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データで見る東海百景 ４県のＪＲ・私鉄、バリアフリーの盲点 駅内にも優先席を 待
合室、ホーム「座りたい」
毎日新聞 2018 年 3 月 22 日
身体の不自由な乗客や高齢者、妊婦などに席を譲るよう求める「優先席」
。電車内ではよ
く見かけるが、駅のホームにもほしいという要望がある。総務省中部管区行政評価局が昨
年、調べてみたところ、愛知、岐阜、三重、静岡の東海４県で、待合室やホームのベンチ
に優先席を設けている事業者はゼロだった。
「電車を待つ間、ベンチを利用したいが、座れないことが多い」。昨年４月、足が不自由
という利用者から相談が寄せられた中部管区行政評価局は、同年５～６月、ＪＲ東海、名
古屋鉄道、近畿日本鉄道など東海４県で鉄道事業を営む２７社にアンケートした。駅に優
先席を設けているか尋ねたところ、全社から未設置と回答があり「ホームのベンチを増設
して対応している」
「要望がない」などが理由として挙げられた。「電車内と比べ需要が低
いという認識がある」と同局は分析する。
ただ、旅行客や通勤客で混み合う大規模駅では、休憩場所を確保するのは簡単ではない。
新幹線、在来線を合わせてＪＲ名古屋駅の１日の平均乗降者数は約４１万８０００人（２
０１６年度）
、名鉄は約２８万９０００人（同）に上る。新幹線改札内にあるベンチや椅子
の平均利用率は７５％前後で、混雑ピーク時（午後５時）は待合室で８７・５％、ホーム
で８１・３％に達する。
先進的な取り組みが見られるのがＪＲ西日本だ。同社は１２年に社員の提案でベンチに
約４００席の「優先座席」を設置。現在は約２００駅に２０００席程設けている。
国土交通省のバリアフリー整備ガイドライン（１３年）では、通勤型鉄道の車両などに
優先席の設置を求めているが、駅ホームはベンチを設けるよう求めているだけで、優先席
への言及はない。
駅の優先席について、日本身体障害者団体連合会の阿部一彦会長は「立っているのがつ
らいという人はいるだろう」と潜在的な需要を指摘。「必要としている人に席を譲る流れが
できるのが望ましい。社会として『心のバリアフリー』を推進してほしい」と訴える。
調査結果を受け、国交省中部運輸局は管内の鉄道会社らに、相談があったことを周知し、
協力を求める文書を配布。ＪＲ東海は待合室にポスターを掲示するなどし、名鉄は放送を
流して席を譲るよう促している。近鉄は駅への優先席の設置を含め対応策を検討するとい
う。
【大野友嘉子】

認知症と司法

読者の声 和田秀樹・精神科医、浜井浩一・龍谷大教授の話
毎日新聞 2018 年 3 月 22 日
施設入所し無理せず 和田秀樹・精神科医
私が監督した映画「『わたし』の人生（みち） 我が命のタンゴ」（２０１２年）で、認
知症患者を介護する家族らの実情を描いた。元大学教授の父親がコンビニでアイスを盗ん
で逮捕され、同居する長女が対応に追われて退職を余儀なくされるストーリーだ。私が実

