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傍観者の声でいじめ撲滅 「ＢＥ

Ａ ＨＥＲＯ」プロジェクト
毎日新聞 2018 年 7 月 23 日
例示されたエピソードについてどう思うか意見を出し合う生
徒たち＝東京都港
区の区立赤坂中学
校で６月２９日
思春期が将来に向
けて大切な時期を
生きていると説明
する「子どもの発達
科学研究所」の和久
田学さん＝東京都
港区の赤坂中学校

で６月２９日

＜ｋｙｏｉｋｕ ｎｏ ｍａｄｏ＞
文部科学省の２０１６年度問題行動・不登校調査では、いじめ認知件数が前年度より１
０万件近く増え、過去最多の３２万３１４３件に上った。「いじめをなくすために何ができ
るのか」
。教育現場の長年の課題に対し、科学的な研究結果を生かし、いじめが起こらない
集団を作ろうという取り組みが始まっている。いじめ撲滅のための授業が行われた中学校
を取材した。
【金秀蓮】
●海外の研究を基に
授業は公益社団法人「子どもの発達科学研究所」と、米大リーグ・マリナーズの岩隈久
志投手が監修する「ＩＷＡアカデミー」が共催するいじめ撲滅プロジェクト「ＢＥ Ａ Ｈ
ＥＲＯ」の活動の一環。昨年１１月に浜松市内の中学校で始まり、今年度から他都県の小
中学校を中心に少しずつ広まっている。
プロジェクトの特徴は海外で先行するいじめの研究結果を基にアプローチしていること
だ。学校でのいじめは、周りの子ども、つまり傍観者が「いじめはだめだよ」と声を掛け
ると、加害者の過半数が数秒以内にいじめをやめることが、カナダの研究者の報告で明ら
かになっている。いじめは少数の加害者と少数の被害者の間で起こっている場合がほとん
どで、多くは傍観者だ。そのため、プロジェクトは傍観者の役割も重視する。
同研究所主席研究員の和久田学さんは「加害者や被害者と違い、傍観者は簡単に見つけ
られる。傍観者にもいじめとは何か、いじめをなくすためにどのような行動が必要かを教
えるのが大切だ」と話す。
●場面設定して討論
＜あるクラスでの出来事です。いつも休み時間になると鬼ごっこが始まります。楽しい
のですが、気になることがあります。鬼になるのはＡさんだけ。みんなでＡさんを避け、
Ａさんから逃げます＞
６月末、東京都港区立赤坂中学校（全校生徒１００人）であった「ＢＥ Ａ ＨＥＲＯ」

