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2015年 6月号 No.171    

✧ 6月 13日（土）トーク「合理的配慮」が多様な分野で進む社会へ！13：30～赤羽会館小ホール 無料 
✧ 6月 13～14日 「おちゃのこ祭祭」 いずれも 10：00～ 滝野川会館 
✧ 6月 20日（土）はたらっくす 17:00～ 自立訓練室 
✧ 6月 22日（月）現場協議会  16:30～ スカイブリッジ 
✧ 6月 23日（火）家族懇談会  16:00～  自立訓練室     ＜わくわくかん 6月予定表＞ 

「知っておきたい障がいのある人の SOS」シリーズを出す㈱ゆまに書房の本に、NPO 法人わくわく

かんが紹介された。これは 5 冊目の『理解されにくい人の SOS』に、河東田博さんによって【理解

されにくい人のための施設】としてクローズアップされている。 

本に紹介されたわくわくかん-SOS を減らす働き方を支援
 この本は、理解されにくい障がいについて、その SOS を体

験してみよう、SOS を出している人に声をかけてあげよう、

さらには理解されにくい難病患者からのメッセージなどが写

真やカットでやさしく編集されている。著者の河東田博さんは、

スウェーデンの障害者政策・脱施設化と地域生活支援・当事者

参画で知ら

れる人。 

その 7 章

で “東京都

北区にある

「わくわく

かん」では理

解されにく

い人の SOS

を減らしな

がら、仕事をとおして生きがいを見出し、働きたいという願い

がかなえられるように支援しています”ととりあげられている。 

 「一般の会社で働けるようにするために訓練を行う部門」、

「食事をつくり配食サービスを行なう部門」、「クラフトやスト

ラップなどの小物をつくって売る部門」、「クッキングなどのプ

ログラムをとおして活動の楽しさを体験する部門」、「くらしの

場グループホームを提供する部門」などわくわくかんの各事業

がビジュアルなカラー写真カットで紹介されています。 

 理解されにくい人がたくさん働いているわくわくかんで、

SOS とのつきあ

い方を『りぼん便

り』166 号から齋

藤理事長の言葉を

印象的に引いてい

ます。 

「世の中には病気

とつきあって生き

ている人はいっぱ

いいます。でも病

気であるからと言

って不幸であると

いうことではあり

ません。病気であ

ることで生活の活

力を失い、生きる希望を持てないことがあります。それが不幸

なのです。わたしは病気が進んでいても、それができたのも自

分の中の目標を失わず、一緒に生きるなかまと歩んでこれたか

らです。」 

 難病患者シェーグレン症候群の稲垣恵美子さん（65 才）が

40 才を過ぎて右足の感覚がなくなり、50 才頃には右ウデの

感覚が無くなり、「難病」と認定された人の 20 年間にわたる 

SOS とメッセージが取り上げられているのも注目されます。

この冊子は 5 月 25 日、発売されました。 

 

 

リボン便り 

ＳＳＫＵ 
 

NPO法人わくわくかん 
編集 〒115-0044 
東京都北区赤羽南 2-6-6 
TEL：03-3902-9996 

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。 
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     今月のレシピ      

