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本日は、介護保険１周年のシンポジウム澤井

を開催するわけですが、同じ時期の昨年４月に

施行された地方分権改革について、１周年のシ

ンポジウムが開かれるかと言えば、開かれませ

ん。介護保険１周年のシンポジウムをすると反

応がありますが、地方分権ではないわけです。

そこが介護保険の面白さだと思います。

介護保険制度は、霞が関で決める側面もあり

ますが、同時に市町村によって違いがあります。

保険料が同じ市町村はありません。保険料をど

うするかは市町村の住民、事業者がどういう取

り組みをするかによって変わってきます。現在

の保険料は昨年３月に決まりましたが、これは、

2000年から2002年まで３年間の保険料で、2003

年から2005年の保険料は、来年また案を作って、

2003年の３月議会にかけて決めます。したがっ

て、来年度中に保険料を策定するための新しい

仕組みを作る必要があります。

介護保険制度は、あなた任せの仕組みではな

く、それぞれがそれぞれの場で考えないといけ

ない制度です。私たち一人ひとりの取り組みが

将来のわがまちの福祉の仕組みを作っていく。

したがって、自己決定がずっと続くわけです。

介護する人、

される人、そ

れを支援する

人が、それぞ

れ考えて発言

していかない

といけない。

それが分権時

代の福祉です。

改革の課題には、まず国レベルの問題があり

ます。介護報酬をどうするかは国の権限で決め

られます。それには、京都府から声をあげてい

く必要がある。それから京都市を含めた市町村

の課題として、どのような介護保険の条例をつ

くっていくかという問題があります。保険料や

事業者との関係をどうするのかというのも、市

町村レベルの課題です。さらに、市民レベルの

取り組みもあります。

国レベル、市町村レベル、市民レベルとして、

この１年間、それぞれの立場で経験されてきた

ことを踏まえて「みえてきた改革の課題」につ

いてお話いただきたいと思います。
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自分でサービスを選ぶマイケアプラン

私は、福祉事務所に20年ほど勤めていた佐竹

のですが、退職を機にそろそろ福祉の世界から

足を洗おうかなと思っていた矢先、同居を始め

た義母が要介護になり、３年半の在宅介護で看

取りました。介護保険前夜でした。それがきっ

かけで辞めた時の決心が薄れ、介護支援専門員

の資格を得て、今も介護保険にどっぷりと漬か

りきっている毎日です。この間、期待や失望を

含めて、いろいろ感じています。

私は 「山科・介護者の会」などいろいろ参、

加していますが、一番面白いと思っていること

は「マイケアプラン研究会」です。この研究会

は 「自分のケアプランは自分で作ろう」とい、

うことで手引書づくりから始め、この８月で丸

２年になります。

福祉は、行政が措置する時代から大きな曲が

り角に差しかかっています。福祉はなくなるの

ではないかという懸念さえもつほどです。介護

保険の基本精神は、自立と自己決定、すなわち

介護サービスは利用者が自分で自由に選び、自

分の責任で利用するということだと思います。

介護保険法の基本的な考え方は 「自立支、

援 「予防的給付 「利用者の選択権 「生活の」 」 」

継続性」の４つがあげられます。介護保険制度

の利用者は、保険料を支払い、要介護状態にな

ればサービスが利用できるという仕組みを考え

ると、自分でサービスを選んで、自分で区役所

に届けて、１割の利用料でサービスを受けるこ

とが当たり前ではないかと思います。

最近、思うのですが、利用に関しては、ボタ

ンのかけ違いからスタートしているのではない

かという気がします。法律の成り立ちの経過を

『介護保険法を私はこう読む』という大谷強先

生の本で見ますと、当初は、介護保険のサービ

スを受ける時に、サービスを購入して代金を全

額払って、後で９割を返してもらうということ

だったようです。償還払いですね。けれども大

変な金額になるのと煩雑な手続きが必要なため、

不都合だということで、利用料の１割を事業者

に支払うという方法になりました。医者にかか

る医療保険と同じように使えるようになったわ

けです。

と同時に、ケアプランをケアマネージャーに

作ってもらってもよいという制度も導入されま

した。この結果、自分でサービスを選択する仕

組みが見えなくなりました。ケアプランはケア

マネジャーに作ってもらわねばならないと思い

。 、込まされました 「自分でケアプランを作って

区役所に届けて、１割負担でサービスを受け取

れる」ということを、もっと国民に説明する必

要があったのではないかと思います。京都市で

はパンフレットに「自分でケアプランを作って

サービスを受けられます」と書いてありますが、

他府県のチラシには書いてないところもあるよ

うに思います。

マイケアプラン研究会の主張に対して全国か

ら反響があり、テキストも8000部作ったら完売

して増刷をしました。自分でケアプランを立て

て役所に届け、サービスを受けるのが基本的な

姿だと思いますが、事務手続きや業者への交渉、

そして毎月１回区役所に届けることは、介護度

が軽い人でも本人はしにくい、重い人は家族も

大変になってきます。そこに介護支援専門員の
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出番があるのだと思います。ケアプランを作る

