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余録：少女は入学した高校で激しいいじめに…
毎日新聞 2015 年 09 月 01 日
少女は入学した高校で激しいいじめに遭う。弁当や教科書が捨てられた。ゴミ箱の中を
必死に捜す自分を同級生が笑って見ている。先生に相談しても取り合ってくれない。学校
の最寄り駅の待合室で睡眠薬を一気に飲んだ▲床に倒れた。見ず知らずのおばちゃんが駆
け寄り、頭を膝に乗せてなでられた。救急車に運ばれる時、黒糖（こくとう）のあめを握
らされた。
「いつもこの時間にここにおるねん。しんどい時には甘いもんや、しんどなった
らおばちゃんとこおいで。あめちゃん、なあんぼでもあげるから」▲ＮＰＯ法人再チャレ
ンジ東京が募集した「全国いじめ・自殺撲滅（ぼくめつ）作文コンクール」の最優秀作品。
最近出版された「いじめストップ読本」に収められている。大阪市在住の女性（２５）の
体験だ▲退院して駅の待合室に行った。「よう元気になったなあ」。抱きしめられ、一緒に
泣いてくれた。勇気を振り絞って校長室のドアを開ける。クラスで起きたことを打ち明け
るためだ。言葉に詰まり、涙が出そうになった。ポケットにしのばせたあめちゃんを握り
しめた。不思議と気持ちが落ち着いた▲少女は大人になり、中高年向けのカルチャースク
ールで働いている。
「困った時はお互い様なんや」。おばちゃんの言葉を思い出す。
「あの時
の恩返しをしているつもり。私も誰かの話を聞いて、誰かに寄り添う」
。いじめの事件が繰
り返される。そのたびに今の大人たちのことを考える▲元気になった少女がその後、いつ
もの時間に駅へ行っても、なぜか会えなかった。彼女は思う。あの人は天使だったのでは。
あめちゃんを持った天使。日本中にいてくれたら。

＜厚労省＞児童福祉司、国家資格に 増員など強化検討
毎日新聞 2015 年 9 月 1 日
厚生労働省は「児童福祉司」の増員と、国家資格化の検討を始める。一線の職員の増員
と専門性を高め、増え続ける児童虐待の対応強化を図る。併せて、児童相談所が担ってい
る児童を保護する機能と親子を支援する機能を分け、それぞれを拡充する方策も検討する。
近く開く同省専門委員会の報告書にも盛り込まれる方向。
児童福祉司は児童福祉法に基づき、都道府県や政令指定都市、一部中核市の児童相談所
（児相）に配置され、児童虐待や非行について相談・指導にあたる。大学で心理学などを
専攻し、福祉業務に１年以上従事するなどした児相の職員に資格がある。
全国の児相の２０１３年度の虐待対応件数は７万３８０２件で、１９９９年度の６．３
倍と急増。一方、児童福祉司は１３年度に２７７１人で、９９年度に比べて２．３倍にと
どまり、児相の対応は「パンク状態」とも言われる。また、児童福祉司の従事年数が１０
年を超える職員がいる大阪市などの自治体がある一方、２、３年で配置換えになる自治体
もあり、地域格差も指摘されていた。
専門性を高めて格差解消を図るため、国家資格化を検討することになった。
国家資格には、介護福祉士のように現在は指定養成校を卒業すれば取得できるものがあ
る一方、社会福祉士など国家試験を合格する必要がある職種もある。厚労省は今後、資格
要件などについて専門委などで検討する方針。

また、虐待する親から子を保護する機能と家族を支援する児相の機能について、担当職
員を分けたり、組織を分けたりして分担することで、対応強化を図ることも検討する。家
庭支援については経験のある民間や市町村に一部委ねることも検討する。
【野倉恵】

