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介護情報誌「Better Care<ﾍﾞﾀｰ･ｹｱ>」野田編集長に伺いました 

介護保険どちらに向かう？制度見直しと今後 
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Q：もうひとつのどう出費を抑えるか？ これはｻｰﾋﾞｽの低下につながりかねませんね。 

野田：まず、2014 年の改正で、要支援認定者（要支援 1 と 2）のﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ･ｻｰﾋﾞｽとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽを介護保険の「給

付」からはずし、市区町村の地域支援事業（通称・総合事業）に移行しました。昨今しきりと話題になるの

がこの市町村が行う総合事業の「対象者」を「要介護 1・要介護 2」にまで広げていこうという動きです。 

Q：「要介護 1・要介護 2」を軽度者と規定し、現状に当てはめるなら、要支援が 1～4 まで、要介護が 1～3、

ということになりますね？ 

野田：はい。けれど、国の掛け声が盛んな割に、総合事業がうまく運営されている市町村は多くありません。

専門家ではない、地域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなどによる見守りや、近所の助け合いを推奨する総合事業は不安だからと、

生活援助ｻｰﾋﾞｽの利用をしている一人暮らしの要介護者などは、かえって施設入所が必要になるｹｰｽも想定さ

れます。財政面からだけの判断で拙速に移行が進められれば、事実上のｻｰﾋﾞｽｶｯﾄ「軽度者はずし」になりか

ねず、利用者や介護従業者から反対が多いのも当然です。介護保険料や税金も入っている介護保険財政から

の拠出なのに、まだ介護の必要ない予防の人にも財源を使う問題点もあり、また、「地域の支え合い」という

名目で、安い労働力としてﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを利用するという点も危惧されます。 

Q：少子高齢化が進む中、制度･ｻｰﾋﾞｽの維持をしていく上で介護保険のﾍﾞｸﾄﾙはどちらを向いているのでしょ

う？ 

野田：以前から推進しているように、高齢者も障碍者も子どもも含めて、介護・医療・地域を一体的にｹｱす

ることで、国の財政支出を抑えていきたいというのが本音でしょう。 

Q：医療の分野でもよく耳にする「地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ」ですね？ 

野田：医療、介護、予防、住まい、生活支援ｻｰﾋﾞｽが連携して、要介護者等が出来る限り住み慣れた地域で生

活するための包括的な支援を目指すｼｽﾃﾑ（思想）です。例えば支援を受ける高齢者の住まいを病院のﾍﾞｯﾄﾞ

に、町の路地を病院の通路に見立て、病院ではなく「暮らしの場」に対応するｼｽﾃﾑを構築・提供することを

目指しています。ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅や、地域密着型サービスの整備等もこの考え方から派生してい

ます。 

Q：2021 年以降も厳しさが増すことが予想されますね、私たちで出来る防衛策は？ 

野田：介護保険は制度も、報酬や利用料の仕組みも非常に煩雑でわかりにくいですが、まずご自分の住む地

域、自治体が介護/福祉に取り組むｽﾀﾝｽをしっかり確認･把握すること。自治体のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや地域包括支援ｾﾝ

ﾀｰで情報を得るのも重要です。そして大切なことは介護保険に関心をもち、地域にある事業所などを気軽に

訪れて実際を知ることです。ｺﾛﾅ禍のいまは難しいですが、ぜひ、興味をもって見守っていただきたいです。

もとより常日頃から健康に留意し、運動・栄養など日常生活態度の見直しも重要ですが、たとえ認知症など

病気になっても安心して住み続けられる地域づくりが何より一番の防衛策です。 

 

 

 

W E S T  
 

賀正 2021 

■『Better Care』は、介護する人・介護さ

れる人の立場に立って、よりよい介護のあ

り方を追求し様々な情報を提供していきま

す。 

■野田さんが編集長をされている雑誌

「Better Care」は今や数少ない一般向けの

介護雑誌、全国の介護に関わる最新情報を

一般読者向けに分かりやすく届けてくれま

す。 
■購読のお問合せ：㈱芳林社 03-3341-8805 

ＨＰ：bettercare.jp 

 

