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介護保険割合証で混乱

８月から一部利用者２割負担

京都新聞 2015 年 07 月 31 日
京 都市 が郵 送し た
「 介護 保険 負担 割
合証」
（右）
。水色の
紙で、市は「介護保
険 証と 一緒 に保 管
して」と呼びかける

一定以上の所
得のある人が介
護保険サービス
を使った際の利
用料が８月から
２割負担になる
のを前に、７月
末をめどに利用
者ごとの負担割
合を記した「介
護保険負担割合
証」を各自治体
が郵送している。
だが、初めての制度であることから、負担割合証が届いても使い方が分からず自治体に問
い合わせるケースが相次いだり、本人が受け取れずに混乱する事態も起きている。
■自治体対応に個人情報の壁
「介護保険負担割合証」は、利用者ごとに１割か２割かの負担割合が記された水色の紙
で、被保険者証（保険証）と合わせて保管、介護サービスを利用する際に保険証と一緒に
見せる。事業者は利用者の負担割合を確認したうえで料金を算出する。
８月１日以降必要になるため、介護保険の要介護認定を受けている人に対して７月末ま
でに負担割合証が郵送されているが、利用者によって自己負担割合が異なるのは介護保険
制度が始まって以来初めての仕組み。自治体によっては広報紙で周知を図ったり、介護保
険料の支払通知書などと一緒に案内を郵送しているが、７月中旬に郵送した京都府舞鶴市
や亀岡市、滋賀県彦根市、高島市といった自治体の多くで負担割合証の意味や使い方を尋
ねる電話があったという。
さらに、１人暮らしの人や認知症のある高齢者の中には負担割合証を確認できない事態
もあり、紛失などの可能性が考えられるという。京都府長岡京市のケアマネジャーは「こ
のままでは（本人が）利用料を知らずにサービスを利用することになる」と懸念する。負
担割合は収入に関わる個人情報のため原則本人か家族が窓口で再交付申請することになっ
ているが、窓口に行けない場合の対応は未定。市高齢介護課は「電話による問い合わせに

は（本人確認ができないため）応じられない」といい、「何かいい方法がないか模索中」と
話す。
ケアマネジャーに対しては、ケアプラン作成時など利用者負担割合を記入する際に誤り
がないよう確認を求める文書が厚労省から出されている。
要介護認定を受ける人が約８万２千人に上る京都市は、７月２７～２９日にかけて対象
者に通知を郵送した。約１０％にあたる８千人程度が２割負担になる見込みだ。負担割合
証が届かず本人や家族からの再交付申請も難しい場合については「８月に入ってから個別
に検討していきたい」
（市介護保険課）としている。

パパの公休日
関西テレビワンダー 2015 年 7 月 28 日
授乳やおむつ替えなど、小さい子どもがいるママは毎日忙しくしています。
そんな子育て真っ最中のママを「パパが会社を休んで励まそう」というプロジェクトが
神戸の会社でスタートしました。
家族に見送られ出勤する森川将名さん（４０）
。
５歳の長男・雄生くんを保育園に送るのが森川さんの日課です。
【森川将名さん】
「基本的には毎朝行くようにしている。夜は遅いと寝かしつけもできない
ときもある。朝は確実に話しもできるので、非常に重要な時間」
大手家庭用品メーカー「Ｐ＆Ｇ」に勤める森川
さんは、会社が始めたあるプロジェクトに参加す
ることを決めました。
それは『パパの公休日』プロジェクト。
プロジェクトでは、子どもの１歳の誕生日にパ
パが有給休暇を取り、会社を休みます。
一生に一度しかない初めての誕生日を家族で
お祝いするとともに、子育てを頑張っているママ
に感謝を伝えます。
【Ｐ＆Ｇ・林陽子 広報渉外本部マネージャー】「パパの育児参加も赤ちゃんの成長には大
きな役割があるのではないかということで始めた。
『パパの公休日』という赤ちゃんの１歳
の誕生日をきっかけに、育児参加しようというパパが増えたらいいなと思っている」
誕生日や入学式など、子どもの記念日にパパは会社を休んでいるのでしょうか？
【子育て中のママ】
「休んでほしいですね。誕生日、子どもの行事とか絶対休めるような環
境があればいいと思う」
「結婚記念日は休めるという会社。家事を
手伝ってほしいというよりも、この子ともっ
と触れ合いの時間があればいい。このかわい
い時、一緒にいてあげてと思う」
P＆G が、１歳の誕生日にパパに休みをとっ
て欲しいか聞いたところ、９割のママが「は
い」
と
答えました。
しかし…。
【記者】
「子供の１歳の誕生日に会社は休める？」
【子育て中のパパ】「ＯＫだと思うが、取りづら
い雰囲気は少なからずある」
「子育てに関わりたいのですが、なかなか仕事
が忙しい。大事な時期に一緒にいられないのは非常に残念」

