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九谷焼にアフリカ現代絵画

マグ販売、障害者も参加

産経新聞 2016 年 3 月 3 日

アフリカの現代アートを描いた九谷焼のマグ
カップとデザインした上田祥玄さん＝２月、金沢
市

石川県の伝統工芸品、九谷焼のマグカッ
プにアフリカの現代アート「ティンガティ
ンガ」を描いた商品が誕生した。障害者就
労支援施設が制作に携わり、４月からイン
ターネットなどで販売を始める。デザイン
を担当したアーティストの上田祥玄さん
（２９）は「工芸品とアフリカ絵画がコラ
ボした面白い商品に仕上がった」と力を込
める。
ティンガティンガは１９６０年代のタ
ンザニアで登場した。６色の鮮やかなペン
キを使い、ヒョウやダチョウなどアフリカ
大陸に生息する動物を描く。優しいタッチ
で温かみがあるのが特徴だ。
上田さんの友人で、金沢市の障害者就労
支援施設「ヴィストジョブズ金沢支店」で
代表を務める奥山純一さん（３１）が上田
さんの作品にひかれ「障害者の新しい仕事
にもなれば」とマグカップ制作を発案した。

特別メニューでサミット盛り上げ

志摩市役所食堂

提供を開始したサミット特別メニュー＝志摩市役所の食堂「はば
たき」で

地元で開催される五月の伊勢志摩サミットを盛り上げ
ようと、志摩市役所の食堂「味処はばたき」で、サミッ
ト特別メニューの提供を始めた。
食堂は市社会福祉協議会の障害者支援施設「はばたき」
が運営。施設利用者と職員の六人が調理や盛り付け、配
膳、清掃などを担当している。食堂は市民も利用できる。
サミット特別メニューの日替わり弁当（六百円）は毎
月第四水曜日に提供する。先月二十四日は米国のチキン
ナゲットやイタリアのペンネバジルなど、サミット参加

中日新聞 2016 年 3 月 3 日

七カ国と欧州連合（ＥＵ）の料理を取り入れた。
店では三十五食を用意したが、通常より早く売り切れた。担当者の西村美佳子さん（４
７）は「サミットが開かれる志摩市役所の食堂なので、開催を盛り上げたい」と話した。
また毎月第一、二、三火曜日の日替わり弁当も、おかず一品がサミットにちなんだメニ
ューになる。サミットが開催される五月まで提供する予定。
はばたきは土、日曜日と祝日が休み。営業時間は午前九時～午後四時。
（問）はばたき＝
０５９９（４４）３３３５ （安永陽祐）

人手不足の解消狙う
東京新聞 2016 年 3 月 3 日
民主、共産、維新、社民、生活の五野党は二日、
介護や障害者福祉分野で働く人たちの賃金を平
均で月一万～六千円引き上げる処遇改善法案を
衆院に共同提出した。川崎市の老人ホームでの転
落死事件などで問題化する、低賃金による慢性的
な人手不足を解消するのが狙い。 （我那覇圭）
法案では、介護や障害者福祉の事業者が職員の
賃上げに充てる費用を全額政府が助成する。介護
分野ではホームヘルパーら介護職に対象を絞る
場合は一人平均で月一万円、それ以外の事務員らにも広げる場合は六千円のアップを想定
している。対象の範囲は事業者が選ぶ。月一万円の対象者は約百二十二万人、月六千円だ
と約百六十六万人と見込んでいる。必要額は年約千八百億円。
五党の代表者は提出後に会見し、維新の党の初鹿明博衆院議員は「安倍政権は『介護離
職ゼロ』を打ち出しているが、このまま処遇を放置していたら『介護職がゼロ』になる」
と法案の意義を訴えた。
厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、介護職の平均賃金は、すべての産業の平
均より約九万円低い月約二十一万円。将来の生活への不安から就職を避けたり、辞めたり
するケースも多い。川崎市の老人ホームでの転落死事件は、介護職の勤務のきつさや処遇
が十分ではないことにも注目が集まった。厚労省は、介護人材がこのままでは二〇二五年
度に約三十八万人不足すると推計している。
厚労省は、〇九年度から三年間、介護職員の賃金アップ分に交付金を充てた。交付金廃
止後は介護報酬改定で介護保険を財源に、賃金アップ分を上乗せした。一五年度の報酬改
定でも月一万二千円分上乗せした。ただ、上乗せ分を受け取るには事業者が一定の要件を
満たす必要があり、実際に引き上げている事業者は全体の七割ほどにとどまっている。
五野党による法案の共同提出は、集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法を
廃止する関連二法案に続き今国会で二度目。
野党５党、介護職賃上げ法案提出

