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2015年 4月号 No.169    

4月から生活困窮者自立支援制度がスタートする。「格差」が広がる中での第 2のセーフティーネッ

トとして、それはどのような役割と課題を持っているのだろうか。

 生活困窮者とは文字通り、生活に困窮している貧しくて困ってい

る人である。障害ある人の中で生活に困窮している人はたくさんい

る。しかし障害ある人の場合には障害福祉サービスがある。今回

の制度はそういった福祉サービスを利用できなく（していなく）て困

窮した時に生活保護制度しか頼るものがない人達を対象としてい

る。しかし障害ある人も障害福祉サービスを利用していない人は当

然対象となる。ホームレスや刑余者（刑罰を受けた人）やひきこもり

の人の中にもたくさん障害のある人がいる。でもそれらの人の中に

は全く障害福祉サービスを使っていない人が大勢いる。 

 この制度はかつての障害者自立支援法と同じく自立支援をめざ

す法である。自立支援法とは、いってみれば限られた支援の中で

自立しなさいという法律である。「生活に困っても生活保護に頼るこ

となく自分で自立していきなさい。そうできるようにわずかばかりの

支援を与えましょう。」 

障害者自立支援法がそうであるように、この制度も福祉サービス

法である。ただ大きく違うところは障害者には年金や手当、更には

いろいろな福祉サービスが継続的に（ずっと続けて）受けることが

出来るようになっているが、この制度には年金や手当に代わるもの

はなく、経済的な支援や福祉サービスや一時のものでしかない。住

宅確保給付金、就労準備支援、一時生活支援、家計相談支援、子

どもの学習支援など、この制度の支援は皆そうである。 

 そうでないのはこの制度の中心でもある自立相談支援と「就労訓

練」（いわゆる中間的就労）だけである。この自立相談支援はこの

事業を行わなければならない全国 900 の自治体（福祉事務所が設

置されている所）全てで行わなければならない。これまでにも様々

な課題ごとにいろんな相談の場がつくられてきた。障害ある人には

障害ある人の相談センターがある。この相談の場は生活に困った

 

 

人なら誰でも相談に行ける場である。

自分はどこに行けばよいかと迷うことは

ない。まずは誰でもここに相談に行くこ

とができる。しかし相談にいったから問

題が解決するわけではない。貧しさか

ら脱するには働いて稼がなければなら

ない。そのためには就職しなければな

らないが、簡単にはそうできない人がた

くさんいる。その時にいくのが「就労訓練」（いわゆる中間的就労）。 

 しかしこの就労訓練事業はこれから作られていくわけであり、どこ

にでもあるわけではない。会社や NPO、社福法人が始めるのであ

るが、でもここに行政からの支援は何もない。そんな状態で「就労

訓練」の場は増えていくのだろうか。しかもこの間は雇用でも非雇

用でもよい。つまりここで働いてもお金がもらえるかはわからない。

しかも半年毎に働く期間の延長を認めてもらわないと続けられな

い。 

 この制度が「入口」はあっても「出口」がないというのはこういうこ

とである。気軽に相談にはいけるが、働き食っていける道はこれま

での一般就職以外まだ全くみえていないのである。 

 しかし、貧困と格差が拡がる中、生活困窮者に対する取組みが

初めてつくられた制度であることは確かである。共同連のいう「社

会的事業所」がつくられてこそ誰もが働ける「出口」がみえてくるの

である。 

 わくわくかんは一般就労を目指す取組みや自ら働く場をつくり出

す実践を行ってきた。障害ある人に限らず、そういう活動を求めて

いる人々に対して門戸を開いていくことがこれからは確実に求めら

れてくる時代がやってきた。              （齋藤 縣三）    

✧ 4月 01日（水）わくわくかん 新体制でスタート 
✧ 4月 11日（土）はたらっくす 16:00～ 自立訓練室 
✧ 4月 27日（月）現場協議会  16:30～ スカイブリッジ 
✧ 4月 28日（火）家族懇談会  16:00～  自立訓練室 
✧ 4月 30日（木）特定非営利活動法人 わくわくかん 定例総会 ＜わくわくかん 4月予定表＞ 

