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これも“爆買い”の置き土産？殺虫剤も効かない「スーパー南京虫」増殖にホテル戦々恐々
訪日外国人の増加とともに被害が急増している南京虫。部屋の隅
などで繁殖する（一般社団法人大阪府ペストコントロール協会提
供）
産経新聞 2016 年 3 月 11 日

昭和５０年前後に制圧されたはずの南京虫（なんきん
むし）＝トコジラミ＝が、大発生の兆しを見せている。
しかも、市販の殺虫剤が効きにくい「スーパー南京虫」
というからタチが悪い。大阪や東京などの都市部を中心
に民家や宿泊施設で被害が確認されており、被害に遭っ
た宿泊客が施設を相手に訴訟を起こすケースも。南京虫は中国南部などにも多く分布し、
訪日外国人の増加とリンクして相談件数が増えていることから、関連を指摘する専門家も
いる。
「爆買い特需」にわく宿泊業界は、とんだ“置き土産”に戦々恐々だ。
（吉村剛史）
訪日外国人の増加に伴って…
戦後の生活環境の改善などに伴って、日本や先進諸国では４０年ほど前にほぼ制圧され
たはずの南京虫。いったい、なぜこんなに増殖しているのか－。
「訪日外国人の増加に比例して、再び国内で南京虫に関する相談件数が増えてきた」
大阪府の担当職員はこう分析し、警戒感を強める。
ここ数年、府下の保健所に南京虫に関する相談が増加している。平成１８年度はわずか
１０件だったが、２４年度に１５８件に増加。２６年度にはさらに増えて２６７件にまで
なっている。
こうした傾向は、大阪だけでなく、東京をはじめとした全国に広がっている。
最近、増殖が確認されている南京虫は市販のピレスロイド系殺虫剤に対する耐性がつき、
「スーパー南京虫」とも呼ばれる。殺虫剤メーカーの大日本除虫菊（大阪市）の広報担当
者は「薬剤抵抗性種（スーパー南京虫）を駆除するには、高熱蒸気などを利用するか、業
者専用の有機リン酸系の殺虫剤を使うのが効果的な方法」と説明する。
政府観光局によると、円安やビザ発給要件の緩和などにより、２５年に初めて訪日外国
人が１千万人を突破。２７年には２千万人にも迫る勢いを見せたが、それに伴って南京虫
の相談件数も飛躍的に増加している。
特に中国からの訪日客は昨年、国・地域別で１位となり、
「爆買いマネー」が飛び交った
時期とも符号する。ある専門家は「あくまでも推論だが、中国からの訪日観光客や往来の
増加との関連を疑う声もあるほどだ」と指摘する。
ひそかに入国？ 世界的な問題に“拡大”
南京虫は実際に中国南部の広東省から江蘇省などにも多く分布する吸血性の昆虫で、成
虫は体長５～８ミリ。赤褐色で胴体はやや丸く、平たい形をしているのが特徴だ。トコジ
ラミという和名がついているが、実はカメムシの仲間に分類される。部屋の隅やベッドの
裏などに潜んで繁殖する。
「南京虫にかまれたら、悲鳴をあげるほど全身がかゆくなり、一睡もできなくなる」