手話普及や共生社会を目指す 自民県議団が条例案提出 東京新聞 2016 年 3 月 3 日 埼玉
自民党県議団は二日、県議会二月定例会の本会議で、手話の普及や障害者の差別解消を
図る「手話言語条例案」と「共生社会づくり条例案」を提出した。他会派の賛同を得た上
で今議会での成立を目指す。
手話言語条例案は「手話は言語」と位置付け、手話の普及に関する県や県民、事業者の
役割や責務を定めた。県に対しては、手話を用いた県政情報の発信を推進するよう努力規
定を設けたほか、災害時に手話などで情報発信できる施策を講じるよう義務づけた。
自民党県議団によると、成立すれば都道府県単位では鳥取、神奈川、群馬各県に続き四
例目となる。
共生社会づくり条例案は、県が医療や保健、福祉、教育などの分野で障害者支援の専門

的知識を持つ職員を育成するよう努力規定を設けた。
両条例案は成立すれば来月一日から施行される。 （冨江直樹）

児童虐待ダイヤル、案内長すぎ？ ７割が途中で切れる
朝日新聞 2016 年 3 月 2 日
児童虐待の通報などを２４時間受けつける全国共通ダイヤル番号「１８９」について、
神奈川県内では約７割の電話が途中で切られていることが分かった。児童相談所につなが
る前の音声ガイダンスが２分近くと長いことが原因とみられ、県は国に改善を申し入れた
という。厚生労働省によると、
「ガイダンスが長すぎる」といった指摘が他からも寄せられ
ているといい、改善を検討している。
県議会県民企業常任委員会で、県が明らかにした。「１８９」は、児童虐待や子育ての悩
みなどに応じるもので、昨年７月１日にスタート。
「いちはやく」の語呂合わせで、最寄り
の児相につながる。
県によると、今年１月末までに１６４６件の電話があったものの、約７割にあたる１１
２６件が児相につながる前に切られていたという。
携帯電話で「１８９」を利用した場合、郵便番号の入力が必要となる。郵便番号が不明
の場合は、読み上げられる都道府県を選択することが必要で、児相につながるまでに２分
近くかかるという。固定電話を利用した場合も、市内局番地域が児相の管轄地域と一致し
た場合を除き、地域の選択などが求められる。（岩尾真宏）

《虐待生まぬために・上》夜勤中、呼び出しコール９０回 中村靖三郎、井上充昌、十河
朋子
朝日新聞 2016 年 3 月 2 日
４７人の入所者
のうち、１５人は
介助がなければ
食事ができない。
４人態勢では追
いつかず、応援を
呼んでいる＝東
京都内

川崎市の有
料老人ホーム
で入所者３人
が転落死した
事件で、うち１人の殺人容疑で逮捕された元職員は「夜勤など仕
事のストレスがあった」という趣旨の供述をしています。介護現
場で職員たちは、どんな状況に追い込まれているのか。虐待を防
ぐ手立てはないのか。２回にわたって考えます。
■忙しく「ついイライラ」
介護の仕事で特に負担が重いとされるのが夜勤だ。２月下旬に
東京都内の特別養護老人ホームを訪ねた。
夜勤の開始は午後４時４５分。介護福祉士で１５年目の男性主
任（３５）は、すぐ夕飯の準備にとりかかった。
「お金がない」と
探し回る人や「どこに行くんだよ！」と叫ぶ入所者に対し、主任
は優しく声をかけて食堂に連れて行く。
食事が終わると就寝に向けた介助が始まる。寝間着に着替えさせ、歯磨きを手伝い、オ
ムツ交換や薬の手配……。１人ずつ寝かせて、一段落したのは午後１０時前だった。
夜勤は２時間の仮眠を含めて１７時間。午後８時半から翌朝７時までは、職員２人だけ

