い～な
診療所
あまみ

中

中 央
事務局
研究所
しらさぎ

つなぐの

さくら

大阪＋知的障害＋地域＋おもろい＝創造

知の知の知の知
社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所情報誌通算 2829 号 2016.1.25 発行
==============================================================================
障害者１３作業所が分業…避難受け皿にも
読売新聞 2016 年 01 月 25 日
◆共同事業化で工賃増額
東京電力福島第一原発事故で移転するなどした障害者の作業所１３か所が、かばんやお
菓子などを分業で完成させて販売する共同事業に取り組んでいる。作業を小分けにし、ミ
シンやオーブンの有無など作業所ごとの環境に合わせて分担。箱詰めだけなど、下請け的
な関わり方に比べて収入アップが期待できるといい、障害者への工賃を増やせた作業所も
出ているという。
◆かばんやお菓子 製造販売
原発事故では、多くの障害者も影響を受けた。共同事業に参加する１３作業所のうち、
元々の活動エリアが避難指示区域となり、区域外に移転したのは７事業所。２事業所は避
難で受け皿を失った障害者のために新たに設立された。四つは避難者が多い郡山市に元々
あった事業所だという。
郡山市の「ふたば製作所」は浪江町や富岡町、葛尾村などから避難している障害者向け
に２０１３年４月に設立され、現在は１５人が通う。手提げかばんの共同事業では、作業
は〈１〉生地の裁断とほつれどめのミシンがけ〈２〉生地の洗濯〈３〉かばんのひもなど
や裏地づくり、アイロンがけ〈４〉縫製〈５〉包装〈６〉発送――の六つ。ふたば製作所で
はひもなどや裏地づくりを担当している。
利用者の一人で、葛尾村から三春町の仮設住宅に避難した聴覚障害者の石田健太郎さん
（２０）は「ミシンを使ったのは高校以来で面白い。いろんなものづくりに挑戦したい」
と筆談で答え、笑顔を見せた。
共同事業の事務局を担う郡山市のＮＰＯ法人しんせいによると、この取り組みが始まっ
たのは１２年冬。最初は使わなくなった布を裂いて材料にした、かばんづくりだった。１
４年には秋から翌春までの期間限定で焼き菓子作りを開始。焼き菓子作りと箱作り、箱詰
めを分担している。
焼き菓子の共同事業では１５年４月までに、約４００万円の売り上げがあったという。
各作業所は、共同事業の分配金を障害者に渡す工賃に充てているが、ふたば製作所では、
１日あたり３５０円だった工賃を１４年春から１０００円に増額できたという。
共同事業では、４月から新たに、ネクタイの生地を再利用したピンバッジ作りに取り組
む予定だという。同ＮＰＯ理事の富永美保さん（５１）は「商品作りと販売を通じて、連
携の輪を広げたい」と話している。

修学旅行民泊で魅力発信 民宿経営・松崎博文さん
読売新聞 2016 年 01 月 25 日
大学教授を退官して南島原市に帰郷し、２０１４年１０月、修学旅行生向けの農家民泊
を始めた。市内には現在、農家民泊を受け入れている家庭が約１６０軒あり、同年度は計
約１万１０００人の中高生らが訪れた。
「長い間、留守にしていた古里への恩返しになれば
うれしい」と笑顔を見せる。

