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マンションでグループホーム、ダメですか 地裁で裁判
朝日新聞 2018 年 8 月 8 日
住宅以外の使用を禁じる管理規約があるマンションの部屋を、障害者のグループホーム
（ＧＨ）に使うことはできるのか。この点が争われる裁判が大阪地裁で始まり、８日に第
１回口頭弁論があった。
「ＧＨは事業」と使用禁止を求める管理組合に対し、ＧＨを運営す
る社会福祉法人は「ＧＨは共同生活を営む住居」と主張している。
訴状や社会福祉法人によると、マンションは大阪市内にある１５階建ての分譲タイプ（住
戸約２５０室）
。法人は２室（３ＬＤＫ）を借り、２００９年以降、知的障害のある４０～
６０代の女性６人が支援を受けながら暮らしてきた。６人は住民票も置いているという。
管理組合は１６年６月、
「管理規約に反する」として、部屋をＧＨとして使わないよう法
人に要請。同１１月にはＧＨへの使用禁止が管理規約に盛り込まれた。その後の民事調停
も不調に終わり、組合は今年６月、法人に使用禁止と違約金約８５万円を求めて提訴した。
法人は「障害者と地域の共生を妨げる」とし、障害者差別解消法に反するとも主張。一
方、組合の代理人弁護士は「障害者の排除が目的ではない。営利・非営利問わず、法人が
入居者を募って事業を行うことが問題」としている。
全国で３割、大阪で７割が共同住宅内
ＧＨは障害者総合支援法に基づき、障害者が食事や入浴など日常生活の支援を受け、共
同生活を送っている。このＧＨもスタッフが寝泊まりし、入居者は日中は作業所で働き、
夕方に帰宅する。休日は地域の美容院に行き、誕生日にみんなでカラオケに行くこともあ
る。
厚生労働省の事業に基づく日本グループホーム学会の調査（２０１２年度）では、全国
のＧＨの約３割がマンションなどの共同住宅にあった。１４年の大阪府・市の調査では、
府内のＧＨ１２４５戸のうち８３９戸（６７・４％）が共同住宅内だった。都市部では共
同住宅内のＧＨは多く、各地で同様のトラブルがあると指摘する専門家もいる。
立命館大学生存学研究センターの長瀬修教授（障害学）は、国の障害者施策が「施設か
ら地域へ」を目指している点を踏まえ、
「共同住宅の住人とＧＨが建設的に対話できる環境
づくりを、行政は進めるべきだ」と話す。（大貫聡子、山田佳奈）

大阪・マンション グループホーム巡り管理組合が提訴
毎日新聞 2018 年 8 月 8 日
大阪地裁 「管理規約に違反」と部屋の利用禁止求める
少人数の障害者が共同で生活するグループホーム（ＧＨ）を巡り、大阪市内の分譲マン
ションの管理組合が、部屋を借りてＧＨを運営する社会福祉法人に対し、
「住宅以外の使用
を禁じた管理規約に違反している」として、部屋の利用禁止を求める訴訟を大阪地裁に起
こした。８日に第１回口頭弁論があり、法人側は請求棄却を求めた。
訴状などによると、このマンションは１９８８年築。法人は１５年前から２部屋を借り、
現在は知的障害がある女性６人が暮らしている。組合側は２０１６年に消防から指摘を受
け、ＧＨ事業の実態を把握。管理規約に違反しているとして退去を求めたが、法人側は応

