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OQP ༹૽!
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ၑমಿ! ඤ! ঊ

ㆤ㺃⚟♴ࢿࢵࢺࡳࡸࡂ⤖㞟ࡍࡿࡳ࡞ࡉࡲࠊ࠾ࡸ᪂ᖺࢆ࠾㏄࠼ࡢࡇᏑࡌࡲࡍࠋ
ဨࡢࡳ࡞ࡉࡲࡾࡲࡋ࡚ࡼࡾࡼ࠸ᖺ࡞ࡾࡲࡍࡼ࠺㢪ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ᖺࡣࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡽ  ᖺ┠࡞ࡾࡲࡍࠋᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᪧ㺃⯆ᨭࡳࡸࡂ┴Ẹࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ

ࠕ┴Ẹࢭࣥࢱ࣮ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࠖ  ྕ  Ⓨ⾜ ࡛ࠊ
ࠕ⅏ᐖㆤ㈨㔠ࠖࡢ㏉῭ࡀࠊ⏕άᘓࡢ᪂
ࡓ࡞㔜▼࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡢ≉㞟ࢆ⤌ࡳࡲࡋࡓࠋ㺀⅏ᐖㆤ㈨㔠㺁ࡣࠊ⅏ᐖᩆຓἲࡼࡾᩆຓࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓ⅏ᐖ➼ࡼࡿୡᖏࡢ㈇യࡸࠊఫᒃࡸᐙ㈈ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓሙྜࠊ୍ᐃᡤᚓ௨ୗࡢୡᖏࡢ᪉ࡀ㈨
㔠ࡢ㈚ࢆᕷ⏫ᮧࡽཷࡅࡽࢀࡿไᗘ࡛ࡍࠋᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛⏝ࡋࡓ⿕⅏⪅ࡣࠊ┴ෆ⣙    ༓ே ⣙
 ൨ ࡢࡰࡾࡲࡍࠋ ᖺࡢ㏉῭⊰ணᮇ㛫ࡀ㐣ࡂࠊ᪩࠸᪉ࡣࡍ࡛㏉῭ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ┴Ẹࢭ
ࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ⅏ᐖᩆㆤ㈨㔠ࡢ㏉῭క࠺⿕⅏⪅ࡢᏳࡘ࠸࡚ࠊ⿕⅏⪅ࢆ⿄ᑠ㊰㏣࠸㎸ࡲ࡞࠸ᨭࠊ
᭱ࡶ㔜せ࡞ࡇࡣࠊ㏉῭⪅ࡀ㺀┦ㄯࡋࡸࡍ࠸యไࢆᩚ࠼ࡿ㺁ࡇࠊ
ࠕྎᘚㆤኈࠖࡸࠕࡳࡸࡂ㟷ⴥࡢࠖ
ࡀ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ┦ㄯࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࠊᗈࡃ⿕⅏⪅ࡢ᪉▱ࡽࡏࡿᚲせᛶࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᖺᗘࡣㆤಖ㝤་⒪ಖ㝤ࡢሗ㓘ࡀྠᨵゞࡉࢀࡲࡍࠋㆤ࣭⚟♴ࢿࢵࢺࡳࡸࡂ࡛ࡣࠊㆤ⌧
ሙࡢ⌧≧ࢆࡩࡲ࠼ࠊㆤᴗ⪅ࡢᏳᐃⓗ࡞ᴗ㐠Ⴀࠊฎ㐝ᨵၿࠊ⏝⪅㈇ᢸࡢᢚไࢆࡶࡵ࡚ࠊཌ⏕ປ
ാ⮧ཬࡧ♫ಖ㞀ᑂ㆟ㆤ⤥㈝ศ⛉㛗ᐄࠊ
ࠕ ᖺᗘㆤሗ㓘ᨵᐃࡢពぢࠖࢆᥦฟࡋࡲ
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㺀ྎᕷ㧗㱋⪅ಖ⚟♴ィ⏬࣭ㆤಖ㝤ᴗィ⏬ ➨  ᮇᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ ୰㛫㺁ࡘ࠸
