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大阪の死亡虐待、半数が情報共有されず

府警、児相などと連携強化へ申し入れ
産經新聞 2017 年 7 月 31 日
大阪府内で過去５年間に虐待で児童が死亡した事件２８件のうち、半数の１４件で児童
相談所（児相）などが事前に虐待情報を把握しながら、警察には連絡していなかったこと
が３１日、分かった。大阪府警児童虐待対策室が明らかにした。
府警は今年２月、児相を所管する府と大阪市、堺市と情報共有に関する協定を締結。連
携強化を進めているが、「重大事案につながる可能性がある情報をタイムリーに共有した
い」として、情報共有の徹底を府と２市に改めて申し入れた。
同対策室によると、平成２４～２８年に府内で発生した児童虐待による死亡事案２８件
を分析。その結果、半数の１４件で、児相などの公的機関が虐待情報を把握していながら、
死亡が発覚するまで府警に連絡や相談をしていなかったという。
２月に締結した協定では共有情報の要件は明記しておらず、担当者間で調整しながら運
用していた。府警は分析結果を受け、あざなど軽いけがであっても、時期が異なる傷が複
数見つかった場合などには情報を提供するよう申し入れた。
同対策室の荒武泰子室長は「本当に危ない事案の情報を抽出し、助けられる命は助けて
いく」としている。

特別養子縁組、５年以内に倍増

虐待児への支援で新目標 厚労省
日本経済新聞 2017 年 7 月 31 日
経済的事情や虐待などで親から離れて暮らす子供が家庭での養育を受けられるようにす
るため、厚生労働省の有識者検討会は 31 日、特別養子縁組の成立件数を今後５年で倍増さ
せるなど、新たな数値目標を盛り込んだ報告書案を示した。特別養子縁組した子供は法律
上、養父母の「実子」として扱われる。
昨年施行された改正児童福祉法は保護者への子育て支援強化や、親元で暮らせない子供
を家庭と同様の環境下で養育していくことを国の方針として明示した。報告書案は虐待を
受けた未就学児を児童相談所が里親に委託する割合を 75％以上にする目標も掲げている。
厚労省などは、特別養子縁組の成立件数を５年以内に 2015 年の 544 件から倍増させ、年
間 1000 件以上の成立を目指す。報告書案は目標実現のための具体策として、特別養子縁組
の対象年齢（現在は原則６歳未満）の引き上げや、児童相談所と民間機関が連携して養父
母、養子を支援することなどを挙げた。
親元を離れて暮らす子供が里親家庭で養育される割合を示す「里親委託率」は 17.5％（15
年度末時点）にとどまる。
報告書案は３歳未満は５年以内、それ以外の未就学児は７年以内に委託率 75％以上を目
指すとした。就学児は 10 年以内に 50％以上にする。
厚労省によると、親元で暮らせない子供は 16 年時点で全国で約４万５千人に上る。この
うち約６千人が里親家庭などで暮らし、残りは主に児童養護施設や乳児院に入所している。

報告書案には就学前の子供について、児童相談所が施設に預けることを原則として停止す
ることも盛り込まれた。

高校内にカフェ 「居場所」づくりで不登校防げ

大阪発の活動、各地に広がる
日本経済新聞 2017 年 7 月 31 日
高校生活になじんでもらおうと、生徒らが気軽に過ごせるカフェなどを校内に開く大阪
府の取り組みが注目されている。全国と比べ中退や不登校となる生徒の割合が多いことを
受け、府が「居場所をつくり、多面的に支えたい」と民間団体に運営を委託した。教員や
親には言えない悩みが生徒から明かされることも多く、同様の試みは各地に広がりつつあ
る。
大阪府立長吉高校内にあるカフェで飲み物を頼
む生徒ら（大阪市平野区）

