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認知症に優しい図書館づくり広がる

「万人が使いやすく」
神戸新聞 2017 年 11 月 27 日

認知症
関連の
本を集
めた高
砂市立
図書館
＝同市
米田町
米田
認知症
の人が
使いや
すい図書館への取り組みが報告されたセミナー＝大阪
市北区

高齢化に伴い、認知症の啓発に力を入れ、当事者が利用しやすい環境を整える「認知症
に優しい図書館づくり」を目指す動きが全国で広がっている。専門の図書コーナーを設け
るほか、認知症の人へのスムーズな対応を職員らが学ぶなど、兵庫県内でも民間主導の活
動が始まっており、当事者を支援する態勢が整いつつある。
（大久保斉）
９月末、大阪市内で「認知症にやさしい図書館とは」と題したセミナーが開かれた。主
催したのは、大阪大大学院の地域包括ケア学・老年看護学研究室。司書や自治体関係者ら
約４０人が参加し、取り組みの事例報告とグループ討議をした。
報告では、同市立鶴見図書館の木村千草司書が登壇。認知症とみられる人の来館を契機
に、当事者にとって使い勝手のよい図書館の在り方を考えるようになった経緯を説明した。
同図書館は今年２月、要介護者のケア方針などを決める同市鶴見区の会合に参画して認
知症に関する情報を共有。認知症とみられる来館者に体調を気遣う声掛けを始めたほか、
９月には関連図書コーナーを特設し、見守りと情報発信に乗り出したという。
奈良・香芝市民図書館は闘病や介護の手記、成年後見制度などを扱う本を集めてコーナ
ーを設置し、館内で認知症サポーターの養成講座を開いたと報告した。
同セミナーは昨年１０月にスタート。２館のほか、これまでに京都市醍醐（だいご）図
書館、奈良・生駒市図書館、川崎市立宮前図書館などの報告があった。今年１２月１日に
は大阪府立中央図書館（東大阪市）で５回目が開かれる。
認知症に優しい図書館づくりが広がる背景には、身近な公共施設の代表格として、だれ
もが使いやすい拠点にするべきとの問題意識がある。認知症の人は本を借りたことを忘れ
たり、本の同じ部分を何度も複写したりするほか、館内で症状が出る恐れもあり、さまざ
まな局面で柔軟な対応が必要になるからだ。大阪市立図書館は８月、認知症の人への図書
サービスを向上するため、全２４館の職員らを対象に研修会を開いた。
筑波大の呑海沙織（どんかいさおり）教授（図書館情報学）は「超高齢社会を踏まえ、

認知症の人だけでなく、お年寄りや障害者も含め、万人が等しく図書サービスを受けられ
るようにするべきだ。孤立しがちな人たちの生きがいづくりや世代間交流の場にもなれば
いい」と話す。
兵庫県内でも、住民主導で「誰もが安心して使える図書館」を目指す試みが始まった。
高砂市立図書館が「バリアフリー月間」
（９月１６日～１０月１日）を設定し期間中、認知
症の特設コーナーに関連本を展示し、認知症をテーマにした絵本の読み聞かせ会や介護者
の講演会などを開いた。
各地では、図書館と地域包括支援センターの連携で取り組む例が多いが、高砂市では認
知症の人、障害者、介護者らでつくる市民グループ「つなぐ手と手～広げようやさしいま
ちづくり～の会」
（高砂市）が同館に協力を求めて実現した。
関連本の一部はメンバーの蔵書を提供。認知症カフェや家族会の写真も掲示し、取り組
みをＰＲした。同会の清水美代子さんは「安心して暮らせるまちを目指し、今後も継続し
て開催したい」と話している。

