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新介護報酬加算の事業所、過半数に
朝日新聞 2015 年 7 月 14 日
介護職員の待遇改善に使い道を絞った新しい介護報酬の加算金（月額２万７千円相当）
を得る要件を満たしたと届け出た事業所が、６月時点で５１・６％と過半数に達した。厚
生労働省が１３日に公表した。想定していた事業所の８割ほどが届け出たという。この加
算金は、平均賃金より低い介護職員の賃金を上げ、人手不足を解消する狙いで４月に新設
された。

介護報酬減額 経営への影響は現時点では「なし」
産経新聞 2015 年 7 月 13 日
厚生労働省は１３日、４月から大幅な引き下げとなった介護報酬改定後の影響調査を公
表した。平成２７年度４～６月に、介護事業所として新規に指定を受けた施設（１万７３
０６件）から廃止を届け出た施設（５１２０件）を差し引いた数は計１万２１８６件だっ
た。昨年度の同時期とほぼ同じ数字で、報酬減額による経営への影響は現時点ではみられ
なかった。民主党の関係部会で示した。

保険金使途を生前指定

プルデンシャル生命、信託子会社設立へ
日本経済新聞 2015 年 7 月 14 日
プルデンシャル生命保険は契約者が保険金の使い方を事前に決めておける「生命保険信
託」の専門子会社を設立する。信託会社が保険金を管理して契約に沿って支払う仕組みで、
主に認知症の親や障害を持つ子供など保険金の管理に不安がある人が受取人になる場合を
想定する。手数料や信託報酬を低料金に抑えることで、一定の需要が見込めると判断した。

厚労省、子どもの医療費見直しへ 条件付きで助成拡大も 共同通信 2015 年 7 月 14 日
厚生労働省は１３日、地方自治体が独自に実施している子どもの医療費助成の在り方を
見直す方針を固めた。市区町村が独自助成すると国からの補助金が減額される“ペナルテ
ィー”の仕組みが助成制度の普及の妨げになっているという声が上がっており、条件付き
で減額措置を緩和し、助成拡大を可能にする方向で検討する。２０１６年度の診療報酬改
定に反映させる考えだ。
医療費助成については、子育て家庭の負担が軽くなる半面、症状が軽いのに夜間救急外
来などにかかる「コンビニ受診」を誘発し医療費増加の一因になっているとの指摘もある。

佐世保高１殺害、少女を医療少年院送致

家裁「治療・教育を」
共同通信 2015 年 7 月 14 日
長崎県佐世保市で昨年７月、高校１年の女子生徒（当時 15）が殺害された事件で、長崎

家裁は 13 日、殺人などの非行内容で家裁送致された同級生の少女（16）を医療（第３種）
少年院に送致する保護処分を決定した。
「刑罰による（再犯の）抑止効果がない。長期間の
治療教育で矯正の効果が期待できる」として、検察官送致（逆送）を回避した。
決定理由で平井健一郎裁判長は、少女が神経発達障害の一種で、共感性が欠如した重度
の「自閉症スペクトラム障害（ＡＳＤ）」であり、他者に攻撃的な傾向がある素行障害も併
発と指摘。
「不安や恐怖の感情が弱く、決めたことは迷いなく完遂する、非常に特殊な例。
ＡＳＤが非行（犯行）に直結したわけではなく、環境も影響した」とした。
小学５年で猫を殺し始めるなどの問題行動に対し、適切な対応が取られず深刻化。中学
生になると殺人欲求を抱き、父親殺害に失敗して欲求が強まったと認定した。
少年法は、16 歳以上の殺人は原則逆送としている。事件は少女が 16 歳になる数日前で、
家裁は「刑事罰の可能性が高くなると知っていて直前に実行した」とも指摘した。
決定は、遺族が厳罰を望み、
「快楽殺人に戦慄を禁じ得ない。いまだに殺人欲求がある」
としながらも、
「謝罪を述べるなど変化の兆しもある。刑務所では症状悪化の可能性がある。
特性に応じた矯正教育と医療支援によって、厳しいが矯正の可能性は残されている」と判
断した。
医療少年院の収容期間は最長で 26 歳になるまでだが、「少年院を出た後も生涯にわたっ
て対応を継続する必要がある」とした。
傍聴した遺族の弁護士によると、裁判長は決定言い渡し前、少女に「やったことはいつ
の時代でも許されず、社会での生活は不可能になると自覚しなさい。道義的な責任に終わ
りはない。どう償うか考えてほしい」と語りかけた。
決定によると、少女は昨年７月 26 日、同級生の女子生徒を殺害して遺体を傷つけ、現金
を盗んだほか、同年３月２日には父親の頭や顔を金属バットで殴り、殺害しようとした。
父親は同年 10 月、自殺した。

