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「生きづらさ」って何？ 岐阜や京都の研究者ら学ぶ試み
朝日新聞 2016 年 2 月 14 日

西濃祐太朗

ワークショップで「生きづらさ」をめぐって話をする小山
真紀さん（右）＝岐阜市司町

岐阜や京都の研究者らが中心になって、「生きづ
らさ学」という新たな学問を構築しようと模索して
いる。経済格差、育児、介護……。現代社会のさま
ざまな局面で生きづらいと感じる人々への理解を
深めることで、それぞれが抱える問題の解決策を見
いだそうとする試みだ。
今月７日、岐阜市司町の複合施設「ぎふメディア
コスモス」でワークショップが開かれた。テーマは「生きづらさ学～生きづらさの見える
化を目指して～」
。岐阜大学や岐阜女子大学、京都大学などの研究者らでつくる実行委員会
が主催し、約３０人が参加した。
実行委のメンバー、小山真紀・岐阜大准教授が京都大で研究していた２年前、ワークシ
ョップは始まった。今回で３回目。人類学や公衆衛生学、数学など様々な学術分野の研究
者が集まり、学際的な観点から「生きづらさ」を分析しようとしている。
小山さんは、京大が学際的な研究企画を募集しているのを知り、同僚の研究者らに声を
かけた。周囲にいたのは任期付きの研究者ばかりで、子どもを抱えている人もいた。
「毎日、
しんどい」
。研究者の一人がそう漏らした。そこから「生きづらさ」というキーワードが浮
かんだ。
小山さんの専攻は「防災」
。その研究の上でも「生きづらさ」の理解は不可欠だと考えて
いる。例えば、日頃から生きづらさを感じて孤立している人たちと地域の関係を築くこと
が、大規模災害の時の助け合いにつながるかもしれないからだ。

＜介護家族＞追い込まれる男たち

「仕事と同じ」過信し

毎日新聞 2016 年 2 月 14 日

妻の車いすを調整する鷲尾良孝さん＝大阪府大東市で２０１６
年２月３日、宮武祐希撮影

介護殺人事件の約７割は男性が加害者だった。介護で
つらい思いをするのは男女とも同じだが、介護現場では
男性特有の悩みや苦労もあるとされる。認知症の妻に暴
力をふるっていた兵庫県の８０代男性が振り返る。「仕
事と同じ感覚で、介護も完璧にこなせると勘違いしてい
た」【「介護家族」取材班】
２００７年にアルツハイマー型認知症と診断されて
トイレにも行けなくなった妻を、男性は一人で介護していた。ある日、便で汚れた妻を入

