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塩崎厚労相「許しがたい行為」
産経新聞 2016 年 2 月 16 日
川崎市の介護付き有料老人ホームで入所者を投げ落とし殺害したとして、殺人容疑で元
職員、今井隼人容疑者（２３）が神奈川県警に逮捕された事件について、塩崎恭久厚生労
働相は１６日の定例会見で、
「極めて許しがたい行為」と述べた。
厚労省は昨年９月、この老人ホームを運営する「メッセージ」
（岡山市）に立ち入り検査
を行い、管理体制に問題があるとして、１１月に介護保険法に基づく業務改善勧告を出し
た。１２月にメッセージから改善報告を受け、現在は改善状況の確認をしているという。
塩崎厚労相は「監督の目が行き届くようにしなければならない。今回のことをしっかり
検証していかないといけない」と述べ、全国の有料老人ホームでの虐待防止に向け、引き
続き取り組むとした。

背景や配慮の考え学ぶ 障害者差別解消法セミナー
日本海新聞 2016 年 2 月 16 日
４月から施行される「障害者差別解消法」の理解を深める「企業・市町村トップ人権セ
ミナー」が１５日、鳥取市伏野の県福祉人材研修センターであった。企業の経営者や管理
者ら約１７０人が参加。法律の背景や求められる障害者への配慮の考え方などを講演から
学んだ。
障害者差別解消法で求められる配慮などを説明する松波さん＝１５
日、鳥取市伏野の県福祉人材研修センター

同法は国や地方公共団体など行政機関、民間事業者に対
し、障害を理由とする差別を禁止する。正当な理由なくサ
ービス提供を拒否してはならず、障壁を取り除くよう障害
者から要望のあった場合は必要な手だてを負担になり過ぎ
ない範囲で行うことが求められる。
講師は世界人権問題研究センター専任研究員の松波めぐ
みさん（４８）。松波さんは、法律ができた背景の一つとし
て、障害者を取り巻く考え方の変化を挙げ、障害者が生き
る上での不自由さは身体の医学的問題とする古くからの考
えではなく、障壁のある社会とする考えに変化していることを説明し「不自由さをなくす
責任も社会全体にある」とした。
さらに「生活、教育、労働とあらゆる場面で障害者を排除しない。障害者の特権をつく
るわけではなく、他の人たちと平等にするということ」と同法が目指す方向性を強調。「何
でもかんでも無茶な要求をする人はいない。障害者の意思を聞き、手だての調整や変更を
行って」と述べ、合理的配慮の鍵は対話だとアドバイスした。
セミナーは１６日に米子市淀江文化センターでも行われる。

ＳＯ大会で県勢メダルラッシュ

雪上の熱い戦い閉幕

将来見据え「もっと強く」
新潟日報 2016 年 2 月 16 日

接戦となったスノーシューイング１００メートル決勝。山口大将君は雪を跳ね
上げ全力疾走した＝１４日、南魚沼市の五日町スキー場

新潟市と南魚沼市で開かれた知的障害者の国内冬季競技会「スペ
シャルオリンピックス（ＳＯ）２０１６新潟」は１４日、７競技の
決勝を行い、閉幕した。県勢はメダルラッシュで地元開催を締めく
くった。南魚沼市の五日町スキー場では雪上で表彰式が行われ、順
位に関係なく全ての選手をたたえた。ひときわ明るい笑顔とガッツ
ポーズに惜しみない拍手が送られた。
スノーシューイング１００メートルで１位になった山口大将君
（１１）＝南魚沼市＝はゴールした瞬間、「よかったあ」とつぶやいた。レースは接戦。ゴ
ール直前まで競り合った。
山口君は南魚沼市総合支援学校の小学部５年。２年前に競技を始め、ＳＯ初出場だった。
「絶対に１位を取りたかった」と地元大会への思いは熱く、金メダルにほっとした表情。
「学
校の先生や友達も大勢応援に来てくれた。もっと速く走れるように頑張る」と決意を語っ
た。
クロスカントリー３キロフリーで優勝した村越裕太郎さん（２４）＝十日町市＝は、予
選よりタイムを縮めてゴールした。祝福の声を掛けられるたび、笑顔で「ありがとうござ
います」と丁寧に答えた。介護施設で働きながら毎日の練習を欠かさない。今月末には国
際大会に出場する。
「地元でいい滑りができてよかった。でも世界で勝つにはまだまだ。も
っと頑張らなければ」と謙虚に誓った。
アルペンスキー上級大回転に出場した丸山修一さん（３０）＝上越市＝は３位に食い込
んだ。
「急斜面もある難しいコースだったけれど、頑張った」と銅メダルをいとおしそうに
見詰めた。ＳＯ出場は４回目のベテラン。「滑るのは楽しくてやめられない。もっと練習し
てうまくなりたい」
。次に狙う色は「もちろん、金」だ。
ボランティアとして大会に関わった高校生らも障害者との距離を縮めた。五日町スキー
場で選手誘導や表彰式を手伝った南魚沼市の八海高体育科２年の男子生徒（１７）は「自
分もアルペンをやっているが、競技に取り組む姿勢は変わらないと思った。仲間を思いや
る気持ちは私たち以上だった」と感心する。
ボランティアとして関わった女子生徒（１７）は「選手にはゆっくり分かりやすく話さ
なければならなかったが、伝わった時はうれしかった」と喜びを語った。