の授業。そこで示された、いじめに関する四つのエピソードのうちの一つだ。
このエピソードに対して（１）Ａさんがいつも鬼で避けられるのはいじめだ。やめた方
がいい（２）Ａさんも笑っているし楽しそう。これは遊び－－という二つの意見をあらか
じめ紹介。子どもたちがどう思うかグループで考えさせた。すると３分の２の生徒は「笑
っていても楽しくないかもしれない」などと（１）の意見に賛同したが、３分の１は「楽
しんでいるからいい」などとして（２）の意見を支持した。
和久田さんは「いじめられている側は『やめて』とか『嫌だ』と言えない。自分がＡさ
んの立場だったら笑っていられるか想像してほしい」と語りかけた。四つのエピソードを
通して「助けを求める勇気を持つ」「相手の気持ちに共感する」「相手を自分と同じように
大切に扱う」
「広い心でみんなを受け入れる」ことを確認した。そして、それらの考えを基
に具体的にどのような行動を取るかを考え、生徒一人一人が行動宣言を記した。３年の女
子生徒は「今までは、何かに困ったり悲しんだりしている人がいても声を掛けられないこ
とがあった。これからは自分で話を聞いて、誰かに知らせるという行動をとりたい」と語
った。
●集団の考え変える
１６年度のいじめは小学校２３万７２５６件、中学校７万１３０９件、高校１万２８７
４件、特別支援学校１７０４件。
いじめが大人の目が届かないところで起き、被害者が助けを求められないことが多いこ
とを考慮すると、認知されないケースもあるとみられる。
「起きてしまったいじめを解決するだけでなく、いじめをしない子どもを育てることが
大切だ」と和久田さん。ＩＷＡアカデミーの木村匡宏さんは「いじめを防ぐために、子ど
もがどう行動すればいいか分かることで、学校の雰囲気も集団の考え方も変わっていく」
と話した。
大人が「悪い手本」見せない
いじめをなくすために大人ができることは何なのか。プログラムを開発、主導する和久
田さんは「いじめをする子どもには『いじめをするモデル』となる親や先生、年長者がい
る可能性がある」と指摘し、
「大人が人をいじめないこと。大人が変わるべきだ」と強調す
る。
幼い子どもの考え方や行動は、母親や父親のまねから始まる。学齢期になり部活に入れ
ば先輩や顧問の行動をまねる。なぜなら子どもにとって、父母や年長者は「尊敬する人」
だからだ。和久田さんは「母親がいつもいらいらして誰かを攻撃する行動を取っていると、
子どももいらいらしたときに誰かを攻撃してしまうようになりがち。先生が立場や権力を
乱用して生徒を支配しようとすると、そのような考えをまねてしまう」という。
「分別のある大人なら『自分がされて嫌なことは他の人にしない』という発想になるが、
発育途上にある子どもは暴力や虐待を受けると『力がある者は力で支配してもいい』と学
んでしまう場合が多いことを認識する必要がある」と話す。
いじめられた子の救済やいじめている子の指導だけでなく、いじめをしない子を積極的
に育てようという発想のいじめ撲滅プロジェクトを通じて身に着けさせようとしているの
は、いじめはだめだという価値観だけではない。
和久田さんは「いじめられていれば助けを求めていいこと、相手の気持ちを考えること、
独りぼっちになりがちな友だちを一人にしないことなど、子どもたちの『言葉や行動を具
体的に変えること』を促している。このプログラムが子どもたちの将来を守る教育になれ
ばと期待している」と語った。

発達障害などの児童生徒対象 通級指導「送迎大変」 保護者往復１時間半も 福岡県内
在籍校への教員訪問４％
西日本新聞 2018 年 7 月 23 日
発達障害などの児童生徒が通常学級に在籍しながら特別な指導を受けられる「通級指導