牛肉とアスパラの 

炒めもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 月に入って、配食で働く仲間が新しく二人増えま

した。一人は I さんで、響に所属しながら実習を長期

間していたのですが、5月 1日から正式に配食で就労

することになりました。週 3 日の勤

務で、盛り付け、配達、洗い場を担

当しています。もう一人は O さんで、

5月中旬から運転を担当してくださることになりました。

週に 2 日、午前・午

後の配達の運転を

担当してくれることに

よって、配達のシフト

にだいぶ余裕が生じ

るのではないかと思

っています。配食事

業に携わる当事者の

職員は、この 3年間で I さんを含めて 5名入ったので

すが、全て配食に入職する前からわくわくかんに関わ

ってきた人です。 

内部からの採用に加えて、5名と

もに長い期間実習をしてから就労

しているので、入職後の適応が比

較的スムーズなように感じます。ただ、長期間実習を

強いるのは、その期間お給料が出ないわけで、若干

申し訳ない思いもありました。 

これまで便りにも書いてきたように、食数が増加して

おり弁当の売り上げも 1 年前に比べて随分上がりまし

た。売り上げの増大にともなって働く人間が増えて後も

売り上げがさらに伸び、配食の仕事に関わる人が少し

ずつ増えていけばと願っています。 

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 

【作り方】 

① 牛肉は調味料Aをまわしておく。アスパラはゆでて、

斜め 2cm 幅の小口切り、たまねぎは５mm 幅のくし

型に切る。 

② 肉にかたくり粉をまぶして炒め、たまねぎを加え、調

味料 Bで味つけし、アスパラを加えて仕上げる。 

【材料】4人分 

牛うす切り肉 ------- 250g 

砂糖 ------------- 小サジ 1 

A  しょうゆ --------- 小サジ 1 

酒 --------------- 小サジ 1 

グリーンアスパラ --- 180g 

かたくり粉 ------- 小サジ 2 

たまねぎ ---------- 1/2個 

油 --------------- 大サジ 1 

酒 --------------- 小サジ 1 

B  しょうゆ ---------- 小サジ 1 

砂糖 ---------- 小サジ 1/2 

塩 ------------------- 少々 

 

新職員 2 人の加入！ 
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4/24（金）外出の様子 

マダム・タッソー東京 
 

☆王子から新橋に出て、ゆりかもめ 

に乗って、お台場にみんなと 

行って来ました。昼食には 

マックを食べました。目的地は 

マダム・タッソー東京です。 

マダム・タッソー東京には、 

各界の有名人の蝋人形が 

いっぱい展示されていました。 

写真をいっぱい撮りました。 

たこ焼きを食べた後で、 

フジテレビに行って、ガンダムを 

みんなで見学に行って、 

帰って来ました。 
（写真はマドンナのろう人形） 

 

自立訓練（生活訓練）事業 ボランティア響会 

ひびき川柳  「6月」 

☆日光の あまりの暑さに 

耐えきれない (T) 

☆あめふりは うっとうしくて 

こまるなあ (カオちゃん) 

☆しとしとと てるてるぼうずの 

なみだかな (O) 

☆雲間から 晴れた青空 

スカッとね (カエルの王様) 

☆せんたくが できぬまいにち 

イライラと (E) 

☆外よりも 中があつい 

 ひびきかな (S) 

☆これからは あつすぎるかな 

 夏だもん (K) 
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下水道ふれあいフェア 

配食サービスと合同販売イベント 
リボーンプロジェクト・リボーンプログラムコースとわくわく配食

サービスの合同の販売イベントが 4月 18日に浮間水再生セ

ンターにてありました。 

商品は、リボーンプロジェクトプログラムコースの訓練生が作

成したクラフト小物などの小物品・千葉県の農場から送られ

てくる野菜を販売しました。わくわく配色サービスでは、お惣

菜・お菓子を販売しました。当日はたくさんの方が来られ商品

を手にして帰られました。 

＜下水道ふれあいフェアの感想＞ 

 しおり作りをする時、違った表情になるように心掛け

しました。（T.K） 

 商品がやや不足気味でしたので、少し急いで商品作りを

しました。       （N.S） 

 販売で声を出すことを心掛けた。     （おーちゃん） 

 前回売れたハガキをまた印刷しました。お客さんの「好

み」を考えながら作業をしました。楽しく、絵を描くように

しました。伝わったら嬉しいです。    (M.M) 

 しおりを作りました。ひとつひとつの作業を丁寧にすること

を心掛けました。    (イワトビちゃん！) 

ど根性アサガオの 

成長日記 

週４日リボーンに来所す

るようになってから、休憩で

ベランダにいることがあり

ます。4 月末にいつものよう

にベランダで、風に当たって

いる時、ふと下を見ると、そ

っこうから、かわいいアサガ

オの双葉が、何本か出ている

のを発見致しました！（写真） 

昨年このベランダのプランターで育てて収穫されなかった種

が、落ちて転がって、そっこうにはまってしまったようです。で

も、芽が出るとは、このアサガオの品種はすごい生命力。丈夫で

すよね。昔は 5月中旬～下旬に種をまいたようですが、今は暑い

ので少しはやまっていると

か。プランターにとりあえ

ず植えてあげて、水を与え、

今、双葉がいっぱいに増え

ています。（Ｍ.Ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「猫島ミルの日常」 

○月×日（天気）曇りのち雨 

こんちニャ！ 猫島家に住んでいる猫のミルです。まえに

続いて日記を書かせてもらえるみたいです。今日は朝、同

居人ふたりのおなかの上に乗って、立てかけてある木をガ

リガリして、大きな声で同居人たちを起こしながら走り回

りました。昼はずっと寝ていました。あとは、毛づくろい

をいっしょうけんめいしました。今回は同居人からもコメ

ントをもらいました。

 