重い奨学金で破産も 経済格差が希望格差に
日テレニュース 2016 年 2 月 16 日
キーワードでニュースを読み解く「ｅｖｅｒｙ．キーワード」。１５日は「どうなる？奨
学金」をテーマに、日本テレビ・小栗泉解説委員が解説する。
■奨学金、返済に追われ自己破産
奨学金には２種類あるのをご存じだろうか。返さなければならないものと、返さなくて
もいいものだ。実は、文科省が所管する日本学生支援機構が給付している奨学金はすべて
「貸与型」
、つまり返さなければいけない奨学金。貸与型には、利子のあるものとないもの
の２種類があるが、共に返済が必要な点ではローンと同じだ。
中には、卒業後に返済に追われて自己破産したりするケースもあるそうだ。生活が苦し
いために奨学金を借りるわけだが、これでは本末転倒だ。貸与型だけでなく、返さなくて
もいい「給付型」の奨学金も望まれる。給付型にすれば、返済の必要がないので勉強に集
中することもできる。
■「給付型」奨学金に課題
他の国の状況を見てみると、アメリカやイギリスなどＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の

ほとんどの加盟国では、給付型奨学金が導入されている。そこで先月、馳浩文科相は、給
付型奨学金の導入に積極的な姿勢を示した。しかし検討すべき課題が多いのが現状だ。
日本学生支援機構の統計では、２０１５年度は約１３４万人の利用が見込まれていて、
貸与額の合計は約１兆１０００億円にのぼり、利用者の人数も、貸与額も年々増えている。
そこで、給付型を実現するにしても、
（１）財源、（２）給付対象者の基準づくり、（３）
公平な支給方法など課題がたくさんあって、いつ実現するかはまったく不透明な状況とな
っているのだ。
■児童養護施設 高校卒業後の進学…２割
そんな中、特に深刻なのが、虐待や貧困で家庭から保護され、児童養護施設などで生活
する子どもたちだ。
児童養護施設に暮らす子どもたちの数は約３万人。厚生労働省の調査では、児童養護施
設で暮らす子どもたちで高校卒業後に進学するのは約２割。全国平均の８割にはほど遠い
のが現状だ。
進学率が低い理由の一つが学費の負担。たとえば月に１０万円借りた場合、４年間で借
りる奨学金の総額は４８０万円。去年３月に借り入れが終了した学生の場合、利子も含め
ると返済総額は約５１２万円になる。また、学生の中には、奨学金を生活費にあてざるを
得なくなり、進学しても中退してしまうケースがしばしば見受けられる。
■支援の取り組み
ＮＰＯ法人ブリッジフォースマイルの調べでは、児童養護施設出身者の進学後の中退率
は３割で、平均の３倍にものぼる。そこでブリッジフォースマイルが２０１１年から始め
たのが、奨学金支援プログラム「カナエール」だ。奨学生は、児童養護施設で生活する人
や、退所した人の中から書類や面接で選ばれ、スピーチトレーニングなど１２０日間の準
備期間を経て、支援者などに自分の将来の夢を語る「夢スピーチコンテスト」に出場する。
コンテスト出場者「施設にいる子どもは、みんなつらい経験をしています。進学するの
に多くの奨学金を借りたり、子どもによっては進学をあきらめたりしています。こうやっ
て私が伝えることによって、きっと社会が変わることを信じています」
コンテストに出場すれば全員、３０万円の一時金と、卒業まで毎月３万円の奨学金を受
け取ることができる。返済の必要はない。
ＮＰＯ法人ブリッジフォースマイル・植村百合香さん「毎月奨学金３万円を給付してい
て、これは時給８００円のアルバイトに換算すると３７．５時間分にあたります。奨学生
は睡眠や友達と遊ぶ時間を削ってアルバイトをしているので、心のゆとりが卒業までの意
欲につながるといいなと思って奨学金を給付しております」
担当者は、コンテストを通して、進学や夢への意欲を高めてほしいと話している。
また、奨学生は、定期的にイベントなどで学生生活の近況を報告するので、支援者は「顔
の見える関係」で、卒業までの長い期間を見守り続けることができる。
■希望格差をゼロに
きょうのポイントは「
“希望格差”をゼロに」。家庭環境や経済的に恵まれなかった子ど
もは、「どうせ努力したって無駄」
「どうせ自分なんて」と意欲を失ってしまいがち。身近
な先輩が大学に行っていきいきと学んでいる姿を見れば、「自分にもできるかもしれない」
と希望を持つことができるのではないだろうか。
「経済格差」が「希望格差」につながらな
い社会にしたいものだ。

