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2022年2月7日

練馬区長 前川燿男様                                 
〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町5-13-25

練馬高齢期運動連絡会  代表 吉田一夫

 ／FAX03-6887-0287

2022 年度練馬区で高齢期を安心してくらせるための施策の充実を求める要求書

                    記

1 今後も新型コロナウイルス感染症感染再拡大の危険性が否定できない状況のもとで、高
齢者の感染予防対策に万全を期してください。

（1）わが国の新型コロナ感染症に対する PCR 検査は厚生労働省による抑制策により OECD36
か国中最低位クラスにとどまっています。区は国の姿勢に追随することなく、医師、保健
所、行政が必要と判断した場合は高齢者が即、検査を受けられるよう、検査体制強化をは
かってください。

（2）在宅・施設介護事業所の利用者、職員に無料、無条件で定期的に PCR 検査を実施してく
ださい。

（3）在宅・施設介護事業所はコロナ禍対策のため、保健衛生費負担増に呻吟しています。今
後とも消毒液、医療用マスク・ガウン、手袋といった個人防護具（ＰＰＥ）等の医療用物
資の確保と配布、その他感染予防に有効な物品の購入費用を助成してください。

（4）区は、介護保険事業者としてコロナ禍のもとで介護を支えている在宅・施設介護事業所
の職員の低賃金、劣悪な労働条件の改善、求人難解消のため、就職支度金支給、家賃補助
制度創設、季節見舞金支給など独自の支援策を講じてください。

（5）区内で所得ゼロのひとり暮らし高齢者約 2 万 2 千人のうちの 9 割は生活保護も受給せ
ず、貧窮のなかで放置されているともいわれます。その生活はコロナ禍のもとでいっそう
困窮の度を増していると推察されます。かかる高齢者に対し、生活保護制度利用は権利で
あることを広く周知し、申請手続きを援助するとともに、保護費支給を迅速化してくださ
い。

（6）コロナ禍でほとんどの高齢者が心身の能力に低下をきたし、生活困難の度を深めていま
す。区の独自施策として可能な国保料や介護保険料の引き下げを実施してください。

（7）納税や社会保険料の免除・減免・支払い猶予などの区独自の救援策を創設、実施してく
ださい

（8）新型コロナウィルス感染高齢者のためのベッドと医療体制の確保について、東京都の対
応待ちではなく、区の責任で一定の病院をコロナ専門病院とするなど医療体制を整備し
てください。
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（9）新型コロナ感染症に感染した障害者、認知症の人や高齢者などが単独でホテルや臨時医
療施設利用が難しい場合は、安心して利用できる隔離施設を確保し、対応できる専門職
員を配置してください。

（10）コロナ禍の中、不安やストレスにさらされている高齢者に対する見守り、訪問や心の
ケア活動を民間事業所やボランティアに丸投げするのではなく区の責任で行ってくださ
い。

（11）新型コロナ感染症の完全終息まで、オンライン面会等の非接触機能を維持、促進する
ため、介護施設や医療機関等におけるタブレットや Wi-Fi 等の導入支援費用を支援し、
在宅患者、利用者に対しては必要なタブレットや Wi-Fi 等の導入、利用支援を行ってく
ださい。

（12）「通いの場」の活動自粛等により、高齢者の外出・運動や社会的交流の機会減少に対し
行われている住民の高齢者への訪問型の支援などに区として必要な財政支援を行ってく
ださい。

２．練馬区は介護保険事業の保険者として区民が安定して介護が受けられるよう事業を運営
してください。

（1）区による高齢者実態調査でも、要介護認定において状態が低下しているにも関わらず、
軽度へ変更される不安を抱いている区民がいることが明らかにされています。このような
実態を無視した介護度引下げが行われないよう、関係機関、関係職員に周知徹底するとと
もに、区民の不安解消のための広報活動を行ってください。

（2）区は要介護認定の通知を介護保険法第 27 条 11 項にもとづき申請から 30 日以内に行わ
なければなりません。前年の区の回答によれば、2020 年 5 月認定分でも法令を遵守し、30
日以内に認定されたのはわずか 1.7％にすぎず、法令違反となる 31 日以上が 82.9％に及
び、このなかには 51 日以上 1.7％も含むという異常な実態です。認定されるまでの暫定ケ
アプランによる介護サービス利用の救済措置があるとはいえ、認定されるまでの期間、利
用者に大きな不安と日常生活の困難を与えています。漫然と法令違反を放置するのではな
く、国及び東京都にも実情を伝え、抜本的な改善策を策定することを求めます。