 

 

 

＜同居人からひと言＞ 

朝から私の目の前で大きな声でニャーニャー鳴くし、ガリガリす

るから戸がガタガタ騒音を立てるし、お腹の上にいるから苦しく

て眠れないし、ちょっとは静かにして欲しいものです。あ！ そ

れに、勝手にタイトル変更してるやないか～!! 前回は「猫島ミ

ルの日常」だったはず。もう…。あんた自由にし過ぎやー！ あ

と～、できれば「同居人」でなく「飼い主」と呼んで欲しいんで

すけど…。 

 

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 

M.M 

6 月 10 日から開始します。 

わくわくかんでは、2003 年ヘルパー2 級講座を開始し、 

100 名以上の修了者がでています。 
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～取り組みやすくなった SST 研修～ 
 リボーンプロジェクトでは、研修時間に「社会的生活技能訓練 :SST」や認知行動療法 :CBT」を行っており

ます。SST の研修は、訓練生の皆さんが緊張や不安を喚起されやすい場面(例：上司への報告や相談をする場

面)を設定し、全員の前で演技してもらいます。また演技してもらったあとには、見ている人は必ず拍手をする

ようにして、演技をしてもらった人に対して敬う気持ちも持ってもらえるように心がけます。また、緊張・不

安を持ちながらも演技してくれた人の「よかったところ」を探し出して、本人にフィードバックしてもらう形

態を取っています。このように事前に練習をしておくことで、実際にそのような場面に遭遇した時にも対応す

ることができ、訓練生の皆さんが自信を持って就労していくことができます。  

 

10:00~ ☆　本日取り組むテーマの予習

10:05~ ☆　テーマに対する皆さんの体験の振り返り

10:20~ ☆　振り返りをしながらグループワーク

10:55~ ☆　休憩

11:05~ ☆　ロールプレイする際のポイントの説明

11:10~
☆　スタッフを相手にロールプレイ
　　 毎回、いいところを探してフィードバックしてもらう

11:50~ ☆　今回のSST研修の振り返り

 
無沙汰しております。みなさん、 元気しちょりますか？ 

 私は風邪を引いてダウンしております。 
 花舞う四月から風薫る五月、そして雨煙る六月へと、季節
は移ろい行きますね。 
 農場で働いていると季節を身近に感じます。お天道様の
下で、額に汗して働くと言うのは労働の原点のようにも思え
ます。 
 自然農法（無農薬・無化学
肥料）ですので、虫との戦い
が一番大変ですね。まあ、
虫が喰うくらい「えか野菜」
が美味しい証拠なんですけ
どね。 
 野菜を育てていると「食」について考えることが多いです。 
食べると言うことは、生きることだと思います。 医食同源と
も言いますが、食べることと健康への関心は高いものがあり
ます。 過食症や拒食症、生活習慣病に無理なダイエット。 
身体にいいものは精神にもいい影響を与えてくれます。 健
全な精神は健全な肉体に宿る！ 
 今、障害者の就農が注目されているみたいですよ。 自然
の中で働くには、仲間達との助け合いが大切です。  種を
蒔いて、水や肥料を与えても、必ず芽が出てくれる訳でもあ
りません。 発芽してくれることは、命の誕生です。 大事に
育てて（虫や病気）、収穫できた時は感謝でいっぱいになり
ます。O 社長は「君達は病気を良くするために働くんだ。働 
 

 
いて病気が悪くなったらダメだよ」と、おっしゃられて、いつも 
私達を気にかけて下さいます。まあ、時々「ムチャ振りだ
ー！」と思うこともありますが…。 
 今、私は直売所での販売業務をしています。 「お客様の
相手は無理です」と尻込みしてしまい仲間が大半ですが
「直売所に誇りを持っています」と意欲的な方もいて頼もしく
もあります。とりあえず、風邪を治して OB 会に参加しますね。

＊ ＊ ＊ ＊  
OB 会では、スタッフの

方々、旧友達と楽しい時間
を過ごせました。 

 旧友達に再会して感じたのは 
みんな変わらないなぁ!! 
もちろん、みんな、仕事に生活に活躍していて、社会人らし
くなって、成長していないのは自分だけ？なんて思いました
けどね。 
それでも、懐かしい顔ぶれに、リボーン時代に戻れた気持
ちで嬉しかったです。 
 「変わらない」は、決して悪口ではなく、時に、親しみを込
めた想いでもありますね。かく言う私も、変わったところと、変
わらないところがあるのかも知れませんね。 自分では気づ
かないだけで。でも、変わっても変わらなくても、自分は自分
です！ 
 私にとって、リボーンは大切な定点であり、大事な原点で
あると、改めて感じました。また明日から、働きます！