高齢者が家事をサポート
長崎新聞 2016 年 2 月 16 日
福祉事業を展開する諫早市幸町の企業、思想念は元気な高齢者らが、体の不自由な高齢
者のいる世帯などに出向き、身の回りの世話をする「くらし応援隊」の取り組みを進めて
いる。隊員は現在、６０～８０代の約３０人。３月からは報酬を引き上げて増員を図り、
対象エリアも現在の諫早から将来は県内全域に広げたいという。国が介護保険の家事援助

の在り方を見直す方針を固める中、民間の柔軟性を示したい考えだ。
訪問した民家の台所で夕食を作る「くらし応援隊員」の才木さん＝諫
早市内

同社によると、くらし応援隊は、２０１３年５月に始めた。
健康で時間にゆとりのある高齢者らに隊員登録してもらい、
体が弱ったり、１人暮らしの高齢者などからサポートの依頼
があると、日時などを調整して隊員を派遣。隊員は、料理や
掃除、買い物代行、植木の剪定（せんてい）、ペットの散歩、
大工などさまざまな作業をこなす。
植木の剪定などを除き、サービス料は原則１時間当たり１
５００円。利用世帯は４００を超えている。
隊員の１人、才木優子さん（６１）＝原口町＝は、さっそうと自転車を走らせて依頼の
あった家へ。
「料理も掃除も好きだし、人助けの仕事にやりがいを感じている」とほほ笑む。
思想念の園田義夫会長（７３）は「元気な高齢者が８０％を超えるともいわれる。一人
でも多くの人に隊員になってほしい」と呼び掛ける。３月１日からは１時間当たりの隊員
報酬を７００円から９００円に引き上げる。県内を網羅する事業に育てるのが目標で、ま
ずは長崎市への事業拡大を視野に入れている。
推し進める背景には、介護保険制度の「限界」もうかがえる。例えば、応援隊がサービ
ス対象とする布団干しや草取り、ペットの散歩などは、介護保険の適用対象外だ。
さらに、国は介護の必要度が比較的低い「要介護１、２」の利用者について、調理や掃
除などの援助を介護保険の対象から外すことを検討している。
くらし応援隊本部で中心的な役割を担う真崎紘道さん（７４）は「介護保険の適用範囲
が狭められていく中で民間が果たす役割は増える」と強調する。
「高齢者の高齢者による高
齢者のための事業」と銘打った応援隊が広がるのか注目される。問い合わせは同隊本部（電
０９５７・２２・２２１５）
。

