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戦時の障害者動員や差別、映像に

京都、当事者証言や資料収録
京都新聞 2018 年 7 月 29 日
米国などの戦闘機の音を収めた「敵機爆音
集」

障害者が戦時に置かれた境遇や戦
争動員について記録したＤＶＤ「障
害者と戦争」を、日本機関紙協会京
滋地方本部（京都市上京区）などが
製作している。障害者は戦力になら
ないと差別された一方で、戦争に駆
り出された歴史を伝える貴重な証言
や資料を収める。北区の立命館大国
際平和ミュージアムで 31 日に始ま
る「平和のための京都の戦争展」で
初公開される。
今年、38 回目を迎える同展が初めて「障害者」をメインテーマにするのに合わせて、
「戦
争展」実行委員会の構成団体である日本機関紙協会京滋地方本部のほか、きょうされん京
都支部と日本盲教育史研究会が動画の製作を企画。京都で戦争を経験した障害者や、京都
府立盲学校（北区）の元教諭で日本盲教育史研究会事務局長の岸博実さん（69）＝宇治市
＝が出演する。
府立盲学校同窓会長の白畠庸さん（82）＝右京区＝は、戦時中に盲学校中等部の生徒が
傷痍（しょうい）軍人にマッサージをした歴史や、真冬でも暖房がなくて寒さで指がしび
れて点字を読めなかった経験を証言した。脳性まひの梶巻一夫さん（85）＝亀岡市＝は「生
きていても国の役に立たない、ごくつぶしと言われた」と非情な言葉を浴びせられた幼少
期の体験を語った。
岸さんは、修身の教育者が 1943、44 年に盲学校で講演した際に「
『目の不自由さからく
る至らなさに思いを致せ』と語り、見えない子たちを追いつめておいて『あなたたちでも
国の役に立つ方法がある』と論じた」と説明。岸さんによると、一部の視覚障害者は、聴
覚で敵の戦闘機の来襲を察知する「防空監視哨員」に動員され、戦争に参加することで「『の
け者』から逃れたい」と考えた人もいた。軍医の下で兵士にマッサージを施して疲労回復
を図る「海軍技量手」に就いた視覚障害者には戦死者も出たという。
ＤＶＤの編集作業が進んでおり、収録時間は約 1 時間を見込む。8 月 5 日までの「戦争展」
で各日 3 回程度上映し、障害者が敵機の音を聞き分ける練習をしたレコード「敵機爆音集」
や、製造のため障害者が募金した零式艦上戦闘機（ゼロ戦）の写真など、ＤＶＤに登場す
る資料も併せて展示する。入場無料。

障害者工賃、栃木県内２・８％増

農福連携など効果で８年連続上昇
下野新聞 2018 年 7 月 29 日
県内の障害者就労支援事業所で働く障害者の２０１７年度の月平均工賃は１万６６１２
円で、前年度比４５５円（２・８％）上昇したこ
とが 28 日までに、県障害福祉課のまとめで分か
った。自治体の優先調達や事業所の新商品開発に
加え、農業分野で障害者の就労を促進する「農福
連携」の効果があったとみられる。工賃の上昇は
８年連続だが、県が目標としていた２万円には届
かなかった。
対象は利用者と雇用契約を結ばない「就労継続
支援Ｂ型事業所」１６４カ所のうち、工賃支払い
実績のあった１６２カ所。最も高かった事業所は、
７年連続でパンの製造販売を主力とする野木町の「セルプ花」で、月平均工賃は５５６４
円増の６万６１４３円だった。最低は３２１４円だった。
１万円以上１万５千円未満が 41 カ所で最も多く、５千～１万円が 38 カ所、１万５千～
２万円が 29 カ所、２万～２万５千円が 19 カ所、２万５千～３万円が 18 カ所と続いた。

