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多機能型の新棟完成 日出町の児童発達支援センター

大分合同新聞 2017 年 6 月 4 日

完成した「プリンちゃん」の新棟＝日出町大神

日出町大神のみのり学園児童発達支援セ
ンター「プリンちゃん」
（広岡とよみ管理者）
の新棟が完成した。受け入れ可能な知的障害
や発達障害の子どもの数が１・５倍に増え、
療育のサービスと設備も拡充した。「地域の
要望に応え、より充実した支援をしていく」
としている。
新棟は障害のある子どもの保護者からの受け
入れ体制拡大を求める声を受け、約１億円をか
けて整備した。鉄骨平屋（３２４平方メートル）
で隣接する旧棟と合わせた広さは約４５０平方
メートルになった。
定員は２０人から３０人（未就学児１０人、
就学児２０人）に増加。日中の一時預かり（月
～土曜午前９時半～午後５時）も始めた。
マンツーマンで療育に当たる集中訓練室や、応急処置などをする医務・静養室、遊具や
砂場がある園庭などを新たに設けた。プリンちゃんは社会福祉法人「みのり村」
（杵築市）
が、２０１１年に児童デイサービスセンターとして開所。知的障害や発達障害といった子
どもを預かり、障害の相談を受け付けるなどしてきた。１４年に現在の名称となった。
５月２７日に現地で完成式典があり、学校、福祉施設などの関係者約５０人が出席。み
のり村の大木隆理事長は「多機能型の施設で、子どもたちにとって良い環境が整った」と
あいさつした。未就学児の療育は月～金曜午前１０時～午後２時半、放課後等デイサービ
スは同午後１時半（長期休暇時は午前９時半）～午後５時。問い合わせはプリンちゃん（Ｔ
ＥＬ０９７７・２８・０２５０）
。

観光地でバリアフリー整備へ

県、
「ガッタンゴー」など調査

レールマウンテンバイクのバリアフリー環境を調べる調査員ら
＝飛騨市神岡町東雲で

バリアフリー環境が整った観光地を目指す県は二日、
本年度の観光施設の調査を始めた。この日は、飛騨市
神岡町のレールマウンテンバイク「ガッタンゴー」と
高山市奥飛騨温泉郷の「新穂高ロープウェイ」を調べ
た。
県は、障害者の就労を支援するＮＰＯ法人「バーチ

中日新聞 2017 年 6 月 4 日

ャルメディア工房ぎふ」
（大垣市）と連携して昨年に調査を開始。県内四十カ所を調べ、本
年度はさらに百カ所ほど調べる。
レールマウンテンバイクでは、車いす利用者、県や市の職員らが、駐車場やトイレ、車
いす用の車両などを点検した。情報は、ウェブサイト「ふらっと旅ぎふ」に掲載する。
県観光企画課の主任、今村和人さん（３２）は「東京五輪を控え、高齢者が増えていく
中で、誰もが安心して楽しめる岐阜県を発信していきたい」と話していた。
（浜崎陽介）

