
2021 年度 介護をよくする東京の会 学習会 日程 

東京高連 ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい第２分科会 とのコラボ企画 

 

日時：2 月 5 日(土)、14 時～16 時（予定） 

場所：東京労働会館地下 中会議室（コロナ対応のため 22 名まで）＆ 

   オンライン（ZOOM）＜録画予定＞ 

 

タイムテーブル： 

 13：30 会場 受付 久保（東京地評） 

 
 14：00 開会あいさつ 司会：伴（東京民医連） 

     ZOOM 参加者へのお願い 

 

14：02 介護保険制度の抜本的改革提言について 

森永 伊紀 （ホームペルパー全国連絡会） 

 

 15：00 質疑応答 

 

15：15 現場からの報告 

     ケアマネージャー：石田 美恵（ケアサポートセンター千住） 

 

15：30  訪問介護：有賀 隆人（ファミリケア水元公園） 

  

15：45 質問、感想など 

 

15：55 閉会あいさつ 窪田（東京社保協） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊終了後に意見・感想用紙にご記載頂き、送付をお願い致します。 

Ｗｅｂ参加の方へのお願い 

 

・発言時以外はミュート設定にして下さい 

・発言時以外はビデオオフでも構いません 

・質問や発言の通告はできるだけチャットでお知らせください 
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介護保険制度の仕組みとサービス内容
2022年2月5日 森永伊紀（よしのり）

１．介護保険の利用まで－保険証だけでは利用できない

①要介護認定を受ける（要介護度認定がでるまで平均30数日）

介護保険申請→認定調査書・医師意見書が揃ったら→審査会で2次判定・調査書のコンピューター1次判定

を医師意見書含め再検討し認定。

認定は非該当・要支援１・２～要介護１～５まで。

（注１）要介護認定は病気や障害の重さではなく、移動・食事・入浴・排泄・着脱・物忘れ等の介護の手間

の量で決まるため、癌で余命宣告されていても、障害手帳があっても、動いて身の回りのことが自分ででき

れば非該当か軽度認定になる。

（注２）すぐにサービス利用が必要で要介護認定が見込まれる方は、申請日より暫定プランで利用できる。

見込みを誤り支給限度額超過した分は全額自費。

（注３）状態が悪くなったら認定期間の途中でも改めて要介護認定を受けることができる。

②ケアマネージャー・各サービス事業者と契約

本人家族を含めたサービス担当者会議でサービス内容を確認

２．要介護度は1・2・3割負担で訪問型サービスを買える金額の上限。
超えた分は全額自己負担

• 上記支給限度額は、物価や人件費の高い東京23区など1級地。最低地域は要介護５で362,170円、
住んでいる地域で1割負担で5千円違う。
• 特養ホームなど入所施設系のサービスは介護度ごとに利用者負担が決まっている。
• 要介護5で、ヘルパー・1日3回・60分（食事・排泄・保清等介助）で上限額。日中毎日デイサービスで

上限。間の時間は家族介護か私費サービスか我慢するか。
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３．サービスの一例（一部です）
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入所型施設サービス

1ヵ月の利用者負担総額は土地代・家賃により地域によって異なります。
世田谷区の場合、家賃は10万円程度なので、食費・介護保険自己負担等合わせて月
額20万円前後。
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・特養ホーム入所費用（食費・部屋代等含む）目安。（要介護4）（4段階・住民税非課税世帯）
多床室（大部屋）10万3400円～13万250円 個室11万2880円～14万390円

（https://kaigo.homes.co.jp/manual/facilities_comment/list/hoken/tokuyo/cost/）
-低年金で貯えなければ難しい（生保・多床室可）。介護保険と私費を組みあせた有料老人ホーム（特定

施設入居者生活介護）、都内で月額20万円以下は少ない。世田谷は30～70万円

高齢者・家族の状況
森永伊紀（よしのり）

１．一人暮らし・高齢夫婦のみ世帯7割、
3割は一人暮らし、特養も入れず、孤立死も

（１）東京都の高齢者311.6万人（R3）。
65～74歳・146万人 75歳以上165.5万人

• 高齢化率化率23.4％（4.3人に1人）

• 単身・高齢夫婦のみの人数は208万人・7割（67％） 内高齢夫婦の人数

は120万人・4割（39％）、単身人数は88万人・3割（28）％。（東京都世帯

数の予測・H31.3 ）
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（２）都内特養ホーム待機者2万９千人で入りにくい、
低年金・貯蓄なしでは入れない

• 特養ホーム（介護老人福祉施設）申込み者（H31.4.1）29,126人（重複なし）

• 内要介護3以上10,935人、優先度高い 3,820人（2019都特養ホーム調査）

• 全国的には特養ホームは充足しており空きがあるが、東京等都市部で

は待機者が多い。市区町村が特養ホーム入所を管理している場合、ポ

イント制でポイントの高い方、要介護1・2でも、生命の危険もある方等、

優先度の高い方を入所候補者名簿に掲載している。

• 擁護者からの虐待からの保護が必要等の場合は、老人福祉法の措置

として入所もある。

（３）２３区単身高齢者の孤立死 毎日11人
（3,913人・R1・東京都監察医務院）

• 一人で亡くなったことが問題なのではなく、長年に渡る社会的孤立の果

ての死であることが問題。

• 世田谷区では毎年約400件の孤立死の内、80～100件を把握しているが

そのうちの6割の方が介護保険も保健福祉サービスも利用していない。

理由は、認知症や精神疾患が疑われ、サービスの利用申請できずにい

たり、サービス利用を「拒否」していた方が多いことが分かっている。

• 孤立死予防施策の充実も重要。
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２．仕事と介護・追い詰められる家族
－介護離職・虐待・介護殺人－

（１）要介護認定者の介護者の5割が子ども・通い介護は2割と推定・複数

介護もある（東京）

• 子と同居は約3割。要介護認定者の介護、子ども54.2％、介護職35.4％、配

偶者30.8％。（2020年 都・高齢者生活実態調査）

（２）共働き世帯７割－介護と仕事の両立できるか（全国）－

• 2000年介護保険制度開始数年前より共働き世帯が5割を超える。2020年共

働き世帯は68％。仕事と介護の両立が迫られる。

• ヤングケアラーも社会問題化（18歳未満の子どもの介護）、中学生の17人
に1人（5.7％）、高校生24人に1人（4.1％）（全国）（「ヤングケアラーの実体に関する

調査研究」令和3年3月 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）

（３）介護離職10万人
2007年14.5万人 2012年10.1万人 2017年9.9万人

（https://www.works-i.com/column/teiten/detail021002.html）

（４）擁護者による高齢者虐待減らず・1週間で約50件（東京）

・1週間に約70件の相談・通報があり、約50件が虐待認定されている。

・要因（複数回答）が護疲れ・ストレス56.9％、本人に認知症の症状56.6％

（都・Ｒ２年度 高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する法律に基

づく対応状況等に関する調査結果）
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（５）介護殺人・心中・年２０～３０件（全国）
－「疲れた」「楽になりたい」－

• 2006～13年で年間20～30件 。

（https://job.minnanokaigo.com/news/kaigogaku/no78/）

• 2020年上半期で15件で横ばい。 （https://kawai-corp.co.jp/blog2/1967/）

• 介護うつ4人に1人（2005年厚労省）

「介護保険制度の抜本改革
提言(案)」のポイント

2022年1月5日 森永伊紀（よしのり）
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本提言（案）の構成

１．はじめに

２．施行20年を経過した介護保険制度の問題点

３．介護保険制度の抜本的改革提言(案)
（１）介護保険制度の「抜本改革」案

－本来の社会保険への転換をめざす制度の「再設計」

（２）当面の「緊急改善」案

－現状の困難を打開するとともに、さらなる制度の後退を許さない－

４．おわりに

１．はじめに
〇2000年介護保険制度は、過酷な介護の解消のため「介護の社会化」を掲げて導入。
介護を必要とする誰もが必要な公的介護サービスを自由に選択できるはずだった。