知的障害者サッカー代表がさくらで合宿

「恩返しを」“W 杯”で好成績誓う
下野新聞 2018 年 7 月 29 日

栃木ＳＣユースと練習試合に臨む知的障害者サッカーの日
本代表メンバー（青いユニフォーム）＝15 日午後、さくら市
喜連川

８月にスウェーデンで開催される知的障害者サッ
カーの祭典で、
「もうひとつのＷ杯」とも呼ばれる「第
７回ＩＮＡＳサッカー世界選手権」に出場する日本
代表チームの合宿地に、さくら市が２０１４年から
５年連続で選ばれた。28 日から 31 日まで最終調整
を行っており、８月１日に出国する。選手やスタッ
フは「人が温かく、第二の故郷のよう。好成績で恩返しがしたい」と闘志を燃やしている。
もうひとつのＷ杯は、１９９４年にオランダで初めて開かれた。４年に１度開催され、
02 年のＷ杯日韓大会以降は、約１カ月後に同じ開催国で行われている。日本知的障がい者
サッカー連盟によると、今大会は予算面などからロシア開催がかなわなかったという。
日本は 02 年から５大会連続の出場。最高成績は 14 年ブラジル大会の４位で、西真一（に
ししんいち）監督（45）は「今大会はファイナリストを目指すべく、もう一段ギアを上げ
て練習に励みたい」
。フォワードの浦川優樹（うらかわゆうき）選手（27）は「力を合わせ
て期待に応えたい」と意気込む。

性的少数者が直面する終活

元気な間に備えを 西本ゆか

朝日新聞 2018 年 7 月 29 日
恋の始まりはＢｏｙ ｍｅｅｔｓ ｇｉｒｌ、ゴールは結婚で孫に囲まれ大往生――。そ
んな未来を「当然」の夢と語る時代は過ぎ、核家族化に少子化、生涯未婚率の上昇と多様
化する人生に終活の意義は増している。なかでも性的少数者が直面する「病老死」の現実
を見つめれば、同性婚が認められない国・日本で生きる彼らの苦悩と課題があふれ出す。
「ゲイのパートナーが危篤で入院しております」
。東京都江戸川区の證大（しょうだい）
寺住職、井上城治さん（４５）が６０代とおぼしき男性から電話を受けたのは梅雨明け間
もないころだった。もしもの時は自分で送りたいが、パートナーの親族に２人の関係を明

かせていないという。ネットで葬儀社も調べたが事情は話せなかった。「関係は隠されたま
ま、きっと親族に葬式を出されます」
切羽詰まった男性と井上さんをつないだのは、この寺の僧侶とＬＧＢＴらの座談会を報
じる新聞記事。「いつか役にたつ」と持っていた切り抜きを元に電話したという。「親族に
せめて分骨を、と願うつもり。認められたら、私だけの法事を営んで頂けますか」

ひと交差点

障害者、外に出る機会を

／北海道
毎日新聞 2018 年 7 月 29 日
介護福祉士の平間栄一さん（３２）＝札幌市中央区＝は６月、西区に障害者就労継続支
援事業所を開設した。
芦別市出身で、２０１２年に結成した車椅子利用者らのグループ「スポットウォーキン
グさっぽろ」では、バリアフリーが整備され、車椅子で気軽に利用できる店を紹介する冊
子を作成。
「障害のある人とそうでない人が一緒に楽しめる場を」と海岸でのバーベキュー
や飲食店訪問イベントなどを企画し、これまでに携わったイベントは５０を超える。１６
年からはラジオ番組のパーソナリティーとしても情報発信を続けている。
事業所では現在、障害者など７人が働く。高齢者福祉施設や保育所向けに１日平均６０
食の弁当の製造・配送を手がけるほか、インターネットを使用したＤＶＤやレコードの販
売なども行う。
「ここでは、それぞれの障害に合った仕事ができる。きちんと稼げる仕組みを作れば、
障害者が外に出る機会も増えるはず」と意気込む。
【安達恒太郎】