あくせく働かない“山奥ニート”増殖中…新しいライフスタイル？自由気ままに暮らした
い
産経新聞 2016 年 2 月 15 日
畑を耕す石井さん（左）。
“山奥ニート”たちは住民らの仕事を手
伝いながら自由気ままに暮らしている＝田辺市

和歌山県の山間部で地元の人たちの仕事を手伝いな
がら、わずかの収入で自由気ままに生活している若者た
ちがいる。あくせく働かず、自然に恵まれた環境で好き
なことをしながらゆったり暮らす“山奥ニート”たち。
かつて引きこもりだった者もおり、「楽しく暮らすのが
一番」
「ニートは恵まれている」と話す。そんな彼らに地元の人たちも好意的だが、果たし
てこうした「自由な生き方」は長続きするのだろうか。
（兵頭茜）
楽しく暮らすのが一番
１月中旬、和歌山県田辺市五味の畑で、２人の若い男性がクワをふ
るっていた。“山奥ニート”を自称する石井新さん（２７）と三好芳
彦さん（２６）だ。
この日は近くの社会福祉法人の依頼で、入所者とともに畑を耕した。
無言で黙々と土を耕す２人。隣には自分たちの畑もある。
和歌山市から車で走ること約２時間半。彼らが暮らすのは山間地域
の限界集落だ。住居は廃校となった小学校の校舎を改装して使ってい
る。この校舎は、ひきこもりの人を支援するＮＰＯ法人「共生舎」の
所有で、代表が死去したため、石井さんらは、管理人として移住してきたという。
ニート仲間の住人は現在４人。いずれも２０代の若者で、近所の住人の手伝いをして得

た収入などで暮らしている。
厳密に言えば、彼らはニートではないかもしれない。それでも石井さんは「収入は少し
あるけど、楽しく暮らすことが一番大事だと考えている。そういう人種を呼ぶわかりやす
い言い方がない」といい、自ら“ニート”を名乗っている。
ひと月２万５千円
梅の実の収穫を手伝ったり、草刈りを手伝ったりと普段は力仕事が多い。彼らを除く地
域の住人はわずか８人で、平均年齢は約７０歳。住人から見たら孫ほどの世代の彼らは、
若い男手として頼りにされる。
「いてくれるだけでありがたい」という住人もいる。
「最低２万５千円あれば、ひと月暮らせる」と石井さん。家賃が必要ないのが大きいと
いう。しかし、近所の手伝いだけでは生活費が不足することも。そんなとき、メンバーは
“出稼ぎ”に出るのだという。
地方の観光地やリゾート地で短期間のアルバイトをし、必要なだけ稼いだらまた山奥に
帰ってくる。この日も４人のうち１人は出稼ぎに出ていた。「なくなったら稼げばいい」。
石井さんは笑顔で話した。
引きこもりから卒業
実は「特別田舎暮らしが好きというわけではない」という石井さん。「できれば都会と同
じように暮らしたい」といい、持ち込んだパソコンでインターネットを利用している。ネ
ットがあれば、山奥でも必要なものはたいてい手に入る。「（ネット通販の）アマゾンを使
えば２日で届く。ネットさえあれば、実際暮らせますよ」と笑う。
また、住人で漫画など娯楽をシェアすることで、暇つぶしも共有できる。
「しゃべらない
けど気にならない。もともとみんな１人が好きなので」
石井さんは関東で大学生活を送っていたころ、引きこもりがちだったという。そんなと
き、
「誰かとつながらなければ」と思い立ち、ネットを通じて知り合ったのが、今も一緒に
暮らす男性だ。
ネットでの交流を通じて意気投合した男性に誘われ、石井さんは思い切って縁もゆかり
もない田辺市に来た。
「ニートだから失うものがない。だからここに来ることができた」と
いう。
「こんな生き方」発信も
若者たちは、今では住人から「ここを乗っ取ってほしい」といわれているそうだ。石井
さんも「農業など色々なことを手伝いながらノウハウを学び、いずれは自力で生活できる
ようになりたい」と話す。
それでも、
「ニートって恵まれている。そのことを自覚して、楽しまなければもったいな
いと思う」と、楽しみを最優先する考え方は変わらない。
「うまくいけば社会貢献にもなるかもしれない。こういう新しい働き方もニートならで
はでは」
「
『年を取ったらどうするの？』とよく聞かれるが、ここの住人はほとんど高齢者。
住人を見てたら生活できているし、
『何とかなるだろう』と思います」
。そう言って笑う。
楽観的なようだが、先を考えていないわけではない。
「今後、ニートは増えると思う。そ
んな人にこんな生き方もあると提示できるのでは」ともいう。
石井さんはブログで、田舎暮らしについて発信している。近所の猟師にもらった鹿を解
体して食べたり、畑で食物を耕したりする様子をつづり、祭りやその準備など地域住民と
の交流を紹介している。
他の仲間も、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で自身の暮らしについて紹介。「ど
んな生活をしているのか知りたい」と、この放送を見て訪れてくる人も多いという。
実家みたいになれば
田舎暮らしを夢見る若者は年々増加している。「子育てを都会ではしたくない」「自分ら
しく使える時間がほしい」
「あくせくと働きたくない」。理由はさまざまで、他の地域でも
田舎でニート生活を送る若者が現れてきているという。
同県紀美野町で「定住を支援する会」副理事長などを務める北裕子さんは「情報があふ

