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○全般 

月 制度・施策の動向、関連調査等 

１月 ＜全国の動向＞ 

○社会福祉法人の「地域における公益的な取り組み」の３要件の解釈見直し 
厚生労働省は 23日、社会福祉法人の責務「地域における公益的な取り組み」に関する新たな課長通知を

出した。画一的な取り組みではなく、①日常生活や社会生活上で支援が必要な人に②無料または低額な料金

で③社会福祉を目的とする福祉サービスを提供する、の３要件の解釈を柔軟に運用できるよう見直し、法人

が地域のニーズに合わせて創意工夫しながら取り組めるよう改めた。 

→2/5福祉新聞 

 

２月 ＜全国の動向＞ 

○高齢社会対策大綱決定 
５年に一度見直される新たな大綱が 16日、閣議決定。大綱の柱は仕事がしたい高齢者が働ける環境の整

備で、65 歳までの定年延長やそれ以降も継続して雇う会社を支援することなどを具体策に盛り込んだ。年

金の受給開始年齢は、現行では原則 65 歳で 60～70 歳の間で選べるが、70 歳を超えて選んだ場合の率の引

き上げの検討も盛り込んだ。これを受け、厚生労働省は 2020年度中の関連法改正を目指し、検討を始める。 

→2/17朝日新聞 

 

４月 ＜全国の動向＞ 

○介護保険法等改正法が施行 
地域包括ケアシステムの深化・推進、介護保険制度の持続可能性の確保等を柱に、地域共生社会の実現に

向けて社会福祉法や介護保険法や社会福祉法をはじめとする 31の関連法が一括改正された。社会福祉法で

は、地域住民等が地域生活課題を把握し、関係機関との連携等により解決を図っていくこと（第４条の２）、

その促進と必要な措置を国及び地方公共団体の責務とすること（第６条の２）がこれからの地域福祉の推進

の方向性として明文化。 

 

５月 ＜全国の動向＞ 

○民生委員の孤立者支援直面、４人に１人が経験 
全国民生委員児童委員連合会がこのほど発表した全国モニター調査で、民生委員の４人に１人が社会的

孤立状態にある人への支援経験があることが分かった。また、１割が課題のある人の家事を手伝うなど、本

来の関係機関へつなぐ役割を越えて支援を担っていた。報告書では、厳しい生活課題の解決には専門機関に

よる適切な支援が不可欠とし、専門的な相談支援体制の構築を求めている。 

→5/21福祉新聞 

○福祉施設の労災 8738人 
厚生労働省は 30日、2017（平成 29）年の労働災害発生状況を公表した。福祉施設の死傷災害（従事者が

死亡または４日以上休業した災害）は前年より 457人（5.5％）増の 8738人だった。全産業は 2550人（2.2％）

増の 12万 460人で、そのうち福祉施設は 7.3％。事故の型別に見ると、「動作の反動、無理な動作」が 2983

人（34.1％）で最も多く、「転倒」2893人（33.1％）、「墜落・転落」555人（6.4％）と続く。利用者の移乗

介護中などに無理な動きをして腰痛を発症させる事故が増加を続けている。 

→6/11福祉新聞 

 

６月 ＜全国の動向＞ 

○改正消費者契約法が可決、成立 
 ８日に参議院本会議にて全会一致で可決、成立。民法の改正で成人年齢が 18歳に引き下げられることを

踏まえ、社会経験が少ない若者などを対象に契約取り消しの範囲を広げる。知的障害者や児童養護施設など

から退所して間もない人らが被害に遭うことを防ぐ効果も見込まれる。施行は公布日から１年後。 

→6/18福祉新聞 

○所有者不明の土地の有効利用に向けた特別措置法が可決、成立 
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 ６日の参議院本会議にて全会一致で可決、成立。福祉施設、公園、駐車場など公共目的での利用を最長 10

年間認める新制度の創設などが柱で、2019 年６月までに施行日を迎える。特措法は地域住民の福祉・利便

の向上に役立つ「地域福利増進事業」を創設し、その事業者に利用権を設定する。同事業の定義は「社会福

祉法による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業」を含んでいる。国土交通省は、施行後 10

年間で 100件の利用権設定を目標とする。 

→6/18福祉新聞 

○大和市で終活支援の対象拡大へ 
 死後の葬儀やお墓に不安を抱える高齢者を支える事業について、大和市は 28日、葬儀と納骨の「生前契

約」を支援する対象を拡大すると発表した。「身寄りがなく、経済的に困窮している人」としてきた従来の

制限をなくす。同時に相談体制を拡大し、多様な葬儀の形に対応したり、遺言や遺品整理などを検討したり

するため、業者や専門機関と連携を進める。６月より開始。 

→5/29朝日新聞 
 

７月 ＜全国の動向＞ 

○成年後見制度利用促進専門家会議開催 
 厚生労働省は２日、成年後見制度利用促進専門家会議の初会合を開いた。政府が 2017（平成 29）年３

月に閣議決定した成年後見制度利用促進基本計画（2017～21年度までの５カ年計画）の進捗状況を把握

し、2019年度中に課題を把握する。 

→7/9福祉新聞 

 

８月 ＜全国の動向＞ 

○2016年度の社会保障給付費、過去最高の 116兆円超 
 2016（平成 28）年度に年金、医療、介護などに充てられた社会保障給付費が 116兆 9027億円（前年度

比 1.3％増）で過去最高となったことが 31日、国立社会保障・人口問題研究所の社会保障費用統計で分か

った。高齢化で増え続けており、国民一人当たりの給付費も 92万 1000円（1.4％増）で過去最多を更新

した。３つの部門別では、「年金」が 0.5％増の 54兆 3770億円で全体の 46.5％を占めた。「医療」は

0.6％増の 38兆 3965億円、「福祉その他」は伸び率が最も高い 4.2％増で 24兆 1291億円だった。 

→9/10福祉新聞 

○国の来年度予算の概算要求額が過去最大 
 厚生労働省は、子育て関係では待機児童解消のため、保育園整備費や保育士の復職支援などに 1170億

円を要求した。2019年 10月から幼児教育・保育の無償化が始まるが、無償化の対象に認可外施設も含ま

れるため、重大事故防止のための巡回支援指導員の増員などに計 59億円を盛り込んだ。増加する児童虐

待の防止に向け、児童相談所の職員増などに 208億円を求めた。不足している介護人材の確保策には 2018

（平成 30）年度予算の倍にあたる 60億円を要求。うち 19億円は不足を補うため政府が受け入れを推進し

ている外国人人材の日本語学習や相談支援にあてる。 

→9/1朝日新聞ほか 

 

９月 ＜全国の動向＞ 

○厚生労働省が身元保証サービスの手引作成 
 入院時の身元保証や死後の遺産整理といった民間の高齢者向けサポートサービスを巡り、厚生労働省は

３日までに、利用の際の注意点や相談窓口などをまとめた手引きを作成した。意に沿わない契約や金銭ト

ラブルを回避するのに役立ててもらう狙い。手引は、地域包括支援センターなどで入手できる。 

→9/4神奈川新聞 

○70歳雇用の努力義務に向けた検討を開始 
政府は、高齢者が希望すれば原則 70歳まで働けるよう環境整備を始める。現在は原則 65歳まで働ける

よう企業に義務付けており、年齢引き上げの検討に入る。2019年度から高齢者の採用に積極的な医業な企

業を支援する。そのうえで来年以降に高年齢者雇用安定法の改正も視野に、70歳まで働けるようにする。

少子高齢化や人口減少社会を見据え、多様な働き方を後押しするのが狙い。 

→9/6日本経済新聞、9/6神奈川新聞ほか 

 

11月 ＜全国の動向＞ 

○社会福祉法人の会計監査人設置基準の引き上げ延期 
 厚生労働省は２日、社会福祉法人の会計監査人設置基準について 2019年度からの引き上げは行わない
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とする事務連絡を出した。2017（平成 29）年４月施行の法人改革で、17・18年度は「年間収益 30億円以

上または負債 60億円以上」の法人に会計監査人の設置を義務付け、その後は状況を見ながら段階的に対

象を広げる方針を示していた。 

→11/12福祉新聞 

12月 ＜全国の動向＞ 

○成育医療総合推進法、ユニバーサル社会推進法が成立 
 議員立法で８日成立の成育医療総合推進法は、新生児から大人になるまでを「成育過程」と定義し、誰

もが適切な医療、保健、教育、福祉のサービスを受けられるよう、政府に基本方針の策定を義務付けた。

成育過程にある人の保護者や妊産婦も法の対象で、厚生労働省は基本方針策定のため成育医療の従事者、

学識経験者により協議会を置く。地方自治体の責務も定めた。施行は公布日から１年以内。 

 同日成立のユニバーサル社会推進法では、障害の有無、年齢に関わらず政治、経済、教育、文化芸術、

スポーツなどに参加する機会が確保された社会を「ユニバーサル社会」と定義。その上で、国と地方自治

体に対して高齢者、障害者の「多様な就業機会」「移動や施設利用の利便性」「手話を含む意思疎通手段」

を確保するよう求める。政府は厚生労働省など関係省庁による会議を設ける。施行は公布日。 

→12/17福祉新聞 

○2019年度税制大綱決まる 
 自民・公明両党は 14日、2019年度税制大綱を決定した。税制改正法案を通常国会に提出する。19年 10

月に予定する消費税率引き上げへの対策では、自動車や住宅購入に伴う減税措置や、子どもの貧困対策と

して優遇税制措置を拡充。低所得者に配慮する。児童養護施設退所者などが自立支援資金貸付の債務免除

を受ける場合は、所得税を非課税にする。社会福祉法人関係では、保育施設や重度障害者多数雇用事業所

の固定資産税など、課税基準の特例措置を２年間延長。新築のサービス付き高齢者向け住宅の固定資産

税、不動産取得の減額も２年間延長する。 

→12/24福祉新聞 
 

 

○人材関係（全般） 

月 制度・施策の動向、関連調査等 

１月 ＜全国の動向＞ 
○３福祉士が保育士試験を受験する場合に科目を一部免除 
関係する改正省令などが 15日に施行され、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格

を持つ人が保育士試験を受験する際、2018（平成 30）年度から一部科目が免除されることとなった。免除

されるのは筆記試験９科目のうち「社会的養護」「児童家庭福祉」「社会福祉」の３科目。４月の試験から適

用される。また、地域限定保育士試験にも適用される。 

→1/29福祉新聞 

○厚生労働省の調査で 65歳超の 70％が非正規雇用 
2017（平成 29）年１月～７月までに 65 歳を過ぎてから新たに雇用、または再雇用された高齢者約 65 万

人のうち、70％がパートや有期契約などの非正規であることが厚生労働省の調査で分かった。65 歳を過ぎ

ると大半の人が定年を迎えるため、非正規に切り替えた上で再雇用されるケースが多いと見られる。 

→1/12神奈川新聞 

＜県内の動向＞ 

○横浜市が中堅保育士に月４万円を処遇改善に上乗せ 
横浜市は、2018（平成 30）年度から経験年数７年以上の全ての保育士に月額給与４万円を上乗せする処

遇改善を新たに実施。国が 2017（平成 29）年度から実施している中堅保育士向けの加算制度を補完するも

ので、都市部の自治体が本格的に待機児童対策に乗り出す中、国の配分設計ではなく対象者全員の給与アッ

プに踏み切ることで、保育士の確保や保育の質向上につなげていきたい考え。 

→1/31神奈川新聞 

 

２月 ＜県内の動向＞ 

○川崎市が中堅保育士処遇改善で月給２万円増を保障 
川崎市は 2018（平成 30）年度から、経験年数７年上の保育士に月額給与２万円の処遇改善策を実施する。

国が 2017（平成 29）年度から実施している改善策を補完し、保育士確保につなげる。市の新たな制度では、

対象となる中堅保育士の処遇改善額が国の案分の仕組みにより２万円を下回っている場合に最低２万円の
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加算となるよう差額を市単独で補助し、保育士確保につなげる。 

→2/7神奈川新聞 
 

 

３月 ＜全国の動向＞ 

○社会福祉士養成、共生社会へ機能強化 
厚生労働省は 16日、社会福祉士養成の見直し案を社会保障審議会福部会福祉人材確保専門委員会に示し

た。実習を拡充するなどカリキュラムを改正するほか、現任者が他職種や地域住民と協働することで腕を磨

く仕組みをつくる。また、社会福祉士が果たす役割などの「見える化」も図る。かねて提唱する「地域共生

社会」の実現に向け、ソーシャルワーク機能を強化する。 

→3/26福祉新聞 

○有職の母 42％に増加 
厚生労働省は２日、出生・婚姻などと職業状態などの関係を調べた「2017 年度人口動態職業・産業別統

計の概況」を発表。出生と就業の関係を見ると、父親は有職 94％、無職１％なのに対し、母親は有職 42％、

無職 54％。父親は 2010（平成 22）の前回調査と大きな差はなかったが、母親は有職が 11 ポイント増える

など働きながらの出産が増えた。ただ、子どもが増えるにつれ有職の割合は低下している。 

→3/26福祉新聞 

 

４月 ＜全国の動向＞ 

○介護職員の処遇改善、厚生労働省調べ 
厚生労働省は４日、介護施設で働く常勤介護職員の平均給料が 2017（平成 29）年９月時点で 29 万 7450

円と、前年比１万 3660円増えたと発表。処遇改善のための加算を職員一人あたり月１万円積み増しした効

果が出たほか、人手不足で賃上げを迫られる事業所が多かった。ただ賃上げの方法には課題が残った。賃金

引き上げの実施方法を調べたところ、ベースアップを実施する事業所は 22.5％にとどまり、一方で定期昇

給を行うとした事業所は 66.4％、手当の引き上げや新設が 44.7％を占め、持続的な賃上げによる給与の底

上げはまだ広がりを欠いている。全産業平均の 40万８千円との開きも大きい。 

→4/5日本経済新聞 

○障害福祉サービス事業所職員の給料増 
 処遇改善に取り組む障害福祉サービス事業所で働く職員の平均月給は昨年９月時点で 30 万 6279 円、前

年同時期より１万 5363円増えた。厚生労働省が４日に公表。調査は昨年 10月に１万 89事業所を対象に調

査を行い、6287 事業所から回答を得た。障害分野では臨時報酬改定を行い、経験に応じた昇給制度を設け

た事業所への加算を増やすなど、支援を拡充していた。 

→4/5朝日新聞、4/16福祉新聞 

○経済産業省が介護人材不足対策で提言 
 経済産業省の「将来の介護需給に対する高齢者ケアシステムに関する研究会」は９日、団塊世代が 85歳

以上になる 2035年に見込まれる介護人材不足の解消に向けた報告書をまとめた。高齢者が行きたくなる社

会参加の場やサービスの開発、元気な高齢者や主婦などの潜在的労働力を「介護サポーター」として活用す

ることなどを提言した。 

→4/23福祉新聞 
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６月 ＜全国の動向＞ 

○2025年に介護職員 34万人不足 
2025 年度末に介護職員が約 34 万人不足するとの推計を 21 日、厚生労働

省が発表した。2025 年度末には約 245 万人必要だが、近年の入職や離職の

動向などからすると約 211 万人しか確保できない。2016（平成 28）年時点

の介護職員は約 190万人で、2025年度末までの９年間で新たに約 55万人、

年間換算では約６万人を確保する必要がある。 

→6/4福祉新聞 

○介護職確保に地域差大 
団塊の世代が全員 75 歳以上になる 2025 年度に必要とされる介護職員数

に対し、確保できる見込み数の割合は、都道府県による地域差が大きいこと

が 21日、厚生労働省の推計に基づく分析で判明した。全国平均 86.2％に対

し、神奈川県は 87.9％を見込む。 

→6/22神奈川新聞 

 

 

