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交通事故

後遺症で重い障害の１８歳

自分史を編さん

毎日新聞 2018 年 5 月 2 日

柴田教授（左）の手に触れ、意思疎通
の介助を受ける成田さん＝横浜市青
葉区で２１日、堀和彦撮影
成田さんが編さんした自分史。表紙に
描かれた母校は弟の壮基さんが担当
した＝堀和彦撮影

交通事故の後遺症で重い障害
を抱える横浜市瀬谷区の成田壮
汰さん（１８）が、１０代を振り
返る自分史「研ぎ澄まされていく
心」を編さんした。小学５年生の
時に事故で生死の境をさまよい、身体の自由や言葉を失った。
失意に沈む心を呼び覚ましたのは、「指筆談」との出会いだっ
た。同じ時代を生きる同級生たちに今、自分の「言葉」を伝え
る。
「僕は頑張っているから、みんなも頑張って」
【堀和彦】
上瀬谷小学校平成２３年度卒業生（旧五年三組）の皆様へ－－。成田さんは自分史の１
ページ目をそう書き出し、１６行の詩を紡いだ。
＜体が動かなくて何が一番変わったか＞
＜きっと誰も気付いていないけれど＞
＜心がどんどん研ぎ澄まされていったことが一番の大きな変化だった＞
「敏感な心」と題した詩を、こう結ぶ。
＜僕はまだまだ成長をやめずに生きていくことだろう＞
８年前の夏休み。うだるような暑さの日だった。成田さんは２０１０年８月、塾に向か
う途中、横断歩道で車にはねられた。５カ月間、集中治療室に入り、遷延性意識障害と診
断された。わんぱくだった少年の四肢はまひし、意思疎通も困難に。小学校に通うのも断
念し、重度の知的障害者としての人生を歩み出した。
事故から約２年半後の１３年２月、転機が訪れる。筆談や文字盤によるコミュニケーシ
ョンを研究する国学院大の柴田保之教授と出会い、指先で伝える僅かな機微を、柴田教授
が手のひらで感じ取って通訳する指筆談を体験した。
「自分の言葉を聞いてくれる人が現れ
るのをずっと待っていた」
。閉ざされていた言葉を解き放つことができた気がした。
自分と同じような境遇の人たちと交流を重ねるうちに、
「中途障害者となった経験を伝え
たい」という思いが強まった。昨年、柴田教授に相談し、自分史の編さんが実現した。
養護学校に通った経験、笑顔で暮らす障害者の存在に打ちのめされた経験。自分史では
８ページにわたり、事故を通して得た多くの「気付き」を一人称でまとめた。支え続けて
くれた両親や周囲への感謝の言葉もある。そして「特別な役割がある」と、自らの体験を
伝える使命感を抱くに至った経緯をつづった。