かつて中国・広州を旅行中に、南京虫の被害に遭ったという大阪府内在住の３０代の男
性が証言するように、南京虫は人の手足などを吸血して成長する。しかも、条件が良けれ
ば一度の吸血で１年以上も生きられるといわれるように生命力も強い。
一般社団法人大阪府ペストコントロール協会の曽谷久嗣副会長は「確かに南京虫は訪日
外国人によって持ち込まれた可能性は否定できない。スーツケースの車輪のすき間などに
潜み、そのまま滞在先のホテルなどで繁殖したケースも少なくないだろう」と話す。
南京虫が増殖しているのは、日本だけではない。実は米国や欧州、豪州などでも世界的
な広がりをみせている。
米ニューヨーク市の集計では、２００４年に５３７件だった南京虫に関する相談件数が、
０９年に１万件を突破した。この期間は、中国の名目ＧＤＰが０４年の世界６位から０９、
１０年の２位にまで飛躍した時期と一致している。
米国では、宿泊先で南京虫の被害に遭ったとする訴訟が多発しており、ついには全米南
京虫サミットが開催されるなど深刻な社会問題に。米国内の空港では、南京虫専門の探知
犬が登場するまでになっている。南京虫からメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）
が見つかったとするカナダの科学者らの報告もある。
「被害に遭った」と宿泊先を訴えるケースも
こうした南京虫の大増殖に警戒感を強めているのが、日本のホテルや旅館などの宿泊業
界だ。
ある旅館では、南京虫の被害に遭った宿泊客から「仕事に支障をきたした」などとして、
損害賠償を請求する訴訟を起こされたケースも報告されている。
在阪の宿泊業者は「とにかく専門業者による定期的な対策が欠かせない」と神経をとが
らせる。そんななか、ホテルなどの宿泊施設を対象にした南京虫の早期発見・対処プログ
ラムの構築サービスを行う専門業者も出現している。
米国では、警察への緊急通報を受ける米ピッツバーグの通信指令センターで職員が南京
虫１匹を発見。当局が３万３千ドルもの資金をかけて駆除に乗り出す騒ぎまで起きている。
南京虫は室内のあらゆるすき間に潜んでおり、１匹を見つけただけで周辺で大量発生して
いる恐れもあるからだ。
だが、日本の宿泊業関係者は「いかに部屋の稼働率があがっていても、南京虫の対策に
そこまでの予算を絞り出すのは難しい」と頭を抱える。
しかし、南京虫発生がわかれば、インターネットなどを通じて“風評”が広がる恐れも
あり、ホテルや旅館などの業者にとっては死活問題になりかねない。
「爆買い特需」にわき
上がる一方、新たに浮上した“見えない敵”に警戒感は高まるばかりだ。

年金改革法案を閣議決定 給付抑制を強化
産経新聞 2016 年 3 月 11 日
政府は１１日、将来世代の年金水準を確保するため、高齢者への給付抑制を強化するこ
とを柱とした年金制度改革関連法案を閣議決定した。
物価や賃金の伸びよりも年金給付を低く抑える「マクロ経済スライド」はデフレ下で適
用されないが、３０年度からデフレ下で見送った分を翌年度以降に繰り越し、景気が回復
した局面でまとめて給付抑制する。
従業員５００人以下の企業でも労使合意があれば短時間労働者の厚生年金加入を可能に
する。国民年金に加入している女性は出産前後の４カ月間は保険料を免除。年金積立金管
理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）に「経営委員会」を２９年１０月に新設し、重要事項を
合議制で決める。

〈健康長寿に挑む〉 認知症 岐路に立つ治療戦略
中日新聞 2016 年 3 月 10 日
新しいことを覚えられない、すぐ忘れてしまう。ひょっとして認知症？ ５０代半ばの

Ｙさんが医師を訪ねると、
「大丈夫。認知症の人は、本人より周囲の人が気付いて連れてく
ることが多いんです」と言われた。一安心のＹさんだが、認知症は難敵だ。今症状が現れ
ていなくても、頭の中では静かに病変が進行しているかもしれない。克服のめどはあるの
か。
（吉田薫）
脳の電気活動の様子を調べる脳磁図の測定装置を説明する中村昭範・脳
機能診断研究室長＝愛知県大府市の国立長寿医療研究センターで

