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ダウン症の画家 笑顔届ける
◆世田谷の尾形さん 各地で個展

読売新聞 2015 年 10 月 01 日

壁いっぱいに作品を描く尾形理子さん（３０日、世田谷区の写真
スタジオ「フィッシュフォト」で）

多摩川のアユやハナミズキがカラフルに描かれたポス
トカードを添えた焼き菓子がインターネットで販売され、
人気を呼んでいる。ポストカードを描いているのはダウ
ン症を抱える世田谷区在住の尾形理子さん（２１）。小学
生の頃から絵を描き始め、ここ数年は個展を開くまでに
活躍の場を広げている。母親の雅子さん（５６）は「娘
が社会と関わっていくことが、多くの人たちの励みになれば」と話している。
理子さんが絵を始めたのは、雅子さんが通う地域の絵画教室に一緒に行くようになった
のがきっかけだった。中学生になると、教室の先生の勧めで、展覧会へ出品するようにな
った。理子さんはダウン症のため、言葉で気持ちを伝え合うことが難しい。それでも雅子
さんには、理子さんの絵に取り組む姿勢が、展覧会への出品を機に一層前向きになったの
がわかった。雅子さんは「世の中に自分を表現する場があり、多くの人に見てもらえる喜
びを知ったのでしょう」と推し量る。
その後も出展を続け、最近では、作品を見た人たちの紹介で都内各地で個展を開いてい
る。代表作は、体全体がカラフルに彩られたロバや、壁いっぱいに描かれた愛くるしい熊
たち。作品の多くは、明るい色彩で、登場する動物や人物は笑っているのが特徴だ。そん
な作品に魅せられたのは、世田谷区のデザイン会社「グラディエ」社長の磯村歩さん（４
８）だった。
磯村さんは、理子さんの作品に出会った瞬間、「見た人を元気にする力がある」と直感。
７月１０日に開かれた二子玉川東地区の再開発完成式典で、出席者に配る焼き菓子に添え
るポストカードのデザインを依頼したところ、理子さんは多摩川を遡上するアユと、二子
玉川の街の象徴になっているハナミズキの花、新しいビル群をイメージした３種類を描き
上げた。式典で好評だったため、インターネットでの販売も始まった。焼き菓子のレシピ
は三軒茶屋で活動するパティシエに提供してもらい、製造は障害者が働く区内の福祉作業
所が担う。売り上げの一部は理子さんに還元されるという。
雅子さんは、笑顔の動物や人物を描き続ける理子さんを温かく見守りながら、
「これだけ
笑顔が好きな明るい子に育ってくれたのは、地域の人たちが優しく接してくれたおかげ」
と感謝し、
「多くの障害者が自立できる社会作りに向けて少しでも力になっていきたい」と
話 し て い る 。 焼 き 菓 子 セ ッ ト は ３ ９ ８ ０ 円 （ 送 料 込 み ）。 フ タ コ ラ ボ
（http://www.futacolab.jp/)で販売している。

