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この文字読んで

「音」に変換 東京の企業開発
東京新聞 2017 年 11 月 8 日

オトン・グラスを装着する島影さん。フレームのボタンを押して文章を撮影
する＝東京都港区で（志村彰太撮影）

人工知能（ＡＩ）を使い、内蔵カメラで撮影した文字を自動的
に音声に変換する眼鏡型端末の開発を東京都港区のベンチャー
企業が進めている。開発のきっかけは、社長の父親が脳梗塞で倒
れ、文字が理解できなくなる「失読症」（ディスレクシア）に悩
まされたこと。父を助けたいとの一心で生まれた新製品。社長は
「障害の有無に関係なく、誰もが文字情報を利用できる社会を実
現したい」と意気込む。 （志村彰太）
会社名と端末名は「ＯＴＯＮ（オトン） ＧＬＡＳＳ（グラス）」。
父親の「おとん」と「音に変える」をかけた名前に、社長の島影
圭佑さん（２６）の思いが込められている。
島影さんは首都大学東京で工業デザインを専攻。二〇一二年、三年生の時に父芳幸さん
（６９）が脳梗塞で倒れた。一命を取り留め、寮の管理人の仕事も続けられたが、ディス
レクシアに苦しんだ。寮の鍵の番号が読めず、テレビの字幕や雑誌の記事が理解できない。
元気がない芳幸さんを見て、島影さんは「役に立ちたい」と考えた。
開発に向け、自ら端末のデザインを担当し、プログラミングや機械設計に強い学内の仲
間の力を借りた。大学の卒業研究で試作一号機を手掛け、情報科学芸術大学院大（岐阜県）
に進学した直後に会社を設立した。昨年末に三号機を製作し、これまで視覚障害者団体や
研究機関に一台四十万円ほどで販売。実際に使ってもらい、改善点の助言を受けてきた。
文字を音声に変える技術は米グーグル社のサービスを利用。日本語が苦手で、インター
ネットに接続しないと動作しないなどの課題があるため、自社で文字認識、音声変換する
ソフトの開発も検討する。年内に実用モデルを製作し、一九年の市販を目指している。
開発から五年がたち、芳幸さんはリハビリで日常生活に支障がないほど回復した。オト
ン・グラスは必要なくなったが、島影さんは「翻訳機能も盛り込めば、読めない外国語も
理解できるようになる」と夢を膨らませている。
◆「認識の精度 改良できれば」
オトン・グラスの使い心地はどうなのか。
一カ月間、試した会社員真鍋明子さん（５３）
＝岐阜県山県市＝は「きれいな音声で読み上
げ、全体として使いやすかった」と話す。
真鍋さんは今年、視力が極端に低下する難
病「レーベル病」と診断された。現在は目の
前のものの輪郭がぼんやりと感じられる程度
といい、仕事は休職し、夫に助けてもらいな

がら日常生活を送っている。
オトン・グラスで、郵便物の宛名や単純な文章などは読み取れた。ただ、写真と文字が
一緒に配置されているレストランのメニューや新聞では間違いが多かった。
「複雑なレイア
ウトに対応するよう改良してもらえると助かる」という。
記者も試してみた。眼鏡を装着し、本や書類を目の前に置く。眼鏡左側面のボタンを押
して数秒待つと、撮影した部分の文章をＡＩがすらすらと読み上げた。文章を認識できる
距離など課題はあるものの、抑揚や単語の切り方に違和感はなかった。
＜失読症（ディスレクシア）＞ 通常の会話や論理的思考に問題はないが、文字の読み書
きがうまくできない症状。幼少期に発達障害の一種として発症する場合と、成長してから
脳血管疾患の後遺症として表れる場合がある。周囲には、文章を見せる時、大きな文字で
書いたり行間を広めに空けるといった配慮が求められる。難読症と呼ぶこともある。