■治療薬
認知症のおよそ半分を占めるアルツハイマー病の患者の脳
では、老人斑（β（ベータ）アミロイドの蓄積）が見られる。
アミロイドを分解すれば、アルツハイマー病を治すことができ
るのではないか、と考えられた。薬やワクチンが開発され、各
国で臨床試験が行われた。しかしアミロイドの除去はできても、
症状の改善はみられなかった。
ここ数年でこうした結果が明らかになり、落胆の末、研究者
の路線は分かれた。一つのグループはこう考える。アミロイド
の蓄積は、症状が現れる１５年から２０年も前に始まる。発症
の前から薬を投与すれば治るかもしれない。だから早期発見を図る。
別のグループは、アミロイドは治療の標的にはならず、別の標的「タウたんぱく質」を
狙うべきだ、と考える。性質が変わったタウが集まってかたまりを作ると神経細胞死を招
く。それを防ぐ候補物質について、臨床試験の準備が進む。
研究は分岐点に立っている。どの方向に進めば正解かは、まだ分からない。
■ハイテク診断
早期発見の技術は、ハイテク機器を利用して、着実に進歩している。国立長寿医療研究
センター（愛知県大府市）の中村昭範・脳機能診断研究室長は「脳をＰＥＴで断層撮影し、
アミロイドやタウの蓄積状況を知ることができるようになりました」と話す。ＰＥＴは素
粒子の一つである陽電子（ポジトロン）をつけた薬剤を注射し、それが出す放射線をとら
える装置だ。
研究には「脳磁図」も用いられる。１０００分の１秒単位で脳内の情報の流れをとらえ
る。ヘルメットのような計測器をかぶった被験者に特定の画像を見せたり、皮膚に触れた
りする。そのとき脳のどこがどのタイミングで活動しているかが分
かる。中村室長は「症状が現れていない段階でも、わずかな機能の
変化をとらえられる」と考える。
これらは実用になるのか。
「ＰＥＴは大がかりな設備が必要なので、
広く使うのは難しいかもしれない。血液検査で判定する方法の開発
も進んでいます」と中村室長。ただ早期に兆候が見つかっても、発
症の恐怖を感じながら、長い間薬を飲み続けなくてはならないかも
しれない。優れた治療薬と結びつかない限り、患者を救うのは難し
そうだ。
■糖尿病
認知症を減らすために、すぐできる方法がある。糖尿病対策だ。
糖尿病患者が認知症になる割合は、正常者の２〜４倍とされる。脳
内でインスリンが働かず高血糖が続くと、神経細胞が壊れやすくな
る仕組みがあるようだ。
羽生（はにゅう）春夫・東京医科大病院副院長は「糖尿病患者の
認知症には、典型的なアルツハイマー病とは少し違った病像がみら
れる。
『糖尿病型認知症』というものが存在するのでは」とみる。
「決定的な薬剤がない今、
現実的な方策として、糖尿病はじめ生活習慣病の予防と治療をすることが、認知症対策と
しても有効ではないか」と話している。

認知症の薬物療法 アルツハイマー病を根本的に治療する薬はない。しかしアルツハイ
マー病と診断されると、多くの場合薬が処方される。たとえば「アリセプト」だ。神経伝
達物質のアセチルコリンを脳内にとどめておく働きがある。それによって、病気の進行を
抑える効果が認められている。ただしすべての患者に効果があるわけではない。

