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熊本の福祉避難所、人手足りず受け入れ限定的

朝日新聞 2016 年 4 月 25 日

一部の建物にひびが入るなどしたため食堂で約８
０人が過ごす特別養護老人ホーム＝１９日、熊本県
西原村、畑宗太郎撮影

熊本県などでの一連の地震で、一般の避難
所での生活が難しい高齢者や障害者ら災害弱
者を受け入れる「福祉避難所」が大幅に不足
している。支え手をうまく確保できず、事前に自治体と結んでいた協定が生かされていな
い形だ。
■介助の家族も一緒に避難生活
今回の震災で福祉避難所の一つになったのが、知的障害者ら約１３０人が入所する熊本
市東区の福祉施設。介助する家族も一緒に避難生活を送っている。
地震を受けて入所したのは避難者４組の９人（２４日時点）。足が不自由な小学生の長男
と入ったウェブデザイナーの財津友子さん（４８）は「この子から長い間目を離すのは心
配。避難所で食事をもらうため何時間も並べない。入れてもらえてありがたい」と話す。
一方で、この施設はトイレ介助が必要な全盲の夫婦ら３組の受け入れ要請を断った。介
助に特化した職員を配置するのが難しいためだ。施設は停電や断水に見舞われ、職員も被
災。施設長の男性は「困っている人たちを受け入れたいが、人材が不足している中、災害
に備えて職員配置にゆとりを持つのは難しい」と打ち明ける。
熊本市は２０１２年の九州北部豪雨の後、災害時に福祉避難所を設置する協定を１７６
の福祉施設などと結び、最大で１７００人を受け入れてもらえるようにしていた。
だが、２４日現在で開設しているのは３４カ所（１０４人入所）にとどまる。避難所を
巡回する保健師が必要だと判断すれば、市が施設と交渉して受け入れてもらっているが、
必要な介助が受けられる施設が近くにないといった理由で約３０人が調整待ちだ。
■施設も被災、食堂に８０人
熊本県西原村の特別養護老人ホームでは受け入れが最大となっていた１９日、食堂に置
かれたベッドやマットに高齢者約８０人が横になっていた。村で唯一、福祉避難所になる
協定を結んでいたが、１５日に５人を受け入れた後は要請を断っている。責任者の看護師
は「本来の入所者の世話ができなければ、二次災害が起きてしまう」と話す。

実際は、自治体を通さず近くの福祉施設に避難する人や、受け入れている施設も多い。
益城町の居宅介護事業所「あんず」は福祉避難所ではないが、地域の高齢者を自主的に受
け、今も通常の宿泊定員９人を上回る１６人が滞在する。
ただ、避難所の扱いでないため支援の手は届きにくく、職員が朝晩、車で水をくみに行
く。体調を壊す職員も出ており、管理者の長井伸一さん（４５）は「いつまで持つか。先
が見えない」と心配する。
こうした中で、熊本市は福祉避難所のボランティアの募集を始め、２４日までに１２０
人の申し込みがあった。希望があった約３０施設の一部で約４０人が活動を始めていると
いう。
福祉避難所 民間の高齢者・障害者施設と市町村が協定を結び、指定されるケースが多
い。要した費用は災害救助法に基づき国庫負担される。内閣府によると、阪神大震災をき
っかけに必要性が指摘され、全国で事前指定が進められている。２０１４年１０月時点で
７６４７施設（７９１自治体）が指定された。

中南米中心に流行のジカ熱…五輪控え感染飛び火警戒

読売新聞 2016 年 4 月 25 日

中南米を中心に流行しているジカウイルス感染症（ジカ熱）。
ブラジルでは、頭の小さい小頭症児の出産が増え、ジカ熱が原因と考えられている。今
夏、リオデジャネイロ五輪・パラリンピックがブラジルで開催され、流行地域との往来も
増えるだけに、注意が必要だ。
ジカ熱はジカウイルスを持った蚊に刺されることなどで感染する。約７０年前にアフリ
カでウイルスが発見され、太平洋の熱帯の島々などに広がった。世界保健機関（ＷＨＯ）
は今年２月、
「国際的な公衆衛生上の緊急事態」を宣言。国内でも２月以降、中南米に滞在
歴のある４人で、感染が確認された。これまで、海外で感染した人から別の人への二次感
染は起きていないが、蚊が活動を始める５月以降は警戒が必要だ。
ジカ熱の潜伏期間は２～１２日。症状は、同じように蚊でうつるデング熱やチクングニ
ア熱と似ているが、それらより軽く、通常は１週間ほどで治る。症状が出ない人も８割い
る。ただ、症状の有無にかかわらず、感染から約２週間は血液中にウイルスが残る。ウイ
ルスを運ぶヒトスジシマカは、日本でも秋田、岩手両県以南に生息する。この間に蚊に刺
されると、二次感染につながる恐れがある。