浴させようとしたが、暴れるように拒んだ。妻をひっぱたき、無理やりに浴室へ連れてい
った。他にも介護がうまくいかないと、妻に手をあげた。妻が認知症になるまでは暴力な
どふるったことはなかったという。
男性は建設会社で定年まで約４０年働き、現場監督として数十人の部下をまとめていた。
欠陥のない仕事をし、従業員の安全も確保するため、決められた手順を厳守してきた。妻
の介護でも１日の計画や手順を細かく決めた。しかし、介護は思い通りではなかった。
朝起きると、妻がおむつから便を垂れ流し、部屋中の畳が汚れていた。深夜には突然起
きて奇声を発した。降ってわいたような出来事に、男性は頭が真っ白になり、落ち込んだ。
次第に妻にいらだつことが多くなり、いつの間にか手をあげた。
男性は誰にも相談しなかったが、疲れ切った姿を見かねたケアマネジャーに強く勧めら
れ、妻を施設に入れた。経済的に余裕があったこともあり、施設が見つかるのにそう時間
はかからなかった。
男性は悔やんでいる。
「全てを一人で抱え、自分を追い込んでいた。妻に申し訳ない」
約１３年前に脳内出血で倒れた妻を自宅で介護している大阪府大東市の鷲尾良孝さん
（６８）も慣れない介護生活でストレスをため、追い詰められたという。
約３０年勤めた食器販売会社をやめ、スーパーの買い物かごを洗う会社でパートの仕事
をしながら一人で妻を介護することにした。
しかし、仕事を終えて帰宅してからの食事の準備、便で汚れた妻のシーツの洗濯などに
追われた。夜中に何度もトイレ介助をして寝不足になり、職場で居眠りすることもあった。
自分の時間がほとんどない暮らしに疲れ切り、次第に妻への口調はきつくなった。「死んで
もいい」と考えることもあった。
約６年前、ケアマネジャーの勧めで、男性介護者が集う民間の「陽だまりサロン」
（大東
市）に参加した。鷲尾さんは、他の男性も慣れない介護や家事に苦労していることを知る。
つらさを他人に理解してもらい、気持ちがすっとしたという。今は旅行などで気分転換し、
うまく妻と向き合えているという。
陽だまりサロンの代表になった鷲尾さんは言う。
「男性の多くは悩みを誰かに相談するの
が苦手だ。一人で介護をする男性には日常を離れて仲間と愚痴を言い合う場が必要だ」
◇増える交流の場
男性介護者が交流する場は少しずつだが、増えているとされる。
先駆けとされるのが１９９４年に発足した東京都の「荒川区男性介護者の会」
（通称・オ
ヤジの会）だ。経験者を含めて在宅介護を担う男性が月１回、集い、悩みを相談し合って
いる。
介護家族の支援団体や行政が男性介護者に限定した交流会を催す例もある。大阪市住吉
区社会福祉協議会は２０１１年１月から、月１回の集いの場「ほっこりサロン」を開いて
おり、毎回約１５人が参加している。
兵庫県三田市でも社会福祉協議会が１１年に「男性介護者交流サロン」を主催し、料理
教室などを開いた。参加者がこの活動を引き継いでおり、現在も男性介護者の会「ぼちぼ
ち野郎」として月１回集まっている。

ストップがん離職 （上） 「働く人」
中日新聞 2016 年 2 月 10 日
声帯を失っても 食道発声「仕事で手応え」
「声帯がなくても、話せるようになった。やろうと思って積み重ねれば、がんになって
も、たいていのことは実現できる」
東京・恵比寿のサッポロビール本社。５年前に食道がんの手術で声帯を失った村本高史
さん（５１）がかすれ気味な、でも力のある声で語りかけた。
村本さんが一昨年、社内で始めた「いのちを伝える会」。終業後に毎月１〜２回、食道を
震わせる「食道発声法」で声を出し、社員に闘病体験を語る。「何かの役に立てば」との思

いで開く会には、これまで約１３０人が参加した。
肩書は、経営戦略部プランニング・ディレクター。管理職から現場の課題を聞き、上層
部に伝える。２年前の社内公募で「組織風土の改革に取り組みたい」と、自ら新しい業務
を提案し、認められた。がんを患い、今も前線に立つ村本さんの言葉を聞こうと、会の参
加者は絶えない。
食道発声法を使って、社員に闘病体験を語る村本高史さん＝東京都渋谷
区のサッポロビールで

人事のグループリーダー（課長）だった４４歳のとき、食道
の入り口にがんが見つかった。すでに５センチの大きさに達し
ており、半年の放射線治療でがんは一度は消えたものの、２年
後に再発した。
主治医から「手術しかない」と伝えられたのは、人事総務部
長に昇進したばかりの時期。がんは声帯の裏にあり、手術すれ
ば声を失う。だが、手術をしなければ命にかかわる。不安の中、
主治医が言った。
「食道発声法を習得すれば、話せますよ」
手術前に、声帯を摘出した人を支援する公益社団法人「銀鈴会」（東京）の教室をのぞい
た。「あー、あー」
。震える声が響く。喉頭、咽頭、食道、甲状腺…。皆、さまざまながん
で声帯を失っていた。食道発声は声帯を失った人しか教えられず、がんの先輩が先生。支
え合い、笑顔で練習に励む姿に背中を押された。
退院後から教室に通い、１カ月後に初めて「あ」と言えた。同じ言葉を１日１０００回、
何時間も練習した。
復職までさまざまな工夫をした。社員や関係先にメールで経緯を報告。筆談用の電子メ
モを持ち歩き、積極的に話し掛けて練習した。
「仕事で話すことで、上達の手応えを感じた」。
小腸の１部を食道に移植しているためか、食事から時間がたつと食道が締まる感じがして
話しにくくなるため、夕方の会議前には軽食を取る。広い会議室では小型の音声拡幅装置
を使った。
会社の対応にも救われた。手術と自宅療養で３カ月休んだが、失効した有給を６０日ま
で使え、わずかな病欠で済んだ。勤務時間中の発声教室も「私用外出」として許可された。
復職後は部下のいないポジションに異動したが、村本さんは「無理をさせない配慮」と受
け止めている。
「こんな私だからできること。こんな私にしかできないこと。そんなことを考えながら
生きていこう」
。昨年４月、喉頭がんで声帯を失った音楽プロデューサーのつんく♂さんが
母校で後輩に送ったエールに驚いた。復職時に職場にメールした言葉とよく似ていた。「同
じ境遇だと、考え方も似るんだな」
５０歳になった一昨年、念願の第一子が生まれた。「いつまでも自分や社会を耕し、平ら
かに広がり続けて」との願いを込め、耕平と名付けた。
「生きてさえいれば、何とかなるし、
いいことがある」
。長男の名に恥じぬよう、自らを耕し続ける。
がんになっても、働くことに生きる希望を見いだし、輝き続ける人たちの姿を伝える。
（山
本真嗣）