海の生物、アートで学ぶ 障害者親子ら博物館で体験

静岡
静岡新聞 2017 年 11 月 27 日

水族館を泳ぐ魚の動きをまねてダンスを楽しむ子どもたち＝静岡
市清水区の東海大海洋科学博物館

障害のある子どもや家族に気兼ねなく水族館を見学し
てもらおうと、障害児の芸術活動を支援する市民団体「ｃ
ｏｃｏｒｅ（ココワ）」が２６日、「海の生き物ワークシ
ョップ」を静岡市清水区の東海大海洋科学博物館で開い
た。市内の特別支援学校に通う子どもと保護者計１０組
が参加し、アート活動を通じて海の生き物の生態を学ん
だ。
参加者は同博物館の学芸員の案内で館内を巡り、展示されている生き物の生態や動き方
を観察した。静岡大教育学部の山崎朱音講師（保健体育教育）と一緒にダンスに挑戦し、
サメやクラゲ、タコなどの生き物の動きを表現するため、音楽に合わせて伸び伸びと体を
動かした。
高橋智子准教授（美術教育）の指導でアクリル絵の具を使った絵画にも取り組んだ。完
成した作品は２０１８年３月に同博物館で展示する予定。
ワークショップに協力した同博物館は、子どものパニックに備えて、気持ちを落ち着け
られる個室を準備するなどした。
ココワの須田亜紀代表は「障害のある子を育てる親は、子どもたちが騒ぐことを恐れて
博物館を避けてしまう。障害があっても安心して子どもを連れて行ける環境をつくりたい」
と話した。

めざせ東京パラリンピック

障害者ら初舞台、
「多様性と調和」テーマに 大阪・堺
産經新聞 2017 年 11 月 27 日
ビッグ・アイで行われた初舞台。健常者と障害者が同じ舞台
に立った＝堺市南区

２０２０年東京パラリンピックの式典出演を目
指し府が行う障害者のエキストラダンサー育成プ
ロジェクトの初舞台が２６日、堺市南区の「ビッ
グ・アイ（国際障害者交流センター）
」であった。
「多
様性と調和」という東京大会のコンセプトに合わせ、
健常者と障害者が同じ舞台に登場。それぞれの個性

を生かしながら歌やダンスで紡がれる物語に、会場は幻想的な空気に包まれた。
府が１５年ほど前から行っている障害者の舞台芸術事業で、ビッグ・アイが委託を受け
て実施。今回は従来の「皆で楽しく踊る」から、東京大会を見据えた人材育成に切り替え
て本格的な作品づくりに挑戦した。振り付けや演出はプロダンサーの森山開次さんに依頼
し、公募で集まった約９０人が８月から練習を重ねてきた。
舞台では白や赤の衣装でそろえた参加者らが、大地に落ちた種が芽生え、育っていく様
子を歌やダンス、足音、手拍子などで表現。思い思いに体を動かしそれぞれの魅力を発揮
できる演出に、観客からは歓声と拍手が湧いた。
観劇した同市南区の女性（５２）は「妖精の国に来たみたい。とてもきれいで、とても
印象的だった」と笑顔。障害者の舞台芸術に長年携わるビッグ・アイのアーツエグゼクテ
ィブプロデューサー、鈴木京子さんは「舞台の上では障害の有無は一切関係なく、自然と
互いに支え合っている。社会の小さなモデルであることが一人でも多くの人に伝われば」
と話していた。

お笑い企画や料理体験…目の病気、治療も支援も「神戸アイセ
ンター」で
読売新聞 2017 年 11 月 27 日
ｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）を使った網膜の再生医療か
ら視覚障害者のリハビリまで、目の病気に関する取り組みを一
体的に行う国内初の眼科施設「神戸アイセンター」が１２月、
神戸市のポートアイランドにオープンする。治療だけでなく、
視覚障害者らが体験できる料理コーナーやクライミング用の
人工壁を整備。お笑い芸人が暗闇でネタを披露するイベントも
企画し、患者を多角的に支援する。
センターは７階建てで、同市の外郭団体などが昨年から、総
工費約４０億円をかけて建設。ｉＰＳ細胞によ
る網膜の難病治療を進める理化学研究所の研究
施設と、同市立医療センター中央市民病院の眼
科を移転した病院（３０床）が入る。医療用の
ｉＰＳ細胞を培養する施設なども完備し、再生
医療の加速を図る。
このほか、目が見えなくても作りやすいよう、
包丁をなるべく使わないレシピなどを利用者同
士で考えて料理できるキッチンや、視野の狭い
人が車を運転する際の注意点を学べるドライブ
シミュレーターなどを備えた「ロービジョンケ
ア施設」を整備した。
クライミング用の人工壁（高さ約３・５メー
トル、幅約１２メートル）は、手足をかける壁
の突起物（ホールド）が点滅し、視力に不安が
ある人も光を頼りに壁を登ることができる。監
修したのは視覚障害者のクライミングで世界的
に活躍する小林幸一郎さん（４９）。「クライミングは体の動きを全身で感じてイメージで
きる。上達すれば自信がつき、心身に良い影響がある」と話す。
１２月１６日には、患者や家族らを招いて、目の見えない人にも漫才などを楽しんでも
らうイベントを開催。吉本興業の協力で、お笑い芸人が真っ暗な舞台で話芸を競う「 暗 ―
１グランプリ」や、目隠しをして点字ブロックのコースをリレーする競技などを予定して
いる。

