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福祉実習の論文、全国入賞

留辺蘂高・後藤教諭 高齢者、障害者と交流した生徒が成長
北海道新聞 2018 年 4 月 19 日

福祉の実習にかかわる論文が奨励賞を受賞した後藤幸洋教諭

北見市の留辺蘂高の後藤幸洋教諭（３７）が福祉に関する実習
の成果をまとめた論文が、教育雑誌を発行する学事出版（東京）
の「第１５回学事出版教育文化賞」で、３位に相当する奨励賞を
受賞した。地元の高齢者や障害者と交流した生徒のコミュニケー
ション力が上がった事例を紹介し、後藤教諭は「福祉にかかわる
教育関係者の参考になれば」と活用に期待を寄せる。
同賞は学校の先生らを対象に、教育現場で実践したことを対象
にする。第１５回は全国から８０件の応募があり、教育文化賞、
優秀賞、奨励賞がそれぞれ１人選ばれた。受賞論文は、同社が発
刊する雑誌に今夏掲載される予定。

発達障害者就労へ支援センターが冊子
徳島新聞 2018 年 4 月 18 日
県発達障がい者総合支援センターが作成した就
労サポートブック

県発達障がい者総合支援センター・ハ
ナミズキ（小松島市）は、発達障害者の
就職を支援する冊子「発達障がい就労サ
ポートブック 働くを考えよう」
（Ａ５判、
31 ページ）を作った。
１万部を印刷し、県内の市町村役場や
学校、ハローワーク、医療機関などに配
った。就労の手順を紹介している。

都の職能開発校の新校舎落成

精神・発達障害者受け入れ拡充
産経新聞 2018 年 4 月 18 日
東京障害者職業能力開発校の新校舎落成記念式典で、テープカッ
トをする小池百合子知事（中央）ら＝１８日、小平市

障害者の職業訓練を行う東京障害者職業能力開発校
（東京都小平市）の新校舎が落成し１８日、記念式典が
開かれた。出席した小池百合子知事は「安心して訓練に
取り組み、社会人としての将来を描ける環境づくりがで
きた。万全の配慮と温かい見守りの目で運営していきた

い」とあいさつ。同市の小林正則市長らとテープカットした。
都によると、国が設置し都が運営する同校は今年で創立７０周年。新校舎の開設に伴い
４月から、企業ニーズの高い調理や清掃サービスなどの４つの訓練科目を新設し、精神・
発達障害者の受け入れを拡充した。
新校舎は鉄筋コンクリート造２階建ての本館と、ホール、寮の３棟からなり、延べ床面
積は計約７２００平方メートル。実践的に学べるカフェの模擬店舗も備える。模擬店舗で
客に扮（ふん）し、生徒からコーヒーを提供された小池知事は「自信を持って頑張ってく
ださい」と激励した。

志摩社協

漁協に加入 障害者がカキ養殖 水産と福祉連携、広がる就労の場 ／三重
毎日新聞 2018 年 4 月 18 日
志摩市社会福祉協議会が鳥羽磯部漁協三ケ所（さんがしょ）支所の准組合員となり、障
害者によるカキ養殖に取り組んでいる。１７日には、同市磯部町三ケ所に設置された、い
かだの作業場で、岩ガキの洗浄を始めた。水産と福祉とが手を結ぶ「水福連携」で、
「志摩
ならではの就労の場が広がる」と期待される。県によると、社協が漁協の組合員になるの
は全国で初めてという。
同社協は２０１６年１２月、志摩市で盛んな水産業への参入を目的に合同会社「志摩ふ
くし水産」を設立。昨年２月に同漁協三ケ所支所の准組合員になった。夏場は岩ガキ、秋
から春にかけてはカキの養殖を始め、昨年度の生産は価格にして数十万円になったという。
作業は主に海上で行うため、障害者の安全性が課題だったが、足場を設置したり、作業
の一部を陸に移したりするなど工夫した。
この間、社協が漁協に加入する法的要件が検討された。今年２月の三ケ所支所の理事会
で、同社協が４月１日付で准組合員となることが承認された。
社協は合同会社の業務を引き継ぎ、的矢湾に浮かぶ、いかだ６台半を三ケ所支所から借
り受けている。同支所は組合員５８人が主にアオサの養殖を行うが、後継者不足に悩むた
め「養殖いかだが増え、海も活気づく」と歓迎した。引退した組合員が指導員になれば、
雇用にもつながる。
カキ養殖を担当する同社協の障がい者就労支援事業所「ひまわり」の増田裕亮管理者（４
３）は「水産業が盛んな志摩で、漁業者と障害者が助け合い、障害者の収入増につながる
よう頑張りたい」と意気込んでいる。【林一茂】