教室」
。小学生の息子を通わせる母親から「往復だけで１時間半以上かけて別の小学校まで
送迎しています」と訴える声が特命取材班に届いた。知人の子どもの場合は、担当の教諭
が在籍校に来てくれるのだという。どういう事情があるのか。
声を寄せたのは福岡市在住のさゆりさん（４０代、仮名）。「息子が幼く、落ち着きがな
くて…」
。担任教諭と相談し、今春から通級指導を受けることに。福岡県内の別の自治体に
暮らす知人の子と同じように在籍校で受けられると思っていたが、福岡市教育委員会は、
在籍校に通級指導教室が設置されていない場合、児童が設置校に通う方式だった。
週１回、さゆりさんがハンドルを握り、在籍校の授業を抜けた息子を設置校に送り届け
る生活が始まった。片道５０分。計９０分の指導後、在籍校へと連れて戻るのに３時間以
上を費やす。
復帰するつもりだった職場では、勤務中に長時
間抜けることは難しく、仕事を諦めた。
文部科学省によると、通級指導は１９９３年度
から小中学校で始まった。発達障害などに対する
保護者の意識の高まりを背景に、指導を受ける児
童生徒は増えており、２０１７年度は１０万８９
４６人と、９３年度の８倍を超えた。
問題は、全ての学校に通級指導教室が設置され
ているわけではないこと。岡山大大学院の吉利宗
久准教授（特別支援教育）は、さゆりさんのケースを「全国で起きている、通級の最大の
課題」と指摘する。
在籍校に通級指導教室が未設置の場合、設置校に子どもが通う「他校通級」、在籍校に教
員が出向く「巡回指導」がある。
本人や保護者にとっては巡回指導は負担が軽いが、文科省によれば「そもそも財政や人
員確保の問題から設置数自体が不十分な自治体もある」
。通級指導の教員定数は対象児童生
徒１３人に対し１人。「子どもが離れた学校に分散している場合など、巡回は難しい」（文
科省）
。福岡県の６０市町村のうち、巡回を一部でも導入するのは１７年度は１４市町。児
童生徒計３１１８人の４％にとどまる。
他校に通う場合、児童１人での通学が難しければ保護者の送迎が必要になる。共働き家
庭が増える中、通級を断念している人も少なくないとみられる。
巡回指導を行っていない福岡市教委は、学校に子どもを集める利点を「複数の教員が協
力でき、指導法も多彩になる。保護者間でネットワークもできる」と強調する。当初、巡
回指導も行っていたという北九州市は指導する児童生徒の増加に伴い、取りやめた。
「他校
通級は限られた教員でより多くのニーズに応えられる」と話す。
東京都が先進的な取り組みをしていると聞き、現場を訪ねた。
「野球好きな人？」「は～い、大好き」。５月中旬、東京都目黒区の油面小では、徒歩圏
内の不動小から訪れた教諭２人が、発達障害の児童たちを指導していた。３時限目は一緒
に１年生３人を集団指導。４時間目は別教室で３、５年生の個別指導をする。本年度、都
内の１２００超の全公立小学校に設置が完了した「特別支援教室」だ。
発達障害の子どもが、在籍校で指導を受けられるよう１２年度から全校設置を推進。拠
点校を設け、そこから教員が効率的に各校に出向く仕組みをつくった。
目黒区では拠点７校に所属する教員が全２２校を巡回する。田中真弓教諭は「保護者の
送迎がいらないのが最大の利点。在籍校の担任教諭と毎週顔を合わせるため連携しやすい」
と言う。
吉利准教授は「子どもや保護者を指導の形態に合わせるのではなく、ニーズに合った指
導の形にしていく視点が重要だ」と話す。

学童指導員の半数が年収１５０万円未満

保育の質に影、待遇改善を
中日新聞 2018 年 7 月 23 日
勤続１５年目の正規職員男性は手取り約２４万円。家族は
子ども２人がおり「生活は苦しい」＝愛知県で

