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兄弟姉妹に障害 心情、体験分かち合う

湖西で「語る会」 静岡新聞 2017 年 9 月 8 日

友達や家族に打ち明けづらかった思いを順に語り、相づち
を打つ参加者＝８月下旬、湖西市

兄弟姉妹に障害がある子どもたちが心情を語り
合う会がこのほど、湖西市内で開かれた。きょうだ
いを大切に思う気持ちから発達を助けようと奮闘
したり、周囲から浴びる視線に複雑な気持ちを抱い
たり―。日ごろ、周囲に打ち明けづらかった思いを
共有した。主催した子育て応援隊ハピネス（同市）
は「要望があれば今後も会を開きたい」という。
知的障害や自閉症などのきょうだいがいる中高生６人とその母親ら計１３人が参加した。
親と子は別室で、それぞれ車座になって気持ちを伝え合った。
「ダウン症の弟がいて、見える世界が広がった。作業療法士になりたいという目標に出
合えたのも弟のおかげ」
「知的障害の妹の言葉をうまく直してあげたいと思うが、コミュニ
ケーションが難しい」
。中高生それぞれが、きょうだいがいて良かったこと、困ったことを
テーマに順に話した。６人は互いの経験談に聞き入り、何度も相づちを打った。
知的障害の妹がいる県立湖南高１年の生徒（１６）は小学校低学年の頃まで「きょうだ
いに障害者がいるのが当たり前で平気だった」。しかし「当たり前じゃない」と知り、妹と
出歩きたくない時期があったという。「冷たい、別のものを見るような視線で妹が見られて
いる。私も家族も同じ視線を感じることがある。妹はそうなりたくて生まれてきたわけで
はないのに、なぜ」
。そんな思いを抱えてきた。「周りに理解してくれる人がいなかった。
同じことを考えていた人がいると知って気持ちが楽になった」と話した。
ハピネス代表で助産師の金田葉子さん（５３）は「きょうだいは知らず知らずのうちに
家族や本人を助けようとしたり、親への甘えやわがままを我慢したりしがち。気持ちをシ
ェアできる場が必要」と指摘する。メンバーの１人で、長女と自閉症の長男がいる石田智
子さん（５２）が発案。
「長女は弟を気にかけて、自分が何とかしなければと１人で抱え込
んでいるようだが、親には不平不満を口にしない。同じ思いを持っているのは長女だけで
はないと伝えたい」と、長女と一緒に参加した。

知的障害者にカード作らせ７０万円詐取か
ＮＨＫニュース 2017 年 9 月 8 日
知的障害のある男性にキャッシングができるカードを作らせてだまし取ったとして、３
４歳の男が逮捕されました。男は、カードを使って７０万円を引き出していたということ
で、警視庁が詳しいいきさつを調べています。
逮捕されたのは東京・練馬区の会社員、牟田浩士容疑者（３４）です。
警視庁によりますと、牟田容疑者はことし３月、知的障害のある知り合いの３０代の男
性にキャッシングができるカードを作らせたうえ「君が持っていると危ないから預かって

おくよ」などと言ってだまし取ったとして、準詐欺の疑いが持たれています。
その後、カードを使って合わせて７０万円を引き出し、競馬などに使っていたというこ
とで、男性に身に覚えのない料金の請求があったことから発覚したということです。
警視庁によりますと、調べに対して容疑を認め「障害者だからだませると思った」など
と供述しているということです。警視庁が詳しいいきさつを調べています。

同意後に養子縁組取り消し、振り回される子ども
朝日新聞 2017 年 9 月 8 日
実父母が育てられない子どもを、子どもが欲
しい別の夫婦が迎え、戸籍上の実の親子になる
特別養子縁組は原則、実父母の同意のもとに行
われる。だが、縁組成立前に実父母の気持ちが
変わるなどして、子どもが育つ環境に影響する
ことがある。
朝日新聞が、児童相談所のある全国６９自治
体にアンケートしたところ、実父母が同意後、
翻すなどして縁組を取り消したケースが２０１
４～１６年度に計２０件あった。民間の仲介団
体への取材でも、同意の取り消しは複数あった。
親と連絡が取れないケースは縁組はさらに難
しくなる。
「行方不明で意思が確認できない場合、
どこまで待てば良いのかわからない」（沖縄県）
との声も。民法では、実父母が意思表示できな
い場合などは、同意がなくても縁組は可能とし
ているが、
「具体的な要件や進め方が示されてい
ない」
（佐賀県）との意見もあった。
また、養育はできないものの、縁組には同意しないという実父母もいる。そうした子ど
もたちは、施設以外の場で育てられる機会を失いがちだ。アンケートでは「親権が優先さ
れるため、子どもの幸せにつなげることができない」との意見も寄せられた。
海外の養子制度に詳しい中央大学の鈴木博人教授（家族法）によると、欧州では養子と
なる子の利益を図る「欧州養子協定」に基づいて制度を整備。そのなかで同意については、
出産前後に親の気持ちが揺れることを考慮し、出産後の一定期間は縁組の同意を取らない
代わりに、いったん同意すれば撤回できない仕組みなどがあり、子どもの養育環境が何度
も変わることを防いでいるという。
鈴木教授は「日本では、家裁の審判が確定するまでは親はいつでも同意を撤回できる特
殊な作りになっている」と指摘する。（山本奈朱香）