野田真智子さん：「Better Care」は 1999 年創刊、二代目編集長。介

護保険開始前折しも会社の同僚が揃って親の介護に直面し、思い立

ったように介護雑誌を創刊した。介護ｼﾞｬｰﾅﾙの一翼を担う。 

 

2000 年に介護保険制度がｽﾀｰﾄしてから昨年で丸 20 年、この間、要介護認定者数＜約 218 万(2000

年 4 月)→667 万人(2020 年 1 月)＞、介護保険の費用額＜3 兆 2000 億→10 兆 1500 億円(2018 年

度)＞と数字的にも大幅に増大してきました。昨年は介護保険制度改正があり、今年は介護報酬改

定の年。今月は(株)芳林社の介護情報誌「Better Care」編集長の野田さんに、昨今の介護保険の

流れについてお話を伺いました。 

Q：2015 年 1 月号で同じﾃｰﾏでお話いただき、丁度 6 年ぶりの登場です。今回はまず、介護保険制

度改正について、お話を伺います。 

野田：課題は「介護予防・健康づくりの推進」「保険者機能の強化」「地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの推進」「認

知症施策の総合的な推進」「介護人材確保及び業務効率化の取組み強化」「社会福祉連携法人制度

の創設等の所要の措置」「持続可能な制度の構築・介護現場の革新」等でした。いずれも、利用者

に大きく影響を与える改正にはなりませんでした。 

Q：負担の大幅増加やｻｰﾋﾞｽの低下に関わることがあまりなく、少し安心しました（笑）。 

野田：とりあえず今回は(笑)。また、制度改正とは別に介護報酬改定ですが、団塊世代が 75 歳以

上になる 2025 年に向けて財源確保や配分について、現在も審議中で、年度内には決定されます。

昨年来の新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症(ｺﾛﾅ)の流行拡大や近年の水害他自然災害の激甚化も受けて、最上位

の目標として「感染症や災害への対応力強化」を掲げています。他の目標は、「地域包括ｹｱの推進」

「自立支援･重度化防止の推進」「介護人材の確保･介護現場の革新」「制度の安定性･持続可能性の

確保」など。その財源の確保と、出費抑制が、最重要課題です。 

Q：財源の問題は利用者にとっては嬉しくない課題です。 

野田：財源の問題では、2017 年の制度改正によって 1～3 割とされた介護保険ｻｰﾋﾞｽ利用時の自己

負担割合を、1 割から 2 割にする所得最低額を引き下げる案は、低所得層には痛手でｻｰﾋﾞｽの利用

控えなどが懸念されます。更に、現在 40 歳以上の人が納めている介護保険料の値上げ、納付開始

年齢の引き下げなど、様々な論議があります。また、現状は利用者負担無しのｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ料に利用

者負担を導入する案や、介護老人保健施設などの多床室への室料負担導入も論議にあがっていま

す。一昨年の消費税引き上げ、昨年以来のｺﾛﾅ禍もあり、今回改正では見送られたものの、3 年に

一度の改定のたびに課題とされ、内閣府の委員会でも推進が決定されている多くの課題は、今後

ほぼ確実に実施されると考えておかねばなりません。 

 

 

 

 



★介護はｱｲﾃﾞｨｱ～未経験だからこそのｱｲﾃﾞｨｱが必要です! 
■募集要項 
★職種：ｹｱ･ｽﾀｯﾌ<①正社員/②非常勤職員>★無資格･未経験からｽﾀｰﾄ/年齢不問 