〇新型コロナウイルス感染の拡大で「日本の社会保障制度の脆さ」があきらかに感染し
ても入院できない。またデイサービスやショートステイが休止・縮小されて通えない。
・ 介護人材不足、ぎりぎりの人員体制で感染対応が限界。

〇社会保障への公費負担を切り詰め、介護保険制度改悪し国民負担を強いてきた
結果。 政府は「自助」（自己責任）を前面に公的責任を放棄。

〇介護保険は憲法が規定する「健康で文化的な生活」を実現するための社会保障制
度に。

高齢化社会を支え、高齢者とその家族、地域の暮らしの豊かさを実現するため、施行
20年を経た今、「介護の社会化」を問い直し、介護改善運動を広げ、政府の姿勢・施策
を変えていくため介護保険制度抜本改革提言（案）を提起する。
多くの関係者・市民との意見交換で提言が深化させていきたい。
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２．施行20年を経過した介護保険制度の問題点

〇日本社会の思想には、介護をはじめとしたケア労働の専門性を認めず、
女性の仕事、子育てや家事をしながらできる、専門職でなくて良い、との見

方が根強くある。社会に必要不可欠な仕事であるにも関わらず、低賃金で恒
常的な人手不足をもたらしたまま、制度が形づくられてきている。

第１ 高すぎる保険料、利用料負担

〇2000年、介護保険開始当初は、基準額の全国平均2,911円（年間3.5万円）。

3年ごとの制度の見直しにより、第8期（2021～23年）6,014円（年間7.2万円）。

〇特養ホームなど介護施設の低所得者対策（補足給付）の厳格化・改悪

・ 食費や住居費（部屋代・水道光熱費含む）を全額自己負担（2005.10～）に。

低所得者対策（補足給付）が実施されたが、適用条件を厳しくし負担増に。

・ （2021年、低所得者対策改悪・第3段階の一部が利用料月額2.2万円引き上げ。

対象外で数万円の負担増。

「家族も介護サービス利用、癌で治療費かかり払えない（11.11介護相談会）」

〇今後、利用者負担を1割から原則2割への引き上げも検討。

・ 現在、65歳以上・9割が1割負担

（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング調査 H31.1 月介護保険事業報告より作成）

https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2019/07/seiken_190807.pdf
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第２ サービス利用が制限され自由に利用できない

〇特養ホーム入所基準が、原則「要介護１」から「要介護3」以上に

・ 要介護３は車いすレベル。要介護4・5は寝たきりレベル。

・ 歩けるが認知症で徘徊・暴力・昼夜逆転・便のなすり着け等の症状があり

、認知症加算が2段階ついたとしても、要介護４・５の認定となることは少ない。

・ 東京では、要介護4・5の認定がないと特養ホームにはなかなか入

所できない。

〇ヘルパー（訪問介護）のサービス時間が短縮され生活援助（家事援助）

の利用回数が制限

・ 健康な同居家族が居て介護できる場合は利用できなくなった。

（同居家族の生活援助利用制限）

・ ヘルパーの報酬は45分以上に短時間化され、実態は45分から60分のサービス提供。

・ 洗濯機を回して干す、買い物と調理を1回で行うのは難しい。

・ 生活援助の利用回数の多いケアプラン（例要介護１.27回以上）は市町村に届け

出て適正かどうか検証を受ける。

・ 加えて、ケアマネージャ－の事業所の全利用者の区分支給限度基準額の総額に対

し、全利用者のサービス費用の総額が７割以上」かつ「そのサービス費用の総額

に対して、訪問介護費の総額が６割以上」の事業所は市町村にケアプランを届け

出て検証を受ける。
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〇要支援・１・２のデイサービス・ヘルパーの担い手にボランティアを

導入（2017年総合事業）

・ さらに、2021年度より要介認定者の継続利用が可能に。

・ 厚労省は、一般介護予防事業について、通いの場に参加する高齢者の割合

を2025年までに8％にする目標を明記。

（2021.9.21地域支援事業実施要項改定）

・ コロナ禍、ボランティアの提供するデイサービスのほとんどは一時活動停止。

指定事業者のようにサービス継続義務なく、サービス利用中断。介護基盤とし

ての脆弱さが明らかに。

第３ 介護報酬が低く固定化され、事業所運営が難しい

〇「基本報酬」に加えて条件を満たせば「加算」（上乗せ）されるが、満たせない場

合「減算」（減額）制度が強められている。小規模事業所ほど影響は大きく、地

域に根づいて利用者を支えてきたヘルパー（訪問介護）やデイサービスなどの

事業所の存続が非常に難しくなっています。

・ 2020年、老人福祉・介護事業の倒産件数は118件。内訪問介護47.4％。休業・

解散は455件2021年倒産81件。（東京商工リサーチ）。
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第４ 介護労働者の高齢化が進み、

今後介護労働者がさらに不足が懸念

〇介護現場での「人手不足」「採用が困難」の 大の原因は、全産業

労働者の平均賃金より月額9万円（年間100万円以上）も低い賃金。

・ 介護福祉士養成校の定員2017-21の4年で18％減少し1.3万人、充足数55.1％。

・ 求人倍率。全職業平均は1.45倍だが、介護関係職種は4.20倍。

ヘルパーに限っては15.01倍（介護崩壊・マスコミ報道）。

・ 介護従事者の1割（12.2％）は65歳以上。

ヘルパーは4人に1人（25.6％）が65歳以上。

・ へルパーになる人よりヘルパーの離職率が採用率を上回る（0.6ポイント）

（2020年介護労働安全センター・介護労働実態調査）

〇2019年度から2025年度までに32万人（5.3万人/年））、

2040年度には69万人（3.3万人/年））の介護人材確保が必要（厚労省予測）。

・ 政府は、2022年2月から9月まで、財界の求めた3％以上の賃上げと並び、介護・保育職員等

の賃金を3％（平均9千円）引き上げる予算を確保。2022年10月に臨時に介護報酬改定を

行い、今後150億円程度が利用者負担となる。

・ 介護施設では、約7割（67.6％）が16時間以上の夜勤実施している。

（2020年介護施設夜勤実態調査・医労連）

・ 政府・規制改革推進会議で内閣府が提案。介護施設緒人員配置基準を現行の「3対１」

（入所者3人に対して職員一人、特養の実体は2対1・厚労省）から、センサー・インカム・

ロボット等の導入により「4対1」に後退させる議論が行われている。

大手有料老人ホームSONPOホールディンググループ櫻田CEOは「実現すれば2倍のマン

パワーを創出できる」。
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第５ 「自立」理念のすりかえ

〇必要なサービスを利用しながらその人らしく生活していく「自立」ではなく、

「自立＝サービスがいらない状態」とされた。介護保険からの“卒業”の強制が

横行。

〇「自立支援」等に成果を挙げた自治体に「成績」に応じて交付金を傾斜配分

（2017年改正）。

・ 給付の抑制に自治体を駆り立て競わせる仕組みであり、保険者機能自体を大

きく歪めるもの。

〇全世代型社会保障改革は、年金・医療・介護・働き方など各制度、世代に渡る

社会保障改悪。

・ コロナ禍で、介護事業所の人手不足・経営難等、政府の介護施策の脆弱性が

浮き彫りに。

３．介護保険制度の改革提言案

【１】介護保険制度の「抜本改革」案

－本来の社会保険への転換をめざす制度の「再設計」－

〇介護保険制度は、サービスの利用を抑え込む仕組みを組み込んで創設された。

・ 保険給付の上限設定。

・ サービス利用の増加や報酬引き上げが保険料引き上げにつながる。

・ さらに、社会保障改革推進法・関連8法（2012年）により、社会保障の財源は

消費税からとされる。
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介護保険制度の抜本改革提言（案）のポイント一覧

