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「女性活躍推進法」４月施行、数値目標への「意識の壁」

産経新聞 2016 年 1 月 19 日

大阪商工会議所のセミナー。企業担当者は行動計画策定をどのよ
うに進めたらよいか悩んでいた＝大阪市北区

従業員３０１人以上の企業に女性登用などの数値目
標の公表を義務付ける女性活躍推進法が４月、施行され
る。対象企業は３月末までに本社所在地の労働局に行動
計画策定を届け出るとともに、一般に公表する義務があ
る。国は一定の基準を満たした企業に認定マークの利用
を認め、人材確保やイメージアップができるメリットを
強調。ただ、もともと女性社員が少ない業種や中小企業
の間には、行動計画づくりに戸惑いも広がっている。（石川有紀）
業種、職種の壁
「女性の管理職は、独身で男性同様にバリバリ働いてきた人ばかりで、増やすのは難し
い」
「営業職は残業が多く、女性には無理だという意識が根強い」
昨年１２月、大阪商工会議所が開いた女性活躍推進法セミナー。女性活躍に向けた行動
計画をつくるため参加した企業担当者からは、数値目標を設定することへの戸惑いの声が
漏れた。
製造業やサービス業、商社など１４社が集まったが、課題はよく似ている。もともと女
性正社員が少ない、女性の職種が事務職などに限定されている、時間制約のある社員の受
け入れ部署が少ないなど、業種や職種で女性を受け入れにくい「意識の壁」があるようだ。
ある人事担当者は「育休から復帰する社員は残業や急な仕事に対応できないからと、部署
間で押し付け合いになる」と理解が進まない現状を打ち明けた。
人材取り合い
法律で公表が義務づけられたのは、直近の女性の採用比率や従業員に占める割合、管理
職に占める割合など１４項目のうち１つ以上。そしてこの現状をもとにした１つ以上の数
値目標と２～５年程度の行動計画だ。
厚生労働省は２月、業種別企業別の公表数値をまとめたデータベースを「女性の活躍・
両立支援総合サイト」に開設予定で、求職者は企業の取り組み度合いを比較できるように
なる。
「人材の取り合いはもう始まっている」。セミナーの講師を務めたコンサルティング会社、
ママココ代表の中島三栄子さんは警鐘を鳴らす。女性活躍を進める理由のひとつとして国
の労働力不足をあげ、
「多くの女性が、働きやすいよりキャリアアップできる環境を望んで
いる」と指摘。成果の上がる行動計画づくりが、人材確保や企業の成長につながると訴え
た。
長時間労働見直しも
大阪労働局の昨年９月の調査によると、大阪府内３２１社のうち、正社員が「不足」「や
や不足」していると回答した企業は、調査開始以来初めて半数を超え過去最高となり、求

人倍率も上昇傾向が続く。男性中心の従業員構成では、人手不足は加速するばかりだ。大
阪労働局の森實久美子雇用均等室長は「女性が活躍するには、長時間労働や過剰なサービ
スが本当に必要なのか企業や社会全体で考え、男女ともに働き方を見直すことが必要」と
話す。
行動計画の公表を義務づけられる大阪府内の企業は約１４００社。大阪労働局には「女
性活躍企業」の認定基準への積極的な問い合わせも寄せられている。女性活躍も求職者へ
のアピールポイントとなりそうだ。
《今週のキーワード「改革力」
》
厚生労働省が企業に与える「女性活躍推進企業」の認定マークは、よく見ると１つ星か
ら３つ星まで３種類のデザインがある。女性活躍に関する１４項目の評価基準を満たした
数で星の輝きが異なるわけだ。
１４項目のなかには、全従業員の働き方に関わる平均残業時間や有給休暇取得率も含ま
れる。記者も共働きで２児の育児中。残業を減らし、効率良く成果を上げる個人と組織の
「改革力」が働き続けるために必要だと感じている。（石川有紀）

