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発達障害の上司と部下を持った男、無茶振り・無断欠勤に苦悩
草薙厚子：ジャーナリスト
ダイヤモンド 2018 年 8 月 7 日
日本発達障害支援システム学会員。元法務省東京少年鑑別所法務教官。
地方局アナウンサー、ブルームバーグＬ.Ｐ.テレビ部門のアンカー、ファイナンシャル・ニュース・デスク
を経て独立。社会問題、事件、ライフスタイル、介護問題、医療など幅広いジャンルの記事を執筆してい
る。著書に『少年Ａ矯正 2500 日全記録』
（文春文庫）
、
『子どもが壊れる家』
（文春新書）
、
『ドキュメント 発
達障害と少年犯罪』
（イースト新書）
、
『本当は怖い不妊治療』
（ＳＢ新書）
、
『となりの少年少女Ａ』
（河出書
房新社）などがある。
内外の政治や経済、産業、社会問題に及ぶ幅広いテーマを斬新
な視点で分析する、取材レ ポートおよび識者・専門家に

よる特別寄稿。
まだまだ社会の理解が足りない状況のまま、職場でト
ラブルの種となってしまっているケースも多いと思
われる発達障害者。この春からは、一定規模以上の企
業に対して、精神障害者の雇用義務づけもスタートし
た。「発達障害の人と共に働く」とは一体、どのよう
な体験なのだろうか？発達障害の部下のみならず、発達障害の上司も経験したことのある
人に話を聞いた。
（ジャーナリスト 草薙厚子）
「見えない発達障害」の部下に悩んだ エンタメ業界管理職の試行錯誤
「これぐらい普通はできる」という考え方は禁物。一緒に働く人たちも発達障害の特性を
理解しておかないと、思わぬトラブルが生じてしまう Photo:PIXTA
今年 4 月から、従業員数が一定数以上の規模の事業主に対する、身体障害者・知的障害
者・精神障害者の「雇用義務化」が始まった。法定雇用率が 2.2％以上になるのであれば、
身体障害者、知的障害者、精神障害者の内訳は問われず、手帳を持っている人はすべて対
象になる。この精神障害者の中には、発達障害者も含まれる。
発達障害には大きく分けて 3 つの種類がある。
「自閉症スペクトラム障害」
（ＡＳＤ）、
「注
意欠陥多動性障害」（ＡＤＨＤ）、
「学習障害」（ＬＤ）である。複数の障害を併せ持ってい
る人もいる。発達障害自体への理解がまだ進んでいないこともあり、雇用の現場ではしば
しば大きな火種になっている。
今回は、上司にも部下にも発達障害者を経験したことのある、某エンターテインメント
企業の管理職Ａ氏に話を聞いた。
多種多様で、個性的な人が集まっているエンタメ業界。仕事柄、外に出て人と接する機
会が多いが、必ずしも一般企業の営業職のようなスキルが要求されるわけではないため、
発達障害の特性が、一種の「個性」となり、「面白いヤツ」「変わったヤツ」と見られる空
気もある。そのため、問題を起こさない限り、顕在化するケースは少なく、
「見えない発達
障害」が多いという声も聞かれる。しかし、裏では管理する側の苦労はかなり大きいとい
う。
「とにかくプロジェクト会議でも発言が彼の順番になると、自分の意見を言わないんです。

