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約５７００人が参加 障スポ大会、あす２８日開幕

愛媛新聞 2017 年 10 月 27 日

空港に到着した相模原市の選手団（左側）と円陣を
組むボランティアら＝２６日午後、松山市南吉田町

第１７回全国障害者スポーツ大会「愛顔
（えがお）つなぐえひめ大会」が２８日、開
幕する。２６日、全国の選手団の愛媛入りが
始まり、県内各地の駅や空港で歓迎セレモニ
ーが行われた。
松山市南吉田町の松山空港には、午後１時
ごろからユニホームに身を包んだ選手団が
続々と到着。選手の滞在中に移動の介助や競
技の応援を行う「選手団サポートボランティ
ア」の学生や実施本部員の県職員らが「よう
こそ愛媛へ」などと書いた応援旗を掲げて盛大に出迎えた。
セレモニーで互いに自己紹介やあいさつをした後、さっそく担当競技の選手と一緒に円
陣を組むボランティアの姿もあった。仙台市の水泳選手に付き添う河原医療福祉専門学校
２年の男子学生（１９）は「社会福祉士になるため最近まで現場実習をしていた。経験を
生かして選手をサポートし、大会を楽しんでもらいたい」と意気込んでいた。
大会は２８日から３日間、県内９市町で個人・団体の１３競技とオープン３競技を行う。
４７都道府県と２０政令指定都市の選手団約５７００人が参加。県内からは選手２９０人
と役員１６６人の計４５６人が大会に臨む。開会式は２８日、松山市上野町の県総合運動
公園ニンジニアスタジアムで行われ、皇太子さまが出席される。

障害者アスリートの素顔

［４］ソフトボール（知的障害） 稲垣洋選手 主将として仲
間けん引 愛媛新聞 2017 年 10 月 27 日
雨天による室内練習でバッティングフォームを確
認する稲垣洋選手（左）ら＝１５日、松山市中野町

バッティングフォームを真剣に確認する
横顔にも楽しさがにじみ出ていた。知的障害
者ソフトボール県選抜チームの稲垣洋主将
（４５）。年齢からは想像できないほどのパ
ワーとキレがある３番打者は地元大会での
活躍に燃えている。
もともとスポーツが得意な稲垣選手は特
別支援学校の中等部時代、先生に勧められ始
めた。就職などで長く離れていたが、競技へ

の思いはずっと秘めたままだった。現在の支援事業所のチーム練習に刺激を受け「もう一
度頑張りたい」と約４年前に再びバットを握った。
松山市内のグループホームで暮らし、リサイクル作業などに従事する。月２回の合同練
習に熱を注ぎ、毎日の自主トレーニングも欠かさない。
「体を動かすことは、やっぱり楽し
い」とすっかり生活の一部となっている。
元気の良さや声の大きさを買われ、主将を務めて約３年。メンバーは感情のコントロー
ルが難しく、三振してバットを投げ飛ばしたり、監督の注意にすねたりするときもあると
いう。稲垣選手は「トラブルはあるけど、みんなで協力している。僕も結構短気な方」と
苦笑いする。
大会に向けてチームをまとめようと言葉遣いを意識するようになった。チームメートの
片岡幸一選手（２１）にも「笑顔があふれていて話しやすい」と慕われ、稲垣選手は「も
っと声を出してほしいから、率先して盛り上げていく」と頼もしく語る。
加藤誠司監督（４９）はルールの理解やプレーの予測が苦手な選手たちに、例え話や簡
単な説明で指導するよう心がけてきた。
「わかりやすい」とメンバーに好評だが、口頭だけ
で全てを理解するのが難しいこともある。そんなときは「グラウンドでの実戦が一番」と
稲垣選手。体で覚えることの大切さはどのチームも同じ。成果は着実に表れ、打線も強く
なり点が取れるようになった。
待ち望んだ大会が近づく。焦りから力んでエラーしないよう守備に加え、打撃にも磨き
をかける。
「一生懸命プレーする姿を見てほしい」と稲垣選手は力を込めた。

山形市、セブンなどと高齢者見守りや商品開発で連携
産經新聞 2017 年 10 月 27 日
大手コンビニエンスストア「セブン－イレブン・ジャパン」（東京都千代田区）とスーパ
ーの「ヨークベニマル」
（福島県郡山市）、山形市の３者は２６日、地産地消と市産品の販
路拡大、災害時の救援活動、高齢者や障害者の見守りなどで相互に連携する包括協定を結
んだ＝写真。協定締結を記念して、２７日から新商品「芋煮カレーうどん」や「いか下足
の天ぷら」の販売を始める。
協定には同市産の食材を使った商品の開発や販売のほか、高齢者宅への配達の際に健康
状態が優れないことが分かれば市に連絡することなどが盛り込まれた。 セブン－イレブ
ン・ジャパン東北ゾーンの阿久津知洋マネジャーは「芋煮カレーうどんを山形名物として
東北６県、全国に広げていきたい」などと話した。