退官を機に、余生を静かに過ごそうと思ったという。だが、生まれ育った古里の良さを、
少しでも多くの都会の子どもたちに伝えたいと考えるようになり、築約４０年の木造の実
家を改装。宿泊者用に２０畳ほどの居間を開放している。民宿の屋
号「きなへい」は、地元の方言で「いらっしゃい」という意味。昨
年１年間で、関西地区の中学、高校計２５校から合わせて約１００
人の生徒を迎え入れた。
松崎博文さん
１泊２日の滞在期間中には、生徒たちと近くの畑でタマネギなど
の野菜を収穫し、一緒に料理を作って食べる。このほか、今年、世
界文化遺産登録を目指している「長崎の教会群とキリスト教関連遺
産」の構成資産である原城跡、日野江城跡も案内し、歴史的価値を
伝えている。
「子どもたちは客ではない。家族の一員で、我が子だと思って接
している。短期間の交流の中で、南島原の魅力を体感してもらえた
ら」と期待を込める。
勤めていた福島大では、付属小の校長などを歴任し、特別支援学校に通う発達障害の子
どもたちへの教育支援に関わった。その経験を生かし、発達障害を持つ生徒も受け入れて
いる。
「話をしっかり聞くなどフォローすれば問題ない。障害のある子どもたちにも、色んな
体験ができる環境を提供していきたい」
（赤井孝和）

認知症、分かってきた危険因子と残る謎
日本経済新聞 2016 年 1 月 25 日
認知症患者の約 60％はアルツハイマー型認知症で、約 20％は脳血管性の認知症といわれ
ている。近年、アルツハイマー型認知症の患者の６割が遺伝的要因を持っていることが分
かってきた。特に、アポリポたんぱくＥ（以下「ApoE」、読みは「アポイー」
）の対立遺伝
子のひとつ、ApoEε4（以下、ApoE4）を持っている人の発症率が高いことが分かってい
るという。国立長寿医療研究センター理事長・総長の鳥羽研二さんに話を聞いた。
※アポリポたんぱくは、血液中のコレステロールや脂肪の運搬にかかわるたんぱくの一つ
で、それを決める遺伝子にε2,3,4 がある。
■アルツハイマー型認知症患者の６割が持つ遺伝子
ApoE4 などを持つ人には、認知症の一般的な予防法が効きにくいと
もいわれている。(c)Alexander Raths 123-rf

認知症で最も多いアルツハイマー型認知症は、脳にアミ
ロイドベータと呼ばれる異常なたんぱく質がたまることが
原因の一つとされているが、アミロイドベータが蓄積する
原因については確かなことはまだ分かっていない。
しかし、アルツハイマー型認知症の発症には加齢や遺伝のほか、糖尿病や高血圧などの
生活習慣病が関わっていることがこれまでの研究から分かっている。
また、遺伝要因の中でも ApoE の対立遺伝子ε4（以下、ApoE4）が大きく関与している
ことが分かってきた。
「ApoE 遺伝子には、ApoE2、ApoE3、ApoE4 というタイプがありますが、中でも ApoE4
を持っている人はアルツハイマー型認知症を早く発症しやすいことが分かっています」と
鳥羽さん。ちなみに、ApoE4 を持っているかどうかは遺伝子検査で調べることができる。
■ApoE 持つ人には、認知症の予防法が効かない？
鳥羽さんによれば ApoE4 を持っている人は平均 70 歳代でアルツハイマー型認知症を発
症するという。また、この遺伝子を持っている人は、生活習慣の改善など、一般的に良い
と言われている認知症の予防法が効きにくい。例えば、少量であれば認知症予防になると
されるアルコールも、ApoE4 を持っている場合は、効果がないか逆効果の可能性もあるの

