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給食牛乳にいじめ１１０番広告

栃木県人権啓発啓発活動ネットワーク
下野新聞 2015 年 6 月 23 日
県人権啓発活動ネットワーク協議会は 22
日、学校給食の牛乳パックにいじめや体罰、
不登校や虐待などの相談を受け付ける「子ど
もの人権１１０番」の広告掲載を始めた。
広告掲載はことしで３回目。栃酪乳業（宇
都宮市東町）の無償協力で宇都宮、栃木、壬
生など県内 10 市町の小中高校や幼稚園、保
育所計２０４校で約 20 日間、計１００万本
を供給する。
牛乳パックには「いじめでこまったら…」
との言葉と相談電話番号（フリーダイヤル０１２０・００７・１１０）を記載。電話相談
は通常平日午前８時半から午後５時 15 分まで受け付け、22～28 日は全国一斉強化週間と
して平日は午後７時まで延長し、27、28 日の土日も午前 10 時から午後５時まで受け付け
る。

雄大に咲き誇るアジサイ１万株

本巣の福祉施設

中日新聞 2015 年 6 月 23 日

見頃を迎えた色とりどりのアジサイ＝本巣市佐原で

本巣市佐原の福祉施設「ケアハウスもとす」
で、アジサイが見頃を迎えている。紫や青な
ど色とりどりの約一万株が花壇で咲き誇って
いる。誰でも観覧できる。
約十年前に施設の理事長が植え、徐々に増
えていった。施設の利用者が眺めたり、来場
者が写真撮影をしたりして楽しんでいる。ア
ジサイの手入れをしている施設の利用者、住
徹（すみとおる）さん（７９）は「一面をぱ
っと見ると雄大に感じる。雨の降った後は特にきれい」と話している。見頃は今月末まで
という。
（磯部旭弘）

福祉のヒマワリでみんな笑顔に
長野日報 2015 年 6 月 23 日
駒ケ根市下平の小出勇さん（79）方の畑で、ヒマワリの切り出しが本格的に始まった。
透明感ある淡い黄色が人気の小型品種で、小出さんから無償で譲り受けた市社会福祉協議
会が「福祉の花」として販売し、売り上げを「ふれあい広場」の運営資金に充てる。

栽培は今年で 10 年目。小出さんが、ふれあい広場の事前ＰＲと運営資金づくりのために
自主的に栽培を始めた。今年は１４００本の販売が目標。誰もが笑顔になるように―と願い
を込めている。
「大勢の皆さんにふれあい広場の資金づくりを応援してもらおうと考えて続けてきた」
と小出さん。22 日の作業は市内の障がい者自立支援センターや個人ボランティアらが手伝
った。１本１００円。同市梨の木の市ふれあいセンターや社協の関連施設で販売する。問
い合わせは市社協（電話０２６５・８１・５９００）へ。

介護業者名乗る投資話に注意を 消費者庁が呼びかけ 日本経済新聞 2015 年 6 月 22 日
福祉・介護事業者を名乗り、社債購入を持ちかける手口で金をだまし取ろうとする業者
を確認したとして、消費者庁は 22 日、消費者安全法に基づき業者名を公表し、注意を呼び
掛けた。実害が出る前に業者名を公表するのは初めて。
業者は医療福祉・介護福祉サポート事業運営と称する「株式会社ひまわり」
（東京・荒川）。
社債購入を勧めるパンフレットを消費者宅に送った後、別の事業者を名乗って電話をかけ
「ひまわりの社債をほしがっている人がいる。あなたの名義を貸してほしい」と依頼。消
費者が承諾すると、今度はひまわりが電話で「名義貸しは違法だ。責任を取れ」と数千万
円を要求したという。
１月以降、主に高齢者から 23 件の相談が寄せられた。支払いに応じた消費者はいないと
いう。消費者政策課の担当者は「被害が出る前に事業者名を公表した。名義貸しの依頼な
ど不審な勧誘電話には応じないでほしい」と注意を呼びかけた