のは自分で、手続きは本人と家族と一緒になっ

て、本人のして欲しいことを専門的立場で支援

するのが介護支援専門員だと思います。

「人生80年」と言いますが、数年前まで社会

的にも活躍をしてきた人が、要介護になったか

らといってそういう生活をいっさい切り捨てる

というのは、人間的ではないと思います。人生

の延長線上のくらしをもっと豊かに考えたいと

思います。

高齢期のライフプランを広い意味でとらえ、

そのなかで介護保険サービスを考える。介護保

険で利用できることはごくわずかだと思います

が、欲しくてもないサービスはどうするのか。

そんなことも考えていきたいと思います。自分

の考えをしっかりもっていれば、自分で手続き

をするもよく、ケアマネジャーに手続きだけ頼

むのもよし、というのがマイケアプランの基本

的な考え方です。

京都市は介護保険の自己作成パンフレットを

きちっと位置づけています。区役所の窓口に自

己作成の手引きや用紙を用意していただいてい

ますので、自分で届けたいという方は、快く受

け入れてもらえることになっています。京都市

民のうち要介護認定を受けられた方は３万3800

人ですが、自分で作って届けておられるのは４

人です。そのうちの１人がこの研究会のメンバ

ーで、毎月届けに行かれます。私たちも応援し

ていて、その経過が『私にも作れます マイケ

アプラン』に載っておりますので、ご覧いただ

きたいと思います。

介護情報の充実で質の向上を

私の親父は、一昨年９月に亡くなりまし外山

た。親父は克明に日記をつけていましたが、今

となっては日記を焼こうかと思うぐらい、見た

くないものな

んですね、私

のことについ

ても書いてあ

るんですよ。

日記を見ると、

アルツハイマ

ーがいつ頃か

ら進行してき

たのかがわかります。10年前くらいに始まって

いました。親父は東洋史の学者で、京都大学か

ら大阪外国語大学に移って教鞭をとっていまし

たので 「外山さんに聞いて知らん字はない」、

というくらいでしたが、だんだんちりめん皺の、

ひらかな主体の下手な字に変わっていきました。

同じ内容の繰り返しをなんべんも書くようにな

ってきます。最後には、昔書いた日記の余白に

書き込む。決まって書いてあるのは「外は暗い。

今日は静かだ」という言葉です。

私は当時、仕事の都合で博多に単身赴任し、

気楽に博多の中州で楽しんでいたんですが、妹

に呼ばれて新幹線で２月に１回、父の元へ帰っ

てきていました。帰ってきたことで、妻の実情

がよくわかりました。

夜２時頃になりますと 「オーイ」とドンド、

ン戸を叩く。すぐ呼びつけられまして、夜中の

散歩です。歩いているとパトカーが寄ってきま

す 「どうしたんですか？ 「後ろをついて歩か。 」

ないといけないので 「ご苦労さんです 。そう」 」

いうことが続くんです。周りからは、こういう

状態は数カ月もすればなくなると言われたんで

すが、当時はなぜこういうことをしないといけ

ないのかと暗い気持ちになりました。

そんなことを続けておりましたが、最後は肺

炎になって亡くなりました。末期には、医師か

ら胃に穴をあけて食事を入れる言われたのです

が、さぞ痛かろうと思いまして、断って点滴に
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いたしました。それでも親父は強かったのか、

