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社説：フードバンク／育成へ公的支援の強化必要
河北新報 2015 年 11 月 29 日
企業や個人から食料品の寄付を受け、福祉施設や経済的に厳しい生活を送る人たちに届
ける「フードバンク」の活動団体が難問に直面している。ことし４月に始まった生活困窮
者自立支援制度で、自治体の相談窓口からの提供要請が急増し、食品の調達が追い付かな
くなっているのだ。
困窮者支援の重要な担い手として地域のフードバンクに期待が集まる一方、活動団体の
運営基盤は弱く、安定的な調達ルートの開拓やボランティアの確保など、多くの課題を抱
えている。
フードバンクは、食べられるのに捨てられる「食品ロス」を削減することで環境保護に
も大きく貢献している。行政や企業、住民組織が連携しながら活動を支え、充実させてい
く必要がある。
農林水産省の委託調査（２０１４年１～２月）によると、全国でフードバンク活動に取
り組んでいるのは約４０団体。ＮＰＯ法人が中心で、多くが寄付金頼みの運営を余儀なく
されている。
取り扱う食品は規格外の野菜、果物に加え、外装に傷や印字ミスなどがあった加工食品。
食品メーカーなどからの寄付が大半を占めるため、提供可能な食品の量や種類は時期によ
って大きく変わる。
一方、生活困窮者自立支援制度は、自治体が病気や失業などで生活に困っている人を見
つけ、生活保護が必要になる前に地域の民間機関と連携して自立に導くのが狙い。
各自治体が相談窓口を設け、就労訓練や家計管理の助言などを行うことになっているが、
相談窓口で「きょう食べる物がない」と訴える人に最低限の食事を保障する仕組みにはな
っていない。そのため、そうした緊急性の高いニーズが、そのままフードバンクに寄せら
れている。
これまで多くのフードバンクは、定期的に食品を届けることで食費のやりくりを助け、
日々の献立に彩りを加えることを主な目的としてきた。しかし、今では生活に行き詰まっ
た人が必要とする「その日の食べ物」まで期待され始めたと言っていい。
より切実なニーズへの対応を迫られている各地の１１団体が先日、「全国フードバンク推
進協議会」を発足させた。東北からもフードバンク岩手（盛岡市）とフードバンクあきた
（秋田市）の２団体が参加している。今後、貧困問題の全国調査を行い、政策提言を目指
すという。
行政は活動団体の声を受け止め、公的支援を強化するとともに、食品寄付を広く定着さ
せる仕組みづくりを急ぐべきだ。食中毒などの事故や転売を懸念し、寄付をためらいがち
な食品関連企業のために、税制や製造物責任制度を見直すことも必要だろう。
「格差」の拡大などを背景に、日々の食事にも困る人は確実に増えている。国立社会保
障・人口問題研究所の調査（１２年）では、過去１年間に経済的な理由で必要な食料が買
えない経験をした世帯は１４．８％。ひとり親世帯では約３割に上った。
もうすぐ、年の瀬。
「もったいない」を「ありがとう」に変えるフードバンクの力をもっ

ともっと高めたい。

健常者と障害者の「共生」
、自身も共同生活３７年 「共仂の家ぴのきお」所長・河野さん
西日本新聞 2015 年 11 月 28 日
自然豊かな場所にある「共仂の家ぴのきお」からは、利用者たち
の笑い声が絶えず聞こえてくる
「共仂の家ぴのきお」とともに
福祉の道を歩んできた河野修三
さん

