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大阪＋知的障害＋地域＋おもろい＝創造
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さらば、オレンジ 103 系 大阪環状線で半世紀

共同通信 2017 年 10 月 3 日
JR 大阪環状線の 103 系車両（JR 西日本提供）

旧国鉄時代から約半世紀にわたり JR
大阪環状線で活躍してきた電車「103 系」
が 3 日、最後の運行を終えて引退した。
オレンジ色の角張った車体で、多くの乗
客に親しまれてきた。
JR 西日本によると、103 系は旧国鉄が
都市部の通勤用電車として開発、3400
両以上が製造された。大阪の中心部を周
回する大阪環状線には 1969 年に導入さ
れたが、昨年 12 月から新型車両「323
系」への置き換えが進んだ。
電車はこの日、多くの鉄道ファンらを乗せ JR 京橋駅に到着。運行を終えると「ありがと
う」などの掛け声が飛んだ。

人が乗らずに遠隔操作などで車を走らせる実験 愛知 NHK ニュース 2017 年 10 月 3 日
車の自動運転の実用化に向けて、運転席に人が乗らずに遠隔操作などで車を走行させる
実験が愛知県刈谷市で行われました。
実験は自動車関連産業が集まる愛知県刈谷市の「刈谷ハイウェイオアシス」で、愛知県
と民間企業が行いました。
ふだん施設への商品搬入に使っている坂道やカーブがあるおよそ５００メートルの道路
の通行を規制したうえで、運転席に人が乗っていない実験用の車を走行させました。
車にはあらかじめコースの地図や形状のデータが入力されているため、ハンドル操作や
アクセルなどが自動で制御されます。
途中に障害物などがあれば、センサーが感知してよける仕組みになっているほか、担当
者が２００メートルほど離れた建物で、運転席からの映像を見ているため緊急の事態にな
れば、遠隔操作で強制的に止めることができます。
実験では、車がコースを外れることなく時速およそ２０キロのスピードで走行していま
した。
試乗を終えた愛知県の大村知事は「決められたコースを走る自動運転は確立できている
と思うが、将来的には山間部などに住む高齢者の買い物や福祉施設への送迎の移動手段と
して実用化を目指したい」と話していました。
愛知県は、今年度中に一般の車が走る公道で通行規制をせずに自動運転の実験を行うこ
とにしています。

安産 雪丸に願ってね 読売新聞 2017 年 10 月 03 日
安産祈願の「雪丸願い札」を手渡す王寺町観光協会職員（左、王
寺町で）

◇王寺町観光協会が札配布
来年の干支・戌に合わせて、王寺町観光協会は２日、
聖徳太子ゆかりの達磨寺で安産祈願を受けた「雪丸願い
札」の配布を始めた。
願い札は町のキャラクターで、聖徳太子の愛犬「雪丸」
の顔をイメージ（直径１３センチ）
。犬は安産の象徴で、
吉野産のヒノキを使って障害者支援に取り組むＮＰＯ法人のメンバーが手作りした。
４月以降に交付された町の母子健康手帳を持参した人が対象で、同協会で進呈する。生
まれてくる子へのメッセージや願い事を書き、雪丸の石像がある達磨寺境内の「願い札掛
け所」に納める。
来春出産予定の同町の主婦田村有佐さん（２６）は「『元気に生まれてきてね』との願い
を書き、家族で掛けに行きます」と話した。問い合わせは同協会（０７４５・３３・６６
６８）
。

