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大人の発達障害理解を 静岡・葵区でパネル展

静岡新聞 2018 年 7 月 20 日

大人の発達障害や活動内容を紹介しているパネル展＝静岡市葵区
の市女性会館アイセル２１

発達障害がある大人の当事者による自助グループ「プリ
ズムステーション（ＰＳ）」が２７日まで、静岡市葵区の
市女性会館アイセル２１でパネル展を行っている。グルー
プの担当者は「子どもの発達障害は認知されてきたが、成
人はまだまだと感じる。展示を通して障害とグループを知
ってもらえれば」と語った。
展示では発達障害の分類や障害について書かれた本、月に１度、同館で開いている当事
者会などを紹介している。
「疲れやすい」
「こだわりすぎる」「雑談が苦手」といった日常生
活での困り事に対し、
「見た目からは分かりにくい障害のため、周りから誤解を受けること
も多く、孤立状態になりやすい」など、イラストを交えて伝えている。
ＰＳは当事者の悩み事などの解決を手助けし、生活の質向上と同時に社会に周知し、理
解の土壌を作ることが主な目的。診断された人などを対象に２０１５年に発足し、同市を
拠点に活動する。当事者会は毎月第３日曜に開く。ハンドルネームを使い、前半は「どん
な時に不安になるか」
「自分史の発表」などのテーマを設けて話し、後半はフリートークを
行うなどしている。

移動困難者と手助け可能な人物を仲介 ＪＲ西が実験
日本経済新聞 2018 年 7 月 19 日
ＪＲ西日本は 19 日、駅周辺の移動で困っている車椅子利用者らを支援するサービスの実
証実験を始めると発表した。スマートフォン（スマホ）を使い、手助けできる人物と引き
あわせる。実験結果を検証し、障害者らをサポートするサービスの開発につなげる。
８月３～31 日に大日本印刷、コンサルティングサービスのミライロ（大阪市）とともに
ＪＲ大阪駅で実施する。参加者はまず、対話アプリ「ＬＩＮＥ」の専用アカウントに登録
する。サポートを求める参加者が実験エリアに入った場合、ＬＩＮＥを通じて会話形式の
質問に答えると、エリア内にいる手助けできる人物を仲介する。日本語のほか英語にも対
応する。
ＪＲ西は駅で多言語放送のアナウンスを流すなど、訪日外国人客らが移動しやすくなる
取り組みを進めている。
大日本印刷は 2017 年に東京メトロ銀座線で同様の実験をしており、
ほかの地域でも進める計画だ。

旧優生保護法 強制不妊、県文書に７８件記載 ２６件「手術受けた可能性高い」 静岡
産經新聞 2018 年 7 月 20 日
旧優生保護法（昭和２３～平成８年）下で障害者らが強制的に不妊手術を受けさせられ

た問題で、県は１９日、県に残る関連資料を全て調査したところ「優生手術」などと記さ
れた資料が７８件見つかったと発表した。このうち実際に不妊手術を受けたとみられるの
は２６件、手術を受けたかどうか判別できないのは５２件だった。
県は県健康福祉部とその出先機関、県教育委員会に残る全ての資料４万５４６８件を対
象に、今年５～６月にかけて調査を行った。その結果「優生手術」との記載が７０件、不
妊手術の方法である「卵管結紮（けっさつ）術」などの記載が８件見つかった。
実際に手術が行われたと考えられる２６件のうち、２０件については本人や家族からの
聞き取り記録や施設入所中の記録などに「優生手術」と記されていた。残る６件の資料に
は、より具体的な「卵管結紮術」などの手術に関する記載が認められた。県は「いずれも
医療機関のカルテのような手術の実施を裏付ける記録ではないが、内容から判断すれば実
際に手術を受けた可能性が高い」としている。
県は同時に、厚生労働省の指示を受けて、手術を受けた個人が特定できる資料の有無に
ついても調査した。その結果、別の資料に紛れて１件の「優生手術適否決定通知書」が発
見されたものの、審査結果が「否」だったことから手術を受けた個人の特定には至らなか
った。
本県では個人の特定につながりやすい手術台帳が作成された形跡がなく、ほとんどの関
係資料が保存期間超過で破棄されているため、個人を特定する作業は難航している。県は
４月下旬、県内約３千の全医療機関や障害者入所施設に関係資料を保存するよう依頼済み。
担当者は「県としてできる限りの調査は行った。今後は医療機関のカルテなど民間の記録
を調べることになる」と話しており、被害の救済に向けた個人の特定を急いでいる。
県が歴史的公文書として保存している県衛生年報によれば、昭和２４～５３年に本人の
同意なく実施されたとみられる「審査を要する優生手術」が７４６件あったとしているが、
今回の調査では裏付ける資料は見つからなかった。一方、厚生労働省に残る統計によれば、
同期間に県内で行われたとみられる強制不妊手術は５３０件とされている。
県は専用電話（
（電）０５４・２２１・３１５７）を設けて本人や家族からの相談を受け
付けているほか、今後国に対して速やかな救済措置を要望することにしている。
（田中万紀）