７月 ＜全国の動向＞ 

○2017年就業構造基本調査結果 
総務省が 13日発表した 2017年の就業構造基本調査によると、働く人

全体の数は 6621万人で、2012（平成 24）年の前回調査から 179万人増

加した。このうちパートや有期契約、派遣などの非正規労働者は 90 万

人増の 2133万人となり過去最多を更新。人口の多い世代が定年退職し、

有期契約や派遣で再就職する事例が増えたためと見られる。神奈川県の

非正規就業者比率は 39.7％で、前回調査に比べて 1.5ポイント増加。全

国平均 38.2％を上回り、47都道府県では 11番目に高かった。 

他方、過去１年間に介護や看護を理由に離職した人は９万９千人に上

った。５年前の 10 万１千人とほぼ横ばいで、改善が見られない。親の

介護が必要な中高年世代は再就職するのも難しく、政府が掲げる「介護

離職ゼロ」の実現にはほど遠い現実が浮き彫りとなった。 

→7/14神奈川新聞、7/23福祉新聞 

＜県内の動向＞ 

○大和市が保育士の募集経費に補助を開始 

 大和市は、保育士確保策の一環として、民間保育事業者が保育士の募集に要した経費の一部を補助する制

度を開始した。市は、これまでも国の基準を上回る保育士を配置するなどした民間保育所に補助金を支給し

てきたが、募集経費への支援を求める声を受け、補助メニューに追加した。新たな補助対象は①人材派遣会

社や人材紹介会社などに支払う紹介手数料②募集広告に要した経費③新規雇用の保育士らに経済的支援と

して支払った就職奨励金など（１人当たり 10万円を上限）３項目。 

→7/20厚生福祉 

○茅ヶ崎市が保育士支援で待機児童解消へ 

 茅ヶ崎市は待機児童解消に向け保育士支援策を拡充する。市内で新たに働く保育士に最大 30万円の一時

金を支給するなど、働きやすい環境整備を推進。具体的には今年 10月１日以降に市内の民間保育所などに

就職する保育士などに対し１年目と２年目に計 20万円を支給、市外からの転入は５万円を追加し、潜在保

育士が就職する場合は５万円をさらに支給する。 

→8/7厚生福祉 

 

８月 ＜全国の動向＞ 

○2017年度介護労働実態調査で 67％が職員不足感 
介護保険事業所の 67％は「職員が不足している」と感じていることが３日、介護労働安定センターの調

査で分かった。不足感は４年連続で増加、職種別では訪問介護が 82％で最も深刻だった。職員が不足して

いる理由は「採用が困難」が 89％で突出。その原因は「同業他社との人材確保競争が厳しい」「他産業に比

べて労働条件が良くない」「景気が良いため介護業界に人材が集まらない」が挙がった。過去３年間に介護

のために退職した職員がいた事業所は 25％。介護休業・休暇を就業規則等に定めている事業所は 66％だっ

6/22神奈川新聞より転載 

7/14神奈川新聞より転載 
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た。 

→8/7日本経済新聞、8/13福祉新聞 

○2017年雇用動向調査で医療・福祉の離職者微減 
厚生労働省が９日に発表した 2017年雇用動向調査の結果で、「医療・福祉」の離職者が減ったことが分か

った。調査は、16大産業の労働者の移動を把握するため全国１万 4746事業所を対象に実施。全産業の１年

間の入職者は前年比 20万 4900人増の 788万 1500人（入職率 16％）、離職者は８万 800人増の 734万 5000

人（離職率 14.9％）。医療・福祉は入職者が５万 1600人増の 109万 1300人（16.3％）、離職者が 4800人減

の 96万 8600人（14.5％）で、離職率は前年より 0.3ポイントの減少。 

→8/27福祉新聞 

○介護福祉士試験の要件「実務者研修」の補助拡充へ 
厚生労働省は、介護の実務経験がある人が実務経験ルートで介護福祉士国家試験を受講するために必要

な「実務者研修」の費用補助を拡充する方針を決めた。雇用保険の教育訓練給付制度を見直し、最大で費用

の７割（年間上限 56万円）を支給する。介護のキャリアアップを目指す人を後押しし、人材の定着につな

げるのが狙い。2019年４月から適用する。 

→8/27福祉新聞 

 

 

９月 ＜県内の動向＞ 

○地域限定保育士試験、合格後の県内勤務半減 
保育士不足の解消を狙い県が独自に実施している地域限定保育士試験で、合格後に県内で勤務している

のは約半数にとどまっていることが 20日、明らかになった。県次世代育成課によると、国家戦略特区を活

用し、昨年度、年２回の全国試験に加え３回目の試験を県単独で実施。278人が合格したが、合格者を対象

に４月に行ったアンケートで、県内で保育士として就職した人が約４割、保育士資格を生かした仕事に就い

た人は約１割だった。 

→9/21神奈川新聞 

 

10月 ＜全国の動向＞ 

○医療・福祉業の退職者の約半数が自己都合退職 
厚生労働省が 23 日に発表した 2018 年就労条件総合調査によると、医療福祉業の退職者の約半数が自己

都合を事由にしており、全産業の２倍以上高いことが分かった。産業別の雇用実態を明らかにするため毎年

調査しているもので、常用労働者 30人以上の民営企業（社会福祉法人含む）3697社の回答をまとめた。 

→11/5福祉新聞 

○介護人材の処遇改善案で介護職員以外にも加算 
厚生労働省は 15 日、2019 年 10 月に予定されている介護人材の処遇改善について、介護職員以外にも充

てられる加算を設ける方針を社会保障審議会介護給付費分科会に示した。現行の介護職員処遇改善加算は

介護職員に限定されているが、生活相談員や事務職員なども対象とする。 

→10/22福祉新聞 

○介護職員の処遇改善案、ベテランに重点配分 
厚生労働省は 31 日の社会保障審議会介護給付費分科会で、来年 10 月の消費増税に合わせて実施する介

護職員を対象としたさらなる処遇改善対応案を示した。既存の介護職員処遇改善加算とは別に、新たな加算

を設ける方針を提示。多職種への配分を可能にするなど柔軟な運用を認めつつ、経験・技能のあるベテラン

介護職員に重点配分する仕組みにしたいとした。 

→11/12福祉新聞ほか 

○障害福祉人材の処遇改善の議論始まる 
 厚生労働省は 31 日、2019 年 10 月に予定する障害福祉人材の処遇改善について「障害福祉サービス等報

酬改定検討チーム」で議論を始めた。従来は処遇改善の対象職種を福祉・介護職員に限定していたが、看護

職員や相談支援専門員など現在は対象外の職種にも充てられる柔軟な運用を認める考え。年内に大枠を固

める。従来の処遇改善加算を取得しない事業所が全体の２割あり、未取得の理由として「事務作業が繁雑」

「加算対象職種制約のため困難」が目立っていた。 

→11/12福祉新聞 

○介護人材の「入門的研修」の導入が出足低調 
 介護の人材不足対策の一環で、経験のない中高年者らを介護現場に呼び込もうと厚生労働省が自治体に

要請している「入門的研修」を来年３月までに開催するのは 47都道府県のうち、神奈川県など 16都府県に

とどまることが 28日分かった。介護職に関心を持ってもらい就労の促進を図ろうと４月に導入されたもの
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の出足は低調。入門的研修は、介護サービスの内容や認知症予防に役立つ体操などを学ぶ基礎講座（３時

間）と、入浴や食事といった生活支援の基本的な方法や認知症の症状を理解する入門講座（18 時間）で構

成。都道府県や市区町村が実施する。同省は企業を定年退職する人や子育てがひと段落した人などを対象に

想定する。 

→10/29神奈川新聞 
 

11月 ＜全国の動向＞ 

○児童養護施設の職員資格の基準を緩和へ 
政府は 17日、人手不足が深刻な児童養護施設の職員資格の基準を緩和し、幼稚園教諭の免許所持者でも

児童指導員として配置できるようにする方針を固めた。児童養護施設には、保育士か児童指導員のいずれか

を配置する必要がある。厚生労働省令では、児童指導員は社会福祉士や小中高校教諭などと規定している

が、保育士を含め人材確保が困難になっていることから、指導員の資格を幼稚園の教諭にも拡大する。 

→11/18日本経済新聞 

○介護職員の処遇改善新加算、現行加算Ⅰ～Ⅲ取得が要件の案提示 
厚生労働省は 22日、介護人材のさらなる処遇改善に向けて 2019年 10月に新設する加算について、加算

Ⅰ～Ⅲを取得している施設・事業所を対象とする案を社会保障審議会介護給付費分科会に示した。サービス

ごとに設定する加算率と事業所内での配分方法についての案も提示した。加算Ⅰ～Ⅲはキャリアパスの構

築や職場環境の改善などが要件で、2018（平成 30）年３月時点の取得率は 89％に上る。委員からは、ばら

まきにならないよう加算Ⅰに限定すべきとの意見や、加算Ⅰ～Ⅲの取得率が低いサービス（地域密着型通所

介護 52％、訪問介護 59％など）への配慮を求める声があった。また今回の処遇改善を現場職員が実感でき、

人材確保や定着に確実につながる仕組みにするようくぎを刺す指摘もあった。 

→12/3福祉新聞 

○障害福祉人材の処遇改善、８職種に重点配分へ 
厚生労働省は 29日、2019年 10月に予定する障害福祉人材の処遇改善について、勤続 10年以上の介護福

祉士など８職種の数をサービスごとの加算率の根拠にする考えを明らかにした。個々の事業所が得た加算

を配分する際も、同一法人で 10年以上勤務する８職種を優先するが、これに該当しない職員に配分するこ

とも認める。８種類とは現在サービスごとの加算率で算定根拠としている①介護福祉士②社会福祉士③精

神保健福祉士④保育士、の資格保持者に加え、⑤心理指導担当職員、⑥サービス管理責任者、⑦児童発達支

援管理責任者、⑧サービス提供責任者を指す。 

→12/10福祉新聞 

○第１回公認心理師国家試験結果発表 
議員立法により国家資格となった公認心理師の第１回試験の結果が 30日に発表された。受験者３万 5020

人に対し、合格者２万 7876 人、合格率は 79.6％だった。合格者の内訳は女性が 75％、年齢別では 31～40

歳代が最も多く約 35％、次いで 41～50歳代が約 26％だった。公認心理師は名称独占の資格で、保健医療、

福祉、教育、司法・矯正、産業などの分野で活躍することが想定されている。 

→12/10福祉新聞 

 

12月 ＜全国の動向＞ 

○熟練の介護職、月給８万円増を検討 
厚生労働省は 12日の社会保障審議会の分科会で、介護現場で働く人の処遇改善策を示した。10年以上の

経験を積んだ介護福祉士のうち少なくとも１人について、賃金を月８万円増やすか、年収を全産業平均（役

職者除く）の 440万円以上とするよう、処遇改善対象となる各事業所に求める内容。そのうえで、配分保法

は勤続 10年に満たない経験の浅い介護職員や介護以外の職種の処遇改善に充てることも認めた。賃上げ額

はベテラン介護職員を最も手厚く、次いで経験の浅い介護職員、介護以外の職種の順にするよう求めてい

る。ただ審議会では「不公平が生じないか現場での運用に不安も残る」との声も上がった。 

→12/13朝日新聞、12/13日本経済新聞 

○厚生労働省が介護現場革新会議を発足 
厚生労働省は 11日、介護保険施設の従事者団体と協力して、人材の確保や有効活用などの取り組みを強

化する「介護現場革新会議」を立ち上げた。各団体から意見や提案を受けて集約したものを「介護現場革新

プラン」としてまとめ、2019 年度に各地域で試験的事業を行う。プランには、人材の確保や有効活用、業

務の効率化、業務の効率化、職員負担の軽減、介護業界のイメージ改善につながる取り組みを盛り込む。な

お、会議の委員は全国老人福祉施設協議会、全国老人保健施設協会、日本認知症グループホーム協会、日本

慢性期医療協会、日本医師会の５団体。 

→12/17福祉新聞 
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○介護人材の処遇改善に 420億円、消費増税対応で報酬 0.39％増 
2019年度予算案に関する厚生労働、財務両省の大臣折衝が 17日に行われ、19年 10月に行う介護人材の

処遇改善に 420 億円（公費）を充てることを決めた。事業所内でベテラン介護職員のうち少なくとも一人

は、月８万円賃上げするか、年収を 440万円以上にする加算を創設する。また、消費税引き上げによる事業

所の負担増を補填するため、19年 10月に介護報酬をプラス 0.39％改定することも決めた。 

→12/24福祉新聞 

○障害福祉人材の処遇改善に 90億円 
2019年 10月に予定する障害福祉人材の処遇改善について、19年度の厚生労働省の当初予算に 90億円程

度（５カ月分）計上することが 17日、分かった。同一法人で金属 10年以上の介護福祉士など８職種に月額

８万円相当の処遇改善を図ることを予算計上の根拠とした。各事業所はこれに該当しない職員にも、所定の

ルールのもと配分できる。また、消費税引き上げによる事業所の負担増を補填するため、障害福祉サービス

の報酬を 0.44％プラス改定とする。 

→12/24福祉新聞 

○精神保健福祉士の養成課程見直しへ 
厚生労働省は 18日、「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」を立ち上げた。アルコールやギ

ャンブルなどの依存症対策が進みつつあることを背景に、精神保健福祉士養成のカリキュラムも改める。

2019年３月末をめどに中間報告をまとめる。精神保健福祉士は今年２月末時点の登録者数は約 7万 8千人。

有資格者が働く場所は当初は病院・診療所が多かったが、近年は障害福祉サービス事業所に勤める人が医療

分野を上回っている。今回の見直しでは、地域での暮らしを支える観点も重視する。 

→12/24福祉新聞 

○児童福祉司を認定する国家資格の創設検討へ 
厚生労働省は、高い専門性を身につけた児童福祉司を認定する国家資格の創設について検討を始める。虐

待を防ぐため、、児童相談所職員の知識や対応力の向上を狙う。有識者らによる委員会を１月以降に立ち上

げ、具体的に議論する。児童虐待防止策を検討する社会保障審議会のワーキンググループが 26日にとりま

とめた報告書に、児相に勤める児童福祉司を対象にした国家資格制度の検討が盛り込まれた。 

→12/27朝日新聞 

 

 

○人材関係（外国人材全般） 

月 制度・施策の動向、関連調査等 

１月 ＜全国の動向＞ 

○外国人労働者が過去最高の 128万人 
日本で働く外国人の数は昨年 10 月時点で 127 万 8670 人だった。１年前より 18.0％増え、５年連続で過

去最高を更新した。厚生労働省が 26日に発表。人手不足に悩む企業等が外国人技能実習生らを労働力とし

て活用する動きが広がるなど、外国人労働者の存在感が年々増している。職種別では製造業が最も多く、

14％増の 38万 5997人。医療・福祉も 24.7％増となった。 

→1/27朝日新聞、2/6厚生福祉ほか 

＜県内の動向＞ 

○県内で働く外国人労働者は６万 9400人 
昨年 10月時点。前年度比 15.4％増で、うち在留資格が技能実習なのは 7673人。東京の 18.5％増の 39万

4834人がトップ、愛知が 16.6％増の 12万 9155人で２位、以下、大阪と続いて本県は４位。 

→2/6厚生福祉、厚生労働省ＨＰ 

 

３月 ＜全国の動向＞ 

○介護福祉士の合格率、ベトナム人 93％ 
今年度の介護福祉士国家試験で、経済連携協定（ＥＰＡ）の仕組みで来日したベトナム人が初めて受験

し、95 人のうち 89 人が合格した。合格率は 93.7％で、日本人を含む全体の 70.8％を上回った。ＥＰＡで

はインドネシア、フィリピン、ベトナムの３カ国から受け入れているが、試験には前年の約２倍にあたる

420 人が受験し 213 人が合格、３カ国全体としての合格率は例年並みの 50.7％。全体の受験者は前年より

１万 6331人多い９万 2654人で、合格者は６万 5574人、合格率は前回よりやや低い 70.8％だった。厚生労

働省が 28日発表した。 
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→3/29朝日新聞 

 

４月 ＜全国の動向＞ 

○外国人労働者に新たな在留資格を創設へ 
政府は 2019年４月にも外国人労働者向けに新たな在留資格「特定技能」をつくる。最長５年間の技能実

習を終了した外国人に、さらに最長で５年間、就労できる資格を与える。対象は農業や介護などで、例えば

介護福祉士などの試験に合格すれば、熟練技術のある外国人に認められる「技能」などの在留資格に移行

し、家族の帯同や長期滞留も可能となる。入国管理法改正案を今秋の臨時国会に提出し、５年間が過ぎれば

帰国してしまう人材を就労資格で残し、人手不足に対処する。 

→4/12日本経済新聞、4/18朝日新聞ほか 

 

