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「世界３大義足ランナー」が東京・渋谷で世界記録に挑戦

朝日新聞 2017 年 11 月 6 日

渋谷の街に設営されたトラックを走る、１００メートル世界記
録保持者のリチャード・ブラウン選手（アメリカ）ら＝５日午
後、東京都渋谷区、遠藤啓生撮影

２０２０
年東京パラ
リンピック
で活躍が期
待される世
界トップレ
ベルの義足
アスリート
３人が５日、
東京・渋谷の
繁華街に特
別につくら
れた６０メ
ートルのコ
ースを駆け
抜けた。集ま
った人たち
からは歓声
や拍手がわきおこった。
開催中の「渋谷芸術祭２０１７」の一環としてソニ
ーが企画。１７年世界パラ陸上選手権の２００メート
ルで金メダルを取ったジャリッド・ウォレス選手（米
国）らが参加した。トップの７秒１４でゴールした１
００メートル世界記録保持者のリチャード・ブラウン
選手（米国）は「パラスポーツに対して、きょう受け
たような応援をもらうことはほとんどなく、いい機会
になった。また参加したい」と話していた。

吉本「SDGs」PR に力 漫才や新喜劇で分かりやすく 大阪日日新聞 2017 年 11 月 6 日
吉本興業はコラボして３年目に入った国連の「持続可能な地球規模開発目標」
（通称ＳＤ
Ｇｓ（エスディージーズ）
）ＰＲの一環として、所属タレントを使ったイベントを各地で行
っている。漫才や新喜劇などの題材に取り入れるなどし、取り組みを加速させている。

ＳＤＧｓは２０１５年に国連総会で採択され、３０年をゴールとする取り組み。地球上
のすべての人々が平等な機会を持ち、地球環境を壊さず、より良い生活を目指す世界をつ
くるための１７のスローガンを掲げている。
ＳＤＧｓ－１グランプリで優勝したＮＯＮ ＳＴＹＬＥに国連グッズ
を渡す根本所長（左から２人目）
。右端は西川きよし＝京都市のよしも
と祇園花月

東京の国連広報センターの根本かおる所長が、スタート直
後に大※洋吉本興業社長に協力を要請し、同社長は「われわ
れの仕事は笑顔であふれる社会をつくること。人々に夢と希
望にあふれた未来がなければ笑顔は生まれない」と二つ返事
でＯＫした。
同社所属で、参院議員時代に高齢者福祉充実へ重点的に取り組んだ経験を持つタレント
の西川きよしが音頭を取り、同社が運営する「島ぜんぶでおーきな祭」（沖縄）でのスタン
プラリーや「みんわらウィーク」
（北海道）での「ＳＤＧｓ―１グランプリ」などで知名度
アップを図ってきた。
京都国際映画祭の一環で行われたよしもと祇園花月での「ＳＤＧｓ―１グランプリ」では、
１７スローガンをスクリーンに掲げてダイアンやコロコロチキチキペッパーズら出演者が
三つ以上のスローガンをお題に新作漫才を作成。西川や根本所長らができばえを審査し、
１０以上のスローガンをネタに盛り込んだＮＯＮ ＳＴＹＬＥが優勝した。
また、ＹｏｕＴｕｂｅでもトレンディエンジェル斎藤やブラックマヨネーズ吉田、横澤
夏子らが、スローガンを使って１５秒、３０秒の掛け合いコントをスポットで公開。次々
と新しい出演者が参入し、
「次は誰？」とネット上で話題になっている。
根本所長は「笑いやアート、映画などは感情に訴えるもの。凝り固まった考えを解放す
ることが、持続可能な活動にはとても大切」と言い、西川も「われわれお笑いの人間が、
一見難しいテーマを分かりやすく取り上げることで、多くの方にその意味を少しでも理解
していただければ」と引き続き協力していくことを約束。
今後も劇場でのチラシ配布だけでなくコント、新喜劇などの実演やＹｏｕＴｕｂｅを通
じてＳＤＧｓの普及拡大を目指す。
※は崎の大が立

