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健康保険証情報、１０万人分以上流出か

厚労省調査開始

小泉浩樹
朝日新聞 2015 年 12 月 30 日
健康保険証の番号や氏名、住所といった個人情報約１０万３千人分が流出した恐れがあ
るとして、厚生労働省が調査を始めた。厚労省は情報の悪用による被害は確認していない
という。ただ、流出情報で保険証を再発行できる場合もあり、本人に成りすまして身分証
明書として借金などに使われる可能性があるとする。
厚労省は、流出したとみられる情報が記載された名簿を入手した。そこには保険証番号
のほか氏名、性別、住所、生年月日、電話番号などが書かれていた。住所は沖縄県を除く
４６都道府県に及ぶ。大阪府の約３万７千人が最も多く、奈良県が約２万５千人、滋賀県
が約２万４千人で続いた。
流出した情報の対象者は２００５年３月以前に生まれた人で、０８年４月に始まった後
期高齢者医療制度の加入者はいなかった。保険証は、企業ごとにつくる健康保険組合のも
のや自治体が運営する国民健康保険のものが複数あり、運営主体が把握していない個人の
電話番号も流出。そのため厚労省は、０８年４月より前に病院や薬局が業務で作った患者
のリストが流出した可能性が高いとみている。

愛知の社労士、会員資格停止 ブログで「社員うつ病に」 朝日新聞 2015 年 12 月 30 日
「社員をうつ病に罹患（りかん）させる方法」と題した文章をブログに載せた愛知県内
のベテラン社会保険労務士の男性に対し、県社労士会が会則の「社労士の信用または品位
を害する行為」にあたるとして会員資格を３年間停止し、退会を勧告していたことがわか
った。
この処分は２５日の臨時理事会で全会一致で決定。男性は会員資格停止の間、県社労士
会の役員選出などに加われない。また、社労士法により設立された同会を退会すれば愛知
県内で業務ができなくなるが、男性は取材に「客との契約があり今は退会するつもりはな
い。勧告は厳粛に受け止めるが、対応は弁護士と相談し判断したい」と述べた。
男性は１１月、「すご腕社労士の首切りブログ モンスター社員解雇のノウハウをご紹
介！！」と題した連載で、社員をうつ病にして退社させる手法を紹介するような文章を掲
載。県社労士会の調査に「筆が走りすぎた」などと釈明していた。この件は厚生労働省も、
社労士法が処分対象とする「重大な非行」に抵触するかどうかを調べている。

「公益庁」新設を提案 推進本部初会合
大阪日日新聞 2015 年 12 月 29 日
「副首都・大阪」の実現に向けた大阪府と大阪市の共同組織「副首都推進本部」が２８
日に発足し、府庁で初会合が開かれた。副首都は、１１月の知事、市長のダブル選で大阪
維新の会が公約に掲げた構想。この日は府市の特別顧問に就任した前東京都知事の猪瀬直
樹氏が「公益庁」の新設を提案するなど、副首都に必要な機能を議論。松井一郎知事（大

阪維新代表）は、来年秋をめどに方向性を取りまとめる考えを示した。
初会合を終えて会見する（右から）松井知事、猪瀬氏、吉村市長＝２８日午後、大阪府庁

初会合には、本部長の松井知事、副本部長の吉村洋文市長
（大阪維新政調会長）をはじめ、特別顧問ら有識者が出席。
猪瀬氏は、大阪は民間の力で成長してきた「民都」だとした
上で、ＮＰＯ法人などを所管する中央省庁の部局を集めた
「公益庁」を大阪に新設するよう提言。
「（省庁移転ではなく）
新しい概念をつくることで、副首都だと宣言するのがいいの
ではないか」と述べた。
松井知事は記者団に「府市や民間を巻き込み、スタートで
きればよいことだ」と語り、吉村市長も「大阪から新たなも
のをつくるのは新しい発想だ」と述べ、実行する組織の在り方について議論を続けていき
たいとした。
松井知事は副首都の都市機能や行政機能などについて、来年秋をめどに取りまとめる考
えを示した。また、首都を定めた法律がないことを受け、副首都の確立に向けて、まず首
都の法制化について、国政政党「おおさか維新の会」として取り組む考えも示した。