必ず隣の人が言った意見を繰り返したりして、お茶を濁すんですよね。反対意見や、自分
独自の意見を言わないから毎回不思議に思っていたのです。エンタメ業界なので、なるべ
く意外性のある意見や、独特の視点からの意見が求められるのですが、そういったことは
一切なかったです。その後、他の人から聞いて驚いたのは、私がいないところでは私のジ
ェスチャーや言動のモノマネをしていたらしいんです。それがあまりに面白がられたため、
周りは彼の特性には気づかなかったようです」
ある時Ａさんは、この部下が発達障害の一種、ＡＳＤの要素を持っているのではないか
と気づいた。
「どう対処すべきか悩みました。失敗を注意すると、『はい、わかりました』と素直に言う
から、こっちは理解して学習したと思いますよね。でもまた同じ失敗を繰り返すのです。
こちらとしても、3 度同じ失敗を繰り返されては困りますから、今度は違った例え話を使っ
たりして、説明しますよね。また同じく『はい、わかりました』と答えるんです。そうし
て、また同じ失敗を繰り返す。これには本当に困りました。その後、発達障害である可能
性があると気づいて、参考文献を読んで対処方法を学びました。発達障害の人には例え話
は理解できない、きちんと論理的に説明しなければダメだということを知りました。それ
からは視覚的に納得がいくように図に書いたりして、論理的に伝えるようにしました」
思わぬタスクでつまずくことも多かったという。
「例えば音楽パッケージ作品で、帯のキャッチコピーを短い言葉でまとめてほしいと頼ん
だんですが、１週間くらい上がってこなかったのです。どうなったか聞いてみると、でき
ましたと言って出してきたのは、キャッチコピーではなく、細かい言葉でびっちりと書か
れた説明文でした。そうか、発達障害の人には、要約するということが難しいんだと理解
しましたね」
発達障害の人は一所懸命に物事に取り組むため、真面目な面が強調される場合も多い。
特に「字義通り」という特性があり、良い方向に行けば、仕事でも大きな成果が出るのだ
が、場合によっては業務に支障をもたらすケースもある。
重要なイベントをすっぽかした 部下の驚くべき言い分
「当時、その部下は新婚だったので、『いい仕事をするにはプライベートを大事にしなきゃ
ダメだ』とよく言っていました。そんな中、ある大事なイベントの最終日が、日曜日と重
なったのです。その部下が当日の責任者だったのですが、現場に来ない。電話をしても出
ないのです。仕方なく私が現場を仕切りましたが、終わった後で電話をすると、何食わぬ
感じで出たのです。来なかった理由を聞いたら、プライベートを大事にしろと言われたか
ら行きませんでした、と。その後、さすがに彼の異動を申請しました。同時に本人には、
落ち着いた時に医療機関に一度診てもらったらどうかと勧めました。その後、通院してい
ましたね」
上司の言葉を「字義通り」に受け取ってしまったのだ。発達障害の場合、言葉の裏を読
むことも、ＴＰＯに合わせて使い分けることも苦手。相手の発した言葉の中で、自分の気
になった部分のみに着目してしまい、いついかなる時でも、その言葉に忠実に動いてしま
うといった偏りがある。
Ａさんは発達障害と思しき上司に苦しめられたこともある。
「部下だったら特性を理解して、論理的に説明して指示を与えれば、あとは細かく仕事内
容をチェックしていれば、そんなに大きな問題にはなりません。ただし自分の上司が発達
障害だった場合は、そう簡単にはいきません。『出たとこ勝負』の指示が多く、とにかく振
り回されますね。こちら側の感情面からの訴えかけが全く通用しませんから。そういった
上司だと、自分の方が論理的に正しいという自信があるため、全く意見を聞き入れてもら
えないんです」
「新企画のプレゼンをした時に、顔が暗いぞ、と注意されたので、次の会議の時には満面
の笑みでプレゼンしたのですが、終わった後、『お前、顔が暗すぎるんだよ、何度言ったら
わかるんだ！』とさらに怒鳴られたりしました。そうか、この上司は人の顔の表情が読め