女性が描く未来を発表 「クレオ」でフォーラム
大阪日日新聞 2017 年 11 月 6 日
「ガールズ・エンパワメント・フォーラム」が５日、大阪市天王寺区のクレオ大阪中央
で開かれた。女子中学生や社会人女性など計４人が学校
や社会を巡る状況や、自分たちの将来像などを発表した。
フォーラムは内閣府などが提唱する「女性に対する暴
力をなくす運動」の実施期間（１２日～２５日）を控え、
同施設が主催。約７０人が耳を傾けた。
思春期を振り返り、アイデンティティーに悩んだことを話す金志映
さん（左から２人目）＝５日、大阪市天王寺区のクレオ大阪中央

フォーラムの副題「少女への暴力・虐待・貧困の連鎖
を断ち切るために」を踏まえ、国連開発計画で途上国で
のジェンダー平等などを推進した関西学院大客員教授の大崎麻子さんや、大阪ＹＷＣＡガ
ールズパワーアッププロジェクト長の金香百合（キムカユリ）さんが講演した。
これを受け、日本とトルコをルーツに持つ中学１年生の岩城フィリズさん（１３）が「平
和な時代をつくりたい」として、国際機関で働くために英語力を身に付けたいと語った。
また在日コリアン４世で会社員の金志映（キムチヨン）さん（２５）は、自身のアイデ
ンティティーに向き合った経験を紹介し、「悩んでつかんだ自分をいとおしく感じる。自問
自答することは、日本の若いガールズや男の子にとっても大切だと思う」と話した。

障害児見守り１０年、節目祝う

京都・宇治のＮＰＯ

京都新聞

2017 年 11 月 6 日

ＮＰＯ法人アジール舎の１０周年記念セレモニー
で思い出などを語る亀口会長（宇治市槙島町・ころ
ぽっくるの家）

障害のある子どもの療育支援に取り組む
京都府宇治市のＮＰＯ法人アジール舎（亀口
公一会長）が設立１０周年を迎え、同市槙島
町の療育施設「ころぽっくるの家」で５日、
記念セレモニーが開かれた。関係者らがこれ
までの歩みに思いをはせながら、節目を祝っ
た。
アジール舎は２００７年８月にＮＰＯとしてスタート。現在、児童デイサービスや発達
相談支援室などの事業や、親子塾やフリースペースなどの自主活動をしている。
セレモニーには、ＮＰＯの前身から関わったスタッフや後援会、利用者や家族ら約５０
人が出席。「子どもたちや父母が寄れる場所があるのは大切」「家族の心の糧となった」と
思い出話などを語り合った。亀口会長は「市民活動として１０年を迎えられ、いろんな思
いがあふれている」と話し、今後も子どもの居場所づくりへ意欲を示した。
この後、利用者の視点でアジール舎の日常を撮影した１０周年記念ビデオ「まなざし～
子どもたちが映す世界」が上映された。

