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ＩＴＡＬＩＣＯは連日の高値更新、障害者雇用の需要増加期待
朝日新聞 2018 年 8 月 29 日
障害者の就労支援が主力のＬＩＴＡＬＩＣＯ（６１８７）は５営業日続伸。株式分割を
考慮した実質では連日の上場来高値更新で午後２時４分時点では前日比７９円（３．４％）
高の２４１８円となっている。 多くの中央省庁が雇用する障害者数を水増していた問題
が拡大し、全体では省庁の８割にあたる２７行政機関で合計３４６０人分が不適切に算入
されていたことが厚生労働省の２８日の発表によって判明。同省の加藤勝信大臣は「法定
雇用率の速やかな達成に向けた採用計画を早急に策定し、確実に実行してほしい」などと
２８日の関係府省連絡会議で述べ、来２０１９年度中に達成を求める考えを示唆した。各
府省は今後１年半あまりで多数の障害者を採用する必要に迫られた格好で、当社にとって
は新たな事業チャンスになるととらえられている。８月１４日に発表した今２０１９年３
月期の第１四半期（１８年４～６月期）決算が好調な内容だったことが買い安心感につな
がっている面もあるようだ。

障害者雇用「真剣でない」…中央省庁の水増し問題、関係者ら疑問の声
読売新聞 2018 年 8 月 29 日
車いすに座ってパソコン作業をする家平さん（２８日、東京都新宿区
で）

中央省庁の障害者雇用率の水増し問題は、障害者手帳を
確認しなかったり、健康診断の結果をそのまま使ったりす
るなど、ずさんな算入方法が厚生労働省の調査で次々と明
らかになった。企業などで働く障害者や支援団体からは、
国の対応に批判や疑問の声が相次ぐ。
「一体どうしたらこんなことが起きるのか」
。都内のＩＴ
企業に障害者雇用枠で勤める桜井啓介さん（４６）は首を
かしげる。
桜井さんは、免疫を作る機能が低下する病気で身体障害者手帳を取得している。定期的
な治療が必要だが、障害があることは見た目ではわからない。これまで３社で働いた経験
があるが、採用時や産業医との面談などで障害者手帳を会社に提示する機会は何度もあっ
た。
複数の省庁では手帳を確認せず自己申告などで算入をしていたが、桜井さんは、「障害者
の雇用には、個々の状態に応じた職場のサポートが必要。障害の種別や等級が書かれた手
帳すら確認していないようでは、障害者雇用に関心がないとしか思えない」と話す。
東京都内の障害者を支援するＮＰＯ法人「日本障害者センター」で働く家平悟さん（４
７）も、
「国は、働く障害者への配慮を企業に求めながら、障害者雇用を真剣に考えてこな
かったのではないか」と指摘する。

中学生のころ、プールへの飛び込みで 頸椎 を損傷。２００７年からＮＰＯ法人に勤め
るが、身の回りのことに介助が必要で職場にも介助者が配置されている。
家平さんは、
「事故で何もできない存在になったと思っていたが、働いて賃金を稼ぐこと
で社会の中で役割を果たせていると感じられるようになった」と語る。
障害者団体でつくるＮＰＯ法人「ＤＰＩ日本会議」（東京）の西村正樹・副議長は「約３
５００人分も不適切な計上をし、多くの障害者の雇用機会を奪っていたことにもなる。非
常に大きな問題で制度の信頼を損なった。国は徹底的に検証を進める必要がある」と訴え
た。
民間企業「障害者は戦力」
障害者雇用を進めてきた民間企業の担当者からは、「障害者は戦力だ」との声が上がる。
障害者雇用促進法は原則、従業員の２・２％にあたる障害者を雇うことを民間企業に義
務付ける。従業員が１００人超の企業は、雇用率を達成できないと、足りない人数１人あ
たり原則月５万円の納付金が課される。
保険調剤薬局大手「クオール」
（東京）では、障害者雇用を進めるために子会社を設置。
重度身体障害者ら４４人が、在宅でデータ入力や名刺・ポスターの制作、印刷業務を担う。
子会社の青木英社長は、
「労働意欲が強く、作業に時間がかかっても高品質なものができる。
労働人口が減少し、高齢化が進む中、障害者も労働力と捉えるべきだ。国には民間企業の
知恵や工夫を学んでほしい」と話す。
都内でサービス業を営む企業では、子会社が書類印刷や封入、備品管理などの作業を本
社から請け負い、知的障害がある社員らを雇用する。
担当者が本社の各部署に趣旨を説明して業務を増やし、雇用する障害者は１０年前の子
会社設立時から約２０倍に増えた。担当者は「民間企業は苦労しながら取り組んでいるの
に、こんなに多くの国の機関で水増しがあったなんて」とあきれる。
企業向けに障害者雇用のコンサルティングを行う「ゼネラルパートナーズ」（東京）の進
藤均社長（４５）は「障害者が働きやすい環境を整えることは、病気や子育て、介護など
の事情を抱える社員にとっても働きやすい職場作りにつながる。少子高齢化が進む日本に
とってメリットは大きい」と指摘している。