「共生」をテーマに掲げ、
健常者と障害者が寝食をと
もにする混在型グループホ
ーム「共仂（きょうどう）の家ぴのきお」（北九州市若松区安
屋）が開所して３７年になる。設立者で所長の河野（こうの）
修三さん（６９）も共同生活を送る一人だ。「障害者は普通の
生活を望んでいる」。その思いをかなえようと、居場所づくり
に奔走してきた。
響灘の海岸線を一望できる小高い土地に、共仂の家はある。敷地面積約３１０平方メー
トルの木造平屋で、中からは絶えず笑い声が聞こえてくる。
「働くことが難しい重度の障害者とともに力を合わせて自立を目指す」（河野さん）。そ
んな思いを込めた共仂の家には、重度の脳性まひがある人や、知的障害者、高齢者ら計１
０人が住み、職員１１人が交代しながら２４時間の介助をしている。１年の大半をこの家
で過ごし、率先して朝食を作る河野さんは「ここはもう自宅のようなもの」と笑う。
河野さんは１９７０年、大学卒業後に知的障害者施設に就職。そこで目の当たりにした
のは、夜中に施設を出て自宅に逃げ帰ろうとする入居者たちの姿だった。家族や地域から
切り離されて暮らしており、
「福祉という言葉で装われた体のいい隔離だった」。３年間勤
めた後、大学に戻って福祉の勉強をやり直した。
研究分野は、障害の有無や年齢にかかわらず人々が同等に暮らす社会を目指す「ノーマ
ライゼーション」。この理念を実践しようと７８年、若戸大橋に近い本町に住居を借りた。
２４時間の介助が必要な障害者も拒まずに受け入れ、自立支援に向けた共同生活を開始。
より広い家を求めて、８９年に安屋に移った。
道のりは平たんではなかった。自傷行為を試みる人や触法障害者もおり、入居者の最期
をみとることも。赤字経営の時期もあったが、河野さんは「３７年間、共同生活を続けら
れたことで、重度の障害者も施設の外で生活できることを証明できた」と胸を張る。
「外へのつながり」を求めた活動も積極的だ。９月には河野さんらが実行委員会をつく
り、聴覚障害者と健常者がともに演じる人形劇団の公演を若松区で初開催。今月１日には、
共仂の家で音楽イベントを開き、約１００人が集まった。
「障害者への理解が深まり、個人の頑張りだけではなく、持続可能な支援体制が構築さ
れていけばうれしい」
。それが河野さんの願いだ。

高齢者共同生活、グループリビングに脚光

兵庫県内で開設拡大
神戸新聞 2015 年 11 月 29 日
１人暮らしになった高齢者らが共同で生活する「グループリビング（ＧＬ）」を開設する
動きが、兵庫県内で広がる。現在は高砂市の１カ所だけだが、姫路市や丹波市で新設が計
画される。
「助け合う住居に」
「孤立を防ぎたい」。高齢化が進む中、住まいの新しい形をつ
くろうと理想を描く。
（宮本万里子）
「どうやって建てましたか」
「費用はどのくらいですか」。１０月下旬、姫路市のＮＰＯ

法人「あけび」副理事長の林幸子さん（６７）が高砂市の「グループリビングてのひら」
を見学し、質問した。
地域住民も集うコミュニティー喫茶を楽しむ「グループリビングてのひら」の住人ら＝高砂市荒井町小松
原（撮影・後藤亮平）

