、

多面的法律関係の下で、指定介護サービス事業者等の特定の利害関係との適度な距離を保つ

意味を兼ねて３、介護基準の策定または議論過程へ受益者たる国民一般が参加することを、

民主的コントロールの一手段としてとらえた。 

これに関して、繰り返しになるが、介護保障のナショナル・ミニマムとは何かについて、

実体法において一義的にとらえるよりも、時とともに変化しつつあるニーズとそれに対する

対応の適切さを常に検証することが不可欠である。適切な介護利用の内容と保障水準を定期

的に見直すことのできるシステムの構築が、権利保障の実現の方向の一つとして考えられる。



 

 246 

介護保険制度における諸利益の間の利害調整を国民の自主的代表委員に実質上委ねる仕組

みとして、基準設定段階での参加手続の整備が期待される。この点、利用者による選択の尊

重を明文化した介護保険法には、「個人の参加」を積極的にとらえようとする制度発想の転

換がうかがえる。これに加えて、保険者自治の視点から、保険集団構成員による自己統制の

実現のための制度的仕組みとして、介護保険関係の政策形成・規範制定過程における民主的

意思決定を実質的に保障することは、前述の参加に係る構想と論理的な親和性がある。また

他方では、介護保険法上、介護保険事務は自治事務とされているために、国から地方への立

法的関与の縮減を目指す第二期地方分権改革においては、地方公共団体の活動とりわけ手続

や判断基準などの事務処理の方法について、法令の規律密度を低めて「地域の実情」に応じ

た条例制定の範囲を広げるという、いわゆる「地域自主決定」が進められた。公的介護水準

の基準化に関して、国の基準による全国一律的な基礎的保障とならんで、「地域の特性」に

もとづく介護条例の制定が現行法上予定されている。そこで本論文では、以上の理由にもと

づき、条例制定の前段階とりわけ政策形成・策定段階において、介護保険に関する事項の調

査・審議のために用いられる既存の介護保険審査会・協議会を、規範の共同形成に寄与する

コミュニケーションの場として設定すべきものと考えた
４
。そして、保険者たる市町村以外

の民間法主体―被保険者・利用者、サービス提供事業者や従事者などの関係者および学識経

験者―が行政決定過程で討議し、専門的知見の反映に限らず、介護保険制度における諸利益

の表出・調整機能を果たすことができるよう、適切な介護内容の共同形成のための「討議」

空間へ進化させていく可能性について考察した。  

四 今後の課題 

以上、現行介護保険制度における利用構造に関する考察を行い、介護サービス利用をめぐ

って個人と国家（行政）の間の距離をいかに把握するかという視点から、そこに現れる法的

課題の俯瞰とそれに対応する理論に関する試論をのべた。しかしなお、以下にのべるような

さまざまな課題が残されている。 

まず、いわゆる公私協働の理論については、公的任務の民間遂行にともなって国家と民間
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との一定の役割分担がなされるという法現象の提示よりも、「公私の協働のあり方を規律す

