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ᖺ㢌࠶ࡓࡾࠊဨࡢࡳ࡞ࡉࡲࡾࡲࡋ࡚ࡼࡾࡼ࠸ᖺ࡞ࡾࡲࡍࡼ࠺㢪ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ᖺࡣࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡽ  ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡲࡍࠋᖺ  ᭶ࡣ▼ᕳᕷ❧㝔ࡀ  ᖺ༙ࡪࡾデ⒪ࢆ
㛤ࠊ ᭶ࡣࠊர⌮⏫ࡢྜྷ⏣㥐ࡽ┦㤿㥐ࡲ࡛㐠㌿ࡀ㛤ࡉࢀࠊЁЉᖖ☬⥺ࡣྎ㥐ࡽ⚟ᓥ┴ᑠ㧗
㥐ࡲ࡛⥺㊰ࡀࡘ࡞ࡀࡾࡲࡋࡓࠋྎᕷෆ᭱ᚋࡢ⅏ᐖබႠఫᏯࡀᡂࡋࠊධᒃணᐃ⪅㘽ࡢᘬࡁΏࡋࡀ㛤
ጞࡉࢀࡓࡢࢽ࣮ࣗࢫሗ㐨ࡗࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ࠸ࡲࡔ┴ෆ࡛ࡶ    ༓ேࡢ᪉ࠎࡀ⮬⏤࡞ࣉࣞࣁࣈ
௬タ࣭Ẹ㛫㈤㈚ࡢࡳ࡞ࡋ௬タ࡛ࡢࡃࡽࡋࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ⅏ᐖබႠఫᏯࡢᡞᩘࡣయ࡛ィ⏬ᡞᩘ
 ᡞࡢ⣙ 㸣  ᡞ ࡛ࡍࠋ㜵⅏㞟ᅋ⛣㌿ಁ㐍ᴗ࣭ᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮ᴗࡢ㛵ಀ࡛ࠊἢᓊ㒊  ᕷ
 ⏫࡛ࡢᡞᩘࡣィ⏬ᡞᩘ  ᡞࡢ⣙ 㸣㸦 ᡞ㸧࡛ࡍࠋ㧗㱋୍࣭ேୡᖏࡢቑຍࠊ⛯㺃♫
ಖ㝤ᩱ➼ࡢᅜẸ㈇ᢸቑࠊ♫ಖ㞀ࡢᚋ㏥ࡼࡾࠊࡃࡽࡋࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ⏕ཝࡋࡉࡀ⥆ࡁࡲࡍࠋ་
⒪࣭ㆤ࣭⚟♴ࡢࡁࡵ⣽࠸ࢧ࣮ࣅࢫᑐᛂࡀྍḞ࡛ࡍࠋ
ᅜࡣࠊㆤಖ㝤ไᗘࡢ  ᖺᗘᨵᐃྥࡅࠊཝࡋ࠸⤥ᢚไ࣭㈇ᢸቑࢆᅜẸᢲࡋࡅࡼ࠺ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋㆤ⌧ሙࡣࠊㆤேᮦࡢ㊊ࡸཝࡋ࠸ᴗ㐠Ⴀࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽࠊ⏝⪅ࡢㆤࢆᨭ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᐑᇛ┴ࡣࠊせㆤ せᨭ ㄆᐃ⪅ࡢྜࡀᅜᖹᆒࡼࡾ㧗ࡃࠊ≉㟈⅏ࡢ⿕ᐖࡀࡁࡗࡓᆅᇦ࡛ࡣࠊ
ㆤࢆᢸ࠺ேᮦࡢ☜ಖࡀᅔ㞴࡞ࡓࡵࠊㆤᴗᡤࡢ㐠Ⴀࡶཝࡋ࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋㆤ㺃⚟♴ࢿࢵ
ࢺࡳࡸࡂࡣࠊཌ⏕ປാ⮧࠶࡚ࠕㆤಖ㝤ไᗘᨵᐃࡢពぢ㺃せᮃ᭩ࠖࢆᥦฟࡋࡲࡋࡓࠋẼࡸ㞀ᐖ
ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶே㛫ࡽࡋࡃ⏕άࡀ⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡢࡣ♫యࡢᙺ࣭♫ಖ㞀ࡢᇶᮏ⌮ᛕ࡛࠶ࡾࠊ
ᅜẸࡢ⏕Ꮡᶒࢆಖ㞀ࡍࡿ᠇ἲ  ᮲ࡢ⢭⚄࡛࠶ࡿࡢពぢ  㡯┠ࡢせᮃ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ ᭶  ᪥ Ỉ 
ࡣࠊྎᕷࡀ  ᖺᗘࡽᐇணᐃࡢࠕㆤண㜵࣭᪥ᖖ⏕άᨭ⥲ྜᴗ ⥲ྜᴗ ࠖ㛵㐃ࡋ࡚ࠊ
ྎᕷ㆟㆟ဨྜྠ᠓ㄯࢆ㛤ദࡋࠊ⌧ሙࡽࡢኌࢆఏ࠼ࡲࡍࠋ
ㆤ࣭⚟♴ࢿࢵࢺࡳࡸࡂ  ᵓᡂᅋయᙺ⫋ဨࡢࡳ࡞ࡉࡲࡢ⤖㞟ࠊ῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡣࠊ
ㆤಖ㝤ไᗘᨵᐃ⌧ሙࡽࡢኌࢆⓎಙࡋ⥆ࡅࡿࡶࠊᇶᮏ⌮ᛕࡢ┠ⓗࡑࡗࡓάືࢆ✚ᴟⓗࡍ
ࡍࡵ࡚ࡲ࠸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
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 ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧 ࡽࣇ࢛ࣞࢫࢺྎ  㝵  ㆟ᐊ࠾࠸࡚ࠊ➨  ᅇ⌮ࢆ⌮  ே┘  ே
ࡢฟᖍ࡛㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋሗ࿌㡯ࡋ࡚ࠊㆤಖ㝤ไᗘ  ᖺᗘᨵᐃࡢពぢ࣭せᮃ᭩ࡘ࠸࡚ࠊᐇົ
ᢸᙜ⪅㆟ࠊࠕሗࡢබ⾲ࠖㄪᰝᴗࠊᆅᇦᐦ╔ᆺࢧ࣮ࣅࢫእ㒊ホ౯ᴗࠊ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯
ᴗࠊᐑᇛ┴ㆤேᮦࢆ⫱ࡴྲྀ⤌ᐉゝ㐠Ⴀᴗົࠊㆤಖ㝤ไᗘᨻ⟇❧ࢳ࣮࣒ࡘ࠸࡚ࠊ☜ㄆࡉࢀࡲࡋ
ࡓࠋ