この悲しみをひとつのプラスに変えた事例を伝えていきたい。成田さんは指筆談を介し
て意気込みを語った。

島根

元力士、絵画とがっぷり四つ

父の故郷で再出発

毎日新聞 2018 年 5 月 2 日

「自由に絵を描いている今の生活が楽しい」と話す今
岡凜太郎さん＝島根県出雲市のアトリエで、山田英之
撮影

くも膜下出血で引退
大相撲の元力士、今岡凜太郎さん（２４）が、
父の出身地である島根県出雲市で画家を目指
し、再出発した。力士時代にくも膜下出血で倒
れて引退し、障害者の芸術活動を支援する同市
のＮＰＯ法人「サポートセンターどりーむ」の
アトリエに昨年から通う。作品も購入されるよ
うになり、今岡さんは「絵を描くのが楽しい。
画家として頑張りたい」と意気込んでいる。
【山田英之】
今岡さんは東京都出身。小学校５年のころから角界に憧れ、中学卒業後に高田川部屋に
入門、１５歳で初土俵を踏んだ。
しこ名は前乃勝（まえのかつ）
。寄り切る相撲が得意だったが２０１１年、くも膜下出血
で倒れた。治療後に復帰を目指したが果たせず、１８歳で力士生活を終えた。最高位は序
二段だった。
父親で大相撲の行司、式守勘太夫さん（５８）＝高田川部屋、本名・今岡英樹＝は少年
時代を出雲市で過ごした。サポートセンターの活動を知った勘太夫さんの勧めで視察した
今岡さんが気に入り、昨年から出雲に移住してＮＰＯのグループホームで暮らしている。
そのスケッチブックには鮮やかな青色が印象的なクジラの水彩画、写実的な筆遣いの鉛
筆画が描かれている。障害のある人たちの展覧会に出品すると数点が売れた。「イメージを
無限に湧かせるのが面白い。見た人が喜ぶ作品を描きたい」と今岡さん。
勘太夫さんは「出身地の出雲と息子に縁ができて喜んでいる。幼いころから絵が上手だ
った。その絵を飾ってくれる人がいることを誇りに思う」と話す。
ＮＰＯの土江和世理事長は、テレビドラマ「裸の大将」のモデルで、障害児入所施設に
入り、貼り絵を始めた放浪の画家、山下清（１９２２～７１年）を例に挙げ、「第二の山下
清がここから誕生することを夢見ている」と期待を込めた。

｢特別支援学級｣で育った子の知られざる本音 5 歳で発達障害の診断を受けた女性の今
大塚 玲子 : 編集者、ライター、ジャーナリスト
東洋経済 2018 年 05 月 02 日
発達障害
の診断を
受け、小学
校、中学校
と特別支
援学級で
過ごした
女性の思
いは……（撮影：東洋経済オンライン編集部）

「私はアスペルガー症候群と ADHD（注意
欠陥多動性障害）を持ち、早期に診断を受
け療育を受けている最初の世代です」――連載の取材応募フォームから寄せられたメッセ
ージには、こんなふうに書いてありました。送ってくれたのは、都内に住む 20 歳の女性で

す。
そこで、早速これまでに読んだり聞いたりしてきた（しかしさほど詳しいわけでもない）
発達障害の知識を総動員して、お話を聞かせてもらったのでした。
「おとなたちには、わからない。
」シリーズ。今回は、5 歳で発達障害の診断を受けて特別
支援学級に通ってきた、高橋涼音さん（仮名）のお話です。
「特殊学級」→「特別支援学級」の 1 期生
涼音さんが発達障害の診断を受けたのは、2002 年のこと。当時、発達障害という言葉を知
る人は、まだ少なかったでしょう。看護師である涼音さんの母親が発達障害の知識をもっ
ていたことから、早い時期での診断に結び付いたのでした。
涼音さんの幼少期は、なかなか波乱に満ちていました。小学校低学年のときは、一時保護
所（児童相談所に付属する施設。18 歳未満の子どもを預かる）で生活していたこともあり
ます。これは、同じアスペルガー症候群でも自閉傾向が強かった妹さんの家庭内暴力のた
めでした。
高橋涼音さん（仮名）の障害者手帳