小学生の子どもがいる共働き家庭にとって、学
校がない夏休みに子どもたちが通う学童保育（放
課後児童クラブ、学童）は心強い。だが、学童の
指導員は責任が重い仕事にもかかわらず、給料が
安く、約半数は年収１５０万円未満という調査も
ある。担い手が集まらず、現場は常に人手が足り
ない状態で、「指導員の待遇改善が必要」という
専門家の指摘もある。
「夏休み中は子どもたち約二十人分の昼食を作ったり、炎天下で一緒に体を思い切り動
かしたり。体力もいるし、障害がある子もいるので知識も必要。責任の重い仕事です」。愛
知県内の学童で正規職員として働く男性指導員（２８）は話す。
仕事のやりがいは感じるものの、悩みの種は収入だ。朝八時から夜七時までのうち一日
八時間、週五日働いて手取りは月約十九万円。「将来、家庭を持とうとすると、転職を考え
ざるを得ない」
学童は、二〇一七年の厚生労働省の調査では全国に約二万四千カ所。運営者は行政や保
護者でつくる組織、社会福祉法人、ＮＰＯ法人など、地域によって異なる。国と都道府県、
市町村が費用の三分の一ずつを運営者に補助している。
子どもたちの活動を支援するのが、男性ら指導員だ。以前は資格はなかったが、一五年
に「放課後児童支援員」の資格ができ、四十人程度の児童に対し二人以上の指導員を置く
（うち一人は有資格者の支援員）との基準が設けられた。
男性は学生時代にアルバイトで指導員になり、
「子どもの成長を見たい」と卒業後もバイ
トを続け、一五年に資格を取得して正規職員となった。しかし、給料は安く、家賃三万円
のアパートに住むなど生活を切り詰めても、貯金はほとんどできていない。交際していた
女性に「こんなに不安定で、低い給料では結婚できない」と言われたこともあるという。
愛知県内の別の男性指導員（３９）は勤続十五年目の正規職員で、手取りは約二十四万
円。二人の子どもがおり、妻も正規の指導員だが現在は育児休業中。
「早く妻に復帰しても
らわないと、生活が苦しい」と打ち明ける。
一四年に実施された「全国学童保育連絡協議会」の調査では、回答した週五日以上勤務
している指導員約四千三百人の４６・２％が年収百五十万円未満。年収の低さが、指導員
の人材確保に影響しているという見方もある。夫婦で指導員をしている男性の学童でも、
パートの指導員を募集しているが、適任者が見つからなかったり、長続きしなかったりで、
「人手は常に足りない」という。
指導員不足の解消に向け、内閣府の有識者会議は、給与の引き上げでなく、設けられて
間もない有資格者に関する配置基準を緩和し、なり手を募りやすくすることを検討してい
る。しかし、同協議会は「学童保育の質が落ち、指導員の社会的地位向上の流れにも逆行
する」として、約二十万人の反対署名を国会に提出した。
静岡大の石原剛志教授（児童福祉）は「指導員は『子ども好きなら誰でもできる』と思
う人もいるが、学年が異なる子どもの間ではトラブルも多く、専門性が必要。育児中の女
性がより働きやすい環境を整えるには、指導員のなり手を増やし、学童を充実させること
も重要だ。国などの補助額を増やし、指導員の待遇を改善することも検討するべきだ」と
指摘する。 （細川暁子）
＜学童保育＞ 共働き家庭などの小学生が放課後や長期休みの日中などを過ごす。全国
で約１１７万人の児童が登録、利用している。放課後児童支援員の資格は、保育士などの
有資格者か、実務経験２年以上などの条件を満たす人が、都道府県が開く講座を受講して

資格を取得する。指導員はパートを含め約１３万人。

障害者の人権守る「砦」に

虐待防止施設職員ら研修

差別、いじめ「発端の芽どこでも」
佐賀新聞 2018 年 7 月 23 日

虐待防止についてグループで話し合った意見を発表する参
加者＝佐賀市の県社会福祉協議会

佐賀県知的障害者福祉協会は１８日、障害者の虐
待防止をテーマにした研修会を佐賀市で開いた。現
場に従事する施設職員ら２５人が講話や討論を通
して、虐待の認識、防止策について理解を深めた。
障害者の権利を守る「砦（とりで）」となる自覚を
新たにした。
県障害福祉課の松尾未央さんが講話した。虐待に
ついて「小さな人権侵害が発端となり、加害者の自覚ではなく客観的な事実で判断される。
その芽はどこでも生まれる」と注意を呼び掛けた。防止するには、支援のミスや権利侵害
を許さない雰囲気をつくる大切さを強調し「謙虚さや誠実さを持って仕事にあたってほし
い。皆さんは障害者の権利を守る砦になるのだから」と呼び掛けた。
討論では、虐待を別の言葉に言い換えるという質問に対し、参加者からは「差別」
「いじ
め」
「されて嫌なこと」
「職員の余裕のなさ（から生まれるもの）
」などの意見が出た。
「『夏
なので髪を切ったら』とか『短パンをはいたら』と言う言葉が、相手によってはセクハラ
となり傷つけるかもしれない」など具体的な言及もあった。
同協会の森永弘太会長は「職員それぞれが気付いたことを話し合い、利用者が楽しく生
活を送れるようにしていってほしい」と話した。
県によると、２０１６年度の障害者福祉施設での虐待通報件数は１６件あり、このうち
３件が虐待と判断された。

