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社説：割増商品券 問題多い「消費喚起策」
信濃毎日新聞 2015 年 7 月 3 日
税金を使った経済対策なのに一部の人にしか恩恵がないのはおかしい―。飯山市のプレ
ミアム付き商品券の販売会場で、並んだのに買えなかった人からこんな声が上がった。
消費喚起策として自治体に配分された国の交付金を使い、価格に２割程度の上乗せをし
た商品券の販売が各地で混乱を招いている。
飯山市では２割上乗せの商品券が１世帯１００万円まで買えるとあって午前３時に来た
人を先頭に約５００人が並んだが、１９０人余しか購入できなかった。
中野市では販売日の２日前から行列ができ、市などが急きょ抽選に変更。すると並んだ
人が一斉に反発し、先着順に戻すドタバタぶり。会場前で２晩を過ごした約１２０人が購
入した。松本市でも買えなかった人の苦情が相次いだ。
混乱の直接の原因は、多くの自治体が販売を先着順にしたことだ。早朝や深夜、平日に
並べる人は限られる。税金の使い方として「早い者勝ち」は不公平だという不満が広がっ
た。高齢者や障害者、低所得者などのための別枠を設けた自治体もあるが、狙い通りにな
っているか疑問だ。
交付金は統一地方選の直前、緊急経済対策の目玉として国の補正予算に盛られた。「地域
消費喚起・生活支援型」という題目の総額約２５００億円だ。自治体の判断で使い道を決
めることになっていたが、県内では小谷村を除く７６市町村がプレミアム付き商品券にし
た。全国では９７％を占める。
横並びになったのは、国が使途としてプレミアム付き商品券を例示し、市町村の使い方
を事前に審査したからだろう。国に申請するまでに十分な検討の時間が与えられなかった
との指摘もある。地方の独自色と言いながら事実上、国が決めたようなものだ。
４月の参院予算委員会で商品券の効果を問われた安倍晋三首相は「全国津々浦々で景気
浮揚効果があることを期待する」と答えた。
小渕政権の１９９９年に発行された地域振興券は、当時の経済企画庁の推計で６割強が
貯蓄に回った。中小企業の８割強で売り上げ効果がなかったとの調査結果もある。その１
０年後の麻生政権で現金を配った定額給付金も、新たな消費が生まれたのは支給総額の３
割強で、内閣府は「効果は限定的だった」と総括している。今回の交付金は、過去の消費
喚起策の効果をよく検証したとは思えない。選挙目当てのばらまきはもうやめるべきだ。

心のケア基本知識

専門家以外も必要 県、災害時対応で研修会
信濃毎日新聞 2015 年 7 月 3 日
県精神保健福祉センターは２日、災害時の心のケアについての研修会を長野市で開いた。
昨年の木曽郡南木曽町の土石流災害や御嶽山噴火災害、県北部を震源とする地震などを踏
まえ、精神科医といった専門家でなくても被災者の精神的な苦痛を和らげ、不調の深刻化
を防いでいこう―と、初めて企画した。御嶽山麓の同郡木曽町、王滝村の職員、医師や看
護師、被災者の救助や捜索に当たる県警や消防からも参加し、計約１００人が基本知識を

学んだ。
講演したセンターの小泉典章所長は、御嶽山噴火直後にけがをした下山者の治療に当た
った医師の報告を紹介。自分のけがを心配するよりも「自分だけが助かってしまった」と
強く感じている患者に、
「どう言葉を掛けていいか分からず、戸惑った」という。小泉所長
は、被災者に関わる人たちが心のケアの基本知識を持つ必要性を訴えた。
国立精神・神経医療研究センター（東京）の金吉晴・災害時こころの情報支援センター
長は、大阪教育大付属池田小の校内児童殺傷事件後、カウンセラーが児童の遊び相手とし
て学校に関わり、保護者から悩みを聞いた事例を説明。相談窓口以外に「被災者が話しや
すい場面を多くつくってほしい」とし、そのために「専門家以外の支援者にも、ある程度
知識を持ってもらえるといい」とした。
研修会とは別に、災害直後の心理面の応急処置についての講習会も開催。御嶽山噴火災
害の犠牲者や行方不明者の家族らと接してきた警察官や医師ら約３０人が参加した。