（3）区内介護事業者は介護保険制度改定の大規模、小規模にかかわらず、そのつど、その内
容が制度後退である場合が多いため、利用者から理解、納得が得られず苦慮しています。
当事者のほとんどが高齢者であり、パンフレット、区報発行で事足れりとする機械的手法
ではなく、特に難解かつ制度後退となる制度改定にあたっては区の責任で利用者、区民に
改定内容を説明することを原則としてください。

（4）いわゆる浅田訴訟の広島高裁岡山支部判決（2018 年 12 月 13 日）に基づき、区として 65
歳になった区民障害者が介護保険申請をしない場合に、障害者総合支援法７条の「介護保
険優先原則」に基づき自立支援給付の不支給決定をすることは、覊束処分とはいえず、裁
量処分であり、本人の置かれた条件などを考慮して、本人の意向で自立支援給付を選択す
ることも区の合理的裁量にゆだねられていることを確認してください。

（5）区が 2019 年度に練馬介護人材育成・研修センターで行った人権擁護に係る研修はわず
か 42 名と名ばかりにすぎない実態です。事業者、ケアマネジャー等介護従事者等への高齢
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者、障害者等の人権擁護はもとより、男女共同参画、ジェンダー、LGBT 等の基本的人権擁
護に関する研修を区の責任で真摯にかつ積極的に行ってください。

（6）国は保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の給付にあたり、自立
支援・重度化防止等の推進を求めていますが、「自立支援」の強要は介護老人福祉施設業界
等からも「高齢者虐待」との指摘すら出ているところであり、和光市等で行われた介護保険
制度からの「卒業」をめざしたリハビリテーションなどの介護予防の強要、介護度軽減等の
強要は行わないことを区の担当職員、介護事業者等に徹底してください。

（7）訪問介護の利用抑制策と指摘される「一定回数以上の生活援助を位置付けたプラン」の
届け出とその後の処理、「区分支給限度基準額の利用割合が 7割以上」かつ「その利用サー
ビスの 6 割以上が訪問介護」である居宅介護支援事業者の届け出に対する処置は区の裁量
による部分が多くを占めます。訪問介護の利用抑制とならないよう運用することを求めま
す。

（8）同居家族の有無や要介護度を問わず在宅生活が困難な場合はシルバーサポート事業な
ど矮小な事業に丸投げするのではなく、介護保険制度による生活援助中心の訪問介護等の
利用を認める区独自のローカルルールを策定してください。

（9）小規模事業所による認知症対応型デイサービスは認知症者とその家族の多様なニーズ
に柔軟に対応し、歓迎されていますが、多くは運営難に直面しています。地域密着型サー
ビスについての冊子作成をもって事業運営支援だなどとする姑息な姿勢をあらため、事業
継続ができるよう、区として実態を調査し、支援を行ってください。

（10）要支援から要介護への変更、サービス利用の移動があった場合でも支援の継続性を重
視し、利用者が希望する場合は従前の担当介護支援専門員を選択できるようにしてくださ
い。

（11）外出や就労等へのサポートにおいて高齢者施策と障害者施策とを併用できることを知
らない当事者が少なくありません。関係機関、専門職に周知の努力を指示してください。

（12）いまや介護現場は煩雑な介護保険関連書類作成業務が膨大となり、介護事業者、従事
者は疲弊しています。国は再三、書類作成業務を合理化するとして、現在ではさらに複雑
なＩＴ化によるデータ作成を必須としています。区は、「国の責任」と傍観するのではなく、
独自に可能な最大限の簡略化を図るとともに、東京都、国に改善を積極的に要望してくだ
さい。

（13）区作成の区内特別養護老人ホーム「医療行為受入状況一覧」で明らかなように、気管切
開、経管栄養、胃ろう等の医療機器を装着している高齢者は特別養護老人ホーム入所を希望
して待機していても、入所待ち期間が長期に及び、待機中に死亡というケースも少なくない
と推察されます。看護小規模多機能型居宅介護の整備だけではなく、これと並行して、区と
して、医療機器装着を必要とする特別養護老人ホーム入所待機者の入所促進についての検
討会議を設置し、対策立案を求めます。

