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育児・介護と仕事の両立へ対策強化

雇用保険法改正案が審議入り
日本経済新聞 2016 年 3 月 8 日
育児や介護と仕事を両立しやすくするための対策を盛り込んだ雇用保険法などの改正案
が８日、衆院本会議で審議入りした。介護休業を分割して取れるようにしたり、介護休業
する際にもらえる給付金の額を引き上げたりするのが柱。政府・与党は改正法を３月中に
成立させ、安倍晋三政権が掲げる「一億総活躍社会」の実現を後押ししたい考えだ。
介護休業は家族を介護する必要が生じた働き手が会社に申請して長期の休みをもらう制
度。今は１つの症状につき１回、最大 93 日までしか休みがとれないが、改正案では３回ま
で分けてとれるようにする。休業中にもらえる給付金もこれまでの「休業前の賃金の 40％」
から「67％」に増やす。介護休業の利用者を増やすことで、介護で離職を強いられる事例
を減らす狙いがある。
子育て支援では、企業が負担する子育て支援向けの拠出金を増額し、企業内保育所の整
備などに充てる。代わりに労使で折半している雇用保険料を４月に１％から 0.8％に引き下
げ、企業の負担を約 1600 億円減らす。拠出金も含めた全体の企業負担も減る。
民主党はまだ改正案への賛否を明らかにしていない。２日には維新の党など他の野党４
党と共同で介護職の待遇を改善する法案を提出しており、まずその成立をめざす。
同法案は、介護や障害者福祉に携わる人の賃金を１人あたり月６千～１万円引き上げる
内容を盛り込んでいる。民主党幹部は「介護離職ゼロのためには、職員の離職ゼロの実現
が必要だ」と主張している。

京都）発達障害に悩むママへ

臨床心理士の山本さん出版

橋本拓樹
朝日新聞 2016 年 3 月 9 日

臨床心理士の山本登喜子さん。数の数え方が苦手な子どもには、カ
ードやおはじきを使って教える＝左京区

発達障害があ
る子どもの自立
支援に取り組む
臨床心理士の山
本登喜子さん
（６０）＝左京
区。２０年以上飲食店を経営したあと大学に通い、
資格を取得した異色の経歴を持つ。今年１月、発
達障害がある子を育てる母親に向けたアドバイス
を一冊の本にまとめた。
「ママの負担が少しでも軽
くなれば」と願いを込めた。
山本さんは２０１０年から同区の療育機関「かも川親子の療育室」を主宰する。障害が

ある子どもたちが社会で自立していけるよう支える「療育」が専門。特に未就学児に対し、
玩具やカードで言葉や数字を教えたり、食事のとりかた、トイレの使い方など、学校生活
でのふるまいについて教えたりして、義務教育への橋渡しをする。
大学卒業後、大阪・梅田で夫とともにすし屋とフグ料理店の２店舗を切り盛りしてきた。
銀行員やマスコミ関係者、ホテルの従業員、芸能人、音楽家と、様々な職業の客が訪れる
人気店だった。仕事の時とは違った顔を見せる人もいる。忙しい合間に来て黙々と食事を
する人もいる。千差万別な客の内面を垣間見て、人の心に興味を持った。

障害者虐待１３人増 １４年度の県内
中日新聞 2016 年 3 月 9 日 滋賀
県は二〇一四年度に県と市町が把握した障害者への虐待状況をまとめた。滋賀労働局が
まとめている職場での虐待を含めると、件数は六十六件、被害者は前年度比十三人増の七
十四人だった。
県障害福祉課や労働局によると、家族など養護者による虐待の被害者が六十一人、福祉
施設の職員らによる虐待が十二人、職場での使用者による虐待が一人。虐待を受けた障害
別でみると（複数回答可）
、知的障害者が五十五人と最も多く、精神障害者の二十人の倍以
上。身体障害者は十六人だった。
虐待の種類（同）は、暴力や身体拘束などの身体的虐待が四十三件、暴言などの心理的
虐待が二十五件、財産を不当に処分するなどの経済的虐待が十六件あった。
調査は、虐待を発見した人に通報義務を課す障害者虐待防止法に基づき一二年十月から
始まった。県と市町への相談・通報件数は百六十五件で前年度から十九件増えた。
県障害福祉課の担当者は「閉鎖的な環境では通報自体がしにくくなる。法律が浸透し、
皆さんの感度が上がった結果では」と話した。 （堀尾法道）