施行20年 現 状

自治体の責任
は要介護認定と
介護報酬の支
払いのみ

介護保険抜本
改革「再設計」

・「金銭給付」か
ら「現物給付」に
転換し必要充足
のサービスに
・国・自治体に介
護保障に 終
責任を持たせる

当面の
「緊急改革」

創設時立ち返り、
改悪部分をもと
に戻す

2024
年改正

〇「現物給付」により、介護が必要な時に必要なサービスが保障される「必要充足の現原

則」の保険制度 に転換させる。

・ 「現金給付」から、国・自治体が介護保障に 終責任をもつ「現物給付」方式に切り替

えが不可欠。

・ 医療保険は現物給付。治療や回復に必要と判断された分だけ医療が受けられる。

・ 現物給付により介護労働者は、アセスメント・判断・実施の一体提供という専門性が担

保担保される。現金給付における介護労働は商品であり、利用者を前にしていても契

契約内容以外の支援を、自ら判断・実施はできない。事前にプラン・契約内容の変更

が必要となっている。

〇保険財源に対する国庫負担（25％）大幅引き上げ。介護保険財政とは別立てで公費を

大胆に投入させる。

・ 2022年政府予算案107兆6千億円。介護総費用は13兆2890億円だが、介護費

国庫負担は3兆6003億円。防衛費は5兆4005億円。
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施行20年 現 状 介護保険抜本
改革「再設計」

当面の
「緊急改革」

2024
年改正

１．自立の
理念

①自己責任・介護
サービスが要らな
い状態が自立
②自治体に「自立」
を競わせる財政イ
ンセンティブ導入

②公的責任・必要な
サービスを利用し
その人らしく生活 ②自治体に「自

立」を競わせる財
政インセンティブ
を廃止

２．財源 国庫負担25％ 国庫負担大幅引き
上げ。保険料と給
付費が直接連動し
ない制度に抜本見
直し。

国 庫 負 担 割 合
50％に引き上げ

施行20年 現 状 介護保険抜本
改革「再設計」

当面の
「緊急改革」

2024
年改正

３．高すぎ
る保険料

①保険料2,911円
⇒6,014円

②保険料天引き

③国の保険料減
免措置なし
④未納・滞納者へ
の制裁措置あり

①所得に応じた定
率負担
①市町村民税非課
税世帯無料
※障害福祉サービ
スでは実施
②保険料保険料天
引き廃止
③保険料減免制度
の法制化
④制裁措置廃止

①公費投入し保
険料引き下げ
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施行20年 現 状 介護保険抜本
改革「再設計」

当面の
「緊急改革」

2024
年改正

４．高すぎ
る利用料負
担

①利用者負担1割
⇒2割・3割導入

②介護施設居住
費・食費を新たに
徴収

①利用料廃止

②必要な補償を行
う

①2割・3割負担を
1割に戻す

①利用料軽減措
置を講じる

②施設低所得者
対策「資産・配偶
者要件」の撤廃

原則2割
負 担 化
阻止

施行20年 現 状 介護保険抜本
改革「再設計」

当面の
「緊急改革」

2024
年改正

５．サービ
ス 利 用 制
限・自由に
使えない

①要介護認定によ
る保険給付の上
限設定
②認知症に低い要
介護認定

③特養ホーム入所
要要件・原則介護
1⇒3以上に変更

④ヘルパーの利用
回数の多いプラン
の届け出・検証。

①要介護認定・区
分支給限度額廃止

①区分支給限度
額大幅引き上げ

②認知症認定シ
ステム大幅改善
③特養入所・要介
護1以上に戻す

④ヘルパー利用
回数の多いプラ
ンの届け出・廃止
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施行20年 現 状 介護保険抜本
改革「再設計」

当面の
「緊急改革」

2024
年改正

６．介護報
酬低く事業
所運営難し
い

①サービス利用対
価（出来高払い）で
経営困難
恒常的で深刻な
介護人材不足

②コロナ感染対策
で支出増加

①人件費・必要経
費を保障

※介護保険以前
は、「公私格差是正
制度」により、福祉
施設の賃金は、公
務員に準じていた。
※ホームヘルパー
も介護保険開始数
年前まで、人件費
補助方式により、賃
金が保障され、雇
用は安定していた。

②感染対策費・利
用控え減収分を
公費で補填

施行20年 現 状 介護保険抜本
改革「再設計」

当面の
「緊急改革」

2024
年改正

７．介護労
働者のさら
なる不足が
懸念

①全労働者の平均
より月が9万円低

い賃金
②施設人員配置基
準3：1（実態２：１）
• 夜勤16時間連

続勤務
③人員配置基４：１
への引き下げ議
論開始
④人員配置基準
常勤換算

①専門性にふさわ
しい賃金

②人員配置基準の
大幅引き上げ

④常勤換算廃止し
正規雇用基本に

①賃金を全産業
平均以上に引き
上げ。財源は消
費税以外の国費
②介護従事者を
大幅に増やす

③人員配置基準
引き下げ阻止
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施行20年 現 状 介護保険抜本
改革「再設計」

当面の
「緊急改革」

2024
年改正

８．市町村
「総合事
業」

①要支援者への専
門職によるサービ
スを、介護保険給
付から 「総合事
業」に移す

②担い手にボラン
ティアによるヘル
パー・デイサービ
ス導入。
さらに要介護者に
対象拡大

②要支援１・２認定
者等を介護保険か
ら市町村事業に移
す

①専門職による
サービスを介護
保険給付に戻す

②要介護者に拡
大を撤回させる

要介護
1・2の生

活援助・
通所介
護の総
合事業
移行阻
止

施行20年 現 状 介護保険抜本
改革「再設計」

当面の
「緊急改革」

2024
年改正

９．〇ケア
マネジメン
ト業務の公
平・中立
①ケアマネ
事業所
②地域包
括支援セ
ンター運営
〇一般介
護予防事
業市

①介護保険会計

②市町村一般会計
⇒介護保険へ

市町村一般会計
⇒介護保険へ

①市町村一般会計
に移す
②市町村一般会計
に戻す

市町村一般会計に
戻す

ケアプラ
ン有料
化阻止
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施行20年 現 状 介護保険抜本
改革「再設計」

当面の
「緊急改革」

2024
年改正

１ ０ ．医療
系サービス

・ 訪 問 看
護・リハビリ

・施設医療
提供

医療保険
⇒介護保険サービ
ス

医療保険に戻す

施行20年 現 状 介護保険抜本
改革「再設計」

当面の
「緊急改革」

2024
年改正

１ １ ．基盤
整備

①特養建設等助成
制度の復活
②事業者参入困難
地域の財政支援強
化

・介護保険
利用が困
難な方
・介護保険
ではカ
バーできな
い支援

・制度開始当初に
あった、非該当者
に対する家事援助
サービス廃止
・生活管理指導員
派遣事業。全国に
わずかに残る。

公費による高齢者
福祉制度の拡充
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〇コロナ禍を通じて介護保険制度の脆弱性が明確になった。

〇2020年秋、厚生労働省は省令改正で総合事業を要介護認定者全体に広げ、

「介護保険からの卒業」そして「介護保険は使わせない」流れが強化されている。

〇政府は、介護保険制度の持続可能性を口実に介護保険を解体してきた。当事

者・家族は声を上げるのに困難も多い。諸団体、介護事業者など力を合わせて、

当事者の皆さんとともに世論作りと政府への働きかけを強めていきたい。

〇政府は自己責任を基本とする社会への変質を進めており、介護保険制度で

も「自立」「介護保険からの卒業」が強制されていくことは明らか。

〇憲法の目指している権利としての介護保障、権利としての社会保障の実現の

ため、介護改善運動の「羅針盤」となるよう、「介護保険制度の抜本改革提言

(案)」を議論し深めてもらいたい。
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介護保険制度を改定するなかで