保育園選びに悩むあなたへ

ＮＨＫニュース 2017 年 10 月 26 日
来年４月入園に向けた認可保育園
の申し込みが多くの自治体で始まり
ました。初めての保育園選びでは、園
庭の有無や部屋の広さや、最近話題に
なった「おむつは持ち帰りかどうか」
といった点に目がいきがちかと思い
ます。「待機児童問題が深刻だし、入
園できる可能性の高いほうにしよう
かな」という悩みもあります。何を優
先して選べばいいのか、専門家に聞き
ました。
（ネットワーク報道部記者 飯

田暁子）
「保育園選びで最優先は保育の質。保育士が子ども一人一人を尊重し、成長を支援して
いるかです。安心して子どもを預けられるかどうか、見学したときの直感を大切にしてく

ださい」
。
＜１＞直感が大切！保育士の印象は
「保育園選びで最優先は保育の質。
保育士が子ども一人一人を尊重し、
成長を支援しているかです。安心し
て子どもを預けられるかどうか、見
学したときの直感を大切にしてくだ
さい」
。
こう話すのは全国の保育環境の調
査などを行っている「保育園を考え
る親の会」代表の普光院亜紀さんで
す。
チェックポイントは、施設長や保育士は目を合わせて話してくれたか、子どもたちを命
令口調で動かそうとせずていねいに接していたか、子どもたちは安心して甘えていたか、
だと言います。
さらに普光院さんによると、待機児童対策で保育園の整備が進められている一方で、保
育士不足が深刻化。経験やスキルが十分でない保育士が増えると現場に余裕がなくなり、
負担感から辞める保育士が出てきて、また経験の浅い保育士が入ってくるという悪循環も
見られるといいます。
「お昼ごはんの時間やお散歩から帰ってきた直後など、特に慌ただしいときの保育士た
ちの立ち居振る舞いを見ると、現場に余裕があるかどうかが分かります」と話していまし
た。
＜２＞“親の便利さ”は優先しない
耳が痛かったのは、
「親の利便性を優先していませんか」という指摘です。たとえばネッ
トでも話題となった、使用済みおむつの持ち帰りについて。保育園を考える親の会の会員
の間でも「おむつ持ち帰りの保育園はいやだ」という声が多かったということです。
しかし普光院さんは言います。
「子
どもに寄り添った質の高い保育をし
ているのに、おむつを持ち帰る園は
いやだと選択肢から外してしまうの
は、優先順位が違うのではないでし
ょうか。
『玄関で子どもや荷物を受け
渡せる方がすぐに仕事に向かったり
帰宅できるのでいい』という声を聞
くこともありますが、それでは保育
園での子どもの生活ぶりが見えませ
ん」
また、英語や体操、音楽といった特別なプログラムがある保育園にも、ついつい惹かれ
てしまいます。しかし普光院さんは
「子どもが安心して過ごせるか、一人
ひとりの発育を尊重し支援する保育
ができているかどうかが最優先です。
保育の質が同等だったら、それから利
便性や特別な内容で選べばいいので
はないでしょうか」と話していました。
＜３＞毎日の負担を考えて
続いては通園の問題。普光院さんは
かつて、家と保育園、職場の３か所が