ないのか、と。さすがに腹が立ちましたが…。そういえば、この上司自身が日頃から、顔
の表情は乏しいですね」
発達障害上司は 「カリスマ」と紙一重
このケースは、対人面での感情的な交流の困難が指摘される事例だ。コミュニケーショ
ンは、対人関係を円滑に進めるための重要な手段である。その中でも、表情を読み取るこ
とは、他者の感情を理解し適切に行動するために大きな役割を果たす。自閉症スぺクトラ
ム障害（ＡＳＤ）の人は 相手の表情を読み取る力（表情認識能力）が乏しく、表情を介し
たコミュニケーションが取りにくいといわれている。
さらに、思いつきで行動や指示を与えられたＡさんは非常に苦労したという。
「その上司はこだわりが強くて、一緒に飲みに行く時は、この店ではこれを注文、あの店
ではあれを注文と、既に決めておいて部下を連れ回すのです。全てを仕切ってくれるので、
楽だといえば楽なのですが、思いつきで行動するので困りました。例えば食事会で健康の
話題が出ていたのですが、食事の途中で突然立ち上がり、出るぞと言って急に会計を始め
たんです。どうするのかと思ったら、みんなを引き連れて、店の周りを無言で何周も歩く
んです。健康のためにウオーキングをするということだったみたいですが、あまりに唐突
で…。それでもカリスマ上司なので、みんな従うしかないんです」
ＡＳＤに頻繁に見られる「強いこだわり」の特性を持っている場合、エキセントリック
に映るが、これが上司などの場合、
「カリスマ」とあがめられるケースも多い。他者の意見
に一切耳を貸さず、強い意志を貫き通して事業で成功するといったケースがよく見られる
のだ。ＡＳＤの傾向がある経営者は、カリスマ性と紙一重だという声も聞かれる。
部下のみならず、上司にも発達障害者と思しき人がいたＡさんに、改めて発達障害者と
の働き方について聞いてみた。
「一つのミッションをプロジェクト単位で実行するケースが多いわれわれのような業界で
は、メンバーや部下に発達障害の特性が見られた場合は、なるべく早めに話し合った方が
いいと思います。単に『変わったヤツ』として遠巻きに見ていると、絶対にどこかで不適
応を起こしますね。また、できて当たり前だという考えだと、トラブルになり、損害が出
て、会社に不利益が生じる場合もあります」
「上司だった場合は本当に問題です。人事部に解決を求めても、なかなかうまくことが進
まない。逆に仕返しとして冷遇されてしまうケースもあります」
発達障害は軽度の場合、個性と捉えることもできるが、重度の場合、スケジュールに穴
をあけたり、チーム内での人間関係がうまくいかず、トラブルになることも多い。常に人
間関係がうまくいかなかったり、自分だけ浮いている気がするが、その理由がわからない
と思ったら、専門家に診てもらい、アドバイスをもらうのもいいかもしれない。

７５歳以上の医療費「３割負担」
、対象を拡大

現役世代の過重負担軽減 政府・与党が検
討
産經新聞 2018 年 8 月 7 日
政府・与党が、７５歳以上の後期高
齢者医療制度で現役世代と同じ３割
負担の対象の拡大を検討しているこ
とが６日、分かった。高齢者医療費の
増加に伴い、現役世代の過重な負担を
解消する狙いがあり、具体的には今後
詰めていく。
後期高齢者医療制度では、医療機関
での窓口負担は７５歳以上の世帯員
がいずれも住民税の課税標準額が１４５万円未満の場合は１割負担、７５歳以上の世帯員
に１４５万円以上の人がいる場合は３割負担となっている。保険料率は都道府県によって

異なる。
総務省によると、７５歳以上の人口は平成２８年１０月１日現在１６９１万人で、総人
口に占める割合は１３・３％に上る。同省などは３７（２０２５）年に２１７９万人（人
口比１８％）
、７２（２０６０）年には２３３６万人（同比２７％）に増加すると予測して
おり、国民皆保険をいかに持続可能な制度にするかは喫緊の課題となっている。
こうした状況を踏まえ、公明党はこのほどまとめた３１年度予算概算要求の原案で、対
象拡大を明記した。「高齢者医療費の増加に伴い現役世代の負担は過重なものになってい
る」とし、
「現役並み所得者の後期高齢者の対象拡大については、現役世代の負担が増加し
ないように検討する必要がある」と明記した。
福祉政策を重視する同党が高齢者の負担増を容認したことで医療費をめぐる議論が一気
に加速するとみられる。同党は７日にも政府側に要望書を提出する。