現場では何がおきているか

2022年2月5日 介護をよくする東京の会

ケアサポートセンター千住 石田美恵
20XX 介護をよくする東京の会 1

介護保険料の値上げ
40歳以上になったら毎月支払う

介護保険料の
　　全国平均

2000年～2003年 第1期 ¥2,911
2004年～2006年 第2期 ¥3,293
2007年～2009年 第3期 ¥4,090
2010年～2012年 第4期 ¥4,160
2013年～2015年 第5期 ¥4,972
2016年～2018年 第6期 ¥5,514
2019年～2021年 第7期 ¥5,869

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期

2000年

～2003

年

2004年

～2006

年

2007年

～2009

年

2010年

～2012

年

2013年

～2015

年

2016年

～2018

年

2019年

～2021

年

¥2,911 

¥3,293 

¥4,090 

¥4,160 

¥4,972 

¥5,514 
¥5,869 

第8期保険料低額保険者 高額保険者
・ 北海道 音威子府村 3300円 ・東京都 青ヶ島村 9800円
・ 群馬県 草津町 3300円 ・秋田県 五条目町 8300円
・ 東京 小笠原村 3374円 ・福島県 葛尾村 8200円
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介護保険制度の改悪
• 2005年 介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設など）の
居住費（家賃や光熱水費）食費を自己負担へ

• ショートステイ（短期入所生活介護、短期入所量代介護）の滞在費や食費を
自己負担へ

• デイサービス（通所介護）、デイケア（通所リハビリ）の食費を自己負担へ
•予防給付（要支援）の創設
• 2007年同居家族がいる場合の訪問介護（生活援助）の利用に規制をかけた。
厚労省は同居家族がいるだけで判断はするなと文書を出したが、「同居家族がい
るので生活援助は自費で」

一つ一つあげているときりがない……。

2019年 2021年

デイサービス デイサービス

個別機能訓

練56 個別機能

訓練86

476407
口腔機能向上

150 口腔機能向上
160

科学的介
護推進加
算40

613円 762円
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2019年 2021年

16692単位 16692単位

餃子が入らない！

2021年

16692単位

飛び出たギョーザの支払いは
自己負担になる！

300円の餃子が3000円！

•加えて、財務省はケアプランを有料化にこだわり、
実現させようとしている！

• ケアプラン有料化というのは、
ケアマネジャーがケアプランを
作成して国から頂いている、
要介護度別の料金を利用
者の負担にするということ。
現在は要介護度で金額が
決まっているが、一律5000
円にするとか、介護度別にす
るとか…。
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これ以上、利用者の自己負担を増やしてはダメ！
ケアプラン有料化にしたら、必ずサービス利用を制限する方が出てくる。
介護保険制度は公的な制度だったはず。相談業務に利用者がお金を払う事
だけは避けたい。
国は、2021年11月19日の閣議決定において、「保育士等・幼稚園教
諭、介護・障害福祉職員」を対象に、「収入を３％程度（月額9000
円）引き上げるための措置」を「新しい資本主義」の経済対策の一
環として打ち出した。これにケアマネジャーは入っていない。コロ
ナワクチンの優先接種の対象にもケアマネジャーは入っていなかっ
た。このままでは、ケアマネジャーのなり手がいなくなる。
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「介護保険制度の抜本改革提言(案)」 

 

2020 年 12月 2 日 

中央社会保障推進協議会 

運営委員会 

 

本提言案の構成 

1. はじめに 

2. 施行 20年を経過した介護保険制度の問題点 

3. 介護保険制度の抜本的改革提言(案) 

(1) 介護保険制度の「抜本改革」案－本来の社会保険への転換をめざす制度の「再設計」  

(2) 当面の「緊急改善」案－現状の困難を打開するとともに、さらなる制度の後退を許さない 

4. おわりに 

 

1. はじめに 

新型コロナウイルス感染の拡大で「日本の社会保障制度の脆さ」があきらかになりました。医療施

設と共に、介護分野でも高齢者施設でクラスターが発生し、感染しても入院できない、またデイサー

ビスやショートステイが休止・縮小されて通えなくなるなど、多くの問題が明るみになりました。ひ

たすら効率だけを追い求め、社会保障への公費負担を切り詰め、介護保険制度改悪して国民負担を強

いてきた結果がこれです。そして新しく誕生した菅内閣は、「自助」を前面に公的責任を放棄し「自分

のことは自分」でやれと国民に強いています。 

2000 年介護保険制度は「介護の社会化」を掲げて導入されました。介護心中・介護殺人、介護離

職、認知症での家庭崩壊など介護をめぐる厳しい現実が改善されるとの期待する声が多くありまし

た。私たちは、高齢になっても一人ひとりが人間らしく豊かに、そして何よりも尊厳をもって暮らし

ていくことを期待していました。しかし、現実はその国民の期待に応えるものとなっていないのでは

ないでしょうか。介護を必要とする誰もが必要な公的介護サービスを自由に選択できるはずだった介

護保険の当初の理念は、忘却の彼方となっているのではないでしょうか。介護保険施行後 20 年を経た

今、もう一度、目指した「介護の社会化」とは何だったのか問い直したいと思います。 

介護保険制度は、高齢化社会を支え、高齢者とその家族、地域の暮らしを豊かにする社会保障制度

でなければなりません。憲法が規定する健康権を実現し、健康で文化的な生活を実現するための制度

としての機能を取り戻さなければなりません。私たちは介護改善運動を大いに広げ、世論を呼び起こ

し、政府の姿勢・施策を変えていくためにこの「介護保険制度の抜本改革提言(案)」を提起します。   

20年を過ぎた介護保険制度の問題点、その抜本的な改革の方向性について私たちの考え方を示して

いますが、高齢者の皆さん、介護の当事者の皆さん、介護従事者・事業者、そして多くの国民・市
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民、介護保険や社会福祉に携わる行政の方々等とともにさらに意見交換し本提言案の内容を深化させ

ていきたいと思います。手を携え、国民の願う真の「介護の社会化」を実現していきましょう。 

 

2. 施行 20年を経過した介護保険制度の問題点 

 

現状の介護保険制度は、憲法で保障された「健康で文化的な」介護の制度とはとは大きく乖離をし

ています。高齢者が日々暮らしていく上で欠かせない介護サービスが充たされていないこと、そして

個々人の負担能力を超えた負担が強制されることにより十分な介護サービスを受けることができない

制度になっています。その底流にある日本社会の思想には、介護をはじめとしたケア労働の専門性を

認めず、女性が担当する仕事、子育てや家事をしながらできるものとの見方が根強くあります。そう

した中、専門職でなくても良い、社会の維持に必要不可欠な仕事であるにも関わらず、低賃金で恒常

的な人手不足をもたらしたまま介護職の地位を低くみる傾向があり、制度が形つくられてきているこ

とを重要視する必要があります。 

 