舞台 障害者出演、演劇に革命を…「夏の夜の夢」上演へ

毎日新聞 2017 年 11 月 8 日

本番に向け、稽古に取り組む俳優たち＝東京都豊島区
の雑司が谷地域文化創造館で

聴覚や視覚、小人症などさまざまな障害を持
つ俳優が出演するミュージカルが今月下旬、東
京都豊島区で上演される。２０２０年の東京パ
ラリンピックを控え、障害者スポーツに光が当
たる中、将来の夢は障害を抱える俳優が集まっ
た劇団作り。主宰する聴覚障害者の女性は「新
しいスタイルの演劇で芸術面でも革命を起こ
せたら」と意気込む。
「声のボリュームを落とす代わりに体で表現
して」
。同区内であった１０月下旬の稽古（けいこ）で、演出家の野崎美子さんがてきぱき
と指示を出した。そのそばには手話通訳者。声が聞こえない俳優もいるからだ。
プロデューサーは聴覚障害者の女優、大橋ひろえさん（４６）
。０５年から「サインアー
トプロジェクト・アジアン」代表として、聴覚障害がある人とない人が一緒に演じる劇に
取り組み、
「音が聞こえない人も舞台で活躍できる」とのメッセージを発信してきた。今回
の演目はシェークスピア原作のミュージカル「夏の夜の夢」
。聴覚だけでなくさまざまな障
害者が演じる舞台を初めて手がける。
出演者約２５人のうち障害者は、点字の台本でせりふを覚える視覚障害者のウォルフィ
ー佐野さん（４６）ら７人。小人症の野澤健さん（３３）は車いすで踊るといい、「観客が
驚くような演出もある」と笑う。
大橋さんは「パラリンピックで障害者にスポットライトが当たると思うが、大事なのは
終わった後」と話し、今回のような舞台が演劇界に影響を与えていくことを期待する。
上演は２２～２６日、「あうるすぽっと（区立舞台芸術交流センター）」で、チケットは
一般５０００円（前売り４５００円）、シニア・学生４０００円（同３５００円）。聴覚障
害者も楽しめるよう字幕や手話を取り入れ、視覚障害者向けのサポートもある。問い合わ
せは制作会社（０３・５９１２・０８４０＝平日１１～１８時）。
【篠崎真理子】

障害者の外出 もっと便利に 横浜のＮＰＯ 情報誌改訂へ 東京新聞 2017 年 11 月 9 日
身体・知的障害者らが通学や余暇などで外出する際に支援をするＮＰＯ法人「横浜移動
サービス協議会」
（横浜市中区）が、同様の事業をしている団体を紹介するなどした情報誌
の改訂版を１２月に出す。２００６年の発行以来、利用者に好評で、さらなる利便性向上
を目指す。 （志村彰太）

協議会は〇〇年、介護保険制度の開始を機に設立。障害者の外出に付き添って移動を手
助けしたり、福祉車両で学校や作業所、買い物先などへ送迎したりしている。
昨年発行された「お出かけ便利帳」の改訂版と、
「お出
かけ情報版」の中・西区版

「活動期間が長く、広いネットワークがある」
（山野上啓子副理事長）ことから、その情報網
を生かし〇六年、市内八十団体の情報を載せた
「お出かけ便利帳」を発行。一二年には、バリ
アフリーで行ける市内全域の観光地や商業施
設をまとめた、便利帳の「お出かけ情報版」を
作った。
両誌とも区役所や障害者施設、介護施設など
に提供したところ、
「支援団体の情報が網羅さ
れ、辞書のように使える」
「障害のある子どもを連れて外出する際に便利」など評判に。
昨年、
「便利帳」を改訂し、掲載団体を三百に増やした。「情報版」も地域別に編集し直
すことになり、第一弾として「中・西区版」が完成。大さん橋や横浜赤レンガ倉庫などの
バリアフリー情報や見どころ、編集に携わった障害者の「辛口コメント」を掲載した。ト
イレのドアノブの向きまで記し、山野上さんは「当事者が本当に欲しい情報が入っている」
と胸を張る。
十二月に出すのは、
「便利帳」の再改訂版と「情報版」の磯子区版、都筑区版。磯子区版
は商店街を特集し、都筑区版はデートに使える散策コースを掲載。各二千部印刷し、関係
先に配布する。一般には「便利帳」八百円、
「情報版」四百円で販売する。
協議会は発行費用を募るため十二月二十三日午後一～四時、市健康福祉総合センター（中
区）で「チャレンジ・ド・コンサート」を開く。参加無料で、障害の有無にかかわらず楽
しめる内容になっている。会場で募金を集める。問い合わせは協議会＝電０４５（２１２）
２８６３＝へ。