酒香る

堺のケーキ

読売新聞

2015 年 07 月 03 日

堺発の新しいケーキをＰＲする小笠原さん（中央）ら（堺市役所で）

◇障害者雇用狙い開発
堺市のカフェが、市内で４４年ぶりに復活した酒蔵の酒
かすと、唯一の養鶏場の新鮮な卵を使って香り豊かなオリ
ジナルケーキ「ｔｒｏｉｓ（トワ）」を開発、７日から販
売する。新たな商品を開発することで、地域貢献とともに、
カフェで障害者らの雇用を拡大するのが狙い。
同市堺区榎元町のカフェ「メゾン・ド・イリゼ」。障害者らの支援事業をしている会社「グ
ランディーユ」が運営し、社長の小笠原恭子さん（３８）が、より多く障害者や引きこも
りの人らを雇えるように、新商品の販売を考えた。チーズケーキ（直径１２センチ、厚さ
４・５センチ、税別２０００円）とチョコレートテリーヌ（同２５００円）があり、それ
ぞれ１日２０個を限定販売する。市内に今年３月にできた酒蔵「利休蔵」
（堺区）の日本酒
「千利休」の酒かすは、香り高く軟らかいのが特長。養鶏場「ヨシダファーム」
（南区）の
卵と組み合わせ、試作を繰り返した。３者の連携で開発した「ｔｒｏｉｓ」はフランス語
で「３」の意味。チーズケーキは、子どもや酒が苦手な人も味わえ、次第に日本酒の香り
が高まる１週間の熟成期間中、お好みの時期に食べる。チョコレートテリーヌは、１週間
後が食べ頃で口の中に豊かな香りが広がる。
同店は今後、新たに障害者ら数人を雇用。小笠原さんは「売れ行きに合わせて製造や雇
用を増やしたい」と話す。店は日、祝日休みで、発送も受け付ける。問い合わせは同店（０
７２・２２９・７４３０）
。

ありのまま自立大賞に燦葉出版社の白井社長 仙台
産経新聞 2015 年 7 月 3 日
寛仁親王殿下が総裁を務められた仙台市の社会福祉法人「ありのまま舎」は２日、障害
がありながら自立している人を顕彰する「第１７回ありのまま自立大賞」に、燦葉（さん
よう）出版社社長の白井隆之さん（６８）＝東京都中央区＝が決まったと発表した。「同功
績賞」はＮＰＯ法人「あいえるの会」理事長の白石清春さん（６５）＝福島県郡山市、「同
特別賞」には岩手県難病・疾病団体連絡協議会＝代表、千葉健一さん（７６）＝が選ばれ
た。１８日に仙台市内で授賞式が行われる。
白井さんは小児まひを患いながら昭和４９年、同社を立ち上げ、約４０年間、編集者と
して活動。全国の書店や学校をまわって販路を拡大し、良書を送り出してきた姿勢が評価
された。
白石さんは出生直後に脳性まひを患いながら、約４０年間、秋田市や相模原市などで障

害者の自立支援に尽力。平成元年には出身地の郡山市に戻り、障害者の就労支援などを続
けている。岩手県難病・疾病団体連絡協議会は、パーキンソン病などの難病患者らが集ま
る３３の会で構成。東日本大震災以降、沿岸被災地を巡回し、難病患者の療育を広める活
動などが認められた。