小児専門救急棟

来月開所へ

大府の医療センター、東海３県で初
中日新聞

2016 年 1 月 13 日

来月オープンする小児専門救急棟＝いずれも大府市森岡町で

県は２月１日、あいち小児保健医療総合センター
（大府市森岡町）に、重症の子どもに高度な救急治
療を施すことができる小児専門の救急棟をオープン
する。大村秀章知事は３月までに、あいち小児保健
医療総合センターを東海３県で初となる「小児救命
救急センター」に指定する。（長田弘己）
救急棟は免震構造の鉄筋コンクリート地上３階地
下１階の延べ６８７０平方メートル。総事業費は、建設費と医療機器費合わせて約５０億
円。
小児集中治療室（ＰＩＣＵ）を新たに１６床のほ
か、手術室も３室増やし７室とした。屋上にドクタ
ーヘリや防災ヘリが離着陸できるヘリポートを整備
し、２４時間体制で重篤な子どもらに対応する。
子どもの不安を和らげるように壁や医療機器に絵が描かれ
ている救急棟＝県提供

壁や医療機器に動物などの絵を描き、子どもの不
安を和らげる工夫も凝らしている。
ＰＩＣＵは県内に、いずれも名古屋市内の６床（名
古屋第二赤十字病院に２床、名古屋市立大病院に４
床）しかなかった。県は人口などの目安から２２床を目指しており、今回の救急棟オープ
ンで目標を達成する。
２０１４年度の県内の小児救急搬送数は５０８件で、早急な小児救急医療体制の充実が
望まれていた。
３月に県の医療
審議会の答申を
経て、小児救命
救急センターに
生まれ変わる。
大村知事は、

１２日の定例会見で「県内には２２カ所の救命救急センターがあるが、どこも対応に追わ
れている。小児専門の受け皿ができ、より高度な医療を提供できる体制になった」と述べ
た。
今回の救急棟オープンは、保健医療対策の方針を示す県の地域保健医療計画（１３〜１
７年度）に盛り込まれた医療体制構築の一環。１８日午後、現地で開棟式がある。

各大学、学生の心のケア本格化
信濃毎日新聞 2016 年 1 月 19 日
北佐久郡軽井沢町で１５日未明に起きたバス転落事
故で、学生が死亡したり、けがをしたりした大学が心の
ケアを本格化させている。友人や同乗者の死に直面した
学生は、心理的な負担が増しているとの判断。学内に臨
時外来を開設したり、専門知識を持った教員の対応を検
討したりする大学がある。学生に動揺が広がる前に支援
する考えだ。
死亡した乗客１２人はいずれも２０歳前後の大学生
で、負傷者の大半も大学生だった。専門家らによると、
死別経験が少ない若者は身近な人の突然の死にショッ
クを受けやすく、負傷者が生き残ったことに罪悪感を抱
く「サバイバーズ・ギルト」や心的外傷後ストレス障害
（ＰＴＳＤ）に陥る恐れが指摘されている。
学生１人が死亡、３人が負傷した東京外語大（東京）
は１８日、学内の保健管理センターに「ポストベンショ
ン（事後対応）外来」を開設。通常は学生の自殺が判明
した時に設けるという。専門知識を持った医師が週２回、
希望する学生に面談する。
事故後、死亡した学生と机を並べていた学生が「リポ
ートに集中できない」と明かしたといい、１８日に大学
ホームページで開設を伝えた。富田章学生課長は「やる気の欠如、不眠といった症状は自
然な反応であることも伝えたい」と話している。
法政大（東京）は学生３人が犠牲になり、７人が重軽傷を負った。負傷者と連絡を取り、
臨床心理士が在籍する学生相談室を訪ねるよう勧めるほか、他の学生にも同相談室の利用
を呼びかける予定だ。
死者１人、負傷者４人の首都大学東京（東京）は、心理学専門の教員による対応を検討
中。小川仁学長室長は「学生と距離が近い教職員が対応すれば安心感が高まる」
。東京農工
大（東京）も保健管理センターの利用を呼びかける。
医療技術学科の学生１人が犠牲になった広島国際大（広島県）では１８日、同科の１年
生１６０人が授業の冒頭で黙とうした。学科長が事故の概要や学生相談室で心のケアを受
け付けることを説明。広報担当者は「学生の調子が悪くなる前に対応することが大切」と
話した。
軽井沢のバス転落

支援学校バスで生徒にわいせつ 容疑で運転手逮捕
中日新聞 2016 年 1 月 20 日
甲賀署は十九日、特別支援学校のスクールバス車内で女子生徒にわいせつな行為をした
として、県青少年健全育成条例違反の疑いで、バスの運転手をしていた甲賀市水口町名坂、
会社員前川治夫容疑者（６７）を逮捕した。
逮捕容疑では、昨年三月十一日午後一時ごろ、県内の特別支援学校に駐車中のスクール
バス車内で、同校の当時中学生だった十代の女子生徒の体を触るなどわいせつな行為をし