じなかった。
マンション内にあるグループホームの自室で過ごす利用者の女性＝大阪市
内で２０１８年８月６日、幾島健太郎撮影

このため、組合は１６年１１月、管理規約を改定し、ＧＨとし
ての利用を禁じる規定を追加。１７年７月にはＧＨの利用停止を
求めて大阪簡裁に民事調停を申し立てたが、成立せず、今年４月
の総会で提訴を決めた。「部屋を事業に使うのは共同の利益に反
する行為」とし、部屋の利用禁止や違約金約８５万円の支払いを
求めている。
日本グループホーム学会によると、ＧＨの利用者は今年３月時
点で約１１万人。こうしたマンションの一室などは、障害者らが
地域で暮らすための受け皿になっている側面もある。
法人側は「マンションは、利用者が毎日暮らす住居で、管理規
約には違反しない」と主張している。【戸上文恵】
障害者向け運営法人「自分らしく生活する場」
退去を求められている社会福祉法人によると、借りているマンションの２部屋には、４
０～６０代の女性６人が暮らしている。間取りは３ＬＤＫで、１人ずつ個室がある。利用
者らは日中に作業所などに出向き、夜はテレビを見たり音楽を聴いたりして過ごしている。
ＧＨの職員らは食事や掃除、入浴などのサポートでマンションに出入りする。
法人は一軒家やマンションの部屋を借りて計１１カ所でＧＨを運営。知的障害者が入居
すると伝えると、大家に断られることが多く、知人のつてを頼って探した物件がほとんど
だという。担当者は「障害のある人が自分らしく生活することができる場を奪わないでほ
しい」と訴える。
【戸上文恵】
大阪府立大の三田優子准教授（障害者福祉）の話 グループホーム（ＧＨ）は住まいで
あり、地域で暮らすことを望む障害者にとって重要な選択肢の一つだ。賃貸住宅を利用で
きなくなれば、同じような形態のＧＨに対する影響は大きい。ＧＨが事業だとして退去を
求めるのは障害者差別解消法に抵触する恐れがあり、多様性の排除にもつながる。

グループホームは住居か事業か？裁判始まる（大阪府） 読売テレビ 2018 年 8 月 8 日
マンションをグループホームとして使うのをやめるよ
う求める裁判の第１回口頭弁論が８日、大阪地裁で行わ
れ、グループホーム側は「障害者差別だ」と主張した。
訴えているのは、大阪市内にあるマンションの管理組合。
マンションでは、２件の住戸を、大阪市内の社会福祉法
人がグループホームとして使用し、知的障害のある４０
代～６０代の女性３人ずつが、９年前から同居している。
管理組合は「グループホームは『事業』に当たり、
『住居』ではない」として、一昨年、管
理規約を改定。マンションからの退去を求め裁判を起こした。
グループホームを運営する社会福祉法人の担当者は「あくまでもグループホームが一般
的な住居・住まい・家だということ。障害のある方が住んでいるから施設ではなくて、家
なんだということです」と語る。
第一回口頭弁論で、グループホーム側は「障害者差別だ」として、争う姿勢を見せてい
る。

見た目の悩み、あなただけじゃない

当事者同士の交流会

朝日新聞 2018 年 8 月 8 日

特徴的な外見のためジロジロ見られ、学校や就職、結婚で差別にあう「見た目問題」。外
見に症状のある人たちは相談先がなく孤立感に悩み、親は乏しい情報に戸惑う。こうした
状況を変えようと、ＮＰＯ法人「マイフェイス・マ
イスタイル」
（ＭＦＭＳ、東京都墨田区）が交流の場
をつくっている。
インスタグラムに公開した顔写真（彩さん提供）