18 年度の報酬改定で
福祉新聞 2017 年 10 月 03 日 編集部
厚生労働省は９月２２日、障害児入所施設の入所児の地域生活移行を促す障害報酬の加
算について、成人の障害者支援施設に移った場合も算定できるようにする考えを明らかに
した。現在はグループホーム（ＧＨ）や自宅に移ることを促しているが、１８歳以上のい
わゆる加齢児が障害児施設に一定数いることを問題視。加算の算定要件となる移行先を広
げる方向で検討する。
しかし、加齢児の中には障害報酬の適用されない措置入所児が一定数いるとみられるこ
とから、今回の見直しでどの程度効果が出るかは不透明だ。
見直し案は、２０１８年度の障害報酬改定の論点として同日の「障害福祉サービス等報
酬改定検討チーム」で明らかになった。
障害児入所施設のうち福祉型（１７年４月現在１８８施設）に適用される地域移行加算
は、退所後の住まいの調整をした場合などに算定。地域での暮らしを促すため、現在は成
人の入所施設に移った場合は算定できない。
しかし、ＧＨなど地域での受け皿が不足しているため、本来は児童福祉施設の対象外で
ある１８歳以上の「加齢児」が一定数いる。制度的には特例で２０年度までそれが認めら
れている。
そのため厚労省は１８年度から３年間に限り、成人の入所施設に移っても地域移行加算
を算定できるようにすることを報酬改定の論点に挙げた。人員配置基準以上に職員を加配
する障害児入所施設を加算で評価することも論点とした。
１６年に日本知的障害者福祉協会が会員施設（福祉型障害児入所施設１７２施設）に行
った調査によると、現員５４４６人のうち１８歳以上は１３２２人。４人に１人を占める
格好だ。
特に土地と人材の確保が難しい都市部では受け皿が不足し、加齢児も多いとされる。検
討チームの委員からは「地域移行加算は送り出す児童施設側ではなく、受け入れる側につ
けるべきだ」といった意見が上がった。
同協会は本紙の取材に「入所児には虐待された子が多い。地域移行加算の見直し案には
一定の評価をしたいが、本来は基本報酬で職員配置を手厚くすべきだ。１８歳以上につい
ては行政も関与した抜本対策が必要だ」とコメントしている。
障害児施設→成人施設も地域移行加算

検討チームではこのほか、障害児入所施設における心理指導について、１８年に初の国
家試験が行われる公認心理師を配置した場合の報酬評価も論点に上がった。

病気や状態に応じた多様な治療を

精神科病院によるアプローチ
山陽新聞 2017 年 10 月 2 日
精神科病院における多様な治療アプローチにつ
いて、慈圭病院（岡山市）の難波多鶴子作業療法部
長に寄稿してもらった。
現代が「ストレス社会」と呼ばれるようになって
久しく、ストレスによるうつ病や適応障害・職域で
のメンタルヘルス不全が注目されます。また、高齢
化に伴う認知症の増加や、「発達障害」についての
認識の普及等、精神科疾患に対する社会の関心やニ
ーズは時代とともに高まってきています。こうした
背景を受け、多くの方々がさまざまな問題を抱えて
精神科病院を受診されます。
一口に「精神科」といっても、他の診療科と同じ
ように、治療の対象となる病気は多岐にわたります。
病気が異なれば必要となる治療やアプローチも異
なってきますし、回復状況に応じて必要なサービス
も変わってきます。こうした現状を踏まえ、慈圭病
院では 2015 年の新病棟開設に伴い、
「急性期治療病
棟」
「認知症病棟」
「ストレスケアユニット」といっ
た機能分化したハードの充実を図りました。
しかし、重要なのは療養環境ばかりではありませ
ん。精神科の治療では病気や状態に応じた多様な治
療オプションが要求されます。精神科疾患の治療と
しては、薬物療法や身体療法以外に精神療法やカウンセリング、
「心理社会的療法」と称さ
れるいわゆるリハビリテーションプログラムが挙げられます。精神科病院では、個々の患
者さまの治療計画に応じて、医師や看護スタッフだけでなく臨床心理士・作業療法士・精
神保健福祉士といった専門職からなるチームでこうした治療オプションを提供しています。
精神療法には、医師が通常の診療で行う一般的なものと、一定の技法に従った特殊なも
のがあります。また、個人に行う場合（個人精神療法）とグループで行う場合（集団精神
療法）があります。近年うつ病等の患者さまの治療として注目されている認知行動療法も
こうした精神療法の一つで、主として臨床心理士や医師によって提供されています。
「心理社会的療法」の一つとして、入院や外来で作業療法士が中心となって行う「作業
療法」や「レクレーション療法」があります。特殊なものとしては、特に統合失調症のリ
ハビリテーションで有効と考えられてきた社会生活技能訓練（SST）や「心理教育」があり
ます。心理教育は、グループで病気や治療についての学習を行い、再発の予防やストレス
への対処方法についての理解を深めるプログラムです。当院では統合失調症の方の心理教
育プログラムとしてご家族を対象とした「家族教室」や患者さん本人を対象としたプログ
ラムを展開してきました。
この他、アルコール依存症の方を対象としたものや、最近では双極性障害（そううつ病）
の患者さまを対象とした心理教育プログラムも行っています。
昨今は症状の改善のみならず、患者さまの「社会的な能力」の回復に重点がおかれるよ
うになってきています。こうした視点からは「認知リハビリテーション」
、職場復帰を目指
した「リワークプログラム」等が注目されています。

