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障害理由に差別経験「発達」
「知的」６割弱
河北新報 2017 年 5 月 23 日
仙台市で障害などを理由に差別された経験がある人は発達障害と知的障害で共に６割弱、
精神障害で４割に上ることが２２日、市が実施した当事者アンケートで分かった。
◎「精神」４割に上る
差別された経験があると答えた人の割合は、発達障害が最多で５６．５％。知的障害５
６．４％、精神障害４０．６％、身体障害（６５歳未満）３１．１％、難病１６．３％、
身体障害（６５歳以上）１１．４％と続いた。
障害者差別解消法や昨年４月施行の市障害者差別解消条例を知っている人は、最も低い
精神障害で１４．５％、最も高い発達障害でも３０．４％にとどまった。
同条例に基づき各区役所などに設置した相談窓口の運用実績もまとめた。今年３月まで
の１年間で９６件の相談があり、市が経緯を確認した結果、７件は障害を理由とする不当
な扱いと判断した。
全７件が視覚障害者の事例で、盲導犬を連れていてタクシーに乗車拒否されたり、スポ
ーツクラブに利用を断られたりした。市が事業者に伝え、対応を改めることで理解を得た
という。
市障害企画課は「差別解消条例を周知することで当事者からより多くの相談が寄せられ、
事業者などの対応も改善されると考えている」と話す。
アンケートは昨年１１月～今年１月、障害者と家族計６４１９人を対象に実施。３３２
２人が回答し、有効回答率は５１．８％だった。

いじめ情報を匿名で通報するアプリ 千葉 柏
NHK ニュース 2017 年 5 月 23 日
インターネット上でのいじめを防ごうと、千葉県柏市は、いじめに関する情報を匿名で
通報するアプリを市内の公立中学校に導入することになりました。
アメリカのＩＴ企業が開発したこのアプリは、いじめの被害者やいじめを目撃した人が、
スマートフォンやタブレットを使って匿名でメッセージや画像などを送信できます。全国
的にインターネットを使ったいじめが増えていることを受けて、柏市は今年度から市内に
２０ある市立中学校にアプリを導入することになりました。
２２日、市立土中学校で行われた公開授業では、生徒たちにアプリの内容が説明されま
した。アプリに情報を書き込み送信すると、学校名と学年が記された匿名の通報が市の教
育委員会に入るということです。
柏市では、寄せられた情報について真偽を確かめながら学校と共有し、問題の解決に向
けて対応することにしています。柏市学校教育課の佐和伸明副参事は「子どもたちがいじ
めを通報しやすい仕組みをつくることで、少しでも問題に解決につなげていきたい」と話
しています。

救援センター「すみれ」開設１年「被害者に寄り添う」
大分合同新聞 2017 年 5 月 23 日
県が「おおいた性暴力救援センター・すみれ」の存在
を知ってもらおうと作成した若い世代向けのリーフレ
ット

性暴力に遭った被害者からの相談や治療な
どの総合支援を一つの窓口で対応する県内初
のワンストップ支援センター「すみれ」は、昨
年４月の開設から１年間で延べ２３８件の相
談を受け付けた。大半は電話相談で、専門スタ
ッフが相手の気持ちに寄り添い、話を聞いたり
してきた。開設した県は「まだどこにも相談で
きず１人で悩んでいる人もいると思う」と指摘。
センターの役割を知ってもらう広報活動に力を入れる。
性暴力は「魂の殺人」と呼ばれ、強姦（ごうかん）、性虐待、痴漢、ドメスティック・バ
イオレンスなど、本人が望まない全ての性的行為を指す。警察への相談をためらう被害者
は多い。申告しても病院、警察と各機関で何度も被害を説明しなければならず、応対者の
言葉に傷つく二次的な被害も問題になっている。
このため、窓口を一本化したワンストップ支援センターの整備が全国で進んでいる。専
門スタッフが電話や面接で相談を受け、本人の希望に応じて病院や心理の専門家、弁護士、
警察などにつなぐ仕組み。男女は問わない。
県民生活・男女共同参画課によると、今年３月までに受けた電話相談が２２０件、面談
相談は１８件だった。
「顔見知り」からの被害を訴える人が多いという。
内容が直近でなく、過去の被害に関するケースもあり「自分の気持ちを整理できない」
「
（被害のことを）ずっと心の中にしまっていたが、気持ちを聞いてほしい」といった相談
が寄せられた。
「秘密は厳守するので、電話をしてほしい。被害者の気持ちに寄り添い、どうしたらよ
いかを一緒に考えていきたい」と同課。周知を図るため、若年層向けのリーフレット３万
部を新たに作った。今後、県内の高校生全員に配布する。
相談無料。平日午前９時～午後８時にＴＥＬ０９７・５３２・０３３０で受け付けてい
る。被害者のプライバシーに配慮し、場所は非公開にしている。