自殺予防デー前に 働く人の電話相談始まる
ＮＨＫニュース 2017 年 9 月 8 日
今月１０日の世界自殺予防デーを前に、職場の人間関係や過重労働などの相談を無料で
受け付ける全国一斉の電話相談が８日から始まり、次々と相談が寄せられています。
この電話相談は、今月１０日の世界自殺予防デーにあわせて日本産業カウンセラー協会
が全国一斉に無料で行っています。
このうち東京・渋谷区に設けられた相談室では、午前１０時の開始とともに専門のカウ
ンセラーのもとへ相談の電話が次々と寄せられていました。
この中では、
「職場が忙しく、休みがとれないうえに、毎日帰りも遅く、家族と過ごす時
間がなく、悩んでいる」とか、
「大きなどなり声がするなど職場の環境が悪い」といった相
談が寄せられたということです。

日本産業カウンセラー協会の三浦明代さんは「働いている人だけでなく、家族や今は働
いていない人でも周囲の人には相談しづらいことを気軽に相談してほしいです」と話して
います。
「働く人の電話相談室」は、１０日まで３日間行われることになっています。
相談の受け付けは午前１０時から午後１０時までで、電話番号は全国共通で０１２０－５
８３－３５８です。

労組が悪質クレーム対策 心病み、離職…現場疲弊も会社及び腰
東京新聞 2017 年 9 月 4 日
スーパーやコンビニ、ファ
ミリーレストランなどの接
客現場で散見される悪質ク
レーム。商品や対応に問題が
なくても文句をぶつけられ
たり、ミスに対して過剰な謝
罪や賠償を要求されたりと
いう事例が現場を疲弊させ
ている。対応に悩んだ労働者
が職場を去る例も起き、危機
感を抱いた労働組合が対応
に乗り出した。 （寺本康弘）
首都圏のアパレルショップ店長の女性（２８）は以前、客に暴言をぶつけられた。常連
の同年代の女性客から声を掛けられ、接客中で「少々お待ちください」と言うと、客は「は
あ」と突然怒って退店。後日、店の前から「マジふざけんな！ ブス！」と叫んだ。別の
日にも、店内で「この店の商品ってホント地味」と、周囲に聞こえる大声で毒づいた。
女性は「直後は落ち込んだ」とするが、「いろんなお客さまがいるから日々勉強」と今は
割り切る。
スーパーや百貨店など流通業者などでつくる産業別労働組合「ＵＡゼンセン」の流通部
門執行委員、安藤賢太さん（４１）は「悪質クレーム対応で、精神的に病んでしまったり、
職場を去ったりする若い人は少なくない」と話す。
悪質クレームは以前からあったが、安藤さんは「最近増えていると感じる」と話す。こ
のため、人手不足が続く小売・サービス業の現場は、対応に時間と人を割くことが大きな
負担になっている。
業界には「お客さまは神様」という考えが浸透。客と波風を立てたくないと会社全体で
の取り組みに及び腰の社が多く、悪質クレームを助長する結果となっていた。対応は現場
任せとなっており、そこで働く人の健康と雇用を守ろうとゼンセンが対策に乗り出した。
ゼンセンが手掛けたのはガイドラインづくり。百貨店やスーパー、ドラッグストアなど
で働く組合員が一年かけて議論。悪質クレームを「要求内容または要求態度が社会通念に
照らして著しく不相当であるクレーム」と定義した。
さらに要求内容と要求態度の具体的内容を項目で示した。要求内容は七項目で、謝罪と
して土下座を求める▽従業員の解雇を求める▽「法律を変えろ」など実現不可能な要求－
など。
要求態度は八項目で、長時間拘束型▽リピート型▽暴言型▽インターネット上の誹謗（ひ
ぼう）中傷－などで、それぞれ対応策が示された。具体的には「誠意をもった対応後、膠
着（こうちゃく）状態になってから三十分後に理解されない場合はお引き取りを願う」「大
きな怒鳴り声をあげられたら、やめるよう求め、録音をする」などだ。
ガイドラインでは、自尊心が高く完全主義的な傾向が強い人や、社会への不満が多い人