＜座間９遺体＞孤独感つけ込まれ

容疑者と交流の女性

毎日新聞 2017 年 11 月 6 日

現場アパート前の線路際に供えられた花束と飲み物＝神
奈川県座間市で２０１７年１１月６日午前９時３６分、長
真一撮影

「ツイッターに死にたい、と書くと、
『いいね』
がたくさん来る」
。神奈川県座間市のアパートで９
人の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮
捕された白石隆浩容疑者（２７）とソーシャル・
ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）で連絡を
取り合っていた千葉県の女性（２１）は毎日新聞
の取材にそう語った。女性の話から浮かび上がる
のは、女性たちが抱える孤独感と、それにつけ込む白石容疑者の姿だった。【安藤いく子、
五十嵐朋子】
「学校にもなじめず、友人もほとんどいなかった」。女性はそう振り返る。家族と同居し
ているが、悩みを聞いてもらえる雰囲気はない。職場の人間関係で生じるストレス、心に
とりついた自殺願望を吐露できる相手はネットにしかいなかった。
最初は、うつ病や引きこもりの人たちが集まる交流サイトが居場所だった。しかし、寄
って来るのは下心のある男ばかり。不特定多数の人に自分の気持ちを発信できて、反応も
多いツイッターは居心地よく感じられた。
「死にたいって書くと、何件も『一緒にお願いします』と反応があって、
『死なないで』
と言ってきてくれる人もいる。生きてるって言うよりも、死にたいって言った方がたくさ
ん反応があった。それがうれしかった」
ツイッターにアカウントを開設したのは８月下旬ごろ。「一緒に死んでくれる方募集」と
書き込むと、
「死にたい」というハンドルネームから「ご一緒しませんか」とメッセージが
来た。それが白石容疑者だった。
電話もできる無料通信アプリ「カカオトーク」で毎日のようにメッセージを交わし、具

体的な自殺方法も教えてもらった。電話は２日に１回、長い時で３時間話したこともあっ
た。衝動的になって「死にたい」とつぶやくと白石容疑者はすぐに連絡をくれた。優しく
て聞き上手。
「首吊（つ）り士」とも名乗る男はいつしか、孤独感を埋めてくれる存在にな
っていた。
白石容疑者も自分の悩みや生い立ちを話したという。真偽は分からないが、高校２年の
時に軽いいじめに遭ったこと。ホストをしていたがやめた後は生活費に困っていることを
打ち明けられた。自殺願望もしきりに口にし、２人で死ぬ相談を重ねていたという。
「全財
産をくれたらすぐに殺してあげる」
。本当とも冗談とも取れる話をされたこともある。
相手が白石容疑者だと分かったのは、事件を報じるニュースがきっかけだった。以前に
送られてきた自撮り写真と容疑者の顔写真が同一人物だったことで気づいた。自殺志願者
を誘い出す手口も一致していた。
「会っていたら私も巻き込まれていたかもしれない」と女性は話す。残虐な手口を耳に
するたび「だまされた」という思いも募る。ただ、否定しきれない部分も残る。
「私に寄り添って悩みを聞いてくれる彼とのやりとりが、私にとっては生きがいだった
ことは確かなんです」
女性は既読がつかないままのスマートフォンを握りしめた。
◇発覚１週間、現場に献花
神奈川県座間市のアパートで９人の遺体が見つかった事件は、先月３０日の遺体発見か
ら６日で１週間がたった。事件発覚後から、現場のアパート前には、犠牲者を悼む献花や
飲み物などが供えられている。小田急線の線路脇に住宅が建ち並ぶこの一帯は、時折通る
電車の音以外、日ごろは閑静な場所。花束は夜の雨に打たれ、枯れ始めた花もあり、物悲
しげにたたずんでいるようにも見えた。
【長真一】

ＳＮＳの危険性、歌で呼び掛け

福井の女子大生４人組、量販店で披露
福井新聞 2017 年 11 月 6 日
トークショーで、自作したチラシを手にサイバー犯罪へ
の備えを呼び掛けた「サイバニクス」のメンバー＝５日、
福井市のアピタ福井大和田店

増加傾向にあるサイバー犯罪への備えについ
て意識を高めてもらおうと、福井大３年の女子学
生４人でつくるユニット「サイバニクス」が５日、
啓発ソングを福井市のアピタ福井大和田店で披
露した。女子高校生が注目を集めたい一心で、会
員制交流サイト（ＳＮＳ）に個人が特定される恐
れのある投稿を繰り返していく様子を歌詞で表現。犯罪に巻き込まれかねない安易な行動
に注意を呼び掛けている。
４人は大久保遥さん、吉村友初さん、西永恭子さん、三好結月さん。同大教育学部の岸
俊行准教授（教育心理学、教育工学）のゼミ生で、今年５月に県警からサイバー防犯ボラ
ンティアに委嘱されたのをきっかけに活動を始めた。
啓発ソングは「本当の世界」という題名で、この日は事前に収録した歌を披露した。４
人で作詞し、三好さんが作曲、県警サイバー犯罪対策室の職員が編曲や録音などを担当し
た。
「趣味は写真 はじめたばかり 誰かに見てほしくて 投稿したの」「とりあえずたくさ
ん載せちゃえ 家族の写真も 今いる場所だって」などとＳＮＳに投稿した内容が反響を
呼び、有名になりたい思いに歯止めがきかなくなっていく姿をつづっている。
トークショーも開かれ、そろいの衣装に身を包んだ４人は「珍しい経験をしたときは、
ＳＮＳで自慢したくなると思う。でも、何げなく載せた写真によって個人情報が分かり、