「唇が気持
ち悪いと言
われ、いじめ
られ続けた」
「学校の先
生は何も対応してくれなかった」
７月下旬、墨田区内のカフェ。唇や上あごが裂け
て生まれる「口唇口蓋裂（こうしんこうがいれつ）
」
の会社員の女性（２２）が、小中学校時代の体験を
打ち明けていた。１０～２０代の若手の当事者を対象にした交流会だ。３人の女性が参加
し、紅茶やケーキを楽しみながら、お互いの悩みを話し合
った。
この交流会はＭＦＭＳが昨年から始めた。これまで７回
開かれ、計３５人ほどが参加。関東だけでなく、和歌山や
宮城など遠方の人も。生まれつき顔の左側にまひがある愛
知県の大学３年生の女性（２１）は「普段は友だちと症状
の話はできないので、話をしてみたかった」と言う。
ＭＦＭＳの外川（とがわ）浩子代表は「特に地方では患
者会さえなく、相談先がない。症状は様々だが、悩みには
共通点が多く、対処法を含め情報交換する意味は大きい」
と話す。
交流会に背中を押され、一歩前に踏み出した女性もいる。千葉県在住の大学４年生の彩
さん（２１）は単純性血管腫（けっかんしゅ）で顔の右側に紫色のアザがある。彩さんは
４月、写真共有アプリ「インスタグラム」で、初めて顔を公開して、「“世の中、色んな人
がいるんだなあ”と、知ってもらいたい。皆知っていれば、見た目によって友達ができな
い、働けない、とか様々な“見た目問題”が少しは解消されるはず」と訴えた。
投稿には１９００件超の「いいね」がついた。同じ症状の子を持つ親から「勇気をもら
いました」などの書き込みもあり、反響を呼んだ。
（岩井建樹）

四国素展
美術で光る４５人の個性 障害者支援団
体企画 県内外から１５００点 高知 ／高知
毎日新聞 2018 年 8 月 8 日
出展した絵の展示準備に取り組む出展者＝高知市九反田の市文
化プラザかるぽーとで、北村栞撮影

障害のある人々が制作した美術作品の展覧会「四国
素展～Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ」が８日、高知市文化プラ
ザかるぽーと（同市九反田）の７階で始まる。１２日
まで。 「アートセンター画楽」（高知市）などの障害
者支援６団体が企画した。絵や模型など、県内外の４５人が制作した約１５００点の作品
が並ぶ。

社会福祉法人が不正受給 北九州市

事業者指定取り消しへ
西日本新聞 2018 年 08 月 08 日
北九州市は８日、障害者就労支援施設などを運営する北九州市小倉南区の社会福祉法人
「時優（じゆう）会」が、約１億６千万円の給付費を不正受給したとして、１０月１日付
で会が運営する９施設の事業者指定を取り消すと明らかにした。勤務実態のない職員を配
置しているかのように装うなどした。市は４０％の加算額を含め約２億２千万円の返還を
求める方針。
市によると、昨年８月の定期指導で発覚。２０１５年４月から１７年８月までの間で、
３１１９件の不正請求が確認された。
同法人は、複数の施設の管理責任者が常勤でないのに、報酬が高い常勤としての給付費
を受給。給食事業者の弁当を提供しているのに、食事を施設内で調理して提供した際の加
算分も受給していた。指定取り消しは障害者総合支援法と児童福祉法に基づく行政処分。
不正があった障害者の生活介護や就労支援、児童の放課後デイ事業などの８施設と休止
中の１施設を処分対象とする。利用者の相談窓口である別の１施設は除外した。市は刑事
告訴も視野に福岡県警に相談した。
事業は飯塚市の社会福祉法人が１０月に引き継ぐ予定で、利用者約８０人は引き続き施
設を利用できる。
また、グループホームの入居者が夜間自由に居室を出入りできないように、外から施錠
していたことも発覚した。市は障害者総合支援法が定める人格尊重義務違反に当たるとし
ている。
時優会の植村時子理事長は西日本新聞の取材に「不正の意図はなく管理不足だった。利
用者には申し訳ない」と話した。