豪雨の避難指示・勧告区域で本紙調査 神戸新聞 2018 年 7 月 20 日
各地で甚大な被害が出てから２０日で２週間とな
る西日本豪雨。兵庫県内の多くの市町でも避難指
示・勧告が発令されたが、対象となった区域の住民
に神戸新聞社がインターネットを通じて発令後の行
動を尋ねたところ、
「避難所に行った」は５％にとど
まり、
「自宅内で避難した」とする回答が３５％に上
った。土砂災害では家屋が倒壊する危険があり、自
治体側は迅速な避難を呼び掛けているが、実際の行
動との大きなギャップが浮き彫りになった。
■「対象と知らず」７％
アンケートは１２日午後から１５日午後にかけ、
ツイッターで実施。避難指示・勧告が発令された後の行動を選択式で尋ね、兵庫県内外の
８４８人が回答した。
最も多かったのが「避難しなかった」で、半数を超える５３％。「氾濫する恐れのある川
を越えなければ避難所に行けなかった」と、避難のための移動が危険と判断してやむを得
ず自宅にとどまった人もいた。
続いて多かったのが「自宅内で避難した」の３５％。夜間などでは自宅２階や屋上など
高い場所に移動する「垂直避難」も身を守る手段の一つで、地域の避難所開設が夜中だっ
たという人は「すぐ外に出られるように薬や保険証、軽い着替えなどを持って、２階で横
「自宅で避難」35％

になった」とコメントした。
ただ、土石流が想定される区域での垂直避難について、内閣府のガイドラインは「とる
べきではなく、緊急的なやむを得ない場合の行動」とする。今回、神戸市の避難指示全３
２件と、ピーク時で約１０万人に出された避難勧告１３件のうち１１件は、土砂災害の危
険を想定したものだった。市危機管理室は「普段から避難所の場所やルートを確認し、早
めの避難を心掛けて」と呼び掛ける。
一方、居住地が「
（指示や勧告の）対象区域と知らなかった」との回答が７％あった。県
災害対策課によると６、７日に県内１５市町に大雨特別警報が発令された際、「自分の住む
地域に勧告や指示が出ているのか」との問い合わせが複数あったといい、担当者は「防災
行政無線や自治体のホームページなどで避難情報を出しており、積極的に活用してほしい」
としている。
（金 旻革）
【避難情報】３段階あり、市町村が発令する。「避難準備・高齢者等避難開始」は、対象区
域の住民に避難する準備を整えるよう呼び掛けるほか、避難行動に時間がかかる高齢者や
障害者らに避難開始を促す。人的被害の可能性が高まると、
「避難勧告」で速やかな避難を
呼び掛ける。人的被害の危険性が非常に高まったと判断した場合、「避難指示」を出して対
象者に緊急避難を要請。段階を踏んで発令されるとは限らない。

皇室 両陛下 来月、北海道・利尻へ 島巡り、象徴の務め
…５８年で５５島目
毎日新聞 2018 年 7 月 20 日

戦没者慰霊、被災地見舞い

宮内庁は１９日、天
皇、皇后両陛下が８月
３～５日の日程で北海
道を訪問されると発表
した。札幌市で５日に
開催される「北海道１
５０年記念式典」に出
席するほか、利尻島を
初めて訪ねる。
両陛下は３日に、北
広島市で知的障害者が
農業に取り組む「竹内
農園」を訪問。４日は
利尻島でウニを養殖す
る「ウニ種苗生産センター」や、アカエゾマツの原生林に囲まれたオタトマリ沼を見学す
る。利尻島訪問は２０１１年に計画されたが、東日本大震災を受けて取りやめになった経
緯がある。
【高島博之】
皇太子時代から島々を巡る旅を続けてこられた天皇陛下。８月の北海道・利尻島への訪
問は２１都道県、５５島目となる。象徴天皇として重要な務めと位置付けてきた在位中の
島訪問は最後になる可能性がある。
宮内庁によると、陛下が初めて訪れた島は、１９６０年８月の似島（にのしま）
（広島市）
だった。同市であった平和記念式典に出席した後、原爆などで親を失った孤児が入所する