社説：新学期の朝に 君の「居場所」は必ずある
西日本新聞 2015 年 09 月 01 日
きょうから多くの学校で新学期がスタートします。でも、さまざまな理由から登校をた
めらっている人もいるでしょう。中には自ら命を絶つことを考えるほど悩んでいる人もい
るかもしれません。
そんなあなたたちに呼び掛けたいと思います。学校に行くのが本当につらいのなら、ま
ずは休むことも一つの選択肢だ－と。
気掛かりなデータがあります。内閣府の過去４２年間の分析では、１８歳以下の子ども
の自殺は長期休暇明けの前後が多く、特に９月１日が際立っているのです。
夏休み期間の７月下旬～８月中旬は自殺者が少ないことから、学校生活の再開が背景に
あると推測できます。いじめや犯罪まがいの不当な要求などに苦しむ子どもたちがいると
思われます。
まずは助けを求めましょう。相談してみましょう。相手は家族や友だち、先生に限りま
せん。何かで知り合った人でも、あなたが信頼できるのならかまいません。悩みの全てで
なくてもいい。ＳＯＳを発するだけでもいいのです。
もし学校を休んでも、あなたの「居場所」は必ずあります。例えばフリースクールなど
民間の教育団体・施設に通う義務教育段階の子どもは３月時点で全国に４千人以上います。
高校段階以上も２８００人を超えています。
居場所はまだ他にもあります。
「学校が始まるのが死ぬほどつらい子は、休んで図書館へいらっしゃい」。神奈川県の鎌
倉市図書館のツイッターが先月こうつぶやき、反響を呼びました。「マンガもあるし、一日
いても誰にも何も言わないよ」との文面に勇気づけられたり、昔の自分を思い出したりし
た人が数多くいたのです。
君たちだけに頑張りを求めるわけではありません。深刻な悩みを解決するには家族や学
校、地域社会の力も欠かせないからです。
自殺の原因は小中学生では家族関係が多く、高校生は学業や進路に関するものが増えて
きます。子どもの表情や行動の小さな異変も見逃さない－。周囲の大人も、あらためて心
掛けたいものです。

社説：概算要求 水膨れは認められない
毎日新聞 2015 年 09 月 01 日
２０１６年度予算の各省庁の概算要求総額は過去最大の１０２兆円台となった。第２次
安倍晋三政権が発足してから３年連続で最大を更新し、要求額は膨らむばかりだ。
政府は年末の予算編成に向けて歳出を絞り込むとしているが、来年の参院選をにらんだ
与党の増額圧力は強い。２０年度までの財政健全化計画の初年度であり、水膨れのままに
してはいけない。
１５年度当初予算比で伸び率が１０％超と大きかったのは、公共事業を抱える国土交通
省や農林水産省などだ。いずれも「地方創生」や「国土強靱（きょうじん）化」を旗印に
している。
国交省は公共事業費を１６％増の６兆円要求した。防災に重点を置いてはいるが、従来
型の道路整備なども目立つ。
農水省も農業農村整備事業の関連予算を２２％増の３３７２億円要求した。民主党政権
で大幅削減され、自民党内で復活要望が強かった。
しかし、公共事業は一時的な景気刺激に終わるケースも多く、持続的な地域活性化につ

ながるか疑問だ。
４兆円規模の特別枠も各省庁の「草刈り場」と化した。本来は成長戦略に沿った政策に
限定し、重点配分する狙いだ。しかし、国交省の「道路ネットワークによる地域・拠点の
連携確保」など、ばらまきになりかねない事業がまぎれこんだ。
一般会計の約３割を占める社会保障費は、厚生労働省が約６７００億円の増額を求めた。
健全化計画は「１８年度までの３年間で計１・５兆円に抑制」を目安にしているが、自民
党には反発の声が根強い。
だが、健全化計画は、薬価の毎年改定など抜本的な歳出抑制策には踏み込んでいない。
その計画すら守れなければ、どうするのか。
防衛省の要求額も５兆９１１億円と過去最大になった。安全保障に力を注ぐ政権の意向
を反映したものだが、防衛費は１５年度当初予算まで３年連続で増加している。聖域化さ
せてよいのだろうか。
政権は「経済再生なくして財政健全化なし」を掲げ、健全化は経済成長による税収増頼
みだ。今回の概算要求基準でも歳出上限を示さず、肥大化を招いた。
しかし、４〜６月期の実質成長率はマイナスに陥り、成長頼みの危うさが浮き彫りにな
った。それだけに無駄を省いた効率的な予算が必要だ。
財政健全化のため、国民は消費増税を受け入れた。家計に負担を求め、増えた税収に依
存して財政規律が緩んでしまっては本末転倒だ。
新国立競技場の建設費問題に象徴されるように国費の使途に対する国民の視線は厳しい。
首相は歳出抑制の徹底に指導力を発揮すべきだ。