亡くなったのは90歳でした。

母は、1997年３月１日に脳血栓で倒れました。

当時83歳で、近所のバプテスト病院に救急扱い

で入り、何とか命をとりとめました。しかし、

痴呆症になりまして、私が子どもだということ

は知っているのですが、時々忘れて、看護婦に

「この人誰？」と聞かれると「弟や」と答えた

りします。名前を聞かれると「外山春子」と言

ったり、旧姓の名前を言ったりします。

昨年夏、３年10カ月待ってやっと特別養護老

人ホームに入れていただき、母は機嫌よくして

おります。人は「たまに家に連れて帰ってやら

んと」と言うのですが、母を連れて帰ると「こ

れ、誰の家や？ あんたがおるのはおかしい。

自分の家にいきなさい」と言います。現状を認

識させるのに大変時間を要します 「家につれ。

て帰って！」は口癖ですから、今では「お母ち

ゃん、この（ホームのこと）家のご飯がおいし

いやろ。ご飯食べてから帰ろう」と言うと「ご

飯を食べないといかんな」とホームにおります。

アルツハイマーの父と脳血栓で倒れた母と、

２人を介護したいきつさは、未だに忘れられま

せん。私は京都の民間会社におりまして、定年

からの第２の人生は、８割か９割は遊んで、１

割から２割は社会の役に立とうと楽しみにして

いました。しかし、家族に２人の痴呆性老人を

持ったことで、介護保険制度をいろいろ考える

ようになり、特に介護に関する情報不足を痛感

しています。

痴呆の方には特別養護老人ホームが合ってい

る。家族の精神衛生上も必要だと思っています。

「介護保険になって保険料を払っているのに、

特別養護老人ホームに入りづらくなっている。

どういうわけやろう」という疑問をもちます。

介護保険については、知れば知るほど問題が見

えてきます。介護保険のサービス内容について

京都市から「介護保険ハンドブック」が配付さ

れていますが、そこには施設の情報に関して具

体的な内容が触れられていません。施設利用に

ついては現在、売り手市場ですが、早晩、情報

次第で買い手に選択権が働くものと思われます。

インターネット上での情報は、個からの発信

が可能です。首相も見てくれる可能性があるし、

大臣も見る可能性があるのがインターネットで

す。介護情報、特に京都の介護情報を発信して

皆さんに供することができればと思っています。

そう思って自ら掛け声をかけているところです。

京都市が行った「京都市介護保険利用者調

査」では、80％が「満足」と答えています。し

かし、回答者の65％は家族で、本人は35％です。

お世話になっているという気持ちをもつ家族は、

アンケートに本音は書けないのではないでしょ

うか。回答の中で施設を良く評価しているのは、

家族の方が多いように思います。家族は表向い

て施設に言えない場合もあると思います。施設

に利用者の立場に立った介護サービスを提供し

ていただくためには、施設において「家族の

会」を設け、意見を集約する制度を作っていた

だくことも必要ではないでしょうか。そういう

会が定期的にあれば、情報を発信する可能性も

出てくるのではないかと思います。

また、現在の特別養護老人ホームは、８名か

ら４名で１室です。利用者のプライバシーを確

保するためには、ユニット型へ移行するが望ま

しいのではないでしょうか。夜は人手が少なく

なりますので、ポータブルトイレが持ち込まれ

ています。訪問すると、お尻を出して用便をし

ている。本人も恥ずかしいと思います。何とか

してやってほしいと思うわけです。もっと質を

追求する面についても、情報として発信して欲

しいと思います。
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課題はサービスの質の向上

本日は、行政の立場から、介護保険制度高田

の実施状況についてお話させていただきたいと

思います。基本的には、サービス利用の状況を

中心に、１つは量的な側面の問題、もう１つは

質的な側面の問題と、２つに分けてお話をした

いと思います。

皆さんのお手元には、今年４月、2001年度の

介護保険料を65歳以上の方に通知した際に同封

した「京都市介護保険料（暫定賦課）のお知ら

せ」を配付させていただいていると思います。

その６ページ以降に「京都市における介護保険

の実施状況」が掲載されていますので、ご覧く

ださい。

まず、要介護認定の状況ですが、昨年２月に

策定しました介護保険事業計画では、2000年度

に要介護認定を受けられる方は３万474人と予

測していました。実際には、昨年４月では２万

7206人でしたから、計画を約3000人程度下回っ

ていたわけですが、12月には３万3817人と事業

計画の見込みを上回っています。このように、

計画数値より実際の要介護認定者数が上回って

いるということは、介護保険制度が周知され、

介護が必要な方については、おおむね要介護認

定を受けていただいていることを表しているも

のと考えています。

要介護度の状態は、要支援が2899人(8.6％ 、）

要介護１は9070人(26.8％ 、要介護２は7339人）

(21.7％ 、要介護３は5687人(16.8％ 、要介護） ）

４は4696人（13.9％ 、要介護５は4126人(12.2）

％）です。事業計画の時の数値と比べますと、

少し要介護度の高い方にシフトしています。要

支援、要介護１が計画より少なく、要介護４が

多くなっている状況です。

こういう状況の中で、実際にサービスがどの

くらい利用さ

れているかを

見てみますと

訪問介護、つ

まりホームヘ

ルパーの利用

では、事業計

画では週あた

り３万1863回

の見込みでしたが、昨年４月の段階で既に計画

数値をオーバーし３万2984回、昨年10月では４

万4523回とさらに増えています。本市でのヘル

パーの利用度はかなりあるという現状です。

訪問看護については、事業計画では週あたり

6425回と見込んでいましたが、実際の利用は、

昨年10月段階で4442回と見込みを下回っていま

す。これは、訪問看護サービスを医療保険で受

けている人もおられますので、単純に事業計画

の見込みを下回っているから実際に利用されて

いる方が少ないかどうかはわかりません。医療

保険との合算は技術的に難しいところがありま

すので、この点は、今後の分析の課題として残

されていると考えています。

通所サービスについては、計画では週あたり

１万6220回の見込みに対して、昨年10月では１

万6140回の利用実績となっています。また、短

期入所サービスは、計画では月あたり１万5920

日の見込みに対し、昨年10月段階で１万101日

の利用実績となっています。どちらも若干計画

値を下回っていますが、かなり近いところにい

っている状況です。

居宅介護支援の利用者、つまりケアプランの

作成をケアマネジャーに依頼している方は、計

画では１万4139人の見込みでしたが、訪問介護

同様、昨年４月の段階で既に計画を上回り、10

月には１万8201人と、計画を約4000人上回って

います。ケアマネジャーには、ケアプラン作成
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に対する報酬として保険給付が行われますので、