育児雑誌の調査によると、７割のパパは子どもの 1 歳の誕生日に休みたいと思っている
一方、実際に休みをとったのは２割です。
森川家では、
『パパの公休日』を迎えました。
妻の綾乃さんに外でリフレッシュしてもらおうと、森川さんが家事と育児を一手に引き
受けることにしました。
【妻の綾乃さん】「
（母と）一緒に母が好きな演劇を見に行ってきます。普段からパパは子
煩悩でかわいがってくれているのであまり心配はしていない」
妻が出かけた後、森川さんが向かったのは近所のスーパーです。
お昼と夜の二食分の食材を買いました。
涼しい店内ですが…、あれっ森川さん、額に汗びっしょりです。
早速、家に帰ると子どもたちのお昼ごはんづくり。
お腹がすいているのでしょうか。
次男の晴日くんが、ぐずり始めました。
晴日くんを抱っこし、そうめんをゆでている間に、離乳食を作ります。
そうめんの薬味もこの通り。
なかなかの包丁さばきです。
長男・雄生くんのお昼ごはんも出来上がりまし
た。
【記者】「手つきが慣れている」
【森川将名さん】「よそのお父さんはもっとして
いると思う」
お昼ごはんが終わり、晴日くんを寝かしつけよ
うとしますが…。
【森川将名さん】
「寝ませんわ」
一息つく間もなく、長男の雄生くんから遊ぼ
うとせがまれます。
お昼ごはんが終わったと思ったらもう夕食の
準備です。
パパの抱っこが気持ちいのか、ようやく眠り
についた晴日くん。
森川さんは、３時間あまり抱っこをして汗だ
くです。
夕方、演劇の鑑賞を終えた妻の綾乃さんたちが、戻ってきました。
きょうの晩御飯は「うな丼」です。
森川さんが、腕によりをかけてつくりました。
【妻の綾乃さん】
「豪勢な料理を作っていただいて、いただきます。」
「これからお休みの日は、こんなかたちで私おでかけ、パパ子育て、プラスごはんでど
うかな？」
子どもの成長をともに喜び、お互いに感謝の気持ちを持って歩んだ１年でした。
「一生に一度しかない初めての誕生日」を家族揃ってお祝いすることが出来ました。
そして、花を贈るサプライズも。
【森川将名さん】
「１年間、お疲れ様でした」
【妻の綾乃さん】
「有難うございます。こんなお花もらっちゃって嬉しいわ。私一人では育
てられない、パパの戦力は凄い重要、できる限り早く帰ってくれるとか、夜、お風呂に入
れてくれたり、夜泣きした時は抱っこしてくれたりとか、凄くサポートしてくれている。
パパのサポートがないと今日までやってこられなかった」

