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 2841 号 2016.2.2 発行
==============================================================================
社説 ：バス事故の対策 「社会のゆがみ」に目を
毎日新聞 2016 年 2 月 2 日
１５人が死亡した長野県軽井沢町のスキーツアーバス転落事故で、バス会社の運行管理
のずさんさが明らかになってきた。
また、国土交通省が行った緊急監査で多くの事業者に法令違反が見つかり、バス業界全
体の安全体制の問題点が浮き彫りになっている。
国交省の有識者委員会が再発防止策の検討を始めた。乗客の安全を守ることを最優先に、
バス事業者への規制、法令を守らせるための適切な監査について議論を進め、早急に対応
策を打ち出してもらいたい。
大型バスの運転に不慣れな運転手がカーブで十分に減速できず、事故につながった可能
性が指摘される。
一方、バス会社が法令で定められた運転前点検を十分に実施していなかったり、運転手
の健康診断を怠ったりしていたことが判明した。
車両の管理にも法令上の不備があった。残業で運転手に過重な負担がかかっていた可能
性も出ている。
まさに違反のオンパレードだ。注目すべきなのは、７人が死亡した関越道のツアーバス
事故をきっかけに引き上げられた基準運賃を大幅に下回る価格でツアーを受注していたこ
とだ。安全にかかるコストがおろそかにされていたのではないか。
貸し切りバス業界は２０００年の規制緩和によって免許制から許可制になった。１５年
末時点で緩和前の倍近い４５００社以上あり、過当競争を強いられている。価格競争ばか
りに目が向けられ、違反が常態化していたとすれば問題の根は深い。
規制緩和の下では、事業者の法令順守を促すための事後チェックが欠かせない。だが、
バス事業では国交省の監査の手が足りず、年間１割の業者しか立ち入り検査できていない
という。その結果、違反が野放しになっている恐れが強い。監査の一部を民間に委ねるこ
とを含め、チェック体制を再構築する必要がある。
また、安全基準違反への行政処分が軽ければ、違反を繰り返す業者が出てくる。処分基
準の見直しや違反業者名の速やかな公表など、より厳しい対応で業者に臨むべきだ。
バス需要が伸びる中で、運転手不足や高齢化が指摘される。適切な運転技能研修を十分
に受けられる仕組み作りも検討してほしい。
犠牲者の大学生、阿部真理絵さんの父親は通夜で「今の日本が抱える労働力の不足や過
度の利益追求、安全の軽視など、社会のゆがみによって（事故が）発生したように思えて
なりません」と語った。今回の事故の本質をつく指摘といえよう。
安全にはコストがかかる。命がかかる公共交通だからこそ大切にしなければならない原
理だ。業者をより分ける利用者の選択眼も問われる。

