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Ⅰ．社会的背景ー⾼齢化問題と政府の動向
u中国政府は⾼齢化問題の⼀対策として、公的介護保険制度の模索・構築の政策⽅針を打ち出した。

⾼齢化問題：⾼齢者・要介護⾼齢者が急増している；

前提とされてきた家族介護の限界；

介護サービスの未整備と利⽤費⽤の⾃⼰負担が⾼い等（中国保険⾏業協会2016）

政府の動向：
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2015年 第18期中央委員会第５回会議で、「介護保険制度の創設を模索する」ことと、
「介護保険パイロット事業を展開する」ことに合意した。

2016年 中国⼈⼒資源・社会保障部は、「介護保険パイロット事業の展開に関する指導
意⾒（以下、意⾒）」を公表し、15の指定地域における事業の展開を明記した。

河北省承徳市、吉林省⻑春市、⿊⻯江省チチハル市、上海市、江蘇省南通市、江蘇省蘇州市、
浙江省寧波市、安徽省安慶市、江⻄省上饒市、⼭東省⻘島市、湖北省荊⾨市、広東省広州市、
重慶市、四川省成都市、新疆ウイグル⾃治区⽯河⼦市の15地域である。
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Ⅰ．社会的背景ー介護保険パイロット事業
u事業の⽬的：

事業の展開を通して、中国の国情に適応できる介護保険制度の枠組み（被保険者範囲、介護保険料、介護給付、
要介護認定基準等）を明確にする。

u事業の介護保険制度のシナリオ

注：15の各地⽅政府は各⾃の状況に応じて介護保険制度内容を制定・施⾏できる。
出所：「意⾒」より作成

u2017年末までに、15の指定地域の地⽅政府は各⾃の介護保険制度を構築し、その運営に取り組んでいる。
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被保険者 主に都市従業員基本医療保険（以下、従業員医療保険）に加⼊する者
給付対象者 ⻑期間にわたって要介護状態にある者、とりわけ重度の要介護者
財政構成 従業員医療保険の財政を活⽤（医療保険基⾦と個⼈⼝座の構造の適切化、保険率の調整およ

び医療保険基⾦の活⽤）しながら多様な資⾦調達⽅法を探る
介護給付 給付範囲内の費⽤の７割前後

15地域の介護保険制度をめぐる議論が⽩熱している。

Ⅱ．先⾏研究の検討ー研究動向
u研究の流れ：

指定地域の基本属性（⼈⼝、⾼齢化率等）および介護保険制度の枠組み（内容）を整理した上で、実施効果
や課題等を検討する（戴・何等2019；廖・海2019；何・郭2019等）。

→ 研究対象者地域の介護保険制度の全体像が明らかになった。
u研究内容：

介護保険制度の内容、とりわけ介護財政に焦点を当てている（曹2018；楊・杜2018；鄧・鄧2017等）。
←すでに公的介護保険制度を導⼊している⽇本や韓国の共通課題は、財政的な持続可能性である（須⽥・平

岡・森川2018：7−9） 。
u研究対象地域：

①特定の地域のみを研究対象とした研究が多く、研究対象に偏りがある。
⻘島市や南通市等の先⾏地域がしばしば取り上げられているが、⽐較的遅い時期に制度が試⾏された重慶市

や寧波市等を論じるものは少ない。
② 15の全地域を取り上げた研究が少なく、かつ、制度枠組みの整理と地域間の⽐較にとどまっている。
2020年4⽉末時点では17本（中国語13本、⽇本語4本）しか確認できなかった。
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Ⅱ．先⾏研究の検
討ー限界

u介護保険パイロット事業の展開から4年も経過した現在、
先⾏研究が蓄積されてきたものの、事業を展開する全15

地域の介護保険制度が⼗分に論じられていない。

uそれゆえに、15地域のどの地域またはどのような介護保
険制度が中国に適⽤できるかが明確になっていないとい
う限界がある。
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Ⅲ．研究⽬的
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先⾏研究の限界を克服するため、介護保険パイロット事業を推進している15地域の介護保険制度の実
施状況や残されている課題の検討を⾏う。その上で、中国で介護保険制度を構築するにはどのような議論
を展開していくべきかを明確にすることを研究⽬的とする。

Ⅳ．研究視点・⽅法
上記の研究⽬的を達成するには、
まず15地域の介護保険制度に関する政策や実施状況、研究論⽂を収集する。
次に、収集した資料に基づいて15地域の介護保険制度の制度設計や実施状況および残されている課題

を明⽰する。
さらに、課題に対する分析を⾏い、中国の介護保険制度の構築に向けて議論を深めていく必要のある課

題を明らかにする。

Ⅴ．倫理的配慮
本研究は⽂献研究であり、研究に際しては、⽇本社会福祉学会の「研究倫理規程」に基づき配慮した。
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Ⅵ．15地域の介護保険制度の現状ー制度設計