障害ある人の姉として、優生思想と向き合い前へ 森本美紀 朝日新聞 2018 年 7 月 23 日
裁判の報告集会で、自身の思いを語る藤木和子弁護士（左）
＝仙台市

「私には耳が聞こえない弟がいます。そのために
私も周囲から差別を受け、結婚できるのか、子ども
を持てるのかと、ずっと悩んできました」
仙台市内で６月に開かれた旧優生保護法を巡る
裁判の集会。
埼玉県から駆けつけた藤木和子弁護士
（３５）が、詰めかけた参加者に語りかけた。
不妊手術を強いられた障害者らが、各地で国に損
害賠償を求めている裁判。藤木さんは５月、東京の
弁護団に加わった。理由の一つは「自分の中の優生思想と向き合うため」だった。
３歳年下の弟は、優しくてまじめ。お互いの仕事や好きな漫画について手話で語り合い、
今回の裁判も「がんばって」と応援してくれる。
小学生の時、弟に障害があることを知る友達から「不幸がうつる」とからかわれた。弟
の障害は母の責任ともとれる言葉を母に向ける大人たちも目にした。弟を哀れむ言動にも
直面した。社会のモノサシでは障害者は生まれてこないほうがいいと思われてしまう存在
で、その家族の自分も差別される側にいる――。その頃芽生えた感覚は、成長するにつれ
結婚や出産への不安につながっていった。

障害者グループホーム建設へ

神戸で絵画展

神戸新聞 2018 年 7 月 22 日

絵画展に来場するエンリク・ルビオ氏
チャリティー絵画展に向け
て作品の制作に励む利用者
と職員＝神戸市兵庫区西出
町１

障害者が暮らすグルー
プホームの建設に向け、
神戸市兵庫区西出町１の
「いかり共同作業所」が
２８日から３０日まで、
県民会館大展示室（同市中央区下山手通４）で、チャリティー
企画「現代国際巨匠絵画展」を開く。ピカソ、シャガール、東
山魁夷、平山郁夫など、国内外の著名な作家の作品約１２０点が展示販売されるほか、ス
ペインの画家エンリク・ルビオ氏も来場し、自作や利用者と共同制作した作品を披露する。
山本珠津子所長（５３）は「作品に親しみながら、障害者の置かれた現状を考えてもらう
機会になれば」と話している。
（岡本好太郎）
同作業所は１９８０年に開所。阪神・淡路大震災では旧施設が全壊したが、地域やボラ
ンティアらの支援を受けながら乗り越えてきた。現在は知的障害のある１０～６０代の３
５人が、お弁当事業や資源回収などに取り組んでいる。
また、利用者や家族の高齢化による、将来の暮らしの不安を解消するため、２０１３年
からはグループホームを運営。神戸市のあっせんで須磨区内の市営住宅２部屋を借り、そ
れぞれ居宅、体験利用として自立を促す生活支援に取り組んでいる。
しかし、別棟にあるため、職員の往来が困難▽手狭で受け入れ数が確保できない▽送迎
にも時間がかかる－など課題も多く、慣れ親しんだ地元でのホーム開設が望まれていた。
今春、作業所から１００メートルほど離れた場所に土地を購入。資源回収などで付き合
いのある地域の方が引っ越すのを機に「いかりさんなら安心して譲れる」と、申し出てく
れた。
新施設は４階建てをイメージ。１階に共有スペース、２階以上が個室、８人ほどを受け
入れ、職員が常駐する。公的施設の整備が進まない中「シェアハウスのように、ご飯を一
緒に食べ、笑い、それぞれの暮らしを見守ることができる場所にしたい」と山本所長は願
う。
２０２０年度の開所を目指すが、建設資金は不足している。これまで、コンサートや映
画会などを開いてきたが、来場者と話す時間をもっと作れるようにと、各地でチャリティ
ー絵画展を開く大阪の業者に協力を依頼した。企画した職員の男性（３４）は「障害者が
グループホームで暮らす形を知ってもらい、いろんな人とつながりができれば」と期待す
る。入場無料。収益は建設資金と災害の義援金に充てる。