南房総の海

構図大胆に…自閉症の画家本庄さん

読売新聞 2015 年 10 月 01 日

南房総の海を中心に描いている自閉症の画家、本庄高士さん（３０）
（君津市宿原）の個
展が、南房総市の「白浜海洋美術館」で２日から開かれる。白浜や千倉、鴨川の海を題材
にしたアクリル水彩画の新作を中心に約３０点が展示される予定で、豊かな色彩や大胆な
構図の作品を楽しめる。
本庄さんは海が好きだ。子供の頃から家族でよく南房総の海に出かけた。何時間でも海
を見ている。母親の七美さん（６４）は「穏やかないい表情なんです。スケッチはせず、
帰宅すると一気に描く。その時がまたいい表情。親ばかですが」とうれしそうに語る。
小学校入学前に自閉症と診断された。父親の転勤を機に千葉市から君津市に家族３人で
転居。両親は本庄さんが好きな絵や書道を好きなだけやれる環境を確保した。５年生の時、
鋸南町在住の画家に師事し、アクリル水彩を本格的に始めた。
６年生から作品の発表を始め、養護学校高等部在学時の２００１年に東京都三鷹市で初
めて個展を開催。以降、船橋や木更津、大阪で、描きためた海や花、猫などを題材にした
個展を開き、海外の障害者展では入賞もした。
絵画の魅力を尋ねると、会話の代わりに見事な筆遣いで「絵はおもしろい 楽しい き
れい うれしい」と書いてくれた。
同美術館では５年ぶり２回目の個展となる。前回は、来場者から「青い海の絵が印象的。
同じ『青』でもたくさんの青があり、それを写しとれるのがすごい」（横浜市・４人家族）
、
「絵からパワーをもらいました。私もがんばる」
（千葉市・女性）などの反響が寄せられた。
同美術館は海の工芸館として知られ、今年が開館５０周年。柳善夫館長は「彼の海の絵
は色遣い、構図が素晴らしい。海にかかわる当美術館の５０周年記念展の一つとしてふさ
わしい」と話している。１１月３日まで。問い合わせは同館（0470・38・4551）へ。

「ふくしセンターうれしの」開所

障害児通所支援も

杵藤地域拠点に期待
佐賀新聞 2015 年 09 月 30 日

空き家を改装してオープンした「ふくしセンターうれしの」
＝嬉野市塩田町五町田

社会福祉法人グリーンコープの杵島・藤津地域の
拠点となる「ふくしセンターうれしの」が、嬉野市
塩田町五町田にオープンした。９月から訪問介護事
業を始めており、１０月からは同法人初となる障害
児通所支援事業もスタートする。
センターは、県道２０８号沿いの火の口橋から西
へ約２００メートルの所にある。元建設会社兼住宅だった広さ約１７００平方メートルの
日本家屋を、生協の組合員から募る「１００円基金」などで購入、補修した。武雄市にあ
った訪問介護事業所・障害福祉サービス事業所を「ふくしサービスセンターびすけっと西
部」として移し、就学障害児向けの「放課後等デイサービスｏｎｅ・ピース」が入る。
武雄市で放課後等デイサービスを利用していた保護者の間で障害児の居場所を求める声
があったことから開設を検討、うれしの特別支援学校に近いことなどからこの地域を選ん
だ。
２７日に行われた開所式には同法人関係者や特別支援学校の川久保潔校長ら約７０人が
参加。同法人さがの柳川晶子経営委員長は「福祉の拠点として地域の皆さんに愛される場
所になってほしい」との期待を述べた。訪問介護や放課後等デイサービスについての問い
合わせは同センター、電話 0954（68）0402 へ。

障害者６０人が自己ＰＲ／宇多津で就職面接会
四国新聞 2015 年 9 月 30 日
障害がある求職者と求人企業とのマッチングを図る「障がい者就職面接会」が２９日、

香川県宇多津町内で開かれた。参加した求職者約６０人は志望する事業所のブースを訪れ、
熱心に自己ＰＲした。
面接会は、丸亀、坂出の両ハローワークが２０１２年から毎年合同で実施している。製
造業やサービス業など２８社・団体の事業所が参加した。
事業所の各ブースでは、担当者が業務内容などを説明したほか、良い人材を見つけよう
と会社見学を促すところも。求職者は雇用条件を確認したり、職歴を伝えて自分の長所を
売り込んだりしていた。香川労働局によると、１４年度の県内企業の障害者雇用率は１・
８８％。増加傾向にあり、全国平均１・８２％を上回っているが、法定雇用率の２・０％
には届いていない。

