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「早く起きることが苦痛」塾通い・スマホで体内時計リズム〝崩壊〟、寝不足の子供続出
…睡眠教育の効果は
産経新聞 2017 年 10 月 12 日
試験前の１週間、昼食後に全校生徒が１５分間の仮眠をとる「加
古川シエスタ」
。校内放送を合図に生徒たちが机に伏せ、オルゴー
ルの音色も流れる。生徒たちから「すっきりした」などと好評だ
＝兵庫県加古川市の市立加古川中学校

睡眠障害に伴う体調不良で、授業中の居眠りなど日常
生活に支障が生じている子供が増えている。
「怠け者」と
周囲から誤解され、授業にもついていけず、最悪のケー
スだと不登校になる。兵庫県内の専門医療機関には、全
国から睡眠に悩む子供たちが訪れる。塾通いやスマートフォンの長時間利用などで夜型生
活に変化し、昼夜のサイクルと体内時計のリズムが合わなくなって体調不良を訴えるケー
スが多いようだ。教育現場では仮眠の時間を設けるなど、生活習慣を改善する「睡眠教育」
の取り組みも進められている。
（坂田弘幸）
日本で唯一の子供の入院治療施設
兵庫県立リハビリテーション中央病院（神戸市西区）の「子どもの睡眠と発達医療セン
ター」には、朝から親に付き添われた小学生から高校生までの来訪者の姿がみられる。「夜
に寝付けず、いつも寝不足感がある」「腹痛やめまい、立ちくらみが治まらない」といった
症状を訴える子供が多いという。
同センターは、子供の睡眠に関する専門的な入院治療を行う国内唯一の施設。昨年は全
国から延べ約４３００人の子供が訪れ、受診した。人によって原因や症状は違うが、多く
が睡眠不足による体調不良の状態を表す「睡眠障害」だ。
具体的な症状として頭痛や発熱、関節痛などの身体疾患のほか、鬱といった精神疾患に
至ることも。菊池清センター長は「大人の期待に応えようとする頑張り屋の子供が多く発
症している」とした上で、
「慢性的な睡眠不足は子供だけでなく大人も体調不良につながる。
適切な睡眠時間の確保が必要だ」と話す。
睡眠を促すメラトニンといった薬物治療や、朝になると寝ていてもタイマーで光を浴び
る高照度光療法、規則正しい食事や運動で正常な睡眠リズムを身につける治療などが行わ
れる。しかし完治まで時間がかかるといい、長くて３～４年要するケースもある。
「睡眠負債」で病気のリスク
個人差はあるものの、小学生は１０時間、中学生は９時間が適切な睡眠時間とされてい
る。菊池センター長は「脳は寝ている間に育つ。睡眠不足だと集中力が低下し、記憶力も
落ちるイライラした状態になりやすい」と指摘する。
総務省の生活基本調査（平成２３年度）によると、１０～１４歳の平均睡眠時間は８時
間３５分と、理想の睡眠時間より短いのが実態のようだ。
同病院の豊浦麻記子小児科部長は、治療を受ける子供たちに共通して、本人や親が自覚
のないまま、幼少期からのわずかな睡眠不足が蓄積している点を挙げ、「毎日１時間の睡眠