シングルマザーが福祉から排除されるとき
赤石千衣子 / NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長
シノドスジャーナル 2015 年 6 月 23 日
あなたが離婚したシングルマザーだとする。子どもは 4 歳。かわいくもあり、そして若
干生意気でもある。仕事は契約社員で月収 20 万円。人とかかわるのが好きなので、シェア
ハウスに暮らすことになった。家賃は 6 万円。ほんとうに暮らすのはギリギリだけど、児
童 扶養手当 3 万なにがしかを月々もらってなんとかやっていけている。平均的なシング
ルマザーだ。
このシェアハウスは、いろいろな人が出入りしている、楽しいシェアハウスだ。女性三
人と男性二人がいて、キッチンは共有しているが、部屋は独立してある。広いロビイでは
音楽のイベントなどもやっている。住人は子どもたちをかわいがってくれるので、ひとり
だけで育てるよりもずっと気持ちが楽になった。
ところが最近、役所が変なことを言ってきた。どうも、同じ屋根の下に、独身男性がい
たら、事実婚とみなすから、その独身男性が私の配偶者であり、配偶者から子どもが扶養
されているということになるので、児童扶養手当を支給停止にするというのだ。
その男性と私は同じシェアハウスで暮らしているが、部屋も別だし、もちろん交際など
していない。びっくりした。3 万円の児童扶養手当が支給されなくなるどころか、シェアハ
ウスに住み始めた時点からの児童扶養手当を返還しろと市は言っている。それはあんまり
だ。
国立市・児童扶養手当のシェアハウス問題
上の例は筆者が想定してつくった例だが、似たような事例が最近、東京都国立市で問題
となった。いわゆる児童扶養手当のシェアハウス問題である。
40 代の女性が 6 歳の長女と国立市内のシェアハウスに引っ越したのは 2013 年 4 月。市
は当時、同じハウスに別の夫婦が住んでいることを確認。台所などは共同だが、部屋に施
錠ができて生活空間が別であることから、国制度の児童扶養手当と都独自の児童育成手当

として月額約 4 万円の支給を決めた。
ところが、市は昨年 10 月の現況調査で別の部屋に親族以外の男性が暮らしていることを
把握した。女性に対し、
「賃貸借契約書や光熱水費の請求書などの客観的証明がある場合に
おいても、同一住所に親族以外の異性がいることによって、支給要件を満たさなくなる」
と通知。昨年 12 月から手当の支給をやめた。（朝日新聞 2015 年 1 月 19 日）
つまり、おなじ屋根の下に、夫婦がいる場合には夫婦であるから、事実婚とはみなさな
いが、しかし、親族以外の男性が暮らしているならば、それは事実婚にあたるとしたのだ。
東京都の児童扶養手当の運用マニュアルにはこうした事例が書いてあったということで、
ほかの区でも同様に児童扶養手当は打ち切ってきていた。
児童扶養手当法の事実婚の規定とは
これだけ聞くと、あまりにも突飛な事例のように思うだろう。実際、この事例が新聞記
事やネットで取り上げられたとき、多くの人が「考えられない」とツイッターでも多くの
人が憤った。しかし、この問題はシングルマザーが福祉を受けるときの本質的な「排除」
の問題とかかわっていると私は思う。こうした運用は 30 数年継続されてきたのだ。
現在、年収約 365 万円以下のひとり親家庭には、児童扶養手当が支給されている。満額
支給で 42000 円である（2015 年 4 月現在）。
パート就労が多く、平均年間就労年収が 181 万円に過ぎない母子家庭にとっては、まさ
に命綱で、124 万世帯の母子家庭のうち、約 73%が児童扶養手当を受給し、就労収入を補
いなんとか暮らしているのが日本の母子家庭の現状である（生活保護受給世帯は約 14%）。
では、児童扶養手当の打ち切りは、どのような基準があるのだろか。児童扶養手当法には、
支給対象外である規定として「母の配偶者に養育されているとき」（児童扶養手当法 4 条 2
項 7 号）を上げている。
さらに、1980 年に出された通知［※1］によりこの配偶者には、母が事実婚をしている
配偶者も含まれ、児童はその実質上の父から扶養を受けることができるので、児童へ児童
扶養手当を支給する必要がないとしている
［※1］
「児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係法令上の疑義について」
（昭和 48 年 5 月
16 日児企画第二八号 各都道府県民生主管部（局）超宛厚生省児童家庭局企画課長通知）第五次までの改
正があり、この内容になったのが第三次改正の 1980 年。