障害者の衣服悩み相談して

大分市が講座

大分合同新聞 2017 年 11 月 8 日

実際に車椅子に乗り、衣服に必要な機能やデザインについ
て説明する講師の鶴丸さん＝大分市

大分市は服飾デザイナーの鶴丸礼子さん（同市）
を講師に迎え、
「障害者の『着る』ことなんでも相
談＆ファッション講座」を開設した。衣服に関す
る悩みを抱える障害者や家族だけでなく、衣服の
制作に興味がある人にも対象を広げ、制作の基礎
を学んでもらう。衣服制作のプロと行政がタッグ
を組み、障害者の「着る」ことへの環境改善へ第
一歩を踏み出した。
自治体が障害者の「着る」ことに特化して講座
を開くのは、
「おそらく全国でも初めて」と市障害福祉課。普段の相談事業の中で、着る物
に対する悩みを抱えている層も多いと感じた同課が、障害者衣服の専門家である鶴丸さん
に相談して実現した。
衣服に関心を向ける障害者と、ニーズに合わせた服をデザインする制作者の双方を増や
すことで、障害者が社会進出しやすい環境整備をしようと開催が決まった。本年度事業は
２回続き。４日に開いた第１回に続き、１８日にも予定している。市は来年度も継続的な
開催を検討中で、実施が決まれば先進的な取り組みとなりそうだ。
初回の講座には定員（３０人）を上回る３７人が県内外から参加した。鶴丸さんが自ら
提唱してきた「メディカルファッション」の概念を説明し、これまでに制作してきた多様

な障害者用の衣服を示しながら、デザインや縫製のポイントを説明。参加者が日頃の悩み
を相談する時間もあり、丁寧に答えていた。
難病で母親を亡くしたという大分市の女性（５５）は「おしゃれをすると気持ちも変わ
るという話に感動した。母には病気の時もおしゃれをさせてあげたかった。専門的で難し
そうだが、自分も作れるようになってお役に立ちたい。次回も参加します」と話していた。

コンニャクイモ収穫で障害者を雇用

安中・富岡県の「農福連携」モデル始まる
東京新聞 2017 年 11 月 9 日
コンニャクイモの収穫作業をする障害者の社員ら＝安中
市で

県西部農業事務所（高崎市）が仲介し、担い手
不足の農家と、働く場を確保したい障害者福祉を
つなぐ「農福連携」の取り組みが今月、安中、富
岡両市内で始まった。障害者雇用を目的とした特
例子会社が地域のコンニャク農家と農作業の請
負契約を締結し、繁忙期を迎えたコンニャクイモ
の収穫作業を担っている。 （石井宏昌）
特例子会社「パーソルサンクス」（本社・東京都）の事業所「とみおか繭工房」（富岡市
妙義町）と、両市境にコンニャクイモ畑五ヘクタールを所有する生産農家の清水登志雄さ
ん（７０）＝富岡市妙義町＝が契約し、六日から障害者の社員七人と同社の指導員が収穫
作業に汗を流している。
とみおか繭工房は障害者の力を地域の課題解決や活性化に生かそうと、六月から障害者
の社員がカイコの飼育など養蚕作業を行っている。ただ蚕期が終了する十一月以降の仕事
確保が課題になっていた。これを知った県西部農業事務所が地元のＪＡや県社会就労セン
ター協議会、両市と農福連携に取り組むプロジェクトチームをつくり、農家に参加を呼び
掛けた。同社の指導員がイモの選別など収穫作業を経験した上で障害者が作業を体験。十
分対応できることを確認して契約にこぎ着けた。
清水さんの畑がある両市境の松義台地はコンニャクイモを中心に広大な農地が広がる。
コンニャクイモは十一、十二月に収穫期を迎えるが、農業従事者の高齢化などを背景に人
手不足が課題になっている。清水さんは「最初はきちんと作業できるか心配だったが、し
っかりとやってくれて助かっている。来年もお願いしたい」と話した。八日に初めて作業
した富岡市在住の社員茂木悦子さん（５０）は「楽しいです」とにっこり。清水さんの言
葉に「うれしいです。これからも頑張りたい」と声を弾ませた。
指導員で、とみおか繭工房マネージャーの原田大さん（４９）は「障害者を受け入れる
際、仕事が遅いとか特別な配慮が必要かなど心配はあるだろうが、まじめに働くので農業
で力になれると思う。働く場の確保とともに、人手不足に悩む農家や地域貢献のモデルに
なる」と手応えを話す。桑園の手入れが始まる春までは別の農作業も模索する。
県西部農業事務所の担当者は「今回をモデルケースに、他の作物への展開や障害者の就
労支援事業所などにも広げたい」と期待する。

宮崎）「生きているだけで１００点」 奥山佳恵さん講
演 小出大貴
朝日新聞 2017 年 11 月 9 日
ダウン症の息子を育てているタレントの奥山佳恵さ
ん（４３）が８日、宮崎市で開かれた県社会福祉大会で、
障害のある子どもの子育てについて話した。
２児の母である奥山さんは、ダウン症の美良生（みら