近いほうがいいとアドバイスしていたそうですが、待機児童問題が深刻な現状では、
「妥協
するなら職場との近さ」と指摘。
「家から保育園は子ども連れで動くので近いほうがいい、
職場までは自分一人で移動するので遠くてもなんとかなる」といいます。
赤ちゃんを連れて、着替えなどの保育園の荷物を持って毎日通えるのか。雨や風の日な
ど厳しい状況も想定して検討してほしいということです。「通えると思って選んだけど、遠
くて毎日大変なので転園したい」という相談を受けることもあるそうですが、待機児童が
いる地域では、転園は難しいのが実情です。
持ち家でないならば保育園の近くに引っ越すことも選択肢の１つだとアドバイスするこ
ともあるそうです。
認可保育園 もし入れなくても慌てずに
認可保育園に入れるかどうか、多くの自治体では結果の通知があるのは２月ごろ。それ
までの間にやっておくことや、もし
も保育園には入れなかったらどうす
ればいいのか。
普光院さんはまず、
「今のうちから
認可外の保育園にも申し込んでおい
たほうがいい」と言います。待機児
童が多い地域では、入園希望者が１
００人待ちという認可外の保育園も
珍しくありません。
それでも「認可園に入れたから、
他の認可外の園にしたからとキャン
セルする人もたくさんいます。１００人待ちと言われてもあきらめずに申し込み、時々電
話して状況を確認し、入園の希望を伝えてください」ということです。
ただし認可外の保育園は認可の園に比べて質の差が大きいので、安心して預けられるか
どうか、必ず見学してほしいと話していました。
また、自治体によっては認可保育園の２次申し込みもあります。通園は大変になります
が、駅とは逆方向の保育園など、申し込む園の範囲を広げることも検討してみてください。
４月から保育園に入れなくても、
「遠くて通えない」などの理由で辞退する人がいたり、
保護者の転勤などによる退園があったりして、５月に急に入園できたというケースもよく
あるそうです。普光院さんは、「育児休業が延長できるかなど職場の状況にもよりますが、
あきらめずに申し込みを続けてほしい」と話していました。
子ども優先の保育園選びを
私が保活をしたのは当時、待機児童
が全国一多かった横浜市。最初は室内
の広さや衛生面などをチェックして
いましたが、次第に「入れるかどうか」
に気を取られるようになってしまっ
たことや、「今、入園を決めるならば
確実に受け入れる」と、認可外の保育
園で言われて心が揺れ動いたことも
ありました。
でも大切なのは「子どもにとってい
い保育園を選ぶ」という気持ちを忘れないこと。そして何より、
「納得できる保育園しか申
込書に書かない」
、
「それでもその中のどの園かには入れる」
。そういった当たり前の状況に
早くなってほしいと思います。

無料サイト

勉強面白い…母お手製「ちびむすドリル」人気
毎日新聞 2017 年 10 月 26 日
無料で公開されている「ちびむすドリル」の
小学生向けの問題
ちびむすドリ
ルのサイトを
運営するパデ
ィンハウスの
内田美花社長

北海道の内
田さん公開
教材 月１
５０万人が
アクセス
幼児向け
の知育教材や小中学生の学習ドリル
を無料で提供するウェブサイトがあ
る。名前は「ちびむすドリル」。北海
道の内田美花さん（４８）が自分の子
どものために作った教材を公開した
のが始まりで、今年１０年目を迎えた。
発達障害があったり、学習塾に通うの
が経済的に難しかったりする子ども
にも利用され、国内外から月に１５０
万人以上のアクセスを集める人気サ
イトとなっている。
【金秀蓮】
ちびむすドリルを運営するのは、北海道江別市に本社がある「パディンハウス」。サイト
は２児の母で社長の内田さんが２００８年に始めた子育て日記ブログから生まれた。
内田さんの子は当時、小学１年生と幼稚園児。２人とも難聴の障害があり、言葉を覚え
やすいように手描きのイラストを添えたなぞなぞのカードや、学校の勉強の復習をするた
めのドリルなど「あったらいいな」と思う教材を自作した。ブログで公開すると感想や質
問が寄せられるようになった。
教育の仕事をした経験はなかったが、パソコンの無料ソフトで数字や時計の読み方を学
ぶ知育教材も作った。サイトを独学で開設し、利用者の増加を受けて１３年に会社を設立
した。現在は元教員や塾講師経験者らにも協力してもらい、イラストやデザインなどは外
注している。
問題の難度は教科書のレベルに合わせている。各単元で学ぶ内容をさらに細かく分けて
いるのが特徴だ。例えば、小１の算数の「２０までの足し算」では、１０と１桁の数を足
す▽１１以上と１桁の数を足す▽１桁同士を足して繰り上がる－－に分け、それぞれ１枚
のプリントにしている。類似問題を多く解くことで、復習しながら、苦手なポイントを克
服するのが狙いだ。
サイトの利用者は保護者が中心で、発達障害のある子を持つ親や、学習塾に通うのが経
済的に難しい家庭でも喜ばれている。教員が宿題に使うケースも１割程度ある。教材は全
て無料のため、広告が主な収入源だ。
動画も公開している。この夏は発達障害がある子の父親から「歯磨きを最後までできな
い。歯磨きができるようになる動画を作って」とリクエストを受けた。歯磨きのすべての
行程を歌とイラストで表現した「いっしょに ハミガキ」を作って公開したところ、
「動画
を見ながら最初から最後まで歯磨きができるようになった」と感謝されたという。
内田さんは「『時計が読めるようになった』『苦手な足し算ができるようになった』とい