れている都会に比べて、田舎では自分で必要な情報を取捨選択できる。若者にこそ田舎で
暮らしてもらいたい」と話す。
ただ〝山奥ニート〟に対しては、学校に行かず働きもしない本来の意味でのニートや引
きこもりを脱し、無理せず自分に合った生活をするという面から肯定的にとらえる見方が
ある一方で、
“その日暮らし”のライフスタイルを懸念する声もある。
和歌山大学産学連携・研究支援センターの湯崎真梨子特任教授は「『都会にはない自由な
生き方を選べそう』と考えて、田舎へ来る若者が多い」と指摘。
「今の若者は頭の柔らかい
人が多い。田舎に来て、新しい発想で事業を始めたりしている。ネット社会を利用する人
が多いのも若者の特徴だ」と話す。
一方で「こうした生活形態は長くは続かないのでは。最初はあこがれで田舎暮らしを始
めても、暮らし続けるのは難しい」と危惧する。
また若者側にも、
「定住」に縛られることに負担を感じる人がいるという。
４月には石井さんらに新しい仲間が加わる。「農業をしたい」という大学新卒の男性だ。
「ここが実家みたいな帰る場所になれば…。どんどん人に来てもらいたい」（石井さん）。
田舎ニートはどんな広がりをみせるのだろう。

コンビニ弁当貧困児童に 余剰食品再利用福岡県が支援

新年度ＮＰＯと連携
西日本新聞 2016 年 02 月 16 日
福岡県は、子どもの貧困対策の一環として、コンビニエンスストアで販売しなくなった
消費期限前のパンや弁当、おにぎりなどの食品を無償提供してもらい、ＮＰＯ法人などを
通して貧困世帯の子どもたちに届ける仕組みを新年度に創設する。コンビニの余剰食品を
再利用する取り組みは横浜市が２００６年に始めたが、都道府県レベルでは全国で初めて。
県はまた、食べられるのに廃棄される食品を企業から提供してもらい、生活困窮世帯や
児童養護施設などに届ける「フードバンク」活動の支援事業にも新たに乗り出す。売れ残
りやラベルの印字ミスなどで廃棄される食品は県内では年間２５万トンに上るとされ、こ
うした「食品ロス」の削減につなげるのも狙いだ。
県によると、コンビニ弁当などの再利用は、包括提携協定を結ぶ大手チェーンに協力を
要請。販売期限が過ぎても、消費期限は来ていない食品を店舗で提供してもらう。自治体
の委託などで生活困窮世帯の児童に学習支援をしている民間団体や社会福祉協議会のスタ
ッフが店舗まで食品を受け取りに行き、学習支援の会場で子どもたちに配布する仕組みを
つくる。
県内には公民館などを使った貧困世帯の学習支援会場が３７カ所（県把握分）あり、初
年度は３分の１程度の団体に、食品の運搬に必要な人件費などの経費として２０万円ずつ
助成する。新年度予算案に２６０万円の事業費を盛り込んだ。
県福祉労働部は「月に１～２度、居場所づくりを兼ねて手料理を提供する『子ども食堂』
とは異なり、地域で恒常的に子どもたちを支援する仕組みをつくりたい」としている。
フードバンク活動には全国４０団体が取り組むが、県内では北九州市のＮＰＯ法人「フ
ードバンク北九州ライフアゲイン」だけ。活動普及のため、県は新年度予算案に１１７０
万円を計上した。モデル事業として民間の１団体を公募で選出。廃棄前の食べられる食品
を企業から提供してもらい、生活困窮者の支援を行う自立相談支援事務所などで提供する。
人件費を２年間補助し、課題も検証。新たな担い手となり得るＮＰＯの実態把握や、協力
を得られる企業の開拓も進める。