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 

リボーンは大切な定点、大事な原点 

リボーンＯＢ・ウコッツケイ 
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第16回NPO法人わくわくかん定期総会

NPO法人の活性化めぐり議論

4 月 30 日、午後 6 時から NPO 法人わくわくかんの

定期総会が開かれました。出席は、正会員 33 名、委

任状 4 名で成立。議長に小野内会員、議事録署名人に

堀会員、西野会員を選出。 

はじめに、齋藤理事長から「去年より会員も増え新

しい会員も加わって総会を迎えました。皆の力でNPO

法人を作り上げていきたい」との挨拶で始まりました。 

第 1 号議案 2014 年度事業報告が山下事務局長をはじ

め各事業の代表によって報

告されました。 

あかばね就労開拓校は簿

記講座や MOS 講座も開始

し「資格取得ができる！」

を特徴づけたが新規利用が

伸び悩み、同じ就労移行支

援事業のリボーンプロジェ

クトとの重複内容もあり、3

月末をもって事業合併とな

りました。リボーンプロジェ

クトは SST やビジネスマナ

ー、MOS 講座など研修の充実、職場見学、外部研修

などを提供。就職者は 7 名 4 年間の定着率は 70％を

超えました。配食サービスは、安定した体制で事業運

営ができ、平均実利用数も 10 名を超え、週 20 時間以

上勤務者が過半数を占めるようになった。優先調達法

の施行により大口の事業所 5ヶ所からの注文によって

食数・売上が大幅に伸び、営業日平均の食数が 100 食

を大幅に越えるようになった。ボランティア響会は、ほ

ぼ毎月新しい方の受け入れがあり、新しい方が増えた

一方で、通所が安定しない方も多く、関係機関と密な

連携が必要でした。グループホームは、懸案事項であ

った防災訓練を 2 回実施した。東京都精神障害者共同

ホーム連絡会へ定期的に参加した。ヘルパーステーショ

ンは計画相談から新規件数増を目指したが未達成。し

かし以前利用の方の家事援助や移動支援の件数が増

え、昨年度より実績が上がりました。相談支援事業は、

精神保健福祉法改正により入院中から計画相談が入

り、退院直後から障害福祉サービスや訪問看護サービ

スを導入する人が増えました。就労支援センターから

は主に精神障がいの方の就労面と生活面の支援が 12

年目を迎え、現在登録の方は 500 名を超え、法定雇用

率の上昇により、登録・相談件数が増加した。年間の

新規登録者 63名、就職者数は 43名と過去最高でした。 

ジョブコーチは、東京障害者職業センターと連携し 9

件、延べ 105 件の支援を行った。メンタルクリニックは、

20、30 代の女性からの問い合わせも増えてきたとこ

ろ、Dr.の諸事情により３月末をもって閉院となった。 

第 2 号議案 2014 年度決算報告では、全体の収入 1

億 4227 万 1574 円、支出 1 億 4608 万 8363 円、マイ

ナス 381 万 6789 円が報告。 

第 3号議案監査報告では、安部監事から 4 月 23 日

10 時～16 時まで行わ

れた監査の報告と竹内

監事からは赤字解消へ

の取組み課題が出され

た。第 4号議案 2015年

度事業計画案は、それ

ぞれの事業活動の充実

と安定  第 5号議案２０

１５年度予算案は、全体

収入 1 億 44 百万円、支

出 1 億 43 百円で提案。

第6号議案定款変更は、

法人住所を赤羽南 2-6-6への変更が提案された。以上、

1～6号議案まで承認され総会は終了しました。 

 

自主事業の拡充や当事者参加を 
尚、質疑応答では、NPO 法人の活性化ということ

が出された。当事者会の立上げへの関わりや開拓校と

リボーンプロジェクトの合併への積極的評価、年号を

西暦に切り替えていく決断をして欲しいが昨年に続

いて出された。また、法人全体が行政依存の事業収入

が殆どであり、法人全体として自主的な事業収入の必

要性も提案された。また理事会をめぐっては、わくわ

くかん全体の半数近くが当事者、その当事者の主体的

な参加の要望が強く出された。配食サービスでは社会

的事業所の取組みが書かれているが、法人全体の理念

として社会的事業所への取組みが必要である意見が

出された。 

齋藤理事長からは、事業の自立と障害者福祉サービ

スの恩恵すら受けられない生活困窮者が非常に増加

しているなか、そこに踏み込んで社会的事業所という、

障害を持つ者、持たない者が対等に、さらに社会的に

排除された人も対等に生きる、働く場を作っていくと

いうところに発展させたいと決意を語って締めくく

った。
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認定NPO やまぼうし JR 豊田駅北口 

 

