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大阪＋知的障害＋地域＋おもろい＝創造

知の知の知の知
社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所情報誌通算 2979 号 2016.4.23 発行
==============================================================================
熊本地震 被災地でのお願い
4 月 14 日および 16 日に発生した熊本県を震源とする大地震の被害により亡くなられた
方に謹んでお悔やみ申し上げるとともに、被災された方に心よりお見舞い申し上げます。
今回の震災により、熊本県および大分県を中心に多大な被害が発生しており、知的障害
のある方やそのご家族、利用する事業所等の状況につきましては、両県の育成会とも連絡
を取り合いつつ把握に努めているところです。
救援、復旧、その後の生活再建には、全国の多くの皆様のご協力が必要になることが予
想されます。当会としても早期に支援策を講じていきたいと考えております。詳細につき
ましては、改めて本ホームページ上にてお知らせいたします。
被災地で、救援や避難所運営等にあたる皆様にお願いです。
知的障害のある方が避難所に避難してきたら、会議室のような個室や仕切りなどで区切
られたスペースを優先的に用意するよう、ご配慮ください。
知的障害のある人は一般に、不慣れな環境や場所が苦手です。張り詰めた空気を敏感に
察知し、不安になって大きな声を出したり、理解しづらい行動をとることもあります。そ
のような場合、区切られたスペースがあれば落ち着くことができます。
そのような障害の特性から、避難所に避難できずに被災した自宅や車中にとどまる知的
障害のある方やご家族も多いと思われます。そのような方には、配給や給水等の情報が行
き届きません。また、障害のある人を置いて家族が配給や買い物、燃料給油の列に並ぶこ
とは難しく、必要な物資を手に入れられないこともあります。知的障害のある方やご家族
が避難時に行けない事情をご理解いただき、自宅や車中で避難している方々に必要な情
報・物資が届くようにしてください。
大変な状況の中で救援活動にご尽力いただいている皆様には心より感謝申し上げつつ、
上記についてもご留意くださいますようお願いいたします。
全国手をつなぐ育成会連合会
会長
久保 厚子
■厚生労働省ホームページ平成 28 年熊本地震関連情報
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html
■全社協 Ａction Report 熊本地震 http://www.shakyo.or.jp/
■全国経営協熊本地震被災地支援状況
http://www.keieikyo.gr.jp/kumamoto-shien_list.html
■ 日本知的障害者福祉協会 熊本県地震に関する情報
http://www.aigo.or.jp/2016info2.html
■ＮＨＫハートネット熊本地震関連情報 http://www.nhk.or.jp/heart-net/
■日本障害フォーラム（ＪＤＦ） http://www.normanet.ne.jp/~jdf/
■災害時要援護者支援プロジェクト https://www.facebook.com/aju.bousai/?fref=ts

熊本地震編 心強い！２万人２４時間態勢…懸命の捜索・炊き出し支援・女湯も仮設…オ
スプレイ、物資輸送に威力
産経新聞 2016 年 4 月 22 日
行方不明者の捜索をする自衛隊員ら＝１７日午後、熊本県南
阿蘇村（村本聡撮影）

１４日に発生した熊本地震で、２万人を超える自
衛隊員が行方不明者の捜索や、避難所での食料配布、
仮設風呂の設営など懸命の活動を続けている。
大規模な土砂崩れで１０人を超える行方不明者が
出た南阿蘇村の高野台地区。
不明者捜索や被災者を支援する陸上自衛隊東北方面隊の災害派遣部隊の第２０普通科連
隊（山形県東根市）のうち約１００人が同地区で、捜索を行っている。
２１日の雨で作業が中断されるまで、自衛隊と警察などが協力、２４時間体勢で、重機
を使い土砂をくみ上げる作業に当たった。
まだ２人の不明者がおり、作業が再開され次第、捜索に全力を尽くすという。
同部隊の他の隊員や第６後方支援連隊や第２１普通科連隊、第４４普通科連隊は、阿蘇
市内の１０カ所で給水や炊き出し、入浴などの支援を行っている。
仮設風呂には女湯も設置し、女性隊員が運営に当たり、被災者から感謝されているとい
う。
安倍首相は１６日の非常災害対策本部の会合で「自衛隊をはじめ、対応にあたる実動部
隊を大幅に増強するなど政府の総力を結集して取り組む」と強調し、自衛隊に出動を命じ
ている。
被災地では米軍のオスプレイが救援物資の輸送で、威力を発揮するなど、自衛隊と米軍
の一体となった活動が続く。地震大国・日本で、今回も自衛隊が大きな力を発揮している。

