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抱く願い 歌詞に - 奈良で「わたぼうし音楽祭」

奈良新聞 2018 年 8 月 6 日

表彰式で大賞曲「樹になった鳥」を歌う作曲者の新井研
二さん(右端)と作詞者の新井美妃さん(左端)=5 日、奈良市
登大路町の県文化会館国際ホール

障害のある人たちが書きつづった詩をメロデ
ィーにのせて歌う第 43 回
「わたぼうし音楽祭」(奈
良たんぽぽの会主催)が 5 日、奈良市登大路町の県
文化会館国際ホールで開かれた。作詩・作曲の部
の入選 8 作品の歌唱が行われ、審査の結果、群馬
県藤岡市在住の新井美妃さん(48)が作詩し、同市
の消防署員、新井研二さん(32)が作曲して歌唱し
た「樹になった鳥」が、最優秀賞にあたる「わた
ぼうし大賞」を受賞した。
作詩・作曲の部に全国の 176 人から 203 作品、
作詩の部に全国の 338 人から 410 作品の応募があ
り、この日は作詩・作曲の部で入選した 8 組が出演した。今年は県在住者の入選はなかっ
た。…

駅の点字ブロックにＱＲコード 東京メトロが実証実験 NHK ニュース 2018 年 8 月 6 日
目の不自由な人が駅構内を安全に移動できるよ
う、東京メトロは点字ブロックにＱＲコードを
配置し、スマートフォンで読み取るとホームや
改札などの位置を音声で案内するシステムの実
証実験を始めました。
このシステムは目の不自由な人が駅構内を安全
に移動できるよう、通路や改札それにホームな
ど、駅構内の点字ブロックにＱＲコードを配置
し、利用者が専用のアプリをダウンロードした
スマートフォンで読み取ると、ホームや改札などへの行き方を音声で案内します。
システムの導入を検討している東京メトロは、東京・江東区の有楽町線「辰巳駅」で実証
実験を始め、６日、目の不自由な２人の利用者に使い勝手を確かめてもらいました。
実験では、スマートフォンのカメラを点字ブロックに向けて歩くと、ＱＲコードの上で「こ
の先改札、右折４メートル」などと音声で誘導し、通路をスムーズに歩くことができまし
た。
参加した視覚障害者の１人は、
「目的地までの経路とともに自分が今、どこにいるのかがわ
かります。ふだん駅で危険な思いをすることもあり、早く実用化してもらいたいです」と

話していました。
東京メトロは、今後、さらに協力者を募って年内をめどに実験を続け、寄せられた意見な
どを踏まえ実用化を目指したいとしていま
す。
このシステムは目の不自由な人が駅構内を
安全に移動できるよう、通路や改札それにホ
ームなど、駅構内の点字ブロックにＱＲコー
ドを配置し、利用者が専用のアプリをダウン
ロードしたスマートフォンで読み取ると、ホ
ームや改札などへの行き方を音声で案内し
ます。
システムの導入を検討している東京メトロ
は、東京・江東区の有楽町線「辰巳駅」で実証実験を始め、６日、目の不自由な２人の利
用者に使い勝手を確かめてもらいました。
実験では、スマートフォンのカメラを点字ブロックに向けて歩くと、ＱＲコードの上で「こ
の先改札、右折４メートル」などと音声で誘導し、通路をスムーズに歩くことができまし
た。
参加した視覚障害者の１人は、
「目的地までの経路とともに自分が今、どこにいるのかがわ
かります。ふだん駅で危険な思いをすることもあり、早く実用化してもらいたいです」と
話していました。
東京メトロは、今後、さらに協力者を募って年内をめどに実験を続け、寄せられた意見な
どを踏まえ実用化を目指したいとしています。

