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住を支える そしあるハイム火災から半年

朝日新聞 2018 年 8 月 2 日

「セーフティネット住宅」の登録戸数／上位５都府県と北海道の
登録戸数

（上）困窮者の物件、届かぬ支援
「家賃が安かったから『そしあるハイム』に入居した。
我々みたいな人間は、ああいう古い木造のところに住む
しかない」
札幌市東区の生活困窮者向け共同住宅「そしあるハイ
ム」で１月に発生し、入居者１１人が死亡した火災。２
階の窓から飛び降りて助かった元入居者の中島勲さん
（７６）は振り返った。
ハイムの家賃は月３万６千円と安かったが、建物は木
造で築５０年ほど経過し、老朽化が進んでいた。火の回
りが早く、被害拡大につながったとみられている。
中島さんは家賃の滞納で自宅アパートから退去し、知
人の紹介でハイムに入った。経済的に困窮した人たちは、
家賃滞納の懸念から一般的な賃貸住宅の入居を断られる
ことが多い。その結果、家賃は安いが火災や災害に脆弱
（ぜいじゃく）な物件にたどり着くことになる。
「入居断らない」
こうした人たちの住まいを確保するため、国は昨年１０月、新たな住宅支援策を始めた。
困窮者や高齢者、障害者らを「住宅確保要配慮者」と位置づけ、要配慮者の入居を断らな
い物件を「セーフティネット住宅」として都道府県や政令指定市などに登録する。登録に
は、耐震性や面積などの基準を満たす必要がある。
制度が始まって９カ月。住宅の登録数は伸びていない。７月３０日現在、全国で１１４
０戸。国は２０２０年度末までの目標として１７万５千戸を掲げるが、達成率はわずか０・
７％だ。
物件を登録した不動産業者は「面積など登録に必要な条件が厳しいうえ、図面提出や書
類準備などの手続きが大変だった。他の業者は嫌がったのではないか。民泊をやった方が
手っ取り早い、となる」と明かす。
国土交通省は７月、住宅セーフティネット法の施行規則を改正し、申請手続きを簡素化
する対応を取った。図面の一部や建物の登記などの提出を原則不要にし、事務負担を軽減。
２５平方メートル以上とする面積要件は元々、自治体の判断で緩和が認められていたが、
実際に緩和する自治体は少なく、国は同月、改正に合わせ改めて全国に周知した。
登録の地域的な偏りも課題になっている。都道府県別でみると、大阪が４３８戸で飛び
抜け、東京１６２戸、山梨８８戸、岡山８１戸と続く。一方、登録ゼロは青森、長野、三
重など２４県で、１０戸未満も宮城、埼玉、福岡など８道府県ある。

大阪府の登録戸数が突出している背景には、国が制度を始める以前から、府が同様の登
録制度を独自に実施していたことがある。すでに府に登録されていた物件を、国の新制度
へ移行させている最中だという。
「ぼやける対象」
府の登録戸数は全国最多なものの、全てが低所得者や生活困窮者の支援を目的にしてい
るわけではない。全体の約半数にあたる２１１戸はサービス付き高齢者向け住宅と旧高齢
者向け優良賃貸住宅（制度は現在廃止）
。高優賃の物件を登録した不動産業者は「府内は介
護事業者が多く、高齢の入居者の奪い合い。国の制度で安心感もあるし、物件を知っても
らおうと登録した」と狙いを話す。
北海道の登録は札幌市と帯広市の計８戸。札幌の業者は、地震などの自然災害で被災し
た人たちに住居を提供することを目的にマンションを登録した。
「セーフティネットといっ
ても、そしあるハイムの火災の件とは趣旨が別」という。
立教大大学院の稲葉剛特任准教授（居住福祉論）は「国が定義する『要配慮者』の範囲
が広すぎるため、どの層を支援のターゲットにするかがぼやけてしまっている。困窮者に
とって有効に機能させるには、家賃補助の利用をもっと進めていく必要があるのではない
か」と指摘する。 （布田一樹、磯部征紀）
札幌市の共同住宅「そしあるハイム」で入居者１１人が死亡した火災から半年。火災は、
低所得者や身寄りのない高齢者らが安全な住まいに行き着くことの難しさを浮き立たせた。
住まいのセーフティーネットをめぐる現状と課題を探る。
◆キーワード
＜セーフティネット住宅＞ 生活困窮者や高齢者、障害者といった住宅確保に配慮が必
要な人の入居を拒まない賃貸住宅。昨年１０月に施行された改正住宅セーフティネット法
で登録が始まった。貸主が物件を都道府県などに登録すると、物件情報がホームページで
公開される。国と自治体から耐震改修工事などにかかる費用の３分の２（最大１００万円）
まで補助される。低所得者への家賃補助として最大４万円の助成を受けられるが、いずれ
も自治体がそのための予算を計上していることが条件だ。