犯罪に巻き込まれる危険性もあると知ってほしい」と訴えた。
啓発ソングは活動で活用していくほか、動画も制作する計画という。
歌の披露やトークショーは、知的財産の保護や無許諾商品の撲滅などを目指す不正商品
対策協議会（ＡＣＡ）が同店で開いた「ほんと？ほんと！フェアｉｎ福井」の一環で実施
された。ブランド品やＣＤ、ＤＶＤの本物と偽物を比較できる展示などがあり、県警など
も協力した。

評・土方正志（出版社「荒蝦夷」代表） 『トラウマの過去』 マーク・ミカーリ、ポー
ル・レルナー編
読売新聞 2017 年 11 月 06 日
ＰＴＳＤの発見と解明
私がＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）について初めて知っ
たのは一九九三年、北海道南西沖地震による奥尻島津波の被災地
取材だった。避難所で自衛隊の医療チームと出会った。戦闘や空
爆など戦争体験の精神的ショックから肉体的な症状を現わす人
たちがいる。いわゆるシェルショック（戦争神経症）だが、これ
は天災による壊滅の体験者にも見られると、そう教えられた。一
九九五年、阪神・淡路大震災でＰＴＳＤが語られるようになって、
二〇〇〇年のアフガニスタン取材でもそんな人たちの存在を垣
間見た。そして、東日本大震災である。
ＰＴＳＤが戦争体験や自然災害と関係するとは知ったものの、
そこにはどのような「発見」の過程があったのか、それを解き明
かしてくれる通史的概説にめぐりあえずにいた。ところに本書で
ある。南北戦争に鉄道事故、あるいは性的虐待などのトラウマ（心的外傷）による特有の
症状を医師たちが「発見」する。その正体解明にやがて軍事問題や労働運動も絡んで、軍
事力・労働力の損失が国家の損失に繋がると捉えられた。患者への支援は近代の社会福祉・
社会保険制度の確立にも深く関わって、世紀を超えた論争の末に、第一次世界大戦が始ま
る……。
そんないわば十九世紀から二十世紀初めの「トラウマ解明史」を欧米論者十一人が医学
史・科学史・文化史などの観点から語る。文学にまで及ぶ分析はまるで謎解きミステリの
ごとく、精神医学の門外漢にも理解しやすい。米国でのＰＴＳＤ診断基準の発表は一九八
〇年というから、第一次大戦後の歩みも知りたいが、本書がいま読まれるべき理由は「日
本語版への序文」にもある通り東日本大震災であり、やがて来る首都直下、東南海である。
被災の瞬間を生き延びた人たちの精神になにが起こるか、肉体に社会にどんな影響を及ぼ
すか、防災・減災の知識だけでなく、これもまた知っておいていい。いつかあなたにも来
る「その日」のために。金吉晴訳。
◇Ｍａｒｋ Ｍｉｃａｌｅ＝ヒステリーに関する著作がある
◇Ｐａｕｌ Ｌｅｒｎｅｒ＝ドイツ精神医学などに関する著作がある。
みすず書房 ６８００円