施設「似島学園」を訪問した。
直近は今年３月の沖縄県・与那国島。島の漁港では、漁師らが「遥（はる）か遠い日本
最西端の漁協にお越しくださり誠にありがとうございます」と書いた横断幕を用意して出
迎えた。天皇、皇后両陛下はクロカジキ漁の様子などを熱心に質問していた。与那国漁協
の嵩西（たけにし）茂則組合長は「精いっぱいお迎えしようと横断幕を作った。喜んでい
る人がたくさんいた」と振り返る。
太平洋戦争の戦没者を慰霊するため、島を訪ねることも多かった。７６年１月に沖縄県
を訪問した際は本島のほか伊江島も訪れ、犠牲となった住民と日本兵約３５００人を追悼
する「芳魂之塔（ほうこんのとう）
」に拝礼。９４年２月には日米合わせて約２万９０００
人が犠牲となった東京都・硫黄島で戦没者を慰霊している。
災害の被災地となった島の訪問も大切にしてきた。北海道南西沖地震の被災者を見舞う
ため９３年７月に北海道・奥尻島に赴いたほか、阪神大震災があった９５年１月は兵庫県・
淡路島を訪れた。２００７年１０月には福岡県・玄界島で福岡県西方沖地震の復興状況を
視察した。
陛下は１６年８月に公表した退位の意向がにじむおことばで、こうした旅について「天
皇の象徴的行為として、大切なものと感じて来ました」と述べている。【高島博之、山田奈
緒】

日本のメダルに期待＝追加種目では半数が野球に関心－時事世論調査
時事通信 2018 年 7 月 20 日

開催まで２年に迫った東京五輪・パラリン
ピックで最も関心があるのは日本のメダルが有力視される競技。追加される新競技では野
球－。時事通信社の世論調査でこんな結果が出た。
関心ある競技（複数回答）を聞くと、最も多かったのは「水泳や柔道など日本選手のメ
ダル獲得が有力視される競技」５３．０％で、次に多い「メダルの期待と関係なく自分が
好きな競技」の３０．２％を大きく上回った。
関心ある追加競技（複数回答）では、「野球（男子）」が５０．０％と最多。次いで「ソ
フトボール（女子）
」３４．８％、
「スポーツクライミング」１７．３％、
「空手」１４．８％、
「スケートボード」１４．５％、
「サーフィン」１１．１％など。「関心のある追加種目は
ない」は１９．８％だった。

「パラリンピックをテレビや会場で観戦したいか」と聞くと、「観戦したい」は計５８．
６％で、
「観戦したくない」の３９．７％を上回った。障害者スポーツへの関心を高める方
法（複数回答）では、最多の「テレビ放送や新聞報道の充実」４５．８％、
「障害者がスポ
ーツをしやすい環境の整備」４２．２％などが目立った。（

