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西川ヘレンさん 介護の大切さ訴え

岡山のフェアでエピソード語る
山陽新聞 2017 年 11 月 5 日

介護のエピソードを語る西川ヘレンさん

岡山県介護福祉士会などは５日、岡山市北区駅元町の県医師会
館で「介護フェア」を開き、親の介護を経験したタレント・西川
ヘレンさん（７１）が「泣いて笑ってみおくって」と題して講演
した。
タレント・西川きよしさんの妻のヘレンさんは、実母と義父母
の介護について話した。
外に出ることを嫌う義父を「一緒に来てくれたら頼りになる」
と言って連れ出すも、外出先で排せつ介助に奔走したエピソード
をユーモアたっぷりに紹介し、
「どう声を掛ければ前向きに動いて
もらえるか考えて」と呼び掛けた。
おむつを嫌がる実母には「私が赤ちゃんの時におむつを替えてくれてありがとう。今は
私にお手伝いさせて」と語り掛けたといい、
「介護する側が命令するのではなく、相手に寄
り添う気持ちが大事」と訴えた。
「介護の日」
（１１日）を前に開いたフェアには福祉関係者ら約２６０人が参加した。

「給食の助成拡大を」 認可外園長サミット、県に要請へ

琉球新報 2017 年 11 月 5 日
認可外保育園の園長らが集ま
って意見を交わした「県認可
外保育園園長サミット２０１
７」＝４日、南城市のユイン
チホテル南城

認可保育施設と認可外
の格差を解消しようと、
園長らが集まって意見を
交わす「県認可外保育園
園長サミット２０１７」
が４日、南城市のユイン
チホテル南城で開かれた。県内外の保育関係者ら約１５０人が参加。各地域の園長らが現
状を報告し、１日当たり給食費４０９円を助成することや「準認可園」制度導入を求める
二つの政策提言を採択した。今後、県や市町村に要請する。
厚生労働省によると、今年４月時点で沖縄県の待機児童数は東京都に次ぎ全国で２番目
に多い。戦後、米軍統治下に置かれた沖縄では、社会福祉施設の整備が遅れ、地域の認可
外が保育を担ってきた。サミットで議長を務めた県保育向上推進協議会の末広尚希会長に
よると、県内には認可外が３４３園あり、約１万１７００人が通っている。末広会長は、

沖縄は認可外に入る児童数は本土の３倍以上に上ると説明し「沖縄では認可外なしで保育
は成り立たない」と強調した。
３歳未満の子どもへの給食費として認可には１日当たり４０９円の助成があるが、認可
外にはわずか９９円にとどまっていると説明。市町村によって給食費の支援に差があると
して「どの地域に生まれたとしても、全員に食が保障されるべきだ」と話し、全ての子ど
もに給食費４０９円を助成するよう求める提言を採択した。
行政の支援が少ない認可外が認可化を目指そうとしても、設備の状況などから難しいケ
ースも多いとし、公的補助を受けやすくするために「準認可園」制度が必要と主張した。
末広会長は「現場の真実を伝え、行政と一緒に保育格差を解消していきたい」と話した。

マイナンバー、
「情報連携」１３日から

ＬＩＮＥとは７日から
産経新聞 2017 年 11 月 2 日
総務省と内閣府は２日、マイナンバー制度を利用して行政機関の間で情報をやり取りす
る「情報連携」を１３日から本格運用すると発表した。公営住宅の入居申請など８５３の
行政手続きでこれまで必要だった住民票などの書類提出が不要になる。また、７日からは
無料通信アプリのＬＩＮＥ（ライン）上で、マイナンバーカードを使ってネットから申請
できる行政サービスの検索などが可能になる。
１３日から書類提出が不要になる手続きは、奨学金の申請▽生活保護の申請▽保育園や
幼稚園の利用に当たっての認定申請－など。ただし書類提出が不要になった後も、マイナ
ンバーカードなどによるマイナンバーと身元の確認は必要だ。一方、情報漏（ろう）洩（え
い）が起きた年金関連の情報連携は来年以降の見通しで、当初計画から遅れている。
７日から始まるＬＩＮＥを使った連携では、トーク画面で市区町村を選択すると、マイ
ナンバーカードで電子申請できる子育てに関する行政サービスが表示される。さらにマイ
ナンバー制度の個人サイト「マイナポータル」に移動すると、マイナンバーカードをカー
ドリーダーで読み込んだ上でパソコンやスマートフォンから電子申請できる。
マイナポータルからの子育て関連サービスの電子申請は、アンドロイドのスマートフォ
ン１３機種で１０月７日から利用可能になっていた。ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）での
電子申請も来年度以降対応予定だ。

