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福島復興の現実（２） ６０代も介護の戦力に
西日本新聞 2016 年 02 月 29 日
福島県南相馬市原町区で障害者施設を運営するＮＰＯ法人「さぽーとセンターぴあ」の
郡信子施設長（５４）は震災後、緊張の糸を緩めることができない。一日の業務を終える
と、大きくため息をつく。
「今日も安全に介護ができました」
通所する知的、身体など２０人弱の障害者を４０～６０代の職員９人で介護する。震災
前から働く職員は施設長を含め３人だけ。原町区がある市中部は、東京電力福島第１原発
事故に伴う避難指示が２０１１年９月に解除されたが、放射線への懸念もあり、市外に避
難した子育て世代の３０代は帰ってこなかった。一方、環境の変化が大きな負担となる障
害者は、ほとんどが「ぴあ」を頼りに戻ってきた。
利用者が突然、施設を飛び出すのは日常茶飯事。震災で心が傷つき、車に乗るのを恐れ
る人もいる。一人一人の特徴を何カ月も観察しないと、食事や風呂の介助はままならない。
「職員が一人前になるには３年必要」と郡施設長。ただ、人材は限られる。新たに採用し
た６０代３人にも重労働の入浴介助を任せる。仕事の合間に自身の治療で通院する職員も
貴重な存在だ。
この施設の職員数は、国が示す配置基準を３人上回っている。
「障害者を見たことがない
ような人を雇っている。基準通りだったら介護はできねぇ」。同法人の青田由幸代表（６１）
は運営実態を明かした。
◇
◇
除染作業などがある復興地域で労賃が上昇傾向にある中、
「ぴあ」の初任給は月１４万円。
そもそも低賃金で職員確保に苦労してきた。そこに原発事故での人材流出が追い打ちをか
けた。
「どの施設も課題は山積」
。南相馬市の佐藤淳健康福祉部長（５０）は嘆く。
新たな取り組みで職員を集める施設があった。全町避難が続く浪江町。通行や農作業が
許される幹線道路沿いに１・６ヘクタールの畑が広がる。営農するのは障害者就労支援施
設を運営するＮＰＯ法人「Ｊｉｎ」だ。震災後、障害者が仕事に就ける福祉施設が不足し、
行き場を失ったため、花や野菜を育てる農園を立ち上げた。
「目指すのは障害者、職員が一緒に営農する福祉と農業の融合」と川村博代表（６０）。
職員の池田恵久子さん（４０）の仕事は主に障害者との農作業で「土いじりが好き。介護
職だったら来ていなかったと思います」と笑顔を見せた。
町外から集まる職員１１人の給料を賄っているのは東電の賠償金だ。１７年３月以降と
される避難指示解除の後は賠償金を受け取れず、年間数千万円の赤字を補填（ほてん）で
きない。
「早く経営を安定させないと」。放射能汚染地域で福祉の担い手が今後も不足する
のは明らか。原子力災害の現実が川村代表を待ち受ける。

＜仮設住宅＞転居センター 再建手助け
河北新報 2016 年 2 月 29 日
東日本大震災から５年が経過し、仮設住宅の入居期間が終了するのを前に、転居先が未
定の被災者の住宅確保を支援する宮城県被災者転居支援センター（仙台市青葉区）の支援

件数が増えている。支援対象は高齢者や生活困窮者が多く、センターが目指すのは「伴走
型の支援」だ。
生活困窮者支援の経験を持つスタッフが、電話や訪問で被災者の新
居確保を後押しする＝仙台市青葉区の県被災者転居支援センター
事務所