「２０年東京でメダルを」 川崎で児童がパラリンピック選手と交流
東京新聞 2017 年 5 月 23 日
池田選手（左から２人目）と走る児童たち＝川崎区で

国内外のパラリンピック選手が二十二日、川崎市
川崎区の市立小田小学校（松田善仁校長、全校児童
五百四十六人）を訪れ、児童たちと交流した。子ど
もたちに障害者スポーツへの理解を深めてもらお
うと市が企画し、今年で三回目。 （小形佳奈）
訪問したのは、二十一日に等々力陸上競技場＝中
原区＝で行われた「セイコーゴールデングランプリ
陸上２０１７川崎」の百メートルに出場した佐藤圭
太、池田樹生、ジャレッド・ウォレス（米国）、アーニー・フォーリー（南アフリカ）の四
選手ら。
選手たちは、校庭で競技用の義足を付けて子どもたちの前を走るデモンストレーション
に続き、体育館で四年生と一緒に走ったり、質問を受けたりした。
池田選手が左手を見せながら「指が三本しかなくても、箸が持てるし、字も書けます」

と説明すると、児童から「すごい」と感嘆の声が上がった。三年続けて参加している佐藤
選手は終了後、
「子どもたちは脚がないことがデメリットではないと感じてくれたと思う」
と話した。
フォーリー選手と一緒に走った四年生の本橋一真君（９つ）は「速くて追いつけなかっ
た。義足は思ったより重かった。来てくれた選手が、東京パラリンピックでメダルを取れ
たらいいな」と笑顔を見せた。

５月２７・２８日 障スポ・リハーサル大会、県内各地で１３競技実施
愛媛新聞 2017 年 5 月 23 日
全国障害者スポーツ大会
リハーサル大会が２７、２８
日、県内各地で開かれる。県
総合運動公園ニンジニアス
タジアムなど県内１５カ所
で陸上など１３競技を実施。
郷土料理や特産品を提供す
る「みきゃん広場」を全会場
に設置し、愛媛の魅力をＰＲ
する。
リハ大会は、１０月に開か
れる本番の中四国ブロック
予選などを兼ね、県内外から
約３２００人の選手団が参
加する。県や市町の運営スタ
ッフやボランティア、観客を
合わせて約１万人規模とな
る見込み。
「みきゃん広場」では飲む
みかんゼリーやたい飯おに
ぎりなど愛媛ゆかりの飲食物などを配ったり、販売したりするなどして、選手や観客の交
流を促す。
全会場とも入場無料。県は「応援が一番の力になる。来場を待っている」と呼びかけて
いる。

人間らしく暮らすには最低賃金１５００円 やっぱり必要 東京新聞 2017 年 5 月 22 日
◆若者に夢のある数字「病院行ける」「貯金できる」
働き方に関係なく、すべての人にかかわる最低賃金（最賃）は現在、全国平均で時給８
２３円。政府は働き方改革実行計画で、年３％程度の引き上げを続け、全国平均を時給１
０００円にすることを目指す。一方で「１０００円では不十分。人間らしい生活のために
は時給１５００円が必要」と訴える人たちが現れ、支持も広がっている。 （寺本康弘）
最賃は、労働者の生活安定などのため、国が定める一時間あたりの賃金の最低額。すべ
ての労働者に適用される。都道府県ごとに額を決め、使用者はそれ以上の賃金を支払わね
ばならない。
最賃千五百円を訴えるのは首都圏の学生や若い労働者らでつくるグループ「エキタス」。
四月の新宿でのデモに約千五百人が集まった。初めてデモをした二〇一五年から人数は倍
に。支持は着実に広がっている。