厚生労働省によると、身体障害者手帳を持つ視覚障害者は３３万７９９７人（２０１６
年度現在）
。施設設計に関わった三宅琢・東京大特任研究員は「病院や福祉施設などが個別
に取り組んでいた研究や治療、患者支援などを、まとめて提供できる画期的な施設。視覚
障害者の社会復帰に大きく貢献できる」と期待する。

ひきこもり就労支援、半数の自治体が断念 「新しい環境に拒否感」
産經新聞 2017 年 11 月 27 日
ひきこもりなどを対象に就労準備を支援
する事業を、主に事業主体となる福祉事務所
を設置している全国の自治体の半数以上が
断念していたことが２６日、厚生労働省の調
べで分かった。対象者が「新しい環境に拒否
感がある」「必要性を理解していない」と訴
えていることなどを理由としており、対象者
が社会と断絶し、支援が届きにくい実情が浮
き彫りになった。自立できなければ生活保護
に移行し、社会保障費がさらに増大することが懸念されている。
就労準備支援事業は生活困窮者自立支援法に基づき、平成２７年度に始まった。初年度
は２４４自治体が始め、今年４月時点で３９３自治体に増加したが、厚労省によると、約
９００の対象自治体全体の約４４％にとどまっている。京都府や熊本県で完全実施されて
いる一方、茨城県（６％）
、山梨県（７％）、長崎県（１３％）が低かった。
事業を断念した理由について、
「利用ニーズ」に問題を挙げる自治体が一番多い。その中
で対象者が「必要性を理解しない」（５８．２％）が最多。次いで、「新しい環境に拒否感
がある」
（３９％）
、
「参加のための経済的負担ができない」（３５．５％）だった
事業を実施している自治体の中には経済負担を軽減するため、約３割が「手当」として
対象者に金銭を給付していることも判明。ある自治体は「交通費の一部に充ててもらい、
まず外に出て事業所に来てもらうことが大事」と説明している。
【用語解説】ひきこもり
就学や就労など社会的参加を回避し、半年以上、おおむね家庭内にとどまり続けている
状態。他者と交わらない形での外出も含む。内閣府は昨年、１５～３９歳を対象に調査し
たところ、全国で約５４万人いると推計。ＫＨＪ全国ひきこもり家族会連合会の今年３月
の報告書では、当事者の平均年齢は３３．５歳、ひきこもり期間は平均１０．８年だった。

暴言も子の脳に影響 マルトリートメントを解説 小児精神科医・友田明美さん
琉球新報 2017 年 11 月 27 日
◇１１月は「児童虐待防止推進月間」
福井大学子どものこころの発達研究センター教授で小児精神科医の友田明美さんによる
講演会（県立看護大学主催）が１１月１７日、県立博物館・美術館講堂で開かれた。
友田明美さんは「マルトリートメントやＤＶにより傷つく脳と回復へのアプローチ」と
題して講演し、虐待や暴言などの暴力が子どもの脳にダメージを与え、健全な心の発達を
阻害すると報告した。背景に親の子育て困難があるとし、子育て世帯を多くの手で支える
ことが重要だと説いた。
無視や夫婦げんかも
マルトリートメントとは、虐待よりも広義で「不適切な養育」を指す。言葉による脅し
や威嚇、無視、子どもの前での激しい夫婦げんかも含まれる。
友田さんは、国内外で行ってきた被虐待児の脳の画像診断や臨床研究の結果を基に報告。