住を支える（下）入居後も寄り添い続ける

朝日新聞 2018 年 8 月 3 日

サクラソウの土屋隆さんの部屋。ベッドやエアコンなどもある＝いずれ
も岡山市北区

岡山で独自の取り組み
低所得者や障害者、高齢者らの
入居を断らない「セーフティネッ
ト住宅」を増やし、どう機能させ
るか。国の先を行く独自の取り組
みが、岡山県内にある。
岡山市北区の住宅街にあるマ
ンション「サクラソウ」。７階建
ての鉄筋コンクリート造り。暮ら
しているのは精神障害者や高齢
者、生活困窮者の人たちで、全５
４戸が埋まっている。管理する不動産会社「阪井土地開発」
（同
市）は約２０年前から、そうした人たちを受け入れてきた。
阪井ひとみ社長（５９）は「住所があることで就職できた人もいる。衣食住というが、
住があれば衣食まで変わっていく。生きづらさは住みづらさだ」と住まいが持つ重要性を
説く。
土屋隆さん（６９）は７年前に入居した。「サクラソウに来なければ生活に困っていた。

助かっている」
。統合失調症で通院し、今は年金と生活保護で生活している。それまでの住
まいは雨漏りがする廃屋同然の一軒家だった。心配した精神科の主治医がＮＰＯ法人「お
かやま入居支援センター」に相談。阪井土地開発とつながることができた。
センターは２００９年に設立された。病院や福祉施設から物件探しを頼まれれば、不動
産業者に問い合わせる。保証人を確保できない土屋さんのような入居希望者の場合、セン
ター自ら保証人になることもある。
ＮＰＯ・不動産・病院…息長い連携
支援は「入居まで」にとどまらず、その後も続く。職員は定期的に電話や訪問で入居者
の安否を確認する。生活保護の申請に付き添い、助言もする。
全国的に登録が伸び悩むセーフティネット住宅。国土交通省が期待するのが「居住支援
法人」だ。昨年１０月施行の改正住宅セーフティネット法に基づき、都道府県が申請を受
けて指定する。賃貸住宅の情報提供や家賃の債務保証、見守りなどによって、入居者を息
長く支援する。その役割は、センターが１０年近く続ける取り組みと重なる。
「登録住宅というハード面を増やしても、生活支援などのソフト面がないと、大家の不
安は解消されない。ソフト面が充実すれば安心して登録でき、登録住宅が増えればソフト
面の需要も高まるという相乗効果がある」。国交省の担当者は、支援法人の制度を設けた狙
いをこう説明する。
センターで理事長を務める井上雅雄弁護士（５６）は、こうした国の考えを評価しつつ、
「一つの団体だけで入居者の生活全てを支援できる余裕のあるところは少ない。その人の
人生を丸抱えすることは大変なことだ」と指摘する。
実際、センターは様々な団体と連携し、支援できる体制を整えている。
例えば、高齢の入居者の場合。介護のヘルパーが家賃の滞納に気づいたらセンターに連
絡する。センターは入居者の経済状況を確認。お金を管理できていなければ、弁護士や司
法書士を探し、入居者に成年後見制度を利用してもらう。認知症が進んで１人で生活でき
なければ、病院を紹介して入院を勧めている。
井上さんは「一つの団体や個人との関係だけだと、その関係が切れたときに支援が終わ
ってしまう。行政や病院などの関係機関と連携して支援にあたることは、入居者本人にと
っても重要だ」と話す。 （布田一樹）