で１フロア４７人を担当する。
排泄（はいせつ）の介助は、入所者が寝ている間も続く。オムツ交換は朝まで数時間お
きに計４回。その間も職員を呼ぶコールの対応に追われる。
午前３時半、部屋で転倒したという男性（８５）から呼び出しがあった。
「救急車を呼ん
でもらえないか」
。担当の看護師に連絡し、救急搬送することに。仮眠に入ったばかりのも
う１人の男性職員（３９）を呼び戻し、手分けして病院や家族に電話を入れた。
電話連絡に追われる最中も入所者のＳＯＳは響く。「助けてくれー」という叫び声に駆け
つけると、女性が床に座り込んで「なんでこんなんになっちゃったんだろう。分からん」
と声をあげていた。
午前４時半に救急隊が到着し、主任が同行。残った職員が１人で対応することになった。
明け方が近づくと、コール数は急増。トイレでは便の臭いがたちこめ、男性がうめき声を
上げている。汚れを拭き取り、着替えさせる間もコールは鳴り続ける。「順番に回っていま
すから、お待ち頂けますか」
。そう繰り返しながら、職員はこう漏らした。
「わかってはいるけど、どうしてもイライラしてしまう。先が見えない」
１時間後、主任が病院から戻ってきた。
「こうした搬送は数カ月に１度ぐらいあります」
。
その後、男性は頸椎（けいつい）骨折だったとの連絡が入った。

《虐待生まぬために・下》リフトで負担減 心に余裕 友野賀世 聞き手・浜田知宏
朝日新聞 2016 年 3 月 3 日
リフトで入居者がベッドから車いすに移
動。職員の岸田達也さんがその間、そっと
手を添えていた＝大阪府枚方市

介護職員による虐待の要因は、過
酷な勤務実態にあるようです。虐待
を防ぐには、どうしたらいいのでし
ょうか。そのヒントとして、体や心
にかかる負担を減らして気持ちのゆ
とりを持とうという取り組みを紹介
します。専門家の意見も聞いてみま
した。
高齢者施設の介護職員が肉体的、
精神的に追い詰められた状況にある
と、入居者への接し方は乱暴になり
がちだ。
排泄（はいせつ）や入浴のたびに
高齢者を抱えて車いすからトイレや
浴槽に移動させる業務は肉体的な負担が大きい。こうした負荷を
軽くするため、リフトを導入している施設がある。
大阪府枚方市の有料老人ホーム「グッドタイムリビング香里ケ
丘」で働く岸田達也さん（２８）は「リフトを使うと体が楽。体
の負担が減ると、心のゆとりが出来る」
。
ホームを運営するオリックス・リビングが別のホームで職員に調査したところ、背中や
腰の痛みで仕事がつらいときが「あった」という回答がリフト導入前の約８割から導入後
には約２割に減った。
介護現場には「介護は人の手でやるべきだ」という考え方が根強いが、入居者からは「機
械（リフト）は気が楽。私は重いから、若い人たちがかわいそうで」
（８７歳の女性）と歓
迎の声もあがる。腰痛を理由に離職せざるを得ない職員が減れば人手不足対策にもなる、

との見方もある。
■「にやりほっと」でプラス思考
一方、介護現場では事故を起こさないようにピリピリしたり、入居者の状態が悪くなっ
ていく様子を目の当たりにして後ろ向きな気分になったりしがちだと指摘する声は多い。
こうした精神的な負担から職員の意欲が下がり、それがケアの低下にもつながる。
こうしたなか、意欲を上げるヒントになるのが、東京都杉並区の有料老人ホーム「ライ
フ＆シニアハウス井草」の取り組みだ。
ここでは、医療や介護、保育などの現場で事故につながりかねなかった状況を記録する
「ヒヤリハット」報告をもじり、
「にやりほっと」という報告書をまとめている。介護サブ
リーダーの和田悠三さん（２６）は「入居者のいいところや得意なことを見つけて書き込
む。それをスタッフで共有して、ケアに反映させようとしています」と説明する。
ポイントは、入居者の行動のプラス面に注目すること。軽い認知症の人が車いすから立
ち上がって歩こうとすれば、
「がんばって歩こうとしている」ととらえ、積極的なリハビリ
につなげる。
「『昔、バレーボールの先生をしていた』と話してくださった」と書かれてい
れば、その人を風船バレーに誘ってみる。
和田さんは「『にやりほっと』を通じて、『その人らしさ』を大切にする意識が高まって
きた。いいケアを提供するのが介護職にとって最大のやりがい。それに役立っていると思
う」と、その効果を語った。
（友野賀世）

