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相模原殺傷 入所者３３人、別施設に移動
読売新聞 2016 年 09 月 01 日
相模原市緑区の知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」の殺傷事件を受け、園の体育
館などで避難生活をしていた入所者３３人が３１日、県内の別の施設に移動した。職員約
３５人も合わせて移った。県保健福祉局が発表した。入所者の生活環境の改善が目的で、
期間は未定としている。
県によると、園から移ったのは体育館などにいた男性２５人と、定員超過状態の居室で
暮らしていた女性８人。これで体育館で生活する入所者はいなくなったという。移動先の
施設は定員約４０人の大きさ。
県は、移動場所や施設の形態を公表していない。理由について「公表した時の影響を考
えての対応。入所者に一日も早く平穏な日常と自由な生活を取り戻してほしい」と説明し
た。

「がんばってください」で被災者は元気になったのか――東日本大震災の内陸部被災者に
対する「精神的な励まし」のネガティブな効果
塩谷芳也 / 社会学
シノドスジャーナル 2016 年 9 月 1 日
相手のために良かれと思ってしたことが、かえって相手を困らせてしまう。皮肉な事態
であるが、このような事態が東日本大震災下の状況で発生していたのではないかというの
が本稿のテーマである。
「がんばってください」といった精神的な励ましは、その意図に反して一部の被災者の
メンタルヘルスを悪化させた可能性があり、その背景には被災者が抱える「震災をめぐる
アイデンティティ」の問題があったことを議論する。
被災者に対する励ましへの違和感
この研究のきっかけは筆者自身の被災体験である。東日本大震災の発生当時、筆者は東
北大学に所属しており、仙台駅から北東に 2 キロほど離れた場所に住んでいた。津波の被
害はなく、自宅も無事であったが、内陸部に居住する一人の軽度被災者として、ライフラ
インや職場が機能停止するなかで、不便かつ不安な日々を過ごしていた。
大学からは 5 月 1 日まで自宅待機するように指示が出ていたので、食料の調達に出かけ
る他は、自宅でテレビを見ていることが多かった。企業が CM を自粛した代わりに、公益
社団法人 AC ジャパンによる映像が繰り返し放送されていた。内容は様々であったが、被災
者への励ましと思えるようなメッセージを発信するものもあり、何とも言えない違和感を
覚えたのであった。腹が立つわけでもなく、悲しいわけでもない。ただ、かすかな不快感
があった。
なぜ不快に感じるのか。被災者支援の文脈において、何か重要なことが見過ごされてい
るのではないだろうか。このように考えた筆者は、自身の違和感の理由を明らかにするた
め、この課題を追求することにした。
相手のために良かれと思って何かをする。このような行為は「ソーシャル・サポート」