「どうぞ、いらっしゃい」
。昼休みにな
ると、テーブルクロスが引かれた教室に、
生徒らが弁当持参で集まってきた。軽快
な音楽が流れる府立長吉高校（大阪市）
の「なかカフェ」。すぐに約 20 席が埋ま
り、生徒らはココアやジュースを飲みな
がらくつろぐ。
週２日カフェを開くのは、府から委託
を受けた一般社団法人「ｏｆｆｉｃｅド
ーナツトーク」
（同市）の的場聡行さん（44）ら。よく訪れるという３年の女子生徒（18）
は「気軽に色々話せて、カフェがある日は学校に行くのが楽しい」と声を弾ませる。
的場さんによると、生徒からは「家庭での食事が足りない」
「両親が不仲で家に居づらい」
といった日常生活の悩みについて相談を受けることも多く、気がかりな生徒は教員に伝え
ている。草野和夫教頭は「親に虐待を受けていたことが発覚したこともある。セーフティ
ーネットとして欠かせない場所だ」と話す。
府内の高校生の中退や不登校の割合が高止まりするなか、府は悩みを抱えた生徒の居場
所をつくろうと、2012 年に事業を始めた。運営はＮＰＯ法人など民間に委託。カフェや食
堂、学習室など様々な形で、これまでに計 26 校で開いた。
府の担当者は「いったん不登校になると、登校を促すのは難しく、中退後に引きこもり
やニートになるケースも少なくない」と指摘。
「気軽に足を運べる居場所を心のよりどころ
にし、学校に行きたいと思う動機につながれば」と期待を込める。
カフェなどを開いた学校へのアンケート調査では「不登校経験のある生徒に友人ができ
て登校するようになった」といった声が寄せられたという。府の取り組みを参考に、神奈
川県内では 14 年から県内の高校の図書館にカフェを開設。静岡市内の高校も今年９月から
始める。
好意的な意見が多い府の事業だが、課題は財源の不安定さ。12～17 年度の予算規模は、
約 300 万～約 9800 万円と年度ごとで差があり、毎年度同じ高校で開けるとは限らない。府
立桃谷高校（大阪市）などでカフェを運営するＮＰＯ法人「み・らいず」
（同市）の山中文
理事（40）は「専門家の知恵や地域の協力などを得ながら、事業を続けていく必要がある」
と訴えている。
■不登校・中退の生徒多い大阪府
文部科学省の 2015 年度の調査によると、大阪府内の高校生 1000 人当たりの不登校生徒
数は 27.9 人で、全国平均（14.9 人）の２倍近くに達し、都道府県別でワースト。中退する
生徒の割合も 1.9％と、鹿児島県に続き全国で２番目に高い。
府内の高校生が中退した理由では「進路変更」
（39.7％）が最も多く、
「学校生活や学業に

適応できない」
（29.9％）が続いた。府内の高校教諭は「貧困といった厳しい家庭環境で生
活が乱れ、高校から足が遠のいてしまう生徒が多い」と話している。

東京のバリアフリー加速 経団連、２０２０年五輪見据え提言へ
産經新聞 2017 年 8 月 1 日
経団連は、２０２０年東京五輪・パラリンピックに向け、バリアフリーを実現するため
の提言の策定に着手した。海外の主要都市などに比べ、バリアフリーの取り組みが遅れて
いるとして、インフラ整備の加速のほか、「声かけ」によるさまざまなサポートなどソフト
面での対応も盛り込む。平成２９年度中にも取りまとめる。
首都圏では鉄道会社や商業施設などで、エレベーター新設、段差の解消などバリアフリ
ー化を進めている。しかし、パラリンピック参加や観戦などで、車いす使用者が急増した
場合には能力が不足することが明らかになっている。また、企業単位での取り組みとなっ
ているため、駅や隣接する商業施設での連携が悪いなど、使い勝手の問題も指摘されてい
る。
このため、経団連は約２０社が参加する部会を設置。企業の個別の取り組みだけでなく、
他の事業者と連携することで街づくりや利用者目線での改善に取り組むことを重視し、提
言を策定する。
さらに、施設・設備のバリアフリー化対応が間に合わない面も多いことから、鉄道会社
の職員、施設運営の担当者が、障害者や高齢者に積極的に声をかけて対応する「声かけ・
サポート」運動の普及も目指す考えだ。
バリアフリー化で、高齢者や障害者の外出、買い物、レジャーなどへの参加が拡大する
とみられる。経団連は、国内の個人消費が拡大し経済効果も大きいと期待している。提言
は政府や東京都などに提出する予定だ。