（14）区内の障害を持つ障害者、高齢者の福祉用具利用については地域包括支援センターの
相談機能しか存在しない状況です。福祉都市として区民の福祉用具活用、理解促進のため、
練馬区役所本庁舎及び石神井庁舎内及び適切な福祉用具事業所に福祉用具専門職員を配置
した福祉用具常設展示を行う福祉機器センターを設置してください。
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（15）特別区民税本人非課税世帯とは、特別区民税を徴収されることで生計の維持が困難と
なる世帯であり、かかる貧困な世帯から介護保険料を徴収する国の冷酷な姿勢に追随する
ことなく、介護保険料減額措置の対象を特別区民税本人非課税の世帯とするよう、国に要
望してください。

（16）国の要綱に追随することなく、生計困難世帯のサービス利用時自己負担の軽減措置対
象を特別区民税本人非課税の全世帯に拡大してください。

（17）要介護認定の調査・判定・認定に当たっては、身体機能優先ではなく、高齢者の人間ら
しい生活を支えることを基本的視点に行うよう、認定調査員、認定審査会委員等に周知し、
そのための研修を行ってください。

（18）介護予防・日常生活支援総合事業についてサービス利用希望者に基本チェックリスト
ではなく、要介護認定を受ける権利があることを理解していない利用者も多く、このよう
な利用者に対して法令に基づき説明するとともに、基本チェックリスト利用は本人の希望
による場合に限定するよう関係者に周知してください。

（19）介護予防・日常生活支援総合事業では利用可能なサービスについて利用者に説明し、
サービス選択の意思を十分に尊重して利用を援助するよう、地域包括支援センターに周知
してください。

（20）区内で地域密着型事業所が不足している地区には事業者を誘致するなど事業所を計画
的に増やしてください。

（21）家族のレスパイトケア、介護離職防止などのため、区内不足地区のショートステイ施
設を拡充してください。

（22）高齢者、家族が特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ショートステイ等が発信する空
床情報を施設、事業所ごとに個別に把握することはきわめて困難です。区として空床情報一
覧システムを区 HP に設置してください。

（23）有料老人ホーム入所者で入所費用支払いの継続が困難に陥っている入所者が増加して
います。区として、相談窓口を設置し、入所者に周知するとともに有料老人ホーム経営者に
も協力を求め、必要な場合には特別養護老人ホームへの転居を支援してください。

（24）区内特別養護老人ホームに対し、高齢者が介護者の状況、生活環境等により入居が必
要な場合は要介護１，２であっても入所申し込みを拒否してはならないこと、日常生活継
続支援加算の対象とならないことをもって要介護３の入居を拒否しないよう指導してくだ
さい。

（25）低所得のため、いずれの施設にも入所できない高齢者が増加しています。区内の特別
養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、介護付き有料老人ホームなどの利
用料や居室料、家賃などの負担金について実態調査を行い、施設ごとの負担を公開すると
ともに区独自の助成や負担軽減策を検討してください。

（26）区の高齢者基礎調査でも特養ホーム待機者とその家族の入所待機中の生活困窮等が際
立っており、区として親身な相談及び支援を行ってください。
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３．練馬区の高齢者福祉施策を拡充してください。

（1）居宅にこもりがちになる高齢者の外出の機会を増やし、健康増進を図るため、いきいき健康券

事業のメニュー縮小を撤回し、拡充してください。

（2）地域包括支援センターは制度創設時の全国的目標にもとづき、現在の 25 から各中学校
区（33 校区）に１か所設置とし、目標達成までの空白地区には居宅介護支援事業所をサテ
ライトとして指定、業務を委託するなどを検討してください。

（3）地域包括支援センターの必要予算を抜本的に増額してください。

（4）区民の地域包括支援センターへの認知度を調査し、高めるとともに、区民に親しみやす
い名称変更の必要性も含め検討してください。

（5）区民が地域包括支援センターでは職員配置が過少のため職員の労働過重となっており、
区として職員の労働環境を安定させ、職員の退職による頻繁な入れ替わり防止、安定した
相談対応ができるよう、職員の増配置等により担当職員 1 人あたりの高齢者数を 700 人以
内とし、高齢者の日常的な生活実態把握も可能としてください。