࡚ࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺࢆᥦฟࡋࡲࡋࡓࠋᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ᙉ㈈※ࡢ☜ಖࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆᢸ
࠺ேᮦࡢ☜ಖࠊㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢ☜ಖ➼ࠊㆤ⌧ሙࡽࡢពぢࢆᫎࡋࡓෆᐜࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ㆤ㺃⚟♴ࢿࢵࢺࡳࡸࡂࡣࠊሗࡢබ⾲ㄪᰝ㺃እ㒊ホ౯ㄪᰝ㺃➨୕⪅ホ౯ᴗࡢ  ᴗࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿ
ࡶࠊ㺀ᇶᮏ⌮ᛕ㺁ࡢ┠ⓗࡑࡗ࡚ࠊᏊࡶࡽ㧗㱋⪅ࡲ࡛࡚ࡢேࡢேᶒࡀᑛ㔜ࡉࢀࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆࠊ
 ཧຍᅋయᙺ⫋ဨࡳ࡞ࡉࡲඹ✚ᴟⓗࡍࡍࡵ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋ
ᮏᖺࡶࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ㆤȷ⚟♴ࢿࢵࢺࡳࡸࡂࡢᇶᮏ⌮ᛕ
 ⚾ࡓࡕࡣࠊ࠸ࡘ࡛ࡶࠊࡔࢀ࡛ࡶᏳᚰࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿ♫ࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡣ▱㆑ຊࢆྜࢃࡏࠊⰋ㉁࡞ㆤ࣭⚟♴
ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࡞ᴗ㐠Ⴀࡢࡓࡵࠊ࠸ࡗࡑ࠺ࡢ◊ಟࡣࡆࡴࡶࠊሗࢆඹ᭷ࡋࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆࡦࢁࡆࡲࡍࠋ
ࡶࡗ࡚Ꮚࡶࡽேࡲ࡛ࡍ࡚ࡢேࡢேᶒࡀᑛ㔜ࡉࢀࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࠊᆅᇦఫẸࡢ⚟♴ྥୖ㈨ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡲࡍࠋ
ㆤȷ⚟♴䝛䝑䝖䜏䜔䛞ཧຍᅋయ㻌 ᐑᇛ┴⏕ά༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ䞉䜏䜔䛞⏕ά༠ྠ⤌ྜ䞉⏕ά༠ྠ⤌ྜ䛒䛔䝁䞊䝥䜏䜔䛞䞉ᯇᓥ་⒪⏕ά༠ྠ⤌ྜ䞉
䜏䜔䛞┴༡་⒪⏕ά༠ྠ⤌ྜ䞉䠦䠝ᐑᇛ୰ኸ䞉බ┈㈈ᅋἲேᐑᇛཌ⏕༠䞉ᐑᇛ┴㧗㱋⪅⏕ά༠ྠ⤌ྜ䞉♫⚟♴ἲேྎ䝡䞊䝘䝇䞉♫
⚟♴ἲே䛣䞊䜇⚟♴䞉♫⚟♴ἲேᐑᇛཌ⏕⚟♴䞉≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䜖䛖䛒䜣䛹䛒䛔䞉≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䠳䠝䠟䜎䛤䛣䜝䝃䞊䝡䝇䜏䜔
䛞䞉≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䜂䜎䜟䜚䞉≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䜋䛳䛸䛒䛔䞉≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䜾䝹䞊䝥䜖䛖䞉ᐑᇛ┴Ẹ་⒪ᶵ㛵㐃ྜ䞉ᐑᇛ┴ປ
ാ⪅⚟♴༠㆟䞉ᐑᇛẸ་㐃ᴗ༠ྠ⤌ྜ䞉♫⚟♴ἲே䜏䜣䛺䛾㍯䞉ᴗ⤌ྜປ༠䝉䞁䝍䞊ᴗᅋᮾᴗᮏ㒊