慈圭病院（086―262―1191）
なんば・たずこ 倉敷南高校、岡山大学医学部卒。同付属病院神経精神医学教室に入局
後、岡山赤十字病院神経内科、山陽病院、岡山大学付属病院精神神経科、岡山県立岡山病
院（現岡山県精神科医療センター）に勤務。1997 年 5 月より慈圭病院に勤務し、現在に至
る。医学博士。日本内科学会認定内科医、日本神経学会専門医、精神保健指定医、日本精
神神経学会専門医、日本医師会認定産業医。

認知症支援へ声聞いて 患者急増、選挙機に議論を

神戸新聞 2017 年 10 月 3 日

ケアマネジャーの女性と歩く認知症の女性＝神戸市内

軽度も含めた認知症患者が、２０２５年には高齢者人口の４
分の１を占めるとされ、２２日投開票の衆院選と神戸市長選な
どでも、争点として認知症対策を取り上げてほしいとの声が有
権者に根強い。神戸市では、全国に先駆けて「認知症の人にや
さしいまちづくり条例」（仮称）制定に向け、有識者会議で議
論が進む。急速に進む高齢化の中、対策は待ったなしだ。
９月の有識者会議では、市内のマンションで１人暮らしをす
る認知症の女性（７９）に市が実施したインタビューが紹介さ
れた。昨年１１月、マンションの管理会社から、電気が止まっ
たり、鍵をなくしたりしていると、地域包括支援センターに連
絡が入ったという。女性は、部屋にいないはずの人が見える幻
視に悩み、友人との約束を忘れたり、お金の管理が難しくなったりしていた。
センターなどを通じて医療や介護サービスを受け、症状は安定した。現在はヘルパーや
ケアマネジャー、地域住民らが見守り態勢をつくり、自身は趣味でコーラスも楽しむ。女
性は神戸新聞の取材に「今は安心して暮らしているが、まさか自分が病気に、という気持
ちはいまだにある。偏見ではなく、病気に対する理解の輪を広げてほしい」と力を込めた。
神戸市によると、同市の認知症高齢者は２０１６年度末時点で約４万６千人となってお
り、６５歳以上の約１割を占める。２５年には約６万人に増え、認知症予備軍といわれる
「軽度認知障害」の約６万人を含めると合計で約１２万人になる見込み。同市高齢福祉部
の松原雅子担当課長は「認知症はもはや人ごとではなく、誰もがなりうる“自分ごと”。み
んなで助ける意識を広め、早い対応につなげたい」
。有識者会議では１１月中旬にも条例案
を公表し、１７年度中に市議会に提案する予定という。
家族も切実だ。同市の女性（５９）は認知症の父親（８６）と２人で暮らす。１３年に
母親が急死し、介護を担うことになった。「『ある日突然に』だった」と女性。父親の症状
が進んだこともあり、仕事を辞めた。
夜中に起き、出掛けようと服を着替える。
「お母さんは？」と聞くので「出掛けてるよ」
と答える。早朝に散歩へ行き、パトカーで帰ってきたことも。
「今後ますます大変になると思うが、頼れる親族はいない。父の介護と私の人生、どう
やっていけばいいのか…先が見えない」
厚生労働省の推計で、２５年に全国の認知症高齢者は約７００万人に達する。認知症の
人と家族の会兵庫県支部の河西美保代表（６６）は「問題は差し迫っている。選挙を機会
に認知症対策をしっかりと考えて」と訴える。（中島摩子）