（6）国の制度に拘泥せず、家族介護慰労金の対象を区独自に要介護 3 以上、住民税非課税世
帯とし、要介護認定から「1 年間に介護保険サービス未利用」の条件を撤廃、支給額月額 5
万円以上として創設してください。

（7）一般財源化された措置費の支出をためらい、養護老人ホーム入所申し込みを拒否する自
治体が多くなっています。区においても高齢者の生活保護受給者が多いにもかかわらず、
養護老人ホーム年間入所措置者数は異常に少ない状況にあります。福祉事務所においても
養護老人ホームの機能を積極的に紹介し、入所希望者があった場合は規制することなく入
所措置してください。

（8）区は高齢者虐待による措置件数を秘匿することなく広く区民に公開して、高齢者虐待防
止を呼び掛けるとともに、積極的に措置制度を活用して介入を行い、介護、生活支援に結
び付けてください。

（9）全国的にも悲惨な孤独死、複数死が増加しているなか、区内でも毎年約 500 人に及ぶ高
齢者を中心とする区民の孤独死が発見されています。昨年度の要求に対する区の回答によ
れば、深刻な状況の実態把握すら全く行っていません。地方自治法第１条で「住民の福祉
の増進を図ることを基本」と定められている自治体がこのような区民の福祉に背を向け、
傍観していることは許されません。区民の孤独死の実態、要因を真摯に把握、公開し、予防
策を講ずることを求めます。

（10）5 万 3000 人に及ぶ区内のひとりぐらし高齢者の孤立を防ぎ、熱中症、孤独死等の防止
を図ることは喫緊の課題です。しかしながら、区が実施する唯一の施策であるひとり暮ら
し高齢者等訪問支援事業はそのスタッフの多くを多忙な地域包括支援センター職員を中心
にその他区民ボランティアに依存しているため、ひとりぐらし高齢者 1 人を 3 年 1 回訪問
しているだけにすぎません。緊急に体制強化策を検討し、日常的に生活実態を把握できる
ようにしてください。

（11）ひとりぐらし高齢者、高齢者のみ世帯の増加に区の事業だけでは対応できない状況の
もと、社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターを増配置し、地域住民への福祉支援体
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制を強化してください。

（12）区内高齢者等の生活実態に対応するためには民生委員は明らかに不足しており、実態
に対応しない定数条例を盾に硬直化するのではなく、これをサポートする区独自のシステ
ムの構築を検討してください。

（13）補聴器購入費補助の対象を一定の課税世帯に拡充するとともに、高度難聴者用の補聴
器価格が数十万円とされる現状から、補助金額は当面、千代田区にならい 5 万円に引き上
げてください。

（14）福祉事務所機能が形骸化している今日、区として、介護支援専門員の高齢者世帯等に
対する介護保険以外の社会的支援に結びつける支援及びそのための相談支援に対する区独
自の報酬支給を制度化してください。

（15）成年後見制度について、司法を含めた地域連携ネットワークの構築が進むよう区とし
て取り組んでください。

（16）低家賃の風呂なし賃貸住宅に居住している高齢者への福祉対策として、一人暮らし高齢

者入浴事業、生保所帯への入浴証交付事業を拡充してください。

（17）区は先行自治体の実施状況を検討しているとのことですが、中野区、葛飾区等になら
い、認知症高齢者等個人賠償責任保険を早急に制度化してください。

（18）認知症予防推進員、ひとりぐらし高齢者訪問支援協力員、生活支援コーディネーター、
高齢者支え合いサポーター、認知症サポーター、災害ボランティアコーディネーター等の
区民ボランティアの参加、協力による事業活動については、ボランティア保険加入で事足
れりとするのではなく、事故対応も含め実施責任は区にあることをまずもって明確にし、
単位活動ごとに区職員を配置することを原則としてください。

（20）高齢者がキャッシュレス決済、行政手続きのオンライン化に対応できるよう情報弱者
対策として、スマートフォン、ＩＴ、パソコン等の講習会開催等支援を強化してください。

（21）春日町、高野台敬老館はじめ、浴室を備えるなど地域の高齢者のつどいの場として定
着している敬老館を街かどケアカフェに転換する計画を撤回し、それぞれを拡充してくだ
さい。