だという。
「アルツハイマー型認知症の患者さんで、ApoE 遺伝子を持っている人は６割くらいいる
といわれています。つまり、アルツハイマー型認知症になりやすい人で、食事や運動など
の生活習慣の改善で、発症を予防できる可能性のある人は、３分の１程度ということにな
ります」と鳥羽さんはいう。
■アルツハイマー病の所見があっても、認知機能が低下しない人も
では、ApoE4 を持っている人はどうすればいいのだろうか。
「ApoE4 遺伝子を持っている人は平均 70 歳代でアルツハイマー型認知症を発症するとさ
れていますが、これは平均年齢なので、実際には 60 歳で発症する人もいれば、90 歳で発症
する人もいます」と鳥羽さん。この差がどうして起こるのかは、今はまだ分かっていない
が、将来、それが分かれば予防策につながる可能性は高いという。
また、人によっては、脳にアルツハイマー病特有の変化が表れても、認知機能が低下し
ない場合もあると鳥羽さんは話す。
「実は興味深い研究報告があります。それは、1986 年から始まったアメリカのノートル
ダム教育修道女会のシスター678 人を対象にしたナン・スタディです。食事や日々の生活が
ほぼ同じ修道女たちの亡くなった後の脳を解剖したところ、60 人の脳にアミロイドベータ
の蓄積などアルツハイマー病の所見がみられたのですが、そのうち４分の１の人は生前、
認知機能に異常がなかったのです」と鳥羽さん。
つまり、遺伝的な要因を持っていて、脳にアルツハイマー型認知症特有の所見が出てい
たとしても、認知機能が衰える人と、衰えない人がいるということが分かってきたのであ
る。
ということは、遺伝的な要因として、ApoE4 を持っていて、アルツハイマー型認知症が
進行したとしても、何らかの方法で、認知機能の低下を遅らせることができる可能性があ
るともいえる。ナン・スタディでは、若いころに知的な文章を読んだり書いたりした人の
ほうが、認知機能の低下が少なかったという。
■脳の代替機能を低下させないことも重要
もう一つ留意しておきたいのが、加齢とともに誰でも脳血管障害の危険性が高くなると
いうことだ。アルツハイマー病に脳血管障害が加わると、認知機能の低下が著しく進行す
る可能性がある。その意味で、脳血管障害などの予防はとても大切だ。
「実は ApoE4 は動脈硬化の危険因子でもあるんです。もともと脳というのは、一部が損
なわれても、他の部位が失われた部位の機能を補う働きをします。ですが、動脈硬化が進
み、心筋梗塞や脳梗塞を起こすと、アルツハイマー型認知症の人の場合、残された脳の機
能をさらに低下させる可能性もあるんです。ですから、脳血管障害を起こさないためにも、
生活習慣病の予防はとても大切なんです」と鳥羽さんは話す。
（伊藤左知子＝医療ジャーナ
リスト）

インフルエンザで５日欠勤、減収を補う「傷病手当金」 日本経済新聞 2016 年 1 月 25 日
今年は例年になく暖かい日が続きましたが、ようやく冬本番。インフルエンザなどの感
染症が流行するこの時期は、特に体調管理に気をつけたいものです。もしも病気になって
思いがけず長く休んでしまい、有給休暇で補いきれず給料が減ってしまった場合は、「傷病
手当金」が申請できる可能性があります。
■風邪と誤診、実はインフルエンザ
（Ｃ）Ｐｉｘｔａ

冬になると、職場は暖房のため常に超乾燥状態なのが悩みとい
う亜沙子さん。かといって、接客業務もあるため、マスクをする
こともできません。ある日、身体がとてもだるく寒気もするので、
早退して病院に行ったところ、風邪だと診断されました。

