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٨3127 ාഽٛల 3 ٝၑমٛٳट༭࣬
   ᣣ㧔᳓㧕 ᤨ߆ࠄ࠻ࠬࠜࡈޔบ  㓏  ળ⼏ቶߦ߅ߡ  ╙ޔ࿁ℂળࠍℂ  ੱ㧔ౝ
ᦠ㕙⼏ߦࠃࠆᏨ  ฬ㧕ߣ⋙  ੱߩᏨߢ㐿ߒ߹ߒߚ⼏ޕ㗄ߣߒߡ ޔᐕᐲ✚ળᣣ⒟
ቯߦߟߡ ޔᐕᐲᵴേ੍▚ୃᱜߦߟߡޔฦ⒳ⷙ⒟ߩ✁ⷐޔᡷቯߦߟߡឭ᩺ߐࠇోޔຬ⇣⼏
ߥߊ⼏ߐࠇ߹ߒߚޕႎ๔㗄ߪ ޔᐕᐲ✚ળ⼏㍳ ޔᐕᐲ✚ળ╙  ࿁ℂળ⼏㍳ޔ
ฬ⒓ᄌᦝߦ߁ⷙ⒟ⷐ✁╬ߩᣉⴕᣣߩ⸥タߦߟߡޔታോᜂᒰ⠪ળ⼏ ޔᐕᐲඨᦼᵴേ⸘
▚ޟޔᖱႎߩ⺞ޠᩏᬺޔၞኒ⌕ဳࠨࡆࠬᄖㇱ⹏ଔᬺ╙ࠬࡆࠨޔਃ⠪⹏ଔᬺޔ
ችၔ⋵⸽⹏ଔᐲㆇ༡ᬺോ⼔ޔ㒾ᐲ╷┙᩺࠴ࡓ⧰ޔᖱ⸃ߩ╙ਃ⠪ᆔຬߦߟߡޔ
ߘߩઁޔฦ⒳ද⼏ળᵹળߦߟߡޕߚߒ߹ࠇߐ⏕ޔ


٨3127 ාഽల 4 ٝྩ൚৪݈ٛ༭࣬
   ᣣ㧔ᧁ㧕 ᤨ߆ࠄ  ᤨ߹ߢ࠻ࠬࠜࡈޔบ  ળ⼏ቶߦ߅ߡߩੱ ޔᏨߢ㐿ߐࠇ߹
ߒߚޕ
ౝኈߪ ޔᐕᐲ╙  ࿁⼔㒾ᐲ╷┙᩺࠴ࡓႎ๔ߡߒߣ߉߿ߺ࠻࠶ࡀ⼔ޔบᏒ㐳
ߦឭߒߚบᏒ੍⼔ޟ㒐ᣣᏱ↢ᵴᡰេ✚วᬺ㧔ᣂߒ✚วᬺ㧕ߩ߳ޠᗧⷐᦸᦠߩႎ๔ࠍ
ⴕ߹ߒߚޕ
บᏒߢߪ  ᐕ  ߆ࠄޟᣂߒ✚วᬺࠍޠታᣉߔࠆߦߚࠅޔ
੍⼔ޟ㒐↢ᵴᡰេࠨࡆࠬ
ᬺߩޠၮḰޔႎ㈽╬㧔᩺㧕ߦߟߡࡄࡉࠦࡔ㓸ࠍ㐿ᆎߒߚߎߣߦߟߡᖱႎឭଏࠍߒ߹ߒߚޕ
⼔ࡀ࠶࠻ߺ߿߉ߢ߽ࡄࡉࠦࡔࠍឭⴕޔᄙߊߩ࿅߿Ꮢ᳃߆ࠄߩᗧⷐᦸࠍบᏒߦዯߌ
ࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆߣ߁ⷰὐ߆ࠄޔታോᜂᒰ⠪ળ⼏᭴ᚑ࿅ߦ߽ࡄࡉࠦࡔឭߩ߅㗿ࠍߒ߹ߒߚޕ
Ꮸ⠪߆ࠄᣂߒ✚วᬺߩታᣉߦߚࠅߩ᧚ੱ⼔ޔ㜞㦂ൻ߿ੱ᧚⏕ߩ࿎㔍ߐ✭ޔၮḰߦࠃࠆ
ᬺᚲㆇ༡ߩਇߩჿ߇ᄙߊነߖࠄࠇ߹ߒߚޕ