と呼ばれている。ソーシャル・サポートは、心理学をはじめとして、社会学や人類学、疫
学、精神医学など多様な背景を持って登場してきた概念である。ソーシャル・サポートに
関する研究は「日常的な対人関係は心身の健康に望ましい効果をもたらすだろう」という
期待に基づいて開始され、実際にその証拠を示す研究が積み重ねられてきた。
しかし、ソーシャル・サポートが常に望ましい効果をもたらすわけではない。筆者が文
献を調査したところ、少数ながらソーシャル・サポートのネガティブな効果に言及する研
究もあった。
たとえば、交通事故で家族を亡くした人びとが「アドバイスを与える」、「回復を奨励す
る」といったサポートを有益でないとみなす一方で、当事者ではない人びとの中には、そ
のようなサポートを「自分が行うと思われる行動」に挙げる人びともいるなど、サポート
の送り手と受け手の認識にはギャップがあることを示す研究があった。
さらに別の研究では、むやみな励ましがサポートの受け手に「問題を過小評価されてい
る」という感覚をもたらし、サポートが無力化・有害化する可能性が指摘されていた。
どうやら、筆者の感じた「違和感」にも何らかの根拠があるようである。東日本大震災
の発生以降、被災者に対して様々な支援が行われてきたが、上記のような議論を踏まえる
と、すべての支援が望ましい効果をもたらしたかどうかは疑問である。
後述するように、ソーシャル・サポートはいくつかの種類に分類できるが、中には有害
な影響を及ぼしたサポートが存在するかもしれない。また、一口に「被災者」と言っても
被災の実態は一様ではない。被災の種類の違いによってソーシャル・サポートの効果に差
異が生じた可能性もある。
重要な点は、東日本大震災においては、津波の被害を受けたか否かによって質的に異な
る 2 種類の被災者が発生したことである。1 つは「沿岸部被災者」である。彼らは住居が海
岸の近辺にあったため津波の被害に遭った。居住家屋が流されるなど、生活基盤は壊滅的
な打撃を受けた。住み慣れた地域は瓦礫で埋め尽くされ、以前の風景は失われてしまった。
「沿岸部被災者」はメディアで取り上げられてきた典型的な被災者像と一致するタイプの
被災者である。
もう 1 つは「内陸部被災者」である。彼らの住居は海岸から離れていたため津波の被害
を免れた。居住家屋の被害はまったく無いか、あったとしても軽微であり、震災発生から
数ヶ月後には日常生活を取り戻していた。街の風景にも大きな変化はなかった。
しかし、
「内陸部被災者」も被災者であることに変わりはない。なぜなら、3 月 11 日の震
災発生によって日常が一変し、突如として水や食料、燃料の不足に困窮する日々を送るこ
とになったからである。社会生活の基礎である職場や学校に通うことはできず、日常の人
間関係から疎外された状態で、頻発する余震に怯え、東北の寒さに耐えながら日々を過ご
していた。スーパーの行列に何時間も並ぶなど、食料等の生活物資を自ら確保しなければ
ならなかった。
このような「内陸部被災者」の実態に関する報道は乏しかったため、その存在はあまり
知られていないが、東北地方には「内陸部被災者」が数多く存在していた。
「沿岸部被災者」
と「内陸部被災者」の差異を考慮すると、同じソーシャル・サポートであっても、その効
果が異なる可能性がある。
以上の点を踏まえて、解明すべき問いとしての「リサーチ・クエスチョン」を設定する。
本研究のリサーチ・クエスチョンは以下の 3 つである。
（１）東日本大震災の被災者に対するソーシャル・サポートの提供は、常に望ましい効
果をもたらしたのか
（２）望ましくない効果をもたらしたサポートがあったとすれば、それは一体、どのよう
なサポートであり、どのような被災者に対して望ましくない効果をもたらしたのか
（３）なぜ、望ましくない効果が生じたのか
ソーシャル・サポートの「望ましさ」の判断基準として、被災者のメンタルヘルス（抑
うつ傾向）に着目する。メンタルヘルスは心理的な要素であるが、測定が可能であり、か