い）くん（６）を自らのブログや著書で紹介。障害への理解を呼びかける活動を続ける。
自著のタイトルでもある「生きてるだけ
で１００点満点！」というテーマで話し
た。
次男がダウン症と知ったときは、我が
家に「モンスター」が来たと不安になっ
た。ただ美良生を見て、かわいい、いと
おしいと思う気持ちは変わらなかった。
夫から「その気持ちだけで十分だよね」
と言われた。
周りには積極的に打ち明けた。…
美良生くんとの写真を見せながら話す奥山さん
＝宮崎市

＜世界防災フォーラム＞「ＢＯＳＡＩ」被災地から

仙台で２５～２８日
河北新報 2017 年 11 月 9 日

ＷＢＦの仙台隔年開催が発表された昨年のＩＤＲＣ。
東日本大震災の教訓と知見を被災地から世界に継続発
信していく意義を確認した＝２０１６年８月３１日、
スイス・ダボス

東日本大震災の教訓を基に世界の防災
戦略を幅広く議論する「世界防災フォー
ラム（ＷＢＦ）」（実行委員会主催）が２
５～２８日、仙台市青葉区の仙台国際セ
ンターを主会場に開かれる。スイス・ダ
ボス市で２年に１回開かれている「国際
災害・リスク会議」
（ＩＤＲＣ）を誘致し、
隔年で定期開催することになった国際会
議の初回。２６、２７の両日は、内閣府など主催の防災推進国民大会なども同会場で開か
れ、合わせて１万人の来場者が見込まれる。日本の「ＢＯＳＡＩ（防災）
」の知見を、被災
地から世界に発信する好機となる。
○「仙台枠組」確かめ合う３６の国・地域国連など参加
ＷＢＦは、東北大や仙台市などがＩＤＲＣを主催するグローバルリスクフォーラム（Ｇ
ＲＦ）などと企画し、実行委を組織した。
２０１５年３月に仙台で開かれた国連防災世界会議の実績を引き継ぎ、国連会議で採択
された３０年までの国際的な防災の新指針「仙台防災枠組」を確かめ合う場と位置付けて
いる。
主会場は仙台国際センターの会議棟。国連のグラッサー事務総長特別代表（防災担当）
ら国連幹部、３６の国・地域の政府関係者、企業、ＮＧＯ関係者、研究者ら約５００人が
集う。
ダボス開催のＩＤＲＣ参加者が欧州中心であるのに対し、ＷＢＦは世界の自然災害被害
の９割が集中するアジア・太平洋地域からの参加が８５％を占め、より実践的な議論の場
になる。
２５日の前日祭に続く２６日のオープニングでは、被災者代表が防災の決意を表明し、