育て東京パラ五輪選手

障害の有無問わず一緒に競い走る

東京新聞 2015 年 7 月 3 日

練習の合間に義足の選手と交流するＳＲＣの子どもたちと塩
家さん（中）＝都内で

障害のある人もない人も一緒に練習しているユニ
バーサルな陸上クラブがある。北区の会社員塩家吹雪
（しおやふぶき）さん（４４）が代表を務めるＡＣ・
ＫＩＴＡ（アスリートクラブ北）と子ども主体のＳＲ
Ｃ（塩家ランニングクラブ）。塩家さんはクラブから
二〇二〇年東京パラリンピックの選手を輩出するの
が目標で、障害がある子どもも走りやすい環境をさら
に整えたい考えだ。 （松村裕子）
「もっと右、右」
。六月の日曜、都内の陸上競技場に、塩家さんの大きな声が響いた。Ｓ
ＲＣの練習に参加した視覚障害のある男児は、小学生の男女八人に交じり、伴走者なしで
も、塩谷さんらの声を頼りに元気にコースを走った。
「みんなと一緒に走りタイムを競い合えるのが楽しい」と、筑波大付属視覚特別支援学
校（文京区）六年室津侑大（むろつゆうた）君（１１）。ＳＲＣには友達から目が見えなく
ても入れると聞いて加わった。目標は二〇年東京パラリンピック。八月にある健常者の大
会には伴走者とともに出場する。
「まずは百メートルで２０秒を切って自己ベストを更新し
たい」
二十歳でＡＣ・ＫＩＴＡをつくった塩家さんが障害者を指導し始めたのは二〇〇〇年。
「速いな、うちのクラブに入らないか」と勧誘したのが弱視の男性だったことがきっかけ
になった。その後、視覚障害者の伴走者も務めた。障害者も受け入れていると口コミで広
がり、義足や義手、脳性まひ、知的障害などの障害者が続々加入。十～三十代が中心で、
土日や仕事後に練習している。
昨年の仁川アジアパラリンピックでは金メダリストも出した。目の見えない子どもを教
えてほしいと頼まれ、三年前にはＳＲＣもつくった。都内と千葉県で教える両クラブの部
員約七十人中、ほぼ半分が障害者。
「マイナス二百点」
。週数回、都内の陸上競技場で行うＡＣ・ＫＩＴＡの練習では、塩家
さんは厳しくもユーモアあふれる大声で知的障害者を指導する。「障害者だからといって、
全く気を使っていない。何とか速くしたいだけ」
障害者の大会は年に四回しかなく、競技力向上のため、健常者の大会に障害者が出場で
きるよう大会主催者との交渉に当たってきた。今では、少なくとも都内の大会では、視覚
障害者と伴走者のために二レーン用意してくれ、手足が不自由でクラウチングスタートが
できない脳性まひの人も健常者と一緒に出場できるようになった。
「スポーツの世界はどんな状況でも差別されない」と信じる塩家さん。いずれはクラブ
運営に専従する希望をもつ。スポンサーを探し行政の助成を受け、ほかの人とぶつからな
いよう練習場所を貸し切ることも考える。「走ることが生きること」という塩家さんは、ハ
ンディキャップに関係なく陸上競技を楽しめる場づくりを一歩一歩進める。

所得税の「控除制度」見直し 若い世代の負担軽減が焦点 Sankeibiz 2015 年 7 月 3 日
政府が所得税改革をいよいよ本格化する。消費税は「社会保障と税の一体改革」、法人税

は実効税率を数年で２０％台に下げる「成長志向の法人税改革」が進行中だが、所得税の
改革はほぼ手つかずであり、再設計は待ったなしだ。
改革の主眼は、成長の担い手となる若い世代に光を当て、経済の成長基盤や安定した税
収構造を構築することだ。若い世代の税負担を軽減し、働く意欲を損なわず、安心して結
婚や子育てできるように後押しする。一方、年齢を問わず経済力のある人には負担を求め
る。
こうした世代間の税負担の再構築は、所得控除の仕組みを見直すことで実現する。
昨年の政府税調では、専業主婦らがいる世代の負担を軽くする配偶者控除の見直しに絞
って議論。廃止案や、妻の収入にかかわらず夫婦の所得から一定額の控除を認める「夫婦
控除」を創設する案を検討した。
だが配偶者控除だけでは不十分で、関連性の強い他の所得控除とのアンバランスが生じ
る可能性がある。２日の政府税調総会では「ゼロベースで所得控除を見直すべきだ」（大田
弘子政策研究大学院大学教授）という委員の意見が相次いだ。
今後の議論では、全ての控除を見直す。子育て支援の税優遇として、子供など一定所得
以下の親族を対象にした「扶養控除」を拡充する案や、支払った社会保険料の額に応じて
控除を受けられる「社会保険料控除」に上限を設ける案などの見直し案が浮上している。
焦点は、若い世代の負担軽減分を誰が負担するかになりそうだ。所得税改革は改正前後
の税収額がほぼ変わらない税制中立にするのが基本。安易に高齢者に負担を求めれば強い
反発は避けられない。
２日の総会で佐々木則夫特別委員（東芝副会長）は「負担増減の所得ラインをどこで引
くかを相当議論しないといけない」と語った。国民的理解を得るためにも税制を取り巻く
環境の変化などを時間をかけて検証し、若い世代を支える改革の必要性を訴求する。（万福
博之）