堀江正俊・元全国社会福祉協議会副会長に旭日小綬章 2017 年秋の叙勲・褒章
福祉新聞 2017 年 11 月 06 日 編集部
２０１７年秋の叙勲と褒章の受章者が発表された。厚生
労働省関係では叙勲を４５８人が、褒章を１６１人・１１
団体が受章。このうち福祉関係の功績は堀江正俊・元全国
社会福祉協議会副会長が旭日小綬章を受章するなど社会福
祉功労８０人、児童福祉功労５４人、母子福祉功労２人、

看護業務功労９人、保健衛生功労２人、厚生労働行政事務功労１０人、厚生行政事務功労
１人となっている。褒章ではボランティア活動などをした１９人・１１団体が緑綬褒章、
施設職員など９人が黄綬褒章、民生児童委員など４３人が藍綬褒章を受章した。
叙勲
★旭日小綬章
▽堀江正俊・元全国社会福祉協議会副会長・島根
★旭日双光章
▽岡部國男・元県手をつなぐ育成会長・愛媛▽高柳美子・県母子寡婦福祉連合会理事長・
大分▽花本親明・元県身体障害者福祉協会副会長・富山▽馬場孝・県身体障害者福祉団体
連合会副会長・熊本▽福谷則枝・県里親会長・鳥取▽藤川惠一・元県老人クラブ連合会長・
香川
★旭日単光章
▽岩切小夜子・県母子寡婦福祉連合会副会長・埼玉
★瑞宝重光章
▽渡邊信・元厚生労働審議官・東京
★瑞宝中綬章
▽岩尾總一郎・元厚労省医政局長・神奈川▽河村博江・元厚労省社会・援護局長・東京
▽杉浦康夫・元県心身障害者コロニー総長・愛知▽日比徹・元厚労省労働基準局長・東京
▽渡邉泰男・元厚労省大臣官房統計情報部長・京都
★瑞宝小綬章
▽神田昭治・元厚労省職業安定局総務課主任中央職業安定監察官・東京▽小林恒雄・元
厚労省社会・援護局業務課長・同▽櫻田高・元障害者支援施設大鰐療育センター所長・青
森▽田中兼文・元厚労省職業安定局総務課主任中央職業安定監察官・神奈川
★瑞宝双光章
▽雨宮洋子・特養ホーム別府ナーシングホーム泰生園総合施設長・大分▽安房宏佳・元
障害者支援施設梓園長・山形▽安藤亮・元国立障害者リハビリテーションセンター更生訓
練所職能部長・神奈川▽石﨑久美子・元知的障害者更生施設県立ひまわりの丘第三学園リ
ーダー・岐阜▽石田麗子・里の西保育園長・京都▽今川洋子・医療型障害児入所施設みさ
かえの園総合発達医療福祉センターむつみの家看護部長・長崎▽岩﨑正一・つくし保育園
長・栃木▽岩﨑洋・元国立障害者リハビリテーションセンター病院リハビリテーション部
理学療法士長・埼玉▽大川貞幸・元障害者支援施設ライフかすみ生活指導員・福井▽小野
道臣・元児童自立支援施設県千秋学園主幹・秋田▽織戸秀子・元厚労省大臣官房会計課管
理室長補佐・東京▽木下みどり・元国立療養所菊池恵楓園看護部長・熊本▽久保信晴・救
護施設まことホーム次長・青森▽熊谷キミ・元民生児童委員・岩手▽胡桃徳子・特養ホー
ム愛厚ホーム設楽苑介護主査・愛知▽小高忠明・元障害者支援施設マ・メゾン光星作業支
援員・栃木▽小林佳子・元医療型障害児入所施設花ノ木医療福祉センター第三病棟課長・
京都▽小松春枝・特養ホームやすらぎ荘介護課長・香川▽左座キク子・星の原団地保育園
長・福岡▽篠原照行・元民生児童委員・福岡▽四宮裕之・同・徳島▽菅原淳子・新横江保
育園長・福井▽武田勝道・やわらぎ第２保育園長・広島▽田中信春・授産施設八坂授産場
施設長・長崎▽谷岡久枝・民生児童委員・大阪▽種子田與市・元民生児童委員・宮崎▽玉
城善德・室川保育園長・沖縄▽田丸靖子・やまびこ保育園施設長・兵庫▽田村洋子・特養
ホーム新つくばホーム施設長・茨城▽辻村泰範・特養ホーム梅寿荘施設長・奈良▽冨田英
雄・岩瀬保育園長・神奈川▽中村桂子・新田保育園長・山口▽中村隆重・障害者支援施設
花の木ファーム施設長・鹿児島▽中村実・障害者支援施設大原荘生活支援員・群馬▽西田
恭子・特養ホームたじま荘支援課長・兵庫▽野口規子・元障害者支援施設やまばと生活支
援員・群馬▽針木都津子・障害者支援施設愛育学園支援課長・石川▽平井節子・障害者支
援施設くまとり弥栄園看護主任・大阪▽平野幸生・元厚労省社会・援護局援護課審査室長・
東京▽藤岡省吾・認定こども園いずみ保育園長・愛知▽松井強・元民生児童委員、元軽費