ە3127


๗ൌ
 5 ݷჃ൶ލࡢݵਹ၇ਆ!

 ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 ࡽ  ࡲ࡛ࠊࣇ࢛ࣞࢫࢺྎ  㝵  ㆟ᐊ࠾࠸࡚  ேࡢཧຍ࡛㛤ദࡋࡲࡋ
ࡓࠋ ᖺᗘ⥲➨  ᅇ⌮ሗ࿌ࠊ➨  ᅇㆤಖ㝤ไᗘᨻ⟇❧ࢳ࣮࣒㛤ദሗ࿌ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡲࡋࡓࠋ
ḟࠊᐇົᢸᙜ⪅㆟࣭ᣑ◊ಟࠕᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒᪂ࡋ࠸⥲ྜᴗࡘ࠸࡚ࠖ㢟ࡋ࡚ྠ᪥㛤
ദࡉࢀࡓ⮬యࡢពぢࡘ࠸࡚ࡾ㏉ࡾពぢὶࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋฟᖍ⪅ࡽࠕྎᕷࡣ㧗㱋⪅ࢆ
ㆤ⌧ሙࡢᢸ࠸ᡭ⪃࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ⥅⥆ⓗ࡞ேᮦࡢ☜ಖࡘ࡞ࡀࡿࡢࠖ
ࠕࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡛ࡣࠊḟண㜵ヱ
ᙜ⪅ࢆ᥈ࡋฟࡍࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠊᨭࢆᚲせࡍࡿேࡢㄆᐃㄪᰝࡢ≧ἣᢕᥱࡀᚲせࠖ
ࠕ㏻ᡤࡢ⌧ሙ࡛ࡣࠊண㜵ㆤ
ࡢ୍య㐠Ⴀࡣ≧ἣⓗཝࡋ࠸ࠖ࡞ࡢពぢࡀฟࡉࢀࠊ᪂ࡋ࠸⥲ྜᴗࡢ⦆ࡋࡓᇶ‽ࡼࡿ㐠⏝ෆᐜࡘ
࠸࡚ࠊᏳࡢኌࡸၥ➼ࡀከࡃฟࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
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๗ൌ
 6ݷჃ൶ު̠ࡢݵോफ़ଲݵѢоඐѽя!
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᪥ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸 