る規範的機能」が期待されている５。こうした観点からは、介護利用の契約化とともに、サ

ービスの提供主体の民間化後の事業のあり方について国家の関与によって一定の枠が構築

すべき責任や、受益者である市民の地位について何らかの国家の保証責任の存在を肯定すべ

き場面もあれば、他方で、基盤整備や背後の支援主体にとどまるほうが望ましい事項も想定

される６。そして、こうした公的関与の制度化に関しては、多種多様な手法が視野に取り入

れられる必要がある。たとえば、消費者保護のガバナンスについては、理論的には「消費者

の自由な選択による国家超越的自律的法システムへの発展もありうる」が、それを法律によ

って統制できなければならないため、「法的規制の適切な関係づけを不可逆的でない形で行

う」国家による関与の仕組みが不可欠であるとの指摘もある７。こうした視点を含めて介護

サービスの提供体制に関する考察を行うことが不可欠であるが、適切な介護利用の確保に関

する条件整備のためにいかなる公的規制が必要かについての検討は、別稿に委ねたい。 

また、介護保険制度における保険者自治といっても、地域の自主性・自立性の向上といっ

た第二期地方分権改革との関連で、地域福祉をめぐる政策形成・規範制定の過程への参加に

ついて、介護基準の条例制定過程における審議会制度の活用の可能性をのべた。しかしなが

ら、そのほかにも、たとえば介護事業計画の策定などにおける参加も問題となっている。こ

れについては、地域福祉をめぐる参加制度の実態とその手続法理をなお検討する必要がある。

そして、市町村の住民と介護保険被保険者とは一定範囲で重複するが、両者は同一ではない。

この意味で、保険者自治または保険集団構成員の自己統制を論ずる際に、地方自治法の観点

から、総合行政を担う基礎地方公共団体と介護保険者の両者が重なる市町村の法的地位や住

民との関係について、再整理することも必要である。そのなかでも、要介護被保険者に対す

る市町村の供給責任は、介護保険事業計画による調整という責務にとどまるものとされてい

る（介護保険法一一七条）。保険者自治と住民自治の交錯の中におかれた市町村の責任をい

かに体系的に把握するかといった問題をあらためて考える必要がある。以上の諸点を含めて、

介護保険制度における保険者自治の実現とその規律のための理論構成や、介護サービスの提

供体制の整備・規制等の公的責任などの検討も、今後の課題としたい。 
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最後に、もう一点付言させていただきたい。筆者の母国である台湾では、人口の高齢化の

進展にともない、高齢者の介護サービスに対するニーズが一般的に急増している。従来、台

湾の高齢者福祉制度は、家族による介護を中心として、公的扶助や公的医療給付を補完的に

運用してきたが、それには次第に限界が現れ、介護サービス保障の制度整備の必要性が認識

されつつある。そこで、二〇一一年三月三一日に、「長期介護サービス法案」（全七章、計五

五ヵ条）が台湾行政院から立法院へ提出され、現在立法院で審議中である。公的介護の基礎

的法律関係について社会保険原理を採用していない台湾法は、日本法と異なる制度構造を示

している。当該法案は、多様的かつ効率的なサービスの供給体制の整備や事業規制に重点を

おくものであるが、要介護者の法的地位に関する規定は欠如している。日本における契約利

用への制度改正とは対照的であるが、介護を含む社会福祉分野における権利保障の一般理論

については共通するところがあり、また制度転換に対応した日本の法理論の再検討は、台湾

法における将来の制度化とそれに関連する理論のよりいっそうの展開に資するものと思わ

れる。こうした台湾法との比較研究については、次の研究課題としたい。 

 

 

 

 

注

                                                

１ しかし、高齢者介護事故に係る民事損害賠償請求事件が続出する一方で、要介護等認定に

関する審査請求事件も多少あるが、行政訴訟事件はきわめて数少ない。そして、各都道府

県介護保険審査会の裁決については、個人情報にあたることを理由として、各自治体の情

報公開条例によって非公開情報とされることがほとんどである。権利救済の実効性確保の

観点から、今後の当該分野における行政争訟の動向を注意深く見守る必要がある。 

２ たとえば、筑豊じん肺国賠訴訟上告審判決（最高裁平成十六年四月二七日第三小法廷判

決・判例時報一八六〇号三四頁）や、泉南アスベスト訴訟上告審判決（最高裁平成二六年

十月九日第一小法廷判決・判例所時報一六一三号二頁）である。 

３ 近時、公的任務の遂行が民間に任された後の行政の役割について、「公的任務が的確に遂

行される方向に動いてほしいと働きかけ」るために、「国家の私人に対する適時の指示・

監督」や「業法規制」が行われるべきであり、またこのような多面的法律関係に現れる様々
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な法主体との関係について、そのうちのどれであっても、「行政と特定利害との間に適度