若年性認知症初診日で障害年金に差

平間栄一さん

在職中か退職後かで受取額最大２倍
福井新聞 2018 年 7 月 29 日
若年性認知症の障害年金の受取額で、在職中の初診か退職後かの違いによって最大で２
倍近い差になることがあり、福祉、医療関係者らの間で早期受診を勧めたり制度の改善を
求めたりする声が上がっている。会社員の場合、在職中であれば障害基礎年金分を含めた
障害厚生年金を受け取るのに対し、早期退職後であれば障害基礎年金のみになるため。在
職中は症状に起因するさまざまな悩みを抱え込み受診しないケースがあり、福井県内の関
係者らは「働き盛りでの退職で生活困窮に陥らないよう、早めの受診を」と呼び掛けてい
る。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に受給でき
る。認知症も対象となる。日本年金機構福井年金事務所によると、認知症の症状で最初に
病院にかかったときに国民年金に加入していれば障害基礎年金を、厚生年金に加入してい
れば障害厚生年金を請求できる。
ただ、若年性認知症の場合、仕事でミスを繰り返すといった兆候を家族にも話さず、１
人で悩みを抱え込み、診察を受けずに退職してしまうケースがある。
福井市の県立すこやかシルバー病院の精神保健福祉士、山田育弥（いくみ）さん（４２）
は「特に男性は普段から家で口数が少なく、日常生活に支障はないため、変化に気付かな
いことがある」と話す。女性は家事やごみ出しなどの変化に、周囲が気付きやすいという。
夫（２００９年に死去）が若年性認知症で、診察を受けないまま５２歳で退職したとい
う福岡市の越智須美子さん（６５）は、障害厚生年金分の月額約２０万円を受給できなか
った。夫は退職しても国民年金の被保険者だったので障害基礎年金は受け取れたが、在職
中の受診での受給額に比べ半分程度という。
越智さんは「夫は４７歳で物忘れなどの症状が始まり、会社でもミスを繰り返した。私
は認知症と気付かないまま、夫が精神的ストレスから解放されるならと退職に賛成した」。
退職の半年前に家を購入しており、下の子どもがまだ中学生だったため、生活は苦しくな

った。
一般的に若年性認知症は最初は病気と気付きにくく、受診につながりにくい傾向がある。
心理的状況によって、病院に行く余裕がないケースもあるという。越智さんは「夫は３２
年間、厚生年金保険料を払い続けてきたのに、初診の時期によって、夫の権利が奪われた」
と５年前から、在職中の初診でなくても障害厚生年金の受給資格を認める請願の署名活動
を展開している。署名数は今年７月までに全国で８万人を突破した。
厚生労働省研究班の２０１４年度調査によると、就労経験がある若年性認知症の約８割
は自ら退職したり、解雇されたりした。発症を境に世帯収入が「減った」のは約５９％、
家計が「とても苦しい」
「やや苦しい」は計約４０％だった。
山田さんは「気になる症状があったら、会社を辞める前に相談、受診してほしい」と呼
び掛けている。

障害者奮闘、高齢者施設で介護担う
へ 福井新聞 2018 年 7 月 30 日

福祉の受け手から担い手

入所者の食事を準備する平橋知美さん
＝７月２７日、福井県坂井市のスプリ
ングヒルズ
入 所者の 洗濯物 を畳む 高倉綾 乃さん
（左）＝７月２７日、福井県坂井市の
プライムハイツ春江