ሗ⣬
 YRO
 㹮
ە3128 ාഽల 5 ٝྩ൚৪݈ٛڐఱڠਠٛٳट༭࣬
 ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 ࡽ  ࡲ࡛ࠊࣇ࢛ࣞࢫࢺྎ  㝵➨ ࠊ ㆟ᐊ࠾࠸࡚ࠊᐇົᢸᙜ⪅㆟ᣑ
Ꮫ⩦ࢆ㛤ദࡋࠊᐇົᢸᙜ⪅ࠊ⌮ࠊㄪᰝဨࠊ㛵ಀᅋయࠊྜィ  ேࡀཧຍࡋࡲࡋࡓࠋ
ཌ⏕ປാ┬♫ಖ㞀ᑂ㆟ㆤ⤥㈝ศ⛉࡛ࡣࠊ ᖺᗘㆤሗ㓘ᨵᐃྥࡅࡓ㆟ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋᅇࡢᏛ⩦ࡣࠊㅮᖌ᪥ᮏ⏕ά༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ⚟♴ᴗ᥎㐍㒊ᒣ㝿῟㒊㛗ࢆ࠾㏄࠼ࡋࠕ ᖺᗘㆤ
ಖ㝤ሗ㓘ᨵᐃࢆ࠺ࡾษࡿࠖ㢟ࡋ࡚ࠊḟᮇㆤሗ㓘ᨵᐃࡢ㆟ㄽࡢ࣏ࣥࢺࡸ᪉ྥᛶࡘ࠸࡚ゎㄝࡋ࡚
࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ึࡵࠊ ᖺᗘࡢ♫ಖ㞀㈝ࡢ⌧≧ࡘ࠸࡚࠾ヰࡋ࠸
ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᨻᗓࡣ  ᖺᗘண⟬ࡢ♫ಖ㞀㈝ࡢ⮬↛ቑ
ศࢆ  ൨ぢ㎸ࢇࡔᴫ⟬せồᇶ‽ࢆㄆࡵࡲࡋࡓࠋ㧗
㱋క࠺⮬↛ቑศࢆᖺ  ൨⛬ᗘᢚ࠼ࡿᨵ㠉᪉㔪
ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ ൨ࢆࡇ࡛๐ῶࡍࡿࡢ㆟ㄽࡉࢀࠊ
デ⒪ሗ㓘ࡢ࠺ࡕ⸆౯㸦⸆ࡸ་⒪ᮦᩱ࡞ࡢ౯᱁㸧ࢆᘬࡁୗ
ࡆࠊ๐ῶศࢆ⿵࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊㆤࡢண⟬ᯟࡣࡲࡔࠊ
Ỵᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ๓ᅇࡢࡼ࠺࡞ᖜ࡞࣐ࢼࢫᨵᐃࡣ
࡞ࡽ࡞࠸ぢ㏻ࡋ࡛࠶ࡿࡈㄝ᫂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ḟࠊ ᖺᗘㆤሗ㓘ᨵᐃྥࡅࡓ㆟ㄽࡢᇶᮏⓗどⅬ
ࡣࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⌧ྥࡅࠊձᆅᇦໟᣓࢣ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆྛᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡃࡇࠊ



ུ࣒͈ފڰ൳ழࣣႲࣣٛ!

ছমުଔૺ໐५ष໐ಿ!

ղㆤࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢ⮬❧ᨭ㔜ᗘ㜵Ṇ㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆ㔜Ⅼࠊぢ┤ࡋࢆᐇࡍࡿ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋලయⓗࡣࠊ
ࠕᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢ᥎㐍ࠖ
ࠊ
ࠕ⮬❧ᨭ࣭㔜ᗘ㜵Ṇ㈨ࡍࡿ㉁ࡢ㧗࠸ㆤ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ⌧ࠖ
ࠊࠕከᵝ࡞ேᮦࡢ☜ಖࠖ
ࠊࠕㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐺ṇ࣭㔜ᗘࢆ㏻ࡌࡓไᗘࡢᏳᐃ࣭ᣢ⥆ྍ⬟
ᛶࡢ☜ಖࠖ࡞ࢆᇶᮏⓗどⅬࡋ᳨࡚ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊࡑࡢ୰㌟ࡣࠊ᭦࡞ࡿ♫ಖ㞀ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ๐ῶ⏝⪅㈇ᢸࢆ୍ᒙᙉࡵࡿไᗘぢ┤ࡋ㆟ㄽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿゎㄝ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
᭱ᚋࠊ ᖺᗘㆤሗ㓘ᨵᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࠊㆤ⌧ሙࡢ⌧≧ࢆࡩࡲ࠼ࠊㆤᴗ⪅ࡢᏳᐃⓗ࡞ᴗ㐠Ⴀࡸ
ฎ㐝ᨵၿࠊ⏝⪅ࡗ࡚ᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀᏳᚰࡋ࡚ཷࡅࡽࢀࡿᴗ⟇ࢆせồࡋ࡚࠸ࡃ㐠ືࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
ッ࠼ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
Ꮫ⩦ࢆ㏻ࡋࠊᅜࡢືྥࡸㆤሗ㓘ᨵᐃࡘ࠸࡚Ꮫࡧࠊࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡞ࢆ⪃࠼ࡿᶵ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
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ڠਠ͈ٛအঊ!

 
ሗ⣬ YRO 㹮

ە3128 ාഽٛల 4 ٝၑমٛٳट༭࣬!
 ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 ࡽࠊࣇ࢛ࣞࢫࢺྎ  㝵  ㆟ᐊ࠾࠸࡚ࠊ➨  ᅇ⌮ࢆ⌮  ே┘ 