ここに出てくる人数は、実際にケアプランを作

り、継続的にサービスを利用されている方の人

数にほぼ近いものと考えていただいて結構だと

思います。住宅改修など、ケアプランを必要と

しないサービスのみを利用している方がおられ

ますから、実際の居宅サービス利用者の数はこ

れより若干上回った数字になるかと思いますが、

基本数はこの数字だと思います。したがって、

当初予定していたより、かなり多くの方が在宅

介護サービスをご利用になっているということ

がわかります。

施設サービス、つまり介護老人福祉施設（特

別養護老人ホーム 、介護老人保健施設、介護）

療養型医療施設の３つの施設については、目標

値の7939人よりも若干少なく、7338人の利用と

なっています。しかし、この間に確実に特別養

護老人ホームや老人保健施設などの施設整備が

進んでおりますので、目標値にかなり近づいて

きている状況だと思います。

このような市民の皆様が利用された介護サー

ビスに応じて、京都市は、保険給付費を支払い

ます。５月末が決算なので最終的には固まって

いませんが、保険給付費は予算に対して97％強

の執行率となる見込みです。このような数字的

な面からも、大変順調に制度が利用されている

と言えるかと思います。

また、今年１月、介護保険を利用されている

市民のアンケート調査をさせていただきました。

その結果、利用者のおおむね８割前後の方から、

要介護認定やケアプラン、サービス内容につい

て「満足 「ほぼ満足」というプラス評価をし」

ていただいています。市民の皆様の目線から見

ていただいても、そこそこうまくやってこれた

のかなと思います。

そうかといって、現在の介護保険制度に何の

問題もないのかというと、私は必ずしもそうは

思っていません。まだまだ取り組むべき課題は

あると思います。

課題の最も重要な点は、サービスの質的な側

面の充実です。この質的な面が、これから大事

になってくるのではないかと考えています。京

都市では、昨年、モデル事業として、介護相談

員の派遣事業を行いました。一定の研修を受け

ていただいた介護相談員さんに施設に行ってい

ただき、市民の目線で利用者からお話をお聞き

するという事業です。利用者の方は事業者に

「こうしてほしい」という思いがあっても、言

い出しにくい面があります。不満が溜まってか

ら苦情という形で出てくると、こじれた関係が

できてしまいます。こういう関係は好ましいこ

とではないので、相談員さんに普段から行って

いただき、日常的な不平や疑問に思うことを聞

き出していただいて、施設に橋渡しをするわけ

です。苦情にまで至る事態を、未然に防ぐこと

ができないかと、モデル的に実施しました。今

年度も規模を拡大してモデル的にやっていきた

いと思っています。今後、施設に限らず、介護

サービス全般に外部の目をどうやって入れてい

くのか、そのことによってサービスの質を高め、

利用者の満足度をどう高めていくのかというこ

とが、課題になると思います。

２つ目の課題は、サービス評価の課題です。

先頃、京都市から「介護サービス評価事業・結

果一覧」という冊子を出しました。これは、介

護保険でのサービスに関する事業者の自己評価

と、利用者のユーザー評価を実施したものをま

とめたものです。事業者には、職員数などの客

観的な情報を一定の様式に従って出していただ

く。そして、その事業所のサービスを利用して

いる利用者には、その事業所に対する評価、満

足度をお答えいただき、事業所ごとに取りまと

めて冊子にしました。

この事業には２つの意味があります。１つは、
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介護保険制度になって利用者がサービスや事業