つまり、母が結婚をしている場合のみならず、
「事実婚」をしている場合にも児童扶養手
当は支給されないことになる。では、実際どのような場合に「事実婚」とみなすのだろう
か。この通知ではやや感情的な文章が連ねられているが（「社会一般の倫理観に反し（中略）
児童扶養手当が非倫理的な行動を助長しているとの批判を免れない」等）結論としては
(1)当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在しておれば、
それ以外の要素については一切考慮することなく、事実婚が成立しているものとして取り
扱う
(2)事実婚は原則として同居していることを要件とする
(3)ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合あるい
は、母子が税法上の扶養親族としての取扱いを受けている場合等の場合には、同居してい
なくとも事実婚は成立しているものとして取り扱う
とされた。シェアハウス問題でいえば、おなじ屋根の下に異性が同居しているという事
実をもって、
「事実婚」とするという運用が、事実婚の通達と、東京都の運用マニュアルに
よって行われたということがわかってきた。
さらに、あるシングルマザーに恋人がいて、同居していればもちろん「事実婚」とされ
るが、家に訪問している場合にも事実婚を疑われるのである。
「事実婚」による排除
実際に、1980 年代に「シングルマザーの家に男性がいる」という通報があり、区役所の
担当者が調査訪問をしたところ、
「男性がいるのを見た」ということで、支給停止になった
シングルマザーがいた。

しかし、よく調べてみると、訪問介護の夜勤明けでシャワーを浴びていた当人のシング
ルマザーのショートカットでやや体格のいい後ろ姿を「男性」と区役所職員が誤解してい
たことが分かった。この事例で彼女は「なぜ、ドアをノックして事実を聞いて帰らなかっ
たのか。なぜ覗きだけして帰ったのか」と憤ったという。
こうした「事実婚」の疑いをかけられたために、児童扶養手当の疑義が生じて、支給停
止になったり返還請求がきたりした例は、私が理事長をしている「しんぐるまざあず・ふ
ぉーらむ」への相談事例としては年に 5～6 件はある。必要なときは自治体に掛け合ってき
た。
結婚しないで子どもを産み、シングルマザーとして児童扶養手当の申請に行ったところ、
相手の男性との妊娠に至る経緯をレポート用紙 3 枚に書いてくるように言われたりするな
どの事実婚の疑いを晴らすために自分のプライバシーをさらけ出すような運用もあった。
最近しんぐるまざあず・ふぉーらむにあった相談では、偽装離婚を疑われるケースも増
加している。11 年前に離婚し、夫がたまたま近くに住んだため、偽装離婚を疑われ、事実
婚状態が続いていると解釈されたために、児童扶養手当を受給できなかった、という相談
もあった。
このシングルマザーは子どもの教育費を捻出するために、母子父子寡婦福祉資金貸付金
の相談に行き、そこで、相談員に児童扶養手当を受給していないことに驚かれたために問
題が分かった。11 年間の児童扶養手当額は年間 40 万円とすれば、約 400 万円を超す。申
請主義のために遡及支給はしないからこの女性はこのお金を窓口の対応のために損害を負
ったことになる。
あるいは妊娠したシングルマザーが出産を決意したときに、児童扶養手当が妊娠時に遡
って返還請求されたという相談も年に数件はある。よくよく聞くと、その妊娠中の子ども
の父親は 1 回しか会っていない。でも、産みたいという決意をもっているその女性は、今
育てている子どもとの生活の糧を奪われかねない。
シェアハウスに清掃業務で入る業者男性だと「頻繁な訪問」にあたるとして、事実婚規
定に抵触すると自治体がシェアハウス経営者に指南して、清掃員は女性とした、という笑
い話に相当するような画一的な対応をしてきた事例も聞こえてきた。
いったい、何回までの訪問であれば事実婚とみなすのか、月々いくら以上の生計費の補
助であれば事実婚とみなすのか、明らかにされていない。いやそもそも、婚姻とは、訪問
と生計費の補助だけなのか。本人がその人物と婚姻関係にあるという意思は問われないの
か。
それどころか、妊娠という事実をもって性関係を想定し、事実婚とするのは、実は訪問
や生計費の援助だけでなく、性関係があれば婚姻関係となるという認識で運用されている
ように思える。しかし、現代社会で性関係=結婚という図はとうに崩れている。いや男性の
場合には以前から許容され、女性にのみ厳しい秩序を要求してきただけである。
母子家庭は清く正しく、男性と交際してはいけない、二夫にまみえず、というのは古い
話のようだが、実際には今でも、こうした制度が続いている。
面会交流と養育費は事実婚にはならない
この事実婚による児童扶養手当の支給停止は、実は子どもの面会交流や養育費を取得す
る権利を侵害する恐れがある。つまり、別れて暮らす子どもの父親が、面会交流として訪
問してきた場合を「ひんぱんで定期的な訪問」とし、あるいは養育費の送金を生計費の補
助として扱えばいとも簡単に「事実婚状態」であることになるのだ。
子どもの権利条約は第 9 条で「児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方
又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触
を維持する権利を尊重する。
」としている。
さすがに厚生省は 1990 年代後半に面会交流と養育費の送金をもって、事実婚とすること
にはあたらないという通達を出した。しかしそれでも「偽装離婚」を疑われるケースも後
を絶たない。