 第 1 の問題点は、高すぎる保険料、利用料負担の問題です。当初は国民の反発を抑えるために低く

抑えたものの、3年に一度の「介護保険事業計画」見直しごとに上がり続けています。現在、全国平均

でも基準保険料 5,869 円(月額)と高くなっていますが、政府はこれまで利用サービスを抑制つつ、保険

料を上げる改悪を進めてきました。多くの利用者は、介護保険料が天引きされ残りの年金でどれだけ

の「利用料」を負担できるか心配しながらサービスを利用することになります。また、特別養護老人

ホームなどの施設では、低所得者の利用料負担を低減する「補足給付」の制度も、適用要件が厳しく

なり負担が増してきています。今後、利用料負担を 1 割から原則 2 割にしていくことも企図されてい

ます。 

 第 2 に、利用するサービスが制限され自由に選択ができなくなってきています。「要介護認定」によ

り、利用者自身・その家族が必要とするサービスが受けれないとの悩みがあります。特別養護老人ホ

ームは、「要介護 3」以上でないと原則入所できない、訪問介護サービスの時間が短縮され生活援助の

利用回数の上限が設定される、2017 年からは「介護予防・日常生活支援事業(総合事業)」が全国的に

開始され「要支援 1、2」の方々のデイサービスや訪問介護はボランティアへ移行していく、さらに

2020 年には、総合事業の対象を「要介護認定者」全体に広げることを打ち出しました。認知症の方の

要介護認定が低く出る傾向があり、家族が必要だと思うサービス量とのギャップがあります。政府・

厚労省は、より重度の高齢者に介護サービスの利用を重点化するとして、比較的軽度の方々のサービ

ス利用を抑制し効率化を図っていく考えと説明していますが、「介護保険は使えなくなる」との危惧が

広がっています。そして、65 歳で障害者が要介護認定に申請をしないことを理由に障害福祉サービス

の更新を却下する問題があるとともに、中軽度の障害福祉サービスから外されていく問題も重要視し

ていく必要があります。 
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 第 3 に、介護サービスを提供する介護事業所は、介護報酬が低く固定化され、事業所運営が厳しい

状況になっています。特に、過去最大級のマイナス改定となった 2015 年介護報酬改定の影響は大き

く、倒産に至る介護事業所が急増しました。「基本報酬」に加えて条件を満たせば「加算」（上乗せ）

されますが、満たせない場合「減算」（減らされる）制度が強められてきています。小規模事業所では

その影響は大きく、地域に根づいて利用者を支えてきた訪問介護やデイサービスなどの事業所の存続

が非常に難しくなっています。 

第 4に、介護労働者の高齢年齢化が進み、今後介護労働者がさらに不足していくことが懸念されて

います。根本的問題は賃金が低く抑えられていて、介護労働者の賃金は全産業労働者の平均賃金より

月額 9 万円も低いとの統計があり、このことが介護現場での「人手不足」「採用が困難」の最大の原因

ともなっています。また、人員配置基準によって各施設の介護体制が定まりますが、法定の基準では

十分な介護ができない現実があります。若い皆さんが希望をもって働けない職場に未来はありませ

ん。外国人労働者の活用を政府は企図していますが、「2025 年度末までに約 55 万人、年間 6万人程度

の介護人材を確保する必要がある」との厚生労働省の予測にこのままでは対応できる見通しが立って

いません。新型コロナウイルス感染でのデイサービスなどの自粛の背景にはこうした実情もあるので

す。 

第 5に、重要な問題として、「自立」理念がすりかえられたことがあげられます。必要なサービスを

利用しながらその人らしく生活していくという意味合いの「自立」ではなく、「自立＝サービスがいら

ない状態」とされました。そのことにより「尊厳の保持」抜きの「自立支援」（介護保険からの“卒業”

の強制）が横行しており、総合事業をはじめ、軽度給付の縮小・切り捨てを加速させる流れがつくら

れています。そしてそれを推し進めていくためにも、財政インセンティブの導入です。2017年法「改

正」で、「自立支援」等に成果を挙げた自治体に「成績」に応じて交付金を傾斜配分する「保険者機能

強化推進交付金制度」が創設されてきました。給付の抑制に自治体を駆り立て、競わせる仕組みであ

り、保険者機能自体を大きく歪めるものです。 

 

 さらに、現在議論が進められている全世代型社会保障改革は、「働き方も含めた改革を正にパッケー

ジ」として行い、年金、医療、介護、働き方など各制度全般にわたって改悪し、全世代に「負担増と

給付の削減」を強いるものです。高齢者をターゲットに負担増を迫り、高齢者の負担増をてこに「現

役世代」にも負担増を迫る、そして全世代に社会保障の給付を削減していく「全世代型」の社会保障

改悪です。今後引き続き、利用する介護サービスは縮小され、介護保険料は引き上げられ続けるとい

うまさに「保険あって介護なし」の改悪が強められていきます。 

2020 年の新型コロナウイルス感染拡大は、経営難、人手不足で疲弊しきっていた介護事業所、介護

従事者を直撃しています。マスク、ガウンなどの物資の不足、根本的には日常的にも不足していた厳

しい職員体制の中、職員は「いつ感染するか」「感染させてしまわないか」という強い不安と緊張を抱

きながら介護にあたり、利用者も不安な日々を送っています。コロナ禍を経験し、政府の介護施策の
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脆弱性、弱体化が浮き彫りなった今こそ、もう一度原点に立ち返り、抜本的な改革の方向性をご一緒

に探っていきたいと考えます。 

 

3. 介護保険制度の改革提言案 

 

(1)介護保険制度の「抜本改革」案－本来の社会保険への転換をめざす制度の「再設計」      

 

 介護保険制度は、「介護の社会化」という大きな期待を背負いつつも、利用者（受益者）負担、保険給付の上限設

定（支給限度額）をはじめ、出来るだけサービスの利用を抑え込む仕組みを組み込んで創設されました。施行後は、

政府による相次ぐ制度の見直しによって、利用者負担は引き上げられ、サービスは削られ、事業所に支払われる介護

報酬は低く抑え込まれる一方、介護保険料は右肩上がりに上昇を続けています。 

 こうした経過の中で利用者や介護現場での様々な困難が広がっており、さらに介護保険自体が、①「保険あって介

護なし」という制度の機能不全、②打開を見通せない深刻な介護の担い手不足、③保険料の支払い困難がまねく財

政破綻－という危機的な状況に直面しています。 

 高齢化の進展に伴い、介護の需要は今後いっそう増大していきます。いま必要なのは、創設時に立ち返った介護

保険制度の立て直し＝「再設計」です。憲法 25条を土台にすえ、介護が必要な時に必要なサービスが保障される「必

要充足の原則」を貫いた「本来の社会保険」へと転換させることが必要です。そのためには、利用者・事業所の直接契

約に基づくサービス費補償方式（現金給付）から、国、自治体が介護保障に最終責任をもつ現物給付方式に切り替

えることが不可欠です。その裏付けとなる財政措置の強化（保険財政に対する国庫負担割合を大幅に増やす、介護

保険財政とは別立てで公費を大胆に投入する）も必要です。 

 

（１） 給付と負担のあり方に関わること 

① 介護保険料について 

○ 逆進的な定額負担ではなく、所得に応じた定率負担制に切り替える。市町村民税非課税者から保険料を徴収しない 

○ 年金天引き制度（特別徴収）、未納者・滞納者に対する制裁措置を廃止する 

○ 介護保険料の減免制度を法定化する 

 

② 利用者負担について 

○ 利用料は廃止する 

○ ホテルコスト（居住費・食費）については、施設への入所やサービス利用に支障を来さないよう必要な補償を行う 

 

③ サービス利用の仕組みについて 

○ 現行の要介護認定制度は廃止する。要支援・要介護度ごとに設定された保険給付の上限（区分支給限度額）は撤廃

し、利用者の介護の実態に見合った給付内容を保障する 

○ 利用するサービスの内容については、ケアマネジャーの裁量を高め、ケアマネジャーと本人、家族が協議して決定す

ることを基本とする仕組みに改める。その際、市町村は必要十分なサービスを確保できるよう責任を果たす 

 

④ 給付の体系について 
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○ 訪問看護、リハビリテーション等の医療系サービス、施設での医療提供については医療保険に戻す 

○ マネジメント業務（「公平・中立」が要請される居宅介護支援、介護保険対応にとどまらない役割をもつ地域包括支

援センター）は、介護保険から切り離し一般財源化を図る 

○ 一般介護予防事業は、介護保険から切り離し保健事業に移す 

 