一時保護所では「年上の少年に執拗にボコら
れ」て苦労し、自宅に戻った後は不登校に。そ
の後、小 3 の 2 学期からは特別支援学級に入り
ました。「特殊学級」が「特別支援学級」とい
う名称に変わった、ちょうど最初の年です。
中学も特別支援学級に通い、高校はチャレンジ
スクールへ。チャレンジスクールとは、不登校
で中学に通えなかった生徒などのために東京都が設置した単位制・定時制の高校です。涼
音さんはここに 4 年通い、今年度から大学生となりました（取材は 2017 年 2 月）。
「発語は 3 歳のときなので、特に遅くはないですね。逆にトイレは遅かったです。言語能
力と情報認識能力に差があって、言語のほうが早かった。妹は逆です。私は自閉傾向がか
なり少ないです。障害の程度は、決して軽くはないですけど」
「障害の程度は軽くない」という言葉が意外に思えて、
「重さはどうやってわかるの？」と
尋ねると、「生きていて、なんとなく（笑）」とのこと。本人がそう感じるのであれば、そ
うなのかもしれません。
「たとえば遅刻が多いです。私の場合は『我慢ができない』というのが、すごくあって。
出かける前に、
『お小遣い帳つけなきゃ。あ、あと 10 分ある、ちょっとやっちゃおう』と
いうので止まらなくなったり。ちょっと時間があるな、と思ってブログを書き始めて止ま
らなくなったり。腰が重いから、出かける直前になっちゃう。時間があるときにやってお
かなきゃと思っても、そのときはやりたくない。自分勝手なのかな？（笑）
」
いや、それは誰にでもある傾向……というか、私もある！ と思いましたが、おそらくその
「止まらない」具合が、涼音さんの場合、人よりも激しいのでしょう。ここ数年は、母親
と養父の離婚や、実父が亡くなったことなどからストレスが増え、症状がより強く出てい
るのだそう。
ただ、話をしていて、あまり特別な感じはしません。アスペルガー症候群はよく「人の気
持ちがわからない」などと言われますが、涼音さんは話し相手の反応に敏感すぎるほど敏
感です。
私は先に聞いていたので、
「発達障害の人」という色眼鏡をかけて彼女に接してしまったと
思うのですが、もしそれを聞いていなかったら、どうだったか？ 気付かなかったかもしれ
ません。
アスペルガー症候群、ADHD など、ひとことで言っても、実際には一人ひとり違う部分が
大きいんだな、という初歩的な事実に行き当たりました。
親の離婚、再婚、再離婚、死別、ほか
涼音さんは、家族遍歴もかなりユニークです。詳細に書くと原稿がつきてしまうので、ざ

っとまとめさせてもらうと、こんな感じです。
・幼少期 いわゆるふつうの 4 人家族 父・母・1 歳下の妹（その 1）と本人
・小 2 両親が別居 母と妹と 3 人暮らしになる まもなく妹が入院 退院後、妹（その 1）
は父のもとへ 母と 2 人暮らしに
・小 4 知らないおじさんと母と 3 人で暮らすように
・小 6 両親の離婚が成立し 母がおじさんと再婚
・中 1 涼音さんとおじさんが養子縁組 涼音さんに養父ができる
・中 2 異父きょうだいである 妹（その 2）が誕生
なお小 4～高 2 の間、大黒柱は母 養父が主夫＆子育て担当
元社会福祉士の養父は「療育的な子育てを試行錯誤した」そう
・高 3 母と養父が離婚し 母との 2 人暮らしに戻る
・高 4 実父が亡くなる 妹（その 1）は祖母と暮らすように
一度読んだだけでは飲み込み切れないと思いますが、いろいろあったんだな、ということ
はおわかりいただけたでしょう。
ちなみにお母さんは、この家族歴を特別なものとは思っていないそう。涼音さんに「これ
がふつう」と言ったため、彼女はそれを言葉どおりに信じ、
「大学で知り合った人にそのま
ま話したらひかれてしまい、恥ずかしかった」と言います。どんな形の家族でも驚かれな
い社会になってほしいものですが、正直にいえば、私もちょっと驚きました（ポジティブ
に）
。
涼音さんによると、お母さんにも発達障害の傾向があるとのこと（傾向は妹さんと近い）。
また涼音さんの話を聞く限り、お母さんは困っている人をほうっておけない性格のようで
す。
「気持ちはわからんでもないです。私も元カレの引っ越しを手伝ったりしていて、受験に
失敗して今に至るので（笑）
。高校のときの元カレは両親がいない人で、18 歳を超えている
から児童相談所も対応してくれないし、20 歳未満だから家を借りられない。それで私が受
験勉強のとき、一緒に不動産屋に行ったりして手伝っていたんです」
親の離婚、再婚、再びの離婚。子どもの立場からしたら、不満や恨みもあるのでは？ と思
い水を向けてみましたが、どうもそういった発想はあまりないようです。
涼音さんが優しい性格であることや、親たちが適切な配慮をしてきたことも大きいのでし
ょうが（聞く限り、実父も養父も彼女を大変大切にしてきたようです）、もしかするとこれ
まで受けてきた教育の中で、
「あらゆることを、まわりに合わせる価値観」が身に付いてい
るせいもあるのかもしれません。
勉強と療育、両方したかった
これまでに、大人はわかっていないな、と感じたのはどんなこと？ と尋ねると、「自分も
（まわりのことを）わからないことのほうが多い」と断りを入れつつも、何度も口にした
のが「勉強がしたかった」という言葉でした。
「私は幼稚園にもあまり溶け込めていなかったし、一時保護所から戻った後は不登校にな
ったので、母親は『この子に健常者のルートは無理だろう』と思ったらしく。その頃、埼
玉から東京に引っ越したのですが、そのときに、特別支援学級に入れられたんですね。
『
（私
が）頭がいいと思えない』とも言われていて。
特別支援学級は、一長一短ですよね。自分のために使える時間が多かったので、コミュニ
ケーション能力はすごく伸びました。宿題もないので、ばかみたいに本や漫画を読んで、
コミュニケーションのパターンを覚えたりして。それに私は、人間関係を考え過ぎるくら
い考えて、家に帰るとうじうじ悩む“気にしい”なタイプなので、
（支援学級にいるほうが）
最初から孤立していて悩まないで済むのもよかったです。
ただ、勉強はすればするだけできていた、と自分で思っているので……。そうしたら、も
うちょっといい大学に入って、ひとつでも自分の自信になることができていたのかな、と
いうのはすごく感じます」