保険者 各市レベルの地⽅政府。

被保険者の
範囲

都市従業員１：承徳市、チチハル市、寧波市、安慶市、広州市、成都市、重慶市（7）；
都市従業員＋都市住⺠：⻑春市（１）；
都市従業員＋住⺠：上海市２、南通市３、蘇州市、上饒市、荊⾨市、⽯河⼦市（6）。

給付対象者 重度要介護者のみ：承徳市、⻑春市、チチハル市、寧波市、安慶市、上饒市、荊⾨市、広州市、重慶市、成都市、⽯河⼦市（11）；
中・重度要介護者：南通市、蘇州市、⻘島市（3）；
軽・中・重度要介護者：上海市（1）。

介護給付

給付⽅式：
現物のみ：⻑春市、チチハル市、南通市、蘇州市、寧波市、⻘島市、荊⾨市、広州市、重慶市、⽯河⼦市（10）；
現物・現⾦：承徳市、上海市、安慶市、上饒市、成都市（5）

給付程度：
7割４および7割以上：承徳市、⻑春市、上海市、⻘島市、荊⾨市、広州市、⽯河⼦市（7）；
7割以下：チチハル市、南通市、蘇州市、寧波市、安慶市、上饒市、重慶市、成都市（8）。

介護サービ
ス供給

地⽅政府の指定を受けた事業者は給付対象者に、在宅や施設サービスを提供する。

介護財政 単⼀の財源（＝介護保険料のみ）：⻑春市、チチハル市、上海市、蘇州市、寧波市、安慶市、広州市（7）；
多元化の財源（宝くじ公益⾦や寄付⾦）：承徳市、南通市、上饒市、⻘島市、荊⾨市、重慶市、成都市、⽯河⼦市（8）。
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注1：「都市従業員」は、都市従業員基本医療保険の加⼊者を指す。都市住⺠と住⺠も同様である。
2：上海市は60歳以上の住⺠だけを保障している。
3：南通市は、試⾏の初期段階に、施⾏範囲を市内の3つの区（崇州区、港閘区、経済技術開発区）に絞っていた。
4：「意⾒」に提⽰されたシナリオに、介護給付を7割前後に設定することが提⽰された。
出所：2020年5⽉時点まで公表された15地域の介護保険制度に関連する政策より報告者作成

Gilbert, N. & Specht, H.の「分析的フレームワーク（analytic framework）」を参照した上で、15地域の被
保険者範囲の相違に配慮し、表に⽰した5つの政策次元から15地域の制度の内容を整理することができる。

表1 15地域の介護保険制度の制度設計

Ⅶ．15地域の介護保険制度の現状ー実施状況

8注：「ー」は公開資料の制約により、データが確認できない。
出所：各地域が公表した資料より報告者作成

事業者

加⼊者数（万
⼈）

総⼈⼝に占
める割合
（%）

受給者数
（⼈）

加⼊者に占
める割合(%)

指定事業者
数（カ所）

承徳市 2019年12⽉ 26.8 7.5 1,412 0.53 20
⻑春市 2019年9⽉ 407.6 54.1 11,571 0.28 78
チチハル市 2018年8⽉ 53.7 10.1 345 0.06 ー
上海市 2019年7⽉ ー ー ー ー 1,109
南通市 2019年6⽉ 120.2 16.5 9,878 0.82 ー
蘇州市 2019年6⽉ ー ー 14,067 ー ー
寧波市 2019年1⽉ ー ー 574 ー 19
安慶市 2019年1⽉ 25 5.3 182 0.73 12
上饒市 2019年7⽉ 41.5 6.1 2,341 0.56 35
⻘島市 2019年8⽉ 860 90.5 60,000 0.70 718
荊⾨市 2019年6⽉ 247 85.2 7,162 0.29 115
広州市 2019年12⽉ 803 52.5 12,387 0.15 96
重慶市 2019年8⽉ 45 1.4 289 0.64 ー
成都市 2019年12⽉ 867.3 52.3 24,000 0.28 ー
⽯河⼦市 2017年12⽉ 55.8 84.4 708 0.13 ー

介護給付

地域 年⽉

被保険者

介護保険制度の被保険者や介護給付お
よび指定事業者の規模は地域によって異
なる（表2）。
規模の⼤きい地域（⻘島市・荊⾨市）

があると同時に、⽐較的⼩さい地域（承
徳市・安慶市・重慶市等）もある。

表2 15地域の介護保険制度の実施状況
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Ⅷ． 15地域の介護保険制度の課題ー⽅法
１．⽅法：研究論⽂のサーベイ
２．理由：