【暴力小学校支援】大声、殴る蹴る…〝暴力教室〟なぜ急増 専門家「ＳＮＳ利用でスト
レス蓄積」と指摘
産経新聞 2016 年 2 月 2 日

大阪府教育委員会が、児童の暴力行為発生件数の多い府内の公立小学校に専門家らの支
援チームを設置することを決めたのは、府内の発生件数が全国ワーストクラスで、家庭を
含めた対策が急務だからだ。なぜ児童の暴力行為は急増しているのか。専門家は背景とし
て貧困など家庭環境の悪化に加え、インターネットの普
及を指摘。「膨大な情報に触れ、これまでにないストレ
スを蓄積させている可能性がある」と指摘する。
大声を上げて暴れる児童。教諭が止めようとすると児
童の暴力は教諭に向かい、殴る蹴るの暴行に及んだ－。
近年、府内のある小学校でみられた光景だ。教諭が何度
指導しても、この児童は同じ行為を繰り返したという。
別の小学校では、児童が明確な理由もないのに、設備
や備品を故意に壊し、注意しても改めようとしなかった。
反抗期の中学・高校生にみられるような激しい問題行
動が一部の小学校で多発している。
文部科学省による平成２６年度の問題行動調査では、
全国の小学生の暴力行為の発生件数は２５、２６年度に２年連続で１万件を突破、過去最
多となった。中高生は減少傾向にあるという。小学生の暴力行為は大阪府だけで問題化し
ているわけではなく、全国も同様に増加傾向にあるのだ。
その要因について、文部科学省は、家庭での教育機能の低下をはじめ、感情のコントロ
ールがうまくできない児童の増加を挙げる。最近クローズアップされているいじめに発展
しかねない児童間の暴力行為を教職員が把握する姿勢を強めたことで件数を引き上げてい
るとの見方もある。
ただ、こうした現状について、専門家は児童が抱えるストレスの増加を指摘し、支援の
必要性を強調する。
和歌山大教育学部付属小学校校長の船越勝・同大教授（教育方法学）は「受験や貧困な
ど子供にはさまざまなストレスがある。学校の先生だけでは対処し切れない。スクールソ
ーシャルワーカーなど専門家の配置を進めることは重要だ」と、府教委の今回の方針を評
価する。一方で「
『困難校』は地域特性や家庭の貧困などの問題も潜在的に抱えている。そ
こに切り込まなければ根本的な解決にはならない」とも指摘する。
インターネット上のＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）が情報収集や
学習に役立つ面もあることを強調した上で、過度に利用する環境が子供のストレスとなっ
ていることを指摘するのは、近畿大工学部教育推進センターの有馬比呂志教授（教育心理
学）だ。
有馬教授は、精神的に未熟な小学生が対面しないコミュニケーションツールとしてＳＮ
Ｓやメールを使うことで、相手の本心や感情を誤解することが多く、ストレスを蓄積させ
ている可能性があると分析する。
「例えば『ＬＩＮＥ』でやりとりして『既読』なのに返事がこないだけでもストレスは
増幅する。中高生は自身で解消できるが、小学生では難しい」とした上で、「この種のスト
レスは、仕事で忙し過ぎて子供と向き合う時間がない親はキャッチできない。まして学校
の先生は親以上に把握するのは困難だ」としている。

高齢障害者が介護保険に移行した際の負担軽減へ
福祉新聞 2016 年 02 月 02 日 福祉新聞編集部
厚生労働省は、障害福祉サービスを利用していた人が 65 歳になって介護保険サービスへ
移行した場合の負担軽減策を検討していることを、１月 19・20 両日に開かれた全国厚労関
係部局長会議で明らかにした。介護保険サービスは介護報酬の１割を利用者が負担するこ
とが原則。利用者にとって負担が急に増えることがかねて問題視されていた。

負担軽減策の検討は障害保健福祉部が説明した。今年３月をめどに提出する障害者総合
支援法改正案に盛り込む方針。２０１５年 12 月、与党から要望があった。ただし、対象者
の要件、軽減幅や財源などの詳細は不明だ。
あいさつする藤井康弘・障害保健福祉部長（左）

現在、同法に基づくサービスの利用者の９割は
自己負担ゼロ。15 年夏の厚労省による調査では、
介護保険利用に移った人の１カ月の平均負担額が
９倍（７１８３円）に増えている。急激な負担増
を不服とした障害者が、市を相手どって裁判を起
こす例もある。
厚労省は、65 歳になったら介護保険サービスの
利用に移る現行の原則を維持する方針。また、障
害福祉サービス事業所が介護保険の指定事業所に
なりやすくすることなど「障害者の高齢化対応」を重点課題として法改正や報酬改定に臨
む。
改正法案には、知的障害者・精神障害者の一人暮らしを支える定期巡回・随時対応サー
ビスの創設、障害福祉サービス事業所の情報を公表・更新する仕組み、市町村・都道府県
の事務効率化策などを盛り込む予定だ。

新たに不登校になった小中学生６．５万人 ２０１４年度
新たに不登校となる
小中学生が増えている。
比較できる文部科学省
の調査を元に朝日新聞
が分析すると、１９９３
年度の約３万３千人に
対し、２０１４年度は約
６万５千人だった。全小

中学生に占める割合は過去
最高で、
専門家は、従来の「不
登校後」に加え、未然に防ぐ
支援の必要性を訴えている。
文科省は５０年前の１９
６６年から、問題行動調査な
どで義務教育である小中学
校に通っていない人数など
を調べてきた。現在は心理的
要因などで年間３０日以上
休んだ場合を不登校として
いる。９３年度以降は、不登
校の内訳として、
「前年度か