社説：概算要求 成長力強化へメリハリつけよ
読売新聞 2015 年 09 月 01 日
世界経済の先行き懸念が高まる中、成長戦略の加速につながる予算とすることが重要だ。
２０１６年度予算の概算要求総額が、１０２兆円を上回る見通しとなった。
１００兆円超えは２年連続である。歳出の伸びを今後３年で計１・６兆円程度に抑える
とする政府目標を踏まえれば、５兆円規模の削減が必要となる。
無駄を排除しつつ、いかに日本経済を底上げするか。財務省は、メリハリを利かせた査
定に努めねばならない。
ポイントは、安倍政権の優先課題に予算を重点配分するため、３年連続で設けられた特
別枠を、有効に機能させることである。
公共事業などの「裁量的経費」の要求額を１５年度予算から１０％削減する一方で、成
長戦略関連の予算などについて、計４兆円の要求を認めた。各府省から、ほぼ満額の要望
が集まった模様だ。
ただし、人口減対策や雇用創出を名目とした地方道路の建設といった、旧来型の要求も
見られる。特別枠の趣旨に沿った事業に厳しく絞り込むべきだ。
複数の府省から、類似の要求が出されるケースも少なくない。
例えば、経済産業省と総務省はどちらも、情報通信技術を活用した企業の競争力強化や
産学官連携を推進する施策を盛り込んだ。
地方創生や女性活躍などの分野でも、多くの府省が手を挙げた。財務省には、重複の解
消を図る府省横断的な調整が求められる。
懸念されるのは、来夏の参院選を意識し、与党内で歳出拡大への圧力が強まっているこ
とだ。
環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉の妥結を視野に入れ、農林水産省は、土地改良事
業やコメ農家への交付金に関する予算要求を大幅に増やした。
これに呼応して、自民党の農林部会などは、予算増額を求めることを決議した。
年末にかけて、社会保障費削減のため、医療機関に支払う診療報酬の引き下げが検討さ
れるが、医師会を支持母体とする与党の強い反発が予想される。

１６年度には、政府の財政健全化計画の集中改革期間がスタートする。その初年度から、
要求額が３２兆円と歳出の３分の１に迫る社会保障費に、しっかりメスを入れられるかど
うかが問われよう。
国の借金は１０００兆円超に膨らみ、元利返済にあてる国債費は前年度比１１％増の２
６兆円と、過去最大になる見込みだ。歳出抑制のタガを緩めてはならない。