リボン便り 

ＳＳＫＵ 
 

NPO法人わくわくかん 
編集 〒114-0034 
東京都北区上十条 1-3-6-202 
TEL：03-3906-9997 

シャケ Zo くん 

http://www.wakuwakukan.net/ 

？？なぜリボン？？ 

生まれ変わった 

再生したという意味の 

（Reborn）。 

新しく生まれ変わる 

「便り」にしたくて、名付けました。 

始まる生活困窮者自立支援制度―全国 900の自治体で 
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あかばね就労開拓校が H27 年 4 月より 

リボーンへ合併し開拓校の名前が変わります。 

 

「そこで皆さんの思い出や思う事の声を拾い集めてみました」 

 

 

さよなら、そしてありがとう「あかばね」 
二カ月しかいな

かったけど、ま

た、リボーンでお

世話になります。 

ありがとうござ

いました。 

  （ちくわぶ） 

開拓校では、親切でやさしい人達とたく

さん出会う事ができ感謝しています。赤羽

という地にようやく慣れてきたところで、

場所が移るのは寂しいですが、これから十

条方面に慣れていきたいです。また、色々

な方と出会えるのを楽しみにしていると

ころです。あかばね就労開拓校の事務所の

雰囲気は、なんとなくレトロでとても好き

でした。（なかなか） 

とてもお世話になり、思い出がいっぱいです。学んだことを活か

していきたいと思います。             （S・O） 

 

これまで二年間に渡りあか

ばね就労開拓校にはお世話

になりました。 

スタッフの方には大変お世

話になり、いろいろな相談に

も嫌な顔一つされずに乗っ

て頂きました。ありがとうご

ざいました。（W） 

 

開拓校には、色々お世話

になりました。ここで学

んだ事を、今後いかして

いきたいです。開拓校あ

りがとう！！ （Ｍ・Ｍ） 

開拓校は初めての体験がいっぱい

でした。パソコンのスキルを向上した

り経理の勉強もたくさんしました。リ

ボーンにも、いいリズムで通えたらい

いです。そして新しく仕事ができた

ら・・・いいなー。（Ｍ） 

 

一階案内で、お客様が声をかけて下さったのが、嬉し

かったです。        （ちくわぶ） 

 

都庁、先生の話、とても勉強になりました。（S・O） 

とても楽しかったです。（おーちゃん） 

初めて会場準備から最後まで参加させて頂き、苦労と

共に達成感を感じる事ができ大変勉強になりました。                         

                   （T・K） 

あかばね就労開拓校今までありがとうござい

ました。おつかれさまでした。（おーちゃん） 

 

北区赤羽南 2-6-6    TEL：03-3902-9996 

 

運営スタッフとして参加した受講者の声 

 

2 月のイベント「都精民協セミナー」 
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旬がおいしい野菜料理 

たけのこの 

おかか和え 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【作り方】 

①たけのこは食べやすい大きさに切る。 

②①をかぶるくらいのだし汁、しょうゆ、酒、みりんで煮る。 

③たけのこが煮あがったら、軽く汁気をきり、糸かつおをまぶす。 

 

 

 

配食サービスの事業では、当然のことながらお弁当

の調理は、最も重要な業務の一つです。現在調理は、

当事者スタッフ 1 名を含む非常勤職員 5 名が、シフ

トを組んで担っています。調理のシフトは朝が一番早

く、午前 8時から業務が始まります。朝が苦手な私は、

いつも頭が下がる思いを感じてい

ます。 

その日のお弁当の仕込みは前日

までに終わらせていて、当日は焼

いたり和えたりといった工程が中

心になります。調理と並行して翌日の弁当の仕込みを

進めていきます。仕込みの作業が終わるのは午後 4時

半から 5 時くらいですが、手のかかる献立ですと 6

時くらいになってしまうこともあります。調理のレシ

ピは、保育園で長く調理を担当されていた Kさんが果 

 

