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障害者権利条約の政府報告 間に合わず

外務省「なるべく早く国連に」
福祉新聞 2016 年 02 月 29 日 福祉新聞編集部
国連本部

国連に対する障害者権利条約の政府報告提出
が、期限の２月 19 日に間に合わなかったことが
分かった。外務省は「政府報告案に対して意見を
募集したところ、３００件を超えるたくさんのご
意見をいただいた。関係省庁と対応を協議してい
るため時間がかかっている。なるべく早く提出し
たい」
（総合外交政策局人権人道課）としている。
意見募集の締め切りは２月 13 日。寄せられた意見への回答は通常、締め切り日から１カ
月以内にホームページで公表される。今回は意見が多かったことから公表がずれこむ見通
しで、政府報告の提出はその後になる。
日本は同条約を２０１４年１月 20 日に批准し、同年２月 19 日に発効した。同条約は、
国内の取り組み状況を発効から２年以内に政府報告としてまとめ、国連の障害者権利委員
会に提出するよう締約国に求めている。外務省によると、政府報告を提出した国のうち提
出期限内だった国は約３％に過ぎないという。

妊婦が過ごしやすい社会、マタニティーマーク通じて議論
朝日新聞 2016 年 2 月 29 日
意見交換会参加者のみなさん

妊婦への配慮を求める「マタ
ニティーマーク」をテーマにし
た意見交換会を２月上旬、朝日
新聞東京本社で開きました。妊
婦を含め、周囲からの配慮を必
要とする人たちが過ごしやす
い公共空間をいかに作ってい
けばいいのか――。そんな課題
解決に取り組む人たちと当事者、取材記者らが議論を深め
ました。厚生労働省がこのマークを発表して、３月で１０
年を迎えます。
■「必要だから堂々と」
妊婦の間で「反感を持たれそう」と、マタニティーマー
クをあしらったキーホルダーなどの使用を控える動きが広
がっている――そんな記事を昨秋出したところ、多くの反

響が寄せられました。
「妊婦が萎縮せずにマタニティーマークを使えるようになってほしい」という願いの一
方で、
「妊婦以外にもつらい人はいる」という指摘や、流産した方や不妊治療中の方から「マ
タニティーマークを見るのがつらい」という声もありました。
フォーラム面ではこれまで２回、これらの課題について、多様な意見、提案を載せてき
ました。
この日の意見交換会には、意見を送って下さった方々のほか、福祉の専門職を招きまし
た。
意見交換会ではまず、昨年に２度の流産を経験した女性が思いを語りました。静岡県か
ら来た弁護士で、妊娠中はマークを身につけていました。優先席に座るとき、周囲に事情
を理解してもらう「お守り」としてです。
２度目の流産のあとは、妊婦や小さい子ども連れの人を見るのがつらくて仕方なかった。
だから、マークを見るのがつらいという気持ちも理解できる。でも「必要性があるのだか
ら、堂々とつけてほしい」といいます。
弁護士として、マタニティーハラスメントの相談も数多く受けています。上司から「人
手が足りないから今は妊娠するな」と言われるような事例は少なくないそうです。
「自己責任で妊娠したのだから周りに迷惑をかけるな、という圧力の問題と、電車の中
で妊婦をどう扱うかの問題はつながっているところがある。職場の状況など社会的な要因
によって、妊娠するという選択がしづらい社会であってはならない」
■「行動から変化に期待」
マタニティーマークをめぐる課題について、参加者それぞれの解決の取り組みや読者か
ら寄せられた提案をもとに議論が展開されました。
名古屋商科大大学院の社会人チームは、電車内で席を譲りたい人と近くにいる妊婦とを
通信機器で結びつける「マタニティビーコン」について説明しました。発表前なので、ま
だ中身は公にできないそうです。
チームの一人、佐原英行さんは「まずは妊婦に絞って考えています。一つの行動から優
しさが広がり、変わっていくと期待しています」と話します。
一方、武蔵野美術大の菊池彩水（あやな）さんは、妊婦も障害者も誰もが身につけて使
える「ＰＬＥＡＳＥ（プリーズ） ＴＡＧ（タグ）
」を作りました。右の耳が聞こえないた
め、洋服店で店員に右側から話されても聞こえないことがあるという菊池さん。ＴＡＧは
伝えたいことを自由に書き込めるのが特徴です。
「ビーコンは、助け、ヘルプがほしいときに有効かと。私の場合はヘルプというより周
りの少しの気遣いがほしい。両方あっていい」
また、誰もが利用しやすい交通システムの実現を目指して活動する平山世志衣（よしえ）
さんは、お金を払って座席を指定することや、女性などに限った専用車両も有効だといい
ます。
「システムとして動くものは、なるべくシステムで解決を」という考えがあるからで
す。日本の、特に首都圏の交通機関は世界的にも異常な混雑。「座席が必要な乗客には席に
座る権利があるという風に、公共交通の事業者には考えてもらえるといい」
これを受け、
「人間って、オセロみたいに両面ある」と考える市川貴浩さんが発言。席を
譲ってみたことで、
「こんなに幸せな気持ちになるんだ」と意識が変わったそうです。
「他者に貢献して、オセロの白い面が向く。そんな気持ちが波及していくような社会に
なればいい」
「白い面」が向くきっかけとなる体験が大切。そのためには、出会いが必要です。
「配慮が必要な人を専用車両に閉じ込めるというより、インクルージョン（包摂）とい
うか、溶け込ませる方が、社会の持続的変化をもたらすのではないか」（高木由喜さん）
社会福祉士の橋本真佐子さんは、配慮が必要な人を理解する前提となる知識の重要性に
触れました。
「妊娠後期になってもつわりがある人もいるとか社会に伝えていくべきことを、
システムとは分けて議論することも必要かと思う」