エキタスが、最賃千五百円が実現したら何をしたいかをネットで尋ねると「病院に行け
る」
「長時間のバイトをしないで済む」などの声が集まった。エキタスのメンバーも「夢の
ある数字。これなら生活を改善できる」と話す。
最賃千五百円は妥当と指摘する専門家もいる。静岡県立大短期大学部の中沢秀一准教授
（社会保障論、写真）は、各地の十代から七十代までの男女約七千人に、生活実態と所持
品の調査を実施。住むエリアや年齢、性別、単身か家族かなどモデルごとに、「きちんとし
た生活を送るために必要な費用」を意味する最低生計費をはじき出した。
一人暮らしの二十五歳男性の最低生計費＝表＝には、映画などの趣味を月二、三回楽し
んだり、友人と月二、三回は夜に外食したりする費用も含む。中沢さんは「健康に暮らす
ための質を確保し、人間関係を維持するための交際ができるのも人間らしい生活に必要」
と解説する。
中沢さんに
よると、都市
部は住居費は
かかるが、交
通費は公共交
通網が整って
いて抑えられ
る。反対に、
車社会が前提
の地方は交通
費が高くなる。
このように地
域で事情が異
なるため多少
の差はあるが、
社会保険料と
税金を含めて、
月百五十時間
労働で計算す
ると、
「全国的
にみてほぼ最賃に千五百円以上は必要な計算となる」とする。
零細のアパレル企業で働く三十代後半の女性は都内で一人暮らし。給与は額面二十二万
円だが、平日は連日残業で土曜日出勤も。このため時給に換算すると約九百五十円。都の
最賃（九百三十二円）をわずかに上回る程度だ。１Ｋ（約十五平方メートル）の家賃は六
万円でテレビもない。残業で自炊する時間が削られ外食を強いられる。女性は「だから貯
金もできない。将来が心配で、好きな人と一緒になろうと言えない」と嘆く。
政府は最賃千円を目指しているが、目標時期は未定。支払い能力のない企業の存在や企
業収益を圧迫する恐れなど使用者側の懸念が強いためだ。
中沢さんは「若者が将来に希望を持つためにも、最賃千五百円を目指す必要がある」と
指摘する。

「将来の子」遺伝病予測、両親検査し発症率判定…国内企業計画
読売新聞 2017 年 5 月 21 日
学会は懸念の声明検討
将来生まれる子どもの遺伝病の発症確率を調べる検査サービスを、国内大手の遺伝子検
査会社が来年にも開始する計画があることがわかった。男女カップルの遺伝情報を調べる

ことで、筋ジストロフィーやパーキンソン病の一部など約１０５０の病気の発症確率が把
握できるという。利用者のニーズがある一方、新たな差別を助長する恐れもあるとして、
関係学会は、検査に懸念を示す声明を検討している。
サービスを計画しているのは、ジェネシスヘルスケア社（東京）。提携する米企業の検査
サービスを国内で初めて導入することを目指している。
検査対象は、劣性遺伝子が二つそろって発症する遺伝病。都内の診療所でカップルから
唾液を採取する。そこから遺伝情報を読み解き、１０５０の病気それぞれについて１００％、
５０％、２５％、０％の４段階で伝える。検査の意味などについて説明する遺伝カウンセ
リングも実施する。専門家によると、希少な疾患が対象であるため、検査で子どもに発症
の可能性があるとの結果が出ることはまれだとい
う。
今回の検査は米国で年間５０万件の需要がある
とみられ、同じ方法で日本人の遺伝子が解析でき
るかどうかを検証する臨床研究が４月から始まっ
ている。
検査や人件費などで費用は約５０万円としてい
るが、サービスの料金設定は未定。同社は「検査
の情報は、よりよい人生設計や安心につながる」
と話す。
その反面、検査で子どもが病気を発症する可能
性があるとされた人が結婚や出産をあきらめたり、
リストに挙がった遺伝病の当事者や家族への差別
につながったりする恐れも指摘されている。
米国では２００８年に「遺伝子差別禁止法」が
成立し、特定の遺伝子を理由に保険や雇用で差別
的な扱いをすることが禁じられた。しかし、日本
にはこうした法的規制はない。
日本人類遺伝学会などの複数の学会は、懸念を
表明するか検討している。同学会の前理事長、福嶋義光・信州大特任教授は「議論が不十
分なまま、誰でも受けられるビジネスとして広がると、健康な人の不安をあおりかねない。
完璧な赤ちゃんを求める風潮を助長する懸念もある」と話す。
＜ 劣性遺伝子 ＞ 遺伝子には体の性質として表れやすい優性と表れにくい劣性がある。
父と母の両方から子が受け継ぐ遺伝子が優性と劣性の組み合わせでは発症しないが、二つ
とも劣性だと表れるタイプの病気を劣性遺伝病という。誰もが何らかの病気の劣性遺伝子
を一つは持つ「保因者」だといわれる。