つ「望ましい、望ましくない」という一次元の価値判断を内包する概念なので、分析のタ
ーゲットとして最適である。
本研究は筆者の「違和感」を出発点としているが、違和感といったあいまいな表現では
科学的で実証的な研究はできない。明確で測定可能な概念を取り上げるため、メンタルヘ
ルスに着目する。
インターネット調査と統計分析
リサーチ・クエスチョンを設定したので、次はデータ収集である。質問項目を設計し、
震災から半年後の 2011 年 9 月 9 日にインターネット調査を行った。調査対象者は、宮城県
に居住する 18-69 歳の男女のうち、2011 年 3 月 11 日から 3 月 31 日の期間に、宮城県内に
合計 17 日以上滞在していた人びと 1000 名であった。震災発生直後の困難な状況における
ソーシャル・サポートの効果に関心があったため、このような条件を設定し、他府県に長
期間、避難していた人びと等を除外した。
この調査において「受け取ったソーシャル・サポート（震災発生から 1 ヶ月間）
」と「抑
うつ傾向（震災発生から半年後）
」について測定した。前者のソーシャル・サポートが後者
の抑うつ傾向にもたらす効果を確かめることが目的であった。
ソーシャル・サポートについては「震災から 1 ヶ月のあいだに、あなたは家族や恋人以
外の人びとから、次のような手助けを何回くらいしてもらいましたか」という文章に続い
て「食料や水、燃料を分けてもらった回数」、「スーパーやガソリンスタンドなどの情報を
教えてもらった回数」
、
「精神的に励ましてもらった回数」という 3 種類のサポートを示し、
回答用の選択肢の中から当てはまる回数を答えてもらった。
これらのサポートはそれぞれ、金銭や物資の提供および仕事を手伝うなど、問題解決を
直接的に支援する「道具的サポート」、問題への対処に必要な知識や情報を提供する「情報
的サポート」
、共感したり、愛情を注いだり、相手を信じたりすることによって、サポート
の受け手が自ら積極的に問題解決に当たれるような状態に戻すことを意図した「情緒的サ
ポート」に対応している。
なお、抑うつ傾向については、簡易に測定できる「K6（抑うつ度テスト）」という尺度を
用いて測定した。
分析においては「居住家屋の被害の程度」への回答に基づいて、回答者を「内陸部被災
者」と「沿岸部被災者」に分割した。「抑うつ傾向（震災発生から半年後）」に対して「受
け取ったソーシャル・サポート（震災発生から 1 ヶ月間）」がどのような効果を持つかを調
べるため、ロジスティック回帰分析と呼ばれる方法を用いて、震災に由来するストレスフ
ル・イベント等、その他の要因の効果を統計的に除去して分析を行った。
（注）
（注）ソーシャル・サポートと抑うつ傾向の関係を適切に分析するためには、その他の要因についても考
慮する必要がある。そこで、アンケート調査では「人口統計学的要因（性別、年齢、婚姻、世帯人数、学
歴、世帯収入）
」、
「友人や知人との接触頻度」
、
「所属する集団の数」
、
「震災に由来するストレスフル・イベ
ント（避難所での宿泊、転居、失業、転職、収入の低下、多額の出費、借金、家族や親戚との仲たがい、
友人や知人との仲たがい、自分のケガや病気、家族・親戚・恋人のケガや病気、友人・知人のケガや病気、
家族・親戚・恋人との死別、友人・知人との死別）
」、
「居住家屋の被害の程度」についても測定した。さら
に、分析のターゲットとなる「抑うつ傾向（震災発生から半年後）
」に関連して、過去の時点のメンタルヘ
ルスの指標として「抑うつ傾向（震災発生から 1 ヶ月間）
」についても測定した。抑うつ傾向に対するソー
シャル・サポートの効果の分析においては、これらの要因の影響を除外した。

精神的に励ましてもらった回数と抑うつ傾向の関係
結果は表 1 の通りであった。
「食料や水、燃料を分けてもらった回数」、
「スーパーやガソ
リンスタンドなどの情報を教えてもらった回数」については、沿岸部被災者、内陸部被災
者のいずれの場合も、抑うつ傾向とは統計的に意味のある関連性がほとんど見られなかっ
た。これらのサポートの受領とメンタルヘルスの良好さは、ほぼ無関係であった。
一方、
「精神的に励ましてもらった回数」については興味深い結果が得られた。精神的な
励ましは、内陸部被災者の場合のみ、メンタルヘルスを悪化させる効果があった。精神的
な励ましを 3 回以上受領した人びとは、一度も励ましを受けていない人びとに比べて、抑

うつ傾向を持つ蓋然性が 2 倍ほど高くなっていた。しかし、沿岸部被災者の場合は、精神
的な励ましと抑うつ傾向は無関連であった。
表 1 抑うつ傾向（震災発生か
ら半年後）を従属変数としたロ
ジスティック回帰分析