抄録永田町 発達障害支援で古川氏提言

佐賀新聞 2017 年 08 月 01 日
プロジェクトチームの座長として安倍首相に発達障害
施策に関する提言書を手渡す古川康衆院議員（左から２
人目）＝東京・永田町の首相官邸

■教育、医療の施策説明
自民党の発達障害児者の支援の在り方に関す
るプロジェクトチーム（ＰＴ）の座長を務める
古川康衆院議員（佐賀２区）が、安倍晋三首相
に対し、支援施策の進展に向けた提言書を手渡
した。教育や医療分野で今後取り組むべき施策
の方向性に関し、膝を突き合わせて説明した。
ＰＴは、関係団体や有識者から５回にわたる
ヒアリングを実施してまとめた。教育分野では、教員の専門性向上のため、教員養成課程
に特別支援教育の視点を盛り込んだ科目を独立して位置付けることを求めた。医療分野で
は、成人期の診療の専門的手法が確立されていない点を踏まえ、専門的な医師の確保に向
けて診療報酬上の評価をすべきとした。
官邸での面会は非公開。古川氏によると、安倍首相は提言に対し、「大変重要な問題だ。
充実した取り組みをしっかり進めていってほしい」と答えたという。
知事時代から障害者施策に力を入れてきた古川氏。国会での意欲的な発言や活動が評価
され、座長に白羽の矢が立った。関心を持ったきっかけは知事選で出会った重度の肢体不
自由児。
「一番、ゆっくり歩いている集団だと感じた。彼らにとって暮らしやすい社会は、
誰にとっても暮らしやすい。これを一生の仕事にしようと思った」。今後、新年度予算の概
算要求に向け、関係省庁と議論していく。

新聞で学ぼう

記事で共生社会考える

車椅子の学生の体験踏まえ目白大で授業
毎日新聞 2017 年 8 月 1 日
車椅子で授業を受ける金子凌我さん＝東京都新宿区の
目白大学で２０１７年７月５日

＜くらしナビ 学ぶ＞
車椅子の学生の体験を踏まえ、
「共に生きる社
会へ」と題する授業を目白大学（東京都新宿区）
で行った。２０２０年東京パラリンピックに向
けた「障害者と健常者のコミュニケーション」
について、学生たちは新聞記事を参考に考え、
意見を交わした。
●問われる「障害者への理解」
政治、経済、文化、国際問題などのニュース記事を活用して新聞記者（筆者）が昨年度
から担当する「社会学概論」
（前期１５回）では、東日本大震災をテーマにした６月２１日
の授業で、被災者との交流を記者がつづった２本の記事を使った。受講生約８０人に、被
災者の思いや「人間の強さ」などをワークシートに記入させると、こう書き込んだ学生が
いた。
《私は東京にいたが、
「被災者」であると思っている。中学校の３階にいたのだが、周り
の人たちが泣きながら走っている状況の中で、私は介助員さんにとっさに「おんぶをして、
１階までお願いします」と言ったが、断られてしまった。階段についていた（電動式の）
昇降機で地震（余震）が続くなか、いつ止まるか、いつ激しく揺れて落ちてしまうか、と
不安になりながら降りていった。ふと窓を見ると、飛んでいる鳥がいた。それを見た私は、
少しくやしいようなうれしさが（心の中に）あった》
ただ一人、車椅子で受講する外国語学部３年の金子凌我（りょうが）さん（２１）だっ
た。幼少時に筋ジストロフィーと診断され、小学校入学の頃から車椅子を利用している。
当事者の予期せぬ言葉だったが、他の学生とともに考えようと７月５日の授業テーマを予
定外の「共に生きる社会へ」に変更した。
障害を理由とした不当な差別を禁じる「障害者差別解消法」の施行（１６年４月）から
１年余りたつが、折しも奄美空港（鹿児島県奄美市）で車椅子の男性が、航空会社の適切
な配慮がなかったためタラップを腕の力で上がらされた出来事が報じられ、「障害への理
解」が問われていた。
●声を掛け合える社会に
「共生社会」をテーマにした授業で使っ
た記事