路上生活、今は笑える

「生笑一座」経験談語り、伝える
西日本新聞 2015 年 12 月 29 日
「だんだんと、触るだけでアルミ缶とスチール缶の違いが分かるよ
うになった」と語る西原宣幸さん（右）と奥田知志理事長
公演活動に臨む生笑一座のメンバーたち

生きてさえいればい
つか笑える日が来る－。
そんな思いを込め、生き
ることや助けを求める
ことの大切さを伝える活動を続けるグループがある。かつ
て住む家を失った６０～７０代の男女５人と、
生活困窮者
の自立支援をするＮＰＯ法人「抱樸」の奥田知志理事長ら
でつくる「生笑（いきわら）一座」
。路上生活の経験談な
どを交えながら、今生きる喜びを語る。
「助けてと言えたから、今がある」。今日も一座は、
笑顔いっぱいに活動に励む。
１２月上旬、山口県下関市で、グリーンコープの組合員を対象に開催された地域福祉の
勉強会。「親が死んで、子どもも家を出て、どうでもいいやと思って仕事を辞めた」。北九
州市八幡東区の西原宣幸さん（６７）は、野宿が始まった経緯をこう切り出した。風呂代
わりに海に入ることもあり、アルミ缶を集めて生計を立てた。
「
（アルミの買い取り価格が）良いときは、おかずが肉になった」とおどける場面も。し
かし、アルミ価格の下落やリーマン・ショックによるリストラで“ライバル”が増えたこ
とで生活が苦しくなり、自立支援住宅へ。１１年の野宿生活にピリオドを打ち、現在はア
パートで暮らしている。
最初は人付き合いもできなかったが、次第に仲間ができ「生きるのも楽しい」と思える
ようになった。がんで入院した時は、たくさんの仲間や支援スタッフが見舞いに来てくれ
た。
「俺って１人じゃなかったんだ」
。生きる希望が見えた。
西原さんは話をこうくくる。
「皆さんも悩み、苦しいことがあると思う。そのときは『助
けて』と言ってください。自分は『助けて』と言ったから今がある」
「生笑一座」が活動を始めたのは２０１３年。長年、生活困窮者支援に携わってきた奥
田さんは、小中学校に招かれてホームレスに関する話をする機会があったが「野宿経験の

ない自分が話すのはうそっぽい」と感じ、西原さんたちに相談。取り組みが始まった。
公演では、西原さん以外のメンバーも、一人一人、自分の経験を語り、思いを伝える。
段ボールハウスに放火されたこと、愛犬の死をきっかけに野宿生活と決別したこと…。紅
一点の女性メンバーは、心を込めて「シャボン玉」の歌を歌う。子どもたちに、今つらい
ことがあっても笑える日がくることを知ってもらい、困ったときには「助けて」と言って
もらえるように。
子どもたちの前で話すことは、メンバーの力にもなっている。「（公演した）小学校の子
どもから年賀状が届いたときは、涙が出るほどうれしかった」と西原さん。子どもたちの
笑顔のために、今日も一座は舞台に立つ。

年収１２００万円以上、給与所得控除を縮小

１月から

青山直篤
朝日新聞 2015 年 12 月 30 日
来年１月から、高収入の会社員や公務員などを対象
とした増税が始まる。給与所得者の必要経費とみなし
て所得税と住民税の課税額を減らす「給与所得控除」
を、２段階で縮小する。税収を確保しつつ、低所得者
との負担感の差を和らげる狙いもある。最終的に年収
１千万円以上の２１０万人ほどが対象となる。
政府・与党が２０１３年末に決めていた。控除額は
年収が上がると増え、現行制度では年収１５００万円
を上回ると２４５万円で頭打ちになる。１６年１月か
らは年収１２００万円以上の控除額が２３０万円に、
さらに１７年１月からは年収１千万円以上の控除額
が２２０万円に下がる。
実際に負担が増え始めるのは、国税の所得税が１６
年１月から、地方税の個人住民税が１７年６月から。
年間を通じて勤める給与所得者数は約５千万人おり、
２度の見直しで約２１０万人が増税となる。税収は、
所得税が年８１０億円、住民税が年２７２億円ほど増える見通しだ。