山形でそば甲子園、大阪府立園芸高生が優勝
読売新聞 2015 年 09 月 30 日
大阪池田市の府立園芸高でそば打ちに取り組んでいる「農産加工学研究部」のメンバー
３人が、山形県村山市で今月２１日に開かれた「第２回そば甲子園」で最優秀賞に輝いた。
生徒たちは「試行錯誤を繰り返しながら練習した成果が出た」と喜んでいる。バイオサ
イエンス科２年の石井紅羽さん（17）と福田怜也さん（17）、中山巧望さん（17）の３人。
農産加工学研究部は、２０１０年に同校に赴任した顧問の石田真一教諭（４０）が授業
でそば打ちを取りあげたのがきっかけで誕生した。現在、部員は１３人。週３回程度、石
田教諭やそば打ち愛好家団体のメンバーから、水と粉を均等に混ぜる「水回し」から生地
にする「こね」
、麺棒でのばす「のし」
、包丁を使った「切り」を学んでいる。
そば甲子園は、村山市のＮＰＯ法人が高校生に日本の伝統的な食文化であるそばに関心
を持ってもらおうと昨年から開催。今大会では、山形県などから３人１組の７チームが参
加し、そば打ちの技術と、そばを使ったオリジナル料理の出来栄えなどを競った。
石田教諭によると、審査委員からは、石井さんが担当したそば打ちについて、作業に無
駄がなく丁寧で、麺もきれいに仕上がっていると高い評価を受けた。福田さんと中山さん
が作った、山形名物のだしを使って生地にそば粉を入れたたこ焼きなどの料理も、大阪と
山形の食をうまく融合させたと好評だったという。
石井さんは「片づけも含めてすべての作業を手際よく終わらせる必要があり、スポーツ
みたいな感覚で取り組んだ」と話す。
同部では、小学生を対象にしたそば打ち教室を開催、視覚障害者にそば打ちを教えるボ
ランティアなどにも取り組む。１０月には、１年生のメンバーが一般社団法人全麺協（東
京）が認定する「素人そば打ち段位」の「初段位」取得に挑む。
石田教諭は「そば甲子園で最優秀賞を受賞したことで、今後の活動にも自信が持てた。
大阪にもそば文化があり、しっかりと継承していきたい」と話している。

女性と労働、放射能、成年後見など議論

千葉で日弁連人権擁護大会
東京新聞 2015 年 9 月 30 日
日本弁護士連合会は、人権擁護大会を十月一～二日、千葉市美浜区の幕張メッセなどで
開く。一日は午後零時半から午後六時まで三つのシンポジウムを一般公開。第一分科会の
「女性と労働」はホテルニューオータニ幕張が会場。女性のパートや派遣社員といった非
正規労働者の増加、貧困問題を取り上げ、元新聞記者で和光大の竹信三恵子教授らが講演
する。
第二分科会の「
『成年後見制度』から『意思決定支援制度』へ」は、幕張メッセで認知症
の人や障害者が生活に関わることを決められるよう、どう支援できるかを考える。
第三分科会の「放射能とたたかう」は幕張メッセで東電福島第一原発事故の被災者の健
康管理、医療体制、汚染水対策などを話し合う。放射性廃棄物の処分のあり方を重要なテ
ーマとして議論し、提言する。二日は、日弁連が幕張メッセで大会を開き、憲法や特定秘

密保護法などについて特別報告を行う。一日のシンポジウムはいずれも無料。問い合わせ
は県弁護士会＝電０４３（２２７）８４３１＝へ。
（中山岳）

ナースコールを奪い高齢女性を虐待 福知山の特別養護老人ホーム、男性職員「いらいら
してやってしまった」
産経新聞 2015 年 9 月 30 日
特別養護老人ホーム「グリーンビラ夜久野」
（福知山市夜久野町）を運営する社会福祉法
人、仙人福祉事業会は２９日、男性の介護職員（２７）が入所者に虐待を行っていたと発
表した。福知山市は２日から８日まで立ち入り調査を行った。同会は再発防止の対策を講
じるという。
同会によると、この男性職員は８月２１日、８０歳代の女性入所者に対して、
「黙っとれ、
今は忙しい。今は声をかけんといて」と怒鳴り、心理的虐待を行ったほか、同月２０日か
ら２１日にかけて、８０歳代から９０歳代の女性入所者２人に対して、車いすを乱暴に扱
ったり、手をたたいて乱暴な言葉で怒鳴るなどしたという。市への通報があり、発覚した。
また、昨年８月ごろ、男性職員は８０歳代の女性入所者の手からナースコールを離し、
手の届かないところにかけ、介護を放棄したという。この件はほかの職員からの報告でわ
かり、同会は男性職員に口頭で注意したが、同会は市には報告しなかったという。
介護職員は現在、休職中。事実を認め、「精神的にいらいらし、ついやってしまった」と
話しているという。