ȡ!মྩޫ̥ͣ!ȡ!
ාྎාই͈̤!͉͙ݝ
3127 ා 23  3: Ȫ࿐ȫ̥ͣ!
3128 ා 2  4 Ȫغȫ͈́͘ 7 ̳́ۼȃ!
⼔・ࡀ࠶࠻ߺ߿߉ߩၮᧄℂᔨ
 ⑳ߚߜߪ߽ߢࠇߛޔ߽ߢߟޔᔃߒߡࠄߖࠆ␠ળࠍߑߒߡ߹ߔߪߜߚ⑳ޕ⍮⼂ߣജࠍวࠊߖ⼔ߥ⾰⦟ޔ
ࠨࡆࠬឭଏߣஜోߥᬺㆇ༡ߩߚߦޔߦ߽ߣߣߍߪߦୃ⎇ߩ߁ߘߞޔᖱႎࠍߒޕߔ߹ߍࠈ߭ࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀޔ
߽ߞߡሶߤ߽߆ࠄᄢੱ߹ߢߔߴߡߩੱߩੱᮭ߇ዅ㊀ߐࠇࠆ߹ߜߠߊࠅߣޔၞ᳃ߩะߦ⾗ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒ߹ߔޕ
⼔・䊈䉾䊃䉂䉇䈑ෳട࿅㩷 ችၔ⋵↢ᵴදห⚵วㅪวળ䊶䉂䉇䈑↢ᵴදห⚵ว䊶↢ᵴදห⚵ว䈅䈇䉮䊷䊒䉂䉇䈑䊶᧻ፉක≮↢ᵴදห⚵ว䊶
䉂䉇䈑⋵ධක≮↢ᵴදห⚵ว䊶䌊䌁ችၔਛᄩળ䊶⋉⽷࿅ᴺੱችၔෘ↢දળ䊶ችၔ⋵㜞㦂⠪↢ᵴදห⚵ว䊶␠ળᴺੱบ䊎䊷䊅䉴ળ䊶␠ળ
ᴺੱ䈖䊷䈺ળ䊶␠ળᴺੱችၔෘ↢ળ䊶․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱ䉉䈉䈅䉖䈬䈅䈇䊶․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱ䌗䌁䌃䉁䈗䈖䉐䉰䊷䊎䉴䉂䉇
䈑䊶․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱ䈵䉁䉒䉍䊶․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱ䈾䈦䈫䈅䈇䊶․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱ䉫䊦䊷䊒䉉䈉䊶ችၔ⋵᳃ਥක≮ᯏ㑐ㅪวળ䊶ችၔ⋵ഭ
⠪ද⼏ળ䊶ችၔ᳃කㅪᬺදห⚵ว䊶␠ળᴺੱ䉂䉖䈭䈱ベ䊶ડᬺ⚵วഭද䉶䊮䉺䊷ᬺ࿅᧲ർᬺᧄㇱ
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٨3127 ාഽ!ల 4 ٝྩ൚৪ڐఱࡄਘٛٳट༭࣬
9  15 ᣣ(ᧁ)14 ᤨ߆ࠄࡈࠜࠬ࠻บ 4 㓏 4 A ળ⼏ቶߦ߅ߡޔታോᜂᒰ⠪⺞ޔᩏຬޔോዪ╬ 46 ੱ߇
ෳടߒߡᄢ⎇ୃળࠍ㐿ߒ߹ߒߚޕ
⎇ୃ࠹ࡑޟቛߢߩ⮎▤ℂ╬ߦߟߡߣޠ㗴ߒ⮎ߐ߫ߟޔዪ㐳↸ᐫ⮎Ꮷ↰㜞ਯߐࠎߦ⻠Ṷߒߡ
ߚߛ߈߹ߒߚޕ࿁ߩ⻠Ṷߢߪ⼔⡯ߣߩㅪ៤߽〯߹߃ߡ߅ߒߚߛ߈߹ߒߚޕ
߹ߕ⼔ޔ႐ߦ߅ߌࠆ⮎ߩ⁁ߦߟߡߏ⺑ߚߛ߈߹ߒߚޕ㜞㦂⠪ߩᄙߊߪᘟᕈ⊛ߥ∔ᖚࠍᛴ߃ޔ
ⶄᢙߩ⮎ࠍಣᣇߐࠇࠆࠤࠬ߇ࠅ߹ߔޔߒ߆ߒޕട㦂߿⍮ജߩૐਅߦޔቛߢߩ⮎▤ℂ߇㔍ߒ
ߊߥߞߡࠆ⁁ߦߟߡౕޔ⊛ߥࠍ߃ߡߏ⺑ߐࠇ߹ߒߚޕ㜞㦂⠪ߩቛක≮ߢߪޔ≮ߩޘ㙃
⁁ᴫ߿↢ᵴⅣႺ╬ߦᔕߓߚ߈⚦߆⮎ߩ▤ℂ߇㊀ⷐߣߥࠆߚޔታ㓙ߦ⮎ዪߢߪ⮎࿎㔍ᖚ⠪߳ߩ⮎
ᡰេߣߒߡ৻ߩ⮎ޔ൮ൻ߿↪ᴺߩ⛔৻ߩ▫⮎߿࠳ࡦࠞ⮎ޔᵴ↪ߥߤߐ߹ߑ߹ߥขࠅ⚵ߺߥߤࠍ⚫ߚ
ߛ߈߹ߒߚޕ
৻ᣇޔක≮⾌㕙ߢߪޔᣣᧄ⮎Ꮷળߩ⺞ᩏߢޔቛߩ㜞㦂⠪ߩᱷ⮎ߩᐕ㑆⮎⾌ߪ⚂ 500 ంߣផ⸘ߐࠇ
߹ߔޕ
ߎߩ᭽ߥ⁁ࠍ〯߹߃⮎ߩߢ߹ࠇߎޔᏧߛߌߩ৻ᓞ⊛ߥኻᔕߢߪ⮎▤ℂߦ㒢⇇߇ࠆߎߣ⮎ޔⅣႺ
ࠍᡷༀߔࠆߦߪޔኅᣖࠍߚઁ⡯⒳ߣߩᖱႎឭଏ߿㗻ߩ߃ࠆ㑐ଥࠍ⏕┙ߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߥࡐࠗࡦ࠻ߢ
ࠆߣߏᜰ៰ߚߛ߈߹ߒߚޕ

