あまみ

中

い～な
診療所
ねぎぼうず
中 央
事務局
研究所
しらさぎ

つなぐの

さくら

大阪＋知的障害＋地域＋おもろい＝創造

知の知の知の知
社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所情報誌通算 4523 号 2018.8.2 発行
==============================================================================
堺市、生活保護世帯の中高生向け応援冊子「ココから！」作成 奨学金制度など説明
産経新聞 2018 年 8 月 1 日
堺市が作成した生活保護世帯向け冊子「ココから！」

生活保護世帯の中高生に進学や就職時に必要な情報を提供
しようと、堺市は、応援冊子「ココから！」を作成した。生
活保護世帯の子供たちは金銭面の不安から進学をあきらめる
ケースも多いが、同市は「この冊子を使って、進路などに悩
んだときの一助にしてほしい」としている。
同市によると、ケースワーカーが生活保護世帯を家庭訪問
した際、
「お金がないので大学には行かせられない」など、金
銭面の不安から大学進学に消極的な家庭が多いという。奨学金制度など救済制度の周知が
足りないことなどが背景にあるとみられ、平成２７（２０１５）年、若手ケースワーカー
らが自主研究グループをつくり、支援のあり方について話し合いを重ねてきた。
２８年には、大阪市立大と連携し、生活保護世帯の大学生を対象に実態調査を実施。堺
市の生活保護世帯は平成２８年の大学進学率が３７・２％で、全国の一般家庭の７３％に
比べて低く、奨学金の返済への不安など経済的な理由で進学をあきらめる子供が多いこと
がわかった。
また、一般家庭の大学生の仕送りが授業料も含めて年間約１０１万円なのに対し、生活
保護世帯の学生は同約１２万円で、奨学金受給額は一般家庭の学生が同約３７万円に対し、
生活保護世帯の学生は同１２８万円と、奨学金に頼らざるを得ない状況も浮き彫りとなっ
た。
そこで、冊子では、生活保護世帯の子供が大学進学した際にかかる費用や奨学金など助
成制度、アルバイトをする際の注意点のほか、市内のユースサポートセンターなどについ
て紹介している。
冊子は２千部発行し、ケースワーカーが担当世帯に配るという。担当者は「冊子を使っ
て説明し、将来について考えてほしい」と話している。

生活保護、２カ月ぶり増＝厚労省
時事通信 2018 年 8 月 1 日
厚生労働省は１日、５月に生活保護を受給した世帯が前月より２５４５世帯多い１６３
万７８２５世帯だったと発表した。２カ月ぶりの増加で、６５歳以上の高齢者世帯のほか、
障害者・傷病者、失業者のいる世帯でも増えた。
一時的な保護停止を除く受給世帯の内訳を見ると、「高齢者」は８８万１９５世帯で全体
の５割以上を占める。うち単身世帯は８０万２１４６世帯。高齢者以外では、「母子」が８
万７３１４世帯、
「障害者・傷病者」が４１万２３３９世帯、失業者を含む「その他」が２
５万１２２世帯だった。

【高見国生の認知症だより（１９）
】有名な「認知症テスト」開発した先生までも…潔い告
白に涙
産経新聞 2018 年 8 月 1 日
昨年１１月の読売新聞朝刊に、「認知症 ありの
ままの僕 精神科医・長谷川和夫さん」というイン
タビュー記事が載りました。紙面を大きく使い、認
知症であることを告白した記事です。目を疑いまし
た。まさか長谷川先生が？
「それは誰？」と思う方もいるかもしれませんが、
早くから認知症に取り組んだ著名な医師です。
京都府立医科大神経内科の講座で認知症の女性（８３）が
描いた「色のアラベスク」
。金色の絵の具を流し込み、偶然
できた形を生かして色の世界を楽しんだ（「京都＜臨床美術
＞をすすめるネットワーク」提供）