グラッサー代表らがあいさつ。国連機関の代表らが仙台防災枠組に基づいた取り組みを報
告する。
セッションは２６～２８日の３日間で約５０が予定され、３分の１は一般にも無料公開
される。震災の教訓を受けて女性や障害者をテーマにした発表が目立ち、小型無人機ドロ
ーンや人工知能（ＡＩ）など最新技術の災害応用策も話し合われる。
会期中は、海外からの約１００人を被災地に案内するスタディーツアーが連日実施され
る。震災遺構の旧荒浜小（若林区）などを視察し、津波被害の大きさと復興の姿に触れて
もらう。
２６、２７日は同じ会場と地下鉄東西線国際センター駅や駅南北の広場で、防災推進国
民大会２０１７（ぼうさいこくたい）と２０１７防災産業展ｉｎ仙台が開かれる。
ＷＢＦを含め、詳細は各イベントのホームページで紹介している。
◎メッセージ
＜経験者から学ぶ機会に／グローバルリスクフォーラム代表 ウォルター・アマン氏＞
ＷＢＦは、国連が策定した仙台防災枠組の実施に向けた大きな一歩になります。
大きな津波被害を受けた地域で国際会議が開催されることは大変意義深く、国際防災に
取り組む専門家が災害対策や復興に関する貴重な知識や専門性を共有する素晴らしい機会
になるでしょう。議論を通じ、世界中の関係者が大震災を経験した仲間から学ぶ機会を得
ることができます。
スイス・ダボスで定期開催する国際災害・リスク会議（ＩＤＲＣ）の議長として、ＩＤ
ＲＣとＷＢＦを交互に隔年開催することについて、仙台市や東北大学と合意を得られたこ
とを大変光栄に思います。２０１８年秋開催のＩＤＲＣに皆さまをお迎えすることを今か
ら楽しみにしています。
＜日本発の考え方を共有／実行委員長東北大災害科学国際研究所所長 今村文彦氏＞
東日本大震災の被災地に世界の関係者が集い、防災を議論し発信する国際会議が定期開
催される意義は大変大きいと考えます。
２０１５年３月に仙台市で開かれた第３回国連防災世界会議では、国際的指針の仙台防
災枠組が採択されました。
「仙台」の名は世界の防災関係者に広く浸透しており、今後スイ
スのダボス会議と隔年で継続開催されるＷＢＦは、産官学民が協働して震災を含む日本の
被災経験や教訓を発信するプラットフォーム（基盤）となるでしょう。
防災枠組を軸に国連や国際機関、各国政府、企業、ＮＧＯ・市民団体、研究機関、報道
機関など世界の多様なセクターの関係者が、事前の対策で被害軽減を図る日本発の「ＢＯ
ＳＡＩ（防災）
」の考え方を共有することになります。
初回は５０を超えるセッションやポスター発表、スタディーツアー、エクスカーション
を予定しています。防災推進国民大会と防災産業展も同時開催となり、国内外の防災の知
見を集約する場になります。
広域かつ複合的な未曽有の大災害である東日本大震災の記憶と記録、経験と教訓を後世
に伝え継ぐことは、私たちの責務です。震災被災地、仙台を防災先進地と位置付け、防災
のソリューション（課題解決策）を創造、共有し、実践的な防災の普及を目指す機会とし
てＷＢＦをアピールしていきましょう。大勢の市民の来場、参加を期待します。

「将来の親世代」高校生に児童虐待防止教育 滋賀県警
のプロジェクト始動
産經新聞 2017 年 11 月 9 日
児童虐待防止を学ぶ滋賀県立八幡高校の生徒ら＝９月

「将来の児童虐待」を防止しようと、滋賀県警がＮＰ
Ｏ法人などと協力し、虐待防止プロジェクトを始めてい
る。高校生を育児に関わる前の世代と位置づけて出前授
業を行い、将来、親になった際の児童虐待防止につなげ

る狙い。今年度は１５校を回る予定。県警が中心となり、児童虐待防止の授業を行うのは、
全国でも珍しい取り組みだという。
９月下旬、プロジェクトが始動して初めての授業が、県立八幡高校（近江八幡市）の１
年生３２０人を対象に行われた。プロジェクトに関わるＮＰＯ法人「子どもの虐待防止ネ
ットワーク・しが」の上村文子さんが講師を務めた。
虐待には「身体的虐待」や「ネグレクト」などがあると説明。夫婦の言い争いやドメス
ティックバイオレンス（ＤＶ）を子供の前ですることは「心理的虐待」にもあたる－など
と述べた。
また、イメージしやすいように、実話などを基にしたアニメ２本を流した。このうち１
つは「ネグレクト」で、ゴミがあふれて散らかる部屋で母親と暮らす兄弟の様子が描かれ
た。
母親は兄弟にきちんとした衣服や食事を用意せず、次男が高熱を出しても看病しない。
アニメを見た生徒らはグループごとに話し合い「兄弟が学校に行きづらそう」「弟が熱で苦
しむ姿をみている兄がつらそうだ」などという意見をそれぞれ発表した。
松岡愛香さん（１６）は「子供を育てる母親の責任の重さを知ることができたので、将
来に生かしたい」と話した。
県警によると、平成２８年に虐待の被害者として児童相談所に通告した人数は６６３人
（前年１４８人）となり過去最多。また、県によると、県内の自治体などに寄せられた児
童虐待に関する相談件数の合計は、２８年度に６０６２件と過去最多となった。
こうした状況を受け、県警は虐待根絶に向けたプロジェクトを開始。県内の高校に臨床
心理士やスクールソーシャルワーカーなどを招き、授業を行う取り組みを開始した。１０
月末時点で４校を回ったが、生徒と教師から好評だという。
県警少年課の担当者は「自分たちは絶対にしないと児童虐待防止について自ら考え、行
動してほしい」とし、虐待を受けている子供には「自分は悪くないんだと思ってもらい、
相談場所を知ってほしい」と話している。
県警と「子どもの虐待防止ネットワーク・しが」は、授業の教材で使用している１０話
のアニメを無料で閲覧、ダウンロードできるインターネットサイト「おはなしオレンジリ
ボン」を開設した。出前授業で紹介するのは１０話のうち２～３話。生徒から「授業で使
われた以外の話も見てみたい」と多くの声が上がったため、ネットでの公開を決めた。Ｕ
ＲＬはｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｒａｎｇｅｒｉｂｂｏｎｓ．ｎｅｔ／