ேࡢฟᖍ࡛㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋ༠㆟㡯ࡋ࡚  ᖺᗘ⌮࣭┘◊ಟࡘ࠸࡚ࠊࠕ ᖺᗘㆤሗ㓘ᨵᐃ
ࡢពぢ᭩ࠖࡘ࠸࡚ࠊᐑᇛ┴ࠕ➨  ᮇࡳࡸࡂ㧗㱋⪅ඖẼࣉࣛࣥ୰㛫ࠖࡢពぢࡘ࠸࡚ࠊࠕྎᕷ㧗
㱋⪅ಖ⚟♴ィ⏬࣭ㆤಖ㝤ᴗィ⏬㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ㸧୰㛫ࠖࡢពぢᥦฟࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࡲࡋࡓࠋሗ
࿌㡯ࡣࠊ ᖺᗘ⥲➨  ᅇ⌮㆟㘓ࠊࠕㆤ⚟♴⟇ࡢᐇࢆồࡵࡿᅜࡢពぢ᭩ᥦฟ㛵ࡍ
ࡿ㝞᭩ࠖࡘ࠸࡚ࠊᐇົᢸᙜ⪅㆟ࠊࠕሗࡢබ⾲ࠖㄪᰝᴗࠊᆅᇦᐦ╔ᆺࢧ࣮ࣅࢫእ㒊ホ౯ᴗࠊ
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯ᴗࠊᐑᇛ┴ㆤேᮦࢆ⫱ࡴྲྀ⤌ᐉゝ㐠Ⴀᴗົࠊㆤಖ㝤ไᗘᨻ⟇❧ࢳ࣮࣒ࠊ
ྛ✀༠㆟࣭ὶࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࠊ☜ㄆࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ەȶٚࢌছঔॐ͈ਰ͈࣭ͬ͒ͥ͛ݥփࡉ̳ͥͅ۾ೊૂȷͬݠઽࡇ݈̤͍ٛ͢ࡇඤ 46 ঌఆ
݈ٛͅ!
ㆤ࣭⚟♴ࢿࢵࢺࡳࡸࡂࡣࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧࡛ࠊᅜᑐࡋ࡚ㆤ⚟♴⟇ࡢᐇࢆồࡵࡿពぢ᭩ࢆᥦฟ
ࡍࡿࡼ࠺ࠊᐑᇛ┴㆟ཬࡧ┴ෆ  ᕷ⏫ᮧ㆟ࠊ
ࠕㆤ⚟♴⟇ࡢᐇࢆồࡵࡿᅜࡢពぢ᭩ᥦฟ㛵ࡍࡿ㝞
᭩ࠖࢆᥦฟࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᐑᇛ┴㆟  ὴ㸦⮬⏤Ẹඪ࣭┴Ẹ㆟ࠊࡳࡸࡂ┴Ẹࡢኌࠊබ᫂ඪ┴㆟ᅋࠊ
᪥ᮏඹ⏘ඪᐑᇛ┴㆟ဨᅋࠊ♫Ẹඪ┴㆟ᅋ㸧ࢆゼၥࡋࠊྛὴᨻົㄪᰝ㛗ࡶࡋࡃࡣ㛗ࡢࠊಖ⚟♴ጤဨ
㛗ࠊᨻົㄪᰝᗙ㛗ពぢ᭩ᥦฟࡢせㄳࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ᖺࡣ  ᖺ  ᗘࡢㆤಖ㝤ไᗘ࣭ㆤሗ㓘ࡢᨵᐃᖺᗘ࡛࠶ࡾࠊ᭦デ⒪ሗ㓘ࡶ  ᖺ  ᗘࡢྠᨵᐃ
ࡢᖺᗘ࠶ࡓࡾࡲࡍࠋᅜࡣࡇࡢᨵᐃ࠶ࡓࡾࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡸᆅᇦ་⒪ᵓࡢᐇ⌧➼ࡢほⅬ
ࡽࠊᅾᏯ་⒪࣭ㆤࡢ㐃ᦠᙉ࠸ࡗࡓศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ୍యⓗ࡞ᑐᛂࢆᅗࡿࡇࢆ㔜せぢᤣ࠼ࠊ
ຠ⋡ⓗ࡞་⒪࣭ㆤᥦ౪యไࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍࡇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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宮城県議会議長