「１００から順に７を引いてください」「３つの
言葉（桜、猫、電車）を覚えてください。あとでも
う一度尋ねます」などといわれたことはありませんか。これは「長谷川式スケール」と呼
ばれる有名な認知症のテストなのです。長谷川先生が開発し、昭和４９年に公表しました。
そんなに早くから認知症を研究し、診療に当たってきた方です。
「家族の会」とも関係が深く、会の顧問をしてもらっていますし、平成１６年のＡＤＩ
（国際アルツハイマー病協会）国際会議では組織委員長として陣頭に立ってもらいました。
「家族の会」が大きな行事をする前には、“陣中見舞い”と称してチョコレートやお菓子が
届きました。
記事で、長谷川先生は語っています。
「年相応の物忘れもあるが、長い診療経験から認知
症であることに間違いはない」
「ショックかって？ 年を取ったんだからしようがない。長
生きすれば誰でもなる。ひとごとじゃないってこと」。これを読んで涙が出ました。長谷川
先生の潔さにです。
そして、
「この先、自分がどうなるかはわからない。でも、落ち込んでいるより一歩踏み
出すことが肝心。自分にできることをしながら後は運命に任せ、今を生きていく」。感動し
ました。自らがその病になっても、あとに続くであろう人たちに指針を示してくれました。
何よりも、決して人ごとではない私に勇気を与えてもらいました。
高見国生（たかみ・くにお） 昭和１８年生まれ。京都府職員だった２８歳のころ養母
の認知症が始まり、昭和５５年に京都市で「呆け老人をかかえる家族の会」
（現・認知症の
人と家族の会）を設立。今年６月に代表理事を退任、現在は顧問。同会は４７都道府県に
支部があり、１万１千人の会員がいる。
「認知症の人と家族の会」への電話相談は、平日午前１０時～午後３時、フリーダイヤ
ル０１２０・２９４・４５６。

茨城）17 日に障害者のドレスファッションショー 鹿野幹男
朝日新聞 2018 年 8 月 2 日
企画の打ち合わせをする実行委
員会のメンバーたち＝茨城県つ
くば市天久保２丁目

つくば市で１７日、知的障
害のある子を持つ福原美紀
さん（４６）らが中心になっ
て企画した「むすびＦＥＳ」が開かれる。障害者の
若者が健常者とともにランウェーを歩くショーを

通じ、障害者も健常者もともに楽しめるイベントを目指している。
つくば市内でヨガスタジオを営む福原さんは知的障害のある息子龍星さん（１８）の子
育てを通じて、障害者は人生の選択肢が少ないと実感している。特別支援学校を卒業後、
大半の子は福祉作業所などで就労するが、大学へ進学する子は非常に少ないからだ。
「我が子の居場所をつくりたい」
。７年前に知的障害児らのバスケットボールチームをつ
くった。子どもたちは最初のうちはドリブルもシュートも満足にできなかったが、シュー
トを決めてほめられると、みんなで大喜び。ルールも覚え、上達していった。

県２選手健闘誓う 知的障害者サッカー世界選手権
読売新聞 2018 年 08 月 02 日
スウェーデンで５日に開幕する知的障害者の「第７回ＩＮＡＳサッカー世界選手権」に、
県出身のＤＦ吉永裕也（２２）
、ＦＷ平野貴士（２９）両選手が出場する。県内から同選手
権の代表選手が選出されるのは初めて。２人は「多くの人に障害者サッカーを知ってもら
いたい」と意気込んでいる。
（平島さおり）
同選手権は１９９４年にオランダで初開催され、４年に１度開かれており、「もうひとつ
のワールドカップ（Ｗ杯）
」とも呼ばれる。日本は２００２年に日本で行われた第３回大会
から５大会連続で出場。１４年のブラジル大会では過去最高のベスト４入りを果たした。
日本知的障がい者サッカー連盟によると、国内の競技人口は約７２００人。２人は昨年
７月から行われた代表候補合宿や海外遠征を経て、今年
６月、日本代表１７人のメンバーに選ばれた。
大会に向けて練習に励む吉永選手（左手前）と平野選手

