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障害者就労支援 酒田市庁舎にカフェ「えーる」オープン 接客を担当、弁当やスイーツ
など提供 ／山形
毎日新聞 2018 年 4 月 7 日
障害者の就労を支援し社会参加する機会を増やそうと、酒田市が市庁舎１階に整備した
カフェ「えーる」が、オープンした。市内の２施設に通う障害者が接客を担当し、地元の
食材だけを使い自分たちの施設で作った弁当やスイーツ類のほか、店内でいれたコーヒー
や紅茶などを提供。３月２３日の開店から約２週間が経過して存在が知られるようになり、
市福祉課の担当者は「市民に浸透しつつある」と話している。
「えーる」は英語で「応援（ｙｅｌｌ）」
、仏語で「翼（ａｉｌｅ）
」を意味し、障害者が
自らの翼で広く社会に参加していけるように－－との願いを込めて店名にした。市中心部
を東西に貫く本町通りに面した約６０平方メートルのスペースで、カウンター席とテーブ
ル席が合わせて１６席ある。２施設の障害者２人と職員１～２人が１日交代で勤務。平日
の午前１１時から午後２時まで営業している。
３月２３日に行われた開店式典で、矢口明子副市長は「共生社会を進めている本市にと
って、
『えーる』のオープンは大きな第一歩。大変うれしく拍手したい。みんなに愛される
場所になってほしい」とあいさつした。
この日の当番で、来店客の注文に応じてケーキを袋詰めしたり飲み物を配ったりした、
「障がい者サポートセンターあらた」利用者の佐藤洋美さん（４４）と佐藤皓太さん（２
３）は「精いっぱい頑張る。よろしくお願いします」と、緊張した表情ながら力強く話し
た。
【高橋不二彦】

いじめ

悩み伝えるシール

「心のヘルプマークに」

毎日新聞 2018 年 4 月 7 日

暗いシールスペシャル（上）と天気で心を表現
するためのシール（下）。小池さんがデザインを
担当し、谷川さんと共に商品化した

どうしよう、苦しい。もう限界－－。
人知れず悩んでいるのなら思い詰めず伝
えてほしいと、いじめを受けた経験を持
つ１０代の女の子２人が心の叫びを表現
したシールを作り、インターネットで販
売している。「『心のヘルプマーク』とし
て小中学生や同世代の人に役立ててほし
い。内臓の病気など目に見えない障害が
ある人が援助を求めていることを知らせ
るヘルプマークのような存在に育てば」と願っている。
販売を企画したのは谷川奈奈さん（１７）
。ブログを通じて知り合った小池優佳さん（１
８）のイラストに見ほれ、シール作りを打診。一緒に実現させた。

２人には共通点があった。発達障害があり集団生活になじめなかった小池さんは、高校
でいじめられ学校から足が遠のいていた。その経験をブログにつづり「苦しい、学校へ行
きたくない」と発信していた。同じようにいじめに苦しみ高校を退学した谷川さんはその
ブログを見て、小池さんに「少しずつひかれていった」という。
谷川さんは自身の経験から「いじめられている自分をかっこ悪いと思い、そのことを認
めたくないし、親には心配されたくない。でも一人では抱えきれなかった」と振り返る。
そして「言葉で伝えられない思いを、ぺたっと貼れるシールで表現できれば少しは和らぐ
かも」とシール作りを思いついたという。
谷川さんは芸大生からイラストなどを学び、小池さんがブログにアップしていたイラス
トのデザインを加工。２人で試行錯誤を繰り返しながら２月、ネットにシールショップ「Ｍ
ｏｏｄｙ Ｓｈｏｐ」（https://moodyshop.kawaiishop.jp/）を開いた。「ネクラ女子」をコ
ンセプトに、心と体のお天気手帳（６００円）▽心のお天気シール（１８０円）▽「苦し
い」ときのシール（２２０円）などを取り扱う。
シールはノートやパソコン、携帯電話など身の回りの物に貼ってもらうことを想定して
いる。
谷川さんは「将来は学校や塾、保健室に当たり前のように置いてあり、誰もが自由に手
に取れる環境にしたい」と意気込む。小池さんは「つらい時ってなかなか周りに言い出せ
ない。シールを見て声を掛けてくれる人がいるといいな」と語った。
【金秀蓮】