障害者ら、爽やかな汗 スポーツフェスタにぎわう
大阪日日新聞 2017 年 10 月 3 日
「第３回東淀川障害者スポーツフェスタ」は、大阪市東淀川区豊新２丁目の区民ホール
で開かれた。区内の障害者ら約１００人が参加し、フライングディスクやボッチャ体験を
通して爽やかな汗を流した。

フライングディスクに挑戦する参加者ら

同フェスタは、区役所と東淀川自立支援
協議会が開催。大阪市障がい者スポーツセ
ンター・スポーツ振興部のスタッフの指導
で、音楽を使った体操で体をほぐした後、
各競技を楽しんだ。
フライングディスクコーナーには、「第
１７回全国障害者スポーツ大会」（２８～
３０日・愛媛）に出場する区内在住の渡部
健次選手が参加し、実演を披露。参加者ら
もフープをめがけてディスクを投げ、成功
のたびに拍手が起こるなど盛り上がって
いた。
自立支援協議会の大代裕之会長は「みんなでともに喜んだり、悔しがったりできるのは
スポーツの大きな魅力。このイベントを機に障害のある人も、長居や舞洲のスポーツセン
ターでスポーツに親しんでほしい」と話していた。

スマホでマイナンバー活用

政府、
「公的個人認証法」改正へ
Sankeibiz 2017 年 10 月 2 日
政府が、インターネットで行政手続きをする際の本人確認方法などを定めた「公的個人
認証法」を改正する方針を固めたことが１日、分かった。２０１９年にマイナンバーカー
ドの利用者証明（本人確認）機能をスマートフォンにダウンロードして使えるようにする
ためで、政府は来年１月召集の通常国会に改正法案を提出。低迷するカード普及の“切り
札”としてスマホの本格活用を進める方針だ。
マイナンバーカードのＩＣチップには、他人によるなりすましやデータ改竄（かいざん）
を防ぐための「電子証明書」を搭載。この機能をスマホにダウンロードして使えば、カー
ドが手元になくても利用者証明が可能だ。総務省は既に技術的な実証を終えており、セキ
ュリティー面の強化を急ぐ。
実現すれば、コンビニエンスストアでの証明書交付など、マイナンバー関連の公的サー
ビスをスマホで受けられる。民間企業による利用者証明機能の活用も進める。
また、総務省は同カードや利用者証明機能をダウンロードしたスマホを、イベント会場
への入場に使いチケットの不正転売を防ぐ仕組みの実用化を目指す。２０２０年東京五
輪・パラリンピック会場への入場管理に利用することも検討している。
マイナンバーカードは、個人番号を他人に知られるなどの不安から持ち歩きに抵抗を感
じる人が多く、普及率は９％にとどまる。総務省はスマホ活用でカードの取得を促したい
考えだ。