朝日新聞 2016 年 1 月 31 日

ら継続」の人数を公表。子どもの数が減る一方、新規不登校の人数は９０年代後半から６
万人前後で推移している。
小中学生に占める新規不登校の割合
は増加傾向にある。１４年度の場合、全
小中学生は１０１２万７３６人。不登校
は１２万２９０２人で、
「継続」の５万
７０９５人を引くと、６万５８０７人が
「新規」となる。１日１８０人が新たに
不登校になった計算だ。小中学生に占める新規不登校の割合は０・６５％で過去最高。９
３年度は０・２５％、０４年度は０・５５％と上昇してきた。
不登校の人数がほぼ同じ０４年度と比べると、１４年度は「継続」が約６千人減る一方、
「新規」が６千人増えた。この１０年で「新規」の増加が顕著になっている。
現段階で新規が増えている理由ははっきりしないが、国立教育政策研究所の滝充総括研
究官は「学校現場では、不登校の子どもに目が行くが、新規の増加にあわせ、不登校の未
然防止に重点を置く施策が必要な時期にきている」と話す。文科省は不登校を未然に防ぐ
ための支援策を検討中で、年度内にも方針を示す考えだ。（石山英明、貞国聖子）

女性障害者
尊厳守れ 妊娠・出産巡る差別、国連で訴え 毎日新聞 2016 年 1 月 31 日
神戸市の視覚障害者、藤原久美子さん（５１）が２月、国連女性差別撤廃委員会の対日
審査に合わせてスイスに渡り、日本は女性障害者の尊厳が十分に守られていないと訴える。
医師から妊娠中絶を勧められた経験を基に、同じような境遇の仲間と、障害があっても女
性として暮らしやすい社会の実現を求める。【林田七恵】
藤原さんは１型糖尿病の合併症で、３４歳の時に左目の視力を失った。右目も見えづら
くなり、
「はよ子供産んで」が口癖だった母は何も言わなくなった。諦めかけていた４０歳
の時、妊娠が判明した。
ところが、産科医から初診で「障害があるのに育てられるの？」「障害児が生まれる可能
性がある」と畳み掛けられた。
「どうしても産みたい」と訴えると「いったん流して、２人
目の時に態勢を整えて産みなさい」と勧められた。
新しく宿った命を喜ぶ夫が支えとなり、意志を貫いて女の子を出産した。「ふわふわで柔
らかくて羽二重餅みたいだった。手足も小さくてかわいくて」と当時のうれしさを振り返
る。娘は今１０歳。共働きの夫妻に手を貸す双方の実家も含め皆のアイドルだ。バレエを
習いアニメ「妖怪ウォッチ」に夢中という。
社会の無理解を感じている女性障害者は少なくない。藤原さんが加わる当事者団体「Ｄ
ＰＩ女性障害者ネットワーク」
（東京都）には、性や妊娠・出産を巡って悲痛の叫びが寄せ
られている。
藤原さんも階段を下りる際、手助けを申し出た男性に腰を抱えられたことがある。下心
があったのかは分からないが、「平気で触れるのは障害者を性がない存在と思っているか
ら」と感じた。
国連女性差別撤廃委員会は昨年７月、スイスで作業部会を開き、女性障害者の実情につ
いて日本政府に報告を求めるテーマを決めた。藤原さんはＤＰＩ女性障害者ネットワーク
の一員として作業部会のヒアリングで「性を軽んじ妊娠・出産を非難するのは、人として
扱わないことと一緒」と陳述した。
委員会は翌月、日本政府への質問を公表した。旧優生保護法下で不妊手術を受けさせら
れた女性への補償や、女性障害者が受ける性暴力について明らかにするよう求めた。
藤原さんは、委員会が日本政府の報告を聞いて審査するのに合わせた今回のスイス訪問
で、改めて女性障害者の権利が守られるよう訴える。「障害者は能力がないから差別も仕方
がないなんて、固定観念で片付けないでください」

子宮摘出勧められ、知らぬ間に不妊手術
「不良な子孫の出生防止」で障害者の不妊手術や中絶を認めた１９４８年施行の旧優生
保護法の下、記録が残るだけで約１万６５００人が不妊手術を受けさせられた。９６年の
母体保護法への改正で、ようやく規定は削除された。しかし、２０１１年にＤＰＩ女性障
害者ネットワークが全国の女性障害者８７人に行った調査では、女性であることを否定さ
れたとの声が相次いだ。
「月経介助を嫌がる身内に『生理はなくていいんじゃない』と子宮摘出を勧められた」
（脳
性まひの４０代）、
「婦人科で『こんな状態でどうやって（性）行為をするの？』と言われ
た」
（肢体不自由の３０代）
、
「障害を理由に結婚に反対された」
（複数）−−。回答者の３５％
は「暴行を受けた」
「介助中に胸などを触られる」といった性的被害を申告した。
昨年６月、知らぬ間に不妊手術を受けさせられた宮城県の６０代女性が日本弁護士連合
会に人権救済を申し立てた。憲法は個人の尊重を定めているが、代理人の新里宏二弁護士
は「個人の尊厳に最も関わる問題なのに、周囲は善意で手術を勧めた。そこに問題の根深
さを感じる」と語る。国連人権委員会は１９９８年、日本政府に優生保護政策の補償を勧
告したが、障害者に対しては行われていない。