 

 

たしてくれている役割が大

きく、実際の調理はレシピ 

にそって行っています。 

この原稿でもたびたび触

れていますが、お弁当の食数

がここ

のところ急激に増えており、最

近ではお昼だけで 100 食作る

ことも珍しくなくなりました。

100 食を一気に作るとなると、

これまでの調理器具では間に合わなくなり、2月にサ

イズの大きなものを買いそろえることになりました。

これで何度も調理を行う手間を省けるようになりま

したが、食数が増えて調理の業務はますます大変だな

ぁと感じています。 

【材料】 4 人分 

ゆでたけのこ・・・・1/2 本 

糸かつお・・・・・・15g 

しょうゆ・・・・・・大サジ 2 

酒・・・・・・・・・大サジ 1 

みりん・・・・・・・大サジ 1 

だし汁（昆布、かつおなど）・・・・適宜 

 たけのこはゆでる前に穂先を斜めに切

り落とし、皮に縦 1 本切れ目を入れ、

皮つきのまま米のとぎ汁、赤唐辛子 1

～2 本と一緒にゆでます。ゆであがっ

たら、ゆで汁につけたまま冷やし、皮

をむきます。 

 家でゆでるのがたいへんな時は、八百

屋さんなどでゆでたものを買ってきて

もよいですね。 

前日に仕込みを終えて 

当日は焼いたり和えたり 

就労継続支援 A型事業 

北区赤羽南 2-6-6 

TEL：03-3598-0089 

FAX：03-3598-0089 

～お弁当の調理～ 
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2/24（火）リズム体操の感想 

 今回は私の大好きな嵐の曲をスタッフさんが

選んでくださったので、嬉しかったです。とても

楽しかったです。          （Y.S） 

自立訓練（生活訓練）事業 ボランティア響会 

☆響メンバーへインタビュー☆ 

インタビューされる人：Tさん（ひびき歴 10ヶ月） 

Q． ひびきに通い始めたきっかけは？ 

A． きらきら（センター２F）で紹介してもらいました。 

Q． ひびきで 1番楽しかったことは？ 

A． 色々な仲間と出会えたことです。 

Q． ひびきに入って変わったことは？ 

A． だんだん体力がついてきました。 

Q． 将来の夢は？ 

A． 何かの形で日本を支えたいです。 

Q． 最後に１言どうぞ。 

A． ひびきに通うまで自分から話すことが少なかった

んですが、だんだん話せるようになってきて、社

会に出て行く練習になっています。お父さんお母

さん、いつも心配してくれてありがとう。 

感謝しています。 

2/27（金）外出（六本木）の感想 

 お昼に食べたエスニック料理店のグリーンカ

レーがかつて食べたものとほぼ同じ味で感激し

ました！!もしかして同じシェフ！？メインの国

立新美術館ではルーブル展がやっていました。 

                  （H.T） 
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社会適応訓練事業（社適）とは？ 

トライ ザ ブルースカイが主催する、「社会適応訓練事業」のシンポジウムが３月２５日、北区障害者福

祉センター第２ホールで開かれた。講師には、都立精神保健福祉センター 相談係 柳田 礼子さんと当事者

２名から報告がありました。現在、社会適応訓練事業は東京都の単独事業になっています。国の法律からは

根拠が削除されても、東京都では、この事業を継続させています。なぜなら、訓練希望者を発掘できない状

況だからとのこと。リボーンのメンバーも参加して感想を聞きました。 

《シンポジウムに参加しての感想》 

★社会適応訓練事業については耳にしたことはありまし

たが、実際どういうものなのかについては、全く知りませ