震災をめぐるアイデンテ
ィティ仮説
なぜ、このような結果が
得られたのであろうか。
「精神的な励まし」がネガ
ティブな効果を持つこと
自体は、筆者の個人的な
「違和感」にも一致する。
しかし、「精神的な励ま
し」が甚大な被害を受けた
沿岸部被災者には特別な
影響を及ぼさない一方で、
相対的に被害が軽度であ
った内陸部被災者に対し
てネガティブな効果を持
つというのは、どのような
理由によるものだろうか。
この不可思議な結果に対
する理論的な説明が必要
である。
筆者が再度、文献を調査
したところ、ソーシャル・
サポートがメンタルヘル
スに対して悪影響を及ぼ
すメカニズムを説明する
仮説とみなせる議論がこ
れまでに 5 種類、提出され
ていることが分かった。し
かし、そのいずれもが本研
究の結果を説明すること
ができなかった。
たとえば、そのような仮
説の 1 つに「無力感仮説」がある。この仮説は、精神医学や臨床心理学の現場で「うつ病
の患者に励ましのつもりで『がんばれ』と言ってはいけない」という経験則として知られ
ているものであるが、
「もうこれ以上がんばれない」
、「励ましてくれる相手の期待に応えら
れない」というように、送り手からの励ましが受け手の無力感を増幅させることにより、
メンタルヘルスが悪化するというメカニズムを想定できる。
しかし、この仮説は本研究の結果を説明できない。
「被災によって生じた無力感が精神的
な励ましによって増幅され、メンタルヘルスを悪化させた」ならば、内陸部被災者だけで
なく、より被害の大きかった沿岸部被災者においても、精神的な励ましはネガティブな影
響を及ぼしたはずである。しかし、この予測は本研究の結果とは一致していない。
このように、従来の仮説はいずれも本研究の結果を説明することができなかった。そこ
で筆者は「震災をめぐるアイデンティティ仮説」という独自の仮説による説明を行った。

