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ん で し た が︑ 昨 年 月 に ま と
まった審議報告には﹁次期介護
報酬改定までに結論を得る﹂と
盛り込まれました︒

ように臨んでいきますか︒
いずれの検討に当たっても現
場の状況を説明し︑
﹁現場の感
覚﹂を伝えます︒
まずケアマネジメントについ
ては︑当然のことですが︑アセ
スメントをきちんと行うことを
促進することが重要です︒検討
に当たってはまずそこが大きな
論点になると思います︒
また資格の在り方では議論の
結果として︑介護支援専門員の
国家資格化の必要性が見えてく
るのではないかと捉えています︒
大学での養成が必要となれば

カリキュラムをつくることにな
ります︒まず厚労省で﹁介護支
援専門員﹂という国家資格をつ
くることを決めて︑次に大学設
置の内容を文部科学省側とも検

討し︑法改正につなげていく流
れではないでしょうか︒

││ 今回の法改正の議論では︑
利用者負担の導入も論点となり
ましたが︑実施は見送られまし

た︒
限られた年金収入から医療費

や生活費も賄う利用者からする
と︑居宅介護支援に利用者負担

大西秀人＝香川県高松市長 ︵全国市長会介護保険対策特別委員会委員長︶に聞く

る会議を早期に立ち上げる考え
ですが︑こうした議論にはどの

と︑▽ケアマネジャーの養成・
研修課程や資格の在り方に関す

││ 厚労省は審議報告で上げら
れたケアマネジメントやケアマ
ネジャーを巡る課題について検
討するため︑▽自立支援に資す
るケアマネジメントの普及のた
めのケアマネジメント向上会議

12

る課題への対応がいっそう重要になると指摘した︒

返った︒介護人材の確保や︑財源を確保しながら給付を効率化することなど︑山積す

率プラス１・２％を評価する一方で︑２０２５年を見据えた議論にならなかったと振り

全国市長会介護保険対策特別委員会委員長を務める大西秀人高松市長は︑今回の改定

介護人材の確保と
給付の効率化などが課題

3

が発生すれば介護保険サービス
の利用を取り止め︑その結果︑
状態が悪化することが懸念され

ます︒また利用者に選ばれるた
めに︑利用者におもねる介護支
援専門員も出現しないとは言い
切れません︒公平・中立なケア
マネジメントを実施し︑誰でも
平等にケアマネジメントを受け
ることができるようにと利用者

負担導入には断固反対を主張
し︑署名活動等にも取り組みま
した︒そのことが認められた結

果だと思います︒

︵撮影／水戸孝造︶

地域包括ケアを促進する
意義ある改定

││ 今回の介護報酬改定を振り
返っての全般的な感想と︑１・
２％の改定率に対する評価をお

願いします︒
社会保障介護給付費分科会の
委員として議論に参加したのは
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昨年７月からでした︒ある程度︑
議論の方向性が定まってから参
加したわけですが︑当初から今
回の改定は非常に重要だと思っ
ていました︒
その理由としてはまず︑一昨
年の国勢調査で示されたように
日本が人口減少社会に入ってき
たことです︒国立社会保障・人
口問題研究所は︑およそ 年後
には人口が３割減少すると推計

の中で︑いかに将来を見通して
介護保険制度を円滑に運営して
いくかという長期的な視点で検
討する必要があると認識してい
ました︒
も う 一 つ は︑ 介 護 保 険 が ス
タートしてから２回目の介護報
酬と診療報酬の同時改定という
ことでした︒地域で在宅医療や
在宅介護を進める方向にありま
すが︑医療と介護はバラバラに
議論されてきた印象が強い︒医
療と介護がいかに連携を図って
いくか︑その方向性を見出す上

でも非常に重要でした︒
１・２％のプラス改定につい
ては︑内訳をみると在宅１％︑

施設０・２％で︑地域包括ケア
を促進していくために在宅を重
視した改定です︒全体的には非
常に意義があり︑私自身︑認め
られる改定でした︒
人口減少が続く超高齢社会を