高齢者世帯数が児童世帯を逆転 昨年１２２１万、厚労省発表
共同通信 2015 年 7 月 2 日
６５歳以上のお年寄りで構成される高齢者世帯が、
２０１４年に推計で過去最高の１２２１万４千世帯
となり、児童のいる世帯を逆転し初めて上回ったこと
が２日、厚生労働省が発表した国民生活基礎調査で分
かった。高齢化の進展を反映し、全世帯の２４・２％
を占めた。
１８歳未満の児童のいる世帯は１１４１万１千世
帯で全体の２２・６％となり、数、割合ともに過去最
少だった。調査を開始した１９８６年は４６・２％で、
割合は半減した。高齢者世帯には児童がいる世帯も一
部含んでいるが、厚労省は「将来的にも少子高齢化の傾向は続くのではないか」と分析し
ている。調査は昨年６月と７月に実施。

長野県、全退職者の再就職先公表

「外郭団体」減少１５７人中２７人
産経新聞 2015 年 7 月 3 日
県は、平成２６年度中に退職した職員２１７人全員の再就職状況を公表した。２５年度
まで公表範囲は部課長級以上の職員のみに限られていたが、「より透明性を確保するため」
（県人事課）として、公表範囲を全員とした。総務省公務員部は「都道府県や政令市で退
職職員全員の再就職状況を公表しているのはまだ少ない。透明性を高める取り組みとして
評価できる」としている。

４月末時点で再就職した１５７人のうち外郭団体へ就職したのは２７人で、このうち部
課長級は１３人。２５年度は部課長級３４人が外郭団体へ再就職しており、大幅に減少し
たのは「外郭団体からの求人自体が少なかったため」（同課）としている。
このほか、ＮＰＯ法人や社会福祉法人への再就職は３６人で部課長級は２７人。民間企
業へは１６人で部課長級は７人となっている。嘱託や再任用などで県機関で再び働く職員
は７８人となり、このうち部課長級は１４人だった。
退職者全員を公表対象としたことについて、同課は「県職員が持っている知識や経験な
どを有効に活用する目的で昨年度、県職員セカンドキャリアセンターを設置したことから、
より透明性を確保するため、公表範囲を拡大した」と説明。同センターには企業や市町村
などから２２人分の求人があり、５人が再就職したという。

フードバンク

県内需要増

食品の在庫不足も

信濃毎日新聞

2015 年 7 月 3 日

１人暮らしの男性宅に届いたフードバンクの食料品。少しずつ大切
に消費しているという＝松本市

生活が苦しい人への食料提供で当面の暮らしを支える
「フードバンク」の需要が、県内で増している。県内で唯
一、市町村の枠を超えて組織的に取り組む長野市社会事業
協会では、新たな支援要請が１、２月まで月１桁台だった
のが徐々に増え、５月は２４件に上った。食品の在庫が底
をつく状況も出てきている。
同協会のフードバンク事業は、社会貢献活動の一つとし
て１月から始まった。企業などから余剰食品を譲り受け、
福祉施設や生活困窮者などに提供するＮＰＯ法人「セカン
ドハーベスト・ジャパン」
（東京）と提携。無償提供される
食品を、同協会が運営する施設の障害者や職員が仕分け、
必要な家庭に送っている。
長野市社会事業協会によると、新規の支援要請は１、２
月がそれぞれ２、９件だったが、３月１２件、４月１７件、５月２４件と増え続けている。
支援の依頼元も、市町村が４団体、県内２３カ所の生活就労支援センター（まいさぽ）が
１６機関、ＮＰＯ法人などが２団体とほぼ全県に拡大。支援が複数回に及ぶ例も多く、５
月末までの延べ件数は１０１件に上る。
支援先の世帯構成をみると、１人暮らしが３３件で最も多く、年齢別では５０代の１７
件をトップに、３０代１２件、４０代９件、７０代７件。男女別では男性が女性の４倍で、
一般に働き盛りとされる世代の男性が支援対象になっている例が目立つ。
「６月以降も新たな支援要請が増えている。多い日は発送作業が立て込み、在庫が底を
つきかけている状態」と、同協会の青柳與昌（ともまさ）さん（６０）
。４月の生活困窮者
自立支援法施行によって「まいさぽ」などの相談体制が充実したことも増加の一因とみら
れる。
一方、食品の配送経費などは全額、同協会の持ち出しで、ボランティアには限界もある。
必要に応じて食料品を自前で、安定して供給できるよう、同協会や県生活協同組合連合会、
県ＮＰＯセンターなどの諸団体が新たな組織づくりの準備を進めている。

