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東西区・北区・中央区・南区 大阪府市案 毎日新聞 2018 年 3 月 24 日
大阪市を廃止し特別区を設置する「大阪
都構想」の各特別区の区名案について、大
阪府市は「東西区」
「北区」
「中央区」
「南区」
とする方針を固めた。特別区の制度案を議
論する法定協議会（法定協）は４特別区を
設置する案で協議を進めることを確認して
おり、４月６日に開かれる法定協に最有力
案として提示する。
関係者によると、複数案が検討されたが、
最有力案は１区が「東西区」
（東淀川区、淀
川区、西淀川区、此花区、港区）▽２区が
「北区」
（北区、福島区、都島区、旭区、城
東区、鶴見区、東成区）▽３区が「中央区」
（中央区、西区、浪速区、西成区、大正区、
住吉区、住之江区）▽４区が「南区」
（天王
寺区、阿倍野区、生野区、東住吉区、平野
区）－－という。
また、次回法定協では新たな区役所の位置も提示する方針で、東西区は現在の淀川区役
所、北区が市役所本庁舎などを候補地として検討している。
府市は、６月を目標に特別区の経済効果の試算を示し、夏ごろには都構想の制度設計を
まとめた協定書を作り、９～１０月に住民投票の実施を目指す。
【岡崎大輔】
大阪都構想

ＪＲ西、うめきたに先端技術

２３年春完成新駅

大阪日日新聞 2018 年 3 月 25 日

「シームレス移動」のイメージ（ＪＲ西日本提供）

ＪＲ西日本は、大阪駅北側の開発エリア「うめきた」
内で２０２３年春に完成する新駅について、あらゆるモ
ノがインターネットで通じるＩｏＴや人工知能（ＡＩ）、
ロボットの先端技術を活用したサービスを提供する。
「シームレス（継ぎ目のない）」移動や「Ｏｎｅ ｔｏ
Ｏｎｅ」サービスを想定している。
来島達夫社長が２２日の記者会見で発表した。「北梅
田駅」としていた新駅の仮称については今後「うめきた
（大阪）地下駅」を使う考えも示した。完成時に正式名
称を公表するという。
新駅の設置は「うめきた」内を縦断する東海道線支線

の地下化と併せて建設工事が進んでいる。３１年開業予定の「なにわ筋線」の起点にもな
り、関西空港とのアクセス向上によってインバウンド
（訪日外国人客）の大阪キタへの玄関口に位置づけら
れている。
「Ｏｎｅ
提供）

ｔｏ

Ｏｎｅサービス」のイメージ（ＪＲ西日本

新駅のイメージについて、坪根英慈技術企画部長は
「インバウンドに限らず多種多様な客が利用する。シ
ームレスな移動ができ、いろいろな情報を得られる駅
になれば」と説明。来島社長は新駅を「モデルステー
ション」に位置づけ「大阪全体の底上げにとっても大
事」と語った。

移動図書館車 善意支え、再び 全国から寄付１７００万円超 来月から車両製作へ ３
０００冊積載予定 石井 ／徳島
毎日新聞 2018 年 3 月 25 日
子どもたちに人気だった初代移動図書館車「ふじっ
こ号」
。新車両の運用は２０２０年を予定している＝
徳島県石井町提供