ストップがん離職 （中） 「働く人」
中日新聞 2016 年 2 月 11 日
配慮の異動で新たな経験 仕事の幅が広がり自信
ウールや綿、麻、化学繊維…。さまざまな素材の織物が、染色機の中で染め上げられて
いく。岐阜県大垣市の染色会社「艶金化学繊維」の工場。１５年前に血液がんの悪性リン
パ腫を発症した染色課長の岡清博さん（５９）は、色を調整するパソコンの画面に目を光
らせた。
顧客の注文に応じて微妙な色の違いや風合いを出すため、染料の配合や素材との組み合

わせや、気温を見極める。経験と勘がものをいう職人技だ。入社４０年で、染色の中枢を
担う岡さんは「がんはつらい。でも、がんになったことで会社のさまざまな部署を体験し、
仕事の幅が広がったんです」
。
染める色の配合について話す岡清博さん（右）と、部下の三浦拓夫さん＝岐
阜県大垣市の艶金化学繊維で

４４歳のとき、首のリンパ節の腫れと、立っていられないほど
の倦怠（けんたい）感に襲われた。精密検査の結果、進行したス
テージ３の悪性リンパ腫と判明。主治医から「５年生存率は５
０％」と告げられた。半年間の入院と自宅療養で抗がん剤治療を
受けることになった。
妻は泣いていたが、自分にとってショックだったのは「半年も
仕事ができないこと」だった。従業員１００人ほどの中小企業で、
工業高校を卒業して入社以来、ほぼ染色の現場一筋。高額な治療
費に加え、自宅のローンも１５年残っており、収入がなくなることも不安だった。
幸い、新しい抗がん剤が効いた。消化しきれなかった有給休暇を積み立てて、傷病など
の際に使える当時の親会社の制度をそのまま活用でき、辞めずに済んだ。
特にうれしかったのは、入院中に何度も総務担当者や同僚が見舞いに訪れ、「早く治して
復帰して。待っとるよ」と言ってくれたこと。「働ける場所があることが支えになった」
入院前は、１００キロ以上もある反物を台車で軽々と押す社内一の力持ち。だが、強い
抗がん剤の影響で、体力が落ちており、復職時は商品開発部門に異動になった。上司から
は「体の負担が少ない部署だから」と説明された。初めての部署で仕事をする戸惑いは、
染色現場とは違う世界を知るにつれ消えた。
流行や得意先の細かな求めに応えるため、何度もやり直して見本を作る。常に顧客の満
足を追究する姿勢に頭が下がった。ともすれば、自分の目や技術を過信しかねない現場の
欠点も分かった。体力の回復に合わせ、染色した織物を仕上げる部門に異動し、軽作業を
担当。仕上げをしやすく染色する視点が身に付いた。
１年半後に再発したものの、新たな治療法の造血幹細胞移植を受けて乗り切り、同じ職
場に復帰。他部署の経験を積み、体力がほぼ回復した２００８年に“本籍”の染色に課長とし
て戻った。２つの異動が新たな気持ちで仕事に向かう糧になった。
当時、専務だった墨（すみ）宇一郎さん（６６）によると、同社が従業員のがんに対応
するのは初めてだった。
「中小企業にとって人は宝であり、辞められてしまっては痛手にな
る。戻ってきてほしいと対応したことが、全体を見られる人材を育てることにもつながっ
た」
その後の経過観察も順調で、半年に１回だった定期検査が昨年からは年１回に。「仕事を
している時が一番幸せ」
。来年の定年を控え、２月下旬に課長を継ぐ部下の三浦拓夫さん（４
４）への指導に力を入れている。
（山本真嗣）

