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【私説・論説室から】悪魔を打ち負かす天使は
東京新聞 2016 年 2 月 8 日
むごい事件だった。
東京都大田区で身長一九五センチ、体重一二〇キロの大男が、三歳の男児に殴る蹴るの
暴行を続けた。かかとを体に振り落とし、ボールのようにガラスケースに投げ付けた、と
も伝えられている。男児は死亡した。
「夕食中、にらみつけてきた」のが動機という。三歳
の子どもが、だ。
一年前には川崎市の多摩川河川敷で、中学一年の上村（うえむら）遼太さん（当時十三
歳）が十九歳の少年ら三人に何度も切りつけられ、多摩川で泳がされ殺害された。今月の
公判で主犯少年の弁護側は「暴力以外で解決する手段を知らずに育った」と指摘した。
子どもへの虐待やいじめが、連日のように報じられている。
米国の心理学者スティーブン・ピンカー氏の著書「暴力の人類史」（青土社）の原題直訳
は「われらが本質のよりよき天使」
。人間には暴力を誘発する悪魔と抑制する天使が共存し、
歴史を経ていく中で、天使が悪魔を打ち負かしながら、暴力を減らし、平和を築いてきた
という。
公開中のハンガリー映画「サウルの息子」は、アウシュビッツ収容所で殺害された男児
を前に、右往左往する主人公を描く。
私たちは右往左往しているのかもしれない。悪魔に取りつかれた心の闇とともに、舞い
降りる天使のことも考えたい。 （熊倉逸男）

石破地方創生相が複合福祉施設を視察
読売新聞 2016 年 02 月 08 日
◆先駆的「シェア金沢」を評価
石破地方創生相は７日、地方の雇用創出に向けて必要な課題や対応を考える政府の「地
域しごと創生会議」の第３回会合に出席するために金沢市内を訪れた。先駆的な取り組み
を行う市内の複合福祉施設を視察し評価。都会から地方への高齢者移住の受け皿を整備す
る政府の「日本版ＣＣＲＣ」構想に生かす意向を示した。
視察先は、高齢者向け住宅や学生向け下宿のほか、児童福祉施設などが入る複合施設「シ
ェア金沢」
（同市若松町）
。高齢者や若者、障害者らが一緒に生活する全国でも先駆的施設
として知られる。馳文部科学相も同行し、入居者らと懇談した。視察後、石破地方創生相
は「外から来ても楽しいだろうなという印象を持った。この事例を参考にして、どう法律
に応用できるか考えたい」と述べた。
この後、開催された会議は、
「まち・ひと・しごと創生会議」（議長・安倍首相）の下部
組織にあたり、この日は「地域の技の国際化」がテーマ。谷本知事らが、炭素繊維の活用
領域拡大に向けた県の事業などを説明した。また事例報告後の自由討議では、岡山県西粟
倉村で地域活性化に取り組む会社の担当者が「
（他の地域でも）東京にいる潜在能力の高い
人たちを積極的に受け入れ、地域のための人材として育てることが理想」と述べた。

「介護か育児をしながら働く人」が社員の多数派になる
日本経済新聞 2016 年 2 月 8 日
育休明けの女性、介護を抱える男性――。「時間に制約がある働き方」が企業内でマジョ
リティーになる時代が迫っている。小室淑恵ワーク・ライフバランス社長が提言する、企
業が生き残るためのダイバーシティ戦略とは。
■Ｔ社は介護休業取得者の 70％が男性。Ｍ社は社員の 15％が介護中
労働力人口が減っている今、企業は「いかにして優秀な人材を確保するか」という課題
に直面しています。
例えば大手証券のＤ社では、12 人いる役員のうち、４人を女性から大抜てきしたことで
話題になり、男女ともに就職人気企業ランキングの順位を急上昇させました。それによっ
て、男女ともにいい人材を採用しやすくなっています。
では、建設業や商社などの、男性比率が９割近くの業界の場合はどうでしょうか。これ
まで通り、男性を中心に採用していればいいと思われるかもしれませんが、実はそんな企
業で新たな問題として浮上しているのが介護中社員の増加です。
2013 年、メーカーのＴ社では介護休業を取った社員の 70％が男性でした。また、商社の
Ｍ社で調査したところ、社員の 15％が主たる介護者として既に介護に携わっていることが
分かり、そのうちの 80％は男性でした。
（写真はイメージ）