倉敷の避難者３割が要配慮者 「災害関連死」対策が課題に

山陽新聞 2018 年 8 月 4 日

要配慮者の体調を確認するため、避難所に入る倉敷市の保
健師＝２日、倉敷市真備町岡田の岡田小

西日本豪雨で甚大な被害を受けた倉敷市真備町
地区を中心に同市内の被災者２千人余りが身を寄
せている避難所で、高齢や障害、重病などの理由
により配慮が必要とされる人（要配慮者）が３割
を占めていることが３日、市への取材で分かった。
過去の大規模災害のケースから専門家は、避難生
活の負担に起因した高齢者らの「災害関連死」対
策の重要性を指摘。市などは保健師らによる見守
り活動や要配慮者を対象にした公営住宅のあっせんなどを進めている。
倉敷市保健所によると、７月３１日時点で、真備町地区の小学校などに開設した避難所
計２５カ所の被災者２０８８人（市保健所調べ）のうち、３０・４％の６３４人が要配慮
者だった。要配慮者は高齢者、乳幼児、障害者、重病を患っている人で、それぞれの人数
は集計できていない。
６３４人のうち、特に心身の状態に不安があり、継続的な支援が必要とされるのは８６
人。軽度の認知症で自分がどこにいるのか分からなくなる▽身体障害で歩行中に転倒の恐
れがある▽家族が食事を管理しないと体調が悪化する病気にかかっている―といったケー
スがあるという。
避難生活のストレスによる体調悪化や過労、自殺など間接的な原因で亡くなる災害関連
死は大規模な災害で相次いでいる。２０１１年３月の東日本大震災では３６００人以上が
関連死と認定された。さらに復興庁の調査では、震災から１年後の１２年３月末時点で関
連死と認定された約１６００人のうち、９割が６６歳以上の高齢者だった。

被災者の健康を守るため倉敷市は、保健師を避難所に派遣し体調確認に当たっている。
特に高齢者については市高齢者支援センター（地域包括支援センター）の保健師、社会福
祉士、ケアマネジャーが対面調査を実施。市は要配慮者を対象にした公営住宅の提供も続
けており、初回の募集（７月１８～２０日）では、７５歳以上の被災者ら５世帯の入居が
決まった。ほかにも全国からの応援を含めた医師や看護師ら医療・福祉の専門家が被災地
で活動している。
国立病院機構災害医療センター（東京）の河嶌讓医師は「避難所では、日常生活が制限
されることによるストレスや疲労の蓄積、体を動かさなくなって筋力が低下する『生活不
活発病』の発病など、心身の状態が悪化するリスクが高い。行政、医療、福祉の専門機関
による継続的な支援が欠かせない」と指摘する。

映画「この世界の片隅に」興行収入の一部 豪雨の義援金に
NHK ニュース 2018 年 8 月 6 日
戦時中の広島を舞台にしたアニメーショ
ン映画のヒット作品「この世界の片隅に」
の興行収入の一部が、西日本豪雨の義援
金に充てられることになり、主人公の声
を担当した女優の「のん」さんなどが広
島県庁を訪れ湯崎英彦知事に義援金を贈
呈しました。
「この世界の片隅に」は広島市出身の漫
画家、こうの史代さんの漫画が原作で、
原爆が投下される前後の広島や呉を舞台に、ひたむきに生きた人々の姿を描きおととし公
開され、ヒットしました。
興行収入の一部が西日本豪雨の義援金に充てられることになり、主人公の女性の声を担当
した女優の「のん」さんと監督の片渕須直さんなどが、広島県庁を訪れ義援金の目録を湯
崎知事に贈りました。
湯崎知事は「今回の災害は、舞台になった呉市も大きな被害を受けました。呉の人たちは
もちろん、県民も勇気づけられます。ありがとうございます」と感謝のことばを述べまし
た。
これに対し片渕さんは「広島の人たちは私たちにとって大切な人たちなので、役に立てば
という思いです」と話していました。
広島県によりますと、義援金は、県や被災した市町などで作る委員会で配分され、被災者
へ贈られるということです。
のんさんは「お世話になった広島が大きな被害を受けて、衝撃を受けています。皆さんに
元気を届けられればという思いです」と話していました。

旧優生保護法訴訟「人を人とも思わない法律」 国側は争う姿勢
NHK ニュース 2018 年 8 月 6 日
旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、70 代の男性が国に賠償を求めた裁判
が東京地方裁判所で始まり、男性は法廷で「個人の意思に反して生殖機能を奪う、人を人
とも思わない法律がいかに人々を傷つけてきたのか理解してほしい」と訴えました。一方、
国側は争う姿勢を示しました。
訴えによりますと、東京都内に住む 75 歳の男性は、中学生だった昭和 32 年に旧優生保護
法によって本人の同意が無いまま不妊手術を受けさせられたとして、国に対して 3000 万円
の賠償を求めています。