てのひらは２０１０年春、高齢者向けデイサービ
スなどを展開するＮＰＯ法人が、兵庫初のＧＬとし
て開設。鉄骨３階建てに個室や共有スペースがあり、
高齢者７人が暮らす。
あけびは、パーキンソン病患者らの作業所などを
運営している。患者は薬が切れると体が動かなくな
るなどの症状があり、
「同じ病気の人々が助け合っ
て暮らす場がほしい」と林さん。１０人規模のＧＬ
を検討したが、数千万円と見込まれる資金の確保が壁となっている。「行政や民間の補助が
あれば」と望む。
丹波市で高齢者向けデイサービスなどを手掛けるＮＰＯ法人「ふくろう」の理事長、北
野隆三さん（６４）は既存の建物を活用したＧＬ開設を目指す。地域には１人暮らしの高
齢者も多く、
「寂しい」
「話し相手がほしい」との声をよく聞く。
「孤立を防ぎ、地域の交流拠点にもしたい」と北野さん。低所得の高齢者ら１０人ほど
が暮らせる物件を探す。
てのひらには、個人の相談や見学も多い。姫路市の６０代夫婦は「子どもが近くに住む
が、同居は気をつかう」と、空き家を活用するなどして同世代の人たちと暮らせる場を模
索。シェアハウスなども見て回る。
ＧＬは暮らしのルールを入居者自身で決める新しい形の共同生活。高齢者の住まいに詳
しい慶応大学の大江守之教授（都市・住宅政策論）は「高齢者施設などへの入居は家族か
ら『外れる』とマイナスに捉えられがちだが、ＧＬは新たな『家庭』をつくるというプラ
スのイメージ」とし、
「親を施設に入れるなどの経験をした世代に、別の選択肢を求める人
が増えているのではないか」と話す。
■設置や資金集めの手法はさまざま
１９９０年代から広がり始めたグループリビング（ＧＬ）。設置や資金集めの方法はさま
ざまだ。
１９９９年にできた神奈川県藤沢市の「ＣＯＣＯ湘南台」は、開設した女性が知人の土
地所有者に建物整備を依頼。１人３７０万円の入居一時金を建設費に充て、賃料も払う仕
組みをとった。２００４年開設の奈良市の「コミュニティーハウス法隆寺」は、入居希望
者１３人が「２８平方メートルにつき１人７５０万円」を出資。株式会社を設けて建てた。
各地でのＧＬ開設の動きを受け、日本自転車振興会は０５年～１０年度、建設の補助金
制度を設置。高砂の「てのひら」も整備費の約８割にあたる６千万円の補助を得るなど、
全国１６カ所で新設を助けた。
課題もある。１９９０年開設で、ＧＬの「先導役」とされるさいたま市の「グループハ
ウスさくら」
。小川志津子さん（７４）が自宅建て替え時に共同住宅を併設し、これまでに
計１４人が暮らした。だが、小川さんは自らの高齢化を理由に新たな受け入れは難しいと
判断。今年末での閉鎖を決めた。
兵庫県立福祉のまちづくり研究所（神戸市西区）の宮野順子研究員は、こうした「一代
限り」での閉鎖はほかでも起こりうると指摘。
「開設者が大家のような存在となり、運営を
引き継ぐ体制をつくることが大切」としている。

知的障害理解し地域一丸でサポート 秋田市で養成講座 秋田魁新報 2015 年 11 月 29 日
第１回秋田市知的障がい児者サポーター養成講座が２８日、同市八橋の市老人福祉セン

ターで開かれた。市民や福祉関係者ら約１００人が受講し、障害者の家族や支援者の話を
通じて、障害がある人を地域で支える方法に理解を深めた。
約１００人が知的障害への理解を深めたサポーター養成講座

障害児者の家族やきょうだいでつくる「秋田市手をつ
なぐ育成会」
（田中勉会長）の会員たちが、「保護者の思
いを知る」と題して講話。会員の一人は、障害のある三
男＝当時（８）＝が迷子になった際、女子中学生３人が
交番に連れていってくれた経験を紹介。
「多くの市民がこ
の中学生のようなサポーターになってくれれば、子ども
も家族も安心して暮らすことができる」と語った。
このほか、県立医療療育センターの医師や、障害福祉サービス事業所の施設長が講演し
た。受講者にはサポーターの証しである青いリストバンドが配られた。

個性豊か障害者のアート

都立中央図書館で「ブリュット展」
東京新聞 2015 年 11 月 29 日
都内と埼玉県の障害者施設の合同作品展「トーキョー・ブリュット展」が二十八日、港
区の都立中央図書館で始まった。二十四団体の知的、精神障害者約四十人が手掛けたカラ
フルな絵画やユニークな立体など約二百二十点を展示している。十二月九日まで。
ブリュットはフランス語で生のまま（加工されて
いない）という意味。障害者施設を運営する社会福
祉法人愛成会（中野区）と都が、障害者の芸術活動
を支援する厚生労働省のモデル事業の一環で開いた。
障害者の作品を紹介したトーキョー・ブリュット展＝港区で