難病バネに起業 佐賀市の吉田京子さん（４９） ＝エール・ひと
交差点＝ 着物を小物に再生、自らも再起へ
佐賀新聞 2018 年 7 月 23 日
試作した商品を並べ「贈られた人を笑顔にできたら」と話す吉田京子さん＝佐
賀市

脊髄の機能がゆっくり低下し、筋力が徐々に失われていく難病を
患う女性が６月、着物を使った小物などを作成、販売する事業を始
めた。「誰かを幸せにするために生まれてきた着物」に再度、息を
吹き込むことで、自らも再起したい－。そんな思いを込め、新たな
一歩を踏み出す。

■４回の手術
佐賀市川副町の吉田京子さん（４９）は３０歳のころ、「ぎっくり腰かな」という痛みを
感じた。体は次第に左側に傾き、２年間で見る見る悪化していった。佐賀や福岡の病院を
転々とし、診断がついたのはようやく１０カ所目。
「脊髄空洞症」という難病だった。
横になっても、立っても痛い。呼吸さえつらかった。症状を緩和するため、４回の手術
を重ねた。ホテルのフロントで働いていたが、仕事は続けられなかった。
「夢を与える接客
業なのに、もうお客様を笑顔にできない…」
。役に立たない邪魔者だと思い詰め、自宅に引
きこもった。
そんな状態が続いたある日、家のタンスに眠った着物が目に入った。今は誰の役にも立
っていない着物に自分を重ね、心が揺さぶられた。「着物は単に衣類というだけではなく、
日本の文化を語り、人に夢を与えられる。着物と一緒に人の役に立ちたい」
。３歳から高校
生まで日舞を習い、和の世界に親しんでいたこともあり、思いが募った。
障害者雇用枠の民間企業で働いていた３年ほど前、新聞で障害者ビジネスのスクール「ユ
ニカレさが」を知り、決心した。スクールで学びながら、膨らんでいった思いは「人に喜
ばれるものを」だった。
発症以来、家族にも友達にも、助けてもらうことが増えた。吉田さんが乗りやすいよう
に車を自宅の玄関前ぎりぎりまで着けてもらったり、歩くときに手を取ってもらったり。
そうした細やかな助けを「友達だから」とさらりと言ってくれる友人に恵まれたから、今
があると感じていた。
■誰かを笑顔に
商品イメージやデザイン企画は自身で手掛け、縫製は母富江さん（８０）とその友人が
担う。着物を仕立てるための生地で酒を包む「御包着物（おつつみきもの）」、着物生地の
祝儀袋「御祝着物（ごしゅうぎもの）」
、着物や帯を使い、筆で言葉を添えた「葉書着物（は
がきもの）
」などの６種類をそろえた。生地は正絹にこだわり、食品に触れる生地は新品を
使う。酒とセットで売る御包着物は、佐賀市の山田酒店での販売も決まった。
障害者年金はひと月６万円強で、自立して生活していくためには補う収入が不可欠だ。
３年後の黒字化を目指す。
障害者ビジネススクールで学んだ２年半で「生きる道を得た」と力強く話す吉田さん。
「手
に取ってくれた誰かを笑顔にするため、もう一度生き直し、他の人の役に立ちたい」
。そう
話す吉田さんもまた、笑顔だった。