■「社会的弱者への視線、きつくなっている」
電車やバスの中の雰囲気は、日本と海外とでは違うのでしょうか。
鹿股（かのまた）幸男さんは、１歳の息子を連れた台湾旅行が印象的だったといいます。
「ベビーカーに乗せていたが、みんなに譲ってもらえる文化があった。カナダにいたと
きも、ワルそうなお兄ちゃんがすっと譲るんですね。文化、習慣の違いを感じた」
市川さんは最近、目の前にお年寄りがいるのに、若い男性が座ったままゲームをしてい
る姿を見かけたといいます。「私はＩＴ企業に勤めているので、『ＩＴの技術が人を幸せに
する方向にいっていないのか』と気になっている」
橋本さんは、社会全体に余裕がなくなってきていると考えています。「妊婦に対してだけ
というより、生活保護受給者など社会的な弱者といわれる人々への視線がきつくなってき
ていると感じる」
小林基道（もとみち）さんは、周りの人への無関心が気になっています。
「みんな携帯を持って耳にイヤホンして音楽を聴いている。要は周りとかかわりたくな
い、めんどくさいんです。空気でいたい人が多いのだろう」
優先席で何が起きているか気にして見ているという佐原英行さんは、
「それほどひどくは
ない」といいます。
「ほどほど混んでいる電車の場合、優先席が１人だけは座れる状態が維持される。空い
ていたら座るんだけど、最後の１席には座らない配慮がなされている。世の中の９割５分
はうまくいっているんじゃないか」
子どもが泣くと親の肩身が狭くなるように、車内では静かにしないといけない雰囲気も
あります。
「公共の場で知らない人同士が声を掛け合って、コミュニケーションできない状
況を生んでいるのでは」
（高木さん）
■譲る文化が定着するには
妊婦ら配慮を求める側がつけるマークだけではなく、
「席を譲りますマーク」を作っては
という投稿が多く寄せられました。
鹿股さんと小林さんは去年１１月に「お席どうぞ」マークを作りました。名前もありま
す。
「ゆずるくん」です！ 名刺大の紙で出来ていて、胸ポケットに挟んだりカバンにつけ
たりしてアピールします。
ふたりとも胸につけて座席に座っているそうですが、ちらちら見られるだけ。
「声をかけ
られる前に席を譲ってしまう」と笑顔の鹿股さん。
「日本人が席を譲らないのはシャイだからだと思う。背中を押すアイデアでもあります」
と鹿股さん。普及を望みつつも、
「最終的には譲る文化が定着して、マークがいらなくなる
といいな」
。
法政大経営大学院の池田亮さん（３１）も友だちと３人で、「助けますマーク」を考えて
います。若い人がおもしろがってつけられるマークにと、獏（ばく）のキャラクターで試
作中。夢を食べるという獏が、困り事を食べるというイメージです。
去年、新宿駅ホームで白い杖をつく男性が戸惑っているのをだれも助けないのを見て、
決めました。手を貸そうという人はきっといるはず。一歩踏み出せるマークを作ろうと。
池田さんが昨秋、首都圏の大学生５０人に「席を譲るか」を聞くと、３０％は「譲る」、
１６％は「座っていたい」
、５４％が「譲りたい気持ちはある。でも恥ずかしい、イヤな思
いをしたことがある」と答えました。
「困っている人に声をかけようと思う若者は多い。背中を押すお守りに」
。ストラップに
して、４月からボランティアサークルの大学生につけてもらおうと計画しています。
「ＢＡＢＹ ｉｎ ＭＥ」のマタニティーマークを１９９９年に発表したライター村松
純子さん（５２）は、席を譲りますの目印にハンカチを使ってはと提案します。名付けて
「思いやりのハンカチ」
。電車に座ったら、かばんなどの上にハンカチを広げて見せます。
「手持ちのハンカチで気軽に始められます。譲りたい人と困っている人をハンカチ１枚で
結べたらうれしい」