子ども自身が言葉による暴力を受けた場合は、コミュニケーションで重要な役割を果たす
聴覚野で変形がみられたという。
しつけと混同されがちな体罰では、感情や思考をコントロールし行動抑制力にかかわる
前頭前野の容積が小さくなっていた。さらに、両親のＤＶを目撃して育った児童の場合は、
視覚野の容積が正常な脳と比べて平均６％小さくなっており、視覚による記憶力が低下し
ていることが分かった。
友田さんは「身体的なＤＶを目撃した場合より、罵倒や脅しなどの言葉による暴力を見
聞きした場合６～７倍も脳が萎縮しており、ダメージが大きいことが分かった」と指摘。
「子
どもの心や脳を傷つけないためにも、夫婦げんかをする時は、メールやＬＩＮＥ（無料通
信アプリ）でしてほしい」と求めた。
暴力によって子どもたちの脳が傷つくことを報
告した友田明美さんの講演会

愛着、再形成できる
子どもの健全な心の発達には、信頼で
きる大人との愛着形成が不可欠だと説い
た。目と目で見つめ合う、手と手で触れ
合う、語り掛ける、笑い掛けるという愛
着の三要素を紹介し「愛着が形成される
と、子どもが落ち着いた行動が取れる」
と指摘した。
不適切な養育によって愛着形成がうま
くいかなかった場合も、再形成は可能だ
とし、子どもが暴れたり、手を出したりするなどのトラブル時には、静かな部屋に移し、
頭ごなしに怒らないよう助言。安定した環境の中で根気強く接し、褒め育て、時間をかけ
て子どもの負った傷を癒やしていくよう説いた。同時に、子育てする親のサポートは重要
だとし「子育て家庭に声を掛けて不安を聞き取り、その情報を専門と連携してつなぐ『お
せっかい』を焼こう」と求めた。
同日は医療関係者や児童福祉の専門職員、一般ら２１５人が来場。講演後は、愛着障が
いの子どもとの具体的な関わり方や、性的虐待を受けた子どもへの脳の影響などの質問が
相次いだ。

暴力断つ子育て支援を 「母なら当然」に苦しむ ルポライター・杉山春さん
琉球新報 2017 年 11 月 27 日
◇１１月は「児童虐待防止推進月間」
「母親なら育てられて当たり前、との社会常識に、親自身も苦しんでいる」
と訴える杉山春さん

ルポライターの杉山春さんが講師を務めた県の虐待防止推進事
業講演会が１１月８日、名護市民会館中ホールで開かれた。
杉山春さんは「ＳＯＳが出せる社会へ 助けを呼べないひとり親
の支援」と題して講演。「母親であれば子どもを育てて当たり前」
という家族規範に縛られ、親自身がうまく子育てできない自分を責
めて公的支援を使えない状態に陥っていると指摘した。
その上で、支援者に対しては自分の五感を信じて一歩踏み込むこ
とや、行動を下支えするための知識を持つよう求めた。
加害者も被害者
杉山さんは２０００年に愛知県で起きた３歳児の餓死事件と、１０年の大阪市で２児が
置き去りにされ餓死した事件、０７年に当時５歳の男児が死亡し１４年に発覚した神奈川
県厚木市の虐待死事件の背景を取材した。

取材では、加害者となった親自身も子ども時代に虐待を受けたり、手を掛けてもらった
りする経験が不足して孤立し、大人への信頼を育めていないことが分かったという。愛知
県と大阪市の事件の母親は、過去に性被害に遭いながらその事実を周囲に認識されず、支
援が必要な子どもと捉えられていなかった。
暴力を繰り返し受け、自尊感情を持てなくなったことも共通点だとした杉山さん。
「愛知
と大阪の母親は、子育てが順調な時は公的機関とつながれていた。だが、子育てがうまく
いかなくなり自己を認められない時には、外からの評価を恐れ、助けを求められなかった」
と当時の心情を推し量った。
事件を起こす以前に３人の親がいずれも懸命に子育てをした時期があったことを伝えた
上で「親なら育てられて当たり前、との社会常識に苦しむのは、うまく育てられない親。
育てられないあなたが悪いと個人の責任にして善悪でジャッジする限り、支援を広げるこ
とは難しい」と訴えた。
背景に家族規範
子どもの貧困が深刻化する背景には、男性が稼ぎ、女性が家事育児のケア労働をすると
いう家族の規範があったと分析する。「女性が就労してきちんとリターンをもらえ、母親以
外の価値があると伝えられる社会、子どもが子どもとして育っていく社会の仕組みを作り
直す時代にきている」と指摘した。
精神疾患を患う母親の元で一度は高校進学を諦めた息子の進学支援の事例を通し、
「適切
な支援が入ると、家族同士が信頼し合ったり、心を分け合ったりする関係性をつくれる。
支援を受けることは、家族をつくることにつながる」とも語った杉山さん。今の自分の状
況に合わせて、社会の支援や資源を使って子育てをしていくことが難しい人たちを、行政
や地域が理解し支えながら地域の中に居場所をつくっていく必要があると訴えた