校歌の完成祝う ひまわり特別支援学校でお披露目

神戸新聞 2016 年 3 月 8 日

完成した校歌を元気いっぱいに歌う児童生徒ら＝三田市
立ひまわり特別支援学校

「みんなみんな主人公」「咲かせよう ひまわ
りのように」－。昨年４月に開校した兵庫県三田
市富士が丘の市立ひまわり特別支援学校で８日、
校歌のお披露目式があった。ヒマワリのように、
元気いっぱいに生きる子どもたちを表現した歌
詞と曲調。招待した学校関係者や保護者らと一緒
に、児童・生徒１２人が心を込めて歌い上げた。
（村上晃宏）
同校には、肢体不自由の児童・生徒が通う。通常の学校教育に準じたカリキュラムから、
身体の動きなど自立活動を中心とした教育まで、障害の程度に応じて指導。富士小学校に
小学部を、富士中学校に中学部と高等部を併設し、日常的な交流も行う。
中野文雄校長によると、子どもたちの姿や思いを正確に歌詞に入れようと、あえて開校
当時に校歌を作らなかった。昨夏、教員から詩を募集して歌詞を制作。市内の小学校の音
楽教諭らでつくる市小学校音楽担当者会に作曲を依頼した。
３番まである校歌は、軽やかな曲調で歌いやすいリズム。「この星に生まれた命」「大き
な笑顔を咲かせよう」などの詩が、命を大切に思う心や伸び伸びと生きる様子を表現して
いる。
この日は、作曲した同会の教諭らと児童・生徒たちが元気よく歌い、校歌の完成を祝っ
た。最後に、児童・生徒会長で高等部１年の古川寧々さん（１６）が「心を込めて歌い、
ずっと大切にしていきたい」と感謝の言葉を述べた。

府内待機児童３３４９人 前年同期比１８３人増
大阪日日新聞 2016 年 3 月 9 日
大阪府は８日までに、府内の待機児童数（昨年１０月１日現在）が前年同時期に比べ１
８３人増え、３３４９人だったと発表した。府は、昨年４月に始まった「子ども・子育て
支援新制度」で、認可保育所などの利用基準が緩和され、施設の定員を上回る申し込みが
あったことが要因とみている。
新制度では、認可保育所などの利用基準を、それまでのフルタイムなどからパートタイ
ムや求職中の保護者などに広げた。
府内４３市町村（政令市など除く）で待機児童が多かったのは、茨木市３２６人、吹田
市１７１人、門真市１４８人－など。これらの地域は子育て世帯が多い上、近年のマンシ
ョン建設に伴い新たな子育て世帯が流入。保育所などの受け皿整備が需要に追い付いてい
ないという。
政令市などでは大阪市５１１人、豊中市３８５人などだった。
府は、待機児童対策として、市町村が行う保育所整備の支援や保育士確保に取り組んで
いる。

視覚障害者支援の端末開発

トヨタが試作

中日新聞 2016 年 3 月 9 日

トヨタ自動車が試作した視覚障害者を支援するウエアラブル端
末を肩に装着した人（サム・チャラミタロ氏提供、共同）

【コロンバス（米オハイオ州）共同】トヨタ自動車
は８日までに、目の不自由な人の生活を手助けするウ
エアラブル端末の開発を進めていると発表した。肩に
装着することで、搭載したカメラや音声認識機能など
を通じて周辺の状況を把握したり、トイレやエレベー
ターなど目的の場所へたどり着いたりするのが容易に
なるという。
開発は、米国にあるトヨタ傘下の生産・技術統括会社が担当。現在は試作段階だが、実
用化されれば、視覚障害者の生活支援に一役買う可能性がありそうだ。
端末は、複数のカメラで周囲の環境を認識し、スピーカーの音や振動を通じて使用者に
情報を伝達する。