（２） サービス提供のあり方に関わること 

① 介護報酬について 

○ 介護報酬をサービス利用の対価ではなく、「介護の質の維持・向上」「経営の安定性・継続性の担保」「働き続けられ

る労働環境の確保・維持」「感染症・自然災害等への適切な対処」等が可能となるよう、人件費をはじめとする必要経

費の補償を行う考え方に改める 

○ 基本報酬の底上げを図る。その上で、加算については政策誘導の手段ではなく、事業所の特徴的な取り組みを評

価する内容に改める 

○ 改定に際しては介護事業所の経営実態を適切に反映させる 

 

② 介護従事者の処遇改善・職員確保について 

○ 介護の公共性をふまえ、すべての介護従事者の賃金をその専門性にふさわしい水準を確立し引き上げる 

 

○ 行き届いたケアの実現、ケアの質の向上、実務負担の軽減、感染症・自然災害等の備え等が可能となるよう、現行

の人員配置基準を大幅に引き上げる 

○ 正規雇用を基本に、実効性のある職員確保対策を講じる。常勤換算方式は廃止する 

○ 養成施設に対する支援を強化する 

 

③ 介護サービス基盤整備に関して 

○ 特養建設等に対する助成制度の復活、民間事業所の参入が困難な地域における市町村直営事業への支援な

ど、介護サービス基盤整備に対する国の財政支援を抜本的に強化する 

○ 地域の実情に応じ、感染症・自然災害を想定した緊急時の介護サービスの提供支援体制を構築する 

○ 多様な事業者によって介護サービスが提供されることを前提に、介護の公共性が確保される仕組みをつくる 

 

（３） 制度理念について 

○ 「自立」の理念について、「介護サービスが要らない状態」ではなく、「必要な介護サービスを利用しながら、その人

らしく生活すること」に改める 

 

（４） 財政運営・保険者のあり方について 

○ 介護保険料と給付費が直接連動しないよう、財政運営や保険者のあり方を抜本的に見直す 

 

（５） 国・自治体（保険者）のサービス保障責任について 

○ 利用者・事業者の個別契約に基づくサービス費補償方式（現金給付）から現物給付方式に切り替え、国・自治体

（保険者）が介護サービス保障に最終責任を負う制度に転換する ※。 
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※＜解説：サービス費補償方式（現金給付）と現物給付方式＞ 

  個別契約に基づくサービス費補償方式（現金給付）か、現物給付方式かの問題は制度の根幹に関わる問題です。 

  医療保険では、保険者（健保組合など）が医療機関を通して医療を患者に現物として提供します。それに対して介護保険は、利

用者と事業所との契約に基いて、保険者（市町村）がサービス利用に必要な費用の 9 割分（利用料 1 割負担の場合）を利用者に

直接支給します（介護保険法 41 条等）。利用者は 9 割分の費用に残り 1 割分の利用料を加えて事業者に支払うことでサービスの

提供を受ける（「購入する」）ことになります。ただし煩雑さを回避するために、実際はそのサービス費用を介護報酬というかたちに

変えて事業者が受領します（代理受領）。 

  つまり利用者と事業所との関係では、利用者は費用の対価として現物のサービス（訪問介護など）を受け取る形になりますが、保

険制度のもっとも基本な関係となる保険者（＝市町村）と被保険者（＝利用者）との間では、サービス費用の授受（現金給付）の関

係になることがポイントです。 

  そのため保険者である市町村は、介護サービス費用を支給する責任は負うものの、そのサービス費が必要十分な水準か、その

サービス費を使って利用者が必要なサービスを利用できているのかにまで関知する必要はありません。この点に現在の介護保険

が公的責任の度合いが薄く、「必要充足」原則から乖離した制度となっている根本的な原因があります。 

保険給付の上限が金額として自在に設定可能なのも（区分支給限度額）、介護職員の処遇改善部分を報酬上加算として切り分け

られるのも（処遇改善加算）、医療保険と異なり、サービス費を支給する方式（現金給付）だからです。 

 同じ社会保険でありながら、必要な医療（医師や看護師などの人件費をふくめて）が丸ごと提供される現物給付の医療保険と大

きな違いがあります。 

 

（6）関連する制度の見直しについて 

○ 様々な事情で介護保険の利用に困難を抱える高齢者への対応や、介護保険給付ではカバーできない支援を可

能とするために、公費による高齢者福祉制度（現行老人福祉法）の拡充を図る 

○ 「介護保険 65 歳優先原則」を規定した現行障害者総合支援法第 7 条を廃止する 

 

 

 (2)当面の「緊急改善」案－現状の困難を打開するとともに、さらなる制度の後退を許さない    

 

 当面の課題は、利用者、事業所、介護従事者が現状で抱えている困難を早急に打開するための制度の緊急改善

をはかることです。これまで政府が進めてきた給付削減・負担増の制度見直しは利用者・家族に深刻な介護困難・生

活困難をもたらしています。重い利用料負担のため必要な介護サービスの利用を断念するケースはあとをたちませ

ん。家族の介護を理由に仕事を辞めざるを得ない「介護離職」は毎年 10 万人前後で推移しています。「介護心中・介

護殺人」と称される痛ましい事件もたびたび報じられています。高齢者の生活を支える介護事業では、厳しい経営難

と深刻な人手不足が続いています。 

 また、強い反対の声を前に先送りとなった「ケアプランの有料化」「要介護１、２の訪問介護等の地域支援事業への

移行」などの見直し案は、3 年後の「改正」において「引き続き検討する」とされています。これ以上制度を後退させるこ

とは絶対に許すことはできません。 

 

（１） 介護保険制度の緊急改善 
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① 費用負担について   

○ 利用料の 2 割負担、3 割負担を 1 割に戻す。低所得者を対象とした利用料の減免措置を講じる 

○ 補足給付（低所得者＝市町村民税非課税者を対象とした施設等の入居費・食費の負担軽減制度）の「資産要件」

「配偶者要件」を撤廃する。認知症グループホーム、特定施設に対象を拡大する。2021 年 8 月から実施が予定されて

いる補足給付の新たな見直し（食費の引き上げなど）の実施をとりやめる 

○ 公費を投入して介護保険料を引き下げる 

 

② 認定システム、保険給付の上限について 

○ 軽度に判定されやすい認知症など、個々の状態が正確に反映されるよう認定システムの大幅な改善を図る 

○ 区分支給限度額を大幅に引き上げる 

 

③ 給付、サービス基盤の整備について 

○ 総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）の「従前相当サービス」を保険給付（現行予防給付）に戻すこと。要

介護者（要介護１～５）に対象を広げる「弾力化」は撤回する 

○ 特養の入所対象を要介護１以上に戻す 

○ 生活援助を「一定回数以上」利用する場合のケアプランの届出制を廃止する 

○ 福祉用具貸与について、貸与価格の上限設定をとりやめる 

○ 特養などの施設建設や地域密着型サービスの整備に対する財政支援を強める 

 

④ 介護報酬について 

○ 介護報酬の土台となる基本サービス費（基本報酬）の大幅な底上げを図る 

○ 新型コロナウイルス感染症に伴う新たな事業環境（「密」の回避など）にふさわしい報酬・諸基準に見直す 

○ 改定に際しては小規模事業所などの経営実態を適切に反映させる 

○ サービス利用に支障が生じないよう、利用料の負担を軽減させる措置を講じる 

 

⑤ 介護保険財政について 

○ 以上の制度改善、高齢者の介護保険料負担の軽減を実現するために、保険財政における国庫負担割合を大幅に

引き上げる（当面 5 割まで引き上げる） 

 

（２） 介護従事者の処遇改善、働く環境の整備 

○ 介護施設・病院等の就業場所や職種を問わず、すべて介護従事者の給与を少なくとも全産業平均水準まで引き

上げる。その財源は消費税以外の国費で賄う 

○ 介護従事者を大幅に増やす。介護ロボット、ＩＣＴの導入による人員配置基準の緩和・削減を行わない 

 