６日から東京地方裁判所で始まった裁判では男性が意見陳述を行い、
「40 年連れ添った妻に
も亡くなる直前まで手術について打ち明けることができず、申し訳なく思ってきた。個人
の意思に反して生殖機能を奪う、人を人とも思わない法律がいかに人々を傷つけてきたの
か理解してほしい」と訴えました。
一方、国側は訴えを退けるよう求めて争う姿勢を示したうえで、詳しい理由については今
後明らかにするとしています。
平成８年まで施行された旧優生保護法のもとでは、全国でおよそ１万 6500 人が障害などを
理由に本人の同意なく、不妊手術を受けたとされ、これまでに全国４つの裁判所で国に賠
償を求める訴えが起こされています。
原告男性「被害者に救いの道開きたい」
裁判のあと、男性は集会で「自分の意思に反して子どもをもうけることができない体にさ
せられ、60 年以上、手術のことを誰にも言えずに苦しんできた。私の人生を返してほしい」
と述べました。
そのうえで、男性は「声を上げられずに１人で傷ついている全国の被害者に救いの道を開
きたい。被害者は高齢になっているので、国には一刻も早く対応してもらいたい」と訴え
ました。

北海道新聞 2018 年 8 月 6 日
自活が難しい成人のきょうだ
いの支援は
「きょうだいリスク」
。安定
した収入がないなど、自活が
難しい成人のきょうだいの支
援についての不安を意味する
言葉だ。書籍の題名に使用さ
れたことをきっかけに広まっ
た。きょうだいを「リスク（危
険）
」と表現することには賛否
が分かれるが、背景には引き
こもりや親の介護などの問題もある。北海道内の現状を探りながら考えた。
母が亡くなれば、兄はどうなる―
道内の自営業男性、洋史さん（42）＝仮名＝は、4 歳上の独身の兄がいる。兄は大学を卒
業して関西地方の会社に勤めた後に、独立し事業を始めたがうまくいかず、7 年前に帰郷。
母（71）が住む胆振管内の実家に 6 年間引きこもっている。母によると、兄とはほとんど
会話がなく、
「毎朝早く外出するが何をしているのか分からない」
。
母と兄の生活費は、20 年以上前に亡くなった父の遺族年金の月 8 万円ほど。母から生活
に困ると訴えられ、洋史さんは、妻と小学生の長女の 3 人で帰省するたび、数万円の生活
費を渡している。兄からも頼まれ、10 万円を貸したままだ。
兄に仕事に就くように話しても状況は変わらず、洋史さんの心配は尽きない。母が亡く
なり、年金がもらえなくなったら、兄はどうなるのか―。洋史さんは「正直あまり考えな
いようにしている」と話す。今は将来、兄の面倒を見るつもりはないが、「『その時』にな
ったら助けてしまうかもしれない」と気持ちが揺れる。
「経済格差」で交流が途絶え
「きょうだいリスク」は朝日新聞出版（東京）が 2016 年に出版した新書の題名だ。同社
の週刊誌「AERA（アエラ）
」の特集記事「きょうだい格差という重し そのきょうだいの
将来は誰がみる？」をきっかけに書籍化された。
同書の編集担当・木村恵子さんは「
『リスク』という単語を使うことには異論もあったが、
「きょうだいリスク」 支援どこまでできるか 将来に不安

きょうだいリスクを生む、社会の仕組みや家族観に問題があると伝えたかった」と語る。
厚生労働省の国民生活基礎調査によると、65 歳以上の親と未婚の子のみの世帯数は 16
年、30 年前の約 5 倍となる 500 万世帯を超えた。50 歳時点で一度も結婚したことのない人
の割合（生涯未婚率）も上昇。みずほ情報総研（東京）は、男性の生涯未婚率は 30 年に 3
割近くになると推計する。不況を背景に非正規雇用が広がり、結婚をためらう人が増えて
いることも、未婚の子と高齢の親の世帯の増加要因になっているとみられる。
きょうだい間の「経済格差」が原因できょうだいの交流が途絶え、自活が難しい子ども
と親が孤立して暮らすケースも少なくない。
札幌市の無職男性、一朗さん（64）＝仮名＝は、要介護 3 の母親（93）と 2 人で暮らす。
母には認知症があり、一朗さんは食事やトイレの介助、洗濯に追われる。同じ市内に家族
と暮らす自営業の兄（66）は「忙しい」「暇がない」と言い、母の顔を見に来ないという。
一朗さんは兄家族の自宅に母と同居していたが、兄の子供が成長して家が手狭になった
ため、40 歳の時に一戸建てを買って母と引っ越した。ところが 50 歳の時に勤めていた会社
が倒産。その後、配達のアルバイトなどで生計を立ててきたが、腎臓がんになったことな
どから現在は仕事ができず、母の年金で生活をしている。兄は一朗さんが、がんで入院し
ていた時もほとんど面会に来なかったという。一朗さんは言う。
「親の面倒を見るのは子ど
もの責任と思って母と暮らしている。母が亡くなっても兄には知らせたくない。だが、母
が亡くなった後、どう暮らしていけば良いのか…」
社会で支えるという視点が必要
きょうだいに関する心配事を共有し、支え合おう―。KHJ 全国ひきこもり家族会連合会
（東京）は引きこもりのきょうだいがいる人を対象に「兄弟姉妹の会」を月 1 回開いてい
る。
「親にも言えずどうしたらいいか分からない」との声を受け 13 年に設立。これまでに
計約 400 人が参加した。
引きこもりの支援活動を行う NPO 法人レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク（札
幌）の田中敦理事長は、札幌市内のアパートの一室で 1 月、80 代の母親と、引きこもりを
していた 50 代の娘とみられる遺体が発見されたことに触れ、「親が亡くなって初めて、親
と同居する子供の貧困問題が表に出る。きょうだいなどの家族だけに頼らず、社会で支え
るという視点が必要だ」と話す。
（阿部里子）