たちが悪質クレームをする傾向があると指摘している。
ゼンセンは今後、組合員に行った悪質クレームの実態調査を公表し、社会的な機運を盛
り上げるという。
一方、消費者がサービスや商品について主張する権利を脅かす恐れはないのか。安藤さ
んは「これまで悪質クレームという定義すらなかった。判断に迷うグレーな部分があるか
もしれないが、それは今後議論すればよい。まずは現場の疲労感を少しでも改善したかっ
た」と話す。
全国消費者団体連絡会の担当者は「悪質クレームに対して企業が対応していかなければ
ならないのは理解できる」とした上で、
「消費者には被害を適切かつ迅速に救済される権利
が消費者基本法で認められている。この正当な権利が排除されるようなことがないように
してほしい」と話す。
＜ＵＡゼンセン＞ 流通のほか、繊維や医療、福祉、レジャーなどさまざまな産業で働く
人が対象の日本最大の産業別労働組合。正式名称は全国繊維化学食品流通サービス一般労
働組合同盟。組合員数は１７０万５７９１人、組合数は２４２９（いずれも８月２日現在）
。

気軽に「健康ダーツ」世代超え

京都で住民ら体験

京都新聞 2017 年 9 月 8 日

誰でも気軽に楽しめるウエルネスダーツを体験する参加
者（京田辺市田辺・中央公民館）

世代を超え、誰でも気軽に楽しめるダーツ「ウ
エルネスダーツ」の体験イベントがこのほど、京
都府京田辺市田辺の中央公民館であり、住民ら約
５０人が頭と体を動かして楽しんだ。
ウエルネスダーツは「健康ダーツ」という意味。
先端がプラスチック製のダーツを、得点分布を簡
略化した円盤に投げる。ダーツや福祉の関係者ら
が２０１５年に日本ウエルネスダーツ協会（大阪市）を設立、高齢者や障害者も楽しめる
として普及を進めている。
体験会は、京都府女性の船「ステップあけぼの」山城地域が主催した。同志社大スポー
ツ健康科学部の竹田正樹教授が、運動しながら得点を計算する生涯スポーツとしての魅力
を紹介した。参加者は３人一組でチーム戦をして、高得点が出ると歓声を上げた。和田芳
子さん（６６）＝木津川市＝は「できないと思っていたので当たってびっくり。面白いし、
家でもできそう」と喜んでいた。

道徳「教科化」まで半年余り 教師の悩みは？
ＮＨＫニュース 2017 年 09 月 07 日
「節度 節制」
「個性の伸長」
「礼儀」
「友情 信頼」
。こうした内容について
「考え、議論する」道徳の授業が、来
年度・平成３０年度から正式な教科と
して小学校で始まります。道徳の「教
科化」まであと半年余り、いったい何
が変わるのか、また現場の教師はどう
受け止めているのかを取材しました。
（おはよう日本ディレクター 神津
善之）
新しい道徳の授業とは
新しい道徳の授業とは、いったいどういう授業なのでしょうか。
「節度 節制」「個性の伸