涼音さんの「勉強したい」という思いは、今に始まったものではありません。
中 1 のときにはすでに「塾は通わせてもらえないとわかっていたから、進研ゼミの中学講
座をやりたいと親に言って」、登校前や休み時間、帰宅後に、ひとりで勉強していました。
親から「勉強やめたら？」と言われてもやめず、中 3 の夏休みも毎日 5 時間の自主勉強を
続けます。模試では「5 教科の偏差値が 50 くらいだった」そうですが、完全な独学でこの
成績はたいしたものでしょう。しかし残念ながら、特別支援学級から一般高校に進学する
ことはほぼ不可能なため（内申点がつかない）、受験は断念することに。
大学受験のときも、先ほど書いた元カレの件（引っ越し手伝い）や、実父の他界が続いた
ことなどから、希望校を受けることがかないませんでした。高校のサークルで書いた小説
が文学賞を取っていたため、AO 入試で現在の大学に進学できたのですが、それでも「学歴
コンプレックスが強い」と言います（受験で進学するより小説で進学できるほうがスゴイ
と筆者は感じますが、そこは人それぞれの価値観でしょう）
。
療育の意味では、特別支援学級に行ってよかった。でも勉強はしたかったという涼音さん。
「いまは特別支援学級でも普通学級でも、勉強と療育を両方やるってことが、ほぼ不可能
ですよね」
サラリと口にしましたが、おそらく彼女が社会や大人たちに最も訴えたかったのは、この
ことでしょう。同じように感じている子どもは、実は多いのかもしれません。
先日、自閉症の子がいる友人にも意見を聞いたところ「一番の問題は『その子に適した場
がない』ということ。知的障害がある子どもにも、普通学級の子どもにも、同様の問題は
起きている」と言われ、確かにそうかもしれない、と思いました。
特別支援学級から見た普通学級
当時、涼音さんの学校では、特別支援学級の子どもたちに、普通学級の子どもが意地悪を
してくることが珍しくありませんでした。
「たとえば、小 2 の男の子 3 人組から『特別支援学級のくせに、廊下歩いてんじゃねえや、
気持ち悪い』と言われたり。図書室に行ったら、年上の小 5 の女の子に『気持ち悪っ』と
か言われたこともありましたね。やっぱり、けっこうグサッとは来ました。もちろん、普
通学級の誰もがいつも、いやな態度をとるわけじゃないんですけれど。でも、普通クラス
の子の嫌な面は、たくさん見てきました」
中学校の特別支援学級に入ると、他校の支援学級から来た子どもたちは「明るくて、のび
のびして」おり、涼音さんの学校の支援学級から来た子は「暗かった」そうなので、学校
によっても環境はだいぶ異なっていたのでしょう。
なお中学校では、小学校まで普通学級にいた子どもたちが特別支援学級に入ってきたため、
知的障害が軽度の子の割合が増えたといいます。
「そういう軽度の子は、
（普通学級での）いじめられっ子から急に（支援級での）優等生に
なって、自分より障害が重い子をいじめちゃう、ということもありました。軽度というか、
境界に近づくほど知恵がついて、人に意地悪をすることも考えるようになるので。
知的障害が軽い子は、自分より重い子のことを手伝って、全部やってあげちゃったりして。
そういう差も感じていました。頃合いを見て『本人にできることは、本人にさせたほうが
いいよ』と言えば、直る子は直るし、ふてくされる子はふてくされるし」
涼音さんの目線はもはや、先生のそれですが、もしかすると本当は普通学級でも、子ども
同士の間でこういったサポートがあってもいいのかもしれません。
周囲に合わせる、の次の段階
大学生となり、20 歳を迎えた涼音さん。いまの課題は、
「自分の認識をいかに信じるか」と
いうことだそう。
「これまではずっと、自分が周囲に理解されるように変わるしかないと思って、社会に合
わせて生きてきました。たとえば、
『こういうことをすると人を怒らせてしまうから、して
はいけないよ』とか、そういうレベルです。
だから、いざ自分が『どうしたい？』って聞かれると答えられない。ほかの人からは、私