軽度の知的障害がある福井県
内の２０代女性２人が６月から、
坂井市の高齢者施設で働いてい
る。県が昨年度初めて行った障害
のある人が対象の介護職員研修
を受け、実習先で就労が実現した。２人は福祉の受け手から担
い手に立場を変え、介護助手としてシーツの交換や食事の準備に奮闘している。
研修は社会福祉法人県セルプ（福井市）が県の委託で昨年１１月～今年２月に行った。
県内の就労継続支援事業所に通う知的障害のある人ら６人が約２００時間の講習を受け、
「居宅介護職員初任者研修」の修了証明書を手にした。
受講生の中から、社会福祉法人双和会（坂井市）の高齢者施設で実習した平橋知美さん
（２７）＝あわら市＝と、高倉綾乃さん（２３）＝坂井市＝が６月から、それぞれの実習
先で働きだした。週５回、午前８時半から午後０時半まで時給制で勤務している。
平橋さんはケアハウスのスプリングヒルズ（坂井市）でシーツの交換や食堂の掃除、食
事の取り分けなどを担っている。介護福祉士でフロアリーダーの角田幸希さん（４８）は
「仕事が丁寧なので１人で任せられ、ほかの職員は入所者のケアに専念できる」と話す。
平橋さんは「仕事は難しいし大変だけど、働き続けて新しい車を買いたい」と希望に胸を
膨らませる。
高倉さんは特別養護老人ホームのプライムハイツ春江（同）で入所者の洗濯物を干した
り畳んだり、食器洗いや後片付けといった仕事をこなしている。業務員の小林操子さん（６
３）は「いつも笑顔でまじめに働いていて、こちらが見習わなければならないくらい」と
話す。
本年度の研修は８月１日から福井市のアオッサで始まる。県セルプの永田弘幸センター
長（４１）は「高齢者施設は人手不足で、介護福祉士が掃除や洗濯といった補助的な業務
までこなしている状態だ。研修を通じて、介護の現場で働く意欲がある障害者を高齢者施
設とマッチングし、自立につなげたい」と話している。
参加申し込みは８月３０日午後５時までに県セルプ＝電話０７７６（２９）２２３４。

あじさい、再就職未定なお２割

倉敷、高松のＡ型事業所閉鎖１年
山陽新聞 2018 年 7 月 30 日
倉敷市のあじさいグループが、同市と高松市で障害者が働く就労継続支援Ａ型事業所６
カ所を経営難から閉鎖して３１日で１年。岡山、香川両労働局によると、解雇された障害
者２８３人のうち５７人（２０・１％）は再就職
先がいまだに決まっていない。働きだした人の中
にも、新しい職場で解雇されたケースがあり、実
際に職を失っている人はもっと多い。
倉敷市では、Ａ型事業所５カ所の２２４人が解
雇された。岡山労働局によると２５日現在、再就
職先が決まっていないのは４０人（１７・９％）、
決まったのは１８４人（８２・１％）
。高松市のＡ
型事業所は１カ所で、５９人が職を失った。香川
労働局によると２３日現在、１７人（２８・８％）
が再就職できておらず、新たな職場を見つけたの
は４２人（７１・２％）となっている。
再就職者は全解雇者のうち２２６人（７９・
９％）だが、両労働局によると、そのうち２０人以上が今年３月に倉敷市で起きた別のＡ
型事業所の大量解雇で職を再び失った。ほかにも新しい職場環境になじめずに辞めた人が
いるとみられる。両労働局は「再就職した後の実態は把握できていないが、希望者全員が
職に就けるよう今後も支援していく」とする。
あじさいグループを巡っては、一般社
団法人「あじさいの輪」
（倉敷市片島町）
と２社（同所）が計１４億８千万円の負
債を抱えて倒産した。２社のうち、現在
も約１４０人を雇用している「あじさい
の花」は再生計画が今月２０日に岡山地
裁に認可された。Ａ型とは異なり最低賃
金を支払う義務のないＢ型事業所を併
設し、障害者の一部を移して人件費を削
減する方向で事業を継続する方針。
「輪」
は清算、残る１社は破産に向けてそれぞ
れ手続きを進めている。
倉敷市は大量解雇の再発防止に取り
組んでいる。
中小企業診断士の資格を持った職員
を配置した事業所指導室を４月に新設し、収益改善に向けた経営指導を強化。Ａ型事業所
が急増して働く障害者の約３割が「適性を欠いている」との調査結果を受け、新たな利用
希望者に対しては職業能力を事前評価する制度も同月に設けた。生産性の高い事業に携わ
れる人材を絞り込むのが狙い。市によると、これまでに１２人が利用して８人がＡ型事業
所に就職した。