国立国際医療研究センター医師の 忽那 賢志さんは「症状自体は軽く、過度に恐れる必
要はない。国内で妊婦に広がらないよう二次感染の防止が重要」と指摘する。
厚生労働省は、妊婦に対して流行地域への渡航を控えるよう求めている。また、渡航者
に長袖・長ズボンを着用して肌の露出を抑え、蚊よけスプレーを使用するなど、蚊に刺さ
れないよう注意を呼びかけている。
神奈川県衛生研究所長の高崎智彦さんは「流行地域に行く人は滞在中だけでなく、帰国
後も２週間ほどは、蚊に刺されないようにしてほしい」と話す。
また、ジカ熱は性交渉によっても感染する。精液中のウイルスは、血液中より長く残る
可能性がある。厚労省は、流行地域から帰国した男性は最低４週間は性交渉を控えるか、
コンドームの使用を勧めている。
二次感染こうなる？
関東在住の男性Ａさんは、微熱と関節の痛みを覚え、目の充血と体中に赤い発疹が現れ
たため、病院を受診した。最近海外に行ったことはなかった。１週間ほど前、近くの公園
で日課のジョギング中、蚊に刺されていた。この数日前、中南米から帰国した男性Ｂさん
もこの公園を訪れていた。Ａさんは数日で回復したが、Ｂさんの妻のＣさんも同じ症状が
表れた。Ａさん、Ｂさん、Ｃさんの血液からはジカウイルスが見つかった。
妊婦は特に注意 小頭症の原因
米疾病対策センター（ＣＤＣ）は今月１３日、
「ジカ熱の感染が小頭症の原因と結論でき
る」と発表した。
小頭症の子どもは、症状の程度に幅はあるが、知的障害や視覚、聴力などの障害が表れ
る。足や関節の変形を合併することもある。日本での発症率は１万人に１人程度だが、ブ
ラジルでは昨年以降、小頭症児が急増している。
ジカ熱感染の妊婦の３割で胎児に異常があったという研究報告がある。ジカウイルスが
脳の神経の元になる細胞を破壊するという実験結果も報告されている。
また、急激な筋力低下やまひを引き起こすギラン・バレー症候群も、ジカ熱の感染との
関連が指摘されており、注意が必要だ。
（原隆也）

（フォーラム）養育費と親権 子どもと貧困
朝日新聞 2016 年 4 月 25 日
母子家庭の貧困の一因として養育費の不払い問題を考えてきました。不払いの理由に単
独親権を挙げる投稿がありました。今回は離婚後の共同親権の導入をどう考えるか、賛成、
反対の論者に聞きました。
■別居親の自覚促せ 早稲田大教授（家族法）
・棚村政行さん
離婚後も親子であることに変わりはありません。親の都合ではなく、
「子どもの権利」が守られる養育のしくみと法律が必要です。
離婚後、子どもが貧困にさらされないようにするためにも、親権は両
者が維持し、別居親にも子育ての責任の自覚を促すべきだと思います。
「共同」と言っても、みんなが子にかかわる時間を半々にするのでは
ありません。離婚時に養育費や面会交流を取り決め、進学や医療などの
主要な決定には別居親が関わる。欧米の中には、合意できない場合、どちらに優先権があ
るのかを決める国もあります。裁判所に離婚を届け出るので、ＤＶがあったり、両親の争
いが深刻だったりするケースは、面会交流などの際に様々な支援を受けられるシステムに
なっています。
そもそも共同親権の議論は、米国で１９７０年代に起きた「離婚後も子育てに参加した
い」と願うお父さんたちの権利運動がきっかけでした。その後「子どもの権利」意識の浸
透とともに、英、米、仏、独などで導入されました。
オーストラリアでは、養育時間も半分半分という大胆な法改正もありました。結果はＤ
Ｖや虐待被害が顕在化し、２０１１年には揺り戻しの法改正もあった。だから、共同親権