老人ホーム階寿園施設長・福岡▽松村よしみ・元特養ホーム双葉苑看護職員・群馬▽蓑原
瑳惠子・荒江保育園長・福岡▽村山夫佐・元知的障害者支援施設県ふじみ園更生課長・香
川▽山内弘美・障害者支援施設さつき寮生活支援課長・青森▽山﨑奎一・しゃか保育園長・
群馬▽和田孝子・元障害福祉サービス事業所しずかの創造苑施設長・茨城▽和田直熙・児
童養護施設子どもの園施設長・神奈川▽渡邉貴代美・特養ホームひろやす荘介護部長・熊
本▽渡邉眞佐子・瀬戸保育園長・同
★瑞宝単光章
▽青木和子・元民生児童委員・東京▽阿久津惠子・同・栃木▽阿部静枝・元特養ホーム
大野和光園副施設長・介護支援専門員・福井▽有田道信・障害者支援施設県のぞみ園長・
大分▽幾島一子・元児童養護施設名張養護学園若葉主任保育士・三重▽石井きみよ・みど
り保育園保育士・香川▽石毛弘子・元養護老人ホーム長崎園主任看護師・千葉▽石田綾子・
元国立障害者リハビリテーションセンター病院看護部看護師・埼玉▽石本幸惠・元たちば
な乳幼児保育園保育士・石川▽伊藤エト子・元八幡保育園長・岩手▽伊藤浩・元児童養護
施設調布学園児童指導員・千葉▽今泉礼子・元吉田方保育園長・愛知▽宇城順子・母子生
活支援施設佐保山荘施設長・奈良▽江原欣也・元民生児童委員・岡山▽大越信子・同・栃
木▽大曽根光造・同・茨城▽大谷千香子・金山保育園保育士・福島▽岡﨑恵子・特養ホー
ム白寿苑ケア職員・山口▽尾形明美・児童養護施設旭が丘学園保育士・宮城▽岡田優子・
元わかば保育園長・石川▽尾形由美子・青葉保育園長・宮城▽沖井みさ子・元多賀城市志
引保育所長・同▽小嶋弘子・元民生児童委員・同▽親谷和子・同・北海道▽加賀善康・同・
愛知▽榧野惠美子・元境港市立中浜東保育所長・鳥取▽河合紀子・元美園保育園主任保育
士・愛知▽河上進・民生児童委員・石川▽川口タカ・元民生児童委員・新潟▽河田弘江・
同・三重▽岸原晃・元母子生活支援施設室見寮少年指導員・福岡▽合志あさみ・富原保育
園保育士・熊本▽木暮久江・元民生児童委員・群馬▽小柴博子・元児童養護施設県富浦学
園育成第二課長・千葉▽小嶋由利子・弘前大清水保育園保育士・青森▽小谷幸子・元御所
市立小林保育所長・奈良▽小室和子・元民生児童委員・北海道▽小室照子・同・神奈川▽