「ゆずるくん」についての問い合わせは、ホームページ（http://yuzurukun.jp ）からメ
ールで。
「ＰＬＥＡＳＥ ＴＡＧ」のホームページは（http://please-tag.com/ ）
。
■取材後記
「妊婦だと気づいてもらおう」と生まれたマタニティーマーク。でも、つけたらつけた
で「幸せをアピールしているようだ」と冷ややかな視線も。そんな「どうすればいいの？」
という状況で、今回登場した「ゆずるくん」マークは逆転の発想が生きています。譲る側
からアピールするんですから。製作した２人にはひそかな夢も。
「ゆずるくんを、フィギュ
アスケートの羽生結弦（ゆづる）くんがつけてくれたらなあ」。深いテーマですが、遊び心
も大事だなと思います。
（河合真美江）
私がハッとしたのは、この問題がマタハラにつながっているという指摘です。実はいた
だいた投稿の中には妊婦への心ない言葉が少なくなかった。なぜ妊婦は嫌われるのか。妊
婦のくせに主張するなと言われるのか。妊婦が、ひいては女性の生きづらさが解消されて
いくことが、遠回りなようで重要な解決策だと思っています。（十河朋子）
◆ほかに井上充昌、前田智、村上研志が担当しました。

出生祝いに「木のおもちゃ」

真庭市、４月から届け出時に贈呈 岡山
産経新聞 2016 年 2 月 29 日
真庭市は４月１日から、同市在住の新生児の出生届け出時に誕生祝いとして、地元産の
木材を使った「木のおもちゃ」を贈呈する。木の香りやぬくもりを五官で感じ、豊かな感
性をはぐくんでもらうのが目的。
“里山まにわ”からの贈りもの事業として、約１３２万円
を新年度予算に盛り込んだ。
地元産木材の利用拡大とともに、市内の障害者就労施設の事業振興を図ることも狙いで、
３施設で年間３５０セットの作成を見込んでいる。
「木のおもちゃ」は動物の引き車に乗っ
た積み木や車のおもちゃなど３種類を用意し、届け出時に１つを選んでもらう。
配布場所は、市役所本庁舎福祉課と各振興局地域振興課。問い合わせは市福祉課（電）
０８６７・４２・１５８１。

障害者施設内に企業 通所者、実践的な就労訓練
岐阜新聞 2016 年 02 月 29 日
施設に入居するリタテクノの村瀬孝司社長（右）と誘致
した菊池利哉会長＝岐阜市東改田、第３光陽

一般社団法人光陽福祉会（岐阜市折立）は、
同市東改田に３月１日開所する障害者就労支援
施設「第３光陽」に、精密部品加工業リタテク
ノ（同市奥）を誘致した。同社は施設内に部品
製造工程の一部を置き、通所する障害者に製造
を委託、就労訓練の場にする。同会の菊池利哉
会長は「福祉施設の中に社会空間を設けること
で、一般就労に向けた支援を強化したい」と話
す。
同施設は、障害者の一般企業への就労を目指した「就労移行支援」と「就労継続支援Ｂ
型」を行う。Ｂ型は就労が困難な障害者を対象としており、非雇用で授産的な作業をする
ことが多いというが、同施設では実際の企業の生産を請け負うことで、より実践的な訓練
に取り組む。
通所する１８～５５歳の障害者約３０人は、同社から発注を受けた水回りのバルブ部品