̯̾͊ޫಿഝस!
ષന̯ࣞͭ

ྩ൚৪ڐఱࡄਘ͈ٛအঊ!

٨୵రঌȶٚࢌထཡȆુڰ׳ࣣমުȪ૧̱̞ࣣমުȫ
ȷ͈͒փࡉȆါབͬ
 บᏒߪޔᐔᚑ  ᐕ  ߆ࠄⷐޔᡰេቯࠍฃߌߚᣇ߇↪ߔࠆో࿖৻ᓞߩ⼔੍㒐⸰⼔㧔ࡎࡓࡋ
࡞ࡊࠨࡆࠬ㧕ߣ⼔੍㒐ㅢᚲ⼔㧔࠺ࠗࠨࡆࠬ㧕߇ᣂߒ✚วᬺߦ⒖ⴕߔࠆߎߣߣߥࠅޔᏒߩ⼔੍
㒐↢ᵴᡰេࠨࡆࠬᬺߣߒߡታᣉߒ߹ߔޕ
⼔ࡀ࠶࠻ߺ߿߉ߢߪޔᣂߒ✚วᬺ߇ၞߩታ⁁ࠍ〯߹߃ޔ↪⠪ߩ┙႐ߦ┙ߞߚᣉ╷ߦߥࠆ
ࠃ߁    ᣣ㧔㧕ᅏጊᕺ⟤ሶบᏒ㐳ተߦᗧⷐᦸᦠࠍឭߒ߹ߒߚޕ
ᗧⷐᦸ㗄⋡ߣߒߡޔએਅߩ  ὐߦߟߡឭߒ߹ߒߚޕ
Ԙ ⼾㦂ജ㧔ၮᧄ㧕࠴ࠚ࠶ࠢࠬ࠻ߩታᣉౝኈߦߟߡ
ԙ ⼔੍㒐↢ᵴᡰេࠨࡆࠬᬺࠨࡆࠬ㘃ဳ=⸰ဳࠨࡆࠬ?ߦߟߡ
Ԛ ⼔੍㒐↢ᵴᡰេࠨࡆࠬᬺࠨࡆࠬ㘃ဳ=ㅢᚲࠨࡆࠬ?ߦߟߡ
ԛ ࡏࡦ࠹ࠖࠕ࿅ޔ㧺㧼㧻╬ߦࠃࠆ⸰ဳㅢᚲဳࠨࡆࠬ㧔ࠨࡆࠬ㧮㧕ߦߟߡ
߹ߚ   ޔᣣ㧔Ἣ㧕บᏒஜᐽዪஜ㜞㦂ㇱ⼔㒾⺖ተߦ੍⼔ޟ㒐↢ᵴᡰេࠨࡆࠬᬺޠ
ߩၮḰ߿ႎ㈽╬㧔᩺㧕ߦኻߒߡᗧࠍឭߒ߹ߒߚޕ
̪ߒߊߪᒰ࿅ߩࡎࡓࡍࠫޔᖱႎ⚕ͳ ߦᓟឝߒߡ߅ࠅ߹ߔߩߢޕߐߛߊ⏕ߏޔ
èôôðº¯¯÷÷÷®ëáéçïîåôíéùáçé®êð¯îå÷óðáðåò®èôíìᴾ