齊藤ヨシ・同・青森▽笹山嗣美・青葉保育園長・佐賀▽佐藤繁・元民生児童委員・北海道
▽渋谷武彦・元養護老人ホーム大垣市養老華園指導員・岐阜▽鈴木禎子・特養ホーム神愛
園手稲介護支援部主任・北海道▽瀬尾津喜惠・元特養ホームル・ソラリオン次長・鳥取▽
高宮憲夫・特養ホーム九十九里園施設長・千葉▽立石義敬・元民生児童委員・広島▽舘岡
淑子・同・秋田▽田中喜久子・民生児童委員・大阪▽田中武・元民生児童委員・香川▽戸
田有利子・車尾保育園長・鳥取▽冨永喜久男・元民生児童委員・滋賀▽朝長時子・西彼保
育園保育士・長崎▽永田忠以・民生児童委員・千葉▽長濵秀次・同・和歌山▽西川妙子・
特養ホーム菊水苑主任看護師・大阪▽西本厚子・元認定こども園童和こども園保育教諭・
兵庫▽野村清子・民生児童委員・神奈川▽萩原正之・元民生児童委員・福岡▽弘中哲子・
右田保育園主任保育士・山口▽深川祥子・竜光保育園指導保育士・福岡▽福嶋郁子・元民
生児童委員・東京▽福田辰巳・同・埼玉▽藤岡晴美・児童養護施設シオン園保育士・熊本
▽古﨑良子・元児童養護施設若江学院主任保育士・大阪▽真柄廣子・元南保育園長・福井
▽牧淳子・元勝久寺保育園施設長・大阪▽益田幸子・元特養ホーム白水園総括生活相談員・
和歌山▽松尾千代子・児童養護施設門司ヶ関学園保育士・福岡▽松本敬子・軽費老人ホー
ムケアハウス長生園施設長・京都▽松本節子・元特養ホーム錦江園介護長・鹿児島▽松本
治子・特養ホーム千亀利荘介護職員・大阪▽三浦美代子・児童養護施設聖智学園保育士・
兵庫▽美坂昭一・民生児童委員・鹿児島▽峯島智子・元特養ホームゆたか園介護職員・茨
城▽森本泰次・元民生児童委員・大阪▽守矢美知子・元春日井市立柏原保育園長・愛知▽
山北絹子・あたご保育園長・鹿児島▽山腰美佐子・元民生児童委員・岐阜▽山下和美・幼
保連携型こども園しらゆきこども園副園長・鹿児島▽山田圭子・元民生児童委員・愛知▽
山田幸子・日吉保育園副園長・栃木▽山田信彦・民生児童委員・兵庫▽八幡廣子・元民生
児童委員・鳥取▽横田まゆみ・同・岡山▽吉田えみ子・元小田原乳児園保育士・神奈川▽
吉田仁一・元あさかホスピタルケースワーカーリーダー・福島▽萬喜志男・元知的障害児