猿払村、福祉充実へ正職員１３人採用

村外から１２人

北海道新聞 2016 年 4 月 22 日

小規模多機能型施設の事業計画について話し合う、新採
用の介護福祉士たち

【猿払】村は本年度、１３人の正職員を採用
し、福祉政策の充実に力を入れている。柱とな
る「小規模多機能型施設」の来年度開設に向け、
介護福祉士を３人採用。１３人のうち村外出身
者が１２人と、村の人口増にもつながった。正
職員の採用は例年５人程度で、村は「採用人数
が２桁になったことは、少なくともここ３０年
はなく、村外からの移住者を歓迎したい」と説
明している。
小規模多機能型施設は民間を含めても村内初で、高齢者が自宅から通所したり短期滞在
したりできる。子供が利用できる交流スペースもあり、多世代交流の場としての役割も担
う。
村鬼志別に５月に着工予定で、来年１０月の開設を目指す。介護士や看護師など２５人
前後の職員を配置する計画で、本年度採用された介護福祉士３人は施設で働くことになる。
伊藤浩一村長は「開設を前に３人には１年間、実習などを通して準備してもらう」と期
待する。採用された介護福祉士の１人、網走市出身の佐藤亜美さん（２０）は「縁もゆか
りもない猿払で働くことになったが、面倒見のいい人ばかりなので不安はない。福祉の村
づくりの役に立ちたい」と意気込む。
また、本年度は定年退職者の補充のほか、村の管理栄養士を前年度までの１人から２人
に増やすなどしたため、採用職員は１３人に上った。このうち、１２人は東京や北見市な

ど村外出身。３月末の村の人口は前月比２１人増の２７６９人で、人口増にもつながった。
村は来年度も、介護福祉士を７人ほど採用する予定で、全体の採用人数は２年連続で２
桁に達する見込み。伊藤村長は「村外出身の１２人には、早く村に慣れてほしい。都会の
人で田舎暮らしに憧れる人も多いので、若い人を村外から呼び込む新たな形を築ければ」
と話している。
（前田健太）

不適切表現の「えんトリー」 県議会でも批判噴出
日本海新聞 2016 年 4 月 22 日
鳥取県が開設した結婚を希望する男女の出会いを支援する窓口「えんトリー」の紹介冊
子に不適切な表現があった問題で、２１日の県議会福祉生活病院委では、県の説明に対し
「女性をばかにしている」
「前時代的な表現」などと厳しい意見が相次いだ。
冊子はえんトリーの運営委託先が発行。「女性は元々受け身の性」などと、男女平等の観
点から不適切な表現があったことについて、一部の県民から「偏っている」との指摘があ
り、県は該当部分を削除した改訂版を３月下旬に発行した。
県は同委で、１９日までに１万部発行した問題の冊子のうち、３７９３部を回収したと
説明し、陳謝した。
これに対し、県議会自民党の安田優子議員は「県の女性がばかにされている。
（このよう
な考えの委託先が）出会いの仲立ちをしていることに危機感を覚える」、共産党の錦織陽子
議員が「このまま委託していていいのか疑問がある」と指摘。運営主体の変更を求める声
が上がった。
県は、冊子を県職員が確認しておらず、県民からの指摘後も担当課のみで処理したこと
が問題だったと釈明。担当者は「職員研修を繰り返し、
（委託先の）担当者の質も向上させ
たい」と述べた。
同委では、県の出会い支援事業自体に否定的な見方はなかったが、県の対応をあらため
て聞くことになった。