んでした。今回のシンポジウムで貴重なお話を聞かせてい

ただけて良かったと思います。私自身は、リボーンプロジ

ェクトで学んだ事を活かして新たな社会へ羽ばたいて行

きたいと思います。ありがとうございました。  （H.K） 

★実際の社会に出て訓練を受けるのは、

働く上ですごく役に立ちそうだと思いま

した。すごく苦しんだ状態から立ち直っ

て就職に至った体験を聞いて、人間の可

能性を感じました。自分も就職できたら

いいなと思いました。   （Y.Y） 

★社会適応事業というリボーンに似た事

業がある事を初めて知りました。その中で新橋にある事業

所の施設長の言葉で「世に出る事は大変だけれど閉じこも

ったら終わり」という言葉や、当事者の方の「障害があっ

ても仕事はできる」「周囲の環境や自分の努力次第で働く

事ができる」という言葉が印象に残りました。  （K.Y） 

★制度はわかりづらい感じがしました。専門の方が就

労移行支援事業のことを知らないことも不思議でした。

Nさんが言われたように職場実習のようなものに似て

いるのかと思いました。でも当事者の方のお話は、私

と似ている点（症状など）もあり、ただただえらいと

思いました。今、お仕事をされていることに。そして

多分、この講演自体が大変だったのでは

ないでしょうか。   （H.O） 

★実話談がきけてよかった。初めは、症

状も重いところから、就職する所がすご

いと思った。原点は、やっぱり生活リズ

ムが大切だと分かった。 （M.T） 

★ほかの人の障害の経験の話を理解でき

ました。（K.Y） 

★訓練生の人が慣れるまで訓練してくれることや一番

つらいことを聞かずに一番うれしいことを聞くという

のがうれしいと思いました。就職をしてちゃんと働き

続けているのが聞いていてうれしかったです。（K.K）

 

 

 

 

 

就労移行支援事業 

〒114-0032 東京都北区中十条 1－2－18 

北区障害者福祉センター４F Tel：03-5963-6888 

な
ぜ
合
併
す
る
の
？ 

リ
ボ
ー
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
？ 

リボーンプロジェクトとあかばね就労開拓校のプログ

ラムで、重なる部分が出てきており、職員体制の効率

化を考えての決定です。合併することで、みなさんが

就職した後も就職先に訪問して定着支援がしやすくな

ります。 

リボーンプロジェクトのオフィス環境や就業規則、訓練

内容、担当職員などは現状のままです。今まで職員が使

用していた部屋を開拓校が使用します。開拓校が障害者

福祉センターに引っ越してくるイメージでしょう。 
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わくわくかん 家族懇談会の 1年を振り返って 

平成 26 年度は、のべ 80 名ほどのご家族の方にご参加頂きました。主に、制度や障害に関する

こと、医療に関することなど精神障がいに関する幅広いテーマで実施しました。 

特に 1月に行われた「ご家族の関わり方について」では、外部講師をお迎えし、ご本人様と関わる

際の「4 つの基礎的技能」についてお話がありました。特に反響が大きかったのが、「○○してくれ

て、お母さんはとても嬉しかった。また今度やってくれる？」など、自分の気持ちを相手に伝えるこ

とが大切という話でした。参加された方の感想の中には「ほめるということはしばらくやっていなか

った」「今度はこんな風に接してみようと思う」などがありました。来年度も皆様にとって有意義な

テーマがお送りできるように努めていきますので、ぜひお時間のある際にご参加ください。

障がい者法制度の変遷（下） 

    障害者差別解消法と雇用促進法の 

差別禁止・合理的配慮の指針 

 