日商会頭、サマータイム「コストなどデメリットも考え議論を」
日本経済新聞 2018 年 8 月 29 日
日本商工会議所の三村明夫会頭は 29 日の記者会見で、安倍晋三首相が夏に全国一律で時
間を早める「サマータイム（夏時間）制度」を 2020 年東京五輪・パラリンピックの暑さ対
策として検討を指示したことについて「メリットだけでなく、システム改革などのコスト
などのデメリットも考えて議論しなくてはならない」との見解を示した。
中央省庁が雇用する障害者数を水増ししていた問題については「規模と広がりに驚くと
ともに、非常に残念だ」と述べた。そのうえで「これだけ広くやられているという原因を
しっかり突き詰めてほしい」と要望した。

裁判所でも水増し＝障害者雇用、３００人超
時事通信 2018 年 8 月 29 日
中央省庁の障害者雇用水増し問題で、全国の裁判所でも、障害者の雇用数を不適切計上
していたことが２９日、関係者への取材で分かった。水増しは３００人を超えるとみられ、
裁判所職員に占める障害者の割合は法定雇用率（２．３％）を大きく下回るという。
厚生労働省によると、最高裁と全国の地、高裁、家裁での２０１７年の障害者雇用数は
６４１人とされる。全職員に占める割合は２．５８％で法定雇用率を上回っていたが、関
係者によると、このうち半数程度は、障害者手帳を持っていないなど本来は対象外だった
という。
（

障害者雇用

水増し問題 「早急に改善する」知事が謝罪

／滋賀
毎日新聞 2018 年 8 月 29 日
障害者雇用の水増し問題を巡り、県と県教委が障害者手帳を持たない職員計２４人を不
適切に計上していたことについて、三日月大造知事は２８日の記者会見で「早急に改善し、
このようなことがないよう、しっかりと対処したい」と謝罪した。

「自転車文化醸成を」 沼津で懇談会、五輪・パラ機に聖地化探る
静岡新聞 2018 年 8 月 29 日
東京五輪・パラリンピックの自転車競技成功に向けた戦略について解
説する松瀬学准教授＝２８日午後、沼津市内

専門家、パラサイクルのトップ選手らが東京五輪・パラリ
ンピックの静岡開催について解説する講演会「サイクルスポ
ーツの聖地とパラリンピック」（内外情勢調査会、日本財団
パラリンピックサポートセンター主催）が２８日、沼津市内
で開かれた。
スポーツジャーナリストで日本体育大の松瀬学准教授、同センターの小倉和夫理事長が
講演した。
松瀬准教授は、静岡県での自転車競技成功に向けて、おもてなしの戦略を練ることが重
要とし「サイクルスポーツの聖地をつくるためには、住民を巻き込んだ自転車文化を醸成
する必要がある」と強調した。
小倉理事長はパラリンピックの語源や歴史を紹介。日本の競技場にはバリアフリーが少
ない点を指摘し、障害者を巡る社会の在り方について「障害者の人たちが心から楽しむ環
境をつくっていくことが大切」と述べた。
２０１７年パラ自転車世界選手権ロードタイムトライアル優勝の野口佳子さん＝掛川市
出身＝らによる座談会も行われた。