【佐世保高１女子殺害】自閉症スペクトラム障害認定 支援団体、専門家で賛否 発達障
害への偏見懸念 「配慮あった」の声も
産経新聞 2015 年 7 月 13 日
長崎県佐世保市の高１女子殺害事件で、少女（１６）への長崎家裁の決定は、少女が重
度の「自閉症スペクトラム障害」（ＡＳＤ）と判断する一方、「ＡＳＤが非行（犯行）に直
結したわけではなく、環境的な要因も影響している」と明記した。
発達障害を抱える人を支援する団体などでつくる「日本発達障害ネットワーク」
（東京）
の市川宏伸理事長（７０）は「事件が起きて発達障害といった診断名が出ると、障害と犯
罪に関連性があるかのように誤解を受ける。生まれつきの障害であることを理解し、偏見
をなくしてもらいたい」と指摘した。
一方、発達障害に詳しい精神科医の高岡健氏（６２）は「障害が犯行を推進するわけで
はない」と強調し、犯行との直接的な関係を否定した決定内容に「偏見防止に配慮した形
だ」と一定の評価をした。

福祉関係７団体に中外製薬が車寄贈

読売新聞 2015 年 07 月 14 日

中外製薬から県内の福祉団体への移送サービスカーの寄贈（盛岡
市三本柳で）

東日本大震災からの復興支援のため、中外製薬（東京
都中央区）は、県内の福祉関係７団体に移送サービスカ
ーを１台ずつ寄贈した。高齢者や障害者らの在宅介護で、
送迎などに利用されるという。
寄贈を受けたのは、盛岡、滝沢、遠野市、葛巻町の社
会福祉協議会と、紫波町や釜石市などのＮＰＯ法人。

盛岡市三本柳のふれあいランド岩手で贈呈式があり、約３０人が出席した。中外製薬の
上野幹夫副会長は「３０年前から全国で２００台以上を寄贈してきたが、今回は介護福祉
の現場で需要が高い軽自動車タイプを選んだ」とあいさつ。県社会福祉協議会の桑島博会
長は「内陸での避難生活を余儀なくされている人も多い。大勢の役に立てるよう大事に長
く使わせていただきたい」と述べた。

子育てママの起業支援 神戸でイベント開催 ８月
神戸新聞 2015 年 7 月 14 日
子育てしながら起業したママたちによるファッションイベントが８月１日、神戸市中央
区海岸通のレストラン「レニージョエル」で開かれる。アクセサリーや服の販売、小物制
作などの講座があり、起業のアドバイスも受けられる。イベントの発起人、三木加奈子さ
ん（３０）＝同市須磨区＝は「赤ちゃん連れで気軽に来てほしい」と話す。（小尾絵生）
当日出品する商品を前に、イベントをＰＲする三木加奈子さん（右）と向井
奈穂さん親子＝神戸市須磨区

関西や関東の子育て中のママを中心に結成したグループ「Ｌｕ
ｍｉｅｎｎｅ（ルミエンヌ）」が主催。メンバーは３０～４０代
の女性１７人で、ファッション雑誌の読者が交流できるソーシャ
ル・ネットワーキング・サービス上で知り合った。ほぼ全員が子
育てしながら、在宅でファッション関係の仕事をしている。三木
さんがそれぞれの仕事を生かしたイベントを提案し、昨年９月に
第１回を開催した。
三木さんには５歳と３歳の息子がいる。４年前、長男を保育所
に預けて働こうとしたが、待機児童が多く、かなわなかった。家
でできることを探そうと、セレクトショップなどで働いた経験を
基に独学で勉強し、２年前、アクセサリーを販売するネットショ
ップを始めた。
三木さんに誘われて参加した向井奈穂さん（３５）＝同＝も３人の息子（６歳、４歳、
１０カ月）の子育ての傍ら、磁器に絵を描いたり特殊なシールを貼ったりして食器を作る
「ポーセラーツ」の教室を昨年から自宅で開いている。次男に発達障害があり、
「一人だと
思い詰めてしまうことがあるので、社会と接する時間は大切」と話す。
３回目となる今回のイベントは最大規模。１６ブース以上が出店し、アクセサリーやリ
メーク服、かばんなどを販売するほか、ポーセラーツや整理収納セミナー、メークレッス
ンなどの講座が行われる。起業を考える人の相談にも乗る。三木さんは「仕事をしたくて
も外に出られない女性も多い。家でできることがあると伝えられたら」と話している。
午前１１時～午後４時。問い合わせは「Ｌｕｍｉｅｎｎｅ」のウェブサイトからメール
で受け付ける。