2017 年からは団塊世代が 70 代になっていきます。この“大
介護社会”突入までに残された時間は、あとたった１年です。
つまり、あと２年すると要介護者が急増するのです。これから
は、
「育児をしながら働く女性」だけでなく、「介護をしながら
働く男女」の割合が、どんどん上がっていきます。
自動車メーカーＴ社の試算では、現在６万 8000 人いる社員の
うち、４年後に親の介護を抱える社員は、１万 4000 人。つまり
社員のうちの５分の１です。介護は平均して 10 年ほど続くので、
介護中社員の割合は５分の２、５分の３…と累積していきます。
その結果、親の介護のために早く帰らなくてはならない人が増
え、長時間働ける人は少数派になっていくのです。
介護セミナーなどの場でこの話をすると、
「うちは妻が専業主
婦だから大丈夫」という意見が出るのですが、専業主婦が孤独に介護に当たっているうち
に、深刻なうつ病を患うケースも増えています。
また、夫婦それぞれの両親を合わせると親は４人になります。この４人のうちの複数人
が、同時に要介護状態になったとしたら、妻１人ではとても対応しきれません。
企業によっては、育児で休業する女性より介護で休業する男性の人数のほうが多いとい
うケースもあります。ダイバーシティ推進というと「女性の活躍推進」を指すというイメ
ージが強いのですが、今後は女性だけでなく、介護を抱える男女もダイバーシティ人材［注］
になっていきます。男女に関係なく、
「時間に制約がある人が主流」というイメージを持っ
て採用していく必要があるのです。
［注］ダイバーシティ人材：性別や年齢、既婚・未婚、子どもの有無、介護の有無といっ
た、属性によらない「多様な人材」を指す）
■介護するのは両親だけではない。祖父母やおじ・おばなどを介護する可能性も
「まだ親を介護する予定はない」と思っている方も多いかもしれませんが、実際はどう
でしょうか？
自分の両親、祖父母、おじ・おば、兄弟姉妹にまで範囲を広げてみてください。今後５
～10 年以内に介護が必要になる可能性がある方もいるでしょう。また、持病や体調不良を
抱える方がいれば、突然要介護になる可能性もあります。
「もし母親が要介護になっても、父親に頼めるだろう」と思っていても、父親に家事の

経験がなくすべて母親に頼りきりだった場合は、介護を頼むどころかむしろ父親の食事や
日常の世話をする必要まで出てきます。
母親が父親の介護を担っている場合は、その介護疲れで母親が倒れ、同時に２人の介護
が子どもに降りかかってくるケースもあります。独身のおじ・おばについても、介護が発
生した際に頼られる可能性があります。
このように親族全体に範囲を広げると、今までは「介護なんて私にはまず関係がない」
と思い込んでいた人でも「実は間もなく複数の人の介護をする可能性がある」という事態
に気付くことになるのです。また、介護には育児と違って、突然始まって終わりが見えに
くいという特徴もあります。
時間に制約のある働き方をする社員は「育児中の女性」だけではなく、
「介護中の男女」
という側面から見てもどんどん増えていくことが確実なのです。
■企業のダイバーシティ対策が、
「親の介護」をキーワードに一気に進むことも
企業のダイバーシティ対策を進めるには、
「長時間労働をやめよう」
「働き方を見直して、
女性が活躍しやすい仕組みをつくろう」という視点から始めるより、「誰もが家族を介護す
る可能性がある」という視点から始めたほうが、効果が上がる場合もあります。
私たちワーク・ライフバランスが提供する企業研修では、自分とパートナー（妻、夫、
恋人）を含めた家系図を書いてもらい、
「あと何年後かに介護が必要になりそうな人は誰か」
「その人を誰が看ることになりそうか」を「見える化」するグループワークを行います。
するとメンバー同士が「○○さんは２年後に介護の可能性があるんですね」「私は５年後か
らです」
「誰もが当事者になり得るのですね」というように、介護を“自分事”として捉え
られるようになります。
自分事として考え始めると、
「介護に備えるためにも、今から働き方を見直す必要がある」
「そうすれば結果的に育休明けの女性社員も仕事をしやすくなるかもしれませんね」と、
社内での合意を取りやすくなります。
職場の働き方を見直そうとしても、一部の人の思いだけではなかなか改革は進みません。
新しい働き方に変えられない人、どうしても時間内に帰らない人などが出てきて、マネジ
メントが困難になります。そのため、上司はメンバーが課題を自分事として捉えられるよ
うに、このようなワークを通して、介護をキーワードに職場で話し合いを持つのもよい方
法です。
また、社員の９割近くを男性が占める企業でセミナーを行う場合は特に、社内研修を「女
性活躍セミナー」という名前で開催しても、なかなか参加者が集まりません。でも、「仕事
と介護の両立セミナー」と銘打つと、大勢の方が参加して真剣にメモを取り、「勤務時間を
見直す必要性が理解できました」と納得してもらえる場合が多いようです。
最近では、弊社への介護セミナーの依頼も増える一方です。私自身も 2010 年に介護に直
面し、それをきっかけにヘルパー２級の資格も取りました。その経験も踏まえて『介護準
備ブック』という本を執筆しました。介護と仕事を両立するための介護保険制度などを全
て詳しく解説しています。
ぜひ職場に合ったアプローチで、長時間労働を削減するための働
きかけを始めていただきたいと思います。
小室 淑恵 株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長。2006
年、ワーク・ライフバランスを設立。900 社以上にコンサルティン
グを提供し、残業を削減して業績は向上させるという成果を出して
いる。2014 年 9 月からは安倍内閣で産業競争力会議の民間議員と
して、政府の経済成長の方針「日本再興戦略」に長時間労働是正と
女性活躍こそが日本の経済成長の鍵であることを盛り込んだ。二児
の母。
『残業ゼロで好業績のチームに変わる仕事を任せる新しいルール』
（かんき出版）、
『30
歳からますます輝く女性になる方法 仕事も結婚も子育ても何もあきらめなくて大丈夫』
（マイナビ）など著書多数。
［
『女性活躍 最強の戦略』の内容を再構成］