知識多いと悲観的感情低下 自閉症児の母、金沢大調査
教育新聞 2018 年 8 月 6 日
自閉スペクトラム症の子供を持つ母親に発達障害の知識が多いほど、子供に対するネガテ
ィブな感情が低下することが、金沢大学のグループの研究で分かった。研究結果は 8 月 2
日付の米国科学雑誌「PLOS ONE」のオンライン版に掲載された。
大阪大学大学院連合小児発達学研究科金沢校大学院生の冨山更氏、金沢大学医薬保健研究
域医学系教授の三邉義雄氏らのグループは、5～8 歳の言葉の発達に遅れのない高機能自閉
スペクトラム症児の母親 30 人に対し、出生時以降の子供に対する感情の経時的変化を調査
した。その上で健常児の母親 32 人と比較した。
それによると、自閉スペクトラム症児の母親は診断を受ける前から健常児の母親と比べて
高いストレスと心理的苦痛を抱えていた。さらに自閉スペクトラム症児の母親のみに焦点
を当て、出生時、発達の問題に気付いた時点、診断を受けた時点、調査時点における子供
への感情を調べたところ、発達障害に関する知識が多いほど子供に対するネガティブな感
情を持ちにくかった。特に診断時点におけるネガティブな感情が緩和される可能性が示さ
れたという。

原告男性「被害者救済を」＝強制不妊訴訟、東京も始まる 時事通信 2018 年 8 月 6 日
旧優生保護法に基づき障害者らが不妊手術を強制された問題で、東京都内の男性（７５）
が国に３０００万円の損害賠償を求めた訴訟の第１回口頭弁論が６日、東京地裁（手嶋あ
さみ裁判長）であった。男性は「被害者に救いの手を差し伸べるような裁判にしてほしい」
と訴え、国側は請求棄却を求めた。
男性は意見陳述で、
「手術を受けた事実を言えずにいる被害者が全国にいる。個人の意思
に反して生殖機能を奪う法律がいかに人を傷つけたか理解してほしい」と述べた。
原告代理人の高辻庸子弁護士も「手術は障害者差別で、憲法が保障する法の下の平等に
反する」と、国側の対応を非難した。
訴状によると、男性に障害はなかったが、仙台市の児童施設に入所していた中学２年の
時に手術を強制された。５年前に妻が亡くなる直前まで打ち明けられなかったといい、「身
体的、精神的な苦痛は大きく、自己決定権を侵害された」としている。（

強制不妊訴訟「国は速やかに主張を」 弁護団が上申書
朝日新聞 2018 年 8 月 7 日
旧優生保護法（１９４８～９６年）のもと不妊手術を強制されたのは違憲だとして、東
京都の男性（７５）が起こした国家賠償訴訟の第１回口頭弁論が６日、東京地裁であった。
国は請求棄却を求め、具体的な主張を次回以降に持ち越した。
弁護団は１日付で、国に速やかに主張、反論をするよう求める上申書を東京地裁に提出

していた。
原告の男性は意見陳述で「高齢で病気と闘っている方も多い。一刻も早く国に対応して
ほしい。誰にも言えずにいる被害者が全国にたくさんいる」と訴えた。
男性は児童施設にいた中学生の時に手術を受けさせられ、４０年以上連れ添った妻にも、
亡くなる直前まで打ち明けられなかった。男性の姉も家族から口止めされ、６０年以上、
口を閉ざしていたという。
全国の４地裁で７人が同様の訴訟を起こしている。仙台の訴訟では、仙台地裁が国に違
憲性の認否を示すよう求めたが、国は「主張する必要性が乏しい」として見解を示してい
ない。
この日の裁判後、弁護団による集会が開かれ、障害者ら支援者が約１００人参加した。
仙台地裁に提訴した７０代の女性は「国は早急に謝罪し、救済をしてほしい」と涙ながら
に訴えた。
（貞国聖子）