通園施設くるみ園児童指導員・愛媛▽若菜芳江・元日本赤十字社県支部乳児院看護師長・
茨城▽鷲頭和江・民生児童委員・東京▽和田一・元特養ホーム佐久福寿園施設長・長野
褒章
★緑綬褒章
▽青木満・食生活改善推進員・熊本▽新井春子・同・埼玉▽岩渕一夫・手話奉仕者・岩
手▽内田邦子・食生活改善推進員・群馬▽榎本喜美江・同・神奈川▽河端幸枝・朗読奉仕
者・愛媛▽岸原子・同・徳島▽工藤幸・食生活改善推進員・青森▽五嶋キクヱ・同・大阪
▽齋藤喜代子・点訳奉仕者・群馬▽齊藤博子・食生活改善推進員・福井▽竹島照子・社会
福祉施設等奉仕者・奈良▽玉田九州子・食生活改善推進員・徳島▽地村千種・同・滋賀▽
塚根泰子・手話奉仕者・鳥取▽中尾良子・食生活改善推進員・佐賀▽中島益雄・社会福祉
施設奉仕者・大分▽久野博子・朗読奉仕者・熊本▽宗岡浩子・食生活改善推進員・福岡▽
赤ずきん・地域交流支援活動奉仕団体・大阪▽あけぼのグループ・社会福祉施設等奉仕団
体・佐賀▽おはなしにじの会・読み聞かせ奉仕団体・徳島▽小林手話サークル木の実会・
手話奉仕団体・宮崎▽手話サークルゆびの会・同・福井▽津南町老人給食ボランティアグ
ループ・在宅福祉奉仕団体・新潟▽七塚地区ボランティア友の会・社会福祉施設等奉仕団
体・石川▽人形劇団ふうせん・地域交流支援活動奉仕団体・千葉▽野菊の会・医療施設奉
仕団体・茨城▽はとぽっぽ・社会福祉施設等奉仕団体・埼玉▽麦の会・地域交流支援活動
奉仕団体・愛知
★黄綬褒章
▽左古かず子・開業助産師・京都▽津島伸幸・障害者支援施設大東ヶ丘サントピアホー
ム臨時作業支援員・青森▽羽田野廣司・羽田野鍼灸院自営・大分▽原田真澄・宇部あかり
園訪問介護事業所主任ホームヘルパー・山口▽平川信子・立山町社会福祉協議会ホームヘ
ルパー・富山▽洞口夫美子・元特養ホーム県立飛騨寿楽苑リーダー・岐阜▽宗像恵子・児
童養護施設鐘の鳴る丘少年の家保育士・群馬▽湯澤一雄・滝見治療院自営・栃木▽渡邊仁・
はりあん摩マッサージ指圧渡辺治療院自営・茨城
★藍綬褒章
▽青山文代・元民生児童委員・静岡▽石合千年・元県障害者福祉協会副理事長・山梨▽
岩下則子・元民生児童委員・長野▽岩村禮子・同・長崎▽植月良祐・同・岡山▽宇田友子・
民生児童委員・東京▽梅山美枝・同・千葉▽大林邦昭・同・大阪▽角野桂治郎・元民生児
童委員・同▽川口ひろみ・同・岡山▽川﨑敏光・民生児童委員・佐賀▽小林眞勝・同・宮
城▽小林美瑳子・元民生児童委員・茨城▽斎藤邦房・同・栃木▽齋藤正博・同・福島▽佐
竹幸子・同・福岡▽篠原悦子・同・福井▽篠原德守・民生児童委員・神奈川▽白岩勝造・
元民生児童委員・福島▽田口三知子・同・栃木▽辰已壽啓・県視覚障害者福祉協会長・奈
良▽出口敦子・民生児童委員・和歌山▽土井伊津子・元民生児童委員・同▽二羽英一・民
生児童委員・石川▽廣瀬彌惠子・元民生児童委員・岐阜▽藤井久子・同・三重▽星野淳・
同・新潟▽堀口美鈴・元赤十字奉仕団中央委員会委員長・長野▽松井智司・元民生児童委
員・群馬▽松尾隆廣・民生児童委員・福岡▽萬谷久司・元民生児童委員・兵庫▽宮﨑泰德・
同・香川▽毛利和子・同・鳥取▽森冨易・民生児童委員・熊本▽山口啓子・元民生児童委
員・愛知▽山口忠夫・民生児童委員・神奈川▽山口美智子・同・佐賀▽
山本弥生・元民生児童委員・京都▽吉田京子・民生児童委員・埼玉▽吉
田紀子・元民生児童委員・岩手▽米田苗穗子・バンビ第二保育園施設長・
兵庫▽米山昭規・元民生児童委員・鹿児島▽渡邊武・民生児童委員・千
葉
※おことわり…新聞用の活字を使っているため、受章者の氏名が厚労省
発表と微妙に異なる書体の場合があります。ご了承ください。
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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