発達障害「理解」と「自立への支援」を

啓発週間でシンポ

大阪
産経新聞 2018 年 4 月 7 日

発達障害のある大学生の自立について講演する高橋知音教授＝大阪市中央
区のドーンセンター

自閉症などの発達障害への理解を訴える「発達障害啓発週間」
（２～８日）に合わせ、大阪府は６日、発達障害の当事者への支
援のあり方を考えるシンポジウムをドーンセンター（大阪市中央
区）で開催。自閉症の子供を育てた母親らが経験を語るなどし、
参加した約３００人が耳を傾けた。
発達障害は自閉症スペクトラム障害（ＡＳＤ）や注意欠陥・多
動性障害（ＡＤＨＤ）、学習障害（ＬＤ）などの総称。生まれつ
きの脳機能の障害から、こだわりが強い、人の気持ちを読み取れない、段取りが組めない
など、人によってさまざまな特性がある。
シンポジウムでは、発達障害のある子供を持つ女性３人が登壇。長男がＡＳＤという女
性（５８）は、子供の頃「あんた何さまや！」と叱ると真剣な様子で「ぼくはお子さまで
す」と返されたなどの“あるある”エピソードで笑いを誘い、「彼らには臨機応変も暗黙の了
解もないことを、社会に分かってほしい」と話した。そのほか、学校や専門家らの連携に
よる支援の必要性などを訴えた。
その後は高橋知音（ともね）
・信州大教授が大学生の支援について講演。近年は発達障害
専門の支援部署をもつ大学が増えたことを紹介し、
「自立には自分から支援を要請できるよ
うになるのもポイント」とアドバイス。そのために、本人が自身の特性を理解するととも
に、
「子供の頃から少しずつ、本人から必要な支援を引き出せるコミュニケーションをとる
ことが大切」と訴えた。

「知的障害の長男」を２５年監禁 ７３歳父親逮捕
神戸新聞 2018 年 4 月 7 日
兵庫県三田市の自宅内で木製のおりに長男（４２）を閉じ込めたとして、県警捜査１課
と三田署は７日、監禁の疑いで父親（７３）を逮捕した。父親は逮捕前の７日午後に自宅

で神戸新聞社の取材に応じ、約２５年前から閉じ込めていたことを明かし、
「長男に知的障
害があり、暴れて壁や窓を壊すなどして耐えられなかった」などと語った。
男性が監禁されていた自宅裏のプレハブ小屋＝７日午後、三田市内

県警によると、父親が１月、妻の介護相談に訪れた
同市役所でおりに入れていることを話し、市職員が長
男を確認した。長男は福祉施設に保護され、健康上の
問題はないという。
おりは敷地内のプレハブ内に置かれ、高さ約１メー
トル、幅約１・８メートル、奥行き約９０センチ。南
京錠が掛けられ、出入りが制限されていた。長男は下
半身が裸の状態で、床にはペット用のトイレシートが
敷かれていたという。
父親は取材に「２日間のうち、約１２時間はおりか
ら出して食事を与え、風呂にも入れていた。それ以外
の３６時間はおりの中にいた」などと話した。
逮捕容疑は１月１８～１９日、プレハブ内のおりに
無職の長男を閉じ込めた疑い。同課によると、容疑を
認めているという。
県警などによると、父親は約２５年前、大阪府内か
ら三田市に転居。次男と長女も同居しており、妻は今
年１月末に死亡した。
同市は長男を保護し、支援に向けた手続きを進めていたが、県警への通報は発覚から約
１カ月後と遅れた。
監禁「仕方なかった」 取材応じた父親の一問一答