しかし、薬を飲んでも一向に良くならず、高熱でますます具合が悪くなるばかり。再度
病院に行って検査したところ、インフルエンザと診断されました。薬を飲むタイミングを
逸してしまったせいか、思った以上に長引いてしまい、結果として５日以上も仕事を休ん
でしまいました。
年次有給休暇を充てようと総務部に申請したところ、わずか１日しか残っていなかった
ことが判明。ちょうど来月、新年度の年次有給休暇が付与されるタイミングだったのです。
「来年こそは予防接種を受けよう」と心に誓うも、後の祭りです。５日分が欠勤控除さ
れてしまいました。その額およそ５万円、医療費もかかって、散々な年末となってしまい
ました。
最初は風邪だと思っていたら、実はインフルエンザだった…。亜沙子さんのようなケー
スは、決して他人事ではありません。病院に行けば、簡単にインフルエンザの検査をする
ことはできますが、発症から 12 時間以内の場合、体内のウイルス量が少ないために陰性と
判断されることもあるからです。
適切に対処して安静にしていれば快復も早いといいますが、一般的にインフルエンザ発
症前日から、発症後３日～７日間は、感染のおそれもあるため外出を控える必要があると
言われています。
時々、熱が下がったからもう大丈夫と、すぐに出社される人もいるようですが、周囲に
病気をうつしてしまったら大変。職場への配慮も含め、休むべきときには休む、というの
が鉄則ですね。
しかし、病気になったうえに欠勤控除というのは、確かに手痛いものです。日頃から年
次有給休暇を使えず、あり余っているという方なら年休を使って補てんするのがベストで
しょう。ところが、亜沙子さんのように、手持ちの年休で補えない場合は、いったいどう
したらよいのでしょうか。
■傷病手当金、あきらめないで確認を
業務外の病気やケガのために仕事を休み、会社から十分な給与を受けられない場合に請
求できる給付金があります。それが「傷病手当金」です。加入している健康保険組合に請
求しますので、請求する本人が健康保険の被保険者であることが前提です。
ポイントは、連続する３日間を含めて、４日以上仕事を休んでいるということ。この最
初の３日間を「待期」といいますが、この期間中は残念ながら給付は受けられません。4 日
目から仕事に就けず給与も支給されない期間が対象となります。
また、「待期」には、有給休暇
や土日・祝日などの公休日も含ま
れます。亜沙子さんの例で見てみ
ましょう。亜沙子さんは、金曜日
に気分が悪くなり、早退して受診
しました。このように就業時間中
に発生した病気やケガについて
仕事ができない状態となったときは、その日を待期の初日として起算します。
つまり、日曜日で連続３日間の休みを満たすので、月曜日から日曜日までの７日間につ
いて傷病手当金をもらうことができるわけです。待期期間中は傷病手当金がもらえません
ので、このときに年次有給休暇を充てるのがよいでしょう。
なお、もらえる額は標準報酬日額の３分の２相当額。亜沙子さんの標準報酬日額（8000
円）から計算すると、約３万 7000 円程度となります。有給休暇を使えるならそれに越した
ことはありませんが、何らかの事情で利用できないときは、傷病手当金の申請も検討して
みましょう。
インフルエンザは、誰にでも感染する可能性のある身近な病気です。人によっては、１
シーズンに A 型と B 型の両方を発症してしまった、という話も聞きます。そうした場合も、
心強い味方があることを頭の片隅に記憶しておいてください。

なお、傷病手当金の時効は２年間です。もし該当する方がいたら、申請してみてはいか
がでしょうか。

捨てにくい女性下着を切手に交換

古着リサイクルで節約、社会貢献活動の一環にも
産経新聞 2016 年 1 月 25 日
似合わなかった洋服や古くなった下着、子供の靴など、処分に困っている人も多いだろ
う。そんな時はリサイクルを利用してみるのも手だ。不用品と引き換えに商品券などがも
らえるうえ、回収品を社会貢献に役立てる取り組みが増えている。不用品の新たな活用法
として注目されている。（中井なつみ）
下着の回収袋。中身が見えないようになっている（ワコール提供）

◆商品券に交換
「ほとんど使わず、しまったままだった」。埼玉県ふじみ野
市の主婦（３０）は、数回しか袖を通していないシャツやワン
ピース、バッグなど５点を、丸井グループ（東京都中野区）が
各店舗で行っている「マルイの下取り」に出した。働いていた
２年前に購入したものの、退職後は使う機会がなかったものだ。
１点につき２００円、計千円分の商品券と交換してもらった。
このサービスは、同社の社会貢献活動の一環として平成２２
年５月に始まり、昨年３月までに約４５０万点の品物が集まった。当初は期間限定のイベ
ントだったが、反響が大きく一部の店舗では通年で開催している。
回収品は専門のスタッフが選別したあと、古着として同店で販売するほか、途上国に寄
付するなどして活用する。女性は「少しでも誰かの役に立てたらうれしい」と笑顔を見せ
る。
子供の靴を下取りに出す客。西武池袋本店だけで、１日約６０足
の子供靴が持ち込まれている＝東京都豊島区の西武池袋本店

