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ە312: ාഽల 6 ٝྩ൚৪݈ٛ༭࣬!
 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 ࡽ  ࡲ࡛ࠊࣇ࢛ࣞࢫࢺྎ  㝵 $ ㆟ᐊ࠾࠸࡚  ேࡢฟᖍ࡛㛤
ദࡋࡲࡋࡓࠋ 
ࡣࡌࡵࠕࡳࢇ࡞࡛⪃࠼ࡼ࠺ㆤಖ㝤㸟ࡳࡸࡂ┴Ẹࣇ࢛࣮࣒ࣛ ࠖ㛤ദሗ࿌ཬࡧ  ᖺᗘㆤಖ
㝤ἲᨵᐃྥࡅㆤಖ㝤ไᗘࡢᢤᮏᨵၿࢆồࡵࡿ㐠ືࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
ḟ༠㆟㡯ࡋ࡚ࠊḟᖺᗘᐇົᢸᙜ⪅㆟࣭◊ಟࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࠊᚑ᮶㏻ࡾᖺ㛫  ᅇ㛤ദࡍࡿࡇ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ
ྠ᪥⾜ࢃࢀࡓ➨  ᅇᐇົᢸᙜ⪅㆟࣭ᣑᏛ⩦ࡘ࠸࡚ឤࢆྵࡵពぢࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᐇົᢸᙜ⪅ࡽࠕㆤேᮦࡀ㞟ࡲࡽࡎࠊ㎡ࡵࡿேࢆῶࡽࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᴗ㐠Ⴀࡢ㞴ࡋࡉࢆᐇឤࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
ࠖ
ࠕࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢࢣࣉࣛࣥࡢィ⏬సᡂࡀࠊ᭷ᩱ࡞ࡗࡓࡽ⏕ࡁṧࢀࡿ࠺ᚰ㓄ࡔࠋࠖ
ࠕேᮦ☜ಖᑐ⟇ࡋ࡚ㆤࡢ㨩ຊࡘ࠸࡚ࡶࢫࢱࢵࣇ㛫࡛ࡶヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠖ
ࠕㆤண㜵࣭᪥ᖖ⏕άᨭ
⥲ྜᴗ㸦⥲ྜᴗ㸧ࡢࢧ࣮ࣅࢫ $ ࡣ⏝⪅ࡢேᩘࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫࢱࢵࣇࡣᑓ㛛ᛶࡀ↓࠸ࡇࡽࠊ
⏝⪅ࡢᑐᛂ㸦ㄆ▱➼㸧ⱞປࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠖ࡞ㆤ⌧ሙࡢཝࡋࡉࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡞ࡗࡓឤࡀከࡃ
ฟࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ᚋࡶㆤ࣭⚟♴ࢿࢵࢺࡳࡸࡂࡋ࡚ࠊ⏝⪅ࡸᴗ⪅ࡢ❧ሙࡓࡗࡓㆤಖ㝤ไᗘࡢᐇࢆồࡵࠊ
άືࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ☜ㄆࡋࡲࡋࡓࠋ


㹼  ᖺᗘ⥲ࡢ࠾▱ࡽࡏ 㹼





᪥ 㸸
ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸



ሙ ᡤ㸸ࣇ࢛ࣞࢫࢺྎ ) ➨  ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࣮࣍ࣝ




➨୍㒊㸸㸸㹼㸸
グᛕㅮ₇㸸
ࠗࢃࡓࡋࡓࡕࡀฟ࠸ࠊㄒࡾࠊⓎಙࡍࡿ࠸࠺ࡇ࠘
㹼ㄆ▱ࡢேࡑࡢᐙ᪘ࡀᆅᇦࡶ⏕ࡁࡿ♫ྥࡅ࡚㹼 㸦௬㢟㸧
ㅮ  ᖌ㸸බ┈♫ᅋἲே ㄆ▱ࡢேᐙ᪘ࡢᮏ㒊⌮
➨㒊㸸㸸㹼㸸
 ᖺᗘ 132 ἲேㆤ࣭⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ㠀Ⴀᅋయࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡳࡸࡂ⥲

