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くが単身高齢者︑
老夫婦世帯で
あり︑年金収入は減額され︑
月から後期高齢者医療費負担
が2割に増え︑
さらに介護利用
者負担が加わります︒

︵座間市民ネット︶

加藤 陽子

利用者の負担拡大と
給付抑制の議論を市民参加で
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神奈川ネットは︑生活クラブ運動グループとともに﹁東日本大震災復興支援まつり﹂を
回開催して被災地の現状を知り交流を続けてきました︒
震災から 年が経過し︑支援
する側から︑
共に生き・学ぶ側へと変わってきました︒

谷津 えみ︵ネット藤沢⁄市議︶
をして活動内容を周知し︑年に
１回防災イベント開催︑防災意
識を高めています︒
継続してい
くことが互いの理解につなが
り︑要支援者リストから役割担
当も確認でき︑顔の見える関係
や協力体制にも効果を発揮し
ています︒

回復力のある
地域づくり
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いました︒
一方︑自然を蔑ろに
していれば︑自然の恩恵を得る
に は 時 間 が か か り ま す︒そ れ
は︑いまだ原発事故により復興
できたと言い切れない福島の
現実からも明らかです︒

﹁人のつながり﹂
が回復した時と
多くの人が答えているそうで
す︒
住まいに関しては︑
貯蓄のあ
る人は再建が早い傾向にあり
ますが︑平時から貯蓄すること
が厳しい環境にある人は︑なか
なか再建が感じられず︑日常を
取り戻すことができない状況
になっているようです︒
さらに人とのつながりは︑被
災に限らず新しい土地に馴染
めず︑引きこもりになってしま
うなど︑生きる気力を失うこと
からも大切さがわかります︒
こ
のことから︑
防災には︑
貧困・格
差・高 齢 者・障 害 福 祉 な ど の
要素が深く絡んでいることを
忘れてはいけません︒
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◎相談日時：毎月第３水曜日 13:00〜15:00 相談時間約30分 ◎料金：無料
◎問い合わせ先：神奈川ネット事務局 TEL：045-651-2011

お知らせ 市民の生活・活動 法律相談 を行っています
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財務省が旗を振り︑
経済団体
や企業の代表は現役世代の負
担は限界だと利用者負担の引
き上げを主張しますが︑
現役世
代もいずれは年を取り︑
介護者
や利用者として当事者となる
のです︒
サービスを使っている
のは8％といわれますが︑ 歳
以上では ％が利用していま
す︒
増え続ける介護給付は︑制
度開始の約3倍の 兆円を超
え︑第 １ 号 の 保 険 料 も 平 均
6000円を超えました︒
昨年
月閣議決定された介護職員へ
の国費による報酬加算はこの
月からは利用者負担となりま
す︒
不足する介護費用の財源を
どこに求めるのか︑利用者に求
めていくやり方だけでは事業者
も継続できません︒
3月 日の
介護保険部会では﹁2025〜
年の国難といえる期間︑保険
で支えるのが限界であれば︑今
以上に公費を投入する余地があ
るのか︑公費と保険料のバラン
スにも踏み込んで議論すべき﹂
との意見もありました︒
抜本的
な財源の議論を市民も参加して
進める必要があります︒
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生活再建を実感する
災害に負けない回復力のある
地域にするには何が必要でしょ
うか︒
風水害や地震大国である
日本では︑自然災害は避けられ
ず︑
減災・防災の視点だけでは限
界があります︒
防潮堤や土地の
かさ上げをはじめ︑インフラ整
備だけでは被災者の日常生活は
戻ってきません︒
これまで被災し︑生活再建の
実感を持てたのは﹁住まい﹂と

日常から備える

東日本大震災から 年が過
ぎました︒
この震災は︑
私たちを
次の行動へと導き︑これからも
交流を続けていくことによっ
て︑
教訓になっています︒
環境に負荷をかけない日々
の暮らしが︑生活再建のスピー
ドに大きな違いを生み出してき
たことや︑福祉と防災が繋がっ
ていることなど︑学んだことを
神奈川でも実践をしていくこと
が必要です︒
災害に強く回復力
を高める地域づくりをすすめて
いきます︒

月 日︑社会保障審議会・
介護保険部会において次の改
定にむけ給付と負担に関する
議論が始まりました︒
主な論点
は︑多床室の室料負担︑ケアマ
ネジメントに関する給付の在
り方です︒
さらに大きな問題は
軽度者への生活援助サービス
に関するあり方の見直しです︒
要介護1・2への生活援助サー
ビスや通所デイサービスを保
険給付から外し︑
自治体の地域
支援事業である介護予防日常
生活支援総合事業︵総合事業︶
に移すことです︒
介護財源の削減を狙い︑住民
主体の多様なサービス創出を
めざした総合事業は2017
年から始まりましたが︑5年
経った現在も︑大半の自治体で
は給付サービスと同等の従前
相当サービスが主流です︒
9月
に神奈川ネットが行った県内
自治体の調査でも︑複数の多
様なサービスを実施して今後
増やす計画を持っている自治
体はわずかです︒
機能している
とは言えない総合事業は要介
護1・2への受け皿にはなり
えません︒
深刻な介護ヘルパー
不足の中︑多くの自治体では多
様なサービスの担い手まで確
保できない現状があります︒
また︑
利用者負担はこれまで
の原則1割から2割になり︑
ケ
アプラン作成の有料化も大き
な問題です︒
サービス利用の多
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環境負荷をかけない
暮らし方
わかめの生産が盛んな岩手
県重茂漁港は︑きれいな海を守
るために町ぐるみで﹁石けん﹂
を使ってきました︒
東日本大震
災時は︑ ・5㍍の津波に襲わ
れ︑甚大な被害を受け︑わかめ
をはじめ漁業は厳しい状況に
なりました︒
しかし日頃から海
を汚さない生活をしていたた
め︑翌年にはわかめやアワビな
どが取れるまでに回復し︑収入
があったことで復興に役立っ
た と 言 い ま す︒自 然 を 守 り︑
日々の積み重ねを大切にして
きたまちづくりが︑早い段階か
ら海産物という恩恵を受け︑回
復する力のあるまちになって
40
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命を守るために︑災害時でき
るだけ次の行動へ素早く移れ
る備えが重要です︒
水や食料の
備蓄量の目安は︑以前は3日分
程度でしたが︑近年では大規模
災害に備えて︑7日分と言われ
ています︒
神奈川県は共同住宅
が多く︑マンションは基本的に
避難所を利用せず︑自宅避難が
原則です︒
私の住むマンション
では災害の備えのために︑理事
会とは別に防災委員会を組織
しています︒
理事会で全体報告
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神奈川ネットは連携団体か
らグッズを販売します。
会場
だけでなく神奈川ネット独
自でセット販売を各地域で
行い、
現地と繋がります。
販売以外のブースではプラ
ごみアンケートを実施します。
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災害に強い
回復力のある地域づくり

URL https://kanagawanet.org/