災害時わが子どう守る？ 幼いほど周到準備を

中日新聞 2016 年 3 月 11 日

かもんまゆさん

災害が発生したとき、わが子をどう守るのか−。子連れの避難は想像以
上に大変で、避難所に着いても離乳食やおむつなどの品がすぐに手に入る
かどうか分からない。子が幼ければ母子だけで過ごす時間が長いことから、
関係者は「子どもの命を守れるママになるため、今から準備して」と訴え
る。
（白井康彦）
「子どもをいつも抱きかかえていることが、ママのモチベーション。この子を守りたい
という防災の意識につながります」
。幼い子どもがいる母親向けの防災講演を全国で行って
いる一般社団法人「スマートサバイバープロジェクト」
（東京）の「かもんまゆ」さん（４
６）は強調する。
東日本大震災後に、かもんさんは多くの被災した女性から聞き取り調査し、母子避難の
ノウハウや準備の方法を小冊子にまとめた経験がある。母子の災害対策として、かもんさ
んは次の点に注意を促している。
【大地震などの災害発生時】揺れを感じたら子どもの頭をガードして、倒れてくるもの
がない場所に素早く移動。揺れが収まったら、けがをしていないか確認し、避難路を確保
する。
【食べ物】離乳食が必要な子は、避難所に届かない事態を想定して、非常持ち出し袋に
なるべく多く用意しておく。自治体が準備している非常食は、お湯をかけて食べる乾燥米
であることが多く、食べられない子どももいる。その場合は事前に食べられるものを用意
しておく。
【トイレ】断水などで、避難所のトイレが使えない場合もある。市販の簡易トイレを事
前に用意する。それがなければ、バケツに黒いビニール袋を入れ、底に新聞紙や砂などを
敷いて簡易トイレを作ることもできる。
【家族との連絡】東日本大震災の時は携帯電話が通じにくくなり、家族と連絡が取れな
い人が続出した。携帯電話各社が非常時も使える災害用伝言板を準備しており、家族で通
信方法を習得しておく。
防災食を試食する防災ママカフェの参加者＝名古屋市中区で

【避難所】幼児には「避難所＝安全な場所」でない。
乳幼児世帯も特別扱いされず、子どもの夜泣きに周り
から苦情が出る場面もありえる。知らない子が泣くと、
うるさく感じてしまうもの。避難所を運営する町内会
の人たちと、普段から顔見知りになっておくと、いざ
というときにあやしてくれたりする。
【事前の備え】家族で地震発生から避難までの行動
をシミュレーションしておく。実際に非常持ち出し袋
を持って、子連れで避難所に指定された場所まで歩いてみる。家の耐震性をチェックする。
非常食 食べられるもの用意
今月２日、母子を対象にした体験型イベント「防災ママカフェ」が名古屋市中区で開か
れ、１〜２歳児の子とその母親１５組が参加した。
地震発生時の避難について注意することを学んだ後、防災食を試食。お湯を注いだ乾燥
米を「おいしい」とパクパク食べる子がいれば、母親が口に入れたら出してしまう子も。

主催した愛知県内のママサークル連合体「ママのホンネ研究所」のスタッフは「子ども
はまずいと思ったものは食べません。非常用の食べ物を用意しておくなら、子どもが食べ
るものかどうか事前に確かめておいて」と話した。

若者の生きる力育む 防災キャンプに手応え
秋田魁新報 2016 年 3 月 11 日
午後９時すぎ、真っ暗闇の体育館。スマートフォンの明かりを頼りに、学生たちが顔を
突き合わせた。「高齢者向け避難所はどの班が設営する？」「そっちでお願い。こっちは障
害者向けの対応をする」。声を掛け合い、素早く
行動に移った。
学生たちと炊き出しする及川さん（右）＝１月３１日