う利用者の声と、教材を作ってくれる人たちに支えられてきた。これからもニーズに応え、
多くの人の役に立てたら」と話す。
ちびむすドリルのサイトは http://happylilac.net/

福島県に自立援助ホーム開設

親と暮らせない若者を応援
福祉新 聞 2017 年 10 月 27 日編集部
打ち合わせをする関さん（左端）と根本さん（中
央）

親と暮らせない事情がある１５～２
０歳未満の若者が入居する「自立援助ホ
ーム」が今年７月、福島県いわき市に開
設された。県内には２０１３年６月に１
カ所できたが１５年度末に閉鎖。それ以
来はなかった。「ホームを出た次には輝
かしく充実した生活を送ってほしい」。
そんな願いからホーム名は「ＮＥＸＴ福
島」
（根本保則ホーム長）とした。
ホームはマンションの１室にあり、定員は６人。個室が用意されたシェアハウスのよう
な空間で食堂、浴室、トイレは共用だ。昼間は職場や学校に通うのが基本だが、就職や進
学を目指す人も入れる。１０月１２日現在、男子１人、女子１人が暮らしている。
運営するのは（株）ネクストワールド（横浜市）で、横浜市内で１６年５月に自立援助
ホームを立ち上げたばかり。代表の関茂樹さん（３６）は福島県にはないことを知るとす
ぐに動いた。以前、いわき市内の障害福祉事業所で働いた経験から、旧知の根本さん（５
８）と再会し構想を語った。
根本さんは福島県内の介護施設や保健所で経験を積んだベテランのソーシャルワーカー。
「自立援助ホームを必要とする子は多いのに、この制度はあまりにも知られていない」と
熱弁する関さんを意気に感じ、新しい分野に飛び込んだ。
開設から３カ月たち、根本さんは「地元の学生ボランティアが学習支援に訪れてくれる
ようになった」と話し、周囲から理解や協力を得られてきたことに手応えを感じていると
いう。
自立援助ホームは１９９７年の児童福祉法改正で児童自立生活援助事業として位置付け
られた。児童養護施設など福祉施設を退所した人の受け皿となってきたが、近年は家庭や
精神科病院から入居する例が増えている。１６年１０月１日時点で全国に１４３カ所あり
（福島を含む６県はゼロ）
、政府は１９年度末までに１９０カ所に増やす目標を掲げている。

みとった家族もケア 飯田市南信濃の特養が「しのぶ会」
信濃毎日新聞 2017 年 10 月 27 日
しのぶ会に向けて打ち合わせをする遠山荘の職員

入所するお年寄りの最期を家族らと共にみ
とる取り組みを続けている飯田市南信濃の特
別養護老人ホーム遠山荘が、遺族のケアに力
を入れている。２８日には、この１年間に亡
くなった利用者を遺族や一緒に暮らした別の
利用者たちとしのぶ会を計画。遠山荘の所長
山崎元宏さん（５２）は「利用者の最期を見
届ける施設として、その後もご遺族に寄り添
っていける施設のあり方を模索したい」と話

している。
県医療推進課によると、２０１６年に県内の介護老人保健施設や特別養護老人ホームな
どの福祉施設で亡くなった人の数は３４８７人に上り、県内で死亡した人の約１４％を占
めた。高齢者福祉施設で亡くなる人の数は、増える傾向にあるという。
遠山荘は市社会福祉協議会が運営し、約５０人が入所している。１４年度、入所する人
の家族に口頭で説明していた施設の「みとりケア」についてパンフレットにまとめた。特
定の病気がなく自然に死亡する自然死（老衰死）や、延命治療の方法やリスクなどを解説
している。
山崎さんによると、入所する際にみとりについて説明をすると、驚いたり涙を流したり
する家族もいるという。
「利用者本人に最期まで望む生き方を全うしてもらうには、家族の
協力が欠かせない」と話す。パンフは、治療の選択や最期のみとり方を家族に考えてもら
う狙いだ。利用者の死後は、職員や遺族を交えた会合を開き、みとりの過程を振り返るこ
とで遺族の思いを聞き取っている。
しのぶ会は、家族や他の利用者が、亡くなった人との別れを受け止める機会をつくろう
と０９年に開始。亡くなった人に宛てた手紙を遺族に書いてもらい、生前の写真などで編
集した映像の上映を毎年続けている。
昨年からは、利用者のみとりに関わった施設職員が、一周忌を迎えた遺族宛てに手紙を
送るという取り組みを始めた。山崎さんは「地域の施設だから実現できる最期の迎え方や
遺族のケアがある」とし、
「家族ができる限りを尽くしたと思えるみとりをかなえていきた
い」と話している。