子どもたちに本を届けようと移動図書館車
購入のために石井町がふるさと納税を活用し
て募った寄付は、２０日までに１７００万円
を超えた。町は４月から、車両の製作に取り
かかる。開始から約９カ月、寄付は全国に広
がり、図書が大好きだった町民も思いを寄せ
た。園児だけでなく、遠出できないお年寄りや障害がある人にも本を運ぶ図書館車に生ま
れ変わる。
【蒲原明佳】
図書館がない石井町では２０１６年８月まで、他市から譲り受けた「ふじっこ号」が幼
稚園・保育所などを巡回した。楽しい絵本を載せてくる車は子どもたちに大人気。シルバ
ー人材センターのお年寄りが運転手に、子育てを経験した母親らのボランティア「ふじち
ゃんず」が読み聞かせにと活動を支えたが、製造から３０年を超えて廃車となった。
復活を望む声が高まった昨年６月末、約１０００万円かかる新車両購入のためのふるさ
と納税を始めた。使い道を「図書館車」と選べるようにし、職員は町内を回って返礼品を
開拓。事業所などの協力でハムやピザ、木彫品など１００品目まで充実させた。ふじちゃ
んずのメンバーは町民向けに、公民館などへ募金箱を設置して協力を呼びかけた。
全国各地からのふるさと納税は総額１１０４万１５００円（５０９件）
。町内の事業者か
らは５００万円の寄付があった。さらに今年１月、町内の男性が役場を訪れ、入院中の妻
に代わって「子どものために」と１００万円の寄付を申し出た。ふるさと納税担当の米田
智己（ともみ）総務課長補佐も、公民館の図書室を毎日のように訪れていた女性を知って
いる。
「たくさんの本が好きな方々に支えられました」。数日後、女性は亡くなったという。
ふじっこ号がいない間も読み聞かせの活動を続けるふじちゃんずと町などが協議会をつ
くり、新しい車両の仕様を考えている。以前より２倍の３０００冊を搭載できる３・５ト
ン車を予定。車いす利用者が自分の好きな本を選べるよう、リフトも付けたい－－。愛称
は新たに公募し、若い世代に車のデザインを考えてもらえるよう準備を進めている。
ふじちゃんずの遠藤千亜紀さん（４７）は「こんなに早くたくさんの気持ちを寄せても
らい、ありがたい。読み聞かせで興味が湧いた子どもたちが自分で図書館車から選んだ本
をまた一緒に読める。わくわくしています」
。町は、全国の寄付者へのお礼に絵はがきなど
で新しい車両の完成を知らせる予定。ふるさと納税は４月から、返礼品に空き家の手入れ
などを追加し、図書室や新車両の蔵書を増やすために活用する。

情報保護シール貼り架空請求…新手口の特殊詐欺
読売新聞 2018 年 03 月 24 日
神戸市内へ送られてきた情報保護シール付きの架空請求はがき＝神
戸市消費生活センター提供

通常は個人情報を隠すための「情報保護シール」を貼っ
た架空請求はがきが、昨年末から兵庫県内各地に届けられ、
各市町の消費生活センターに相談が相次いでいる。
シールをはがせば、公的機関を装った架空の訴訟通知が
書かれており、連絡先へ電話をかけさせようとする内容だ。
各センターは「手の込んだ特殊詐欺。決して相手にしない
で」と注意を呼びかけている。
神戸市消費生活センターによると、はがきの裏面に貼ら
れた保護シールの左下に「ここから剥がしてください」と
の小さな文字があり、めくると「総合消費料金に関する訴
訟最終告知のお知らせ」の文言が出てくる。
文面には「ご連絡なき場合」
「給料差押え（文書ママ）及び動産、不動産物の差し押さえ
を強制的に履行させて頂きます」などと受け取った人の不安をあおり、「裁判取り下げなど
のご相談に関しましては、お問合せ下さい（文書ママ）
」と連絡を求めている。
架空請求はがきは約１０年前には多数の相談が寄せられていたが、ここ数年は減少して
いた。だが、昨年１０月頃から、保護シールを貼ったはがきが出回り、県生活科学総合セ
ンターによると、県内で１月に１３件、２月にも、少なくとも５１件の相談が寄せられた。
電話をかけると相手から「弁護士を紹介するので料金が必要」などと要求されるといい、
実際に支払ってしまったケースが１件あったという。
センターの担当者は「個人情報保護に気を配っているように装うことで、はがきの信ぴ
ょう性を高めようとした手口。注意が必要だ」と話す。相談は消費者ホットライン（１８
８番）へ。

スマホ１１９番通報 障害者向け通報システム運用開始

朝日新聞 2018 年 3 月 25 日

画面に触って通報ができる専用の画面＝大阪府東大阪市消防局提供

聴覚が不自由な人らがスマートフォンで簡単に１１９番通
報できる「Ｎｅｔ１１９緊急通報システム」の運用を大阪府
東大阪市消防局が始めた。通報者と文字のやりとりができ、
外出先でも端末の位置情報を利用して対応できるという。
緊急通報システムは、消防局が管轄する東大阪市の在住で、
聴覚や発語に障害がある人を対象に登録を呼びかけている。
同消防局によると、２２日までに約５０人が登録した。
利用するには消防局に氏名や住所などの事前登録が必要。
インターネットの専用画面から「火災」か「救急車」かを選
択し、さらに自宅か外出先かなどの表示を画面上で選んで通
報する。
通報を受けた消防局通信指令室は、端末のＧＰＳ（全地球
測位システム）機能を利用し、通報者の位置を把握したり、
火災や事故などの詳しい情報を通報者とメッセージでやりと
りしたりできるという。
問い合わせは消防局通信指令室に電話（072・966・9665）
かメール（shobotsushin＠city．higashiosaka．lg．jp）へ。