散髪で真備の被災者に癒やしを

奉仕望む福山の理容師中間谷さん
山陽新聞 2018 年 7 月 19 日

経営する理容院で倉敷市の被災者への気持ちを話す中間谷さん

高齢者や障害者施設で出張散髪ボランティアを続ける福山市
の理容院経営中間谷文子さん（６７）＝井原市出身＝が、西日
本豪雨で大きな被害を受けた故郷に近い倉敷市真備町を訪れ、
被災者の散髪奉仕をしたいと、受け入れ先の避難所を探してい
る。中間谷さんは「つらい経験をして気持ちがふさぎ込む中、
さっぱりすれば心の癒やしにつながるはず。気軽に申し込んで
ほしい」と話す。
中間谷さんは中学卒業後の１９６７年、福山市で見習いを始
め、その後、理容師免許を取得し現在の自宅で約４０年間店舗
を経営。開院直後、近所の病院で入院患者の散髪を頼まれたこ
とがきっかけで出張奉仕を始めた。阪神大震災（９５年）でも仮設住宅で同様の活動を体
験した。
現在は月１回程度、市内を中心に各施設をバイクで訪問。寝たきり高齢者の髪のケアを
するほか、業務の一環でも請け負っている。
その中、今月、広島、岡山両県を中心に豪雨災害が発生した。故郷に近い真備町の様子
を新聞やテレビで見るたびに「何とか激励してあげたい」との気持ちが強まり、被災地入
りを決めたという。
中間谷さんによると、詳細な訪問時期は未定だがお盆前後には訪問。「カットのみであれ
ば男女とも１人１５分前後で終え、１日に２０～３０人をこなすことも可能」。散髪には多
くのタオルやカット用具を持ち込むため「できれば現地で車に乗せて回ってくれる協力者
も募りたい」とする。
訪問日時などの相談は中間谷さん（０８４―９６３―０５４９）。

カジノなし崩し解禁 整備法２０日成立 ギャンブル依存対策不足 回復施設２５都道府
県のみ
西日本新聞 2018 年 07 月 20 日
カジノを含めた統合型リゾート施設（ＩＲ）整備法案が１９日、参院内閣委員会で可決
され、今国会での成立が確実になった。法案はギャンブル依存症対策として、日本人の入
場回数制限などを盛り込む。ただ、どこまで抑止につながるのか、支援の専門家からは疑
問の声も上がっている。
「パチンコだと、失ってもせいぜい１日１０万円。カジノが導入されれば、追い詰めら
れる期間が短くなる危険性がある」
依存症患者の回復を支える「ジャパンマック福岡」（福岡市）の岡田昌之統括施設長（５
７）は懸念する。
施設では現在、利用者５０人のうち４割がギャンブル依存症を患う。多いのは大学生で
パチンコなどにのめり込み、数百万円の借金を抱えて生活が破綻し、３０代で施設に入る
ケースだ。
依存症は、ギャンブルなどで脳内の快楽物質の放出が刺激され、より強い刺激を求めて
行動がコントロールできなくなる病気。利用者にも、家族に借金１千万円を肩代わりして

もらった翌日にパチンコに行った人や、ギャンブル資金を得るために勤め先からパソコン
を横領したり、工具などを盗んだりして逮捕された人もいるという。
「数千万円の借金を抱
えて、家族が自殺した例もあった」
政府の２０１７年度全国調査によると、生涯でギャンブルの依存症経験が疑われる人は
推計３２０万人。患者を増やさないため、ＩＲ整備法案はカジノの利用規制を盛り込む。
日本人客のカジノ入場は週３回、月１０回まで制限し、入場料６千円も課す。
今月６日には、ギャンブル依存症対策法も成立。政府に医療体制の整備や社会復帰支援
を進める計画策定を義務付け、都道府県にも地域の実情に即した計画づくりを求めた。
もっとも、厚生労働省によると昨夏時点で、回復施設は２５都道府県に５５施設、専門
医療機関は３９都道府県に１０３施設にとどまる。双方とも備えていない県も残っており、
受け皿が十分とは言い難い状況だ。
依存症対策には何が必要か。岡田さんは「啓発」と「家族支援」を挙げる。
患者の多くは自らが「病気」という認識が薄い。岡田さんは、たばこに「吸い過ぎは肺
がんのリスクを高める」と警告表示があるのに倣い、ギャンブルも「長時間、賭け事を継
続すると脳に取り返しのつかない障害を与える可能性がある」という啓発が必要だと語る。
パチンコなども含めたＣＭ規制も有効だという。
一方、依存症は本人だけの問題ではない。家族が「助けてあげなくては」と強迫的に考
え、家族自身の生活が破綻するケースもある。発達障害による生きづらさや、性暴力被害
のトラウマなど心理的苦痛から逃れるためにギャンブルに依存する人もいて、回復には家
族の理解も欠かせない。岡田さんは「自己責任で済まされないよう、規制や支援態勢を整
えてほしい」と訴えた。

【西日本豪雨】義援金保護法２０日成立へ 被災者の生活再建目指し衆院で可決
産經新聞 2018 年 7 月 20 日
衆院本会議で災害義援金差押禁止法が全会一致で可決、議場に一礼する小此木八
郎防災担当相＝１９日午後、国会（春名中撮影）