 2000 年に介護保険法が制定されて、社会福祉事業法が
社会福祉法に改正されました。それに伴い、障害者福祉政
策も 2000 年代に入って措置制度から支援費制度（契約）
に変わりました。その支援費制度は、障害者が必要なサー
ビスを事業者と契約し、行政はその給付費を事業者に支払
うというものです。ところが、支援費制度が動き出して間
もなく、サービス増加に伴って財源不足に陥ってしまいま
した。その後、厚労省は 2005年に、障害者自立支援法を
制定し動き出しました。 
 自立支援法のねらいには３つあり、一つは介護保険への
移行を目途に障害程度区分と一割応益負担
の導入、二つめは障害種別に対する予算の
公平な配分、三つめは就労支援の充実です。
（現、総合支援法） 
 2006 年に国連で障害者権利条約が採択さ
れ、07 年に発効しました。日本政府も批准
に向けて、障害者基本法の改正、障害者差
別解消法の制定および改正雇用促進法・差
別の禁止および合理的配慮の指針の策定に
向けて動き出しています。条約は 014 年 1
月に批准手続きが終わり、日本も締約国となりました。 
 権利条約では、「社会モデル」を基本に社会的障壁を除
去するために合理的配慮を行わないのは差別としていま
す。障害者基本法も差別解消法も、また改正雇用促進法も
おおむねそれにそって改正や制定がされたわけです。 
 先ず 011年に改正されたのが障害者基本法です。第一条
（目的）には、「障害の有無にかかわらず、等しく基本的
人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるも
のであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無
によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊
重し合いながら共生する社会を実現するため」とあり、第

四条（差別の禁止）には、「何人も、障害者に対して、障
害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害す
る行為をしてはならない。」とあります。 
 基本法第四条（差別の禁止）を受けて、013年に「障害
を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定され、
016年 4月 1日に完全施行されることになっています。現
在内閣府において「基本方針」が閣議決定されました。そ
の後各省庁においては事業者向けに「対応要領と対応指
針」が、国、地方行政はその施行が義務付けられていま

すが、民間事業者は努力義務となっています。 
 また、差別に関する相談および事例を踏ま
えた取り組みを効果的かつ円滑に行うため、
地方公共団体の区域において「障害者差別解
消支援地域協議会」を組織することができる
としています。 
 次に、改正障害者雇用促進法についてです。
013年に改正された雇用促進法は、障害者差

別解消法ではその対象として除外されむしろ単独の差別
禁止・合理的配慮の措置がとられることになっています。
法第三十六条において、大臣は差別禁止・合理的配慮の指
針を策定する義務が確定し、秋には大臣告示に「差別禁
止・合理的配慮の提供の指針」をまとめ、016年 4月 1日
に施行することになっています。 
合理的配慮については「ただし」書きがあり、事業主に

対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合を除くとさ
れています。「ただし」書きに留意が必要です。 
 条文等、内閣府や厚労省のホームページ、または私に声
をかけてください。「指針」は必読です。 （堀 利和） 

 

「はたらっくす」報告 
3月 14日（土）のはたらっくすはまずはお互いの近

況についてあれやこれやの報告があり、「忙しそうです
ね」等の感想がありました。 
それからシンポジウム「社適って？」の話題

に移り、社会適応訓練事業は社会的にどんどん
忘れ去られようとしている現状について報告
がありました。 
シンポジウム自体は 3月 24日（火）に北区

障害者福祉センターで行なわれる予定ですか

らこの号が出る頃には終了している訳ですが…（5 面
参照）。 

 制度が形骸化している典型的な例かもしれ
ませんね。当日は 3 名の参加だったのですが、
皆さんぜひ足を運んで、参加してください。 
次は 4月 11日（土）障害者福祉センター4Fで
16:00～18:00です。お待ちしています。 
 

 

〈年表〉 

2005年 障害者自立支援法制定 

2006年 国連で障害者権利条約採択 

2011年 障害者基本法改正 

2013年 障害を理由とする差別の解消法 

2014年 障害者権利条約の締約国に 

2016年 差別禁止・合理的配慮の施行へ 

2016年 差別解消・雇用促進法の施行へ 
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共同連 第２回「農と食―農福連携」セミナーに出て
■共同連主催の第 2回「食と農―農福連携」セミナー会場は法