相続財産管理、
「信託」を活用
読売新聞 2015 年 12 月 29 日
知的障害者・認知症患者らに有効
相続の手法として「信託」が注目されている。財産
を親族に託し、契約に基づいて使ってもらう仕組みだ。
知的障害者や認知症の人など財産管理が難しい人を
守るために有効という。
■障害者の生活保障
神奈川県の８０代男性は、知的障害がある４０代の
一人娘と２人暮らしだ。
「自分が死ねば全財産は娘に行
くが、娘は計算も困難。もしだまされたら」と心配し
ていた。だが数年前、６０代のおいと信託契約を結ん
だことで、不安が減った。
信託とは、特定の目的のために財産を信頼できる人
に託すことだ。財産を預ける「委託者」、預かる「受託
者」
、財産からの利益を得る「受益者」の３者が介在。

受託者は委託者との契約に従い受益者に利益を与える義務を負う＝図〈１〉＝。
男性のケースでは、おいが受託者となり、不動産を売るなどして財産を取り崩しながら、
まず男性に生活費を支給する。男性は委託者であり受益者だ。
将来、男性が死亡すると受益者が娘に変わり生活費は娘に支給される。契約が守られる
かどうかは、第三者が「受益者代理人」となってチェックする＝図〈２〉＝。受益者代理
人には、受託者に財産目録を作らせたり、定期的に見せてもらったりする権限がある。
信託をすると財産の名義は受託者のおいに変わる。しかし税法上、財産は受益者の男性
のものと見なされ贈与税は発生しない。男性の死後、受益者が娘に移ると相続税の対象と
なる。
■認知症への備え
認知症で判断能力が損なわれる前に、財産の使い方を決めておこうと信託を活用する例
もある。
埼玉県の女性（７５）は夫と死別し、子もいない。認知症になったら施設に入りたいと
考え、今年、おいに自宅を信託した。認知症になった時点でおいが自宅を売却し、施設入
居費にあてるよう契約で決めている。
認知症の人には成年後見制度も活用できるが、東京弁護士会の有志らでつくる「ひまわ
り信託相談所」弁護士の伊庭潔さんは「後見人は本人が判断能力を失った後につくので、
『こ
の施設に入りたい』といった意向が十分反映されないことも起こりうる」と話す。
信託は、死後の財産管理に、自分の意思を反映させるのにも有効だ。遺言は生前なら書
き換え可能なため、判断能力が衰えてから内容を撤回させられる危険性もある。信託は契
約行為のため、こうした撤回が難しいとされる。
■課題
親族を受託者とする信託は「家族信託」や「民事信託」などと呼ばれ、２００６年の信
託法改正で広く利用できるようになった。弁護士の遠藤英嗣さんは０６年以降、約１００
件の事案を扱ってきた。
「障害者の親からの相談が多いが、最近は一般的な相続にも信託を
活用したいという例も増えている」と話す。
最大の課題は、受託者をどう選ぶかだ。親族といえども、不正や財産の流用が起こらな
いよう、しっかり見極める必要がある。弁護士や司法書士が、仕事として受託者になるこ
とは法律で禁じられている。また、チェック役の受益者代理人を付けるかは任意だ。
信託銀行が取り扱う商品を使えば、銀行が受託者となるので安心感は高いが、託せる財
産は基本的に現金のみとなる。
「ひまわり信託相談所」の伊庭さんは「老後や死後の財産管理について、成年後見や遺
言以外の選択肢があるのはいいことだ。ただ、どの制度がいいかは人それぞれ。専門家と
よく相談してほしい」と話す。
利用する目的が大事
中央大学教授（信託法）の新井誠さんの話
親族間の信託は「障害のある子の生活を守りたい」といった明確な目的
があるなら有効な手段と言える。もしそうではなく、受託した人が私腹を
肥やすなどの悪用事例が多発するようだと、当局の規制がかかる可能性が
ある。
また、相続に信託を活用するには専門的な知
識が必要なので、素人だけでやろうとしても、
まず無理だろう。間に入る法律の専門家に全面
的に頼る形になり、第三者に財産を委ねること
の危険性は、十分に認識しておきたい。
弁護士や司法書士に相談
親族を受託者とする信託の相談は、一部の弁
護士や司法書士らが受けている。「ひまわり信託相談所」（０５０・３７３５・９０２９）