衆院は１９日の本会議で、西日本豪雨と大阪北部地震の被災者が義
援金を受け取る権利を保護するため、住宅ローンなどを融資している
金融機関が差し押さえることを禁止する法案を全会一致で可決した。
２０日に参院で可決、成立する見通しだ。
法案は、衆院災害対策特別委員会の望月義夫委員長（自民）の提案
で衆院本会議に提出した。被災者の生活再建を目的とし、法律施行前
に受け取った義援金も保護の対象となる。
同様の法律は、平成２３年の東日本大震災や２８年の熊本地震の際
も制定された。

いじめ、３割が相談できず

大津市が小中学生を調査

山中由睦（よしちか）
朝日新聞 2018 年 7 月 19 日
大津市は１８日、市内の小中学生を対象にした「いじめについてのアンケート」の調査
結果を公表した。悪口や暴力行為などを受けた後、３割以上が相談できなかったと回答。
一方、中学生がＬＩＮＥ（無料通信アプリ）やチャットでの相談窓口を利用しやすいと考
えていることも分かった。
いじめの対象になった市立中の男子生徒（当時１３）が、２０１１年１０月に自殺した
ことなどを受け、市は１６年度から毎年度小中学生にアンケートを実施。１８日にあった
いじめ防止対策の会合で、今年度の調査の速報値を公表した。
小中学校の各学年の中で３クラスごとに１クラスを抽出。５月１４日～６月１日に、小

学４～６年生計４１８０人、中学１～３年生計３３５６人が回答した。
前学年の時に暴力を振るわれたり、悪口を言われたりした経験を尋ねると、６８・５％
が「ない」と答えた。「ある」と回答した中では、「からかわれたり、悪口やおどし文句、
嫌なことを言われたりした」が、最も多かった（１７・２％＝複数回答可）。続いて「叩（た
た）かれたり、蹴られたり、ぶつかられたりした」
（１３％＝同）
、「インターネットにつな
がる機器で、嫌なことをされたりした」（４・２％＝同）。こういった経験をした児童、生
徒に対し、
「受けた行為をいじめだと思うか」を尋ねたところ、
「すべていじめ」
（３１・３％）
、
「いくつかはいじめ」
（４４・８％）
、
「すべていじめではない」（１７・８％）となった。
行為を受けた後、誰に相談したかについては「誰にも相談しなかった」が中学生で３８・
９％、小学生で３４・５％にのぼった。どのような窓口なら相談しやすいかについては、
小学生は「実際に会って相談できる窓口」が最も多かったが、中学生は「ＬＩＮＥやチャ
ットで相談できる窓口」が最多だった。

児童福祉司、２千人増へ ５歳女児の虐待死受け政府方針

浜田知宏、船崎桜
朝日新聞 2018 年 7 月 20 日
東京都目黒区で５歳の女児が虐待を受けて死亡したとされる事件を受け、政府は児童虐
待防止の対策案をまとめた。２０２２年度までに児童相談所（児相）の児童福祉司を約２
千人増やす新プランを策定することと、児相職員が子どもの姿を見て安全を確認できなけ
れば立ち入り調査を原則とすることが柱。２０日に行われる関係閣僚会議で決定する。
児童虐待の件数は年々増加しており、１６年度に児相は１２万２５７５件に対応。０６
年度から１６年度にかけて件数は３・３倍に増えた。一方、対応にあたる児童福祉司は１・
４倍の増加にとどまっている。
新プランでは人手不足が指摘されている全国の児相の体制強化として、１９～２２年度
の４カ年で、３２５３人（１７年度末見込み）の児童福祉司を約２千人増やす。児童福祉
司は国家資格ではなく、医師や社会福祉士などの資格を持った人や、大学で社会学や心理
学を学んだ人など条件を満たす人たちの中から自治体が任用する。国は地方交付税の増額
なども検討し、自治体に任用を促す考えだ。
これに伴い、政府は現在取り組んでいる児相強化プラン（１６～１９年度）について、
１９年度に見直す予定を前倒しして１８年度中に新プランを作成し、１９年度から実施す
る。虐待の相談窓口がある市町村の体制強化についても盛り込む方針。具体策は今後検討
する。