★給与：① 月給：224,781 円～<18歳資格なし夜勤 6日含む> 

② 時給 1020<無資格>～1170円<介護福祉士>   
※夜勤 1回 18,000～20,000 円＜介護福祉士＞①②処遇改善加算交付金含 

★時間：9：00～17：00 17：00～翌 9：00 

★待遇：社保・有休・交通費規定内支給：月額 50,000円迄 

★勤務場所：当社各施設 10 箇所の中から通勤し易い 

 場所を選べます。 

●問合せ：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 採用担当まで   

☎044-455-6117 

2021 年 3 月新卒社員募集中 

会社説明会随時開催中      
ｴﾝﾄﾘｰはこちらから→ 

        

 

 

 

 

 

        

川崎市多摩区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田のヒルズ」より 

リハビリを日々の生活に 

 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行） 

通算第 193 号   編集：株式会社アイ・ディ・エス 

川崎市中原区新丸子町 734-2  ☎044-455-6119 
＜ＨＰ＞ http://www.bananaen.com/ 

グループホーム空室情報 
空室情報、入居に関するお問い合わせは右記    

の各施設もしくは総合案内 

044-455-6119       

バナナ園グループ 
【グループホーム】                                               
●川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園 ☎ 044-280-2386   ●第 2 ﾊﾞﾅﾅ園 ☎044-587-1773      

●ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉 ☎044-863-7101    ●ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家 ☎044-722-5361   

●のんびりーす等々力 ☎044-750-9203   ●のんびりーす ☎044-422-2295       

●ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ ☎044-911-1599 ●バナナ園生田の杜 ☎044-789-5691/5692   

●ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉 ☎044-789-5693  ●ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手 ☎ 045-264-9634 

 

 
    

              
 

 

 

 

 

今年も残すこと一ヶ月となりました、2020 年は新型ｺﾛﾅ感染症予防の対策で

慌ただしい一年となりました。川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」

では幸いにも入居者様、ｽﾀｯﾌ共に感染者を一人も出すことなく新しい年を

迎えられそうです。これもご家族･医療ｽﾀｯﾌ･地域の皆様の協力があっての

ものだと思います、本当にありがとうございました。さて、毎日 TV をつけ

ればこの「ｺﾛﾅｳｨﾙｽ」の話題ばかりですが、11 月 22 日はそんな空気も吹き

飛ばすほどにﾌﾛｱは笑顔で溢れていました。午前中、ﾘﾋﾞﾝｸﾞに大きな箱を運

び入れるとﾌﾛｱで過ごしていたご入居者たちが集まってきます「何かしら、

これ、随分大きな箱ね？」大きな段ﾎﾞｰﾙ箱に入っていたのは「ｸﾘｽﾏｽｵｰﾅﾒﾝﾄ」

です。ｵｰﾅﾒﾝﾄは毎年手作りのものが増えていくのでずいぶんな量になって

います。そして、お昼ご飯を食べ終えると飾り付けの開始です！ｺﾞｰｼﾞｬｽな

星飾りや繊細なｶﾞﾗｽのﾎﾞｰﾙなど、見ているだけで楽しいｸﾘｽﾏｽｵｰﾅﾒﾝﾄです

が、ｾﾝｽ良く飾り付けをするのは意外と難しいですね。若いｽﾀｯﾌが数人で手

分けして飾ればあっという間に終わってしまう作業ですが、高齢者が細い

糸に吊るされたｵｰﾅﾒﾝﾄを一つ一つ丁寧に枝に結んでいくのは時間もかかり

ますが指先を上手に使うﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにもなるのです。皆様段ﾎﾞｰﾙ箱の中か

ら「玉飾り」や「靴下」「雪の結晶」思い思いのｵｰﾅﾒﾝﾄを取り出し、ﾓﾐの木

に結び付けていきます。さて、ｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰはﾖｰﾛｯﾊﾟをはじめ、世界中で常緑針

葉樹のﾓﾐの木が使われているそうです。常緑樹は冬でも葉が枯れて落ちな

い、一年中緑色を保っており緑の葉を失わない常緑樹は特別な力があると

考えられているそうです。最後に電飾を飾り「ﾄｯﾌﾟｽﾀｰ」をﾓﾐの木のてっぺ

んに付けるとｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰの完成です。ｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰが終わると次はｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ（電