車いすで気軽にラーメン店

京都、元障害者団体職員が開店

京都新聞 2018 年 4 月 19 日

京都障害者スポーツ振興会を退職し、夢だったラーメン店を開いた金
子さん（京都市左京区田中里ノ内町・麺屋とも）

京都障害者スポーツ振興会（京都市左京区）で長く事務局
長を務めた男性が退職後、夢だったラーメン店を左京区で開
店した。趣味で年間３００食以上を食べ歩き、たどり着いた
一杯はヘルシーでアスリートにも優しい味。車いす利用者も
気軽に来られるよう店内をバリアフリー化し、温かみにあふ
れる。
金子知拓さん（６２）＝同区＝。市内の児童養護施設勤務
を経て、１９９０年に全国車いす駅伝が京都で始まるのを機
に、同振興会の職員に採用された。
事務局のある市障害者スポーツセンターは、ラーメン激戦
区で知られる一乗寺に近く、毎日のようにラーメンを食べた。
仲間の口コミを頼りに府外の店にも「遠征」。食べるだけで

は飽き足りず、同センターの催しなどで手製のラーメンを振る舞うようになった。
昨年３月に退職。開業に向け、叡山電鉄元田中駅近くの空き店舗を紹介された。入り口
に段差がなく、店内の通路も車いすで通れる広さになっていた。
「これなら障害のある人も
来てもらえる」と気に入り、２月下旬、妻悦子さんと「麺屋とも」を開店した。
集大成の一杯は「みそ汁みたいに、いつ食べても飽きないラーメン」。だしは昆布や煮干
し。動物系ラードは使わず、チャーシューも低カロリーの鶏胸肉に。スープはしょうゆと
塩の２種類で、４月から自家製ワンタンもメニューに加えた。
当初はトッピングの具を忘れたり、提供する順番を間違えたりもしたが、常連客もでき、
「おいしい」の一言に幸せを感じている。
同振興会時代の縁もあり、車いすや目の不自由な人が訪れることもある。
「障害の有無に
関係なく店でラーメンを食べて、お客さん同士の相互理解が進む。そういう光景がいいな
と思うんです」
。カウンター８席の空間に共生への理想を描く。