不足が蓄積すれば、体に支障をもたらすこともある」と警鐘を鳴らす。
こうした状態は「睡眠負債」と呼ばれ、さまざまな病気のリスクを高めるとされている。
睡眠不足を回避するためには睡眠の質も問われる。豊浦部長は、目覚めない睡眠▽午後７
時から午前７時の間に寝るようにする▽寝る時間と食事の時間を毎日一定にする－ことな
どを推奨している。
子供の睡眠不足の原因として、インターネットもその一つ。兵庫県が昨年行った県内の
小・中中学生、高校生計約４千人を対象にした実態調査で、７・７％の子供が１日４時間
以上ネットを利用するなど依存傾向が強いとされ、午前０時以降も利用する子供もいた。
睡眠不足がもたらす悪影響は、生活のサイクルが昼夜逆転することだ。子供たちは幼稚
園や小中高校に日中通う。だが睡眠不足により、学校で寝てしまうと、学ぶときに学べず
学業に追いつけなくなる。学力の低下は非行、不登校にもつながりかねない。
起きることが苦痛に
「毎日早く起きることに苦痛を感じた。怠けているだけと思われるのがつらかった」
東京都小金井市で自分の体験をつづったネットサイト「元不登校からの助け舟」を立ち
上げた伊藤佑さん（２３）はこう振り返る。
小学生の頃から睡眠に悩みを抱えていた。９時間以上寝ない日は調子が出ない。授業中
に居眠りすることも多く、学校で倒れてしまうこともあった。
中学生になると起床時間は午前８時、９時と次第に遅くなり、夜も午前２時、３時にな
らないと寝付けなくなった。遅刻を繰り返し、登校しても保健室通いが続いた。
「だらしがない」
。周囲の冷たい視線を避けるように中学１年の２学期から不登校になっ
た。親からは発達障害を疑われて小児科に連れていかれたが、異常はなかった。昼に運動
するなどの工夫をしたが改善しなかった。
通信制の高校３年のとき、睡眠外来で診察を受けて睡眠のリズムが崩れる「概日（がい
じつ）リズム睡眠障害」と診断された。中学校の部活動で帰宅時間が遅くなり、睡眠時間
が減ったことが原因とみられることが分かった。薬の治療を続けて回復したが、今も生活
リズムを崩さないように気をつけている。
伊藤さんは「睡眠障害は社会の理解も乏しく、軽い病気と思われがちだが、生きていく
うえで非常に困難な病気」と語る。原因が分からずに１人で悩んだ経験から「睡眠障害が
疑われたら病院に行った方がいい」と提言する。
睡眠教育広がる…１５分仮眠ですっきり
教育現場では子供たちの睡眠を見直し、生活習慣を改善させる「睡
眠教育」
（眠育）の取り組みが広がっている。
兵庫県加古川市の市立加古川中学校では昨年度から中間試験や期
末試験前の１週間、昼食後に全校生徒が机に伏して１５分間の仮眠をとる「加古川シエス
タ」を行っている。
シエスタとはスペインなどの習慣で昼の時間帯にとる短い休憩時間。
きっかけは加古川市議会で行われた「中学生議会」で、生徒の提案だった。導入した企
業で効率が上がったという事例を挙げた上で、「午後からの授業に備え、全員が落ち着いて
過ごす時間は重要。学力向上にもつながるはずだ」と訴えた。答弁した教育長も「やって
みては」とゴーサインを出し、試行的に始められた。
「リラックスして体を休めてください」
校内放送を合図に生徒たちは机に伏せる。教室ではカーテンを閉めて消灯。オルゴール
の音色が流れ、短時間だが気持ちよさそうに眠りについた。生徒たちからは「なんかすっ
きりした」
「気持ちがいい」などと好評だった。
一方、堺市立三原台中学校では、医師が監修した睡眠教育の冊子を作成して全校生徒に
配布。スマホやパソコンの使用時間を決めることのほか、
「睡眠不足になると生活が乱れる」
「夜にコーヒーや緑茶などを控える」－と睡眠の大切さを教える授業を続けている。生徒
の就寝・起床時間を調査し、個別面談も実施している。

その結果、不登校の３割近くの生徒で睡眠が改善され、登校につながった。当時、同校
で睡眠教育に取り組んだ堺市教育委員会の木田哲生指導主事は「長期欠席の生徒に対して
一定の効果があった。これまでは心の支援が中心だったが、心と体の支援ができる睡眠教
育が広がれば」と語る。
「子どもの睡眠と発達医療センター」の菊池センター長は「日本の社会全体が夜型にな
り、睡眠を削って生活している。睡眠の意味や大切さを理解していない大人が多く、それ
に子供が巻き込まれているのが現状だ」と話している。