中島

源陽

殿

介護福祉施策の充実を求める国への意見書提出に関する陳情書
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1

陳情の要旨
国に対して以下の介護福祉施策の充実を求める意見書を提出すること

（１）介護従事者の処遇・労働環境の改善を進め、介護事業の健全な運営が成り立つよう
基本報酬の底上げを図ること。
（２）介護保険料の引き上げを抑制するため、介護保険制度における国の負担割合を引き
上げること。
（３）介護サービスの利用料を抑制し、サービスの必要な人が、安心して介護サービを受
けられる制度改定を行うこと。
（４）国会および政府は、社会保障充実のため、国のあらゆる無駄な歳出を見直し、安定
的な財源を確保すること。

2

陳情の理由
国の一連の社会保障制度改革では、高齢化の進展による社会保障費の増大を理由に、公
的給付の抑制と国民の負担増を進めてきました。さらに、政府は社会保障のサービス削減
と負担増を一層強める制度見直し議論を始めています。
2015 年度からの介護保険制度改定では、介護保険料が上がり、一部の利用者は介護サ
ービス利用料の自己負担がアップしました。利用者は、今まで利用出来ていたサービスを
制限せざるを得ないなど、要介護者とその家族の方々から将来への不安の声も出ています。
また、2015 年度介護報酬改定は、過去最大規模、4.48％もの引下げが行われたことによ
り、介護事業者はますます厳しい環境におかれています。
このような中、介護現場では、介護人材の不足や厳しい事業運営を抱えながら、利用者
の介護を支えています。利用者やその家族にとっても大きな打撃となり、今後のサービス
利用への不安や介護事業所の事業運営継続が危惧されます。
この様な状況にも関わらず、2018 年介護保険制度改定では、さらに厳しい給付抑制・
負担増が提案されます。これに関して、全国知事会では、「福祉人材確保のための特別決
議」、全国市長会は、「持続可能で安定的な社会保障制度の構築に関する決議」、全国町村
会では、「平成 30 年度政府予算編成及び施策に関する要望」等を掲げ、介護福祉施策の充
実を求めています。
老いや、それに伴う病気や障害があっても人間らしく生活が維持できるようにするのは
社会全体の役割です。それが社会保障の基本理念であり、国民の生存権を保障する憲法
25 条の精神です。すべての要介護者が個人として尊重され、安心して生活がおくれる介
護福祉施策充実のため、以下の 4 点の意見を国に提出していただけるよう要望します。
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（１）介護従事者の処遇・労働環境の改善を進め、介護事業の健全な運営が成り立つよう
基本報酬の底上げを図ること。
2015 年度介護報酬改定では、過去最大のマイナス改定が実施されました。基本報酬
の引き下げが介護事業所の経営を直撃しました。民間団体の直近の調査では、2017 年
1～9 月の医療、介護事業の倒産は、介護保険法が施行された 2000 年以降最多ペース
で推移し、このまま進めば、過去の最多件数を更新する可能性が高くなっています。
ここ数年の倒産増勢が目立つ「老人福祉・介護事業」は、2 年連続で年間 100 件を超
える見込みで、高止まりで推移している状況です。また、報酬引き下げにより、介護
従事者の労働環境の改善や処遇改善が十分に進まず、深刻な人材不足を招いています。
介護分野における人材不足が社会問題となっている今、介護従事者の人材確保施策を
図るためには国の責任による賃金及び処遇の引き上げ対策が急務です。このままでは、
地域の介護基盤が崩壊してしまいます。

（２）介護保険料の引き上げを抑制するため、介護保険制度における国の負担割合を引き
上げること。
介護保険料は制度がスタートした 2000 年時点に比べ、2017 年では 1.9 倍になって
います。これが、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年には、制度スタート時の 3 倍
超えになると試算されています。並行して、サービス削減の議論も進められており、
多くの人が必要な介護サービスを受けられない事態になりかねません。これでは、国
民は「利用できなくなる介護保険制度に」、「高くなる保険を支払い続ける」ことにな
ります。

（３）介護サービスの利用料を抑制し、サービスの必要な人が、安心して介護サービスを
受けられる制度改定を行うこと。
2017 年 5 月に成立した「介護保険法等一部改定」により、2018 年介護保険制度改
定では、一部の利用者は介護サービス利用料の自己負担割合が引き上げられます。介
護サービス自己負担割合引き上げは 2015 年に行われたばかりであり、厚生労働省は
負担の引き上げが要介護者やその家族にどのような影響を及ぼしているか十分な検
証をおこなっていません。
「応能負担に名を借りた要介護度別の負担率変更」、「訪問介護サービスにおける
生活援助と身体介護の切り離し」、「認定申請における要支援 1・2 外し」など、地域
や要介護者の実態を無視した制度改定ではなく、「いつでも、どこでも、だれでも、
安心して生活する」ために必要な介護サービスが提供される制度の充実を目指してく
ださい。
（４）国会および政府は、社会保障充実のため、国のあらゆる無駄な歳出を見直し、安定
的な財源を確保すること。
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国は社会保障制度改革において、「国の責任による生活・生存保障」の理念を捨て、
「国民相互の助け合い」に方針転換させています。そのため、国の制度では対応でき
ないニーズを地方単独事業と組み合わせて社会保障を維持しているのが現状です。社
会保障の充実を推進し、持続可能な社会保障制度を構築するため、国・地方の社会保
障サービスに係る財政需要に応える消費増税のみに頼らない財源を確保して下さい。

以上のとおり陳情いたします。

陳情者
住所

〒981－0933
仙台市青葉区柏木一丁目 2 番 45 号

団体名

特定非営利活動法人

氏

理事長

名

フォレスト仙台

介護・福祉サービス非営利団体ネットワークみやぎ

昭子

印

電話番号 022－276－5202
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