避難場所に特養 大月市承認…代替地検討せず
読売新聞 2016 年 03 月 09 日
大月市が災害時に「避難場所」と指定している場所に民間の特別養護老人ホームが増設
されることになり、市が避難場所の代替場所を検討しないまま、増設計画を承認していた
ことが８日、わかった。市は２０１６年度に予定される施設の着工までに新たな避難場所
を確保したいとしている。
市地域防災計画で定めた「指定避難場所」は、集合した住民らの安全が確保できるスペ
ースで、小中学校や高校、公園などのグラウンド程度の広さを想定している。
問題の場所は、同市賑岡町浅利・西奥山地区（６２７人）にある旧浅利小学校の跡地。
社会福祉法人「山の都福祉会」が２０１３年、旧浅利小学校跡地や校舎などを市から購入
し、校舎を改装するなどして１４年に特養ホームなどを開設した。市は当時、駐車場にす
る旧グラウンド（１９５６平方メートル）をそのまま避難場所にすることを法人と合意。
しかし、法人が１５年１０月、グラウンドに別棟を増設する計画を市に提出した際、避難
場所について検討しないまま、同１２月に計画を承認したという。
これは、８日の市議会一般質問で取り上げられ、市議は「旧浅利小の建物は避難所、グ
ラウンドは避難場所に指定されている。増設工事が始まればグラウンドはなくなる。災害

はいついかなるときに起きるかわからない。地域住民を守るため、避難場所の確保ができ
ていないでは話にならない」と指摘した。
市の井上久・市民生活部長は、福祉を担当する市民生活部と防災を担当する総務部の連
携が取れていなかったことが原因とミスを認め、
「施設が着工されるまでには避難場所を確
保したい」と話している。

介護職員不足が突出 福島第一原発抱える相双地域

東京新聞 2016 年 3 月 9 日

「今日も元気そうですね」。すっかり福島の地に溶け込んで
介護職の仕事をこなす井上祥行さん（左）＝福島県飯舘村の
いいたてホームで

東日本大震災から五年がたつ福島県相双（そうそ
う）地域で、介護職員不足が慢性化している。震災
の津波被害に東京電力福島第一原発事故が重なり、
域外に避難するなどして離職者が多かったのに、新
しく就職する人材が少ない。地域の福祉施設で働こ
うとする県外の人を増やすため、県が研修料や就職
準備金を貸し付けるなどの対策を講じているが、希
望者が少なく苦境が続いている。 （白鳥龍也）
「震災前二百三十五人いた職員のうち約百人が震災で退職し、五年間で戻ったのは五人
程度。厳しいですよ」
。同県南相馬市で特別養護老人ホームやグループホームなど十施設を
運営する社会福祉法人「南相馬福祉会」の大内敏文常務理事（５９）は嘆く。
昨年十一月に開設した個室タイプのユニット型特養（四十床）では、二十三人程度の職
員が必要なところ六人しか確保できず、ずっと短期入所用十床のみの運営。
「市内の他法人
の施設も、職員不足で開店休業状態のところばかり」という。
厚生労働省福島労働局によると、今年一月分の介護関連職種の有効求人倍率は、相双地
域で実に六・四二倍。三百八人の求人に対して、四十八人の求職しかない。実際に就職し
たのはわずか十人だった。県の全職種の倍率は一・四六倍。介護職種でも県全体では二・
九九倍なので、相双地域は突出して高い。季節変動はあるが、ここ二～三年は三倍以上で
推移している。
介護職員は、不規則な仕事に対して賃金水準が低いことなどから全国的な人材不足が指
摘されているが、相双地域の場合は「原発事故の影響が大きい」
（県社会福祉協議会）とい
う。
事故後は子育て世代の職員を中心に、域外への避難が相次いだ。避難は次第に「移住」
となって人材は戻らない。地元にとどまっても、津波被害を含む環境の激変で仕事を続け
られない職員が多かった。その後も「原発事故の避難が続く場所とのイメージが新規就職
を遠ざけている」
（同）
。
介護施設の全国団体から会員施設の職員を数週間から数カ月ずつ「派遣」してもらって
きたが、二〇一五年度でいったん終了する。
急場しのぎでない人材を確保しようと、県は一四年度から、県外から相双地域、いわき、
田村両市の福祉施設に常勤の介護職員として就職しようとする人に、介護職員初任者研修
等の受講料最高十五万円、就職準備金三十万円を貸し付ける事業を始めた。それぞれ一～
二年勤めれば返済を免除する。ただ、八十人分の予算枠に対し初年度の利用者は二十六人。
一五年度も同程度にとどまっている。
◆定住を望む若手も
「仕事中はつられて福島弁をしゃべってます。利用者さんも同僚もとても大切にしてく
れますよ」
。一四年四月、故郷の福岡市から、福島県飯舘村の特養いいたてホームに就職し
た介護福祉士井上祥行（よしゆき）さん（３０）は、笑顔で話す。

