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医療的ケア児、災害時にどう避難？ 親たちの不安
琉球新報 2016 年 09 月 01 日
９月１日は「防災の日」
。障がい者や高齢者などは大規模災害時の避難に支援が必要だが、
障がいが重い人ほど、避難が難しい現状と制度の周知不足があり、当事者家族たちは不安
を抱えている。避難所や経路の確認、医療器具に必要な電源の確保、避難所の衛生面など、
不意に襲う地震などの災害にどう備えるか。「対策を練ることで守れる命」。安心して暮ら
せるよう、当事者家族たちが声をあげ始めている。
避難は諦めている
「災害時は病院も人があふれる。うちの子はど
こに避難すればいい？」
。親たちからは切実な声
が上がる

「どこにどうやって避難するのか分か
らない」「（避難は）諦めるしかないと思
っている」。８月中旬、沖縄県内で医療的
ケアが必要な子の親の会「らいおんはぁ
～と」
（湯地三代子代表）の集まりで、母
親たちは口々に大規模災害時の不安を訴
えた。
医療的ケアとは日常生活に必要とされる医療的な生活援助行為で、人工呼吸器や痰の吸
引、在宅酸素などが代表的だ。医療的ケアの子どもたちにとって、電源は命綱だ。
娘の真愛（まな）さん（１２）が人工呼吸器を使っている古宇利恵子さん（４３）＝う
るま市石川＝は「災害はいつ起こるか分からない。夫がいるときならいいが、娘と二人き
りの時だと不安」と表情を曇らせる。
避難するとなれば、人工呼吸器、酸素ボンベ、吸引器、酸素の濃度や心拍をはかる機械
に加え、食料や着替えなども持って行かなければならない。体の大きくなった娘を車いす
に乗せ、災害で混乱する中、避難するのは古宇利さん１人では難しい。
医療的ケアが必要な古宇利真愛さん（右）
。母親
の恵子さんは「外出できない障がい児がいるこ
とを分かってほしい」と話す

災害対策基本法では、高齢者や障がい
者など自ら避難することが困難な「要支
援者」の名簿を策定し、避難を手助けす
る人の氏名や避難先を明記する「個別計
画」を作ることが市町村に義務づけられ
ている。
名簿への登載は個人情報保護の観点か
ら届け出制となっている。
県福祉政策課によると、今年４月１日

現在、県内３６自治体が要支援者名簿を策済みで、残りの５自治体も策定中だ。
必要な人に届いていない情報
医療的ケアの子どもたちは、要支援者に入るが、湯地代表（４１）は「らいおんはぁ～
とのメンバーはほとんどが届け出をしていない」と話す。背景にあるのは制度の周知不足。
「届け出ることで何ができるのか知らされていない。どこまで対応してくれるのか、私た
ちに分かるように説明してほしい」と要望する。
５年前の東日本大震災の時には、沖縄県内にも津波警報が発令された。医療的ケアが必
要な息子（１６）がいる小橋川優子さん（３７）＝沖縄市与儀＝は「最初から避難は諦め
ていた」と当時を振り返る。住んでいるのはアパートの６階。「みんな自分のことで精いっ
ぱい。近所とのつきあいもほとんどないので、助けてとは言えなかった」と話す。
災害時の避難には地域の人たちの支援が欠かせないが、障がい児を抱える家族は重度で
あればあるほど、地域の行事などに参加しておらず、存在を知られていないことが多い。
湯地代表は障がい児の家族が地域に出て行くことが必要としつつ、行政には「地域と家族
をつなげてほしい」と望む。
娘の美姫さん（２３）が医療的ケアが
必要な名幸啓子さん（５４）＝沖縄市＝
は「避難できても避難所の衛生状況、食
料、体温調整など考えなくてはいけない
ことは多い。しかし現状は避難方法、避
難場所さえ分からないので、そこまで至
っていない。お母さんたちは避難方法、
避難先が分かれば必死になって子ども
を守る方法を考える」と指摘する。
医療的ケアの子は通院のため外出するのも大
変

湯地代表は「在宅で子どもを見ている
お母さんたちは、子どもの命を守るためにいつも頑張っているのに、災害の時だけなぜ諦
めなくてはいけないの？」と問い掛ける。そして「対策を練ることで守れる命。だからこ
そ家族の話を聞くなどしてどのようなサポートが必要か一緒に考えてほしい」と強調した。
（玉城江梨子）