◆子供の靴
成長が早い子供の靴は、すぐに履けなくなってしまう
もの。下取りサービスを上手に活用したい。
百貨店のそごう・西武（千代田区）では、２１年から
子供靴の下取りを全国の店舗で行っている。昨年１２月
までに約５６万足が寄せられた。
靴１足につき、子供服売り場での買い物に使える５００円分の商品券と引き換えられる。
履いてきた靴を下取りに出し、新たな靴を購入していく客も多い。割引券は５千円につき
１枚利用できるため、ためておいてランドセルなど高額な商品を購入する際に利用するケ
ースも多いという。
回収した靴は、途上国支援を行う「公益財団法人ジョイセフ」
（新宿区）を通じてザンビ
アの子供に提供。同社ＣＳＲ推進室の鈴木英伸さんは「運動会や遠足など、さまざまな思
い出があって手放
せないという靴も、
『国際貢献になる
なら』と持ち込んで
くれる人が多い」と
話す。
◆捨てにくい下
着も
女性の場合、下着
の処分方法には気

を使う。下着メーカーのワコール（京都市南区）では、ブラジャーなどの下着類を、全国
の百貨店や直営店など８００店舗で回収するサービスを２０年から行っている。
利用したい場合は、店頭で中身が見えないように加工された専用の回収袋を受け取り、
不用になった下着を詰めて店頭へ持ち込む流れ。１袋当たり５２円の切手と交換できる。
回収した下着は封をしたまま粉砕し、産業用の固形燃料に加工される。
口コミなどで取り組みが広がり、２４年からは他社製の下着も回収の対象にした。昨年
の活動では当初の１０倍となる３０万枚が集まり、現在までに約１１３万枚を回収。計約
１１３トンの固形燃料にリサイクルされた。
同社広報・宣伝部の金岡茉莉子さんは「下着の処分に困っている女性がこんなに多いと
は思わなかった。今後も社会貢献の一環として続けていきたい」
。

石破地方創生相

長久手の福祉サービス視察

読売新聞 2016 年 01 月 25 日

ボランティアらから話を聞く石破地方創生相（右端、長久手市で）

◆市長らと意見交換
石破地方創生相が２４日、福祉のまちづくりに取り組
んでいる長久手市を訪れ、高齢者世帯の日常の困り事を
解決するワンコインサービスの有償ボランティアや吉田
一平市長らと意見交換した。
ワンコインサービスは、ゴミ出しや蛍光灯の取り換え
など軽度の日常生活の支援を１００円ないし５００円で
行うサービス。市内の一人暮らしの６５歳以上と７５歳
以上の世帯が対象で、６０歳以上の高齢者４１人が有償ボランティアとして活動している。
現在、１０３人が登録している。
同市は市民の平均年齢が約３８歳（２０１０年国勢調査）と全国でも若い市。しかし、
今後高齢化や人口減少が進むと、行政の力だけでは対応できなくなる心配があることから、
同市は市民一人ひとりに役割と居場所のあるまちづくりに力を入れている。
石破地方創生相は市内の地域共生ステーションで、ボランティアの朝見文子さん（６２）
らから活動の説明を受けた後、
「どんな依頼が多いのか」「やりがいを感じているのか」な
どと質問。朝見さんは「草取りや大掃除などもある。感謝の言葉をもらったり、達成感を
感じたりして喜んでいると思う」などと答えていた。
石破地方創生相は視察後、
「国民１億総活躍の時代に向けて大変参考になった」と感想を
述べた。