福祉は「性」とどう向き合うか――障害者・高齢者の性・恋愛・結婚
米村美奈 / 社会福祉学
シノドスジャーナル 2018 年 4 月 19 日
後藤潔さん（仮名・22 歳）は重度の身体障害者なので、外出もままならない。また、話し
相手といえば学校の先生か保護者しかいない日々を送ってきたため、他者とのコミュニケ
ーションに自信がない。女性との出会いを求めて街コン等に行きたいと思っても、以前ヘ
ルパーに、にべもなく同行介助を断られた経験があり、今では頼む気すら失っている。
一般的に恋愛等は個人的な問題であり、周りはとやかく言うものではないと思われている。
しかし、上記の後藤さんのような場合、個人の努力だけでは如何ともしがたい点があるの
ではないだろうか。以下、障害者・高齢者の性・恋愛・結婚と福祉との関わり方について
考察する。
福祉現場のいま
社会福祉とは、生活上に何らかの障害がある者が、日常生活を維持・回復、さらにはより
QOL の高い生活が実現できるよう、サービス利用者とともに取り組む支援のことである。
WHO（世界保健機関）で採択された ICF（国際生活機能分類）には「障害と生活機能分類」
という項目があり、そこでは性のノーマライゼーションが取り上げられているものの、福
祉現場でそれらに積極的に取り組んでいるともいえない。福祉現場では、性に関するトラ
ブルが起きると、多くの福祉従事者（以下、従事者）は、個人的な問題として受け止めて、
根本的な解決に導びこうとせずに時間が過ぎるのを待つのが現状である。なお、個人的な
問題というのは、利用者の問題としてではなく、従事者の問題として捉えてしまうことを
指している。
たとえば、従事者がサービス利用者から性的な感情を伴う好意を持たれ、相手からの言動
によって利用者に嫌悪感までも抱くことがある。また、業務経験の少ない若い介護士がケ
ア中に身体を触られるが、利用者が認知症高齢者であるために言葉で制しても効力がなく、
涙を流し耐え続けたりする。
あるいは、特別養護老人ホームで、判断能力の乏しい女性の認知症高齢者の部屋へ忍び込
み、性的関係を持とうとする男性利用者に対して注意をするものの、事実関係がわからな
いため時の過ぎるのを静かに待っている……。今、現場には、このような従事者が多数い
ると思われる。
性のことでなければ、「ヒヤリハット」（重大な事故に至らない事例の発見）に記載して、
今後危険や問題が起きないように組織的に対応するかもしれない。しかし、性に関するこ
とであれば、大きな問題にならないように静かに時の過ぎるのを待つということになりや
すい。セクシュアル・ハラスメントと考えられることでさえも、表面化していないものも
含めて、多くの課題が発生していると思われる。
一方、旭（1993：129‐145）は「施設介護における『性』
」において、
「性のニーズを発信

させてもらえない、発信しても拒絶される否認を体験する」と、構造上の問題を取り上げ
ながら、サービス利用者側からのニーズを論じている。たとえば、施設入所の際には、家
族構成や趣味や嗜好など、さまざまな聴取を従事者が行い、日々の生活支援に役立たせて
いく。
しかし、その質問の中に性に関する質問事項はほとんどない。踏み込まれたくない人もい
るからという考え方もあるだろうし、支援に役立たせることができなければ質問が興味本
位なものにしかならないために、質問しないことが現状から妥当とも言えるだろう。こう
して、入所当初から利用者の性に関心が寄せられないまま、生活全般を施設が支援するこ
とになり、そこに性のニーズがあっても表面化しない。
中には、サービス利用者から従事者が性行為の相手を依頼されて、愛のない行為はしたく
ないという自らの真の気持ちを伝えるための話し合いをして、誠実に対応する従事者もい
る。突然、身体的障害のない認知症高齢者の男性から、覆いかぶさられ胸を触られた際に、
力ではねのけると転倒する危険があると考え、冷静な対応をした若い女性介護士もいる。
彼女は、専門的な対応によって対処すべきことだと考えている。こうしたことも事故事例
として考えられるが、いかに適切に対応するかは、ほぼ個人的力量に委ねられているとこ
ろが大きい。
熊坂（2008：50‐61）が行った高齢者施設職員への調査でも、4 人に 1 人の職員が入所者
同士の性的接触場面に遭遇しているが、その対応は施設全体ではなく従事者本人に任され
ていると結論づけている。たまたま担当したサービス利用者から、性に関することで対応
が求められた従事者が、個別に対応するしかないといったふうに、性に関することが施設
全体で受け止めるべきニーズと捉えられていないのが現状である。
福祉教育の現状
また、従事者を養成する学校の教育課程において、性のニーズやその支援について学ぶ機
会は、ほぼ皆無と言ってよいであろう。強いて言えば、欲求のコントロール障害である「性
的逸脱行為」として医学的側面から教授されるくらいかもしれない。
一般的な福祉の教科書で利用者のニーズや支援という角度から、性について取り上げられ
ることもなければ、教員が特別に教えることもほとんどないまま、福祉現場に学生たちを
従事者として送り出しているのが、現在の福祉の教育現場である。なぜ、このようなこと
が起こっているのであろうか。サービス利用者の性に関するニーズは皆無であるという認
識があるからなのだろうか。それとも、性に関するニーズは福祉サービスの対象になり得
ないと考えているからであろうか。
しかし、そのニーズ把握や支援対象に関する議論さえも乏しい現状がある。それゆえ、性
に関することを学ばずにいるために専門的な判断ができずに、たんなる個人の価値観だけ
で、従事者も考え行動していかなければならなくなる。教育上の基礎的なベースがないた
めに専門的な知識や技術を、従事者同士でも共有すること自体も難しい。
とくに性に関することは、プライベートなことであり、人前で話す内容ではないという常
識的な判断から、職場で何が起こっても個人の胸に収めてしまう事柄となりやすい。だが、
何も学べずに従事者になれば、性に関することを支援するという視点も、そもそも生まれ
ないとも言えるであろう。
福祉従事者による性のニーズの支援における障壁
また、上記で取り上げられていない、さまざまな従事者が悩む事例からも、支援上の課題
が見えてくる。その一つが社会規範の観点で、これは性的な行為の介助という面でわかり
やすく出てきやすい。つまり、道徳的にも、食事介助や排泄介助の延長線上に、性的な介
助が認められるものではないという考えである。
性に関することはどこまでも「快楽」であって、
「権利」という側面で考えにくい。いくら
介護の業務上に発生し、業務上の人間関係から性のニーズが発見されても、従事者が性に
関する介助は業務上行えない。それに対して、どのように関わるべきなのかを示す指針も
ない。社会福祉という公的資金が導入されている施設やマンパワーにおいて、性のニーズ、