は気ままに生きているように見えるかもしれないけれど、実際はあんまり好き勝手には生
きていないので。
たとえば、ひどいことを言われたときに、怒るべきか泣くべきかわからないんです。自分
が知らないうちに、相手を傷つけることを言っちゃったのかな？ とか思っちゃう。まわり
に合わせてばっかりだから、自分の認識に自信がもてない。
いまは、自分の認識をいかに信じるか、それをいかに伝えるか、という段階です。『自分は
何ができなくて、どこが間違ってる』じゃなくて、
『周りのどこがダメで間違ってる』と言
うこと。相手がおかしいことを言ったときに、『あなたはこういう点がおかしい』と、いか
に言うか。そういうことが必要な段階に入ってきちゃったことが、私は苦しいですね」
考えたことがありませんでしたが、それは大変なことでしょう。いまの日本では、発達障
害の人たちは「周囲や社会に合わせること」を求められ、そのための教育を受けています
が、実社会に出るにあたっては「自分がどうしたいか」を求められます。戸惑うのは、無
理もないことです。
でも改めて考えてみると、それは発達障害だけの話ではないかもしれません。日本の学校
教育全般、
「周囲や社会に合わせること」ばかりを求めてきました。そのため、さんざん指
摘されてきたとおり、
「自分で考える力が育たない」という問題が起きています。
わたしがよく取材する PTA の問題も同根です。これだけ多くの人々から不満の声があがる
のは、仕組みに問題があるからですが、「仕組みを見直そう」という人がたまに現れると、
「厄介モノ」扱いされてきました。
これもまさに「周囲や社会に合わせること」ばかりを求めてきた学校教育の成果のように
も思えます。
「発達障害だから」に潜む危険も
「発達障害」という診断がつくことで、本人の言うことが信用されなくなってしまう場合
もあるのでは？ 涼音さんは、そんな可能性も心配しています。
「たとえば私が親に『勉強がしたい』って言っても、私には『発達障害』という枠が与え
られているから、
『あなたには無理』と言われて終わりなんですよ。だから、もし『お前は
発達障害だから、状況把握ができなくて虚言癖がある』みたいなことを親が言っちゃえば、
本人の意思にかかわらず、それが通っちゃうこともあり得る。
たぶん、虐待を受けている子どものなかにも、発達障害という診断を受けているから『本
人の虚言』で済まされている人はいると思いますよ。私は虐待を受けていないですけれど、
私のまわりには、
『生きててごめんなさい』って親に土下座させられた子とか、ふつうにい
たので」
社会や周囲に合わせることも、もちろん必要です。でも、それが度を過ぎれば、子どもの
人権を踏みにじることにもつながりかねない。よく考えなければいけない、おそろしい点
です。
涼音さんは、この春から 1 年間、大学を休学することに決めています。
「4 月から、なんか勉強します。やっぱり勉強していない、というのがすごいアレなので。
昔から、塾に通ってたらどうだったんだろう？ とか、ピアノを習ってたらどうだったんだ
ろう？ とかすごく考えるので、1 回やってみようかなって。休学するだけで、もちろん大
学は卒業しますけど。
苦労ばっかりして、やりたいことをやってきていないなって思うので、プラスの経験値を
上げたいんです。去年は養父との縁組解消や、引っ越し、大学の入学手続き、成人に伴う
国民年金・障害年金の手続き、遺産相続などがいっぺんに来て、さらにバイトや学校もあ
って、けっこう辛かったです。休学中の在籍費は、バイト代からもう母親に渡してありま
す。話したら許してくれました」
「自分の認識を信じること」を課題とする涼音さんが、ようやく自分で下した決断です。
どうかこの 1 年が、涼音さんにとって必要なものを得られる時間になるよう、祈ります。