４．高齢期を安心して過ごせる保健・医療施策を強化してください。

（1）23 区平均の約 3 分の 1 とされる人口 10 万人当たりの一般・療養病床数を早急に 23 区
並みに引上げ、７割が区外医療機関に入院し、救急でも過半数が区外に搬送される医療格
差状況を早期に改善してください。

（2）健康診査の疾病予防効果を単に受益者の利益と矮小化すことなく、医療財政の軽減にも
大きく寄与することから、65歳以上の健康診査、がん検査などをすべて無料とし、歯科検
査、聴力等検査、骨粗しょう症検査、視力検査を健康診査項目に加えてください。   

（3）重症化予防、医療費増大防止のためにも 65 歳以上に対する高齢者肺炎球菌ワクチン、
インフルエンザなどの予防接種を無料で実施してください。
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（4）無料低額診療対象者は生活困窮者であり、高知市、旭川市、青森市、苫小牧市、帯広市、
那覇市等にならい、対象者の院外処方にかかる医薬品代を助成してください。

（5）区の責任で高齢者世帯等の公共料金等滞納状況を速やかに把握し、必要な場合は、各部
署の横断的連携により支援する体制を確立してください。

５．認知症の人及び家族への支援対策を強めてください。

（1）認知症初期集中支援チームは本来の認知症初期の人の支援の役割を果たすことを本務
とし、困難事例対応などの役割を外すなど、その在り方を改善してください。

（2）医療機関による受診が困難な認知症の人に対する訪問診療、往診など診療体制を強化
するため、診療科ごとの往診可能な医師、看護師、ヘルパーなどの医療・介護職を確保し
てください。

（3）認知症であることや認知症特有の症状を理由に診療やサービス利用を拒否されること
がないよう、病院・施設・事業所・商業経営者等への研修、指導を徹底してください。

（4）認知症の人が利用できる日常生活自立支援事業の周知を図るとともに、社会福祉協議
会の支援活動を積極的に支援してください。

（5）認知症の人を介護する家族のレスパイトケアを重視し、その介護負担、疲労を軽減す
る区独自の各種施策を実施してください。

（6）認知症の人への精神障害者保健福祉手帳、障害年金制度、区独自の対象となる障害者
施策の活用を積極的に説明し、利用を援助してください。

（7）公共交通機関の利用に困難を伴う認知症の人も少なくありません。福祉タクシー券の
交付対象としてください。

（8）わが国においては、「認知症予防」の一面的な強調により、認知症がその人に責任の
ある疾病であるかのような印象を与える風潮がありますが、かかる風潮を是正するための
官民への啓蒙活動を強めてください。

（9）関係機関連携による認知症行方不明者の「SOS ネットワーク」をより広域な連携に強化
し、タクシー事業者、公共交通機関の協力も得るようにしてください。

（10）警察署に一時保護された認知症の人が家族等に引き継がれるまで不安なく過ごせる部
屋と体制を署内に整えるよう、警察署を指導してください。

（11）就労している若年性認知症の人が雇用継続を希望する場合、認知症を熟知した産業
医、ジョブコーチなどの配置を区として企業に要請し、合わせて企業の環境整備に補助金
を給付するなど就労継続の支援を区としても積極的に行ってください。

（12）若年性認知症支援コーディネーターを複数配置した「若年性認知症総合支援センタ
ー」を区として設置してください。
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（13）認知症カフェ以外に若年性認知症の本人・家族が気軽に参加し交流でき、介護や病気
の情報も得ることのできるよう、適切な地域ごとにつどいの場を作ってください。

（14）世帯の生計の担い手が若年性認知症等になった場合の子どもの就学及び進学保障のた
めの給付型の奨学金制度を区として実施してください。

６．だれもが高齢期を安心して過ごせる練馬区にするため施策を推進してください。

（1）歩行に困難のある高齢者が安心して外出できるよう、公衆トイレ、通路 500ｍごとにベ
ンチを置くなど適切な施設設備及びわかりやすい標識の設置など外出環境の整備を推進し
てください。

（2）認知症の人や高齢者の消費者被害や犯罪被害を予防するため、本人・家族・介護関係
者に相談窓口（近くの消費生活センターまたは『消費者ホットライン・188 番』、警視庁
総合相談センター等)をパンフレット、ハンドブックのみではなく、講習会開催などで周
知徹底してください。