７月 ＜全国の動向＞ 

○初の介護技能実習生が来日 
介護職種での初の外国人技能実習生となる中国人女性２人が１日、中国・大連から福岡空港に到着。宮崎

県内の有限会社が運営する介護付き有料老人ホーム、認知症グループホームで、今後５年間勤務する。 

→7/2日本経済新聞 

＜県内の動向＞ 

○横浜市がベトナムと介護人材確保へ覚書 
林文子市長が 31 日の記者会見で発表。市では 2015 年から 25 年にかけ、75 歳以上の高齢者が 17 万４千

人増えると推計。介護人材が約 8500人不足すると見込まれ、その確保が急務となっている。この介護人材

不足の本格化を受け、市は介護福祉士を目指すベトナム人留学生らを受け入れ、市内の高齢者施設での就労

を促す新たな制度を開始し、ベトナムの２市１省（ダナン市、ホーチミン市、フエ省）、職業訓練校５校と

の間で覚書を結び、留学生の学費や住宅確保などを支援する。ベトナム側は学生の送り出しに協力する。市

は今後、中国やインドネシア、フィリピンとも同様の連携を視野に入れている。 

→8/1朝日新聞、8/13福祉新聞 

 

８月 ＜全国の動向＞ 

○外国人介護福祉士に新枠を設定へ 
政府は 19日、ＥＰＡ（経済連携協定）に基づき介護福祉士を目指してインドネシアなど３カ国から来日

する人材の受け入れに関し、高い日本語能力がある人材を対象とした新たな枠を設ける方向で調整に入っ

た。人数制限を緩和し、実質的に拡大する。過去の実績では日本語能力の高い人材は年数人程度にとどまる

が、新枠設定により受け入れの上積みを図る考え。 

→8/20神奈川新聞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 ＜全国の動向＞ 

○介護を学ぶ外国人留学生が倍増 
日本介護福祉士養成施設協会は 17日、専門学校や大学など養成校に今年 4月に入学した外国人留学生は

1142人で、前年からは倍増したとの調査結果を公表。日本人を含む入学生は 6856人で、６人に１人が外国

人に当たる。過去最多の 20 カ国から来日し、ベトナム（542 人）、中国（167 人）、ネパール（97 人）と続

8/28朝日新聞より転載 
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く。昨年９月に「介護」の在留資格がスタート。留学生が専門学校などで２年以上学び、介護福祉士の国家

資格を取得すれば日本で働けるようになり、留学生急増につながった。ただ、日本人の入学者は 2013（平

成 25）年度の１万 3069 人から大幅に減少。養成校全体の入学者数も減り続け、定員に占める割合は 2018

（平成 30）年度は 44.2％だった。 

→9/18神奈川新聞、10/5朝日新聞 

○全国介養協が外国人留学生のための相談窓口設置 
日本介護福祉士養成施設協会は 10日、介護福祉士を目指す外国人留学生のための相談窓口を開設した。

専門スタッフを配置し、電話で受け付ける。学習を円滑に進め介護の仕事に就くよう支えるのが狙い。 

→9/18福祉新聞 

○外国人介護実習生へ日本語学習費の補助制度新設へ 
厚生労働省は 24日までに、介護職種で来日する外国人技能実習生が日本語や専門知識を学習する費用を

補助する制度を新設する方針を決めた。外国人労働者の受け入れ拡大政策の一つで、来年度予算の概算要求

で 13億円を計上した。 

→9/25神奈川新聞 

 

10月 ＜県外の動向＞ 

○介護を学ぶ外国人留学生が倍増 
介護福祉士を養成する日本介護福祉士養成施設協会は、専門学校や大学など養成校に今年 4 月に入学し

た外国人留学生は 1142人で、前年からは倍増したとの調査結果を公表。日本人を含む入学生は 6856人で、

６人に１人が外国人に当たる。昨年９月に「介護」の在留資格がスタート。留学生が専門学校などで２年以

上学び、介護福祉士の国家資格を取得すれば日本で働けるようになり、留学生急増につながった。ただ、日

本人の入学者は 2013（平成 25）年度の１万 3069人から大幅に減少。養成校全体の入学者数も減り続け、定

員に占める割合は 2018（平成 30）年度は 44.2％だった。 

→10/5朝日新聞 

○千葉県が外国人介護人材受け入れに関する調査結果を公表 
千葉県は 30日、外国人介護人材受け入れに関するアンケートの調査結果を公表した。それによると、182

の法人のうち、約３分の１に当たる 62 法人が外国人介護人材を受け入れていると回答。300 人近い外国人

が既に日本の介護現場を経験したことが分かった。今後の受け入れに関しては、約７割が前向きであること

が明らかになった。調査は千葉県社会福祉法人経営者協議会や千葉県老人保健施設協会などを通じ、入所施

設を運営する 544の法人にアンケートを送付。回答数は 182（回答率 33.5％）だった。現場では「日本語の

読み書きが難しい」「利用者や職員とコミュニケーションが十分に取れないことがある」など外国人特有の

課題が浮き彫りになっており、「日本語学校などの経費が高く、日本人を採用するより経費がかかる」とい

った声もあった。 

→11/12福祉新聞 

 

11月 ＜全国の動向＞ 

○外国人労働者の受け入れ拡大へ入管法改正案が閣議決定 
政府は２日、在留資格を新設する入館難民法などの改正案を閣議決定、衆院に提出。 

→11/3神奈川新聞、11/12福祉新聞ほか 

○外国人雇用管理指針の見直し検討始まる 
外国人労働者の受け入れ拡大をめぐり、厚生労働者は９日、事業主が守る項目を定めた「外国人雇用管理

指針」を見直す検討を始めた。策定から 11年経つが、長時間労働や低賃金が横行し、有名無実化している。

効果のある中身にできるかとともに、いかに事業主への周知を図るかも焦点になる。指針には賃金や労働時

間といった労働条件を国籍を理由として差別することの禁止や社会保険の適正な手続きなど、事業主が守

るべき具体的な項目が盛り込まれている。「国際貢献」を目的に受け入れる技能実習生も、外国人労働者に

含むと明記されている。政府は入国管理法改正を今国会に提出する一方、関連省庁に外交人の生活支援を充

実させることも指示しており、同省の指針見直しもこの流れに沿った動き。 

→11/10朝日新聞 

 

12月 ＜全国の動向＞ 

○介護職種の技能実習生の来日は 247人 
政府が外国人技能実習制度に介護職種を追加した昨年 11月以降、１年間に来日した実習生は 247任にと

どまることが１日、分かった。対人サービスの介護は、実習生に一定水準の日本語能力を求めており、受け
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入れが進まない背景となっている。諸外国と人材の奪い合いにもなっており、先行きは厳しい。外国人技能

実習機構への事業者の実習計画の申請は、今年 10 月末までに 986 人分あり、認定された 472 人のうち 247

人が来日。認定された 472人の出身国はインドネシア 144人、中国 142人、ベトナム 60人の順。 

→12/2朝日新聞 

○改正出入国管理法が可決、成立 
８日未明に可決、成立。2019（平成 31）年４月１日施行。19 年度から５年間に介護を含む 14 業種で 34

万 5150人の受け入れを想定。年内に外国人労働者の生活支援や地方での受け入れ促進を盛り込んだ総合対

策を決める。同日には人手不足が解消されれば、受け入れを停止する措置を明記した基本方針も閣議決定す

る。各業界団体や所管省庁による分野別の運用指針には業種に応じた技能や日本語能力試験の内容、詳細な

受け入れ人数の計画を定める。日本語能力の試験をめぐっては新たなテストを来年４月に導入する見通し

で、現行の公的試験で代表的な「日本語能力試験」（ＪＬＰＴ）に比べ、会話に重点を置く。新たな在留資

格「特定技能」のうち、一定の技能を持つ外国人に与える「１号」は通年５年で、家族の帯同はできない。

介護もこれに含まれる。最長５年の技能実習を終了するか、技能と日本語能力の試験で合格することが条

件。より熟練した技能を持つ人に与える「２号」は在留期間の更新が可能で、配偶者や子どもの帯同を認め

るが、介護は在留資格「介護」があるため見送られた。 

→12/9神奈川新聞、12/9日本経済新聞ほか 

○改正出入国管理法に基づく新制度の基本方針などを閣議決定 
政府は 25日、改正出入国管理法に基づく新制度について、基本方針などを閣議決定した。閣議決定され

たのは、新制度を運用する基本方針と分野別運用方針、外国人への支援を盛り込んだ総合的対応策。2019年

から５年間で約 34万人を受け入れ上限と位置付け、大都市に集中しないよう必要な措置をとる。多言語へ

の対応など受け入れを扇動する自治体への交付金の活用を検討する。年内に正式決定し、企業や自治体に準

備を促す。外国人が適切に社会保険に加入するよう受け入れ企業の管理を強める。医療保険を適用する扶養

家族は日本の居住者に限るなどして悪用を防ぐ。関連法案を 2019年１月召集の通常国会に提出する。新在

留資格「特定技能」による受け入れ対象は、当面インドネシア、カンボジア、タイ、中国、フィリピン、ベ

トナム、ミャンマー、ネパール、モンゴルの計９カ国と来年３月までに協定を結ぶ。 

総合的対応策では「政府全体で共生社会の実現を目指す」として 126の施策を盛り込んだ。多言語対応を

重視。生活にかかわる情報や相談を一元的に担う「多文化共生総合相談ワンストップセンター」を都道府県

や政令指定都市などに整備。通訳や翻訳アプリなどを活用し、雇用や医療、子育てをはじめ生活に身近な事

柄の相談に応じる。全国約 100カ所での設置を目指す。医療機関や 110番、災害情報発信などの多言語化も

促進し、外国人の安全・安心の確保に対応する。 

→12/26神奈川新聞、12/26朝日新聞、12/26日本経済新聞ほか 

○外国人材受け入れの政省令案を公表、パブコメ実施 
法務省は 28日、外国人労働者の受け入れを拡大する新制度の政省令案を公表した。パブリックコメント

は法務省のホームページ上で 1月 26日まで募っており、３月に公表する方針。 

→12/29朝日新聞 
＜県内の動向＞ 

○介護学ぶ留学生の生活面の支援、県が検討 
黒岩知事は養成施設での学習や日常生活への経済的支援を行う方針を明らかにした。外国人の介護人材

の確保につなげることが目的で、2019年度からの実施を検討している。県内では 2025年度末までに介護人

材が約２万１千人不足すると見込まれ、そのため県では外国籍県民を対象にした介護職員初任者研修の受

講から就職までの支援や、経済連携協定（ＥＰＡ）により来日した介護福祉士候補者に日本語の学習や国家

試験対策の支援を行ってきた。10 日の県議会本会議で知事は「安心して留学生活を送れるよう、養成施設

での学習や、日常生活における経済的支援を検討する」と答弁。また、多くの留学生の来日を促すため「送

り出し国に対し、介護福祉士を養成する施設や介護施設などの情報を効果的に発信していく」とした。 

→12/12神奈川新聞 

 

 

○住まい関係 

月 制度・施策の動向、関連調査等 

２月 ＜県内の動向＞ 

○要配慮者住居、県内の登録が２戸にとどまる 
県は 16日、賃貸住宅への入居を断られやすい単身高齢者や外国人に空き物件を提供する制度について、

県内の登録が２戸にとどまっていることを明らかにした。2017（平成 29）年４月に成立した住宅セーフテ
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ィネット法に基づく新制度で、所有者に物件を登録してもらい、自治体が改修費や家賃の一部を補助する仕

組み。県は空き家や賃貸住宅の登録とともに、入居相談や安否確認を行う「居住支援法人」の指定を進めて

いるが、同日現在で横浜、寒川の各１部屋、支援法人の１件にとどまっている。認知度不足のうえ、国土交

通省のまとめた制度のため、福祉部門との連携が不十分な点などが指摘されている。 

→2/17神奈川新聞 

 

８月 ＜県内の動向＞ 

○住宅確保要配慮者へ横浜市が県内初の家賃補助 
横浜市は、賃貸住宅への入居を断られやすい低所得者や高齢者、外国人、障害者らを対象に、空き家など

を活用した家賃補助事業を今秋から始める。月額最大４万円を補助し、入居者の負担額を市営住宅の家賃相

当に抑制。「住宅確保要配慮者」への居住支援の促進が社会的な課題となる中、空き室に悩むオーナーの理

解を深めつつ、要配慮者が安心して暮らせる住環境を目指す。市によると、要配慮者への家賃補助は県内で

初めて。県によると、セーフティネット住宅は横浜市、小田原市各４戸、寒川町３戸、相模原市２戸、横須

賀市１戸の計 14戸にとどまる。 

→8/30神奈川新聞 

10月 ＜全国の動向＞ 

○終身建物賃貸借事業活用に向けて基準緩和 
国土交通省は 10日、高齢者が死ぬまで賃貸住宅に住める「終身建物賃貸借事業」を活用しやすくするた

め、添付書類の削減やバリアフリー化基準の緩和など省令改正した。同事業は、都道府県知事の認可を受け

た事業者が、60歳以上の高齢者に住宅を終身賃貸出来るようにする制度。2016（平成 28）年度末時点で 193

事業所が 9733戸提供しているが、サービス付き高齢者向け住宅が 97％を占める。申請者の事務負担やコス

ト面で活用が進んでいなかったが、この改正により事業活用やセーフティネット住宅の登録が増えること

を同省は期待している。 

→9/17福祉新聞 

 

12月 ＜県内の動向＞ 

○28の県営団地建替え、空き家解消の方針を発表 
県営住宅の再生に向け、黒岩知事は３日、今後 10年間で 28団地、計約７千戸の建て替えに着手する方針

を明らかにした。老朽化による空き家の解消には住宅性能改善が不可欠だが、改修工事では対応が困難と判

断。生活困窮者対策を念頭に置いた上で、高齢化の進行に対応できる「健康団地」を目指す。 

→12/4神奈川新聞 

 

 

○生活保護・生活困窮関係 

月 制度・施策の動向、関連調査等 

１月 ＜全国の動向＞ 
○生活保護受給者のギャンブル指導 3100件 
生活保護受給者のパチンコや競馬などのギャンブルをめぐり、全国の自治体がお金を使いすぎている恐

れがあるなどとして 2016（平成 28）年度に指導・助言を計 3100件していたことが、厚生労働省の初めての

調査で分かった。受給者のギャンブルは禁止されていないが、同省は使い過ぎが本人の自立の妨げになると

し、自治体に適切な指導を引き続き求める方針。調査はギャンブル依存症が社会問題化する中、生活保護受

給者の実態を把握する狙いで実施。同省の担当者は「金銭管理の支援や医療機関などとの連携を進める手が

かりとしたい」と話す。 

→1/25朝日新聞 

○公営住宅の家賃滞納１割 
 地方自治体が低所得者らに割安な家賃で提供する公営住宅で、入居世帯の約１割が家賃を１カ月以上滞

納しているとみられることが 23日、総務省などの調査で分かった。自治体が滞納の理由を把握していない、

住宅や福祉など担当部局間の連携が不十分、といったケースが判明したため、滞納を長期化させぬよう総務

省は、所管する国土交通、厚生労働両省に改善を勧告した。 

→1/29福祉新聞 

 

２月 ＜全国の動向＞ 
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○生活困窮者自立支援法など関連４法の改正が閣議決定 
 政府が９日に閣議決定。生活困窮者自立支援法では、住まいを失った人に宿泊場所を提供する「一時生

活支援事業」に見守りや日常生活支援の取り組みを追加。自治体の事業費や民間の委託費に補助を出す。

（2019年４月～、2018（平成 30）施行の内容は 10月に記載） 

社会福祉法では、無料低額宿泊所を事前届け出制とし、防火体制などの最低基準を整備。劣悪な宿泊所に

は改善命令を出せるようにする（2020年４月～）。児童扶養手当法では、児童扶養手当の支払い回数を年３

回から奇数月の６回に変更する（2019年９月～）。 

→2/10朝日新聞 

 

４月 ＜全国の動向＞ 
○改正生活保護法施行 
生活保護世帯の子どもの大学や専門学校への進学時に、一時金を支給する制度を創設。自宅から通う場合

は 10万円、自宅以外から通う場合は 30万円が支給される。 
→2/10朝日新聞 

 

６月 ＜全国の動向＞ 

○改正生活困窮者自立支援法など関連４法が成立 
 都道府県等の各部局で把握した生活困窮者に対して自立相談支援事業等の利用勧奨を行う努力義務、都

道府県による市等に対する研修等の支援を行う事業や「就労準備支援事業」「家計改善支援事業」実施の努

力義務も創設。 

→6/11福祉新聞 

 

９月 ＜全国の動向＞ 
○改正生活保護法施行 
医師が医学的に使って問題ないと判断することを条件に、生活保護受給者の後発薬の利用を原則化。 

→2/10朝日新聞ほか 

 