たとされる。
被害者側からの届け出により署が捜査していた。容疑をほぼ認めているという。
◆「校内で事件」県教委が謝罪
逮捕を受けて県教委は十九日午後、会見を開き、
「安心安全でなければならない校内でこ
のような事件が起きたことについて、深くおわびする」と謝罪した。
県教委学校支援課によると、運転手は二〇一二年四月から勤務し一五年五月に契約満了
で退職。女子生徒には知的障害があった。同年四月下旬に、女子生徒が県子ども家庭相談
センターの職員にキスされたことなどを話し分かったという。
他の生徒に被害がなかったことを確認したが、再発防止のため、バスの運行を委託した
県内の会社に対しては、乗務員の勤怠管理やモラル徹底などを要請。学校でも校内巡視の
強化や、スクールバス乗務員の動向把握に努めているという。

性的マイノリティー、自ら情報発信 札幌の若者がサイト開設
北海道新聞 2016 年 1 月 19 日
札幌市内の性的マイノリティー（ＬＧＢＴ）の若者たちが、当事者のための情報を発信
するポータルサイト「ＦＲＥＥ！！」を開設した。すべてのＬＧＢＴを対象にしたサイト
は全国でも珍しい。開設者は「当事者同士が互いを理解したり、社会がＬＧＢＴへの偏見
をなくしたりするきっかけになってほしい」と話している。
「ＬＧＢＴ当事者の自分たちが取材した情報を発信したい」と、市内に住む２０代の同
性愛や性同一性障害の５人がグループを結成し、昨年１０月に同サイト
（http://www.free-lgbt.com/）を開設した。
ポータルサイト「ＦＲＥＥ！！」を紹介する案内チラシ

当事者向けのイベントや関連サイトを紹介。
「ゲイ」
「レズビアン」などの用語解説集もある。
月１回企画する「特集コーナー」もあり、１月
は当事者同士が本音で語る座談会の様子を紹介
した。
道内外の筆者が書くコラムでは現在５人が、
同性愛カップルの日常やＬＧＢＴとして日々感
じることなどを連載している。
新規アクセス数は月５００～７００件のペースで伸びているという。問い合わせはメー
ルアドレス office@free-lgbt.com へ。
（根岸寛子）

北九州に英からキャンプ地視察 ２０２０年パラリンピック
読売新聞 2016 年 01 月 20 日
施設の評価を伝えるホリングスワース氏（左）

英国パラリンピック委員会のティム・ホリングスワー
ス最高経営責任者（ＣＥＯ）らの視察団が１６～１９日、
北九州市を訪問した。２０２０年の東京五輪・パラリン
ピックのキャンプ地誘致を目指す市が招待し、市内のス
ポーツ施設などを見学した。ホリングスワース氏は「世
界級の優れたスポーツ施設を見られた。多くの施設でバ
リアフリーに対する市の取り組みを感じた」と評価した。
市は、東京大会や１９年に日本で開催されるラグビーワールドカップのキャンプ地の誘
致活動に取り組んでいる。昨年１０月には、ローレンス・ダラン・チヴァス在北九州英国
名誉領事を市参与に起用して友好関係を築いたほか、タイやインドネシアともナショナル

チームの合宿を含めたスポーツ分野の連携に向け、協議を進めている。
今回の視察団は滞在中、１７年にオープン予定の北九州スタジアムやメディアドーム、
市障害者スポーツセンター「アレアス」など９施設と、障害者を積極的に雇用する企業な
ど２社を訪問。多目的トイレの整備状況や、バリアフリー対策などを確認したという。市
側は、国際車椅子バスケットボール大会が市内で毎年開催されていることなどを紹介した。
１８日には、五輪やパラリンピック教育を進めるスポーツ庁の「オリンピック・パラリ
ンピックムーブメント調査研究事業推進校」に選ばれた小倉北区の西小倉小（中村章校長）
を訪問。子どもたちが視覚障害者の団体競技「ゴールボール」を体験する授業を視察した。
市大規模大会誘致推進室によると、視察団は帰国後、各競技団体に内容を伝えるほか、
市内施設の評価などをまとめ、市に報告するという。
１９日、市役所で北橋健治市長を表敬訪問したホリングスワース氏は、アレアスについ
て「障害者だけでなく、地域の人も利用できる施設で、感動的だった」と話した。北橋市
長は「キャンプ地としての市の可能性を感じていただけたのではないか。これからもバリ
アフリー対策に力を入れたい」とアピールしていた。