な『距離』が保たれる必要がある」と説く見解がある。板垣勝彦「保障国家における私法

理論」行政法研究第四号（二〇一三年）七七～一三六頁、同「ドイツ公法学における『距

離』概念について」自治研究八九巻一〇号（二〇一三年）四六～六〇頁などを参照。もっ

とも、国家との距離のとらえ方や公的関与による介入の程度のあり方に関しては、国民の

生命・健康または安全に係る規制権限の行使については国が最終的な責任を有する。それ

ゆえ、こうした規制に係る政策決定過程においては、特定利害との間に適度な距離を保つ

といっても、事業者の利益ないし事業の振興を重視するよりも、かかる規制措置を学問

的・技術的な知見により裏付ける、すなわち国民の権利や利益の保障のために求められる

法的条件の整備や規律のあり方に主眼を置くべきである（この点は、山本隆司『判例から

探究する行政法』（有斐閣、二〇一二年）五七五頁の労働安全規制に関する指摘が示唆す

るところである）。 

４ 公的任務の担い手の拡散とともに、公共性担保のシステムの相対化傾向が地方分権改革に

よって加速されていることを指摘し、国または自治体の行政について「行政のプロセスの

公正透明の要求は一層拡大」する一方、より能動的な主体として位置付けられる市民が、

「行政過程への参加者や監督者」にとどまらず、「行政の実施過程における自律的なパー

トナーとしての役割」をも担うようになる傾向を指摘し、行政と民間の協働形態による公

役務作用に対応する新たな行政手法の再考を早くから促したものとして、たとえば磯部力

「行政システムの構造変化と行政法学の方法」塩野宏先生古稀記念『行政法の発展と変革 

上巻』（有斐閣、二〇〇一年）四九～六七頁などを参照。 

５ 山田洋「『保証国家』とは何か」法律時報八一巻六号（二〇〇九年）一〇五～一〇七頁（岡

村＝人見編著『世界の公私協働―制度と理論―』（日本評論社、二〇一二年）一四一頁以

下所収）を参照。なお、公的任務の民間遂行に関する存在形態とその問題点の整理を行っ

た近時のものとして、角松生史「行政事務事業の民営化」高木＝宇賀編『行政法の争点』

ジュリスト増刊（有斐閣、二〇一四年）三三頁以下などを参照。 

６
 また、協働とは何か、この現象がいかなる公法的意味を有するかについて、紙野健二「協

働論の方法、論点および課題」法律時報八一巻四号（二〇〇九年）一〇一～一〇四頁（岡

村＝人見編著『世界の公私協働―制度と理論―』（日本評論社、二〇一二年）二八九頁以

下所収）では、個々の法分野における「国民の権利や利益の保障のために求められる国家・

行政のあり方に応じて、協働の適否もしくは要否、その条件または存在形態」が多義的で

あることから、それぞれの条件整備のあり方をふまえて、その根拠づけ、実体的・手続的

規律および責任法理の構築を行うべきである、と説かれている。  

７ 高橋明男「保障国家における法律の役割」岡村＝人見『世界の公私協働―制度と理論―』

（日本評論社、二〇一二年）一八〇～一八一頁を参照。 
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 西原博史「人権Ⅲ・生存権論の理論的課題―自己決定・社会的包摂・潜在的能力」法律時報八〇巻一二号