支援センターが手掛けるのは、プレハブ仮設に比べ実態
把握が難しい民間賃貸住宅のみなし仮設に住む被災者。連
絡が取れないなどの理由で市町村からの報告を基に、県は
支援が必要と判断した被災者のリストをセンターに送る。
昨年７月の開所以来、ことし１月末までの依頼件数は２６９件に上る。このうち６８件
が転居先の確保に結び付いた。依頼件数はこれまで毎月１５件程度だったが、みなし仮設
が最も多い仙台市で一部３月から入居期限を迎えることもあって、１月は５０件を越えた。
センターの業務は、被災者の見守りや生活困窮者の支援に取り組んできた一般社団法人
「パーソナルサポートセンター」
（仙台市）が県から業務委託を受けている。１０人体制で
電話連絡した上で被災者宅を訪問し、相談に応じる。
自力で転居先を確保した被災者もいるが、訪問先の多くは「入居期限を知らなかった」
「障
害者や高齢者で転居先を見つけられない」「保証人がいない」
「収入が低く家賃が払えない」
など複雑な事情を抱える。
みなし仮設は行政の支援が行き届きにくく、プレハブ仮設に比べ被災者が孤立しがちだ。
支援センターは困窮者支援で培ったノウハウを生かし、福祉窓口を紹介するなどして転居
先確保を後押しする。

共生、未来へ駆ける 東京マラソンに３万６６４７人
東京新聞 2016 年 2 月 29 日
「東京マラソン２０１６」
（東京マラソン財団主催、東京新聞など共催）が２８日、東京
都庁から臨海副都心の東京ビッグサイトまでのコースで行われ、国内外の一流選手や市民
ランナーら３万６６４７人が、早春の都心を駆け抜けた。
今夏のリオデジャネイロ五輪の国内代表選考を兼ねた
マラソン男子は、フェイサ・リレサ（２６）＝エチオピ
ア＝が初優勝。高宮祐樹（２８）＝ヤクルト＝が日本人
トップの八位に入った。女子はヘラー・キプロプ（３０）
＝ケニア＝が大会記録を更新して初優勝した。紙吹雪が舞
うなか都庁前を一斉にスタートするランナー＝２８日午前９時１
０分、東京都新宿区で（淡路久喜撮影）

今回から国際レースとなり、リオ・パラリンピックの
国内代表選考を兼ねた車いすマラソンでは、男子は洞ノ
上（ほきのうえ）浩太（４１）＝ヤフー＝が日本人トッ
プの三位、女子は土田和歌子（４１）＝八千代工業＝が
大会九連覇で、ともに代表に内定した。男子はクート・
フェンリー（３４）＝オーストラリア＝が優勝した。
十回記念の今回、マラソンは三万六千百七十二人（う
ち車いす二十二人）
、十キロの部は東日本大震災被災地の
高校生や障害者ら四百七十五人が出場した。全体で三万
五千百八十七人が完走し、完走率は９６・０％。外国人
ランナーの参加は六千四百五十六人と過去最多だった。
◆車いす女子Ｖ９ 土田リオ切符
フィニッシュラインを切る際、右手を大きく引き、ガッツポーズした。「（リオへの出場
権を）やっと取れた。ほっとした」

九連覇で今夏のリオデジャネイロ・パラリンピック出場を内定させた土田和歌子は、ト
レードマークの笑顔を爆発させた。
車いすの部女子で９連覇を果たし、長男の慶将君と喜ぶ土田和歌子＝
２８日、東京ビッグサイトで（佐藤哲紀撮影）

代表選考が始まった昨年十一月の大分国際車いすマラソ
ンは、熱中症のため十キロすぎで途中棄権。リオへの切符は
東京に持ち越していた。
日本パラ陸上競技連盟は四月のロンドンマラソン大会も
正式決定への選考レースに含むが「本番に向けて準備もあ
る」と東京での内定を目指してきた。
「国際化され、二〇二〇年東京パラリンピックに向けた変
革の大会」と臨んだ今レースは、その力を互いに認め合うタ
チアナ・マクファーデン（米国）との事実上の一騎打ち。
「勝
負どころ」と踏んだ残り一キロの下り坂で一気に抜き去り、
勝負を決めた。
夏季、冬季両方のパラリンピックで金メダルを獲得してきた障害者スポーツの第一人者
も、二〇〇四年アテネ大会以来、二大会メダルから遠ざかっている。
この間、結婚し、長男慶将（けいしょう）君（９つ）が生まれた。
ゴール後、駆け寄る慶将君を、レース中の厳しい表情とは全く違う柔らかな母の顔で迎
えた。
「家族はチーム。一丸となって頑張りたい」
。家族の支えを糧にリオに挑む。
（荘加卓
嗣）