遺伝病検査…命に関与、議論深まらず
読売新聞 2017 年 5 月 21 日
男女カップルの遺伝情報から将来生まれる子どもの遺伝病の発症確率を調べる検査は、
倫理面や遺伝情報の取り扱いなど様々な問題を投げかけてくる。
「健康で元気な赤ちゃんを産みたい」というのは親として自然な願いだ。妊娠前から受
けられるため、中絶手術による母体に及ぼす影響もない。その反面、どこまで命の誕生に
人為的に関与すべきかという議論は深まっていない。
２０１３年に日本に上陸した米国の新型出生前検査は、母親の血液から胎児のダウン症
など３種類の病気を見つける技術だった。陽性と診断された妊婦の９割超は人工妊娠中絶
を選び、命の選別につながるとの批判も起きた。今回、判定できる病気が一気に約１０５
０に拡大する。
究極の個人情報とされる遺伝情報の行方を心配する声もある。検体が提携企業のある米

国に送られれば、国民の遺伝情報が海外に流出する事態となる。また、民間企業は倒産し
たり、合併したりすることがある。その場合、遺伝情報が漏れたり、売られたりする恐れ
も否定できない。個人の遺伝情報や検体をもつ企業の倒産などについて、国家間の取り決
めを検討するべきだとの声もある。
米国産婦人科学会は今年３月、子の遺伝病を予測する検査について、「妊娠前に受けるこ
とでカップルの選択肢が広がる」とし、有用性を認める見解を出した。個人の自己決定を
重んじる米国の文化が背景にある。
ただ、複数の専門家は、
「文化的背景が異なる日本にそのまま導入すれば混乱は必至」と
口をそろえる。
遺伝子解析技術の進歩がもたらした今回の検査をどう受けとめるべきか。国や関係学会
は、検査の質や倫理的な問題などの面で一定の関与ができる体制を作ることが求められる。
（医療部 加納昭彦）

子ども食堂 宇多津に開設
読売新聞 2017 年 05 月 23 日
地域の子供たちに格安の夕飯を提供する「子ども食堂」が宇多津町にできた。貧困家庭
対策と同時に、食事を通じて子供からお年寄りまでの世代が幅広く交流する場になること
が狙いで、町も補助金を出して支援している。地域のボランティアで食事をつくり、町民
なら誰でも利用可能。運営する同町社会福祉協議会は「地域で子どもを見守っていく拠点
にしたい」としている。
（岸田藍）
◇町社協が運営「地域の見守り拠点に」
「缶切り、うまく使えるかな？」「ウィンナーもいためてみようか」。子ども食堂の「陽
だまり食堂」がプレオープンした４月２５日午後、調理場には夕飯をつくる楽しそうな笑
い声が響いた。この日のメインメニューは、カレーライス。やって来た子供たちはボラン
ティアの大人たちに教わりながらジャガイモやニンジンを花形にしたり、果物を包丁で切
ってデザートを作ったりした。空き時間には折り紙で遊ぶほか、大人たちに宿題を見ても
らうなど様々だ。
午後６時半、料理が出来上がり、全員で「いただきます」
。友達やボランティアらと談笑
しながら食事をとり、おかわりをする子も多く見られた。妹と訪れた小学５年の女児（１
０）は「みんなと一緒に食べるからいつもよりおいしい。たくさん食べました」と笑顔。
母親（４３）は「子供の表情が生き生きしていた。仕事から帰宅して家事に追われる毎日
なので、私も久しぶりに一息つけた気がします」と穏やかな表情で語った。
２０１４年、県が１人で子供を育てる約１１００人からアンケート調査を実施したとこ
ろ、母子世帯のうち年収が２５０万円未満は７２・６％、父子世帯では、３５０万円未満
が６３・１％に上った。生活が「苦しい」「やや苦しい」と答えた母子世帯は７６・５％、
父子世帯は７４・７％だった。
食堂を援助するため、宇多津町では今年度の当初予算に３６万円を計上。県社会福祉協
議会によると、県内では高松市や三木町などにも子ども食堂があるが、ＮＰＯ法人などの
民間が運営主体。自治体が支援するのは初めてといい、宇多津町の谷川俊博町長は「宇多
津の事例をモデルケースにして、県内の各市町にも同じ動きが広がれば」と語る。
今後は独居世帯の高齢者らにも足を運んでもらい、子供たちに昔ながらの遊びや地域の
歴史を教えてもらうことも期待され、町社協総務グループ長の藤沢英明さん（５３）は「様々
な人同士がコミュニケーションを取り、交流をひろげてほしい」としている。
当面は月に１度のペースで続けていくという。６月は２０日午後５時から。大人４００
円、中学生以下１００円で、前日までに電話（０８７７・４９・０２８７）での申し込み
が必要となる。