際に診察したケースでも、同様の苦しみを抱える家族は少なくなかった。
認知症には脳の衰弱で「食べたい」「触りたい」といった衝動を制御しにくいタイプがあ
る。初期には記憶力の低下が目立たず、通常の会話が成立するため、認知症と気付かれな
いことがある。こうした認知症の影響で事件が起きることを司法機関は理解すべきだ。
愛する親や夫が法に触れる行為に及ぶ姿を目にした時、家族の精神的なダメージは大き
い。睡眠不足が重なり、うつ状態になることもある。４０～５０代でキャリアを積み重ね
ていた矢先に、
「介護離職」に追い込まれる人もいる。
在宅介護には限界があり、私は問題行動の多い認知症患者の家族には「無理をしないで」
と施設入所を勧めている。ただ、受け入れる特別養護老人ホームは少なく、受け入れ先を
増やす政策を進めるべきだ。
刑務所収容せぬ国も 浜井浩一・龍谷大教授（犯罪学）
２０００～０３年に法務省職員として刑務所で勤務した。生年月日も、今どこにいるの
かも答えられない高齢者が複数いた。認知症だったのだろう。私には検察官や裁判官は認
知症があっても、事件だけを見て機械的に起訴したり、懲役刑を科したりしているように
思えた。刑務所の現場は介護などの対応に追われるばかりだった。
法務省は来年度から、全国の主要８刑務所で受刑者への認知症検査を実施するなどの対
応を始める。ただ、認知症患者にとって刑務所が望ましい環境とは思えない。独居房に入
れられた場合、他人との会話が減り、認知症は更に進む。
海外では、高齢者をできる限り刑務所に入れない国もある。ノルウェーでは、高齢者や
障害者が犯罪を起こした場合は、できるだけ拘禁せず、福祉機関に引き継ぐ。イタリアは
憲法で刑罰の目的を「更生」と定め、認知機能に障害がある高齢者を刑務所に入れていな
い。認知症の影響で万引きなどの行為をしたとしても、犯罪として扱われない仕組みが理
想だ。認知症になっても社会から排除されずに暮らしていけるよう、裁判や処遇の在り方
を見直す時期に来ている。

弱者敵視、あおる社会 生活保護受給者、ホームレス、障害者標的に
毎日新聞 2018 年 3 月 22 日
在日コリアンらの排斥などを訴えるヘイトスピーチには生
活保護受給者ら弱者を敵視する心理と共通性がある、との
指摘がある＝東京都港区で２０１５年１０月、後藤由耶撮
影

生活保護受給者やホームレスなど、社会で弱い
立場にいる人への攻撃的な空気が広がってきたの
はいつごろからだろう。格差社会のもと、経済成
長を遮二無二追求する中で、
「生産性が低い」こと
などを理由に、排除しようという心理が見え隠れ
する。
【井田純】
昨年７月の刊行以来、じわじわ売れ続けている翻訳本がある。英国の若手コラムニスト、
オーウェン・ジョーンズ氏（３３）の「チャヴ 弱者を敵視する社会」だ。今年に入って
も版を重ね、すでに５刷。出版した「海と月社」の松井義弘社長は「硬い内容で４００ペ
ージ近いボリュームにもかかわらず、多くの人に読んでもらえている」と手応えを語る。
「チャヴ」とは貧困層に対する英国での蔑称で、「粗野」「怠惰」など否定的なイメージ
をまとった言葉という。同書は、サッチャー政権以後の英国の変化を分析、格差・不平等
を正当化しようとする社会を告発する。
「読者の反応で目立つのは、『とても英国の話とは思えない』『そのまま今の日本だ』と
いう声です」と松井さん。
「生活保護」たたき、社会問題を自己責任論で片付けようとする
空気、同調するメディア、規制緩和の恩恵が為政者周辺に流れる仕組み－－。なるほど他
国の話に聞こえない。