社説：若年女性支援／課題可視化し多様な連携で
河北新報 2016 年 1 月 25 日
女性支援の現場で今、１０代から２０代の思春期・若年世代を対象とした支援の必要が
叫ばれている。
就労や社会参加における男女格差、性にまつわる多様な問題など、女性が直面する課題
の多くが若年層に関わるものでありながら、当事者が支援や相談の場にたどり着けていな
い実態があるからだ。
中高生・大学生世代にとって、一般向けの支援機関は気後れしてアクセスしづらいかも
しれない。正確な情報を得る力も十分でないだろう。
社会的・精神的・性的に大人と子どもの境目にあるこの世代が抱える困難や悩みに焦点
を当て、いかにすくい上げて援助につなげるか。若年女性が自ら困難を乗り越える力を養
うためにどんな働き掛けが必要か。そうした視点で、若者支援の網の目をきめ細かく広げ
る努力が、社会に求められる。
一般社団法人社会的包摂サポートセンターは東日本大震災を契機に、２０１１年から国

の補助事業として２４時間電話相談「よりそいホットライン」を全国展開している。その
専門ラインとして昨年６月、被災３県限定で「１０代２０代の女の子のためのライン」を
新たに開設した。
寄せられる相談は毎月６０～７０件。内容は多岐にわたるが、セクシュアルハラスメン
トや自殺願望、自傷といった深刻なケースもある。
震災当時、若年女性の中には「女の子の役割」として家事や幼児の世話、高齢者の介護
を任されたり、
「女の子だから」と将来の進路変更を余儀なくされたりした人が少なくない。
「自分のことは二の次にして我慢を強いられながら支援が行き届かず、傷ついた心やスト
レスをずっと引きずっている」と、相談に当たるスタッフは話す。
加えて深刻なのは、性暴力被害だ。被災地では地域社会の崩壊や生活環境の激変などに
より危険が高まっていると、支援者らは口をそろえる。デートＤＶや性的虐待、望まない
妊娠、性産業による搾取といった問題を抱える若年女性も少なくない。
多様な課題に対応するには、支援に携わる側の専門性が重要だ。多様な分野の民間団体
や行政、医療機関などが連携する支援のネットワークが欲しい。
同時に、専門支援につなげる役割の大人の存在も必要だ。若者世代はなかなか助けを求
めたり相談したりしない傾向がある。
「相談できる大人がいない」ことが彼女たちの一番の
悩みだともいう。声にならない悩みに気付き、耳を傾けることがまず大事だ。
その点で、学校が果たす役割は大きい。養護教諭らが校外の支援ネットワークにつなげ
たり、情報を提供できたりすれば効果的だろう。
安心して話せる場、正しい情報、共に考える存在。若年女性支援に必要なものとして、
よりそいホットラインのスタッフはこの三つを挙げる。気軽に悩みをつぶやいたり情報を
手にしたりできる工夫として、ＳＮＳ（会員制交流サイト）も活用する。
地域社会もまた、若年女性の困難を課題と捉え、寄り添えるよう意識を高めたい。