ケアプランで「１日１食」…認知症男性が「虐待」通告
読売新聞 2016 年 3 月 3 日
独り暮らしで認知症を発症した堺市北区の男性（８２）の訪問介護について、市が医療
関係者からの通告を受け、不十分な介護実態を把握しながら、約２か月後の昨年１１月ま
で、男性を特別養護老人ホームに入所させるなどの措置を取っていなかったことがわかっ
た。食事を１日２回から１回に減らされ、排せつ物もきちんと処理されていなかったとい
う。市は「不適切な介護だった。再発防止に努める」としている。
◇「本人の習慣」
市などによると、男性は脳性まひを患い、２００９年から訪問介護を受けていた。１２
年頃からは掃除や洗濯に加え、食事も頼むようになったが、次第に認知症の症状が進行。
１３年５月には、入浴や排せつが１人でできない「要介護３」に認定された。
ところが、この男性を担当している社会福祉法人の女性ケアマネジャーは「１食以上提
供しても残すだけ」として、介護サービスを提供する際に作成したケアプラン（介護計画
書）を昨年２月から変更。平日の食事に関しては朝だけ弁当を届け、夕方は食事を提供し
ないようヘルパーに指示した。土、日曜日に訪問する別の介護事業者にも、
「１食のみ提供」
と伝えていた。土、日曜日の介護に関しては訪問回数自体が１回と少ないため、おむつの
取り換えが不十分となり、部屋を排せつ物で汚すこともあったという。
昨年９月、
「虐待とも言える悲惨な状況で独り暮らしは無理」とする医療関係者の指摘を
受け、北区役所が調査した。いったんは「問題なし」と判断したが、その後、男性宅が排
せつ物で汚れていることなどを確認し、男性を保護。現在、特別養護老人ホームで生活す
る男性は、
「要介護４」と介護の程度が進んでいる。
男性への介護内容について、ケアマネジャーら同法人側は「１日１食は、この男性の習
慣。手の届く範囲に果物やお菓子を置いていた」とし、
「独り暮らしは男性の意思だった」
などと説明。一方、市側は「不適切な支援状況にもっと早く気付き、施設に入ってもらう
べきだった」と対応が不十分だったことを認めた。
◇適切さ検証
適正な訪問介護には、何が必要か。厚生労働省老健局は「ケアマネジャーやサービス提
供者らの担当者会議が医療関係者ら他の専門家の意見を積極的に聞き、ケアプランが妥当
かどうか見直すべきだ」と指摘する。

同局はプラン改善のため、プランを抽出して調べる「ケアプラン点検」を勧めており、
全国の自治体の約６割が実施。堺市も１１年度から始め、１４年度は６８の事業所で計２
０９件、１０６人のケアマネについて調べた。今回の問題は対象外だったが、サービス提
供の根拠が薄かったり、担当者間の連携や検証が足りなかったりした点に注意を促してい
るという。
◇支援のあり方
認知症を患う独り暮らしのお年寄りは、どう支援すべきか。河野あゆみ・大阪市立大教
授（在宅看護学）は「本人の意思は大事だが、判断能力が低下している場合もある。ヘル
パーやケアマネジャー、行政担当者ら周囲は、敏感に意向を酌み取り、どうすべきか『代
弁』することも大切」と強調。そのうえでグループホームや施設の利用・入所を検討する
よう勧める。
今回の問題については「食事の提供が日に１度というのは、仮に本人の望みとしてもど
うなのか。人は１日３食が基本。介護状況がお年寄りの人権を守れているか、もっと点検
すべきだったのでは」と話す。
（吉田誠一）
ヘルパー派遣では、排せつ物処理などのため、日に４回ほど短時間訪問したり、巡回さ
せたり工夫している自治体もある。支援状況がそれぞれのお年寄りにふさわしいか、不断
の検証が求められる。
（吉田誠一）