翻って日本。最近の東京都の調査で、アパートを借りられず、ネットカフェなどで寝泊
まりする人たちが約４０００人に及ぶことが明らかになった。今年２月、この調査を取り
上げたテレビのバラエティー番組では、タレントが「（彼らも）ちゃんと働いてほしい」と
「自己責任論」を展開した。しかし、都によると、９割近くが働き、中には正社員も含ま
れており、
「自己責任論」に根拠はない。
昨年末には生活保護受給者を尾行したり、自宅を張り込んだりするテレビ番組が放送さ
れている。タイトルには「ずるい奴（やつ）ら」などの文字も。取り上げられたのは体調
を崩して生活保護を受け、回復してまた働き始めた「不正受給者」らだった。
貧困層を支援するＮＰＯ法人、自立生活サポートセンター・もやい（東京都新宿区）の
大西連理事長の目には、この番組が「人権感覚上問題がある」と映った。行政側も詐欺罪
で告訴しない悪質性の低いケースであるにもかかわらず、自治体担当者とともに、生活保
護受給者を追いかけた。
「弱者敵視」をあおるようなメディアの姿勢について、大西さんは「視聴者に受ける、
という判断があるようです。ワーキングプアが社会問題化してきた十数年前は『報道』が
扱うテーマだった貧困問題が、今は『バラエティー』のトピックになり、専門家ではなく
タレントがコメントする話題になった」とみる。取材を受ける立場でもある大西さんの実
感だ。
大西さんは、こうした社会・メディアの変化と政策の方向性に共通するものを感じる。
昨年１２月には、政府が生活保護受給額のうち食費や光熱費などを今年１０月から３年か
けて年１６０億円（約１・８％）削減する方針を発表した。
「安倍晋三政権の弱者へのまな
ざしには、根本的に冷たいものを感じます。雇用を伸ばし、経済成長を図る考えには賛成
ですが、生活保護費の削減はこれに逆行する。弱い立場の権利を守るのではなく、強いも
のに投資するという考えで、
『自己責任論』と親和性が高い」
「強い国」目指し効率優先
「これまで建前で抑えてきたものが、こういう空気の中で噴き出してきたのではないで
しょうか」
。そう話すのは、横浜市で障害者の作業所などを運営する渋谷治巳さん。渋谷さ
んも脳性まひ者で、介助を受けながら生活している。
渋谷さんが思い出すのは、一昨年７月に相模原市で起きた「やまゆり園事件」だ。知的
障害者福祉施設で元施設職員の男が入所者１９人を殺害、２６人に重軽傷を負わせた。捜
査の過程で、被告は事件前に「障害者を安楽死させるための法制」を訴える手紙を安倍首
相に渡そうとしていたことが明らかになっている。
「新自由主義が目指す『強くなっていく国』では、弱い者は生きづらい。生産性の高い
人間を育てたいという社会では、異質なものはいない方が効率がいいという考えが出てく
るでしょう。戦時中、養護学校の生徒が学童疎開の対象外になったのは『戦力』にならな
いからでした。軍事、経済の違いはあっても、ある物差しで命の価値を分けるという点で
共通している」
事件から１年半以上が経過した今、渋谷さんはこんなことを考えている。
「もちろん、彼
の犯した罪は絶対に許せません。ですが、彼自身もこの社会での強者ではなかった。弱い
者が自分で自分を追い込んでいるように映ります」
２月末、政府の働き方改革関連法案に反対する東京・新宿でのデモでは、こんな話を聞
いた。主催団体「ＡＥＱＵＩＴＡＳ（エキタス）
」のメンバーの一人は、街頭で最低賃金の
引き上げを訴えていたとき、
「給料を上げたら会社がもたなくなる、と言い返された」と振
り返る。
「給料をもらう側の人が、経営者を代弁するようなことを言うんです」。格差が広
がるほど「助けを求めるな、甘えるな」という声が強まるように感じることもある、とい
う。
若者の労働環境や不登校、引きこもりなどの実態に詳しい関東学院大の中西新太郎教授
（社会学）の分析はこうだ。
「誰かが主張する権利を『特権』に読み替えて攻撃し、自分を正義だと感じる。ヘイト

スピーチとも共通する心理です。同時に、弱者を敵視することで『自分は弱者ではない』
と思える、という構造があります」
。貧困問題に限らず、保育園が足りないと声を上げる人
を「産んだ親の責任」と攻撃する人たちが出てくるのも、同様のメカニズムだとみる。
そんな社会でいいのか。中西さんは「実際には、圧倒的大多数は、富裕層の仲間入りを
するより貧困に陥る方がはるかに可能性が高い。正社員でも会社の業績悪化や病気・事故、
震災のような自然災害、親の介護など、ちょっとしたきっかけで生活基盤が崩れかねない。
弱者をたたくことで秩序を維持しようとする社会はきわめて脆弱（ぜいじゃく）です」。
今月７日の国会前。森友学園問題の公文
書改ざん発覚を受けた安倍内閣への抗議
デモの場で、こんなスピーチに共感の声が
上がった。「弱い者がさらに弱い者をたた
く社会にしてしまったことが許せない」。
ごく一部の特別な人たちを除けば、みな弱
い立場にあるという事実に多くの人が気
づき始めているのかもしれない。
政府が成立を目指す働き方改革関連法案などに
抗議するデモ。最低賃金の引き上げなど格差縮小を求める声が上がった＝東京都新宿区で２０１８年２月
２５日、井田純撮影