飾）の飾り付けです、こちらは留学生のｽﾀｯﾌ M 君が張り切ってくれました。

飾り付けた後は記念にｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの前で記念撮影！写真は恥ずかしいからと

素敵な眼鏡を掛けた I 様、とても良い一枚になりました♪ｸﾘｽﾏｽ当日が今か

らとても楽しみですね！ 

 

 

 

バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟで働きｽﾃｯﾌﾟ・アップをしませんか？ 

介護スタッフ募集中 

川崎市多摩区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」では、ご入居者の方々に日頃

から様々なお手伝いをお願いしています。食事の前のﾃｰﾌﾞﾙ拭きや手の消

毒、食後の食器洗いや簡単な掃除、花の水やりやﾊﾞﾅﾅ･ﾆｭｰｽ（ｺﾚです、ｺﾚ！）

をﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ用に折ってくださっているのもご入居者なんです。特定の方に

偏らないよう気を付けながら、その方のその日のご様子によってﾀｲﾐﾝｸﾞを

見計らってお願いしています。特に食器洗いはご入居者様にお願いすると、

男女問わず思い出話をしながらｽﾀｯﾌと楽しく綺麗にしてくださいます。写

真の I 様も誘い方に少しｺﾂが要りますが、「大変そうだね」と気にかけて下

さればこちらのもの！「大変なの、手伝ってくださいますか」とお願いする

と「良いよ、やるよ」とおっしゃり、しまいにはｷｯﾁﾝ周りまでﾋﾟｶﾋﾟｶに拭き

上げてくださいます。また、洗濯物たたみとﾊﾞﾅﾅ･ﾆｭｰｽ折りは量が多いので、

出来る方総出で取り組んでいただきます。洗濯物は人によってたたみ方も

様々で、隣の方のたたみ方に合わせたり独自のたたみ方だったり。でも皆様

にお届けするﾊﾞﾅﾅ･ﾆｭｰｽはそうはいきません。時々裏表になってしまったり

もするので、手が慣れるまでｽﾀｯﾌもご一緒しますが、几帳面な方が多くこち

らも綺麗に折ってくださいます。あまりに綺麗に折れると「これは自分のだ

よ、持っていかないでよ」とおっしゃることも（笑）。そんな時には席を立

たれたりした時にこっそりいただきます。このようにｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑではいつま

でも健康に過ごしていただくために、ﾘﾊﾋﾞﾘの専門家が直接的に筋力ｱｯﾌﾟや

柔軟性ｱｯﾌﾟを目指した機能訓練をするのではなく、着替えやﾄｲレ、入浴など

日常を生活する上で行う活動などは、出来る方にはあえてｽﾀｯﾌは援助をせ

ずご自分でして頂きます、これを「生活ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ」と言い、さらに、この

延長線上にある、家事＜下膳、食器洗い、洗濯物たたみ、掃除等＞なども「ﾊﾞ

ﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」ではご入居者にお願いすることで ADL＜日常生活動作＞の維

持を図ります。ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑでの生活が気になる方や認知症でお困りの方、是

非いつでも見学にいらしてください。外から来てくださる方大歓迎！！現

在いらっしゃる入居者様も新しい刺激を受け、より元気になっていただけ

ればと思います。 

日本では、1900 年に明治屋が銀座へ進出し、このころ

からｸﾘｽﾏｽ飾りは広く行われるようになったという。 
 

 

お願いをする時も、少し背伸びをすれば"できる"こともあれば、

難なく"できる"こともあります、またその日の体調によってで

きる日・できない日もあるので、観察とﾀｲﾐﾝｸﾞが重要です。 

 

 

川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」より 

もうすぐだね!!笑顔溢れるクリスマス 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%B1%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%80%E5%BA%A7