役割多岐、担い手不足深刻

民生委員アンケート

神戸新聞 2017 年 6 月 4 日

災害時の避難が難しい人の救助訓練に取り組む民生委員ら＝今年１月、三田
市つつじが丘北３
清原桂子教授

兵庫県内の民生委員約９千人から、災
害時の役割などについて回答を得たア
ンケート。災害だけでなく、幼児虐待か
ら高齢者の安否確認まで平時から多く
の役割が期待される中、「これ以上自分
の生活を犠牲にしてまでボランティア
できない」
「非常時に民生委員１人では
何もできない」と悲鳴に近い自由記述も
あった。負担の大きさは担い手不足にも
つながっている。
神戸市民生委員児童委員協議会理事長の祐村（ゆうむら）明さ
ん（７４）＝神戸市中央区＝が民生委員を引き受けたのは１９７５年。当時は「災害時の
民生委員の役割を意識したことはなかった」
。
その２０年後の阪神・淡路大震災。自宅は一部損壊で済んだが、担当地域で多くの家屋
が倒壊した。生き埋めになった人々の救助や避難誘導、安否確認などに奔走。病院内の保
育園で園長を務めており、被災者の救援を担う医師や看護師らのために保育園を再開させ
る必要もあった。
「自分の仕事と民生委員活動とのバランスを取る難しさや、自分の家だけ
助かった負い目でしんどかった」と振り返る。
その後も全国で地震や水害が相次ぎ、２０１１年の東日本大震災では安否確認などに取
り組んでいた民生委員５６人が死亡。全国民生委員児童委員連合会は、無理のない活動や
安全最優先などの指針を改めて出した。一方、国は災害対策基本法を改正し、避難が難し
い要援護者の名簿を市町村が作成する際、その提供先として民生委員も挙げるなど、役割
への期待も高まった。
民生委員は家庭内暴力や虐待、いじめへの対応など、役割が多様化、専門化する中、昨
年１２月時点の人数の不足が神戸市で１３５人、兵庫県内では４９１人に上る。各分野で
研修を増やせばさらに負担は増し、担い手不足に拍車が掛かりかねない。
祐村さんは阪神・淡路の経験から、災害時に別の地域の民生委員が「カウンターパート」
になって支援するなど、被災地の民生委員だけに負担を掛けない仕組み作りや、子どもら
を専門にする「主任児童委員」のように、災害専門の民生委員の設置などを提案。「皆、使
命感は持っている。少し踏み込んで具体的にやるべきことが分かれば、心理的な負担は減
るはずだ」と話す。
担当の神戸市くらし支援課は「制度１００年の節目に合わせ、どのような役割を担って
いくのか、自治会や事業者、社会福祉協議会などで具体的に検討したい」とする。（高田康
夫）
◇災害対応のルール作りを 神戸学院大・清原桂子教授◇
民生委員制度に詳しい神戸学院大現代社会学部の清原桂子教授に、アンケートの結果に

ついて聞いた。
（田中陽一）
民生委員の負担感を減らすには、その役割を明確化することが重要だ。例えば要援護者
名簿の取り扱いをみても、市町ごとに違いがあり、委員によっては戸惑いを感じるだろう。
災害は自治体の境界に関係なく起きる。兵庫県も広域自治体として共通のルール作りを検
討する必要がある。
アンケートでは地域のつながりがあるほど、民生委員の負担感が小さいことも分かった。
今は高齢化や１人暮らし世帯の増加、貧困などの課題が深刻化し、民生委員だけでは対応
が難しい。自治会や学校、ＮＰＯ、大学などの組織も一緒にコミュニティーづくりを進め、
災害時にチームとして対応できる仕組みを整えておくことが求められる。
大切なのは、民生委員が自身と家族の命を守った上で「普段から担っている役割」を果
たすこと。大規模な災害が起きれば、地域の課題はより顕著な形で表面化する。そんなと
きこそ、日常的に実践してきたことが力を発揮する。（談）

障害児者らがチヌ釣りを満喫

高知県須崎市の海上いかだ

高知新聞 2017 年 06 月 04 日

障害児者や家族がチヌ釣りを楽しんだ大会（高知県須崎
市の浦ノ内湾）

「なかなか釣りに行けない」という障害児者
と家族を対象にした釣り大会が６月３日、高知
県須崎市の浦ノ内湾で開かれ、車いすの参加者
らが海上のいかだからチヌ釣りを楽しんだ。
高知県障害者スポーツセンターを拠点にした
総合型地域スポーツクラブ「チャレンジドクラ
ブ」
（会員約２００人）の主催で、高知市や高知
県吾川郡いの町などから５～７５歳の障害児者
と家族計１０人が参加した。
参加者たちは潮風を受けて海上のいかだに渡り、ダンゴでチヌを狙う「かかり釣り」に
挑戦