障害者虐待１８件増の８６件

相談・通報は２１４件 埼玉
産経新聞 2016 年 2 月 2 日
平成２６年度に障害者が家族などの養護者や障害者福祉施設の職員らから虐待を受けた
として、県内の市町村が受け付けた相談・通報件数が前年度と比べ２８件増の２１４件に
上ることが１日、県の調査で分かった。このうち、市町村が虐待と認定した件数は同１８
件増の８６件だった。
調査は、虐待に関する通報を義務付けた障害者虐待防止法が施行された２４年１０月か
ら実施。相談・通報、認定件数の増加について、県障害者支援課は「通報義務の認識を含
め虐待に対する意識が向上しており、早期発見につながっている」との見方を示した。
家族ら養護者による虐待の相談・通報件数は同１３件増の１６５件、認定件数は同１２
件増の７７件。施設職員による虐待の相談・通報件数は１５件増の４９件、認定件数は６
件増の９件だった。
養護者の虐待類型（重複あり）は、暴行などの身体的虐待が同１８件増の６２件で最多
となり、脅しなどの心理的虐待２１件（同２件増）▽財産の搾取などの経済的虐待１１件
（同２件減）▽世話や介助をしない放棄・放置（ネグレクト）１０件（前年同数）▽性的
虐待３件（同５件減）－だった。
障害種別（重複あり）は知的障害５０人▽精神障害１７人▽身体障害１６人▽その他３
人▽発達障害１人－で、女性が５７・５％だった。
一方で、施設職員からの虐待は、性的虐待４件（同４件増）▽心理的虐待３件（同３件
増）▽身体的虐待２件（同１件減）
。知的障害８人、身体障害１人で女性７人、男性２人だ
った。

神戸の障がい者支援施設

２６年度

給付金１０００万円不正請求

MBS ニュース 2016 年 2 月 2 日
神戸市から指定を受けた障がい者向けの就労支援施設が、架空の利用実績を申請するな
どして、給付金１千万円余りを不正に請求していたことがわかりました。
神戸市によりますと須磨区の障がい者向け就労支援施設「遊」は、おととしから去年に
かけて障がい者の女性（３０代）が訓練を受けたと偽り、市に対し合わせて約１６７万円
の給付金を請求していました。
施設の理事長の女性（６５）は、この女性障害者に対して口止めをしていたということ

で、調査に対しては「赤字経営で苦しかった」と話しているということです。
この施設は、他にも去年までの３年間で総額１２４０万円あまりの給付金を不正に請求
していて、神戸市は指定を取り消した上で、理事長に対し合わせて約１３２０万円の返還
を求めています。
返還に応じない場合は、刑事告訴も検討しているということです。

県立美術館ホール 障害者、支援者集いコンサート ６日本番、練習の成果披露 歌でふ
れあい絆深め
佐賀新聞 2016 年 02 月 02 日
佐賀県手をつなぐ育成会（村岡洋会長）の「ふれあいコンサート」が６日午後１時半か
ら、佐賀市の県立美術館ホールで開かれる。障害がある人と支援者、ティーンズミュージ
カルＳＡＧＡのメンバーらが、合唱作曲家の弓削田健介さん（３３）＝神埼市＝が今回の
ために書き下ろした新曲「ぼくはここにいる」など１０
～１５曲を歌う。
合唱を練習する弓削田さん（左）と育成会メンバー＝佐賀市の県
健総合福祉センター
合唱を練習する育成会メ
ンバー＝佐賀市の県健総
合福祉センター