【主張】予算編成

社保改革の責任逃げるな

補正にも厳しい目を向けよ
産経新聞 2015 年 9 月 1 日
平成２８年度予算に対する各省庁の概算要求が締め切られ、年末に向けて査定作業が本
格化する。これとは別に、与党からは、景気を下支えする２７年度補正予算の編成を求め
る声も出ている。
日本経済は消費低迷が長引く一方、中国経済の減速なども懸念される。踏ん張りどころ
の景気を上向かせるよう、今後、財政への期待は一段と高まるだろう。
ただし、野放図な支出が許されないのは当然である。
安倍晋三首相は歳出圧力に安易に流されることなく、社会保障制度など先送りが許され
ない改革に指導力を発揮してほしい。
≪成長への効果見極めを≫
２８年度は、基礎的財政収支の黒字化に向けた財政健全化計画の初年度だ。取り組みが
不十分では、経済再生との両立を掲げる政権の覚悟も疑われよう。健全な財政基盤を抜き
に、必要な施策に十分な予算を回すことはできない。
金利上昇で経済に悪影響を及ぼす懸念もある。財政再建が成長に欠かせぬことを重ねて
指摘したい。
前途は多難だ。概算要求は１０２兆円台に膨らみ、３年連続で過去最高となった。これ
を厳しく絞り込まなくてはならない。
警戒が必要なのは、来年夏の参院選をにらみ、政治からの歳出圧力が強まることだ。
有権者の反発を意識して痛みの伴う歳出改革を避け、予算の確保ばかりを求める。これ
が省益を優先する官僚の思惑と結びつけば、いたずらに歳出が膨張する事態を招くことに
なるだろう。
もちろん、過度の緊縮による景気の失速は許されない。成長に伴う税収増を財政再建に
生かそうとする政権の狙いも妥当だ。
だが必要なのは、真に成長に資する施策を見極めて重点配分することだ。サービス業の
生産性向上や農業の成長産業化など、経済再生を確実にするため、国が後押しすべき課題
は明確なはずだ。
各省庁は、優先施策を対象とする特別枠に目いっぱいの要求を盛り込んだが、地方創生
や観光などで似たような事業が目立つ。費用対効果を厳しく精査して調整し、成長への確
実な布石としたい。
財政再建の鍵を握るのは、概算要求の３割を占める社会保障費にどう切り込むかだ。
少子高齢化は、これから本番を迎える。膨張する給付を見直し、能力に応じた負担を求
める施策は待ったなしだ。本当に必要とする人にサービスを提供するためにも改革を急が
なくてはならない。
問題は、裕福な高齢者の医療費負担増や年金の減額といった困難な課題について、具体
的な検討の道筋が見えないことだ。
厚生労働省が２８年度に想定する抑制策も、後発医薬品の普及や健康づくり促進など効
果を見込みづらい項目ばかりだ。これでは改革への意欲がうかがえない。
≪痛みの先送り許されぬ≫
注目すべきは、今後３年の社会保障費の伸びを１・５兆円にとどめるという骨太方針の
目安である。厚労省などは概算要求で６７００億円の増額を求めたが、財務省は骨太方針

を踏まえて５千億円程度に抑える構えだ。
ここでも与党内から、
「３年間で１・５兆円を達成すればよく、来年度を５千億円にする
必要はない」といった、痛みの先送り論が浮上している。年末の診療報酬改定も見据え、
財務省の動きを封じておきたいのだろう。
無責任な姿勢と言わざるを得ない。２８年度の改革をやり過ごしても、２９年度には消
費税の再増税が予定される。そのたびに歳出圧力が強まり、必要な改革が足踏みするよう
では、高齢化社会は乗り越えられない。
首相が議長を務める経済財政諮問会議が早急に制度改革の目標や工程表を詰め、２８年
度予算から反映させるよう求めたい。
さらに、補正予算が財政悪化の大きな要因となっていることを、厳しく認識しておく必
要がある。株価の乱高下で浮上した補正論議は、実体経済への影響を冷静に見極めてから
判断したい。
安易な財政頼みは、あってはならない。
財政規律が厳しく問われる当初予算と異なり、補正は査定の目も甘くなりがちだ。各省
庁が当初予算で認められない事業を補正に潜り込ませる弊害も指摘される。財政再建は、
補正予算も一体としてとらえることが肝要だ。