高齢者人口ピーク ２０４０年ごろの対応策 総務省取りまとめへ
NHK ニュース 2017 年 10 月 2 日
総務省は急速に進む少子高齢化に伴って生じる自治体の課題を議論するため、有識者に
よる研究会の初会合を開き、高齢者人口がピークを迎える２０４０年ごろを想定した対応
策を、来年秋をめどに取りまとめることを確認しました。
総務省は急速に進む少子高齢化によって生じることが想定される社会保障費の増大など
といった、自治体の課題や対策を議論しようと、地方行政の学識経験者などからなる研究
会を設置し、２日初めての会合を開きました。
会合の冒頭、野田総務大臣は、
「人口構造の変化は、地方自治体の税収や行政需要に大き

な影響を与えている。いいバトンを次世代に渡すことができる、地方の元気が出るような
政策を考えていきたい」とあいさつしました。
そして研究会は、昭和４６年から４９年生まれの、いわゆる第２次ベビーブームの世代
が６５歳以上となり、高齢者人口がピークを迎える２０４０年ごろを想定して、医療、教
育、子育てなどの分野ごとに課題を整理し、行政サービスを維持していくための対応策を、
来年秋をめどに取りまとめることを確認しました。

少年院の男性 点訳本寄贈 中津市 小幡記念図書館に９冊 「点字に出合い、成長実感」
[大分県]
西日本新聞 2017 年 10 月 03 日
寄贈された点訳本の点字を指でなぞりながら「大変読
みやすい」と話す県盲人協会理事の飯田康隆さん

少年院「中津少年学院」（中津市加来）に入
所する男性（２０）が、自らが点訳した絵本「ぐ
りとぐら」や「金子みすゞ名詩集」など９冊を
市立小幡記念図書館に寄贈した。同学院からの
寄贈は２００３年から続いており、計５１冊と
なった。４日から閲覧や貸し出しが可能となる。
同学院は、窃盗など非行を行った少年のうち、
知的障害や広汎性発達障害と診断されるなど
特別な配慮が必要とされた１４歳から２３歳未満を収容。現在５１人（定員８９人）が支
援教育を受けている。点訳は社会貢献の授業として０２年から取り組んでいる。
男性は週１回２時間、１ページに３０分程度かけながら一字一字、丁寧に点訳をしたと
いう。指導した小栗睦津世さん（６６）は「真面目に取り組んでくれた。その素直さを今
後の人生に生かしてほしい」と期待。点訳本を読んだ県盲人協会理事の飯田康隆さん（６
６）も「点字がしっかり、はっきりしていて読みやすい。心がこもっていないと、こうは
できない」と喜んだ。
過去、人の立場や気持ちを考えることができなかったという男性は「点字に出合い、成
長できた」と話す。近く仮退院するという男性は「点字のボランティアにも積極的に参加
し、点字指導員の資格を取りたい」と夢を描く。
同学院の田中新一院長は「粘り強く続ける精神力を学べたと思う。ここで学び直した経
験を生かし、立派に社会復帰してほしいし、彼ならできると信じている」と話した。

富士見町「おたっしゃ広場」開所

長野日報 2017 年 10 月 3 日
テープカットをし「おたっしゃ広場」の開所を祝う関係者

富士見町は２日、高齢者の健康増進と交流の拠点
施設「おたっしゃ広場」を、富士見高原病院の隣
接地に開所した。体力づくりをしたり、囲碁や将
棋など娯楽を楽しんだりして、介護に頼らず元気
に暮らすお年寄りを増やすのが目的。同町境に今
年５月移転した特別養護老人ホーム恋月荘の空き
スペースを活用し開設した。
団塊の世代が後期高齢者となり、社会保障費の急
増が予想される２０２５年問題を見据え、健康寿
命を延ばす狙い。おおむね６５歳以上の自立して日常生活ができる人を対象に、膝・腰痛
予防やストレッチ、認知症予防、ヨガといった各種運動教室を平日の午前と午後毎日開く。
自由にトレーニングや物忘れの段階評価ができる器具も備える。娯楽や趣味、喫茶・談話
コーナーでは、交流や仲間づくりを通じた心の健康維持に期待。高齢者の買い物支援の一