授業では１９９８年長野冬季パ
ラリンピックの金メダリストで日
本財団パラリンピックサポートセ
ンター推進戦略部のプロジェクト
マネージャー、マセソン（旧姓・
松江）美季さんの活動に焦点を当
てた「障害も包み込む社会」とい
う見出しの２月２６日付朝刊の記
事「ストーリー」と、奄美空港の
一件を報じた６月２８日夕刊記事
（いずれも毎日新聞東京本社版）、
さらに金子さんの言葉をコピーして授業で配った。
マセソンさんの記事は、彼女が移住先のカナダと東京を行き来するなか、東京では１２

歳の長男が「障害のある人を全然見ない」と違和感を口にし、自分が車椅子に乗っている
とき他人の視線が気になったり、逆に目をそらされて引け目を感じたりしたが、カナダで
は障害の有無で人を評価しないといい、
「壁をなくすにはコミュニケーションが不可欠。声
を掛けてほしい」と呼び掛ける内容だ。
授業中にインタビューした金子さんはマセソンさんの意見に共感を示し、
「日本では障害
者を『見てはいけない』と子どもに注意する母親がいるが、昨年行ったアメリカでは特別
視されず、当たり前のように接してくれた。障害を持つ人も周りの人も、声を掛け合える
社会になるといい」と語った。
「障害者とどう向き合うか」について他の学生にマイクを向けると、ある女子学生は自
身に障害があることを打ち明け、
「少しでも障害者を受け入れる社会になってほしい」と訴
え、手話を高校時代に習ったという男子学生は「聴覚障害者は街で会っても分かりにくい
が、白杖（はくじょう）を持った視覚障害者を見かけると、後ろについて見守って歩く」
と語るなど、真剣な意見が交わされた。
【城島徹】

障害者２２０人を解雇 岡山・倉敷 経営悪化で事業所閉鎖
しんぶん赤旗 2017 年 8 月 1 日
解雇予告通知書を手にする女性＝７月 28 日、岡山県倉敷市

岡山県倉敷市の障害者の就労継続支援Ａ型事業所
５カ所が７月３１日、一斉に閉鎖され、障害者約２
２０人が解雇されました。全国的にも前例のない規
模で、就労希望者１９５人のうち１８人しか再就職
先が決まっていません。
大量解雇があったのは、一般社団法人「あじさい
の輪」が運営する４カ所と株式会社「あじさいの友」
運営の１カ所。いずれも同じ男性が代表を務めてい
ます。パンの販売やダイレクトメールの封入など、
さまざまな軽作業をしてきましたが、経営状況の悪化を理由に事業所を閉鎖しました。
解雇された精神障害３級の男性（５０代）は「６月下旬のある日に出勤すると、職員か
ら１枚の紙切れ（解雇予告通知書）を手渡されました。次から次へと事業を拡大させてい
ることに不安を感じていましたが、閉鎖の話は唐突でした」と語ります。
今回の経営悪化は、事業所とは別に設けたウナギ養殖場への投資が一因とみられていま
す。
「あじさいの輪」
「あじさいの友」のグループ会社で、就労継続支援Ａ型事業所の開業サ
ポート事業を展開する会社は、ウェブサイトで「新たなビジネスモデル」と宣伝していま
す。教育訓練給付金や特定求職者雇用開発助成金（障害者１人当たり３年間で最大２４０
万円）などの公的支援があることを強調したものです。
「また社会から捨てられた」と目に涙を浮かべる精神障害２級の女性(３０代)は、派遣社
員として自動車関連会社で働いていた２００９年１月に雇い止めされた経験があります。
女性は岡山県の最低賃金と同額の時給７５７円で働き、生活保護を利用しながら生計を
立てていました。職を失い、
「ビジネスとして事業所を運営するのは、あまりにも障害者の
人権を軽視している。だまされた気持ちになり、むなしさと失望感がある。責任の所在を
あいまいにする市の対応にも無責任さを感じる」と憤ります。
厚生労働省と岡山県、倉敷市は、７月２７日に事業所への立ち入り調査を実施。市はハ
ローワークと連携して再就職の相談に応じる説明会を開きましたが、１回目は６８人、２
回目は４０人しか参加していません。
「説明会の案内はなかった」と証言する障害者もおり、
十分案内がされなかったとみられます。
日本共産党岡山県議団と倉敷市議団は７月２０日に、伊原木隆太知事に就労支援などの