陶芸や染め絵

読売新聞 2016 年 02 月 08 日

生の象形

独創的な作品が並ぶ会場（倉吉市魚町で）

◇倉吉で障害者ら作品展
鳥取市出身で、
「障害者福祉の父」と呼ばれる糸賀一雄（１９１４
～６８年）が創設に携わった滋賀県湖南市の知的障害者福祉施設「一
麦」利用者の作品を集めた企画展「原点回帰／生の象形～一麦寮生
の足跡から～」が、倉吉市魚町のギャラリー「くらよしアートミュ
ージアム無心」で開かれている。２９日まで。
同施設は「一麦寮」として１９６１年に開所。会場には、作品作
りが始まった６５年頃からの絵画など約８０点を展示している。バ
イクや象などをモチーフにした陶芸作品や、布を青色や黄色に染色
した「染め絵」などが並ぶ。吹き抜けとなっている空間には、染め
絵をつなぎ合わせた縦２・５メートル、横６メートルの巨大な旗が掲げられている。
展示を企画した「あいサポート・アートインフォメーションセンター」
（倉吉市）の田村
輝彦センター長は「施設の利用者たちが、お互いに刺激し合って作った力作ばかり。見応
えがあります」と来場を呼びかけている。
午前１０時～午後４時。水曜休館。入館無料。３月８～１７日には、米子コンベンショ
ンセンター（米子市末広町）でも開催。問い合わせは、あいサポート・アートインフォメ
ーションセンター（０８５８・３３・５１５１）。

障害者の結婚生活や恋愛を考える

神戸の笹森さん夫婦が岡山で講演
山陽新聞 2015 年 2 月 7 日
結婚生活について話す笹森さん夫婦

障害者の恋愛や結婚をテーマにした講演会（岡
山市、同市障害者自立支援協議会主催）が７日、
同市内で開かれた。
息子３人と自らに発達障害がある神戸市在住の
笹森理絵さん（４５）、夫の史朗さん（５３）が「笹
森家の結婚〓子育て事情」と題して話した。
史朗さんは「障害の症状や周囲が支える必要性
を理屈では分かっていても、実際に一緒に生活する相手となると、なかなか納得はできな
かった。時間はかかるが自分で本当に理解していく必要がある」と強調。理絵さんは「相
手の話の意図が分からないときは、はっきり言うことも夫婦の意思疎通のために必要」な
どと述べた。
続くシンポジウムでは、笹森さん夫婦を含め、障害のある既婚者ら６人が結婚生活の魅
力などを話した。市民ら約１５０人が聴いた。
＊〓は黒のハートマーク

ハンセン病療養所、重み増すガイド 恵楓園に見学３万人

籏智広太
朝日新聞 2016 年 2 月 7 日
ハンセン病の国立療養所菊池恵楓園（熊本県合志市）で、ボランティアガイドが案内を
した見学者が、１月２８日に累計３万人を超えた。国の隔離政策を定めた「らい予防法」
が廃止されて今年で２０年。人手不足などの課題にも直面しているが、高齢化が進む入所
者に代わって負の歴史を伝えるガイドの役割は、重みを増している。
ボランティアガイドは、入所者自治会や支援者などでつくる「菊池恵楓園の将来を考え
る会」が２００９年に始めた。
「ハンセン病問題の歴史」「熊本で起きた事件」などを２日