障害者の学生に就労支援
読売新聞 2018 年 08 月 07 日
障害者の学生の就職活動を、大学などが支援する動きが広がっている。障害者の法定雇
用率が今年４月に引き上げられ、企業側の採用ニーズも高まる中、障害のある学生向けの
就職イベントを大学が開いたり、民間の就職情報会社が専用のサイトを開設したりしてい
る。
（新美舞）
大学が主催してセミナー
「御社では、どのような障害のある人
の割合が多いですか」「勤務地の希望は
どれくらい通りますか」
専修大は６月末、障害のある学生向け
に初めての就職セミナーを開いた。ＪＴ
Ｂグループが障害者雇用の促進のため
に設立した会社など、大手企業の特例子
会社※２社による会社説明や個別相談が
行われた。
また、就労を目指す障害者を支援する就労移行支援事業所を大学生らも利用できること
なども説明され、参加した学生や保護者ら計１２人が熱心に聞き入り、質問も多く出た。
一定割合の障害者雇用を義務付ける法定雇用率は、４月に民間企業で２．０％から２．
２％に引き上げられた。働く意思のある身体・知的障害者に加え、精神障害者も含めて算
定されることになった。
専修大のセミナーに参加した人間科学部４年で適応障害の男子学生（２３）は、「障害に
応じた細かい配慮をしてくれる企業があるとわかり、自分にも合った仕事があると思える
ようになった」と話していた。
民間専用サイトで企業検索
日本学生支援機構が２０１７年度、国公私立大全校に聞いた調査では、障害のある学生
に支援機関の紹介などをしている大学は３割弱。就職できても、周囲とコミュニケーショ
ンがうまく取れず長続きしないケースがあり、継続した支援も必要だという。富山大では、
卒業後３年は希望者に月１回程度の面談を実施する。担当の桶谷文哲特命講師は、「障害者
枠の採用でも、大卒だと期待され、苦手な業務内容を断れないケースが多い」と実情を打
ち明ける。
就職情報会社マイナビは３月、障害者の学生向けの就職情報サイト「チャレンジド」を
開設した。一般枠と障害者枠の両方で就職活動をする学生も多いことから、チャレンジド
は、一般向けサイト「マイナビ」内に設けた。障害への配慮や、障害の種類ごとの雇用実
績で、細かく企業検索できる。
「障害者雇用を課題と感じている企業は多く、問い合わせも

増えている。特に大学卒業予定者への採用意欲は高い」とマイナビの朴相賢企画推進部長
は話す。
特例子会社※
大手企業などが厚生労働省の認可を受けて設立する子会社で、障害者の従業員数が５人
以上、全従業員に占める割合が２０％以上などの要件がある。特例子会社で雇う障害者の
数は、親会社の雇用率に合算できる。

皇室 皇太子さまがフランス訪問へ ９月７～１５日
毎日新聞 2018 年 8 月 7 日
政府は７日の閣議で、皇太子さまが９月７～１５日の日程でフランスを公式訪問される
ことを了解した。日仏友好１６０周年にあたり、フランス政府から招待された。皇太子妃
雅子さまは移動の負担など体調への影響を考慮し、同行されない。
皇太子さまはリヨンとパリに滞在し、ワイナリーや織物博物館などを訪ねて同国の文化
に触れる。政府要人との面会や障害者施設の訪問の他、日本政府などが中心となってフラ
ンスで日本文化を紹介するイベント「ジャポニスム２０１８」の関連行事にも出席する。
皇太子さまの同国への公式訪問は初めて。英国留学中に旅行した経験はあるという。【高
島博之】