対応を要請。同月２８日には厚生労働省で担当者からＡ型事業所の運営について聞き取り
ました。
田辺昭夫倉敷市議は「解雇された人が路頭に迷うことがないよう、徹底した原因究明と、
事業者に社会的責任を果たさせるよう求めていく」と述べています。

産經新聞 2017 年 8 月 1 日

高校生らが介護技術競う 兵庫でコンテスト

介護コンテストに臨む高校生。元気な声と笑顔で介助に取り組ん
だ＝豊岡市日高町

福祉を学ぶ高校生らが集う「県高校福祉教育フェア」
が３１日、豊岡市日高町の県立日高高校で開かれた。但
馬地域では初めてで、生徒たちはこれまでの成果を見せ
るコンテストに挑戦。元気な声と笑顔で介護技術を競い
合い、同校２チームが好成績で近畿大会出場を決めた。
同フェアは福祉の知識や技能を高めるのが目的で、こ
の日は「介護」と「ベッドメイキング」の２部門でコンテストが行われた。
高齢者の介助を想定した介護コンテスト（６回目）には、県内５校から９チーム１８人
が挑戦。２人で息をあわせながら、高齢者役の女性に言葉をかけてはカーディガンを脱が
したり、ベッドに寝かせたりする作業に取り組んだ。７分間の実践の後はアピールタイム
もあり、生徒らは「
（高齢者の）意思を尊重したコミュニケーションを心がけた」などと説
明、審査員からは「笑顔が素晴らしい」などの評価を受けていた。

児童、高齢者ら守り札 防犯かるた

読売新聞 2017 年 08 月 01 日

県立大の学生が制作した「防犯かるた」

◇県立大生考案 学校や施設へ３００セット
子どもから高齢者まで幅広い年代を対象に、遊びながら防
犯について学んでもらおうと、県立大社会福祉学部の学生で
つくる防犯ボランティア団体「ＹＣＰＫ」が、特殊詐欺被害
や非行の防止などを呼びかける「防犯かるた」を考案した。
地域貢献の一環で防犯活動などに取り組むセキスイハイム東
四国（高知市）の協力で３００セットを作成。高知東署管内
の小学校や福祉施設などに配布したり、イベントで使用した
りして活用している。
（吉田清均）
「ＹＣＰＫ」は、
「高知の若者による防犯」の意味を込めた
「Ｙｏｕｎｇ Ｃｒｉｍｅ Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ ｉｎ
Ｋｏｃｈｉ」の略称。同大学の１～３年の約３０人が所属し、高知市仁井田の市立三里小
で下校時の見守り活動を行ったり、福祉施設を訪問したりしている。
「防犯かるた」は、昨年夏頃に同署生活安全課の大崎由紀巡査部長（３４）から提案を
受けた「ＹＣＰＫ」のメンバー約１０人が夏休みを利用して作った。
「理解しよう 善悪を」
と規範意識を説く絵札には、学生服姿の男子生徒が拳を握りしめて決意する姿に「正
義！！」の文字を添えた。
「せがれの声 常日頃から知っておこう」とオレオレ詐欺への対
策を訴えるものや、
「『車でつんでいってあげる』そんな言葉に気をつけろ」と不審者への
注意を促すものなど、内容は多岐にわたる。
昨年１０月、色鉛筆と画用紙で作ったかるた１セットが完成。その後は、コピーしたも
のを小学校や老人ホームなどに配布していた。印刷してより多くの施設に配りたいという
学生の思いを、大崎巡査部長から聞いたセキスイハイム東四国が協力を申し出た。同社は、
特殊詐欺の被害防止を呼びかけるカレンダーを県警に寄贈するなど、地域の防犯活動に積
極的に取り組んでおり、木村勲社長（７２）は「学生の活動に感銘を受けた。高齢者から