発達障がい、作業療法で子を支援

福祉と教育 連携目指す

琉大、来月から人材育成講座
琉球新報 2018 年 8 月 8 日

福 祉と 教育の 連携 の必 要性を 訴え る仲間 知穂 さん
（左）＝７日、那覇市の県立博物館・美術館

作業療法を用いて子どもを支援できる人材
を育成しようと、琉球大学が９月から講座を始
める。県内の教育現場では、発達障がいの子ど
もへの作業療法を取り入れた支援に注目が集
まっているが、人材不足が課題。７日に県立博物館・美術館で開かれたキックオフフォー
ラムでは作業療法士や学校、行政関係者らが福祉と教育の連携について意見を交わした。
作業療法士で「こども相談支援センターゆいまわる」代表の仲間知穂さんが基調講演。
ゆいまわるでは２０１６年から県内１０市町村の小学校などで児童１００人以上を支援し
てきた。教室から出て行くなどの問題行動そのものを解決しようとするのではなく「何が
できるようになってほしいか、どんな教育を届けたいかが大切」と指摘した。
パネル討議では仲間さんに加え、琉球大の本村真教授、南風原町こども課の前城充課長、
うるま市立南原小の與那嶺忠校長が登壇した。南原小では仲間さんが支援に入っており、
與那嶺校長は「見る見るうちに子どもに変化が起き、学級全体が３カ月で落ち着いた」と
効果を強調。今後、教育者は作業療法のスキルを持つべきだとした。南風原町では作業療
法士と連携した支援を行っており、前城課長は「多くの市町村に広がるには人材育成の仕
組みをつくらないといけない」と述べ、講座に期待を寄せた。
琉球大によると、教育との連携を目的とした作業療法士向けの育成プログラムは全国的
にも珍しい。講座は９月から始まり、全１５回を予定。１～５回目は誰でも受けられ、６
～１０回目は学校関係者、１１回目以降は作業療法士を対象とする。

演奏、ダンス、ゲームで交流

砺波工高、砺波学園を訪問

北國新聞 2018 年 8 月 9 日

演奏する砺波工高吹奏楽部＝砺波市福山の砺波学園

砺波工高吹奏楽部は８日、砺波市福山の福祉型障害児入
所施設砺波学園で、演奏会を開き、のりの良い楽曲で約３
０人の園生を楽しませた。
「ダンシング・ヒーロー」
「名探偵コナン」
「ヤングマン」
といった人気曲を演奏した。アンコールでは「ＤＡ ＰＵ
ＭＰ（ダ・パンプ）
」の話題曲「ＵＳＡ」をダンスパフォー
マンス付きで披露。園生も一緒に踊ったり、体を動かした
りして盛り上がった。
ボランティア活動として毎年開催しており、交流会では
椅子取りゲームなどで親睦を深めた。

平和堂跡に特養ホームと保育園 高島市
中日新聞 2018 年 8 月 9 日
高島市安曇川町のＪＲ安曇川駅前のスーパー「平和堂」の跡地に、特別養護老人ホーム
などを整備する跡地利活用計画を、市やコンサルタント業者らが八日、発表した。
跡地は広さ一万二千百平方メートルで、同社と個人地権者が所有。二〇一〇年に店舗が
国道バイパス沿いに移転された後、さら地になっていた。跡地の利活用については当初、
市が検討を始めたが、その後、同社側にコンサル業者から構想案が示され、それをもとに
計画を策定した。
特別養護老人ホームは、鉄骨二階建て延べ約二千八百五十平方メートル。ユニット型個
室で定員は五十人。二〇年四月に開設予定。市の高齢者福祉計画・第七期介護保険事業計
画（一八～二〇年度）に同ホームの整備が盛り込まれ、ここに設立される予定の社会福祉
法人が募集に応じて、選定された。併せて、〇～二歳児の認可保育園（定員十八人）も造
る。
他にも、同市安曇川町下小川の琵琶湖畔に整備される会員制リゾートホテル（開業時期
未定）の社員寮（十一階建て、百八十戸）や賃貸マンション（十二戸）、市道拡幅により近
くの県信用組合安曇川支店が、跡地に移転する。
福井正明市長は「駅周辺の活性化策は行政だけではすべてを描ききれない。（民間の計画
は）一つの核になる」と期待した。 （宮川弘）