「出張靴磨き」実店舗開設

京都、障害者を正規雇用へ

京都新聞 2018 年 3 月 22 日

初めて開設した靴磨きの実店舗でスタッフの仕事を見守る
魚見社長（左）＝京都市中京区

障害者の就労支援に取り組む出張靴磨きサービ
スの革靴をはいた猫（京都市中京区）は、初めての
実店舗を中京区御池通御幸町西入ルに開設した。４
月からはスタッフを正規雇用し、さらなる事業拡大
を目指す。
同社は、魚見航大社長が龍谷大在籍時に参加した
障害者の就労支援活動を発展させようと昨春に設
立。連携先の社会福祉法人「向陵会」（向日市）が
運営する就労移行支援施設の利用者をスタッフとして訓練し、事業所や商業施設に出張し
て靴磨きを行ってきた。
店舗開設は、活動に関心を持った写真プリント店「ローヤル２３御池店」
（中京区）の奥
田茂晴オーナーの申し出で実現した。同店のうち御池通に面した約２０平方メートルを借
り、２月に営業を始めた。大阪の靴磨き専門店直伝のウイスキーやワックスを駆使した靴
磨きサービスを１足１０８０円から提供している。
４月にはスタッフ２人を正社員に登用する予定。魚見社長は「障害者の教育訓練も充実
させたい」と話す。無休。営業時間は午前１０時～午後７時。

精神障害者、雇用に向け 法定雇用率引き上げ 特性理解し、配慮必要 ／千葉
毎日新聞 2018 年 3 月 22 日
改正障害者雇用促進法が来月施行され、障害者の法定雇用率が引き上げられる。厚生労
働省千葉労働局によると、勤労可能な身体・知的障害者は既にほぼ企業などに雇用されて
おり、法定雇用率達成には精神障害者の採用を増やす必要がある。精神障害に対する理解
は他の障害に比べて進んでいないとされ、職場定着率も低い。サポートには何が必要なの
か。県内の現状を取材した。
【町野幸】
サポーター養成

１月２２日、千葉市美浜区のハローワーク千葉で「精神・発達障害者仕事サポーター養
成講座」で開かれた。職場での障害者との接し方を学んでもらおうと、厚労省が今年度に
始めた取り組みだ。
この日は企業や県内自治体の人事担当者らが参加。講師を務めた臨床心理士資格を持つ
ハローワーク千葉の職員は、仕事のやり方が間違っている場合どのように注意したらいい
か▽飲み会に誘ってもいいのか－－など、精神障害者と働く際に戸惑うことが想定される
場面を挙げ、具体的な対処方法を紹介した。
参加した大手物流会社の担当者は「精神障害を持
つ社員の不調が見た目で分からず、きちんとサポー
トしたいと思った」と話した。
郵送物の仕分け作業を行う「ジョブサポート」の従業員。
大きな戦力になっているという＝千葉市美浜区のイオンフ
ァンタジー本社で

