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「
僕 の 歩 く道 」 とい うテ レ ビ ドラ マ を見 ま した か P 草 開 剛 さん
と香 里奈 さん主演 の 、発達 障害 者 の就 労 問題 や彼 らを取 り巻 く人 間
関係 を描 い た作 品 です。

我 が家 の子供達 3人 を小 さい頃 よ く連れてい った千葉市動物公園
が舞台で したので興味 をもちました。動物園 の飼育係 に草開 さん演
じる輝明君が就職 し、香里奈 さんが輝明君の幼 な じみで獣医 さん役
の都 占さん とい う設定で した。輝明君 には、発達障害がある為、健
常者 と同 じ様 には生活 や仕事 はで きませんが、特定の物事 には驚異
的な集中力を発揮 します。輝明君は、 子供達が小動物 と触れあえる
コー ナーの担 当者 として、仕事に も徐 々に慣れ てい きます。彼 を取
り巻 く人達 は、障害 のある輝明君を当初 は特別扱 い していましたが 、彼の真面目さや人柄 に
心 を開 き、各 々がお互い を必要 とする真 の同僚や、本来 の家族 になってい きます。彼 は、家
族か らも自立する ことを目指 し、白転車の ロー ドレー スに挑戦、 グルー プホームヘ旅立ちま
す。
「
発達障害」をテー マ にして ドラマが この時期 に製作 された こと自体 に驚 きを覚 える とと
もに、人 間 は誰 しも一人で生 きているのではない という事 に改 めて思 い至 り、本 当に感動 し
ました。
5年 前、私の次男の同級生のお母 さんか ら、同級生の 2才 下 の弟 さんについて相談 を受 け
ました。彼 は、 自閉症で、養護学校 へ の入学 を勧 められているが、 どうして もお兄 さん と同
じ小学校 に通わせたい、 との事 で した。校長先生や教育委員会の先生方 と何度 も交渉 しまし
たが、地元 の小学校 では受 け入れ体制 が整わない と拒絶 され ました。
彼 は 2才 上のお兄 さん と、 2才 下の弟 と3人 兄弟 です。 お兄 さんが、 お母 さんに 「お父さ
ん とお母 さんは僕 らよ り先に亡 くなる。僕 と下 の弟 で一 生守 ってゆ くか ら、同 じ学校 に通 い
たいんだ。」 と話 した と伺 い ました。
地元の市長 にお母 さん と会 って もらい ました。市長 もお母 さんの話 を聞 き、涙 ぐんで い ま
した。 市長 の決 断 で、 お母 さんの協力等 が条件 とな りましたが、専門 の支援員 を付 けて頂 け
ることにな り、彼 は地元の小学校 に入学 し、現在 5年 生です。お母 さんの努力 も大変な こと
と思い ますが、運動会等 で彼 の笑顔 に接 すると本 当 に嬉 しくな ります。私 の次男 の話 では、
他 の 子供達 も彼 を差別することな く、あるが ままに彼 を受 け入れ、優 しく接 しているようです。
平成 16年12月、同僚の福島豊議員が中心 とな り、議員立法で発達障害者支援法が成立 しま
した。私 も、福島議 員 に声 をかけて頂 き、様 々な施設 を訪 問 し、多 くの方か ら直接お話 を伺
い ました。同法 を踏 まえ、発達障害者の乳幼児期か ら成人期 までの各 ライフステー ジに対応
する一 貫 した支援 の推進 を図る観点 か ら、医者 ・福祉 ・就労施策等の制度横断的な関連施策
の調整及び推進 を図 るため、平成 18年 6月 、厚生労働省 に発達障害対策戦略推進本部が設 置
され ました。
19年度 予算では、発達障害者の支援手法や普及啓発 の着実 な実施、就労支援の推進 にきめ
細 か な 予算措 置 が な され ました。文 部科学省 は、今後 2年 間 で、専門 の支援員 を現 在 の
2.3倍に 当たる 3万 人 に拡充する方針 を固めました。
安倍総理 は、昨年 の公明党全国大会で、「
Jヽ泉改革 はこの 5年 5ヶ 月、力強 く前 に前進 し
た。 この改革 の中 で弱 い人たちに しっか り光 を当てて い くとい う公明党の皆 さまの視点 に立
ったか らこそ、小泉内閣は成功裏 に進 んで きた。私 はその ことを忘れてはならない と考 えて
い る。」 と発言 され ました。安倍総理 の 目指す 「
美 しい国」 は、単なる理念ではな く、「
僕の
歩 く道 」に描 かれた、障害のある人 も無 い人 もそれぞれが互いに必要 とされ、使命 を持 って
明 る く生 きていける社会 の構築 であると確信 してい ます。 ｀
(とみた ・しげゆき 財 務副大 臣)