 

 

こだわりの逸品 おしゃれなショップ 

5 月 4 日 10 時、jR 豊田駅北口でたところに、認定

NPO やまぼうし（理事長：伊藤勲）が運営する 7 つ目

の社会的事業所「kupli（くぷり）」がオープンしました。 

伊藤理事長が「1985 年のやまぼう

しの前身、重度障がい者がおちかわ

屋を立ち上げて 30 年、こだわりを

もって、プライドをもって市民とし

て生きることでつながりたい、これ

が 7 店目のお店です。小さなお店で

すが大きな野望を持って開店しました」と挨拶。駆けつ

けた堀共同連代表は、授産事業とは違い、やまぼうしは

「共に働き、共に生きる」立場で、しかも高品質な製品

作りに取り組むたくさんの商品が駅前で販売されるのは

素晴らしい」と激励しました。行政の障害福祉課や社会

福祉協議会、精神の家族会のお祝いや大道芸、ぬいぐる

みもかけつけました。 

ショップ名の「Kupli（クプリ）」は、エスペラント語

で「つなぐ・結ぶ」の意味。 

kupli では、人と人をつなぐ地域活性化イベントの企画、

市民企画事業の活性化、産業・観光の発信拠点として、

また近郊のあしたや共働企画やまぼ

うしの産品、各地の障害者関連事業所

の高品質な産品の販売が期待されて

います。駅前の立地を活かし、日野市

の地域・観光の案内や交通案内所とし

ての機能も持たせて、障害者と市民と

の交流、人と自然との共生・いのちと環境を考えたいと

夢もふくらむ。 

Kupli（クプリ）の内装工事は、数多くの DIY コーデ

ィネートを手がける建築家・加藤陽介氏（楓設計室・建

築士）のアドバイスのもと、市民と学生、障害者、やま

ぼうしの職員を中心としたセルフビルドでやりとげた。

しっくいや木など自然の素材をたっぷり使った、おしゃ

れで素敵な内装となりました。 

障害者サービスの給付事業をめぐって 

副理事長  堀 利和 

 わくわくかんが行っているさまざまな給付事業につい

て、総会の議論にでたように、その理解に若干の混乱が見

受けられるので、日本国憲法からそもそも論を紐解いて説

明してみたい。ただし、給付金目当てに障害者を食い物に

しているいわゆる悪しき A 型については無論論外である

ことを注意しておきたい。 

 今日までの福祉制度のあり方を簡単に概観する上で、ま

ず、そもそも論から日本国憲法第 89条を紹介する。 

第 89 条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しく

は団体の使用、公益若しくは維持のため、又は公の支配に

属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支

出し、又はその利用に供してはならない。 

 宗教上の活動に公金を支出してはならないことは周知

のことであるが、教育については公の支配に属しない場合

も同様である。だから教育分野においては「私学財団」を

通して（迂回して）私学に公金を支出する措置がとられて

いるのもそのためである。こうすることによって憲法には

抵触しないこととなる。社会福祉事業も教育と同様である。 

 「公の支配に属しない慈善」に対して「公金を支出する」

ことは憲法に抵触する、したがってそれを禁止している。

言いかえれば、慈善（社会福祉事業）は公金を使用するた 

めにはすべて公が行うか、もしくは公の支配に属しない全 

 