（二〇〇八年） 

 西森利樹「地域密着型サービス事業者の指定とサービスの継続的・安定的提供能力―介護保険事業者不許

可処分取消請求事件（東京地裁平成二四年十月十九日、本号五二頁）―」賃金と社会保障一六〇五号（二

〇一四年） 

 新田秀樹「費用負担と報酬基準」社会保障法第二五号（二〇一〇年） 

 又坂常人「社会保障受給権と行政裁量の関係についての若干の考察（一）（二）（三）」自治研究五八巻一〇

＝十一＝十二号（一九八二年） 

 又坂常人「権利救済手続の諸問題」社会保障法第一〇号（一九九五年） 

 又坂常人「行政の法的行為形式の多様化と権利救済手続の諸課題（一）（二）（三）」法学論集（信州大学）

四＝六＝八号（二〇〇四年） 

 前田雅子「生存権の実現にかかわる行政裁量の統制」社会問題研究四六巻二号（一九九七年） 

 前田雅子「介護保障請求権についての考察」賃金と社会保障一二四五号（一九九九年） 

 前田雅子「社会保障における行政手続の現状と課題」ジュリスト一三〇四号（二〇〇六年） 

 前田雅子「行政不服審査改正の論点」法律時報八六巻五号（二〇一四年） 

 宮崎良夫「社会保障行政と行政法の課題」社会保障法第一〇号（一九九五年） 

 村上裕章「判断過程の現状と課題」法律時報八五巻二号（二〇一四年） 

 本沢巳代子「社会福祉と契約『総論』」社会保障法第十九号（二〇〇四年） 

 林倖如「適切な福祉利用の確保とその公法的構成（一）～（五）」名古屋大学法政論集第二四九＝二五一（二

〇一三年）＝二五三＝二五七＝二五九号（二〇一四年） 

 安田理恵「行政法を構成する専門職自主法（一）～（四・完）」名古屋大学法政論集第二四八＝二四九＝二

五一（二〇一三年）＝二五三号（二〇一四年） 

 山下竜一「行政法の基礎概念としての行政裁量」公法研究六七号（二〇〇五年） 

 山下竜一「裁量基準の裁量性と裁量規律性」法律時報八五巻二号（二〇一三年） 

 山田洋「『保証国家』とは何か」法律時報八一巻六号（二〇〇九年） 

 山本隆司「日本における裁量論の変容」判例時報一九三三号（二〇〇六年）十一頁以下、 

 山本隆司「処分性（１）―行政行為の法律上の根拠、給付行政における処分性」法学教室三三一号（二〇
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〇八年） 

 