（光墨祥吾）

スプリンクラー３割未設置 費用負担が壁に 小規模福祉施設
佐賀新聞 2018 年 3 月 25 日
高齢者や障害者ら向けの小規模な福祉
施設に４月１日から原則、スプリンクラ
ーの設置が義務付けられるのを前に、総
務省消防庁が全国の状況を調べた結果、
昨年１２月現在で対象施設のうち３割弱
はまだ設置していないことが分かった。
小規模施設は事業者の経営基盤が弱い
ことが多く、費用負担の重さが壁になっ
ている。消防庁は「３月末にはほぼ全て
で設置される見通し」としているが、そ
の一方で設置を諦めて事業所を閉鎖し、
利用者が慣れ親しんだ場所を退去せざる
を得ないケースも出ている。
消防庁はスプリンクラーやそれに準ず
る設備を備えているか、昨年１２月１日
時点の状況を調べた。対象施設は全国に
約９２００カ所あり、未設置の割合は平
均で２７・９％。都道府県別では東京が
６３・５％と最も高く、大阪５２・９％、沖縄４６・８％と続く。主に大都市部で設置が
進んでいない。新潟が３・３％と最も低かった。
設置義務化は、避難の困難な人が一定数、入居・宿泊している場合が対象。過去に高齢
者施設で死亡火災が相次いだためで、３年前に決まっていた。福祉施設ではないが、今年
１月には札幌市の共同住宅で１１人が亡くなる火災があったばかりだ。
首都圏などでは、高齢者に一時的な宿泊「お泊まりデイ」を提供する通所介護（デイサ
ービス）で、設置費用を工面できず事業所を閉鎖したり宿泊をやめたりする例が相次いで
いる。
東京都江戸川区によると、１月末時点でお泊まりデイを提供する１９事業所のうち、７
カ所が３月末までに廃止または廃止を検討。横浜市でも昨年９月から今年２月末までに６
件の廃止届けがあり、スプリンクラー設置を理由にしたものが４件を占めた。同様の動き
は福岡市でもみられる。
お泊まりデイには長期間の利用者も多く、移転先で環境になじめず、入院したり認知症
が悪化したりする人もいるという。
■スプリンクラーの設置義務
２００６年に長崎県大村市で７人が死亡した認知症グループホームでの火災を受け、総
務省消防庁は０９年に福祉施設でのスプリンクラー設置義務を「延べ床面積千平方メート
ル以上」から「２７５平方メートル以上」に拡大。１５年には２７５平方メートル未満も
対象とし、避難が困難な要介護度の重い人が一定数、入居・宿泊している場合は、１８年
４月１日からは原則、設置するよう義務付けた。設置には公的補助金が出るが、施設側に
数百万円の自己負担が生じることも少なくない。

近江学園、老朽で現地建て替えへ 滋賀の障害児入所施設 京都新聞 2018 年 3 月 25 日
滋賀県は、障害者福祉の父と呼ばれる故糸賀一雄氏らが創設した福祉型障害児入所施設

「県立近江学園」を、湖南市東寺４丁目の現在地で建て替える方針を決めた。築４０年以
上が経過し施設が老朽化したためで、知的障害がある児童の障害特性や個性に配慮して全
室個室にする。県は概算事業費約４０億３千
万円を見込んでおり、２０２２年度の完成を
目指す。
老朽化のため建て替えられる湖南市の県立近江学園
（同学園提供）

近江学園は１９４６年に大津市南郷に開設、
７１年に湖南市に移転した。重複障害や強度
行動障害、発達障害などを抱える小学１年～
高校３年が集団生活を送り、卒園後に地域生
活に移行できるよう、個々のニーズに応じた
専門的支援や自立支援を担っている。
敷地内のグラウンドに平屋の入所棟や管理
棟を建てる計画で、延べ床面積約７２００平方メートルを想定。定員は８０～１００人と
し、現在の規模（定員１００人）をほぼ維持する。
建て替えに伴って、性別や年齢層で分けた２０人前後のグループを、より家庭的な雰囲
気で生活できる４～８人の小規模グループに組み直し、職員との個別的な関係を重視して
支援する。グループごとにリビングやダイニングの共有スペースを設け、居室は６～８畳
の個室とする。
近江学園の入所者は７０人前後で推移しているが、近年は家庭内の虐待を理由に入所す
る児童が増え、１１年度以降は入所者数の半数を占めている。心理的ケアや親子関係の再
構築支援にも力を入れる。県は「入所者への生活支援にとどまらず、近江学園が培ってき
た自立支援のノウハウを地域の支援にも生かしたい」としている。