くの独立した民間の手で行うかのいずれかということに 

なろう。しかし、それは非現実的である。そこで、国はど

うしたか。 

 1951 年に社会福祉事業法を制定して、社会福祉法人を

創設した。いわば半官半民の組織であり、これなら公金を

社会福祉法人に支出しても憲法に抵触することはない。私

学財団同様の措置。 

 本来公がやるべき社会福祉事業を半官半民の組織に担

わせて、特に 80 年代の新自由主義政策の下で中曽根、土

光臨調・行革による「福祉の民営化（公から民へ）」が一

層徹底された。また、介護保険制度の創設に伴う社会福祉

法への改正により、供給体制の充実のため、営利企業や

NPO法人の参入を認めることとなった。 

 わくわくかん的に言えば、本来公がやるべき様々な事業

を私たちが担っているのであり、たとえ給付金が予算の 8

割から 9割を占めようとも胸を張って、さもなければわく

わくかんの職員を公務員にしなければならないところで

ある。 

給付金はサービス事業（仕事）に対する正統な評価とそ

の対価の証に他ならない。 

 給付金とは本来公が行うべき事業を肩代わりさせ、その

対価に対する補助金であることは繰り返すまでもない。た

だし、公務員同様、その公金（税金）が適正かつ有効に、

ということからその責任はと問われれば、率直に耳を傾け

なければならない謙虚さも要求される。 

クプリの開店にか

け つ け た人々 と 

記 念 写 真 
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第 3回 わくわくかん 家族懇談会のお知らせ 

開催日時  ： 2015 年 6 月 30 日（火）16:00～17:00 
場 所   ： 障害者福祉センター ４階 自立訓練室 

内 容   ： 断薬についてチャレンジしている精神障がいの息子が 

        いる父親として今、している事 

個人面談会 ： ※（事前にお申し込みください）17:00～ 

連 絡 先 ： TEL  03－5963－6888  FAX  03－3906－9997 

「はたらっくす」報告 

前転でつまづいた２つが解消！ 

今年の４月に入社しました。前職を辞めてから約１年

でした。 

会社に入って驚いたことは上司との風通しが良いとこ

ろです。前職を辞めた原因が上司との関係が原因の一つ

でしたので、就労支援センターのスタッフと対策を練っ

たりしたことは財産になりましたが、ところ変われば解

決ということもあるということもわかりました。 

もう一つの辞めた原因は仕事の内容ですが、今回は経

理事務として業務を与えられて自分のした仕事がすぐに

使われていることにやりがいを感じています。再就職を

したら前職でつまずいた大きな２つのことが解消されま

した。１時間に５分から１０分休憩をしていいと言われ

ています。配慮も良くしていただいています。 

精神障害を持つ人は勤めていた会社があわなかったの

でトラウマになり辞めた後、次の就職をためらってしま

う人も多いようです。実はというと私もトラウマがない

わけではありませんでしたが、勇気を出して次の一歩を

踏み出したら自分に合った会社に入れました。挫折した

方ももう一回やってみてはいかがでしょうか。 

次回の「はたらっくす」は６月１３日（土）の１７：

００～１９：００です。お待ちしております。 （T・K）

障がい当事者議員のトーク 

社会的マイノリティの政治参加 

「合理的配慮」が多様な分野で進む社会へ！
 

＜トーク・ゲスト＞ 

聴覚障害者の  斉藤りえ北区議会議員（新人） 

車イス利用者の  斉藤まこと名古屋市会議員（6期目）  
視覚障害者の  堀利和元参議院議員（2期卒） 
議会初の盲導犬使用者の  藤田芳雄元長岡市議 

 

障害者の政治参加、

障害当事者の議会参

画の活動が二十年余

前より本格化し、市

区町村議会、政令市

および県議会、そし

て国会の場に、障害

当事者の議員達が誕生してきました。マイノリティの政治参加

も注目されてきています。しかし、その数はまだまだ限られて

はいます。 

障害の種別を見ますと、身体障害、視覚障害、そして今回初

めて聴覚障害者にも広がりを見せ始めていますが、障害者基本

法に定義づけられているその他の知的、精神障害者には程遠い

ものがあります。障害の種別・程度別を超えて今後も多くの障

害当事者が、各級レベルの議会に参画していくことが強く求め

られます。 

こうした状況を受けて、斉藤りえさんの北区議会議員の誕生

を機に、区、政令市、国、聴覚障害、視覚障害、身体障害、そ

して男女と、立場の違うそれぞれから意見を伺い、改めて障害

当事者の政治参加、議会参画を考えてみたいと思います。 

◆日 時  6 月 13 日（土）午後 1 時 30 分から 4 時 30 分 

◆場 所  北区赤羽会館４F 小ホール（わくわくかん名） 

    JR 赤羽駅東口から徒歩 5 分  

〒115-0044  東京都北区赤羽南１-１３-１ 

◆参加費  無料 

＜プログラム＞ 

開 会 挨 拶 主催者代表 斉藤縣三 

 （NPO法人わくわくかん理事長） 

第 一 部 自己紹介 立候補への思い 選挙戦の困難 

 議会活動への合理的配慮、政治活動の問題点 

第 二 部 障害当事者議員の存在意義と役割 政策づくりと 

 その実現 将来に望むこと会場からの質問と意見 

閉会の挨拶  

主 催   NPO法人わくわくかん  

申込み問合せ先 〒114-0032 東京都北区中十条 1-2-18  4 階 

NPO 法人わくわくかん : Tel＆Fax03―3906―9997 

E-mail : reborn@wakuwakukan.net 
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渋谷区の「パートナーシップ条例」と LGBT 当事者の想い 