見てほしい」と話した。

自閉症の男性が木に色鉛筆で描いた牛と鳥は迫力
満点。富士山の壁画がある銭湯を表した切り絵は手
前の大きなコーヒー牛乳が印象的で、四季を描いた
八点の風景画は色鮮やか。粘土や木工の作品もある。
愛成会の小川由香里事業推進課長は「これまで障
害者の作品は見向きもされず、捨てられることもあ
ったが、世界的に認められる芸術作品もある。まず
（松村裕子）

年内に「副首都推進本部」 松井知事２期目会見
大阪日日新聞 2015 年 11 月 28 日
大阪府の松井一郎知事は２７日、府庁で２期目の就任会見を行い、「新たな大阪都構想の
設計図作りの議論を続ける民意を得た」と語り、ダブル選（知事、大阪市長）の勝利で都
構想議論への理解を得たとの考えをあらためて示した。都構想実現を通して「副首都・大
阪」を目指す考えで、そのために必要な府市共同の事務局組織を設置
する条例案を来年２月議会に提出する。
２期目の抱負を語る松井知事＝２７日午後、大阪府庁

松井氏は、知事と市長が二重行政解消などを協議してきた府市統合
本部の名称を「副首都推進本部」に変更して年内に再設置する考えを
明らかにした。
また、都構想の事務局機能を担ってきた府市共同の大都市局の名称
も「副首都推進局」に改めた上で復活させる。復活には府市両議会の
議決が必要になるため、来年２月議会に条例案を提出し、４月の設置
を目指す。府市統合本部と大都市局は、住民投票後の６月に廃止され
ていた。

５月の住民投票で否決された都構想の設計図を見直す考えも表明。大阪市を廃止して設
置する「特別区」の枠組みを維持した上で、区割りや区の名称、基礎自治体としての権限
の範囲などを住民の意見を聞いた上で見直すとした。
ただ、大阪維新の会は府市両議会で過半数を握っておらず、都構想の実現には他会派の
協力が必要になる。松井氏は、今回のダブル選で「自主投票」だった公明党について「民
意を重く受け止めてもらえると思う。丁寧に協議したい」と協力を求める考えを示したが、
自民党に対しては「共産党と一緒になって正面から反対だった。積極的にこちらからアプ
ローチはしない」と述べた。
松井氏は「日本を引っ張る大都市としての機能を持つエリアを副首都として位置付けた
い。その機能を網羅できるような大阪づくりをしたい」と意欲を語った。
政治団体・大阪維新の会は橋下徹市長が代表、松井氏が幹事長を務め、ダブル選では都
構想への再挑戦を掲げて自民推薦候補らと争った。

音楽やショーで交流深める

明石で県障害者芸術・文化祭

神戸新聞

2015 年 11 月 29 日

明るい雰囲気で進んだファッションショー＝明石市中崎１

障害者と健常者が音楽や踊りを通じて交流を深め
る「第１１回県障害者芸術・文化祭」が２８日、兵庫
県の明石市立市民会館（同市中崎１）であった。県な
どでつくる実行委員会が県内各市を巡回し毎年開い
ている。
第１部は龍野北高校生と西はりまリハビリテーシ
ョンセンター（たつの市）の利用者によるファッショ
ンショーで開幕した。生徒たちは車いすが必要な利用
者らと話し合いを重ね、それぞれの希望に応じた衣装
を製作。共に舞台に上がり、笑顔を見せた。
全盲の男性（７８）＝明石市朝霧南町４＝はフルートの独奏を披露。明石土山病院（魚
住町清水）の患者らによるダンスもあった。
会場では明石養護学校の児童、生徒らによる作品展も開催。県が募集していた作文やポ
スターの表彰も行われた。
（新開真理）