孤独死減少の一助に 別府市、６５歳以上の独居世帯に機器貸し出し
大分合同新聞 2017 年 5 月 23 日
新たに貸し出している据え置き型（手前）と携帯型（奥）の機器

別府市は、市内の６５歳以上の１人暮らしの高齢者を対象に、
新型の緊急通報用機器の無料貸し出しを始めた。毎朝、定時に
安否を確認するシステムで、異変があれば早期に察知できる。
市は新しい機器の導入により孤独死の減少を図る。
確認は毎日午前６時～同９時の間に実施する。従来の機器で
は、安否確認は月に１回だけだった。据え置き型と携帯型から
選べ、据え置き型は利用者が機器の安否確認ボタンを押し、携
帯型は機器を動かすと自動で感知する。
確認できない場合、コールセンター（大分市）が電話。応答
がなければ、あらかじめ登録した市内に住む家族や近隣住民ら
の協力員に連絡し、自宅に出向いての安否確認を依頼する。携
帯型は衛星利用測位システム（ＧＰＳ）機能で位置情報が分かり、外出先で異変があれば
救護に向かうことができる。
市高齢者福祉課によると、市内の１人暮らしの高齢者は約７６００人（２０１５年３月
末）
。従来の据え置き型は約７７０台貸し出している。
同課の長谷目高明課長補佐は「家族が小まめに連絡できないことも多く、毎日、安否確
認できる機器を導入した。高齢者の不安解消や孤独死の減少につなげたい」と話した。
＜メモ＞貸し出しの対象は、市内に１年以上住んでいる６５歳以上の１人暮らしの高齢者。
年収が 200 万円未満などの条件がある。問い合わせは市高齢者福祉課（℡0977・21・1442）
。

マイナンバー記載を見送り 中野区など異例措置
産経新聞 2017 年 5 月 18 日
自治体が企業に送付する個人住民税額通知書について、国が平成２９年度からマイナン
バー制度の個人番号を記載する規則を定めたのに、東京都中野区や名古屋市などが記載見
送りを決めたことが１７日、分かった。誤配などで情報漏れの懸念があるというのが理由
で、一部の自治体が国の方針に応じない異例の事態となっている。
番号がなくても住民税の給与天引きに影響はないとみられるが、従業員が複数の自治体
に住む企業では、番号入りと無しの通知書が届くケースが出る。

特養の職員不足が深刻化 ６割超が独自基準満たさず
東京新聞 2017 年 5 月 23 日
都内の特別養護老人ホームで、各施設が独自に定める職員の配置基準を満たしていない
割合が６２・１％に上ることが、都高齢者福祉施設協議会の調査で分かった。過去二年の
調査では五割台だったが、今回初めて六割を超えた。協議会は「介護の人材不足が深刻化
している」と懸念している。 （北爪三記）
調査は四～五月、都内の特養を対象に実施し、三百五十一施設から回答があった（回答
率７４・５％）
。職員数については、老人福祉法などで入所者三人に対し一人配置するよう
規定。十分なサービスを維持し、職員の労働環境を向上させるため、二百十一施設（６０・
１％）が法定を上回る独自の配置基準を設けている。
独自基準を満たしていないとした百三十一施設のうち、６１・７％が「一～三人不足」
と回答。不足期間は「六カ月以上」が６５・４％と最多だった。人員不足の解消に向けて
は、
「派遣職員の雇用」
（６６・２％）、
「職員の超過勤務」（６４・７％）といった対策でし
のいでいる。だが、
「施設内行事の中止や制限」
（２６・３％）、
「特養入所の抑制」
（７・５％）
など、利用者への影響も出ている。
多摩地区のある小規模特養では、昨春に退職した非常勤職員一人の後任が見つからず、