８月から介護保険の自己負担３割に

所得の高い高齢者が対象
福祉新聞 2018 年 08 月 06 日 編集部
利用者と話す青柳主任ケアマネジャー（左）

１日から、介護保険の利用者負担が２割
の高齢者のうち、特に所得の高い高齢者は
３割に引き上げられた。対象は年収が単身
の場合３４０万円（年金収入のみ３４４万
円）以上、夫婦世帯の場合４６３万円以上
で、厚生労働省は負担増となるのは利用者
全体の３％弱に当たる約１２万人と推計し
ている。
社会福祉法人大三島育徳会（東京都世田谷区）では在宅サービス利用者１０８人のうち、
少なくとも５人は３割負担になるという。その１人で訪問介護を利用している８７歳の女
性（要介護１）は「３割負担になって驚いた」と言う。
女性の収入は年金のみで、毎月の生活費は１６万円程度。同居する９７歳の姉（要介護
３）の世話もしており「ぎりぎりの生活で大変」と話す。そこで女性は生活費と自宅の修
繕費に充てようと生命保険を解約してまとまった収入を得た。しかしそれが所得として認
定され、３割負担になってしまった。女性は「生活の安定のため解約したのに」とこぼす。

青柳浩司・主任ケアマネジャーは３割負担になって介護サービスの利用控えが起こるこ
とを懸念。
「介護サービスを受けるのをやめると命にかかわることもある」と話す。
一方、社会福祉法人フレスコ会（東京都台東区）の特別養護老人ホームフレスコ浅草（入
所８４人、短期入所１１人）では７人以上の利用者が３割負担になるという。佐藤信太朗
施設長は「３割負担の請求が利用者に届く９月になって混乱するかもしれない」と指摘し、
「現場だけでなく行政もしっかり説明してほしい」と話す。
利用者負担は介護保険制度の開始当初から原則１割で、１５年８月に一定以上の所得が
ある高齢者は２割となった。３割負担の導入は１７年５月に成立した改正介護保険法で決
まった。高齢化の進行で膨らむ社会保障費を抑制する狙いがある。