間の養成講座で学び、認定を受ける。これまでに認定されたのは計２４５人。多くは元教
員ら定年後の時間を使う人たちや地元の住民だ。
旧監禁室の前で石原勝幸さん（右から２人目）の説明を聞く福
岡の専門学校生たち。参加した門司大輝さん（２２）は「ハン
セン病について知ることができ、差別について考えるきっかけ
になった」＝１月２１日、熊本県合志市の菊池恵楓園

見学者は
毎年約３千
～５千人で
推移してい
る。入所者
の講話を聞くほか、ボランティアガイドの説明を
聞きながら、かつて規則を破った際に罰として閉
じ込めた旧監禁室、脱走を防ぐための壁、納骨堂
などの史跡を巡る。九州各地の小中学生や教員の
ほか、東京から来る修学旅行生もいる。

枯れ葉剤被害、１千人追う

元教師ベトナム訪ねて１５年

編集委員・永井靖二
朝日新聞 2016 年 2 月 7 日

これまでに撮影した重度の障害を持つ人々のファイルを広げる西村洋一さ
ん。画面手前の写真の女性は、母親が妊娠中にホーチミン市の北方で枯れ
葉剤を浴びたという。生まれた時、目の周囲に親指大のできものがあり、
成長するとともに大きくなった＝１日、兵庫県洲本市、水野義則撮影

ベトナム戦争の終結から４０年余。米軍がまいた「枯れ葉剤」
の被害とされる重度の障害に苦しむ人々を訪ね歩く淡路島の元
高校教師がいる。ベトナム全土をくまなく歩き、１千人超の被害
者と接した。世代を超えて人体に刻まれた惨禍の記録を、今春に
も日英越３カ国語で出版する。
■重い障害、生活困窮
兵庫県洲本市の西村洋一さん（７３）がベトナムの枯れ葉剤被
害者を回って、今年で１５年になる。
結合胎児、四肢の欠損や変形、巨大な腫瘍（しゅよう）、骨格
や臓器の異常。複数の障害者がいる家庭も多い。福祉も十分ではなく、ほとんどの被害者
は困窮を極める生活を強いられていた。両隣の家の壁に棒を渡し、シートを掛けただけの
雨よけの下、すのこ状のベッドに垂れ流しのまま寝かされていた人もいた。
現地で雇った助手や運転手の助けを借りて近所の人に聞き込み、重い障害がある人を探
し当て、家族や本人の承諾を得て撮影する。集会で枯れ葉剤の被害を訴える女性は、残さ
れた片目でまっすぐ西村さんを見据え、暮らしぶりを語った。手足の自由が利かない少年
は、筆をくわえて絵画の修業に励んでいた。
「この人たちの背後に、何千何万の同じような障害を抱えた人たちがいる」。西村さんは
訴える。

「寄付」なのに断れない 自治会の集金、住民の悩みの種 田中聡子、北村有樹子、大塚
晶、池田良
朝日新聞 2016 年 2 月 7 日
「町内会には寄付という名の強制金がある。断る勇気がない人もいる」。昨年９月下旬、
朝日新聞のフォーラム面で「自治会・町内会」の特集を始めてすぐ、松山市の女性（５０）
からこんなメールが寄せられた。

一家は転勤族で７年前に引っ越してきた。この地域は、代々この地に暮らす旧住民と、
一家のような新住民が入り交じっている。
自治会費が募金に

入会時に町内会から６万円を求められ、驚いた。地区
の組長に聞くと、集会所の負担金と言われた。以前住ん
でいた愛知県春日井市では、自治会の入会金は２千円だ
った。
ほかにも町内会から支払いを求められることが多か
った。例えば、地区の社会福祉協議会（社協）の会費年
３００円、公民館の地元負担金年８００円――。年２回
ある地域の水路掃除に不参加の場合は１回２５００円
の「出不足金」が課されることもあった。
いずれも組長が家に徴収にやってきた。払わなくても
いいのかどうか。はっきり分からず、断りづらかった。
「寄付は決まりです」と言われることもしばしば。寄付
自体が嫌なのではない。途上国支援団体に月４千円を寄付している。「町内会に強制される
のはおかしい」と次第に断っていった。
退会を決意し、町内会長に伝えたが難色を示されたため、弁護士に相談した。内容と配
達を証明できる形で退会届を郵送した。その後、町内会側からは音沙汰がない。
「新参者の自分だけでは町内会のやり方自体を変えることは困難。寄付の拒否や退会に
踏み切りたいが、人目を気にして、できない人もいる」と感じている。
このほか、自治会に払った会費が気づかぬうちに寄付に充てられているという声も、朝
日新聞に寄せられた。