核のごみマップ

モノクロ版で見やすく

色覚障害者に配慮
毎日新聞 2017 年 10 月 12 日
原発の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定の
ために、政府が地質学的な適否を４色に塗り分けて公表した「科学的特性マップ」につい
て、経済産業省は１２日、モノクロ版をホームページ上で公開した。カラー版の色遣いが
色覚に障害のある人にとって見分けにくい組み合わせだったため、モノクロで判別できる
よう新たに作った。
７月に公表したカラー版では、
「好ましくない」地域のうち火山や活断層の近くなどをオ
レンジ色、地質学的に問題が
なく廃棄物の輸送に便利な沿
岸域を「最も適性が高い」と
して濃い緑色に塗った。しか
し、この２色は色覚障害者の
多くには同じ色に見えて判別
しにくいとの指摘が外部から
あった。モノクロ版ではオレ
ンジ色の地域は濃い灰色にし、
濃い緑色の地域は斜線で模様
をつけた。
モ ノ ク ロ 版 は
http://www.enecho.meti.go.j
p/category/electricity_and_g
as/nuclear/rw/kagakutekito
kuseimap/mono.html で閲覧
できる。
【岡田英】

認知症のお年寄り、地域で支援

京都・久御山で見守り訓練
京都新聞 2017 年 10 月 12 日
認知症のお年寄りの見守り訓練（京都府久御山町栄）

認知症のお年寄りの見守り訓練が、このほど京都府
久御山町栄の栄３・４丁目集会所周辺で行われた。同
町では初めての実施で、町民約５０人が参加し、認知
症の人への接し方を学んだ。
地域全体で認知症の人を支援しようと、町社会福祉
協議会が開催した。参加者は、自分がどこにいるか分
からなくなったお年寄り役を見つけると、「どこに行
きたいんですか」
「一緒に行きましょうか」などと、ゆっくりとした口調で声を掛けていた。

大阪・京都府境越えて認知症不明者の捜索訓練

読売新聞 2017 年 10 月 12 日

無線で状況を確認しながら捜索する参加者（高槻市で）

高槻市の阪急上牧駅周辺で、同市と島本町、京都府長
岡京市、同府大山崎町が合同で、認知症の行方不明者捜
索訓練を行った。初めての取り組みで、今後の市町での
連携に向けた第一歩にするという。
４市町の職員や、介護福祉施設の関係者ら約５０人の
ほか、高槻署、京都府警向日町署の署員らも参加。長岡
京市の高齢男性２人が行方不明となり、阪急上牧駅で下
車したとみられるとの想定で周辺を捜索した。
長岡京市は、徘徊の可能性がある約１００人に、おおまかな居場所がわかる小型の電波
発信器を配布しており、今回の訓練でも活用した。
参加者は、伝えられた位置情報をもとに捜索。事前に知らされていた顔や背格好などを
手がかりに２人をそれぞれ発見し、声をかけて保護した。また、駆けつけた向日町署員に
引き渡す手順も確認した。

千葉・市川のＮＰＯ法人施設の入居者死亡事件 施設職員の女を傷害致死罪などで起訴
産経新聞 2017 年 10 月 12 日
ＮＰＯ法人「さくら福祉推進協議会」
（東京都中央区）が運営する千葉県市川市の施設で
入居者の川久保儀子さん＝当時（８４）＝が遺体で見つかった事件で、千葉地検は１１日、
傷害致死などの罪で施設職員の生田玲子容疑者（５５）を起訴した。
起訴状によると、生田被告は、８月４日午後７時半ごろ、市川市北方町の「グリーンハ
ウス市川」で、川久保さんの顔を数回殴ったり、突き飛ばすなどの暴行を加えたほか、同
月２７日午後６時ごろ、川久保さんの顔を殴ったり、腹部を足で蹴るなどして、死なせた
としている。
生田被告は、別の入居者に対する暴行罪でもすでに起訴されている。