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┴ປാ⪅⚟♴༠㆟䞉ᐑᇛẸ་㐃ᴗ༠ྠ⤌ྜ䞉♫⚟♴ἲே䜏䜣䛺䛾㍯䞉
ᴗ⤌ྜປ༠䝉䞁䝍䞊ᴗᅋᮾᴗᮏ㒊䞉ᰴᘧ♫ປ῭䜴䜱䝑䜽䞉ྜྠ♫䝽䜲䝈
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ɜ312: ාഽల 6 ٝྩ൚৪݈ٛȆڐఱࡄਘٛ༭࣬!
 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 ࡽ  ࡲ࡛ࣇ࢛ࣞࢫࢺྎ  㝵 $ ㆟ᐊ࠾࠸࡚ࠊᐇົᢸᙜ⪅㆟࣭ᣑ
◊ಟࢆ㛤ദࡋࠊᐇົᢸᙜ⪅ࠊㄪᰝဨࠊ㛵ಀᅋయ➼  ேࡀཧຍࡋࡲࡋࡓࠋ
୍㐃ࡢ♫ಖ㞀ไᗘᨵ㠉࡛ࡣࠊ㧗㱋ࡢ㐍ᒎࡼࡿ♫ಖ㞀㈝ࡢቑࡽࠊබⓗ⤥ࡢᢚไᅜẸࡢ㈇ᢸ
ቑࢆồࡵࡿ≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰ࠊ ᖺᗘࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢㆤࢆಖ㞀ࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡿㆤಖ
㝤ไᗘࡢᨵᐃࡀ⾜ࢃࢀࡲࡍࠋㆤಖ㝤ไᗘࡢぢ┤ࡋࢆ㆟ㄽࡍࡿཌ⏕ປാ┬♫ಖ㞀ᑂ㆟ㆤಖ㝤㒊㸦௨
ୗ ㆤಖ㝤㒊㸧࡛ࡣ  ᖺ  ᭶୰㛫ሗ࿌ࡀ♧ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
◊ಟࡣࠊ᪥ᮏ⏕ά༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ⚟♴ᴗ᥎㐍㒊ᒣ㝿῟㒊㛗ࢆ࠾㏄࠼ࡋࠗ࠺࡞ࡿ㸟ḟᮇㆤಖ㝤ไᗘ
ࡢࡺࡃ࠼࠘㢟ࡋ࡚ࠊ♫ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ࡢࡶ࡛ᐇࡉࢀࡿㆤಖ㝤ไᗘ
ᨵᐃࡑࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡓࠊᨻᗓࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿḟᮇㆤಖ㝤ἲᨵᐃࡢ
᪉ྥᛶㄢ㢟ࡘ࠸࡚࠾ヰ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ㆤಖ㝤ไᗘࡣᅋሢࡢୡ௦ࡀ  ṓ௨ୖ࡞ࡿ  ᖺࢆぢᤣ࠼ࠊㆤࡀ
ᚲせ࡞ࡗ࡚ࡶᆅᇦ࡛Ᏻᚰࡋ࡚ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒
ࡢᵓ⠏ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ ᖺࡀ㏆࡙ࡃ୰࡛ࠊᅋሢࢪࣗࢽୡ௦ࡀ
㧗㱋⪅࡞ࡿ  ᖺࡣㆤࢽ࣮ࢬࡢ㧗࠸㧗㱋⪅ேཱྀࡢቑຍࡸ㧗㱋⪅༢
⊂ୡᖏࡸㄆ▱ࡢேࡢቑຍࡶぢ㎸ࡲࢀࡿ࡞ㆤࢧ࣮ࣅࢫ㟂せࡀ᭦ቑ


᪥
ᮏ ⏕ ά ༠ ྠ ⤌
ྜ㐃ྜ

⚟♴ᴗ᥎㐍㒊ᒣ㝿῟㒊㛗

ຍ࣭ከᵝࡍࡿࡇࡀᐃࡉࢀࡲࡍࠋ
୍᪉ࠊᬽࡽࡋࡸᆅᇦࡢᅾࡾ᪉ࡀከᵝࡍࡿ୰࡛ࠊ
ࠕᆅᇦඹ⏕♫ࠖࡢᐇ⌧
ࡀ㔜どࡉࢀࠊㆤಖ㝤ไᗘࡶࡇࢀࢆᨭ࠼ࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ඹ⏕♫ࡢᐇ⌧  ᖺྥࡅࡓഛ࠼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ㆤಖ㝤㒊
࡛ࡣࠊձㆤண㜵࣭ᗣ࡙ࡃࡾࡢ᥎㐍㸦ᗣᑑࡢᘏఙࠊㄆ▱⟇ࡢ
⥲ྜⓗ᥎㐍㸧ࠊղᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢ᥎㐍㸦ከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓ
ㆤࡢᥦ౪࣭ᩚഛ㸧
ࠊճㆤࡢ⌧ሙࡢ㠉᪂㸦ேᮦ☜ಖࠊ⏕⏘ᛶࡢྥୖ㸧ࢆ㐍ࡵ