とくに性的行為への介助などを、従事者が満たすということに国民の同意があるわけでは
ない。
たとえば、介護保険制度において、訪問介護（ヘルパー）サービスでは、草むしりなどは
生活上に必要性があっても保険外のサービスとなる。ギャンブルや飲酒のための外出の介
助も適応外であり、社会通念上適当ではないと考えられる。法令上規定される内容の場合
もあるが、はっきりした線引きがなく、主観を伴う価値観が判断の基準となることもある。
国民の同意が得られない（と思われる）サービス提供は、社会通念上不適当と考えられる
のである。あくまでも社会で対応すべき問題ではなく、プライベートなことと捉え、公共
財を使用せずに私的に解決すべきだとする考え方である。したがって、プライベートだと
現在考えられているものが社会的な課題として取り上げられるためには、それ相応の深い
議論や時間が必要となる。
２つ目に、利用者の判断能力がつねに課題となる。利用者が自律的に考え行動できる場合
は、利用者の自己決定の上で支援できる可能性もあるだろう。だが、判断能力の乏しい利
用者への対応は複雑になる。こうした場合は、性のニーズへの支援とともに考え整理しな
ければならない課題も大きく、支援が難航する。
３つ目に理論的な根拠がない点である。これは１つ目の課題との関係とも深いが、前述し
たように、
「快楽」を求める支援まで福祉のニーズとして考えられるのかどうかという点で
ある。つまり、性に関する支援は、食事の提供のように生死に関わるニーズではなく、よ
り高い生活上の欲求の充足を実行するのかどうかということである。
ただし、性のニーズを充足することについて、すべて「快楽」のみの充足であるという性
急な判断をしてはならない。どのようなニーズが、その利用者にあるのかをアセスメント
する必要性がある。性のニーズを利用者が表明したとしても、真のニーズは性欲ではなく、
「精神的な人とのつながり」である可能性も十分に考えられるからだ。とはいえ、性に関
する支援の指針づくりは、利用者にとっても従事者にとっても必要となるであろう。
高齢者や障害者の性に関する欲求
どんなことでも個人差があるように、性のニーズも高齢者、障害者と十把一からげに語る
ことはもちろんできない。当然、高齢者や障害者の性のニーズも多様性がある。
高齢者の利用が増えたためにシニア割引を始めたり、バリアフリー化するラブホテルも増
加している。ED 治療薬を処方している人の内、40%近くが 65 歳以上の男性であるという
病院もある。熱心に性風俗店に通う高齢者の姿も珍しくない。反対に高齢者の夫婦間で性
生活を求めてくる夫を毛嫌いし、介護施設へ入所させてほしいと懇願する高齢の妻もいる。
手足が動かせない頚椎損傷の障害者は、勃起するが夢精はない。また、性欲は健常者同様
にある。しかし、マスターベーションが自力でできないために、飽きるまでアダルト動画
を見続けるしか性欲を解消する方法がないという。あるいは、自慰グッズに自助具が取り
付けられれば 1 人でマスターベーションが可能となる男性もいるが、自力で取り付けられ
ない場合には介助が必要となる。一般の性風俗店でも、障害者を受け入れているところも
ある。数は少ないが障害者専用の性風俗店を利用する人もいる。
また、全身性の障害をもつ人々で中高年になっても、実際に女性の裸を見たこともキスを
したこともなく、一度でいいから女性の身体を触わりたかったと言いながら亡くなってい
く人もいる。また、勃起や射精機能が失われていても、擬似恋愛を愉しむために性風俗店
を利用する人もいる。一方、本人の希望を叶えるために、やっとの思いで子どもを性風俗
店に連れて行く親もいる。反対に、寝た子を起こすなという発想から、そうしたことに触
れないようにしている親もいる。
以上の性のニーズへの支援を考える際には、性的接触や性行為そのものという狭い範囲で
とどまるのではなく、その前提（出会いの支援等）となるニーズ、すなわち、そばに寄り
添ってくれる人がほしい、恋人との出会いやデートをするなどといった、障害のない人た
ちがごく一般的に可能な行為が含まれている可能性も考える必要があろう。
利用者の性のニーズを取り巻く障壁