鳥獣被害防止へ鹿肉で佃煮

社会福祉法人、農家組合、自治会が取り組む
福祉新聞 2016 年 04 月 22 日 福祉新聞編集部
佃煮に使うショウガを千切りにする利用者

自治会や農家組合などと一緒に地域協議会を
立ち上げ、地域課題の解決を目指している社会
福祉法人がある。京都府亀岡市の亀岡福祉会（西
村直理事長）だ。その第一弾で始まった鹿肉を
使った佃煮「丹亀」
（たんかめ）ブランドは、有
害鳥獣の被害防止に役立つ農福連携事業として
だけでなく、地域・経済活性化などにつながる
活動として大きな期待が寄せられている。
養護学校卒業後の居場所がほしいという障害児をもつ親の願いと、その願いをかなえて
あげたいという市民の支援を受けて、１９７８年に開所した亀岡共同作業所を母体とする
同会。「障害者が地域の一員として共に暮らせる地域づくり」を目指し、通所施設３カ所、
グループホーム７カ所などを運営している。
同会が地域課題と向き合うきっかけは、定員 50 人のかめおか作業所（石田將人所長）が
２０１２年に府の障害者就労支援モデル事業の指定を受け、工賃増のため売れる商品の開
発に着手したことだった。
同作業所は漬物などの食品加工をしており、地元の亀岡牛に目を付けて佃煮をつくった。
しかし、モデル事業のコンサルタントからは「地元の食材を使うだけでは売れない」とダ
メ出し。
「これからは地域課題を解決するような付加価値のある商品をつくらないといけな

い」とアドバイスされ、自治会や農家、猟友会、森林組合の関係者から地域の歴史や困っ
ていることを聞くことにした。
鹿の肉を丁寧に処理する

すると、少子高齢化などで休耕田が
増えたり、鹿や猪など有害鳥獣の被害
が広がったり、亀岡祭山鉾行事で鉾の
引き手がいなかったりする中山間地な
らではの課題が分かった。特に鹿は死
後 30 分以内に加工しないと食肉とし
て使えず、猪肉のように流通ルートも
確立していないため、猟師も捕ろうと
せず被害が深刻化していた。
市民の支援で作業所を開設した経緯がある同会は「地域に貢献することが法人の役割」
と考え、14 年４月に三つの自治会や農家組合、しょうゆ会社、ＮＰＯと「自然豊かな亀岡
の未来をつなぐ地域協議会」を結成。地域・経済の活性化や、雇用・生きがいの創出、有
害鳥獣の有効活用、工賃向上に取り組むことにした。
開発を進めていた商品は、鹿肉の佃煮に変更。市内に食肉加工場がなく同市で捕獲した
鹿肉が使えないため、隣の南丹市美山町で捕獲された鹿の前足の肉を使い、圧力釜で炊い
た後、利用者が手作業でそぎ落とし、地元産のしょうゆやハチミツを入れ丁寧に煮込むこ
とで完成させた。
サンショウ味とショウガ味の佃煮は、地域協議会の「丹亀」ブランド商品として同会に
委託され製造する形を取り、
「丹乃鹿（たんのしか）の生ふりかけ」として、50 ㌘入り１２
５０円（税込）で販売。市内の温泉旅館や京都市内の土産物店などで販売しており、多い
月で１００個ほど売れるという。
木製のマスに入った佃煮は高級感がある

「まだ収益が出ない状況。鹿の捕獲
は営利目的でなく、個体数を適正に保
つために行うもの。市内に食品加工場
ができれば、雇用創出できるし、猟師
の収入も増え、農家の被害も減る。生
ふりかけはその一歩。都市部での販路
を探したい」と話す石田所長。土産物
として購入しやすい 20 ㌘入り５００
円の鹿肉を使った「ごちそう味噌」や、
ニンニク味の生ふりかけの販売を４月
から開始するなど「丹亀」のブランド力向上を目指すという。
山鉾の引き手に利用者や職員が参加したり、「おらがまち・すごいところ大発見ツアー」
を企画したりするなど、住民と一緒に地域課題の解決に向けた活動を行う同会。その取り
組みは、地域社会における社会福祉法人のあるべき姿を示している。

「国民文化祭なら」
「障害者芸術・文化祭」公式ロゴは「花鳥風月とシカ」
産経新聞 2016 年 4 月 22 日
来年９～１１月に県内で開かれる「第３２回国民文化祭なら２０１７」と「第１７回全
国障害者芸術・文化祭なら大会」のキックオフイベントが県庁（奈良市）で行われ、大会
の公式ロゴマークが発表された。
国民文化祭は全国各地の文化、芸術活動が交流、競演する文化の祭典。全国障害者芸術・
文化祭と一体開催されるのは全国で初めてという。