10月 ＜全国の動向＞ 
○改正生活困窮者自立支援法が施行 
１日施行。自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施を促進するため、就労

準備支援事業・家計改善支援事業を実施する努力義務を創設、両事業を効果的・効率的に実施した場合の家

計改善支援事業の国庫補助率を２分の１から３分の２に引き上げる。都道府県等の各部局で把握した生活

困窮者に対し、自立相談支援事業等の利用勧奨を行う努力義務、都道府県による市等に対する研修等の支援

を行う事業も創設する。また、貧困ビジネス対策と、単独での居住が困難な方への生活支援として、 無料

低額宿泊所の事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の規制強化、単独での居住が困難な方への日常

生活支援を良質な無料低額宿泊所等において実施する。 
 

○生活困窮者自立支援法関連事業と「地域学校協働活動」の連携を通知 
 無料の学習塾など、生活保護を受給する前の段階にある世帯を対象とした支援事業の根拠となっている

生活困窮者自立支援法が改正されたことを受け、その関連事業について、社会教育法に基づく「地域学校協

働活動」との連携を努力義務とするなどした。文部科学省は１日付の通知で、同法改正に伴う対応を都道府

県教育委員会などに求めている。 

→10/15日本教育新聞 

○今月から生活保護費の生活扶助基準見直し 
厚生労働省は１日、生活保護の生活扶助基準（食費や光熱費などの生活費）を５年ぶりに見直した。見直

しは、一般低所得世帯と均衡をはかるため、今年から 2020年までの各 10月に３段階に分けて行われる。こ

れにより、都市部の単身高齢者や多人数世帯を中心に受給世帯の 67％が減額され、地方では 26％が増額と

なる。減額幅は受給世帯への影響を考慮し最大５％までにとどめる。この見直しを踏まえ厚生労働省は同

日、都道府県などに対し、影響を受ける制度への対応方針を通知。養護老人ホームの入所者の扶養義務者が

保護を停止されても適切な経過措置を講じること、生活困窮者自立支援法に基づく就学援助や保育料の免

除などに影響が及ばないようにすることなどを要請した。 
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○児童福祉関係（保育分野以外） 

月 制度・施策の動向、関連調査等 

４月 ＜全国の動向＞ 

○民間養子縁組あっせん法施行 
１日施行。特別養子縁組を推進し、民間事業者の質を高めるため、あっせん業を届け出制から都道府県の

審査が必要な許可制に変更し、適正に運営する事業者を国や自治体が財政面を含めてサポートする。 

→1/22福祉新聞 

○児童福祉施設内の子ども間の性被害調査へ 
児童福祉施設に入所する子どもの間で起きた性的な問題や暴力行為について、厚生労働省が実態調査に

乗り出す方針を固めたことが 16 日、分かった。同省は 2018（平成 30）年度中に調査を実施する方向で調

整。確認された性被害や暴力行為の報告を都道府県に義務付けることや件数の公表も検討する。被害を受け

た子どもの保護者らから、実態を把握するよう求める声が上がっていた。 

→4/16朝日新聞、4/17神奈川新聞、4/18日本経済新聞 

 

６月 ＜県内の動向＞ 

○児童虐待の相談、県・市で過去最多 
2017（平成 29）年度に児童相談所と市区町村窓口に寄せられた児童虐待

に関する相談の数を、児相を設置している県と横浜、川崎、相模原の３政令

市、横須賀市がそれぞれ発表した。横須賀市は前年度比減だが３政令市と県

所管域は過去最多だった。内容別では、子どもの目の前で激しい夫婦げんか

をしたり、子どもに暴言を吐いたりするなどの「心理的虐待」が多かった。

県子ども家庭課は相談の数の増加について、児相の全国共通ダイヤル「189

番」が知られてきたことが背景にあるとみており、「悪いことばかりではな

い」という。 

→6/14朝日新聞 

○里親率、「地域の実情」踏まえて都道府県で目標 
 厚生労働省は 29日、虐待などで親や親族と暮らせない子どもの里親委託率向上のため、各都道府県が作

る計画の指針となる社会的養護推進計画の見直しについての考え方を示した策定要領案をまとめた。焦点

だった里親委託率は、概ね 10年以内に学童期以降で 50％以上などとする方針を示したうえで、都道府県に

達成期限を設定するよう指摘。国が掲げた具体的な数値目標を将来的に実現するよう明記を求めつつ、各都

道府県が地域の実情を踏まえた数値目標を設定するとの内容となった。 

→7/2日本経済新聞 

 

７月 ＜全国の動向＞ 

○都道府県社会的養育推進計画の策定要領通知 
厚生労働省は、６日付で通知「都道府県社会的養育推進計画」の策定について」を発出。平成 28年改正

児童福祉法の理念のもと、「新しい社会的養育ビジョン」で掲げられた取組を通じて「家庭養育優先原則」

を徹底し、子どもの最善の利益を実現していくための新たな計画の策定を都道府県等に求めるもの。里親委

託率については、「概ね７年以内（３歳未満は概ね５年以内）に乳幼児の里親等委託率 75％以上」、「概ね 10

年以内に学童期以降の里親等委託率 50％以上」を国の目標に掲げ、都道府県はこれまでの地域の実情を踏

まえつつも、数値目標を十分に念頭に置き、個々の子どもに対する十分なアセスメントを行った上で、代替

養育を必要とする子どもの見込み等を踏まえた数値目標と達成期限を設定するとした。また、同省は併せて

通知「フォスタリング機関（里親養育包括支援機関）及びその業務に関するガイドライン」について」「「乳

児院・児童養護施設の高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化の進め方」について」「一

時保護ガイドラインについて」も同日発出。 

 

８月 ＜全国の動向＞ 

○児童虐待防止で緊急対策報告 
 厚生労働省は３日、社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会を開いた。東京都目黒区で５歳の女児

が虐待で亡くなった事件を受け、７月 20日の閣議決定会議で決定した児童虐待防止対策の強化に向けた緊

急総合対策を報告した。委員からは、児童相談所と警察の連携強化に対し、警察に提供された情報が将来に

6/14朝日新聞より転載 
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わたって保持され続けられることや児童相談所のコントロールが及ばない状況下での警察独自の関与な

ど、子どもへのマイナスの影響が危惧される問題点が指摘された。 

→8/13福祉新聞 

○児童虐待の相談 13万件、過去最多を更新 
 厚生労働省は 30日、全国の児童相談所が 2017（平成 29）年度に対応した児童虐待数が 13万 3778件（速

報値）だったと発表した。前年度より１万 1203件増えた。1990（平成２）年度の統計開始以来、27年連続

で過去最多を更新。都道府県別では、大阪（１万 8412件）に次いで神奈川（１万 3928件）、東京（１万 3707

件）の順だった。相談件数が増加した要因について、厚労省は面前ＤＶの増加の通告が警察から増えたこと

などが要因と分析している。 

→9/10福祉新聞 

 

９月 ＜全国の動向＞ 

○社会的養育計画見直しを都道府県へ要請 
 2018年度の全国児童福祉所主管課長・児童相談所長会議が 30日、開かれた。厚生労働省は、都道府県に

対して 2019年度までに社会的養育推進計画を見直すよう要請。その際、10年程度でユニット型も含めた施

設を小規模化することや、多機能化に向けた人材育成改革も盛り込むよう強調した。里親委託率の書き方な

どを巡り紛糾し、７月に決着した推進計画の策定要領について、同省の成松家庭福祉課長は改めて児童養護

施設などは 10年程度で小規模化と地域分散化を進める考えを強調。ユニット型の施設についても、一時保

護やショートステイ、里親のレスパイトケアなどへの転換を求め、人材育成も含めた計画を立てるよう要請

した。施設の新築、増築については必要性を精査する方針を示している。 

→9/10福祉新聞 

＜県内の動向＞ 

○児相と県警連携強化へ 
児相虐待の防止や早期発見につなげるため、黒岩知事は４日、県警との連携を強化する考えを明らかにし

た。県所管５カ所の児童相談所に寄せられた相談や通報など全ての事案を警察に提供するとし、「軽微なも

のを含めて県警も内容を確認できるようにする。今後も警察、市町村と連携し防止に全力で取り組んでい

く」と述べた。県によると、従来、児童相談所または県警に寄せられた相談は、県警との協定に基づき、子

どもに外傷があったり、安全が確認できなかったりした場合、双方に連絡、照会する態勢が取られてきた。

だが、夜間・休日などは県警からの照会に速やかに対応できないケースもあり、情報共有のあり方が課題に

挙げられていた。同様の運用は高知、埼玉、愛知など８府県が導入済み。想定するのはデータベースなどで、

一元管理する仕組み。県は個人情報保護などの課題もあり、詳細は未定としつつ、本人や両親の氏名、虐待

の種類などの情報を登録し、過去の相談事例も含めて双方からアクセスできるシステムを検討していくと

いう。 

→9/5神奈川新聞 

 

10月 ＜全国の動向＞ 

○警察から児相への虐待通告３万７千人 
 今年１～６月に虐待を受けている疑いがあるとして警察が児童相談所へ通報した 18歳未満の子どもは昨

年同期より 6851 人多い３万 7113 人に上り、上半期として過去最多となったことが４日、警察庁のまとめ

（暫定値）で分かった。子どもの前で家族に暴力を振るうといった面前ＤＶの伸びが顕著。命の危険がある

などとして、警察が保護した子どもも 2127人で高水準。都道府県警別では、大阪が最多の 5150人で、埼玉

の 4752人、神奈川の 3721人と続いた。 

→10/5神奈川新聞 

○社会的養護の未来像提言へ 
 第 72回全国児童養護施設長研究協議会が 17日から３日間、北海道内で開かれ、600人以上が参加した。

大会で主催者の桑原教修会長は、全養協として将来の施設の姿を示す提言づくりに着手したいと発表。施設

に対する「逆風」が吹く中、このままでは施設が自然淘汰されるとの危機感もあらわにし、自ら改革する姿

勢を強調した。児童養護施設をめぐっては、昨年 10 月に厚生労働省の検討会が 10 年以内に学齢期以降の

里親委託率を 50％以上にすることなどを盛り込んだ新ビジョンを発表した。これを受け今年７月、都道府

県に数値目標と達成期限を設定するよう求める計画の策定要領を示した。議論の過程で、全養協は「施設へ

の偏見があり、現場が混乱する」などと反発していた。 

→10/29福祉新聞 
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11月 ＜全国の動向＞ 

○特別要支援組制度の見直しに関する中間試案示 

される 
 法務省の法制審議会で議論している特別養子縁組制度の

見直しに関する中間試案の概要が分かった。対象年齢の引き

上げについては、現行の６歳未満から、原則８歳、13歳、15

歳とする３案を提示。また手続きの過程で、実親の同意など

を判断する中間的な審判を導入することなども盛り込まれ

た。 

→11/5福祉新聞 

 

12月 ＜全国の動向＞ 

○児相職員、2900人増で児童虐待へ体制強化 
 東京都目黒区で両親から虐待されて女児が死亡した事件を受け、政府は 18日、関係省庁による連絡会議

を開き、児童相談所の体制強化などを盛り込んだ児童虐待防止プランをとりまとめた。人手不足が深刻な児

童福祉司などの専門職員を 2022年度までに約 2900人増員することを目指すほか、児相の体制強化に併せ、

医師や社会福祉士などが子育てに悩む保護者の相談などに応じる「子ども家庭総合支援拠点」も全市町村に

設ける。同拠点は虐待の情報収集や、児相、医療機関との連絡などの調整業務も担い、2016（平成 28）年

の児童福祉法改正で市町村と東京 23区の努力義務となった。ただ 2018（平成 30）年２月時点で全国 106市

町村 114カ所の設置にとどまっており、今後、財政面で自治体を支援して整備を促す。 

→12/19朝日新聞、12/19日本経済新聞、12/24福祉新聞 

 

 

○子ども・子育て関係 

月 制度・施策の動向、関連調査等 

１月 ＜全国の動向＞ 
○放課後児童クラブが２万 4573カ所に増 
厚生労働省は 12 月 27 日、放課後児童クラブの実施状況に関する調査結果を公表。2017（平成 29）年の

登録児童数は前年度比７万 8077人増の 117万 1162人、クラブ数は 954カ所増の２万 4573カ所。共働き世

帯の増加などに伴い、いずれも増加傾向が続いている。ニーズの拡大に伴い、午後６時半を超えて開所して

いるクラブは全体の約 55％を占め、午後７時以降開所しているクラブも 1757カ所あった。文部科学省が所

管する放課後子供教室との一体型も 4554カ所と増えている。クラブの運営主体が社会福祉法人なのは 5,025

カ所（前年度比 290カ所増）で全体の約 20％。 

→1/15福祉新聞 

 

３月 ＜全国の動向＞ 
○企業主導型保育所 300カ所に保育士の人数足りず指導 
企業が主に従業員向けに設置する企業主導型保育所について、国の助成決定の実務を担う（公財）児童育成

協会が立ち入り調査の結果を初めて公表した。2017（平成 29）年５月～９月に全国 432 カ所で実施し、７

割の 303カ所で必要な保育士数が確保できていないといった問題が見つかって文書で指導した。 

→3/9朝日新聞 

＜県内の動向＞ 

○横浜市内の認可保育所、保育士足りず休園 
横浜市鶴見区の認可保育所が、必要な保育士数を確保できないとして来年３月末で休園する見通しとな

ったことが７日、分かった。在籍している２～４歳児 37人が今月中の転園を余儀なくされており、市は転

園先の調整などで支援していく方針。人材不足による休園は、市の認可保育所では初めてと見られる。 

→3/8神奈川新聞 

 

４月 ＜全国の動向＞ 

○改正子ども・子育て支援法施行 
待機児童解消等に向けて、市区町村の境を越えて認可保育所を利用しやすくするため、都道府県ごとの

11/5福祉新聞より転載 
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「対策協議会」の設置により保育ニーズを調整、後押しする仕組みを創設。一般事業主から徴収する拠出金

の率の上限も 0.25％から 0.45％に引き上げた。 

→2/7朝日新聞、2/12福祉新聞ほか 

○2017年 10月時点の全国の待機児童は５万 5433人 
厚生労働省は 11 日、全国の保育所などの待機児童に関する調査結果を発表。2017（平成 29）年 10 月１

日時点の待機児童数は５万 5433人で、前年同期比 7695人増だった。また、増えたうちの約９割が０歳児同

年４月より待機児童の定義を見直したことに伴い、「育児休業中の者」などが新たにカウントされたことが

増加要因とみられる。都道府県別では、東京都が最も多い１万 2191人、次いで神奈川県が 4411人。 

→4/23福祉新聞 

＜県内の動向＞ 

○県が保育施設に賃料支援 
県は、都市部など物件の賃借料が高い保育施設への支援をはじめ、2018（平成 30）年度当初予算に関連

補助金として３億 568万円を計上。加えて、幼稚園での一時預かり事業の対象を２歳児からに拡大し、子育

てしやすい環境づくりに取り組んでいく。家賃相場と国の公定価格に３倍以上の開きがある保育所、認定こ

ども園を対象に、年間 2200万円を上限に賃借料の一部を助成。横浜、川崎、相模原の３政令市と、藤沢、

厚木の両市で 107カ所が見込まれる。 

→3/2神奈川新聞 

５月 ＜全国の動向＞ 
○子どもの貧困調査、自治体４割が未実施 
内閣府は 17日、自治体による子どもの貧困対策に関するアンケート結果を発表。都道府県と政令市など

のうち４割弱では、対策を生かすための実態調査を実施していなかった。国や自治体の責務を規定した「子

どもの貧困対策推進法」の施行から４年が経過したが、子どもの貧困に関する計画は同法で努力義務となっ

ている都道府県ではすべて策定しているものの、任意となっている政令市は 25％、市区町村は 70.2％がそ

れぞれ未実施であるなど、取り組みの広がりがなお課題となっている。 
→5/18神奈川新聞、6/4福祉新聞 

 