調書と自治体の運用
事実関係の調査の権限が市区町村には与えられることになる。
このために「事実婚の調書」あるいは「生計維持調書」など様々な調書がつくられてき
た。収入、家賃やコメ・野菜の親族援助まで書かせて、収入に比して家賃が高い場合には
仕送りをする事実婚状態の男性（パトロン？）がいるのではないかと疑われたりした。
市区町村は、疑義が生じれば調査をしなければならない。自治体の担当者に聞くと、「あ
の母子家庭は不正受給である」との通報が住民からある場合もあるという。自治体担当者
も決して楽しい仕事ではない。しかし、住所氏名を明かした通報には対応しなければなら
ないとされている。
また一方では、男性と同居を始めながら児童扶養手当を受け取っているシングルマザー
がいないわけではない。こうした調査の結果についてのデータはないので、実態はわから
ないが、実際に事実婚関係だった場合もあるだろう。どのような制度にもある程度の不正
受給はある。
問題はこうした場合に児童扶養手当の窓口が「審査」の機能を担う窓口となり、
「支援を
つなげる」窓口になりにくくなることである。
今データを発見できていないが、児童扶養手当の窓口に対して、屈辱的な思いを抱えた
りなどがあり、窓口で相談したいと思わないシングルマザーは多い。
女性に課される「男性の不存在」基準
福祉の対象となるときには、その人が困っている、ということが最初の理由だろう。男
性の場合と女性が福祉の対象となる場合とは大きく異なるのが「男性の不存在」を証明し
なければならないという点である。
日本の福祉は、普遍的な制度ではなく、所得制限があったり家族形態に制限があったり、
障害等級が限定されたりと様々な要件によって、対象となる。
児童扶養手当も、所得制限があり、年金と併給が大方認められないという条件でひとり親
家庭（2010 年から父子家庭に支給）に支給されるわけだが、「ひとり」
「親」であることを
証明するために（以前は「母」
「子」家庭であることを証明するために）は厳しい審査があ
るのである。
「男性の不存在」をどう証明するのか。その困難が、この児童扶養手当の事実婚の規定
に現れている。
しかし、
「扶養するはずの」男性が、実は母子家庭の恋人であり、借金があり、部屋にこ
ろがりこんだだけで、金は出さないどころか暴力をふるっていた、と、しても、
「扶養する
はず」という前提で見られる。
実はその母子はさらなる困難に直面しているかもしれないわけだが、支援は却って遠の
くという矛盾がある。思い出してほしい。これまで数多くの母の内縁の夫に虐待されてき
た子どもたちの事件のことを。
日本社会は、
「（条件のよい）男性に扶養されたほうが得」というメッセージをばらまい
ている。高所得の男性と安定的な結婚をしたいという専業主婦願望は増えているが、貧困
率が 54.6%と非常に苦しい生活を余儀なくされているシングルマザーたちが再婚し「男性
に頼りたい」という意識を持つのは当然の流れのようだ（二度とこりごり、自立して生き
たいという人もいる）
。再婚活の市場も形成されつつある。
また、出会い系で出会った男性と一回だけ交際して、妊娠したが手当は継続できるかと
いう相談もきた。なぜ子どもを産む決心をしたのか聞くと、３回中絶するともう妊娠でき
なくなると医者から言われたからだということだった。もちろん相手の男性の名前も住所
もわからない。この場合を事実婚と認定できるだろうか。でも妊娠の事実をもって行政は
そう考えるだろう。そして彼女もそこまでは抗弁しないかもしれない。
新たな事実婚に関する通知
2015 年 4 月 17 日、国立市のシェアハウス問題に端を発するこの児童扶養手当の事実婚
認定問題について、厚生労働省は家庭福祉課長名で「児童扶養手当の取扱いに関する留意