社説：診療報酬の減額含め社会保障費抑制を
日本経済新聞 2015 年 9 月 1 日
2016 年度予算に向けた各省庁による概算要求が出そろった。総額は２年連続で 100 兆円
を超え過去最大になる見通しだ。
先進国で最悪の財政事情を考えれば、不要不急の事業を計上する余裕はない。政府は歳
出総額の上限を設けていないが、聖域を設けずに、年末までの予算編成作業で大胆に削り
込むべきだ。
予算編成の焦点は、医療サービスの公定価格である診療報酬だ。16 年度は２年に１度の
改定の時期にあたる。
高齢化を背景に社会保障費は膨らみ続け、政策経費の４割超を占める。医療を含む社会
保障費に思い切ってメスを入れなければ、予算の膨張を止められない。
そのためにも政府は診療報酬をマイナス改定とする選択肢を真剣に探るべきだ。医薬品
の市場価格を反映しやすくするため、公定価格である薬価を毎年改定する改革にも道筋を
つけてもらいたい。
政府が６月にまとめた財政健全化計画では、多くの社会保障改革のメニューを並べたが、
大半は「検討」にとどめ、結論を先送りしたのが実情だ。
制度の抜本改革を決断することを含め、社会保障費の抑制につなげられるかどうかが予
算編成で問われる。来年の参院選があるからといって、改革に二の足を踏んではならない。
もちろん子育て支援などへの配慮は必要だ。既存の経費を削りながら、必要な財源を確
保する。そんな歳出構造を大胆に組み替える視点を忘れてはならない。
概算要求に盛り込まれた個別の事業をみると、東京五輪・パラリンピック、観光、地方
創生といった内容が目立つ。成長戦略の関連では、人工知能（ＡＩ）や、ロボットの技術
開発などの要求が増えたのも特徴だ。
ただ、観光活性化を名目に従来型の道路整備を要求するなど、観光立国の掛け声に便乗
していると疑いたくなる項目も多い。
もしも 16 年度予算案で認められなくても、15 年度の補正予算案で認められることを各省
庁が期待して、あらかじめ過大な要求をしているとすれば論外だ。
政府は財政健全化計画で、国と地方をあわせた基礎的財政収支を 20 年度に黒字にする目
標を掲げながら、その達成に向けた具体的な筋道を示せずにいる。まずは 16 年度予算案で
財政健全化に本気で取り組む姿勢を示すべきだ。

社説：概算要求の膨張
財政規律はどうなった
京都新聞 2015 年 09 月 01 日
税収の２倍近い予算要求を続ける姿勢に、国の財政健全化への本気度を疑わざるを得な
い。
２０１６年度予算編成に向けた各省庁の概算要求が出そろい、一般会計総額は１０２兆
円規模に上った。昨年に続く１００兆円台で、３年連続で過去最大を更新した。
国の借金は１千兆円を超え、国民１人当たり約８３３万円に上る。政府は、６月に策定
した経済財政運営の指針「骨太方針」で２０年度の収支均衡を目標に歳出抑制を掲げたに
もかかわらず、予算を膨張させ続ける危機感のなさは理解し難い。秋以降の予算編成作業
では、少なくとも１５年度当初予算額を下回る厳しい絞り込みが必要だ。
中身を見ると、高齢化に伴う社会保障費の自然増分６７００億円や、公共事業を含む政
策経費が１５年度当初から３兆円以上増えた。
目立つのは、安倍政権が成長戦略に位置づける地方創生に絡めた予算の積み増しで、重
点施策用の特別枠の上限３兆９千億円近くまで各省庁が要求を膨らませた。本来なら既存
経費を減らした分を財源に重点配分するはずが、地域密着の企業育成など従来施策の焼き
直しの印象は拭えず、効果が不透明な事業が少なくない。
人口減対策に取り組む自治体向けの新型交付金は１０８０億円を盛ったが、先行実施し
た１４年度補正予算からの大幅減額に全国知事会から不満が上がっている。だが問題は、
どんな事業に配分するか不明確な点で、中身が後回しでは商品券発行に終始した先行分の
繰り返しになりかねない。ばらまきや非効率な予算化を招かぬよう事業の整合性や重複を
チェックし、地域の知恵を生かす工夫が要る。
予算膨張の根本には、経済成長優先の政府姿勢があり、骨太方針も景気動向への柔軟な
対応を理由に歳出総額の上限を設けなかった。だが税収は消費増税や景気回復分で上向い
ても５４兆円程度で、国内外で景気の先行き不安が漂う中、健全化目標達成の前提とする
２～３％台の成長は見通せない。
全体を見れば、子どもの貧困対策や非正社員の待遇改善、訪日客の受け皿整備などの懸
案で前進も見られたが、具体策は企業への支援策が目立つ。防衛費は過去最大の５兆円台
を求めており、安全保障の聖域化も気がかりだ。
来夏の参院選をにらんで与党は増額圧力を強めているが、財政健全化が遠のけば日本の
国際的信用が揺らぎかねない。将来世代にツケを回さない財政規律の確立を急ぐべきだ。