セクハラ許さない＝広まる被害告発、各地でデモ－国際デー
時事通信 2017 年 11 月 27 日
２５日、マドリードで、女性に対する暴力の廃絶を訴えるスペインのデモ（Ｅ
ＰＡ＝時事）

米映画界のプロデューサー、ハーベイ・ワインスタイン氏による
有名女優らに対するセクハラ騒動に端を発し、被害を告発する動き
がインターネットを中心に世界中に広まっている。２５日は国連の
「女性に対する暴力撤廃の国際デー」に当たり、南米や欧州など世
界各地でセクハラ撲滅を訴えるデモが行われた。
ＡＦＰ通信によると、ペルーの首都リマでは２５日、数千人の女
性が「虐待と暴力はもうたくさんだ」などと叫びながら通りを行進。
性犯罪の厳罰化を訴えた。牛追い祭りのさなかに１８歳の女性が５
人の男に暴行された事件の裁判が進行中のスペインのマドリードで
も、数千人がデモに参加。
「私たちは恐れない」と主張し、街を練り歩いた。
国連によると、世界中の女性の３５％がパートナーを含む男性から身体的または性的な
暴力を受けた経験がある。さらに国連は、難民や国内避難民など、
国民として認められず医療や司法サービス、社会的支援を受けられ
ない人々が性被害の危険にさらされていると訴えている。
米映画界のプロデューサー、ハーベイ・ワインスタイン氏＝２０１２年２月、
ビバリーヒルズ（ＡＦＰ＝時事）

国連は国際デーに合わせ「誰も置き去りにしない」を合言葉に１
６日間のキャンペーンを開始した。世界各地でイベントを行うほか、
有名な建物などをテーマカラーのオレンジにライトアップする。
セクハラ撲滅の声が世界中に広まったのは、有名女優らの告発が
きっかけだ。グウィネス・パルトローさんやアンジェリーナ・ジョ

リーさんは今年１０月、米紙ニューヨーク・タイムズに対し、ワインスタイン氏から受け
たセクハラ被害について語った。同月の米誌フォーブス（電
子版）によると、ワインスタイン氏にセクハラされたと主
張する女性は５０人以上に上る。
米女優のアンジェリーナ・ジョリーさん＝９月１４日、ニューヨーク
（ＥＰＡ＝時事）

有名女優らの告発を受け、ツイッター上で「ミートゥー
（私も）」とハッシュタグ（検索用の目印）を付け、自らの
セクハラ被害を訴える動きが世界中で拡大している。日本
の利用者の間でも浸透し、被害から長い年月がたった今でも当時を思い出すと「涙があふ
れてくる」などとつらい心情を吐露した投稿も散見される。

＜ＮＰＯの杜＞障害者の工賃を上げたい
河北新報 2017 年 11 月 27 日
障害者の働く機会として、一般企業に就職する一般就労と、就職が可能と思われる障害
者の職業訓練のような就労移行支援や、一般企業への就労が困難な障害者を対象とした就
労継続支援があります。
この継続支援にも、雇用契約に基づき賃金が支払われる継続支援Ａ型と雇用契約せず工
賃が支払われる継続支援Ｂ型があります。いずれも賃金や工賃の低さが課題です。
特に、紙箱を折ったり袋詰めなどをする軽作業の他、クッキー作りや、農園での米や野
菜作りなどが多い継続支援Ｂ型の工賃は、平成２７年度の宮城県平均月額が１万８６４３
円。この額では障害者が自立した生活を送れるよう頑張ろうとしてもモチベーションが上
がりません。
この課題を少しでも改善する方法の一つは、障害者が作った商品を購入することです。
働く障害者を支援するＮＰＯ法人みやぎセルプ協働受注センターのホームページには、県
内の事業所で作られる商品のカタログもあり、多様な商品を選べます。
障がい者施設商品の協働アンテナショップ「エフブンノイチ」
（青葉区中央）でも、雑貨
や小物、焼き菓子などが購入できます。きっと個性豊かな商品に出合えますよ。
（認定ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる 堀川晴代）