マイナンバーをポイントカードに

豊島区が都内初の実証実験
産経新聞 2017 年 11 月 5 日
■商店会も期待「活性化のきっかけに」
豊島区は、公的な身分証明書となる「マイナンバー（個人番号）カード」を、区内の一
部商店で買い物する際にポイントカードとして利用できるようにする実証実験を始めた。
マイナンバーカードに内蔵されたＩＣチップをさまざまな用途に活用できるようにする国
の「マイキープラットフォーム構想」に基づく「自治体ポイント管理システム」を利用し、
都内で初の実験だという。
ポイントは、実験に協力するクレジットカード会社などのポイントと交換して入手する
ことができるほか、区主催の対象イベントに参加すると付与される。
実験に協力するクレジットカード会社のうち、区内に本社がある「クレディセゾン」は、
来年２月末までセゾンカードの永久不滅ポイント１００ポイントを区ポイント５５０ポイ
ント（５５０円相当）に交換できるキャンペーンを実施する。キャンペーン終了後は永久
不滅１００ポイントが、区ポイント４５０ポイント（４５０円相当）に交換される。
たまった区ポイントは、区内に計４カ所ある発券所で「ポイント券」に交換でき、区内
の池袋本町エリアと巣鴨エリアの計約９０店で買い物などに利用できる。
区内に住む会社員（４０）は「クレジットカードのポイントを豊島区のポイントとして

活用できるのは便利。普段の買い物はネットが中心だが、今度、協力店舗のある商店街に
足を運んでみようと思う」などと話した。
区は「実証実験によって区民の地域活動への参加を促進し、マイナンバーカードの普及
が進めばいい」と実験の狙いを説明。協力店がある池袋本町中央通り商店会の青木正典会
長（６１）は「若者や家族連れなど新規の客が増えて商店会活性化のきっかけになってほ
しい」と期待を寄せている。実験は来年３月末までの予定。

障害者施設の車が事故 入所者１人死亡８人けが 兵庫 NHK ニュース 2017 年 11 月 5 日
５日午後、兵庫県三田市で障害者施設の入所者を乗せたワゴン車が歩道に乗り上げて街
路樹に衝突し、入所者１人が死亡、８人がけがをし、警察は運転していた施設の職員を逮
捕して事故の原因を調べています。
５日午後２時すぎ、兵庫県三田市大川瀬で、市内にある知的障害者の施設、
「東山荘」の
入所者９人を乗せたワゴン車が歩道に乗り上げて街路樹に衝突しました。
警察によりますと、この事故で、入所者の男女９人がいずれもけがをして病院に運ばれ、
このうち５０代の女性１人が死亡し、３人が大けがをしているということです。
ワゴン車を運転していた施設の職員で介護士の岩崎時江（４７）容疑者にはけがはなく、
警察はその場で逮捕し、過失運転致死傷の疑いで事故の原因を調べています。
警察によりますと、当時、入所者を乗せてドライブをした帰りだったということで、調
べに対して「後ろに乗っていた入所者に気をとられてしまった」と話しているということ
です。
現場はＪＲ福知山線の相野駅からおよそ１．７キロ離れた住宅街です。