東京マラソン２０１６ 準エリート枠・知的障害抱える音信之介さん（２４）
産経新聞 2016 年 2 月 29 日
■「憧れの舞台 楽しく走れた」
競技レベル向上を狙い、昨年から導入された東京マラソンの「準エリート」枠。男子マ
ラソンの場合、２時間５５分以内の記録が必要になるが、知的障害を抱えた一人の若き男
性ランナーがその厳しいハードルを乗り越え、２８日に行われた夢舞台に挑んだ。
◇
「テレビ放送を録画して繰り返し見るほどあこがれだった。一流のランナーが出てるし、
大都会・東京を一周できるなんて、本当にすごい大会。出場することが目標だったし、こ
んなに早く実現するとは思っていなかった」
金沢市の会社員、音信之介（おと・しんのすけ）さん（２４）は少しはにかみながら、
憧れの東京マラソンに出場できた喜びをそう話す。
音さんは自閉症を抱え、母親の美江（よしえ）さん（５８）に連れられて幼いころから、
ボーイスカウトや水泳、ピアノ教室に通った。だが「淡々と参加しては帰宅の繰り返しだ
った」と美江さんは振り返る。
そんな日常に変化が訪れたのは小学５年の時。地元で行われた知的障害者の大会「スペ
シャルオリンピックス」の地域大会に体験参加した音さんは終了後も会場から去りたがら
なかった。「もっと走りたい」。すぐに地元・金沢で障害者の陸上チームとして定評があっ
た「春風（しゅんぷう）クラブ」の門をたたき、陸上を本格的に始めた。
学生時代は中距離が中心だったが、昨年１１月、地元で開催された大会でフルマラソン
に初挑戦。いきなり３時間を切る好タイムをたたき出し、東京マラソンへの出場を決めた。
今回の東京マラソンが２度目のフルマラソン挑戦。
「前半は大好きな電車も見ながら楽し
く走れた」と話す音さんだが、
「でも後半は慣れないせいか、足が痛くなってきてゴールま
ではつらかった」と悔しそうな表情を浮かべた。
記録は３時間１分３秒と本人にとっては今ひとつな結果に終わったが「明日からまた練

習して、来年この大会に戻ってきたい。必ずリベンジします」。完走したランナーのみに与
えられる金色に輝くメダルを手に力強く話した。
（五十嵐一）

知的障害者ら交通安全学ぶ
読売新聞 2016 年 02 月 29 日
知的障害者を対象にした交通安全教室が２８日、佐賀市の障害者福祉会館で開かれた。
参加した３５人は楽しみながら、交通安全への意識を高めた。
知的障害者を支援する一般財団法人「県手をつなぐ育成会」が、交通ルールなどを楽し
く学んでもらおうと初めて開催。県警の協力で、基本的なルールを問うクイズや自転車の
シミュレーターなどを体験した。
県警が今月導入した交通安全教育車「さがポリスふれあい号」も出動。光るランプに触
れて判断力などを測った参加者に対し、警察官が「右側があまり押せていなかった。右か
ら来る車に気をつけてください」などとアドバイスしていた。
同会の船津悦子事務局長は「今後も繰り返し開催して障害者の社会進出を促したい」と
話していた。