神戸新聞 2018 年 4 月 7 日

任意同行に応じ、警察車両に乗り込む父親＝三田市内

精神疾患のある４０代の息子に２０年以上、兵庫県三田
市の自宅に隣接するプレハブ内の檻での生活を強いていた
として、監禁容疑で逮捕された７０代の父親は、県警に任
意同行される直前の７日午後、神戸新聞社の取材に応じて
いた。家の中で暴れる長男に耐えられなかったとする一方、
「外に出て誰かを傷つけてはいけないとも思い、檻（おり）
の中に入れた。仕方なかった」などと淡々と語った。
主なやり取りは次の通り。
－長男を監禁したのはいつごろからか。
「１９９１年６月に大阪から今の家に転居してきた。その１年後ぐらい」
－監禁した理由は。
「当時は家の２階を長男の部屋とし、窓の内側に柵を取り付けて窓ガラスを割ったりし
ないようにしていた。でも、暴れて、壁や食器棚、窓を壊すなどして耐えられなかった。
近所から迷惑だと怒られたこともあったし、もしも長男が外に出て誰かを傷つけてもいけ
ないと考え、プレハブの中に檻を作って入れた。仕方がなかった」
－福祉施設への入所は考えなかったのか。
「当初は施設に入れたいと思っていたが、今年１月に亡くなった妻が同意しなかった。
引っ越してきてから約２年後には市の担当者と電話でやり取りもしたし、自宅にも来た。
その時、もしかしたら何か指導を受けるのではないかと思ったが、施設の紹介などの対応
は全くなかった。長男は１月に施設に入所した」
－檻の中でどのように生活を。
「２日間のうち半日、時間にすると約１２時間は檻から出して食事を与え、風呂も入れ

ていた。それ以外の３６時間は檻の中にいた」
－トイレはどのように。
「簡易トイレを部屋に置いていたが、なかなか使わなかった。部屋の中が汚物で汚れる
ので、毎回、妻が檻の下から手を伸ばして掃除していた。その光景が大変そうだったので、
ふん尿を吸収するペット用のシートを敷いていた」
－部屋の温度管理は。
「当初はエアコンを設置していたが、ふん尿の臭いでエアコンが壊れ、３回も買い換え
た。その後、夏場は扇風機のみ使用し、脱水症状を起こさないように冷えたペットボトル
の水を渡していた。冬場はストーブで暖めていた」
－監禁や虐待の認識はなかったのか。
「虐待はしていない。食事も与え、風呂にも入れていた。確かに檻に入れたが、監禁し
ているとは思っていない」
－大阪府寝屋川市で昨年１２月、プレハブに監禁されていた女性が死亡し、両親が逮捕
された事件を知っているか。
「あの悲惨な事件とは全く違う。食事も与えて、風呂にも入れていたし、監視カメラで
行動を確認するようなこともしていない」
－長男に対してどう思っているのか。
「檻に入れ始めたころは家族旅行に連れていくこともあった。檻の中に入れるのは仕方
なかった。今となってみれば２５年ぐらいの間、太陽の下に出してあげられず、少し悪い
ことをしたと思っている」
息子閉じ込めた「おり」入り口に南京錠 自宅隣接のプレハブ
内に設置 兵庫・三田
産経新聞 2018 年 4 月 7 日
男性がおりに入れられ監禁されていたとされるプレハブ＝７日午後４時
４０分、兵庫県三田市（沢野貴信撮影）

知的障害のある長男（４２）を自宅敷地内のおりに閉じ込め
たとして、兵庫県警が７日、監禁容疑で、父親で兵庫県三田市
広沢、無職、山崎喜胤（よしたね）容疑者（７３）を逮捕した
事件。県警によると、おりの入り口には南京錠があり、中にペ
ット用のトイレシートが敷かれていた。プレハブ内にはエアコ
ンや暖房器具も備え付けられ、発見時の長男は下半身裸だった
という。目立った外傷は確認されていないが、腰が曲がった状
態という。
「食事や入浴は２日に１回」
逮捕容疑は１月１８日午前１０時～１９日午後１０時ごろ、長男を自宅に隣接するプレ
ハブ内の木製のおり（高さ約１メートル、幅約１・８メートル、奥行き約９０センチ）に
閉じ込めたとしている。山崎容疑者は「息子が暴れるから監禁していた」と容疑を認めて
いる。
三田市によると、１月１６日に福祉関係者から「障害のある男性が行動を制限されてい
る」と通報を受け、担当者が同１８日におりに入っている長男を発見。県内の福祉施設に
入所させた。
山崎容疑者は市の聞き取りに対し「食事や入浴は２日に１回だった」と説明。また捜査
関係者によると、山崎容疑者は「長男には障害があって暴れるようになり、１６歳ごろか
らおりの中で生活させていた」とも話しているという。
県警への通報は発見１カ月後
一方、市が県警に通報したのは、長男の発見から約１カ月後の２月２１日だった。市の
担当者は「長男の支援を最優先した」と釈明した。
大阪府寝屋川市では昨年１２月、精神疾患があると診断された娘が監禁されて死亡し、