以前は福岡で障害者施設の職員をしていた。震災後の派遣事業で一週間、南相馬市の施
設で手伝い、もっと被災地の役に立ちたいと願った。今は「被災地だから助けたいのでは
なく、自然も人情も素晴らしいこの地が大好き。定住して働き続けたい」と希望を語る。
＜相双地域＞ 福島県浜通りの中北部に位置する相馬、南相馬両市と相馬、双葉両郡の１
０町村を指す。福島第一原発が域内に立地している。

【震災５年】福島「光洋愛成園」の高崎避難生活、５月に終了
産経新聞 2016 年 3 月 10 日
故郷から３００キロ離れた高崎市寺尾町の「国立のぞみの園」
。平成２３年４月、ここで
始まった福島県富岡町の知的障害者施設「光洋愛成園」の避難生活が５月に終わる。
「群馬
の皆様－ありがとうございました」と書かれ、利用者の笑顔の写真が貼られた紙の前で愛
成園施設長、寺島利文さん（６２）は「これがゴールではない」と帰還を前に表情を引き
締める。
（久保まりな）
愛成園は東電福島第１原発から南約１０キロにあった。
「原発が危ない！。すぐ逃げて」
。震災翌日の２３年３月１２日、消防からの通告で、マ
イクロバス２台と乗用車５台で慌てて町を離れた。愛成園を含めた施設を運営する「友愛
会」の利用者と職員計約８０人が、５０キロほど離れた三春町の施設に約１カ月身を寄せ
た。が、避難生活は続けられず、二次避難先として落ち着いたのが、高崎市だった。
「すぐに帰れるという気持ちの一方で、いつ帰れるのか、将来どうなるのかと不安も膨
らんだ」
寺島さんは、知らない土地で生活するストレスも抱えた５年だった、と打ち明ける。
町名と同じ富岡製糸場には親しみを感じ、震災翌年から製糸場の桜を使った染め物を始
めた。昨春からストールなどを製糸場内の売店で販売している。
「何不自由なく生活させてもらった。けれど、ただ地元に帰り、自分たちの建物で過ご
したい。その思いだけ。理由なんてない」
富岡町周辺は居住制限区域にあたるため、原発から２０キロほど離れた富岡と同じ双葉
郡の広野町に移転先を決め、昨年２月ごろ、新たな施設建設が始まった。
一方で帰還準備を進める中、職員の３分の１が「高崎に残る」と回答した。５年は長い。
ミルクを飲んでいた子が、今や小学校入学を控えている。「学校や高崎に慣れた状況を考え
ると…」という声もあった。これも５年の現実だ。新たに面接を行い、１７人の新卒者を
そろえて必要な職員数を確保し、５月から利用者６８人と職員３６人で新たなスタートを
切る。
「施設利用者が過ごしやすいようにすること。それがわれわれのゴール」と寺島さんは
強調する。帰還しても水道水が汚染していないか、１７人から内定辞退が出ないか…。「過
ごしやすさ」への不安は消えない。
それでも、寺島さんは「私たちのような１００人を超す団体の帰還というのは珍しい。
だから広野に戻ることで、双葉郡の基盤となり、復興の起爆剤として他の人たちの励みに
なればいい」と力を込める。
「原発の事故さえなければ…」の思いは消えないが、
「東電を責めてばかりいても仕方な
い。良い前例を作る」と前を向く。製糸場の桜を使った染め物は帰還後も続けるという。
東日本大震災から５年となる１１日を前に、被災者、被災地と群馬をつなぐ思いをたど
った。

