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グレタ・トゥンベリさんを含む若者や賛同す

る市民が世界各地で一斉に気候危機の解決のた

めに声をあげる「世界気候アクション」。吉川市

でも市民ネットワークのみなさんを中心に、こ

れまでも吉川駅北口・吉川市役所前・コモディイ

イダ前などで取り組まれてきました。私も毎回

参加させていただいています。 

3月 25 日のアクションは Fridays For Future 

Saitamaの若者のみなさんの呼びかけに応え、大

宮駅周辺のゴミ拾い「すとりーと・くりーん」に

吉川のみなさんと一緒に参加しました。大宮駅

西口歩行者デッキの所々に設置された植え込み

に、ファストフードのゴミが目立ちました。15 人

で 45ℓのゴミ袋 5.5 個分のゴミを拾いました。 

来るべく参院選、日本共産党の埼玉選挙区予定

候補の梅村さえ子さんも参加されていました。 

 FFFのメンバーは 10～20 代の若者たちでした。

最後に行われたスピーチでは、地球環境を守る

活動に取り組むことがまるで「おかしな宗教に

ハマっている」かのようにみられる、苦しい胸の

内が語られました。 

 今年 2 月 28 日に IPCC（気候変動に関する政府

間パネル）が発表した報告書では、「気候危機は最

も弱い立場に置かれた人にとって、また将来世代

にとって、平和と人権への重大な脅威であり、迅

速に解決への大胆な行動をすべき問題」と位置付

けています。大切な子どもたち、孫たちのために

もこの活動に取り組む意義を感じます。 

 

 

 

 

 

3月議会には日本年金者組合吉川支部（支部長：

塩沼忠光さん）から、「加齢性難聴者の補聴器購入

に市の助成を求める請願」が提出されました。公明

党と未来会議よしかわの 6 名の議員が反対しまし

たが、賛成多数で採択されました。 

2011 年、米国で行われた研

究の結果、難聴のない人に比べ、

認知症発症の割合は軽度難聴

で２倍、中等度難聴では３倍で

した。2017 年、国際アルツハ

イマー病会議は「認知症の症例の約 35%は潜在的

に修正可能な 9つの危険因子に起因する」と発表、

更に 2020 年には「難聴は最も大きな危険因子」と

指摘しました。 

難聴のために音の刺激や脳に伝えられる情報

量が少ない状態にさらされることで、脳の萎縮や

神経細胞の脆弱化が進み、認知症の発症に大きく

影響することが明らかになってきています。昨今

では、難聴を補正し「良い聞こえ」を維持するこ

とが認知症予防につながると考えられています。 

「潜在的に修正可能」とは「本人が意図すれば

改善できる認知症の危険因子」という意味です。

９つの危険因子とは「11～12歳までに教育が終了」

「高血圧」「肥満」「聴力低下」「喫煙」「抑うつ」

「運動不足」「社会的孤立」「糖尿病」です。 

このうち「高血圧」「肥満」「糖尿病」は、厚労

省が 1997 年ころから「生活習慣病」と名付け、特         

定健診や保健指導を強化し、取り組んできました。 

喫煙についても生活習慣病のリスク要因として、

禁煙外来の保険適応など様々な施策が実施され

て 

 

 

 

 