ストップがん離職 （下） 「働く人」
中日新聞 2016 年 2 月 12 日
非正規から正社員に 同じ病気の「仲間」から勇気
出会いそして絆 明日に向かって−。がん経験者と支援者が夜通し歩き続けるイベント
「リレー・フォー・ライフ（ＲＦＬ）
」の大会旗を見ると、乳がん経験者の山口史依さん（５
１）＝愛知県岡崎市＝はいつも胸が熱くなる。
２０１３年の大会で実行委員長を務めた翌月、勤務先の自動車関連会社で、契約社員か
ら念願の正社員になった。
大会準備と仕事をこなしながら、正社員試験の狭き門をくぐれたのは「生きて、いつま
でも仲間と歩きたい」との思いがあったから。今も、得意の英語を生かして、フルタイム
で海外営業の事務をこなす。

リレー・フォー・ライフの大会旗を見つめる山口史依さん。
「がんになっても働ける」と感じている＝愛知
県岡崎市で

主婦だった０６年の秋。夫の会社の人間ドックで左胸に異常を
指摘され、精密検査で三センチ大のがんが見つかった。すでにリ
ンパ節にも転移しており、手術と抗がん剤、放射線、ホルモン療
法と主な治療をすべて受けた。
手術から１年後、通院を続けながら、就職活動を始めた。「１
人で家にこもっていると、ネガティブなことしか考えない」と思
ったから。高額な治療費も家計を圧迫していた。
英語や中国語が話せることもあり、派遣会社に登録すると、す
ぐに仕事を紹介された。だが、「がんで１カ月に一度の通院が必
要」と条件を伝えると、４社立て続けに採用されなかった。理由
は告げられていない。でも、派遣会社の担当者から「病名は隠そ
う」と言われた。
がんは「婦人科系の病気」と言い換え、通院も「３カ月に一度」に減らすと、すぐに採
用が決まった。
でも病名を言えないことは想像以上につらかった。手術の後遺症で左腕が重く、しびれ
ることがあり、同じ姿勢で長時間机に向かうのがきつかったが、配慮を求められない。治
療で髪の毛が抜け、かつらを着けていたため、ずれていないか常に不安で、夏の節電でエ
アコンを切られると、蒸し暑くてたまらなかった。
それでも働くことで「人の役に立ち、社会とつながっていられる」ことが実感できた。
１１年に派遣から契約社員になった直後、胸骨に転移が見つかった。限られた有給休暇
をやりくりして治療を続ける中で、ＲＦＬが毎年、地元の岡崎市で開かれていることを知
った。
これまで経験したことのない胸の激しい痛みや転移の不安もあり、仲間を求めて実行委
員に応募。大会当日、広場でたくさんのがん経験者が拍手を浴びながら笑顔で堂々と歩く
姿に、涙があふれた。
「ここでは隠さなくていいんだ。私は一人じゃない」
。やっと、がんを本当に受け入れら
れた気がした。大会で元気づけられ、「少しでも上を目指そう」と正社員試験に挑戦。２年
後の大会実行委員長にも手を挙げた。
発病時、まだ中学生だった次女は今春、大学を卒業する。就職も決まった。今は正社員
になって増えた有給休暇を活用し、全国各地のＲＦＬにも参加する。職場の壁にも、ＲＦ
Ｌのポスターを張らしてもらっている。
「がんになっても、十分働ける。自分がもらった勇気を少しでも、今度は与えることが
できれば」
（山本真嗣）