政大学多摩キャンパス エッグドームやまぼうしのスローワ

ールドで開催され、見学も兼ねて良かった。参加者の顔ぶれも

いつもとは違う方も多く、交流会での情報交換も多方面の方々

と出来る機会となった。 

■ＮＰＯ法人あしたや共働企画の理念は「地域の中でハンディ

があってもなくても共に働く場を作り、自分たち自身の価値観

も見直しながら、対等な関係を築き、社会が変わっていくこと

を目指す」と２０年近く多摩市内で活動してきた。掲げた理念

は現在の社会情勢をみてもまだまだ到達していない事を感じ

る。現在のあしたや共働企画の姿としては障害者総合支援法の

中で「就労継続支援Ｂ型」事業として多摩市内で３つの店、自

然食の店「あしたや」、古本・雑貨の店「あしたや みどり」、

多摩市公民館内売店「はらっぱ」の運営をしている。 

共に働く仲間は手帳保持者２１名、常勤者４名、非常勤１５名、

無償スタッフ９名である。財政規模としては売り上げ約３７０

０万円 補助金約３０００万円。 

給料については＜手帳保持者 時給６００円＞＜非常勤職員 

時給６００円+調整金２９０円＞＜常勤者時給６００円+常勤

手当８万円 扶養手当 社会保険加入＞である。 

支援法の事業を行うにあたり、職員だけが法令順守の観点から

最賃保障が必要となり、あしたやで働く人全員に支給している

時給と最低賃金との差額を調整金とした。 

毎月の明細書にもその金額が記載され、「共に働く」ことと同

一時給の意味を考え続けるひとつ

のきっかけにしたい。 

活動内容としては店舗にまつわる

様々な仕事、食品加工、クラフト、

畑、清掃作業、チラシまきなど多

岐にわたる。畑での収穫物を食品

加工に回す、生ごみの堆肥化のた

めのダンボールコンポスト製作と

販売など循環型の事業を展開。環境や体できるだけに負荷をか

けない商品、フェアトレード製品やハンディある人とつながる

ような商品を選ぶよう心がけている。そのために全国の様々な

ネットワークを活用している。また食品加工での原材料（お弁

当、たまコロッケなど）として共同連関係と連携し食材も多く

取り入れている。さらに食品加工ではコンサルタントを導入し

新たな商品開発にも取り組んでいる。この２月には東京都の工

賃アップ事業補助を受けて真空機と冷凍庫を購入しパックし

た製品の販売方法を模索中。今後の課題としては事業連携の仕

入れ方や物流方法、商品開発やメニュー開発の

技術力をつけたい、また作り上げた商品の販路

の拡大は今後大きな課題である。あしたやで働

く者全員の時給を上げていくために「事業性」

を高め、同時に「共に働く」も考えあわせて活

動していくことはこれからも引き続いていく大

テーマである。 

■昨年のセミナーで初めて会った山形の月山福

祉会と今ではモノ・人・情報も行き交う関係が

出来たのだが、今回も見沼田んぼ・のらんどの

乾燥ネギを早速取り寄せた。これからもこのセミナーで出会っ

た方と様々なつながりが出来そうだ。共同連が目指す「共に働

く」労働統合を創り出していく上でも、それぞれ切り口の違う

団体と具体的なつながりをしっかりと積み重ね、ネットワーク

を生かして社会のあり方を一緒に考え、社会的事業所の手掛か

りとしていくことが大切なのだ…と改めて感じている。 