有識者委を設置＝ハンセン病「特別法廷」—最高裁
時事通信 2015 年 7 月 2 日
ハンセン病患者の裁判を裁判所ではなく療養所などの「特別法廷」で行った問題で、正
当性を調査している最高裁は２日、内部調査だけでは不十分という指摘を踏まえ、調査内
容について第三者から意見を聴く有識者委員会の設置を決めた。

最高裁によると、委員は、井上英夫・金沢大名誉教授（福祉政策論）▽石田法子・弁護
士▽小西秀宣・弁護士▽川出敏裕・東京大大学院法学政治学研究科教授▽大塚浩之・読売
新聞論説副委員長の計５人。遅くとも９月には初会合を開くという。

ヘルパーが暴言

大阪地裁、施設に賠償命令（大阪府）
読売テレビ 2015 年 7 月 2 日
大阪の介護福祉施設で、ヘルパーが暴言を浴びせるな
ど、精神的苦痛を負ったとして入居者が賠償を求めてい
た裁判で２日、大阪地裁は施設側に６０万円を支払うよ
う命じた。当時、録音されたＩＣレコーダーには、介護
ヘルパーの生々しい暴言の数々が残されていた。
「はよ起
きろや、コラ、しばきまわすぞ、お前」
「なに、言ってき
てんねん、お前、死ね、殺すぞ」など次々と浴びせかけ
られる罵声。これは、ある特別養護老人ホームで入所者に対して発せられた介護ヘルパー
の声を記録したもの。訴えを起こしていたのは、身体障害者１級の認定を受けている現在
７６歳のＡさん。Ａさんは８年前、大阪市鶴見区の特別養護老人ホームに入所した。施設
のパンフレットには「心のかよったケア」などのうたい文句が載っていた。しかし、入所
してすぐ、Ａさんは、
「トイレに連れて行ってくれない」「職員の言葉遣いが横柄だ」など
と家族に訴えたという。このため、Ａさんの二男は、施設の介護ベッドにＩＣレコーダー
を取り付けた。そこに、収録されていた音声は、常軌を逸した介護ヘルパーの対応だった。
介護ヘルパーと口論の末、Ａさんの着ていた服は、介護ヘルパーによって破られていたと
いい、その後、医師が診断した結果、身体にはひっかかれたような痕が、残っていた。警
察に被害相談し、暴言を吐いた介護ヘルパーは、脅迫の罪に問われ罰金刑となり、すでに
施設をやめている。また、この問題が発覚後、同様の「虐待を受けた」と訴えている家族
が、８世帯いることが分かったという。Ａさんの二男は「施設が職員の態度を改めないか
と、それはしないと。納得できないのであれば退所してくださいとすぐ言ってくる」と話
した。施設側は、ヘルパーの暴言は認めたものの暴力的行為はなかった主張。Ａさんは、
すでに別の施設に移っているが、日常的な暴行や暴言で苦痛を受けたとして、損害賠償を
求める裁判を起こした。そして２日、大阪地裁は、
「介護の範囲を逸脱した違法な危害ない
し畏怖行為」としてヘルパーに暴力的行為と脅迫的発言があったと認定。慰謝料として施
設側に、６０万円を支払うよう命じた。Ａさんの二男は「全国の社会的弱者のひとつのあ
しがかりになったといいたい」と話した。５人に１人が６５歳以上の超高齢社会、日本。
今後ますます介護や福祉のニーズが高まる中、安心して家族を預けられる場所としての責
任が求められている。