両親が保護責任者遺棄致死と監禁の罪で起訴された事件があった。
エアコンに汚物シート、高さ１ｍ檻に２０年監禁
読売新聞 2018 年 04 月 07 日
兵庫県三田市に住む４０歳代の男性が２０年以上、自宅敷地内のプレハブ小屋内に設置
された檻の中で生活させられていたことがわかった。
家族が「暴れる」などとして檻に入れていたといい、同市
が保護して福祉施設に入所させた。男性には精神疾患があっ
たとみられ、県警が家族から生活実態などを聞いている。
市などによると、男性は７０歳代の父親、妹、弟との４人
暮らし。今年１月１６日、父親から相談を受けた福祉関係者
が「障害のある男性が行動を制限されている」と市に通報し
た。
職員が同月１８日に訪問し、男性が木製の檻（高さ約１メ
ートル、幅約１・８メートル、奥行き約９０センチ）の中にいるのを確認。檻は格子状で
家族が作ったとみられる。プレハブ内にはエアコンが設置されていたが、檻の出入り口に
は南京錠があり、中に汚物用のシートが敷かれていた。
市などによると、男性が１０歳代後半の頃、父親がプレハブ小屋を設置。食事の時は檻
から出して母屋で食べさせ、入浴もさせていたが、家族が外出する際などは、檻に入れて
いた。男性は保護された後、病院で診断を受けたが、健康上の問題はないという。
兵庫監禁

「近所から何度も苦情」世話疲れ、孤立深め

毎日新聞 2018 年 4 月 7 日

長男が檻の中で生活していたプレハブ＝兵庫県三田市広沢で２０１８年２
月２３日、粟飯原浩撮影

兵庫県三田（さんだ）市で精神障害があるとみられる長男（４
２）を自宅に隣接するプレハブ内の檻（おり）に閉じ込めたと
して、兵庫県警は７日、父親で無職の山崎喜胤（よしたね）容
疑者（７３）＝同市広沢＝を監禁容疑で逮捕した。山崎容疑者
は「長男が暴れるから閉じ込めた」と容疑を認めており、監禁
した期間は２０年以上とみられる。
長男が閉じ込められていた檻のイメージ

三田市によると、長男が檻の中で
生活していると山崎容疑者が明かし
たのは１月１６日。山崎容疑者から、
妻が病院を退院して自宅療養するの
で相談したいと連絡があり、その際
に長男を檻に閉じ込めているという話を伝えた。２日後の１８日に市の担当者が訪問した
際、山崎容疑者は自らプレハブに案内し、「暴れるから」と檻で生活させている状況を見せ
た。妻は１月下旬に亡くなったという。
山崎容疑者の市への説明によると、三田市に転居してきた１９９０年代前半から長男が
暴れたり叫んだりするようになり、近所から何度も苦情を受けた。仕事に出かけると家族
では対応しきれず、プレハブを建てて一人で過ごさせた。それでも壁をたたいて窓ガラス
を割ることもあり、壁に手が届かないようにとプレハブの中央に檻をつくって入れたとい
う。
そんな山崎容疑者は孤立を深めていたようだ。近くに住む４０代の女性は「数年前から
（山崎容疑者宅の）植木の手入れがされなくなり、生活感が感じられなくなっていた。息
子さんがいたことは知らなかった」
。
市は２２日、病院で長男の健康状態に問題はないことを確認。山崎容疑者の同意を得て、
長男を福祉施設に入所させて「保護」した。