寺のお供え物を家庭に 「見えない貧困」へ直接支援決断

磯村健太郎
朝日新聞 2018 年 8 月 2 日

困窮家庭向けに箱詰めされた食品。幼い子がいる家庭用には
手作りの人形も。この日は３３箱用意された＝６月２５日、
奈良県田原本町、滝沢美穂子撮影
おてらおや
つクラブか
ら各家庭に
直接送る食
品の箱詰め
作業。この日
は３３箱が
用意された＝６月２５日、奈良県田原本町、滝沢美穂子撮
影

寺にお供えされた食品を困窮家庭へ――。そんな
活動をする「おてらおやつクラブ」というＮＰＯが
ある。福祉団体などを通じた間接的な提供を原則としてきたが、その方法だけでは対応で
きないケースが増えてきた。「見捨てるわけにいかない」。そんな家庭に直接届ける活動に
も本格的に乗り出した。
事務局は奈良県田原本町の安養寺にある。代表理事は松島靖朗住職（４２）。大阪市で２

０１３年、生活苦の母子が遺体で見つかった事件を機に始めた。
お供えされる様々な食品の中で、賞味期限が迫っていない菓子や米などを届ける。全国
８７６の寺院が宗派を超えて参加。３６５の支援団体を通じて食品を受け取る子どもは、
約９千人にのぼる。
メディアでの紹介が増えるにつれ、一昨年から問い合わせが急増。公的支援を受けず、
孤立しながらも声を上げられずにいる「見えない貧困」があぶり出された。だが受取先と
なる団体を紹介できないことも少なくなかった。居住地の近くに団体がなかったり、親が
昼夜掛け持ちで働いていて出向く時間がなかったり。「助けて」の声を受けたのに届けられ
ない。
事務局内では「後方支援に徹するべきだ」との意見も出たが、結論は「これが最後のセ
ーフティーネットになる人もいる」
。今年４月、奈良から困窮家庭に食品を送る「直接支援」
をホームページで掲げた。

東京都独自の虐待防止条例案、１２月都議会に提出 児相の体制強化も
検討 小池知事就任２年
産經新聞 2018 年 8 月 2 日
就任２年を前に、インタビューに応じた小池百合子都知事＝１日、東京都庁（飯田英
男撮影）

東京都の小池百合子知事は１日、産経新聞の単独インタビューに応じ、
都独自の児童虐待防止条例案を１２月の都議会定例会に提出し年内の成
立を目指す考えを示した。２年前の８月２日に就任し７月３１日に４年
間の任期を折り返した小池氏は、目黒区のアパートで３月に船戸結愛（ゆ
あ）ちゃん＝当時（５）＝が死亡した事件を念頭に「関係機関が一体と
なって取り組む体制づくりが必要で、地域で子供を守る」と語った。
都は条例制定に向けて、小児科医や学識経験者、弁護士らによる外部有識者の専門部会
を設置し、すでに具体的な検討に入った。パブリックコメントで一般の意見も募り、１２
月議会での提出に向けて条例案を練り上げる。
小池氏は、児童相談所などで対応にあたる児童福祉司ら専門職員を増やすとし、「新たな
人員にちゃんと経験を積ませるために、一定以上の期間も必要だ」との認識を示した。さ
らに、
「弁護士の常駐が必要だとの意見もいただいている」と述べ、児相の体制強化を検討
していることも明かした。
目黒区の事件では、一家が事件前に香川県から転入していた経緯があり、都道府県をま
たいだ場合の対応や、自治体と警察の情報共有のあり方が課題とされた。小池氏は「制度
などはかなり整備されている。それぞれの組織が危険信号がともっていることを感度よく
進めていくこと（が重要）だ」と指摘し、関係者や地域の意識向上を通じて再発を防いで
いきたいとした。

後絶たない児童虐待死…「児相」立ち入り調査などルール化

産經新聞 2018 年 8 月 2 日

福本徹也容疑者と裕子容疑者の自宅＝２日午後、堺市北区

子供に虐待したとして親が逮捕、起訴される事件は全
国で相次いでいる。死亡に至るケースも後を絶たない。
大阪府箕面市で昨年１２月、４歳の長男に暴行し死亡
させたとして、母親ら３人が殺人容疑で逮捕され、傷害
致死罪で起訴された。
東京都目黒区では３月、船戸結愛ちゃん＝当時（５）
＝が両親から虐待を受けて死亡。傷害罪で父親が、保護
責任者遺棄致死罪で父親と母親が起訴された。１月に転
入する前に住んでいた香川県の児童相談所は一時保護を