の場合、料金は契約書作成に１５万円や、出張費や登記費用などが必要だ。受益者代理人
を頼む場合はそれにも費用がかかる。契約内容によっては、受託者に月々の報酬を支払う
ケースもある。
同相談所では、平日午前９時～午後８時、休日午前１０時～午後５時の相談体制をとる。
一般社団法人「民事信託推進センター」も、メール(yamakita@civiltrust.com)で相談を
受けている。内容により会員の司法書士を紹介する。
複雑すぎる仕組みが課題
◎取材を終えて
「信託は難しい」
。取材中、どの専門家もこう口をそろえた。実際、こんな複雑なことを
何のためにするのかを理解するのに、記者自身も時間がかかった。
相続税に関心が高まる今をビジネスチャンスととらえ、様々な節税対策を勧める業者が
いる。中には悪意を持った者も。仕組みがきちんと理解できなければ、言いくるめられる
危険がある。だまされて大事な財産を失うことのないよう、あまりに難しいものは迷わず
専門家に相談してほしい。
（植松邦明）

障害者総合支援法 施行 3 年後見直しへ提言

公明新聞 2015 年 12 月 29 日

高木（美）党障がい者福祉委員長

高木（美）党障がい者福祉委員長に聞く 安心の地域生活実現へ
26 団体から意見を聴取 親亡き後の支援など推進
来年、施行 3 年後の見直しを迎える「障害者総合支援法」について、公
明党障がい者福祉委員会（高木美智代委員長＝衆院議員）は 22 日、政府
に障がい福祉施策の拡充を求める提言を提出した。提言のポイントについ
て、高木委員長に話を聞いた。
―提言の狙いは。
高木委員長 障がい者の地域における生
活を支援する「障害者総合支援法」は施行 3 年をめどに見
直しが規定されています。公明党障がい者福祉委員会は 26
の関係団体から丁寧にヒアリングを行い、見直しに向けた
議論を進めてきました。障がい児・者や家族の置かれる状
況は異なります。ニーズに応じた支援が必要です。より現
場の声に根差した福祉施策とするため、政府に提言を提出しました。
―具体的な支援策は。
高木 医療技術が進歩する中、医療的ケアが必要な障がい児（医療的ケア児）が増加して
いますが、医療的ケア児を支える福祉サービスが少なく、家族の負担が重くのしかかって
いる現状です。このため、まず障がい児支援に関する制度の中に位置付けを明確にするよ
う主張し、支援体制の構築をめざします。
また、重度障がい者へのきめ細かな支援として入院中も障がい福祉サービスを利用できる
ようにすることや、情報コミュニケーションの円滑化のほか、親亡き後、本人が望む地域
で生活ができるようにグループホームの整備と機能強化を訴えました。
―そのほか、地域に生活拠点を確保するために重要なことは。
高木 本人の意思が反映された地域社会の実現に向け、成年後見制度の普及や意思決定支
援なども推進していきます。
―介護保険サービスへの移行について。
高木 障がい福祉サービスを利用してきた高齢障がい者が、介護保険サービスを利用する
場合、65 歳を迎えると、自己負担が大きくなります。このため、障がい福祉制度で負担を
軽減する仕組みを提案しました。また、医療と福祉スタッフの連携強化を図り、円滑なサ
ービスの提供も促しています。

―社会参加についての支援は。
高木 自立した生活を実現するため、一般就労への移行を強化し、就労定着支援を推進し
ます。農福連携や情報通信技術（ICT）を活用した在宅ワークを後押しし、就労の機会を創
出します。障がい者施策は公明党が一貫してリードしてきました。今後も全力で取り組ん
でいきます。

性的少数者が支え合う家

名古屋にグループホーム

山本奈朱香
朝日新聞

2015 年 12 月 30 日

家具付きの部屋もある＝名古屋市守山区の「虹望寮」

性的少数者のためのグループホームが名古屋市守
山区にできた。全国でも珍しいという。周囲の理解
を得られずうつ病などで苦しむ人が、安心して暮ら
せる場に、と当事者らが中心になって立ち上げた。
性的少数者をサポートする一般社団法人「虹望（こ
うぼう）会」（名古屋市）が開設した「虹望寮」。８
月にアパートの４部屋、１１月に近くの別のアパー
トの４部屋を確保し、障害者総合支援法に基づく共
同生活援助事業所としてグループホームを開設した。
現在はうつ病やパニック障害などの６人が入居する。
アパートの１室に設けた事務所にスタッフが交代で２４時間常駐し、朝と夕方には入居
者の部屋を訪問。買い物や掃除を手伝ったり、履歴書の書き方を指導したりして社会復帰
を支える。