 
ᖱႎ⚕ XQN 㨜

٨3127 ාഽల 2 ٝȶૂ༭͈ນȷ
ȶٸ໐ບثȷऔ֥ࣣ൳ࡄਘ༭࣬!
   ᣣ㧔ᧁ㧕 ᤨ  ಽ߆ࠄ  ᤨ  ಽ߹ߢᚢἴᓳ⥝⸥ᔨ㙚  㓏╙  ળ⼏ቶߦ߅ߡ⺞ޔᩏຬ  ੱߩෳട
ߢ㐿ߐࠇ߹ߒߚ᧲ޔߦߓߪޕ੩ᶏᣣേἫἴ㒾ᩣᑼળ␠บᡰᐫ༡ᬺ⺖ߩ᧻᮸ߐࠎ߆ࠄ⺞ޟᩏᯏ㑐
⾩ఘఘᐲޠ
⺞ޟᩏຬ்ኂఘᐲ⺑ߡߟߦޠߚߛ߈߹ߒߚޕᰴߦޔᣂੱ⺞ᩏຬ  ੱࠍ⚫ߒ⼔ޔ
ࡀ࠶࠻ߺ߿߉ߩ  ᐕᐲᬺႎ๔ ޔᐕᐲᬺ⸘↹ޔၮᧄℂᔨ⺞ޔᩏຬ୶ℂⷙቯ߮ᔃᓧ⺞ޔᩏߩታ
ോᚻ㗅ᦠߥߤࠍ⏕ߒ߹ߒߚᦨޕᓟߦޔ㑆↰▸ሶℂ㐳߆ࠄޟၞ൮ࠤࠕߣᰴᦼ⼔㒾ᴺᡷᱜߣޠ㗴
ߒߡޔෘ↢ഭ⋭߆ࠄ␜ߐࠇߡࠆᰴᦼ⼔㒾ᴺߩᡷᱜౝኈߩ⺖㗴ߥߤߦߟߡಽ߆ࠅᤃߊ⺑ߒߡߚߛ
߈߹ߒߚޕ

٨3127 ාഽٚࢌȜΫΑૂ༭͈ນऔ֥ఘࡄਘ༭࣬
   ᣣ㧔ᧁ㧕 ᤨ  ಽ߆ࠄ  ᤨ  ಽ߹ߢᚢἴᓳ⥝⸥ᔨ㙚  㓏ળ⼏ቶߦ߅ߡޔችၔ⋵ޔ࠲ࡦޔ
⼔ࡀ࠶࠻ߺ߿߉ߩ⺞ᩏຬ  ੱੱਁ৻ޔᏒ᳃ᆔຬળߩ⺞ᩏຬ  ੱߩෳടߢ㐿ߐࠇ߹ߒߚޕ
ችၔ⋵ஜㇱ㐳ኼ␠ળ╷⺖⺖㐳ߩᚑ↰⟤ሶߐࠎߩߏᜦߩߣޔ㐳ኼ␠ળ╷⺖⼔㒾ᜰዉ⃰ਥ
ߩ㒙ㇱ⾫ᰴߐࠎ߆ࠄࠬࡆࠨ⼔ޔᖱႎߩᐲߩ⚵ߺ߿ၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇޔᓟߩᵴ↪ᣇ╷ߦ㑐ߔࠆߎ
ߣߥߤߦߟߡ⺑߇ࠅ߹ߒߚޕᰴߦޔᐔᚑ  ᐕᐲ⼔ࠨࡆࠬᖱႎߩᐲ⺞ޟᩏߩࡐࠗࡦ࠻ޔޠᐔᚑ
 ᐕᐲᬺᎿ⒟ޔᖱႎࠪࠬ࠹ࡓᄌᦝὐޔችၔ⋵⁛⥄㗄⋡ߥߤߦߟߡ⏕ߒ߹ߒߚޕ
٨3127 ාഽల 2 ٝȶૂ༭͈ນȷऔমުଔૺտ֥ٛ༭࣬
    ᣣ㧔Ἣ㧕 ᤨ  ಽ߆ࠄ  ᤨ߹ߢࡈࠜࠬ࠻บ  㓏⼔ࡀ࠶࠻ߺ߿߉ോᚲߦ߅ߡޔ
ੱߩᏨߢ㐿ߒ߹ߒߚޕᒰᆔຬળߪޔᖱႎߩ⺞ᩏᬺߩㆡᱜߥផㅴࠍ⏕ߔࠆߚߦ⸳⟎ߐࠇߡ߹
ߔ ޕᐕᐲඨᦼᵴേ⸘▚߿ᖱႎߩߦ㑐ࠊࠆฦᆔຬળޔบᏒ߳ឭߒߚ੍⼔ޟ㒐ᣣᏱ↢ᵴᡰេ
✚วᬺߩߡߟߦޠᗧⷐᦸᦠߥߤߩႎ๔ࠍߒ߹ߒߚޔߚ߹ޕၞߩታᖱ߿ᓟߩ⺖㗴ߥߤߟߡᗧ
឵ߒᗧ⟵ߥળ⼏ߦߥࠅ߹ߒߚޕ