東京・世田谷区、養護施設退所後に住居

格安で区営住宅
日本経済新聞 2015 年 9 月 30 日
東京都世田谷区は、児童養護施設を退所した若者が区営住宅の空き部屋に月額１万円程
度で入居できるようにする取り組みを、早ければ 2016 年度から始める方針を決めた。住ま
いの確保で退所者の自立生活を支援する。親の虐待や経済的理由などから養護施設に入所
した子供は原則として、高校を卒業すると退所しなければならない。大学や専門学校など
に進んだ場合、住宅の経済的負担が重く、全国的に支援策が課題となっている。

スポーツ庁が発足＝五輪へ選手強化－文科省
時事通信 2015 年 10 月 1 日
文部科学省の外局として、国のスポーツ施策の司令塔機能を担うスポーツ庁が１日、発
足した。各省庁にまたがるスポーツ行政の縦割り解消が狙い。２０２０年東京五輪・パラ
リンピックを見据えた選手強化をはじめ、国民の健康増進などに取り組む。
初代長官には、１９８８年ソウル五輪１００メートル背泳ぎ金メダリストの鈴木大地氏
（４８）が就任。１日午前、下村博文文科相、鈴木新長官らが「スポーツ庁」の看板除幕
式を行う。同庁は文科省スポーツ・青少年局を母体に、内閣府や国土交通省など７府省か
ら人員を確保。５課１２１人体制でスタートした。
五輪での金メダル増に向け、活躍が見込まれる競技に選手強化費を重点配分するほか、
競技施設の整備を促進する。地域スポーツや障害者スポーツの振興なども担う。

避難所内に安全な居場所…子どもにやさしい空間
読売新聞 2015 年 10 月 1 日
遊び、運動でストレス発散
大災害などで子どもが危機的な状況に置かれた時、日常に近い環境を整えて心と体の回
復を目指す「子どもにやさしい空間」を、国連児童基金（ユニセフ）が世界中で広めてい
る。日本でも今夏から、実践に向けた研修会が全国で始まった。
さいたま市で７月上旬、
「子どもにやさしい空間」を学ぶ初の研修会が開かれた。日本ユ

ニセフ協会が主催し、ボランティアら１６人が参加。理念を学び、どんな空間にするのか
を考え、具体的に図面に示すグループワークなども行った。
参加者で保健師の横内瑠里子さんは「職業柄、災害が起これば避難所でリーダーシップ
を取る必要がある。子どもがストレスを発散できる場作りが大切だと確認できた」と話し
た。
「子どもにやさしい空間」のイ
メージ図（日本ユニセフ協会な
どのガイドブックから）

「空間」は、避難所など
で一角を仕切り、おもちゃ
や本などを置いた遊び場や、
自由に体を動かせる場所。
具体的な設備は、
〈１〉トイ
レが近くにある〈２〉軽い
けがなどの応急処置ができ
る〈３〉外部の人が入らな
い場所にする――など難し
いものはない。備品は様々
なおもちゃ、トランプ、は
さみやのりなど、家庭にあ
るもので十分だ。いざとい
う時、避難所になった学校
などの備品を使えるよう、
行政も加えた準備も重要だ。
「子どもにやさしい空間」を図面にデザインする参加者たち
（さいたま市で）