確保が課題です︒このままいく
と２０２５年に高齢者介護を支
える人材は︑人口に対する割合

でみると現在の約４倍も必要に
なってきます︒果たして本当に

いない気がします︒

それだけのマンパワーが確保で
きるのかどうか︒今回の改定で
は介護職員処遇改善交付金を介
護職員処遇改善加算として介護
報酬に入れ込みましたが︑将来
的な人材確保の見通しは立って

精一杯でした︒２０２５年の状
況を見据えて必要なサービスを

長期的ににらむ必要があります
が︑今回は３年間を見通すので

受けられる介護保険制度を検討
するということで議論がスター
トしたのですが︑そこは課題と
して残ったと思います︒
今後︑いかに財源を確保しな
がら給付を効率化していくこと

見越した本格的な議論に入って

にはかなり厳しい現実にあるの
ではないでしょうか︒また時間
的な制約もあり︑そのため今回
は地域包括ケアシステムの構築
を目指すことにとどまったとみ
ています︒今後︑２０２５年を

││ ２０２５年を見通した議論
ができなかったのはなぜでしょ
うか︒
２ ０ ２５ 年 の 財 政 や マ ン パ
ワーなどの具体的なシミュレー
ションを前提にして︑
﹁それを
やるためには今︑こうしなけれ
ばならない﹂という議論をする

ができるかが大きな課題です︒
第４期計画期間の１号保険料
は 全 国 平 均 で４ １６ ０ 円 で す

が︑第５期では５千円以上にな
るといわれています︒高松市で
も現在の４７４２円から５７６
７円へと千円以上上昇せざるを
得ない状況となりました︒
同時に︑やはりマンパワーの

11 介護保険情報 2012.4

しています︒高齢者人口は増え
ていくのに生産年齢人口や幼年
人口がどんどん減っていく状況

おおにし・ひでと●昭和34年８月23日生まれ、香川県丸亀市出
身。昭和57年、東大法学部を卒業し自治省に入省。平成18年、
総務省情報通信政策局地域放送課長を最後に、同省を退職。19
年５月に高松市長に就任。23年６月に全国市長会副会長、介護
保険対策特別委員会委員長、中核市市長会副会長に就任。趣味
は音楽鑑賞とスポーツ、読書。座右の銘は「終始一誠意」
。

50

いくと思います︒
││ 介護報酬と診療報酬の同時
改定で医療等との連携が重要な
課題の一つでした︒
介護給付費分科会と中央社会

組み込むこともやむなしと考え
ています︒
そもそも処遇改善交付金が導

状況です︒そこで国が一定額を
介護職員の報酬に上乗せするた

入されたのは︑国の政策目的で
す︒介護保険を運用していく上
でマンパワーの確保が大きな課
題ですが︑介護職員の賃金等は
一般の会社員等に比べて低く︑
また民間努力での改善も難しい

保険医療協議会で初めて会合を
持ちましたが︑結果的にみて診
療報酬と介護報酬における加算
等の整合性を図る調整程度にと
どまりました︒制度の根幹にま
で踏み込んで医療・介護の連携
めに導入したのです︒
確かに民間給与に国が直接関

きだし︑給与は労使関係で決め
るべきものという意見もかなり

も３年間は交付金を継続すべき
と考えたわけです︒
しかし議論を続ける中で︑本
来は介護報酬の中に組み込むべ

は当初︑交付金の政策目的を達
成できておらず︑国が政策判断
で始めたものであり︑少なくと

与して︑しかも交付金という形
で現金を配るのは異例であり︑
あまり長く続ける制度ではない
ことは分かっていました︒ただ
今回の介護報酬改定の議論を進
めるのに当たり︑市長会として

を進めるという議論にはならな
かったと思います︒

処遇改善加算の創設は
﹁やむなし﹂
││ 介護職員処遇改善交付金を
介護報酬に組み入れ︑介護職員
処遇改善加算が創設されまし
た︒市長は当初︑交付金の継続
を主張されていました︒加算に
ついての評価をお願いします︒
全国市長会としては︑本来は
国が責任を持つ交付金という形
で継続することが望ましいわけ
ですが︑それができないのであ
れば加算という形で介護報酬に