高齢化進む街で未来の交通手段探る

実証実験実施へ

朝日新聞 2017 年 11 月 5 日

走行する電動車いす「ＷＨＩＬＬ（ウィル）」＝春
日井市提供

高齢化が進む愛知県春日井市の高蔵寺ニ
ュータウン（ＮＴ）を舞台に、新たな移動手段や交通システムを実用化するための様々な
実証実験が計画されている。市民が体験ができるパーソナルモビリティー（１人用電動乗
り物）による歩行支援実験が今月予定され、車両の自動走行実験も年度内に複数計画され
ている。
住民の入居から来年で５０年になる高蔵寺ＮＴは、高齢化に加えて坂道が多いという地
形的な特徴がある。お年寄りの外出機会の減少が懸念されることから、市は昨年度から県
の自動走行実証実験に参加するなど、移動手段や交通の面での支援策を研究している。
１５日から２８日の午前９時半～午後４時（雨天中止）に、市がトヨタ自動車と連携し、
「歩行支援モビリティサービス実証実験」を実施する。

同市中央台２丁目の商業施設「サンマルシェアピタ館」西側テラスと約１・２キロ離れ
たＵＲ藤山台団地管理サービス事務所をベンチャー企業「ＷＨＩＬＬ（ウィル）」（横浜市
鶴見区）の電動車いす「ウィルモデルＡ」で結び、市内在住・在勤で２０歳以上（要身分
証）の市民に乗ってもらってアンケートを実施する。有料での利用者がいるかどうかも実
験項目になっており、片道２００円、往復５００円が必要。両拠点では、ウィルと豊田鉄
工（豊田市）の電動三輪車「ＣＯＭＯＶＥ（コモビ）」の無料乗車体験ができる。
これに先立つ１２日午後１時半から同テラスでプレ走行会があり、同２時半からウィル
とコモビの無料試乗ができる。
また、県と「アイサンテクノロジー」
（名古屋市中区）は、車両に搭載した３Ｄセンサー
や事前に計測した高精度３次元地図などを使った自動走行車両の実験を予定。春日井市、
名古屋大学ＣＯＩ（企業、研究機関などで組織）
、県が計画している「自動走行デマンド交
通実証実験」は、市民モニターに自動走行車両に乗ってもらい、買い物先と自宅を往復し
てもらう。名古屋大ＣＯＩは、バス停から自宅までの移動手段として超小型ＥＶ（電動自
動車）などを使う「ラストマイル交通」の実験を石尾台地区で予定している。
こうした複数の実験を束ねる組織として「高蔵寺ＮＴ先導的モビリティ検討会議」がこ
のほど発足し、名古屋大学の森川高行教授が座長に就任した。（本間久志）