◊ಟࡢᵝᏊ


ࡿࡓࡵࠊಖ㝤⪅ᶵ⬟ࡢᙉࡸࢹ࣮ࢱά⏝ࡢࡓࡵࡢ ,&7 ᇶ┙ᩚഛࢆ⾜࠸ࠊ
ࡉࡽయࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵ
ࠕไᗘࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶ☜ಖࡢࡓࡵࡢぢ┤ࡋࡢᐇࠖ
ࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿゎㄝ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
 ᖺᗘᨵᐃ࡛ㄽⅬࡉࢀ࡚࠸ࡓᣢ⥆ྍ⬟ᛶ☜ಖࡢࠕ⤥㈇ᢸࡢぢ┤
ࡋࠖࡘ࠸࡚ࡣձ⿕ಖ㝤⪅⠊ᅖ࣭ཷ⤥⪅⠊ᅖղ⿵㊊⤥㛵ࡍࡿ⤥ճከ
ᗋᐊࡢᐊᩱ㈇ᢸմࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿ⤥յ㍍ᗘ⪅ࡢ⏕άຓࢧ࣮
ࣅࢫ➼㛵ࡍࡿ⤥ࡢᅾࡾ᪉ն㧗㢠ㆤࢧ࣮ࣅࢫ㈝շࠕ⌧ᙺᡤᚓ୪ࡳࠖ
ࠕ୍ᐃ௨ୖᡤᚓࡢุ᩿ᇶ‽ࠖոࠕ⌧㔠
⤥ࠖࡢ  㡯┠ࡢ࠺ࡕࠊ 㡯┠ࡣḟᮇᨵᐃᣢࡕ㉺ࡋࡉࢀࠊ⿵㊊⤥㛵ࡍࡿ⤥ࡢぢ┤ࡋ㧗㢠ㆤࢧ࣮
ࣅࢫ㈝ࡢぢ┤ࡋࡢ㈇ᢸቑࡀලయࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠕ ᖺࡢㆤಖ㝤ࡢぢ┤ࡋࡣࠊᙜึࡢணࡋࠊᑠつᶍᨵᐃ࡞ࡿぢ㏻ࡋ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ ᖺ
ᨵᐃࡣࠊᅇࡢᨵᐃ࡛⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓ㡯┠ࢆྵࡵࠊᮏ᱁ⓗ࡞つᶍᨵᐃ࡞ࡿࡇࡀண

ࡉࢀࡿࡇࡽࠊ

ࡇࡢ  ᖺ㛫ࡑࢀഛ࠼ࡓ‽ഛࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
ࠖヰࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
᭱ᚋࠊࠕᚋࡢㆤಖ㝤ไᗘᨵᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊㆤ⌧ሙࡢᐇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊㆤᴗ⪅ࡢᏳᐃⓗ࡞ᴗ
㐠Ⴀࡸฎ㐝ᨵၿࠊ⏝⪅ࡗ࡚ᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀᏳᚰࡋ࡚ཷࡅࡽࢀࡿᴗ⟇ࢆせồࡋ࡚࠸ࡃྲྀ⤌ࢆᙉࡵ
ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖッ࠼ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
◊ಟࢆ㏻ࡋࠊᅜࡢືྥࡸㆤಖ㝤ไᗘᨵᐃࡘ࠸࡚Ꮫࡧࠊࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡿᶵ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

ሗ⣬ YRO 㹮

 