今年１月３０、３１日、秋田市の日赤秋田看護
大・秋田短大で行われた恒例の防災キャンプ。学
生５６人が大災害を想定し、避難所の運営や炊き
出しを体験した。停電を見込んで夜間は消灯し、
暖房もつけない。どの学生の表情も真剣だ。
防災キャンプの取り組みを始めた同短大助教
の及川真一さん（４１）＝社会福祉＝は、その様
子を静かに見詰めた。２０１４年６月の第１回以
来、キャンプは今回で８回目。
「学生たちは自ら考えて動けるように成長した。口を挟む必
要はほとんどなくなった」
。及川さんは自身の試みに手応えを感じ始めている。
５年前の震災発生当時は仙台市の専門学校教員だった。翌月から日赤秋田短大への転職
が決まっていた。同市の自宅で被災し、自宅は基礎が崩れて傾いた。津波に巻き込まれた
教え子が命を落とした。
ライフラインや物流の復旧見通しが立たない中、自宅の近所に呼び掛け、みんなで食料
を持ち寄ることを提案。地元の小中学生を集め、高齢者宅に水を届ける仕組みもつくった。
自身が中心となり、地域の力を集めて困難な時期をしのいだ。
そんな中で迎えた年度末。住民らは、及川さんとの別れを惜しんだ。被災地は物流がま
だ回復せず、混乱の中にあった。
「仙台に残るべきではないか」。後ろ髪を引かれる思いだ
った。
既に日常を取り戻していた秋田に移り、当たり前のように教壇に立つ自分に違和感を感
じた。秋田にいる意味は何だろう―。そう自問を続け、仕事を辞めることも考えた。
「胸に
重いものがずっと引っ掛かったままだった」
迷いながらも、被災地のために起こした行動から道が開けた。震災翌年にサマーキャン
プを企画し、被災地の小学生を招待。自然に親しむ中で救助法なども伝えた。楽しんで防
災を学ぶ子どもたちの姿が印象に残った。
「キャンプはライフラインを断った非日常。災害時に必要な知識や技術に通じるものが
ある。楽しみながら防災力を高められるのではないか」
。そう考えて始めたのが防災キャン
プだった。
自身の被災体験を踏まえ、キャンプには炊き出しから災害弱者への対応訓練など実践的
なメニューを入れた。学生には自身の経験も話して伝えた。回を重ねるごとに防災意識を
高めていく若者の姿が頼もしく思えた。机上よりも実践的な場でこそ、生きる力を身に付
けられると確信したという。
学生たちが踏んだプロセスを、より多くの市民にどう広げていくかが今後の課題だ。「新
しい防災教育の在り方を秋田から発信したい。試みはスタートラインについたばかり」。被
災体験を生かす道が見えてきた。

被災地の障害者支援へ 神戸で食品など販売

神戸新聞 2016 年 3 月 11 日

東北の障害者事業所の製品が並んだ会場＝神戸市中央区元町
通１

東日本大震災から５年となった１１日、被災地の
障害者を支援しようと、
「拡大版いちいちバザールｗ
ｉｔｈ南京町」が、神戸市中央区の南京町広場に設
けられた。岩手、宮城、福島県の障害者事業所から
製品を取り寄せ、販売。郷土色豊かな食品などが並
び、買い求める人たちでにぎわった。
中央区社会福祉協議会が主催。仙台名物・牛タン
のカレーや宮城の郷土食材のあぶらふ、マカロニの
ポン菓子、サケの皮で作ったしおりなどが並んだ。お菓子の詰め合わせを買った和歌山県
の男性（６７）は「大きなことはできないが、少しでも支援につながれば」と被災地に思
いを寄せた。

河北新報 2016 年 3 月 11 日

パン、雑貨…障害者の商品身近に
障害者が作った食品や雑貨を販売するマーケット

障害者が作った食品や雑貨を販売する「ｉｒ
ｏ－ｉｒｏ（いろいろ）マーケット」が、仙台
市泉区のセルバで開かれている。働く障害者を
支援するＮＰＯ法人みやぎセルプ協働受注セ
ンター（仙台市）がセルバと初めて実施。１３
日まで。
買い物客が行き交う２階センターコートに、
県内１７の通所施設の利用者が作ったパンや
菓子といった食品、手ぬぐい、織物などの雑貨
が並ぶ。マーケットは障害者と来店客との交流の場との位置付けで、ＮＰＯ法人の担当者
は「障害者が作った商品を身近に感じてほしい」とアピール。今後も開催を検討する。
法人が、出店者と商業施設の橋渡し役をしているトランスポート仙台（仙台市）に仲介
を依頼して実現。センターコートの新たな活用策を模索していたセルバの落合孝夫総括支
配人は「地域の商業施設は商品販売だけではなく、交流する場の機能が求められている」
と開催意義を語る。