幼児・小中学生のＩＴ教室盛況

自由に創造「何でもできる」
Sankeibiz 2015 年 7 月 14 日

「ＩＴものづくり教室Ｑｒｅｍｏ」のロボットコースで学ぶ小１男児（左）＝
４月、川崎市

幼児や小中学生らのＩＴ教室が盛況だ。ロボットづくりから高度
なプログラミングまで内容は幅広く、大人顔負けの本格的なアプリ
を考案する子も。
「潜在能力を引き出し、次代を担う人材に」。学校
現場では味わえない創造性を育む場として、人気を呼んでいる。
「あ、回った」
。レゴブロックでできた風車を見つめる小１男児（６）
の顔がほころんだ。４月上旬、川崎市の「ＩＴものづくり教室Ｑｒ

ｅｍｏ」のロボットコース。風車はパソコンにつながっており、画面で絵や数字のアイコ
ンを並べればモーターが動く仕組みだ。
風車の組み立てから、実際に動かすまでの手順を絵や写真で分かりやすく説明。男児の
母親（３９）は「９０分間集中できるか心配だったが、本人はとても楽しそう。通わせて
良かった」と話す。
Ｑｒｅｍｏは幼児から高校生が対象で、プログラミング、３Ｄプリンター工作、ウェブ
デザインなどを学べる。今年は秋田や愛知、鳥取の中学から職業体験として修学旅行生が
訪れた。
運営するのは、発達障害児向け教育事業などを行う会社「ＬＩＴＡＬＩＣＯ」
。発達障害
がある子供は「読み書きや学校の勉強は苦手だが、パソコンやタブレット端末の操作は得
意」なこともある。東京・渋谷校では子供の１割を占め「興味や特性を伸ばしてあげたい」
と願う保護者は少なくない。Ｑｒｅｍｏ事業部の島田悠司さんは「ＩＴによるものづくり
を通して、勉強や運動以外の選択肢を見つけられる」と強調する。
先進国では経済活性化などを目的に、ＩＴ教育を推す動きが強まっている。政府は２０
１３年６月の成長戦略に「義務教育段階からのプログラミング教育等のＩＴ教育を推進す
る」と明記。同年１２月には、米国もオバマ大統領が技術習得の必要性を国民に呼び掛け
た。
人材養成に積極的な教室もある。ＩＴ企業の子会社「ＣＡ Ｔｅｃｈ Ｋｉｄｓ」は小
学生向けに東京、大阪、沖縄で開校。３カ月間通い、自分で考えたゲームやｉＰｈｏｎｅ
（アイフォーン）用アプリを保護者の前で発表する。優秀者には奨学金制度もある。
飽きっぽい人でも続けられる「心の一言日記」、パズルやかるたで楽しく学ぶ「元素図鑑」
など、奨学生が考案したアプリは無料で公開。今夏に体験型講習会を神奈川や京都など７
都府県で開く予定だ。
こうした教室が広がったのは、子供でも簡単にプログラミングの概念を学べるソフトが
開発されたことが大きい。小中学生向けに首都圏で教室を開く「ＴＥＮＴＯ」では基礎か
ら始め、技術者が実際に使う高度なプログラミング言語にも挑戦することができる。
竹林暁代表は「学校では落ちこぼれがないように横並びが重視されるが、ＩＴ教室では
暗算が苦手な子が複雑な関数を駆使したプログラムを組むこともある。自由に創造し、『何
でもできる』という感覚を味わってほしい」と話している。

保育施設の虐待早期発見へ 鳥取県が通報システム
産経新聞 2015 年 7 月 14 日
保育施設などでの虐待の早期発見をと、鳥取県は公式ホームページ（ＨＰ）上で「虐待
通報システム」の運用を始めた。
虐待を通報する専用メールフォームを県ＨＰに設けた。県内の公立、私立の幼稚園、保
育所、認定こども園、届け出保育施設などでの虐待が通報対象となる。フォームに施設所
在地、虐待内容、加害者情報などを入力して送ると、県は関連する市町村などに情報提供
し、共同対応。内容により警察などとも連携する。
システムは、昨年１２月に県内の保育施設で虐待事案が発覚したのを機に整備。これま
で通報は電話主体だったが、同システムは２４時間受信でき、昼間勤務している施設職員
らが通報しやすくなるとみている。
県によると、こうしたシステムの導入は都道府県で初。県子育て応援課は「虐待情報を
早期に得て、子供が安心して保育施設に行くことができるようにしたい」と話す。