（３） 保険者機能に関すること 

○ 介護給付費の削減を目的にした「適正化」事業を廃止する 

○ 保険者を給付の抑制に駆り立て、競わせる保険者機能強化推進交付金制度、保険者努力支援制度など財政インセ

ンティブ政策を廃止する 
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○ すべての自治体に介護・福祉行政を担う専門職を配置する 

 

（４） 新型コロナウイルス感染症への対応－現状の困難の打開と今後の備え 

○ 衛生用品・防護具の安定的な供給、介護従事者・利用者・家族に対する必要なＰＣＲ検査の迅速な実施、介護従

事者への支援など、新型コロナウイルス感染症に対する対策を強化する 

○ 介護事業所での感染対策に伴うかかり増し費用、利用控えによる減収分を公費で補填する 

 

（５） これ以上の制度の後退を許さない～次期の見直し（２０２３年法「改正」）に向けて 

（以下の見直し案を検討・実施に移さない） 

＊ 被保険者・受給者範囲の見直し（被保険者の年齢を 30 歳以上に引き下げ） 

＊ ケアプランの有料化 

＊ 要介護１、２の生活援助、通所介護等の地域支援事業への移行 

＊ 多床室の室料負担の拡大（老健、介護療養、介護医療院の多床室での居住費徴収） 

＊ 補足給付の資産要件拡大（預貯金だけではなく、固定資産税の申告に基づく不動産の評価を追加） 

＊ 現役並み所得、一定以上所得の判断基準の見直し（利用料 2 割、3 割の対象拡大） 

 

4. さいごに 

介護保険法が１９９７年１２月に成立し、２０００年４月からの実施を前にして関係者や国民から

不安や負担増を懸念する声が上がり、見直しを求める運動は粘り強く広がってきました。中央社保協

は当初から介護保険の持つ問題点を具体的に明らかにしながら、対政府・国会に対する運動と各自治

体に対する改善要求の取り組みをすすめてきました。 

介護保険開始以降この 20 年の中で、そしてこの間のコロナ禍を通じて介護保険制度の脆弱性がいよ

いよ明確になってきました。2020 年秋、厚生労働省は省令改正で総合事業を要介護認定者全体に広げ

ようとしています。「介護保険からの卒業」そして「介護保険は使わせない」流れが強化されているも

のと感じます。もう黙ってはいられない！そんな思いを持たれているのではないでしょうか。 

政府は、これまで介護を必要とする高齢者をはじめ私たち国民の実態や意見にどれだけ向き合って

きたでしょうか。介護保険制度の持続可能性を口実に、国民の介護や暮らしの持続性は後景に追いや

り介護保険を解体してきました。当事者である高齢者自身が声を上げるのには困難も多く、また介護

する家族の多くも一人で介護を背負い込み孤立しています。介護改善運動に取り組む諸団体、介護事

業者など力を合わせて、当事者の皆さんとともに世論作りと政府への働きかけを強めていきたいと考

えています。 

2020 年 9 月に発足した菅内閣がさらに進めようとしている「自助・共助・公助、そして絆」の社会

は、自助を基本とする自己責任の社会であり、社会保障・社会福祉に対する政府の責任を放棄する社

会でもあります。介護保険制度においても「自立」「介護保険からの卒業」が強制される社会へさらに

突き進んでいくことは、これまでの施策で明らかではないでしょうか。 
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「介護保険制度」で本当に国民が願う介護が実現するのか、との意見もあります。今回は現在の保

険制度を前提にその改革のための提言案を提案していますが、「高齢」といういわば「リスク」を抱え

た方々を主たる加入対象とする保険制度の「限界」についての指摘もあります。介護保険の根本的な

矛盾や本来求められる高齢者介護の制度的保障のあり方、改革の方向についても、今後議論し共有し

合うことが大切になっていると考えます。そして、改革のための財源についても、議論を深め一致点

をつくることが必要です。 

私たちは、日本国憲法の目指している権利としての介護保障、権利としての社会保障の実現へむけ

てご一緒に考えていきたいと思います。そして、介護保険改善の運動においても広範な団体・個人の

皆さんと連携を広げ深めていくための一助になるよう、介護改善運動の「羅針盤」となるよう、ぜひ

この「介護保険制度の抜本改革提言(案)」について意見交換や議論で深めていただけますように呼びか

けます。 

 

以上 







  

介護の未来を、 

なかまと共に。あなたと共に。 

東京 

ヘルパー労組 

東京地方医療労働組合連合会 

東京都台東区入谷 1-9-5 日本医療労働会館 6 階 

TEL 03-3872-7191 

FAX 03-3876-3173 

メール mail@tokyo-iroren.net 

東京ヘルパー労組の目的 

「ひとりぼっち 

のへルパー」 

をなくそう 

介護の専門職

として 

安心して介護

が受けられる

制度へ 

なかま同士の

支え合い 

東京ヘルパー労組は、登録型ヘルパーな

ど 1 人で働くヘルパーが孤立して、悩み

や不安をひとりぼっちで抱えるようなこ

とが起きないように、1 人からでも加入

できるように発足した労働組合です。 

ヘルパーは介護の専門職です。1 人ひと

りのヘルパーが専門職として必要な知

識・技術を取得できる学習会やヘルパー

同士の経験交流を通してヘルパーのスキ

ルアップを促進します。 

東京ヘルパー労組にはなかま同士の支え

合いで作る共済制度があります。共済を

活用すれば、万が一の備えや家計の助け

にもなります。 

ヘルパー労組は、制度改善の要望を介護

労働の現場から提言し「安心して介護が

受けられる制度」の実現を国や自治体に

求めています。 



 

東京ヘルパー労組に加入すると 
東京ヘルパー労組 

加入申込書 

私は東京ヘルパー労組に加入します。 

20  年  月  日 

氏名           生年月日   年  月  日 

住所                          

電話           ・ＦＡＸ           

メールアドレス                     

職場           職種             

組合費区分 

□ ５００円  ： 月収５万円未満の方 

□ １０００円 ： 月収５万円以上１０万円未満の方  

□ １５００円 ： 月収１０万円以上の方 

  
※組合費には慶弔・交通共済の掛け金４００円（各２口） 

及び口座引落し手数料１００円を含みます 

以下の慶事・弔事に給付があります 

交通事故(自転車事故含む)の場合に給付があります 

死亡（本人･配偶者･子･親） 6,000円～200,000円

住宅災害(火災による災害） 60,000円～200,000円

住宅災害(火災以外の原因） 6,000円～60,000円

障がい給付(重度障がい） 60,000円

傷病給付(14日以上休業） 15,000円

結婚給付 16,000円

銀婚給付 10,000円

出産給付(配偶者の出産含む） 6,000円

入学給付(子の小･中学校入学） 5,000円

卒業給付(子の中学校卒業） 5,000円

退職給付（組合員歴3年以上） 5,000円

　　　　（組合員歴20年以上） 10,000円

死亡給付(交通事故から180日以内の死亡） 4,000,000円

後遺障がい(交通事故から180日以内の障がい) 160,000円～4,000,000円

入院給付(交通事故から180日以内の入院) 日額6,000円

休業給付(交通事故から180日以内の休業) 日額3,000円

他にも組合員が入れる安心保障の共済がいっぱい 

セット共済 

掛金は年齢に関

わらず一律なの

に保障は充実。

「休業保障」は強

い味方！ 

火災共済 

安い掛金で再取

得価格での保障。 

地震特約もあり

ます。 

団体割でお得な掛金。24

時間事故受付 

自動車共済 

自転車保険 

本人加入で同居家族も保障。 

示談交渉サービス付き 
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介護で働く 
あなたのための ヘルパー講座 