介護・福祉職員１２００人以上不足…富山
読売新聞 2015 年 11 月 29 日
特別養護老人ホームなど、富山県内の介護や福祉の民間事業所がサービス提供に必要と
考えている職員数に対し、実際の職員数は１２００人以上不足していることが県社会福祉
協議会の２０１５年度の人材確保に関する調査の中間報告でわかった。
調査は県内の高齢者や障害者が利用する事業所１３０７か所を対象に行い、９１０か所
が職員数や離職数、不足人員数の状況について回答した。
利用者に対するサービスを安全に提供するために不足していると思われる人数について
各事業者に尋ねたところ、不足人員数は１２６３人に上った。
職種別では、介護職が６８０人で最も多く、看護職２２７人、訪問介護１８１人、相談・
指導員５８人の順だった。事業所の種類別では、通所介護２７１人が最多で、特別養護老
人ホーム２３０人、訪問介護１７８人だった。
新たに事業所に就職した入職者数は２７６２人で、内訳は新卒が２８３人、職務経験有
りが１６６８人、未経験８１１人だった。
一方、離職者数２００１人のうち、勤続３年以内に離職した人数は１１０２人で、全体
の半分以上を占め、勤務歴が短い職員の離職への対応が課題として浮かび上がった。
また、職員の賃金が平均で月１万２０００円アップするように政府が加算制度を拡充し

た４月の介護報酬改定に伴い、収益と費用の差が収益に占める割合を示す収支差率が前年
度より１５年度の方が上昇すると見込んでいる事業所は２９・３％、低下すると見込んで
いる事業所は７０・７％だった。

全国の福祉施設利用者がパン、菓子作りの腕競う 神奈川 産経新聞 2015 年 11 月 29 日
福祉施設利用者らによるパン・菓子作りコンテスト「第７回チャレンジド・カップ」（成
田真由美実行委員長）の決勝大会が２８日、横浜市西区の国際フード製菓専門学校で行わ
れた。１次、２次審査を経て決勝に進出したパン部門１０チーム、菓子部門８チームの計
１８チームが、技術やチームワークを競った。
審査の結果、パン部門は障害福祉サービス事業所「室蓬館（しっぽうかん）」（岩手県一
関市）が、菓子部門は社会福祉法人南陽園の「兎夢創家（トムソーヤ）」（石川県小松市）
が大賞に輝いた。受賞者は「練習のかいがあった」と喜びを爆発させた。県勢では、社会
福祉法人開く会の「共働舎」
（横浜市泉区）がパン部門銀賞、障害福祉サービス事業所「麦
の丘」
（同市旭区）が同部門銅賞、ＮＰＯ法人「ワークステーション」（同市神奈川区）が
菓子部門銀賞を獲得した。
後援する特定非営利活動法人「日本セルプセンター」の太田衛常務理事は「プロの域。
日頃の精進の結果だと感動した」と総括した。

保育士不足、負の連鎖

心身とも負担重、待機児童ゼロへ壁に
西日本新聞 2015 年 11 月 28 日
保育士確保に向け、初めて秋に開催された福岡市の「就職フェア」＝
１０月２５日、福岡市

保育士不足が全国的に深刻化している。希望しても認可保
育所に入れない待機児童は今年、５年ぶりに増加。政府は待
機児童ゼロを目指して保育所の増設を進めるが、保育士が足
りず、整備が追いつかない状況だ。１月に「保育士確保プラ
ン」を打ち出したものの、人材難は厳しくなる一方で、政府
は幼稚園や小学校の教諭など保育士資格のない人の活用も検討し始めた。
「保育士不足は待機児童がいる都市部だけでなく、地方でも深刻。規制緩和は緊急的な
対応としてやむを得ない」
。１６日、厚生労働省で開かれた保育士確保対策の有識者検討会。
ヒアリングに応じた保育関連団体から、教諭の活用に前向きな声が上がった。
長時間勤務に精神的負担、加えて低賃金。短大などの保育士養成施設卒業者のうち保育
所に就職する人はほぼ半数で、年間の離職率は１０・３％に達している。今年９月時点の
保育士の有効求人倍率は全国平均で１・８５倍となり、同月時点の過去最高を更新。東京
都では５・４４倍にも上った。
「猫の手も借りたい状態。いくら施設を整備しても働き手がいないと始まらない」。福岡
市早良区の原西保育園の北口雄也園長はこう漏らす。現在、園では１４０人の定員を超え
る１５６人の子どもを預かり、常勤１１人とパート２４人でなんとかやりくりしている。
来春から新たに小規模保育所２園を開設する予定だが、保育士が集まらなければ断念せざ
るを得ない。
既に都内では、保育士を確保できずに新設園の開園が遅れたり、定員を減らしたりする
ケースも出てきている。
「保育士の奪い合いはひどくなる一方。人材派遣会社に高額な手数
料を支払ったり、地方へ探しに行ったりしている」
。検討会のヒアリングではそんな現状も
明らかになった。
厚労省は保育士確保プランに基づき、全国に７０万人以上いる資格があっても働いてい
ない「潜在保育士」の復職支援や保育士試験を年に２回に増やすなどしてきた。ただ、同