宇部市出身の吉永選手は小学５年の時、友人の誘いで
サッカーを始めた。スタミナとスピードを生かした守備
が持ち味だ。現在は山口市内で一人暮らししており、防
府市の自動車部品製造工場に車で通勤し、仕事と競技を
両立している。
平野選手は山口市出身で、現在は宇部市内の就労継続
Ｂ型事業所に所属する。競技歴は４歳からと長く、ドリ
ブルやゴールに絡むプレーが得意。社会人のフットサルチームなどでプレーしていたが、
５年ほど前、動画サイトで障害者サッカーの映像を見たことをきっかけに、県知的障がい
者サッカー連盟に参加を申し出た。
２人は軽度の知的障害があり、コミュニケーションを取ることが不得意という。吉永さ
んは「人の目を見て話すのが苦手」といい、平野さんは高校を数か月で辞め、アルバイト
をしていた頃には心を病んだこともあったという。
だが、２人とも障害に関係なく、自分の特長を出せるサッカーの面白さにのめり込み、
続けてきた。県選抜チームの藤村亘監督（３３）は「初めの頃は、練習中もほとんど声を
出さなかった」と苦笑いするが、
「今はチームメートに助言したり、練習内容を提案したり
と、チームを引っ張ってくれる。頼もしい存在」と目を細める。
幼い頃から自宅近くの公園で練習をしていた平野選手には、大会出場を知った近所の人
たちから祝福と応援の電話があったといい、
「期待に応えられるように１点でも多く取りた
い」と意気込む。先日のロシアＷ杯で決勝トーナメントに進出した日本代表の姿に刺激を
受けたという吉永選手は、
「自分たちも世界で戦えることを示し、多くの人に力を与えたい」
と健闘を誓った。

「やまゆり園事件」から２年

障害者団体など県にアピール文
東京新聞 2018 年 8 月 2 日
相模原市緑区の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で障害者十九人が殺害された事件

から二年がたったのを機に、県内の障害者団体などは一日、七月二十八日に横浜市神奈川
区で開いた「
『ともに生きる社会』を考える神奈川集会」で
採択したアピール文を県に提出した。
川名部長にアピール文を渡す鈴木さん（左）＝横浜市中区で

アピール文では、事件は「障害者は生きる価値がないと
いう考え方（優生思想）によって発生した」と指摘。これ
は植松聖（さとし）被告（２８）＝殺人罪などで起訴＝だ
けが持つ特異な思想ではないとし、
「日本にもかつて優生保
護法があった。共に生きる社会に向けて地道な取り組みを
積み重ねるべきだ」としている。
集会実行委員長の鈴木治郎さん（６２）は「障害の有無にかかわらず認め合う共生社会
の実現は、社会の根底に眠る思想と闘う覚悟がいる。アピール文を重く受けとめてほしい」
と主張。県の川名勝義福祉部長は「事件の教訓を風化させることなく、皆さんの意見を聞
きながら取り組んでいく」と応じた。
その後の意見交換では、出席者から「事件の被害者が実名を出せないのは社会に差別が
残っているせいだ」
「障害者差別解消法よりも厳しい規定の障害者差別禁止条例をつくって
ほしい」といった声が出た。川名部長は「まずは、
（偏見や差別を排除すると宣言した）
『と
もに生きる社会かながわ憲章』の普及に努めたい」と話した。 （志村彰太）

眼鏡型文字読み上げ機

撮った文字読み上げます 視覚障害者向け 豊岡市、福祉給付品
に追加 ／兵庫
毎日新聞 2018 年 8 月 1 日
読みたいものに向き、撮影ボタンを押して使う＝兵庫県豊岡市
で、高田房二郎撮影

豊岡市は、文字を読むことが困難な視覚障害者を支
援するため、カメラで文章を撮影し読み上げる眼鏡型
の機器を、障害者向けに日常生活用具を給付する事業
の対象品目に追加するとともに、市立図書館本館（同
市京町）に１台配備した。
【高田房二郎】
追加されたのは、眼鏡型文字読み上げ機の「ＯＴＯ
Ｎ ＧＬＡＳＳ（オトングラス）」。東京のベンチャー
企業「オトングラス」が開発した。眼鏡に搭載した小
型カメラで撮影した画像が、インターネット経由でク
ラウドに送られ、文字認識処理して音声に変換され読み上げる仕組み。