は、導入すれば子が幸せな状況に近づくという魔法の制度ではありません。
各国は「子の権利」を軸に試行錯誤を重ねています。父とも母ともできるだけ関わりを
持って育つ方が、子どもの育ちにとっては良い。離婚後も関わって「共同親権」で育てる
ことができる人たちにはその選択肢を与え、子どもの権利を守るという軸はぶれていない。
日本もそうあるべきだと思います。
諸外国は裁判所が離婚を判断し、許可します。夫婦で共同親権の協議ができるケース、
協議ができずに調停が必要なケース、争いが深刻で裁判で決めなければならないケースの
三つに仕分けをしています。私は、日本では、自治体にその機能を持たせるのがより現実
的な選択だと思います。調停や裁判まで持ち込まれる場合には、専門家が関わる。そこで
子どもの意見を客観的にくみ取る仕組みを整備することも大切です。
■責任の所在明確に 弁護士・長谷川京子さん
子育ては、成長する子どもの途
切れないニーズに、特定の大人が
生活を共にし、応える営みです。
いまの法律は、この責任を果たせ
る人を「親権者」と定め、子ども
のための権限を託しています。責
任を持つ人が権限を行使してこそ、
適正な親権行使ができると思いま
す。
共同親権を導入すると、子育て
の責任を負わない別居親に、１人
でその責任を果たしている同居親
と同じ権限を与えることになりま
す。もし、別居親が同居親の子育
て方針に反対を乱発したら、子育
ては行き詰まり、子どもの福祉を
損ねます。対立するたびに裁判所
の判断を仰ぐなら、生活と子育て
を１人で担う同居親の負担は、時
間、金銭、心理的ストレスの面で
途方もなく大きくなります。それ
は経済的、社会的、時間的に追い
詰められがちなひとり親から、子
育てに必要なゆとりを奪います。
そういう影響は司法の体制改善な
どで乗り越えられるものではあり
ません。
父母の争いが激しかったり、Ｄ
Ｖや虐待があったりした家庭では、
子どもの知的・心理的発達が害さ
れることが研究で知られています。
共同親権のもと、別居親と同居親
が子育てで対立すれば、親権行使
は新たな争いの舞台になり、子ど
もは巻き込まれ続けます。
また併せて語られることもある
共同養育では、別居する父母の間を子どもが行き来して生活することになります。子ども

は、父母どちらの家でも根を張ることができません。乳幼児なら愛着形成が阻害される懸
念も生じます。そのうえ、双方の親が子どもと暮らす建前なので、収入の少ない親に支払
う養育費は減額されます。養育費をもっと減らしたい親からの養育時間の拡大要求が激し
くなり、裁判紛争が増えます。
離婚後も夫婦で話し合える人たちは、親権制度にかかわらず子育てに協力している。親
権をめぐる法律は、それができない人の間で、子どもの安全や福祉を守るための制度です。
共同親権・養育制度は、ＤＶ虐待や際限ない紛争からの、親子の逃げ道を絶つ仕組みにな
ってしまう。養育費を減らし貧困の解消にも逆行する。紛争の現実を見ないで親権の共同
化に進むのは危険です。
■まず子どもの意思尊重して 小児精神科医・田中哲さん
どうしたら子どもの本音をくみとれるのでしょう。親権を巡って両親が裁判で争った子
どもの診察をし、意見書も書く小児精神科医の田中哲さん（６２）に聞きました。
父親も母親も「子どもは絶対に自分と暮らした方が幸せだ」という結論ありきで、エゴ
を感じることが多いです。子どもは、子どもなりの意見を持っています。
大人が子どもの意思を聞く時に大切なことは、子どもが、より多くの視点から考えをま
とめているか、いっときの思いだけで決めていないかについて気を配ることです。
５歳の子でも、「父か母かどっち？」という選択肢だけでなく、「本当は別々には暮らし
たくない」という選択も入れてまず聞いてみます。選択によるメリットやデメリットも易
しく説明すると、子どもは迷いをみせます。その気持ちの揺れを受け止めながら、子ども
のテンポで接し続ければ、
「本当の気持ちはどっちにも言ってないよ」と、本音を話し始め
てくれることがあります。
医療の現場では、１６歳未満の子どもの最終的な治療方針は親が決めます。「子どもは導
くべき存在で、親なら最善の選択ができる」という考えが多くの人にはあります。そこか
ら離れ、子どもの立場に立った仕組み、発想に変われるか。司法も含め、様々な分野で取
り組むべきことだと思います。
大人は、自分の感情やエゴを一度横に置き、真摯（しんし）に子どもたちの声に耳を傾
けて欲しいです。
■養育費巡る法整備を求める声
各国の養育費制度を紹介したところ、法整備を求める意見が届きました。広島の女性（４
７）は「夫が送金マシンと感じることがある」と言います。前妻との子どもに十数年間、
多い時で年収の約３分の１を払ったが、一度も会えず、数年に１度メールで１、２行の報
告があるだけ。
「離婚が増えているのに現状に適した税制がない」として、所得控除といっ
た税制面の優遇措置を設けるなど、養育費の支払い促進につなげる政策が必要だと指摘し
ています。
神奈川の男性（６４）は「日本の算定表は額に幅があり、物価や給与などの変化が１０
年以上反映されていない」と、ドイツのように養育費の額を省令で定めるよう提案します。
面会交流との関連について、札幌市子どもの権利条例市民会議の佐々木一代表は「養育
費と必ずしもセットではない」。払っていて面会できないなら、その背景の吟味が必要で、
「養育費は親の義務だが、面会交流は子どもの権利。子どもの最善の利益を考えるべきだ」
と言います。
＜養育費の額どう決まる？＞ 日本では法律や省令の定めはなく、目安として使われて
いるのが養育費算定表です＝図。東京と大阪の裁判官らによる研究会が２００３年に発表
しました。それぞれの親の年収が交差する部分が支払額の目安。最終額は当事者の合意で
決めます。
米国の親権に詳しい京都産業大の山口亮子教授（家族法）によると、米国では、離婚時
に両親が養育計画を作成。養育費、面会交流の頻度、平日と週末の子の養育者、子の受け
渡し日時や場所などについて、数年先まで一定のルールを決めます。
親の義務を明確にするため、１９７５年に強制力のある養育費制度を創設。実務は司法