この仮説の主張は次の通りである。
東日本大震災の発生によって、日本社会には「被災者」と「非被災者」という新たな社
会的カテゴリが誕生した。しかし、
「被災者」という社会的カテゴリに対するコミットメン
トの程度は「沿岸部被災者」と「内陸部被災者」とでは大きく異なっていた。
沿岸部被災者は津波で家を流されるなど、被害が甚大であったため「被災者」という社
会的カテゴリに抵抗なくコミットし、明確なアイデンティティを持つことができた。一方、
内陸部被災者はライフラインの寸断や食料の不足などの困難に一定期間、晒されたものの、
メディアで報道されるような典型的な被災者（＝沿岸部被災者）に比べると被害が軽微で
あったことから、
「被災者」という社会的カテゴリにうまくコミットできなかった。
しかし、内陸部被災者は「非被災者」にも該当しないため、
「被災者／非被災者」という
日本社会の新たな構図の中に自らをうまく定位できなかった。たとえば、
「私は明らかに非
被災者ではない。しかし、津波の被害を受けた沿岸部の人びとに比べると、被害が軽微で
ある自分のことを『私は被災者である』と主張してもよいのだろうか」などと考え、いず
れのカテゴリにも自分を分類できなかった。
すなわち、内陸部被災者は、震災をめぐるアイデンティティの問題について、両義的か
つ不安定なアイデンティティを持つことを余儀なくされた。
「精神的な励まし」を受けるこ
とにより、自らのアイデンティティの両義性をより鮮明に意識させられ、その結果、メン
タルヘルスが悪化したと考えられる。
リサーチ・クエスチョンへの解答
本稿では、３つのリサーチ・クエスチョンを提示した。これまでの議論を踏まえると、
以下のように解答できる。
（１）東日本大震災の被災者に対するソーシャル・サポートの提供は、常に望ましい効果
をもたらしたのか
東日本大震災の被災者に対する支援が常に望ましい効果を発揮したとは言えない。
（２）望ましくない効果をもたらしたサポートがあったとすれば、それは一体、どのよう
なサポートであり、どのような被災者に対して望ましくない効果をもたらしたのか
情緒的サポートの 1 種である精神的な励ましは、内陸部被災者のメンタルヘルスを悪化
させた可能性がある。
（３）なぜ、望ましくない効果が生じたのか
内陸部被災者は、沿岸部被災者とは異なり「被災者／非被災者」という社会的カテゴリ
のいずれにもコミットできず、震災に関して両義的なアイデンティティを持たざるを得な
かった。精神的な励ましを受けることにより、アイデンティティの両義性をより鮮明に意
識させられた結果、メンタルヘルスが悪化したと考えられる。
本研究を理解する上での注意点
本研究を正確に理解するための注意点を 2 つ挙げておく。
1 つは、本研究はすべての情緒的サポートがネガティブな効果を持っていることを示して
いるわけではないことである。情緒的サポートには、精神的な励ましの他にも「親身にな
って相手の話を聞く」など様々なものがあるが、本研究はこのような情緒的サポートの効
果については検討していない。
したがって、本研究の結果を「あらゆる情緒的サポートが内陸部被災者のメンタルヘル
スに悪影響をもたらした」と一般化すべきではない。本研究は、あくまでも「精神的な励
まし」のネガティブな効果だけを指摘しており、情緒的サポートの一般的な効果について
検討したものではない。
もう 1 つは、
「励ましの送り手」によっては、精神的な励ましはネガティブな効果をもた
ない可能性が残されていることである。本研究では「精神的な励まし」の主な提供者は、
内陸部被災者の存在という「被災地の実態」を正確に把握していなかった非被災者である
と想定しているが、サポートの送り手について測定し、分析したわけではない。
したがって、実際に被災地を訪れ、内陸部被災者の実態をよく理解した上で適切な励ま

しを行うならば、ネガティブな効果は生じない可能性もある。また、臨床心理士等が専門
的な知見に基づいて医療行為として「精神的な励まし」を行う場合についても同様である。
このようなサポートは本研究の分析の範囲を超えているため、その効果について議論する
ことはできない。
その他、本研究のテクニカルな問題点や議論の詳細、文献の引用などについては、下記
の原著論文を参照していただきたい。
「東日本大震災における軽度被災者のメンタルヘルスに対するソーシャル・サポートの負
の効果」
違和感を言語化して
リサーチ・クエスチョンに解答したことで、研究の目的は達成された。本稿を締めくく
るにあたって、学術的な意義とは異なる、本研究の社会的な意義について議論する。本研
究は筆者自身の「違和感」という個人的な動機から出発しているが、この研究は何かの役
に立つのだろうか。
筆者は、本研究は「内陸部被災者」が自身の被災体験について理解して納得すること、
そして、自らの被災体験を受容し、新たな日常に向けた一歩を踏み出すことに貢献できる
のではないかと考えている。
「精神的な励まし」に対する違和感を覚えたのは、おそらく筆者だけではないだろう。
あのような違和感は「見えない被災者」としての数多くの内陸部被災者が共有する集合的・
社会的な被災体験であったと考えられる。その意味で、本研究は内陸部被災者の集合的な
被災体験を解明するものであると言える。
震災の経験を風化させないことは重要であるが、個々の被災者は「私の東日本大震災」
に区切りを付け、新たな生活を始めなければならない。そこでは、個人的な被災体験につ
いて理解し、納得し、受容するという心理的なプロセスが必要になると考えられる。
筆者にとっては、新たな出発のためには、曖昧模糊とした「違和感」を言語化し、その
理由を明らかにすることが重要であった。そこで、研究者としてのスキルを活かして、一
人の内陸部被災者としての「違和感」を学術的に追求する価値のあるリサーチ・クエスチ
ョンに昇華させ、実証分析と理論的説明によって理解するという方法をとった。本研究は、
内陸部被災者に対する筆者なりのソーシャル・サポートである。
計量社会学入門―社会をデータでよむ
出版社：世界思想社( 2015-12-11 ) 定価：￥ 3,024
Amazon 価格：￥ 3,024 単行本（ソフトカバー） ( 284 ページ )
ISBN-10 : 4790716716 ISBN-13 : 9784790716716
塩谷芳也（しおたに・よしや）
社会学・社会階層論
東北大学知の創出センター（Tohoku Forum for
Creativity）特任助教。1982 年生まれ。東北大学
大学院文学研究科博士後期課程修了。博士（文学）。
日本学術振興会特別研究員（PD）を経て現職。正社員として採用さ
れるか否かといった労働市場における選抜とコミュニケーション能
力のような「人間力」の関係について研究している。主要論文は「若年男性の雇用形態と
ソーシャルスキル」
『理論と方法』29(1)（数理社会学会、2014 年）。共著に『計量社会学入
門 −社会をデータでよむ』
（世界思想社、2015 年）
。