していたが、引き継ぎを受けた東京都の児相は結愛ちゃんと接触ができず、保護できなか
った。
この事件を受け、政府は７月に児童虐待防止の緊急対策を決定。虐待通告から４８時間
以内に面会などで安全が確認できない場合、児相が立ち入り調査を実施するとともに、警
察との情報共有を進めることをルール化した。
警察庁によると、昨年児相に通告した１８歳未満の子供は６万５４３１人。統計開始以
来、１３年連続で増加している。
４年連続で児相通告が全国最多の大阪府では昨年４月、府警に「児童虐待対策室」を新
設。児相や自治体と連携し、居所不明児童の安否確認をするなどしている。

山形の福祉施設、外国人介護スタッフ増員 人手不足対策
日本経済新聞 2018 年 8 月 2 日
山形市の特別養護老人ホーム、山形県済生会ながまち荘は外国人の介護スタッフを増員
する。現在６人が働くが、来年はさらに４人増やす。同市の社会福祉法人友愛会もこのほ
ど外国人の研修生を受け入れた。外国人の働き手が注目を集めるなか、製造業の現場など
では外国人技能実習生の受け入れが急増し、金融機関が受け入れ団体と提携して取引先に
紹介する事例も増えている。

サ高住で住民と「町トレ」

介護予防や友達づくりの拠点に（町田市）
福祉新聞 2018 年 08 月 03 日 編集部
生活クラブ生活協同組合・東京が運営するサービ
ス付き高齢者向け住宅「センテナル町田」
（東京都町
田市）では毎週土曜日、利用者が近隣住民と共に、
筋トレやストレッチを組み合わせた「町トレ」に取
り組んでいる。住民主体の運営が特徴で、同組合は
新たなコミュニティーづくりも目指している。
30 分みっちりやると汗も出る

６月の土曜日、午前９時半を過ぎると、センテナル町田のイベントスペースに地域住民
が続々と集まってきた。当番だという女性らは入り口で出欠を確認。
「今日初めてなんです
が」と話す女性には、
「どうぞどうぞ」と笑顔で応じていた。
１０時過ぎ、スクリーンにトレーナーの姿が映し出された。この日の参加者は約２０人。
掛け声に合わせ体の調子を確認するようにゆっくり肩を回し始めた。
町トレは、町田市が地域で介護予防に取り組んでもらおうと、２０１７年から本格的に
開始した。３０分にわたる動的・静的なストレッチや筋トレで構成。立位と座位のバージ
ョンがある。
プログラム後は全員で会場を片づけた。参加者自身が準備から片づけまでするのも町ト
レの特徴だ。
近所に住む８０代の参加者は「家だとぼーっと過ごすだけなので、毎週来ています。最
初は知り合いもいませんでしたが、今では仲の良い友達ができました」と語った。この後
も何人かでお茶を飲む予定だという。
町田市の高齢者福祉課は「町トレには新たなコミュニティーづくりという面もある。ア
ンケートでも参加者の評判は良い」と話す。自治会や老人クラブ単位で行うケースもあり、
約９０グループが実施。２５年度までには１９５グループまで増やしたいという。
１７年１２月に開所したセンテナル町田は、今年３月から町トレを開始。今後は映画上
映会や認知症模擬体験などの催しを開くなどして、町内のネットワークをつくる考えだ。
また、併設のカフェや地域子育て支援拠点との連携も目指す。中村篤司・同組合たすけあ