ています。運動の必要性についても、保健指導の

中でも非常に重視されています。 

しかし「聴力低下」への対応は未着手です。 

75 歳を過ぎると難聴者率は 40％前後に上ると

言われています。2025年には団塊の世代が75歳、

後期高齢期を迎え、高齢難聴者も認知症高齢者も

相当に増えることが見込まれます。難聴対策によ

る認知症対策に、いよいよ本格的に取り組むべき

時を迎えているのではないでしょうか。 

一般社団法人 日本補聴器工業会

の「JapanTrak 2018 調査報告」に

よると、日本には約 1,900万人の難

聴者がいますが、補聴器を使用して

いる人は 18％に過ぎません。聴力の低下を自覚し

ていない人が 47％、自覚していても補聴器をして

いない人が 35％です。 

調査対象者の 24％が補聴器を使用しない理由

として「購入する経済的余裕がないから」と答え

ています。経済的余裕のない方に補聴器購入費用

を助成することの重要性を指し示す調査結果だ

と考えます。 

医師の診断・補聴器専門店で認定補聴器技能者

のサポート・装着後のトレーニングやアフターケ

ア等を含め、しっかりとした制度設計が非常に重

要です。市が今回の請願採択を真摯に受け止め、

「購入費用助成制度」を創設することを心から期

待をしています。 

💕 きよみの暮らし 💕 
◆昨年 10月に岐阜から連れてきた母が、2月末に亡くなりました。2 月に入り、少し怪しい症状を呈し

たのが 2 回。念のため検査入院をと決めた直後に急変。搬送された病院の ICU に入院する直前、医師か

ら「会うのはこれが最後だと覚悟してください」と言われました。いったんは一命をとりとめましたが、

搬送から 9日後、あっという間に息を引き取っていきました。◆母と最後に面会したのは、搬送される 3

日前でした。「岐阜に帰りたい」が最期の言葉でした。「いつか連れて行ってあげるからね」と言ってあげ

れば良かったのに、「もう帰る家がないんだよ。帰れないよ」と言ってしまったことを今でも悔やんでい

ます。◆岐阜にいるのが母の望みだと重々知りながら、本当に連れてきて良いのかどうかさんざん悩んだ

上で連れてきました。コロナが落ち着いて自由に外出できるようになったらせめてひ孫に会わせてあげよ

うとか、近くのお店に連れて行って洋服を選ばせてあげようとか、群馬や茨城の父方の親戚の家にも連れ

て行ってあげようとか、いろんなことを考えていました。まさか何ひとつ叶わないうちに逝ってしまうと

は、夢にも思っていませんでした。◆母の姉と妹の最期を看取ったのは私でした。その時母は私に、「私

の時もお願いね」と言っていました。コロナ禍の臨終は看取りどころか面会すら叶わず、 

とても悲しい別れとなりました。◆先日岐阜に行き、納骨をしてきました。母のお墓の隣 

には、母の二人の姉とひとりの弟のお墓が並んでいます。仲の良い兄弟姉妹でした。向こ 

うの世界でまたたくさん喧嘩してねと願いながら、納骨をしました。こんな形でしたが、 

母の願いどおりに岐阜に帰してあげられたことだけにはホッとしています。 

世界気候アクション０３２５ 

加齢性難聴者の補聴器購入費用助成制度の創設を！ 

「9つの危険因子」とは？ 

すとりーと・くりーん 

難聴は認知症の最大の危険因子 
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3月議会の一般質問で取り組んだことの一つ