障害者アート、魂の形を写真集に

花巻の社福法人が限定販売
岩手日報 2018 年 8 月 29 日

障害者アーティストの人柄や作品が生き生きと伝わってくる作品写
真集「いのちの形がみえたなら」

花巻市石鳥谷町の社会福祉法人光林会（三井（みい）信
義理事長）は、創立５０周年を記念して作った障害者アー
ティストの作品写真集「いのちの形がみえたなら」を５０
部限定で販売している。
写真集は２５・５センチ正方サイズ、多色刷り１３５ペ
ージ。同法人が運営する、るんびにい美術館（同市星が丘）
を拠点に活動する２２人（故人含む）の作品を収める。
作品は粘土や編み物、絵画などさまざまで、小林覚（さ
とる）さん（２９）の描く絵は、まるで文字が踊っている
かのよう。下田賢宗（たかひろ）さん（３５）が手作りす
るのは理想のパジャマだ。作者の人柄や、たたずまいが感
じられる構成にこだわって編集した。作者の紹介文は三井
理事長（６５）と同美術館のアートディレクター板垣崇志
（たかし）さん（４７）が手掛け、本人たちとの日常会話
も多く盛り込んだ。思わず笑みがこぼれ、考えさせられる

内容となっている。
同美術館で税込み５千円で販売する。代引き販売も受け付けており、問い合わせは同美
術館（０１９８・２２・５０５７）へ。

松江ツーリズム研が顕彰 島根の観光振興「大賞」に 山陰中央新報 2018 年 8 月 29 日
島根県の観光振興に大きく貢献した団体・個人を顕彰する「松江ツーリズム研究会観光
大賞」の初代大賞に、ＮＰＯ法人プロジェクトゆうあい山陰バリアフリーツアーセンター
（松江市雑賀町）が選ばれた。誰もが山陰両県で旅行を楽しめる環境づくりを目指して障
害者や高齢者の支援に力を注ぎ、旅先での介助やバリアフリー情報の提供を行う取り組み
が評価された。
大賞は、松江市の観光振興を手掛けるＮＰＯ法人松江ツーリズム研究会（山本素久理事
長）が、事業収益を観光振興の土台づくりに還元しようと企画。一般財団法人の同研究会
基金（同理事長）を創設し、毎年１回選考して大賞に賞金１００万円を贈る。

外国人の災害弱者を防げ 愛知でやさしい日本語講習

松永佳伸
朝日新聞 2018 年 8 月 29 日

日本赤十字社県支部の職員（中央）から「やさしい日本語」の
講習テキストを使って心肺蘇生の指導を受ける学生とボランテ
ィア＝県立大提供

愛知県内で暮
らす外国人に災
害や急病時に命
を救う技術や知
識を身につけて
もらおうと、日
本赤十字社県支
部（名古屋市東区）は、
「やさしい日本語」を使った
講習テキストを作成した。県立大学（長久手市）の学生らが協力し、外国人に理解しやす
いように工夫した。９月から県内で開かれる講習会で活用する。
「やさしい日本語」が注目されるきっかけは１９９５年の阪神大震災。避難情報から外
国人が取り残されたという指摘から、より簡単でわかりやすい言葉を使う動きが広がった。
テキストは「災害（さいがい）が起（お）こったときに気（き）をつけること、役立（や
くだ）つこと」
「しんぞうがとまっている人（ひと）の助（たす）けかた」など４種類。人
工呼吸の方法やＡＥＤの使い方、避難所での過ごし方などを説明している。

旧野町小に保育所入居 老朽の第一善隣館

中日新聞 2018 年 8 月 29 日

保育所が来春入るプレハブ校舎の前に立つ越田智弘第一善隣
館理事長＝金沢市野町で

建て替えの１年、暫定的に
金沢市の旧野町小学校校舎に、第一善隣館保育所
が一時的に入居することが決まった。期間は同保育
所が現在入居中の施設を建て替える間で、来春から
一年間。市は一般的には、民間団体に市施設の利用
を認めていないが、保育所は公共性が高いことから
暫定利用を容認し、九月補正予算案に関係予算を計
上した。
（押川恵理子）

第一善隣館保育所は一九四八（昭和二十三）年に認可された。六九年からは、運営する
社会福祉法人「第一善隣館」が建てた野町会館（野町三）に入居している。野町公民館と
放課後児童クラブも同居しているが、野町会館は老朽化が進んだことから、取り壊される
ことが決まった。
地域では、保育所と公民館、児童クラブが一体となって活動してきたことから、今後も
同じ施設内での同居を要望する声が多かった。話し合いの中で出たのが旧野町小校舎の活
用。野町小と弥生小が統合して生まれた「泉小」の臨時校舎として二〇一四年四月～一七
年三月に使われていた。
地域住民でつくる「旧野町小跡地活用検討委員会」が、セットでの移転を市に求めたと
ころ、公的な施設である公民館だけが認められた。民間運営の保育所と児童クラブは移転
できないが、費用を支払うことを条件に、一年間の利用が認められた。保育所は比較的新
しく、エアコンもあるプレハブ校舎を利用する。
第一善隣館保育所の宇野孝一所長（６７）は「すごくありがたい。現地での建て替えだ
と、園庭を使えなくなる場合もあった」と話す。第一善隣館理事長と野町公民館長を務め
る越田智弘さん（８０）は「善隣館と公民館が将来、同じ建物で活動できなくなるのは残
念だが、交流できる行事を企画し、地域の活性化につなげたい」と話した。
市教育総務課によると、公民館は旧野町小校舎の一階に入る。二～四階の活用方法は検
討中。