Ⅱ 教科書・記念論文集など 

 秋元美世『福祉政策と権利保障―社会福祉学と法律学との接点』（法律文化社、二〇〇六年） 

 秋元美世『社会福祉の利用者と人権』（有斐閣、二〇一〇年） 

 阿部泰隆『行政法システム（下）〔新版〕』（有斐閣、一九九七年） 

 新井誠＝秋元美世＝本沢巳代子編著『福祉契約と利用者の権利擁護』（日本加除出版、二〇〇六年） 

 伊藤周平『介護保険法と権利保障』（法律文化社、二〇〇八年） 

 磯部力＝小早川光郎編『自治体法学全集４ 自治体行政手続法』（学陽書房、一九九三年） 

 磯部力＝小早川光郎＝芝池義一編『行政法の新構想Ⅰ 行政法の基礎理論』（有斐閣、二〇一一年） 

 磯部力＝小早川光郎＝芝池義一編『行政法の新構想Ⅱ 行政作用・行政手続・行政情報法』（有斐閣、二〇

〇八年） 

 磯部力＝小早川光郎＝芝池義一編『行政法の新構想Ⅲ 行政救済法』（有斐閣、二〇〇八年） 

 石田喜久雄『民法秩序と自己決定』（成文堂、一九八九年） 

 市橋克哉＝榊原秀訓=本多滝夫＝平田和一『アクチュアル行政法』（法律文化社、二〇一〇年） 

 岩村正彦『社会保障法Ⅰ』（弘文堂、二〇〇一年） 

 岩村正彦編『福祉サービス契約の法的研究』（信山社、二〇〇七年） 

 岩波講座『現代法４ 現代の行政』（岩波、一九六六年） 

 岩波講座『現代法８ 現代法と市民』（一九六六年） 

 岩波講座『現代法１０ 現代法と労働』（一九六五年） 

 岩波講座『基本法学４ 契約』（一九八四年） 

 岩波講座『社会変動の中の法』（一九九三年） 

 内田貴『契約の時代―日本社会と契約法―』（岩波、二〇〇〇年） 

 内田貴『制度的契約論―民営化と契約』（羽鳥書店、二〇一〇年） 

 宇賀克也＝大橋洋一＝高橋滋編『対話で学ぶ行政法』（有斐閣、二〇〇三年） 

 宇賀克也『行政手続三法の解説―行政手続法、行政手続オンライ化法、番号法―』（学陽書房、二〇一四年） 

 大橋洋一『行政規則の法理とその実態』（有斐閣、一九八九年） 

 大橋洋一『行政法 現代行政過程〔第２版〕』（有斐閣、二〇〇四年） 

 大村敦志『契約法から消費者法へ』（東京大学出版会、一九九九年） 

 大村敦志『学術としての民法Ⅱ 新しい日本の民法学へ』（東京大学出版、二〇〇九年） 

 雄川一郎＝塩野宏＝園部逸夫『現代行政法大系第３巻 行政手続・行政監察』（有斐閣、一九八四年） 

 雄川一郎＝塩野宏＝園部逸夫『現代行政法大系第７巻 行政組織』（有斐閣、一九八四年） 

 雄川一郎先生献呈『行政法の諸問題 下』（有斐閣、一九九〇年） 

 岡村周一＝人見剛編著『世界の公私協働―制度と理論―』（日本評論社、二〇一二年） 

 笠木映里『公的医療保険の給付範囲 比較法を手がかりとした基礎的考察』（有斐閣、二〇〇八年） 
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 加藤智章＝菊池馨実＝倉田聡＝前田雅子『社会保障法〔第５版〕』（有斐閣、二〇一三年） 