産直施設→障害者事業所 新たな姿で復興貢献
河北新報 2016 年 2 月 29 日
調理場で配食する弁当の調理に携わる職員たち

東日本大震災の被災者の就労支援として２０１３年に開
所した宮城県亘理町の産直施設「はま道（みち）
」が障害者
事業所に衣替えし、町内の移転先で３月１日、再出発する。
地元産品の直売に加え、障害者が雑貨製作や新設する食堂
の配膳を担当。新たなスタイルで地域の復興に貢献する。
新店舗は前の場所から１キロほど内陸にある同町逢隈高
屋の空き店舗を使う。青果物や農産加工品、弁当、利用す
る障害者手作りの陶器ペンダントや小物類を販売。食堂で
は障害者が接客や配膳を担い、弁当や日替わりランチを提供する。
障害者らの作業場を含む総面積は約１７０平方メートル。移転前の施設の約半分になる。
被災地の雇用創出に取り組む企業組合労協センター事業団亘理事業所が運営。就労継続
支援Ｂ型と就労移行支援の多機能型総合福祉施設として、障害者６人と職員１１人が働く。
震災で自宅を失った利用者もいるという。今後は利用者を定員の２６人まで増やす計画だ。
再出発を機に、店名を「ともに はま道」に変えた。池田道明所長（５３）は「被災地
での仕事創出と地域づくりを利用者と共に取り組みたかった。住民と広く関わりを持ち、
喜ばれる施設に育てる」と意気込む。
１日は開所式を開き、オープンは２日。営業時間は午前９時～午後５時、日曜・祝日は
休み。連絡先は０２２３（３５）７６０４。

「障害者」という幻影
東京新聞 2016 年 2 月 29 日
二〇二〇年東京パラリンピックを控え、障害者がよくメディアに登場するようになった。
スポーツやアール・ブリュット、農業と福祉の連携…多彩な活躍ぶりを知るにつけ、共生
社会のあり方を考えさせられる。
ただ、かねて気になるのは、メディアの伝え方だ。例えば「困難を乗り越えて、素晴ら
しい業績を上げた」といった美談調子。健常者はどんなメッセージを読み取るか。
「障害を克服しながら、あんなに頑張っている人がいる。私には幸運にも障害はないの
だから、もっと頑張らなくちゃ」
。そんなふうに障害者の奮闘を人生の肥やしにすることも

あるだろう。でも、そうやって紹介された障害者は、違和感を覚えるに違いない。
批判をおそれずに言えば、障害者にとっては、障害のあることが「健常」なのだ。克服
すべき課題はそこにはない。だが、健常者にしてみれば、それが困難の元に見える。乗り
越えるべき課題に映るのである。
障害者は、自らの障害をいつも意識して暮らしているわけではあるまい。道路に段差が
あったり、筆談を拒まれたり、メニューに点字がなかったりして初めて不自由、不平等を
認識させられるのではないか。
困難や試練の元は、社会の側にある。自戒を込めて思う。そんな社会の不備に気づいた
とき、目の前にいる取材相手は、もはや障害者ではなくなるのである。 （大西隆）

非正規の待遇改善などに意欲 首相が若者らと対話
東京新聞 2016 年 2 月 29 日
安倍晋三首相は二十八日、東京都内で開いた国民との対話集会で、
「働き方改革は安倍内
閣の次の三年間の最大のチャレンジだ」と強調した。非正規労働者の待遇改善、長時間労
働の是正、高齢者や障害者らの就業促進を改革の三本柱に挙げた。政府は一億総活躍社会
の実現に向けた施策や工程を示したプランを五月にまとめる予定。首相が指摘した三本柱
の改革も反映させる。
集会の名前は「一億総活躍社会実現対話」（政府主催）。今回は二回目で、首相が出席す
るのは初めて。介護施設に勤める男性や就職活動中の若者ら十二人が発言した。
子育てが落ち着いた後、パートとして働いているという女性は、正社員の仕事を探して
も見つからない現状を説明。
「出産後のどの時点でも子どもの預け先が確保でき、安心して
再就職を考えられるように段階を踏んだ社会復帰へのシステムづくりを」と要望した。
首相は「一人一人の需要に応じた多様な働き方が可能な社会への変革に取り組む」と述
べた。保育や介護の仕事に携わる人たちの待遇改善策もプランに入れる考えを示した。
（我那覇圭）