社説：予算の全体像 概算要求で見えないもの
西日本新聞 2015 年 09 月 01 日
政府予算には「一般会計」のほかに、特定の収入を使って特定の事業を行う「特別会計」
がある。
例えば年金特別会計や東日本大震災復興特別会計などである。
一般会計だけと、特別会計も含めて考える場合とではどうか。
財務省は２０１６年度政府予算編成に向けた各省庁の概算要求を締め切った。要求総額
は過去最大の１０２兆４千億円規模となった。これは一般会計の話である。
１５年度予算の概算要求は１０１兆円台だったが、一般会計の歳出総額は９６兆円台に
圧縮された。
これに特別会計の歳出額を加え、会計間で重複する部分などを除くと一般会計と特別会
計の歳出総額は２３８兆円に膨れ上がる。
社会保障関係費は一般会計では３１兆円規模だったが、特別会計を加えると総計８３兆
円規模となる。
３１兆円と８３兆円では印象が随分違う。一般会計だけでなく、特別会計も含めて予算
の全体像を見るべきだとの指摘はもっともだ。
ちょっと前まで特別会計に対する風当たりは強かった。特別会計は不効率、不透明で、

中央省庁の無駄遣いの温床と批判された。
特別会計改革が行財政改革の焦点となり、見直しと削減が行われた。その過程で注目さ
れたのが「霞が関埋蔵金」である。特別会計が抱える積立金などを埋蔵金と捉え、財源と
して引き出した。特別会計の資金活用は今もある。１４年度は外国為替資金特別会計の剰
余金３兆２千億円から一般会計に１兆６千億円を繰り入れた。
特別会計から都合し、帳尻を合わせる。予算の体裁を整える意味はあるが、かえって厳
しい財政の実態は国民に伝わりにくい。
膨大な財政赤字をどうするか。大幅な歳出削減や増税が必要だとすれば、国民をどう説
得するか。まずは正確な情報を分かりやすく国民に提供することが肝心だ。
財務省は毎年「日本の財政関係資料」を公表しているが、特別会計の記述は少ない。第
１次安倍晋三政権下の０７年に予算編成の５原則を決めた。その一つは「国民への説明責
任を徹底する」である。

社説：マイナンバー
見切り発車ではだめだ
京都新聞 2015 年 09 月 01 日
国民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度で、個人番号の通知が約１カ月後に
始まる。
暮らしに関わる制度だが、国民の理解は進まず、情報管理への不安も拭えていない。制
度の運用開始も来年１月に迫るが、このままでは見切り発車になりかねない。
金融機関の口座への適用を柱とするマイナンバー法改正案の参院審議は年金情報流出問
題で一時中断したが、年金と個人番号の連携時期を延期する民主党の修正要求に政府が応
じ、先週可決した。衆院の再可決を経て成立の見通しだ。
ただ、市場調査会社の６月の調査では、制度の内容を知らない人は約４割に上る。とて
も運用を始められる状況ではない。
１月以降、企業は正規、非正規を問わず、従業員の番号を源泉徴収票などに記載しなけ
ればならない。扶養家族も含めた番号を安全に管理する必要があるが、信用調査会社の６
～７月の調査では、対応がおおむね完了した企業は３％に満たず、検討中や未検討と答え
た企業は９０％近くに達した。
中でも、情報システム改修やセキュリティー強化の費用負担が重荷の中小・零細の遅れ
が目立つ。このままでは間に合わない企業も出よう。国の責任で制度を導入するからには、
企業の負担軽減を支援するとともに、サイバー攻撃などによる情報流出で市民が被害に遭
うことも想定し、国が救済する仕組みを設けるべきではないか。
マイナンバーは税、社会保障、災害対策の３分野の行政手続きを効率化する制度で、利
用の範囲は段階的に拡大していく。
２０１７年春からは、確定申告に番号の記載を義務付ける。秋には改正案の修正で延期
された年金との連携も始まる予定だ。１８年から金融機関の預金口座に適用するという改
正案は、資産を把握して脱税などを防ぐのが目的とされる。さらに、医療や健康関連など
の個人情報と結ぶことも見据える。
政府は利用の拡大に前のめりだが、資産や健康状態まで監視されると不安を感じている
国民は多い。マイナンバーに関わる人や企業が増えることで、情報流出の危険性が高まる
との懸念も根強い。個人情報の管理に万全を期さなければ、制度に国民の協力が得られな
いことを政府は忘れてはならない。
海外の番号制度事情に詳しい識者は「オランダでは便利な制度にするのに２０年ぐらい
かけている」と指摘する。日本も十分な時間をかけ、国民が納得する制度を練り上げるべ
きだ。