山崎容疑者には福祉の対応が必要な娘もいるとされ、市が長男の入所を伝えると「家族も
大変喜んでいる」と話したという。
【粟飯原浩】

ホームヘルプ 自立援助で報酬アップ 松川
希実
朝日新聞 2018 年 4 月 8 日
東京都新宿区に３拠点を構えるホームヘル
プ（訪問介護）事業所「ケーワーカー」では、
ヘルパーが交代で区内の約４００人の高齢者
の自宅を訪ねている。大半が一人暮らしで、
認知症を患っている。
ヘルパーは事業所の「連絡ノート」に利用
者の状況を書き込み合う。この情報交換が
日々の変化を知り「自分でできること」の範
囲を見極めるのに役立つという。調理サービ
スを受ける８０代男性は食べ残しが増えてい
ることが共有され、ヘルパーは箸をスプーン
に変えるなどなるべく１人で食べられるよう
支援した。佐藤修社長は「手伝い過ぎれば自
分でできる力まで奪ってしまう」と話す。
今回の介護報酬改定では掃除や洗濯といっ
た「生活援助」について、ケーワーカーのように自立を手助けする取り組みをすれば、報
酬が上がるようになった。

群馬）尾瀬のシカの皮を商品化の試み

角詠之

朝日新聞 2018 年 4 月 8 日

シカの皮でできた熊鈴や名刺入れ＝群馬県みなかみ町月夜
野

貴重な植物
の食害に悩む
尾瀬で狩猟さ
れたシカの皮
を加工し、手
作りの革製品
を作る試みが、
みなかみ町の
障害者施設で進められている。シカの皮が商品化に有
効利用され、障害者の働く場の創出につながれば、
「一
石三鳥」になると期待されている。
仕掛けたのは、みなかみ町の会社員本間優美さん（３
５）
。東京出身で３月までの３年間、片品村の地域おこ
し協力隊を務めた。村に移住した２０１４年暮れまで、
大手通信会社で働いていた。大学生の頃に環境問題を
考えるＮＰＯに所属し、資源の利活用を考えるように
なったという。
尾瀬では近年、シカがユリ科のニッコウキスゲなど
の貴重な植生を荒らす被害が深刻化している。本間さ
んは、野生鳥獣の被害を逆手に地域活性化につなげて

いる他の自治体の例を知り、自身の趣味の狩りも生かせないかと考えていた。

バドミントンで交流を 障害者らの参加募る３０日大会
佐賀新聞 2018 年 4 月 8 日
武雄市 障害者でバドミントンを楽しんでいる人たちが集い、健常な子どもたちも同じ会
場でプレーする「ウェルカム武雄 バドミントン大会」が３０日、武雄市の北方スポーツ
センターで開かれる。車いすバドミントン体験など、さまざまな形で交流を深めようとい
う初の企画で、参加者を募っている。
「体験してみたい人もＯＫ」と参加を呼び掛ける江口さん

障害者でプレーしている人は、それぞれの障害別で集ま
ることが多く、交流の場はほとんどないという。武雄市バ
ドミントン協会副会長の江口博さん（６２）が「いろんな
障害のある人が一緒にプレーする場をつくり、健常な子ど
もたちも加わってさまざまなことを学べれば」と発案した。
大会は車いすの部（ダブルス）
、知的障害の部（シングル
ス）
、聴覚障害の部（ダブルス）
、ジュニアの部（ダブルス）
で開く。ジュニアは２部と３部のランクの選手が対象で１ペアで１５００円の参加料が必
要。障害者は無料。大会後に車いすでのプレーを体験する時間も設ける。
江口さんは「これから始めてみようという障害者の方も大歓迎。子どもたちも新たな気
付きがあれば」と話す。申し込みは１３日までに江口さん、電話０８０（３１８８）２６
５３。
（小野靖久）