読字障害児にデジタル教材 文字色変え目で追いやすく 大阪日日新聞 2016 年 9 月 1 日
大阪教育大（柏原市）の金森裕治教授（特別支援教育）は、「読み」に困難のある読字障
害の小学生を対象に、デジタル教材を使い、文字の色を変えて目立たせる「ハイライト機
能」で読む部分を示した場合の効果を検証する。文字を適切に追えるよう眼球運動を支援。
「よりスムーズに読める教材作りにつながれ
ば」と意欲を示している。
読字障害児らがよりスムーズに読める教材作りに意欲
を示す金森教授（右）

読字障害は、脳機能の障害が原因とされる発
達障害の一つ。文部科学省は、小中学生の２・
４％に「読み書き」に著しい困難がある可能性
を示している。障害者差別解消法で、障害があ
っても分かりやすい教材作りが求められる中、
教育現場で普及が掲げられるデジタル教材の活
用に着目した。
読字障害で読みが困難な原因の一つに眼球がうまく動いていない点が指摘されており、
ハイライト機能で読む部分を明示。文字を追いやすくする。

検証は、文字の色を変える部分を句読点ごとや文節ごとに分けるなど、複数の組み合わ
せを比較して実施。障害のあるグループとないグループのそれぞれでも行い、効果を実証
していく。
今回の研究は、明治安田こころの健康財団が２０１６年度研究助成に選定。８月２９日
に中央区の明治安田生命保険大阪本部で目録の贈呈式を開いた。
林道彦部長は「研究に努め１年後に結実してほしい」とエール。金森教授は「読みに困
難のある児童がよりスムーズに問題の内容を把握して解けるよう支援していければ」と抱
負を語っていた。

２２の病気、たばこ原因が「確実」…がん・脳卒中・糖尿病など
読売新聞 2016 年 8 月 31 日
厚生労働省の有識者検討会（座長
＝祖父江友孝・大阪大学教授）は、
がんなど２２種類の病気の発症や病
気による死亡の要因として喫煙が
「確実」との判定結果をまとめた。
他人のたばこの煙を吸う受動喫煙
でも７種類の病気で因果関係がある
のは確実とした。国の検討会が日本
人への影響を総合的に判定したのは
初。３１日に最新情報と対策を盛り
込んだ報告書（たばこ白書）案を公
表する。
厚労省は報告書案を踏まえ、２０２０年の東京五輪・パラリンピックに向けたたばこ対
策を推進したい考え。
報告書案では、国内外の喫煙と健康に関する論文約１６００件を分析。喫煙との関係の
度合いを病気ごとに４段階で判定した。肺や 膵臓 など１０種のがんのほか、脳卒中、心
筋梗塞、糖尿病などと喫煙の関係について、最高の「推定する証拠が十分（確実）」と評価
した。認知症や関節リウマチとの関係は「確実」に次ぐ「可能性がある」とした。
受動喫煙について、子供のぜんそくや乳幼児突然死症候群との関係は確実と評価した。
肺がんへの影響は、国立がん研究センターが行った研究結果を採用。家庭での受動喫煙が
ある人は、ない人に比べ肺がんになるリスクが１・３倍高まり、因果関係は確実とした。
今後の喫煙対策について報告書案は、受動喫煙を防ぐため「喫煙室を設置せず屋内の１
００％禁煙化」を目指すように訴えた。このほか、たばこ税の引き上げ、たばこの広告の
禁止など総合的な対策を求めた。

News Up 避難所を開ける「タイミング」は
台風１０号とそれから変わった温帯低
気圧の影響で、北海道と岩手県の広い範
囲で浸水被害が出ています。今回の浸水
被害についてはまだ十分に状況は分か
っていませんが、浸水や土砂崩れなどの
おそれが予想されるときに大切なこと
は「早めの避難」です。一方で、過去の
災害時には、早めに避難しようとした人
から「避難場所の鍵が開いておらず、入