巨大フラワーカーペット、鮮やか

７万株の花、まちなかに彩り
福井新聞 2017 年 6 月 4 日
「全国花のまちづくり福井大会」会場のハピテラスを
鮮やかに彩ったフラワーカーペット＝３日、福井市中
央１丁目

「第２３回全国花のまちづくり福井大会」
（福井新聞社後援）は３日、福井市のＪＲ福
井駅西口一帯で始まった。ハピリンの屋根付
き広場ハピテラスには、巨大なフラワーカー
ペットがお目見え。まちなか全体を合計約７
万株の花で彩って来訪者を出迎え、緑と花の
まちを目指す大会宣言を採択した。
大会は、来年の福井国体・全国障害者スポーツ大会を前にもてなしの機運を高めようと
県が誘致。市などによる同時開催の「まちフェス」と合わせて「花花フェス」と銘打ち、
４日まで多彩な催しを繰り広げる。
市中央公園から駅西口広場にかけ、花を並べたフラワーロードが登場。広場の恐竜モニ
ュメント付近は、ジャングルのような植栽で太古の世界が演出された。
フラワーカーペットは縦１２メートル、横１４メートル。ベゴニアやマリーゴールドな
ど２万５千個のポットを敷き詰め、福井農林高生がデザインしたハートと鳥のカップルの

絵が鮮やかに浮かび上がった。
式典には、県内外から約２４０人が出席。華道家の假屋崎省吾さんとともに、あわら市
と坂井市の緑の少年団が「緑を育み、笑顔と花のまちをつくろう」と大会宣言した。使わ
れた花々は県の花いっぱい運動推進員に配布し、各地の植栽活動に生かす。

障害者育てた農産品販売
読売新聞 2017 年 06 月 04 日
◇ＪＲ岡山駅前 マルシェ始まる
県内の就労支援事業所や特別支援学校に在籍する障害者が育てた野菜や加工品を販売す
る「ノウフク野外マルシェ」
（県主催）が３日、岡山市北区のＪＲ岡山駅前東口広場で始ま
った。最終日の４日は午前１０時～午後５時に開催。雨天決行。
障害者が農業分野で働く取り組み「農福連携」を広めようと企画、両日で計２３団体が
出店する。トマトや小松菜、焼き菓子のほか、障害者が作った農産品や加工品を認証する
県の統一ブランド「ハレの福産良品」に選ばれた、チーズやこんにゃくがブースに並んだ。
ボランティアの高校生や学生も販売や運営に加わった。
初日の同市立岡山後楽館高校の生徒らによる「農業体験トーク」では、生徒が身体障害
者の男性との花苗の植え替えを振り返り、「（農業には）少し手伝うことでできる作業もあ
る。人とふれ合いながら育てられるのがいい」という意見が聞かれた。
会場で野菜を買った岡山市北区の主婦池田麻衣さん（３２）は「品ぞろえが豊富。買い
物をすることで少しでも力になれれば」
、出店した県健康の森学園（新見市）の利用者、西
江佑太郎さん（３１）は「採れたての野菜をアピールしたい」と話した。