いじめ問題防止、４教育大が支援
読売新聞 2015 年 07 月 30 日
いじめ問題の改善に向け、鳴門、宮城、上越、福岡の４教育大が研究成果を活用して各
地の教育委員会を支援したり、教員への研修をしたりする「ＢＰプロジェクト」の徳島大
会が８月７日、徳島市藍場町の「あわぎんホール」で開かれる。
岩手県矢巾町で中学生がいじめ被害を訴えて自殺したとみられる問題が発生したばかり
で、関係者は「いじめ防止の機運を高めたい」としている。
「ＢＰ」は、
「いじめ防止」の英語にあたる「Ｂｕｌｌｙｉｎｇ Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ」
の略で、今年４月、
「問題改善の一助になれば」と４大学で発足。いじめ問題に対応できる
力を持った教員の養成システム開発や、教育委員会へのいじめ防止対策の支援などを進め
ていくことにしている。徳島大会は教育委員会担当者や教員らへの研修の一環として開催
するもので、４大学がそれぞれの取り組みを発表する。
参加無料で、申し込みも不要。鳴門教育大の山下一夫副学長は「いじめ問題を教員が一
人で抱え込まず、学校全体で共有して問題解決に至るきっかけを作れれば」としている。

結婚記念・遺影代わり…人生の節目「３Ｄ」で

朝日新聞 2015 年 07 月 30 日
カメラ１
２ ０ 台で
被 写 体の
動 き を捉
え 、 躍動
感 の ある
３ Ｄ フィ
ギ ュ アが
つ く れる
パ ナ ソニ
ックのスタジオ（大阪市北区で）＝守屋由子
撮影

３Ｄプリンターを使い、写真をもと
に人の姿を再現した３Ｄフィギュア
（人形）を作成できるサービスが身近
になってきた。
訪日外国人や結婚するカップル向け
の記念品、遺影代わりなど様々で、工
業製品向けが中心だった３Ｄプリンターの用途が広がっている。
パナソニックが今月１７日、ＪＲ大阪駅北側のグランフロント大阪に開設した３Ｄフィ
ギュア作成の専用スタジオは、買い物や観光ついでに立ち寄る客でにぎわう。利用者を取
り囲むように設置した１２０台のデジタルカメラで撮影した写真を合成し、フィギュアに
する。シャッタースピードは１０００分の１秒に設定され、子どもが走り回る姿や、ダン
スやスポーツをしている躍動感のある動きまで精巧に再現できる。３週間前後でフィギュ
アが完成する。見学していた大阪市の女性会社員（３１）は「１歳の長女と一緒の姿をフ
ィギュアにしてみたい」と話した。
ＪＴＢ西日本は昨年１２月、大阪・心斎橋の外国人専用の観光案内所に、３Ｄフィギュ
ア専用スタジオを開設した。着物や浴衣を有料で借りることができ、台湾や香港、フィリ
ピンなどの観光客が利用している。
樹脂加工のモリサキ樹脂（京都市）は昨年６月、結婚式を控えたカップル向けに、フィ
ギュアを作るサービスを始めた。ホテルグランヴィア京都など提携先のホテルにスタッフ
が出向き、式の打ち合わせの合間などに撮影する。
「遺影」ならぬ「遺人形」の販売に５月に乗り出したのは、心斎橋にスタジオを構える

ロイスエンタテインメント（大阪市）。
「写真が１枚あれば、どんなポーズでも再現できる」
（古荘光一社長）という。

橋下氏推進の「咲洲庁舎」に撤退論 秋の知事選へ攻防
朝日新聞 2015 年 7 月 31 日

上田真由美

咲洲庁舎（旧ＷＴＣ）をめぐる経過

大阪湾岸に立つ大阪府の「咲洲（さ
きしま）庁舎」
（大阪市住之江区）か
らの撤退論が、府庁内で高まってい
る。災害対応への不安やアクセスの
問題に加え、老朽化した「大手前庁
舎」
（同市中央区）周辺での新庁舎建
設が悲願だからだ。咲洲への移転は
大阪維新の会（代表・橋下徹大阪市
長）が主導してきただけに、自民党
は１１月の知事選で、撤退を争点と
する戦略を練り始めた。
自民党府議団は来月３日、知事と
の会談で「咲洲庁舎からの即時・無
条件・全面撤退」と「速やかな大手
前庁舎への庁舎機能の集約化」を求
める考えだ。
府の新庁舎建設は財政難から見送られてきた。「今度こそ建てられるかも」（府幹部）と
期待が高まるのはなぜか。国土交通省は今年度予算で、大阪市の官庁街・大手前に国の合
同庁舎を新築する調査費など計４１００万円を計上した。構想では２０階建てで、周辺に
散らばる国の出先機関を集約する。予定地は大手前庁舎の南西側の府有地約６５００平方
メートルで、庁舎西側の国有地約３８００平方メートルなどとの交換を検討中。大手前庁
舎の増築部分を取り壊せば、国有地と合わせ、１万平方メートル余りが確保できるのだ。