٨3127 ාഽల 2 ٝ౷֖ྟ߿ȜΫΑٸ໐ບثऔ֥ࡄਘ༭࣬!
    ᣣ㧔ᧁ㧕 ᤨ߆ࠄ  ᤨ߹ߢࡈࠜࠬ࠻บ  㓏 㧭ળ⼏ቶߦ߅ߡ⺞ޔᩏຬ  ੱߩෳടߢ㐿ߒ
߹ߒߚޕඦ೨ߩㇱߢߪߦߓߪޔᣂੱ⺞ᩏຬ  ੱࠍ⚫ߒޔ
ޟᄖㇱ⹏ଔߩ㗫ᐲࠍ  ᐕߦ  ࿁ߣߔࠆߎߣ߇ߢ߈
ࠆⷐઙޕߚߒ߹ߒ⏕ߡߟߦߤߥޠᰴߦ⸽ޔോዪߩ㑆↰▸ሶߐࠎ߇ߺ߿߉⼔ੱ᧚ࠍ⢒ข⚵ት⸒
⸽ᐲߩ⋡⊛ߥߤߦߟߡ⺑ߒ߹ߒߚޕඦᓟߩㇱߢߪ ޔᐕᐲ╙  ࿁ታോᜂᒰ⠪ળ⼏ᄢ⎇ୃߣวห
⎇ୃߣߒ⸰ߩࠄ߆ࠇߎޔ⺞ᩏߦ߅ߡ߽ᄢᄌෳ⠨ߦߥࠆ⎇ୃౝኈߢߒߚޕ㧔⎇ୃౝኈߪ 2 ࠍෳᾖ㧕
٨3127 ාഽݠઽࡇ౷֖ྟ߿ȜΫΑٸ໐ບثऔ֥έυȜͺΛίࡄਘ༭࣬
   ᣣ㧔㧕 ᤨ߆ࠄ  ᤨ߹ߢችၔ⋵ᐡ  㓏⻠ၴߦ߅ߡ⺞ߩ߉߿ߺ࠻࠶ࡀ⼔ޔᩏຬ  ੱޔ
৻ਁੱᏒ᳃ᆔຬળߩ⺞ᩏຬ  ੱޔว⸘  ੱ߇ෳടߒ߹ߒߚޕ
021 ᴺੱၞ↢ᵴࠨࡐ࠻ࡦ࠲ോዪ㐳ߩᐔᨋ᥊ሶߐࠎߦ⹏ࠬࡆࠨޟଔߩ⁁ߣേะ߿⹏ଔ㗄⋡ߩౝ
ኈߩℂ⸃ޟޕߚߒ߹߈ߛߚߡߒ⟵⻠ߦࡑ࠹ࠍޠᬺᚲߪ↪⠪ᧄߦ⠨߃ߡᡰេߒߡࠆ߆ⷞ߁ߣޠὐ
ߢ⸰⺞ᩏࠍⴕ߁ߎߣ߇㊀ⷐߢࠆߣ⺑ߐࠇ߹ߒߚࡢࡊ࡞ࠣޕ
ࠢࠍⴕޔᄖㇱ⹏ଔ㗄⋡ߩ⌕⌒ὐ߿ᬺᚲ߇Ꮏᄦߒߡࠆขࠅ⚵ߺߥ
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介護１６－２５

２０１６年８月２９日
仙台市長
奥山

恵美子 様
ＮＰＯ法人
介護・福祉サービス非営利団体ネットワークみやぎ
理事長 内舘 昭子
仙台市「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」への意見・要望書

介護・福祉ネットワークみやぎは、基本方針を「介護が必要な人にとって、安心して介護サービ
スが提供される制度の実現をめざして活動します。」としています。また、いつでも、どこでも、だ
れでも安心して暮らせるためには生活支援サービスが重要だと考えています。
平成 28 年 3 月の全国の要支援１・２の認定者数の全体に占める割合は 28.1％、これに比べ仙台市
の要支援１・２の認定者数が全体に占める割合は 34.2％と 6.1 ポイント高くなっています。仙台市
における「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」実施の影響は、より大きなもの
になると考えています。
仙台市は、平成 28 年 6 月 29 日の仙台市介護保険審議会において、仙台市「介護予防・日常生活
支援総合事業（新しい総合事業）」（以下

新しい総合事業）について構成・類型を示しました。

これについて、下記のように意見を述べるとともに要望いたします。
記
１

豊齢力（基本）チェックリスト（以下

チェックリスト）の実施について

仙台市介護保険審議会（第6期計画期間 第3回会議）

資料２

『仙台市「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」について

』において、

『６ サービス事業対象者の有効期間 』は「設定しない」としています。
『８ 相談から（新しい総合事業）サービスまでの流れ』で、「地域包括支援センターまたは
各区役所・総合支所へ相談をすると、それぞれの職員が相談者から相談内容や希望するサービ
ス内容を聞き取り、チェックリストの実施について確認する。明らかに要支援・要介護認定申
請が必要と判断した場合、予防給付（訪問看護、福祉用具貸与等）または介護給付によるサー
ビス等を希望している場合は、要支援・要介護認定申請を案内する。」としています。