事項について」
（雇児福発 04171 号平成 27 年 4 月 17 日）という新たな通知を出した。
児童扶養手当の事実婚の解釈については、「児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係法令
上の疑義について」
（昭和 48 年 5 月 16 日付け児企第 28 号厚生省児童家庭局企画課長通知）
において、
「当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係」が存在し
ていれば、事実婚が成立しているものとして取り扱うこととされているところである。
事実婚に該当するか否かの判断に当たっては、個々の事案により受給資格者の事情が異
なることから、形式要件により機械的に判断するのではなく、受給資格者の生活実態を確
認した上で判断し、適正な支給手続きを行っていただくようお願いする。
なお、いわゆるシェアハウスで居住する場合等における児童扶養手当の運用に関して疑
義が生じていることから、生活実態の確認方法や具体的事例に即した考え方を別紙のとお
りまとめたので、事務取扱上の参考とされたい。（「『ひとり親手当』基準見直し 事実婚、
生活実態で判断」東京新聞 4 月 24 日）
として、8 の事例について、事実婚と該当するか否かについて問と答えを示した。例として
示されたのは、
(1)シェアハウスで異性と同居
(2)婚姻可能な親族と同居
(3)義理の姉の内縁の夫と同居
(4)元夫が住宅ローンを負担し住民票を置いている場合
(5)自営業の母の家に従業員が住んでいる場合
(6)夫の死亡
(7)高齢単身男性（介護入院中）の住民登録が母の元にある場合
(8)同じマンションの別部屋に前夫が居住の場合
である。
(1) のシェアハウスの場合は 1．個室スペースに施錠が可能か 2．別世帯か賃貸借契約
書で確認できるか 3．光熱水費の使用料の按分を客観的に確認できるか 4．入居者が多
数存在するかなどの基準が新たに明記された。
(4)の偽装離婚と疑われやすい住宅ローンの場合は、それのみによってはならないとした
が、もちろんひんぱんな定期的な訪問と定期的な生計費の補助があれば同居していなくて
も事実婚であると繰り返された。
(8)元夫が同じマンションの部屋が別の場合はそれのみによって事実婚とはならないとさ
れた。
このように一定程度基準が示されたが、そのあと回答例はいずれも、「必要に応じて生活
状況、生計同一関係等を確認し、個別に判断されたい」としている。
こうした事例が出たことにより、シェアハウスで異性と住んでいるような場合でも、ま
たひんぱんな訪問をする清掃業者は外すことができるかもしれない。そういう意味では自
治体の職員の個々別々の「社会通念」に左右されない幅が以前よりは多く確保された意味
で、半歩前進である。
しかし、この事例を見ても、シングルマザーだけにこうした疑義が生じていることがわ
かる。なぜなら、この社会は、男女平等と言いつつ、男性が女性を扶養するのがやっぱり
当たり前になっているからだ。
そして最終的には「必要に応じて生活状況、生計同一関係等を確認し、個別に判断され
たい」とされ、判断のグレー部分は残存し、自治体職員も判定には困り、当事者を苦しめ
続けるのではないだろうか
憲法 24 条からみると
人はだれとどのように住むか、暮らしや子育てを協力したりするかはその人自身が試行
錯誤して選べばよい。また自分の子どもを持たない人が他人の子育てに協力できたらいい。
しかしシングルマザーになり、福祉を利用した途端に、生き方が規制される。そんな中で、
ひとつの示唆が最近得られた。 憲法 24 条はこの児童扶養手当の「事実婚の規定」をどう