児童養護施設、退所者の課題は？

京都市が実態初調査へ

京都新聞 2017 年 6 月 4 日
京都市は虐待を受けたり、身寄りがいなくなったりした子どもを受け入れる児童養護施
設などを退所した若者らの生活実態をつかむ調査を６月に初めて行う。相談相手が少なく
社会で孤立し、金銭的に困窮する人もいる問題が指摘されているため、市内１０施設を通
じて退所者約２００人に回答を求め、進学状況、仕事と収入、生活の悩みの把握に努める。
市内の青少年活動センターで１０月から始める相談対応や居場所づくりの支援に生かす。
市内の児童養護施設などでは、家庭環境にトラブルのあった子どもを現在約３４０人受
け入れているが、原則１８歳までに限られる。退所者については、市が２０１６年度に貧
困問題をテーマに行った調査で、自己肯定感が低く、人間関係に困難を抱える傾向にある
という意見があった。効果的な支援を探るため、詳細調査に乗り出す。
６月中に、市内にある児童養護施設７カ所、自立援助ホーム２カ所、ファミリーホーム
１カ所を通じ、この１０年間に１５歳以上で退所し、各施設が現住所を知る人にアンケー
トを送り、回答してもらう。
計３２項目の設問で、高校・大学の進学や中退の状況、正規・非正規の雇用形態や転職
の有無などに加え、生活上の不安や、退所後の入所施設との関わりなどを聞く。
併せて、市が所在を把握できていない退所者の実態もつかめるよう、アンケート回答者
のうち３０人と施設職員に協力してもらい、個別に聞き取りも行う。
市は７～８月に調査結果をまとめる。市内７カ所の青少年活動センターを拠点に、１０
月から退所者同士の交流会を開くなど支援事業を始める。
子ども家庭支援課は「センターでは引きこもりやニートも含めた若者を支援しているが、
取り巻く環境や課題が異なる施設退所者には専門的な応対が必要と考えている。職員研修
を行い、相談機能を強化したい」としている。

障害者を排除しない、真の共生へ

京都で「ＤＰＩ」全国集会
京都新聞 2017 年 6 月 4 日
障害者の差別解消を目指す京都府条例の運用状況について課
題を指摘する矢吹さん（京都市上京区）

障害者団体「ＤＰＩ日本会議」の全国集会ｉｎ京都
が３日、京都市上京区のホテルで開幕した。初日は本
年度の総会があり、障害者を排除しない「インクルー
シブな社会」を合言葉に、関連法の改正や権利擁護に
取り組む方針を確認した。障害者の差別解消を目的に
京都府が２０１５年に施行した条例を巡る報告も行
われた。
ＤＰＩ日本会議は、障害者の権利と自立生活を保障する社会を目指し、政策提言や国際
交流に取り組んでいる。全国集会の京都開催は２回目で、全国の障害者や介助者ら約４０
０人が出席した。
報告では、完全施行から２年が経過した府の条例について、集会実行委員長で日本自立
生活センター（南区）代表の矢吹文敏さんが検証した。
車いすで生活する矢吹さんは「障害者が勇気を出して相談したのにあしらわれるケース
がある」と行政に対応改善を求め、
「本当の共生社会づくりに向け、私たちも一緒にまちづ
くりを進めなければならない」と呼び掛けた。
総会では、障害者権利条約の完全実施やバリアフリー法改正に向けた取り組みなど本年
度の活動方針を承認した。最終日の４日には昨年７月に相模原市の知的障害者施設で入所
者１９人が刺殺された事件が問う優生思想など五つのテーマで分科会が開かれる。

草刈り、家屋修理、オジサンクラブに任せて 独居老人や困窮世帯支援 糸満
琉球新報 2017 年 6 月 4 日
子どもの居場所「ふらっと こうえん前」の内装工事をする
オジサンクラブのメンバー（糸満市社会福祉協議会提供）

電気技師や大工、水道や建築関係、車両整備、福
祉の専門家、読み聞かせが得意な人など、さまざま
なメンバーが活動する糸満市のボランティアグルー
プ「オジサンクラブ」。平均年齢６５歳のおじさんた
ちが糸満市社会福祉協議会（上原健市会長）と協力
し、金銭的に厳しい生活をしている人の家屋の修理
や１人暮らしの高齢者宅の草刈り、子どもたちに紙
芝居も披露する。会長の大生（おおばえ）儀国さん
（６８）＝宮崎県出身＝は「子どもたちに夢を与え、地域のためになる活動をしたい」と
抱負を語る。
楽しみながら活動しているオジサンクラブの主要メンバ
ー（写真後列左から時計回りに）中村利幸さん、安里勝利
さん、近江茂雄さん、大井昇さん、大生儀国さん、玉城満
さん＝５月２５日、糸満市西崎の子どもの居場所「ふらっ
と こうえん前」