1

＜意見＞
介護保険サービスを受けようとしている高齢者あるいは家族にとって、要支援・要介護認定
は、医師の診断を受け意見書を依頼し、訪問調査を受けなければならず億劫なものです。利用
までのハードルが低く、有効期間がないことなどで、チェックリストを選択する割合が多くな
ることが予測されます。しかし、チェックリストの質問項目は、あまりに大雑把で状態が正確
に判断できるとは思えません。特に、認知症に関する項目は不充分です。チェックリストに記
入するのが、本人なのか家族なのか、本人や家族の感性や生活実態、そして、チェックリスト
を実施する地域包括支援センターまたは各区役所・総合支所の職員により差が生じるといわざ
るを得ません。
要支援・要介護認定には、医師の意見書が必用であり、かかりつけ医を決めなければなりま
せん。資格をもつ認定調査員による訪問調査で、チェックリストよりは正確な状態が把握でき
ます。これらのことが、認知症の早期発見・治療、そして介護と医療の連携に繋がると考えま
す。
＜要望＞
（１）「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」や、チェックリストについて、
相談者にわかりやすく説明すること。
（２）地域包括支援センターまたは各区役所・総合支所へ相談があった場合、「誰もが」必要な
介護サービスを受けられる権利を保障するために、要支援・要介護認定申請を基本とし、

チェックリストは希望者のみとすること。
（３）チェックリストを実施できるのは地域包括支援センターの有資格者の職員のみとし、判
断に差が生じないような手立てを講じること。また、これらの業務の増加にともなう費
用について、委託料に反映させること。
（４）要支援者に対する効果的な支援のために、有効期間を設定すること
（５）適切な判定が実施されているかどうか実態を調査し、公表すること。
２

介護予防・生活支援サービス事業サービス類型【訪問型サービス】について
仙台市介護保険審議会（第6期計画期間 第3回会議）資料４－１
『緩和した基準によるサービス』において、「一部身体介護の提供も可能。」としています。
必要な資格
●身体介護を提供する場合○介護福祉士○介護保険法第8条第2項に規定する政令で定めるもの
●生活援助のみを提供する場合○一定の研修修了者
※生活援助のみを提供する従業者は、資格を持たない地域の高齢者等を新たに雇用すること
も可能。また、「サービス提供責任者を不要とし、資格が不要な訪問事業責任者を必要数配
置する。」としています。
報酬は、「現行の介護予防訪問介護の8割程度（身体介護を伴う場合は9割程度）」としていま
す。
2

＜意見＞
要支援・要介護認定者数（人）の増減率を、平成24年3月（東日本大震災1年後）と平成28年3
月（東日本大震災5年後）を比較すると、全国117.0％に比べて、仙台市は120.0％と3ポイント
高くなっているにもかかわらず、訪問介護の給付費（計）の増減率を、平成24年3月（東日本大
震災1年後）と平成28年3月（東日本大震災5年後）を比較すると、全国117.5％に比べて、仙台
市110.4％と7.1ポイント低くなっています。平成28年3月の訪問介護の給付費における要支援
１・２の全体に占める割合は、全国平均が要支援１（4.5％）、要支援２（7.1％）合わせて（11.6％）、
仙台市は、要支援１（9.9％）、要支援２（6.5％）合わせて（16.4％）で、全国に比べて4.8ポ
イント高くなっています。介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）への移行に伴
う影響が大きくなると予想されます。
都道府県別で、2025年度に介護職員が最も不足するのは宮城県で、充足率は69.0％との予測
があります。現在でも、訪問介護に人材が集まらない現状があり、必要な訪問介護サービスが
提供されていない可能性があります。
現職のヘルパーの高齢化がいわれています。資格を待たない高齢者にたいする期待が大きす
ぎます。必要な人材を確保できるか危惧されます。事業者が要支援１・２の利用者への、サー
ビス提供を避けようとする実態もあります。介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事
業）に移行し報酬が下がれば、この傾向はますます増加します。
有償の助け合い活動で生活支援を行っている介護・福祉ネットみやぎの会員の生協などでは、
継続した研修と、コーディネーターによるコーディネートを重要なこととして活動を組み立て
ています。現在サービス提供責任者が行っている介護従事者の業務を、資格が不要な訪問事業
責任者に任せることに疑問を感じます。
＜要望＞
（１）報酬を、介護予防訪問介護と同等（処遇改善加算を含む）にすること。
（２）サービス提供責任者が行っている、サービス利用者と介護職員のコーディネートや、マ
ネジメントを行う訪問事業責任者に資格要件を規定すること。
（３）身体介護が必要な場合は、現行の訪問介護相当のサービスとして行うこと。
（４）資格を持たない新たな介護従事者への研修は、専門性や質が確保できる内容とすること。ま
た、通年を通した研修の実施、実施場所、実施時間、託児などに配慮すること。また、仙台
市として継続的なフォローアップ研修を実施すること。

3

３

介護予防・生活支援サービス事業サービス類型【通所型サービス】について
仙台市介護保険審議会（第 6 期計画期間 第 3 回会議）資料４－１
『緩和した基準によるサービス』において、事業主体を本市の指定を受けた事業者（現行の介
護予防通所介護事業所の他、フィットネスクラブ、スイミングスクール等新規事業所としてい
ます。
サービス利用回数として、1 回 2～3 時間程度としています。
報酬は、現行の介護予防通所介護の 8 割程度（機能訓練に関する専門職の配置ありの場合は 9
割程度）としています。
設備基準として○サービスを提供するために必要な場所（利用定員×2.5 ㎡で得た面積以上を基
本）としています。