大災害後、子どもは大人以上に不安を抱え、スト
レスをためこむ。腹痛、頭痛などを起こし、不登校
などの原因にもなりかねない。
国立精神・神経医療研究センター（東京都小平市）
の金吉晴・災害時こころの情報支援センター長（精
神科医）は「多くの避難所は子ども向けには作られ
ていない。くつろいだ空間での遊びは、日常生活を
取り戻し、将来の希望を生み出す力にもなる」と説明する。
子どもの家族や避難住民らに加え、ボランティア、医療福祉関係者、行政などがかかわ
り、なるべく早く作るのが望ましい。
この考え方を実践したのが、２０１１年の東日本大震災だ。被災地の避難所では、多く
のボランティアなどが独自に子ども向けの居場所を作った。宮城県石巻市の県立石巻高校
に作られた避難所では、ＮＰＯ「いしのまき寺子屋」が、震災４日後から「チャイルドス
ペース」を設置。避難所が閉鎖される１０月までほぼ毎日、ボランティアが子どもと遊ん
だり絵を描いたりした。
寺子屋事務局長の太田美智子さん（６３）は「子どもが落ち着いただけでなく、大人も
子どもたちの姿に勇気をもらい、次に進むきっかけになれた」と振り返る。
首都圏や被災地などで、子育て支援の関係者らを対象にした研修会が開かれる予定だ。
問い合わせは同協会（０３・５７８９・２２９５）へ。（石塚人生）
子どもにやさしい空間 日本ユニセフ協会と国立精神・神経医療研究センター災害時こ
ころの情報支援センターが２０１３年１０月に発行した、理念編と実践編のガイドブック
がある。同協会のホームページ（http://www.unicef.or.jp/kinkyu/japan/2013_1028.htm)
から無料で入手できる。

社会保障の抜本見直し焦点＝予算議論本格化—財政審
時事通信 2015 年 9 月 30 日
財政制度等審議会（財務相の諮問機関）は３０日、財政制度分科会を開き、２０１６年
度予算編成に関する議論を本格的に始めた。２０年度に基礎的財政収支の黒字化を目指す
財政健全化計画の初年度に当たる来年度予算は、社会保障関係費の抜本的な見直しが焦点
になる。麻生太郎財務相は分科会で「財政健全化計画の成否は１６年度予算に懸かってい
る。社会保障をはじめ歳出改革を具体化していく必要がある」と強調した。
財務省は分科会で、予算編成の論点として「
（少子高齢化を踏まえた）国民皆保険・皆年
金制度の持続可能性を確保するための見直し」などを提示した。医療サービスの公定価格
となる診療報酬の引き下げなどが今後議論される見通し。財政審は１１月下旬をめどに、
歳出抑制の具体策を盛り込んだ建議（意見書）を取りまとめる。

病院、バス……地方公営企業決算、民間並みの会計基準で債務超過が大幅増加
朝日新聞 2015 年 10 月 1 日
総務省は３０日、自治体が運営するバスなど公共交通機関や病院など「地方公営企業」
の２０１４年度決算をまとめ、公表した。民間企業並みの厳しい会計基準を適用した初年
度の決算となり、公営企業の総資産が約７兆５千億円減り、債務超過の企業が大幅に増え
た。
１１年度の地方公営企業法施行令などの改正で、公営企業の会計は、造成した土地など
への時価評価の義務づけや、従来「資本」として扱われていた企業債を「負債」に計上す
るなどの見直しが行われた。厳しい会計基準を適用して隠れた借金を明らかにすることな
どが目的で、１４年度の予算と決算から適用された。
同省公営企業課によると、全国の公営企業の１４年度の総資産は約８７兆円。時価評価
制度の導入などで、１３年度の約９４兆６千億円から、数字上は約７兆５千億円の減少と
なった。
また、１３年度は公営企業の総資産のうち約９割を「資本」が占め、
「負債」は約１割だ
ったが、これまで資本とされたものが負債に計上されたことなどにより１４年度は逆転。
負債が約７割を占めた。負債が資産を上回る債務超過の事業は、１３年度の１９事業から
１４年度は２１５事業に増加した。
さらに、公営企業の総収支は、１３年度は４１５９億円の黒字だったが、１４年度は６
２２３億円の赤字に転落した。
（田嶋慶彦）