公式ロゴマークは、正倉院の宝物に描かれた動植物を円形に配置した「花鳥風月に囲ま
れたシカ」の構図で、黒みを帯びた赤い「蘇枋（すおう）色」。熊本県のキャラクター「く
まモン」のデザインでも知られるクリエーティブディレクターの水野学さんがデザインし
た。
キックオフイベントでは、松谷幸和副知事が「奈良の文化のブランド力を全国、世界に
発信したい」とあいさつ。羽織はかま姿のマスコットキャラクター、せんとくんと松谷副
知事がロゴマークを披露し、奈良クラブの矢部次郎ゼネラルマネジャー（ＧＭ）の号令で
カウントダウンボードの除幕が行われた。

＜熊本地震＞温かい看護の手 石巻の経験再び
河北新報 2016 年 4 月 22 日
東日本大震災で被災者を支援した看護師が、熊本地震で大きな被害が出た熊本県益城（ま
しき）町の避難所でボランティアとして活動している。
「困っているなら、どんなに小さな
ことでも手助けしたい」
。地震発生から２１日で１週間。京都市山科区の井口加代子さん（６
１）は震災の最大被災地宮城県石巻市で活動した時と同様、高齢者らに優しく手を差し伸
べる。
「温かいうどん、持ってきましたよ」
。避難者であふれる町総合体育館。体の自由が利か
ない森本重人さん（９６）
、妻キヌ子さん（８６）は食事を受け取る列に並ぶのに苦労する。
井口さんが代わりに列に並び、手元に届けた。
炊き出しの昼食の温かいうどんを森本さん夫妻へ届ける井口さ
ん（左）＝２０日午後０時１５分ごろ、熊本県益城町総合体育
館

森本さん夫妻は体育館の通路で寝泊まりする。２人
とも脚が悪い。キヌ子さんは慣れない場所で、重人さ
んのおむつ替えに四苦八苦していた。そんな時、声を
掛けて介添えした。
「こんなありがたいことはない。本
当に助かっている」
。キヌ子さんは感謝した。
自主的に、避難所の障害者や高齢者を中心に膝を交
える。周囲の人が気付きにくい困り事、悩み事を引き
出して援助する。長年、障害者や高齢者の施設で働き、
自ら意思表示することが困難な人を見てきたからだ。
震災時は２０１１年５月に１０日間、石巻市桃生小の避難所で健康相談のボランティア
をした。
「腰を据えて支援したい」
。いったん京都に戻り、仕事を辞めて１２年２月～１３
年７月、石巻に移り住んだ。
仮設住宅を医師と一緒に巡回した。その後、市の委託を受けて市内約６００世帯の在宅
被災者を訪ね、健康状態の確認に奔走した。困っていても表に出さない人に心を配った。
今回は仕事を休み、京都から車で１２時間。自ら運転して１８日、現地に入った。余震
が続き地元以外のボランティアはまだ少ない。
「困っている人は必ずいる。ニーズがあることは石巻の経験から知っている。やれるこ
とはある」
震災では、食料不足がしばらく続いた避難所があった。津波被害はなく、状況が異なる
熊本でも生きる糧となる食事を受け取ることすら容易でない人がいた。
「小さなことでも、本人にとっては大きな障壁になっていることがある。私にできるこ
とで負担を和らげられたら」
（報道部・河添結日）

熊本地震 車いす専用の避難所やペット同伴の避難所も開設
ＦＮＮニュース 2016 年 4 月 22 日
熊本地震から、1 週間がたった。長引く避難生活。熊本学園大は、車いす専用の避難所を