オジサンクラブは、定年退職後に市社協のボラ
ンティアセンターで活動していた人を中心に２０
１２年５月に結成。県外から糸満市に移住後、地
域とのつながりを求めて参加する人も多い。会員
１５人ができることを無理なく協力している。
名付け親の玉城満さん（５８）は市社協の事務局長でオジサンクラブの事務局も担う。
「Ｐ

ＴＡでは似たような活動があるが、社協と一緒にやっているのはあまりないと思う」と話
す。市社協の職員が支援の必要性を協議し、多い時は月に３回ほどクラブに依頼。家屋の
修理などは依頼人から材料費だけを徴収する。
メンバーの近江茂雄さん（６７）＝京都府出身＝は「本当に困っていて応援を求めてい
る場合に協力する。電気や水道などいろいろな依頼がくるが、持っている技術を生かして
楽しませてもらっている」と言う。
最高齢の大井昇さん（７４）＝北海道出身＝は７年前、妻の出身地の糸満市に移住した。
「電気関係の仕事でボランティアとは無縁の世界にいたが、やってみたら面白い。初めて
のことも多く、貴重な体験をさせてもらっている」と謙虚に語る。
クラブの合言葉は「楽しくなければボランティアじゃない」。メンバーは「本当に楽しい
よ」と爽やかなオジサンスマイルを見せた。
（豊浜由紀子）

真庭でペレット形のクッキー人気

観光連盟が土産用に販売

山陽新聞 2017 年 6 月 4 日

袋形のパッケージに一新したペレットクッキー

真庭観光連盟（真庭市勝山）が販売する木質固形
燃料「ペレット」に似せたクッキーが人気を集めて
いる。箱形から袋形に一新したパッケージがバイオ
マスツアー客らに好評で、土産用に売り上げを伸ば
している。
ペレットは、かんなくずを圧縮して円筒形に固め
たもので、家庭用ストーブや農業用ボイラーに使わ
れる。クッキーは、本物のペレット（約１センチ）
より長い約３センチ。同市蒜山地域特産のジャージ
ー牛乳で作ったバターの香りが豊かな「はちみつバター味」に仕上げている。
地域の先進的な木質バイオマス事業をＰＲしようと、同連盟が２０１４年に考案。製造
を手掛ける障害者就労支援施設「コスモスワーク」
（同市五名）の作業負担を減らすため４
月、組み立てが不要な袋形にパッケージを変え、デザインも変更。容量を２０グラム増や
して１００グラムにした。
１袋５００円。ツアーの立ち寄り先となっている木の駅「勝山木材ふれあい会館」
（同市
三田）などで扱っており、販売数は４月約１３０袋、５月約１５０袋と昨年の月平均（約
１００箱）を上回る勢い。同連盟は「ツアーとセットで全国に『真庭』をＰＲしたい」と
している。

社説：人材投資は待機児童対策を最優先せよ
日本経済新聞 2017 年 6 月 4 日
政府は 2017 年の経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）の素案をまとめた。柱は
「人材投資の抜本強化」だ。第一歩として、幼児教育・保育の早期無償化や待機児童の解
消を打ち出した。それに必要な財源のあり方などの結論を年内までに出すという。
まず最優先すべきは、待機児童の解消である。
幼少期の子どもが安心して過ごせる保育サービスを増やす。これが社会や経済にあたえ
る効果は大きい。女性が出産後も働き続けやすくなり、足元で広がる人手不足を緩和しや
すくなるからだ。
さらに、仕事と子育ての両立が軌道にのれば、もう１人子どもを持つことへの壁も低く
なるだろう。若い世代も結婚・出産に踏み切りやすくなる。待機児童対策は、少子化対策
であると同時に、将来を担う人材を生み出す、もっとも重要な人材への投資といえる。
政府は、17 年度末までの待機児童解消を目指し、５年間で 53 万人分の受け皿づくりを進
めてきた。だが需要増に追いつかず、このほど新プランをまとめた。新たに 22 万人分の受