母子施設相次ぐ閉鎖

公営

老朽化で激減

関係者「行政の支援 充実を」
西日本新聞 2016 年 01 月 20 日
経済的に困窮したり、配偶者から暴力（Ｄ
Ｖ）を受けたりした女性とその子どもを保護
する母子生活支援施設が全国的に減少して
いる。自治体が設立、運営する公設公営施設
が老朽化を理由に相次いで閉鎖しているた
めだ。配偶者暴力相談支援センターが２０１
４年度中に受けた相談件数が１０万件を超
え、ひとり親家庭の貧困が社会問題化する中、
関係者は「施設を必要とする母子は多い」と

公的支援の充実を求めている。
全国母子生活支援施設協議会（全母協、東京）によると、１９９６年度に全国で３０７
あった施設は、２０１４年度には２４０にまで減少した。内訳を見ると、公設公営施設が
１３９から４４に激減。社会福祉法人が設立、運営する民設民営施設は１０１から１２３
に増えたが、全体としての減少に歯止めがかからなかった格好だ。
九州の公設公営施設では０８年度から福岡県で３施設、長崎と宮崎両県でそれぞれ１施
設が閉鎖。福岡県糸島市が運営する「笹山苑」は昨年１月に廃止を決定し、２年以内に施
設を閉めるという。
背景には施設の老朽化で母子のニーズに応えられないという問題がある。福岡県の担当
者は「間取りが狭く、風呂などの設備も古い。門限などもあり集団生活を嫌がって敬遠さ
れる」と打ち明ける。実際、定員に対する利用者数（充足率）は公設公営施設は４３・８％
にとどまり、民設民営施設は８５・１％と高い。
施設関係者などによると、近年はＤＶや児童虐待に加え、身寄りがない外国人や精神疾
患で子育てが困難な母子が増加傾向にある。利用希望者は、民営施設や、行政があっせん
する民間住宅に流れているとみられ「地域に必要な施設数は確保できている」
（厚生労働省）
という。九州の自治体担当者も「公営住宅の優先入居のほか、生活や就職相談にも応じて
いる」としている。
だが、全母協の芹沢出副会長は「ＤＶ被害や児童虐待が深刻化しており、職員が多方面
から母子をケアできる施設の需要はむしろ高まっている」と指摘する。
芹沢氏によると、ＤＶ被害者は住居地から遠く離れた自治体に避難するのがほとんど。
公営施設は他自治体からの入所を認めていないことも利用減の要因とみられる。民営施設

が受け入れる際は、市町村が費用を一部負担するため「予算が少ない市町村が入所を制限
する傾向がある」ことも影響しているという。
日本体育大学の本多洋実准教授（児童福祉学）は「親子が一緒に暮らせる唯一の支援施
設で、要望は高い。行政側は、利用しやすい施設の整備や制度変更に取り組むべきだ」と
強調する。
【ワードＢＯＸ】母子生活支援施設
母親と１８歳未満（一部２０歳未満）の子どもが、就職や子育てなどの助言や支援を受
けながら自立に向けて生活する児童福祉施設。施設は（１）自治体が設立、運営する「公
設公営」
（２）民間に運営を委託する「公設民営」
（３）社会福祉法人が設立、運営する「民
設民営」－に分けられる。全国母子生活支援施設協議会によると、入所理由の半数がＤＶ
被害で、離婚などによる「経済事情」
「住宅事情」が続く。九州の施設数は２０１４年度時
点で福岡１２▽佐賀３▽長崎２▽熊本２▽大分３▽宮崎３▽鹿児島８。

介護保険、調理など軽度者向けサービス見直しへ
読売新聞 2016 年 01 月 20 日
厚生労働省は、介護保険制度で「要介護１、２」と認定された軽度者向けサービスを大
幅に見直す方針を固めた。
具体的には、調理、買い物といった生活援助サービスを保険の給付対象から外すことを
検討する。膨らみ続ける社会保障費を抑えるのが狙いで、抑制額は年約１１００億円、約
３０万人の利用者に影響が出る可能性もある。
２月にも始まる社会保障審議会で議論を開始。年内に改革案をまとめて、２０１７年度
にも実施に移す。
日常生活の手助けが必要な軽度者が介護保険を利用して受けられるサービスは、ホーム
ヘルパーが自宅に来て、トイレの介助や調理などを行う「訪問介護」や、施設に通って運
動などをして過ごす「通所介護」などがある。