６月 ＜県内の動向＞ 

○県内待機児童２年連続増 
県内保育所などの今年４月１日現在の待機児童数が、前年同期比 111人（14.7％）増の 867人となり、２

年連続で増加したことが８日、県のまとめで明らかになった。保育所数と定員は右肩上がりに伸びている

が、就学前児童全体に占める利用申込者数の割合「利用申込率」は過去最高の 37.0％（前年比 1.8 ポイン

ト増）に上昇。保育ニーズは依然として高く、県が目指していた今年４月までにゼロとする目標は達成でき

なかった。全市町村が待機児童の新定義に厳格化した集計の影響も一因とみられる。市町村別では、藤沢市

174人、鎌倉市 93人、相模原市 83人、座間市 66人、横浜市 63人、伊勢原市 57人の順で多かった。 

→6/9神奈川新聞 

○保育士６割以上で補助、特区内の認可外保育所 
政府は 14日の国家戦略特区諮問会議で、特区限定で「保育にあたる人の６割以上が保育士」などの条件

を満たした認可外保育所を「地方裁量型認可化移行施設」（仮称）とし、国が運営費を補助することを決め

た。保育士不足の中で待機児童を減らすため、少ない保育士で施設を開けるようにして受け皿を増やす狙い

がある。だが、この特例で保育の質が下がると懸念の声も上がっている。 

→6/15朝日新聞 

 

９月 ＜全国の動向＞ 

○2018年４月時点の全国の待機児童、２万人下回る 
厚生労働省は７日、希望しても認可保育所などに入れない待機児童が、今年４月時点で昨年より 6186人

少ない１万 9895人だったと発表した。保育士などの施設整備が進んだため大幅に減少し、10年ぶりに２万

人を下回った。ただし、来年 10月そのうちの７割が都市部に集中しているほか、保育無償化で利用希望者

がさらに増える可能性があり、目標を達成できるかどうか予断を許さない状況。また、「隠れ待機児童」は

７万 1300人となっており、やむを得ず認可外の保育施設に通う利用者が多い状況を示している。 

→9/8神奈川新聞、9/8朝日新聞 

○国が学童保育 30万人分拡充の新プランを公表 
厚生労働省、文部科学省両省は 14日、共働きやひとり親家庭の子どもを放課後に預かる「放課後児童ク

ラブ」（学童保育）の定員を、2019～2023 年度の４年間で 30 万人分拡充し、計 152 万人分とする新たな計
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画を公表した。女性が働きやすい環境づくりの一環として、子どもが安心して過ごせる居場所を整備する。

両省が 2014（平成 26）年に両省が策定した「放課後子ども総合プラン」の目標値に 30 万人分を上積みす

る。 

→9/15神奈川新聞 

○放課後等デイサービス事業所が１万カ所超 
就学している障害児の通う放課後等デイサービス事業所が１万カ所を超えたことが 20日に分かった。同

日発表された厚生労働省の「2017年社会福祉施設等調査」によると、2017（平成 29）年 10月１日時点で１

万 1301カ所で、前年度の 9385カ所から 20％増えた。 

→10/1福祉新聞 

＜県内の動向＞ 

○2018年４月時点の県内待機児童、108人増の 864人 
厚生労働省は７日発表した４月１日時点の待機児童数は、首都圏１都３県で合わせて 9222人だった。全

国の待機児童数の 46％を占める。神奈川県は 108 人増の 864 人で、市町村別では横浜市、川崎市などで増

えた。 

→9/8日本経済新聞 

 

 

10月 ＜全国の動向＞ 

○幼保連携型認定こども園での指導、特例延長へ 
内閣府は９日の「子ども・子育て会議」で、幼稚園教諭の免許か保育士の資格のどちらかがあれば幼保連

携型認定こども園で教育・保育する「保育教諭」と認める特例を 2024年度末まで５年延長する方針を示し、

了承された。また同会議では認定こども園の職員配置基準について、３歳児以上の８時間保育で「子ども 35

人に対し職員１人」としている経過措置を、2020年度からは本来の「３歳児は 20人に１人、４歳児以上は

30人に１人」とし、保育の質の向上を図る方針も決めた。 

→10/10朝日新聞 

＜県内の動向＞ 

○横浜市が幼稚園で２歳児受け入れに向けた独自の補助制度を新設 
横浜市は待機児童解消に向け、２歳児を受け入れる私立幼稚園に対し、開設準備費として 400 まん延を

上限に補助する独自制度を新設した。2018（平成 30）年度からの３年間で認可保育所など全国 22万人分の

受け皿の整備などを盛り込んだ国の「子育て安心プラン」を踏まえたもので、多様な保育ニーズに応えるの

が狙い。市は第１弾として、12月から市内の２園で受け入れを開始し、今後も実施園の拡大を図る。 

→10/31神奈川新聞 

 

11月 ＜全国の動向＞ 

○保育施設の１割が呼吸点検行わず 
うつぶせ寝による窒息を防ぐために必要な０～１歳児の昼寝中の呼吸点検を、保育施設の１割が実施し

ていないとする調査結果を総務省の行政評価局がまとめた。保育施設での事故防止策については、厚生労働

省などが一昨年にガイドラインをつくり、自治体を通じて保育施設に周知を図ってきた。このガイドライン

通りに重大事故の防止策が行われているのかどうか、行政評価局は昨春以降、15 都道府県の 149 施設を抽

出して調べたもの。子どもの命にかかわる重大事故の防止策を徹底するよう、厚生労働省などに９日勧告し

た。 

→10/10朝日新聞 

○企業主導型保育所の定員割れ相次ぐ 
待機児童対策の切り札として国が導入した企業主導型保育所で、入所率が半数以下だったり、実態を把握

していなかったりするところが相次いでいる。朝日新聞が 11 月、20 指定都市と東京都 23 区に聞き取り調

査を実施。企業主導型は保育士の一斉退職や助成金受給企業の倒産などのトラブルも表面化しており、制度

のひずみを指摘する声が上がっている。横浜市の入所率は 45.3％（４月集計）だった。 

→11/19朝日新聞 

 

12月 ＜全国の動向＞ 

○幼児教育・高等教育の無償化を正式決定 
政府は 28日、幼児教育・高等教育の無償化について関係閣議会合を開き、３～５歳児は原則全世帯、０

～２歳児は住民税非課税の手所得世帯を対象に来年 10月から始めると正式に決めた。大学などに通う低所
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得世帯の学生には 2020年度から返済不要の給付型奨学金を支給する。来年の通常国会に子ども・子育て支

援法の改正案などを提出し、早期成立を目指す。 

→12/29神奈川新聞、12/29朝日新聞ほか 

 

 

○高齢福祉・介護保険関係 

月 制度・施策の動向、関連調査等 

１月 ＜全国の動向＞ 
○2017年の老人福祉・介護事業の倒産は 111件 
（株）東京商工リサーチが５日に発表。2000（平成 12）年の介護保険法施行以来、過去最多となった。

介護職員不足が深刻化していることなどから事業者の淘汰の動きが進んでいると分析している。倒産を経

営主体別に見ると、株式会社が 77件、有限会社と合同会社が各 11件、ＮＰＯ法人が８件、社会福祉法人が

２件（千葉県、大阪府）など。業種別では訪問介護と通所・短期入所介護が各 44件で最多だった。 

→1/22福祉新聞 

○軽度者向け介護サービスが約 100の自治体で運営難 
27 日、共同通信の調べで分かった。地元介護事業者のスタッフ不足や報酬の安さなどを背景に、これま

で請け負ってきた大手の撤退が追い打ちをかけ、訪問介護の回数が減るなどの影響が出ている。自治体で

は、住民同士が助け合うボランティアの仕組みを作る一方、入浴の手助けや身体機能の回復訓練といったサ

ービスのほか、認知症の利用者のケアには専門事業者の確保が不可欠になっている。 

→1/28神奈川新聞 

 

２月 ＜全国の動向＞ 
○保険者機能強化推進交付金の詳細を自治体へ事務連絡 
28日、厚生労働省は 2018（平成 30）年度に創設する高齢者の自立支援や重度化防止に取り組む自治体へ

の交付金について、詳細を自治体に事務連絡した。市町村は 61項目、都道府県は 20項目の指標で取り組み

を評価し、指標ごとに点数化して合計点が高いほど交付金が多くなる算定方式とする。交付金の使途は、高

齢者の自立支援や重度化防止、介護予防などに関する取り組みとしている。 

→3/12福祉新聞 

 

３月 ＜全国の動向＞ 
○2016年の介護職員の虐待 452件 
介護施設などで働く介護職員による高齢者への虐待は 2016（平成 28）年度に 452件あり、前年度より 44

件（10.8％）増えた。調査を始めた 2006（平成 18）年度から 10 年連続の増加で、過去最多を更新。うち

25.9％は過去に虐待や苦情などで行政指導を受けていた施設や事業所で発生していた。厚生労働省が９日

に発表。 

→3/10朝日新聞 

○高齢者虐待増で未然防止に向けた通知を発出 

 厚生労働省は 28日、高齢者虐待が増加傾向にあることから、都道府県などに対し防止に向けた取り組み

を強化するよう求める通知を出した。通知では、各自治体の取り組みと調査で得られた全国のデータとを比

較して傾向などを分析し、地域の実情に応じて未然防止策を実施することや、取り組みが進んでいない項目

を改善することなどを求めた。例えば教育・知識・介護技術の問題を改善するため、職員などに怒りの感情

のコントロールを含めたストレスマネジメントに関する普及啓発を行うことを促した。 

→4/9福祉新聞 

○見届け有料老人ホーム、全国に 1046施設も 

 2017（平成 29）年６月末時点で全国に見届け有料老人ホームが 1046 施設あることが 30 日、厚生労働省

の調査で分かった。都道府県別では北海道が 344（うち札幌市が 210）で突出して多く、次いで大阪府 100、

神奈川県 80の順だった。調査は老人福祉法に基づく有料老人ホームに該当するが届出を出していない施設

の把握や指導の状況を調べた。同省は同日、自治体に指導監督をさらに徹底するよう通知を出した。 

→4/9福祉新聞 

 

４月 ＜全国の動向＞ 
○厚生労働省が介護ロボ推進室設置 
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厚生労働省は１日、老健局内に介護ロボット開発・普及推進室を設置するとともに、外部専門家９人を介

護ロボット担当の参与に任命した。昨年６月に閣議決定された「未来投資戦略 2017」などで政府の方針と

して現場のニーズに即した実用性の高い介護ロボットを開発することや、介護ロボットを活用した生活の

質の維持・向上、介護者の負担軽減などが示されたことを受け、体制を強化。 

→4/9福祉新聞 

○次期介護報酬改定に向けた調査研究、７項目が了承 
厚生労働省は４日、社会保障審議会介護給付費分科会を開いた。2021 年度の介護報酬改定に向けて行う

調査研究について、2018（平成 30）年度は介護ロボットの効果、特別養護老人ホームの安全・衛生管理（老

健も別項目で検証）など７項目を行うことを提案し、委員から了承を得た。このほか、介護医療院のサービ

ス提供実態、福祉用具の貸与価格の適正化、居宅介護支援事業所の業務の実態、介護サービスの質の評価に

ついて調査を行う。 

→4/16福祉新聞 

○16時間超す夜勤、介護施設の約７割で 
介護施設の約７割で、16時間以上勤務する２交代制の夜勤シフトを取り入れていることが 16日、日本医

療労働組合連合会の調査で分かった。人手不足の深刻化に伴って、２交代制は増加する傾向にあり、現場か

らは是正を求める声が高まっている。 

→4/17日本経済新聞 

 

５月 ＜全国の動向＞ 

○介護施設の３割が身元保証人いない高齢者の入所拒否 
 高齢者が介護施設に入所する際、身元保証人がいない場合は受け入れを拒否する施設が約３割に上るこ

とが、厚生労働省の委託調査で分かった。単身者や身寄りのない人らが保証人を用意できないケースが増え

る中、国は入所を拒否しないよう求めているが、施設側には費用の支払いや死亡時の引き取りなどへの不安

が根強い。同省は自治体を通じて改善を図ってきたものの、効果が出ていない形。今回の調査では、市区町

村や成年後見人に身元保証人としての役割を求める意見が多かった。厚生労働省は、成年後見人は葬儀など

死後の対応ができないため、権限の拡大などを検討している。 

→5/22神奈川新聞 

 

７月 ＜全国の動向＞ 

○介護現場の職員のセクハラ職員被害、実態調査へ 
介護現場で働く人が利用者や家族から受けるセクハラやパワハラが問題になっていることを受け、厚生

労働省は実態を調査し、今年度中に介護事業者向けの対策マニュアルを作ることを決めた。介護現場の人権

問題に取り組んで職場環境を改善し、人手不足の進行を食い止める狙いもある。介護職員らの労働組合「日

本介護クラフトユニオン」が６月に公表した調査によると、回答した約 2400人のうち３割が利用者や家族

からのセクハラを、７割がパワハラを経験している状況が明らかになった。実態調査を国が実施委するの

は、介護保険制度が導入されてから初めて。 

→8/2朝日新聞 

 

○福祉用具貸与の上限額を厚生労働省が公表 
厚生労働省は 13日、福祉用具ごとの全国平均貸与額と貸与上限額をホームページで公表した。10月から

福祉用具専門相談員は利用者に貸与する商品の特徴などに加え、全国平均貸与額を説明しなければならな

い。また、上限額を超えた貸与については、介護保険給付を受けられなくなる。また同日には、住宅改修費

に関する通知も出された。ケアマネジャーは利用者に対し、複数の住宅改修事業者から見積もりを取れるこ

とを説明しなければならない。利用者が市町村に提出する申請書の標準様式も示した。 

→7/23福祉新聞 

 

８月 ＜全国の動向＞ 

○改正介護保険法の一部施行、高所得者の介護保険の利用者負担３割に引き上げ 
2017（平成 29）年５月に成立した改正介護保険法の一部施行により、１日から。対象は年収が単身の場

合 340万円（年金収入のみ 344万円）以上、夫婦世帯の場合 463万円以上で、厚生労働省は負担増となるの

は利用者全体の３％弱に当たる約 12万人と推計している。 

→7/30神奈川新聞、8/6朝日新聞ほか 
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○特養や老健の事故、初の全国調査へ 
特別養護老人ホームや介護老人保健施設で起きる事故の実態を把握するため、厚生労働省は初の全国調

査を実施する。今年度中に調査結果をまとめ、施設における事故防止対策を検討する。事故を防ぐために必

要な体制や職員が身につけるべき知識などを盛り込む方針。事故が起きた場合、施設には自治体への報告義

務があるが、自治体から国には報告する必要がない。死亡事故も含めた事故件数や内容に関する全国的な統

計はないのが実情。 

→8/24朝日新聞 

 

９月 ＜全国の動向＞ 

○厚生労働省が混合介護の運用ルールを通知 
厚生労働省は 28日、介護保険と保険外を組み合わせたサービス（混合介護）の運用に関する通知を出し

た。事業者には共通ルールとして、保険内外を明確に分け、保険外サービスについて利用者に説明して理解

を得ること、運営方針や料金を別に定めることなどを義務付けた。また、順守すべき事項としてケアマネジ

ャーにサービス内容を報告すること、苦情相談窓口を設置することなども求める。混合介護をめぐっては、

自治体間で運用にバラつきがあり事業者の障壁となっていたことから、規制改革実施計画（2017（平成 29）

年６月閣議決定）で 18年度中にルールを整備するよう求められていた。 

→10/22福祉新聞 

 

10月 ＜全国の動向＞ 

○介護保険制度の一部改正が施行 
厚生労働省は１日、介護保険制度の一部改正を施行した。訪問介護の生活援助の利用回数が制限され、こ

れを上回る場合は市区町村へケアプランを提出する仕組みが導入された。福祉用具についても用具ごとの

レンタル料金の全国平均を公表した上で、上限額を設定。平均額を大きく上回る料金でのレンタルを制限し

た。また、福祉用具専門員が商品の特徴や価格に加え、全国平均のレンタル料金も説明するよう改められ

た。 

→10/15福祉新聞 

○養護老人ホームの措置控えで３割が稼働率 90％以下 
全国の養護老人ホームのうち、2017（平成 29）年度の稼働率が 90％に満たない施設が３割に上った。調

査を行った全国老人福祉施設協議会は「措置控えが影響している。各自治体に予算要求することが不可欠

だ」としている。養護老人ホームでは、自治体が予算を抑えるため入所者を回さない措置控えが問題になっ

ている。調査はその実態を明らかにするもので、952施設を対象に行い、回答率は 93％だった。 

→10/22福祉新聞 

 

11月 ＜県内の動向＞ 

○県内初の地域医療連携推進法人制度を活用した法人設立の動き 
2025 年に向け、複数の医療機関・介護施設が一法人となって地域全体で良質な医療や介護サービスの提

供を目指す「地域医療連携推進法人制度」を活用し、厚木市や海老名市など県央地区の機関が来春をめどに

法人設立の方向で動いていることが分かった。全国で６法人が設立済みだが、県内では初めて。 

→11/10朝日新聞 

 