NHK ニュース 2016 年 8 月 31 日

ることができなかった」という声が上がったこともあります。避難所を、いつ、だれが開
設するか。判断の課題について取材しました。
「避難所が開いていない！」
今月２２日に関東地方に上陸した台風９号で、各地の自治体から避難指示や避難勧告が出
されました。そのとき、ツイッターで拡散した投稿の中で「避難勧告が出たので友人が避
難所に行ったら、鍵が開いていなかったため入れなかった」というものがあり、４０００
回以上リツイートされました。
こうした、避難所の入り口に鍵がかかっていたため入ることができなかったという投稿は、
ほかにも複数みられました。
夜間や休日など、人がいない時間帯に避難所は誰が開けることになっているのでしょうか。
複数の自治体に取材したところ、原則はその施設の責任者がカギを持っているということ
でした。例えば小中学校の体育館の場合は校長など、公民館などの場合は館長など。地域
の集会所などの場合は、自治会の役員など、というわけです。できるだけ速やかに避難所
を開けられるよう、施設の近くに住む複数の自治体職員に鍵を持たせて、誰かが駆けつけ
るようにしている地域もありました。それでも、住民が早めに避難したのに責任者が到着
するまではカギが開かないという事態は起こりえるということです。
強い揺れで「自動で開く」避難所も
新たな技術も開発されています。
愛知県に本社がある企業が開発した「地震自動オープン錠付き防災ボックス」は、強い揺
れを検知すると、カギの入った箱が自動的に開くという仕組みです。開発した「三愛物産」
では、阪神・淡路大震災のときに防災倉庫の鍵が開かなかったためバールなどを取り出せ
ず、救出活動に支障が出たという話をきっかけに、開発に取り組んだということです。東
京の稲城市や茨城の神栖市などが一部の避難所に採用しているということです。
避難所を「いつ」開設するか？
避難所を「誰が」開けるかは、避難所を「いつ」開設するかという課題にもつながってい
ます。
２年前の８月、大雨による土砂崩れで７０人以上が犠牲になった広島市では、避難所の開
設を優先したために避難の呼びかけに時間がかかったことが、市の対応を検証する部会の
最終報告書で指摘されました。
それまで広島市は災害時に、避難所が開設できたことを確認してから、避難勧告を発表す
るというルールにしていました。
しかし、最も被害が大きかった広島市安佐南区では、災害の発生が深夜だったため避難所
の開設に時間がかかり、市が避難勧告を出すと決めてから実際に発表するまでに３５分間
かかったということです。
報告書で「避難所がまだ開設されていないことを理由に避難勧告をためらうべきではない」
と指摘されたことを受け、広島市では去年３月に地域防災計画を見直しました。避難所が
開設されたかどうかにかかわらず、まずは避難を呼びかけることにしたのです。
地域の防災を考える機会に
地域によっては、夜間などに避難する場合は自治体職員の到着を待つより、地域住民が鍵
を開けて避難所の運営をしたほうがスムーズだとして、住民に学校の鍵を預けているケー
スもあります。この場合は防犯面の課題があるほか、その人が不在のときはどうするのか
などをあらかじめ決めておく必要もあります。
災害時に誰が、いつ、避難所を開けるかは地域の事情によって異なりますが、こうした課
題を関係者が定期的に顔を合わせて考えることが、結果的に地域の防災力を上げるきっか
けにもなりそうです。

「いのちの電話」相談員減少

「優しさ待ってる」ボランティア募集 千葉

産経新聞 2016 年 9 月 1 日
自殺防止のため、電話で２４時間相談を受け付けている社会福祉法人「千葉いのちの電
話」の相談員の減少傾向が止まらない。同法人によると、今年３月までの１年間で３６人
が辞めた一方、新たに相談員となったのは半数の１８人にとどまる。減少に伴い、相談員
１人当たりの負担も増加。このままの状態が続けば、相談の２４時間対応の継続も危ぶま
れており、同法人の関係者は「あなたの優しさを待っている」と、相談ボランティア養成
講座への参加を呼びかけている。
県によると、県内の自殺者数は、平成２５年が１２１５人▽２６年が１２０８人▽２７
年が１１７９人。特に夏休み明けの９月は、学生など１８歳以下の自殺者数が最も多い時
期とされている。
相談員は平成１２年ごろには３００人程度いたが、現在は実質数で２００人を割り込む。
相談員の多くは５０～６０代で、若年層は少ないという。その一方で、電話での相談件数
は平成２５年２万６０４件▽２６年１万８６９３件▽２７年１万７６７７件－と高止まり
の状態が続く。
相談員の減少は負担の大きさに加え、質の高い相談を実現するために活動を始めるまで
に約１年半の講座を受け認定を得る必要があることから、出費や時間がかかることが理由
の一つと考えられている。
１０月から始まる今年度の講座を受けられるのは、同月１日現在で２０～６８歳の男女。
認定は３０年３月に出る見通し。同法人の６０代の女性相談員は「相談の聞き手は減って
も、悩みを抱えて電話をかける人は減らない。皆さんの力がほしい」と呼びかけている。
応募の締め切りは２５日まで。問い合わせは月～金の午前９時から午後５時まで、同法人
事務局（電）０４３・２２２・４３２２。