広げよう成年後見制度

公明新聞：2016 年 3 月 3 日
党森ケ崎支部で行われた成年後見セミナー＝2 月 24 日
京・大田区

東

高齢者らの権利を守る
認知症高齢者など判断能力が不十分な人の権利
を保護する成年後見制度。自民、公明の与党両党
は、同制度の利用促進へ今国会に議員立法での法
案提出をめざしている。普及に向けた地域の取り
組みとともに、法案のポイントを紹介する。
「日本は超高齢社会。だれもが認知症や寝たきりになる可能性があります。人ごととは
捉えず、今から考えてほしい」―。2 月 24 日に東京都大田区で開かれた公明党森ケ崎支部
（小峰由枝支部長＝区議）の支部会。一般社団法人「よりそいコンシェル」の浪瀬幸子代
表理事は、詰め掛けた 100 人を超す参加者を前に、こう語り始めた。
この日の支部会のテーマは「成年後見制度」。浪瀬さんは、20 年以上にわたる両親への在
宅介護や同制度を利用した経験を基に、講演会やカウンセリングなどを通じて“人生の最
終章”をより良く締めくくるためのアドバイスを行う。
これまで、認知症による判断能力の低下をきっかけに適切な財産管理ができず詐欺など
のトラブルに遭ったり、生活環境に配慮がなされないまま惨めな思いを強いられる高齢者
など、数多くの事例と向き合ってきた。
浪瀬さんは、
「成年後見制度は、ご自身の財産や生活を守るための制度。将来、家族や友
人に迷惑を掛けないためにも、制度の活用について検討を」と呼び掛け、話を結んだ。
与党、利用促進へ法案準備
成年後見制度は、認知症や知的障がいなどで判断能力が不十分となった人を、本人や家
庭裁判所が選んだ親族や第三者が「後見人」となり権利を保護する制度だ。後見人は財産
管理のほか、介護保険の利用や入退院の手続きなどを担う。2000 年 4 月に始まった。14 年
の利用者は約 18 万人だが、超高齢社会となる中で潜在的な需要はこの数字を大きく上回る
とみられる。
このため自民、公明の与党両党は、同制度をより身近な制度とするための「利用促進法
案」の国会提出を準備している。国に基本計画の策定を求めるとともに、後見人を育成す

るための支援措置などが盛り込まれている。また、後見人の不正防止へ、裁判所や行政機
関による監督を強化するほか、制限されている被後見人の権利についても見直す。同法案
は、日本成年後見法学会の要請を受けた公明党のプロジェクトチームが法案化した。
併せて、後見人の事務手続きをよりスムーズなものとするため民法などの改正案も提出
する予定だ。
同法学会の大貫正男副理事長は、
「成年後見制度の利用が極端に少ないことが、虐待や消
費者被害につながっている。一刻も早く法案を成立させてほしい」と語っている。

貧困・虐待と少年犯罪 川口事件の課題／上 居所不明児、把握難しく 全国で情報共有
必要 ／埼玉
毎日新聞 2016 年 3 月 1 日
川口市で２０１４年に老夫婦が殺害された事件から間もなく２年。発生から約２カ月後
に強盗殺人容疑などで逮捕された当時１７歳の孫の少年（１９）は、親の虐待を受けなが
ら野宿生活を強いられ、周囲の支援も届かないまま事件に追い込まれていったとみられる。
「居所不明児」の悲劇を再び生まないために、社会は何ができるのか。取材を踏まえて考
えた。
【山寺香】
記者が１月中旬、東京拘置所に少年を訪ねた際、少年は肩まで伸ばした長い髪に黒いジ
ャケットと黒いＴシャツ姿で面会室に現れた。礼儀正しく頭を下げ、終始穏やかな口調で
最高裁の判断を待つ気持ちを語った。
少年は「居所不明児」だった。母親と、血のつながりのない父親は、少年と幼い妹を連
れて各地を転々としていたが、住民票を移さないことが多く、行政は存在を把握できなか
った。
少年は小学５年の時、さいたま市から静岡県西伊豆町に転居した。住み込みで働き始め
た母親らと旅館で生活し、数カ月は学校にも通った。しかし、母親らの仕事は長続きせず、
一家は西伊豆町に住民登録をしたまま母の実家がある川口市に戻った。
川口市ではラブホテルで暮らした。その後は横浜市に移ったが、生活費が尽きて公園で
野宿生活を始めた。当時、少年は中学２年。横浜市中央児童相談所は公園で生活する子ど
もがいるとの情報を得て一家に接触した。
その際、児相職員が少年と生後半年の妹の一時保護を申し出たが、母親がかたくなに拒
否したため、断念していた。一家は住民票を西伊豆町から移し、同市中区内の簡易宿泊所
で生活するようになった。生活保護の受給を始めたが、約半年後、区が保護費をパチンコ
代やゲームセンター代に使っていた母親を注意すると、一家は夜逃げするように姿を消し
た。
しばらくして児相職員は一家が横浜市内の会社の寮にいることを知って面会した。しか
し、一家は再び住民票を移さないまま姿を消した。児相関係者は「親が支援を望まず、い
ついなくなるか予測できないケースで子どもの居所を突き止めるのは現状では非常に難し
い」と振り返る。
網の目をくぐるように姿を消す子どもを救う手立てはあるのか。
子どもの貧困問題に詳しいＮＰＯ法人・さいたまユースサポートネット（さいたま市浦
和区）の青砥恭代表理事は、全国の関係機関が横断的に利用できるデータベースの構築を
提言する。
データベースにはまず、市町村が乳幼児健診時に虐待リスクが高いと感じた子どもを登
録し、保育所や学校、児童相談所、保健所なども登録・閲覧できるようにする。実現でき
れば、自治体をまたいで居所不明となった子どもの追跡が可能になるという。
青砥さんは「
（事件が起きた）後から児相や学校の対応を『甘かった』と批判するのは簡
単だが、
（居所不明児に）接触した際に過去を把握できれば、一歩踏み込んだ、より適切な
対応ができるはずだ」と指摘している。
■ことば 川口市祖父母強盗殺人事件