 

○障害福祉関係 

月 制度・施策の動向、関連調査等 

１月 ＜全国の動向＞ 

○障害者優先調達推進法に基づく調達実績が 171億円、11万件に増 
厚生労働省は 12月 27日、障害者優先調達推進法に基づく 2016（平成 28）年度の調達実績を公表。国や

地方公共団体等が障害者就労施設から調達した物品や役務の合計は前年度より１万 4227 件増の 11 万 7090

件、総額は 13億 9200万円増の 171億 1500万円となった。調達件数、調達総額とも全体の約７割を市町村

が占めており、その６割を物品（食料、飲料など）、４割を役務（印刷など）が占める。国による調達では

厚生労働省と国土交通省の件数が前年度比で大きく伸びた。 

→1/15福祉新聞 

○施設内の障害者虐待、最多の 401件 
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2016（平成 28）年度の障害者に対する虐待は、前年度より３件少ない 2520件だったことが 12月 27日、

厚生労働省の調査で分かった。このうち家族など養護者による虐待は 1538件、障害者を雇う使用者による

虐待は 581件で、それぞれ前年度より減った。一方、障害者施設職員による虐待は 401件で、調査を始めた

2012（平成 24）年度以降で最多。虐待の被害者は知的障害者が圧倒的に多く、障害者施設では約７割を占

めた。種類別では、障害者支援施設（入所施設）が 25％で最も多く、グループホームの 19％と続く。 

→1/15福祉新聞 

 

２月 ＜全国の動向＞ 

○文部科学省が障害児との共同学習の推進を通知 
文部科学省は８日、都道府県教育委員会などに対し、幼児・児童・生徒について、障害のある子とない子

の交流・共同学習を推進するよう通知した。通知では、年間を通じて計画的に取り組むこと、児童が主体的

に取り組む活動にすること、十分な事前・事後学習を行うこと、教職員の研修を充実させることなどを求め

ている。また、特別支援学校が近隣になくて交流・共同学習が難しい場合には、地域にある障害児者・施設

団体と連携して行う重要性を強調。福祉部局、社会福祉法人、社会福祉協議会などとのネットワークづくり

を進めることも要請した。 

→2/19福祉新聞 

○障害者の書籍利用拡大に向けた著作権法、学校教育法改正案を閣議決定 
 政府は 23日、書籍などの著作物を点字図書などに複製できる障害者の範囲を広げることを柱とした著作

権法改正案を閣議決定。現在は視覚障害者や発達障害者で視覚的に認識できない人が認められているが、改

正後は肢体不自由者など障害によって書籍を持てないため読むことが困難な人が録音図書に複製できるよ

うにする。施行は 2019年１月１日の予定。同日の閣議では、小中高校でタブレット端末などを使った「デ

ジタル教科書」の使用を認める学校教育法改正案も決定した。視覚障害や発達障害などで通常の学習が困難

な児童生徒は、教育課程の全てで使用できるようにする。施行は 2019年４月１日を予定。 

→3/5福祉新聞 

 

３月 ＜全国の動向＞ 

○精神保健福祉法改正案の提出断念 
 相模原市で 2016（平成 28）年７月に起きた障害者支援施設殺傷事件を受けて、措置入院患者の退院後の

支援強化を盛り込んだ精神保健福祉法の改正案について、厚生労働省は 12日までに今国会への提出を断念

する方針を固めた。政府は厚生労働省有識者検討チームの報告を踏まえ、都道府県などが医療機関と協議の

うえ、退院後の支援計画を作成することを盛り込んだ改正案を昨年の通常国会に提出。野党や障害者団体か

ら「監視強化につながる」との批判が集まる中、参院を通過したが衆院での審議が終わらないうちに国会が

閉会。臨時国会での継続審議となったが、昨年９月の参院解散で廃案となっていた。 

→3/13神奈川新聞 

○精神障害者の措置入院、運用で指針 
厚生労働省は 27日、自傷・他害のおそれのある精神障害者に入院を命じる措置入院の運用に関するガイ

ドライン（指針）を都道府県などに通知した。警察官通報の受理から措置入院、措置解除に至るまでの手続

きや留意点を明記した。警察を含む関係機関による「協議の場」を設けることも促した。また、退院後の継

続支援が必要な精神障害者への支援指針も作成し、同日通知した。いずれも法的な拘束力はない。精神保健

福祉法の改正を待つことなく、措置入院の運用に地域間格差がある現状を改善したい考え。 

→4/2福祉新聞 

 

４月 ＜全国の動向＞ 

○改正障害者総合支援法施行 
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障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「自立生活援助」「就労定着支援」の創設など地

域生活と就労に対する支援の一層の充実や、高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進する

ための共生型サービスの創設、障害児支援の拡充等を図る。 

 

○障害者雇用促進法改正 
 障害者雇用促進法が定める雇用率は、４月より企業が 2.2％、国・地

方公共団体が 2.5％になった。雇用率は 2020年度末までにさらに 0.1ポ

イントずつ引き上げられる。雇用率を算定する場合、これまでは身体、

知的の障害者手帳を持つ人が対象だったが、４月から精神障害（発達障

害や高次脳機能障害を含む）が加わった。 

→4/10神奈川新聞 

○厚生労働省調査で障害者の総数は 936万人 
厚生労働省は９日、2016（平成 28）年 12月時点の日本の障害者（児

童を含む）の総数が 936万６千人で、５年前の調査に比べ 19％増えたと

する推計を明らかにした。そのうち知的障害は 108万２千人で、前回調

査に比べて 46％増えた。同日、「生活のしづらさなどに関する調査」（全

国在宅障害児・者等実態調査）の結果も公表され、障害者手帳を持つ在

宅障害者（推計）は５年前よりも 17％多い 559 万４千人。それに手帳非所持者や施設入所者を足して障害

者の総数を 936万６千人（全人口の 7.4％）と推計した。 

→4/23福祉新聞 

＜県内の動向＞ 

○川崎市が医療的ケア児の支援強化 
川崎市は 2018（平成 30）年度から、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアを必要とする子ども（医療

的ケア児）が地域の市立小中学校に通いやすくなるよう、看護師の巡回事業を大幅に拡充する。親の付き添

いの負担軽減へ向け、必要とされれば看護師が最大で週５回、１日何回でも巡回する。子どもが学校にいる

平日は、看護師がケアできるようにする。対象となる医療的ケア児は 14、15人になるとみられ、市教育委

員会は訪問が必要な時間や回数を調査し実情を把握。親の付き添いの負担が地域の学校に通う壁になって

いる状況の改善を図る。 

→2/17神奈川新聞 

５月 ＜全国の動向＞ 

○改正バリアフリー化促進法が可決、成立 
公共交通機関のバリアフリー化を促進する改正法が 18日の参院本会議で可決、成立した。障害者権利条

約を踏まえた理念規定を盛り込んだほか、公共交通機関の各事業者にはエレベーターやホームドアなどの

施設整備、従業員による介助体制などを明記した計画の作成、公表、取り組み状況の報告を義務付ける。市

町村による「移動等円滑化促進方針」（マスタープラン）の作成を努力義務とした。2020年東京五輪・パラ

リンピックに向け、高齢者や障害者らが安心して移動できる環境づくりを加速させる。施行は一部を除いて

公布日から６カ月以内。 

→5/19神奈川新聞、5/28福祉新聞 

○改正著作権法が成立 
書籍などの著作物を点字図書などに複製できる障害者の範囲を広げる改正著作権法が 18日、可決、成立

した。肢体不自由などによって書籍を持てないため読むことが困難な人が著作者の許可なしに複製できる

ようにする。世界知的所有権機関が採択した「マラケシュ条約」を日本が締結するには、著作権法を改正し、

複製できる障害者の範囲を広げる必要があった。施行は一部を除き 2019年１月１日の予定。 

→5/28福祉新聞 

＜県内の動向＞ 

○県内の障害者就職、最多 4220件 
2017（平成 29）年度に県内のハローワークを通じて就職した障害者の人数は、前年度比 6.9％増の 4220

件となり、８年連続で過去最高を更新したことが神奈川労働局のまとめで分かった。障害者の法定雇用率引

き上げなどが影響しているとしており、同局は「精神障害者を積極的に採用しようとする動きがみられるほ

か、就職のサポート体制も徐々に充実し、求職者数も増えている。一方、今後は中小企業の雇用の伸び悩み

が課題だ」としている。 

→5/29読売新聞 

 

６月 ＜全国の動向＞ 

4/10神奈川新聞より転載 
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○障害者文化芸術活動推進法が可決、成立 
 障害者によるアートを広めることを目指す「障害者文化芸術活動推進法」が５日、全会一致で可決、成立

した。障害者芸術を後押しする基本計画の作成を求めることなどが柱。同法は超党派による議員立法で、公

布と同時に施行される。同法は基本理念として①文化芸術活動の促進②芸術性の高い作品の創造に対する

支援強化③地域での作品発表の促進、を掲げた。その上で、国に対して障害者の芸術活動を推進する基本計

画を策定するよう義務付けた。 

→6/18福祉新聞 

○グループホーム入居者数、施設を逆転 
 2020 年度にグループホームで暮らす障害者が障害者支

援施設に入所する人の数を上回ることが 27 日、厚生労働

省の集計で分かった。都道府県が策定した第５期障害福祉

計画（2018～20年）の集計結果を、同日の社会保障審議会

障害者部会に報告した。施設からグループホームなどへの

地域移行を進め、入所者数を減らす政策により逆転する。

一方、精神科病院の長期在院者数は、同省の掲げた目標ほ

どは減らないことが判明。退院した精神障害者を応援する

地域住民を増やす方法を模索し、退院が進む環境づくりを

進める考え。 

→7/9福祉新聞 

＜県内の動向＞ 

○県、障害者採用の概要発表 
県は、県常勤職員の今年度の障害者採用試験の概要を発表した。黒岩知事が２月に県議会で、従来の身体

障害者に加え、精神、知的障害者も採用対象にすると表明していた。採用区分は、行政全般 15人程度、公

立小中学校等事務７人程度、警察事務５人程度。高校殺行程度の教養考査と作文に加え、人物考査として集

団討論と個別面談を課す。 

→6/20朝日新聞 

○県教育委員会、他校通級を導入へ 
障害のある高校生の多様な学びの場を確保しようと、県教育委員会は 25日、発達障害などの支援が必要

な生徒を対象にした「通級指導」を拡充する方針を明らかにした。現在実施している３校に加え、近隣校の

生徒を受け入れる「他校通級」の実施に向けて導入校の選定や指導体制などの検討に着手する。通級指導

は、学習障害や注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）などがある生徒が、通常学級に在籍しながら必要に応じて

別教室で支援を受ける仕組み。県教育委員会によると、県内では小学校 92校（5864人）、中学校 10校（913

人）、特別支援学校５校（145 人）で計７千人近い生徒が支援を受けているが、学びの継続性確保が課題だ

った。 

→6/26神奈川新聞 

 

７月 ＜全国の動向＞ 

○精神障害者の求職 1.5倍 
 ハローワークでの障害者の新規求職申込数が 2016（平成 28）年度、５年前と比べて 16.3％増の約 17 万

６千件となったことが、厚生労働省のまとめで分かった。特に精神障害者の求職は 1.5倍と大幅に増えた。

一定規模以上の企業に義務付けられている障害者の雇用率は今年４月から 2.0％に引き上げられ、精神障害

者も義務の対象に加わった。離職を防ぐことも課題で、厚生労働省は就労支援事業所などを通じて就職した

場合、事業所の担当者が遅刻や欠勤がないかを確認したり、本人と面会して悩みを把握したりする仕組みを

2018（平成 30）年度から導入している。 

→8/7神奈川新聞 

 

7/9福祉新聞より転載 
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８月 ＜全国の動向＞ 

○2021年度障害報酬改定の議論開始 
 厚生労働省は 29 日、2021 年度の障害報酬改定に向けた検討を始めた。「障害福祉サービス等報酬改定検

討チーム」の初会合で大沼政務官は「時期改定ではサービスの質を報酬体系に反映させることとされた。こ

のため３年周期で開催していたこのチームを常設化し、各種調査をする」などとあいさつした。今年 10月

を実施期間として生活介護、グループホーム、就労系サービスなどは今年 10月を調査する。それらを踏ま

えて 2020年 12月に改定率が決まり、2021年２月に全容が判明、同４月から新報酬が適用される。 

→9/10福祉新聞 

○障害者の職場での虐待最多 
2017（平成 29）年度に職場で雇用主や上司などから虐待された障害者は

1308 人で、前年度より 34.6％増えた。調査を始めた 2013（平成 25）年度

以降で最多となった。厚生労働省が 22日に発表。職場での関心が高まり、

労働局などへの通報が増えたためとみられるという。虐待の内容別で最も

多かったのは、障害者であることを理由に賃金を低くするといった「経済

的虐待」で 83.5％だった。 

→8/23朝日新聞、8/23日本経済新聞 

○中央省庁で障害者雇用 3460人水増し 
 国税庁や国土交通省など中央省庁で障害者の雇用数が水増しされていた

問題で、国の 33 行政機関のうち約８割の 27 機関で不適切な障害者数の算

入があった。平均雇用率は従来の 2.49％から法定雇用率を大幅に下回る 1.19％に半減した。自己申告の持

病の記述や健康診断の結果を元に、本人の同意のないまま独自の判断で障害者と認定しているケースなど

もあった。 

→8/29神奈川新聞、8/29朝日新聞、8/29日本経済新聞 

 

９月 ＜県内の動向＞ 

○県が盲ろう者の支援センターを整備へ 
県は 19日、視覚と聴覚の両方に障害がある盲ろう者の介助の窓口として、専門の支援センターを来年度

に整備すると明らかにした。本年度に市町村を通じて行った実態調査で、県内の盲ろう者の４割が障害者福

祉サービスを利用していない実態も判明。センターは当事者や家族からの相談を受け付けるほか、通訳、介

助員の養成にも注力する構えで、必要な支援が届きやすい体制作りを進める。 

→9/20神奈川新聞、9/20朝日新聞 

 

10月 ＜全国の動向＞ 

○障害者優先調達推進法に基づく優先調達 117億円超す 
 厚生労働省は 24日、障害者優先調達推進法に基づく 2017（平成 29）年度の調達実績を公表した。国や地

方公共団体などが障害者就労施設から調達した物品や役務の合計は前年度比１万 8205 件増えて 13 万 5295

件、総額は６億 5200万円増の 177億 6700万円となった。 

→11/5福祉新聞 

 

＜県内の動向＞ 

○県立高校でインクルーシブ教育実践推進校に新たに 11校指定へ 
県教育委員会は１日に公表した県立高校改革Ⅱ期実施計画案で、知的障害のある生徒が通常学級で学ぶ

インクルーシブ教育の実践推進校に、新たに 11校を指定する方針を示した。Ⅰ期計画のパイロット校（茅

ケ崎、足柄、厚木西）と合わせ 14校になる。新たに指定されるのは城郷（横浜市神奈川区）、霧が丘（同市

緑区）、上矢部（同市戸塚区）、川崎北、上鶴間（大和市）、橋本（相模原市南区）、津久井浜（横須賀市）、

湘南台（藤沢市）、綾瀬、伊勢原、二宮。また、通級指導を既存の生田東（川崎市多摩区）、保土ケ谷、綾瀬

西に加え、横浜修悠館で新たに導入する。 

→10/2神奈川新聞 

 

12月 ＜全国の動向＞ 

○障害者雇用、中小企業の認証制度を創設へ 
 厚生労働省は、積極的に障害者を雇う中小企業を認証する制度を創設する検討を始めた。大企業に比べて

障害者雇用が進んでいないため、社会的に評価する仕組みを設けて雇用を後押しするのが狙い。月内にも労

8/23朝日新聞より転載 
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働政策審議会の分科会にこの認証制度を含めた障害者雇用促進策を提示。来年の通常国会で障害者雇用促

進法を改正し、導入を目指す。 

→12/13朝日新聞 

 

○障害者解雇の監視強化へ 
 政府が通常国会に提出する障害者雇用促進法改正案の原案が 30日に判明。国や自治体に障害者を解雇し

た際の届け出義務を課し、不当な解雇を防ぐ。厚生労働省に他省庁や自治体への立ち入り権限を新設するほ

か、法定雇用率に算入できない短時間労働の障害者を雇った企業への給付金制度も創設し、雇用の拡大を図

る。 

→12/31神奈川新聞 
 

 