 葛西まゆこ『生存権の規範的意義』（成文堂、二〇一一年） 

 兼子仁『行政法学』（岩波、一九九七年） 

 河野正輝『社会福祉の権利構造』（有斐閣、一九九一年） 

 河野正輝『社会福祉法の新展開』（有斐閣、二〇〇六年） 

 河野正輝＝良永彌太郎＝阿部和光＝石橋敏郎編著『社会保険改革の法理と将来像』（法律文化社、二〇一〇

年） 

 行政法講座第六巻『行政作用』（有斐閣、一九六六年） 

 『行政判例百選Ⅰ〔第４版〕』別冊ジュリスト一五〇号（一九九九年） 

 行政法研究第五号（信山社、二〇一四年） 

 菊池馨実『社会保障の法理念』（有斐閣、二〇〇〇年） 

 菊池馨実『社会保障法制将来構想』（有斐閣、二〇一〇年） 

 倉田聡『これからの社会福祉と法』（創成社、二〇〇一年） 

 倉田聡『社会保険の構造分析―社会保障における「連帯」のかたち―』（北海道大学出版会、二〇〇九年） 

 厚生省社会局老人福祉課監修『改訂老人福祉法の解説〔改訂版〕』（中央法規出版、一九八七年） 

 小川政亮『社会事業法制［第４版］』（ミネルヴァ書店、一九九二年） 

 小川政亮著作集第１巻『人権としての社会保障』（大月書店、二〇〇七年） 

 小高剛『住民参加手続の法理』（有斐閣、一九七七年） 

 小林良二「要介護認定とケアマネジメント」季刊社会保障研究三六巻二号（二〇〇〇年） 

 小早川光郎『行政法講義 下Ⅰ』（弘文堂、二〇〇二年） 

 小早川光郎『行政法講義 下Ⅱ』（弘文堂、二〇〇五年） 

 佐藤進＝河野正輝編著『介護保険法―権利としての介護保険に向けて―』（法律文化社、一九九七年） 

 佐藤幸治『現代国家と人権』（有斐閣、二〇〇八年） 

 笹沼弘志『ホームレスと自立/排除』（大月書店、二〇〇八年） 

 塩野宏先生古稀記念『行政法の発展と変革 上・下巻』（有斐閣、二〇〇一年） 

 塩野宏『法治主義の諸相』（有斐閣、二〇〇一年） 

 塩野宏『行政法Ⅰ〔第五版補訂版〕行政法総論』（有斐閣、二〇一三年） 

 塩野宏『行政法Ⅱ〔第五版補訂版〕行政救済法』（有斐閣、二〇一三年） 

 白羽祐二『現代契約法の理論』（中央大学出版部、一九八二年） 

 社会保険研究所編『介護保険制度の解説〔平成二四年四月版〕』（二〇一二年） 

 社会福祉法令研究会編集『社会福祉法の解説』（中央法規、二〇〇一年） 

 芝池義一＝小早川光郎＝宇賀克也編『行政法の争点[第３版]』（有斐閣、二〇〇四年） 

 芝池義一『行政法総論講義〔第４補訂版〕』（有斐閣、二〇〇六年） 

 下山瑛二『人権と行政救済法』（三省堂、一九七九年） 

 園部逸夫＝田中館照橘＝石本忠義編『社会保障行政法〔初版〕』（有斐閣、一九八〇年） 

 高田敏『法治国家観の展開―法治主義の普遍化的近代化と現代化―』（有斐閣、二〇一三年） 

 田中二郎『行政法総論』（有斐閣、一九五七年） 
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 田中二郎『新版行政法上巻〔全訂第二版〕』（弘文堂、一九七四年） 