＜意見＞
通所介護の給付費（計）の増減率を、平成 24 年 3 月（東日本大震災 1 年後）と平成 28 年 3
月（東日本大震災 5 年後）を比較すると、全国 128.5％に比べて、仙台市 120.3％、8.2 ポイン
ト低くなっています。平成 28 年 3 月の通所介護の給付費における要支援１・２の全体に占める
割合は、全国平均が要支援１（3.4％）、要支援２（8.1％）合わせて（11.5％）、仙台市は、要
支援１（9.１％）
、要支援２（7.4％）合わせて（16.5％）で、全国に比べて 5.0 ポイント高く
なっています。介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）への移行に伴う影響が大
きくなると予想されます。
1 回の利用時間が 2～3 時間程度では、落ち着いてサービスを受けられない状況が発生します。
フィットネスクラブ、スイミングスクール等の利用には適切な時間ですが、暮らしを支えるサ
ービスとしては不十分です。
通所介護事業所は、家庭的な雰囲気の小規模のところも多く、このことを選択理由にする利
用者もいます。『緩和した基準によるサービス』を一体的に運営できないと、このサービスが
提供できない事態となります。
＜要望＞
（１）報酬を、介護予防通所介護と同等（処遇改善加算を含む）にすること。
（２）『緩和した基準によるサービス』に合わせて、時間延長できるようなサービスを創設す
ること。
（３）『通所介護サービス』・『現行の通所介護相当のサービス』・『緩和した基準によるサ
ービス』が、一体的に運営できるような設備・人員などの基準を規定すること。
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４

ボランティア団体、ＮＰＯ等による訪問型・通所型サービス（サービスＢ）について

仙台市介護保険審議会（第6期計画期間 第3回会議）

資料２

において「サービスＢは検討

中」となっています。
＜意見＞
高齢者が地域で暮らし続けるためには、
（サービスＢ）が充実することが、最重要課題だといって
も過言ではありません。仙台市においては、様々なボランティアグループが活動しており、
（サービ
スＢ）として、活動しようと考えているところもあります。このような活動で一番困難なのは、運
営費を捻出することです。コーディネートや研修は欠かせないものですが、これにも費用が掛かり
ます。
（サービスＢ）を発展させていくには、仙台市として部屋代、利用者とボランティアのコーデ
ィネートやボランティアの研修、保険などの運営費を補助し、安心して活動できる環境整えること
だと考えます。
＜要望＞
（サービスＢ）を実施する組織に、継続的に運営費を実費弁償する制度をつくること。
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２０１６年９月２０日
仙台市健康福祉局
保健高齢部介護保険課 御中
住 所
仙台市青葉区柏木１－２－４５フォレスト仙台５階
電話番号
０２２－２７６－５２０２
団体名
ＮＰＯ法人
介護・福祉サービス非営団体ネットワークみやぎ
理事長

内舘 昭子

「介護予防・生活支援サービス事業」の基準、報酬等（案）への意見
仙台市は、平成 28 年 6 月 29 日の仙台市介護保険審議会において、仙台市「介護予防・日常生活支
援総合事業（以下、新しい総合事業）」の構成、介護予防・生活支援サービス事業（訪問型サービス・
通所型サービス）について類型を示しました。これについて、ＮＰＯ法人介護・福祉サービス非営利
団体ネットワークみやぎでは、奥山恵美子仙台市長宛に 8 月 29 日付けで、意見・要望書を提出して
おります。
改めてパブリックコメントにおいても下記のように意見を提出いたします。
記
「介護予防・生活支援サービス事業」の基準、報酬等（案）への意見
１

介護予防・生活支援サービス事業サービス類型【訪問型サービス】について

＜意見＞
（１）報酬を介護予防訪問介護と同等（処遇改善加算を含む）にすること。
（２）サービス提供責任者が行っているサービス利用者と介護職員のコーディネートや、マネジ
メントを行う訪問事業責任者に資格要件を規定すること。
（３）身体介護が必要な場合は、現行の訪問介護相当のサービスとして行うこと。
（４）資格を持たない新たな介護従事者への研修は、専門性や質が確保できる内容とすること。ま
た、通年を通した研修の実施、実施場所、実施時間、託児などに配慮すること。また、仙台市
として継続的なフォローアップ研修を実施すること。