（3）区内高齢者の公共交通機関、ミニバス等への需要を調査し、必要な既成バス、ミニバス
路線の回数増（現行 1 時間に１本を 30 分に 1 本等）、利用者本位の観点からのバス停の位
置の見直し、屋根の設置、運賃の低額化を検討、実施してください。

（4）区内においても買い物困難な地域に居住する買物難民の低栄養化、体力低下などが憂慮
されていますが、区はその対策は商業活動であるため、支援はしないとして対策を放擲し
ています。通商産業省の発表においても全国的には住民の生命を守るため自治体として補
助金を支出するなど対応している事例も多数に上っています。区として区民のフードデザ
ート実態調査を行い、食料品アクセス困難人口の公開、食料品アクセスマップ作成、該当
地域に対する商店の個別配達、移動販売を支援するなど買い物難民を見殺しにしない対策
を求めます。

（5）区営駐輪場を増設し、高齢者も気軽に利用できるようにするとともに、設備が上下式の
場合、高齢者には専用スペースとして下段を確保するなど利用環境を整備してください。

（6）区役所、地域集会所、地区区民館、敬老館、図書館等公共施設の指定管理者等民間事業
者への移管を見直すとともに、各施設の利用に困難を抱える高齢者の実態と意向を調査し
所在地、施設、設備、利用手続きなどをバリアフリー段階からユニバーサルデザインに発
展させるために根本的に見直し、使いやすいようにしてください。

（7）区議会等区民が音声聴取を必要とする機関、施設では区民が聞き取れる設備、配慮をす
るとともに必要な施設には磁気ループを設置してください。

（8）高齢者の運転免許証返納は、通院困難、買い物弱者問題など日常生活維持に大きく関
連するため、生活全般についての相談が重要であり、単なる運転免許の問題に限定されな
いため、警察署への紹介ではなく、地域包括支援センターなどでの専門的対応が可能とな
るよう、対策を検討してください。

（9）運転免許取得・更新時の講習に、高齢者に限らず、すべての運転者が認知症、運動能
力低下等について理解するための内容を含めてください。
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（10）高齢者のみ世帯、認知症高齢者、要介護高齢者等が災害時でもスムーズに避難できる
よう対応策を策定するとともに、災害時の避難所は、被災者の尊厳を重視した国際基準
(sphere=スフィア基準）をもとに防災マニュアルも見直し、福祉避難所はもとより一般避
難所においても要介護者や認知症の人の特性に配慮した環境整備を図ってください。

（11）区として「ヘルプマーク」「介護マーク」を推奨し、より一層の普及推進を図ってく
ださい。

（12）高齢者とりわけ低所得高齢者の住宅確保が深刻となっています。実態を把握し、民間
アパートの借り上げ、住み替え家賃補助の制度創設など検討してください。

（13）住宅リフォーム制度を創設するとともに、介護保険制度による住宅改修制度、介護保
険非該当の人等を対象とする区独自の住宅改修制度の周知を積極的に行うなど居住環境改
善を図ってださい。

（14）都内で最も高温となる地域であるにもかかわらず、区の熱中症対策はなきに等しく、
わずかに 3 年に 1 回訪問する区のひとり暮らし高齢者等訪問支援事業に依存しているのが
実態です。このため、区内で年に 20 人弱が熱中症で死亡しています。熱中症が危惧される
高齢者世帯等に対する見守り、相談を強化するとともに、クーラー購入費、電気料金の補助
制度を創設してください。

（15）高齢者、障害者の安全確保のため、すでに2019年度中に全駅ホームドア設置を完了し
た東急電鉄に習い、練馬区内全鉄道駅のホームドア設置、十分な駅員の配置をするよう、
鉄道会社を指導、支援してください。

７．高齢者の雇用、就労対策を改善、充実させてください。

（1）区内高齢就労者が過重労働等、心身に過重となる使役の対象となっていないか、労働
基準監督署まかせにせず、福祉的観点から区の監視体制を構築してください。

（2）区が推進する介護従事者養成研修修了者の就労者、元気高齢者による介護施設業務補助
事業等については、労働基準法等法規を遵守させ、過重労働、労働災害等防止に留意する
よう事業者に要請するとともに指導、監督してください。