省の２０１３年度の試算では、１７年度までに保育の受け皿を４０万人分増やすためには
新たに６万９千人の保育士が必要とされる。さらに安倍晋三首相は今月になって受け皿の
１０万人分積み増しを表明。さらなる不足は必至だ。
検討会で厚労省は、保育士の配置人数の３分の１までを幼稚園や小学校、養護の教諭で
代替できる▽保育士資格がなくても、保育業務の経験がある人を朝夕の子どもの少ない時
間帯や研修中の保育士の代わりに配置できる－案も提示した。
ただ、処遇の問題が根底にある限り、対策には限界がある。同省の１４年の調査による
と、保育士の平均月給は２１万６千円で、全職種の平均より約１１万円低い。全国福祉保
育労働組合の小山道雄副中央執行委員長は「実際はもっと低く非正規の募集ばかり。生活
を支える職業としての選択肢になり得ない」と指摘する。
「保育中は昼食やトイレすらままならないほど忙しい」（福岡市の３５歳保育士）という
過酷な労働環境。保育後も事務作業に追われ、土日は研修や行事でつぶれる。アレルギー
や発達障害など特別な対応を求められることも増え、心理的な重圧は募るばかりという。
「規制緩和ではなく、抜本的な処遇改善をするべきだ」。ヒアリングで保育関係団体の代
表者全員が口をそろえた。
◆「金の卵」確保へ必死
今や「金の卵」とされる保育士。九州の自治体もあの手この手で確保策に乗り出してい
る。
福岡市は１０月、市保育協会と「就職フェア」を開いた。例年は学生の就職活動に合わ
せて６月に実施してきたが、初めて秋にも開催することにした。新年度の入園者募集が１
０月から始まることもあり、
「秋開催」は園側にとって実態に即した求人数をはじき出せる
メリットがあるという。
フェアには７９園から約２００人分の求人が集まった。参加した田島保育園の高田史敬
園長（４５）は「保育士はきつくて待遇が悪いと思われているが、やりがいのある仕事と
分かってほしい」と力を込める。
各自治体は潜在保育士の掘り起こしにも力を入れる。福岡市や長崎市などでは市役所に
保育士・保育所支援センターを設置。再就職希望者と保育所側の条件面を話し合う場を提
供している。北九州市は２００９年度から年２回開く研修の中で工作や童歌などの実技を
通じ「保育の勘」を取り戻すカリキュラムを実践。佐賀市、熊本市、大分市、宮崎市も潜
在保育士の再就職を促す研修会を開いている。

［近江と人と］陶芸家

圓口功治さん ３５

読売新聞 2015 年 11 月 29 日

「陶芸の面白さを伝えたい」と話す圓口さん（大津市で）

◆ろくろで作る夢の形
ろくろに載せた円柱形の土に指が触れると、見る間に半球になり、
やがて内部が空洞のリンゴのような形ができた。急須の蓋に柄、注
ぎ口を棒やへらを使って仕上げ、
「土台となる技術には自負があり
ます」と笑顔を見せる。
昨年５月、実家近くの大津市北小松に「湖西焼 圓工房」を開い
た。工房のある地域を表そうと、考えた名が湖西焼。「湖東焼があ
るんだから、湖西でもこれから頑張って作っていければ」と語る。
高校時代は調理の道を志し、アユ料理店で調理の補助をした。その店で、季節のメニュ
ーは同じでも、器の違いで料理が変わって見えることに感動した。
「料理と陶芸。それぞれを極めよう」と思い立ち、まずは未体験の陶芸をと高校卒業後、
京都府立陶工高等技術専門校へ。２年間学んだ後、修業先を探して、飛び込みで２０ほど
の窯元を訪ねると、京都市の窯元「陶楽陶苑」が受け入れてくれた。
工程が秘密にされるケースも多いなか、陶楽陶苑は、成形から焼き上がりまで全てを見