京都・読書之森 「何度でもやりなおせる

ひきこもり支援の実践と研究の今」 ／京都
毎日新聞 2017 年 11 月 5 日

＜活字を楽しむ＞
（漆葉成彦・青木道忠・藤本文朗編著、クリエイツかもがわ、２０００円（税抜き））
国内に１００万～３００万人いると言われ、英語の辞書にも「ＨＩＫＩＫＯＭＯＲＩ」
と収録されるなど日本の社会問題である「ひきこもり」
。学校へ行くことや働くことができ
ないなど社会との関わりを絶ち、家にこもり続ける状態を指す。今年５月に出版された本
書は、この現象に教育、福祉、医療などさまざまな切り口でアプローチしている。
医師で佛教大の漆葉成彦教授らの専門家など計１４人が執筆している。中でも印象深い
のがひきこもりの本人や家族の壮絶な体験を通じた論考だ。
１８～３０歳まで外部との関わりを持てなかった男性は、幼少期から怒られてばかりで
家族の中に居場所を見いだせなかったと振り返る。また、３年近く自室に閉じこもった息
子に「毒親」と突き上げられた男性は、子供に「大好き」と言ったり、抱きしめたりする
ことはなかったと告白する。このケースでは息子に人の心を理解するのが苦手な障害があ
り、わかりやすく伝える必要があったという。とはいえ、子育て中の我が身を振り返りな
がら、大事にされているという実感や自己肯定感を醸成することが不可欠だと改めて痛感
させられた。
とかく本人の甘えや怠慢が起因だとされる誤解に対し、本書は人間がさまざまなストレ
スにさらされた時の対処法として自分の中に閉じこもることがあり、それがひきこもりだ
と説く。そのため、誰にでも起こり得て、それ自体は問題ではないものの、長期化するこ
とが問題を複雑にするという。混乱期、安定期、ためらい期、動き出し期など段階に分け
た対処法を解説する章もあり、混乱のさなかにいる本人や家族が解決の糸口を見つけるき
っかけになるかもしれない。
学校や仕事などの社会生活を送り続ける「普通」とされることから外れるのは実は珍し
いことでないはずなのに、例えば自分の家族がそうなった時、私は動揺せず対処できるだ
ろうか。自問すると甚だ心もとない。多様な生き方がまだまだ認められにくいからこそ、
起きる日本的な現象というのもうなずける。
本書は多方面の支援の実際や研究の現在地点を紹介しているが、１４人の執筆者にはタ
イトル通り「何度でもやりなおせる」という思いが通底している。転んでもやり直せばい
いと寛容になれる社会を作れれば、ひきこもりの若者たちの生きづらさも少しは解消して

いくのではないだろうか。
【野口由紀】

県、自殺予防に数値目標 年度内に新計画策定
山形新聞 2017 年 11 月 05 日
県は本年度、地域の実態に応じた自殺予防を進めるため、新たに県自殺対策計画を策定
する。具体的な数値目標を盛り込む方針で、自殺者を減らすための効果的な施策を打ち出
す。市町村の首長らを集めたトップセミナーを 8 日に初めて開催するなど、市町村レベル
での対策強化を重視している。
県地域福祉推進課によると、県内での 2016 年の自殺者数は 220 人で、06 年の 381 人を
ピークに減少傾向にある。16 年の人口 10 万人当たりの自殺者数は、本県が 19.9 人で、全
国の 16.8 人と比較すると依然として高い。県が定める地域福祉推進計画では、17 年度の数
値目標を同 20 人としている。
県は自殺対策の柱に、(1)自殺の実態把握と効果的な対策の企画・実施(2)気づき見守る人
材を育成（「心のサポーター」の養成）(3)県民への普及・啓発(4)当事者への支援(5)自殺対
策に携わる関係機関の機能、連携の強化―の 5 点を挙げる。
(2)は、自殺が懸念される人に寄り添う「心のサポーター」の養成に力を入れており、県
企画の研修の受講者は 16 年度が 2172 人だった。
市町村や民間団体が行う研修を含めれば、
16 年度末で延べ 2 万 5169 人が受講。保健師が講師となる座学研修で具体的なストレスサ
イン、相談窓口に適切につなぐ方法などを学び、身近な地域での支援が期待される。
また、県は昨年 9 月、山形市の県精神保健福祉センター内に「県自殺対策推進センター」
を設置し、電話と来所での相談に応じている。電話相談は 1 年間で 2593 件あり、このうち
自殺関連は 187 件だった。
自殺の背景は経済事情のほか、個人が抱える健康問題や対人関係など複雑化している。
県は今後、地域の実態把握を進め、その地域の実情に応じた効果的な対応策を考えていく
方針。
県は県議会 9 月定例会で、本年度中に県自殺対策計画を新たに策定する考えを明らかに
した。同課は「国のガイドラインや、県内でのこれまでの取り組みをベースにして策定作
業を進めていきたい」としている。