ＪＩＳ認証機関が無資格・手抜き審査

英大手の日本支店

朝日新聞 2018 年 7 月 23 日

「ロイドレジスター クオリティ アシュアランス リミテッド
（ＬＲＱＡ）」の日本事務所が入るビル＝２０１７年１月１２日、横
浜市、朝日新聞社ヘリから

工業製品の品質やその管理体制の基準を定める国家規格
「ＪＩＳ」や国際規格「ＩＳＯ」の認証機関が、不十分な
審査で企業に認証を与える不正をしていたことがわかった。
大手素材メーカーなどの品質不正が相次ぐなか、企業の品
質管理をチェックする認証機関の不正も明らかになったこ
とで、国際的に高い評価を得てきた日本の製造業に対する
信頼を一段と損なうおそれがある。
不正な審査をしていたのは、世界７５カ国以上で規格の
認証を手がける英国の大手機関「ロイド レジスター ク
オリティ アシュアランス リミテッド（ＬＲＱＡ）」の日
本支店（横浜市）
。１８世紀に船級協会として創立され、品質管理に関する認証機関の草分
け的存在であるロイドレジスターグループの子会社だ。国内の審査件数も多い。

朝日新聞が入手した内部資料によると、航空・宇宙関連企業３社から依頼を受け、品質
管理の仕組みを定める国際規格「ＩＳＯ９００１」に、航空宇宙産業で必要な項目を追加
した規格「ＪＩＳＱ９１００」に関する審査を昨年実施。複数の韓国人審査員が審査を担
当したが、経歴が不十分で無資格だったり、所定の訓練を受けていなかったりする人物が
含まれていた。審査員がまとめた報告書が適正かどうかをチェックする工程を省略した不
十分な審査も複数見つかった。
内部資料によると、ＬＲＱＡは審査の手続きが不十分なまま、依頼を受けた企業に認証
文書を発行しており、こうした不正行為は日本支店の代表者（当時）も了承していた。
認証機関が適正に活動しているかをチェックする公益財団法人「日本適合性認定協会（Ｊ
ＡＢ）
」が問題を把握し、意図的な不正で重大な悪質性があったと結論づけた。同協会はＬ
ＲＱＡに対し、認証機関としての認定を取り消す処分を今月１２日に出した。処分をした
ことはホームページで同１９日に公表したが、機密情報にあたるとして詳しい処分理由は
説明していない。
協会の処分には審査業務を停止させる強制力がないため業務は継続できるが、ＬＲＱＡ
は６月、
「ＪＩＳＱ９１００」の認証業務から撤退すると表明した。
ＬＲＱＡは昨年１１月、アルミ製品の検査データ改ざんが発覚した神戸製鋼所大安工場
（三重県いなべ市）に対し、ＪＩＳとＩＳＯの認証を一時停止する処分を出していた。銅
管を製造する北九州市の神鋼子会社についても、今年２月にＪＩＳとＩＳＯの認証を取り
消している。
ＬＲＱＡは不正や処分について、
「お客様との守秘義務の関係上、情報をご提供すること
は差し控えます」としている。
（野口陽）
〈ＪＩＳとＩＳＯ〉 ＪＩＳは日本工業規格の略称。工業標準化法に基づき、鉱工業品
の種類・形状・品質・性能などを定める国家規格だ。ＩＳＯはスイスに本部を置く国際標
準化機構が制定した国際規格。製品やサービスの品質やレベルの基準を世界中で同じにし
て、国際的な取引をスムーズにする狙いがある。組織の品質管理や環境活動を管理する仕
組みについて定める「ＩＳＯ９００１」
「ＩＳＯ１４００１」が有名。ＪＩＳは国際規格と
の整合化を図っており、ＩＳＯと同内容のものも多い。