現在24歳のLGBT当事者の男性から、渋谷区の通称パートナーシップ条例について意見を聞く事ができた。

彼は幼いころから男性しか興味がなかったことを家族・周囲の友人になかなかカミングアウトできずにいた。

数年前、家族や周囲にカミングアウトをしたが、今も全てを理解されていないと感じているという。現在は都

内のアパートでパートナーの男性と二人で暮らしている。 

なぜ与えられていないのだろうか 

今回の渋谷区の条例は、簡単にいえば、家族概念

が強かった今までの流れからパートナーという考え

方へ、ようやく区の条例という形で出てきたのでは

ないだろうかと自分は考えている。アメリカはたく

さんの州で同性婚を認めているので、これを機に日

本でもどんどん他の区にも広がればいいなと思う。 

国は「憲法で同性婚を認めていない」と話してい

るが、憲法の解釈を変えるだけで同性婚

もできるのである。それなのに、国が

認めようとしていないのはとても残念

である。「同性婚を認めないから異性と

結婚します、子どもをつくります」とは

ならないところを理解してほしい。 

さらに、国は同性婚を認めていない上に、同

性カップルの養子縁組も認めていない。同性カップ

ルでも子どもが欲しい、育てたいと考えている人は

たくさんいるのに、養子縁組を認めていないので、

子育てを実現できない現状がある。同性婚や養子縁

組ができるようになれば社会も変わってくるのでは

ないだろうか。 

パートナーシップ証明書については「欲しい」と

いうより「なぜ与えられていないのだろうか」とい

う疑問しかない。パートナーシップ証明書は NPO

でやっているところもあるが、渋谷区の証明書も同

じで、発行するのにかなりの費用と時間が必要であ

る。公正証書や任意後見人のように登記が必須であ

り、費用も 10 万円ほどかかる場合もある。お金が

ある人はよいが、渋谷区の条例が施行されたからと

いって引っ越ししてまで欲しいと考えない。でも、

自分の暮らしている区でも施行されたらいいなと考

える。パートナーにもしものことがあったときには

やっぱりそばにいたい。今後どのように活

用できるようになるのかを見守ってい

きたい。 

今回は行政が動くことに大きな意味が

あると感じる。区が動くにはメリットが

あるからであり、単純に考えれば、渋谷区に

引っ越しをする人が増えれば、渋谷区の住民税も

増える。また、渋谷区はマイノリティに寛容ですっ

ていうアピールは、世界の流れ的に見てプラスにな

るだろうと考える。 

たくさんの壁はある。自分たちで乗り越えられる

ものもあれば、乗り越えられないものもある。しか

し、自分たち LGBTが自分らしく暮らしやすい社会

になればいいなと思っている。 

ソーシャルファームジャパンサミット inびわこ

2015年 6月 27日（土） 

13：00～18：30 

琵琶湖ホテル瑠璃の間ホワイエ 

記念講演 ジャン・ギィ・ヘンケル・南谷 桂子 

ジャルダン・ド・コカーニュが取組未来への挑戦 

―ビオ野菜がつなぐ幸せの連鎖― 

対談 

ヨーロッパの実例から日本のソーシャルファームを

考える 寺島 彰・宮嶋 望・炭谷 茂 

報告 ソーシャルファームデザインの活用 

ソーシャルファームジャパン会員実践報告 

夕食会

6月 28日（日） 

9：30～12：00 

ピアザ淡海 会議室/ロビー 

講演 日本における農福連携と六次化

成功の実例報告 濱田 健司 

シンポジウム ソーシャルファーム実践報告 

先行事例から未来のソーシャルファームへ 

瀬古 隆・幸島 聡・荷宮 将義・濱田 健司・高橋 信二 

ソーシャルファーム農場見学会 

ソーシャルファームの製品見本市 

実行委員会事務局（お問い合わせ・申し込み）TEL077-543-2766 FAX077-543-2651 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pancos-sozai.com/archives/2985&ei=DUplVe75DcTHmAXbk4DACw&bvm=bv.93990622,d.dGY&psig=AFQjCNEB0ijWXxRkAedIsaxNzekbdlsReA&ust=1432787031999303
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.owls.ne.jp/sub/socialfarm/index.html&ei=E0xlVZLqN6HKmAW3poLIDg&bvm=bv.93990622,d.dGY&psig=AFQjCNHFbiMIy_E5N2yVrIpZa7CgsvAznw&ust=1432788355650614