トランスジェンダーの医師、専門外来開設 望む性で生きる道、ともに
中日新聞 2018 年 8 月 28 日
トランスジェンダー当事者の医師として専門外来を始め、患者と向き合う武藤
ひめさん＝名古屋市中区の久屋クリニックで

ＬＧＢＴ（性的少数者）のうち、心と体の性が一致しないトラン
スジェンダーの医師が、当事者らにカウンセリングやホルモン療法
を行う専門外来を名古屋市内で始めた。治療を必要とするケースは
性同一性障害（ＧＩＤ）の病名で知られ、性別適合手術が保険適用
になるなど、望む性で生きる道は開かれつつある。一方で、需要の
高いホルモン療法は自由診療のままで、安易に処方されるケースも
あるようだ。専門外来の日常を追う中で、そうした現状が浮かび上
がってきた。
（小中寿美）
幼少期の記憶探る
昼夜を問わず車が行き交う名古屋・栄の交差点。角に立つ商業ビルの一階に、トランス
ジェンダーの武藤ひめさん（４１）が院長を務める久屋クリニックがある。もともとは小
児科医だったが、当事者として経験を生かして、それぞれの悩みを聞いて解決策を探ろう
と、昨年秋からトランスジェンダー当事者を対象にした専門外来を行う。
トランスジェンダーは心と体の性に不一致があり、原因は解明されていない。程度はさ
まざまだが、体の性に不快感や嫌悪感を持ち、心の性に合わせて生きることを望む場合、
治療によって体を心の性に近づけることで、社会の中で生活しやすくなる。
違和感くみ取る
クリニックを訪れるのは週に十数人。武藤さんと同様、男性であることに違和感を感じ、
女性として生きることを望む患者が多い。愛知県内に住むＡさん（三十代）もその一人。
恋愛の対象が女性というやや珍しいケースで、複数の精神科にかかったが、それを理由に
治療の対象とならなかった。
「心が女性なら好きになるのは男性のはず。自分は何者なのか」
と思い悩んだ。
インターネットでクリニックを知り、六月に来院。幼少期の記憶を詳しく尋ねられた。
「自
分の性器はいつかなくなるものだと思っていた」とＡさん。男の子が苦手で女の子とまま

ごとをするのが好き。母親に「どうして男の子と遊ばないの」と言われても、なぜそう言
われるのか不思議だった。
髪は今に至るまでロング。思春期には、しぐさや雰囲気が「女みたい」と男子にいじめ
られた。スカートをはきたかったが周囲との衝突を避けるために、ファッションとしてズ
ボンの上にはく程度にとどめた。診察を受けた日はモノトーンのシンプルな服装だった。
カウンセリングは設定の三十分を超えた。武藤さんは「好きになる対象は男性という人
が多いが、女性ということもあり得る」と話した上で、Ａさんにトランスジェンダーだと
告げた。
服装も手掛かり
決め手となったのは幼少期からの違和感だ。幼稚園などではよく男女のグループに分け
られるが、周囲の子どもたちと行動にずれが生じるのはトランスジェンダーに見られる傾
向だという。
「自分は女性だと大人になってから気付く場合もあるが、振り返ってみると幼
少期にそういう行動パターンを取っていることが多い」と武藤さん。男女いずれでも着こ
なせる服装を自然に選んでいたことも、単なる女装趣味ではないことを知る手掛かりにな
った。
その後、Ａさんはホルモン療法を受け始めた。体に変化が出るのはこれからだが「かな
りスッキリした」と話す。食欲がなくやせていたが、ホルモン療法を続けられるだけの体
力を付けるため、食事量を増やした。帽子を目深にかぶり、人目を避けるように外出して
いたが、今は帽子のつばを上げて来院している。
◆安易な処方、保険適用外… ホルモン療法、課題も
トランスジェンダーの中でも、治療
の必要がある性同一性障害について、
日本精神神経学会は一九九七年、初め
て診断と治療のガイドライン＝図は
最新版＝を作成した。翌年、国内では
初の性別適合手術が行われ、ホルモン
治療を含めガイドラインが示した治
療法は次第に医療現場に浸透してい
った。
身体的な治療の第一選択肢となる
のがホルモン療法だ。体の性とは反対
のホルモン製剤を使い、望む性に近づ
けていく。しかし、「治療は慎重を期
すべきだ」と武藤さんは話す。精子を
つくる能力を失うなど、元の生活に戻
れなくなる可能性があるためだ。強い
吐き気など日常生活に支障が出るほ
どの副作用や血栓症などのリスクも
ある。「家族との関係を断ち切ってで
も女性になりたいのか。強い思いがなければ処方はできない」。しかし、「患者の求めるま
ま、安易に処方されるケースが多いのでは」と武藤さんは感じている。
昨年末から武藤さんのクリニックを受診しているＢさん（四十代）は以前、愛知県内の
精神科で定期的にホルモン注射を受けていた。診察では何も聞かれず、カウンセリングも
なかったという。効果がなく焦りを感じて転院した。その後、Ｂさんは体に変化が出てき
たが、武藤さんは「治療をやめる人もいる」と告げ、続行の意思が固いかどうかを確かめ
た。
驚いていることがもう一つある。
「心の性が本当に女性か疑問を持たざるを得ない患者が
多い」ことだ。七月、新患のＣさん（五十代）は違和感を自覚した経緯をまったく話せず、