NPO 法人 あしたや共働企画 長尾すみ江 

＊このような集まりに出たのは、3 度目です。1 回目は何の事だか

わかりませんでしたが今回は自分の身に引きよせて考える事ができ

ました。ありがとうございました。（M.S） 

＊皆さんが「共に働く」を実践していらっしゃることに、改めて感

心しました。（ワーカーズ・コレクティブぷろぽの工房 F.H） 

＊各地域、施設の特徴を生かした、福祉、支援活動を行っている様

子が良く解り、大変参考になりました。又、JA、生協さんもそれぞ

れの立場から福祉の面に協力して下さっている事 

が解り、ありがたい事です。 

＊農と福祉の連携の様々な事例を初めて知る機会

となりました。先行して実践されている団

体どうしのゆるやかなネットワーク（事業

連携を含めて）を広げていることに感銘を

受けました。質問にもありましたが、障がい

者だけでなく、生活困窮者、軽度の発達障がい、出所者など生きに

くさを感じている人たちが、様々な人たちとネットワークを広げな

がら生活できるために“農”の機能（多面性）を掘り下げて考えた

いと思います。 

＊すばらしかったです。成功されている方たちのお話であったかと

思いますが、とてもワクワクしました。農業をしておりますが、未

来を感じました。 

＊今年の講演会は良かったです。ありがとうございました。私は近

い将来に障がい者就労 Aを開設すべく準備をしている者ですが、工

業的サービス的下請と並行して農業に取り組む必要があると、それ 

は農業がとても体の改善によい効果があり、休耕地活用等、地 

域の役に立つことがわかったからです。今回のお話の中で、JA共 
済総研の浜田さんの話が農業に限らず、障がい者就労全般において

通用する格言が多く含められており、感銘を受けました。 

（わらじの会 K.M） 

＊いろいろな経験値や取組みや、構想や展望の話が聴けて良かった。 

＊理念と事業をうまくつなげることは、実際にスタートしたところ

から年数をへて大きく変わってくると思う。それぞれの報告された

事業所の共生した働き方は参考にな

って、元気をもらった。 

＊それぞれの事業所が地域で共生の

ために、特色ある連携方法を見出されて

いることに興味深く聞き入りました。市民運動

から出発して低賃金でもやめる人がいなかった時代から、

現代に推移した今、補助金を受けながら組織を生き延びる方法を工

夫を凝らしていらっしゃることは、理念がしっかりしていらっしゃ

ることにつきると思いました。 

＊農を道具に、フィールドにして、福祉（共に働く場）をつくる可

能性と、そのチャレンジに取り組んでいる事例をいくつも聞いたこ

とで、この連携の可能性、イメージが少しできたように思う。 

（生活クラブ生協） 

＊JAや生活クラブなど大きな視点からの話を聞いて、自分たちの

活動がどんな方向にむかっていくのかを考えるにあたり、参考にな

ると感じた。それぞれの施設の話は、身近に感じられ、またいろい

ろなアイデアをきくことができておもしろかった。 （のらんど）
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多読術 松岡正剛著 （ちくまプリマー新書）