重度障害児の一時預かり施設開設（山梨県）
山梨放送 2016 年 3 月 9 日
昭和町の小児科医院が９日、在宅の重度障害児を一時預かりする施設を開設した。民間
の施設での受け入れは県内初で家族の負担を軽減する狙いがある。

施設を開設したのは昭和町の小児科医院「げんきキッズクリニック」。院内に障害児を受
け入れる部屋を設け、看護師と保育士が最大４人態勢でケアにあたるほか昼食やおやつな
どの食事も提供する。
施設などによると自宅で過ごしている重度障害児は県内に少なくとも１００人程度いる
とされ、たんの吸引や医療機器の異常に対応するため家族は２４時間切れ目のない介護を
余儀なくされているという。このため一時預かりで家族に休んでもらい重い介護の負担を
減らす狙いがある。
県内で自宅で過ごす医療ケアが必要な障害児の一時預かりを行なっているのは国立甲府
病院など県内２ヶ所だけで民間の施設では初の取り組み。
施設の利用は１日あたり２人までで受け入れは今月２５日から始める。

鳥居さん歌集「キリンの子」 生きづらさ、三十一文字に託す思い
過酷体験、癒やしへ昇華
産経新聞 2016 年 3 月 9 日
「戦場カメラマンがシャッターを切るような感覚で短歌を詠みます」と語る鳥
居さん

母、友人が目の前で自殺した。児童養護施設で虐待を受け、学校
にも満足に通えず、ホームレスを経験した。過酷な世界を生きてき
た女性は「生きづらさ」を独学で学んだ短歌に昇華させ、このほど
初の短歌集『キリンの子 鳥居歌集』（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を出版
した。「短歌には孤独を癒やす力がある。苦しんでいる多くの人に
私の歌で生きる勇気を与えることができれば」と話す。
《揃（そろ）えられ主人の帰り待っている飛び降りたこと知らぬ革靴》
短歌誌「塔」の平成２４年１０月号に発表された「攪乱（かくらん）」と題した女性の連
作短歌が話題を呼んだ。歌人の吉川宏志さんは「彼女の体験を反映していると思われる歌
である。淡々と歌われているが、それがかえって静かな恐怖感を読者に与える」と評した。
女性のペンネームは「鳥居」
。神の領域と人間の世界を分ける結界を意味する鳥居に、
「現
実と非現実の境界を超える力、人の心をひきつけ異なる世界を行き来できる力を、短歌に
宿したい」との願いを込めた。
２歳のときに両親が離婚。不器用ながらも愛情を注いで育ててくれた母は、小学５年生
だった鳥居さんの目の前で自殺し、預けられた児童養護施設や学校などで虐待やいじめに
あった。中学生のときには、唯一の友達が目の前で列車に飛び込み自殺した。友達を救え
なかった罪悪感と無力さに自殺未遂を図った。
義務教育も満足に受けられず、施設で職員が読み終えた後の新聞を拾い、辞書を引きな
がら読んで字を覚えた。成人した今もセーラー服を着て活動するのは、義務教育もままな
らずに大人になった人がいることを表現するためであり、
「今からでも勉強をやり直したい
という思いからです」と明かす。
《慰めに「勉強など」と人は言う その勉強がしたかったのです》
あまりに過酷な人生。絶望のふちにあった鳥居さんに生きる希望を与えたのが、短歌と
の出会いだった。図書館で手にした穂村弘さんの歌集、ホームレス生活を経て移り住んだ
大阪で見つけた吉川さんの歌集…。さまざまな情感や情景がうたわれた短歌に心奪われた。
独学で習得した言葉を駆使し、孤独や生きづらさを五七五七七に昇華させた。
「私は短歌に救われた」と鳥居さん。自分と同じような境遇に苦しむ人は少なくない。
だからこそ、短歌を詠み続ける。
（戸津井康之）
【プロフィル】鳥居
とりい 歌人。三重県出身。平成２５年、第３回路上文学賞大賞を受賞。２６年、中城
ふみ子賞候補作に選ばれる。鳥居さんの半生を描いたノンフィクション『セーラー服の歌
人 鳥居』
（岩岡千景著）も同時刊行。