昨年、歌が好きな障
害者とコンサートに
出演したい障害者ら３０人が集い「さが・なないろ合唱
隊」を結成した。今年も意欲のあるメンバーが集まって
歌の練習を継続している。「歌を通し、いろいろな立場
の人と絆を深めよう」と佐賀、伊万里、武雄市などの２０～６０代が加わっている。
「花は咲く」
「野に咲く花のように」、弓削田さんが昨年作曲した「手をつなごう」など
を歌う予定で、昨年１２月から、本格的な練習を積み重ねている。
練習会場で、張りのある歌声を響かせていた武雄市の武重果林さん（２６）は「歌の練
習は楽しい。コンサートでは頑張ります」と力を込め、作曲や歌の指導で関わる弓削田さ
んは「昨年、なないろ合唱団といい出会いをさせてもらい、新曲にはそこで感じた思いを
込めた。つながりが深まるコンサートにしたい」と話す。入場料は育成会会員が５００円、
一般が千円。問い合わせは県手をつなぐ育成会、電話０９５２（２９）７３４２。

アートで「人」つなぐ - 県障害者芸術祭開幕

奈良新聞 2016 年 1 月 31 日

不思議な世界が展開する「特等席から見る風景」会場=30
日、奈良市登大路町の県文化会館

「障害の有無に関係なく人と人がつながるこ
と」を目指し、平成 23 年に始まった「県障害者
芸術祭～HAPPY SPOT NARA」(県主催)が
30 日、奈良市内で開幕した。近鉄奈良駅周辺な
どの参加店舗で 20 日から開催中の「プライベー
ト美術館」と合わせ、2 月 7 日まで多彩な表現を
発信する。
5 回目の今回は、ホテルサンルート奈良（同市
高畑町）▽奈良町にぎわいの家(同市中新屋町)▽
奈良町家文化館くるま座(同市薬師堂町)―の 3 カ所に障害のある人の作品を展示。これまで
以上にアートが身近になるような発信を目指す。

喫煙シーン映画、
「成人向け」に…ＷＨＯ勧告
読売新聞 2016 年 02 月 01 日
【ジュネーブ＝石黒穣】世界保健機関（ＷＨＯ）は１日、喫煙シーンのある映画やドラ
マについて、若者を喫煙に誘導する効果が高いと指摘する報告書を発表し、「成人向け」に
指定する措置を各国政府が講じるよう勧告した。
ＷＨＯによると、子どもや青少年の視聴を見込む作品であっても、喫煙に関する規制は
世界的にみられない。このため、登場人物や役者の行動に影響されやすい若者が、まねし
て喫煙を始めるケースが多い。
米国では新たに喫煙者となった青少年のうち、映画やドラマが直接的なきっかけとなっ
て吸い始めた人の割合が３７％に上るとの調査結果もある。
ＷＨＯは、
「成人向け」指定を義務化することにより、子どもや青少年を対象にする作品
には喫煙場面を盛り込めなくすることを狙っている。
宮崎駿監督の映画「風立ちぬ」も喫煙場面が多く、ＷＨＯの勧告に従えば「成人向け」
指定の対象となるとみられる。

心臓マッサージ、プリプリの名曲のリズムで…救急医おすすめ
読売新聞 2016 年 2 月 1 日
Ｄｉａｍｏｎｄｓを聞きながら、昨年京都市内で行われた救
命措置の訓練（京都府立医大救急医療部提供）

心臓マッサージをする際は、プリンセスプリンセ
スのヒット曲「Ｄｉａｍｏｎｄｓ」を思い浮かべて
――。日本救急医学会の委員でもある山畑佳篤・京
都府立医大講師（救急医学）は「曲のリズムに動作
を安定させる効果がある」として、救命講習会で活
用している。
心臓マッサージは心肺停止した人に対し、胸の中
央を押し、心臓から全身に血液を送らせる。国際的
指針が示す適切な押すテンポは従来、１分間に１０
０回以上だったが、昨年、１００～１２０回に改定された。これまで、日本の歌では「う
さぎとかめ」に合わせるのが良いとされ、そのテンポは毎分１００回程度だった。
「より適した音楽はないか」
。山畑講師は２０１３年度から、国の研究費を得て、看護師
や救急隊員を対象に研究を実施。その結果、「毎分１１２回のリズムで、裏拍が明確にある
音楽」を聞いた方が、毎分１００回や表拍しか感じられない音楽より、動作が安定する傾
向がみられた。
山畑講師は「毎分１００回の曲ではテンポが遅れ、指針を外れやすい。ズンズンという
表拍だけのリズムだと押す動作しか意識しないが、ズンチャズンチャと裏拍がはっきりし
ていると、正しく腕を引く動作も意識できる」と分析する。
１９８９年に発売され、ミリオンセラーになったプリプリの代表曲「Ｄｉａｍｏｎｄｓ」
は、ちょうど毎分１１２回のリズムで裏拍もある。この曲に動作の手順などを示す歌詞を
のせた替え歌も作り、昨年から救命講習会で使い始めた。参加者には好評だという。
一般的に救命講習会では、機械のピッチ音に合わせて訓練をするが、
「なじみのある曲の
方が人の記憶に残り、いざという時にも役立つのではないか」と山畑講師は話している。