スヌーピーらＵＳＪキャラが三田の病院を訪問 障害者らと歌ダンスを楽しむ
産経新聞 2016 年 9 月 1 日
大阪市此花区のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」（ＵＳＪ）のキャラ
クターらが３１日、三田市大原の兵庫中央病院を訪れ、重症心身障害者と親ら約１５０人

に歌やダンスを披露した。
入院者を前に歌とダンスを披露するチャーリー・ブラウンとスヌ
ーピーら＝兵庫県三田市大原

同病院には、脳性まひやダウン症といった障害がある
１０～６０代の男女が入院しており、体力面などから外
出が難しい人も多い。ＵＳＪを運営するユー・エス・ジ
ェイが近畿圏の病院や障害者施設で社会貢献活動を行っ
ていることを知った入院者の父母会が依頼して実現した。
この日は人気キャラクター「スヌーピー」と「チャー
リー・ブラウン」が登場。
「上を向いて歩こう」といった
歌とダンスを披露した後、入院者１人１人と記念撮影し
た。
父母会会長の村井吉昭さん（６１）は「息子や娘たちと親が一緒になって楽しい時間を
過ごさせてもらった」と話した。

ハウス農園で障害者雇用 読売新聞 2016 年 09 月 01 日
完成したハウスを見学する関係者ら（琴浦町槻下で）

◇大阪の外食チェーン 琴浦で社長ら竣工式
「まいどおおきに食堂」など飲食店をチェーン展開す
る「フジオフードシステム」
（大阪市）が、北栄町と琴浦
町で農場経営を始めた。琴浦町の農場で３１日、最新式
のビニールハウスの竣工式が行われた。障害者の雇用を
目指しており、３年で約２０人を子会社の正社員として
雇い入れる予定。
農業の現場に障害者を雇用する「農福連携」を推進する県の方針に賛同。経費節減や自
社店舗への食材の供給も目指し、昨年９月、北栄町に子会社「フジオファーム」を設立し
た。同町高千穂に２・８ヘクタール、琴浦町槻下に０・８ヘクタールの農場を設けた。
同町には、採光や送風などを自動制御して最適な栽培環境を保てるビニールハウス５棟
を導入。ホウレンソウやレタスなど葉物野菜を通年栽培できるという。
竣工式では、両社の藤尾政弘社長や野川聡・県統轄監らがテープカットを行い、担当者
の説明を聞きながらビニールハウスを見学。野川統轄監は「農業現場での障害者雇用は、
農閑期に仕事がなくなったり、天候に左右されたりする。ハウスでの通年栽培なら、雇用
が安定する」と期待した。
同町の農場では、９月中旬にもホウレンソウ、レタスなどの栽培を開始。県中部にある
複数の作業所から障害者を受け入れ、優秀な人材は直接雇用する。ビニールハウスも今後、
１０棟まで増やし、雇用人数も拡大したい考え。自身も聴覚障害がある藤尾社長は「障害
のある方と一緒に働けるのは、とてもうれしい。野菜は自社の店舗で使うだけでなく、県
内でも販売したい」と話していた。