「潜在保育士」の復帰に力 県支援センターの利用者増
岩手日報 2017 年 11 月 5 日
資格を持つが働いていない「潜在保育士」の就職や再就職を支援する県保育士・保育所
支援センター（盛岡市）が実績を重ねている。利用者の就職数は２０１６年度１１５人で、
１４年度の６０人から倍増した。県は今月、求人施設と求職者のマッチングなどを行うコ
ーディネーターを１人増員。手薄だった県央以外の地域などに支援の幅を広げられるかが
課題だ。
同センターは県が県社会福祉協議会に事業委託する形で１３年１０月に開所した。就職
につながった利用者数は１３年度１１人、１４年度６０人、１５年度１０２人、１６年度
１１５人と増加。１７年度は９月末時点で４９人に上る。
保育士経験者のコーディネーターが求人申請した保育所を訪問し、現状を把握して利用
者に情報提供する。就職のマッチングのほか、情報交換の場として「ほいくしカフェ」を
開いたり、求職者の保育所見学も調整している。

生活保護 ３０年ぶり等級見直し 大阪市引き下げも
毎日新聞 2017 年 11 月 3 日
厚生労働省は、生活保護受給額の等級（ランク）を示す市区町村ごとの「級地」を３０
年ぶりに見直す方針を固めた。等級の下がる自治体は受給額が低くなる。現在最上位の大
阪市などが引き下げ対象に想定されている。同省は生活水準の地域差に関するデータ収集

を始めるなど市区町村を新たな等級に振り分けるための基準作りに着手。早ければ来年度
にも入れ替える。
等級は「級地」と呼ばれ、全国の市区町村を６段階に分け、級ごとに生活保護費のうち
生活費相当分が決まっている。見直しは、バブル景気最盛期の１９８７年に３段階を６段
階に細分化したのが最後だ。
市町村が合併すると最も高い等級の自治体に合わせる。平成の大合併によって、８７年
当時の３２５３市町村のうち約２５％に当たる８２１市町村が「格上げ」になった。例え
ば、京都市の旧京北町は合併で５番目から最上位になった。
一方、総務省の全国消費実態調査（２００９年）を基に、財務省が同じ等級内の都市に
ついて所得の低い世帯の消費額を分析したところ、最大１．６倍の格差があった。大阪市
と横浜市はいずれも最上位で受給水準は同じだが、横浜市の消費額は大阪市の１．２８倍
と高い。財務省の財政制度等審議会は昨年１０月、厚労省に「実態が大きく異なっている」
として見直しを求めていた。
ただ、３０年も見直しがなかったのは、生活水準を客観的に見極めるのが難しいからだ。
等級を決める基礎資料となる全国消費実態調査は全国５万６４００世帯を対象にしている
が、自治体ごとではデータが少なく、信頼性が高くない。厚労省は他の統計も活用して補
完する考えだ。
現在、最高ランクの地域に住む高齢夫婦２人世帯の生活費分の受給額は月約１２万円。
１ランク下の地域に引っ越したら約５０００円減、２ランク下では約１万１０００円減に
なる。
【熊谷豪】
【ことば】生活保護の級地
生活保護費のうち生活費分について、物価や生活様式の地域差に合わせ、市区町村ごと
に差を設けている。６段階あり、最上位は東京２３区や横浜市、大阪市などで、受給世帯
の４０％に当たる約６４万１０００世帯が属する。最低は兵庫県篠山市や愛媛県宇和島市
などで受給額は最上位に比べ２０％低い