ሙ ᡤ㸸ࣇ࢛ࣞࢫࢺྎ 㹄 ➨ ࣭ ㆟ᐊ

ᣑ◊ಟ   

㸸㹼㸸 ࢸ࣮࣐ࠕ➨  ᮇ㸦㹼 ᖺᗘ㸧ㆤಖ㝤ไᗘᨵᐃࡘ࠸࡚ࠖ

ㅮᖌ  ᪥ᮏ⏕ά༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ ⤌⧊᥎㐍ᮏ㒊 ⚟♴ᴗ᥎㐍㒊

㒊㛗 ᒣ㝿 ῟ Ặ





ᐇົᢸᙜ⪅㆟  
㸸㹼㸸
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๗ൌ
 5 ݴݷদေ३੪ᅵڎҳ̶Ӓލਹ၇ਆ
"#$%&'()*+,
  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧 ࡽ  ࡲ࡛ࠊࣇ࢛ࣞࢫࢺྎ  㝵ㆤ࣭⚟♴ࢿࢵࢺࡳࡸࡂົᡤ࠾࠸࡚  ேࡢ
ฟᖍ࡛㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋ
 ༠㆟㡯ࡋ࡚ࠊ๓ᅇࡢᨻ⟇❧ࢳ࣮࣒࡛☜ㄆࡉࢀࡓࠊ ᖺㆤಖ㝤ไᗘᨵᐃࡢពぢ࣭せᮃ᭩ᥦฟ
ࡘ࠸࡚ᩥࢆ༠㆟ࡋࡲࡋࡓࠋࢳ࣮࣒࣓ࣥࣂ࣮ࡽࠕᅾᏯ་⒪ㆤࡢ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿࡣᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᣐ
Ⅼࢆసࡾࠊ་⒪ㆤࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇࠖ
ࠕㆤಖ㝤ᶵ⬟ᙉ࡛ࡣࠊㆤಖ㝤ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡍ
࡚ࡀᅜẸࡢཷ⤥ᶒࢆᢸಖࡍࡿไᗘ࡞ࡿࡼ࠺࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࠖ
ࠕᆅᇦᐦ╔ࡋࡓᴗᡤࡢᴗ㐠Ⴀࡀᡂ
ࡾ❧ࡘࡼ࠺ࠊㆤᴗᡤ⫋ဨࡢฎ㐝ᨵၿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊㆤሗ㓘ࡢቑ㢠ࡢせᮃࡶ┒ࡾ㎸ࢇࡔෆᐜࡍࡿࡇࡶ
ᚲせࠖ➼ࡢពぢࡀฟࡉࢀࡲࡋࡓࠋㆤ࣭⚟♴ࢿࢵࢺࡳࡸࡂࡋ࡚ᨻ⟇❧ࢳ࣮࣒ࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ ᭶  ᪥
ࡅ࡛ཌ⏕ປാ⮧ཬࡧཌ⏕ປാ┬♫ಖ㞀ᑂ㆟ㆤಖ㝤㒊㛗ᐄពぢ࣭せᮃ᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡇࡘ࠸
࡚☜ㄆࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᖺᗘࡢᨻ⟇❧ࢳ࣮࣒ࡢάືィ⏬⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠊྎᕷ㆟㆟ဨྜྠ᠓ㄯ㛤ദࡘ࠸࡚༠
㆟ࡋࡲࡋࡓࠋ᠓ㄯࢸ࣮࣐ࢆ  ᖺ  ᭶ࡽᐇࡉࢀࡿྎᕷࡢࠕ᪂ࡋ࠸⥲ྜᴗࠖࡘ࠸࡚ࡋࠊᖺᗘෆ
㛤ദࡍࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡲࡋࡓࠋ 
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ݴদေ३๗ނชѬѢ̠ॣڝᅅၰ҆ਇџณыѲыѓ!