海遊館〝民営化〟…大阪市、１万株を近鉄グループＨＤに売却
産経新聞

2015 年 7 月 31 日

雄のジンベエザメ、海（手前）が新たに搬入された海遊館の大水
槽＝大阪市港区（大塚聡彦撮影）

大阪市は３１日、ジンベイザメ飼育などで知られる同
市港区の水族館「海遊館」を運営する第三セクターの株
式（１万株）について、近鉄グループホールディングス
に２４億８千万円で売却したと発表した。
海遊館は平成２年に開館。世界最大級の水槽を持ち、
ジンベイザメなど約６２０種を飼育しており、年間の入館者は２００万人を超える。市は
昭和６３年、三セクの設立以降、５億円を出資しており、株式の２５％を保有する筆頭株
主だったが、三セクの完全民営化方針を掲げる橋下徹市長のもと、今年６月の市議会で全
株式の売却が決まった。

認知症疾患医療センター 安来第一、松ヶ丘病院も
山陰中央新報 2015 年 7 月 30 日
島根県は１０月、認知症治療の専門医が常駐し、かかりつけ医と連携して早期診断や治

療方法の助言を行う「認知症疾患医療センター」を安来第一病院（安来市安来町）と松ヶ
丘病院（益田市高津４丁目）に開設する。島根大医学部付属病院にある「しまね認知症疾
患医療センター」
（出雲市塩冶町、山口修平センター長）と合わせ、県内を広くカバーする
態勢づくりを目指す。
認知症疾患医療センターは県が設置し、運営費の一部を病院に補助する仕組み。厚生労
働省が２０１７年度末までに全国で５００カ所の設置を目指しており、１５年３月現在、
２８９カ所ある。
県高齢者福祉課によると、県内の認知症患者は１４年時点で３万３千人（推計）。１１年
度に県内で初めて設置した、しまね認知症疾患医療センターは、年間約千人の利用がある。
患者の通院などの利便性向上の観点から、センターの増設を求める声が医療関係者や患
者の家族らからあり、県が対応できる病院を調査。２病院を新たに指定することにした。
安来第一病院は主に松江圏域、松ヶ丘病院は益田圏域を対象とするが、周辺圏域の患者も
受け入れ、当面は３病院で運営する方針。
また、しまね認知症疾患医療センターは、糖尿病や脳疾患など、認知症との合併症にか
かった患者の入院に常時対応する「基幹型」のセンターに格上げし、８月に運用を始める。
県高齢者福祉課の湯原優管理監は「認知症患者を地域で支えるネットワークを広げていき
たい」と話している。

「みとり」の場、考えましょう

施設、自宅…サイトで経験談募集も
北海道新聞 2015 年 7 月 31 日
林美枝子教授

人生の最期を迎える場は病
院から施設や自宅へ―。厚生労
働省は在宅での「みとり」を推
進している。高齢化で、みとり
の場の不足が指摘されるため
だが、普通の人にとって、みと
りは不安で負担が重い。在宅で
のみとりについて考えてもらおうと、道内の専門家が
インターネットによる情報発信を始めた。
林教授が開設したホームページ「看取りねっと」