不正請求・受領の４介護事業所

県が指定取り消し処分

埼玉
産経新聞 2016 年 9 月 1 日
県は３１日、介護報酬を不正請求・受領したとして、介護保険法などに基づき、介護事
業者「エヌ・ビー・ラボ」
（横浜市中区）が運営するヘルパー事業所と、
「レイクス２１」
（東
京都中央区）が運営する３カ所のケアマネジャー事業所の計４施設を指定取り消し処分に
したと発表した。不正請求・受領額はそれぞれ約６９７万円と計約１０４７万円で、処分
はいずれも８月２９日付。
県高齢者福祉課によると、エヌ社が運営する「訪問介護事業所ひまわり埼玉西部」
（狭山
市）は平成２７年２～１１月の１０カ月間、職員同士の業務の引き継ぎをサービス提供時
間に含めたり、入浴介助を行った職員数を水増ししたりして介護報酬を請求するなどした。
同市内の有料老人ホーム内で運営していたが、同一建物での利用者について報酬が１
０％減額される同法の改正に合わせ、虚偽の所在地変更を届け出ていた。
レイクス社運営の３施設は「プラチナ・ケアプランサービス草加」
（草加市）と「同春日
部」
（春日部市）
、
「同伊奈」
（伊奈町）。２７年１０、１１月までの１２～２５カ月間、利用
者計１２９人のケアプランを作成せず、サービス担当者会議を実施しなかった。
市町村などが今後、不正受領分の返還を求める。指定の取り消しは１カ月後の９月２９
日で、同課は施設側に利用者を他の事業所に引き継ぐよう指導する。

関西空港で働く１６人はしか感染 コンサート参加男性も 朝日新聞 2016 年 9 月 1 日
関西空港を運営する関西エアポートは空港内の誘導や受付などを担うグループ会社の社
員ら１６人が麻疹（はしか）に感染したと発表した。ほかに２１人にはしかの疑いがある
という。
関西エアポートによると、２０代女性社員が８月１８日に医療機関ではしかと診断され、

２７日以降、同様の症状が広がった。同社は空港内の業務を担う約３２０社の従業員１万
５千人に向け、出勤前の熱の測定などを呼びかけている。利用客からの問い合わせは専用
電話（０７２・４５５・２２８８）で受け付けている。
一方、厚生労働省によると、はしかに感染し、８月１４日に千葉市の幕張メッセでのコ
ンサートに参加した兵庫県西宮市の男性も７月下旬に関空を利用していた。感染が確認さ
れた関空で働く社員とこの男性のウイルスは同じ型で、厚労省はいずれも関空内で感染し
たとみている。ほかに７月下旬に関空を利用した近畿在住の４人の感染が確認されている
という。
（花房吾早子、福宮智代）

災害に役立つ常備食 おいしく賢い活用法紹介
１日は防災の日。大阪市北区の大丸梅田店食
品売り場では、神戸学院大（神戸市）の女子学
生と連携した「おいしい常備食フェア」を開催
し、上手な災害への備えとおいしい常備食の活
用を紹介している。６日まで。