２０１４年３月２９日、川口市のアパートで、無職男性（当時７３歳）と妻（同７７歳）
が殺害されているのが見つかり、孫の少年が逮捕された。公判では東京高裁が昨年９月、
１審・さいたま地裁判決の懲役１５年を支持。少年は現在、少年院送致などの保護処分を
求めて最高裁に上告している。少年の母（４３）は、祖父母から金を奪った行為で共謀し
たとして、強盗罪などで懲役４年６月の実刑が確定した。

貧困・虐待と少年犯罪 川口事件の課題／下 存在しても機能せぬ家族 「生きるすべ」
伝える ／埼玉
毎日新聞 2016 年 3 月 3 日
川口市祖父母強盗殺人事件の公判で、孫の少年（１９）が義務教育を受けられないまま
野宿生活をしていたことなど過酷な境遇が報道されると、インターネット上などで多くの
反響があった。「今の日本にこんな境遇の子どもがいるなんて」と驚く声がみられた一方、
「人ごととは思えない」
「明日は我が身かもしれない」など、身近でも起こりうるととらえ
た反応もあった。
「少年のように家がなく野宿するケースは極めてまれだが、近い状況は想像できる。過
去に保健室で関わった子たちで、今の生活状態が気になる子は何人もいる」
。県内の中学校
で３９年間、養護教諭を務めてきた金子由美子さんは、川口事件の少年のような貧困や虐
待の中で生きる子どもは少なくないと指摘する。
母子家庭の母が精神疾患で面倒をみなければならず、夜も眠れず学校に来られない▽共
働きの両親の代わりに弟や妹の子守をさせられ、学校に来られない▽母親が交際男性を家
に連れてくるので自宅に帰れない−−。金子さんは、住む家はあっても家族が機能しないた
めに安全ではない子どもたちを「家庭内ホームレス」と呼ぶ。保健室の洗面所で洗髪した
り、たらいで体を洗ったりする子もいたという。
金子さんによると、虐待などで幼いころから身の安全を脅かされてきた子どもの多くは
「いい子」で助けを求めないため、周囲に気付かれにくいという。自身が置かれた環境に
疑問を感じにくく、
「学校で問題を起こしたら、親からひどい目に遭うのではないか」とお
びえる子どももいる。川口事件の少年の場合も周囲の印象は「礼儀正しい子」で、事件前
に周りに助けを求めた形跡はなかった。
こうした子どもたちをどう救うのか。金子さんは「親が悪いと責めても、何も変わらな
い。学校や地域が情報共有し、点ではなく線で子どもを支えることが重要」と強調する。
地域の保健センターの保健師らと情報を共有する仕組み作りに力を入れ、学校に地域の
人を招いて子どもに関心を持ってもらう取り組みを進める一方、保健室に来る子どもを「あ
なた自身が力をつけなさい」と励まし、おにぎりの作り方や洗濯の仕方を教え、生きるす
べを伝えている。
「道ばたで見かける助けを必要としている子どもに、少しでも気持ちを向けてほしい。
記事がそのきっかけになるのなら」
昨年９月、東京高裁判決後に記者が東京拘置所で少年に面会した時、少年は取材を受け
る理由についてこう語った。
家がなくホテルや路上を転々としていた小学５年から中学２年の間、
少年はすれ違う人たちの冷たい視線を感じたという。一方で、ボストン
バッグを持って路上をさまよう自分と似た目をした子どもを見かけるこ
ともあったと吐露した。
「そういう子どもを見かけた時に、
『（貧困や虐待
といった）背景があるのかもしれない』と想像し、助けてあげてほしい」
面会時間の終了が告げられると、少年は少し照れたように会釈し、拘
置所の奥に姿を消した。
【山寺香】
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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