医療機関予約の情報流出か 最大 60 万人、不正アクセス 協同通信 2017 年 10 月 11 日
医薬品、医療機器卸売りなどを手掛けるほくやく・竹山ホールディングス（札幌市）は
11 日、子会社のアドウイックが運営する医療機関予約システムのサーバーに不正アクセス
があり、最大で約 60 万人分の個人情報が流出した可能性があると発表した。
アドウイックなどによると、昨年 7 月から今年 10 月 10 日までにインターネット予約シ
ステム「シマフクロウ・シリーズ」を利用した人の氏名、電話番号、メールアドレス、受
診医療機関名、診察券番号などが流出した恐れがある。北海道を中心とした 9 道府県の約
80 の医療機関がシステムを導入。情報を悪用した被害は確認されていないという。

「選択肢広げ楽しく生きて」 法医学者からのメッセージ
朝日新聞 2017 年 10 月 12 日
もとむら・あゆみ １９７８年６月、佐賀県生まれ。
佐賀医科大学（現・佐賀大学）を経て、２００３年に
大学医学部の付属病院救急部に入局。１４年から現千
葉大学付属法医学教育研究センター助教。
１１日は国連が定めた「国際ガールズデー」。女性
の権利向上を訴える国際女性デー（３月８日）とは別
に、特に少女たちの権利促進に取り組もうと６年前に

聞き手・川嶋かえ

設けられた記念日です。夢を追いかけ、自分らしく輝く――。千葉大学付属法医学教育研
究センター助教で法医学者として活躍する医師の本村あゆみさん（３９）に、自身の経験
や女の子たちへのメッセージなどを聞きました。
千葉大では１年で約３５０体の遺体を解剖します。私は月に５、６体を担当。全身をく
まなく見るので、飲まず食わずで一日中立ちっぱなし。検査画像を見ながら話し続けます。
虐待を受けていた１歳児の解剖は、いまも心に残っています。肋骨（ろっこつ）が浮き
出て歯は真っ白。虫歯になるほどの食事もとれていなかったのかと思うとかわいそうでし
た。客観的な観察に集中するため、子どもの解剖では感情移入しないように努力しないと
いけません。
「あわ神」バッジ買って赤い羽根共同募金を 淡路

神戸新聞 2017 年 10 月 12 日

赤い羽根共同募金運動の「バッジ募金」として製作された「あわ神」の
ピンバッジ

１日に全国で始まった「赤い羽根共同募金運動」に合わせ、
兵庫県淡路市共同募金委員会と同市社会福祉協議会は、市の
マスコットキャラクター「あわ神」をデザインしたピンバッ
ジ（６００円）を製作した。
市制１０周年を記念し２０１５年度に始めた「バッジ募金」
の第３弾。１年目の「あわ神」
、２年目の「あわ姫」が好評だ
ったため、１７年度も継続を決めた。
キャラクターは「今でも１年目のバッジを欲しがる人が多
い」というあわ神。空飛ぶじゅうたんに見立てた赤い羽根に
乗り、大空を駆け巡る「スーパーあわ神」をデザインした。
バッジは縦横約２センチのアクリル製で千個製作。購入額の６００円から原価を差し引
いた額が募金となる。残りわずかだが、１６年度のあわ姫のバッジも扱う。
同協議会ＴＥＬ０７９９・６２・５２１４（内田世紀）

藤田保健衛生大、
「藤田医科大」に改名へ
朝日新聞 2017 年 10 月 12 日
藤田保健衛生大学（愛知県豊明市）は１２日、開設５０周年にあたる来年１０月に校名
を「藤田医科大学」に変える方針を発表した。医大としての知名度を高める狙いで、月内
に文部科学省に申請するという。
藤田保健衛生大学は１９６８年、看護師や臨床検査技師を養成するため、名古屋保健衛
生大学として開設された。７２年に医学部ができ、９１年から現在の名称に。今年５月現
在、学部、大学院あわせて約３千人が学んでいる。