長」
「礼儀」
「友情 信頼」そして「勤労 公共の精神」「国や郷土を愛する態度」など全部で
２２項目。こうした項目について「考え、議論する」というものです。

これまでも学校で道徳の時間はありましたが、正式な教科ではなく、ほかの教科の補習
に充てられるなど、教師によって取り組みに差がありました。それが来年度以降、格上げ
されて教科となり、年間３５時間、週１回程度の授業を確実に行っていくことになるので
す。
こうした内容をどのように教えるのか、教科化によって大きく２つのことが変わります。
国が検定した教科書が使われる
まず、国が検定した教科書が使われることです。
これまで道徳の時間で使われてい
た「副読本」は、国の検定を受けて
いませんでした。新たに、国が検定
した教科書に変わります。民間の出
版社８社が国の検定を受け、一部の
記述を修正したうえですべて合格し
ました。
教科書には、細かく定められた内
容の項目に応じて、
「家族愛」
「誠実」
「国や郷土を愛する態度」などを考
えるための教材が掲載されています。
自治体ごとに、どの教科書を使うかが８月までに採択され、こうした教科書を主な教材と
して来年４月から授業が行われま
す。
新たに「評価」を導入
もう１つ大きく変わるのが、これ
まで行われてこなかった「評価」が
導入されることです。
ただし、国語や算数のように「よ
くできる」
「できる」
「もう少し」と
いった、段階ごとの評価ではなく、
外国語や総合的な学習などと同様

に、記述式で教師が評価を書くことになります。
またこの評価は、入試には使わないとされています。
道徳ならではの難しい課題が
道徳の授業で「考え、議論する」２
２項目について、教師たちはどのよう
に授業を行い、子どもたちを評価する
のか。道徳ならではの難しい課題が見
えてきました。
道徳の教科化まで半年余りとなる
中、各地で教師向けの研修会が開かれ
ています。その１つ、８月に長野県で
行われた研修会を取材しました。参加
したのは１３０人の教師たち。教材を
軸にしてどのように授業を組み立て
ていけばよいのかを学びました。
授業で扱う例として、外国からの転
校生が登場する物語が題材として配
られました。ベトナムから来たリャン
ちゃんという転校生がさみしそうに
している一方で、主人公の女の子が、
リャンちゃんを気遣いながらも言葉
の壁を感じ、なかなか声をかけられな
いという場面設定です。
教師たちは、子どもたちにこの話を
とおして人に公正公平に接するとは
何かを考えてもらうには、どうすれば
いいかを検討しましたが、教師からは
この読み物に対し違和感があるとい
う声が上がりました。
外国にルーツのある子どもたちが
増える中、クラスによっては、この物
語が適さないのではないかという指
摘です。クラスにいる外国籍の子ども
たちが、自分たちのことを言っているのかと意識してしまい、道徳の授業を行うことによ
って子どもを傷つけてしまうことになるのではないか、心配だというのです。
また、子どもを取り巻く環境が大きく変わる中で、例えば、家族愛という項目を母子家
庭や父子家庭の子どももいる中でどう教えられるか、配慮が必要だという声も聞かれまし
た。
教科書ができても、内容がクラスの
実情にふさわしいのかどうか、慎重に
吟味する必要があると教師たちは実
感しました。
どう「評価」すればよいのか
さらに教師たちを悩ませたのは「評
価」についてでした。研修会では、文
部科学省の担当者から評価の考え方
が説明されました。
担当者が強調したのは、「誠実さ」

や「思いやり」などの項目ごとに評価するのではなく、道徳の学習状況から本人がいかに
成長したかを認め、励ます評価をすべきだということでした。
具体的にはどういうことでしょう
か？
道徳の授業を通じてどれだけ「誠実
になった」かや、どれだけ「思いやり
が芽生えた」かは、そもそも他人から
見てわかるものではありません。それ
を評価すれば、教師の価値観によって
子どもの人格が評価されることにつ
ながってしまうからです。
あくまで授業への取り組みの様子
を丁寧に見て、子どもたちがどのように道徳性を学ぼうとしていたかを評価するというの
です。
しかし、それはいったいどのようにして評価し、記述すればいいのか。参加した教師の
１人は、明確にはわからなかったとしたうえで、
「実際にやってみないとわからない部分が
ある。そうした考え方をもとに、学校に持ち帰って具体化できればいいのではないか」と
話していました。
今も模索が続く
道徳の教科化については、戦後、議
論が続く中で一貫して見送られてき
ましたが、国はいじめの問題が相次い
だことなどをきっかけに、全国の学校
で道徳教育を充実させたいと、今回正
式な教科にしました。小学校では来年
度から、また中学校では、再来年度の
平成３１年度から道徳の「教科化」が
始まります。
しかし一方で、子どもに特定の価値観を押しつけることはあってはなりません。
「学んで
ほしいが、正解はない」
。そうした中で道徳をどのように教え評価するのか、教科化まで半
年余りとなった今も模索が続いている状況だと感じました。