【産経抄】夜の鶴 ２月１６日
産経新聞 2016 年 2 月 16 日
国内最大のツルの越冬地、鹿児島県出水（いずみ）市の出水平野から、ツルの群れの飛
び去る姿が目立ってきた。繁殖地の中国東北部やシベリアへ向かう、
「北帰行」が始まった

のだ。来季は再び、親子で仲良くエサをついばむ、ほほえましい光景を見せてくれるだろ
う。▼こんな春の便りとは裏腹に、心が凍りつくようなニュースも続いている。大阪府警
は１４日、６歳の男児を全裸で浴室に閉じ込めた、枚方市に住む母親（３２）と内縁の夫
（２８）を逮捕した。
「パチンコに行くのに邪魔だった」という理由に言葉もない。寒さに
震えながらも男児が無事だったのが、ただ一つの救いである。▼先月、埼玉県狭山市のマ
ンションで見つかった３歳の女児の遺体には、母親と交際相手による執拗（しつよう）な
虐待の痕が残っていた。東京都大田区では、３歳の男児が「ママ、苦しい」と言い残して
亡くなった。交際相手の男の激しい暴力を母親は止められなかった。母親の図った無理心
中によって、子供の命が奪われる事件も相次いでいる。▼「夜の鶴」という言葉がある。
子を思う親心を表す。寒い夜、ツルは自分の翼で、子を温めてやるというのだ。実際ツル
の抱卵が始まると、オスとメスが協力しあって、約１カ月休みなく温め続けるそうだ。▼
孵化（ふか）直前には、親鳥の鳴き声に対して卵の中からピイピイと鳴き声が返ってくる。
まるで親が唄う子守唄に、子が応えるようだと、元上野動物園長の中川志郎さんが小紙に
語っていた。▼「夜の鶴」の前には、
「焼野（やけの）の雉（きぎす）」という言葉がつく。
巣のある野が焼かれると、キジは身の危険を忘れて、火に入って子を救う。ツルやキジに
も劣る人間の親たちは、子を寒気にさらすどころか、炎の中に投じても恥じる様子もない。

社説：診療報酬改定 「かかりつけ」の普及進めたい
読売新聞 2016 年 02 月 16 日
医療費の膨張を抑えつつ、超高齢社会のニーズに合った質の高い医療を提供する。その
体制作りを前進させたい。
２年に１度の診療報酬改定の具体的な内容が、中央社会保険医療協議会で決まった。４
月から適用される。
重症者向けの急性期病床の要件は厳しくする一方で、退院支援に積極的な病院や在宅医
療への報酬を手厚くする。
「病院依存」からの転換を図った前回改定の流れを加速させる狙
いは妥当である。
人員を手厚く配置し、高度な機器を備えた急性期病床が過剰になり、リハビリ重視の回
復期病床が足りないのが、目下の問題点だ。症状の安定した高齢者が、入院費の高い急性
期病床に多数とどまり、医療費を押し上げている。
前回の改定後に削減された急性期病床はわずかでしかない。回復期向けなどへの転換を
さらに促す必要がある。退院後の受け皿作りは、介護施設の整備も含め、介護保険と一体
的に検討すべきだ。
持病があっても在宅で安心して暮らせるよう、
「かかりつけ」機能を重視した点も、今回
の特徴だ。身体疾患を併せ持つ認知症患者の主治医に対する報酬を新設する。在宅医療専
門の診療所の開設も、新たに認める。
大病院を紹介状なしで受診する患者には、初診５０００円以上、再診２５００円以上の
定額負担を導入する。かかりつけ医との役割分担を明確にし、軽症者の大病院への受診を
減らすのが目的だ。
大病院の勤務医の負担軽減につながることも期待したい。
患者の服薬情報を一元管理する「かかりつけ薬剤師」に対する報酬も新設する。医師と
連携し、重複投薬の防止や残薬の解消に努める。必要に応じて、患者宅で訪問指導を実施
する。
複数の持病を持つ高齢者が多種類の薬を飲み、副作用でかえって体調を崩す例が目立つ。
薬剤の適正な使用は、費用抑制だけでなく、患者のメリットも大きい。
特定の病院の処方箋を主に扱う「大型門前薬局」については、かかりつけ機能が不十分
だとして報酬を大幅に減額する。後発薬（ジェネリック）の普及を促すため、価格を下げ
る措置も講じる。
課題は、かかりつけ医・薬剤師の量と質の確保である。