見るのか、という視点である。
憲法 24 条では、
1．婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の
事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければ
ならない。
とされている。婚姻は両性の合意のみに基づいて成立しなければならない。しかし、現在
の児童扶養手当の事実婚の規定は、
「ひんぱんな訪問」と「生計費の補助がある」と自治体
が認定すれば、月何回の訪問か、何万円の補助なのかの基準も示さず事実婚と規定できる。
これは、
「両性の合意のみ」によるとする憲法 24 条に違反すると考えられないか。あるい
は、
「法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」に違反
していないのか（この部分については「保立道久の研究雑記」に示唆を得た）法律家の見
解を知りたいところである。
おわりに
ここまで、児童扶養手当の事実婚の規定について考えてきた。まだ考えが不足している
点があると思われるが、こうした問題が、見えないところに追いやられ、制度から排除さ
れるシングルマザー、ひいては子どもたちの問題を放置してきているという問題意識を共
有できる人を増やしていければと思っている。福祉、法律、困窮者支援
の場など様々な分野からの応答を期待している。
シングルマザーのあなたに―暮らしを乗り切る 53 の方法
著者／訳者：しんぐるまざあずふぉーらむ 出版社：現代書館( 2008-04 )
定価：￥ 1,512 Amazon 価格：￥ 1,512 単行本 ( 141 ページ )
ISBN-10 : 4768434800 ISBN-13 : 9784768434802
赤石千衣子（あかいし・ちえこ）
ＮＰＯ法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長
非婚シングルマザー。ＮＰＯ法人しんぐるまざあ
ず・ふぉーらむ理事長。社会保障審議会児童部会ひ
とり親家庭の支援の在り方に関する専門委員会参加人。朝日新聞論壇委
員。シングルマザーと子どもたちが生き生き暮らせる社会をめざし活動
中。著書に『ひとり親家庭』
（岩波新書）、編著に『シングルマザーのあ
なたに 暮らしを乗り切る５３の方法』
（現代書館）などがある。

スペシャルオリンピックスのテーマソング＝米コカ・コーラ〔ＢＷ〕
時事通信 2015 年 6 月 23 日
【ビジネスワイヤ】清涼飲料大手の米コカ・コーラは、今年のスペシャルオリンピック
ス夏季世界大会（知的障害者のスポーツの祭典）のテーマソング「リーチ・アップ」を制
作したと発表した。コカ・コーラは同大会の世界的スポンサー。ロックバンドＯ．Ａ．Ｒ．
のボーカリストのマーク・ロベージュ氏らが作曲し、スペシャルオリンピックスの選手で
歌手のブリアナ・ボグツキーさんとダウン症を持つマディソン・テブリンさんをボーカル
に迎えてレコーディングが行われた。楽曲は大会の開会式で演奏されるほか、スポティフ
ァイで聴くことができる。ソーシャルメディアでハッシュタグ「＃ＲｅａｃｈＵｐ」を付
けて同曲のミュージック動画をシェアすると、１回ごとにコカ・コーラより１ドルがスペ
シャルオリンピックスに寄付される。
【注】この記事はビジネスワイヤ提供。英語原文は www．businesswire．com へ。