バリアフリー露天風呂完成

浜坂温泉保養荘

日本海新聞 2016 年 3 月 12 日

身体障害者や高齢者が安心してくつろげる露天風呂「観音
の湯」＝１１日、新温泉町浜坂の浜坂温泉保養荘

兵庫県社会福祉事業団の宿泊施設「浜坂温泉保養
荘」
（新温泉町浜坂）にバリアフリーの露天風呂「観
音の湯」が新設され、１４日から営業する。身体障
害者や高齢者への配慮を随所に施し、眼前に広がる
浜坂の町並みが楽しめる。
露天風呂は、車椅子に乗ったまま利用できるよう
に動線の段差を解消し、スロープで従来の大浴場と結んだ。幅広で出っ張りのある浴槽の
縁にはゆったりと腰掛けられ、手で体を支えやすくしてある。床面の御影石には転倒防止
のざらつき加工を施した。
泉質は、大浴場と同じナトリウム・カルシウム塩化物泉。時間を区切って男女の利用を
入れ替える。浴場の利用は、宿泊者と同施設の昼食利用者に限る。

同施設は１９８３年に開業した。地元や京阪神からの観光客など年間１万２千人程度が
利用する。奥正樹支配人は「これまで露天風呂に入れなかった方々にもくつろいでいただ
きたい」と利用を呼び掛けている。

障害児の生活スキル向上へ１２日に説明会 瀬戸の「ジョブ・ルーツ」
中日新聞 2016 年 3 月 12 日
「ジョブ・スクール」で職員（右）の指導を受け値札の仕
分けの練習をする子どもたち＝瀬戸市效範町で

知的障害や、発達障害がある子どもたちの生活
スキル向上を支援する放課後等デイサービス「ジ
ョブ・ルーツ」が、瀬戸市效範（こうはん）町に
オープンする。十二日午前十時から、同じビルに
ある放課後等デイサービス「ジョブ・スクール」
で説明会を開く。
瀬戸市と尾張旭市で障害者の就労移行支援事業
所を運営している会社「ジョブウェル」が立ち上
げる。
二〇一四年に開設した「ジョブ・スクール」では、実際の仕事内容と似た作業をし、ビ
ジネスマナーを教えて中学・高校生の就労準備を支援してきた。
しかし就職先の企業から、勤務記録を付けるためのパソコン操作ができなかったり、作
業用エプロンのひもが結べなかったりと、作業以外の技術が習得できていないという相談
が寄せられていた。
さらに、これまで対象外だった小学生の子どもを持つ親からも、「小学生だがスクールに
通わせたい」という要望が多かった。
そこでジョブ・ルーツでは、対象学年を小学四年生から高校生までに拡大。リボンの結
び方やパソコン操作、服のたたみ方など、日常生活に必要な技術を養うカリキュラムを取
り入れる。スポーツの時間も設け、集団行動を学んでもらう。
ジョブ・ルーツの大沢のぶ子所長（４２）は「業務内容以外のことでつまずいてストレ
スがたまったり、仕事を辞めたりしてしまう人もいる。生活スキルを幼いうちから習得し
て、生き抜く力を養いたい」と話した。
活動日は月曜から土曜。一日あたりの定員は十人までとする。利用料金は所得に応じた
負担となる。瀬戸市と尾張旭市在住者と、長久手市の中学生は車の送迎もある。四月二日
には内覧会も開く。
（問）ジョブ・ルーツ＝０５６１（５６）１４１４ （堀井聡子）