○更生福祉・母子福祉関係 

月 制度・施策の動向、関連調査等 

１月 ＜全国の動向＞ 
○60歳以上の受刑者に認知症検査を実施へ 
高齢受刑者の増加を受け、法務省は 27日までに、2018（平成 30）年度から全国の主要８刑務所に入所す

る 60歳以上の全ての受刑者に対し、人死傷検査を実施することを決めた。早期の発見で、受刑中の対応に

配慮するほか、出所後も福祉施設や医療機関など適切な受け入れ先を見つけ、再犯防止を図るとしている。

運用状況を踏まえ他の刑務所への拡大も検討する。犯罪白書によると、2016（平成 28）年の１年間に刑務

所に入所した 60歳以上の高齢者は 2498人で、2007（平成 19）年から 600人以上増えている。法務省は 2015

（平成 17）年に実施した調査で、60 歳以上の受刑者のうち、認知症傾向のある人が約 14％の 1300 人いる

と推計している。 

→1/28神奈川新聞、1/29日本経済新聞、1/29福祉新聞 

 

２月 ＜県内の動向＞ 

○県が出所者の就労支援強化へ 
 県は 23日、刑務所出所者の再犯防止に向けた就労支援策を強化する方針を明らかにした。出所者を雇用

している事業所を入札で優遇する制度を導入するほか、県庁でも非常勤職員として直接雇用する。安定した

暮らしを確保し、早期の社会復帰につなげる考え。県によると、前歴を理解した上で雇用する意思のある民

間事業所の「協力雇用主」は県内で 396人が登録しているが、実際に出所者を雇っているのは 32人。就労

支援が必要な出所者は 300 人以上いるにも関わらず、職業のミスマッチや定着しないケースが少なくない

という。 

→2/24神奈川新聞 

 

７月 ＜全国の動向＞ 
○ホームレス、全国に 4977人 
厚生労働省は 13 日、今年１月時点の全国のホームレスが前年比 557 人、約１割減って 4977 人だったと

発表した。自治体による生活困窮者向けの自立相談支援や、雇用環境の改善などが影響していると見られ

る。全国の 300の自治体で確認され、都道府県別では東京が 1242人で最も多く、大阪の 1110人、神奈川の

934人が続いた。調査はホームレス自立支援法に基づくもので、今回が 13回目。 

→7/23福祉新聞 

○ギャンブル依存対策基本法が可決、成立 
ギャンブル等依存症対策基本法が６日に可決、成立。施行は公布日から３カ月以内。同法はギャンブル依

存症が貧困、虐待、自殺といった社会問題を生じさせているとみて計画的に対策を進めるもの。依存症者と

家族が円滑に生活できるよう支援することを基本理念とした。政府が対策の基本計画を作ること、その対策

の際に当事者や関係事業者、専門家で構成する「関係者会議」の意見を聞くことを義務付けた。都道府県に

対しては、それを踏まえた推進計画の策定を努力義務とし、基本計画、推進計画いずれも３年ごとに見直す

よう求めた。医療や福祉などの従事者に対しては、国・地方公共団体が実施する対策に協力し、予防や回復

に寄与することを努力義務とし、国・地方公共団体にはそうした従事者の養成や確保に取り組むよう求め

た。 

→8/6福祉新聞 

○婦人保護事業の現実との乖離解消へ向けた初の検討会発足 
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厚生労働省は 30日、生きづらさを抱えた女性の支援に関する検討会を発足させた。婦人保護事業をはじ

め、民間団体の取り組みを含めて支援体制を抜本的に再構築する。性的に搾取されるなど、さまざまな理由

から居場所や頼れる人を失った女性の置かれた現実と、懲罰的な性格を持つ同事業の解離を解消すること

が柱。若年女性や暴力の被害から逃げる女性に同伴する子どもへの支援も課題。同事業は 1956（昭和 31）

年制定の売春防止法に規定されているが、厚生労働省が公開で見直しの検討会を開くのは初めて。 

→8/6福祉新聞 

＜県内の動向＞ 

○川崎市内のホームレス、統計開始以来最少 
 川崎市が実施した市内のホームレスの実態調査で、今年１月時点のホームレスは 300 人（前年比 41 人

減）で、市内全域で統計を取り始めた 2003（平成 15）年以来、最少となったことが分かった。市が 13日に

発表。最も多かった 2003年（1038人）の３割弱にまで減少。市は「自立を支援する施設への案内など、地

道な巡回相談が漸減につながっている」としているが、一方で支援を受けた約４割の人が自立を果たせない

厳しい現実もある。 

→8/27神奈川新聞 

 

８月 ＜全国の動向＞ 
○依存症者の回復支援、薬物乱用防止で５カ年戦略 
厚生労働大臣など関係閣僚で構成する「薬物乱用対策推進会議」は３日、薬物依存症者への医療提供体制

を強化することを「第５次薬物乱用防止５カ年戦略」に盛り込んだ。「薬物乱用は犯罪行為であるとともに

薬物依存症という病気である場合がある」とし、本人に対し「薬物依存症は適切な治療・支援により回復す

ることができる病気だという認識を持たせることが重要」と明記した。再乱用を防ぐことが重要課題の一つ

となっていることを踏まえ、刑務所からの社会復帰を医療・福祉の視点から支えることも重要だと判断し

た。 

→8/13福祉新聞 

 

９月 ＜全国の動向＞ 
○困難を抱える女性、支援対象は「性被害」 
厚生労働大臣は４日、「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」の第３回会合を開き、

委員によるプレゼンテーションが行われた。新しい支援の枠組みを考える上で、支援対象者を「性被害を受

けた者」とする案が浮上。性被害から派生した生きづらさを解消するために、保護と自立支援を組み込んだ

サービスが必要だとされた。案は村木太郎・一般社団法人若草プロジェクト理事が提案した。売春防止法に

基づく婦人保護事業は「保護更生」（第４章）に規定されているが、村木氏は「現行法は立ち直り・自立支

援の仕組みが乏しい」と指摘。高齢者介護や障害者福祉の制度が措置から契約に転換した例を挙げ、当事者

の意思決定が不可欠だとした。同省は 10月下旬までに論点を整理する意向。 

→9/10福祉新聞 

 

○法務省が刑務所等出所者を雇う協力雇用主へ初調査 
法務省が刑務所の出所者を雇う「協力雇用主」に対する初めての調査を実施していることが 24日、分か

った。出所者の就職先確保は再犯防止に有効とされるが、心理的、経済的負担の重さから雇用実績は伸び悩

んでいる。法務省は雇用主の現状や不安、要望を確認したうえで、支援制度を強化し、雇用拡大に結び付け

ていきたい考え。法務省によると、登録している協力雇用主は今年４月１日時点で２万 704社。２年前より

４千社以上増えているが、実際に雇っているのは 887社にとどまり、2020年までに約 1500社にするという

目標達成は厳しい状況になっている。 

→9/25神奈川新聞 

＜県内の動向＞ 

○県が依存症対策強化、治療拠点機関選定へ 
 県はギャンブルなどの依存症対策の強化に乗り出す。10 月を目途に専門的な治療が受けられる医療機関

を複数定めた上で、年度内に治療拠点機関を選定。医療機関や支援団体の情報を提供するポータルサイトも

開設するとしており、手厚い連携体制の構築を図る。カジノを含む統合型リゾート施設（ＩＲ）整備法の成

立を踏まえ、７月に成立したギャンブル等依存症対策基本法では、依存症の各段階に応じた回復のための対

策の実施を定めると同時に、国が策定する対策推進基本計画に基づき、都道府県計画を策定するよう努力義

務として求めている。県は計画の策定を進めるとともに、ギャンブルに併せてアルコール、薬物などの依存

症対策にも注力。従来から依存症治療に取り組む医療機関を中心に専門医療機関を定め、その中から拠点機

関を選定し、依存症対策の情報発信や人材育成のための研修などで対策の実効性を高めていく。 
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→9/14神奈川新聞 

 

10月 ＜全国の動向＞ 
○全救協、救護施設が今後目指すべき将来像を提案 
全国救護施設協議会などが主催する第 42 回全国救護施設研究協議大会が 11・12 日、大分市内で開催さ

れ、会員約 520人が参加。救護施設が今後、目指すべき将来像を示した「救護施設のあり方に関する基本的

考え方」（基本方針）が報告され、保護実施機関との連携を強化して福祉事務所における生活困窮者などへ

のケースワーク機能の一部を担おうとする、救護施設の新たな方向性を提示した。 

→10/22福祉新聞 

 

11月 ＜全国の動向＞ 
○無料低額宿泊所の最低基準を検討 
厚生労働省の「社会福祉住居施設及び生活保護受給者の日常生活支援のあり方に関する検討会」が５日に

発足。社会福祉法の改正に伴い、いわゆる貧困ビジネスを行う悪質な業者を排除するため、無料低額宿泊所

の最低設置基準を検討する。また、生活保護法の改正で新たに設けられた単独での居住が困難な生活保護受

給者への日常生活上の支援を、良質なサービスを提供する無料低額宿泊所などに委託する際の基準などに

ついても議論する。 

→11/12福祉新聞 

○困難を抱える女性支援、同伴児の対応が焦点に 
厚生労働省は 26日、「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」の第５回会合を開き、

今後の論点を中間的に整理した。婦人保護事業につながりにくい 10代の女性や、婦人保護施設に入所する

女性の同伴児（18 歳未満）の支援のあり方が中心になる見込み。それに関連して、児童福祉法に基づく母

子生活支援施設の位置づけも検討する。同日示した論点整理の案で同省は、いわゆるＪＫビジネスなど若年

女性をめぐる問題は「これまで婦人保護事業の対象として想定されなかった」とし、同事業で支援する女性

に携帯電話などの私用を制限するあり方を見直す。性犯罪の未然防止の観点からも、必要な支援につながる

よう改善する。婦人保護施設は単身女性が入所することが基本だが、同伴児の年間の延べ人数は近年増えて

いる。一方、法的な位置づけがあいまいで、措置期間である婦人相談所の対応にばらつきがある。児童相談

所の関わりも薄いのが現状。 

→12/3福祉新聞 

○母子生活支援施設の理解不足が招く施設のあり方とニーズにミスマッチ 
第 62回全国母子生活支援施設研究大会が 21・22両日に鳥取県内で開催され、255人が参加。全国母子生

活支援施設協議会の主催。全国の自治体ごとに社会的養育についての計画策定が進む中、菅田賢治会長は

「母子施設を計画に入れなければ施設が消えてしまう」と述べ、危機感をあらわにした。同施設は全国に約

230カ所あり、3300世帯が利用している。入所理由は夫などからの暴力が半数を占め、母親の３割に障害が

あるのが現状。現在、厚生労働省は自治体に対し社会的養育に関する計画を 2019年度末までに策定するよ

う要請。策定要領は、同施設を「家庭養育の支援を実践してきた施設」と位置づけ、改めて周知を求めてい

る。基調報告で菅会長は「母子施設を計画に入れるよう運動しなければ消えてしまう」と述べ、自治体との

連携強化が必要との認識を示した。一方で、利用者の現状より市町村の財政事情が優先される傾向にある点

も課題に挙げた。コーディネーターの山﨑美貴子県立保健福祉大学顧問は「母子施設は地域の中で家族支援

の拠点であるとの存在感を示すことが大事。計画の中にしっかり位置付けるよう文章で提案する働きかけ

が必要」と語った。 

→12/10福祉新聞 

 

12月 ＜全国の動向＞ 

○無料低額宿泊事業の簡易個室解消へ定義など議論 
 厚生労働省は 17日、第２回「社会福祉居住施設及び生活保護受給者の日常生活支援のあり方に関する検

討会」を開き、無料低額宿泊事業の定義や施設の面積要件について議論した。原稿のガイドラインを踏襲す

る案が提示された面積要件に対し、一つの居室を間仕切りなどで区切っただけの「簡易個室」は段階的に解

消することが提案された。 

→12/24福祉新聞 

 

 

○災害・防災関係 
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月 制度・施策の動向、関連調査等 

１月 ＜全国の動向＞ 
○福祉施設の耐震化率 89.6％ 
厚生労働省は 12月 25日、2016（平成 28）年３月 31日時点の社会福祉施設の耐震化状況を発表。全国 20

万 8876棟のうち、18万 7088棟が耐震済みで、耐震化率は 89.6％だった。熊本県と熊本市の状況は含んで

いない。施設種別では高齢者関係（94.2％）、児童関係（87.4％）、障害児者関係（83.0％）の順に高い。 

→1/15福祉新聞 

 

３月 ＜県内の動向＞ 

○県内の小規模福祉施設でスプリンクラー未設置 36.9％ 
 ４月１日から原則設置が義務付けられるのを前に、総務省消防庁が全国の約９万２千カ所の対象施設に

対する 2017（平成 29）年 12月時点の状況を調査。その結果、県内では対象施設が全国最多の 766カ所ある

中で、未設置の割合は 36.9％だった。全国平均 27.9％を大きく上回る。小規模施設は事業者の経営基盤が

弱いことが多く、費用負担の重さが壁になっている。 

→3/25神奈川新聞 

 

４月 ＜県内の動向＞ 

○県が避難所マニュアル策定指針を改定 
 避難所運営や被災者の支援が大きな課題となった熊本地震を踏まえ、県が市町村向けの避難所マニュア

ルを改定した。所在把握や支援が難しい車中泊、在宅避難者の対応策を盛り込んだほか、高齢者や障害者な

どのよう配慮者を受け入れる福祉避難所の確保について明記。福祉避難所については、災害対策基本法に基

づく避難所として指定することが望ましいと指摘。その確保や運営に専門的な知識が必要なため、高齢者施

設や特別支援学校など地域の福祉・医療関係者と密接な連携を図ることとした。また、一般の避難所となる

小中学校などでも個室を確保するといった工夫を呼び掛けている。 

→4/16神奈川新聞 

 

８月 ＜全国の動向＞ 
○西日本豪雨の福祉施設の被害 423施設に 
西日本豪雨の被害の全容がほぼ明らかになった。消防庁のまとめ（8/1、午前 11時 45分現在）では、33

都府県で死者・行方不明者 229人、住宅の損壊 4万 7074棟に及ぶ。厚生労働省のまとめ（8/1、午前 10時

現在）では、福祉施設は高齢者施設 13府県 257カ所、障害者施設９府県 63カ所、保育所９府県 103カ所の

計 423カ所が被災。 

→8/6福祉新聞 

 

＜県内の動向＞ 

○県内市町村の７割が災害弱者支援の個別計画未策定 
 西日本豪雨で大きな被害が出た岡山、広島、愛媛３県の市町村の８割以上で、災害発生時に自力非難が

困難な高齢者や障害者ら災害弱者一人ひとりの支援者や避難先を定める「個別計画」の策定が完了していな

いことが６日、共同通信のまとめで分かった。県内でも遅れ気味で、昨年６月時点の総務省消防庁の集計で

は 33市町村の約７割が未策定。策定済みなのは平塚、鎌倉、逗子、秦野の４市と、寒川、大井、松田、山

北、開成、愛川の６町。政府は東日本大震災の経験を踏まえ、2014（平成 26）年に災害対策基本法を改正

して、要支援者名簿の策定を市町村に義務化し、2017（平成 29）年６月時点で 93.8％に上った。政府はさ

らに要支援者の避難対策を強化するため、市町村が自主防災組織や民生委員などへ名簿を提供して個別計

画の作成を推奨する指針を出したが、名簿作成とは異なり法的な義務ではなく、低調。 

→8/7神奈川新聞 

 

９月 ＜全国の動向＞ 
○水害避難計画の作成が対象施設の 18％にとどまる 
川の氾濫で浸水する恐れがある老人福祉施設や学校などの「要配慮者利用施設」が全国に５万 481 カ所

あり、このうち避難計画を作成済みなのは３月末時点で 18％の 8948 施設にとどまることが 28 日、国土交

通省のまとめで分かった。2016（平成 28年）の台風により岩手県の高齢者施設で９人が死亡したのを教訓

に、昨年６月に水防法改正で施設管理者に作成が義務付けられたが、西日本豪雨など水害が頻発する中、利
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用者の安全確保が不十分な状況が浮き彫りになった。 