個々の状況どう反映 障害年金 支給基準全国一律に
信濃毎日新聞 2016 年 9 月 1 日
厚生労働省は１日、障害年金のうち、精神・知的障害の支給判定について一律の基準と
なる新たなガイドラインを導入する。申請が不支給とされる率が都道府県間で最大６倍も
の差があり、是正する狙い。長野県では不支給となる率が全国でも低く、障害者らは公正
さ確保には理解を示す一方で、一律化が結果として支給の縮小につながらないか懸念する
声もある。
「年金で心に余裕ができて病状が回復してきた」
。転職のストレスで２００４年にうつ病
を発症した長谷川洋さん（４８）＝塩尻市＝は、０９年に障害年金を申請した。初診時は

派遣社員で障害厚生年金３級に認定。年５８万円余を受給し、午前中にパートの仕事もし
て生計を立てる。
将来の年金受給について心配する長谷川さん＝３０日、塩尻市

支給判定は医師の診断書が基になる。医師が、食事や金銭管
理など７項目の生活能力について「できる」から「できない」
までの４段階で、援助の必要度を「社会生活は普通にできる」
から「常時必要」までの５段階で評価する。日本年金機構の事
務センターなどの審査を経る。更新のため、障害者は診断を繰
り返し受ける場合が多い。
新たに、審査に公正さと客観性を持たせるため、生活能力と
援助の必要度を組み合わせ、等級を示す表を導入する。個々の
状況も考慮されるが、反映するには「合理的かつ明確な理由」
が求められる。
長谷川さんは、公正な支給になることは良いとした上で、
「個
人の状況をきちんと審査してもらえるのか」と不安を隠さない。
長谷川さんが主宰するうつ病患者の団体「ガレージとーく」の
会員からも「自分はどうなるのか」との声が上がっているという。
障害基礎年金の不支給率が最も低いのは栃木県の４・０％。最高の大分県（２４・４％）
とは６倍の差があり、不公平感が指摘されていた。長野県は５・８％と低い方から４番目
となっている。
従来も判定について大まかな目安はあったが、厚労省年金局は「曖昧な部分があり、医
師や事務センター職員に認識の違いがあった」とみる。
ガイドラインでは障害の状態が変わらない場合は「当分の間、等級変更はしない」とす
るが、将来は年金額が下がったり、不支給となったりする例が出ることも予想される。
県内の知的障害者と家族による「長野県手をつなぐ育成会」（長野市）の塚田なおみ事務
局長は「格差をなくすという名目で年金を縮小してはならない」と強調。県精神保健福祉
センターの小泉典章所長は「今後は医師が日常生活での患者の様子を診断書にしっかり反
映させる必要がある」と指摘している。

武雄市全職員がユニバーサルマナー検定・取得へ 高齢・障害者に心遣い
佐賀新聞 2016 年 09 月 01 日
高齢者や障害者に対する職員の意識改革を図ろうと、武雄市は全職員が「ユニバーサル
マナー検定」の３級資格取得を目指す。
「ハード整備でのバリアフリーと同様に、職員も心
遣いの意識改革が必要」
（小松政市長）として、高齢者や障害者とのコミュニケーションの
取り方、サポートの方法などを学ぶ。検定は社団法人「日本ユニバーサルマナー協会」が
主催。インターネットで取得できる準３級、２時間程度の講義とグループワークで取得す
る３級、講義と実技や試験がある２級がある。武雄市職員は３級の取得を目標に、市が企
画して複数回に分けて講習会を本年度内に開く。１人５千円の費用は市が負担する。９月
定例市議会に関連予算１８０万円を提案する。
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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