環として町内店舗の出張販売も取り入れる。
開設した建物は旧恋月荘の西棟（平屋建て約５７０平方メートル）で、このうちの一部を
富士見高原医療福祉センターから借りた。平日の午前９時～午後４時開所し利用は無料。
町が同医療福祉センターに委託した町地域包括支援センターが運営に当たる。同支援セン
ター職員と介護福祉士の２人が常駐し生活や健康上の悩み、困りごとの相談に随時応じる。
開所式で名取重治町長は「健康寿命を延ばす施策の中で大きな柱になってくれると期待し
ている。多くの高齢者の皆さんに利用してもらい心身の元気を保ってほしい」、同医療福祉
センターの井上憲昭センター長は「高齢になると誰しも老いるが、できるだけ自立した生
活や生きがいを持ち続ける人が増えるよう応援したい」とそれぞれあいさつした。
同じ建物内で民間福祉事業者２社が、障がい児の放課後の居場所づくりや障がい者の生活
介護事業も行い、高齢者と障がい者の福祉向上のための複合施設となる。

衆院選、争点のツボは 危うい金融・財政政策、改憲、脱原発 向き合える政治家を見抜
く
毎日新聞 2017 年 10 月 3 日
１０日公示の衆院選は対決の構図がほぼ固まり、争点も次第にはっきりしてきた。各党
の抱える事情も見え隠れするが、やはり重要なのは政策だ。現状に危機感を抱く識者３人
に聞いた「争点のツボ」とは－－。
【小林祥晃】
作家の幸田真音さんは今春、近未来の日本を舞台にした小説「大暴落 ガラ」を出版し
た。ようやく誕生した女性首相の就任直後を狙いすましたように、集中豪雨で東京都内を
流れる荒川の堤防が決壊。首都機能が一時まひし、世界の金融市場で円に対する信用が悪
化する。急激な円安が進み、株価が下落。国債価格も急落し、長期金利は急上昇する。ま
さに「日本売り」の始まりだ。この危機を乗り越えられるのか－－。
「ガラ」は為替、株などが軒並み大暴落する現象を指す金融用語。外資系銀行に勤務し
ていた時、債券ディーラーを経験した幸田さんがこの小説で描きたかったのは、今の日本
が抱える金融・財政政策の危うさだ。幸田さんが解説する。
「安倍晋三首相は『経済はプラス成長を続けている』と胸を張りますが、過激な金融緩
和政策、つまり日銀による国債などの大量買い入れが支えている。こんな状態をいつまで
も続けていたら、日銀の債務超過で円の信用が一気に崩れることもあり得るのです」
２０１３年に就任した黒田東彦・日銀総裁が主導する「異次元緩和」を復習したい。国
債を大量に買って世の中に出回るお金が増えた。円安、株高が進み、企業業績も回復した。
ただし、景気回復の実感が乏しいと言われる。昨年９月には「量」から「質」へ、つまり
長期金利を０％近辺に誘導する政策へと軸足を移したが、幸田さんによると、いまや国債
市場は機能不全に陥っており、国債が値下がりすれば、巨額の損失が発生する。
だが、正常化させる「出口政策」は示されていない。幸田さんは「『金利ゼロ』で政府は
利払いの痛みを感じず、国債を発行できる。その多くを日銀が買ってくれる。ぬるま湯に
どっぷりつかり、先のことが考えられなくなっている」と嘆く。
国債は、子や孫の世代の税収を先取りして発行される。だから、財政立て直しや将来の
税収確保に見通しをつけることも、同時に考えなければならない。一方、日本は人口減少
と高齢化に直面している。経済界は労働力不足に悩み、将来の日本を支える新産業も見通
せない。
「安倍首相が争点として掲げた『幼児教育無償化』や『人づくり』は、間違っていませ
ん。でもそれだけでは足りない。税と社会保障の一体改革、産業の構造改革、足りない労
働力を担う移民受け入れも正面から議論する必要がある」
いずれも難しい課題だ。逃げずに向き合える政治家はいるのか。「初の女性首相」を描い
た幸田さんは、希望の党代表の小池百合子東京都知事にもこう注文する。
「消費増税凍結を
訴えていますが、どう歳出を抑え、税収を上げるのか、具体策が見えません。選挙で『税
金を高くする』と言えば票は離れますが、与党を目指すつもりなら覚悟を持って現実を語