いネットワーク事業部事業開発課長は「生協として、町トレを核に福祉コミュニティーの
拠点がつくれれば。多世代がゆるやかにつながる居場所を目指したい」と話している。

大学生が新事業「プロジェクト１８０」 実施６計画固まる
北海道新聞 2018 年 8 月 3 日
札幌の大学生が企業や事業所で
半年間、インターンシップ（就業
体験）に参加し、新事業を考える
「プロジェクト１８０（ワンエイ
ティー）」の実施計画が固まった。
札幌商工会議所が「学生と企業
が新事業に１８０日間本気で取り
組む」と昨年度に続いて行う。北
海学園大と札幌大の１～３年生２
５人と、旅客運送の互信ホールデ
ィングス、ＩＴ事業の北海道総合
技術研究所、卸売業の丸水札幌中
央水産、介護・福祉の萌福祉サー
ビス、札幌商工会議所が参加。学
生は６班に分かれ、受け入れ先の
企業で商品開発やイベント企画の
プロジェクト案を練ってきた。
実施計画は７月２６日に札幌商工会議所で報告された。６班のうち３班が新たなサービ
スや商品を開発、２班が催しを開催、１班が販売促進を行う。
発表後の講評で、北海学園大の佐藤大輔教授（経営管理）は「催しでは予想外の展開に
備える必要がある」と指摘し、札幌大の武者（むしゃ）加苗教授（地域経済学）は「デー
タを効果的に使って分析している班もある」と評価。札幌大の荒木奈美准教授（臨床教育
学）は「プロジェクトの内容が具体的になってきた」と期待を語った。（杉野英介）

Voice(ボイス)
大阪を舞台に活躍している“旬な人物”にスポットを当てた大型インタビュー企画「Ｖｏｉ
ｃｅ」
。それぞれが抱く思いとは。今後の大阪や次世代へ贈るメッセージを語っていただく。
ＮＰＯ法人大阪府高齢者大学校理事長 和田 征士さん
大阪日日新聞 2018 年 8 月 2 日
生涯学習機関の模範に 来年１月、１０周年
記念式典
大阪府高齢者大学校がまとめた書籍

ＮＰＯ法人大阪府高齢者大学校（高大）が
２００９年４月に創立し、１０年目に入った。
初年度に５２６人だった年間受講者数は本年
度に２７６３人を記録し、この１０年間で５
倍に増えた形だ。歴史、科学、自然など多彩
な講座が好評を博しているが、特筆すべきは、受講を修了した高齢
者が引き続きスタッフとして運営に関わっている点。「人生１００
年」時代を迎え、生涯学習機関のありようについて、理事長の和田
征士さん（７５）に聞いた。

■人生１００年で討議
おかげさまで創立１０年目を迎えることができた。来年１月２２、２３の両日には大阪
市立体育館で記念式典を行う。大学教授など有識者を迎えて人生１００年時代、健康長寿
の視点で討議する予定だ。
恒例のスポーツ交流大会や文化祭も同時開催し、演芸、合唱、マジック、朗読、作品展
などを通して若さ、明るさを出す。受講生やその家族、歴代の修了者など３千人超が参加
すると思う。
東日本大震災の被災地支援として、交流を続ける宮城県南三陸町の特売品コーナーを式
典会場に設けるほか、大阪府北部地震や西日本豪雨災害の義援金も募りたい。
■講座数も５倍
高大はもともと、大阪府老人大学として１９７９年に府の助成事業で発足したが、２０
０８年に行政改革によって廃校になった経緯がある。その後、老人大学の修了生を中心に
ＮＰＯ法人を立ち上げ、現在に至っている。
この１０年間で受講者数は増え続け、講座数も初年度の１２科目から本年度は５倍以上
の６５科目に増えた。このうち、４０科目が募集定員を上回った。
「大阪の史跡探訪科」
「自
然文化を楽しむ科」のように健康的に動く講座をはじめ、
「宇宙と生命の神秘へ遭遇する科」
「醸造を楽しく学ぶ科」といった趣味や好きなことを追求し、健康につなげる講座は特に
応募が多い。
講座のテーマは、運営スタッフでつくる講座改革委員会が侃々諤々（かんかんがくがく）
して決めている。講師陣の確保についてはテレビ、新聞、雑誌を参考にさまざまな分野で
活躍する人たちに会い、依頼するようにしている。ロボット研究で知られる大阪大教授の
石黒浩さんにも講師を務めてもらい、昨年４月の入学式では記念講演をしていただいた。
講師陣の登録は現在約３００人を超えている。高大はＮＰＯ法人のため、低額の謝礼金
で講師を引き受けていただき、感謝している。
■民間ボランティア
受講生の平均年齢は６９・８歳だ。受講生に対して「学び」「仲間づくり」「健康づくり」
の活動方針を示しているが、この三本柱に加えて「社会への恩返し」を呼び掛け、カリキ
ュラムに社会参加活動を取り入れている。具体的に取り組む受講者の体験発表を通して機
運を高めたり、地域の防災センター、ごみ処理施設などの見学によって研さんを積んでも
らっている。
高大は高度な学習システムを持ち、ボランティアスタッフ約２００人によって支えられ
ている。受講者に１人当たり５万２千円の受講料を支払っていただき、これは講師陣の謝
礼金や教室のレンタル代、スタッフの交通費に充てている。高大はいわば無償のボランテ
ィアが運営しているが、今後は「高大グッズ」販売などの新事業も検討課題になると思う。
全国の生涯学習機関は「公立」が多いが、社会保障費の伸びを踏まえると、私たちのよ
うに「民間ボランティア」の運営スタイルが主流になるのではないか。私たちは２０１２
年に関西圏の生涯学習機関１１校で「関西シニア大学校交流会」の組織を発足し、ノウハ
ウの共有を続けている。来年は交流組織を全国規模に広げたい。
■定年後、どう過ごす
日本は、総人口に占める６５歳以上の高齢者人口の割合が２７・３％（２０１６年）だ。
世界と比較して高齢化のスピードは速い。世界でいち早く超高齢化社会に突入した日本の
やり方、行く末を世界は見つめている。実際、米国や韓国の大学生が高大を視察に訪れて
いる。
日本は人生１００年時代を迎えるが、問題は６５歳や７０歳で定年退職した後の約３０
年間をどう過ごすかだ。日本は仕事人間が多く、将来の人生設計ができていない人は少な
くない。男性は特に近所付き合いが乏しく、退職すると内向きになってしまう。そう考え
ると、５０～６０代で人生設計し、実行に移すことが大切だ。
こうした人たちを、生涯学習機関が応援しなければいけない。高大は民間ボランティア