映画 「名探偵コナン」気軽に楽しみたい 障害者に配慮、上映会 清水区の映画館で１
８日に ／静岡
毎日新聞 2018 年 5 月 2 日
静岡市清水区の映画館「ＭＯＶＩＸ清水」で、一つのシアターを貸し切り、障害を持つ
人でも気軽に利用できるよう配慮したアニメ映画の上映会が１８日に開催される。他作品
の予告編などを上映しない工夫の他、足元が見える程度の明かりを確保したり、音量を小
さくしたりする。扉の近くにはスタッフを配置し、上映中の入退場もスムーズにできるよ
うにするという。
【大谷和佳子】
主催は、障害を抱える子を持つ親らで作る「ミックスサンド」で、上映会のために結成
された。代表の平田由美子さん（５５）は同区のＮＰＯ法人で音楽療法士としても活動し
ており、福祉施設を訪れることもある。障害を抱える人には暗い場所や大きな音が苦手な
人や、多動性があるため同じ場所にじっとしていられない人もおり、
「映画館という非日常
的な空間を楽しむことは敷居が高い」と感じていたという。
息子に障害があり、計画に参加する泉栄子さん（４８）は「考えもつかないアクシデン
トも起こる。
（迷惑になるのではと、映画館を敬遠してきた人が）一歩踏み出すお手伝いが
できれば」と話す。
事前申し込み、きょうまでに
上映会への参加は２日中に事前申し込みが必要で、ミックスサンドのホームページ
（https://mixsand2018.jimdo.com/)から。作品は「名探偵コナン ゼロの執行人」
。午後６
時上映開始。１人１０００円で、障害者手帳を持つ中学生以下８００円。他に、運営費と
して１家族２００円が必要。定員を超えた際はキャンセル待ちを受け付ける。
問い合わせはメール（mixsand2018@gmail.com）へ。

在宅の重症心身障害児・者

休息重要
上毛新聞 2018 年 5 月 2 日
自宅で暮らす群馬県内の重症心身障害児（者）の半数が、たんの吸引など何らかの医療
的ケアを日常的に受けていることが、当事者の家族団体が実施した初の実態調査で分かっ
た。多くの家族が介護疲れを感じていると回答し、負担を一時的に解消するレスパイト（休
息）の重要性が浮き彫りになった。
調査は県重症心身障害児（者）を守る会（吉田英子会長）が昨年９～12 月、障害者施設
などを通じてアンケート用紙を配り、乳幼児から 70 代までの当事者と暮らす 157 家族から
回答を得た。