子どもまで必ず役に立つと思う」と話す。
３００セットのかるたは６月末に同社から高知東署と「ＹＣＰＫ」に贈られた。「ＹＣＰ
Ｋ」代表の県立大社会福祉学部３年、田辺有花さん（２１）は「かるたで遊ぶことで防犯
を身近に考えるきっかけになれば」と話し、大崎巡査部長は「世代間の交流も地域の防犯
につながる。かるたを絆を深めるツールとして役立てたい」と期待を寄せる。

子どもの貧困「圏域別に顕著な差ない」

県調査

中日新聞 2017 年 8 月 1 日
大村秀章知事は三十一日の定例
会見で、県内全域の小中学生家庭を
対象に昨年末に実施した「子どもの
貧困調査」の圏域別貧困率を発表し
た。最も貧困率が高い東三河南部
（７・５％）でも、全国平均（１３・
９％、二〇一五年調査）と大きな差
があり、知事は、圏域別の貧困対策
は「検討の必要はない」とした。
貧困率は、標準世帯の年間可処分
所得の半分（百二十二万円）未満で
暮らす子どもの割合。厚生労働省の
抽出調査では全国平均は二〇一二

年が１６・３％、一五年が１３・９％。
地域別の厚労省データはなく、県が昨年十二月に初めて実施した調査によると、県内平
均は５・９％だった。
調査結果を分析した結果、県内の十二福祉圏域別で貧困率が高いのは東三河南部（７・
５％）
、名古屋、尾張北部、西三河南部東（いずれも６・２％）。低いのは、尾張東部（４・
１％）
、尾張西部、西三河南部西（５・２％）
、海部（５・３％）だった。
貧困世帯で暮らす子どものサンプル数は計七百十五人。東三河北部圏域はサンプル数が
少ないとして、県は、分析の対象外とした。
貧困率の基データになっている子ども一人あたりの所得は、世帯の所得を世帯人数で割
っている。東三河南部など貧困率が高い圏域は「大家族が多い」
（知事）傾向があるとして、
県は、専門家の意見も踏まえ「圏域別の貧困率に顕著な違いはない」と結論づけた。
全国平均と比べ、各圏域とも総じて貧困率は低く、知事は「特定の圏域にフォーカスす
る必要はないのではないか。県全体を対象に対策を検討したい」と述べた。
ほかの分析では、学習の習熟度や意欲、大学などへの進学希望はいずれも保護者の所得
が高いほど、多い傾向にあった。
「一人で昼ご飯を食べる」「地域活動に参加していない」
子どもは、保護者の所得が低いほど、多い傾向にあった。
県は三日午後、第七回子どもの貧困対策検討会議（座長・後藤澄江日本福祉大教授）を
開く。今回の分析結果などをもとに、今後の施策を検討する。 （豊田雄二郎）