Ｔシャツで１０７人やけど、薬剤販売会社員ら書類送検 朝日新聞 2017 年 10 月 12 日
神奈川県茅ケ崎市で昨年開かれたマリンスポーツの大会で、配られたＴシャツを着た選
手ら１０７人が化学熱傷などを負ったのは、Ｔシャツの印刷に使われた薬剤が原因だった
として、県警は１２日、薬剤を販売した松井色素化学工業所（京都市）の男性社員２人を
業務上過失傷害の疑いで書類送検し、発表した。
書類送検されたのは、薬剤の使用を承認した元役員（６７）と開発担当の社員（３５）。
茅ケ崎署によると、２人は成分の調査など安全性を十分確認せず、成分を明らかにしない
まま薬剤を販売。販売先が製作したＴシャツが昨年９月１０日の大会で配られ、着用した
選手やスタッフ計１０７人に化学熱傷などを負わせた疑いがある。
同社によると、床の殺菌や靴下の抗菌処理に使われる薬剤を、同社ではインクの発色を
よくする「前処理剤」として販売していた。この薬剤に含まれる刺激性物質がＴシャツに

高濃度で残っていたという。同社は「販売した製品に対する安全性の確認が不十分でした。
けがをされた方、大会関係者の方に深く謝罪します。安全確認などの見直しを引き続き進
めます」としている。
（野城千穂）

【浪速風】なぜ各党公約に「児童虐待ゼロ」への取り組みがないのか
産経新聞 2017 年 10 月 12 日
警察と児童虐待の情報

共有協定を結んだ自治体

「子ども虐待死ゼロ」を目指すＮＰＯ法人代表の後藤啓二
弁護士からメールが届いた。希望の党が公約で「原発ゼロ」
「電
柱ゼロ」
「花粉症ゼロ」など１２のゼロを並べたが、児童虐待
が含まれていないのに「愕然（がくぜん）としています」。希
望の党だけでなく、衆院選で児童虐待への取り組みは聞かれ
ない。 ▼「そこまで重要度・優先度が低いのか」と後藤さ
んは嘆く。親などから虐待の疑いがあるとして、警察が児童
相談所（児相）に通告した１８歳未満の子供の数が今年上半
期で３万人を超えた。過去最多であり、年々増え続けている。
一方、昨年度に児相が対応した虐待件数は１２万件を超えた。
非常事態ではないか。 ▼茨城県日立市でアパートの一室が
焼け、母親と幼い５人の子供の遺体が見つかった。長女を殺
害した容疑で逮捕された父親が、次々に刃物で刺すなどして
殺害し、火をつけたとみられる。痛ましい。子供たちの未来
こそ日本の未来である。政治は何をしている。

社説：社会保障 負担増と給付抑制こそ論じよ
読売新聞 2017 年 10 月 12 日
◆サービス競争では不安を拭えぬ◆
少子高齢化の急速な進展で、社会保障の持続性が危ぶまれている。厳しい現実に向き合
い、国民の将来不安を払拭できる制度の具体像を示す。それこそが政治の責任である。
各党の衆院選公約には、子育て世代への支援強化をはじめとする社会保障の充実策が並
ぶ。多くは財源や実現プロセスが曖昧だ。負担増や給付抑制に踏み込む施策も乏しい。給
付に偏った「サービス競争」の様相を呈している。
◆一体改革は維持したい
人気取りの甘言は、国民に見透かされよう。各党は、説得力ある政策論争を展開すべき
だ。
現在の社会保障は、給付に見合う財源を確保しないまま、赤字国債という将来世代への
負担のつけ回しで成り立っている。いずれ行き詰まることは必定だ。
構造を改め、今の世代で給付と負担のバランスを取る。そのために消費税率を引き上げ
る。２０１２年の旧民主、自民、公明の３党合意に基づく「社会保障・税一体改革」の主
眼である。
少子化克服へ、子育て支援など現役世代向け給付を増やす。自民党が唱える「全世代型
社会保障」への転換も打ち出していた。その方向性は間違っていない。
２度の消費増税延期を経て、一体改革の枠組みは揺らいでいる。改革を反故にして、借
金頼みを続けてはならない。どう再構築するのか。各党の姿勢が問われる。
今回、各党が共通して掲げるのが、一体改革に含まれていない幼児教育・保育の無償化
だ。
◆待機児童解消が先決だ
自民党は、全ての３～５歳児と低所得世帯の０～２歳児の保育所・幼稚園の無償化を訴