①介護保険制度の内容の整理を通して制度設計の課題を検討することが可能であるが、制度の実施にどの
ような課題があるかを論じることができない。
②先⾏研究の中には、介護保険制度の内容の整理だけではなく、量的・質的調査を通して介護保険制度の

実施⾯の課題を検討するものもある（曹2018；張（麗）2019；韓2016等）。
３．⽂献の選定プロセス：

①データベース：中国学術情報データベース（China National Knowledge Infrastructure、⽇本のCiNiiに相当
する）。
②検索⽇：2019年12⽉18⽇
③キーワード：「⻓期护理」OR「医疗照护」OR「⻓期照护」「问题」「（15试点城市名）」
④件数：検索件数（156）ー除外論⽂（109）＋引⽤⽂献から⽂献追加（1）＝最終選定（48）

4．分析⽅法：48件の⽂献の原⽂を閲覧して、その中で課題として指摘されている内容およびその要因ないし
背景、影響を抜粋した上で、分析を⾏う。

「課題と関連のない論⽂」、「学術論⽂ではない」、「重複論⽂」

ただし、資料上の制約でチチハル市・蘇州市・寧波市・重慶市の4地域
を除いた11地域の介護保険の課題を検討する。 9

Ⅸ．研究結果ー被保険者の範囲
u課題：被保険者の範囲設定の狭⼩。
u研究論⽂：承徳市・⻑春市・南通市・安慶市・上饒市・広州市・成都市の7地域を論じた12本。
u課題が⽣じた要因／背景：

介護財政の確保と社会サービスの整備程度の視点から、全市⺠を保障する制度の構築が困難であ
る（余2018；潘（丹）2019）。
u課題がもたらした影響：

①社会保険として位置付けられている介護保険制度の公平性を損なう（向・王2018；張（萌）
2018）；

②保障されておらず、かつ介護サービスの購買⼒の低い住⺠、とりわけ農村住⺠は、要介護状態
になる際、インフォマールケアを受けるよりほかない（董・李ら2019；崔2018）；

③被保険者数が少ないため、介護財政の規模の拡⼤が困難である（向・王2018）；
④制度の実施範囲を都市部に限定すると、社会サービスの整備が農村部よりさらに充実し、両者

の差が今以上に広がる（陳（凱）2018）。

10
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Ⅸ．研究結果ー給付対象者
u課題：給付対象者の範囲設定が狭い。
u研究論⽂：⻑春市・上海市・広州市・成都市の5地域を論じた10本。
u課題が⽣じた要因／背景：

①⻑春市（崔2018）、広州市（廖2018）、成都市（覃・唐2019；解2018）は給付対象者を、
重度要介護者に絞っている。

②給付の申請条件が厳しい。
上海市（王（良）2019；劉2018 ）：上海市の⼾籍をもち、かつ満60歳以上の被保険者；
⻑春市（⾼・陳2015）：指定事業者の施設サービスを利⽤している被保険者である。

u課題がもたらした影響：
①介護保険に対する需要のある中度要介護者が除外されている（崔2018）。
②上海市の要介護状態にある60歳以下の被保険者は給付を受けることができず、介護保険の

公平性が損なわれる（孫・施2018）。
③施設サービスの利⽤者だけに給付を⾏うことは、政府の「在宅介護を中⼼とする」政策⽅

針に相反する（⾼・陳2015）。
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Ⅸ．研究結果ー介護給付

12

課題 課題が⽣じた要因／背景 課題がもたらした影響

介護給付、とりわけ在宅介護の給付
程度が⾼くない。

（在宅）介護サービスを提供できる
事業者数が少ない（張（萌）2018）。

受給者の介護費⽤負担は依然として
重い（潘（丹）2019）；
在宅介護の担い⼿の介護負担をあま
り軽減できていない（張（麗）
2019）。

給付範囲内の介護サービスの種類が
少なく、かつその内容は医療ニーズ
に関連するサービスに偏りがある。

供給と需要の間にミスマッチングが
⽣じている（鐘2017）。

給付対象者に⼀律な給付を⾏う。 要介護度等級が1段階のみの地域があ
る（徐・楊・呂2018）。

給付者の介護ニーズに相応した給付
を⾏うことができない（徐・楊・呂
2018）；
介護資源の有効利⽤の実現や促進の
妨げになる（江・陳2019）。

u研究論⽂：承徳市・上海市・南通市・安慶市・上饒市・⻘島市・荊⾨市・広州市の8地域を論じた28本。

表3 介護財政に残されている課題

出所：研究論⽂より報告者作成
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Ⅸ．研究結果ー介護サービス供給
u課題：介護サービスの提供事業者や介護⼈材の数量が不⾜し、サービスの質が⾼くない。
u研究論⽂： 承徳市・⻑春市・上海市・南通市・安慶市・上饒市・⻘島市・荊⾨市・広州市・