障害者の農業参入支援へ…技術伝授や販路作り
読売新聞 2016 年 03 月 09 日
政府は新年度から、農業分野に参入する障害者施設を支援す
る。
障害者施設に専門家を派遣して栽培や販売のノウハウを伝
え、障害者の賃金底上げとともに、農業の担い手確保の一挙両
得を目指す。
安倍内閣が進める「１億総活躍社会」の一環。厚生労働省の
調査によると、就労継続支援事業所で働く障害者の平均賃金は
月額２万２８９８円（２０１３年度）にとどまり、障害者の賃
金底上げが課題となっている。
具体的な支援内容としては、農業参入を希望する障害者施設
に農業の専門家を派遣し、付加価値が高い農産物の育成方法を
伝授する。また、加工から販売まで手がける６次産業化を目指
し、新たな販路開拓についても助言する。定期的に大規模なマ
ルシェ（市場）を開き、障害者が生産した農作物を販売する機
会もつくる考えだ。これまでの成功事例などを紹介し、参入意
欲を高めるよう広報も強化する。

３桁ダイヤルに数多き課題 知名度低調、利便性に問題も
共同通信 2016 年 3 月 9 日
110 番や 119 番など「１」から始まる３桁ダイヤルは、総務省の指針に基づき緊急性や公
共性から重要とされる 14 番号が割り振られているが、よく知られているのは一部だけ。児
童虐待の通報ダイヤル「189」の利便性に問題があるとして国が急きょ改善策に乗り出すな
ど、浸透と活用には課題が多い。
189 は児童相談所の全国共通ダイヤルで、最寄りの児相窓口につながり専門職員が対応す
る。2009 年のスタート時は 10 桁だったが、昨年７月に３桁に短縮された。
問題だと指摘があるのは音声ガイダンスが長過ぎる点。携帯電話からの場合、発信場所
の特定のため郵便番号などの入力が求められ、職員が出るまで最長で２分かかることもあ
り、途中で切ってしまう人が多いという。
塩崎恭久厚生労働相は４日、閣議後の記者会見で「使い勝手のいいものにしていきたい」
と 189 の内容を改める方針を表明。厚労省はガイダンス時間を半分以下にすることを目指
す。
消費者ホットラインの「188」は生活トラブルに関する最寄りの相談窓口を案内するが、
やはり郵便番号の入力などに時間がかかり、消費者庁に批判も寄せられているという。知
名度も低く、内閣府の昨年９月の調査で 188 を知っていると答えた人は６％だった。
主婦連合会の河村真紀子事務局長は「188 は高齢者向けに回覧板で、189 は子供向けに教
育現場でと、利用者を想定した周知方法を考えることが必要だ」と話す。
海の事故があった時に海上保安庁につながる緊急番号「118」は、昨年１年間の約 47 万
件のうち有効な通報は約５千件だけだった。
「無言」
（41％）、
「応答したらすぐ切れた」
（29％）
、
「間違い」
（25％）の３つがほとんどを占める。
海保の昨年末の調査では、118 を知らない人が全体の３分の２に上り、導入当初からのキ
ャッチフレーズ「海のもしもは 118 番」も分かりにくいとの声が多い。担当者は「フレー
ズ見直しも検討し、番号を覚えてもらえるよう知恵を絞りたい」と話している。