よみがえる昭和の記憶 北名古屋でおもちゃや漫画本展示

中日新聞 2017 年 11 月 9 日

昭和期に親しまれたウルトラマンやゴジラなどの人形＝北
名古屋市熊之庄の昭和日常博物館で

昭和二十～四十年代ごろのおもちゃなどを展示
し、当時の記憶を呼び覚まして語ってもらう特別
展「あの頃の楽しさも悩みも余すことなく語れる
場・展 昭和・少年少女の日常大図鑑」が、北名
古屋市熊之庄の市歴史民俗資料館「昭和日常博物
館」で開かれている。来年一月三十日まで。
高齢者が人生を振り返って懐かしさを楽しみ、
地域のネットワークづくりや介護予防につなげる
「地域回想法」を同市で取り組み始めて十五周年
を記念して開催。地域回想法は旧師勝町で二〇〇
二年、博物館と福祉、医療関係者が連携して国のモデル事業で始め、現在は他市町にも広
がっている。
特別展では、市民が寄付した当時の国語のドリルや漫画本、ブリキ製ロボット、歌謡曲

集など九百点余りを展示。
「禁じられた遊び」として、マッチのようにこすって爆発する、
製造中止になったおもちゃも。来場者がゆっくり語り合えるいすも用意した。
来場した名古屋市守山区の主婦（４８）は、ウルトラマンやゴジラの人形を見て「これ
で兄や近所の子たちと遊んでいた。懐かしい」と笑顔で見入っていた。 （鈴木あや）

保育事業に過大な補助金 沼津市や掛川市など
中日新聞 2017 年 11 月 9 日
◆１６年度会計検査
会計検査院が八日明らかにした二〇一六年度の決算検査報告で、静岡県内では沼津市や
掛川市など少なくとも四つの事業主体で、不適切な予算執行が指摘された。
沼津市では、一〇～一四年度に実施した「延長保育促進事業」と「病児・病後児保育事
業」で、職員数が国の基準を満たしていない保育園などに補助金を出したり、職員の業務
を過大に見積もったりしたとして、国庫補助金交付額のうち二千二百六十九万円が不当と
指摘された。
市子育て支援課によると五年間の両事業の経費は総額六億六千百八十四万円。うち二億
二千六十万円を国庫補助金でまかなった。保育時間を拡大する保育所などに補助金を出す
延長保育促進事業は二十三園が対象となっていたが、今回の指摘では十四園に過大な補助
金を出しているとされた。
同様に、保育所などに看護師を配置して体調不良児らを一時的に預かる病児・病後児保
育事業では、四園のうち三園への補助金が過大とされた。
市は「国に返還を求められたら返す」としている。同課の担当者は「今後は職員数の確
認をしっかりやっていきたい」と語った。
浜松市が事務局を務める三遠南信地域連携ビジョン推進会議（ＳＥＮＡ）は、一〇、一
一年度の雇用創造事業で六百四十二万円多く計上していた。
ＳＥＮＡによると、事業全体の経費を算出する際、消費税込みの消耗品や備品も含めた
ため、一部で消費税を二重に計上する結果となった。また、事業委託先が所有する会場の
費用を誤って外部に貸し出す賃料で計算していた。担当者は「十分な認識ができていなか
った。内閣府の指導を待ちたい」と話した。
掛川市では、新規就農者への給付金として市に交付された国庫補助金のうち、百五十万
円について「補助対象外で不当」と指摘された。市は返還手続きを進める。
指摘されたのは、就農初期段階の研修者などに年間最大百五十万円を給付する青年就農
給付金。前年度の繰り越し控除前の総所得が二百五十万円以上あった場合には、給付を停
止することとされていた。市では一五年度の一件について、繰り越し控除適用後の額に基
づき所得を確認したため、二百五十万円を上回っていたが誤って給付していた。
静岡県は一五～一六年度、介護保険の介護給付費に関する国からの負担金計六十二万円
を過大に請求し、受給していたと指摘された。県福祉指導課によると、県内の一事業者が
介護報酬の算定となるデータを誤って県などに報告していた。
（杉原雄介、石川由佳理、赤野嘉春、沢田佳孝）

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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