ここまで高齢者、障害者、従事者の性のニーズに関する現状や課題をみてきた。ここまで
取り上げてきても、どこかこのテーマを「問題視」する視点から主題化していることに気
づく。それは当の本人ではなく、周囲がそれをどう解決するのかという対策的な見方であ
る。
たとえば、高齢者の恋愛は特異なものと認識されており、身辺の自立もままならない状況
の中での性のニーズは、二の次だと考えられている。一見、積極的にアプローチする理由
は見当たらない。この現状を乗り越えるための視座を検討するために、以下、改めて利用
者の性のニーズを取り巻く障壁を整理しておきたい。
１つ目が人間関係構築への障害である。障害者の中には、「恋をしてはいけない」と厳しく
親から言われたり、その自由を制限される者がいる。性を考えるときに相手の存在は非常
に重要だが、障害者への差別や偏見も含み、人間関係を構築し深めること自体が妨げられ
ている。人間関係を構築し、個人的な性的関係を持てる相手にめぐり合う道のり自体に障
害があるのである。
２つ目が情報弱者になりやすい環境である。インターネットの普及で随分便利になったが、
インターネットの使用自体に介助を必要とする場合には、情報入手において困難が生じる。
また、施設利用者であれば、限られた人から限られた情報しか収集できないことがある。
３つ目に障害や年齢による身体的な機能障害である。これも個人差が大きい問題だが、性
行動上の大きな障壁である。
４つ目にプライベートな事柄だが、施設利用者は性に関する事柄においても未然防止的に
施設で管理される対象となり、自由な選択が難しい。ここでは、密室的な部屋の確保がで
きない施設の物的環境の障壁もある。
以上にあげた障壁は、単独で起こっているのではなく、重なり合って現状を作り出してい
る。障壁に対して、従事者はどのように考えていくのか。まずは、障壁そのものを認識し、
障壁除去について議論のテーブルに載せることが肝要であろう。
福祉従事者の支援に求められるもの
（１）自己決定に対する「ノー」
福祉実践の中で従事者は、環境を整え有用な情報提供をしながら、どのような生活を利用
者が営んでいきたいのか、利用者が自己決定できるように支援すべきと考えられている。
利用者が何らかの事情によって自己決定が困難な場合、従事者は「困難」を取り除かなけ
ればならないのだ。
とくに、他者の介助なしには生活が成り立たない、または施設でしか生活できないという
選択肢が狭い状況に、障害者や高齢者が置かれている背景を十分に考慮した対応をしなけ
れば、従事者の側が決定権を持って主導したつもりではなくても、従事者の価値観を押し
付け、利用者の自己決定を妨げる行為をしてしまうだろう。
とはいえ、自己決定の尊重に重きを置いた支援を考えたとしても、介助者である従事者が
「実践すべきではない」
「実践に躊躇する」と感じるものや、必要ないと感じるものに対し、
それでも支援しなければならないとは言えないだろう。
たとえば、
「ソープランドへ行きたい利用者の希望」をそのまま叶えることに、従事者が疑
問をもち二の足を踏む場合があろう。専門職である従事者自身がやりたくないと感じたり、
不適切だと考える支援が、福祉現場において適切に継続的に誰にでも実施できる普遍化さ
れた支援になっていくとも考えにくい。福祉実践では個別性の尊重も重要だが、一方で支
援の普遍性も考え、
「公共財」としての社会福祉を考えることも必要となる。
支援を展開する場合に利用者はもちろんであるが、支援に携わる従事者の気持ちや考えを
も考慮していかなければ、福祉実践は成立しないと考えられる。これは、従事者が支援の
展開の中でぶつかる倫理的ジレンマとしての側面もあるが、このような問題こそ、公に論
議していく意味があると考えられる。
つまり、従事者の考え方や気持ちを伝えた上で、支援内容を吟味することが必要であり、
そこで行われる利用者との対話が、支援そのものに発展していくと言えるのである。従事