ᅜࡣࠊᅋሢࡢୡ௦ࡀ  ṓ௨ୖ࡞ࡿ  ᖺྥࡅ࡚ࠊ
ࠕᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࠖࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊ ᖺᗘࡽࡢㆤಖ㝤ไᗘᨵᐃ࡛ࡣࠊㆤಖ㝤ᩱࡀୖࡀࡾࠊ୍㒊ࡢ⏝⪅ࡣㆤ
ࢧ࣮ࣅࢫ⏝ᩱࡢ⮬ᕫ㈇ᢸࡶࢵࣉࡋࡲࡋࡓࠋ⏝⪅ࡣࡲ࡛⏝࡛ࡁ࡚࠸ࡓࢧ࣮ࣅࢫࡢไ㝈ࢆࡏࡊࡿ
ࢆᚓ࡞࠸࡞ࠊせㆤ⪅ᐙ᪘ࡢ᪉ࠎࡢᑗ᮶ࡢᏳࡢኌࡶฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ ᖺᗘㆤሗ㓘
ᨵᐃࡣ  ᖺࡪࡾࡢᖜ࡞࣐ࢼࢫᨵᐃ࡞ࡾࠊࡰࡍ࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢᇶᮏሗ㓘ࡀୗࡀࡗࡓࡇ࡛ࠊ
ㆤᴗ⪅ࡣཝࡋ࠸≧ἣ࠾ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰ࠊ♫ಖ㞀ᑂ㆟ㆤಖ㝤㒊࡛ࡣࠊㆤಖ㝤ไᗘࡢ  ᖺᗘᨵᐃྥࡅࠊࡉࡽཝࡋ
࠸⤥ᢚไ࣭㈇ᢸቑࡀᥦࡉࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛ࡍࠋ
ㆤ⌧ሙࡣࠊㆤேᮦࡢ㊊ࡸཝࡋ࠸ᴗ㐠Ⴀࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽࠊ⏝⪅ࡢㆤࢆᨭ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋᅇࡢ
ᨵᐃࡣࠊ⏝⪅ࡸᐙ᪘ࡗ࡚ࡶࡁ࡞ᡴᧁ࡞ࡾࠊ⏝⪅ࡢᚋࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏝ࡢᏳࡸㆤᴗ
ᡤࡢᴗ㐠Ⴀ⥅⥆ࡶ༴ࡉࢀࡲࡍࠋࡉࡽࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅ࡛ࡶ࠶ࡿᐑᇛ┴ࡣࠊせㆤ せᨭ
ㄆᐃ⪅ࡢྜࡀᅜᖹᆒࡼࡾ㧗ࡃࠊ≉⿕ᐖࡢࡁࡗࡓᆅᇦ࡛ࡣࠊㆤࢆᢸ࠺ேᮦࡢ☜ಖࡀᅔ㞴࡞ࡓ
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2016 年 12 月 8 日
厚生労働大臣 塩崎 恭久
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2017 年介護保険制度改定への意見・要望書

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

昭子

国は、社会保障制度の大幅な改定により、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に
向けて、
「地域包括ケアシステム構築」の実現を目指しています。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
担もアップしました。利用者は今まで、利用できていたサービスの制限をせざるを得な
いなど、要介護者と家族の方々の将来への不安の声も出されています。
また、2015 年度介護報酬改定は 9 年ぶりの大幅なマイナス改定となり、ほぼすべて
のサービスの基本報酬が下がったことで、ますます介護サービス利用者や介護事業者は
厳しい状況におかれています。
そのような中、社会保障審議会介護保険部会では、介護保険制度の 2018 年度改定に
向け、さらに厳しい給付抑制・負担増が提案される見込みです。
介護現場は、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。今回の改定は、利用者や家族にとっても大きな打撃となり、利用者の今後のサ
ービス利用への不安や介護事業所の事業運営継続も危惧されます。さらに、東日本大震
災の被災地でもある宮城県は、要介護(要支援)認定者の割合が全国平均より高く、特に
被害の大きかった地域では、介護を担う人材の確保が困難なため、介護事業所の運営も
難しい状況となっています。
老いは誰にでも訪れ、それに伴い病気や障害は一定の確率で発生するものであり、個
人責任が問われる事象ではありません。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保険制度実現
のため、以下の点を要望します。