が運営する生涯学習機関の「はしり」であり、模範にならなければいけない。来年１月の
創立１０周年記念式典では、この先１０年後の高大をどう考えるかについても語り合いた
いと思う。
わだ・せいし １９４２（昭和１７）年生まれ。宮崎県出身。大阪大経済学部卒。クボ
タハウス専務、クボタ建工社長を歴任。２０１０年４月にＮＰＯ法人大阪府高齢者大学校
（高大）入学。１５年６月に高大の３代目理事長に就任。大阪区民カレッジ、大阪府民カ
レッジの副理事長を兼務。大阪市淀川区在住。
〈高齢者が動けば社会が変わる〉
ＮＰＯ法人大阪府高齢者大学校（事務所・大阪市中央区法円坂１丁目）が２０１７年に
まとめた書籍。ミネルヴァ書房発行。理事長の和田征士さんは「６５歳以上の高齢者約３
３００人のうち８０％は元気」と見立てた上で「高齢者政策推進大臣を内閣に据え、元気
なシニアを活用する」ことを、同書を通して提案している。

万引き ４５％が高齢者
読売新聞 2018 年 08 月 03 日
◇昨年 割合大幅増、認知症目立つ
◇声掛けやチラシで啓発
県内で万引きの疑いで逮捕されたり、取り調べられたりした人のうち、高齢者の占める
割合が高まっている。昨年は逮捕や取り調べを受けた人の約４５％が高齢者で、１６年前
より２７ポイント高かった。認知症が原因とみられる事例も目立つことから、出雲署や出
雲市内の防犯協力団体は万引き防止の啓発チラシを作成。高齢者と関わりのある団体など
に配布してもらっている。
（佐藤祐理）
出雲署によると、２００１年に県内で窃盗容疑（万引き）で逮捕されたり、任意で取り
調べられたりしたのは６７２件だった。全体に占める２０歳未満の少年の割合は約５１％
の３４４件で、高齢者は約１８％の１１８件だった。
ところが１７年は県全体で２９０件のうち、高齢者が約４５％の１３１件となり、少年
は約１４％の４１件。出雲署管内でも全９５件中高齢者が約４２％の４０件、少年が約１
３％の１２件で、県とほぼ同じ割合になった。
出雲署管内では５、６年前から万引き容疑の高齢者が目立つようになり、同署は認知症
や生活困窮が背景にあるとみている。
今後も増える可能性が高いため、市内のスーパーなどでつくる出雲地区青少年健全育成
協力店協議会や同署などが６月、チラシ１万枚を作成した。
Ａ４判カラーで、子どもの顔写真とともに「誰かが見ている」と記載。
「会計前の商品は
エコバッグやマイカゴに入れることはできません」などと説明している。民生委員らが各
家庭に配布したり、署員や警察ボランティアが万引き被害の多い店で客に渡したりしてい
るほか、学校にも掲示している。
同協議会長で、スーパー「ラピタ本店」（出雲市今市町）の川上弘信店長によると、ラピ
タの系列店では約１０年前から、買い物かごに商品を入れたまま会計をしないで出口に向
かったり、商品をマイバッグに入れたりする高齢者が目立つようになったという。
川上店長は、
「所持金は十分にあるが、受け答えなどから認知症が疑われるケースが多い」
と話す。認知症を正しく理解するために従業員向けに定期的な研修会を行い、声掛けの方
法などを学んでいる。
市社会福祉協議会の渡部英二会長も「認知症になれば、今までできたことが、できなく
なるという不安もあると思う。社協のネットワークを生かして万引き防止に取り組む」と
述べた。
認知症の高齢者に対応する機会が増えていることから、出雲署は６月２７日、認知症サ
ポート医で「エスポアール出雲クリニック」
（同市小山町）の高橋幸男院長（７０）の講演
会を開き、署員が認知症患者への対応方法を学んだ。