木村草太の憲法の新手（67）衆院選･国民審査を振り返る 議会の正統性損なう与党
沖縄タイムス 2017 年 11 月 5 日
１０月２２日の衆議院議員総選挙・最高裁判事国民審査について、３点指摘したい。
第一に、今回の解散は、少数議員からの国会召集要求を規定した憲法５３条違反の疑い
が濃厚だ。総選挙の端緒が違憲だと、選挙結果の正統性も弱くなる。
そんな中、政府・与党は、議会の正統性をさらにおとしめる提案をした。野党の質問時
間の短縮を要請したのだ。政府・与党が主導する法案や政策は、野党からの厳しい質問に
耐えたという事実によって、正統性を獲得する。野党の質問時間を短縮すれば、政治不信
が増すだけだろう。
この点、与党の若手議員に活躍の場を与える必要があるとの声も聞こえる。しかし、若
手議員の活躍を国民にアピールしたいなら、与党内で行われる法案作成に向けたプロセス
を徹底的に公開すれば足りるだろう。
第二に、自公両党は、いじめ対策などのために、スクールカウンセラー・ソーシャルワ
ーカー・特別支援教育支援員などの相談・支援の拡充を公約集に書き込んだ。また、公明
党は、学校をサポートする弁護士の導入も提案している。与党の選挙での勝利には、子ど
もの人権を大切にする姿勢が支持された面もあると理解すべきだろう。
ただ、学校での子どもの安全確保という点からすると、今のいじめ対策には、重要な盲
点がある。福井県池田町では、教員の異常な叱責（しっせき）がきっかけと見られる自殺
事件が起きた。茨城県取手市で、中学三年生の女子生徒が自殺した事案でも、教員がいじ
めを隠蔽（いんぺい）し、さらに自ら加担した疑いがある。
大貫隆志著・編『指導死』
（高文研）にあるように、子どもを保護すべき教員が、自らい

じめを主導したり、子どもを虐待したりした事案は少なくない。いじめの解決には、虐待
や事件隠蔽を行った教員を処分し、子どもから切り離す措置が必要だ。自公両党が、本気
で子どもの人権を守るつもりなら、
「指導」や「体罰」と称する場合も含め、虐待した教員
を現場から排除する仕組みの構築に取り組むべきだ。
第三に、最高裁判事の国民審査について。全国総計では、罷免投票の率は、どの裁判官
も約８％だったが、沖縄県では約１５％に上った。さらに、辺野古訴訟で翁長知事の埋立
承認取消処分を違法とした菅野博之裁判官の県内の罷免投票の率は１７％で、審査対象の
裁判官の中でワーストだった。他の都道府県では、菅野裁判官の罷免投票率は他の裁判官
に比べ高いわけではないから、沖縄での辺野古埋立への反対の声の根深さが示されたと言
えるだろう。
しかし、県内での辺野古埋立反対の声の広がりを考えると、もっと多くの「×」がついて
もおかしくない。それにもかかわらず１７％にとどまるということは、菅野裁判官が辺野
古訴訟に関与したことが十分に伝わっていなかったのではないかとも思える。
実際、菅野裁判官は、国民審査の公報で、
「関与した主要な裁判」の欄に辺野古訴訟を挙
げていなかった。国民審査を有意義なものにするには、メディアがもっと個々の裁判官が
関わった裁判について検証する必要がある。
（首都大学東京教授、憲法学者）

社説：育休の期間延長 安心して取れる環境を
北海道新聞 2017 年 11 月 05 日
育児休業の取得期間が、最長１年半から２年に延長された。
保育所不足で待機児童問題が深刻化しており、預け先が見つかる前に育休が終わる保護
者の離職を防ぐためだ。
窮余の策と言えるが、現状では、効果を十分に発揮できるかどうか疑問符が付く。
女性が育休を取ると、キャリアに支障が生じ、職場復帰へのハードルが高くなる。
その上、男性の育休取得率はごくわずかで、女性に偏った負担がさらに増える恐れがあ
る。
政府や企業はまず、男女とも安心して育休を取れるよう環境改善に努めねばならない。
育児・介護休業法は、育休を原則「子が１歳に達するまで」と定めている。保育所が見
つからない場合などに限って１歳６カ月まで延長を認めていたが、２歳までの再延長が可
能になった。
しかし、育休自体を満足に取得できていない現実がある。
働く女性の半数が第１子出産前後に離職を迫られる。非正規労働者だとさらに多くなる。
育児や妊娠などを理由に、解雇や契約打ち切りといった不当な扱いを受けるマタニティ
ーハラスメント（マタハラ）も少なくない。
今年から、企業にマタハラ防止策が義務づけられたが、罰則規定がなく、実効性は疑わ
しい。
男性の育休取得率は３％で、女性の８２％に比べて圧倒的に低い。
育休の一部を男性に割り当てるクオータ制の導入など、男性の参加をルール化すること
も検討するべきではないか。
復職を見据え、育休中も職場との関係を保ち、キャリアにマイナスにならない柔軟な働
き方を、企業は工夫してほしい。
待機児童は増え続けている。厚生労働省が今年３月、その定義を変更したことも一因だ。
これまで「潜在的待機児童」としてきた、育休を延長した保護者の子どもなども、復職
の意思がある場合は待機児童に加えた。
４月時点の全国の待機児童数は前年同期比で２５００人増え、２万６千人となった。育
休利用者が多いことを物語っている。
一部の自治体には、保育所増設が追いつかないため、育休延長によって待機児童の解消
につなげたいとの狙いもあるようだ。