ɜȶ3132 ාഽٚࢌ༗ࡏ༹٨̫࢜ٚͅࢌ༗ࡏଷഽ͈าུ٨ͬͥ͛ݥါབ͂ါ࣐൲̞̾̀ͅ!
ㆤ࣭⚟♴ࢿࢵࢺࡳࡸࡂࡣࠊ㛵ಀᅋయ༠ྠࡋࠊࡔࢀࡶࡀᏳᚰࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿㆤಖ㝤ไᗘࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓ
ࡵࠊ⌧ᅾࡢㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡋࠊࡢࡼ࠺࡞ᨵၿࢆᮃࢇ࡛࠸ࡃࡢ⪃࠼⾜ືࡍࡿᶵࡋ࡚  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
  ᅇ┠࡞ࡿࠕࡳࢇ࡞࡛⪃࠼ࡼ࠺ㆤಖ㝤㸟ࡳࡸࡂ┴Ẹࣇ࢛࣮࣒ࣛ ࠖࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋࡳࡸࡂ┴Ẹࣇ
࢛࣮࣒ࣛᐇ⾜ጤဨ࡛ࡣࠊࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㊃᪨ࡑࡗ࡚ࠊᨻᗓࡀ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿㆤಖ㝤ไᗘࡢᨵᐃᑐࡋࠊ
ㆤ⫋ဨࡢฎ㐝ᨵၿࠊ⏝⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࢆࡍࡍࡵࠊࠕࡍ࡚ࡢேࡀษࡉࢀࡿㆤಖ㝤ࠖࢆ┠ᣦࡋࠊ ᖺ
 ᭶  ᪥㸦㔠㸧ෆ㛶⥲⌮⮧ࠊ⾗ཧ୧㆟㛗ࠊཌ⏕ປാ⮧ࠊ㈈ົ⮧ࠕ ᖺㆤಖ㝤ἲᨵᐃྥࡅ
ㆤಖ㝤ไᗘࡢᢤᮏᨵၿࢆồࡵࡿせᮃ᭩ࠖࢆᥦฟࡋࡲࡋࡓࠋ୪⾜ࡋ࡚ࠊ
ࠕ ᖺㆤಖ㝤ἲᨵᐃྥࡅㆤ
ಖ㝤ไᗘࡢᢤᮏᨵၿࢆồࡵࡿࠖᅋయ࣭ᴗᡤࡢ㈶ྠ⨫ྡࢆ㞟ࡵࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧ᐑᇛ┴㆟ࠊ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧ྎᕷ㆟ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ᐑᇛ┴ෆ  ᕷ⏫ᮧ㆟ࠕ ᖺᗘㆤಖ㝤ἲᨵᐃྥࡅㆤಖ
㝤ไᗘࡢᢤᮏᨵၿࢆồࡵࡿពぢ᭩ᥦฟࢆồࡵࡿ㝞᭩ࠖࢆᥦฟࡋࡲ
ࡋࡓࠋᐑᇛ┴㆟ཬࡧྎᕷ㆟ࡢྛὴᑐࡋࠊㆤ⌧ሙࡢᐇ
ㆤᇶ┙ࡢᏳᐃࢆồࡵࠊാࡁࡅࢆᙉࡋࡲࡋࡓࠋ
ᙜึࠊᐑᇛ┴㆟ཬࡧྎᕷ㆟ࠕ ᖺᗘㆤಖ㝤ἲᨵᐃ
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2021 年介護保険法改定に向け
介護保険制度の抜本改善を求めます

みんなで考えよう介護保険！みやぎ県民フォーラム 2019 実行委員会
〔呼びかけ人〕
畑山みさ子（宮城学院女子大学名誉教授）
内舘

昭子
（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）

高橋

治 （社会福祉法人 仙台ビーナス会会長）

若生

栄子（公益社団法人「認知症の人と家族の会」宮城県支部代表）

井上

博之（宮城県保険医協会理事長）

刈田啓史郎（宮城県社会保障推進協議会会長）
丹野

広子（社会福祉法人 宮城厚生福祉会理事長）
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〔要望趣旨〕
現在、政府内では介護保険法に定められる 5 年に１度の介護保険法改正として、2020 年の通常国会
に向けた介護保険制度の見直しの検討が進められています。
その中には、ケアマネジャーが作成するケアプランの有料化や、要介護１，２の生活援助サービス
等を市町村が実施する総合事業に移すなど、さらなる給付の削減・負担増を図る内容の検討が盛り込
まれています。その後、一部見送り方針が報じられましたが、今後も検討事項となっています。
ケアプランを有料化すれば、介護保険サービスを減らしたり、介護保険そのものを利用できなくな
ることになりかねません。生活援助の削減は、在宅での生活を困難にし、市町村事業となれば、財政
力の乏しい自治体での事業継続が困難になってしまいます。介護保険法創設の趣旨である「介護の社
会化」そして政府政策にある「介護離職０」の実現からは、遠ざかることが懸念されます。
介護の現場では人手不足がいっそう深刻化しています。介護福祉士の養成校では入学者の定員割れ
が続き、必要な人員が確保できずに閉鎖や休止をせざるを得ない事業者もいます。介護従事者の処遇
の改善が急がれます。
介護保険料は創設時（全国平均月額 2,911 円）からほぼ倍となり、2025 年には３倍となる見通しで、
高齢者の生活を圧迫しています。介護保険財政の国費負担増による自治体・高齢者への援助が必要で
す。
サービスの削減・負担増の見直しではなく、高齢者の生活を守り・支える制度の実現を求め、以下
のことを実施することを求めます。

〔要望項目〕
１． ケアプランの有料化、要介護１，２の生活援助削減など、サービスの抑制や負担増に繋がる制度
見直しは中止すること。
２． 介護支援専門員等も含め、すべての介護事業所に従事する者の賃金を大幅に引き上げ、労働条件
を抜本的に改善すること。
３． 介護保険料、利用料負担の軽減を図ること。必要なときに必要なサービスを受けられるよう、制
度の改善を図ること。
４． 介護保険財政に対する国の負担割合を引き上げること。そのための財源を国費で確保すること。

以 上
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社会福祉法人仙台ビーナス会．
社会福祉法人宮城厚生福祉会
宮城県生活協同組合連合会
公益財団法人宮城厚生協会．
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宮城県社会保障推進協議会
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