者を選べるようになりましたが、何をもって選

ぶのかという選ぶ基準がわかりにくい現状があ

ります。そこで、客観的な基準で事業者を比較

できるようにし、選んでいただくときの基礎資

料にするという意味があります。もう１つは、

評価がオープンになることによって、事業者が

少しでもサービスの質を向上させようというき

っかけ、インセンティブになればいいのではな

いか、こんなふうに考えて作ったものです。こ

の冊子は、ケアマネジャーがおられる居宅介護

支援事業所にお送りするとともに、区役所・支

所の長寿社会課の窓口でも、お申し出があれば、

一般市民の方に見ていただける状況になってい

ます。こうした情報を常に市民の皆様に公開す

ることも、保険者としての本市の重要な責務で

あると考えています。

これら、介護相談員派遣事業やサービス評価

事業の実施によって、サービスの質の向上を図

り、また、介護保険制度の理念の一つである

「利用者の選択権の保障 、マイケアプランの」

理念にも通ずるものかと思いますが、そういう

ものを現実のものにしていきたいと思っていま

す。

介護保険制度については、今後とも、量的な

面でも質的な面でも、より充実したものとなる

よう努めていく必要があると考えていますが、

早くも、次期介護保険事業計画策定への取組も

必要となってきています。私ども行政の立場か

らしますと、量的にどれだけのサービスを皆様

がお使いになるのかを的確に把握し、次期の事

業計画の中で必要なサービスを確保する方策に

ついても定める必要があります。また、これだ

けお使いになるとこれだけの保険料が必要にな

りますと、保険料が上がることについても、市

民の皆様のご理解をいただく必要があります。

このためには、市民の皆様の介護保険制度に対

する信頼を確固たるものとすることが重要であ

り、事業運営の実態やサービスの内容などにつ

いて、事業者のご協力も得るなかで、情報公開

するとともに、公開された情報を受け取った市

民の皆様がうまく利用していただく、賢い消費

者になっていただくことも必要になってくると

思います。

介護保険が始まって１年です。今後、この新

たな制度の創設がどういう効果をもたらすのか

を見守りつつ、さらに、行政としてより充実し

たものとなるよう取り組んでいかなければなら

ないと考えています。

行政も変わったと思うんですね。昔はこ澤井

ういう場で、なかなかお話いただけなかった。

お話を聞いていますと、京都市では順調に制

度の利用が拡大していると思います。今日の日

本経済新聞で、日経センターの主任研究員が係

数を示していました。介護保険制度１年で、利

用者数が在宅で２倍になっている。施設で1.6

倍。１年間です。厚生労働省では一元的な措置

制度ではなくなったので推定ですが、京都市の

報告でも、その数字をみると順調だと思います。

措置制度の時なら、こんな数字が出てきたら困

ってしまうくらいです。

予算的にも計画額以内で納まっているのは、

事業設計した行政側からすると、市民が賢く使

っているということになります。サービス利用

は計画の予測より量的に多いが、経費的には計

画の範囲内に納まっているのが、京都市の状態

だと思います。日本全体では、予算不足に陥っ

た自治体もありますが、予算の８割執行、７割

執行の自治体が多いのが実状です。

また、介護保険の導入によって老人医療費の

減少が見込まれていましたが、その点では日本

全体でみますと、老人医療費の減少額は前年度

に比較して５％くらいです。したがって、介護

保険の効果は出ていますが、まだまだ不十分な
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面があるといえます。一件順調に見えますが、

さて本当はどうなのか。

求められる利用者実態調査のさらなる分析

高田さんから数値的なことが報告されま佐竹

したが、高田さんの立場からは順調にみえると

しても、違う解釈もできるかなと思うんです。

３万3817人が介護認定を受けていますが、実際

に居宅介護支援によってケアプランを作成され

た方は１万8201人です。それは見込み通りだと

おっしゃるけど、少ない理由は何か、そこが聞

きたいと思います。

介護計画のいらない福祉用具を利用している

こともありますし、入院されている方もいます。

そうした方を差し引いても、7000人くらいが認

定だけを受けてサービスを受けておられないの

ではないでしょうか。

私は、認定審査会の委員もしておりますが、

介護保険が始まって１年半たって「おやっ？」

と思うのは、１年半の間、何もサービスを受け

ておられない方の審査を何件もします。認定審

査会は１月に２回、だいたい毎回30件程度を審

査しますが、多い時は４、５件、介護保険開始

から何も利用していない方がおられる。区役所

の人に理由を聞くと「まさかの時にすぐ使える

ように準備しておきたいからかもしれない」と

いうことです。心情はわかりますが、介護保険

は必要になったときにすぐに届ければ、認定の

前でもサービスが利用できる制度なんですね。

そこのところが十分説明されていない。そのた

め、介護認定審査会で何件も不必要な認定をす

ることになる。行政には、認定していながらま

ったく利用されていない方の分析をしてほしい

と思います。ケアマネジャーの説明不足や利用

者の誤解があるなら、正してほしいと思います。

無駄なお金が使われているのです。

モデル事業の介護相談員派遣事業では、私に

も話があって、９月の敬老の日前後にハードな

研修を受けました。毎日、朝５時に起きて大阪

まで通い、無事終了証をもらって、11月から施

設に入りました。京都市では介護経験のある人

や現在介護中の人、ＯＢの方など10人が研修を

受け、１カ月３回程度、５つの施設に２人ずつ、

お昼前から４時頃まで入り、利用者の皆さんと

食事を一緒にとり、顔を覚えてもらって、おし

ゃべりを聞かせてもらったりしました。研修を

受けたが力がついてないと思うこともありまし

たが、専門家ではなく市民感覚で対処するとい

うこともあり、素人として施設に入りました。

私の入った施設では、入居者の介護度の平均

が４から５とのことです。したがって、苦情を

聞いたり相談を受けるというレベルを越えてい

る方が多いと思いました。こちらが気づいたこ

とを聞いていくしかできません。要介護の低い

方からは、少しはお話がうかがえましたが……。

それに週１回弱の訪問では、信頼関係はなかな

かできないのが現状です。少しずつ顔を覚えて

もらえますが 「また来てくれたの」という感、

じの方もありました。

この相談員派遣事業は、福祉系２カ所と医療

系３カ所の、合計５施設でした。福祉系の介護

老人福祉施設と特別養護老人ホームは、ボラン

ティアで入ったり、家族がお世話になったり、

見学したりしていましたが、医療系の老人保健

施設や介護療養型医療施設は、家族がお世話に

なっている場合しか、普通は知りにくいと思い

ます。また、研修の講師陣には医療系の方がい

なかったように記憶しています。相談員派遣事

業を継続していくのなら、医療系の勉強をみっ

ちりしていかないと、施設に対して失礼にもな

り、具合が悪いのではないかと思います。

要介護申請の経路も福祉系より医療系が多く、

介護保険制度に対する影響力も、医療系の力が
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強いように思います。介護と医療のおかれてい