＜理由＞
要支援・要介護認定者数（人）の増減率を、平成24年3月（東日本大震災1年後）と平成28年3

月（東日本大震災5年後）を比較すると、全国117.0％に比べて、仙台市は120.0％と3ポイント高
くなっているにもかかわらず、訪問介護の給付費（計）の増減率を、平成24年3月（東日本大震
災1年後）と平成28年3月（東日本大震災5年後）を比較すると、全国117.5％に比べて、仙台市
110.4％と7.1ポイント低くなっています。平成28年3月の訪問介護の給付費における要支援1・2
の要介護者全体に占める割合は、全国平均が要支援1（4.5％）、要支援2（7.1％）合わせて（11.6％）、
仙台市は、要支援1（9.9％）、要支援2（6.5％）合わせて（16.4％）で、全国に比べて4.8ポイ
ント高くなっています。介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）への移行に伴う影
響が大きくなると予想されます。
都道府県別で、2025年度に介護職員が最も不足するのは宮城県で、充足率は69.0％との予測が
あります。現在でも、訪問介護に人材が集まらない現状があり、必要な訪問介護サービスが提供
されていない可能性があります。
現職のヘルパーの高齢化がいわれています。資格を待たない高齢者にたいする期待が大きすぎ
ます。必要な人材を確保できるか危惧されます。事業者が要支援1・2の利用者への、サービス提
供を避けようとする実態もあります。介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）に移
行し報酬が下がれば、この傾向はますます増加します。
有償ボランティ活動で生活支援を行っている介護・福祉ネットみやぎの会員の生協などでは、
継続した研修と、コーディネーターによるコーディネートを重要なこととして活動を組み立てて
います。現在サービス提供責任者が行っている介護従事者のコーディネートや、マネジメントを、
資格が不要な訪問事業責任者に任せることに疑問を感じます。

２

介護予防・生活支援サービス事業サービス類型【通所型サービス】について

＜意見＞
（１）報酬を、介護予防通所介護と同等（処遇改善加算を含む）にすること。
（２）『緩和した基準によるサービス』に合わせて、時間延長できるようなサービスを創設する
こと。
（３）『通所介護サービス』・『現行の通所介護相当のサービス』・『緩和した基準によるサー
ビス』が、一体的に運営できるような設備・人員などの基準を規定すること。
＜理由＞
通所介護の給付費（計）の増減率を、平成 24 年 3 月（東日本大震災 1 年後）と平成 28 年 3 月
（東日本大震災 5 年後）を比較すると、全国 128.5％に比べて、仙台市 120.3％、8.2 ポイント低
くなっています。平成 28 年 3 月の通所介護の給付費における要支援１・２の全体に占める割合
は、全国平均が要支援１（3.4％）
、要支援２（8.1％）合わせて（11.5％）
、仙台市は、要支援１
（9.１％）
、要支援２（7.4％）合わせて（16.5％）で、全国に比べて 5.0 ポイント高くなってい
ます。介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）への移行に伴う影響が大きくなると
予想されます。
1 回の利用時間が 2～3 時間程度では、落ち着いてサービスを受けられない状況が発生します。
フィットネスクラブ、スイミングスクール等の利用には適切な時間ですが、暮らしを支えるサー

ビスとしては不十分です。通所介護事業所は、家庭的な雰囲気の小規模のところも多く、このこ
とを選択理由にする利用者もいます。『緩和した基準によるサービス』を一体的に運営できない
と、このサービスが提供できない事態となります。
３

その他
「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）について（案）について

介護予防・生活支援サービス事業の対象者に対する豊齢力（基本）チェックリスト（以下チ
ェックリスト）の実施について
＜意見＞
（１）「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」や、チェックリストについて、
相談者にわかりやすく説明すること。
（２）地域包括支援センターまたは各区役所・総合支所へ相談があった場合、「誰もが」必要な
介護サービスを受けられる権利を保障するために、要支援・要介護認定申請を基本とし、チ

ェックリストは希望者のみとすること。
（３）チェックリストを実施できるのは地域包括支援センターの有資格者の職員のみとし、判断
に差が生じないような手立てを講じること。また、これらの業務の増加にともなう費用に
ついて、委託料に反映させること。
（４）要支援者に対する効果的な支援のために、有効期間を設定すること
（５）適切な判定が実施されているかどうか実態を調査し、公表すること。
＜理由＞
介護保険サービスを受けようとしている高齢者あるいは家族にとって、要支援・要介護認定は、
医師の診断を受け意見書を依頼し、訪問調査を受けなければならず億劫なものです。利用までの
ハードルが低く、有効期間がないことなどで、チェックリストを選択する割合が多くなることが
予測されます。しかし、チェックリストの質問項目は、あまりに大雑把で状態が正確に判断でき
るとは思えません。特に、認知症に関する項目は不充分です。チェックリストに記入するのが、
本人なのか家族なのか、本人や家族の感性や生活実態、そして、チェックリストを実施する地域
包括支援センターまたは各区役所・総合支所の職員により差が生じるといわざるを得ません。
要支援・要介護認定には、医師の意見書が必要であり、かかりつけ医を決めなければなりませ
ん。資格をもつ認定調査員による訪問調査で、チェックリストよりは正確な状態が把握できます。
これらのことが、認知症の早期発見・治療、そして介護と医療の連携に繋がると考えます。
尚、チェックリストについての情報が開示されていません。市民に情報を開示してください。
以上