分科会の検討過程で問題だと
感じたのは特別養護老人ホーム
における内部留保です︒分科会
で示された資料では１施設当た
り平均で約３・１億円に上ると

会としては前述のとおりやむを
得ないということで了承しまし
た︒

う政策目的をかなえる形にすべ
きということで︑厚労省から加
算にすることが提案されまし
た︒報酬に組み入れると地方負

されています︒きちんとマンパ
ワーの確保などに回すべきでは
ないか︒それを誘導する施策も

出てきました︒
ただし︑報酬に含めるとして
も完全に労使関係に任せるので
はなく︑マンパワーの確保とい

担や保険料負担︑利用者負担が
発生します︒国が若干責任を手
放したと感じていますが︑市長
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必要です︒
また介護現場は︑多職種が協
働してサービスを提供します︒
しかし交付金の対象は介護職員
に限定されており︑
﹁バランス
が取れない﹂という話もありま
したが︑創設される加算も介護
職員のみが対象です︒この点も
課題として残ったと思います︒
││ 看護職員やケアマネジャー
等も対象にすべきでしょうか︒
措置すべきですが︑やはり介

ただし現状から大きく変わる
市町村があります︒地域区分が

方︑高齢化が進展していきます︒
２０５０年くらいを見通すと︑
人口は 万人ぐらいまで減少す

るのに対して︑高齢化率は 〜
％まで上昇します︒こうした

ました︒
高松市は現状では﹁その他地

けられ︑各市町村の実情を踏ま
えたきめ細やかな対応がなされ

と︑どんどん道路を作って郊外
にまちを広げていくような拡大

見通しの下︑どういうまちであ
れば市民が生き生きと暮らして
いけるか︑活力が保てるかを考
えています︒
これまではどちらかという

下がる地域では介護職員の処遇
改善にも影響がでるのではない
かとの懸念もあり︑上がる地域
では保険料の引上げの要因にな
るとの声も出ました︒
そこで３年間の経過措置が設

域﹂ですが︑見直しにより１段
階上がり６級地となります︒し
かし経過措置により３年間は据
え置かれます︒

集約型のまちづくりを進め
地域包括ケアを展開

コンパクトなまちづくりを進め
ていきます︒財政制約もあるの
で︑市全域にばらまくようなこ
とはせず︑集約化した地域に重
点的に投資していく考えです︒

型︑分散型でしたが︑これでは
人口が減り︑車が利用できない
高齢者が増える中では逆に不便
になります︒皆が不幸になるま
ちづくりです︒
これを切り替えて︑より集約型
に︑特に中心市街地をもう一度
再生しながら︑市内の一定程度
の範囲の地域ごとに︑拠点を設
けて様々な機能を集約しながら

42

││ 第５期介護保険事業計画に
ついてお尋ねします︒まず地域

22

護報酬が引き上がり︑それが保
険料に影響を与えます︒マンパ

30

さらにその集約化した拠点同士

を公共交通や自転車でうまく移
動できるように結びます︒

まちの機能や人口を集約化す
ることでまちを活性化する︒そ

れにより地価も上がり固定資産

税も確保できるのではないかと
考えています︒財源確保にもつ
ながるのです︒
そうしたまちづくりの中に施

設や在宅サービスの整備も組み
込み︑地域包括ケアシステムの

構築を進めていきます︒

││ 第５期計画の特徴は︒
高松市では居宅サービス・施
設利用者と︑二次予防事業対象
者︑高齢者一般︑第２号被保険

者 な ど 計 ４７ ０ ０ 人 を 対 象 に
﹁高齢者の暮らしと介護につい
てのアンケート﹂を実施し︑計
画策定の参考にしました︒さら

に国のモデル事業にも参加して
一部に日常生活圏域ニーズ調査
を組み込みました︒
そうした調査結果も踏まえ︑
定期巡回・随時対応サービスや

複合型サービスを整備するとと
もに︑在宅医療と介護の連携を
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43

包括ケアシステム構築の展望は
いかがでしょうか︒
高松市の人口は平成 年で約
万人︑高齢化率は全国平均と
ほぼ同じ ・０％です︒今後は
全国と同様に人口が減少する一
23