復興住宅

薄れる絆…進む高齢化、自治会活動低迷

読売新聞 2016 年 02 月 08 日

役割を分担し、一緒に調理する児玉さん（左から３人目）ら
（宝塚市福井町で）

阪神大震災後、孤独死を防ぐため、県が交流の場
を設けて整備した復興住宅「コレクティブ型公営住
宅」で、肝心の被災者同士の付き合いがなくなりつ
つある。集会室など共用スペースを週１回以上使っ
た交流に取り組むのは、県営７団地のうち２団地。
高齢化や人間関係の煩わしさなどがあるとみられる
が、住民らは支え合う暮らしを目指し、模索を続け
ている。（加藤あかね）
「誰か揚げ物をやってくれる人はいる？」。昨年１２月下旬、県営宝塚福井ふれあい住宅
（宝塚市）１階集会室に、自治会長の児玉美知子さん（６６）の声が響いた。
この日は住民の交流を目的にしたクリスマス会が開かれた。児玉さんは調理に集まった
４０～９０歳代の女性１０人に手際よく作業を割り振り、フライドチキンやシチューなど、
約４５人分の料理をこしらえた。
平均年齢は７０歳を超え、要介護認定者も多い。児玉さんは会長になった３年前から、
年数回だった交流を、週１回のお茶会、月１回の食事会に増やした。まめに声がけし、部
屋に引きこもっていた住民が集会室に顔を出すようになるなど、取り組みの効果も出始め
た。
児玉さんは「外からの援助に頼るだけではだめ。ここはついの住み家。楽しく暮らすた
めに、みんなができることを考えてやるしかない」と明かす。
コレクティブ型公営住宅は、県内で１０団地３４１戸が整備された。入居資格は大半が

６０歳以上に限定されている。県営は７団地２３２戸で、毎週のように共用スペースを活
用するのは宝塚福井と尼崎金楽寺ふれあい住宅（尼崎市）の２団地。尼崎では生活援助員
の支援で、週１回のカラオケや平日のふれあい喫茶を維持しているのが現状だ。
共用スペースの掃除などは健康な住民に負担が偏りがちで、共同生活になじめない人や
認知症を発症する人が増えるなどして、自治会活動の維持が困難になった団地もある。
１９９７年３月に完成した県営片山ふれあい住宅（神戸市長田区）には現在、６世帯が
入居。夜間に緊急通報ブザーが作動すると、元自治会長の近江弘子さん（８２）は安否確
認にあたっている。
「年を取り、自分自身もしんどいが、みなさんを見てあげられるのは私
しかいない」と漏らす。
コレクティブ型公営住宅を含め、災害復興住宅の高齢化率（昨年１１月末現在）は５０・
８％で、一般県営住宅の３２・１％をはるかに上回る。県は入居時に共同生活のルールな
どについて説明はしているが、有効な方法は打ち出せていない。
県住宅管理課は「活性化のケースを他の団地でも共有するほか、若年者の優先入居など
も検討したい」としている。
高齢者の見守りなどに詳しい松原一郎・関西大教授（社会福祉学）の話「自治会機能の
低下はどこにでも起こりうる問題。あらゆる手段を講じることが、高齢化社会の抱える問
題解決につながる。共益費で活動支援を行うＮＰＯなどを雇うのも一つの方法だろう」

入院中の難病ヘルパー解禁 重度障害に意思疎通支援
共同通信 2016 年 2 月 6 日
厚生労働省は 6 日までに、筋萎縮性側索硬化症（ALS）のような難病の患者や、事故で
脊髄に損傷を負うなどの重度障害者について、現在は認められていない入院中のヘルパー
利用を解禁する方針を決めた。声が出せず、体も動かせないことで意思を伝えられない人
が多いため、ヘルパーを通じて看護師とのコミュニケーションを図り、安心して入院生活
を送れるようにする狙いだ。
厚労省は、今国会に提出予定の障害者総合支援法改正案に見直しを盛り込む。早期成立
を図り、2018 年度に実現したい考え。