る立場上、仕方がないことかもしれません。歴

史的にも医療系が力をもっているし、国会議員

も輩出して大規模な経営をされている。福祉系

は歴史も浅く、措置という保護から脱しきれて

いない。福祉系と医療系の力関係も視野に入れ

て、運営していただけたらと思います。

佐竹さんにご指摘いただいた、サービス高田

を使っていない人が多いという点ですが、要介

護認定を受けている約３万3000人のうち、施設

をご利用の方が7000人強です。３万3000人から

7000人強を引きますと、残りの２万6000人程度

が在宅の要介護認定者ということになります。

ところが、ケアプランを作っているのが約１万

8000人ですから、残りの8000人程度が、在宅で

要介護認定を受けているにもかかわらず、実際

にはサービスを利用していないことになります。

正直なところ、明確な原因をお答えできませ

んが、一般的に考えて、その要因の一つとして

は、ケアプランを作っている人だけがサービス

を利用しているとは限らないということがあり

ます。住宅改修費や福祉用具購入費など、ケア

プランを作らずにサービスを利用されている方

もおられますので、実際に居宅サービスを利用

されている方は１万8000人＋αとなります。

また、要介護認定を受けておられても、病院

に入院中は在宅サービスをご利用いただくこと

はできません。退院したらすぐに在宅サービス

を使いたい、そのため、入院期間中であっても

在宅にスムーズに移行ができるように、あらか

じめ要介護認定を受けておられる方も多いと聞

いています。これで数字がすべて説明できるか

どうかわかりませんが、今後、実態把握には努

めていきたいと思っています。

次に、介護相談員派遣事業ですが、確かにご

指摘のようないろいろな問題点があることは事

実です。2000年度に初めて実施したわけですか

ら、これをベースに、これからどうしていくか

が課題だと思います。その意味では、今年の事

業実施にあたって、やり方等について介護保険

等運営協議会で議論していただくことや、ご苦

労いただいた相談員の方のご意見を反映させて

いくことが重要であると思っています。利用者

の方と事業者の方の橋渡し、何らかのつなぎが

必要だということは事実だと思います。ケアマ

ネジャーがその役割を担っていただくことも必

要ですが、いろんなチャンネルを作って利用者

の思いを事業者に伝えることが、利用者の意向

に沿った制度の運営に必要ではないか、そうい

う意味での取組の一つと考えています。

それと、いわゆる福祉系、医療系の関係です

が、介護保険制度の成り立ちから、従来の福祉

施策や医療保険からその一部を移行させたもの

であることは事実です。しかし、介護保険とい

う大枠の中に福祉と医療を入れることによって、

総合的なサービス提供ができるようにしようと

いう制度の趣旨があるわけです。福祉系と医療

系ではそれぞれの特色がありますが、少しずつ

介護保険サービスという新しい形に変わってい

かないといけないのではないか。それぞれのサ

ービスの独自性は残ると思いますが、介護保険

という観点からみれば、一つになることも必要

ではないかという思いをもっています。

認定を受けてもサービスを受けない利用澤井

者について、アンケート調査を行っているとこ

ろもあります。理由としては「お守り 、一種」

の保険ですね、バック・アップとして受けてお

こうという人があげられています。しかし、ジ

ャーナリズムからは「利用料が高いから利用し

ない」という非難が向けられています。実は、

そういう人はあまり多くありません。利用料に

ついてのアンケート調査で 「利用料が高いか、

らサービスを利用していない」という人は１割

から２割ぐらいです。したがって、認定を受け
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ているが利用していないという人にとってのバ