厚生労働省の調査によると、自宅でのみとりは減り
続け、現在約８割の人が病院、診療所で亡くなってい
る。２０１４年の年間死亡者数は１２６万人だが、３
０年には１６０万人に増えると推計されており、みと
りの場の確保が課題になっている。
在宅には、自宅のほか介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの施設も含まれる。
施設でのみとりは増え、今後も増加が見込まれる。国も介護報酬改定で、みとりをする施
設への加算を手厚くしている。
ただ、施設にとって、みとりの不安は小さくなく、施設職員の質の向上が欠かせない。
年数人の入所者のみとりをしている特別養護老人ホーム「厚別栄和荘」
（札幌市厚別区）の
瀬戸雅嗣総合施設長は「職員が普段行っているのは入所者が生きるためのケア。それに対
し、みとりとのギャップに戸惑う若い職員もいる。職員の精神的なケアも必要だ」と課題
を指摘する。
そんな中、家族を自宅でみとる人や入所者を施設でみとる職員の経験を集めることで、
在宅でのみとりの流れを後押ししようとする専門家もいる。
日本医療大保健医療学部看護学科（札幌市清田区）の林美枝子教授＝医学博士、文化人

類学＝は「日本にはかつて、みとり文化があった」と言う。林さんによると、自宅でのみ
とりは医療が介入しない家族の問題で、母から娘に知識や作法が代々受け継がれたが、病
院で亡くなる人が増えたため「家庭で死を迎える文化が廃れていった」と説明する。
林教授は「在宅でのみとりの不安を和らげるためには、経験者の話が役立つはず」と言
う。このため、医師や看護師の助言だけではなく、普通の人の在宅でのみとり経験を紹介
するため、６月からホームページ（ＨＰ）で経験談を募り始めた。
そもそもＨＰで経験談を募ろうと考えたきっかけは、自身が病気で手術を受けた数年前
の経験から。同じ病気の人の体験談をネットで調べ、参考にした。１００人ほどの経験談
を読んだ林教授は「治療費や手術後の経過について、医師や看護師が教えてくれない細か
いこともよく分かり、参考になった。在宅でのみとりにも共通するのではないか」と振り
返る。
ＨＰは「看取（みと）りねっと～看取りと介護の語り場」。介護保険制度の概要や社会保
障制度、みとり文化などについても解説。みとりの経験談はいまのところ１件しか寄せら
れていないが、林教授は「みとりの失敗、反省を含めて参考になるはず。経験談が集まっ
たら本にしたい」と話し、投稿を呼び掛けている。
（藤本陽介）

薬減量必要な患者情報、シールで共有…薬剤師ら考案

読売新聞 2015 年 7 月 31 日

お薬手帳に貼ったシールの説明をする森会長

腎臓病のため通常の量では薬が効きすぎる恐れがある
患者のために、県内の薬剤師でつくるグループが「お薬
手帳」に貼るシールを考案し、安全な処方に役立つと評
判を呼んでいる。専門誌や学会で発表したところ反響も
大きく、県内外への普及を目指している。
シールを考案したのは、薬剤師６人でつくる「熊本Ｐ
Ｋ―ＰＤ研究会」（森直樹会長）。
慢性腎臓病の患者は、血中の老廃物を体外に排出する
力が弱いため、他の病気で薬を飲む際には通常よりも量を減らす必要がある。量が多すぎ
ると副作用で命にかかわる危険もあるという。
同研究会が２００９年１～３月に県内４病院の入院患者について、日常飲んでいる薬を
調べたところ、２８０件中７６件（２７・１％）で必要な減量が行われていなかった。そ
こで同研究会では同年から、慢性腎臓病で薬の減量が必要なことを示すシールをつくり、
退院する患者に薬剤師が渡す取り組みを始めた。
シールを貼った「お薬手帳」を持つ患者が薬局を訪れたら、薬局の薬剤師から病院の医
師に問い合わせ、減量が必要であれば行う仕組み。シールは研究会のメンバーが自費で製
作し、熊本市内の薬局や病院を中心に、これまで約１０００人に配布してきた。
学会などで発表したところ県外からの問い合わせもあり、滋賀県では滋賀医大など２２
病院が導入している。寺田智祐・同大薬剤部長は「簡単で安価に情報の共有ができる」と
評価する。
森会長は「シールをきっかけに、病院と薬局の間で患者の情報を共有することで、安全
な処方につなげたい」としている。
（大久保和哉）
◆慢性腎臓病＝体の老廃物や余分な水分を体外に排出する腎臓の働きが慢性的に低下した
状態。成人の８人に１人いるとされ、重症化すると人工透析が必要となる。糖尿病や高血
圧などとの関連も深く、脳卒中や心臓病を引き起こすリスク要因にもなる。