大阪日日新聞 2016 年 9 月 1 日

常備食フェアでローリングストックを呼び掛ける神戸
学院大の防災女子のメンバー＝８月３０日、大阪市北
区の大丸梅田店

フェアは同大の女子学生で組織する「防災女
子」と栄養学部の学生、同店が企画。常備食の
賢い活用法を紹介し、災害に役立つ食品を日常
利用しながら買い足して新しい備蓄を保つ「ローリングストック」の普及を図る。
売り場では各種の常備食に加え、上品な魚介類の油漬けや有名ホテルのスープといった、
少しぜいたくでも日常が楽しみになる缶詰、レトルト食品など女子学生がセレクトした約
４０点をポップで紹介。乾燥した根菜を使った炊き込みご飯など常備食を使ったレシピを
紹介するチラシも配付している。
熊本地震の被災地でボランティアに参加した現代社会学部２年の沢田萌さん（２０）は
「衛生面を考え、保存できる食品での調理を依頼され、常温保管できるものが求められた」
と常備食の必要性を実感したという。
防災女子のリーダー、法学部４年、岡本愛美さん（２１）は「ローリングストックは実
は日常でやっていること。買って備えて、防災に強くなることが伝われば」としている。

笑顔いっぱい イエローキッチン（唐津市相知町）
「肉と野菜の旨（うま）みが凝縮したカレーをどうぞ」と利用
者とスタッフ

イエローキッチン（佐賀県唐津市相知町伊岐佐）は
障害者の就労支援施設として昨年４月開設されました。
家族目線を大切に考え、職員も利用者も助け合いなが
ら和気あいあいの雰囲気です。
採れたての野菜を使ったイタリアンキーマカレーを
作り、ネット販売しています。包丁や火を安全に使い、
自分で調理できるようすること。身辺の清潔を自分の
力で保つこと。そうしたことをひとりでできるよう作
業を通じて指導しています。
「カレーの王者決定戦２０１６ｉｎからつ」に初め
て参加し、２位に選ばれました。
「おいしい」のひと言
が大きな励みになります。電話０９５５（６２）５５
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７０。
（地域リポーター＝福田ひろこ＝唐津市）
長崎 由美さん（５２）＝施設長 毎日仕事が楽しく喜びを感じられるよう心掛けてい
ます。一般就職を希望する人の指導も配慮しています。
岩村 博美さん（４７）＝サービス管理者 アットホームな雰囲気を大切にしています。
きめ細やかな視点で利用者を見守っています。
小松 健治さん（５９）
毎日みんなに会って食事を共にするのは本当に楽しい。気持ちに張り合いがあります。
黒木 省吾さん（２９）
いろんな年齢の人がいて大きな家族みたいで、毎日一緒に作業するのが楽しみです。
北方 牧子さん（３８）
利用者さん一人ひとりに自信を持ってもらえるように心掛けています。

「ショウワノート」が平らに開く「おじいちゃんのノート」来春販売へ
産経新聞 2016 年 9 月 1 日
「おじいちゃんのノート」を手にする中村印刷所の中村輝雄社長＝東京都北区

ジャポニカ学習帳を手がける文具メーカー「ショウワノート」
（本
社・富山県高岡市）が、平らにページが開けるため、書きやすいと
評判の通称「おじいちゃんのノート」の製造・販売に乗り出した。
開発した東京の小さな印刷会社と提携し、小学生に使いやすいよう
に改良した上で新商品として来春から売り出す。
「おじいちゃんのノート」は従業員４人で営む「中村印刷所」
（東
京）が平成２６年に開発し、特許を取得した。のり付けや製本に特
殊な技術を使用。どこを開いても左右の高さに差ができず、ページを手で押さえなくても
ノートの中央部分が盛り上がらず平らになる。両側で１ページとして使え、便利と好評だ。
自信作だったが当初は全く売れず、大量の在庫を抱えた。見かねた従業員の孫娘が今年
１月にツイッターで紹介。
「うちのおじいちゃんのノート、費用がないから宣伝できないみ
たい」。これが大量にリツイートされ人気に。「おじいちゃんのノート」と呼ばれ、３万冊
以上受注する大ヒット商品となった。