ＡＤＨＤを脳血流測定で判別する新技術
ＮＨＫニュース 7 月 13 日
子どもが物事に集中できないＡＤＨＤ＝「注意欠陥・多動性障害」かどうかを、脳の血
液の流れを調べることで判別する新たな技術を、自治医科大学と中央大学のグループが開

発しました。
新たな技術を開発したのは、自治医科大学の門田行史講師と中央大学の檀一平太教授ら
のグループです。
グループでは、「光トポグラフィ」と呼ば
れる、脳の血液の流れを調べる装置を使って、
子どもが特定の行動をがまんしなければな
らないときに、脳の各部分で血液の量がどう
変化するのか詳しく調べました。
その結果、ＡＤＨＤではない子どもでは、
記憶や感情のコントロールなどを司る、右前
頭前野と呼ばれる部分で血液の量が増加し
たのに対し、ＡＤＨＤと診断された子どもでは増加しない傾向がみられ、８割ほどの精度
で見分けがついたということです。
ＡＤＨＤは現在、子どもの行動を観察することで診断されていますが、判別が難しく、
診断が遅くなってしまうケースもあり、グループでは、今回の方法で診断の補助をできる
ようにしたいとしています。
門田講師は「ＡＤＨＤのために、繰り返し怒られると、うつ症状や不登校につながるこ
ともある。早い段階でＡＤＨＤと気づければ、教育現場でのサポートや治療薬の使用によ
って、子どもが安心して生活できることにつながる」と話しています。

子どもシェルターＮＰＯ１７日発足 施設は来春、女性専用で
琉球新報 2015 年 7 月 14 日
貧困や暴力などで安心して家庭で生活できない子どもの緊急避難先となる「子どもシェ
ルター」設立に向けて、ＮＰＯ法人「子どもシェルターおきなわ」が１７日、設立される。
シェルターは４月に開設予定で、定員５、６人の女性専用施設とする。設立を前に沖縄弁
護士会子どもの権利に関する特別委員会の横江崇委員長ら３人が１３日、県庁で会見し「居
場所がない子どもの現状に接してきた。全ての子どもが健やかに成長できる社会を目指し、
多くの県民が支援してほしい」と呼び掛けた。 対象は１４～１９歳。虐待を受けて家を
逃げ出したり、家庭で養育を受けられなかったりした子のほか、児童相談所の対象から外
れた１８歳以上など。横江氏は「制度のはざまの子どもたちがいる。シェルターが受け皿
になるだろう」と話した。
ＮＰＯの理事は、弁護士を中心に医師や児童福祉関係者が加わる。自立に向けて支援す
る「自立援助ホーム」の委託を県から受ける方向で県と調整している。他にも、企業から
の寄付やＮＰＯ法人の会員を募り、会費収入で運営費を補う。
当初は女性専用で、将来は少年などの受け入れも検討する。一人一人に弁護士が付き、
問題点などを整理していく。横江氏らは２月から毎月準備会を開き、全国に１３カ所ある
同様のシェルターの実践例などを学んできた。準備会には小児科医や心理士、精神科医も
参加しており、今後これらの専門家に協力を求めていくという。
設立総会は１７日午後７時から、那覇市職員厚生会館で開催。ＮＰＯ法人の正会員は個
人５千円、団体１万円。問い合わせは横江氏（電話）０９８（８５３）３８７１。

特養ホームの経営に「短観」

WAM が社会福祉法人のモニターを募集
福祉新聞 2015 年 07 月 13 日 福祉新聞編集部
福祉医療機構（WAM）は現在、社会福祉法人を対象に特別養護老人ホームの経営状況につ
いて尋ねる初のモニターを募集している。年に数回アンケートを実施し、結果は WAM がま
とめて発表。四半期ごとに日本銀行が実施している全国企業短期経済観測調査（短観）の