不正受給

半数が医療的ケア 家族に負担

新潟市の障害児施設、事業者指定取り消し

／新潟
毎日新聞 2018 年 5 月 2 日
新潟市は１日、中央区川岸町２の障害児向け放課後デイサービス施設「きととの森」が
公金約１６７万円を不正受給したなどとして、同施設に対する事業者指定を６月１日付で
取り消すと発表した。同施設は同日までに閉鎖される見通し。
市によると、同施設を運営する中央区八千代の株式会社「心和会」が昨年、同施設職員
の賃上げ状況などを実情よりも高く市に報告。賃上げに積極的な事業者に支払われる公金
「福祉・介護職員処遇改善加算額」を不正に受給したとしている。職員からの通報で発覚
した。
【南茂芽育】

都バス「ノンステップ」から「フルフラット」へ
読売新聞 2018 年 5 月 2 日
東京都交通局は今秋、車両後方の段差を減らしたバス「フルフラットバス」を導入する。

約１１億円で２９台を購入し、年内には運行を開始する方針。フルフラットバスは車両
後方への移動がしやすいため前方に乗客が集中することを緩和でき、乗客が段差で転倒す
ることも防げる。同局の担当者は「高齢者をはじめ、誰
もが利用しやすいように公共交通機関のバリアフリー化
を進めたい」と話している。
同局によると、国内でフルフラットバスを路線バスと
して導入するのは初めて。現在の都営の路線バス約１５
００台は全て、床を低くして乗降口の階段がない「ノン
ステップバス」だ。
ノンステップバスは、車両後方の床下にエンジンや変
速機などが収められているため、段差ができる。これに
よって、乗客が段差でつまずくなどして転倒するおそれ
があり、昨年８月には港区で、７０歳代の女性が車両後
方の段差を上ろうとした際にバスの揺れでバランスを崩
して転倒し、腰の骨を折る事故が起きている。また、乗
客は床面が平らな車両前方に集まり、後方にスペースが
あるにもかかわらず、前方が混雑しやすくなる。
導入するフルフラットバスは、エンジンなどをバス最
後部に集約する構造。現在の路線バスの座席数（２０～
３０席）や定員数（６５～８０人）とは、おおむね変わ
らない予定だ。どの路線に配備されるかは、まだ決まっていない。
ノンステップバス１台あたりの購入費用約２５００万円に対し、フルフラットバスは１
台約３７００万円で、１０００万円以上高くなる。都交通局は導入後、走行性能や乗客か
らの意見などを検証し、フルフラットバスを増やすかどうかを検討する。
同局車両課の保泉正雄課長は「都が先陣を切って導入することでフルフラットバスが普
及し、将来は車両の価格が今よりも安くなってくれれば」と話している。

ボッチャ

和気あいあい 障害者とＲＣメンバーが交流

伊賀 ／三重
毎日新聞 2018 年 5 月 2 日
障害のある人たちとロータリークラブ（ＲＣ）のメンバーが交流する「ボッチャ大会」
が４月３０日、伊賀市ゆめが丘１の「県立ゆめドームうえの」であった。ボッチャは目標
球の白いボールに向かって赤と青のボールを投げたり、転がしたりして、どれだけ近づけ
るかを競う。リオデジャネイロ・パラリンピックで日本チームは銀メダルを獲得した。大
会にＲＣ側からは中勢・伊賀グループ（津、伊賀、名張の３市）の８ＲＣに所属する９４
人が参加。１８チームを組み、伊賀市内の知的障害者ら１８人が各チームに入った。 競
技開始前にルールの説明をしたＮＰＯ法人「スペシャルオリンピックス日本・三重」の池
田吉彌さん（４９）は「障害者が多くの人と関わり、社会に出ていけれ
ばと取り組んでいる。盛り上がる競技だし、大会は障害を理解し、互い
にコミュニケーションを持ついい機会になると思います」と話した。８
ＲＣは持ち回りで年に１度、交流大会を開く計画があり、上野ＲＣが第
１回の開催担当になった。上野ＲＣの別所泰広会長（６６）は「ＲＣの
社会奉仕の新しい試みとして続けていきます」と話していた。【大西康
裕】
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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