精神科閉鎖で減収見込み、市立病院の移転白紙に

読売新聞 2016 年 02 月 10 日

老朽化に伴い建て替えが検討されている米沢市立病院（米沢市相生町で）

施設の老朽化が進む米沢市立病院（山形県米沢市相生
町）の建て替え計画を巡り、これまで検討されてきたＪ
Ｒ米沢駅前への移転が白紙に戻されたことが分かった。
同病院が８日、市側に伝えた。関係者によると、医師
不足で今年３月に精神科が閉鎖されることによって大幅
な減収が見込まれ、財政的な負担が大きいことが主な要
因という。同病院は今後、建設用地を含めて計画を練り
直す方針だ。
同病院は２０１２年１１月、
「市立病院の在り方に関する検討委員会」を設置し、建て替

えの検討に入った。１４年４月にまとめた基本構想案の骨子で、新病院について救急医療
の強化やがん医療の充実、人材の確保・育成、健全運営などの基本方針を示した。
同病院はこれまで、現在の場所での建て替えのほか、市南部や東部への移転の可能性を
検討してきた。現在の場所での建て替えは建設作業の効率が悪く、移転する場合もバス路
線の確保などが課題となっていた。
こうした中、昨年初めに、米沢駅周辺の住民から駅前商店街活性化のため、市立病院を
誘致する動きが出てきた。関係者によると、候補地は駅前の一角にある民有地で、面積も
十分にある。
「路線バスの発着点である駅前なら通院に便利」との考えも、誘致に名乗りを
上げた理由の一つだという。住民側が昨年２月、土地を所有する会社に同病院の移転を打
診したところ、
「市民の役に立てるなら」と前向きな回答があり、病院側も駅前移転に向け
た協議を進めてきた経緯がある。
しかし、昨年１２月に市議会の同病院建て替えを検討する特別委員会で、同病院は、精
神科を３月末で閉鎖する方針であることを報告した。同病院は、３人いる医師のうち２人
が退職し、人材確保のめどが立たないことを理由に挙げた。これまでの赤字の合計「累積
欠損金」が８８億円に上る同病院にとって、精神科閉鎖による診療報酬など約６億円の減
収は大きな負担になるという。
一方、市はまちづくり総合計画の中で「病院建て替え」を重点事業の一つに位置付け、
厳しい財政事情の中でも１０億円の予算を充てる方針を示しており、建て替えを積極的に
進める姿勢を示している。精神科についても、中川勝市長は「休止」の方針を示し、再開
の可能性を模索する。
同病院事務局は、
「精神科閉鎖による医業収益減少は大きな問題。建て替え計画がなくな
るわけではないが、まず減収の影響を詳細に分析する必要がある」としている。
（山井健史）
◆米沢市立病院＝外来患者の診療などを担う外来棟と事務局がある管理棟は１９６５年
に、入院患者の病棟が８４年に完成し、いずれも老朽化が進んでいる。２０１４年度の決
算では、歳入に当たる「収益的収入」は約６９億６５００万円、歳出に当たる「収益的支
出」は約１０１億７０００万円で、赤字である「純損失」は約３２億円となった。１４年
度は退職金約２５億９０００万円を支出に計上したため、赤字が膨らんだという。

松ちゃん「TV は誠実さが必要」 放送禁止用語に持論
福井新聞 2016 年 2 月 14 日
ダウンタウンの松本人志が 7 日放送のフジテレビ系『ワイドナショー』（毎週日曜 前
10：00）で、自主規制の NG ワードが増え続けていることについて「何でもかんでもダメ
って言ってしまうのはただの言葉狩り。もうちょっと個人個人、自由度があったほうが面
白いかなと思う」と意見を述べたうえで、今テレビに求められているものとして「誠実さ
が必要かと思ってます」と真摯に話した。
番組では ORICON STYLE が 6 日に配信した記事『言論・表現の自由はどこに…「放送
禁止用語」の厳しすぎる自主規制』を題材に議論。いわゆる「放送禁止用語」といわれる
自主規制での NG ワードが増え続けていることについて、司会の佐々木恭子アナウンサー
から「正直、今の風潮は息苦しいですか？」と質問された松本は「法の目をくぐってやる
面白さももちろんあるんですけどね。僕は個人差があっていいのかなと思うんですよ。誰
が言うかにもよるかなと。もうちょっと個人個人、自由度があったほうが面白いかなと思
うんですけどね」と考えを明かした。
ゲストコメンテーターで『五体不満足』の著者の乙武洋匡氏は、テレビのみならず新聞
でも「障害者」を「障がい者」と表記するケースが増えてきたことをあげ、
「障害者が社会
に対して害悪になっているイメージを与えるというクレームや要望があったことで、ひら
いていく（ひらがな表記にする）方向になってるんですけど、そのように感じる方もいれ
ばなんとも思わない方もいるなかで、なぜクレームが来たら一律にそうしなきゃいけない
のか私は疑問を感じる」と指摘。