電話が通じたと思ったら、自動音声案内が流れてげっそりすることがある…
西日本新聞 2016 年 03 月 12 日
電話が通じたと思ったら、自動音声案内が流れてげっそりすることがある。回りくどい
説明の後、○○の方は「１」を、△△の方は「２」のボタンを押してください…
▼「助けて」
。さんざん迷い、勇気を出してやっと押した番号から、聞こえてくるのが無機
質な音声ならばどうだろう。それも延々とボタン操作を求められたら。社会から突き放さ
れたように感じないか。絶望が深まることはないか▼児童相談所の全国共通ダイヤル「１
８９」
。最寄りの相談窓口につながり、児童虐待の通報や相談を受け付ける。２００９年に
始まった時は１０桁だった。昨年７月から３桁に。子どもを虐待から救うには一刻も早い
発見と対応が肝心だからだ▼１８９は語呂合わせで「いち早く」の願いが込められた。だ
が、実際はうまく機能していないという。理由は音声案内の長さと操作の煩雑さ。携帯電
話からだと、最初に郵便番号の入力から求められる。担当者につながるまで約２分かかる

ことも。通話料金も必要だ▼そのため１８９にかけても途中であきらめる人が多い。本紙
調べでは、福岡県内では約７割が児相につながる前に電話を切ってしまった▼電話一本で
救える命もあろう。塩崎恭久厚生労働相は１８９を「使い勝手のいいもの」に改める考え
を示した。せっかく仏をつくったのだから魂も入れてほしい。この瞬間にも、助けを待っ
ている子どもたちのために。

社説 「保育園落ちた」 親の怒り、政治を動かす
毎日新聞 2016 年 3 月 12 日
「保育園落ちた日本死ね！！！」という匿名のブログがきっかけで、政府は待機児童の
緊急対策に乗り出した。国会で質問された安倍晋三首相は「匿名なので確かめようがない」
と素っ気なかったが、保育所の見つからない親たちの怒りが噴出し、姿勢を修正した。
子育て支援に５０００億円の財源を投じて取り組んでいる首相からすれば「こんなにや
っているのに」との思いがあったのだろう。しかし、都市部の保育所不足は深刻だ。
「１億
総活躍」
「女性が活躍する社会」を掲げるのであれば、もっと謙虚に親の怒りを受け止める
べきだ。
保育園増設を求める約２万７０００人分の署名を塩崎恭久厚生労働相に提出した東京都
内の女性は、育休を延長して１歳２カ月の長男の保育所を探したが見つからず、夫と別居
して千葉県松戸市の実家に移り、同市内の保育所を利用しながら１時間半かけて職場に通
うという。
首都圏の自治体に住む自営業の男性は１歳３カ月の長男を預けようとしたが認可保育所
に落とされた。認可外保育所は１３カ所申し込んだが全部ダメだった。仕方がないので一
時預かりの保育所を日替わりで利用するか、非常勤職員の妻が仕事をやめて保育所に空き
が出るのを待つしかないと考えている。
ところが、自治体の基準ではいずれの場合も「待機児童」から外されることがわかった。
もともと認可保育所は夫婦ともフルタイムで働く正社員の０歳児が優先され、翌年はその
子たちが１歳児の定員を埋めるため、新規で申し込む１歳児にはほとんど枠がないことも
知った。
「福祉から見捨てられた。
『日本死ね』の心境はよくわかる」と男性は嘆く。
政府は２０１７年度末までに５０万人分の保育の受け皿を整備する方針だが、非正規の
夫婦共働きが増え、保育ニーズの高まりに追いつかないのが現状だ。首都圏では騒音や送
迎による渋滞を理由に保育所設置への近隣住民の反対運動もある。地価が高く、認可保育
所に必要な園庭の確保も難しい。賃金が低い割に仕事がきついため保育士の不足も深刻だ。
スウェーデンでは保育所への申し込みがあると自治体に保育所確保の義務が課せられる
ため「待機児童」の概念がない。消費税２５％で福祉の財源は潤沢と見られているが、高
齢者の年金の支給水準を下げ、医療費抑制のため受診を制限するなどして次世代の育成を
優先している。
低所得の高齢者へ総額３９００億円の給付金を配る安倍政権である。待機児童対策でや
れることはもっとあるはずだ。安心して子供を産み、働けるようにしなければ、この国の
未来はない。

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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