ってほしい」
「憲法９条の改正こそ隠された争点です」
。そう強調するのは、芥川賞作家の諏訪哲史さ
んだ。
「改憲は安倍さんの悲願。今回も『改憲の実現には、いつ解散するのが最も有利なの
か』を考えた末の決断であることが透けて見えます。私たちはそこを見抜かないといけな
い」
諏訪さんはコラムやエッセーで、改憲に反対の立場を主張してきた。「いろいろ問題はあ
りますが、日本はまだ自由で安全な国。しかし９条改憲は社会を大きく変える。
『憲法の定
めた軍隊に国民は従え』となり、反戦思想も危険視されるようになりますよ」
希望の党の小池氏は、安倍首相がこだわる憲法への自衛隊明記について改憲の最優先課
題ではないとの認識を示し、対決姿勢を示している。一方、同党は立候補希望者に対し、
公認の条件として憲法改正への支持を求めている。無所属で出馬する民進党の前原誠司代
表も自衛隊の存在を明記する「加憲」を主張してきた。新党の立憲民主、共産、社民の３
党は、どの程度の勢力となるのか。
「衆院選後、憲法が国政課題となったら小池さんも前原さんも『改憲与党』として自民
党などと手を組むこともあり得ます。国会はその時『選挙で国民の大半が改憲を望んだ』
と都合よく解釈する」と諏訪さん。
自民党は今回、選挙公約の重点項目に「改憲」を盛り込んだが、諏訪さんは、実際の選
挙戦で積極的に言及することはないだろうと見る。
「９条のおかげで、戦後日本は他国で人
を殺さずに済んだ。しかし改憲して戦争のできる国になればそうはいかない。そこを突か
れたくないから、多くの改憲派は『自分は憲法を変える』と訴えない。有権者は、候補者
が隠す争点も見抜き、問いかける必要がある」
原発政策では再稼働を進めてきた自民に対し、希望の党が「３０年に原発ゼロ」を掲げ
ている。
「脱原発」を訴える金融機関のトップとして注目された城南信用金庫（東京都品川
区）元理事長、吉原毅さんは「希望の党が本気で脱原発を目指すなら『即時ゼロ』を掲げ
るべきだ」と主張する。
吉原さんが強調するのは、東京電力福島第１原発事故後、全ての原発がストップしても
経済的に乗り越えることができたという事実だ。ただ、火力に頼るだけでは燃料費のコス
トや地球温暖化への悪影響が心配だ。「だからこそ自然エネルギーへの転換が必要です。世
界中で『原発は高コスト』の認識が広がり、風力や太陽光の導入が進んでいます。技術の
進歩も早く、発電コストも下がっている。日本が時流に乗り遅れれば国際競争力は落ちま
す。そうならないための『即時ゼロ』なのです」
「３０年代に原発ゼロ」が目標だった民進党は今年２月、達成時期を「３０年」に前倒
しする議論を進めた。しかし、支持団体の連合が一定条件下での再稼働に容認の立場であ
ることなどから実現しなかった。連合は希望の党とも立憲民主党とも政策協定を結ばず、
個別に候補を支援する方針だが、両党の原発政策に影響はないのか。
吉原さんは言う。
「希望の党の『しがらみのない政治』というスローガンが本物かどうか
が試されます。原発をやめられないのは、政界や官界、電力会社、産業界との間に巨大な
しがらみがあるから。自公の立候補予定者も、日本のために最良の選択は何かを考えてほ
しい」
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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