小中高の暴力行為 大幅減７６７２件
読売新聞 2017 年 10 月 27 日 大阪
◇府教育庁 講師や相談員派遣
文部科学省が２６日に発表した、「児童生徒の問題行
動・不登校調査（２０１６年度）」で、府内では小中高校
の暴力行為が７６７２件と、前年（９７８５件）よりも
大幅に減少したことが分かった。２０１２～１５年度に
全国最悪だった１０００人当たりの発生件数は８・２件
で、島根、神奈川、新潟の各県を下回ったものの、全国
的には高い水準にある。
（佐々木伶）
暴力の種類別では生徒間が最も多く、４９７３件。対教師が１４０５件、器物損壊が１
１５４件、生徒、教師以外への「対人」は１４０件だった。
府教育庁は１５年度、暴力行為の件数が多い中学校に講師を派遣し、生活指導を担当す
る教員の授業を代行する取り組みをスタート。担当教員が生活指導に専念できるようにな
り、休み時間にも教室を見回るなどの対応が可能となった。中学は４７１５件（前年６３
９４件）と、３割近く減った。
小学校でも１６年度から、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの派遣
を始めた。問題行為の背景として家庭にも要因がある可能性も想定し、必要があれば市町
村の福祉担当課への橋渡しも行う。
同庁は「継続してきた取り組みで、一定の成果が得られた。引き続き努力を続けたい」
とする。
小中高校のいじめの認知件数は、前年度比約１・７倍の１万７９２２件に増加した。同
庁は「いじめと断定できない場合でも認知件数に加えて、早期解決に努めた」と説明。９
４・９％は解消されたとしている。
公立の小中学校の不登校児童生徒数は、前年度よりも４７９人多い１万４６人だった。
８５１２人だった０９年度以降、増加傾向が続いており、０４年度以来、１２年ぶりに１
万人を超えた。

ＮＨＫニュース 2017 年 10 月 26 日
ドイツでは初めてとなる運転手無しで自
動で走る自動運転バスが、南東部の町で運
行を始めました。
自動運転バスの運行は、ドイツ鉄道がドイ
ツ南東部の人口およそ６０００人の町バ
ート・ビルンバッハで２５日から始めまし
た。使用されているのはフランスのベンチ
ャー企業が開発した小型電動バスで、ハン
ドルは無く、車体に設置されたセンサーで
周囲の状況を検知するとともに、ＧＰＳを
使って位置を確認しながら走行します。バスは、町の中心部と温泉施設を結ぶおよそ７０
０メートルの距離を、時速１５キロ以下で往復します。
路線は一般の車が走る公道も含まれているため、地元の自治体が特例として走行を認めた
ほか、駐車違反の車が道を塞いでいる場合など想定外の事態や緊急事態に備えて、職員が
１人、常に乗車しています。ドイツ鉄道によりますと、公道での自動運転のバスや車の走
行はドイツでは初めてだということです。運行初日の２５日は、地元の人たちや湯治客ら
が早速バスを利用しました。
高齢の女性は「私は少し障害があるので、町の中心までバスで座って行けたらうれしいで
す」と話していました。
ドイツ鉄道は来年さらに路線を広げて利用者の反応などの検証を進める予定で、ルッツ社
長は「将来、特に人口が少ない地域で、住民の移動手段の向上のために魅力的なサービス
を提供できると確信している」と話していました。
自動運転 激しい開発競争
自動運転は、電気自動車と並んで自動車メーカー各社が激しい開発競争を繰り広げている
分野です。自動ブレーキや自動で駐車できる機能などはすでに実用化されていて、現在世
界のメーカーが開発を競うのは、さらにその先の緊急時以外はドライバーの操作が必要が
ない車や完全に無人で走る車です。自動運転の技術は、交通事故や渋滞を減らすだけでな
く高齢者の移動手段の確保やドライバー不足などの社会問題の解決にもつながると期待さ
れていて、２５日報道陣に公開された東京モーターショーでも最新の技術が相次いで披露
されました。
自動運転には、周囲の車の動きや道路の状況など膨大な情報を処理するＡＩ＝人工知能が
不可欠で、自動車メーカー各社がＩＴ企業との協力を加速させているほか、グーグルやア
ップルといった世界を代表するＩＴ企業が自社での開発に乗り出しており、業界の垣根を
越えた主導権争いが始まっています。
ただ実用化に向けては技術の確立だけでなく、自動運転の車に対応した道路インフラの整
備や事故が起きた際に、だれが責任をとるかなど解決すべき課題が多くあり、広く普及す
るまでには時間がかかると見られています。
自動運転バス 運行開始 ドイツで初めて

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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