紹介派遣でこれまでに四人が来たが定着しなかったという。施設長は「三日間の夏休みも
取れないなど、職員に負荷がかかっている。夜勤をする常勤職員が倒れたら、シフトを組
めなくなってしまう」と危機感を募らせている。
協議会は二十三日午後三時から、千代田区内幸町のイイノホールで、介護人材不足など
をテーマに、
「大都市東京の介護と暮らしを守る都民フォーラム」を開く。入場無料で申し
込み不要。問い合わせは、都社会福祉協議会＝電０３（３２６８）７１７２＝へ。

社説［介護科定員割れ］魅力ある職場像を示せ
沖縄タイムス 2017 年 5 月 23 日
国家資格の「介護福祉士」を育成する県内四つの専門学校すべてで、定員割れが続いて
いる。介護福祉学科の定員は合わせて１６０人だが、２０１７年度は前年度に引き続き５
割を切るなど深刻な状況だ。
介護現場のリーダーとなる専門職の卵が先細っては老後の安心にも黄信号がともる。介
護福祉士は介護職の中でも専門性が高い。高齢者や障がい者の介助、医療的ケア、生活援
助などを行う仕事だ。
１３年度には１２８人いた介護福祉学科の入学者が１７年度には７４人にまで落ち込ん
でいる。定員を半分にした専門学校もあるほどだ。
なぜか、理由ははっきりしている。介護職員を取り巻く「低賃金・重労働」という厳し
い労働環境が要因である。介護業界が学生らのマイナスイメージを払（ふっ）拭（しょく）
することができていないことも関係している。
国の処遇改善加算などで介護職の待遇は少しずつ良くなっているが、それでも全産業の
平均より月額８～１０万円も低い。
さらに県内の介護職は他府県と比べても賃金が低い。
介護労働安定センター沖縄支部が実施した１５年度の介護労働実態調査によると、介護
職員の月額の平均賃金は１９万５千円で、全国の平均２１万８千円に及ばない。
介護職員の「働く上での悩み」は、「人手が足りない」（５０・２％）、「仕事内容の割に
賃金が低い」
（３９・９％）と続く。人手が足りないことによるしわ寄せで精神的・肉体的
な負担が大きく、その割に、賃金が低いという悪循環に陥っている。
厚生労働省の推計によると、全国では団塊の世代が７５歳以上になる２５年度に、２５
３万人に上る介護職員が必要になるが、３８万人が不足する恐れがある。
沖縄県でも２万２千人の需要に対し、４千人余りが不足するとみられる。
超高齢社会の到来で、介護の需要は高まる一方なのに、職員が圧倒的に足りなくなる現
実が待っている。
介護職員の育成を急がなければならない。県も高校訪問やイベントに取り組む専門学校
に予算を補助している。
専門学校も独自の奨学金制度を新設するなど学生集めに躍起だ。
しかし、高校新卒者の確保は簡単ではない。専門学校４校が連携を強める必要がある。
仕事の楽しさや魅力を実際に介護に携わっている職員から具体的に聞く機会を多く設定す
るのも一案だろう。
介護労働安定センター沖縄支部の調査によると、介護の仕事を選んだ理由は「働きがい
のある仕事だと思ったから」が５４・０％と最も高い。
超高齢社会では誰もが介護の世話になる可能性がある。介護職を高校
生らに「選ばれる職業」にするには、「低賃金・重労働」の現状を改善
する必要がある。それが私たちの老後の安心にもつながるからだ。
志を高く持った若者の「働きがい」が持続するような介護職の制度設
計をするのは、国の責任である。
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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