社説：人口減少時代 現実を直視して対策を
北海道新聞 2018 年 4 月 8 日
２０４５年の北海道の人口は、１５年に比べ２５％減少し、４００万人となる。全道１
７９市町村すべてで減り、約半数の８５市町村で半分以下に―。
こんな衝撃的な推計を、厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所が発表した。
６５歳以上の割合も４２％に達し、少子高齢化が全国平均より速いペースで進む。
このままでは地域社会が崩壊する懸念がますます強まる。しかも日本全体で人口減が進
んでおり、特効薬を見つけるのは難しい。
大切なのは、人口減は避けられないという現実を直視した上で、住民が地域で安心して
暮らし続けられる将来像を描くことだ。
推計の通りなら、２７年後に約１３４万人も減少する。まずは減少のスピードを少しで
も緩めたい。
過疎地の自治体の中には手厚い子育て支援策などで若い世代を呼び寄せ、転入増になっ
ているところもある。ただ、こうしたサービス競争にも限界がある。
地域全体で人口減を抑制するには、人口流出を防ぐ「ダム機能」が期待される旭川や函
館などの中核的な市と周辺町村が連携して、対策を講じるべきだろう。
北海道の強みである１次産業や観光などを担う地方部を、高度な医療や教育、文化、商
業などの機能を集積した中心市が支える役割分担の明確化と、ネットワークの強化が求め
られる。
人口減を抑えるのと同時に、買い物や通院などの生活基盤を、どう維持するかも課題に
なる。
住居や施設を一定地域に集めるコンパクトシティー化は、必ずしも成功していない。持
続可能な地域社会を築くには、住民自らが主体的に関わることが大事だ。
都会にない豊かさを求めて、地方に移住したり、イベントやボランティアに通ったりす
る若者がいる。移住者らの外からの視点で新たな地域の魅力を発見し、事業化につながる
ケースもある。

地域外の人材も含めた多様な人々の交流が活気を生む。行政は、こうしたつながりを積
極的に支援してほしい。
推計では、札幌市も１９５万人から１８０万人に減少する。
同じ市内でも、中央区は人口が増えるのに対し、南区や厚別区などは大幅減が予想され
る。
高度経済成長期に整備された都市基盤が更新期を迎えるが、過剰な投資は後世にツケを
残す。区ごとの人口バランスに配慮したメリハリのある計画が欠かせない。

【主張】国保の都道府県化 財政体質の改善が急務だ
産経新聞 2018 年 4 月 8 日
市区町村が担ってきた国民健康保険（国保）の財政運営が、４月から都道府県に移管さ
れた。
昭和３６年に「国民皆保険」体制となって以来の大改革である。
かつては自営業者や農業従事者などが中心だった。現在の加入者は定年後の高齢者や無
職、非正規雇用者が大多数を占めている。
その多くは赤字体質が続き、自治体が一般会計から税を投入して値上げを抑えてきた。
都道府県への移管は、財政はもとより、運営に支障を来さないようにする狙いがある。
人口減少が進む地方では加入者も減り、医療費の増減がただちに財政を直撃する状況と
もなっている。
「財布」が大きくなればこうした激変も抑制されよう。
国保は国民皆保険を守る最後のよりどころだ。事務の効率化など広域化のメリットを十
分生かしてほしい。
国保は加入者の年齢層が高い分、大企業の会社員らの健康保険組合に比べ、１人当たり
の医療費が２倍以上もかかっている。低所得者が多く、保険料の引き上げが困難な側面も
あった。
移管に際し、国は支援目的で年間３４００億円を投じる。これで赤字体質が根本的に解
消するわけではない。基盤が大きくなった利点を生かし、財政体質を改善していくことが
急がれる。
まず着手すべきは効率化だ。医療の必要度の低い患者が入院を続けるケースなどを、な
くしていかなければならない。
都道府県は、病床機能の再編など地域医療の提供体制の整備の役割も担う。財政面でも
責任を負うことで、医療の無駄に目を光らせる効果の向上も期待できよう。
病気の予防や健康増進に若い頃から取り組むよう、もっと働きかけていくことも求めた
い。
問題は地域内での保険料の格差をどう縮めていくかである。
将来的には都道府県内の保険料率が統一されるのが望ましい。性急に事を進めては、保
険料が上がった自治体住民から不満が出かねない。医療提供体制の整備と保険料の負担増
とのバランスを、しっかり図っていく視点を欠いてはならない。
その意味でも、引き続き保険料徴収などの事務を行う市区町村との間で、これまで以上
に緊密な連携を図ることが重要である。
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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