の洗浄、検査、梱包などの作業を行う。すでに１年間、同社に通って実習を続け、作業工
程を学んできた。村瀬孝司社長は「健常者と何ら変わらない作業ができているばかりか、
検査ではこちらが気付かないような細かな部分まで目を配ってくれる」と太鼓判を押す。
菊池会長は「勤労や納税の義務を果たし、障害者が自立した生活が送れる支援をしてい
きたい」と言う。
施設では障害がある高校生を対象にした放課後などのデイサービスも行い、職業体験に
同社から受注した仕事を活用していく。

米沢初の発泡酒

障害者就労施設が醸造
河北新報 2016 年 2 月 29 日

障害者の自立支援の一環で開発されたウコギの発泡酒（左）と
リンゴの発泡酒

山形県米沢市中央２丁目にある障害者就労支援施設
のビールパブ「極楽麦酒本舗」が、米沢特産の食材ウ
コギとリンゴを原料に使った２種類の発泡酒の販売を
始めた。米沢初の地発泡酒。施設を運営する極楽麦酒
本舗合同会社が開発し、施設に併設した醸造所で造っ
ている。
極楽麦酒本舗は昨年１月、障害者と雇用契約を結ぶ
就労継続支援Ａ型事業所として開所した。現在２０～
６０代の１２人が接客や調理の手伝いなどをする。
発泡酒づくりは醸造士で極楽麦酒本舗合同会社専務の中村一郎さん（６０）が担う。原
料のウコギとリンゴは米沢市を中心に山形県置賜地域から調達。ことし１月に仕込みを始
め、今月初旬完成させた。
リンゴの風味を生かした発泡酒は「舘山城」と名付け、黄褐色で切れがある味わい。ウ
コギ発泡酒は「五虎退（ごこたい）
」といい、黒色でほろ苦さが特徴。ネーミングは米沢ゆ
かりの山城と日本刀にちなむ。
店内で提供するグラス（２００ミリリットル）が３８０円。３月には瓶（３３０ミリリ
ットル）も販売する予定で、ラベルデザインは米沢市出身の漫画家ラズウェル細木さんが
手掛けた。
中村さんは「事業所の経営安定化を図り、障害者の働きがいにつなげ、自立支援に努め
たい」と話した。
極楽麦酒本舗の営業時間は午後５～１０時。日、木曜定休。連絡先は０２３８（４０）
０２９１。

ふるさと納税返礼品 墓守代行など実施へ 豊後高田市 [大分県]
西日本新聞 2016 年 02 月 29 日
豊後高田市は３月１日から、市内の空き家や墓の清掃をふるさと納税の返礼品として代
行する「ふるさと安心見守りサービス」を始める。
市内の五つの障害者就労支援施設と提携。２万円分の納税者の希望に応じて、施設利用
者が空き家の除草や墓の清掃、花立てを代行する。全国で過疎化が進み、空き家の増加や
墓の管理が問題になっていることから企画した。市企画情報課は「障害者の社会参加とふ
るさと納税の利用促進につなげたい」としている。
同課によると、ふるさと納税制度を利用した同様のサービスは、県内では佐伯市に続き
２市目。

障害者作製コサージュ胸に卒業 六甲アイランド高
神戸新聞 2016 年 2 月 29 日
２９日にある六甲アイランド高校（神戸市東灘区向洋町中４）の卒業式で、障害者が働
く事業所が手掛けたコサージュが、卒業生らの胸元を飾る。
「支援になれば」と保護者がＮ
ＰＯ法人を通して発注。２月初めに約４００個を受け取った。
同校では、毎年卒業生の保護者がコサージュの準備を担当し、業者に頼んだり、手作り
したりしている。
厳しい立場にある働く障害者の現状を報道などで知
った保護者（５３）が、事業所への注文を提案。障害者
の就労を支援するＮＰＯ法人「クルーズ」（中央区）が
橋渡し役になった。
コサージュを卒業生の胸に飾る保護者＝六甲アイランド高校（神
戸市東灘区）