社会福祉法人版をイメージしているという。
WAM のホームページ

具体的には、
四 半 期 ご とに
ウェブを通じ、
業 況 や 収 益の
状況、稼働率、
資金繰り、介護
職 員 の 確 保な
ど に つ い て聞
く。回答は「良
い」「さほど良
くない」
「悪い」
な ど と ３ 段階
で 選 択 し ても
らう。
WAM は「これ
まで決算書などの数字だけでしか見られなかった社会福祉法人の経営状況について、経営
者の実感はどうなのかを世の中に発信していきたい」と話す。
要件は①開設から３年を経過している②法人本部と特養ホームが同じ都道府県にある③
毎回、調査に回答できる−ことなど。地域や定員を考慮して選ぶ。
モニターになった法人には、調査結果などをまとめた資料や、貸付先の決算データをも
とにした経営分析参考指標などを贈呈する。
任期は２０１６年１月から 18 年３月まで。今回は３００法人程度を見込む。今後は特養
ホーム以外の福祉施設を運営する社会福祉法人にも対象を広げていくという。
締め切りは８月 31 日で、応募は WAM のウェブサイトからできる。問い合わせは、WAM 経
営サポートセンターリサーチグループリサーチチーム（☎ 03・３４３８・９９３２、
wam_sc@wam.go.jp ）まで。

茨城）取手市、問題多発の民営化保育園の運営法人変更へ 朝日新聞 2015 年 7 月 14 日
取手市は、民営化した戸頭東保育園の運営について、今の社会福祉法人「小瀬福祉会」
（常
陸大宮市）から別の法人に変更する方針を固めた。新たな法人の選定方法は検討中だが、
１２月をめどに選び、来年４月から新法人に移管する方向で準備を進めている。
運営法人の変更方針は、取手市健康福祉部の高橋昇部長が、１１日に開かれた保護者説
明会で明らかにし、保護者の賛同を得た。
戸頭東保育園は２０１２年に市営から民営に移行した。運営法人は公募したが、申し込
んだのは小瀬福祉会だけだった。園では今年に入り、保育や運営上の問題が指摘され、法
人の金沢紀光理事長の親族である取手市議が「事務員」として給料を受け取っていたこと
も明らかになった。

数決って本当に民主的？

問い直す漫画や評論相次ぐ

高津祐典
朝日新聞 2015 年 7 月 14 日
「多数決」は民主的な決め方とされてきたが、その問題点をとらえ直そうとする漫画や
評論の刊行が相次いでいる。折しも、安全保障関連法案は週内にも衆議院で採決される公
算大だ。異なる意見を取り入れながら物事を決めるにはどうしたらいいのか。
「主人公」は人間そっくりの女性アンドロイド。体にはカメラが埋め込まれ、オンライ

ン中継されている。彼女の行動は、ネット上に集まった人たちの「多数決」が決めていく。
漫画「デモクラティア」から。多数決で決めたアンドロイドの
行動が良かったのか、話し合うネット上の人たち＝（Ｃ）間瀬
元朗／小学館「ビッグコミックスピリッツ」連載中

雑誌「ビッグコ
ミックスピリッ
ツ」の漫画「デモ
クラティア」の設
定だ。彼女を製作
した技術者は言
う。「動かしてい
るのは、ネットを
介して集められ
た“人類の英知”
そのもの…だと
すると…それは
人間よりも人間
的に正しい」
作品が生まれたきっかけは、ネット世論が旧体制の
崩壊につながった「アラブの春」だった。縁もゆかりもない数の力が世界を変えた。それ
を目の当たりにし、作者の間瀬元朗さんは「多数決」の問題を考えるようになったという。
作中、多数決への不安がにじむ場面がある。ネット世論の決めたアンドロイドの行動が、
人の死の遠因になってしまうのだ。
「集団の熱狂は簡単に一線を越える。多数決が正しいと
言い切っていいのか、という考えを投影しました」
多数決こそ民主的な仕組みと考える人は多い。「選ばれた私の言うことが民意」と言う橋
下徹・大阪市長はその典型例だろう。
慶応大学の坂井豊貴教授（社会的選択論）は、多数決の結果ばかりが重視される状況に
危機感を募らせ、
『多数決を疑う』
（岩波新書）を４月に刊行した。「無邪気に多数決をあり
がたがるのは、ただの多数決主義。
『私たち』をどうにか尊重しようとする民主主義とは違
う」
そもそも「民意」は選び方次第で変わる。例えば有権者２１人がＡ、Ｂ、Ｃの政策のど
れかに投票するとする。結果はＡ８票、Ｂ７票、Ｃ６票。多数決ならＡが集団を代表する
意見になる。だが、Ａに投票しなかった全員が「Ａだけは嫌だ」と考えていたとする。Ａ
の否定派が１３人と過半数なのに、採用されるのはＡだ。全員から２番目に支持されても、
１票にもならない。
「だから多数決で勝つためには、万人に配慮してはいけない。誰かをた
たいて対立構図を作った方がいい」