武蔵野美大出身者

視覚障害者向けにゲーム

読売新聞 2015 年 12 月 30 日

ゲームのパッケージと使用する駒

◆福祉作業所に「駒」作り依頼
武蔵野美術大学（小平市）出身で、視覚障害者でも遊
べるボードゲームを開発しているゲームデザイナー・濱
田隆史さん（３１）が、新作のゲーム「ダッタカモ文明
の謎」を完成させた。ゲームの主要部品の「駒」を作る
のは、重度の重複障害を持つ福祉作業所の利用者たち。
月２０セットを作るのが限度だが、濱田さんは「細々と
でも、必要としてくれる人に息長く売っていきたい」と話している。
このゲームは、火山の大噴火で滅んだ「ダッタカモ文明」の駒（１２種類）が発掘され
たという設定で、博士役と生徒役に分かれて行う、手の触覚を使った連想ゲーム。博士役
は巾着袋の中の駒を一つ触ってどんなものかを想像し、生徒役は質問しながら、博士役が
最初に触った時に想像したモノを当てるという。
たとえば、三角形の駒の場合、博士役が最初に触った時に「ピラミッド」と想像したら、
その駒を袋から取り出して参加者が見たり触ったりできる所に置く。生徒役は、博士役に
「食べ物ですか」
「大きいですか」などと質問していき、ピラミッドと当てればその駒を手
に入れることができる。勝敗よりも、連想の面白さや会話を楽しむゲームだ。
濱田さんはゲーム制作会社に５年勤務した後、２０１４年春、同大の同級生らを誘って
独立。第１弾として、音を聞き分けたり、重さを比べたりすることで、視覚障害者と健常
者が一緒に遊べるボードゲーム「アラビアの壺」を発表。５００セットを販売した。第２
弾となる今回のゲームの開発にあたり、製造にも障害者に関わってもらおうと、身体・知
的などの重度障害者が陶芸を行っている「生活介護事業所デイセンターふれあい」
（武蔵野

市）に駒の製造を依頼した。
今月２１日、ふれあいの作業場では、利用者で視覚障害などがある辻貴弘さん（３７）
が、駒の見本を触って形を覚え、手際よく粘土を丸めて駒を作っていった。辻さんは「自
分たちの作った駒を使って遊んでもらえるのはやりがいがある」と誇らしげだ。
体の片側にマヒがある国島正恵さん（５５）は、粘土を石こうの型に押しつけて駒を作
り、
「いっぱい作ればお給料がたくさんもらえる」と笑顔を見せていた。ふれあいによると、
駒１個あたり２２円の報酬を得ることができるという。
濱田さんは「大量生産に向かないからこそ、障害者の方と一緒にもの作りができた。こ
れからも、ほかにない商品を作っていきたい」と意気込んでいる。年明けにもホームペー
ジ（http://gift10.net)で予約販売を開始する。

だれでも楽しめる博物館を

吹田でシンポ、障害がある研究者が対談
産経新聞 2015 年 12 月 30 日
障害のある人とない人、高齢者や子供を含めだれもが楽しめる「ユニバーサル・ミュー
ジアム」の具体化を目指す公開シンポジウム「ユニバーサル・ミュージアム論の新展開」
が、吹田市の国立民族学博物館で開かれた。ユニバーサル・ミュージアム研究の第一人者
で、全盲の広瀬浩二郎同館准教授と、同館プロジェクト研究員で、聴覚障害者の相良啓子
さんがプロの手話通訳者を介して対談した。
対談は、さわることによって感じられる「触文化」を中心に行われた。
広瀬准教授はユニバーサル・ミュージアムは以前は障害者対応のバリアフリーの意味で
使われていたが、
「だれもが楽しめる博物館」という定義になってきたと指摘。手のひらや
指先でゆっくりと触る視覚障害者のための「さわる展示」は、目の見える人にとっても「見
る」という行為を深化させるとした。
一方、相良さんは、受付に手話のできる人がいたり、手話で説明された展示ガイドタブ
レットが準備されたりすれば、聴覚障害者が健聴者と同等に展示を楽しめると指摘。点字
と手話はひとくくりにされがちだが、点字が文字であるのに対し、手話はそれ自体が言語
だと強調した。
広瀬准教授は、「博物館は、『見学』や『観覧』という言葉があるように、目で見て楽し
む場所だが、工夫次第でだれもが博物館を楽しめる。博物館を見直すことは、障害という
概念を考え直すことにつながる」と話した。