ワーは確保しなければなりませ
んが︑かといって財政負担が非
常に問題になります︒保険者の
立場からすると痛し痒しという
ところです︒
││ 地域区分が５段階から７段
階に見直されました︒
もともと現在の地域区分は制
度発足時に決まったもので︑前
回改定時の見直しでも先送りさ
れた課題でしたので︑見直しは
当然です︒

42

進めていきます︒
新サービスに関しては︑でき
るだけ在宅で安心して介護が受
けられる体制を全国的にも進め
ていくべきですし︑高松市にお
いても地域包括ケアを実質的な
ものにしていくために充実させ
ていくべきと考えています︒
具体的に第５期計画における
必要量は︑最終年度の 年度時
点で定期巡回・随時対応サービ
スは１２００人分︑複合型サー
ビスは６００人分と見込み︑整

も最期は病院で亡くなるという
意識が強いと思います︒介護で
も施設に偏りがちです︒
こうしたことから訪問看護や
在宅医療があまり進まないのだ
と思いますが︑できるだけ在宅
生活を継続できるようにしてい
きたいと考えています︒

介護予防を促進し
保険料の上昇を適正化
││ 第５期の介護保険料が上昇
する要因については︑どのよう
に分析していますか︒

度１０５・７％︑ 年度１０８・
６％となっています︒
このようにサービス利用が進
んだこともあり︑介護給付費準

保険料の上昇を抑制します︒ま
た保険料段階の設定について現
行では特例４段階も活用して実
質的に９段階としていますが︑
さらに特例３段階も導入し︑全
体で 段階設定としてきめ細か
く対応する考えです︒

される財政安定化基金の市町村
拠出分と︑調整交付金も活用し︑

備基金は第４期計画期間で全額
取り崩しました︒第５期は︑戻

22

││ 今後の保険料の適正化につ
いてはどのように進めていきま
すか︒
認定者数の増加もあることか
ら介護予防を一層︑進める考え

です︒介護予防活動を広げるボ
ランティアである﹁元気を広げ
る人﹂の養成講座を平成 年度
から実施しており︑延べ修了者
数は 年度で４７１人になって

います︒さらにこのボランティ
アの協力を得て︑介護予防のた

めのオリジナル体操である﹁の
びのび元気体操﹂の普及を進め
ており︑延べ実施人数は７５１

５人に上っています︒
市町村としてはやはり︑財源

確保を念頭においたまちづくり
を 進 め る 一 方 で︑ 給 付 を ど う
やって効率化していくかが大き
な課題だと考えています︒

││ 地域主権改革により４月か
ら介護サービス事業所を指定す
る基準省令が条例に委任されま
すが︑高松市の条例制定に向け

た取組みについてお伺いします︒
平成 年４月まで１年間猶予
がありますが︑パブリックコメ
ントにかけて６月議会に条例を
提案する予定です︒
制定に当たっては香川県とあ

︵撮影／國森康弘︶

は 人以下とする予定です︒

る程度歩調を合わせます︒分科
会で議論になった特養における
ユニット型個室への対応につい
ては︑居室定員は現行通り４人
以下とし︑ユニットの構成人数

25

備を進めます︒
ただ定期巡回・随時対応サー

要介護認定者の増加が大きい
と思います︒高松市では平成

年度では６９２８人でしたが︑
年度には２万３９人と︑２・
９倍に︒高齢化率は 年の ・
８％が︑ 年では ・０％に上
昇しました︒
サービス利用も増加してお
12

り︑総事業費は計画に対して
年度１０１・７％︑ 年度１０
３・３％と︑計画をやや上回っ
て 推 移 し て い ま す︒ 特 に 居 宅

23

22

サービス事業費は計画比で 年

10

22

26

ビスはやはり都市型のサービス
です︒家屋が点在した農村部で
の展開はなかなか難しい︒サー
ビス展開における何らかの工夫
がほしいと思います︒
他方で︑訪問看護ステーショ
ンの人口別の利用割合が香川県
は全国で最下位です︒香川県は
全国で一番面積が狭いのです
が︑高松市周辺には病院も集中
しています︒だいたいどこに住
んでいても１時間以内で通院で
きる状況です︒また住民の中に

15

23

15

22

12
17

21
21
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