１．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ってくださ
い。
軽度者（要介護 1・2）の利用者負担割合については、軽度者が支払う利用者負担額が、
中重度者が支払う利用者負担額と均衡する程度まで、要介護区分ごとに、軽度者の利用者
負担割合を引き上げるべきとの指摘があります。利用者負担割合については、2015 年 8 月
に見直しが行われたばかりであり、検証もされないまま、拙速な議論はさけるべきです。
応能負担が社会保障制度の原則であり、要介護度別に負担割合を変更することは妥当では
ありません。軽度者段階での利用抑制により、状態が悪化している実態もあり、導入すべ
きではありません。
「訪問介護サービス」における生活援助と身体介護は一体的かつ総合的に提供されるこ
とで、利用者の在宅生活を支えています。サービスのベースとなる生活援助だけを切り出
して、地域支援事業に移行させることや利用者負担を増やすことは行うべきではありませ
ん。
地域支援事業（総合事業）で進められる認定申請では、行政の職員が国の示した基本の
チェックリストで審査し、一部の人を除いて認定審査に回される事なく総合事業に組み込
まれます。このことは、認定審査会から実質的に要支援 1・2 を除外するシステムに変質さ
せるものです。総合事業では、希望する方に対して要介護認定を受ける権利が保障される
べきです。

２．介護事業所職員の処遇を改善し、地域に密着した事業所の事業運営が成り立つよう

な介護報酬の増額を行ってください。
2015 年の介護報酬改定では介護職員の処遇改善加算が実施されました。しかし、全体の
介護報酬が削減されたうえに、利用者数の伸び悩みや要支援者の利用率が多く、全体の収
入が下がっているにも関わらず、処遇改善加算を取得した事業者は介護職員の人件比率が
上がり、さらに事業所全体の運営を厳しいものにしています。
小規模事業所では、職員体制で余裕のない運営体制をおこなっているところも多く、加
算要件を満たすことも困難なことから、思うように加算が取れず、廃止に追い込まれた事
業所も発生しています。特に被災地では、介護人材の確保、事業運営の両方が厳しい現状
にあります。このような状況の中で、地域に密着し、地域の介護を支えている事業者の運
営が成り立つような制度改定を求めます。

介護報酬の増額で利用者負担増にならないような改定を行ってください。

３．医療と介護の連携強化のために、国や都道府県は保険者への積極的支援を行うこと
を求めます。
「地域包括ケアシステム」の構築のためには医療と介護の連携が不可欠です。
要介護者の自立と在宅生活を支え、家族の負担を軽減するためには、365 日 24 時間の切
れ目のないサービスが求められます。しかし、医療における現場での実態は、退院時の医
療と介護をコーディネートする体制が整わないなど、医療と介護の連携の課題が浮き彫り
になっています。特に、広域の都市部自治体では、体制づくり問題が顕著となっています。
在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の運営に当たっては、地域の在宅医療・介護連
携を支援する人材を配置し、地域の医療・介護関係者、地域支援センター等からの在宅医
療・介護連携に関する相談の受付、連携調査、情報提供等の機能を確保し、在宅医療・介
護連携の取組を支援する体制つくりが不可欠です。
国や都道府県は在宅医療・介護連携に関する相談支援に対し、施策が進むような人材の
確保や財政支援を行うことを求めます。

４．介護保険の保険機能の強化を求めます。
保険者機能の強化については、国や都道府県が保険者への積極的支援を行い、保険者間
による極端な格差が生じないよう、国が制度の基本を支えるしくみや施策を講ずるべきで
す。そもそも、介護保険は社会保険の一つであり、介護保険のサービス全てが国民の受給
権を担保するような制度運営ができるように根本的な見直しを行ってください。