保存食クッキーで元気に
読売新聞 2016 年 02 月 02 日
◇堺の障害者作業所開発 ◇「被災者のため」願い込める
大規模災害に備えた保存食として、堺市東区の社会福祉法人コスモスの作業所で働く障

害者らが、手作りクッキー「さかい物語 みんなのクッキー」を完成させた。一流パティ
シエら地域の人たちの協力を得ながら、
「被災した人たちを勇気づけられるように」との思
いを込めて作った商品は１日、販売が始まった。
一昨年夏から準備。和泉市の菓子工房「Ｔ．ＹＯＫＯＧＡＷＡ」に協力を求めた。障害
者らはパティシエに生地の作り方や焼き具合などを教わり、撮影した映像を繰り返し見て
学んだ。障害者約６０人とスタッフ約２０人がチームを組み、サクサクした軽い食感で、
しっかり素材を味わえるクッキーに仕上げた。
保存缶に入ったクッキーは、２年半の保存が可能という。ラベルには、堺市内の喫茶店
「紙ｃａｆｅ」が提案する、堺の名所や特産品を基にデザインした「堺柄」があしらわれ
ている。
同法人では月に計１万個、年間１億円の売り上げを目標にする。指導した比嘉悠司さん
（３６）は「本当においしく食べられるクッキーです」と太鼓判を押す。今後は地場野菜
のＰＲも兼ね、野菜を使った保存食用のクッキーづくりにも挑戦するという。
作業所で働く山下沙弥香さん（３１）は「おいしくなあれ、と願って作りました」と笑
顔。同法人副施設長の前原由里子さん（５０）は「障害者の自立につながれば」と期待す
る。クッキーは保存缶（プレーン味、税込み 750 円）のほか、紙パック（同 500 円）でも
用意。堺市役所地下の食堂「コスモス森のキッチン」（072・228・3939）などで販売して
いる。

目黒区庁舎敷地に保育園

読売新聞

2016 年 02 月 02 日

保育園が開設される目黒区役所総合庁舎（奥）敷地内の駐車場（１日）

◆民間所有地確保できず
目黒区は区総合庁舎敷地内の駐車場に認可保育園を開設する方
針を決めた。青木英二区長が１日、区の２０１６年度一般会計当
初予算案発表で明らかにした。待機児童の解消が目的で、区によ
ると、庁舎敷地内に保育園を建てるのは２３区内で初めて。
区の待機児童は１５年４月現在で２９４人。区内では保育園に
利用できる民間所有地の確保が難しいため、同区上目黒の区総合
庁舎敷地内にある２７０平方メートルの駐車場に、認可保育園を
開設することとし、関連費用１億５０００万円を計上した。定員
６０人程度の３階建て施設を想定しており、２月中に工事・運営
事業者を公募する。
庁舎は中目黒駅から徒歩約５分に位置し、バス停も近いことから多数の応募を見込んで
いる。駐車場は主に区の出先機関の車が利用しており、区民に大きな影響はないという。
また１５年３月に閉校した区立第四中学校の敷地（８４６５平方メートル）に、認可保
育園（定員１５０人以上）
、特別養護老人ホーム（同１４４人以上）とほかの高齢者施設（同
計６１人）
、障害者施設（同計８０人）を区として初めて併設する。保育園と障害者グルー
プホームは１７年度、ほかは２０年度の開設を目指す。特養待機者は今年１月現在、７３
４人に上っている。
区の新年度一般会計当初予算案は総額９３０億６２８１万円で、前年
度比０・１％増。過去１０年間では２番目に大きい規模となった。小学
校全２２校の通学路の危険箇所に防犯カメラを各５台設置する取り組み
を２年前倒しし、１６年度に完了させる。
青木区長は記者会見で、
「安全・安心や待機児童対策など今区民が最も
求めているものを考慮した予算だ」と強調した。
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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