「保育士足りない」２５％

全国の施設に調査 受け入れ制限も
東京新聞 2017 年 8 月 1 日
独立行政法人福祉医療機構が全国の保育所と認定こども園を対象に実施したアンケート
で、保育士ら職員が不足していると回答した施設が２５・０％に上ることが三十一日、分
かった。不足と回答した施設の１８・３％が利用者の入所を制限していた。
施設の大半が「少子化の中、短大など養成校の学生の減少に伴い応募者数が激減し、以
前と比べて採用が厳しくなっている」などと回答。同機構は人材不足がさらに深刻化する

と指摘している。
調査は昨年九～十月に五千七百二十六施設を対象にインターネットで実施、千六百十五
施設（２８・２％）から有効回答を得た。
入所受け入れを制限している施設に不足している職種を複数回答で聞くと、保育士８
６・３％、保育教諭１９・６％、保育補助者１０・６％だった。
職員の退職理由は、保育業界内での転職（２９・８％）と結婚（２９・７％）が上位を
占め、他の業界への転職（２６・０％）、体調不良（２２・９％）、出産・育児（２１・４％）
が続いた（複数回答）
。これに対し、ほぼ同じ内容で退職経験のある保育士自身に退職理由
を尋ねた別の調査では、職場の人間関係（３５・４％）が最多で、体調不良（２７・７％）、
結婚（２０・０％）の順（複数回答）。

夏休み、子どもに十分な食事を

狭山で子育て世帯支援プロジェクト
東京新聞 2017 年 8 月 1 日
フードバンクネット西埼玉（ＦＢＮ）が管理する常設の食
品保管倉庫＝所沢市で

県西部地域で、市民有志によるフードバンク活
動を続けているＮＰＯ法人「フードバンクネット
西埼玉（ＦＢＮ）
」は八月、支援対象を子育て世帯
に絞った「夏休みこども支援プロジェクト」を、
狭山市の狭山台地区を皮切りにスタートさせる。
事務局の黒田和代さん（社会福祉士）は「子ども
支援の食品寄付と食品梱包（こんぽう）ボランテ
ィアは締め切りましたが、普段の活動のボランティアについては常時受け付けています」
と地域住民らの協力を呼びかけている。 （加藤木信夫）
ＦＢＮは地域のフードバンクとして二〇一五年に発足（当初は別名称）。「食べられるけ
れど余っている食品」を集め、困窮世帯や子ども食堂などへ届ける「フードドライブ」に
取り組んできた。一六年六月、独立行政法人の助成金を活用した常設倉庫を所沢市内に確
保。倉庫には大型冷蔵庫、お米用低温貯蔵庫、玄米精米器などを備え、食料の受け取りか
ら保管・提供までを一元管理しているという。
「今回のこども支援プロジェクトは、給食がなくなる夏休みに、しっかりとした食事を
取れなくなる可能性のある子育て世帯に、少しでも楽しい休日を過ごしてもらおうと企画
しました」と黒田さん。
これまでの支援の中で、シングルマザー（ファザー）や、夫の失業・病気などで収入が
激減した家庭と接し、子育て世帯を支援する必要性を痛感してきたという。
今回、支援の皮切りとなる狭山台地区では、地元の学校から児童に、ＦＢＮの「食料提
供依頼書」を配布してもらった。依頼書には世帯構成や電気・ガス・水道のライフライン
状況、調理器具の有無、アレルギーや既往症などの注意事項を書き込む欄がある。
ＦＢＮでは並行して、食料や食料宅配費などの寄付と、食品梱包ボラ
ンティアを募る。ボランティアは宛名書きなどの個人情報には関与しな
い。寄付対象の食料は米、レトルト食品、おかずになる缶詰、菓子、ジ
ュースなど、一定の期間保存できるものに限るという。
問い合わせはフードバンクネット西埼玉＝電話＆ファクス 04（2968）
3067（月、木曜日）
、留守時は電 070（5080）3068＝へ。ホームページ
（名称で検索）にも問い合わせフォームがある。
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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