介護老人福祉施設で入浴介護中の８６歳女性が死亡

埼玉・川口
産經新聞 2018 年 8 月 1 日
７月３０日午後２時２５分ごろ、埼玉県川口市西新井宿の介護老人福祉施設「川口かが
やきの里」の浴槽内で、入所者の氷見タマ子さん（８６）が意識を失っているのを介護士
（４６）が発見、１１９番通報した。氷見さんは搬送先の病院で死亡が確認された。同県
警武南署によると、司法解剖の結果、死因は溺死とみられ、同署は業務上過失致死の疑い
もあるとみて詳しい状況などを調べている。
同署によると、氷見さんは介護士に付き添われ、車いすに乗ったまま浴槽に入浴。介護
士が別の入浴者の脱衣を手伝うために浴槽を離れた数分後、氷見さんは口元が湯につかり、
ぐったりした状態だった。
氷見さんの腰と足首は、事故防止のため、いすにベルトで固定されていた。施設では当
時、介護士３人が入居者１４人を順番に入浴させていた。施設の担当者は「捜査中のため
詳細なコメントは控えるが、再発防止に努めたい」とコメントしている。

電気止められた生活保護受給者が熱中症死 札幌市、定期面談怠る
北海道新聞 2018 年 8ty 気 2 日
札幌市西区のマンション居室で７月下旬、熱中症で死亡した６０代女性について、女性
は生活保護を受給していたことから、札幌市職員が３カ月ごとに女性宅を訪ねて面談する
必要があったが、今年１月を最後に訪問していなかったことが１日、札幌市などへの取材
で分かった。面談時期は国の基準で定められており、市は「適切に訪問していれば熱中症
を防げた可能性があった」としている。
札幌西署などによると、女性は１人暮らし。７月２９日に居室で死亡しているのが見つ
かった。電気は料金未払いで５月上旬に停止され、発見時には窓が閉め切られ、備え付け
のクーラーや室内にあった扇風機１台は作動していなかった。
国の基準では、生活保護受給者の健康状態などを確認するため、自治体のケースワーカ
ーが定期的に面談することを定めている。頻度は受給者の状況で異なり、死亡した女性宅
には３カ月に１度訪問する必要があったが、１月３０日以降、行っていなかった。札幌市
西区保健福祉部は「担当のケースワーカーが多忙で、訪問すべき緊急性も低いと判断して
いた。本来は電気料金の未納を解消し、熱中症対策を促すべきだった」としている。

障害者施設で心理的虐待、提訴へ

姫路

「ぐるーぷほーむ

神戸新聞 2018 年 8 月 1 日
みのる」内に張り出されていた紙（姫路市提供）

「私はうそつきです」などと書いたプラカードを首か
ら下げるよう強いられるなど心理的虐待を受けたとして、
知的障害のある２０代の女性が、入所していた兵庫県姫
路市西庄乙の共同生活援助事業所「ぐるーぷほーむ み
のる」＝廃所＝の運営者だった女性（５３）を相手取り、
計約３３０万円の損害賠償を求めて神戸地裁姫路支部に
提訴することが１日、分かった。
市によると、運営者だった女性は知的障害のある利用
者の女性に対し、約束を守らなかったとの理由で「私は
うそつきです」などと書いたＡ４サイズ程度のカードを
首から下げるよう強要したほか、施設内に「ごはんの声
かけは１度だけ」「時間内に食べなければ“食事なし”」
などと記した張り紙を掲げて従業員に指示していた。
市監査指導課の聴取に対し、運営者だった女性は「利
用者がうそをつくので、
（周りに）迷惑がかからないよう
にした」と話したという。
入所していた女性の姉（４６）によると、女性はストレスから不眠などの症状を訴え、
２０１７年秋に１カ月入院し、その後、市内の別の施設へ移った。「言っちゃいけないと思
っていた」と漏らしたといい、
「いつもは何でも話してくれる妹。相当怖かったのだと思う」
と話している。
（伊藤大介）

担当は 100 世帯以上

生活困窮者を支える大阪市のケースワーカー
カンテレ報道ランナー 2018 年 7 月 31 日
一人で 100 世帯以上を担当する“ケースワーカー”に密着
生活が困窮した人たちを支えるケースワーカーについてです。
憲法で国民に保障されている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」
。