子どもらを別れ惜しみ見送り

宍粟の「こどもホームステイ」
神戸新聞

2015 年 7 月 31 日

兵庫県宍粟市社会福祉協議会の「こどもホームステイ事業」で、４泊５日の日程で同市
を訪れていた児童養護施設の子どもたちを見送る歓送式がこのほど、同市役所であった。
温かい家庭の雰囲気に触れた児童らは、目を赤くして別れを惜しんでいた。
同市社協が毎年開催し６０回目。近年は受け入れ家庭が減少傾向にあるが、今年は参加
を希望した児童６９人全員が、市内の５８世帯に分かれ滞在することができた。６年生の
女児（１１）は「友達ができて、川で一緒に遊んだ。とても楽しかった」と日焼けした顔
をほころばせた。
２８日にあった歓送式では、受け入れ回数が５～２０回の１０人に、県や市などから感
謝状が贈られた。今回が２０回目の宮脇愛子さん（８０）＝同市山崎町船元＝は「子ども
がかわいくて、毎年続けています。今年もひ孫と遊んでくれました」と話していた。
そのほかの表彰者は次の通り。
（敬称略）
県のじぎく賞（受け入れ５回）＝畑尾龍美、岡前佳津子、松元二三代▽社協感謝状（同
１０回）＝内海隆司・明美、松本政子、道上謙二・千鶴子▽市感謝状（同１５回）＝加賀
瀬ともゑ

社説：社会保障の維持へ能力に応じた負担を
日本経済新聞 2015 年 7 月 31 日
８月から介護保険制度の利用者負担の仕組みが変わる。負担能力があるかどうかをこれ
までよりも詳細に調べ、
「能力あり」と判断された人の負担を増やす。
少子高齢化で保険財政は逼迫している。能力に応じて適切な負担をしてもらうことは避
けられない。個人情報の保護には十分留意し、利用者の理解を得ながら進めてほしい。
従来は、介護が必要な高齢者が介護保険を利用すると、費用の１割を自分で負担してき
た。８月から、一定の所得以上の人はこの負担が２割になる。
もう一つ注目しなければならないのは、特別養護老人ホームや老人保健施設などの利用
者に対する補助基準の見直しだ。
従来は所得だけが基準で、所得が少なく住民税がかかっていない世帯であれば補助を受
けることができた。それが見直しによって預貯金や有価証券などの資産額を調べることに
なった。
具体的には、配偶者がいる人の場合、資産の合計金額が 2000 万円を超えていれば補助の
対象から外す。配偶者がいない人なら 1000 万円が基準だ。
配偶者の所得状況も厳格に勘案する。従来は所得の少ない妻が施設に入ったとき、その
妻の住民票を施設所在地に移したりして世帯を分離すれば、夫に一定以上の所得があって
も妻は補助の対象となってきた。こんな場合、８月からは補助を受けられなくなる。
資産はあってもすぐには取り崩せないという人や、夫婦といっても生活の勘定はまった
く別という人もいるだろう。そういう人たちから見れば、納得しがたい見直しかもしれな
い。
しかし、国も地方も財政は逼迫している。制度を支える現役世代の負担を抑えるために
も、ある程度は高齢世代の中で負担してもらう方向はやむを得ない。
もっとも現状では、介護保険を運営する自治体が利用者の資産を把握
する有効な手立てがない。利用者やその家族に通帳の写しなどを提出し
てもらうことになり、手間がかかる。一部の自治体では介護職員に資産
調査を協力させ、混乱も起こっているようだ。
こうした状況を解消するには、マイナンバー制度の活用も検討すべき
だろう。介護保険制度のみならず社会保障制度全体において、より公正
で公平な負担を目指し努力を重ねていきたい。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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