家族の賠償責任、１日に判決

大府の認知症ＪＲ事故訴訟上告審
中日新聞 2016 年 2 月 28 日
愛知県大府市で二〇〇七年、認知症の高齢者が徘徊
（はいかい）中に電車にはねられ死亡した事故をめぐ
り、家族が鉄道会社への賠償責任を負うかが争われた
訴訟の上告審判決が三月一日、最高裁第三小法廷（岡
部喜代子裁判長）で言い渡される。認知症患者の事故
の責任を、介護する家族がどこまで負うのか。最高裁
が初めて示す判断に注目が集まる。
事故は〇七年十二月に発生。要介護４の認定を受け
ていた認知症の男性＝当時（９１）＝が、在宅で介護
していた当時八十五歳の妻（９３）がまどろんだ隙に
外出。最寄りのＪＲ東海道線大府駅から一駅先の共和
駅まで電車に乗り、同駅のホーム端から線路上に降り、
電車にはねられ死亡した。ＪＲ東海は、妻や長男（６
５）らに対し、振り替え輸送費など約七百二十万円の
損害賠償を請求した。
民法は、責任能力のない認知症患者や子どもが事故を起こした場合、被害者を救済する
ため「監督義務者」が代わりに賠償責任を負うと規定。監督義務を尽くしていれば免責さ
れるが、認知症患者が事故を起こした場合、誰が監督義務者なのか、どんな場合に免責さ
れるかについて、明確な基準がなかった。

認知症患者の家族が賠償を求められ、訴訟となるケースは珍しく、最高裁まで争ったの
は今回が初めて。
一審名古屋地裁判決は、妻と、介護方針を決めたとされる長男の二人にＪＲ東海の請求
通り、全額の支払いを命令。二審名古屋高裁判決は、妻にのみ約三百六十万円の賠償を命
じた。
二審判決後、ＪＲ、家族側とも上告。ＪＲ側は「長男にも監督義務があった」と主張し、
家族側は「妻には監督義務がない。あったとしても、必要な注意を払っており、男性に危
険な兆候もなかったので免責されるべきだ」と訴えた。

米沢市立病院精神科の閉鎖、募る不安

３月末、のしかかる転院の負担
山形新聞 2016 年 02 月 28 日

米沢市立病院の神経・精神科が３月末で閉鎖される。患者や家族
からは不安の声が上がっている

医師確保ができず、3 月末に予定される米沢市立病院
神経・精神科の閉鎖まで約 1 カ月に迫った。25 日現在、
通院患者 99 人の転院先が未定だ。市は山形大医学部か
ら医師 1 人の派遣を 5 月末まで延長してもらい、診察・
紹介を継続するとしているが、全員の転院先確保の見通
しは立っていない。患者の負担増は避けられず、新規の受診者の対応など地域の医療水準
維持の観点からも課題は多い。依然として行き先が決まらない患者に加え、転院を決めた
人や家族からも不安の声が聞かれる。
市立病院に 10 年以上通院している女性（30）は今も転院先が決まっていない。1 月の受
診時に、市内の診療所への紹介状を書いてもらっていたが、仕事に追われ予約を先送りし
ているうちに診療所の受け入れが飽和状態となった。市外に通院するにも長距離の運転は
自信がない。各駅に止まって人が乗り降りする電車やバスはストレスになる。市が市外通
院者のために用意するとしているバスも使うことができない。何度か 1 人で行ったことが
ある山形市まで新幹線で通うことを考えている。車にしろ、新幹線にしろ交通費の負担が
のしかかる。
市内に精神科の入院施設がなくなることに不安を抱く患者や家族は多い。会社役員の男
性（68）は重度の精神疾患を抱える妻（64）が 3 年ほど前まで 5 年にわたって市立病院に
入院。その後は通院して治療を受けてきた。市内の診療所への転院が決まったものの、「自
分も何があるか分からない。病状が悪化したときに入院する施設が近くにあれば安心なの
だが…」
。
市内の自営業女性（66）は 20 年以上、統合失調症の長女（44）の通院を送迎してきた。
市立病院側の勧めもあり、村山地域の病院に行くことを決めた。これまで仕事で送迎でき
ないときは、長女が通う障害者施設の職員が送ってくれることもあった。今後はそれも難
しくなる。それでも、入院施設がある病院を選んだ。「自分も年をとる。体力的にも心配は
ある」とつぶやいた。
さらに心配なのは環境が変わることだ。
「知らない病院に行くことは本人も不安だろうが
自分も不安」
。夫が十数年前に亡くなり、ずっと診てくれた医師や看護師への相談は心の支
えになっていた。これまでも主治医が代わる度に長女の症状は不安定になっていた。
「また
一から…」と声を詰まらせた。
総合病院の必要性を訴える声も聞かれる。会社員男性は市内の診療所を紹介されたが、
あえて市外の総合病院を選択した。
「家族がいる身。子どものことを考えると、近所の目が
気になる」
。精神科を専門にする医療機関への通院には抵抗がある。まして近くとなると誰
が見ているか分からない。市外への通院は時間も負担も大きくなるが「仕方がない。人目
に触れるよりはいい」
。若者の引きこもり支援などに携わる精神保健福祉士は「思春期の若