国立大、障害ある学生への対応不足目立つ 総務省調査
朝日新聞 2018 年 7 月 30 日
国立大学は全盲や車いすの障害者に危険な場所が少なくない――。総務省近畿管区行政評
価局が、障害者と一緒に近畿周辺の国立大７校を訪ねて調べたところ、そんな現状がわか
り、同局は各校に改善を求めた。

日本学生支援機構の実態調査によると、障害のある学生が在籍する大学は２０１６年度、
全体の８６％に当たる６６７校。学生数は約２万５千人で、１２年度より約１万４千人増
えた。近畿行政評価局は障害者差別解消法の全面施行から１年がたった１７年５～１１月、
全盲や車いす利用の障害者と福井、滋賀、京都、大阪、神戸、奈良女子、和歌山の７大学
を訪ねた。
その結果、全盲の人は①多目的トイレの「便器洗浄」と「呼び出し」ボタンが区別でき
ない②壁に設置されたモニターの角に頭をぶつける危険がある③階段の上に点字ブロック
がなく転落の危険がある、といった点を指摘。さらに多目的トイレは広くて設備の位置を
把握するのが難しく使いにくいが、点字ブロックをたどると自動的に誘導されてしまう、
とも。
一方、車いす利用者は①エレベーター内の鏡の位置が高く床が見えない②タイル敷きの
屋外スロープが滑りやすい③引き戸が重く教室に入れない、といった問題点を指摘した。
こうした声を受けて、一部の大学はすでに改善したという。
また、近畿地方の大学に通う障害のある学生に意見を聞いたところ、「入試では配慮する
が入学後は対応できないと言われた」「障害者が福祉を学ぶ意図がわからないと言われた」
など、入試時の差別的な対応を訴える声が多く集まった。（増谷文生）

幼い命の叫び、国を動かす

虐待死で緊急対策
日本経済新聞 2018 年 7 月 30 日
「もうおねがい ゆるして」。東京都目黒区で両
親から虐待を受け死亡した船戸結愛ちゃん（死亡当
時５歳）が残したメモは多くの人の心を揺さぶった。
再三にわたる異変のシグナルをなぜ、生かせなかっ
たのか。児童相談所間の引き継ぎ、不足する児相職
員。事件からは、幼い命を救えなかった様々な問題
点が浮かび上がる。
船戸結愛ちゃんが虐待を受け、亡くなった自宅アパートに花
を手向けにきた親子（６月、東京都目黒区）＝共同

「子供の泣き声がやまず、たたくような音も聞こ
え心配だ」
。関西地方のある児相には虐待を疑う電話や警察からの報告が１日数十件寄せら
れる。職員は１人当たり 10 を超える家庭を受け持ち、土日や深夜の出動も多く、担当者は
「担当の子供が頭から離れず心休まるときがない」と漏らす。
厚生労働省によると、全国の児相が 16 年度に対応した虐待件数は 12 万件超と 10 年間で
３倍以上に急増。都内の児相職員は「事件で世間の関心は高まり、通報はまだまだ増える
だろう」とみる。
結愛ちゃんの虐待死事件では、悲劇を未然に防げたはずのシグナルは複数あった。最初
は 16 年だ。当時、一家が住んでいた香川の児相は結愛ちゃんを２度にわたり、保護。保護
解除中に病院があざを見つけて通報したが、再度の保護に至らなかった。
次の機会は一家が目黒区に引っ越した 18 年１月だ。児童福祉司が両親と定期的に面接す
る指導措置が解除されており、香川から引き継いだ品川児相は緊急性が高いと判断しなか
ったという。同年２月、児相の訪問に対し、母親は結愛ちゃんとの面会を拒否。小学校の
入学説明会には母親しか現れず、周囲に姿を見せることなく結愛ちゃんは短い生涯を終え
た。
シグナルを生かし切れなかった背景には、香川県の児相と転居した東京の児相との引き
継ぎ時のリスク伝達が曖昧になっていたことがある。児相間の引き継ぎは電話と文書での
やり取りにとどまり、香川の担当者は「直接会って託すべきだった」と悔やむ。
事件で露呈したのは、引き継ぎ不足だけではない。結愛ちゃんが亡くなるまで児相から
警視庁に情報は寄せられなかった。虐待防止対策に取り組む後藤啓二弁護士は児相への虐