社説：先生が足りない／正規雇用を増やすべきだ
神戸新聞 2018 年 07 月 20 日
公立の小、中、高校で先生が足りず、授業に支障が出るという非常事態が起きている。
兵庫県を含む２６都道府県と９政令指定都市で、児童、生徒の数を基に決める教員定数
に対して少なくとも計６００人の不足が生じていることが判明した。
宝塚市の中学校では今春採用予定だった家庭科の臨時講師が別の自治体に採用されたた
め、家庭科教員がいなくなった。５月下旬に新しい教員が決まるまでほかの教科に振り替
えた。
島根県の中学校は英語の教員が確保できず、１カ月間授業ができなかった。広島県の中
学校でも臨時講師の退職で理科と国語の一部の授業が滞り、後任探しに奔走した。
「人を育てる仕事に人がいないのは致命的だ」
。教育委員会からはこんな声が上がる。
教育の機会均等を保障するのは国の責務である。義務教育の現場が抱える深刻な事態を
放置せず、責任を持って教員不足の解消を急ぐべきだ。
教員が足りない根本的な原因は、少子化を見越して教員定数を減らしてきたことにある。
加えて小泉純一郎内閣の「三位一体改革」の影響も大きい。公立小中の教員の給与を国

が半分負担していたのを、３分の１の負担に減らした。
その結果、自治体は正規採用を抑え、給与の低い非正規雇用の教員枠を増やすようにな
った。自治体間で臨時教員の取り合いが起きているのだ。
教員の年代構成もいびつになっている。１９９０年代後半から１０年余り、採用を極端
に抑えた。その影響で兵庫県内でも現在、中核の４０代が少なく、若手の指導に手が回ら
ないという。
いじめや貧困、外国人の子どもの増加など学校が直面する課題は多様化している。教員
の長時間労働も深刻で、現場の努力だけではもはや限界だ。正規雇用の教員を増やす必要
がある。
「１クラス４０人という学級編成基準を主要先進国並みに３０人以下にしてほしい」。兵
庫県内をはじめ全国の市町から同様の要望が国に出されている。
次代を担う子どもたちのために優先すべき課題であることは明白だ。財政事情が厳しい
からこそ、政治のリーダーシップが求められる。

社説 カジノ法案が成立へ 賭博に頼る発想の貧しさ
毎日新聞 2018 年 7 月 20 日
カジノを解禁する統合型リゾート（ＩＲ）実施法案が、参院内閣委員会で可決された。
きょうにも成立する見通しだ。
西日本を襲った豪雨により被災地の支援が急がれる中での法案審議だった。猛暑の中、
今も多くの被災者が避難生活を送っている。復旧を進めるために何が必要か。政府も国会
もそこに神経を集中すべきときだ。
ところが、貴重な時間の多くがカジノ法案の審議に割かれ、道路や河川の災害復興を所
管する石井啓一国土交通相が答弁に追われた。もともと、通常国会で成立を急ぐ理由に乏
しい法案だ。こうした政治の姿が国民の目にどう映っただろうか。
この法案のそもそもの問題点は、地域の振興のためには、カジノ、つまり賭博を解禁す
ることが必要だと考える発想の貧困さにある。
政府は、カジノが成長戦略の目玉となり、インバウンド（外国人観光客）の増加や地域
振興に役立つと説明し続けた。
昨年日本を訪れた外国人観光客は２８００万人を超え、過去最高を更新した。ここ数年、
飛躍的に伸びている。観光庁などの調査によると、日本観光への期待は、
「日本食を食べる
こと」
「ショッピング」
「自然・景勝地の観光」などだ。
さらには、丁寧なものづくりや最先端と伝統が共存する文化なども日本の魅力として認
識されているという。私たち日本人ですら気づかないような山あいのスポットがネットな
どで評判になり、多くの外国人が訪れるようなケースは珍しくない。
これだけの観光資源がありながら、カジノに地域おこしを委ねようというのではあまり
に安直すぎる。韓国などの例を見ても、カジノが設置された町は、借金で自殺者が増加す
るなどしてすさんでいる。地域に与える負の影響の方がはるかに懸念される。地域振興策
として、効果を上げるとは思えない。
今後、誘致に向けた動きが本格化する。大阪や北海道など複数の自
治体が手を挙げている。
カジノ設置のメリットだけに目を向けるのではなく、デメリットに
ついても改めて冷静に判断するよう自治体には求める。誘致に反対す
る住民も少なくないはずだ。そうした声にも耳を傾ける必要がある。
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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