生活保護の支給などを通じて、それぞれの生活に応じた手助けをし、
自立に向けてサポートするケースワーカーとその受給者を取材しました。
全国の市町村で最多の 14 万人以上が生活保護を受けている大阪市。
大正区では 10 世帯に 1 世帯ほどが生活保護を受給しています。
大阪市の大正区役所に勤める大西歩子さん
（36）
。
【大西さん】 「収入分かります？この時期」
【生活保護受給者】「通帳にのっている分は分か
ると思うんですけど」
大西さんは生活が困窮した人たちの相談に乗り、
自立の手助けをするケースワーカーとして働い
ています。
Ｑ：1 人でどのくらいの生活保護の受給者を抱え
ている？
【大西さん】
「130 から 140 世帯くらいですかね。把握できるように努力しています」
受給者の家庭訪問は、“事前連絡はしない”その理由は…
ケースワーカーになって 8 年目の大西さん。
月に 20 軒から 30 軒ほど、受給者の家庭訪問をします。
原則として約束をせずに突然訪れます。受給者が家にいないことも多いといいますが、
それでもあえて事前に連絡をしないことには理由があります。
【大西さん】
「アルコール依存症の方だったらお酒がないかなとか、部屋が片づけられてい
ない方だったらどういう状況なのかなとか、突然行って実態を見ることも支援する上で大
切なことなので」
3 年前、生活保護を受け始めた多々納和之さん
（41）
。月におよそ 12 万円を受給しています。
20 年以上飲食店に勤めていましたが、店長を任
されて以降、うつ病を患い、働くことができなく
なりました。
【大西さん】「病院はいけてますか？」
【多々納さん】「正直行っていないです、薬も飲
まずに、もう抜け出したいんで」
【大西さん】「ご自身の病気ともしっかりとお付
き合いしながらお仕事を頑張って頂けたらとい
うのが私の思い」
【多々納さん】「薬を飲むと浮き沈みが激しくな
る。飲んでなかったらまだましなんですけど」
【多々納さん】「休みが一日もなくて閉店してか
ら店の仕込みを朝までやって、店で 1 時間、2 時
間寝て、またホールに出て、店長業務をやって料
理作ってというのをやっているうちに、体が壊れてきた」
Ｑ：生活保護を受けられた時はどのような状態？
【多々納さん】
「すごく無気力になって、何もしたくない。どこにも行きたくない、誰にも
会いたくない、自殺願望みたいなのが常にどこかにあって、生きている感覚がない」
「働きたい」その思いはあるが…また生活保護に戻る不安も
生活保護を受給するのにためらいを感じていた多々納さんは、うつ病が治らないまま、2 度
働きに出ました。
しかしその度に症状が悪化したため、仕事を続けることができませんでした。
【多々納さん】
「僕みたいな病がある人は自分で（病気を）受け入れたくない絶対に、だか

ら戻りたくない生活保護に、早く抜け出したいと思う気持ちがでちゃう結局それが失敗に
繋がる」
2 ヵ月ほど前から再び飲食店で働き始めた多々納さん。
また無理をして病気が悪化しないか大西さんは不安を感じています。
【大西さん】
「生活保護制度は困窮に陥った方の救済制度なので、自立を目指している多々
納さんのような方を私としては応援したい。ちょっと無理をされている部分もあるので、
すぐやめてしまわないかなとか、体調が悪くならないかが私が一番心配なところ」
「支給廃止」か「支給停止」か…自治体側の判断
この日は、働き始めた多々納さんの生活保護の支
給を廃止するか、
一時的に停止するかを決めるため、会議が開かれ
ました。
【上司】「目に見えてしんどそうというのはない
ですよね？」
【大西さん】「病院にいかれてないというところ
と、早くがんばって自立したいという気持ちの焦
りが、まだ安定していないと感じる、生活保護をすぐ廃止ではなくて停止で、見守ること
が必要だと思う」
【上司】
「ちゃんとした安定がもう少し続くかどうかの見守りがあったほうが、本人もリラ
ックスして、仕事に集中できるのではと」
会議の結果、多々納さんの置かれている状況を考慮し、
廃止ではなく 3 ヵ月間停止することに決まりました。
命を落とそうと…それを助けてくれたのが「生活保護」
【多々納さん】「今、仕事も順調なので、もう生
活保護に戻りたくないなと思っている」
Ｑ：今の夢は？
「オーナーから自分のやりたい店を将来的に持
たせてあげると、短かったら 3 年くらい頑張った
ら、自分の店で好きなことをやっていいと言われ
ているので、そこしか目指していない」
Ｑ：生活保護はどういう制度？
「僕は自ら命を落とそうとして、それを助けて下さった制度なので、お金があって毎日食
事ができて、普通の生活ができるのは人にとって大事だなと」
誰もが、健康で文化的な生活を送れるように。
大西さんは受給者に寄り添いながら、自立への道を共に考え続けています。
【大西さん】
「基本的には（生活保護を）受けたくて受けている人はいないと思うので生活
保護制度を悪いことだけではなくてよく知っていただいて、必要な方に届けられる制度で
あってほしいと思います」