歩む 宮川幸夫さん（６６）＝八幡東 安心安全チョイパト隊 毎週金曜、黒崎周辺を防犯
パトロール ／福岡
毎日新聞 2018 年 3 月 25 日 地方版
住みやすい街へ
左腕に「安心安全チョイパト隊 北九州」と書かれた黄色い腕章が光る。テンガロンハ
ットはトレードマークだ。毎週金曜日午後７時から、八幡西区黒崎周辺を防犯関係の人々
や清掃活動の若者たちとパトロールしている。
提唱する「チョイパト」とは、買い物や犬の散歩、ゴミ出しなどで外出する際に、つい
でにする手軽なパトロールのこと。泥棒や不審者を捜すのではなく、腕章をして歩くこと
で行き交う人々に「防犯」をアピールし、犯罪を抑止するのが目的だ。腕章を作ったのは
昨年で、既に１００枚近く配布したという。さらに「ＫＵＲＯＳＡＫＩちょいパト」と書
かれたエコバッグを作製し、今月から黒崎周辺で配布し始めた。
障害者や高齢者の生活支援などをする「義農の会」と、生活弱者サポートセンターの代
表で、障害者の社会参加の場となる作業所や農園も運営する。その傍ら「やまさか暮らし
研究会」の副代表幹事として、誰もが安心して暮らせる街づくりにも関わってきた。
生まれ育った黒崎周辺で、週末や学校の長期休暇の間、未明のパトロールを１０年以上
も続ける。シンナーを吸う少年たちを説得してやめさせてきたほか、出歩く子どもたちに
声かけをしている。
かねて黒崎の街づくりに関わりたいと思ってきた。中心部の商店街では夜の飲食店は増
えるが、物販店が減るばかりで、日中のアーケードは人通りもまばらだ。さまざまなイベ
ントが企画されるが、街の活性化につながる妙案はなかなか見つからない。
「住みやすい街
にすれば商売は成り立つはず。住みたいと思ってもらうには、安心して歩けて、しかもき
れいな街でなければいけない」

毎週金曜日のパトロールは３０分間。
「これは啓蒙（けいもう）活動。少しでも多くの人
に関心をもってもらいたい。時間がかかっても良いから、自分たちが暮らす街を良くした
いと思う人を増やしたい」
【衛藤親】

【節約家計簿】小学校入学後の放課後の費用
産経新聞 2018 年 3 月 26 日
４月からお子さんが小学校に入学する家庭では、それまでの幼稚園、保育園時代とは違
った生活に移行する時期です。これまでのような送り迎えの必要はなくなりますが、学校
が終わった後の生活をどうするか、悩みどころでしょう。
保護者が働いていて、家庭で子供をみる人がいなければ、すでに学童保育に申し込み、
入学式前の４月１日から弁当を持って通う予定だと思います。
学童保育は自治体ごとに運営主体が違い、市区町村が直営する公設公営や、社会福祉協
議会、ＮＰＯ法人、民間企業などが市区町村からの委託を受けたり、父母会や保護者会で
運営したりなど、さまざまです。運営主体によって学童保育料もバラつきがあります。全
国学童保育連絡協議会が４～５年ごとに行う『学童保育実施状況調査』（平成２５年公表）
によると、市区町村が直営する公営の場合は平均月額５５３５円。いちばん高い父母会運
営の場合は平均月額１万８７２円と、２倍近い差があります。
保護者が働いていなくても、誰でも申し込んで利用できるのが「放課後子供教室」です。
文部科学省の事業で、小学校の空き教室などを活用して、放課後や長期休暇に子供が過ご
す場所を提供します。費用は市区町村によって異なりますが、５００～１千円程度の保険
料のみで運営されている場合が多いようです。開所日数や開所時間などの実施状況も市区
町村や学校によって異なります。
先日、４月から小学校に第１子が入学するお母さんから、学童保育と放課後子供教室の
違いを聞かれました。学童保育は、基本的には毎日出席する放課後の生活の場で、欠席時
は保護者が連絡を入れます。放課後子供教室は登録していれば好きなときに行ける場所で、
勉強や遊びをして過ごせますが、運営側は「見守り」が主体となります。住んでいる地域
の運営状況を調べて、子供の希望や家庭の状況に合わせて使い分けましょう。
都市部では、
「民間学童」と呼ばれる施設も増加中です。自治体が主体となって運営する
学童保育と違い、企業が運営していて、放課後に学習や英語、スポーツなどをさせてくれ
るので、塾やおけいこごとの要素が強くなります。
さらに、夜遅くまで預かることが可能で、希望すれば夕食も出してくれて、送迎サービ
スも充実しています。もちろん、その分費用はかかり、週に５日間通う場合、月４万～６
万円程度、夕食や送迎サービスを利用すればさらに費用がプラスに。人気がある民間学童
は、入りたいと思っても定員がいっぱいなので、小学校に上がるときに優先的に入れるよ
うに、幼稚園、保育園の時代から予約をする必要があるそうです。４月からの放課後の過
ごし方、どれを選択しますか？ （マネーライター 生島典子）