作った。
車いす利用者にとって、一般の避難所は、狭く利用しにくい。
寝静まった避難所では、介助を受けにくいという思いから、大学は、一番広いスペース
を確保している。
利用者は、
「今はこういう所があって、助かっています」、
「ここの学校は、本当にバリア
フリーが進んでいて、トイレとかもね、確保されているので、とてもありがたく使わせて
いただいています」などと話した。
障害者も使いやすい、手すりがついた簡易トイレも運び込まれた。
あるホールでは、運動用のマットを敷いて、その上で、いつでも横になれるようになっ
ていた。
車いす利用者と、その家族が、一緒に過ごすことができる避難所の取り組み。
心の不安を少しでも取り除くことで、体も休まるもよう。
きめ細やかな介助。
車いすの被災者たちに、つかの間の笑顔が戻った。
取材班が、車道をさまようシバイヌを見かけたのは、3 日前だった。
そして、避難した人々の生活を取材する中で、常に目撃してきたのが、やむなく避難所
の外で、ペットと一緒にいる人たちだった。
多くの人との共同生活は、ペットがいては難しい中で、ペット同伴で避難できる場所が
あった。
屋内で、安心してペットと過ごせる場所。
熊本市内の動物病院は、ペット関連の専門学校が併設された建物を開放して、避難所に
している。
被災者は、
「ここがあったので、本当に助かったんですけど。(なかったら、なかなか入れ
なかった?)そうですね。もう、どこ行っていいかも、わからなくて」と話した。
いつもとは全く違う生活で、体調を崩すのは、ペットも同じ。
地震直後、200 匹以上のペットが駆け込んできた様子が、フェイスブックにアップされて
いた。
これを見た人たちから、多くの支援が集まった。
だが、学校も病院も、再開しなければならない。
避難所としての開放は、当初、今週末までの予定だった。
そんな中、10 匹のペットと暮らす夫婦が、ほかに行き場がないと願い出た。
夫婦は、
「ここがですね、23 日以降の避難先っていうのが、もう行くところがないので」
と話した。
このあと、医院長は、5 月の連休明けまで、病院を避難所として開放することを決断した。
竜之介動物病院医院長・徳田 竜之介さんは、「人間と動物の関係っていうのは、もう家
族と同じだからね。この絆を切っちゃいけないんですよ。だから、絶対、同行避難ってい
うのは必要だと、わたしは思いました」と語った。 (FNN 取材団)

熊本や大分でボランティアが片づけ作業
ＮＨＫニュース 2016 年 4 月 22 日
２１日からボランティアの受け入れが始まった熊本県益城町では、地震で被害を受けた
家の片づけなど、本格的な作業が始まりました。
益城町では、２１日から町内のグラウンドに設けられた災害ボランティアセンターでボ
ランティアの受け付けが始まっていて、２２日朝は全国各地からおよそ１５０人が集まり
ました。
２２日は天気が回復し、ボランティアの人たちは手続きを済ませると早速、車で現地に
向かいました。このうち、益城町安永の一人暮らしのお年寄りの住宅では、ボランティア
の男性５人が、屋根から落ちた瓦や割れたガラスなどを片付ける作業を行っていました。

この家に住み、今は避難所に身を寄せている平野俊子さん（７４）は「１人では重いもの
を動かすことができないので、本当にありがたいです」と話していました。
ボランティアに参加した佐賀県上峰町の西原猛さんは「現場に来てみたら想像以上に被
害が大きく、まだまだ人手が足りないと感じました。今後も休日などを利用し、ボランテ
ィアとしてできるだけ力になれればと思います」と話していました。
大分 由布市でも
由布市ではこれまでの地震で多くの住宅
で被害が出ていて、家などの片づけを手伝
ってほしいという声が住民から出ていまし
た。由布市社会福祉協議会は「由布市災害
ボランティアセンター」を設け、ボランテ
ィアの登録や派遣の要請を受け付けてきま
した。
２１日までに１８の世帯から派遣の要請
があったのに対して市の内外から多くのボランティアの登録があり、２２日からボランテ
ィアの派遣を始めました。このうち、濱田征代さん（７１）の住宅には４人のボランティ
アが訪れ、壊れた家財道具を倉庫の中から道路脇に運び出したり、家の中に散乱したごみ
を袋に詰めたりしていました。濱田さんは「１人ではどうにもならなかったので本当に感
謝しています」と話していました。
ボランティアの男性は「私の家は被害が少なかったので手伝いに参加しました。早く安
心して暮らせる状態になってくれればと思います」と話していました。
ボランティアの登録や派遣の要請の受け付けは、今月２６日までで午前８時半から午後
５時まで行われています。