者の多くは精神科への通院を隠したい。総合病院に精神科がある意味は大きい」と訴える。
市立病院神経・精神科では年間 400 人ほどの新規の患者を受け入れてきた。周辺の医療
機関にはその対応も求められる。専門医だけでは対応しきれないとして市は、初診に関し
ては内科などのかかりつけ医が受け入れるよう置賜の各医師会に依頼した。ただ福祉施設
の相談窓口には「病状が不安定になったときに専門的な診察を受けられなくなるのでは」
と患者の家族から不安の声が寄せられる。この施設関係者が漏らした。「高齢化で認知症の
患者も増えている。今後ますます宙に浮く患者が出てくるのではないか」
市長「医師確保へ努力」
米沢市立病院神経・精神科の閉鎖方針が明らかになったのは昨年 12 月中旬。山形大医学
部から派遣を受けていた 3 人の医師のうち科長を含む 2 人が今年 3 月末での退職を申し出
たことが理由。代替医師の派遣を同大に打診したものの、医師不足のため困難とされた。
閉鎖に伴い、市内には精神科の入院施設がなくなることになる。
この時点で入院患者数は 32 人、通院患者は 1500 人以上。3 月末までに転院を進めるた
め、同病院は新規の患者受け入れを停止、転院先の紹介・相談を開始した。市内の医療機
関が飽和状態となる中、県置賜保健所が働き掛け、置賜地域の医療機関などによる検討会
を開催。患者の受け入れ先の調整などを進めている。市外通院の手段として、市はバスな
どを準備する。中川勝米沢市長は「あくまでも廃止ではなく休止」との方針を示し、引き
続き医師確保に努める考えだ。

論説：ネット依存の低年齢化 親にこそ使用ルールを
佐賀新聞 2016 年 02 月 29 日
ユーチューバーになりたい－。小学生が将来の夢を語る本紙企画「ボクの夢 私の夢」
に最近、こんな書き込みをよく見かける。先日は１クラス４０人中５人が書いていた。昭
和の文脈で言えば「芸能人になってテレビに出たい」といったところか。子どもたちが普
段からよくインターネットを使っている実態の一端が垣間見える。
スマートフォンなどが手放せないネット依存の低年齢化が深刻だ。ネットにつながる携
帯ゲーム機は幼児期から与えられ、今や３割超の小学生がスマホを持つ時代。賢く使えば
これほど便利な道具はないが、重度の使用は健康被害を招く。１９日の本紙社会面には都
内の病院で依存症と診断された患者の平均年齢が１７・８歳だったという記事が大きく載
っていた。１０代の使用頻度はどれくらいか。情報セキュリティーメーカーのデジタルア
ーツが２３日発表した調査では、１０～１８歳の携帯電話所有者のうちスマホ所有率は７
０・６％。１日の平均使用時間は３時間で、最も長い女子高生は５・９時間だった。
ゲームは楽しく、ＳＮＳは「つながっている」絆感を与えてくれる。でも１日の４分の
１もスマホとにらめっこしていては、視力低下や肩こりなど体調面への影響は避けられま
い。さらに依存が進めば寝不足やイライラも増す。成績が急に落ち始めたり、怒りっぽく
なったら要注意のサインだ。
こうした事態を避けようと、愛知県刈谷市で２０１４年４月、小中学生に必要のないス
マホを持たせないことや午後９時以降は親が預かるなどの取り組みが始まった。この動き
は仙台市など多くの自治体に広がり、兵庫県では開会中の県議会に「子どものスマホ・ネ
ット利用のルールづくりを学校や保護者に求める」青少年愛護条例の改正案が提出されて
もいる。佐賀県内でも小城市三日月町で２７日、児童生徒の保護者や地域住民でつくる育
友会が、小中学生に午後１０時～翌午前６時まで携帯端末の使用を控えるルールを呼び掛
けた。半年後や１年後にどんな成果があったのかを検証し、結果を社会に還元してもらい
たい。こうした取り組みが、いずれも家庭内でのルールづくりを呼び掛け、保護者が主体
的に関わるよう促している点が肝要だ。詰まるところ、子どもの問題は大人の問題であり、
親がそれを認識しなければ解決は期待できないからだ。
低年齢層に依存が広がる背景に「親がリスクを考えず、おもちゃ代わりにスマホを持た
せることがある」と指摘する専門家もいる。お座りができるようになったくらいの幼児が、