社説 児童虐待防止の緊急対策 できること何でもやろう 毎日新聞 2018 年 7 月 23 日
東京都目黒区で女児が十分な食事を与えられずに死亡した事件を受け、政府は緊急対策
をまとめた。
児童相談所で働く児童福祉司を２０２２年度までに約２０００人増員する、子どもと面
会できず安全を確認できない場合の強制的な立ち入り調査をルール化する－－などが緊急
対策の柱だ。
児相の体制強化は急務である。この１０年で児相が対応する虐待件数は３・３倍にも増
えたが、児童福祉司は１・５倍程度しか増えていない。
１６年に政府が策定した「児相強化プラン」では１９年度までに児童福祉司を５５０人
増員することになっていたが、計画を見直して２２年度までに約２０００人増やすことに
した。現在の児童福祉司は約３２００人であり、大幅な増員ではある。
児童福祉司は国家資格ではなく、社会福祉士などの資格を持った人、大学で社会学や心
理学を学んだ人などの中から自治体が任用できることになっている。
親が虐待を否定し、子どもの安否が確認できない事例も多い。資格を持っているだけで
十分に対応できるものではないだろう。今でも児相の現場では経験の浅い職員が多いとい
われる。どうやって職員の対応能力を上げていくのかが課題だ。
虐待する親から子どもを引き離しても、最終的には親子関係の修復を目指すというのが
伝統的な児童福祉の考え方だ。児相による強制的な立ち入り調査は現在も認められている
が、あまり実績がない。親子の修復を重視するあまり、分離をためらう傾向が強いためと

いわれる。
「安全を確認できない場合は原則立ち入り調査」が緊急対策に盛り込まれたのは重要だ。
実効性を上げるには、それぞれの児相が「保護者の意に反しても子の安全を守る」「保護者
との関係構築を図る」という別々の機能を担うチームを持つ必要があるだろう。警察との
連携強化も検討すべきだ。
乳幼児健診を受けていない、保育所や幼稚園に通っていないという子どもの情報を９月
末までに集約し、必要な養育支援を行うことも盛り込まれた。
児童虐待の防止に即効薬はない。国も自治体も必要と思われることは総力を挙げて実施
するほかない。

社説 高齢化とお金の備え 資産も長寿になる対策を
毎日新聞 2018 年 7 月 23 日
高齢社会にまつわる課題で、極めて重要でありながら、さほど注目されてこなかったも
のがある。個人の資産形成が、長寿に追いつかなくなる問題だ。
金融庁は今月初めに公表したリポートの中で、
「資産寿命が生命寿命に届かないリスク」
として警鐘を鳴らした。より長く生きるようになった結果、蓄えを臨終前に取り崩し切る
可能性のことである。
７０歳以上の世帯が保有する金融資産の平均額をみると、生命寿命が長くなっているに
もかかわらず、金融資産は１９９４年も２０年後も約２０６０万円で変わらない。ほぼ同
期間に約３倍に増え、日本の２・８倍となった米国とは対照的である。
米国との違いは、保有金融資産の内訳にも表れている。米国の場合、債券、株式、投資
信託が合計で金融資産の約半分を占めるのに対し、日本では預貯金が約６５％と圧倒的だ。
高金利時代、勤労世帯は退職金を定期預金に預けておけば、まとまった利子収入が得ら
れた。しかし、そうした利子収入が期待できなくなって久しい。日銀が、金利の付かない
政策を長期間、続けているからだ。
日銀の政策に反転の兆しはなく、個人へのしわ寄せは当分続きそうだ。それでも、個人
の資金が預貯金から動かないところに問題がある。
損失を被った経験や投資の知識不足などから来る証券業界への不信が相変わらず根強い。
米国の退職口座のように、老後に備えた長期の資産形成を促す仕組みもまだ不十分だ。
日本では、長期の分散投資に適した「つみたてＮＩＳＡ」が関心を集めているようだが、
２０３７年までの時限措置で、積み立ても最長２０年と、長寿社会を思えば心もとない。
若い頃から長期の資産形成を行うことがもっと一般的になるよう、政府も金融機関も本
腰を入れて取り組む必要がある。投資商品の開発や販売を、より長寿社会に適したものに
変えていかねばならない。
資産運用に関わる業者は、何より投資に対する不信感を本気で取り除く努力が要る。手
数料稼ぎのため短期売買を繰り返すなど、顧客本位のサービスを怠ってきた責任は重い。
将来への経済的不安を取り除くことは、今の消費の喚起になる。有効な経済対策でもあ
るのだ。

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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