リアは、利用料も一部ありますが、その他の要

因が大きいのではないかと思います。

私は、奈良県の当麻町で、利用者アンケート

調査をしました。当麻町では、すべて保健婦が

調査に回りましたので、生活面も調査できまし

た。そのなかで明らかになったことは 「地域、

性」です。認定は受けたが、ヘルパー利用など

の福祉サービスを受けるのは遠慮する「地域

性」があります。この地域性をどう考えていく

かということに、切り込まないといけない。

「介護の社会化」を実現するために、サービ

スを権利として利用できるコミュニティをどう

作っていくか、という議論になっていくと思い

ます。当麻町では議論をしていこうと思ってい

ます。未利用者がどういう原因でサービスを使

っていないか、その要因を析出し、分析する必

要があると思いますので、ぜひ京都市でもお願

いしたいと思います。

医療系と福祉系の話ですが、介護保険が始ま

った時から圧倒的に差があった。福祉系の方が

圧倒的に立ち遅れていたという事実があります。

経営感覚がない。医療系は医療経済という概念

を導入してやってきましたから、介護保険制度

においても新しいマーケットだと積極的に動き

ました。しかし、福祉系は受け身で「措置制度

が守られるかどうか」という点を重視していま

したから、絶対的に立ち遅れています。

これを克服するには、福祉系に経営マインド

を持ってもらうことだと思います。新しい事業

者が参入してきますので、福祉系の感覚も変わ

る必要があります。これからは競争関係が起こ

り、介護保険のなかに福祉と医療が統一されて

いくわけです。もともと力関係でハンディキャ

ップがありますので、それをどう克服していく

か、リアルに考えないと職場を失うことになる

かもしれない。そういう問題点があると思って

います。

家族の会や介護者の会など

多様なチャンネルで情報の充実

父は、６カ月老人保健施設に入り、また外山

次に別の老人保健施設に入るというようなこと

をしばらく繰り返していましたが、そのなかの

１つが家族会を作られていたので、２回ほど出

席しました。別の所は、日曜日と土曜日に自由

に開いていました。ところが、どちらも実際に

は、家族は来られない。また月に１回や２回の

家族会では、意見も出にくいですね。皆の前で

施設の問題をすっぱ抜く話をしてもおかしいし、

大人の話をして終わりです。しかし私は、家族

会を開くことはいいことだと思っています。

家族の訪問は、日曜日が多い。また、なぜか

母の日が一番多い。車がいっぱいになるほど家

族が来ます。微笑ましい姿があちこちに見られ

ます。そういう時の会話から、情報がたくさん

得られました。例えば、アルツハイマーの進行

でも 「そのくらいの段階だったら、もう２、、

３カ月待ちなさい。歩けんようになります」と。

家族の経験は大変なものですね。何もかも洗い

ざらい出てきます。

私たちが働きかけて、家族の皆さんから情報

を出してもらう必要があると感じてます。家族

は情報をたくさん持っているなと感じています。

ＰＴＡ活動が盛んなところはいい情報が入るよ

うに、家族会もそうなっていくのではないでし

ょうか。今日、隣組などご近所の付き合いがな

くなっていることと介護保険は関係しています。

普段、ご近所と付き合いがないのに、具合が悪

くなってから助けを求めても難しいですね。

それにもう一つ、私は、介護を通して、女房

に頭が上がらんようになりました。一生懸命世

話をしているのは女の人が多い。特別養護老人
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ホームに入っているのは８～９割が女性です。

男は早く死ぬのかほとんどいません。女性たち

は夫の世話をし、最後行き着くところが施設で

す。介護は女性問題だということがよくわかり

ました。

介護問題は、地域社会の問題が基礎にあ澤井

るのではないかと思います。大和郡山市や当麻

町では、地域福祉システムを組んで、今の地域

社会を変えようとしています。小さい町ですか

ら中学校単位でできます。ぜひ京都市もやって

いただきたいと思います。

京都市では区の社会福祉協議会が支援し佐竹

て、行政区単位で家族の会がかなりできていま

す。ニュースレターを出したり、一緒に勉強会

をしたり、お楽しみ会をしたりして交流してい

ます。

外山さんが言われたのは、施設を利用してい

る方の家族会ですね。介護保険の相談事業でも、

ある施設では「家族会があるから来てくださ

い」と言われて出席した相談員もいました。し

かし、出席する家族はいつも同じだそうで、

「施設にお世話になっているので言えない」と

いう感じがあったそうです。難しい部分がある

と思います。

介護保険導入以前には、２カ月に１回「合同

介護者教室」を開き、行政区全体で施設関係者

や保健婦が利用者と一緒になって勉強会や大き

な催をしていました。その時には、送迎つきで

要介護のお年寄りを施設が預かってくれて、家

族は安心して会合に出られました。介護保険に

なってからこれはなくなりました。この介護者

教室では、利用している施設から実情を聞かせ

てもらったり、他の人の話をきいて学ぶととも

に施設の評価を感じたりしました。

介護をしている人びとの情報は 「ウチの場、

合」という但し書きがいりますが、とても役に

立ちます。私が関わっている「山科・介護者の

会」では、会合で聞いたお話や、寄せられた意

見、事業者からも原稿をいただいて、ささやか

ながら毎月ニュースレターを出しています。家

族の方は、会合に出られなくても「こんなのが

」 、載っている 「こういう利用の仕方がある」と

ニュースレターを見るのを楽しみにし、支えに

しています。地域での取り組みを高めるために

は、こうした介護者教室なども続けてできたら

と思います。

以前、高齢者福祉を担当する部署にいま高田

したので、多くの特別養護老人ホームでは家族

会を作っておられたように記憶しています。家

族の方は施設の運営の仕方を聞きたい、施設は

家族の皆さんのお考えを聞きたいと、双方にと

ってメリットがあると思います。

情報を伝えるチャンネルをどう作るかという

ことに関しては、行政としては、先ほど出てい

ました介護相談員派遣事業で事業者と利用者を

つなぐ橋渡しをモデル事業として実施していま

す。施設の家族会、地域での在宅家族の方のネ

ットワーク作りと、いろんなチャンネルのなか

で情報が行き来することは大事なことだと思い

ます。なかには、情報が先走ることもあるかも

しれませんが、情報が豊かになることは、高齢

者を取り巻く環境が健全なものになっていくこ

とにつながると思います。

多様な情報ネットワークを作るという情澤井

報基盤の充実は、重要なことですね。

フロアからご意見があればご発言をお願いし

たいのですが。

京都市にお願いがあります。施設の参加者Ａ

情報などが区役所に置いてあるということです

が、実際は、区役所に行ってもコピーしてもら

えない。京都市の情報公開コーナーに行けば棚

に積んであり、10円でコピーできることは、ご

く限られた関係者だけ知っていて、多くの市民

は知らないしほとんど利用していないように思
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います。京都市はもっと大量に印刷して、市民