クルーズは青陽東養護学校（灘区）のＰＴＡメンバー
で昨年４月に設立。六甲アイランド高校とは、生活福祉
コースの生徒が毎年同養護学校の行事にボランティア
として参加しており、コサージュ製作の話がスムーズに
進んだ。
製作したのは、東灘区にある「ジンジャークラブほっ
と」
「あすか」
「就労支援 つぼみ」の三つの事業所。初
めての作業だったが、役割分担して、１カ月ほどで仕上
げた。船出を祝福する意味があるシンビジウム２輪に、
レースやリボン、パールの玉飾りなどが丁寧にあしらわ
れている。
卒業生保護者代表の高山美代子さん（４８）は「満足な仕上がりに感謝しています。今
後も私たちにできる方法で力になれれば」と話している。（貝原加奈）

高齢者虐待 家庭内１０９３件…２０１４年度
読売新聞 2016 年 02 月 29 日 千葉
県内の家庭内で確認された６５歳以上の高齢者に対する虐待件数は２０１４年度、前年
度比１２件増の１０９３件だった。市町村が確認した件数を県がまとめた。虐待を受けた
人数は１９人減の６９３人。虐待を指摘する通報は、県警から寄せられた件数が増え、県
高齢者福祉課は「社会的関心の高まりに伴って警察への通報の意識が高まり、その結果と
して県警からの通報が増えたのではないか」と分析している。
県のまとめによると、虐待の種類別では、暴力や拘束など「身体的虐待」の被害者が最
多の４８５人で、全体の７割を占めた。次いで罵声を浴びせるなどの「心理的虐待」が３
３１人、
「介護などの放棄」が１５３人などだった。
虐待を受けた人数を５段階の深刻度で分類したところ、包丁で刺されたり、棒でたたか
れたりして負傷するなど最も深刻な「５」は６２人だった。「４」は３９人で、「１」は最
多の２７７人だった。
虐待の事実や疑いを市町村に指摘する通報は、２０件増の１１４６件が寄せられ、通報
者で最も多かったのは「介護支援専門員」
（ケアマネジャー）の３２７件（全体の２８・５％）
。
「警察」が２４９件（同２１・７％）で続き、前年の１８３件から３６・０％（６６件）
増だった。
一方、介護施設の職員が虐待を行ったとする通報件数は、前年度比３件増の４０件。虐
待を受けた人は１９人で、深刻度は「４」が２人、「３」が最多の８人、「５」はいなかっ
た。同課は「悪意ではなく、経験不足によるものが多い」とみており、研修を徹底する方
針。

子供を「閉じ込め」
「ツッコミでたたいた」障害児施設 大阪市が指定取り消しへ、不正受
給も
産経新聞 2016 年 2 月 29 日
大阪市は２９日、入所児童への虐待や給付金の不正受給などが判明したとして、同市大
正区の障害児向け学童保育施設「ビックハート」の事業者指定を３月末で取り消すと発表
した。
市によると、女性従業員（当時）が平成２６年夏～２７年夏、児童１人を複数回トイレ
に閉じ込めた。２６年５月ごろ～２７年８月には児童・生徒計５人の頭を平手でたたいた。
女性役員も２６年１１～１２月、生徒１人の手首をかんだ。虐待を受け、心的外傷後スト
レス障害（ＰＴＳＤ）と診断されたケースもある。従業員は「暴れないよう注意したが、
聞かなかったので閉じ込めた」「
（漫才の）突っ込みのようなつもりでたたいた」などと市
に説明しているという。
またビックハートは、必要な常勤スタッフを配置しなかったり、サービス記録を偽造し
たりして給付金約７７０万円を不正に受給した。市は加算額も含め約１０７０万円の返還
を求める。