 田中二郎先生古稀記念『公法の理論（中）』（有斐閣、一九七六年） 

 高柳信一先生古稀記念『行政法学の現状分析』（勁草書房、一九九七年） 

 高木光＝宇賀克也『行政法の争点』ジュリスト増刊（有斐閣、二〇一四年） 

 東京大学社会科学研究所編『福祉国家第４巻 日本の法と福祉』（東京大学出版会、一九八四年） 

 原島重義編『近代私法学の形成と現代法理論』（九州大学出版会、一九八八年） 

 原田尚彦『行政責任と国民の権利』（弘文堂、一九七九年） 

 原田尚彦『行政法要論［全訂七版］』（学陽書房、二〇一三年） 

 原田大樹『公共制度設計の基礎理論』（弘文堂、二〇一四年） 

 藤田宙靖博士東北大学退職記念『行政法の思考様式』（青林書院、二〇〇八年） 

 藤田宙靖『行政法総論』（青林書院、二〇一三年） 

 深澤龍一郎『裁量統制の法理と展開―イギリス裁量統制論―』（信山社、二〇一三年） 

 堀勝洋『社会保障法総論〔第２版〕』（東京大学出版会、二〇〇四年） 

 橋本宏子『福祉行政と法 高齢者福祉サービスの実態』（尚学社、一九九五年） 

 橋本博之『行政判例と仕組み解釈』（弘文堂、二〇〇九年） 

 水野武夫先生古稀記念『行政と国民の権利』（法律文化社、二〇一一年） 

 宮崎良夫『行政争訟と行政法学』（弘文堂、一九九一年） 

 宮田三郎『行政裁量とその統制密度』（信山社、一九九四年） 

 室井力『行政改革の法理［二版］』（法律文化社、一九八三年） 

 室井力＝紙野健二編著『地方自治体と行政手続』（新日本法規出版、一九九六年） 

 室井力編『新現代行政法入門（１）〔補訂版〕―基本原理・行政作用・行政救済―』（法律文化社、二〇〇

五年） 

 室井力編『新現代行政法入門（２）〔初版〕―行政組織・主要な行政領域―』（法律文化社、二〇〇四年） 

 室井力先生古稀記念論文集『公共性の法構造』（勁草書房、二〇〇四年） 

 室井力先生追悼論文集『行政法の原理と展開』（法律文化社、二〇一二年） 

 村上順＝白藤博行＝人見剛編『新基本法コンメンタール地方自治法〔第一版〕』別冊法学セミナ二七一号（法

律評論社、二〇一一年） 

 本沢巳代子『公的介護保険―ドイツの先例に学ぶ』（日本評論社、一九九六年） 

 ２１世紀における社会保障とその周辺領域編集委員会編『２１世紀における社会保障とその周辺領域』（法

律文化社、二〇〇三年） 

 日本地方自治学会編『広域行政と府県』（敬文堂、一九九〇年） 

 日本社会保障法学会編『講座社会保障法第３巻 社会福祉サービス法』（法律文化社、二〇〇一年） 

 日本社会保障法学会編『講座社会保障法第４巻 医療保障法・介護保障法』（法律文化社、二〇〇一年） 

 日本社会保障法学会編『講座社会保障法第６巻 社会保障法の関連領域―拡大と発展―』（法律文化社、二〇〇一年） 

 日本社会保障法学会編『新・講座社会保障法２ 地域生活を支える社会福祉』（法律文化社、二〇一二年） 

 日本社会保障法学会編『新・講座社会保障法３ ナショナル・ミニマムの再構築』（法律文化社、二〇一二

年） 
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 リーディングス日本の社会福祉『第５巻 社会福祉の権利と思想』（日本図書センター、二〇一〇年） 

 山本隆司『行政上の主観法と法関係』（有斐閣、二〇〇〇年） 

 山本隆司『判例から探求する行政法』（有斐閣、二〇一二年） 

 吉田克己『現代市民社会と民法学』（日本評論社、一九九九年） 

 亘理格『公益と行政裁量―行政訴訟の日仏比較―』（弘文堂、二〇〇二年） 

 和田隆夫『社会保障・福祉と民法の交錯』（法律文化社、二〇一三年） 

 

 

Ⅲ 政府報告書その他資料  

 一 九 五 〇 （ 昭 和 二 五 ） 年 十 月 十 六 日 「 社 会 保 障 制 度 に 関 す る 勧 告 」 を 参 照

（http://www.max.hi-ho.ne.jp/nvcc/KANKO25.HTM最終アクセス 2014/12/24） 

 厚生省委託・高齢者介護・自立支援システム研究会報告「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」（一九九四年

十二月）（http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/514.pdf 最終アクセ

ス 2014/12/24） 

 厚生省『厚生白書（平成九年版）』（http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz199701/b0101.html 最終アクセス

2014/12/24） 

 厚生省高齢者介護対策本部事務局監修『高齢者介護保険制度の創設について―審議の概要・国民の議論を深めるため

に〈老人福祉保険審議会報告書・厚生省介護保険制度案大綱〉』（ぎょうせい、一九九六年） 

 『社会福祉基礎構造改革の実現に向けて 中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会 中間まとめ・資料集』（中央

法規、一九九八年） 

 厚生省『厚生白書（平成十一年版）』（http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz199901/b0084.html 最終アクセス

2014/12/24） 

 地方分権推進委員会第二次勧告の添付資料「（別紙１）義務付け・枠付け条項及びそのメルクマール該当・非該当の判

断」（http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/torimatome/081208torimatome35.pdf最終アクセス 2014/12/24） 

 内閣府『平成二一年版高齢社会白書』（二〇〇九年）（http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html最終

アクセス 2014/12/24）。 

 『認定調査委員テキスト二〇〇九年改訂版』（http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/text2009_2.pdf最終

アクセス 2014/10/01） 

 『 介 護 認 定 審 査 会 委 員 テ キ ス ト 二 〇 〇 九 年 改 訂 版 』

（http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/text2009_3.pdf最終アクセス 2014/10/01） 

 社会保障制度改革国民会議「確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋」報告書

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/pdf/houkokusyo.pdf最終アクセス 2014/12/24） 

 

http://www.max.hi-ho.ne.jp/nvcc/KANKO25.HTM
http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/514.pdf
http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz199901/b0084.html
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/torimatome/081208torimatome35.pdf
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Ⅳ 引用裁判例  