社説：児童虐待対策 深まる孤立を防ぎたい
中日新聞 2018 年 8 月 7 日
児童虐待をどう防ぐかは依然として社会の課題だ。政府は対策を進めてきたが、痛まし
い虐待死はなくならない。孤立や貧困が弱い子どもたちを追い詰めている。あらゆる手を
尽くすべきだ。
地域の支え合いが弱まり孤立が深まっている。非正規雇用が増え貧困も広がっている。
その先に虐待が起こる。
必死に生きる親子を社会から孤立させない取り組みこそ求められている。
ＳＯＳをノートに書き残し両親の虐待で亡くなった東京都目黒区の船戸結愛（ゆあ）ち
ゃん（５つ）の事件を受け政府が緊急対策をまとめた。
柱は、緊急時の子どもの安全確認の徹底と、児童相談所で相談や指導、支援を担う児童
福祉司を約二千人増員することだ。今の約三千二百人から大幅に増やす。
虐待の対応には専門職が不可欠だ。人材確保は喫緊の課題である。公務員は削減の方向
だが、必要な人材は増やすべきだ。
安倍政権は子育て支援として教育・保育の無償化を打ち出し、消費税増税分の一部を財
源に充てる方針だ。それも必要だろうが、虐待対応は命がかかっている。児童相談所の体
制強化に必要な財源は優先的に確保すべきではないか。
人材の育成には時間もかかる。政府は一過性に終わらせず継続して取り組む必要がある。
目黒区の事件は、転居元と転居先の児童相談所間で情報共有が不十分だった。緊急対策
では迅速な対応が必要な事案は対面による引き継ぎを行う。徹底した共有を図ってほしい。
警察との情報共有も進める。既に愛知県は四月から、県の児童相談所が把握した虐待を
疑われる情報全件を県警と共有している。関係機関同士での情報や危機感の共有が、どこ
に暮らしていても切れ目のない支援につながる。
児童相談所は子どもたちの命を守る最後の砦（とりで）だ。だが、虐待を防ぐにはそこ
に至る前からの支援が大切になる。
緊急対策では、自治体の乳幼児健診が未受診など関係機関が安全を確認できていない子
どもの情報を九月末までに把握する。
問題を抱える家庭は疲弊していて自ら声を上げることもできない場合が多いだろう。支
援の必要な家庭を早く見つけ出す取り組みをさらに進めるべきだ。
全国の児童相談所が二〇一六年度に対応した虐待件数は、十二万件を超え過去最多とな
っていることを忘れないでほしい。

（社説）取り調べ録画 原点に立ち戻る運用を
朝日新聞 2018 年 8 月 7 日
取り調べの様子を録音・録画した映像を、安易に法廷で再生することを戒める判決だ。
他の事件での検察側の立証活動や裁判所の判断に、大きな影響を与えることになりそうだ。
栃木県・旧今市市の小学１年の女児が殺害された事件で、殺人罪に問われた被告の裁判
である。東京高裁は「映像に頼ると印象に基づく判断になるおそれがある」と述べ、被告

の自白映像を元に、検察側の主張をほぼそのまま認定した一審・宇都宮地裁判決を破棄。
そのうえで、別の客観証拠などに基づき、被告を改めて無期懲役とした。
判決には首をかしげる点もないわけではない。自白に先立って行われた４４日間に及ぶ
取り調べを違法と批判しながら、中断をはさみ、捜査官が交代した後になされた自白につ
いては、強制はないとして容認したことなどだ。そんな疑義をはらみつつも、自白映像の
取り扱いに警鐘を鳴らした意味は大きい。
そもそも録音・録画はなぜ行われるようになったか。
密室での強引な取り調べがうその供述を生み、多くの冤罪（えんざい）を引き起こした
ためだ。捜査のゆきすぎを事後にチェックできるようにするのが目的だった。警察や検察
は当初反対したが、導入が避けられないとなると、むしろ被告が真実を語っていたことを
裏づける「武器」として使う方針に転じた。
これに対し高裁は、映像が裁判官や裁判員に訴える力の大きさを指摘。他の証拠を冷静
に検討したり、じっくり考えたりするのを阻害する可能性があり、実際に一審は誤りを犯
したとして、慎重な運用を求めた。
こうした懸念は以前からあった。今年５月までの２年間で、全国の地裁で３２５の映像
が証拠申請されたが、裁判所が採用したのは１８１にとどまる。判決の指摘は、多くの裁
判官の問題意識の集積ともいえる。
もっとも、この判断が示されたからといって、映像が今後一切、証拠から排除されるわ
けではない。いったん自白した人物が、後にそれを覆した場合など、検察側が証拠申請す
るケースは今後もあるだろう。
大切なのは、争点を整理し、真実を解明するためにどんな証拠を法廷で調べるかを決め
る裁判官の力量だ。ここを間違えると審理は迷走し、結果として裁判員に無用の負担を強
いる。
一連の司法改革は、取り調べへの過度な依存を脱し、公開の法廷でのやり取りで、有罪
無罪や量刑を決めることを目的に進められてきた。いま一度、その原点に立ち戻らねばな
らない。