県内雇用率低く
法改正で障害者の法定雇用率は民間企業は２・
０％から２・２％に、国や地方自治体は２・３％か
ら２・５％となる。一方、県内企業の障害者雇用率は昨年６月１日時点で東京都、愛知県
に次いで全国で３番目に低い１・９１％（全国１・９７％）
。厚労省から障害者の就業・生
活支援を受託するＮＰＯ法人が運営している「千葉障害者就業支援キャリアセンター」の
藤尾健二センター長は「県内は中小企業の割合が高く、
（障害者が働きながら技能を身につ
ける）
『就労継続支援Ａ型事業所』が少ないのが大きな要因だ」と指摘する。
企業や社会福祉法人などが運営するＡ型事業所は全国に約３７００カ所あるが、県内は
昨年１２月現在７５カ所。少ない理由に「県が認可の際に詳細に指導し、安易な申請を認
めてこなかった」
（藤尾さん）との事情もある。
定着率アップを
厚労省所管の独立行政法人の調査によると、就職１年経過時点の職場定着率は身体障害
者６０・８％、知的障害者６８・０％に対し、精神障害者は４９・３％（１７年）。藤尾さ
んは「精神障害の発症は最も多い統合失調症で１０代以降が多い。自分の障害となかなか
向き合えず、能力や適性の診断や職業訓練を受けずに就職する事例が多いのが一因」とみ
る。
障害者雇用に特化し、親会社に実雇用率を算定できる「特例子会社」で、データ入力業
務などを請け負う「スターティアウィル」（千葉市中央区）は採用にあたり、支援機関から
推薦があった人のみを１時間ほどかけて面接する。取締役で雇用責任者の飯田和一さん（５
６）は「障害者本人も障害の特性や何ができるかを知り、企業や医療機関と情報共有する
努力が必要」と強調。その上で「勤務中でも横になれるスペースの設置や、体調に応じた
業務量の調整など、少しの配慮で定着率を高められる」と話した。
千葉の企業、採用強化 体調面など相談しやすく
全国のショッピングセンター内に家族向けアミューズメント施設を運営する「イオンフ
ァンタジー」
。千葉市美浜区の本社では従業員２２３人中、障害者が４４人（２月現在）。
うち約８割の３５人が精神障害者だ。２００８年に精神障害者雇用を始め、採用を強化し
た４年前から精神障害者は増え続けている。
会社は週２０時間以上から、本人の希望に沿って勤務時間や日数を調整。体調面で厳し
くなった場合は随時相談に応じている。そのほか、作業日誌による日々の気分や状態の把
握▽外部の就労支援機関と契約して定期的な面談機会の確保－－といった配慮も行う。
精神障害者を積極採用するきっかけとなったのは「働き方改革」
。増大していた事務的業
務を、フルタイム勤務の難しい精神障害者に担ってもらうことで、社内の生産性は向上し
た。昨年３月には、精神障害を持つ従業員が中心となる部署「ジョブサポート」を発足。
契約書作成などのほか、社内のさまざまな困りごとを解決する役目を担う。

同部署に勤務する県内在住の女性（３５）は「頭の回転がいい」と職場で信頼が厚い一
方、うつ状態と気持ちが高揚する状態を繰り返す双極性障害がある。以前、日本語学校で
教師として働いていた時は障害について明かしていなかったが、求められる役割が大きく
なり、隠し続けることが困難に。約３年前に転職した。現在は１日５・５時間で週３～４
日働き、人事契約書作成や給与データのパソコン処理などを行う。勤務中急に気分が落ち
込んだり、体調が悪くなったりして、服薬や休憩で対処が難しい場合は早退している。
女性は「周囲にも同じような障害を持つ人がたくさんいるのでとても言いやすい環境」
と笑顔を見せる。
精神障害のある同僚への配慮例
＜場面＞繁忙期を迎えて職場が慌ただしいムードに。本人も周囲を気にしているようだ
→従業員のやりとりが荒っぽくなると大きなストレスを感じることも。「慣れてきた？」な
ど一声かけることが望ましい。
＜場面＞仕事のやり方が前任者と違うようで忠告したい
→複数の人から異なる指示や説明があると混乱してしまうことも。緊急性の高い事案以外
は管理担当者に様子を伝え、必要な対応を検討してもらうのが望ましい
※サポーター養成講座のテキストより

倉敷のＡ型事業所職員ら集団指導

厚労省が一層の経営努力求める
山陽新聞 2018 年 3 月 22 日
Ａ型事業所の職員らを前に、経営改善を訴える服部係長（手
前左）

障害者が働く「就労継続支援Ａ型事業所」の閉
鎖が続いている倉敷市で２２日、同市内の事業所
を対象にした集団指導（同市主催）があった。厚
生労働省の担当者が、障害者を大量解雇する事態
に陥らないよう各事業所に一層の経営努力を求め
た。
厚労省障害福祉課の服部剛係長が講師を務めた。
「Ａ型事業所は障害者が自立して暮らせるように支援する使命があり、安易に閉鎖しては
ならない」と訴え、
「全国には生産活動で収益を上げているケースが多くある。好事例から
学び、努力すれば事業継続は可能」と強調した。
その上で「頑張るＡ型事業所は応援したい」と述べ、利用者の賃金を向上するために指
導員を配置するなどの条件を満たした事業所には、４月から報酬を加算すると説明した。
市内の事業所職員ら約１００人が参加。厚労省の調査によると、岡山県内ではＡ型事業
所の８割が事業収益で利用者賃金を賄えておらず、４０代職員は「障害者就労と収益向上
の両立は難しい」と話した。
倉敷市は毎年この時期に集団指導をしており、厚労省職員が講師を務めるのは異例。県
と岡山市は合同で２３日、同市内で集団指導をする。