子どもたちが見守り、声掛け 認知症高齢者
大阪日日新聞 2015 年 12 月 30 日
大阪市東住吉区は、子どもたちが認知症高齢者との関わり方を体験型で学ぶ取り組みを
スタートさせた。区民の４人に１人が６５歳以上となる中、若い世代にも認知症の問題を
意識してもらい、地域ぐるみで見守りや支援につなげるのが狙い。声掛け訓練など、子ど
もを対象にした体験型の講座は市内初の試みという。
声掛けの訓練に臨む子
ども
修了証を手にする子ど
もら同区の高齢化率

は 市内 ２４ 区の う
ち５番目に高い。成
年 後見 制度 の相 談
件 数は ２４ 区で 最
多の約７００件（２
０１４年度）
。５５％は認知症の疑いからの相談だった。
こうした地域課題を受け、区は２０１３年度から、生活習慣改善を通して認知症予防を図

ったり、発症しても安心して暮らせるよう、住民同士の支え合いを促す仕組みづくりに取
り組んできた。
活動の中で、子どもたちへの啓発や、子どもと高齢者の交流の機会が必要との声が区民
から上がり、体験型プログラム「東住吉区オレンジキッズ（認知症キッズサポーター）育
成講座」を企画した。５日に区役所と社会福祉協議会の主催で初めて実施。区内の桑津地
域を中心に小学４年～中学生の子どもと保護者、住民ら６０人余りが参加した。
子どもたちは、認知症について劇やクイズを通して学習。路上での声掛け訓練に挑戦し
た。認知症高齢者役は、認知症予防の講座を区内各地で企画運営している地元住民「東住
吉区はつらつ脳活性化元気アップリーダー」が担当し、迫真の演技を披露。子どもたちは、
声掛けをためらう場面もあったが、
「おばあちゃん、大丈夫ですか？」の一言がでればスム
ーズな動きに。腕を両脇から支え、高齢者の歩調に合わせながら安全な場所へと誘導して
いた。また、声掛け訓練と同時に、安心して助けを求められる人や、安全な場所を確認し
合う「地域探検」を実施し、多世代交流も繰り広げた。
関係者からは「子どもたちが社会性を養う機会になっている」
「高齢者や認知症の方に優
しい気持ちを持てるようになる」と指摘する声が上がっていた。
区は、今後も他の地域で子どもを対象にした体験講座を行う方針。「オレンジキッズ」と
「元気アップリーダー」らが連携して認知症予防や認知症高齢者の見守りに当たれるよう
事業展開していく構えだ。区保健福祉センターの有馬和代保健主幹は「住民活動が活性化
し、こうした動きが市全体に広がっていけば」と思いを込めている。

生活保護受給者の転居や見守り拡充 厚労省 川崎の火災受け
東京新聞 2015 年 12 月 30 日
厚生労働省は簡易宿泊所などに住む生活保護受給者
が安心して暮らせる民間アパートなどへ転居できるよ
う支援を強化する。受給者を受け入れる良質の住宅確
保や、転居後の見守りなどに取り組む自治体への補助
を来年度から拡充する。
川崎市で五月、十一人が死亡した簡易宿泊所火災で
は、宿泊者の大半が生活保護を受給。保護費目当てに
受給者を環境の劣悪な施設に住ませる「貧困ビジネス」
も問題となっており、低収入の高齢者らの安定した住
まい確保が課題となっている。
二〇一六年度予算案に五億三千万円を計上。一四年
度は福岡市など八自治体、本年度は新たに京都市など
九自治体が事業を始めており、さらに多くの自治体に
実施を呼び掛ける。一四年度は約千二百世帯の転居につながった。
支援に当たる社会福祉士らは、受給者受け入れに協力的な不動産業者を探し、家賃が安
く安心して住める物件をリストアップ。現地で住環境を確認するほか、
契約時も同行し、家賃を保護費から直接振り込む手続きを取るよう促す。
介護や障害福祉サービスを利用している受給者には、引っ越しても引き
続き利用できるよう手助けするなどし、転居後の生活も見守る。
生活保護を受けている世帯は今年九月時点で過去最多の約百六十二
万に上る。
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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