文章蓄積「翻訳バンク」運用開始 東京五輪へサービス向上 共同通信 2017 年 9 月 8 日
総務省と情報通信研究機構（NICT）は 8 日、企業がインターネット上などで展開する自
動翻訳サービスの精度を向上させるため、外国語訳の文章を大量に蓄積する「翻訳バンク」
の運用を始めたと発表した。
多くの外国人の訪日が予想される 2020 年の東京五輪・パラリンピックに向け、日本全体
で自動翻訳サービスの水準底上げを目指す。国内で翻訳に関するデータを一体的に運用す
る取り組みは初めてだという。
翻訳バンクには、例えば「その大通りは桜田通りだ」を訳した英語、韓国語、中国語の 3
種類の外国語を蓄積し、企業や自治体などの翻訳サービスに活用してもらう。

澪標 ―みおつくし―
響き合える関係の効用－再び

栄 セツコ 桃山学院大学教授
大阪日日新聞 2017 年 9 月 8 日
「猛暑」「厳暑」「酷暑」と言われた８月は、息をするだけでも汗が噴

き出るような暑さでした。一日の仕事を終えた頃には、体中の水分が枯渇した状態になる
ほどです。仕事の後のビールに思わず「うーん、生き返る！」とうなってしまい、その爽
快感たるや、ついつい「もう一杯！」と手がでてしまいます。その一方で、ビールを飲み
すぎて「頭が痛い」
「気分が悪い」
「どうやって家に帰ったのか覚えていない」ということ
も…。
メンタルヘルス領域では、
「やめなければいけないと頭でわかっていながらも、やめられ
ない状態」にある時、
「依存」や「嗜癖（しへき）
」という言葉を使うことがあります。
「依
存」には、先ほどの「アルコール」のほかに、「薬物」「たばこ」
「食べ物」といった物質へ
の依存や、
「ギャンブル」
「パチンコ」「仕事」といったそのプロセスへの依存、恋愛関係や
夫婦関係などの人間関係への依存などがあります。
そういえば、数年前に浅野ゆうこさんが買い物依存症で悩む主役を演じたドラマがあり
ました。近年では、
「ネット依存」
「スマホ依存」という言葉が聞かれるようになりました。
「スマホ」の機能には電話や時計、スケジュール、財布、ゲーム、地図、写真、録音など、
用途に応じた多様なアプリがあり、１台の「スマホ」があれば日々の生活は断然便利にな
ります。なので、どこに行くにも、誰といても、何をするにしても、スマホは一緒です。
怖いのは、スマホの使用を自分でコントロールできなくなることです。たとえば、スマ
ホに夢中になりすぎて「気がつくと朝になっていた」「食事を忘れていた」「学校や仕事に
いけなかった」「家族にうそをついてまでもスマホをしていた」というものです。「依存」
という状態になると、スマホにしろ、アルコールにしろ、ギャンブルにしろ、それをする
ために日常生活や社会生活でやらなければならないことが後回しになり、大切な人間関係
や社会関係さえも壊れてしまう危険性があることです。
このような依存状態にある人に対して、どのような方策があるのでしょうか。私は同様
の生活のしづらさがある人々の集まりである「セルフヘルプ・グループ」を紹介すること
が多々あります。
「依存症」という病気を患い、大切な人間関係や社会関係、あたりまえだ
と思っていた日々の生活を失い、孤立した状況のなかで孤独感にさいなまれる状態、それ
を「絶望」と表現する人もいました。
そのような失意のどん底にある時、同様の病のある人に出会い、病の経験のわかちあい
のなかで、
「このようなつらい経験をしたのは私だけではなかったのだ」と孤独感が和らぎ、
「自分の悩みを解消できる生活の知恵が得られた」と病の経験知を得て、
「あの人のように
私も依存から抜け出すことができるかもしれない」と「希望」という光が見えてくること
があります。
病の語りには依存に対処してきたその人の知恵がふんだんに盛り込まれているため、同
様の生活のしづらさに悩む人々がその語りを聞くことによって、悩みを解消する糸口がみ
つかることがあります。また、自分の経験知が仲間の役に立つことができると、その知恵
を語った人自身にも病の経験が無駄でなかったのだと認識できることになります。このよ
うな語りの響き合いが人とのつながりを生み、孤独な状態にある「依存」から抜け出す可
能性を秘めています。
「依存症」は身近なこころの病と言われています。何かにはまる時、はまってしまった
時、ありのままの自分を語ることができる人はいますか？
（さかえ・せつこ、大阪市阿倍野区）
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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