交流サイトで「できたこと」共有、励まし合う

闘病経験生かして起業
産経新聞 2015 年 7 月 14 日

今日できたことや楽しめたことを書き込む「Ｕ２ｐｌｕｓ」の画面

鬱症状に悩む人がウェブサイトで前向きに励まし合う
事業を、鬱病当事者の東藤泰宏さん（３３）が闘病経験を
生かして立ち上げ、約１万人が登録するサービスに成長し
た。
「つらいこと」
「苦しいこと」を慰め合って否定的思考
の連鎖に陥ることのないよう作られており、「孤立しがち
な鬱の人は、似た人がどのように回復していくのかを知り
たい」と話している。
（寺田理恵）

◆他の人を知りたい
「今日は頑張りすぎなかった」というたわいない書き込みでも、他の利用者から「いい
ね！」と反応がある。鬱の経験者には、それが大変なことだと分かるからだ。
このサイトは、軽度から中程度の鬱病患者らを対象に予防や回復、再発防止をサポート
する「Ｕ２ｐｌｕｓ（ユーツープラス）」。鬱病の治療に効果があるとされる心理療法の一
つ、認知行動療法に基づいて制作され、登録者同士が悩みを共有するコミュニティー機能
を持っている。
認知行動療法は、考え方や物事の受け取り方に働きかけ、悲観的な考えや行動を変える
ことで気持ちを楽にする心理療法。鬱の人が１対１でやりとりすると否定的な方向に引き
ずられたり、相手を傷つけたりすることがあるが、Ｕ２は書き込みに共感した利用者が「い
いね！」や「やりたい！」などのボタンをクリックして反応する。
利用者に対し平成２４年９月に行ったアンケート（有効回答率４９％）では９４％が効
果を感じていた。
「気軽に書き込めて、他のユーザーからすぐにリアクションしてもらえる
ので、楽しく続けられる」
（２０代）などの声が寄せられている。「他の人がどのようにし
て病気と闘っているかを知ることができる交流の場が求められている」と東藤さんは言う。
◆ＩＴ企業で過労に
青山学院大を中退して１８年に携帯電話サイトを企画・制作するＩＴ企業に入社した。
労働時間が月平均４５０時間を超え、職場に泊まり込む毎日。体調に異変を感じ、転職を
考えていたときに発症した。
「ある日、企画書を書こうとしたらパソコンのキーボードをどうしても打てなかった。
仕事を任されたのがうれしくて、残業代も出ていなかったのに、病気になって申し訳ない
という気持ちでいっぱいだった」と振り返る。
１年半の療養後、社風の異なる別のＩＴ企業でのアルバイト経験を通して「仕事ができ
る自分」を再認識し、低下していた自己イメージを払拭。民間のビジネスプランコンテス
トにＵ２の企画で応募、最優秀賞を受賞した。獲得した起業資金３００万円を元手に専門
家や鬱仲間らの協力も得て２４年、Ｕ２を公開した。
しかし、自身は体力と集中力が十分に回復しておらず、「Ｕ２の機能を強化したいのに、
実現させるスピードが遅い」
。そこで今春、障害者の就労支援を行う企業のリタリコ（東京
都目黒区）にＵ２を事業譲渡した。自身は同社でＵ２を担当するチームの一員として編集
長を名乗り、体調を管理しながら鬱当事者の声をＵ２に反映させている。
当初からＵ２に関わった英スウォンジー大講師で臨床心理士の小堀修さんは「鬱の当事
者同士が交流することにはメリットとデメリットがあるが、Ｕ２はメリットが上回るよう
に設計されている。できたことや楽しめたことを他のユーザーと共有すると、小さな達成
感で気持ちが少し楽になる。何ができるか探すようにもなる」と話している。
■鬱病含む「気分障害」 推計患者は約９６万人
厚生労働省の患者調査によると、鬱病を含む「気分障害」の推計患者数は平成２３年調
査（宮城県の一部と福島県を除く）で９５万８０００人だった。８年の４３万３０００人
から増加が続き、２０年の調査では１０４万１０００人と、初めて１００万人を超えてい
た。また、２５年の労働安全衛生調査では仕事や職業生活で強い不安、悩み、ストレスと
なっていると感じる事柄がある労働者は５２．３％に上った。
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

大阪市天王寺区生玉前町 5-33 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所発行