者の気持ちも大切にすると同時に、利用者の気持ちや状況を十分理解すべく、利用者の話
をじっくり聴かなければならない。
しかし、
「利用者の要望に応えられない理由」が「何となくしか説明できない」や「個人的
な好みの問題」ということで、利用者の判断した自己決定の要望に応えられないと言って、
ニーズを無視することは専門職としては許されるわけではない。一人ひとりの生活を豊か
にすることを目指す福祉実践において、利用者の生活上に発生したニーズに対し、どのよ
うに対応していくのかをないがしろにはできない。
サービス提供するかどうかという決定だけではなく、その決定に至るプロセスも大切にし
たい。現在、利用者と従事者が他の生活上のニーズと同様に、福祉現場で性のニーズに関
する話し合い（対話）がどれくらい行われているか、真摯に考えてみる必要があるのでは
ないか。
（２）福祉従事者の当事者性と自己開示
宮本節子は、社会福祉が性に関することが深められないのは、性の当事者性の問題からだ
と指摘している（宮本 2013：97）
。
それは、以下のように考えられる。福祉施設に勤める職員は、高齢者でも障害者でも児童
でもなく、当たり前であるが、支援対象となる当事者ではないため当事者性が乏しい。そ
のため、対象者の抱える問題に対し、立場性を超えて自分に引き寄せて考えることに限界
が起こりやすい。
たとえば、性に関する何らかの課題をもつ利用者が多い
とされる婦人保護施設において、性に関することに携わ
る際に、従事者には性がないとはもちろん言えない。だ
が、性の問題を当事者として考えることができていない。
誰しもが、性を持つ存在として生きているのである。そ
うした当事者性を問わないのであれば、真正面から利用
者と性について語り実践することや、性を利用者のニー
ズや課題として取り上げる事はできないだろう。
つまり宮本は、対人援助の原理として、当事者性をもつ
ことを重要視しているのである。
「婦人保護施設内で性を
課題とするときに、自己と他の職員の当事者性といかに
向き合うかが大きな課題となる。自己の性意識をおびや
かされず、傷つかずにはすまされない、地雷原を渡るよ
うなものとなる」
（宮本 2013：106）。
さらに宮本は性に関する課題提起として、
「課題意識によ
る実践の積み重ねはあまりなく、これからの大きな課題
となろう」
（宮本 2013：107）と実践課題を指摘している。これは従事者の自己開示の課題
としても考えられるであろう。従事者として、どのように自らは考えるのかを表明してい
く必要が出てくるのである。
事者は、困っている人が目の前にいるときに無関心でいられずに手を差し伸べる。この行
為が他者に対する援助の根本的な動機として存在する。
実践家でもあり社会福祉学者でもある阿部志郎は、
「福祉の哲学は、机上の理屈や観念では
なく、ニードに直面する人の苦しみを共有し、悩みを分かち合いながら、その人びとのも
つ『呻(うめ)（うめ）き』への応答として深い思索を生み出す努力であるところに、特徴が
ある」としている。
「
『呻(うめ)き』を全体的＝全人格的に受けとめ、いかに主体的な自己の
存在をあげて対応するかが問われるので、知識や技術をどう活用し生かすかの『態度』と
『精神』の問題となる。
『呻(うめ)き』は、局部の痛みというより魂の痛みだからである」
とも述べている（阿部 2008：8）
。
他者の痛みや苦しみを全人格的に受け止めるとは、他者の痛みをまるで自分の痛みのよう
に感じ取り、受け取るということである。それは、他者の痛みに共感し、思わず手を差し