子育てを支援 磐田で「にこっと」落成式
中日新聞 2018 年 8 月 9 日
◆１１日オープン 図書館やシアター完備
明るく開放感にあふれた施設内＝磐田市で

磐田市が旧豊田図書館を改修してオープンさせる新たな
子育て支援の複合施設「磐田市ひと・ほんの庭 にこっと」
の落成式が八日、同市上新屋であった。子ども図書館や子
育ての相談窓口、情報発信機能などを備えた施設で、十一
日にオープンする。
木のぬくもりを生かした
明るく開放的な空間に、子
ども向けの本約三万冊を配置。遊びのスペースや子どもシア
ター、授乳室、研修室から、天体観測室まである。保育士や
保健師などの資格を持つスタッフが常駐し、子育てなどの相
談にも応じる。 施設内でダンスを披露する園児たち＝磐田市で

市が掲げる子育て施策「子育て・教育なら磐田」の柱となる施設で、旧豊田図書館（鉄
筋コンクリート二階建て、延べ床面積約二千七百平方メートル）を改修した。
式には市内の教育、福祉関係者ら約百人が出席。渡部修市長は「さまざまな相談の窓口、
出会いの場として機能させたい」と抱負を述べた。近くの豊田北保育園の園児たちがダン
スを披露し、花を添えた。
十一日は午前九時二十分からオープニングセレモニーを開催。オリジナルバッグのプレ
ゼントやミニコンサート、天体観測会などのイベントで来場者をもてなす。
（夏目貴史）

視覚障害者の外出サポート 障害物検知→ルート案内
大分合同新聞 2018 年 8 月 9 日
公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所などは、視覚障害者の外出支援ツールや
災害時の安否確認システムを開発する。ＩｏＴ（モノのインターネット）を活用して障害
物を検知し、最適なルート情報を伝える。視覚障害者の移動をサポートし、外出機会の拡
大を目指す。
ハイパーネットワーク社会研究所の他、九州工業大学（福岡県）、富士通九州システムズ
（同）
、オートバックスセブン（東京都）が参加する。総務省の「２０１８年度ＩｏＴサー
ビス創出支援事業」に全国１４事業の一つとして採択された。ＪＲで駅無人化が進むなど
の社会的背景から、
「視覚障害者のサポート」をテーマに選んだ。事業費は約３千万円。
事業内容は、移動支援ツールの開発とサービスの提供。マイクやスピーカー、カメラな
どを組み合わせた装着型のツールを想定している。ツールはスマートフォンと連動してお
り、音声ＡＩ（人工知能）サービスに目的地を伝えると最適なルートを選び誘導する。障
害物があればカメラで検知し、音声ＡＩで利用者に警告する。
同研究所は、点字ブロック、信号、障害物をＡＩに学習させるための画像データを収集
する。ツール（ハード）の開発を九州工業大、音声ＡＩサービスを富士通がそれぞれ担当
する。
国交省の調査によると、視覚障害者の平均外出回数は週２・２７回。健常者（３・９２
回）に比べ、１・６５回少ない。点字ブロック上に置かれた自転車や障害物でけがをする
ケースがある他、駅のホームから転落する事故も後を絶たないという。「トラブルを気にし
て外出を控える人が多いようだ。ツールの活用により、外出回数・時間を１５％増やした
い」
（同研究所）
。
衛星利用測位システム（ＧＰＳ）と緊急ボタンなどを内蔵した取り付け式の見守りツー
ルも開発する。つえへの取り付けを想定。緊急時のコールや災害時の居場所把握など見守
りサービスに活用する。オートバックスが担当。
移動支援と見守りツールを各１０セット、製造する。本年度中に大分市の中心市街地と
別府市のＪＲ別府駅、北浜周辺エリアで約１００人を対象に実証実験をする。意見を集約
し、改良や対象エリアの拡大などに反映させる。１９年９月からの本格的なサービス開始
を目指す。
同研究所は「視覚障害者の心配や負担を軽くし、安心して外出できる一助になれば。継
続的に活用されるサービスにしたい」としている。