患者に暴力、わいせつ行為

精神科病院の看護スタッフ

神戸新聞 2018 年 3 月 26 日

女性患者の胸を触る行為と男性患者への暴行が発覚した加茂
病院＝加東市北野

兵庫県加東市の精神科病院「加茂病院」で、入院し
ている女性患者の胸を触るなどの行為を繰り返した
男性准看護師（５９）と、男性患者に馬乗りになって
平手打ちをした男性看護師（５４）が相次いで退職し
ていたことが２５日までに分かった。２人の行為につ
いて報告を受けた県加東健康福祉事務所は、病院に対
して指導を行った。

同病院によると、准看護師は勤続３０年以上のベテラン。昨年１２月中旬以降、廊下や
病室で女性患者（８２）らの上着の首元を引っ張って胸をのぞいたり、胸を触ったりする
行為を繰り返し、
「気持ちいいか」などと発言していたという。
暴言を吐くなど興奮した患者を笑わせてなだめようとしたところ、怒声が減るなどの効
果があったため、ほかの患者にも繰り返したといい、「冗談のつもりだった」と話している
という。院内の懲戒委員会で諭旨免職処分を受け、３月１５日付で依願退職した。
看護師は１月２２日、食堂でほかの患者のジャムとマーガリンを盗んだ男性患者（７０）
から取り上げようとした際、床に押し倒して馬乗りになり、平手で頰をたたいた。逃げよ
うとする患者の頰を再びたたき、もう一度床に押し倒して頬を３度たたいたという。近く
にいた女性看護師がやめるように言ったが止められず、患者は軽傷を負った。
看護師は勤続２４年で病棟の主任を務めていた。病院の聞き取りに暴行を認め、３月１
５日付で退職した。
同病院は１９５３年に開院。精神科と神経科があり、約３６０人が入院している。再発
防止策として、院内研修や職員を対象にした不適切事案のアンケートなどを行う。細見誠
院長（６６）は「誠に申し訳ない。今後こういうことがないように職員一丸となって努め
る」と話した。

社説:新型出生前検査 丁寧な情報提供が大前提だ
読売新聞 2018 年 03 月 26 日
重い決断を求められることがある検査だ。
本当に受ける必要があるのかどうか。新型出生前検査に携わる医療機関は、十分に情報
を提供せねばならない。
日本産科婦人科学会が、新型出生前検査を臨床研究から一歩進めて、一般診療として拡
大する方針を決めた。２０１３年に始めた臨床研究では、５万組超の夫婦が検査を受けた。
実績を踏まえて診療の条件、態勢を整えるという。
臨床研究は、約９０の医療機関に実施を限定してきた。別の遺伝関連の学会が認定した
専門家がいるといった条件を設けていた。
実施機関を増やすのなら、日本産科婦人科学会は、過去の事例を精査し、妊婦への丁寧
なカウンセリングなどにつなげるべきだ。
検査では、妊婦の血液にわずかに含まれる胎児の遺伝物質から、ダウン症など３種類の
染色体異常があるかどうかを判定する。
採血だけで済むため、従来の出生前検査より負担は軽い。病気ではない陰性の判定確度
は、９９％以上だ。米国などで広く実施されている。陽性の場合は、子宮に針を刺す羊水
検査で最終確認する。
難しいのは、胎児に病気があると判定された時の対応だ。産むのか、中絶するのか。臨
床研究では、病気と判定された事例の９５％以上で中絶を選択していた。
検査を希望する夫婦は、病気があると判定されれば、ほとんどが中絶する。医療機関も、
それを前提に、夫婦のカウンセリングに臨まねばならない。
検査を受ける理由として、それぞれの夫婦が家計や家族、年齢など、様々な悩みを抱え
ている可能性も考慮することが大切だ。
臨床研究では、検査対象を３５歳以上に限っていた。年齢の引き下げを求める声もある。
学会が当面、これを緩めないのは適切な判断だろう。まずは、一般診療化の影響を慎重に
見極めるべきだ。
学会の方針とは無関係に検査を実施している医療機関もある。学会は、
「適切な情報提供
やカウンセリングを行うことなく、妊婦やその家族が混乱する事態を起こしている」と批
判する。
出生前検査には、
「命の選別につながる」との指摘がある。倫理上の課題を置き去りにし
たまま、無秩序に検査を推進することは避けねばならない。

