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あまりにもひどい！今回の介護保険法改訂案
２月１１日「異議あり、介護保険見直し政府案 利用者・現場の声を届けよう」をテーマに介護シンポジウ
ムが開かれました。冷たい雪のふるなか全国から約２００人が参加し熱い議論がかわされました。
厚生労働省が今国会に提出予定の介護保険法改定案には、要支援者を介護保険サービスから外すことが明ら
かになっています。
立教大学の柴田英昭教授が財界・政府の社会保障戦略について基調報告しました。財界が政府に圧力をかけ
ている。社会保障を産業化するのはあってはならないこと。営利目的では生きることは守ってもらえない。と
発言されました。全日本民医連の林泰則事務局長は、今回の改正案は財政事情を優先させていると批判。
会場からも多くの発言がありました。沖藤のりこさんは「介護を必要としているのは男性より女性が多い。
８５歳以上が特に多い。８５歳以上の女性達は戦争犠牲者。戦争で苛酷な体験をしている。その方達が今の日
本を支えてきた。この方たちを見捨てるような制度は心が奪われてる。国は礼儀をうしなっている。」と発言
しました。
また昨年１１月の「介護１１０番」では２日間で７３００本ものアクセスがあり、「介護保険料払てるのに、
施設にはいれない。」「介護保険料払てるのに利用の仕方が分からない。」など「保険あって介護なし」の実
態の訴えが多かったそうです。
政府の改定方針の内容を多くの人に知らせ撤回させるまで声と運動を広げていくことの大切さを痛感しまし
た。またこの問題が介護だけの問題ではなく、社会福祉全体の問題。多くの方と連携とりながら改善していく
べきだと思いました。
練馬労連副議長 千田 恵美子

