数

24,562 世帯
出

資

口

数

87,822 口

再生紙を使用しています。

No. 321

26 世帯
5 月の新規加入

188 口
5 月の増資口数

介護保険の
見直しが行われて
担を ％ではなく︑大きく減ら

担を大きく増やして︑利用者負

る利用者さんは︑食事介助の必

で︑点滴などで栄養をとってい

直しです︒口からの食事が困難

いるのは︑介護認定基準の見

の不安が広がっているのです︒

ケースが増えるのではないかと

た高齢者の発言が印

先日ある集会で聞い

要がないとされ︑
食事は﹁自立﹂

野原の何もないところから必死

を潜りぬけてきた︒戦後は焼け

争中は国のためと狩

︵介助されていない︶
︑頭髪のな

だったことも明らかになりまし

その目的が介護給付費の削減

│私たち高齢者は戦

象に残りました︒│

す︒介護労働者の労働条件を改

していくことが重要だと思いま

社会保障の原則
を生かして！

善し︑介護の現場で働く人が増

い方の整髪は必要ないことから

所収入が増え︑ 円利用者負担

えれば︑高齢者も︑介護してい

﹁自立﹂
︵介助されていない︶な

り出され︑弾丸の中

る家族も安心できるのです︒そ

で生きてきた︒だのに今︑年寄

は３００円事業所収入が増え

た︒
﹁給付は必要に応じて！

この間の国会の議論の中で︑

して︑介護労働者がきちんと納

どと︑その方の能力を勘案して

が増えます︒
﹁生活援助１時間﹂
円利用者負担が増えます︒②訪

税し︑年金保険料も納めること

府は﹁早く死ね﹂と言わんばか

りが多すぎて金がかかるから政

りの仕打ち︒
〝今に見てろ︑姥

負担は能力に応じて！﹂こそが

の原則を介護保険制度に生かし

社会保障の原則です︒私は︑そ

分間座ることで﹁自立﹂とさ

人が参加

だった﹂
﹁継続して学習会を開

くは︑
﹁とてもわかりやすい話

参加者からのアンケートの多

給付金などの選挙目当てのバラ

要求に添ったものであり︑定額

策は相変わらず財界・大企業の

齢者の増大をよそに︑政府の施

んな悲痛な声が高齢者から寄せ

催してほしい﹂など︑前向きな

マキで国民の眼をくらませるも

高橋貴美子さんがあたってくれ

ものでした︒また︑今回はじめ

のばかりです▼かつて革新都政

られています︒難民のごとき高

て３団体が共催という形でした

であった時代︑お年寄りの医療

ました︒

たくても医者にかかれない︑こ

でした︒そして今︑病院に行き

負担が当然という政府の言い分

ました︒だから高齢者も応分の

側から振りまかれたことがあり

は金持ちだ〟こんな声が政府の

りました▼何年か前に〝年寄り

参加者の胸に怒りの炎が燃え移

ている││こんな訴えに集会の

捨て山は︑噴火する〟こんな

チェックするということはしな

た︒収入増はヘルパーさんの雇

立﹂となります︒そのため︑認

ていくために微力を尽くしたい

くなったのです︒また︑今まで

用条件を改善するために︑また

れていたものが︑たった１分間

ができるようになれば︑良い循

て以来のはじめてのプラス改

介護労働者の不足を改善するた

川柳もあるように︑心から怒っ

環ができるのではないでしょう

訂となりました︒今まで２回の

定の判定が低くなってしまう

開催しました︒

習会＋個別相談会を

共催で介護保険の学

京南部生協の３団体

人の会大田支部︑東

保健生協︑新日本婦

５月 日㈯︑城南

・ 介護保険学習会に

城南保健生協︑新日本婦人の会大田支部
東京南部生協の 団体共催

また今︑大きな問題となって

と思います︒

計算していましたが︑１単位当

改訂で４・７％マイナス︑そし

めにと言われておりましたが︑

介護労働の専門性を評価し

座ることができれば︑座位﹁自

か︒

て今回３％プラスとなったので

実際は厳しいものがあります︒

て報酬を上げると利用者負担
が増えます︒これは介護保険制

介護認定基準の
見直しは大問題

たり ・ 円と増額になりまし

す︒プラスとはいえ今までのマ

酬は下げられたり︑サービスに

先述のように︑これまで介護報
よっては︑よくて据え置きが現

いた事業所は︑その埋め合わせ

ずかずつでもアップさせてきて

状でした︒ヘルパーの時給をわ

心です︒負担の大きな業務への

で精いっぱいでした︒

具体的には︑①どのようなス

視点とするといわれています︒

る体制加算や特定事業所加算の

タッフがいるのかで報酬が変わ
新設︑ 分のケアを行う身体介

利用者負担を減
らすことが重要

評価・専門性への評価など基本

今回の改訂の中身は加算が中

加算中心の
改訂だが⁝

イナス分に届かない改訂です︒

見直されました︒制度はじまっ

30

護︑１時間の生活援助の報酬単

当日の参加は

が︑ 人もの方が集まったのは︑

には︑すずらんの大

恵孝さん︒個別相談

院介護保険室の土居

体で反省会を行う中から︑運動

伺えたと思います︒今後︑３団

介護保険に対する関心の強さも

の声が草の根から広がっていま

び高齢者の医療費を無料に︑こ

駆けとなったのです︒最近︑再

費は無料でした︒東京がその先

だ噴火の予兆が現れています︒

住民たちから︑国民を巻き込ん

院選を間近にして︑姥捨て山の

て広がっています︒都議選・衆

く︑高齢者の叫びも署名を通し

権利を得ようとしているがごと

に導かれるようにして自らの

れている青年たちが﹁蟹工船﹂

あります▼非正規雇用を強いら

す︒実現させる財源もしっかり

の焦点を相談していきます︒

れば幸いです︒

窓口︑城南保健生協の各事業所までお持ちいただけ

用紙を掲載しています︒城南福祉医療協会の事業所

制度へ抜本的な改善を求めるものです︒４面に署名

負担の心配なく︑必要な介護を受けられる介護保険

いために︑
﹁保険あって介護なし﹂の事態を解消し︑

この署名は︑これ以上の制度改悪を絶対に許さな

社会保障の充実を求める署名﹂
にとりくんでいます︒

城南保健生協では︑現在﹁介護保険制度の改善︑

澤所長︑石倉さん︑

人︒講師は︑大田病
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