成都市の10地域を取り上げた17本。
u課題が⽣じた要因／背景：

①地⽅政府の指定条件を満たした事業者が少ない；
②南通市や上饒市および⻘島市では、指定を受けた事業者が都市（中⼼）部に集中している

という地理的分布の偏りがある（杜2017；候・周ら2018 ；潘（屹）2017 ）；
③介護⼈材の養成体制が整備されていない（潘（丹）2019；候・周ら2018；陳（振）

2017）；
④介護職の仕事の強度が⾼いものの介護報酬と社会的地位が低い（董・李ら2019 ；孫・施

2018 ；⾼（娜）2019 ）。
u課題がもたらした影響：

①⼀部の給付対象者がサービスを受けられない（崔2018；李・陳2018；⾼・陳2015等）。
②介護⼈材のモチベーションが低下し（孫2018）、離職率が⾼まる（孫・施2018：9；陳

（振）2017：29）
13

Ⅸ．研究結果ー介護財政

課題 課題が⽣じた要因／背景 課題がもたらした影響
介護財政は医療保険の財政に依拠し、財
源が単⼀化している。

医療保険制度が整備されているため、介護
保険の試⾏段階において医療財政の活⽤は
有効な⼿段である（徐・楊・呂2018 ；解
2018 ）。

医療財政に重い負担がかかるため、医療財政の豊かさ
に差異がある中国の全⼟に適⽤することが困難であり
（徐2019）、介護財政は医療財政の収⽀状況に左右
されるため、介護財政ないし介護保険制度の安定、か
つ持続的な発展が阻まれる（⾼（娜）2019；張
（萌）2018）。

介護保険料の設定は被保険者の所得格差
を考慮していない。

定額または被保険者の収⼊や可処分所得の
平均値に基づいて定⽐例の保険料の算出が
安易である（陳（凱）2018；呂・呉2016 ）。

介護保険による所得再分配ができず、貧富の差を縮⼩
することもできない（劉2018）。

賦課⽅式で運営されている介護保険は世
代間の所得再分配ができない

ー

財源である寄付⾦は、出所が明確でなく、
かつ安定性をもつものではない。

寄付⾦は⽀出側に任意性がある（向・王
（2018）。

ー

介護財政に地⽅財政が拠出すべき度合い
を引き上げる／引き下げる。

向・王（2018）は承徳市の研究に、保険者
である地⽅政府は財政の資⾦調達の責任を
負うべきであると主張する。

介護保険制度の展開によって地⽅財政に⼤きな負担を
かけ、介護財政の持続性にも影響を与えると李・朱
（2018）が南通市の研究で論じている。

表4 介護財政に残されている課題

出所：研究論⽂より報告者作成

u 研究論⽂：承徳市・⻑春市・上海市・南通市・安慶市・⻘島市・広州市・成都市・⽯河⼦市の9地域を論じた27本。

14
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Ⅹ．考察
48本の研究論⽂では各地域の介護保険制度の課題が数多く指摘されているが、それらの

指摘を鵜呑みしてはいけない。というのは、中には、課題として必ずしも捉える必要のな
いものと、介護保険制度の構築と実施に向けて議論を深めていく必要のあるものがあるか
らである。
u課題として必ずしも捉える必要のないもの：
①被保険者範囲の狭⼩
被保険者範囲を拡⼤していくことが明記されている；
中国の医療・年⾦保険のいずれも都市従業員を優先的に保障してきた。
→ 課題ではなく、現段階の介護保険制度の⼀特徴として認識したほうが適切である。
②賦課⽅式という運営⽅法
上海市以外の地域は介護給付の申請や⽀給の年齢制限を規定していないため、世代間の所得分配が

可能である。
③寄付⾦の出所の不明確
寄付⾦は不安定が財源であり、財政に占める割合も低い。

15

Ⅹ ．考察
u議論を深めていくべき課題：

公的介護保険制度の構築と実施にあたって、持続可能性のある介護財政の確保と、介護給付に
⾒合ったサービス供給が必要となる。
①財政の収⽀からみる、持続可能性のある財政を確保するために議論を重ねる必要のある課題：
医療保険の財政を活⽤する⽅式の検討；
介護保険料の保険料（率）の検討と検証；
給付対象者の範囲と、給付程度。

②介護給付（現物給付）の⽀給からみる、議論を深めていくべき課題：
介護サービスを供給できる事業者の量的整備；
介護⼈材の養成と確保。

16
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