延命望まない終末期患者の救急蘇生、実態調査へ…消防庁「意思重視」検討
読売新聞 2018 年 3 月 23 日
延命治療を望まない終末期の高齢者をめぐり、総務省消防庁が適切な蘇生処置のあり方
について新年度から検討を始めることがわかった。
救急隊は死亡が明らかな場合を除き心臓マッサージなどの蘇生処置を施して病院に搬送
しているが、家族や施設職員に処置の中止を求められるケースがある。同庁は救急現場で
の実態調査に乗り出す考えだ。

救急需要の増大などに対応するため、同庁が毎年度設置している「救急業務のあり方に
関する検討会」の部会で検討する。各地の消防機関を対象にした実態調査を行い、救急医
や在宅医、看護師、法律家といった外部の専門家が「患者の意思に沿った心肺蘇生のあり
方」について議論する。今月改定された終末期医療指針を踏まえ、患者本人の意思や希望
をより重視することも念頭に置く方針だ。
在宅医療の普及に伴い自宅や施設で最期を迎える高齢者は増えている。蘇生処置をしな
いことで合意していても容体の急変に慌てた家族や職員が１１９番するケースは多い。蘇
生中止に関する国の規定はなく、各地の消防機関で対応が分かれているのが実態だ。読売
新聞が東京消防庁と政令市・県庁所在市の消防局・本部５２機関を対象に行った調査では、
２０１７年末までの３年間に２０機関で少なくとも５４件の中止事例があり、８割の機関
が国によるルールの必要性を指摘している。

銀歯など換金し福祉団体に寄付

小倉歯科医師会
西日本新聞 2018 年 03 月 23 日
小倉歯科医師会（榎本通典会長）は、不要になった歯の詰め物や
入れ歯から、貴金属を採取して換金した計約７２万円を、北九州市
内の子ども食堂や福祉関係のＮＰＯ法人など６団体に寄付した＝写
真。２０日、小倉北区の小倉歯科医師会館で贈呈式があった。
小倉北、小倉南両区の歯科医師約３００人でつくる同会が２００
８年から社会貢献のために続けている。昨年１～１２月に患者が提供した１４７２グラム
の銀歯などから銀や金を取り出した。今回の寄付先は、九州豪雨に見舞われた朝倉歯科医
師会やサッカーＪ３のギラヴァンツ北九州、西日本新聞民生事業団など。
贈呈式では榎本会長が「患者さんのご厚意を、地域のために役立ててほしい」とあいさ
つ。子ども食堂がある足原校区まちづくり協議会の中村義雄会長は「財源が限られる中、
助かっています」と感謝の言葉を述べた。

自作の商品並べ販売体験 就労支援施設に通う障害者

神戸新聞 2018 年 3 月 22 日

心を込めた商品を販売する手づくり市＝明石市大久保町大窪、
コープ大久保

兵庫県明石市内の就労支援施設に通う障害者たちが
２カ月に１回、コープ大久保（同市大久保町大窪）で
自作の商品を販売する「手づくり市」が好評だ。障害
者たちにとって、半日かけて製作したストラップや包
装のデザインも手がけたクッキーなど、心を込めた商
品を手に取ってくれる客とのやり取りは大きな楽しみ。
「いらっしゃいませ」。ひときわ大きな声が店内に響く。
明石市地域自立支援協議会（貴崎１）しごと部会の
事業の一環で、昨年９月にスタートした。