ブラジルで小頭症の新生児急増

大流行の感染症と関連か

サンパウロ＝田村剛
朝日新聞 2016 年 1 月 19 日
南米ブラジルで、先天的に頭部が小さい「小頭症」の新生児が急増している。報告件数
は昨年１０月以降だけで３５３０件、新生児の死亡例は４６件に上る。ブラジル保健省は
昨年から大流行が始まった感染症「ジカ熱」と関連している可能性が高いとしており、緊
急事態宣言を出して妊婦にウイルスを媒介する蚊との接触を避けるよう呼びかけている。
小頭症の急増が報告され始めたのは昨年７月。北東部ペルナンブコ州の医師らが、頭部
が通常より小さい新生児が異常に多いことに気付いたのが最初で、その後、よく似た事例
が全土で相次ぐようになった。保健省によると小頭症は２０１０～１４年には年間１３９
～１７５件だったが、昨年になって急増した。
新生児の母親には妊娠中にジカ熱を発症した共通点があり、新生児の血液などからもジ
カウイルスが検出された例があった。死亡した新生児を対象に米国の研究機関が行った調
査でも、同じウイルスが見つかったという。

社説 ：ゲノム編集 課題整理し歯止め急げ
毎日新聞 2016 年 1 月 19 日
新世代の遺伝子組み換え技術、
「ゲノム編集」への関心が高まっている。遺伝子の切り張
りはこれまでも広く行われてきたが、従来技術に比べ、ねらい通りに、効率よく、より安
価に遺伝子を改変できるのが特徴だ。 このため、実験動物の遺伝子改変や野菜・家畜の品
種改良はもとより、人への応用が加速する可能性が出てきた。そこで問題となるのは、目
的がなんであれ、子孫に伝わる人の受精卵や生殖細胞の遺伝子改変が許されるかどうかだ。

受精卵の遺伝子操作は日本や欧米諸国では一定のルールのもとで禁止されてきた。しか
し、新技術にはこれまで以上の潜在力がある。国際的に規制の再検討が必要であり、日本
も後手に回らないようにしたい。
この技術の倫理的課題がクローズアップされたきっかけは、昨春、中国のチームが論文
発表した研究だ。人の受精卵で血液疾患の原因遺伝子を正常なものに置き換える基礎研究
で、子どもの誕生を目的とするものではなかったが、波紋を広げた。
こうしたゲノム編集の応用については、遺伝病などの治療につながると期待する声もあ
る。一方で、子どもの目の色や肌の色を選んだり、運動能力を高める遺伝子を導入したり
と、望みの子どもをつくる「デザイナーベビー」につながる恐れも否定できない。
しかも、受精卵の遺伝子を操作すればその影響は次世代の同意を得ないまま子孫に伝わ
る。将来、人類の遺伝子を変化させてしまうかもしれない。狙った場所とは異なる場所に
遺伝子が導入される可能性も残され、安全性への懸念も残る。
米英中の科学アカデミーは昨年１２月、国際会議を開き、人の受精卵や生殖細胞の改変
について「安全性や有効性の問題の解決、社会的合意形成などが満たされない限り臨床応
用は無責任」とする声明を公表した。一方で、基礎研究は容認している。
日本では遺伝子治療の行政指針などで受精卵の遺伝子改変の臨床応用を禁じているが法
規制はない。基礎研究にも明確なルールがない。このままでは、現実が先行し、規制が後
追いになる恐れがある。早急に技術の可能性と倫理的課題を整理し、法規制も視野にルー
ル作りの検討を急ぐ必要がある。
その際には学会や日本学術会議、政府の生命倫理専門調査会などが連携して議論を進め
ることが大事だ。この技術と密接に関係する生殖補助医療分野の法規制も改めて考えるべ
きだろう。
農業・畜産分野でも品種改良への応用研究が進むが、従来型の遺伝子組み換え作物と安
全面などで違いがあるか。改めて検討が必要だ。