高知市のＤＶシェルター運営厳しく ボランティアで１０年
高知新聞 2016 年 02 月 29 日
ＤＶから逃れる人たちが暮らす「シェルター」
（高知市内）

ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）や虐待を受けた人たち
に避難シェルターを提供しているボランティア団体「高知あい
あいネット」
（高知市）の運営が厳しくなっている。２０１６
年で発足１０年。１年間に約４０組の親子らを受け入れており、
行政で対応しきれない人の行き場となっている。ただ、費用の
多くは中心メンバーが自己負担しており、存続に頭を悩ませている。
年４０組保護 費用負担が重荷
あいあいネットは２００６年、中心メンバー８人で立ち上げた。高知県内１１カ所の民
家やアパート計２５戸と契約し、これまでに約３００組が身を寄せた。
ＤＶ被害者のシェルターは高知県も設置している。しかし、保護対象は主に命の危険が
ある人に限られ、一時保護中は通勤や子どもの通学も制限される。
このため、
「生活費を渡してもらえない」「言葉による精神的暴力」などの被害者や、避
難中も仕事に通いたい人にとって、民間シェルターが頼みの綱になっている。
夫の暴力から逃れて現在、高知県内のシェルターで暮らす５０代の女性も「外出は不安
だったけど仕事を休むわけにいかなかった」という事情から２０１５年春、あいあいネッ
トの事務所に駆け込んだ。
夫は１０年ほど前から仕事がうまくいかなくなり、暴力を振るうようになった。やがて
警察沙汰になるほどにエスカレートしたが、経済的な不安や夫への複雑な思いから別れを
ためらううち、
「諦めて慣れる感覚になっていた」という。家出を決めたのは暴力が子ども
にも及び始めたからだった。
着替えを詰めたかばん一つで家を出てから間もなく１年。生活用品や食品の支援もあり、
「以前は夫から批判されるうち、自分は一人では生きられないんだと思っていた。今は少
しずつ自信が戻ってきました」と言う。
あいあいネットが警察や行政の紹介で受け入れるケースも多く、虐待を受けている子ど
もを保護者の了解を得た上で預かることもある。収入や心が安定するまで１年前後住む人
も多いという。
ただ、家賃などの費用負担は大きい。寄付と会費、高知県の補助金（年約７０万円）で
まかなっているが、毎年１５０万円前後の“赤字”
。メンバーの持ち出しでやりくりする状

態が続いている。
青木美紀代表は「家賃を低くしてくれたり、部屋の修繕を業者が安くしてくれたり、ボ
ランティアに支えられてやってきたが、このままでは限界。後々まで続く形を考えたい」
と話している。
他県でも休止する民間シェルターが増えており、鳥取県は民間シェルターに家賃全額と
活動費を補助している。高知県も２０１６年度、補助の増額を検討している。

「地中海の香り」出張料理に舌鼓

太田の福祉施設

東京新聞 2016 年 2 月 29 日

シェフの作った料理を味わう利用者ら＝太田市で

ホテルなどのシェフによる出張料理ボラン
ティアが、太田市の障害福祉サービス事業所
「かなやま学園」であり、利用者らはプロの
味に舌鼓を打った。
同市周辺の結婚式場やホテル、レストラン
のオーナーやシェフらでつくる全日本司厨
（しちゅう）士協会太田支部（長沢和正支部
長）が長年続けるボランティアで、三十九回
目。今回のメニューは、若鶏のカチャトーラ
風煮込みやスペイン風炊き込みご飯など計五
品。隣接する児童発達支援センター「ひまわり学園」と合わせて計百七十食分が振る舞わ
れた。卵や乳製品アレルギーの入所者に別メニューを用意するきめ細やかな配慮もあった。
料理ができあがると、長沢支部長が「心を込めて調理しました。地中海の香りを味わっ
てください」とあいさつ。会場のホールには、この日を心待ちにしていた利用者の笑顔が
あふれ、あちこちのテーブルから「おいしい」などと声が上がった。 （粕川康弘）

堺市 ：音声でマイナンバーお知らせ…視覚障害者にＣＤ
毎日新聞 2016 年 2 月 29 日
３月１日から開始
住民一人一人に１２桁の番号を割り当てるマイナンバー制度で、堺市は３月１日から、
通知カードに記された番号を確認できない視覚障害者に対し、番号の音声を録音したＣＤ
を提供するサービスを始める。通知カードに番号の点字表記がないことなどから、視覚障
害者の間に「番号が読み取れない」との困惑の声が上がっていた。自治体が番号の音声デ
ータを提供する支援策は、全国的にも珍しい。
堺市は、希望する視覚障害者に、番号の音声を録音したＣＤを渡したうえで、ＣＤのケ
ースにも番号を点字表記したシールを貼り付ける。通知カードや個人番号カードのカバー
にも点字シールを貼る。点字が読めない視覚障害者もいるため、点字シールに加え音声デ
ータを提供することにした。専門スタッフがいる視覚・聴覚障害者センターで無料で受け
付ける。市内の視覚障害者は約２３００人。
マイナンバー制度では、視覚障害者向けに通知カード書類の左下に音
声コード（約２センチ四方）が印字されているものの、スマートフォン
の読み上げアプリなどを使わなければならず、相談や苦情が相次いだ。
総務省は、点字シールを配るなどの配慮に努めるよう全国に通知したが、
対応は自治体任せになっていた。
【木村健二】
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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