「安心して徘徊できる街」

福岡・大牟田市 佐藤陽

朝日新聞 2016 年 4 月 22 日

福岡県大牟田市の徘徊模擬訓練。中学生（右端）も
参加し、戸別訪問をしている＝昨年９月、ＮＰＯ法
人しらかわの会提供

ＪＲ博多駅から新幹線で約３０分。かつて
炭鉱の街として栄えた福岡県大牟田市は今、
「認知症に優しい街」として知られる。
高齢化が急速に進み、人口１２万人のうち、
６５歳以上が３４％。認知症を患う人が推計
で６千人いて、市は２００５年、「認知症の
人とともに暮らすまちづくり」を宣言した。
様々な対策の中でも有名なのが、徘徊（はい
かい）模擬訓練だ。全国から視察が絶えない。
「どうされました？」。徘徊役の人を参加
者が街中で見つけ、声を掛ける。行方不明者の情報は、警察や市役所から「高齢者等ＳＯ
Ｓネットワーク」を通じて、地域の民生委員やタクシー会社などに流れる。毎年９月に小
学校区ごとに実施され、市全体で約３千人が参加する。
だが、最初から盛んだったわけではない。白川校区で０７年に初めて訓練を実施した時、
参加したのは約７５００人の住民のうち、たった９人だった。
中心的な役割を担った白川病院医療ソーシャルワーカーの猿渡進平さん（３５）は、
「何
とか地域の見守り力をつけたい」と思っていた。退院を支援していたお年寄りたちが、「家
に帰りたいけれど、子どもに施設に入ってくれと言われてね」とこぼすのを聞いていたか
らだ。認知症があったり、家族が遠方だったりして、自宅で面倒をみてもらえない人は多

い。
自治会や老人クラブの役員たちに、
「認知症の人を地域全体で支える仕組みを考えましょ
う」と声をかけた。だが「施設に入れればいいだろう」と反応は鈍かった。頼みの民生委
員も「今の仕事で手いっぱい」と消極的だった。
猿渡さんは時に酒を酌み交わしながら、「みんな我が家で暮らしたいんです」と説いた。
そして各種団体の連合体「白川ふれあいの会」結成にこぎつけ、０９年にはＮＰＯ法人「し
らかわの会」に衣替えした。
初代事務局長の前原剛さん（７７）の提案で、模擬訓練の改善にも取り組んだ。人通り
が少ないため、家にいる人に声をかけ、参加してもらうことにしたのだ。
「今から徘徊役の
人が来るので対応して下さい」と頼み、実際に対応してもらった後、フォローをする。
これまでに白川校区の全３３００世帯のうち、２３００世帯を回った。昨年は２３８人
が参加し、約１００人が交代で徘徊役をやり、３７２件の声かけがあったという。
実際の効果も上げている。参加した中学生や高校生が徘徊しているお年寄りを見つけ、
警察に連れて行ったことがあるという。市内の小中学校の約半数では認知症についての絵
本教室もあり、
「どう対応するか」を話し合う。
訓練日に２１校区すべてに職員を派遣する市の池田武俊・保健福祉部調整監（５５）は
「認知症になっても安心して徘徊できる街をつくるために、官民が力を合わせてやってい
くことが重要だ」と話す。市は約４００時間かけ、指導役の「認知症コーディネーター」
も養成している。
神奈川県によると、県内では南足柄市や真鶴町などで徘徊模擬訓練が実施されたことが
あるが、１回で終わっているという。２５年には県内に３０万人近い認知症高齢者が暮ら
すと推計されている。大牟田市の継続的な取り組みに学ぶべきところは大きい。

保育士や介護職の待遇改善を 自民が１億総活躍へ提言案 朝日新聞 2016 年 4 月 21 日
自民党の１億総活躍推進本部（逢沢一郎本部長）は２１日、政府が５月にまとめる「ニ
ッポン１億総活躍プラン」に向けた提言案をまとめた。大学生らを対象とする返還の必要
がない「給付型奨学金」の創設検討や、介護職員の月給を平均１万円引き上げることなど
を盛り込んだ。安倍晋三首相に来週提出する予定だ。
提言は、給付型奨学金の対象範囲などの制度設計には触れず、
「財源などの様々な課題を
踏まえつつ、創設について検討すべきだ」とした。対象範囲を広げれば、多くの財源が必
要となるからだ。卒業後の収入に応じて返済額を設定する「所得連動返還型奨学金」の早
期導入や、
「無利子奨学金」の拡充も求める。
「希望出生率１・８」の実現に向けては、保育士の給料アップですでに実施した１・９％
分を含めて約４％の処遇改善を「確実に実施」することを求める。
「介護離職ゼロ」の達成については、不足が深刻な介護職員を確保するため、
「２０１７
年度から月額平均１万円相当」の給料アップを行うべきだとし、次回の１８年度介護報酬
改定を待たずに対応するよう求めた。具体的な方法などは今後詰める。

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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