社説：台風１０号被害 「災害弱者」を守る教訓に
西日本新聞 2016 年 09 月 01 日
台風１０号は東北や北海道などの各地に甚大な豪雨被害をもたらした。岩手県岩泉町の
高齢者グループホームでは９人が亡くなった。痛ましい限りだ。
施設は河川のそばにあり、川岸を越えた濁流とともに、大量の土砂や流木が押し寄せた。
岩泉町は一部地区に避難勧告を出したが、施設のある地区には出していなかったという。
気象や避難に関する情報伝達の在り方を含めて検証が必要だろう。
９人もの命が失われた惨事である。日頃の防災態勢や緊急時の避難方法などを再点検し
たい。とりわけ、自然災害から高齢者施設を守る対策の重要性が改めて浮き彫りになった
といえるだろう。
２００９年７月、山口県を襲った豪雨災害では、防府市の特別養護老人ホームに土石流
が流れ込み、災害関連死を含め１２人が亡くなった。１１年の東日本大震災でも多くの高
齢者施設が被災し、５００人近い入所者が犠牲になった。
認知症のお年寄りや障害者など自力で避難するのが困難な人は「災害弱者」と呼ばれる。
国は水防法の改正などで、避難の際の介助の確保や実効性のある防災措置を施設管理者に
求めてきた。
だが、残念ながら、全ての施設が十分な対策を講じているとは言えないのが実情のよう
だ。今回のグループホームの場合はどうだったのか。教訓を引き出したい。

防災・避難計画の策定はもちろん、自治体や警察、消防との連携、夜間の避難訓練など
は絶対に欠かせない。九州も各施設で入所者の特性や立地条件などに応じた災害時の備え
に万全を期したい。
台風１０号は日本近海で発生し、いったん南西に移動した後、反転して北上する異例の
コースを取った。太平洋側から東北に台風が上陸したのは観測史上初である。
異常な猛暑や竜巻、ゲリラ豪雨など前例のない気象現象が列島各地で多発している。地
震や津波も含めて「過去に経験していないから」という油断は禁物である。いま一度、地
域の防災意識を高め、災害対策を見直す契機としたい。

社説：概算要求 特別枠を成長実現につなげよ
読売新聞 2016 年 09 月 01 日
国の借金は１０００兆円を超え、財政の余裕はなくなっている。予算編成の焦点は、成
長力を高める施策への「選択と集中」である。
２０１７年度予算の概算要求が締め切られ、総額は３年連続で１００兆円を超えた。１
６年度当初予算を５兆円程度上回り、拡大傾向が続く。年末に向け、財務省の厳しい査定
が必要だ。
気になるのは「新しい日本のための優先課題推進枠」の扱いだ。１億総活躍社会の実現
や、成長戦略に資する事業を対象に、４兆円程度の特別枠を設けた。
枠以外の政策的な経費は１０％削減し、メリハリを付ける。
特別枠には、総務、文部科学、経済産業３省による次世代の人工知能（ＡＩ）研究や、
厚生労働省による医療機関の外国人患者受け入れ強化などの要求があった。
過去にも同様の特別枠が設けられたが、関連の薄い事業でも名目をつけて体裁を整える
ような便乗事例がまかり通った。この轍を踏んではなるまい。
消費税率引き上げが１９年１０月まで２年半延期され、社会保障・税一体改革で予定さ
れた施策の財源に穴が開いている問題もある。
さらに、１億総活躍関連の待機児童解消や介護離職ゼロを目指す施策を推進する必要が
ある。
政府は財源にアベノミクスの成果を活用するとして、法人税収などに期待する。しかし、
円高の進行や海外経済の変調などで、企業収益の伸びに勢いは乏しい。
恒常的に施策を実行するには恒久財源の裏付けが不可欠である。財源を確保するために
工夫を凝らさねばならない。
歳出の３分の１を占める社会保障費の抑制も大きなテーマだ。
高齢化の進展で医療費などがかさみ、このままでは１６年度より６６００億円も増える。
政府は伸びを５０００億円程度に抑える方針だ。１６００億円もの圧縮には、国民の痛
みを伴う改革は避けられまい。
医療費の自己負担に上限を設けた高額療養費制度で、所得の高い高齢者は上限を引き上
げることなどが検討対象となろう。
土木・建設や農地改良といった公共事業が、大幅な増額要求となった。
災害が頻発する中で防災・減災事業の重要性は増し、農業の構造改革に
は農地の大規模化などが欠かせないとされている。
大切なのは、経済の活性化に資する観点だ。政治的な思惑から非効率
な公共事業を求めることがあってはならない。

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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