家族を介護する子ども 過酷な実態 渋谷智子さん「ヤングケアラー」
朝日新聞 2018 年 7 月 28 日
渋谷智子さん＝東京都武蔵野市吉祥寺北町、篠田英美撮影

子どもや若者が家族の介護や世話をする、若年介護の問題
が注目されている。渋谷智子・成蹊大准教授の『ヤングケア
ラー』（中公新書）は、介護の担い手にならざるをえなかっ
た彼らの厳しい現実を描き出す。
ヤングケアラーは「介護や世話をする若者」という意味で、
英国では主に１８歳未満を指す。米国では「ヤングケアギバ
ー」という。同書によると英国ではイングランドだけで約１６万６千人。日本でも２０１
２年の就業構造基本調査によると、１５～２９歳の介護者は１７万７６００人に上る。
祖父母の排泄（はいせつ）や食事の世話や病気の親に代わっての家事、障害を持つきょ
うだいの世話――。「ヤングケアラーがケアする対象はさまざま。こなしている役割も負担
の重さも多様」と渋谷さん。認知症の家族を深夜まで介護する子、長時間話し相手になる
子もいる。
実態の解明は途上だ。問題が認識されにくい理由を、渋谷さんは「子どもの側からは話
しづらく、周囲の大人からも見えにくいため」と説明する。
睡眠不足や疲労から学校生活に影響が出ても、教師や同世代に理解されず、孤立しやす
い。
「家族の介護が不登校につながる事例も多い」と渋谷さんは問題視する。家族の介護を
優先して進学や就職、結婚など人生の選択を狭めてしまう例もある。
渋谷さんらが実施したアンケートでは新潟県南魚沼市で４人に１人、神奈川県藤沢市で
２人に１人の公立の小中学校などの教職員が、ヤングケアラーとみられる生徒と出会った
経験があった。
戦後日本は寿命が延び、１世帯当たりの人数は減って、共働きが増えた。高齢化と人口
減少が進む中、
「大人だけでは介護や家事を十分に回せない状況も出てきて、しわ寄せを受
けているのがヤングケアラー」だと、渋谷さんはみる。
渋谷さんは、手話を使うろう者の文化を研究する中で、親や大人の会話を通訳する子ど
もの話にひかれ、ヤングケアラーという言葉を知った。
若年介護の問題に早くから取り組んできた英国では、仲間が集まる場を設けて話しやす

い環境を作り、教育や福祉など行政の様々な部署が支援に動く。
渋谷さんは「介護を担いつつも自分の時間を持ち、自由な人生を選べるようにしなけれ
ば」と福祉と教育など行政の連携を訴える。家族の介護を経験した元ヤングケアラーが、
その後の人生をどう歩んでいるのか。ケアの経験は仕事にも生きているのではないか。今
後の研究テーマだという。
（大内悟史）
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『超福祉展』
（正式名称「2020 年、渋谷。超福祉の日
常を体験しよう展」
）は、今年で 5 回目を迎えます。
障害を抱えた人や、高齢者、LGBT などのマイノリテ
ィ、福祉そのものに対する「心のバリア」を取り除こうと、2014 年より毎年 11 月の一週
間、渋谷ヒカリエを中心に渋谷の街全体で開催を続けている展示会です。
思わず「カッコイイ」
「カワイイ」と使ってみたくなるデザイン、大きなイノベーションを
期待させてくれるテクノロジーを備えたプロダクトの展示・体験に加え、魅力的なプレゼ
ンターたちが登場するシンポジウムや多彩なワークショップなどで、従来の福祉の枠にと
らわれないアイデアやプロダクト、その開発者や開発プロセスを数多く紹介してまいりま
した。従来の展覧会のイメージを“超えた”
、まさに我が国で初めてのインクルーシブ・デ
ザインの実践の場、といっても過言ではありません。
本ムックは、障害者やマイノリティと健常者が差別なく交流できる社会の実現をめざす同
展で紹介されたアイデアやプロダクト、その開発の現場を集大成。超福祉に携わるクリエ
イターやプレイヤーによる座談会などを交えて、マイノリティーを巻き込みながら社会課
題の解決を図るインクルーシブ・デザインの最前線をレポートします。また、長谷部渋谷
区長や中村伊知哉慶應義塾大学教授といったキーパーソンのインタビューも掲載。 2020
年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた最新動向・新潮流もお伝えします。
”超福祉”はこれまでの障害者をはじめとするマイノリティへの偏見をなくし、
“心のバリ
アフリー”を推進するインクルーシブ・デザインのお手本とも言える活動です。ダイバー
シティの推進や社会課題の解決に向けて具体的に何をすればよいのか、これを目に見える
形でわかりやすく伝える数少ないムックです。超福祉的発想に基づく本のデザインも、従
来の書籍の概念を“超えた”ものとなっています。
主な内容
●特別インタビュー 長谷部健 渋谷区長 「すべてのちがいがまざり合い、自分たちで新
たなものを創るまちへ」
まちをどのようにしたいと考え、何に着手しているのか。渋谷の未来像を語ってもらう
●巻頭レポート「超福祉展 2018 キックオフミーティング」
今年で 5 回目を迎える超福祉展、2018 年はどんなチャレンジをし、何を飛び越えていくの
か。2020 年以降も見据えた超福祉の将来の姿を含めて展望する。