段差など２４カ所改善 バリアフリー未対応国庁舎
大阪日日新聞 2015 年 6 月 23 日
総務省近畿管区行政評価局は２２日までに、大阪府内にある国の庁舎について、施設の
安全性の改善状況を発表した。同評価局の調査でバリアフリーへの対応が不十分とされて
いた２２庁舎７６カ所のうち、危険な段差を解消するなど２４カ所が改善された。
主な改善内容は、大阪第２法務合同庁舎（大阪市中央区）の玄関前の３センチの段差に
ついて、利用者が転倒しないように踏み板を設置▽法務局池田出張所（池田市）は、階段
の踏む面が同じ色で段の端が見分けにくかったため黄色の「視認用テープ」を貼って転落
を防止▽東大阪労働基準監督署（東大阪市）に車いす使用者用の駐車場を１区画整備－な
ど。同評価局によると、未対応の５２カ所についても各機関が計画的に改善する方針だと
いう。バリアフリー法は、新築する国の庁舎に対し、高齢者や障害者が円滑に利用できる
よう施設整備を義務付け、既存庁舎には努力義務を設けている。
同評価局は昨年４～１２月に、国の合同庁舎、法務局、税務署、公共職業安定所など利
用者の多い２７庁舎の入居機関など４６機関を対象に安全性を調査。昨年１２月に問題の
ある関係機関に改善を求めていた。

授産製品知ってほしい

知事にグッズ贈呈

愛媛新聞 2015 年 06 月 23 日

愛媛国体などの応援グッズを贈呈した事業所の関係者

２０１７年の愛媛国体と全国障害者スポーツ大会の応
援グッズを手作りしている就労継続支援Ｂ型事業所「き
らりのウッディ」（愛媛県松山市）のメンバーが２２日、
中村時広知事に、県のイメージアップキャラクターみき
ゃんが印刷された木製コースターと箸置き各１００個を
贈呈した。 障害者授産製品への理解を深めてもらおうと、
事業所の４人が県庁を訪れた。コースターを中村知事に
手渡した高市嶺樹さん（４１）は「大会が盛り上がる一端を担えれば」と話した。
中村知事は、県の愛顔（えがお）つなぐハートフルポイント制度などを紹介し「しっか
りした製品ができている。制度を活用し、授産製品を知ってもらう機会にしてほしい」と
述べた。

音楽で障害に理解を - 歩゛ち歩゛ちクラブオレンジコンサート
奈良新聞

2015 年 6 月 23 日

「歩゛ち歩゛ちクラブ」のメンバー(後方)と岡田さん=21 日、
奈良市中登美ケ丘 3 の市グリーンホール

音楽を通して、障害への理解を広げる「第 1 回オ
レンジコンサート～ソプラノ岡田由美子と仲間た
ち」が 21 日、奈良市中登美ケ丘 3 丁目の市グリー
ンホールで開かれた。若年性認知症の当事者と支援
者で作る「歩゛ち歩゛ち(ぼちぼ
ち)クラブ」(静岡県富士宮市)がギター演奏や歌でソプラノ歌手の岡田さ
んと共演した。同クラブは認知症ケア専門士で、ギター歴 50 年の外岡準
司さん(66)を中心に「認知症になっても地域で楽しく暮らす」をキーワー
ドに数年前から活動する。メンバーは当事者 3 人を含む 10 人。スポーツ
を通じて縁を結んだ NPO 法人「認知症フレンドシップクラブ奈良事務
局」(若野達也代表理事)の発案で来県が実現した
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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