に配っていただけないのでしょうか。また、情

報公開コーナーには、介護保険関係だけを集め

た棚を作ってほしいと思います。そして、事業

計画段階のものや、運営協議会の資料も、そこ

に整備していただきたいと思います。

また、家族の会のことですが、私も、家族の

会と現場の職員の方々が密接な意見交換をしな

いといけないのではないかと思います。障害者

団体のなかには、施設のなかに委員会を作って

活発な活動をしているところもあります。家族

と職員が一緒になって、職員の処遇、経営の問

題も含めて、活発な意見交換会をする必要があ

ると思います。

私は、伏見と神戸で、３カ所の特別参加者Ｂ

養護老人ホームを運営して21年になります。そ

の体験から言いますと、家族の会を催しても家

族は来ません。施設では安全を確保する事が大

事ですので、来られた方には来訪者名簿に名前

を書いてもらいます。20年前は、その名簿は分

厚いものでした。ところがだんだん来なくなっ

ています。何回お誘いをしてもだめです 「介。

護保険が始まるから」と呼びかけるとワッとき

て「安心したわ」となるとまた来られません。

私の施設では、月２回ラブレターを送るんです。

ご飯を食べているところなどの写真を撮って、

こんなに元気ですと。そういうことをしてコミ

ュニケーションをはかっていますが、家族は来

られません。

最後に３人の方から、もう一度お願いし澤井

たいと思います。

市民的検証の積み重ねで

これからの介護保険をつくる

この１年、行政側も、ケアマネージャー佐竹

も一生懸命やっていただいたと思います。しか

し最近、介護用品や住宅改造についても、サー

ビス管理が野放しになっているのではないかと

いう気がします。私が福祉事務所で日常生活用

具を給付していた頃には、家庭訪問をして、必

要な人の状態を見て、リハビリが先か、用具を

給付するのがよいか、などを決めていました。

給付後には、家庭訪問をして様子を見ていまし

た。今は、パンフレットでケアマネージャーが

「これにしますネ」と。住宅にいたっては、事

業者の指定もなく、工務店主導で決まるという

声も聞きました。

利用計画が、介護を必要な人にとって本当に

適切なのかどうかというモニタリングやカンフ

ァレンスが、実際になされているかどうかは疑

問です。ケアマネージャーはモニタリングやカ

ンファレンスする時間的な余裕がない。措置の

時代は福祉事務所がやってましたが、対等な関

係の１ケアマネージャーが招集を呼びかけるの

は大変だと思います。

行政はハードな部分は頑張っていると思いま

すが、これからは個々の利用状況について、ケ

アマネージャーへの丸投げではなく、モニタリ

ングやカンファレンスを呼びかけるリーダーシ

ップをとっていただき、一定のルール作りをし

ていただきたいと思います。介護保険制度がう

まく機能していくためにも、行政が積み重ねて

きた経験やノウハウを、継承し、教えていただ

きたいと思います。

施設の理事長の意見では、家族会を呼び外山

かけても来られないそうですね。耳が痛い話で

す。職員の方々は24時間体制で介護をやってい

る。家族は難しいことだけを言う。預けてから

だんだん足が遠のく。家族の１人ひとりが声を

かけていくということをやらないといけないと

思いました。来訪者名簿については、家族がそ

れを見て「あの人、来てへん」と思われるのが

嫌で書かないと言うことも聞きました。介護の
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問題は難しいんですよ。

私に介護保険第一号被保険者証が送られてき

たときには、ギクッとしました。そういう年代

に入ったんだなと。人ごとではないと思ってい

ます。アルツハイマーになる恐れがあると言わ

れているので、これからも、こういう活動を続

けていかないといけないと思っています。

京都市として、情報の出し方をわかりや高田

すくすべきとのご指摘につきましては、今後と

も努力していきたいと思います。

介護保険のキーワードは「市民が主役」です。

しかし、これには２面性があると思います。市

民の皆様は、介護サービスを利用できるととも

に、保険料をお支払いただかないといけない。

つまり、給付と負担の２面性です。また、サー

ビスや事業者を選ぶことができるとともに、選

ぶために、どこに情報を求めていけばいいかを

知る努力も必要になります。つまり、選択でき

ると同時に、選択しなければならないものでも

あるわけです。

介護保険がこれからどのような道を進んでい

くのか、行政だけでなく、すべての市民の皆様

が自らの問題としてとらえていただき、ともに

考えていきたいと思います。

介護保険は皆が主人公ですから、取り上澤井

げる問題は多種多様です。１周年では、ごく一

部の議論しかできません。今後とも市民的検証

を進めていく必要があります。みんなで制度や

意識を作っていく。自分たちの社会を作ってい

く。同時に、子どもたちの未来を作ることも重

要です。そのために私たちは力を尽くしていく

ことが必要だと思います。

＊この原稿は、今年の５月18日に、京都地方自治総合

研究所主催で行われたシンポジュウムをもとに作成

したものです。
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