一例として「背が高いですね、というのは一般的にはむしろ褒め言葉として使うことの
ほうが多いと思いますけど、小さいころから背が高いことでからかわれ続けてきた女性に
背が高いですねと言ったら恐らく傷つきますよね。でも、背が高いという言葉を放送禁止
用語にしましょうとは絶対にならない」と話し、
「万人が傷つかない言葉で放送することっ
て不可能かなと思う。その線引きのラインがずるずる手前になってきてしまっているのか
なという印象」と持論を展開した。
乙武氏自身は「障害者」と表記するようにしているといい、「障害者が社会で生きていく
うえでたくさんの障害があると思っている。害があるのは人間の側ではなくて、社会の側
にクリアすべき障害がいっぱいあると捉えているので」と理由を明かした。
佐々木アナから「そんなにテレビにクリーンさって求められているんでしょうか」と疑
問を投げかけられた松本は「今、テレビは誠実さが必要かと思ってます。
『ワイドナショー』
はわりとそうかと思ってるんですけどね。正直にしゃべろうと」と番組との向き合い方を
告白。それでも窮屈さは感じているようで「一般の人のほうが楽しそう。キャンディーズ
の引退じゃないですけど、普通のおっさんに戻りたくなってきましたね」と笑いを誘って
いた。

あまりに身勝手…「パチンコに行くため子供を全裸にして浴室に監禁した」 ３２歳母親
と内縁の夫逮捕
産経新聞 2016 年 2 月 14 日
男児（６）を全裸にしたまま浴室に閉じ込めたなどとして、大阪府警枚方署は１４日、
監禁容疑で、枚方市片鉾本町の無職の母親（３２）と内縁の夫で無職の赤松茂幸容疑者（２
８）を逮捕したと発表した。両容疑者とも「パチンコに行くために子供を監禁した」と容
疑を認めている。
逮捕容疑は２月１３日午前９時ごろから約２時間にわたり、男児を自宅の浴室に閉じ込
め、ドアノブを外側から結束バンドで縛って監禁したとしている。男児は体温が低くなっ
ており病院に搬送されたが、命に別条はなかった。
同署によると、両容疑者は子供３人と５人暮らしで、母親は生活保護を受給している。
同日午前１０時ごろ、近隣住民から「子供の泣き叫ぶ声がする」と１１０番があり、駆け
付けた警察官が保護。発見時、男児は服を着ておらず、湯船の中で「寒い、寒い」と震え
ていた。２階和室では、９歳と１歳の女児２人も同様に監禁されていたという。
両容疑者は「過去にも何回かパチンコに行くために子供を閉じ込めた」と供述。男児の
肩には打撲のような痕もあり、同署は男児が日常的に虐待を受けていた可能性もあるとみ
て調べを進めている。

学習障害児の通級指導増加 京都、個性に応じ学ぶ
京都新聞 2016 年 2 月 14 日
軽度の障害や学習の遅れがある小中学生が、補習やトレーニングを受ける通級指導教室
のニーズが高まっている。発達障害への理解が広がったことを背景に、指導を受ける京都
府内の児童・生徒は２０１４年度までの５年間で３割以上増えた。各市町村の教育委員会
は教室をさらに増やす意向だが、国会で審議中の１６年度予算案では加配教員の増員は少
数にとどまり、見通しは立っていない。
間仕切りされた小さな部屋に女性教員と小学５年男児が向き合っていた。机には漢字の
部首を書いたかるたが並ぶ。読み札が指し示している部首を男児が正しく選び取ると、女
性教員が「すごいね」とほめた。
京都市南区の小学校で行われている通級指導の様子だ。男児は米映画監督スティーブ
ン・スピルバーグさんが診断された学習障害「ディスレクシア」で、漢字の読み書きに困
難がある。そのため週１回、特別支援教育に詳しい女性教員の指導で補習や認知機能の訓
練を受けている。男児の母親は「表情が明るくなった。漢字を覚える努力もするようにな