その結果、保育所の整備が遅れるとしたら、自治体の怠慢だ。
子育て支援の両輪として、育休と同時に、保育所の拡充を急ぐ必要がある。

社説：
【男女平等１１４位】
「女性輝く社会」実現急げ
高知新聞 2017 年 11 月 5 日
社会のあらゆる分野で男女の機会均等・共同参画が叫ばれて久しい。安倍政権も「女性
の活躍」を成長戦略の前面に掲げる。その方向性に異論はない。だが、足元の現実はまだ
まだ心もとない。
国際機関「世界経済フォーラム」が発表した２０１７年版「男女格差報告」で、日本は
１４４カ国中１１４位とまたも下位に位置付けられた。順位は前年より三つ下がり、過去
最低。先進７カ国でも最下位で、３桁台は６年連続になった。
男女の平等度のランク付けで、日本は政治、経済の分野で下位から脱却できない。１７
年も政治は１２３位と前年より順位が２０も低下し、世界との差が広がった。
日本は国会、地方とも女性議員の割合は１割程度にとどまる。地方議会の２割は女性ゼ
ロという調査もある。女性が参政権を得て７０年余りたってなお、女性の進出を阻む「ガ
ラスの天井」の分厚さを想起させるようだ。
政府が０３年に「２０年までにあらゆる分野で、指導的地位に就く女性の割合を３０％
に引き上げる」との目標を設定してから約１５年。その歩みはもたついている。
先の衆院選でも全立候補者のうち女性の数は２割に満たなかった。安倍首相は女性の積
極登用をうたいながらも、自ら率いる自民党は１割にも及ばず、新内閣の女性閣僚は２人
にとどまった。
「働く女性」を取り巻く環境の厳しさも際立つ。経済分野の日本の順位は１１４位と低
いままで、女性進出の遅れは明白だ。
厚生労働省の調査でも、企業の女性管理職の割合は１６年度で１２％にとどまり、「３
０％」目標には程遠い。割合は徐々に増えているものの、出産、子育ての負担に阻まれ、
不本意な離職に追い込まれる女性は後を絶たない。
待機児童の解消や長時間労働の是正をはじめ、仕事と育児の両立への支援が急がれるの
はもはや言うまでもない。男性の育児休業制度の取得率でも日本は３％程度で、女性の管
理職割合が４割近いスウェーデンは９０％を超える。
大企業に女性登用の行動計画を義務付けた女性活躍推進法が昨年施行され、政府も啓発
に躍起だ。女性の人材育成や復職制度を新たに創設するなどの例が見られ始めている。一
方で、圧倒的に多い中小企業への広がりはまだ難しいのが実情だ。
女性の感性や能力がより生かされる社会へ、国民意識の醸成も欠かせない。妊娠したり、
子育て時間を保とうとしたりする女性国会議員がネット上などで非難されるケースが起き
ている。
衆院選で子育て支援を優先公約に訴えた安倍首相は、トランプ米大統領の長女イバンカ
大統領補佐官が設立に関わった女性起業家支援基金への約５７億円の拠出を表明した。外
交アピールに終わることのないよう、足元の「女性が輝く社会」の実現を急ぐよう求める。

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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