社説：高齢者見守り まず実態の把握を
朝日新聞 2016 年 1 月 25 日
身寄りのない高齢者の見守りや、病院や介護施設に入る際の身元保証をする公益財団法
人「日本ライフ協会」が、将来の葬儀代などとして預かったお金を運営資金などで使って
しまっていたことがわかった。
預託金の不足額は約２億７千万円にのぼる。さらに１億７千万円が関連のＮＰＯ法人の
ために使われて回収不能になっている疑惑もある。
預託金の早急な回復などを求める国の勧告を受け、協会は理事全員が引責辞任し、弁護
士らによる調査委員会を設けて実態解明を進めるとしている。
会員になっていた高齢者の不安は計り知れない。速やかに問題を洗い出して、責任を明
確にするとともに、サービスに支障が生じることのないよう、万全の対応を求めたい。
離別や死別、生涯未婚率の上昇などもあって一人暮らし世帯は増加傾向だ。また、核家
族化や家族関係の変化などによって、子どもがいても頼れない、頼れる親類が近くにいな
いという人も増えている。
そんな時代背景の中で、今回のような「身元保証」「家族の代行」をうたうサービスは広
がっている。
運営主体も、地域のＮＰＯ、社会福祉協議会、民間会社など様々だ。しかし、どれだけ
の団体が、どんな形でサービスを提供しているのか、誰も把握していないのが実情だ。
今回の不正をチェックできたのは、運営主体が公益財団法人だったからだ。公益財団法
人には年に一度、事業の報告が義務づけられている。
こうした不正を防いでいくためにはまず、実態の把握が必要ではないか。そこは行政の
役割だろう。
制度のはざまに対応し、行政を補完するＮＰＯなどの自由な活動はもちろん尊重しなけ
ればならない。だが、預託金のようなお金の取り扱いには、一定のルールがほしい。

例えば、将来の葬儀の費用に備える冠婚葬祭互助会には前受け金の半分を保全するとい
うルールがある。高齢者にとってわかりやすく、安心して利用できるサービスにしていく
ために、知恵を絞りたい。
サービスが広がる現状を考えれば、こうした取り組みが急務である一方で、そもそもサ
ービスに頼らないと一人暮らしの人が病院や介護施設を利用できない仕組みや慣習を見直
すことはできないだろうか。
少子高齢化が進むことを考えれば、そんな根っこからの議論もしていく必要がある。

社説：国会と育休 「くせに」を排し議論を
朝日新聞 2016 年 1 月 25 日
国会議員の育児休暇は是か非か――。
自民党の宮崎謙介衆院議員が育休を取ると「宣言」し、育休の規定がない衆議院規則の
改正にも意欲を見せたことを受け、賛否両論が広がっている。
「
『育児は母親の仕事』という社会の空気に風穴をあけてほしい」「男性の育児参加を実
践し、範を示してほしい」
国会議員、とりわけ男性が率先して育休をとることで、社会全体の意識改革につながる
のでは、との期待がある。
一方で「民意の負託を受け、特権も与えられているのに、責任放棄では」「育休制度は雇
用者と被雇用者との関係であるもの。自営業者に近い国会議員は、自らの裁量で育児参加
すればよい」といった批判もある。
それぞれに、一理がある。
政界の論理に染まり切っていない若手議員だからこそ、投じることができた一石である。
ただちに「正解」を出す必要はないだろう。
国会議員が果たすべき役割は何か。有権者は国会議員に何を期待しているのか。国会の
内と外でじっくり議論を深めるきっかけにしたい。
それにしても、民間企業の男性の育休取得率２・３％（２０１４年度）は、あまりに低
いと言わざるを得ない。
「男のくせに」
「女だから」
社会にまだまだ根強くある、性別役割分業の意識が要因であることは、間違いないだろ
う。
育児は当然、女性だけがやるものではない。男性が育児を担うことへの社会の理解が低
いから、男性の育休取得率が上がらない。上がらないから、「そうしたものだ」と流され、
社会の意識も変わらない。
この悪循環を断つためには、個々人が「一歩」を踏み出し、実践を積み重ねていくこと
が大事だろう。
男性なら、まずは短期間でもいいから育休を取ってみる。そこで得られた気づきを、友
人や同僚に話してみる。
そして国会議員の一義的な仕事は、そのような動きを支え、男女を問わず、子どもを産
み育てやすい社会を築くための法整備であり、制度づくりである。
出産と育児をめぐる問題は山積している。妊娠や出産で不利益な扱い
を受けるマタニティーハラスメント。経済的な理由で出産をあきらめる
若者。出口の見えない待機児童問題……。
これらの解決が急務だという認識は、性別や世代、党派を超えて共有
できるはずだ。育休問題にとどまらない、国会の主体的な取り組みに期
待する。
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