える。消費増税分の使途を変更し、赤字国債の縮減に充てる予定だった分を転用する。公
明党は、全ての０～５歳児を対象にするという。
消費増税の凍結などを主張する野党も、無償化では一致する。
いずれも、将来世代への負担のつけ回しにほかならない。
保育所や幼稚園の利用料は、既に所得に応じて減免されている。全員の無償化は、高所
得世帯ほど恩恵を受ける。厳しい財政事情を考えれば、バランスを失した負担軽減策だと
言わざるを得ない。
最優先すべきは、保育所に入れない待機児童の解消だ。統計に表れない「隠れ待機児童」
も含めると９万人超にも上る現状では、無償化の意義も薄れる。無償化に財源を取られて
対策が遅れれば、女性の活躍促進もおぼつかない。
与党は、保育の受け皿を拡充する「子育て安心プラン」を前倒しして、２０年度までに
３２万人分を整備する方針を示す。保育士確保のための処遇改善や保育の質向上も忘れて
はならない。
消費税率を１０％に引き上げても、新たな施策には追加財源が必要となる。負担増につ
いて、国民の理解を得る努力が不可欠だ。
希望の党は「待機児童ゼロ」を法的に義務付けると主張するが、具体像は描けていない。
子育て支援以外の充実策も、財源面で実現性に疑問符が付く。
公明党は、消費税１０％時に予定する低年金者への給付金の前倒しを訴える。
希望の党は、福祉サービスの自己負担合計に上限を設ける制度を掲げる。低所得者らへ
の現金支給も提案するが、１０兆円単位の財源が必要だろう。一方、歳出を減らす努力と
しては、議員定数削減など「身を切る改革」程度にとどまる。
◆医療・介護の効率化を
社会保障改革で最も重要なのは、医療・介護費の膨張の抑制である。団塊の世代が７５
歳以上となる２５年には、費用が急増しかねない。１８年度の診療・介護報酬の同時改定
は、持続可能な制度に転換するラストチャンスだ。
それにもかかわらず、各党とも言及が少ないのは物足りない。
自民党は医療データを活用した病気予防・重度化防止などを挙げる。希望の党も遺伝子
データ分析による予防に触れるが、いずれも給付抑制策としては不十分だ。
病院や施設に過度に依存せずに済むよう在宅医療・介護を充実させ、切れ目なく提供で
きる体制を整える。軽度者向けサービスを見直し、重度者に重点的に振り向ける。国民の
ニーズの変化に応じて給付の対象や範囲を改める。
これらは早急に取り組まねばならない課題である。
経済力のある高齢者に応分の負担を求める改革も、さらに進めねばならない。年金制度
においても、人生１００年時代を見据えた真摯な議論が求められる。