家出をする認知症患者の心理などを寸劇を交えて説明した高橋院長は、
「認知症の人を受
け入れ、安心できる環境を整えることが大事」と語った。

障害者施設にクマ 秋田市、けが人なし
秋田魁新報 2018 年 8 月 3 日
２日午前６時ごろ、秋田市柳田字竹生の障害者支援施設「柳田新生寮」敷地内にクマが
出没し、建物の網戸を壊した。施設内には利用者と職員計４９人がいたが、けが人はいな
かった。秋田東署と同施設によると、午前８時ごろ、出勤してきた３０代女性職員が、寮
の渡り廊下にある縦約１９０センチ、横約９０センチの網戸がサッシから外れているのに
気付いた。付近には動物の爪痕のようなものが４～５カ所残っていた。

障害年金 支給 複数医で審査も 厚労省が見直し通知 しんぶん赤旗 2018 年 8 月 3 日
厚生労働省は２日までに、障害年金の支給の可否を判定する審査事務で、判断が難しい
事例については複数の認定医であたることなどを日本年金機構に通知しました。
障害年金支給の審査方法は、障害者から提出された診断書や病歴・就労状況等申立書な
どの書類審査です。
通知は「障害年金の審査は、障害認定基準に基づき、一件一件丁寧に、認定医が医学的
に総合判断」するものだと指摘。判断の公平性の確保のために、次の２点に取り組むよう
指示しています。
(1)認定基準のうち客観的な基準のみでは必ずしも判断が容易ではなく、認定医の医学的
な総合判断を特に要する障害の事例は、担当の認定医のみならず、他の認定医の意見も聞
いて判断すること
(2)認定医の医学的な総合判断を特に要する事例については、障害の分野別に認定医によ
る会議を開き、認定医間の審査基準に対する認識の統一を図ること
障害の程度が変わらないのに年金支給が打ち切られるケースが相次ぎ、認定基準や審査
方法の見直しを求める声が広がり、厚労省も対応を約束していました。
日本共産党の高橋千鶴子衆院議員は国会質問で、打ち切られた障害者の年金支給の復活
とともに、必要とする障害者に必ず支給するという立場で、生活実態も踏まえて審査する
など抜本的な改善を求めていました。

強制不妊手術

丹羽元厚相「不明を恥じている」

毎日新聞 2018 年 8 月 3 日

インタビューに応じる丹羽雄哉元厚相

政府と国会に「過ちを率直に認め、まず謝罪すべきだ」
障害者らへの不妊手術を推進した旧優生保護法（１９４８～９６
年）を巡る国の対応について、元厚相の丹羽雄哉氏（７４）が毎日
新聞のインタビューに初めて応じた。同法が母体保護法に改正され
る前後に旧厚生省のトップを務めた丹羽氏は
「（強制不妊手術などの実態を）知らなかった。
不明を恥じている」と述べ、政府と国会に「過ち
を率直に認め、まず謝罪すべきだ」と注文を付け
た。 丹羽氏は衆院で１２回当選し、昨秋の衆院
選に立候補せず引退。現在は大学の客員教授など
を務めている。
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

大阪市天王寺区生玉前町 5-33 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所発行