った」と変化を喜ぶ。
男児のように通級指導を受ける小中学生は増加傾向にある。府内では２０１４年度に３
０８７人と０９年度比で３５・６％増えた。全国も同期間に５５％増だ。中でも注意欠陥
多動性障害（ＡＤＨＤ）が３倍、学習障害（ＬＤ）が２・５倍と発達障害の伸びが著しい。
京都市教委総合育成支援課は「保護者や教員の間で発達障害への意識が高まり、早めに医
師の診断を受けるようになったためだろう」と背景を説明する。
市教委は発達障害のある小中学生を受け入れる通級指導教室の開設校を急ピッチで増や
しており、１５年度は６７校とこの５年で倍増させた。ＡＤＨＤとＬＤの診断を受けた伏
見区の小４男児も、昨年４月に通学先に通級指導教室ができ、週２回通う。母親は「困っ
たことがあった時に教員が相談に乗ってくれるので親も助かる」と実感を込める。
＜通級指導＞ 軽度の障害を持つ小中学生が通常学級で学びながら、週数回、障害の特性
に応じた特別な指導を受ける制度。文科省によると２０１４年度は全国で８万３７５０人
が通級指導を受けており、内訳は言語障害が４１％と最も多く、自閉症１５・９％、ＡＤ
ＨＤ１４・６％、ＬＤ１４・３％、情緒障害１１・２％と続く。

社説：障害者雇用の推進/みんなが活躍できる環境を
福島民友 2016 年 02 月 14 日
福島市にある運動着メーカーのクラロン。ミシンや裁断機などが並ぶ工場では、服の製
造工程ごとに担当者がてきぱきと仕事をこなしている。
同社は、社員１３５人のうち３６人が心身障害者だ。作業の工程を細く分けて単純にす
ることで、全社員が適性に応じ仕事ができるよう工夫されている。
田中須美子会長は「６０年前の創業時から、障害のある方々と一緒に仕事をしてきた。
みんなしっかり仕事をしてくれる」と話す。
同社は障害者雇用の先駆けだ。障害者も社内教育で高度な技術を身に付け、大切な戦力
となっている。全ての人が力を十分に発揮し、いきいきと働くことができるような労働環
境の整備を進めていきたい。
改正障害者雇用促進法が４月から施行される。同法は障害者の自立と社会参加の実現を
目的にしており、今回の改正では、採用や待遇面などで健常者と同じように処遇すること
を義務付けている。
車いす利用者のために机の高さを調整したり、出退勤時刻や休暇に関して通院・体調に
配慮することなど、障害者が働きやすいよう職場環境の整備を求めているのも特徴だ。
国や労働関係機関は、企業向けのセミナーや関連資料の配布などを通して、企業に対し
て改正内容の周知徹底を呼び掛けていく必要がある。
働く障害者は増加している。昨年度、県内のハローワークで仕事を得た障害者の就職件
数は、前年を１３０件上回り、１２８９件で過去最高だった。
しかし、県内企業の障害者雇用率（昨年６月１日現在）は１．８４％にとどまり、全国
平均の１．８８％を下回っているのが現状だ。
国は、３年前から従業員５０人以上の企業に対し、２．０％以上の割合で障害者を雇用
するよう義務付けている。雇用率を上げるためには、障害者が持つ能力を事業に生かそう
という発想が企業側にも求められる。
規模が小さい企業は雇用率が下がる傾向がある。職種が少なく、障害
者が希望する仕事がないといった事情もあるだろう。作業環境の整備や
改善は難しい企業もあるだろうが、事業主には障害者の就労意欲に応え
るための知恵や工夫を望みたい。障害者の雇用義務があるのは現在、身
体障害者と知的障害者だけだが、２０１８年４月からは精神障害者も対
象になる。それぞれの障害に対応した雇用の受け皿づくりを急ぎたい。
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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