待情報を全て警察と共有する「全件共有」の導入を提言。「虐待は１つの機関のみで対応で
きる問題ではない」と訴えるが、
「保護者との信頼関係が損なわれる」など全件共有に消極
的な声も少なくない。
さらに、虐待の専門職である児童福祉司の不足を指摘する声もある。17 年４月時点で約
3200 人と 10 年間で 1.4 倍増にとどまり、増え続ける通報に加え、子供の保護など仕事が追
いついていないという。
「痛ましい出来事を繰り返してはならない」。７月 20 日、安倍晋三首相は関係閣僚会議
で訓示した。警察との情報共有の強化、児相間の職員同士の対面引き継ぎの原則化、22 年
度までに児童福祉司を約２千人増員。政府が打ち出した児童虐待の緊急対策には問題点の
解決策が並んだ。これまでも同様に虐待が起きては、児童虐待防止法の改正を繰り返すな
ど対策を打ち出してきた。それでも教訓を生かせなかった反省の表れでもある。
17 年の児童虐待の摘発は過去最多の 1138 件。虐待で亡くなった子供は 58 人に上り、一
向に減る気配はない。児相での勤務経験がある沖縄大学の山野良一教授（子供家庭福祉）
は「緊急性が高い兆候かを判断するため、児童福祉司の増員に加え、警察・医師ら関係者
のスキルを向上していく対策が必要」と提言する。
もっとも、政府の緊急対策などが根本的解決になるわけではない。過去、虐待の疑いを
児相や警察が把握するきっかけは、近隣住民の通報が端緒となったケースが少なくない。
核家族化など地域のつながりが希薄となる中、周囲からは虐待か、しつけかの見極めは難
しいうえに、見知らぬ子供の異変を警察や児相に連絡しづらい現実もある。
子供の命を守るため、近隣住民のネットワークをどう機能させるか社会全体で考えてい
く必要がある。
（平野慎太郎、吉田三輪）

児童虐待に特化した再犯防止指導へ

目黒事件受け法務省検討
東京新聞 2018 年 7 月 30 日
東京都目黒区で両親から虐待されていた船戸結愛（ゆめ）ちゃん＝当時（５つ）＝が死
亡した事件を受け、刑務所などの刑事施設に収容された加害者を対象とする、児童虐待に
特化した再犯防止のプログラムの導入を法務省が検討していることが二十九日、分かった。
法務省は七月、担当者を集めた勉強会を発足させており、内容を議論していく。
法務省は現在、殺人や傷害致死、傷害などの事件の加害者に対し、刑務所や保護観察所
などで暴力防止プログラムを実施している。
自身が暴力を振るうまでの道筋を振り返ったり、心の落ち着かせ方やコミュニケーショ
ンの方法を学んだりするものだが、広く暴力全般を扱っており、虐待に焦点を当てた要素
はないという。
「虐待の加害者は、自身が過去に虐待の被害者だったケースもある」
（法務省幹部）など、
児童虐待の特性も考慮し、児童相談所や医療機関、民間の支援団体から情報収集した上で、
刑事施設で導入しやすい新たなプログラムの内容を検討する。
少年院での虐待被害把握も強化する。少年院では入院直後の面接で、
被害の有無を聞いており、犯罪白書によると、二〇一六年の入院者で両
親などから虐待された経験があると答えたのは男子２７・２％、女子４
３・３％に上るが、実際はもっと多いとの指摘もある。
共同通信のインタビューに応じた上川陽子法相は「結愛ちゃんのこと
は、胸がつぶれる思いがする。虐待は繰り返されることが多く、問題性
に着目して対応するのが大事だ」と述べた。
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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