妊婦アクセス支援を１９６市町村

交通費や宿泊費補助

共同通信 2015 年 8 月 31 日

出産を扱う医療機関が自宅から遠い場所にしかない妊産婦に対し、交通費や宿泊費の補
助などアクセスに関する支援を実施している自治体が、３６都道府県の１９６市町村に上
ることが３１日、厚生労働省の調査で分かった。分娩施設が少ない地域や離島で実施され
ているケースが多く、地域の実情に応じた支援策として注目される。
妊婦に対する自治体の支援策としては、健康管理の充実と経済的負担の軽減を目的に、
健康診査への公費助成が実施されてきた。厚労省は今年４月、これ以外に各市町村が行っ
ている支援策について全都道府県に調査した。

同性・両性愛の１０代男子４割、いじめ経験
朝日新聞 2015 年 9 月 1 日
性的少数者のうち同性愛や両性愛の１０代男子の４割がいじめにあい、２割が不登校や
自傷行為の経験があることが、日高庸晴・宝塚大看護学部教授の調査でわかった。夏休み
明けは自殺が多くなることから、専門家は配慮を呼びかけている。
調査は昨年８～１２月、厚生労働省の研究事業として、日高氏の研究班がインターネッ
トで実施。全国に住む１１～７１歳の同性愛と両性愛の男性、約２万人が答えた。
１０代の回答者１０９６人を調べると、いじめられたことがあるのは４４％、不登校に
なったことがあるのは２３％、自傷行為の経験があるのは１８％だった。首都圏の男子中
高生全般を対象にした別の調査では、自傷経験があるのは８％となっている。
また、今回の調査では、同性愛について「小中高で一切習っていない」は４１％と、日
高氏の２００５年の調査時の６３％より減少。一方、「『異常』なものとして習った」「否定
的情報を得た」は計３０％で、０５年の計２３％より増えていた。
日高氏は「性的少数者の子どもは誰なら安心して話せるか分からず、ＳＯＳを出しにく
い。教員などが日常的に肯定的なメッセージを発して、相談しやすい環境を整えてほしい」
と話す。よりそいホットライン（２４時間・無料、0120・279・338）は専用回線で相談に
応じている。
（二階堂友紀）

「ごくごく」
「ぐびぐび」やめます アルコールＣＭ
朝日新聞 2015 年 9 月 1 日
酒類の製造販売の９団体でつくる「酒類業中央団体連絡協議会」は８月３１日、アルコ
ール飲料のテレビＣＭなどの出演者の年齢を、これまでの２０歳以上から２５歳以上に引
き上げる方針を明らかにした。
「ごくごく」「ぐびぐび」という効果音の使用や、のど元の
アップもやめる。同日開かれた内閣府の作業部会で報告された。
酒類の広告には法規制がなく、業界が自主基準をつくっている。アルコール健康障害対
策基本法をもとに設置された専門家による作業部会の意見を踏まえ、協議会が議論してき
た。出演者の年齢の下限を２５歳にするのは、
「若いタレントのＣＭは、未成年者にも飲酒
への関心を高めている」と指摘されたため。１８歳から飲酒できるオーストラリアと、２
１歳からの米国では、
「明らかな成人」としてＣＭに登場できるのは２５歳以上と定めてい
ることを参考にした。
「ごくごく」などの効果音やのど元のアップをやめるのは、
「アルコー
ルを我慢している依存症の患者には苦痛」という声に配慮した。これか
ら自主基準の改正手続きに入り、実施時期は未定という。
協議会メンバーの日本洋酒酒造組合の伊藤洋専務理事は「お酒を楽し
く長く飲んでもらえるよう、今後も業界で適正飲酒に向けた取り組みを
検討していきたい」と話した。
（福宮智代）
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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