難病に負けずＣＧアート 元船橋障害者自立生活センター事務局長・田沼敏夫さん追想展
東京新聞 2018 年 8 月 9 日
難病と闘いながらＮＰＯ法人船橋障害者自立生活センター（船橋市南本町）で事務局長
として働いた故田沼敏夫さんをしのぶ絵画展が九～十一日、同市内で開かれる。手足が不
自由になっても、口で棒をくわえてパソコンのキーボードを打ちながら仕事を続けた田沼
さん。自己表現のコンピューターグラフィックス（ＣＧ）では、多くの絵画作品を手掛け
た。その遺作を紹介しようと、
「ＣＧアート追想展」として開催される。 （保母哲）

田沼さんは都内出身で、幼いころから身体に不具合を感じていたものの、普通の学校生
活を送っていた。しかし次第に病状が進み、青山学院大学在学時に筋肉などが少しずつ衰
える難病の神経疾患「シャルコー・マリー・トゥース病」と診断された。
東京都国立市で暮らしていた四十三歳のときからパソコンを利用
し、絵画ソフトでＣＧ作品を描くようになった。その四年後に船橋に
引っ越し、同センターで働いてきた。
在りし日の田沼敏夫さん
職場ではパソコン技術を生かし、センターのホームページ作成や機
関紙の編集、会計や名簿の管理などを担っていた。松葉づえでの歩行
が困難になったため、電動車いすを利用。そのうちに指も不自由にな
り、文字入力の際には棒を口にくわえ、パソコン画面に表示されたキ
ーボードを打っていた。自宅ではヘルパーの訪問を受けた。
ＣＧ作品の個展を一九九七年に国立市で、九八年には船橋市で開き、
東京都障害者総合美術展にも出品していた。ところが昨年十一月、自
宅で体調が悪化して倒れ、今年一月に亡くなった。六十六歳だった。
そんな田沼さんと作品を知ってもらおうと、今回は同センターが
「ＣＧアート追想展」として企画した。
田沼さんと二十年以上、親交があったＮＰＯ代表理事の杉井和男さんは「非常に繊細な
人で、仕事ぶりも有能だった」と話す。日ごろから人の心理や社会の矛盾などを考えてい
たためか、その作品は人の内面を描いたものが多かったという。
追想展は船橋市本町の船橋スクエア２１ビル三階・市民ギャラリーで開かれ、人物画な
ど約三十点が披露される。開場時間は九日午後一～五時、十日午前十時～午後五時、十一
日午前十時～午後三時。入場無料。問い合わせは、船橋障害者自立生活センター＝電０４
７（４３２）４５５４＝へ。

共生社会へ「みんなあつまれ」

年度内４回 出店募集

東京新聞 2018 年 8 月 9 日

３月の催しで車いすスポーツを体験する来場者＝横浜市中区
で

障害の有無にかかわらず誰もが活躍できる「共生社
会」の理念を広げるのを目的にした県の催し「みんな
あつまれ」が来月から、県内各地で開かれる。
催しは、二〇一六年に知的障害者施設「津久井やま
ゆり園」（相模原市緑区）で起きた殺傷事件を受け今
年三月、横浜市中区の横浜赤レンガ倉庫で初開催。障
害者団体から「単発で終わらせるべきではない」との
声が出たのを受け、本年度は各回の規模を縮小し、四
回開くことにした。
九月二十二日は平塚市総合公園であるＪ１湘南ベルマーレ対セレッソ大阪戦の試合前イ
ベントとして、障害者アートや飲食など六ブースが出店。十月七日は松田町の特産品販売
会「アシガラマルシェ」
、十四日は横浜市中区の音楽祭「ホッチポッチミュージックフェス
ティバル」
、十一月三日は相模原市南区の相模女子大学園祭に、三～十五ブースを設ける。
県は、障害者作業所や障害者スポーツ団体などに出店を呼び掛けている。平塚市総合公
園は今月二十三日、その他の会場は同二十七日締め切り。詳細は県共生社会推進課のホー
ムページから。 （志村彰太）