発達障害 地域の医師支援
読売新聞 2018 年 03 月 23 日
◇県、新年度 専門医集中・初診待ち解消
◇医療的相談員常勤,臨床研修を充実
県は新年度、発達障害の子供らを地域で、より適切に診療できる体制整備に乗り出す。
かかりつけ医らからの医療的な判断が難しい事例相談などにあたる「発達障害医療コーデ
ィネーター」を設置するなど支援体制を充実させるほか、現場での臨床研修も受けやすい
ようにし、対応可能な医師の増加を目指す。
（平井宏一郎）

県によると、発達障害に対応可能な医療機関や医師は、２０１７年度で９７機関、１５
８人と、０９年度（６８機関、９１人）より大幅に増加。
しかし、小児科医や精神科医全体の約２割にとどまるのが現状で、患者が専門医に集中
する傾向にあり、初診の約６割は２～１２か月以上、待たなければならない事態になって
いるという。このため、それぞれの地域のかかりつけの小児科医らが適切に診療できる体
制を整備するため、診療にあたる医療機関と、市町や関連する支援機関などとのネットワ
ークの整備に取り組む。
まず、高度な専門性がある病院として県拠点医療機関に指定された松田病院（広島市南
区）に、発達障害医療コーディネーターを１人常勤させ、診断が難しい事例などについて、
医師らから寄せられる相談に対応。各地域の地域連携拠点医療機関では、臨床研修の実施
体制を強化するなど医師の養成にあたるほか、発達障害児らの訓練に取り組む機関などと
の連携も強化し、より適切な対応がとれる体制整備を目指す。
また、集中力や注意力が極端に乏しかったり、同じ行動を何度も繰り返したりすること
などから、虐待を受けやすいとされている。保護者が適切な対応ができるよう「ペアレン
ト・トレーニング」が実施できる体制整備にも力を入れる。
県障害者支援課の担当者は「地域の身近な医療機関で診療を受けられるようにすること
で、子供らの日頃の生活状況を知っている関係者との連携を強化できる。より適切で手厚
い支援ができるようにしていきたい」としている。

社説 本番迎えた１９年就活 脱「横並び思考」で選択を 毎日新聞 2018 年 3 月 23 日
「超売り手市場」といわれる２０１９年春採用の就職活動が、早くも本番の様相を見せ
ている。人手不足を背景に、早く内定者を囲い込もうとする企業が多いためだ。 学生には
有利な状況だが、人気のある大企業は応募者も多く、狭き門であることは変わらない。
ただ、今は業績が良い企業もそれがずっと続くとは限らない。技術革新や人々の価値観
の移り変わりが消費者のニーズを変えていく。かつては日本経済をリードし、学生に人気
のあった大企業が不祥事で経営に打撃を受ける例も相次いでいる。
人工知能（ＡＩ）やロボットの普及、労働法制の改革などによって、これからは産業構
造も労働者の働き方も大きく変わる。学生も企業も従来の「横並び思考」ではなく、自ら
の志向や特性を見極めて選択に努めるべきである。
これから先、どんな業種や企業が成長していくのか、学生が判断するのは難しいだろう。
そこで大事なのは、主体性を持って仕事をし、生きていくための知識や覚悟である。ど
の会社のエントリーシートにも「あなたが打ち込んできたこと」「特技は何か」「やりたい
ことは何か」を書く欄がある。面接でも聞かれる。
自分はどんな生き方をしてきたのか、やりたいことは何なのか。就活を機会に、短い時
間ではあるがじっくり掘り下げてはどうだろう。
これから社会で働くということは、誰にとっても正解のない航海に乗り出すようなもの
だ。自分自身をよく知ることが、未知の海を進むときの羅針盤になる。
採用する企業の側も短期間で学生の資質を見抜くのは容易ではない。学業や部活、課外
活動にまじめに打ち込んだ学生は、準備不足のまま就活に臨むこともあるだろう。そうし
た若者の潜在能力を見抜く「目利き」の力が試されるのだ。
高い初任給を提示して大量に採用し、使いつぶすようなブラック企業
は言語道断だ。終戦直後には１年間で２７０万人の子どもが生まれたが、
昨年は９４万人。今後も子どもや若者は減っていく。
新入社員は将来の経済や社会の土台を支える貴重な人材だ。大事に選
び、育てていくべきである。
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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