社説：見切り発車の危うさ マイナンバー制度
中日新聞 2015 年 10 月 1 日
国民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度は、十月から個人番号の通知が始ま
る。仕組み自体に危うさはないのか、あらためて問い直したい。
十二桁の数字が並んだ個人番号の「通知カード」が十月以降、各家庭に簡易書留で届く
だろう。税と社会保障、災害対策関連の個人情報をこの番号で結びつけるのが、マイナン
バー制度だ。法人にも番号が付けられる。実際の制度運用は来年一月以降だ。
行政事務の効率化が、この制度の最大の目的だが、国民にとっても社会保障給付の申請
手続きで各種の証明書が不要になるなどのメリットが語られる。
通知で混乱の予想も
ＩＣ（集積回路）チップ付きの「マイナンバーカード」も希望すれば、来年から自治体
窓口で発行される。名前と住所、生年月日、性別、顔写真が載るので、本人確認のための
身分証明に使える。
いずれ「マイポータル」といって、インターネットを使い、自宅にいながら、さまざま

な手続きができるともいわれている。行政側から各種案内や通知文書がマイポータルを活
用して届くようになることなども計画されている。
利点として、政府は所得情報をより的確に把握できるとも説明する。過少申告や扶養控
除のチェックが効率化し、社会保障の不正受給や不正還付などを防止することができると
もいう。
だが、この制度はバラ色の世界を創り出すものだろうか。問題点は通知の段階から起き
る。住民票のある住所に郵送されるので、通知カードを受け取れない人も数多く生まれる
はずなのだ。
児童手当などの給付申請に個人番号は必要になるし、勤務先にも伝えなければならない
番号だ。さまざまな事情でやむなく住民票の住所に居られない人たちに対して、どのよう
な対応をとるのだろうか。混乱も予想される。
国民管理の道具になる
今回の国会で成立した改正法では、任意ではあるが、預金口座にも個人番号が付けられ
ることになった。将来は義務化も検討していると聞く。個人の預金をチェックする狙いが
あるのだろう。だが、日本には人口の十倍もの預金口座が存在するといわれる。そのすべ
てに真正な個人番号を付けることは可能なのだろうか。
仮に税務当局が一つ一つの入金・送金記録を確認したとしても、その性質が必要経費な
のか、個人消費なのか、貸し付けなのか、判断できはしない。一件一件、聞き取り調査が
必要になる。この作業を公平・平等に行うことは至難の業に近かろう。
もちろん海外の銀行には、この制度は及ばないので、海外で資産運用する富裕層には無
関係である。むしろ、資産の海外逃避が加速するかもしれない。この制度によって、税の
不公平がなくなると考えるのは早計である。
そもそも預金口座は国民にとって、お金の“日記帳”のようなものだ。脱税をしていな
い一般国民の通帳を国家が自由に閲覧することは、不当な行為なのではないかという疑い
もある。もっと議論が尽くされていい論点だ。
元をたどれば一九六〇年代から検討された「国民総背番号制」だ。国民のためというよ
り、国家が国民監視を強める作用の方が大きい仕組みといえる。国民管理の道具であるこ
とは間違いない。
「マイポータルによって、行政側から国民に通知するプッシュ型サービスが提供できる」
とも宣伝される。だが、生活保護の受給ハードルが高い中で、
「生活保護が受けられますよ」
と役所がわざわざ知らせてくれるのだろうか。
企業側も従業員や扶養家族の個人番号を集め、適切に管理しなければならない。契約社
員やアルバイトへの支払いにも番号は必要だ。システム構築に費用も手間もかかる。その
対応が十分とはとてもいえまい。
証券口座はむろん、将来は健康保険証やパスポート、戸籍、クレジットカード機能を持
たせることも想定している。
しかし、さまざまな個人情報を集積させることは、情報流出のリスクと背中合わせだ。
日本年金機構から大量の個人情報が流出したように、情報管理が完璧でない限り、事故は
いつでも起こりうる。
システムは破られる
むしろ破られないシステムなどありえないと考えるべきだ。それだけプライバシー侵害
の恐れをはらむ。仮にある特定のデータマッチングが行われれば、個人は“丸裸”同然に
なってしまう。
初期投資だけで約三千億円も投じた国家プロジェクトである。ランニングコストは２
０％というから、数百億円も毎年かかる。それだけの費用対効果は見込まれるのか。見切
り発車は危険だ。