社説：保育士不足 待遇改善で安定的確保を
西日本新聞 2016 年 01 月 19 日
「待機児童ゼロ」を目指し、厚生労働省が保育士を確保するための緊急対策を打ち出し
た。対策の必要性は分かるが、果たして実効性があるのか。保育の質を確保できるのか。
幅広く論議すべきだ。
国は２０１７年度までに５０万人分の保育の受け皿確保を掲げている。実現には９万人
の保育士の確保が必要という。一方で、資格を持ちながら現場を離れている潜在保育士は
７０万人ともいわれる。
厚労省は、潜在保育士の再就職準備金貸付制度や、保育所向けの貸付制度を新設する。
いずれも一定の条件で返還が免除される。
幼稚園や小学校の教員も保育ができるように制度見直しを検討中という。２人以上の保
育士の配置を義務付けている現行基準も、子どもが少ない朝夕に限って緩和を目指す。こ
のため保育士の１人に代えて、保育研修などを受けた無資格者を配置できる措置を導入す
る方針という。
言うまでもなく、保育士と教員はそれぞれ別の専門資格である。緊急対策とはいえ、教
員による保育は５０万という目標達成に向けた「数合わせ」の印象が拭えない。配置基準
の緩和についても、大丈夫なのかという不安が残る。
幼い子どもの保育は責任が重い。専門的な能力や技術なども求められる。にもかかわず、
保育士の給与月額は、全産業平均より１０万円程度も低い。厚労省の調査では、潜在保育
士の約５割が就業しない理由として「賃金が希望と合わない」を挙げている。
安定的に保育士を確保するには、思い切った待遇改善を検討すべきだ。専門職の新設な
どでキャリアアップの仕組みをつくり、生涯働けるように環境を整えたい。
保育士とは本来、やりがいのある仕事のはずなのに、現場を去る人が後を絶たない。そ

の原因を直視して対策を立てない限り、根本的な問題解決はあり得まい。
日本の幼児教育・保育への公的支出は、先進国では最低水準だ。人生の土台を築く大切
な時期の子どもをどう育むのか。社会全体で考えるべき課題だろう。

社説 ：高齢者の預託金 悪用防止の対策を急げ
毎日新聞 2016 年 1 月 20 日
１人暮らしの高齢者にアパート入居時の身元保証や死後の葬儀・納骨などを行う公益法
人「日本ライフ協会」が、高齢者からの預託金約２・７億円を職員報酬などに流用してい
たことが明らかになった。
同種の事業はＮＰＯや民間企業なども参入して全国で急速に広まっており、不正は氷山
の一角の可能性もある。国は実態把握と悪用防止の対策を急ぐべきだ。
公益法人は、内閣府の公益認定等委員会などが公益認定法に基づいて審査して認められ
る。日本ライフ協会は預託金について弁護士などの第三者が預かる「３者契約」をするこ
とにして同委員会の審査を通った。ところが、実際には弁護士は関与せず、協会がお金を
管理する「２者契約」を行っており、運営資金に困って預託金を流用したという。
公益認定等委員会は日本ライフ協会に対して是正勧告を行い、同協会の全理事８人が引
責辞任した。だが、流用した預託金の不足額の回復はめどが立っていない。公益法人とし
て税制面で優遇されながら、制度を悪用し高齢者の信頼を裏切った協会の責任は極めて重
い。
公益法人は事業報告を監督庁に毎年提出し、３年に１度立ち入り調査を受ける。内閣府
所管の公益法人は２０１４年末現在２３３４あるが、是正勧告は０８年以降今回で６件に
とどまる。民間の自律的な公益活動を推進するため、行政の過度な規制はなくすべきだが、
身寄りがなく判断能力にハンディのある高齢者を守るためには、むしろ公的チェックを厳
しくする必要があるのではないか。
独居の高齢者は急増しており、１０年に４９８万人だったのが３５年には７６２万人に
なる見通しだ。特に都市部で急増ぶりが著しい。アパートだけでなく、病院や介護施設は
入院や入所の時に身元保証人を求める。法的な根拠はないにもかかわらず、身寄りがない
と病院や施設に入れないことが、公益法人などによる高齢者支援事業の拡大の背景にある。
高齢者の権利を守る制度としては成年後見があるが、入院などの「医療同意」ができな
い上、葬儀などの事務や本人宛ての郵便物の開封もできない。また、後見人に対して月に
２万〜３万円程度の報酬を払わなければならず、後見人による財産搾取が多発しているこ
ともあって、利用者数は最近頭打ちになっている。
家庭裁判所の監督下にある成年後見制度でさえ不正が横行しているのだ。チェックの甘
い公益法人やＮＰＯが高齢者の財産を預かっている実態をもっと厳しく見る必要がある。
心身の機能が衰えて自分を守ることができない高齢者のために、国は不正防止に全力を挙
げるべきだ。