社説：教育無償化 学ぶ機会を広げるために
西日本新聞 2017 年 10 月 12 日
■２０１７衆院選■
多くの政党が競い合うように、教育の無償化を衆院選の公約に掲げている。
家庭の経済事情に左右されることなく、子どもが適切な環境で学べるよう支援すること
に異存はない。親の教育費負担を和らげることは少子化対策にもなるだろう。
他の先進諸国に比べ、日本の教育予算が著しく見劣りすることは長年指摘されてきた問
題点だ。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）によると、２０１４年の日本の国内総生産（ＧＤ
Ｐ）に占める公的教育支出の比率は、比較可能な３４カ国中で最低である。
当然、教育費は家計に重くのしかかる。家庭の経済力が教育格差を生み、金銭的負担か
ら進学を諦める人もいるのが現状である。
就学援助の拡充は喫緊の課題だ。とはいえ、幼児教育・保育の無償化だけで１兆円規模、
大学などの高等教育まで無料にするには４兆円を超える財源が必要という。厳しい財政状

況を踏まえれば、容易に捻出できる額ではない。
では具体的にどうするか。例えば、教育全般の無償化を目指す。幼児期を無料にする。
現行の高校無償化の所得制限を廃止する。財源は消費税増税の税収分を充てる。行財政改
革などで賄う…。無償化策は党によって異なる。各党は無償化の目的と効果、その財源に
ついて丁寧に有権者へ説明してほしい。
高等教育については当面の支援策として給付型の奨学金や授業料減免枠の拡充を示した
党が多い。貧困の世代間連鎖を断つには高等教育の機会を広げることが欠かせない。支援
を必要とする人が広く利用できる仕組みになるのか。具体的な制度設計にも踏み込んで有
権者に訴えてほしい。
子どもの教育は「未来の礎」である。そもそも私たちは将来、どんな社会を目指すのか。
そのために教育はどうあるべきか。無償化を含む教育費の負担問題にはそんな視点が求め
られるはずだ。骨太の教育論議を望みたい。

社説：教育の無償化／格差是正に向けた議論を
神戸新聞 2017 年 10 月 12 日
今回の衆院選で各党の公約に共通するのが「教育無償化」だ。幼児教育・保育の無償化
や、大学生向けの給付型奨学金拡充などがそれにあたる。
国内総生産（ＧＤＰ）に占める教育への公的支出の比率では、日本は経済協力開発機構
（ＯＥＣＤ）加盟国で最低水準だ。税金の使途を見直し、家計の負担を軽くするという考
え方自体に異論はない。
懸念されるのは、家庭の経済状況が学力に及ぼす影響だ。子どもたちが平等に学べる環
境をつくるため、具体性の伴った議論を求めたい。
幼児教育・保育の無償化では、自民党は３～５歳児すべてと低所得世帯の０～２歳児を
対象とする。公明党は０～５歳児の無償化を２０１９年までに実現すると公約に明記した。
ただ、既に低所得世帯を中心に無償化は実施されている。対象を広げれば所得の高い世
帯も恩恵を受ける。格差を拡大させない手だてが要る。
一方で、認可保育所などに希望通り入れない待機児童は増え続けている。無償化が実施
されればその数がさらに膨らむだろう。保育所などの受け皿をどれだけ増やすかもセット
で考える必要がある。
試算では３～５歳児の無償化だけで８２００億円を要する。自公両党は消費税率１０％
への引き上げによる増収分の一部を投じるという。家計は助かるが、その分、財政再建が
先延ばしされ、将来世代の負担が増えることもきちんと説明するべきだ。
一方、野党は増税をせずに財源を捻出すると唱えている。
希望の党は、歳出削減の徹底や大企業の内部留保への課税を挙げる。日本維新の会は、
議員報酬や議員定数の削減などで賄えるとする。共産党は大企業の法人税率引き上げなど
税金や予算の改革を行う。各党は財源の裏付けなどを有権者にしっかり示さなければなら
ない。
自民や維新などは教育無償化に向けた憲法改正の必要性を訴える。しかし改正を伴わず
とも、財源を確保すれば実現は可能だ。格差是正に向けて安定的な財源をどう確保してい
くのか。選挙戦で議論を深めてもらいたい。
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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