は、「いじめ対策」でした。 

 今年 1月 7 日に、総合教育会議が開かれまし

た。「特に最近、発達に課題を抱えた子どもた

ちが加害者という事例が非常に多い。それも、

ひとつのクラスの中に複数人いるので、先生が

一生懸命指導してもなかなかいじめや暴力的

な行為が収まらない事例が本当に増えている」

「被害を受けた子が学校に行かれないのに、加

害をした子はずっと学校に行っていて、しかも

なかなか先生の指導がそこに入っていかない

という事例が、すごく増えてきている」と市長

が発言。その後市の「いじめの防止のための基

本的計画」に「出席停止」を書き込む方向で議

論が進められています。 

「いじめら

れた子が学校

に行けなくな

ったのに、いじ

めた子は学校

に通っている」

という話は、不登校やいじめを扱う小説・映画・

ドラマ等でも必ずというほど出てくる言葉で

す。いじめを受けて学校に行けなくなったお子

さんや、その保護者のみなさんの思いは十分理

解できる気がします。また、いじめた側のお子

さんに対する対応が不十分ではないかと感じ

る方も多いのではないでしょうか。 

いじめた側のお子さんに対する対応は、確か

に考えるべき課題だと思います。しかしそれが

「出席停止」の文言を「いじめの防止のための

基本的計画」に書き込むことなのかどうか、少

し違和感を覚えます。 

いじめた子・いじめら

れた子をスクールカウ

ンセラー（SC）やスクー

ルソーシャルワーカー

（SW）に繋いだ実績につ

いて問いました。今年度

はゼロ。昨年度はいじめられたお子さんを繋い

だ実績が１件で、「いじめ事案が発生した時にタ

イムリーに、常に SC がいるというのは難しい」

と答えました。 

SC として働く方々からは、「いじめた子・いじ

められた子をカウンセリングに繋いでほしいが、

紹介されることはほとんどない」とのお話を聞

いています。 

 いじめが発生したその場に居合わせなくても、

アフターケアはできるはずです。まして市長が

発言した通り、「先生の指導が入らない」お子さ

んが加害側であるケースが増えている」ならば

なお、どうしたら理解してもらえるのか、専門的

見地からのケアが必要ではないでしょうか。 

教育長は「いじめてしまった側の人権、教育の

保障の議論は必ず必要」「いじめてしまった側の

お子さんをどれだけ支援してあげられるのか、

そこにしっかりとした手当がなければだめ」と、

少しホッとする答弁もされました。 

北海道旭川市で昨年３月、女子中学生が凍死

した状態で発見されました。女子中学生はひど

いいじめを受けていたことがわかっています。

旭川市の第三者委員会は今月 15 日に会見を開

き、中間報告の詳細を公表しました。同委員会が

いじめと認定したのは、「性的行為の強要」「性的

画像の撮影と送信の強要」等、耳目を覆いたくな

るような内容です。それでもいじめた子どもた

ちに対し必要なのは教育・ケアだと思います。少

なくとも、出席停止にしても何の解決にも繋が

らないだろうと思っています。 

絵本『動物会議』

（エーリヒ・ケスト

ナー著 ヴァルタ

ー・トリアー絵 池

田香代子訳 岩波

書店）の物語を 8人

のアーティストた

ちが絵画や立体・インスタレーション・映像などの

手法で描き出し、ケストナーのメッセージを今一度

現代に問いかける「どうぶつかいぎ」展が、立川市

PLAY！MUSEUMで 2月 5日から 4月 10日まで開催さ

れました。 

愚かな戦争を繰り返す人

間たち。戦争に革命・スト

ライキ、いつでもひどい目

に遭うのは子どもたち。 

大人たちは図々しくも「子

どもたちの未来のためにや

った」と言い訳をする・・・。 

こないだの戦争ではドイ

ツのサーカスのテントが焼

け落ちて、動物も人間も悲鳴をあげました。なのに、

性懲りもなく戦争を繰り返す大人たち。子どもたち

のために何ができるのか・・・。 

動物たちは真剣に考え、ケープタウンで開かれる

世界各国の首脳会議の開催日に合わせ、動物ビルに

すべての動物の代表を終結させた「動物会議」を開

催したのでした。 

 白くまのパウル君は、こう発言しました。 

「ぼくたち動物は、団結して、二度と戦争や貧困

や革命が起きないことを要求します！そういうこ

とは、起きないようにしなければなりません！な

ぜなら、起きないようにできるからです！ですか

ら、起きないようにすべきです！」。 

 著者のケストナーはナチス政権下のドイツで著

作を焼かれ、執筆を禁止された体験を持ちます。挿

絵のトリアーはユダヤ人で、家族とともに亡命を余

儀なくされました。壮絶な経験を持つ二人が、戦後

間もない 1949 年に発表したのが絵本「動物会議」

です。平和への熱い願いを感じます。 

展覧会の最中にロシアのウクライナ侵攻が始ま

りました。未だ終結せず、子どもまで含むたくさん

の市民が殺され、ロシアは「レイプを武器に使って

いる」との報道までされています。国連憲章も国際

法も踏み躙る暴挙です。ロシアの蛮行を背景にフィ

ンランドやスウェーデンが NATO 加盟の検討を始め、

ますます東欧・北欧の緊張が高まるのではないかと

不安を感じます。 

 日本でも安倍晋三元首相などが「2023 年度の防

衛費は当初予算で 6 兆円程度を確保すべき」「敵基

地攻撃能力は、向こうの中枢を攻撃することも含む

べき」「憲法 9 条への自衛隊明記や緊急事態条項新

設など自民党の憲法改正案 4項目の早期実現」等を

主張しています。 

軍備増強合戦で、一体何が生まれるのでしょう。

戦争がいかに人権を踏みにじる悲惨なものか、今私

たちは目の当たりにしています。「戦争は起きない

ようにしなければなりませ

ん！」。動物たちの声を、今こそ

真摯に受け止められる人間たち

でありたいと強く思います。 

 

 

 

 

いじめた子どもにもいじめられた子どもにも 

十分な教育的配慮を 

カウンセラーの十分な活用を 

「どうぶつかいぎ」展～立川市 PLAY！MUSEUM～ 

総合教育会議での議論 

いじめた子どもへの対応は？ 

絵本「動物会議」の物語 

悲しい旭川市のいじめ事案 

絵本に秘められた思い 

生活相談 

いつでも、どんなことでも、 

気軽にお電話ください。 

983-7140 

 

軍備拡大に不安 