→9/29神奈川新聞 

＜県内の動向＞ 

○県内の水害避難計画の作成は 16％、５市町でゼロ 
 神奈川は対象施設が 2728カ所にあり、作成率は全国平均より低い 16％にとどまった。作成済みがゼロの

自治体は、328カ所に対象施設がある平塚をはじめ、厚木、寒川、大井、愛川の計２市３町。 

→9/29神奈川新聞 

 

10月 ＜全国の動向＞ 
○厚生労働省が自治体へ福祉施設への助言を求める通知 
厚生労働省は 19日、自治体に対する事務通知で、福祉施設が災害時にライフラインを寸断された場合の

備えを再点検し必要な対策を取るよう助言することを求めた。発災後、最低でも３日間以上は業務を続けら

れるようにする視点で取り組む必要があるとした。高齢者、障害児者、児童などの計 37施設を対象とし、

電気、水、ガス、通信が使えない場合や物資の備蓄について点検項目を挙げた。各施設が地域の実情を踏ま

えた安全対策に取り組むことや、ＢＣＰ（事業継続計画）を文書で整理し役職員間で共有しておくことも求

めた。さらに都道府県を中心とする「災害福祉支援ネットワーク」に参画し、地域の防災体制の底上げにも

協力することを求めた。 

→10/29福祉新聞 

○全国の福祉避難所、収容数が対象の１割にとどまる 
高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児、在宅難病患者など特別な配慮が必要な要配慮者向けの避難所、福祉避

難所について、９割超の自治体が管内に１カ所以上の施設を指定しているが、収容可能人数は国が求める必

要数に追い付いていない実態が、47 都道府県に対する朝日新聞のアンケートで分かった。人手不足や周知

のあり方など運営上の課題も多い。 

→10/29朝日新聞 

 

 

○人口動態等 

月 制度・施策の動向、関連調査等 

１月 ＜全国の動向＞ 
○2040年に一人暮らしが４割、高齢者世帯も半数に 
国立社会保障・人口問題研究所は 12日、５年ごとに実施している「日本の世帯数の将来推計」を発表し

た。22年後の 2040年には全世帯の 39.3％が一人暮らしになるとしており、2015（平成 27）年時点の 34.5％

から約５ポイント上昇し、晩婚化に加え、未婚や離婚の増加が要因と分析している。高齢者が世帯主のケー

スも同年の 36.0％から大幅に増え、40年には 44.2％と半数に迫る。日本の総人口は減少しているが、全世

帯数は 2023年まで増え続け、その後減少に転じる。世帯数が当面増える理由は一人暮らしに加え、ひとり

親世帯の増加がある。2015年に 477万世帯だったひとり親世帯は、2040年には 492万世帯となり、子ども

の貧困が大きな課題として懸念される。 

→1/13日本経済新聞、1/13神奈川新聞 

 

２月 ＜県内の動向＞ 

○県内の 2017年の人口が自然減１万人を突破、出生数は最少 
 県内の 2017（平成 29）年の出生数が初めて７万人を下回る一方、死亡数は８万人を下回ることが 28日、

県の人口統計調査（年間集計）で明らかになった。死亡数から出生数を引いた自然減は１万 1083人で、前

年（5354 人）の２倍超に拡大。転入数から転出数を引いた社会増で全体の伸びは保っているが、都市部へ

の集中が進み少子化が加速している実態が鮮明になった。調査結果によると、県内の人口は 2017（平成 29）

年に１万 5879 人（0.17％）増加。2009（平成 21）年以降７万人台で推移位していた出生数は６万 9902 人

（前年度比 2893人減）で、1963年の統計開始以降最も少なかった。一方で死亡数は増加傾向にあり、８万

985人（同 2836人増）となった。 

→3/1神奈川新聞ほか 

 

３月 ＜県内の動向＞ 

○県内の人口推計、2045年に 81万人減 
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 厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所が 30日に発表した都道府県別の将来推計によると、神奈川

県内の人口は 2045年に 831万人となり、2015（平成 27）年に比べ 81万人（8.9％）減少する。75歳以上の

人口割合は 20.2％。増は川崎市にとどまる一方、三浦市や湯河原町はほぼ半減する。県内全体では 2013（平

成 25）年の前回の推計より減少ペースは鈍化するが、自治体間の格差は一段と広がる見込み。 

→3/31日本経済新聞ほか 

 

４月 ＜全国の動向＞ 
○人口推計７年連続減少 
総務省は 13日、昨年 10月 1日現在の人口推計を発表。総人口で前年よ

り 22万７千人減の１憶 2670万６千人で、７年連続の減少。65歳以上の高

齢者は 56万１千人増の 3515万２千人となり、総人口に占める割合は過去

最高の 27.7％だった。2017（平成 29）年９月までの１年間の出生児数から

死亡者数を引いた自然減は過去最高の 37万７千人。総務省統計局は「本格

的な人口減少社会に入っており、今後も減少傾向は続く」とみている。 

→4/14神奈川新聞、4/14朝日新聞 

＜県内の動向＞ 

○県内の人口伸び鈍化 
 総務省が 13日に発表した 2017（平成

29）年 10 月１日時点の人口推計による

と、東

京 都

の 人 口は前年より 0.73％増え、５年

連 続 で最も高い伸びを示した。神奈川

県の人口は 0.15％増で、都市部への人口集中が依然として続いている。た

だ、伸び率自体は鈍化しており、高齢化の影響も広がりつつある。 

→4/14日本経済新聞 

 

５月 ＜全国の動向＞ 
○子どもの数、過去最少の 1553万人 
こどもの日を前に総務省が４日発表した人口推計（４月１日時点）

によると、外国人を含む 14 歳以下の子どもの数は 1553 万人で前年

より 17万人減った。減少は 37年連続。総人口に占める割合は 12.3％

で、人数、割合とも比較可能な統計がある 1950年以降の最低を更新、

少子化に歯止めがかからない状態が続いている。子どもの数が前年よ

り増えたのは東京のみで、46道府県で減った。 

→5/5神奈川新聞 

 

 

 

 

4/14日本経済新聞より転載 

4/14神奈川新聞より転載 

5/5神奈川新聞より転載 
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６月 ＜全国の動向＞ 

○2017 年生まれの子どもは 94万 

6060人 
統計を始めた 1899（明治 32）年以来

最も少ないことが１日、厚生労働省の

人口動態統計で分かった。神奈川県は

６万 8130人。女性一人が生涯に産む子

どもの推定人数「合計特殊出生率」は前

年度比 0.01 ポイント減の 1.43 と２年

連続で低下。死亡数は戦後最多の134万

433人で、人口の自然減は 39万 4373人

と過去最大の減少幅となった。 

→6/2神奈川新聞、6/2日本経済新聞 

 

 

 

 

 

 

 

７月 ＜全国の動向＞ 

○人口減は最多の 37万人、外国人は最多 249万人 
総務省が 11 日発表した今年１月１日時点の住民基本台帳に基

づく人口動態調査によると、国内の日本人は前年比 37 万 4055 人

減の１億 2520 万 9603 人で、９年連続のマイナスとなった。減少

幅は過去最大を更新。41道府県で人口が少なくなった一方で東京

圏は増え、全人口の３割が集中している。15～64歳の生産年齢人

口は初めて全体の６割を切った。 

一方、日本で暮ら

す外国人は増加し

ている。前年比 17 万４千人増の 249 万７千人となり過去最

多を更新した。特に若い世代が多く、20 歳代は 74 万８千人

と同年代の日本の総人口の 5.8％を占めた。東京では 20歳代

の 10 人に１人が外国人であるなど、日本社会を支える働き

手としての存在感が年々高まっている。 

→7/12神奈川新聞、7/12日本経済新聞 

 

 

 

９月 ＜全国の動向＞ 
○70歳以上が総人口の２割超え 
日本の総人口に占める 70 歳以上の割合が９月 15 日時点の推計で前年より 0.8 ポイント高い 20.7％、人

数は 100万人増の 2618万人となり、初めて２割を超えた。1947～49（昭和 22～24）年生まれの「団塊の世

代」が昨年から 70歳代になったことなどが影響した。17日、総務省が公表。 

→9/17朝日新聞 

○女性就業率が初の７割 
総務省が 28日に発表した８月の労働力調査によると、15～64歳の女性のうち就業者の割合（就業率）は

前月比 0.1ポイント上昇の 70.0％で、初めて７割となった。前月に続き、比較可能な 1968（昭和 43）年以

降で過去最高を更新した。ただ、男女間の賃金格差や管理職比率など、待遇格差は依然大きい。 

→9/17朝日新聞 

 

6/2日本経済新聞より転載 

6/2神奈川新聞より転載 

7/12 神奈川新聞より転載 

7/12日本経済新聞より転載 
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12月 ＜全国の動向＞ 
○出生数、最少の 92万１千人 
2018（平成 30）年に国内で生まれた赤ちゃんは 1899（明治 32）年の統計開始から最少だった 2017（平成

29）年より２万５千人少ない 92 万１千人で、３年連続で 100 万人を割り込む見通しとなることが 21 日、

厚生労働省が公表した人口動態推計の年間推計で分かった。亡くなった人は戦後最多の 136 万 9 千人で、

死亡数から出生数を差し引いた人口の自然減は過去最大の 44万 8千人となると見られる。 

→12/22神奈川新聞、12/22日本経済新聞 

 

 

○その他 

月 制度・施策の動向、関連調査等 

１月 ＜全国の動向＞ 
○余裕教室の８万室、2564室は福祉利用 
文部科学省が 12月 15日に発表した「公立小中学校等における余裕教室の活用状況調査」の結果で、日常

的に使われていない余裕教室が 2017（平成 29）年５月１日現在で８万 414 室あり、このうち 2564 室が福

祉施設として活用されていることが分かった。福祉施設の内訳は、放課後児童クラブ・子ども教室（2394

室）、保育施設（81室）、老人福祉施設（45室）、児童館など児童福祉施設（44室）として活用されていた。 

→1/22福祉新聞 

 

３月 ＜全国の動向＞ 
○休眠預金で基本指針、福祉分野にも助成 
内閣府は 30 日、金融機関の口座で 10 年以上出し入れのない休眠預金の活用に関する基本方針を決定し

た。福祉、地域活性化といった公益活動に取り組む民間団体に助成や貸し付けを行う。対象となる公益活動

は「既存の制度で対象とされてこなかった人々が抱える課題に焦点を当てる」とした。不登校、引きこもり

の子ども・若者に対する支援活動や、生活困窮世帯への支援、地域活性化事業などを想定する。 

→4/16福祉新聞 

＜県内の動向＞ 

○横浜市でひきこもり調査、40～64歳で 1.2万人 
横浜市は 28 日、市内の 40～64 歳でひきこもり状態にある人が約１万２千人いると推計する調査結果を

公表した。40 歳以上を対象にした調査は初めてで、ひきこもりの長期化や高年齢化の実態が明らかになっ

た。調査は昨年７～11月に 15～64歳の計６千人を対象に実施し、計 2331人が回答。若年層（15～39歳）

の 1.39％、中高年層（40～64 歳）の 0.9％がひきこもり状態との結果から、市の年齢別人口から若年層で

約１万５千人、中高年層で約１万２千人と推計した。 

→3/29神奈川新聞 

○全国初調査で、子ども食堂全国に 2200カ所超 
子ども食堂が全国に 2286カ所あることが分かった。学者や地域の子ども食堂の運営者で構成し、食堂の

支援と普及に取り組む「こども食堂安心・安全向上委員会」が３日、東京都内で発表した。地域交流の場と

して認知度が上がったことに加えて、「子どもの見守りの場」として期待する自治体からの補助金が開設を

後押ししていることが背景にある。神奈川県は「子どもの未来サポートオフィス」（代表は米田佐知子氏）

が集計し、169カ所。東京、大阪に次いで３番目に多かった。 

→4/4神奈川新聞、4/4朝日新聞、4/9福祉新聞 

４月 ＜全国の動向＞ 
○改正犯罪被害者等給付金支給法施行細則などが施行 
親族間の犯罪でも遺族が 18歳未満の場合は給付金の支給を認めるなど、子どもに対する支援拡大を柱と

した犯罪被害者等給付金支給法施行細則などが１日、施行。無理心中を図った父親が母親を殺害し、自らは

死にきれず逮捕されたケースなどを想定。残された子どもへの支援を手厚くするのが狙い。 

→4/1神奈川新聞 

＜県内の動向＞ 

○県がＬＧＢＴ本格支援へ 
誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向け、県は４月から性的少数者（ＬＧＢＴ）の本格的な支援に

乗り出す。当事者らの要望に応じ、専門相談員の派遣型個別相談を全国で初めて実施。若者たちの交流会や

職場研修会なども開催し、当事者の悩み解消と理解の浸透を目指す。 

→4/10神奈川新聞、4/11日本経済新聞 
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○大和市が「70歳代を高齢者と言わない都市」宣言 
大和市が 11 日に宣言。４年前に 60 歳代について同じ宣言をしたが、超高齢社会の進展と「人生 100 年

時代」の到来を理由に引き上げた。高齢者と呼ぶラインを事実上取り払うことが目的で、人々の現役意識を

高め、健康寿命を延ばそうという願いも込めた。 

→4/12朝日新聞 

 

７月 ＜全国の動向＞ 
○平均寿命、男女ともに最高 
2017年の日本人の平均寿命は女性が 87.26歳、男性が 81.09歳

で、いずれも過去最高を更新した。20日に厚生労働省が発表した

簡易生命表で明らかになった。がん、心疾患、脳血管疾患などの

死亡率が改善したことが影響した。 

→7/21朝日新聞 

○改正健康増進法可決、成立 
たばこの受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が 18 日に可

決、成立。学校、児童福祉施設、病院、官公庁は第１種施設とし

て「敷地内禁煙」という扱いにする。屋内は全面禁煙で、屋外の

受動喫煙防止策のとられた場所には喫煙所を設置することができる。施行は一部を除き 2020年４月１日。

老人福祉施設や障害福祉施設は第１種に比べ制限の緩い第２種施設に当たり、「原則屋内禁煙」とする。屋

内は禁煙だが、屋内の専用室内では喫煙できる。 

→7/23福祉新聞 

 

８月 ＜県内の動向＞ 

○県内自殺者６年ぶり増 
 昨年１年間の県内の自殺者数は前年度比 63 人増の 1276 人で、６年ぶりに増加に転じたことが３日、県

のまとめで明らかになった。50 代以上の各年代でいずれも増加。高齢者の孤立防止など対策が求められる

結果となった。ただ、前年全国最低だった人口 10万人あたりの自殺者数（自殺死亡率）も 14.0％と全国３

番目の低水準を維持した。 

→8/4神奈川新聞 

 

10月 ＜全国の動向＞ 
○東京都でヘイトスピーチ規制などを盛り込んだ人権条例成立 
2020 年東京五輪・パラリンピックに向け、ヘイトスピーチを規制し、性的少数者（ＬＧＢＴ）への差別

解消を目指す東京都の人権条例が５日、都議会で賛成多数で可決、成立した。条例でヘイトスピーチを規制

するのは都道府県では初といい、都は 2019（平成 31）年４月の全面施行を目指す。 

→10/6神奈川新聞 

 

12月 ＜県内の動向＞ 

○改正健康増進法に基づく屋内全面禁煙方針を決定 
７月に成立した改正健康増進法に基づき、厚生労働省は 18日、2019年７月１日から対象となる屋内の全

面禁煙に関する方針を決めた。来年７月以降は、受動喫煙の影響が大きい 20歳未満の人や病気の患者、妊

婦らが利用する学校や病院、行政機関が屋内全面禁煙となる。介護施設、児童福祉施設も対象となる。屋外

喫煙所を設置することは認める。 

→12/19神奈川新聞 

○東京都国立市で差別禁止条例が可決 
東京都国立市議会は 21日、あらゆる差別を網羅的に禁止する「人権を尊重し多様性を認め合う平和なま

ちづくり基本条例案」を全会一致で可決した。罰則はないが、差別を受けた側の関係者も加えた市長の諮問

機関が差別解消策や救済策を審議し、市が実施する先進的な内容となっている。前文にはヘイトスピーチ対

策法、部落差別解消推進法、障害者差別解消法の人権３法と憲法の理念を盛り込み、皮膚の色や信条、性自

認、障害、被差別部落出身など 13項目を列挙した上で、それらを理由とした差別や心身への暴力を禁じた。 

→12/22神奈川新聞 

 

7/21 朝日新聞より転載 
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以上 