社説 法廷と取り調べ映像 「印象有罪」の制御が必要だ 毎日新聞 2018 年 8 月 7 日
取り調べの映像を法廷でどう活用するのか。東京高裁が、証拠として過大視することに
対し否定的な見解を示した。
栃木県日光市（旧今市市）の小学１年女児殺害事件の控訴審判決だ。
高裁は１審同様に被告に対し無期懲役を言い渡した。１審は、取り調べ映像を法廷で７
時間にわたり再生した上で、
「具体的で迫真性に富んでいる」として自白の信用性を認定し
た。しかし高裁は「供述の信用性が主観で左右される。印象に基づく判断となる可能性が
否定できない」との理由でその判断を違法とした。
検察は裁判員裁判対象事件で可視化（録音・録画）の試行をしており、昨年度は９９・
９％に達した。
最高検は２０１５年、録音・録画した映像を実質的な証拠として活用するよう各地の検
察庁に通達を出した。その後、物的証拠の少ない事件で、立証の武器として取り調べ映像
の証拠調べが請求され、採用されるケースが増えている。法廷での再生は、この２年で１
８０件を超えた。
だが、映像は検察側が切り取った取り調べの一部に過ぎない。有罪・無罪の認定は、他
の証拠と総合して判断すべきである。
大阪地検特捜部の郵便不正事件など、不適切な取り調べによる冤罪（えんざい）事件が
近年相次いだ。密室での取り調べに強要や誘導はないか。可視化の目的は取り調べが適正
に行われているのかをチェックすることにある。
だが、その範囲を超え、被告の供述の信用性の判断に映像が過度に使われるのは、制度

の趣旨に反している。有罪の立証が映像での印象戦になってはならない。
録音・録画の映像は裁判員らに強い印象を与える。静かに自白している映像を見れば、
任意に供述していると思うだろう。だが、精神的に追い詰められた被告が捜査側の意向に
沿って供述してしまうことは過去の例を見ても珍しくない。
改正刑事訴訟法が来年６月までに施行され、裁判員裁判対象事件などで、取り調べの全
過程の可視化が義務づけられる。今以上に映像が法廷で扱われるかもしれないが、証拠の
一つだ。警察・検察は客観的な証拠を集め、自白があっても他の証拠との整合性に留意し、
丁寧な立証に努めるべきだ。

社説：
「圏域」の提言
従来の施策とどう違う
京都新聞 2018 年 08 月 06 日
人口減少や高齢化が深刻になる２０４０年ごろの自治体行政の在り方を巡り、総務省の
有識者研究会が報告書をまとめた。
新しい行政主体として、複数の市町村でつくる「圏域」の法制化を提言している。
その頃の日本は人口が年間約９０万人減る一方で、団塊ジュニア世代が高齢者となり、
６５歳以上が約４０００万人とピークに達する。人口減少は地方の９割以上の市町村で見
込まれている。
市町村ごとで施策をしていては住民の暮らしが維持できない。個々の市町村がすべての
仕事をするフルセット主義から脱却するべきだ－。そうした報告書の方向性は理解できる。
だが、自治体の連携はすでに、さまざまな形で進んでいる。
総務省は０８年に、地方から大都市圏への人口流出を抑制するとして「定住自立圏」の
要綱を打ち出した。人口５万人程度の都市を「中心市」とし、周辺市町村と圏域を形成す
る協定を締結する。京滋を含め全国で５００を超す市町村が取り組んでいる。
消防やごみ処理などのサービスを共同で行う広域行政組合も各地で設置されている。さ
らに国の制度から外れ、交付税増額などの支援を受けずに独自の連携を進めるケースもあ
る。
新たな行政主体「圏域」がこれまでの施策とどう違うのか。提言では、まちづくりや救
急医療体制の構築など利害調整が難しい行政課題で合意形成を容易にするために設けると
している。
自治体からは戸惑いや警戒の声が上がっている。
まちづくり分野まで含めた連携は困難が予想され、実効性に疑問が示されている。国の
号令で進められた「平成の大合併」の後遺症に悩む自治体も多い。
とはいえ、さらなる人口減少を見据え、自治体行政が引き続き変革を迫られるのはやむ
をえないのではないか。
政府は地方制度調査会で法改正の検討に入った。
「圏域」の具体化を進める。
議論に際しては、国からの制度の押しつけではなく、自治体の判断を尊重し、地域のこ
とは地域で決めるという自治の原則を踏まえてほしい。
そもそも政府は「地方創生」を掲げる一方で、自治体行政の将来像をどう描くのか、ビ
ジョンがなかなか見えてこない。現実と向き合い、制度のメリットとデメリットを明らか
にした上で、建設的な議論を求めたい。
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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