患者にとって、信頼できる開業医らが身近にいなければ、実効性は上がるまい。地域の
医師会や薬剤師会の姿勢が問われる。
限りある財源と人材を有効活用していくことが大切だ。

社説：ハンセン病集団提訴／家族の差別被害早期救済を
河北新報 2016 年 02 月 16 日
国の誤った隔離政策で差別や偏見の被害を受けたとして、ハンセン病元患者の子どもら
家族がきのう、国に謝罪と損害賠償を求める初の集団訴訟を熊本地裁に起こした。
原告には東北も含めて全国から５９人が参加し、今後は追加提訴も予定されている。
積み残しになっていた重い課題にこの社会がきちんと向き合って、答えを出すべき時が
来たと言えるだろう。
家族に与えた過酷な苦しみを社会全体で直視する機会と捉えるべきであり、国は司法判
断を待つまでもなく、早期に責任を認めて救済の仕組みづくりに動いてほしい。
ハンセン病救済では、国の隔離政策を憲法違反と断じて患者に賠償責任を命ずる判決が
２００１年に確定、政府と国会が過ちを認め謝罪し、補償の仕組みが動きだした。
しかし、家族に対する謝罪や差別被害を救う措置までは設けられなかった。死亡した元
患者の賠償請求権を引き継ぐ権利がある場合でも、元患者の家族であることを隠したいと
して、請求を見送っているケースがあるという。
強制隔離政策の根拠となったらい予防法の廃止（１９９６年）から２０年になり、この
３月末で損害賠償請求権が消滅することを受けて、集団提訴は準備されてきた。
声を上げることすら困難な状況の中、期限に追い込まれる形で家族らが立ち上がったこ
との意味をまず私たちは重く受け止める必要がある。
元患者の家族が単独で起こした訴訟では昨年９月、鳥取地裁判決が一般論ながら、国の
賠償責任を認める初の司法判断を示している。
「国は患者の子どもに対する偏見を排除する必要があったのに、相当の措置を取らなか
った点で違法だった」として、家族への差別解消に国が積極的に取り組まなかった過ちを
明確に指摘した。
判決は今回の集団訴訟でも原告側の論拠の一つとして重みを持つことになるだろう。
両親が強制隔離され、
「孤児」として人生を歩まざるを得なかった人がいる。
親がハンセン病患者であることを理由に結婚目前で破談になった人がいる。
地域の差別を恐れて患者の帰郷を避けた過去を悔やみ続ける人たちもいる。
石を投げられる、学校でいじめに遭う、就職先が閉ざされる…。数々の差別にさらされ、
おびえてきた人たちの苦悩を思えば、感染力が弱く治療薬で完治する病にもかかわらず、
隔離政策を漫然と続けた国の責任が家族にも及ぶと考えるのは当然ではないか。
家族らは「差別と偏見は終わっていない。今も続いている」と訴えている。
名乗り出られない多くの家族、家族への影響を心配しながら療養所で余生を送る入所者
たちの思いを社会はいまこそくみ取り、支援に向けて一歩を踏み出すべきだ。
ハンセン病関連では、患者が被告人となった裁判を事実上非公開で審理した「特別法廷」
の差別についても、最高裁の検証議論がようやく昨年から本格化している。
深刻な人権侵害を続けた暗黒の歴史に向き合う重みをもう一度確かめ合いたい。
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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