と行政が担っています。額の算定は州ごとに決められ、ネットで無料で計算できます。主
な算定方式は図の２種類です。
◇子どもの貧困と親権のありよう。複雑で難しい問題で簡単に答えはでません。私自身
は、離婚後に双方の親が共に望む場合は、共同親権も選択できる道を作るのが良いと思い
ます。もちろん、双方の親が真に対等に話せるためには、養育費徴収制度、面会交流支援
の充実、ＤＶ被害者への支援など、取り組まなくてはならないことが多くあります。子ど
もの立場に立った制度になるよう、当事者以外ももっと議論に加わり、冷静に模索するこ
とが大切だと思います。
（山内深紗子）
◆山内と中塚久美子、丑田滋が担当しました。

病気の子ども預かりケア 被災地に保育室設置

河北新報 2016 年 4 月 25 日

25 日開設された「じょっこおながわ」

宮城県女川町地域医療センターは本年度、病
児病後児保育室「じょっこおながわ」を開設し
た。仕事を休めない保護者らに代わって病気の
子どもを預かり、体と心をケアする。子どもの
成長や発達をサポートし、保護者の子育てと就
労の両立を支援する。利用には登録が必要。５
月２日から子どもを受け入れる。
保育室は、医療センターに隣接する町地域福
祉センター２階に設置。総床面積約５６０平方
メートル。乳幼児のプレイコーナーをはじめ、
食事スペースや本棚がある保育室、静養室、隔
離室、トイレ、風呂を備える。
利用条件は（１）子どもが病気中や回復期にあり、集団保育が困難（２）保護者の勤務
などの事情で家庭での保育が難しい－など。
預かる対象は町内の子どものほか、町外から町内の保育所や小学校へ通う子ども、町内
で働く保護者の子どもらで、０歳～おおむね小学３年。保育士２人と看護師１人がケアし、
育児の悩み相談にも応じる。
平日の午前７時半～午後６時半に開設され、１日当たりの定員は６人。料金は時間帯や
生活保護受給の有無などに応じて異なる。
町は東日本大震災で大きな被害を受けた。震災前は病気中の子どもの面倒を見てくれた
祖父母が亡くなるなど、子育て環境が変化した家庭が少なくない。
医療センターは昨年１月、保護者約７０人にアンケートを実施。病児病後児保育室の利
用希望者が６割に上り、理由に「仕事を休めない」
「子どもを見る人がいない」などの声が
あった。
保育室長を担う医療センターの今野友貴医師は「女川の宝である子どもをケアするとと
もに、子育てに関わる全ての人が誰でも気軽に利用できる憩いの場にしたい」と話す。
既に町民ら２０人以上が利用登録した。オープンイベントが３０日午前１０時～午後４
時にあり、施設見学や事業内容の説明、保育士の紹介などがある。
連絡先はじょっこおながわ０２２５（５３）５５１１。

公設児童クラブ１０カ所増

待機児童解消目標 鹿児島市

南日本新聞 2016 年 4 月 25 日
鹿児島市は４月から、放課後児童クラブを新たに１０カ所設置し、計１１３カ所となっ
た。市が補助を出す民間の児童クラブは６月までに５カ所増え、計１９カ所になる予定。