身だしなみにも無関心。にもかかわらず、ホルモンを投与されていた。体重が多く血栓症
のリスクも高いと感じ、
「今なら引き返せる。薬をやめるなら協力する」と促したが、Ｃさ
んは以後訪れていない。
治療は性別適合手術のイメージが先行しているが、「手術まで望まず、ホルモン療法だけ
を望む人は多い」と武藤さん。しかし、手術は今年四月、保険適用されたが、ホルモン療
法は自由診療のままだ。
「自由診療だと行政などのチェックが入らず、問題が生じても見過
ごされる。安全性のため、早く保険適用にしてほしい」と訴える。

犯罪被害者支援へ 調整会議設置を府が提示
大阪日日新聞 2018 年 8 月 29 日
大阪府は２８日、来年２月議会に提案を目指している
犯罪被害者支援条例案に、早期援助団体や市町村などを
メンバーとする被害者支援調整会議を設置する条文を盛
り込む案を示した。構成団体の強みを生かして、支援可
能な内容を被害者に提案する。
犯罪被害者支援条例の素案作りに向け、意見を交わす懇話会の委
員ら＝２８日、大阪府庁

府庁で開かれた条例制定に向けた有識者による懇話会
（座長・川本哲郎同志社大教授）で、事務局の府治安対策課が提示した。
同会議のメンバーには、府や府警などの参加を想定している。被害者が支援を受ける際
にたらい回しにされないよう、仮に最初に市町村を訪ねた場合でも各団体の支援につなが
る仕組みを構築する。
同課の担当者は「関係団体が一堂に集まり、どういった支援策を提供できるかを考える
組織」と説明。身体的や精神的、金銭的に幅広い支援が必要となる事件を扱うことをイメ
ージしている。これに対して川本座長は「運用する中で、対象を広げるよう検討してほし
い」と要望した。
このほか懇話会では、府内の市町村にも条例制定の機運が高まるような内容を求める意
見が出た。
認定ＮＰＯ法人大阪被害者支援アドボカシーセンター（大阪市天王寺区）代表理事の大
川哲次さんは「大阪は全国で一番、凶悪犯罪が多い。府が条例をつくることで、各市町村
が『自分のところも制定しないといけない』と思える雰囲気の内容にしたい」と語った。
元全国犯罪被害者の会（あすの会）代表幹事の林良平さんは「支援という言葉は上から
目線なので、被害者権利条例という名前にできないか。救済される権利があると捉えてほ
しい」と訴えた。
府は最終の懇話会を９月に開き、意見を踏まえて条例の素案をつくる。府によると支援
に関する条例は、奈良県や滋賀県など全国１４道県で制定され、府内では堺市と摂津市が
設けている。