避難者の糖尿病「1.6 倍」 原発事故後の南相馬、相馬
福島民友 2016 年 02 月 06 日
南相馬と相馬両市民を対象に、東京電力福島第１原発事故前後で慢性疾患の割合を比較
し、糖尿病と高脂血症の発症が事故前より高くなったとの研究を日英の研究者がまとめた。
避難した人の糖尿病の発症割合は事故前の約１.６倍となった。研究チームは「人間関係や
仕事など生活環境の変化が影響している可能性がある」と分析している。
英国インペリアル・カレッジ・ロンドン公衆衛生大学院の野村周平氏らの研究チームが
５日、英医学誌「ＢＭＪオープン」のオンライン版に発表した。
原発事故前後の２００８～１４年に特定健康診断（対象は４０～７４歳）を受診した２
市の６４０６人のデータを分析した。事故当時避難区域に住み、現在も避難している人の
グループと、避難していない人（事故後一時的に避難した人を含む）の２グループに分け
た。健診の採血結果や投薬を受けているかどうかで疾患の有無を調べた。
糖尿病は避難者で１３年以降、約１.６倍に増え、避難していない人も約１.３倍に増えた。
高脂血症は避難者で事故翌年の１２年以降に上昇、１４年は事故前の１.２倍になった。避
難しなかった人も１３年以降に増加した。一方、高血圧は事故前後で大きな変化はなかっ
た。
研究チームの一人で南相馬市立総合病院などに勤務する坪倉正治医師は、発症割合の上
昇について「避難生活を強いられたことが関係しているほか、避難しなくても働く場所が
変わったなど生活の変化が影響している可能性がある。住民の慢性疾患を長期的にみてい
く必要がある」と述べた。

はなちゃんのみそ汁大人気

福岡・大野城の子ども食堂オープン
西日本新聞 2016 年 02 月 08 日
子どもと大人が一緒に調理する子ども食堂「はなちゃんのみそ汁 下大利食堂」が７日、
福岡県大野城市東大利３丁目の飲食店「ママズキッチン 縁」でオープンした。朝から雪
が舞う中、定員３０人に対し約１００人の子どもが参加。調理や片付けをした子どもは無
料で、今後は毎月第１日曜日に開く。
子どもたちはエプロン姿になり、映画「はなちゃんのみそ汁」の原作者で西日本新聞の
安武信吾編集委員（５２）
、長女のはなさん（１２）から教わってかつお節を削り、だし汁
を味見して、笑顔で「おいしい！」と声を上げた。カレー用のジャガイモやタマネギも切
った後、カレーとみそ汁を食べた。
安武編集委員は子どもたちに「ご飯を自分で炊けばお茶わん１杯が３０円で食べられる。
おにぎりを買うより、自分で作った方が安い」と語りかけた。大人のボランティア約５０
人も参加し、食後は子どもたちとバルーンを膨らませたり、綿菓子を作ったりした。
はなさんは「また一緒に作りたい。
（子どもたちは）家でもお父さん、お母さんにみそ汁
を作ってほしい」と話した。
▼開設費用の募金終了
下大利食堂はインターネットの募金「クラウドファンディング」で開設費用を募集。目
標の３５万円に対し、倍近い６０万６千円が集まり、終了した。

「正義と被害」テーマに発表 茨大でセミナー
東京新聞 2016 年 2 月 8 日
社会的弱者について考えるセミナーが七日、水戸市の茨城大
で開かれ、法テラスの弁護士や特別支援学校の職員ら約七十人
が参加、発表に耳を傾けた。
茨城大人文学部の研究グループ「愛と傷つきやすさの研究
会」と常磐大国際被害者学研究所（同市）が二〇一〇年から共
同で開いている。今回は「正義と被害」をテーマに、それぞれ
の大学で、法学や被害者学について研究している教授や准教授
四人が発表した。
茨城大人文学部の石井智弥准教授（民事法学）は犯罪報道に
ついて講演した。「社会の実情を知り、防犯意識を高める意味
で必要」と犯罪報道の必要性を認めながら、「裁判になる前か
ら特定の人物を犯人視する報道は許されない」と主張。「犯罪
報道がなされても、冤罪（えんざい）の可能性を頭の片隅に置
くべきだ」と注意を喚起し、
「推定無罪の認識を一般社会で共有すべきだ」と訴えた。
このほか、障害者差別解消法や自死遺族の状況をテーマにした講演もあった。 （山下
葉月）
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