障害を持って生まれた子が生きづらい社会環境が、出生前検査を利用する要因になって
いる、との見方がある。社会全体の理解と福祉施策の充実が求められる。

社説 バリアフリー 「誰もが普通」の世の中に
京都新聞 2018 年 03 月 25 日
障害者スポーツの祭典というのに、「障害者目線」の不足が指摘された。先週閉幕した平
昌冬季パラリンピックである。
選手村の食堂の床には数センチの段差が所々にあり、スロープの傾斜もきつかった。一
部会場では車いすの観客用エレベーターが大混雑したという。
２０２０年の東京大会へ大きな宿題となった。だが、バリアフリーの必要性は競技会場
だけではない。道路や交通機関、建物など社会のあらゆる場所で誰にでも優しい施設づく
りを進めていかねばならない。
バリアフリーの遅れを端的に示すデータがある。国土交通省が昨秋に全国のホテルや旅
館に行った調査では、基準を満たした車いす利用者の客室を備えていたのは回答した６０
６施設のうち１９４施設にとどまった。うち７割は１室のみだった。
バリアフリー法が施行された０６年１２月以降に建設された宿泊施設（延べ床面積２千
平方メートル以上、客室総数５０室以上）は、車いす用客室を１室以上設けることが義務
づけられている。法施行以前の建物が多いとも考えられるが、整備が遅れているのは明ら
かだ。
東京大会には、障害のある観光客や旅行者も訪れる。ホテルに限らず駅や交通機関など
についても、利用者目線で使い勝手を点検していく必要があろう。
１６年４月に施行された障害者差別解消法は、正当な理由なく障害者へのサービスを拒
否したり制限したりすることを禁じ、「合理的な配慮」を行政や企業に義務づけている。車
いす利用者の移動の手助けなどできる範囲での対応が求められ、エレベーター設置など費
用面で難しい課題があっても話し合って別の方法を考える。
バリアフリーは障害のある人への特別な対応ではなく、高齢者を含め誰もが普通に、快
適に過ごせる空間をつくるための欠かせない措置である－。法の底流にはそんな考え方が
みえる。
ただ、同法の趣旨が一般に理解されているとは言い難い。
昨年、格安航空会社を利用した男性が車いすでの搭乗を制止され、タラップを腕の力で
はうようにして上った出来事は衝撃を与えた。障害の有無にかかわらず、乗客の安全な乗
降を考える姿勢が会社に欠けていた。
内閣府が昨年９月に公表した世論調査結果では、同法を知らない人が７７％にのぼり、
障害を理由にした差別や偏見が社会にあると考える人は８３％いた。東京大会を控えてい
ても、障害のある人が置かれている現状にあまり関心を抱いていない人が多いことをうか
がわせる。
バリアフリーには費用がかかる面があることは否めない。ホテルなどの車いす用客室は
一般客室の１・４倍のスペースが必要とされ、小規模な施設では整備に二の足を踏むとこ
ろも少なくない。補助や融資などで側面支援することが重要だ。
政府は先月、バリアフリーを推進するための改正法案を閣議決定し、
事業者に段差解消などを盛り込んだ計画の作成・公表を義務づけた。掛
け声だけでなく、社会にどう浸透させるか。具体策が求められる。

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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