伸べる精神にほかならない。他者に対し、当事者性をもって相対することが支援の基盤な
のだ。
要するに、当事者性をもつということは、従事者自身が自分のことを抜きに考えるのでは
なく、内省する態度が不可欠になるということである。評論する態度で相手をみるのでは
なく、自分の課題として考える姿勢を従事者がもつことで、新たな支援関係が生まれる可
能性もある。
従事者が当事者性をもって、支援を展開する事例が多く生まれてくることによって、福祉
分野としての性に関する事例研究が進むと考えられる。こうした知の蓄積の中で、一つひ
とつの事例を丁寧に分析し、さらには事例から学ぶという姿勢が、従事者や教育・研究者
に求められていると考える。
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【産経抄】
産経新聞 2018 年４月 19 日
ビートたけしさんの母、さきさんは、大変な教育ママだった。小学６年になった年の誕
生日、たけしさんへのプレゼントは、１０冊の参考書である。ちょっとでも勉強の手を抜
くと、ぶん殴られた（
『菊次郎とさき』）。▼たけしさんが売れっ子になってからも、容赦は
ない。
「頼むから死刑にしてくれ」
「死んでしまえばいいんだ」
。フライデー襲撃事件やオー
トバイ事故など、世間を騒がすたびに報道陣の前で毒舌を吐いた。すると、なぜか社会全
体が許してしまう。
「火消し役」を務めてくれていたのではないか。マザコンを公言するた
けしさんは、母を亡くしてから思い至った。▼セクハラ発言疑惑による財務省の事務次官の
辞任に続いて、今度は新潟県の米山隆一知事の女性問題である。米山氏は、東大医学部を
卒業した医師であり、弁護士資格も持つ。ため息の出るような経歴の持ち主は、複数の女
性と金銭を伴う関係を持っていた。
「週刊文春」がすっぱ抜いた。▼「武士の情けで許して
ほしい」
。米山氏は記者会見で涙を浮かべて弁明しながら、進退の判断に迷っていた。結局
昨日、辞職を発表した。５０歳の息子の不始末に一番心を痛めているのは母親であろう。
それでも取材拒否することなく、テレビのワイドショーのインタビューに答えていた。▼平
成２０年４月の東大の入学式で、建築家の安藤忠雄さんが述べた祝辞が
当時話題になった。
「自立した個人をつくるため親は子供を切り、子は親
から離れてほしい」
。新入生とそれより人数の多い父母らを前に、「親離
れ子離れ」を訴えていた。▼来年の入学式の祝辞では、こう付け加えた
方がいいかもしれない。
「どんなに偉くなっても、母親が記者に囲まれる
ようなことをするな」
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

大阪市天王寺区生玉前町 5-33 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所発行