厚労省の概算要求 31.8 兆円 社会保障費の伸び継続
日本経済新聞 2018 年 8 月 29 日
厚生労働省は 29 日、2019 年度予算の概算要求をまとめた。要求額は 31 兆 8956 億円と
今年度の当初予算と比べて 2.5％（約 7700 億円）の増額とし、過去最大の予算規模を求め
た。高齢化に伴い医療や介護、年金など社会保障費の増加が続く。働き方改革関連法が来
年４月から順次施行されるのを控え、影響が特に大きい中小・零細企業への支援策も手厚
くする。
同日午後の自民党厚労部会に示した。同省の予算は大半を社会保障費が占める。15 年度
から児童手当などを内閣府の所管に移したため見かけ上の金額は減っているが、実質的に
は過去最高を更新し続けている。来年度の概算要求では約 32 兆円の要求額のうち約 30 兆

円が年金や医療、介護などにかかる経費だ。今年度予算と比べて 2.1％増を見込む。
そのうち公的医療保険への国からの支出は今年度当初予算比 2.1％増の約 11 兆７千億円、
介護保険関連では４％増の約２兆９千億円を見込んだ。介護は年齢を重ねるほど費用がか
さむようになるため、高齢化が進む近年では特に伸びが大きい。年金は団塊の世代向けの
支給が既に始まっているため、医療や介護ほどの伸びを見込んでおらず、1.4％増の約 11
兆８千億円を求めた。
政府は高齢化などによる社会保障費の自然増を来年度は６千億円と見込んでいる。５千
億円まで圧縮する目標を掲げていた今年度までと異なり、来年度は圧縮の数値目標を設定
せず、高齢化による増加分に収めるとしている。具体的にどこまで自然増を圧縮できるか
が年末の予算編成の大きな焦点となる。
概算要求では働き方改革の推進が柱の一つに位置付けられた。同一労働同一賃金や残業
時間の上限規制を盛り込んだ働き方改革関連法は来年４月から順次施行される。中小企業
は同一賃金と残業規制の施行が１年遅れるが、勤務間インターバル制度の導入支援や相談
体制の整備などに約 1200 億円を求める。働き方改革全体で今年度当初予算比で２割弱増え
る約 3800 億円を計上した。
効率的な社会保障の提供体制の整備も重点テーマだ。地域の病床再編、医療・介護連携
の推進などに 645 億円を求めた。また健康保険組合の解散の動きが相次いでいることを受
けて、健保への新たな財政支援策として 31 億円を計上した。
介護離職ゼロに向けた人材の処遇改善や受け皿整備には 543 億円を求めた。また児童相
談所の体制強化、保護が必要な児童の情報を共有するシステムの整備といった児童虐待の
防止対策などには 1655 億円を計上した。
働き方改革に３８００億円 厚労省の概算要求、過去最大 朝日新聞 2018 年 8 月 29 日
厚生労働省は２９日、２０１９年度予算案の概算要求を公表した。一般会計の総額は３
１兆８９５６億円で過去最大。１８年度当初予算から２・５％、７６９４億円増えた。医
療や介護、年金などの社会保障費は２９兆８２４１億円に上り、そのうち高齢化の進行に
伴って増えた額は６１７９億円だった。
長時間労働規制などに取り組む「働き方改革」について、１８年度予算比で６００億円
増の計３８００億円を計上。１７年度に過労死や過労自殺で労災認定されたのは１９０人。
過労死防止の相談体制づくりが急務となっており、２７０億円を要求した。
また、外国人労働者の受け入れを進める政府の方針に基づき、新たに設ける在留資格で
来日する人の雇用管理のため、１０億円を要求した。すでに受け入れている外国人の介護
人材については、学習支援や生活相談などに、１８年度予算の約５倍の１９億円を求める。
また、児童虐待防止策や里親制度などを進める費用として計１６５５億円を計上。児童
相談所の職員を増やしたり、虐待の通報や相談を２４時間受け付ける全国共通ダイヤル１
８９を無料にしたりすることを検討する。相次ぐ自然災害を受け、災害拠点病院や災害派
遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の強化にも１８年度予算の１３倍の５５億円を要求した。
膨らむ医療費や介護費の抑制策として健康寿命を延ばす方針を掲げ、糖尿病など生活習
慣病の重症化予防などに計６３億円を要求。医療や介護データを分析、
活用する「データヘルス改革」にも４４３億円を盛り込んだ。
概算要求を査定する立場の財務省は財政再建のため、高齢化に伴う増
加分を５千億円以下に抑えたい考えで、年末にかけて社会保障費の抑制
策が議論される見通しだ。
（西村圭史）
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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