け皿を確保し、遅くとも 20 年度末までに待機児童を解消するという。
財源をめぐり、財務省は高所得世帯向けの児童手当の特例給付を見直し、浮いたお金を
待機児童対策に回す案を示している。企業が負担する拠出金を財源に、「企業主導型」の保
育サービスを増やす案もある。
先進国で最悪という財政事情をふまえ、社会保障の歳出見直しを含めて財源をしっかり
と確保し、新プランを着実に実行しなければならない。
幼児教育・保育の無償化は、これまで段階的に範囲を広げてきた。
「こども保険」など新
しい財源案も浮上しているが、
「無償化ありき」は論外だ。まずは待機児童対策にめどをつ
けたうえで、どこまで無償化を広げるかの議論を深めたい。
少子高齢化と人口減少は、日本が抱える構造的な課題だ。16 年の出生数は初めて 100 万
人を割り、人口は前年比で約 33 万人も減少した。合計特殊出生率は 1.44 となり、政府が
掲げる「希望出生率 1.8」に遠く及ばない。
人口減の圧力を緩和し、日本経済の持続的な成長基盤を整えるには、仕事と子育てを両
立しやすい環境づくりが急務だ。もはや一刻の猶予も許されない。

社説：あすへのとびら 住まいの貧困 人間の尊厳守るために
信濃毎日新聞 2017 年 6 月 4 日
生活に困窮した高齢者が行き場を失い、劣悪な居住環境の下で暮らすことを余儀なくさ
れる―。北九州の古い木造アパートが燃え、６人が死亡した先月の火災は、
“住まいの貧困”
の現実をあらためて映し出した。
一昨年、川崎の簡易宿泊所で起きた火災では、１１人が死亡している。日雇い労働者が
集まる「寄せ場」に建てられた宿泊所が、生活保護を受けて暮らす高齢者の受け皿になっ
ていた。
北九州のアパートも、実態は簡易宿泊所に近かったようだ。敷金も保証人も要らず、日
割りの家賃で入居できた。住んでいた人の多くは生活保護受給者や日雇い仕事の収入で暮
らす人だった。
惨事はほかにも相次いでいる。２０１１年には東京・大久保の木造アパートが燃え、単
身の高齢者ら５人が亡くなった。０９年、群馬の老人施設の火災では１０人が死亡した。
ずさんな運営の無届け施設に、東京の自治体が生活保護受給者を送り込んでいた。
＜若者の状況も厳しく＞
身寄りのない高齢者が住まいを探すのは難しい。家賃の滞納や孤独死を嫌って、入居を
拒む家主や業者は多い。一方で、家賃が安い公営住宅は不足し、介護施設にも空きがない。
それが“貧困ビジネス”をはびこらせる土壌になっている。狭い部屋に押し込めて生活
保護費を巻き上げる悪質な無料・低額宿泊所は典型だ。貧しい人たちが、宿泊所や無届け
の施設に吹き寄せられている構造的な問題がある。
高齢者だけではない。
「路上生活一歩手前の若者が少なくない」。困窮者を支援する「つ
くろい東京ファンド」の代表理事を務める稲葉剛さんは話す。
アパートの家賃が払えず、２４時間営業のインターネットカフェなどで寝泊まりする人
が非正規雇用の拡大とともに増えた。ブラック企業で過酷な労働を強いられて心身を病み、
働けなくなって住む場所をなくす人もいる。
住まいを失うと、困窮から抜け出すのはなおさら難しくなる。人間関係が途切れて孤立
しがちで、支援にもつながりにくい。
〈すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する〉―。憲法２５条
が定める生存権の保障には、人が暮らすにふさわしい住まいの確保が何よりも欠かせない
はずだ。
けれども、そのための制度や政策は乏しい。最後の安全網である生活保護の住宅扶助さ
え、政府は１５年から基準額を引き下げた。生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金は、