障害者施設、リンゴ輸出の夢

盛岡・ドリームファーム

岩手日報 2017 年 11 月 27 日

台湾への輸出を目指し建設中のリンゴの集出荷貯蔵施設。「輸出は夢。
作業時間を長くすることで利用者の賃金も引き上げたい」と語る佐々
木信之理事長（左）＝盛岡市乙部

障害者の就労支援を行う盛岡市乙部の一般社団法人ドリ
ームファーム（佐々木信之理事長）は生産しているリンゴの
台湾輸出を計画している。乙部地区に建設中の集出荷貯蔵施
設が１２月に完成し、２０１８年度収穫分からの輸出が目標。
県社会福祉協議会などによると、県内の障害者施設が農林水
産物を海外に直接輸出するのは先進的試み。植物防疫所への
選果施設登録や販路開拓などハードルは高いが、利用者の就労意欲の向上、賃金・工賃増
につながることが期待される。
１２年設立の同法人は就労継続支援Ａ型事業所「いわて農園」（定員１５人）、同Ｂ型事
業所「乙部農園」
（同）などを運営する。リンゴは両事業所の利用者らが同地区の約４ヘク
タールで栽培し、県内外で販売している。
輸出は「世界中から人が集まる米ラスベガスにリンゴを送り、多くの人においしさを披
露したい」という佐々木理事長の夢が出発点。県産リンゴの輸出実績もある台湾を第１の
ターゲットに乗り出す計画だ。

窓にかぎ・１階で寝る…インフル異常行動、国が対策通知
朝日新聞 2017 年 11 月 27 日
インフルエンザにかかった患者の異常行動が絶えないとして、厚生労働省は２７日、未
成年の患者が自宅で療養する場合、治療開始から２日間はマンションなどの玄関や窓にか
ぎをかけ、ベランダに面していない部屋で寝かせるなど、患者が外に出ないための対策を
とるよう都道府県などに通知した。
急に走り出す、飛び降りるなどの異常行動を受けて同省は２００７年以降、インフルを
発症した未成年者は２日間１人にしないよう注意を促してきた。今回はこれに加えて初め
て具体的な対策を示した。０９年４月～１７年８月にインフルエンザ治療薬使用後に異常
行動と関連すると考えられる転落などによる死亡例は計８件。昨季はリレンザとイナビル
を使った１０代の２人がマンションから飛び降りるなどして亡くなった。いずれも薬との
因果関係はわかっていない。治療薬の有無や種類に関係なく異常行動がみられ、死亡例の
報告も続くため、具体的な注意喚起が必要と今回の通知に踏み切った。
通知は、玄関ドアや部屋の窓にかぎをかける▽ベランダに面していない部屋に寝かせる
▽戸建て住宅の場合、１階に寝かせる▽窓に格子のある部屋で休ませる――などを求めて
いる。
国の研究班の０６年以降の集計では、インフル患者の飛び降りなどの異常行動は毎季４
０～２７０件程度。うち１０～数十％はインフルエンザ治療薬を使っていなかった。研究
代表者の岡部信彦・川崎市健康安全研究所長は「異常行動は薬の使用の有無に関係なく起
き、発熱から１～２日に出ることが多い。熱が出始めて２日間は特に注意してほしい」と
話す。
治療薬をめぐっては、タミフルをのんだ患者の転落事故が相次ぎ、厚労省は０７年以降、
１０代には使わないよう求めている。昨季の１０代への処方患者数は、いずれも推計でイ
ナビル１３８万人、リレンザ７２万人、タミフル１０万人、ラピアクタ３万人。
（福地慶太
郎）
異常行動の例
・突然立ち上がって部屋から出ようとする
・興奮して窓を開けてベランダに出ようとする
・家から出て外を歩いていて、話しかけても反応しない
・人に襲われる感覚を覚え、外に飛び出す
・変なことを言い出し、泣きながら部屋の中を動き回る
事故防止策
・玄関ドアやすべての部屋の窓のかぎをかける
・ベランダに面していない部屋で寝かせる
・窓に格子のある部屋で寝かせる
・一戸建てなら、１階で寝かせる
※厚生労働省の通知から
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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