社説：マイナンバー／自治体の対応は大丈夫か
神戸新聞 2015 年 9 月 30 日
国民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度は、１０月に個人番号の通知が始ま
り、動きだす。行政事務の効率化などに役立つとされるが、個人情報流出のリスクもある。
特に番号通知や情報管理を担う市区町村の対応に遅れがあると指摘されており、安全・安
心のための対策を急がねばならない。
共同通信の調べでは、システムの安全性を破壊する「サイバー攻撃」を受けたことがあ
る自治体は全国で１００を超えている。その被害は、ホームページを書き換えられる▽住
民のメールアドレスが漏れる▽大量のメールを送りつけられてサーバーが動かなくなる‐
などだ。６月に発覚した年金情報の流出で問題となった「標的型攻撃」も増えている。こ
れはメールの添付ファイルを開かせてウイルス感染させ、システム内の情報を抜き取る。
総務省は日本年金機構の流出問題を受け、個人番号を管理するシステムをインターネッ
トから遮断するなどの緊急対策を市区町村に求めた。
だが、住民情報を管理するシステムがネットから分離されていないケースはまだあり、
６割の自治体はマイナンバーの安全対策に不安を感じている。市区町村は「国からの情報
提供が不十分」
「予算不足」
「専門的な知識を持つスタッフを確保できない」などを問題点
として挙げる。
ネットから遮断する改修には専門知識と費用が必要になる。小規模自治体は人材も財源
も不足し、
「どこまで対策をとるのか」との不安が広がっている。現場で懸念が残ったまま
制度が始まるようでは、住民の信頼を得るのは難しくなる。
一方、各世帯に郵送される個人番号の通知カードは、住民票の住所を移さないまま転居
した人や、配達時に受取人が不在で保管期間を過ぎてしまうことなどによって兵庫県内だ
けでも２０万世帯以上に届かない恐れがある。こうした不着分の対応にも自治体は苦慮し
ている。国会でマイナンバーを金融機関の口座に結びつけられるようにする改正法が成立
した。消費税率引き上げの際の還付制度にマイナンバーを使う案も浮上している。
国は制度開始前から利用範囲拡大に前のめりだが、安心して利用できる態勢を整えるこ
とが先決だ。自治体を支援し、個人情報を守れる仕組みを構築する必要がある。

天声人語
朝日新聞 2015 年 10 月 1 日
違和感という言葉は、なるべく使いたくない。辞書には、なんともいえない嫌な気分、
しっくりしない感じ、などとある。何かを批判する時に「違和感がある」と言うと、もっ
ともらしく聞こえるが、言われた方は具体的にどうすればいいかわからない▼とはいえ明
確な言葉がすぐに出てこない時には便利である。「１億総活躍」社会と聞いて直ちに感じた
のは、まさに違和感だった。安倍首相が新たに掲げた目標だ。一人ひとりが職場や地域で
もっと活躍できる社会を目指すという。１億総活躍プランを作り、担当相も置く▼類似の
言い方を思い出す人は多いだろう。敗戦直後の「１億総懺悔（ざんげ）」、近いところでは
「１億総中流化」
。こうした表現ぶりは、大げさで大雑把だが、耳には入りやすい▼違和感
の出どころの一つは活躍という言葉だと思う。めざましく活動すること。だが、活躍でき
ない人、活躍したいと思わない人も社会にはいる。
「総」の中に入れない人、入りたくない
人には息苦しく感じられる標語ではないか▼もう一つ。活躍しているか否
かには、
「女性が輝く」か否かと同様、客観的な指標がない。「所得倍増」
のような政策目標なら数値ではっきり結果が出る。掲げるには歴史の審判
を受ける覚悟もいる。総活躍は、その覚悟に裏打ちされているのか▼「総」
は「個」の対極にある。総活躍は、個々の国民を一くくりにして上から号
令をかけているかのようにも聞こえる。
「総動員」の語は連想したくない
けれど。
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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