「生活苦しい」世帯、最悪の６２％…厚労省調査
読売新聞 2015 年 07 月 03 日
生活が苦しいと感じている世帯が昨年は６２・４％に上ったことが２日、厚生労働省が
実施した国民生活基礎調査でわかった。調査を始めた１９８６年以降、最も高く、厚労省
は、昨年４月の消費税増税などが影響したとみている。
調査は昨年７月、全国で無作為に抽出した８９０４世帯を対象に行い、６８３７世帯か
ら有効回答を得た。世帯主に生活状況を尋ねたところ、「大変苦しい」が２９・７％、「や
や苦しい」が３２・７％で、合計すると前年より２・５ポイント高かった。生活にゆとり
があると答えたのは３・６％、
「普通」は３４・０％だった。１８歳未満の子供がいる世帯
で生活の苦しさを訴えたのが目立ち、全体の平均より５ポイント高い６７・４％に上った。

奨学金申請低迷…千葉

読売新聞 2015 年 07 月 02 日

千葉県浦安市が今年度から新たにスタートさせた返済不要の給付型奨学金への申請が低
迷している。
６月１日から受け付けを始めたが、約８７０人分の予算に対し、７月１日現在で、２２
人の申請にとどまっている。昨年度の同市の奨学金貸し付け制度の利用実績（５０人）よ
りも少なく、市は告知不足が原因とみてＰＲに懸命だ。
「奨学支援金支給制度」は、
「貧困対策でもある」とする松崎秀樹市長の強い意志で始ま
った。高校生には月額５０００円（年額６万円）、大学生は同１万５０００円（同１８万円）
を支給する。▽生徒、学生が保護者と一緒に市内に１年以上住んでいること▽保護者の収
入が一定基準以下であること▽申請者の成績が５段階評価の全教科平均で３・８以上――
などを資格として定めている。
給付型の奨学金制度を設けている県内の自治体では、約２０００万円の予算を組んでい
る市川市がこれまでは大規模とされ、年間約１３０人が利用してきた。これに対し浦安市
は今年度、約１億円の予算を計上。先着順や抽選ではなく、資格を満たしていれば、ほぼ
全員が受け取れる。
しかし受け付け開始から１か月が経過した時点で、高校生１４人、大学生８人の申請が
あっただけ。申請期限は８月３１日で、このままでは来年度以降、資格要件や予算規模の
大幅な見直しを迫られそうだ。
市教委は現在、高校や大学へのパンフレット配布に力を入れている。担当者は「資格を
満たしている人は積極的に活用してほしい」と呼びかけている。問い合わせは市教育総務
課（０４７・３５１・１１１１、内線１２３５）へ。

児童の貧困対策を研究
読売新聞 2015 年 07 月 03 日
貧困に苦しむ児童生徒を学校で支援する方法を研究するため、東京学芸大学（東京都小
金井市）は７日、足立区と協定を結ぶ。
足立区は都内の自治体で最も生活保護受給世帯が多く、貧困対策に積極的に取り組んで
いる。同大は区の協力を得て、小中学校各１校で、学生が放課後の補習授業や学童保育の
指導を手伝い、具体策を研究する。
学生が、希望する児童生徒に対し、自宅まで送り届けたり、在宅時にテレビ電話で会話
したりすることなども試み、家庭へのアプローチ方法も検討していく。
区立学校の教員を対象に、経済的に困窮している家庭にどのように対応しているかなど
を尋ねるアンケートも実施する予定だ。
研究を指導する松田恵示教授（社会学）は、
「貧困を抱える家庭に、教育現場がどのよう
に支援できるかを検討していきたい」と話している。足立区教育委員会の森太一・学力定
着推進担当課長は「貧困の連鎖を断ち切るためには、基礎学力の定着が不可欠。今回の連
携が、貧困を抱えている地域にある学校の基礎学力向上につながればと期待している」と
語った。