対象が離職者に限られ、低賃金で働く若者や、働けない高齢者は利用できない。
より根本的な問題として、住宅政策が福祉政策として位置づけられてこなかったことが
ある。住宅は国土交通省、福祉は厚生労働省という縦割りの弊害も大きい。
＜社会の土台が崩れる＞
この国会で成立した「改正住宅セーフティーネット法」は、現状を変える一歩になるか
もしれない。空き家や空き室を都道府県ごとに登録する制度を新たに設け、高齢者や低所
得者、子育て世帯などの入居につなげる。
ただ、課題は多い。家賃負担を軽減する補助制度は条文に明記されなかった。住まいの
貧困に陥った人を広く助ける仕組みにできるかは心もとない。自治体が主体的に取り組む
かにもかかる。
住居は、人間の尊厳を守る基礎であり、社会の基盤である―。神戸大名誉教授の早川和
男さんは著書「居住福祉」で述べている。
住居が劣悪では、高齢化社会を支える在宅福祉の充実はおぼつかない。安心して暮らせ
る住まいという土台なしに社会保障や福祉は成り立たない。地域社会の人のつながりも住
居が核になる。
住まいの貧困は大都市圏だけのの問題ではない。地方でも住宅費の負担は重い。年老い
て維持費用が賄えなくなり、壁がはがれ落ちた家に住み続ける人もいる。少ない年金の大
半がアパート代に消える単身の高齢者の嘆きも聞く。
非正規雇用は拡大し、未婚率も上がり続けている。このままだと、単身で低年金、無年
金の高齢者は大幅に増えていく。それに伴って、住まいの貧困は一層深刻な問題になるだ
ろう。
一人一人の生きる権利を守ると同時に、社会を成り立たせていく基盤として、誰もが住
む場所に困らないよう支える確かな仕組みをつくらなくてはならない。
福祉の観点から住宅政策を抜本的に組み直す必要がある。欧州各国は、住宅手当や家賃
補助制度によって高齢者や低所得の人を支えてきた。学ぶことは多い。
国の制度や政策とともに、住民に近い自治体に何ができるか。貧困の実態をまずはつぶ
さに捉え、具体的な手だてを考えたい。

天地人
東奥日報 2017 年 6 月 4 日
発達障害の一つ ADD（注意欠陥障害）であることを明かし、モデルなどで活躍する栗原
類さんは近著「発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由」
（KADOKAWA）で、発達
障害は「脳のクセ」と説明している。コミュニケーションをうまくとれない。忘れっぽい。
音に敏感－。誰でも少なからず心当たりのある特性でも、極端にバランスを欠くため生き
づらさを抱えてしまう。脳機能の障害が原因とされるが、環境を整え正しく対処すれば、
ある程度の訓練で生きづらさは解消できると、著書は栗原さん、母親、主治医らの視点で
伝える。発達障害を抱える子と親の会を取材したことがある。ざわざわと落ち着かない子
どもたちに「静かにして」と声を上げても響かない。ある母親が黒板に赤い星のマークを
書いた。
「お友達が話している間、この星を見ていてくれますか」。「静
かにする」とはどういうことか。より具体的な言葉や動作に置き換える
と伝わりやすい。耳から入る情報より視覚から入る情報が理解しやすい
のは、子どもたちの多くに共通していた。特性に合った少しの手助けと、
失敗しても周りが待ってあげる時間と。それぞれの速度で「輝ける場所」
を見つけることができる学校や社会であってほしい。金子みすゞの詩
「私と小鳥と鈴と」の言葉にもあるように。＜みんなちがって、みんな
いい。＞
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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