河北抄
河北新報 2018 年 8 月 8 日
神奈川県の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者１９人が殺害された事件から

２年が過ぎた。事件の波紋は今もネットにあふれる。「殺されていい命などない」との意見
の一方で、「私も加害者の思考に似ているかも」「何も生産しない人は社会のお荷物」など
の声も。仙台市宮城野区の通所施設「仙台つどいの家」の施設長山口収さん（４６）は、
匿名の本音が流布する社会に怖さを感じるという。
「よく目に留めるのは、同じ福祉の世界
で働く人たちの投稿です」当事者と意思が通じない、パニックでつかみかかられる、つば
を吐かれる…。激務の現場から吐露されるのは、「時に危うい精神状態になる」「きれいご
とで終わらせられない」といった苦しさ。「私の腕も傷だらけだが、それも双方向の関係づ
くりの一歩」と話す。「どんな気持ちか、何をしたいか、どうすればかなえられるか」。当
事者の心を開かせるのは、寄り添う者の思いだという。
「私の職場でも毎日、職員たちは悩
みながら成長する。そんな私たちを支えてくれるのが、通所者の笑顔なんです」

子育て世帯を応援 県とならコープ、
「つながる箱」プレゼント 育児用品や支援情報同封
産經新聞 2018 年 8 月 9 日
県と市民生活協同組合「ならコープ」（奈良市）は、１歳までの赤ちゃんがいる家庭に、
育児用品を詰め合わせた「つながる箱」を手渡しでプレゼントする事業を始めている。箱
の中には子育てに悩んだときの相談窓口や地域の育児サークル情報も同封されており、子
育て世帯の孤立化を防ぐ取り組みとして期待がかかる。
つながる箱には離乳食やおむつ、野菜ジュースなど、計７００円相当の育児用品十数点
のほか、各地域の子育て支援拠点一覧や、行政の施策の紹介チラシが入っている。ならコ
ープの女性職員が各家庭を訪問し、原則手渡しでプレゼントするという。訪問時には育児
に関する県のアンケートに協力してもらい、アンケート結果は県の子育て支援施策に活用
する方針だ。
橋本安弘県こども・女性局長は、
「子育て世帯が孤立化すれば、親の負担が増えて虐待や
産後うつにつながる可能性がある。防止するためにはこのような事業が必要だ」と強調。
ならコープの中野素子理事長も「子育ての心のよりどころとして県や市町村、相談窓口と
つながってもらうことを期待している」と話した。対象は申し込み時に１歳未満の子供が
いる家庭。応募は来年６月末までに、ならコープホームページ申し込みフォーム（http：／
／www．Mail-member．mail-member／mamatomo／index．html）から。問い合わせは、
ならコープコールセンター（フリーダイヤル 0120・577・039）
。

最多の名字は「佐藤」さん

２位「鈴木」さん ３位は？

明治安田生命が５年ぶり調査
産經新聞 2018 年 8 月 8 日
明治安田生命が８日発表した名字に関する調査によると、全国で最も多い名字は「佐藤」
だった。２位は「鈴木」
、３位は「高橋」だった。調査は２０１３年以来５年ぶりで、１～
３位の結果は前回と変わらなかった。東日本と西日本では順位が異なり、地域の特徴が出
た。 明治安田の６５５万人の契約者を対象に調べた。４位は「田中」、５位は「渡辺」だ
った。契約者に占める割合を基に日本全国にいる数を推計すると「佐藤」
は１９４万人、「鈴木」は１８２万人、「高橋」は１４３万人となった。
「田中」は１３３万人、
「渡辺」は１１９万人だった。
地域別では、東日本が「鈴木」
「佐藤」
「高橋」の順番だったのに対し、
西日本は「田中」が最多で、次いで「山本」、「中村」となった。青森は
「工藤」
、宮崎は「黒木」
、沖縄は「比嘉」と、全国で５０位に入らなか
った名字が１位になる県もあった。
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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