ごみ屋敷のごみを強制撤去へ…対策条例、神戸市が６月議会に上程 京都、大阪に続き
産経新聞 2016 年 3 月 10 日
神戸市の久元喜造市長は９日の定例記者会見で、住宅の敷地内に大量のごみをため込む
「ごみ屋敷」で、ごみの強制撤去をできるようにする条例案を６月議会に提案する方針を
明らかにした。指導を繰り返しても解消しない場合、住人の氏名公表や過料徴収も検討。
１０月の施行を目指す。制定されれば、政令市では京都、大阪市に次いで３例目。
神戸市によると、昨年７月の調査では市内には、ごみ屋敷が計１１６軒ある。悪臭や害
虫が発生し、周囲に悪影響を及ぼしているが、現行法では敷地内のごみに対応する根拠が
なく、住人が「ごみではない」と主張すると行政指導や強制撤去できないという。
市は昨年６月、ごみ屋敷対策検討会議を設置し、協議を重ねてきた。条例案では、ごみ
屋敷の予防と解消を義務づけ、繰り返し指導しても解消しない場合、行政指導を行うこと
を明記。勧告や命令、氏名公表、過料徴収をできるようにし、最終的には行政代執行によ
る強制撤去に踏み込める内容にする。
久元市長は「
（ごみ屋敷の住人は）コミュニケーションをとることが難しい人が多いかも
しれない。福祉、医療的な課題を抱える人への支援も同時に検討したい」と話した。

児童手当で生活保護止めず 養護施設退所のケース
共同通信 2016 年 3 月 9 日
厚生労働省は９日、児童養護施設に入所していた子どもの児童手当をめぐる生活保護の
運用ルールを見直す方針を決めた。入所中に施設長が積み立てた手当は、子どもが家庭に
戻る際には「収入」とみなさないようにする。現在は「収入」があったとみなされて生活
保護が一時停止されたり、減額されたりする恐れがあり、改善を求める声が出ていた。
児童手当は子どもがいる世帯が対象。原則、３歳未満は月額１万５千円、３歳以上中学
卒業までは月額１万円が支給される。
虐待などで施設に入所している場合は施設長が受け取って子ども名義の口座に貯金。退
所時に子どもに渡すが、収入認定される懸念があった。

ＪＫビジネス、国連勧告に日本反論

「不正確な文言」

ジュネーブ＝松尾一郎
朝日新聞 2016 年 3 月 9 日
国連の子どもの売買、児童売春、児童ポルノに関する特別報告者が対日報告書で、１０
代の少女が男性相手に接客する「ＪＫ（女子高生）ビジネス」の禁止などを勧告した問題
で、日本政府は８日までに反論の意見書を国連人権理事会に提出した。
意見書の中で、日本政府は「遺憾にも（特別報告者の）報告書は、日本と日本の文化の
実情について、不正確で不十分な文言を含んでいる」と主張。報告書の２９点の記述につ
いて、日本政府の見解を示した。
報告書は「ＪＫビジネスは、それを立派なアルバイトと考えている１２歳から１７歳の
女子中高生の間で、まれなことではない」と指摘した。それに対して、日本政府側は「女
子中高生に狙いを絞った調査など、客観的な情報に基づいていない」と批判し、
「国際社会
に対して、女子中高生の誤ったイメージを発信してしまうため、日本はこ
の一文を容認できない」とした。
また、児童買春の被害に絡んで、報告書が「国際的圧力が、児童虐待製
造物（児童ポルノ）の撲滅に着目させる役目を果たしている」と指摘した
ことには、
「真実ではない。警察も児童買春事件を積極的に捜査している」
と反論した。
（ジュネーブ＝松尾一郎）
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

大阪市天王寺区生玉前町 5-33 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所発行