せてくれた。修業先としては理想的だったが、厳しかった。ろくろの芯がずれたと見るや、
たちまち師匠にどなられ、完成度が低ければ、その場で壊された。
◆技術、福祉に生かす
でも、夢を追い続け、生来の負けず嫌いも手伝って１０年の弟子期間をやり遂げ、独立
準備のために２年間、職人として働いた。ひとたび、ろくろの前に座れば、少々目線がそ
れようと、他人に話しかけられようと、目指す造形は絶対に崩さない。
その技術力を買われ、茶わんや香炉など様々な発注を受けながら、オリジナル作品も創
る。
「丁寧で品がある仕上がりを目指す」と語る一方、
「焼き物として完成するのは１０年、
２０年後でいい」
。長い目で作り続けていくことが大切なのだ。
最近、陶芸を生かした別の顔もできた。それは陶芸療法士。焼き物の町、愛知県常滑市
で生まれた民間資格で、介護施設の高齢者らに手先を使う作陶を教えることで、リハビリ
や気持ちを落ち着かせるメンタルケアに一役買う。
１２月からは大津市の放課後デイサービス施設「ここ・チャット」で障害を持つ子ども
らを相手に活動する。
若手が陶芸だけで食べていくのは苦しい。でも、抱いた夢を諦めてほしくない。ここで
一緒にやりたい。だから、工房は広々した高台に構えた。県内で初の取得となる陶芸療法
士の資格も、若手に新たな道を示したいから。
もちろん料理の道も追究し続ける。だが、当面は陶芸を軸に活動する。
「料理を盛り、自
分を表現し、社会福祉に貢献し、若手育成のためにね」。ろくろを見つめる目に迷いはない。
（岡本久美子）

虐待の障害児、４年間で１２００人保護
読売新聞 2015 年 11 月 29 日
保護者から虐待を受けて障害児入所施設に新たに保護された児童が、４年間で約１２０
０人に上ることが、厚生労働省への取材でわかった。専門家や施設からは、被虐待児が増
えているとして態勢充実を求める声が上がっており、同省は同施設での詳しい実態を調べ
るため、職員配置や被虐待児の総数などについて初の調査を始めた。全国の障害児入所施
設にいる子供は昨年４月時点で約９８００人。国は２００５年から、同施設に対し、虐待
を理由に入所した児童数に応じ、１年限りの加算金を交付しており、記録がある１１～１
４年の各４月時点で対象となった児童は計１１９６人に上る。ただ、１年の加算期間が過
ぎても入所を続ける児童が大半で、１１年以前から在籍している子も多いとみられること
から、専門家は「実際にはもっと多くの被虐待児がいるだろう」と指摘する。

診療報酬、マイナス改定へ…１７００億円を抑制
読売新聞 2015 年 11 月 29 日
政府は、医薬品の値段（薬価）や、医師、薬剤師らの技術料の価格（本体）を見直す２
０１６年度の診療報酬改定で、全体の改定率をマイナスとする方向で調整に入った。１６
年度予算編成の焦点である社会保障費の抑制は、目標とする約１７００億円の抑制分をほ
ぼ診療報酬のマイナス改定でまかなう考えだ。診療報酬改定はほぼ２年
に１度実施される。全体の改定率がマイナスになれば８年ぶりだ。厚生
労働省による１６年度予算の概算要求では、医療、年金、介護などの社
会保障費は１５年度予算より約６７００億円増える。要因は、高齢化や、
医療が高度化していることなど様々だ。政府は財政再建を着実に進める
ため、高齢化で避けられないとされる年約５０００億円増にとどめる方
針だ。
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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