 情報化社会と言われるようになってから久しい。巷には視覚化さ

れた文章、画像、動画があふれている。少し古いデータになるが、

総務省において情報量の推移を調べたデータによると、平成 13 年

度と 21 年度では、人が接するデータの情報量が約 2倍になってい

る。現在は、平成 27 年。その頃より確実に情報量が増えているで

あろう。著者の松岡正剛氏は、別名「知の巨人」とも呼ばれ、情熱

大陸でも取り上げられていたことがある。氏はインターネット上で壮

大なブックナビゲーションサービス「千夜千冊」を作り上げ、現在で

は 1500夜をゆうに超えている。言うなれば情報の取捨選択の達人

とも言える人物であろう。 

 本書は、本を多く読む方法だけでなくいかに自分に必要な情報を

取捨選択するか、自分にあった読書の方法やスタイルの構築を促

している。そもそも読書とはなんだろうか？

大人になってから、読書について考えてみる

と、それは「勉強」であったり、「調べ物」であ

ったり、「知識を増やす行為」」であったりと、

なんとも崇高なことに思えてならない。しかし、

私たちが読書に出会ったのはいつであろうかという質問に答えて

みると、それは子どもの頃に違いないであろう。子どもの頃から読

書をそのようななんとも小難しい対象として促えていただろうか？き

っと遊びの一部であったに違いない。好奇心によって、両親や祖父

母の読んでいるものが気になったり、幼稚園や学校に置いてある

本に興味が向いたから、本を読んだに違いない。本を読むという行

為は遊びから派生しているのであって、「多読術」は「もっと気楽に

本を読みませんか」という誘いでもある。本を読んでいくと、その本

には書かれていない疑問が生まれてくることが多い。この疑問への

答えを探すために、また別の本を読むことにもつながる。そして、ま

た疑問が生まれていく。その繰り返しである。松岡氏が考える読書

の醍醐味とは、未知のパンドラの箱が開くこと、「無知」から「未知」

への繋がりなのである。つまり、自分自身が何も知らなかったこと

に気づき、読書をし始め、徐々にそのことについて知っていくプロセ

スであり、このプロセスには終わりがない。この時、本を選ぶポイン

トとして使える読書法が、「目次読書法」であ

る。書店に行って、気になった本があったら

目次を読んでみて、その本の内容を想像し

てみる。目次に書かれている内容と、自分が

知りたい未知の部分が重なるようであれば、

その本は読むに値すると促えて、購入を考えてもいいのではない

だろうか。通販販売の大手「AMAZON」でも目次や内容を少し見せ

る「なか見検索」なるサービスが提供されているが、これは未知を

ちょい見せすることで、消費者の好奇心を煽っているのであろう。 

 読書をすることは、著者との会話であり、相手の意見を聞く練習と

もなる。読書家に謙虚な人が多いのは、その本質を見抜いている

からなのではなかろうか。とにかく現代は情報化社会であり、「どの

ような本を読めばいいのだろうか」、「どの情報を選べばいいのだろ

うか」と困惑する人も多い。しかし、読書の一番の源は好奇心であ

る。自分が今気になることに基づいて読書していけば、何かしら身

になることになろう。もしこの書面に好奇心をくすぐられたようであ

れば、是非とも本書を読んでいただきたいと思う。       （H.S）
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《メンタルクリニック閉院のお知らせ》 

2013 年 8 月に開院したわくわくかんメンタルクリニックです

が、大山Ｄｒ．の事情により、3月末をもって閉院することとな

りました。開院当初は、法人内部の利用者さんを中心に受診して

いただいていましたが、HP などで外部へも情報発信した結果、

今では外部からいらっしゃる患者さんのほうが増えて、近所のみ

なさんへの認知度も上がってきたところでした。そんな矢先の閉

院ということで、誠に残念です。1年 8ケ月という短い間でした

が、どうもありがとうございました。 
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就労支援センター北わくわくかん 
登録者 （2015年 2月末） 499名 

就職者  1名（事務） 

〝知の巨人〟から学ぶ 

読書の極意 

◆編集後記◆ 
「障がいをオープンにして社会的事業所で働くということは、心理的に

楽です。一般就労の多大なノルマやサービス残業をこなす必要もありま

せん。昇進・昇格がないというのも考えものですが、拘束時間に融通が

きくのもメリットです。」―当事者が肉声で語るわくわくかん・社会的事

業所研究会が始まった。当事者の目線はとても透き通っている。 

先月 ご協力いただいた皆様 

北区障害福祉課・北区社会福祉協議会・北区障害

者福祉センター・東京都障がい者就業支援事業所

の会・ハローワーク上野・飯田橋・品川・王子・

池袋・公益財団法人東京しごと財団・（株）アヴ

ァンティスタッフ・（株）ECA・ダイニックジュ

ノ（株）・大和ライフプラス（株）・東京都ビジネ

スサービス（株）・（株）フロンティアチャレンジ・

周愛利田クリニック・小峰クリニック・（株）ヒ

ト・コミュニケーションズ・（株）ヒューマント

ラストフロンティア・赤羽郵便局・ドリームヴィ 

他多くの方にご協力いただきました。 