【上告審】 

 最高裁昭和二九年十一月二六日第二小法廷判決・民集八巻一一号二〇七五頁および二〇七七頁 

 最高裁昭和三六年四月二七日第一小法廷判決・民集十五巻四号九二八頁 

 最高裁判所昭和三九年一〇月二九日判決・民集一八巻八号一八〇九頁 

 最高裁昭和四二年五月二四日大法廷判決・民集二一巻五号一〇四三頁 

 最高裁昭和五三年十月四日大法廷判決・民集三二巻七号一二二三頁 

 最高裁昭和五七年七月七日大法廷判決・民集三六巻七号一二三五頁 

 最高裁平成四年十月二九日第一小法廷判決・民集四六巻七号一一七四頁 

 最高裁平成五年三月十六日第三小法廷判決・民集四七巻五号三四八三頁 

 最高裁平成五年七月一九日判決・判例集未掲載 

 最高裁平成九年八月二九日第三小法廷判決・民集五一巻七号二九二一頁 

 最高裁平成十一年七月十九日第一小法廷判決・判例時報一六八八号一二三頁 

 最高裁平成十五年九月四日第一小法廷判決・判例時報一八四一号八九頁 

 最高裁平成十六年四月二七日第三小法廷判決・判例時報一八六〇号三四頁 

 最高裁平成十七年十月二五日第三小法廷判決・判例時報一九二〇号三二頁 

 最高裁平成十八年三月一日大法廷判決・判例時報一九二三号十一頁 

 最高裁平成二三年七月十四日第一小法廷判決・判例タイムズ一三五六号七三頁 

 最高裁平成二四年四月二日第二小法廷判決・判例タイムズ一三七一号八九頁 

 最高裁平成二四年四月二日第二小法廷判決・判例時報二一五一号三頁 

 最高裁平成二五年一月十一日第二小法廷判決・判例時報二一七七号三五頁 

 最高裁平成二五年四月十六日第三小法廷判決・民集六七巻四号一一一五頁 

 最高裁平成二六年十月九日第一小法廷判決・判例所時報一六一三号二頁 

 

【下級審】 

 東京地裁昭和三五年十月十九日判決・判例時報二四一号二頁 

 東京高裁昭和三八年十一月四日判決・判例時報三五一号十一頁 

 横浜地裁平成四年一月二九日判決・判例集未掲載 

 東京高裁平成四年十一月三〇日判決・判例集未掲載 

 東京地裁平成八年七月三一日判決・判例時報一五九三号四一頁 

 大阪地裁平成一〇年九月二九日判決・判例タイムズ一〇二一号一五〇頁 

 金沢地裁平成十一年六月十一日判決・判例時報一七三〇号十一頁 

 大阪高裁平成十三年六月二一日判決・判例地方自治二二八号七二頁 

 松山地裁平成十五年一月四日判決・判例集未登載 

 高松高裁平成十六年六月二四日判決・判例タイムズ一二二二号三〇〇頁 
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 神戸地裁平成十九年二月二日判決・賃金と社会保障一四七九号六七頁 

 大阪高裁平成十九年九月十三日判決・賃金と社会保障一四七九号六三頁 

 大阪地裁平成二〇年一月三一日判決・判例地方自治三一一号六九号 

 東京地裁平成二〇年二月二二日判決・判例集未登載 

 東京地裁平成二〇年十二月十八日判決・判例集未登載 

 大阪高裁平成二一年七月二三日判決・判例集未登載 

 大阪地裁平成二二年四月二三日判決・判例集未登載 

 さいたま地裁平成二二年六月三〇日判決・判例地方自治三四五号六三頁 

 大阪高裁平成二二年十二月十四日判決・判例集未登載 

 和歌山地裁平成二二年十二月二七日判決・賃金と社会保障一五三七号二〇頁 

 東京高裁平成二三年六月十六日判決・判例集未登載 

 大阪高裁平成二三年十二月十四日判決・賃金と社会保障一五五九号二一頁 

 和歌山地裁平成二四年四月二五日判決・賃金と社会保障一五六七号八五頁 

 和歌山地裁平成二四年五月十五日判決・判例集未登載 

 札幌地裁平成二四年七月二三日判決・判例集未登載 

 名古屋地裁平成二四年 九月七日判決・判例集未登載 

 東京地裁平成二四年十月十九日判決・社会保障と賃金一六〇五号五二頁 

 東京地裁平成二四年十一月一日判決、判例集未登載 

 東京地裁平成二五年一月二九日判決・判例時報二一九一号三三頁 
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