人前で話してすっきり 精神の健康保つイベント

佐賀新聞 2018 年 8 月 2 日

参加者は「誰かに聞いてほしいこと」を思うままに語った＝伊万里市
二里町の街のサナーレ

伊万里市二里町にある「街のサナーレ・メンタルヘルス・
ソリューションセンター」でこのほど、地域との交流イベン
ト「オレの話を聴け！」が開かれた。誰かに聴いてほしいこ
とを人前で話してすっきりしてもらう趣旨で、センターの呼
び掛けに市民ら５人が参加した。

センターは２年前に開設し、主に精神障害者を対象にした「訪問看護ステーション」「就
労支援」
「カウンセリング」の機能がある。誰もが自分らしく暮らせる地域社会の実現に向
けた活動にも取り組み、第１弾として今回のイベントを企画した。
出演者の５人はセンターのスタッフら聴き手たちを前に、それぞれの悩みやモヤモヤを
自分のペースで語った。地元で音楽活動をしている牧瀬亮介さん（３３）は、古里と音楽
へのあふれる思いを自作の曲を交えながら伝えた。
イベントを担当した赤坂珠梨さん（３６）は「精神科医療に携わる者は、ただ聴いてく
れるだけで悩みの半分は解決するのをよく知っている。このような企画を通し、心に障害
を持つ人への理解が深まればと思う」と話す。企画への問い合わせは同センター、電話０
９５５（２５）９７９５。

社説：ｉＰＳ治験開始／安全性に配慮して慎重に
神戸新聞 2018 年 8 月 2 日
人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）から神経のもとになる細胞を作り、神経難病のパーキ
ンソン病患者の脳内に移植する治験を京都大が始めた。
患者７人を対象に、２年かけて安全性や有効性を検証する。１人目は年内にも移植する。
ｉＰＳ細胞を用い患者に移植する試みは、理化学研究所などが目の病気で実施し、大阪
大も心不全患者に対し本年度内にも開始する。だが、いずれも「臨床研究」の段階で、よ
り実用化に近い「治験」は国内初だ。
保険適用も目指しており、ｉＰＳ細胞による再生医療にとって、一般的な医療に向けた
大きな一歩と言える。
研究チームを率いる高橋淳教授は「早く世に出せるよう、臨床研究ではなく治験を選択
した」と語っている。これまでの積み重ねからある程度自信があるのだろう。先頭を走る
勇気も必要だったに違いない。
パーキンソン病は、脳内で神経伝達物質を出す神経細胞が減少し、震えや体のこわばり、
運動機能低下のほか、幻覚などが起きることもある。国内患者は推定約１６万人とされ、
根本的な治療法は見つかっていない。
闘病を続ける患者たちからは喜びや期待の声が上がっている。既存の治療法には薬や脳
に電極を埋め込む手術などがあるが、効果が落ちたり、長続きしなかったりする問題があ
る。
今回の治験が順調に進み、有力な治療法の一つとなることを期待したい。
ただ、移植した細胞ががん化する懸念がある。動物実験でがんは発生しなかったという
が、人で起きる恐れが皆無とは言い切れない。注射針のような器具で脳内に細胞を移植す
るため確認が難しい。がん化した場合は取り除く手術も必要になる。
安全性に十分に配慮し、慎重に治験を進めてもらいたい。そうすることが、結果的に最
も早く患者に確かな成果を届けることになるからだ。
ｉＰＳ細胞を使った同様の臨床研究や治験は、脊髄損傷や血液の病気などでも計画され
ている。今回の治験の成否が大きな影響を及ぼす可能性がある。
再生医療は人類にとって未知の分野だ。一歩ずつ着実に前進することが求められる。
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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