早産の子供を持つ親、前向きな育児へ支援が必要
産経新聞 2015 年 7 月 2 日
早産児は呼吸などの機能が未熟で感染症にかかりやすい
ほか、乳幼児期の成長が遅いことがある。周囲から「子供
が小さい」などと言われて自分を責めたり、発育への不安
を抱えたりしながら育児をしている親は多い。一方で早産
児を持つ親が相談できる窓口は少ないといい、支援が求め
られている。
（日野稚子）
早産の子供を持つ親や医療関係者が集まり、必要な支援などについ
て話し合った＝６月２７日、東京都千代田区

◆心ない言葉
東京都内で６月２７日、早産の子供を持つ親や医師らが集まり、早産をめぐる現状や必
要な支援について話し合った。今年１１月の「世界早産児デー」を前に開かれた勉強会だ。
２４週で生まれた佐々木綾子さんの長男の生後１１日目の様子。写真で成長記録を残している
綾子さん提供）

（佐々木

「子供は生まれてすぐに新生児集中治療室（ＮＩ
ＣＵ）に入り、その後、別の病気治療のため転院し
た。半年以上入院していたので早く連れて帰りたか
った」
。ＮＩＣＵを経験した親でつくる「ＮＩＣＵ
ママネット のびっこ」代表の佐々木綾子さん（３
８）は、１０年前に妊娠２４週で長男を出産した経
験をこう振り返った。切迫流産の恐れがあり１８週
で入院。早産だった長男の身長は２９センチ、体重
は５９９グラムだった。退院後も通院が続き、待合
室で「小さくて大変ね」と声をかけられるのがつらかった。実父に長男の写真を見せよう
としたら「かわいそうで、見られない」と言われ、ショックを受けたことも。
地元の山口県健康福祉センターが主催する「未熟児学級」に参加。周囲に心ない言葉を
かけられ、自分と同じような思いをしている人がいることを知り、平成２０年にママネッ
トを立ち上げた。早産児を持つ親が前向きに育児に取り組めるよう、情報発信などをして
いる。
◆具体的対策を
在胎４０週前後の正期に生まれた新生児に比べ、早産児は呼吸などの機能が未熟で、Ｒ
Ｓウイルス感染症などの呼吸器疾患が重篤化しやすい。また、乳幼児期の成長も遅いこと
がある。
「江東豊洲 子育て＆母乳育児を支援する会」代表で、昭和大学江東豊洲病院（東京都
江東区）小児内科教授の水野克己さんによると、欧米の調査研究では、早産児は成長して
から学習障害や合併疾患を発症するリスクが高いとの報告がある。音や光などの刺激に早
くさらされることで、脳のストレス応答系が過剰反応する結果、学習障害などが起きる可
能性が高まると考えられている。また、３５週目以降に母体から与えられる脂肪酸や鉄な
どの栄養が不足してしまう。
「母親のスキンシップが早産による赤ちゃんの脳のストレスを軽減する。栄養面では離
乳食の与え方も正期産児と異なる。しかし、こうした知識が母親に伝えられる機会が少な
い」と水野さん。
「具体的な対策をどう子育てに反映させればいいのか、医療機関や保健師
による健康指導などできめ細やかに支援すべきだ」と指摘する。
早産といっても、生まれた週数や体の大きさで成育に差があり、親が抱える悩みも多様
だ。早産児への保健指導は市町村など自治体が実施しているが、地域差が大きく、佐々木
さんらは「早産児が抱えるリスクなどについて専門知識を持つ保健師の拡充が必要」と訴
えている。
■約１割が２５００グラム未満
人口動態統計によると、出生体重が２５００グラムに満たない低出生体
重児の割合は、平成１７年以降、新生児全体の１割程度で推移する。この
うち１５００グラム未満の「極低出生体重児」は１２年以降、年間８００
０人前後と横バイだ。低出生体重児は１０代と４０歳以上の母親で多い傾
向だが、妊娠高血圧症候群や前置胎盤、胎児の病気などのため早産を選択
せざるを得ない人もいる。３７週未満で生まれると早産児、３４週から３
７週未満は後期早産児といわれる。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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