共働きの増加などでニーズは増え続けており、市は１９年度までの待機児童解消を掲げて
いる。
地域住民も参加した生見児童クラブ開所式＝鹿児島市喜
入生見の生見小学校

市こども政策課によると、申し込んでも空きが
なく利用できない、待機児童は市内に２５５人い
る（２０１５年８月１日現在）。１５年４月の改
正児童福祉法施行で、これまで小学３年生までだ
った対象年齢が全学年に拡大、待機児童数も大幅
に増えた。
喜入生見町の生見小学校には４月、初の児童ク
ラブが開所した。６日に開所式があり、６年生の
中浜佑菜さんは「今まで１人で留守番をしたり、おばあちゃんの家で過ごしたりしていた。
みんなと一緒に宿題ができて楽しい」と喜んだ。５年生と１年生の子どもを通わせる鶴田
まゆさん（３２）も「仕事を辞めることも考えていた。安心して働ける。ありがたい」と
笑顔を見せた。

平野区 ひらの青春生活応援事業

大阪日日新聞 2016 年 4 月 24 日

高校生の正規雇用促進 事業のＰＲのため学生服姿の
同区マスコットキャラクターのひらちゃん

将来、生活困窮状態に陥らないために、高校
生が学校生活に定着して卒業できるようサポ
ートする「ひらの青春生活応援事業」を、本年
度からスタートする。一人一人に合わせた支援
計画を立てるのが特徴で、５月から本格的に始
める予定。
非正規雇用と正規雇用で収入に格差がある
現状を踏まえ、区内に住む高校生が中退せずに
卒業して正規雇用される可能性を高めるのを
狙いに、本年度予算に事業費約８００万円を計
上。１０代後半の若者支援を続ける一般社団法人「ｏｆｆｉｃｅドーナツトーク」に事業
委託した。
事業は、生活困窮者自立支援相談機関「くらしサポートセンター平野」や高校、福祉機
関で事業内容を説明し、生徒と保護者の同意の下、利用の申し込みを受ける仕組み。面談
して学校に行くことができなくなる要因を調査し、区内の福祉・教育機関と連携して個別
に包括的な支援策をつくる。
事業を担当する保健福祉課は「将来の困窮状態を避け、子どもが育てられるような基盤
をつくりたい。関係機関で役割分担し、面で支援をしてく」と話している。

障害者アスリートの支援任せて ボランティアが研修
岩手日報 2016 年 4 月 25 日
国体総合開・閉会式の配置を確認する情報支援ボランティアのﾒﾝﾊﾞｰ

岩手国体・全国障害者スポーツ大会の情報支援ボランティ
ア会場別研修は２４日、国体総合開・閉会式担当を皮切りに
始まった。北上市の北上総合運動公園に手話や要約筆記など
を担う約１００人が集まり、本番の活動内容、配置場所、来
場者の動線などを確認した。

メンバーは昨年度まで手話の基本を学んできた。同日は、おもてなしや案内で必要とな
る表現など実技面も再点検し、県聴覚障害者協会の石川隆会長は「会場での研修でいよい
よという感じだ。東日本大震災からの復興を伝えることにも力を入れたい」と意気込みを
新たにした。
会場別研修は障スポ大会正式競技会場となる北上、盛岡、花巻、奥州、一関、雫石の６
市町で５月２２日まで計１３回行う。

熊本日日新聞 2016 年 04 月 24 日
大きな余震が今も続いている熊
本地震。熊本大耳鼻咽喉科・頭頸
部［けいぶ］外科特任助教の三輪
徹医師（３５）は、実際には余震
が起きていないのに、体がぐらぐ
らと揺れているように感じる「地
震後めまい症候群」に気を付ける
よう呼び掛けている。
同症候群は「地震酔い」とも呼
ばれ、乗り物酔いや、ジェットコ
ースターに乗った後に感じるふら
つきと似た症状。三輪医師による
と、東日本大震災でも多くの被災
者を悩ませ、５０～７０代の女性
や女子小学生に多く報告されてい
るという。
まだ解明されていない部分が多
いが、原因は「また余震が起きる
のでは」という不安や自律神経の
乱れで、内耳の機能低下も考えら
れるという。平衡感覚をつかさど
る器官の中にあり、揺れや加速度
を感知する耳石がダメージを受け、
めまいを引き起こす。
症状を改善するには、ある一点
をじっと見つめて「揺れていない」
としっかり認識すること。指をゆっくり左右に動かし、頭は動かさず目だけで追うことも
効果的だ。三輪医師は「私自身も被災し、免震構造の高層ビルと地面では揺れ方が違うと
感じた。被災した場所によっても症状の表れ方が違う可能性がある。めまいや吐き気が長
く続くようなら、早めに医療機関を受診してほしい」と話している。
（清島理紗）
「地震酔い」に気を付けて

余震ないのにめまい

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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