雑誌のページ上で手を握ったり開いたりしている投稿動画を見たことがある。雑誌をタブ
レット画面と思いこんでいるのだ。動かないことに業を煮やしリセットしようとしたのか、
幼児はページ下部の“ホームボタン”を押すしぐさも見せた。見終わった後、寒々とした
気持ちになった。
子どもは大人を見ている。親が四六時中スマホをいじっていては、子がそれをまねるの
は必然だ。そうした意味では、むしろ親にこそ使用制限のルールが必要だ。食事中はスマ
ホ厳禁にし、一日の出来事を家族で会話する時間にすることから始めてみてはどうだろう。
食事ももっとおいしくなるはずだ。
（森本貴彦）

今井雅之さん最後の脚本に別所らゆかりの役者ら集結
日刊スポーツ 2016 年 2 月 29 日
映画「手をつないでかえろうよ」の１シーン。川平慈英（左）と
すみれ

昨年５月に大腸がんのため死去した俳優今井雅之さ
ん（享年５４）が、生前最後に脚本を書いた映画「手を
つないでかえろうよ～シャングリラの向こうで～」に、
今井さんゆかりの俳優陣が集結することが２８日、分か
った。既に発表されている主演の川平慈英（５３）をは
じめ、別所哲也（５０）藤田朋子（５０）が出演。今井さんの舞台デビュー作を演出した
奈良橋陽子さんがメガホンを取り、命日の５月２８日、初日を迎える。
「手をつないで－」は、０９年に舞台化された作品の実写化で、当初は今井さんが知的
障害のある青年真人役で主演予定だった。昨年３月にいったんクランクインしたが、今井
さんは病に倒れた。同４月に末期の大腸がんを告白。余命わずかと知ると、今井さんと関
係の深い別所、藤田らが、次々と出演を快諾した。
物語は、同じ障害のある女性と結婚した真人が、妻を守るため罪を犯してしまい、自分
探しの旅に出るロードムービー。今井さんと２０年以上の付き合いがあった別所は、真人
の父と敵対する暴力団組員を演じた。「がんと闘いながら、表現者たる雅之が文字通り命を
懸けて仕上げた物語に参加でき、青春時代を英語劇で過ごした仲間として幸せ者です」。今
井と同じ東京学生英語劇連盟出身の藤田は「雅さん（今井）のおかげで、撮影中は懐かし
い仲間と懐かしい空気の中にいました。雅さんも一緒にいた気がします」と振り返った。
今井さんは死の直前まで本読みに参加するなど、出演を熱望していた。奈良橋監督は、
今井さんの思いを尊重する一方で、今井さんに内緒で、今井を兄のように慕っていた川平
を代役に抜てきした。同監督は「慈英は以心伝心でくみ取って、うなずいてくれた。
（今井
とは）兄弟みたいだったし、雅之が喜ぶんじゃないかと思った」と告白。今井さんと舞台
で数々の共演歴がある川平も「雅之のまなざしを感じながらの撮影でした」とコメントし
た。
今井さんは生前、今作とその関係者に命懸けのメッセージを残していた。
「映画製作には
いろいろな困難が待ち受けているとは思いますが、絶対に成功させる、
成功すると信じております。
（撮影が行われた）この夏は今までで『１番
の夏』になることでしょう！ 押忍」。１番の夏を迎えることはできなか
ったが、公開のころには天国から１番の初夏を迎えているに違いない。

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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