社説：治安の改善を実感するために
日本経済新聞 2016 年 1 月 20 日
昨年１年間に警察が把握した刑法などに触れる犯罪（刑法犯）の件数は約 109 万９千件
で、戦後最少となった。13 年連続して前年を下回り、ピークだった 2002 年の 285 万４千
件と比べると６割減ったことになる。警察や自治体、事業者、ボランティアなど、この間
の官民をあげた取り組みを評価したい。統計上、治安の水準はもっとも良い状態になった
わけだが、国民が「本当に治安が改善した」と実感できるまでには至っていない。さらに
対策を強め、より安全で安心な社会をつくっていきたい。
課題のひとつは、容疑者が摘発された割合を示す検挙率が 30％程度にとどまっている点
だ。1980 年代後半までは 60％前後を維持しており、低迷は明らかである。「犯罪は減った
ものの、起きた事件をなかなか解決できない」というのでは、安心は得られない。

刑法犯の減少は、空き巣や車から金品を盗む車上狙いなど「減りやすい犯罪」が減った
結果でもある。捕まる可能性の低い、
「より割のいい」手口にシフトしている面もあるだろ
う。事実、電話１本で高齢者らから大金をだまし取る振り込め詐欺は増えている。
立場が弱い子どもや女性が巻き込まれる虐待や暴力、ストーカーなどの被害は依然深刻
だ。サイバー犯罪など、検挙も抑止も難しい新手の犯罪も横行している。
捜査の体制や手法が、犯罪の現状に適応したものになっているかどうか、改めてチェッ
クし、見直す必要がある。大量退職が続くベテラン捜査員の技能の継承や、捜査への科学
技術の導入には引き続き力を入れていくべきだろう。
危険性が具体的に高まっているわけではないが、海外でのテロの広がりは、国内の「安
心」にも影を落としている。諸外国のテロ対策の仕組みなどもよく研究し、関係機関が連
携を強めて備えを固める必要がある。テロ情勢や対策の内容などを広く知らせることも、
国民に協力を求め、安全・安心を得るために欠かせない。

【主張】マイナンバー 着実な運用で信頼獲得を 産経新聞 2016 年 1 月 20 日
すべての国民に固有の番号を割り振る「税と社会保障の共通番号（マイナンバー）」制度
の運用が今月から始まった。市町村などの窓口で手続きをする際には、１２桁のマイナン
バーを記した「通知カード」の提示を求められる。税の公平な徴収や社会保障を支える基
盤となる制度だ。国民の信頼を得ながら着実に定着を図らねばならない。
だが、その意義は、まだ国民に十分に理解されているとは言い難い。政府は制度の利便
性や重要性についてわかりやすく説明し、積極的なＰＲに取り組むべきだ。
マイナンバーは納税や年金、雇用保険など国や市町村ごとに管理してきた個人情報を、
１つの番号で結び付ける制度だ。行政手続きが効率化されるほか、不正な税逃れの防止に
もつながる。
本人が希望すれば、ＩＣチップが埋め込まれた、顔写真付きの「個人番号カード」が無
料で交付される。これがあれば、介護保険や年金の受給申請書類などを減らせる。今後は
税金の納付状況をパソコンで確認できるようになるなど、利便性は向上する。
政府は当初、
「通知カード」の配達を昨年１１月中に終えるとしていたが、印刷が遅れる
などで大幅にずれ込んだ。全世帯のおよそ６％にあたる３６０万通の通知カードが届いて
いないという問題も生じている。ほとんどは引っ越しの際に住民票を移していないため、
返送されてくるケースだという。こうした世帯にマイナンバーの利用を促すためにも、制
度の周知徹底は欠かせない。
平成３０年からは、預金者の了承を得た銀行口座にマイナンバーが記載される。農家や
自営業者らの資産を把握しやすくなり、税金の適正な徴収も図られそうだ。税の不公平感
の解消につなげる必要があろう。
国民には個人情報の漏洩（ろうえい）に対する不安も根強く、コンピューターシステム
の障害も起きた。これでは制度への信用を獲得することは、おぼつかない。
政府は民間に活用を呼びかけ、ポイントカードとしても使えるようにするという。だが、
利用範囲の拡大ばかりを先行させても、理解は進まない。
まずは厳正な情報管理と着実な運用から始めることが肝要だ。
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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