●クリエーターズ座談会「超福祉展に見るデザイントレンド」
超福祉展の主催者メンバーでもあるプロジェクトデザイナー広瀬郁氏、会場構成を担当す
る建築家・岡部修三氏、アートディレクター戸取瑞樹氏ら超福祉展を支えるクリエーター
を一同に集めて座談会を開催。これまで様々な“概念や枠を跳び超えてきた”本展を振り
返りつつ、超福祉展から見えてくるトレンドや将来に向けたビジョンを描き出す。
●特集 「超人スポーツ」
超人スポーツ協会が主催した第 2 回「超人スポーツゲームズ」の模様を詳細レポート。慶
應義塾大学メディアデザイン研究科 中村伊知哉教授（博士）と東京大学 先端科学技術研
究センター 身体情報学分野 稲見昌彦教授（工学博士）のインタビューを交えて、スポー
ツ×ビジネス、スポーツ×テクノロジーの最新動向を解説する。最近注目を集める e‐スポ
ーツの将来像についても言及した。
●綴じ込み付録『Braille Neue』
点字と墨字と組み合わせた世界初の複合フォント「Braille Neue」をムックとして初めて実
装。視覚障害を持つ人と晴眼者のコミュニケーションが本を介して活性化する、新たな“超
福祉的ツール”として提案する。

社説：介護離職１０万人／仕事と両立できる対策を
神戸新聞 2018 年 8 月 7 日
家族の介護や看護のために仕事を辞める「介護離職」は２０１７年に全国で９万９千人、
兵庫県は４８００人だった。その多くは４０～５０代の働き盛りだ。
総務省が５年ごとに行う就業構造基本調査の結果である。１０万１千人だった１２年の
前回調査からほとんど減っていない。
安倍晋三首相は１５年から「介護離職ゼロ」を掲げてきたが、依然深刻な状況だ。
会社などに勤めながら介護をしている人は約３００万人に上る。このうち３割弱は、ほ
ぼ毎日介護に携わっている。介護現場の人手不足にも改善の兆しが見られない。介護離職
の「予備軍」は膨らみ続けている。
今後、高齢化はさらに進む。職場の中核を担う人材が辞めれば企業にとっても痛手だ。
仕事と介護が両立できるよう、政府と企業は実効性のある対策を急がねばならない。
昨年、改正育児・介護休業法が施行された。介護が必要な家族１人につき、原則１回だ
った最長９３日の休業を３回に分けて取れるようにしたほか、休業中に雇用保険から支払
われる給付金も増えた。
しかし、介護休業の取得率は極めて低く、総務省の調査では１割にも満たない。介護を
経験した管理職の６割以上が「業務に支障が出る」などの理由で制度を利用しづらいと感
じているとの民間調査もある。
こうした実態を踏まえ、国はもっと使い勝手のよい制度にしていく必要がある。
企業には、従業員が介護を１人で抱え込まないよう配慮を求めたい。介護に関する情報
提供や制度を利用しやすい職場づくりが鍵になるはずだ。
やむを得ず仕事を辞めた人の再就職支援も欠かせない。
総務省の別の調査では介護離職者のうち再就職できたのはわずか３割
だ。仕事が見つかっても非正規にとどまるケースが多い。職場復帰を積
極的に受け入れる企業に助成するなど離職者が積み上げてきた経験を生
かせる手だてがほしい。
もちろん、介護職のさらなる処遇改善は急務である。政府は外国人労
働者に頼ろうとしているが、賃金を引き上げるなど人材が十分に集まる
ような環境整備が先決だ。
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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