今回のテーマは… 

毎月開催しているヘルパー講座。12 月のテーマはレクレーションとしても、リハビリを兼ね

た作業としても施設の飾りつけにも活用できる折り紙！現役介護福祉士で、日本折紙協会認定

講師の馬場園愛恵さんにお越しいただき、東京労働会館（大塚）で開催しました。 

久々の折り紙にわくわく 

 普段なかなか触れない折り紙に、参加者も

わくわくしながら受講しました。様々な介護

事業所で利用者・職員に講座を行っている馬

場園先生からとても丁寧に教えていただき、

季節に合わせたサンタやクリスマスツリー、

達磨にコマなどを作成。利用者と一緒に行う

時のポイントなども教えていただき、無事全

員がかわいい折り紙を完成させました。 

どや顔の集合写真。一番右が馬場園先生。 

意
外
と
苦
戦…

。 

先
生
、
ヘ
ル
プ
ミ
ー
！ 
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わ
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次回ヘルパー講座ご案内 

テーマ 福祉用具展覧会 

2022 年１月９日(日) 
13：00～15：00 
場所：日本医療労働会館/月替お土産：おはぎ 



 

電動リクライニング車椅子 マルチポジションベッド 

移乗サポートロボ≪HUG≫ 
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「これ、介護の現場にホントに欲しい！」 
 2022 年 1 月 9 日(日)医療労働会館の２階会議室にて 

第４回～介護で働くあなたのための～ヘルパー講座 

【福祉用具展覧会】を行い、参加は講師含め 3 組合 11 名でし

た。講師として、福祉用具プランニングの田中幸治さんとフラ

ンスベッドから岡部さんと飯田さんにお越しいただきまし

た。フランスベッドの一押し商品≪マルチポジションベッド

≫は、寝たまま電動で頭が上がり・足が下がり・立ち上がるま

での動作の補助をしてくれます。また、ステップに足を乗せた

まま立ち上がっても転倒のリスクの少ない車椅子や電動リク

ライニング車椅子・様々な移乗補助具などを丁寧に説明して

いただきました。その他、移乗サポートロボ≪HUG≫を持ち

込んで、最新の福祉用具に寝たり・座ったり・乗ったりと体験

型の展覧会となりました。 

 

参加者からは、福祉用具の発展に驚きの声があがっていまし

た。転倒リスクの少ない車椅子では「認知症の方には必要」と。

移乗サポートロボには「これ介護の現場に欲しい」との声があ

がりました。また、月替わりお土産の＜おはぎ＞を食べながら 

 交流した際は、障害者福祉に関わ

る方から、「障害の分野では、ま

だまだ使いづらい制度の部分が

ある。ほとんどが購入しないとい

けない現状では、実用的でない部

分が多い。」と課題も見えていま

す。講座を通じて、今後も交流を

深めていきたいです。 

 

 

   ～介護で働くあなたのための～ヘルパー講座 

第５回は学習会 

「介護職の賃金・9,000 円/月・ホントに上がるの？」 

講師：久保 遼太郎 氏（東京医労連・執行委員） 

 



～ 介 護 で 働 く あ な た の た め の ～
ヘ ル パ ー 講 座

第 ５ 回 は 学 習 会

学習会講師：久保 遼太郎　氏  (東京医労連執行委員)

介護職の賃金
9,000円／月

ホントに上がるの？

場所：東京労働会館・地下会議室
(地図裏面)

日時：2月13日(日)13：00～15：00

東京ヘルパー労組



問い合わせ：東京医労連事務所／担当：松﨑・青山
TEL：03－3872－7191／FAX：03－3876－3173

メール：mail@tokyo-iroren.net

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月替わりお土産は・・・
たい焼き♪

参加費：組合員無料／その他500円
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各分科会とも会場＋Ｗｅｂで行います。各分科会の個別チラシや、詳しい情報は、東京の 

つどいのサイト http://koureiki.main.jp/html/t/tokyo.html から見られます。→ 

会場参加者のみ資料代５００円、Ｗｅｂ参加は無料です。 

分科会ごとに申し込み方がちがいます。ご注意下さい。  

（水）14：00～17：00 ラパスビル 3F 研修室 
定員 Zoom参加 100名 会場参加 30 名 

 

（土）14：00～16：00 ラパスビル 7F ラパスホール 
定員 Zoom参加 100名 会場参加 60 名 

 

（土）13：30～16：30 北多摩西教育会館 3F 大会議室 
定員 Zoom参加 100名 会場参加 80 名 

 

主催＜第３４回日本高齢者大会と第 3１回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどいを成功させる東京実行委員会＞ 

問合せ＜東京高齢期運動連絡会＞tokyo.koureiki@gmail.com ・ ０３-５９５６-８７８１ 

 

氏名･所属･連絡先・Zoom または会場

を記入して FAX 03-5978-2865 へ 

メールでの申込は 

kaigo@tokyominiren.gr.jp へ 

氏名･所属･連絡先・Zoom または会場

を記入して FAX 03-3946-6823 へ 

ネットからは申込フォーム

https://forms.gle/iimJYdR8Vvu

ＶdhRq8 へ 

氏名･所属･連絡先 Zoom または会場を記入して

FAX 03-5956-8782 へ メールでの申込は 

tokyo.koureiki@gmail.com へ 

老々世帯、独居高齢者や認知症の方の急増が予測されていま

す。地域での居場所づくりや高齢者を支え合うとりくみを交流し

ます 

①練馬区のフードバンク ②スマホ教室 ③ワクチン接種の支援 

④住民アンケート ⑤自治体へのはたらきかけ ⑥中野区町内会

の高齢者訪問 などの報告が持ち寄られます。 

崩壊状態の介護制度をどうしたらよいのか、「介護保険制度の抜

本的改革提言」を学習し、現場からの報告を受けて話し合います。 

介護をよくする東京の会とのコラボ企画です。 

◆講義 抜本的改革提言について  森永 伊紀さん 

                      （ホームヘルパー全国連絡会）  

◆現場からの報告 ケアマネージャーから・訪問介護の現場から 

多くの高齢者が孤立することへの不安をかかえ、介護の

心配、認知症の心配をかかえています、深刻な困窮に陥っ

ている高齢者が少なくありません。現場からの報告を受

け、高齢者の置かれた現状を人権の観点からとらえ、これ

からの運動の方向を探ります。 

http://koureiki.main.jp/html/t/tokyo.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岸田首相は、総裁選中には「新しい資本主義」「新自由主義からの転換」「富裕層への金融所得課税是正」を唱え

ました。しかし、岸田内閣が編成した予算案は、社会保障の自然増を２２００億円圧縮、７５歳以上の医療費窓

口負担増の２０２２年１０月実施をはじめ、社会保障削減の新自由主義路線そのまま、金融所得課税は見送り、

新しい資本主義といって導入したのは財界の要求する経済対策ばかり、軍事費は補正予算含め年６兆円。 

新自由主義下のコロナ禍で深刻化する高齢者の孤立と困窮。取り組みを持ち寄り議論を深めましょう。 

各分科会の個別のチラシをダウンロードして

見て下さい。申込用紙もついています。 

第１分科会チラシ 
https://bit.ly/ 

3FEaE8k 

 

 

 

 

 

 

第２分科会チラシ 
https://bit.ly/ 

32J9Lws 

 

 

 

 

 

 

第３分科会チラシ（作成中） 

■第３１回「ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい」

は、コロナ禍に配慮して全体会を行わないことにし

ました。分科会のみ２０２２年１月以降に行います。

Ｗｅｂと会場併用です。多くの仲間が参加できるよ

うに、団体・地域でみんなに知らせ、参加申し込み

のお誘いを拡げてください。 

■会場に参加する方は資料代５００円を負担してく

ださい。Ｗｅｂ参加の方には資料をメール添付また

は東京高連サイトに掲載して見られるようにしま

す。 

■Ｗｅｂからの参加は、接続のためのデータを送る

ので、なるべく早めに申し込んでください。 

 

https://bit.ly/3FEaE8k
https://bit.ly/3FEaE8k
https://bit.ly/32J9Lws
https://bit.ly/32J9Lws