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hukumusume.com/douwa/pc/kaidan/10/30.htm&ei=mVNlVaayIoK2mwXi14CgCQ&bvm=bv.93990622,d.dGY&psig=AFQjCNFxzushfiRy9ROTS0l98xwVlM4vig&ust=1432790268221877
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＜わたしが体験したこと＞ 
言葉の暴力による「いじめ」で不登校に  

初めて自分のことを語りたいと思います。あまりいいたく

はないのですが、人の目を怖れないで、新しい自分の生き方

として生きていきたい自分がいます。また、同じような境遇

で悩んでいる人に読んでもらえたら幸いと思い書くことに

しました。 

病名を知らされたのは、高校生の

終わり頃でした。高校 1年生の時

にクラスメートから受けたいじめ

がきっかけで約 6か月の不登校に

なり、家に引きこもっていたなか、

ある日突然幻聴に悩まされ、不眠

になり心療内科に通うことになり

ました。同時にカウンセラーにも

つくことになりました。2人目のカ

ウンセラーの先生が交代する際、母親に告げた病名が統合失

調症でした。通院してから約 2年くらいたってからのことで

す。 

ふりかえってみると、小学生の頃から、集団生活は苦手で

したし、まわりの人とのコミュニケーションにも悩んでいた

し、作業においても集中力がつづかず頑張っているわりには

ミスが多く、苦労していました。ですから学校に行けない、

行きたくない日々も多々ありました。当然、不登校も長くは

休まないけれど大学生まで数回体験しています。 

数回体験している不登校の理由は主に、言葉の暴力による「い

じめ」です。例えば、事業中に発言したことばにチャカされ

たり、球技が苦手でしたからミスをすると罵倒されたり、行

動が鈍いためにからかわれたりと、中、高校生の時代はつら

い日々の連続でした。友人がやっとできても 1年でクラス換

えで離れてしまったり、転校されてしまったりと側にいてく

れる友人がいませんでした。なんとなくクラスになじめない

浮いた存在でしたから、余計に前向きになれない自分がいま

した。病気の原因は長く続いたストレスだと思っています。

そんなにつらい学校生活をなぜやめなかったのだろうと思う

方もいるでしょう。

確かに、やめて他の道もあるのではないかと日々考えていた

こともあります。が、もともと中、高一貫校への進学を決め

て受験の道を選んだのは、自分でしたから高校は卒業したか

ったので勉強だけは頑張りました。高校の卒業が決まった時

は、これでつらい学校生活に終止符

がうてると心の底からうれしかっ

たです。 

環境について勉強してみたかっ

たので、大学に進学したわけです

が、学問としては幅広い知識が必

要なことに気づき、選んだ学科に

少し後悔していました。高校まで

のつらい学校生活は無くなったも

のの、相変わらずの人間関係で、

すっかり自分から近寄ることはしなくなってしまいました。 

就活に大きな不安（病気のこと）があったので、新卒ハロ

ーワークを訪ねてみた所、一般枠男子での就活は、避けて障

害者枠での採用にすべきとのアドバイスを受けました。当初、

上野の就労センターへ通うつもりでいたのですが、トレーニ

ング期間が短い為、こちらのわくわくかんにお世話になるこ

とになりました。 

初めは手帳を交付してもらうことに抵抗がなかったわけ

ではありませんが、まわりの方たちに理解してもらうこと

の方が生きやすいということに気づきました。いずれは手

帳をもらわなくても生きられる日が来るかも知れませんが、

それまで、自分とうまく向き合いながら頑張ろうと思って

います。家の外へ出ると常に緊張していることもあり、顔

がこわばる為、笑顔が作れず根暗にうつるのが少々悩みの

種でもあります。あたえられた環境の中で自分にできる仕

事を 1 つ 1 つ増やせるように努力したいと思っています。

不器用にしか生きてこれなかった自分がいて、これからも

続くであろう自分がいる。将来を考えると不安がぬぐえな

いこともあるけれど、支えてくれる方たちのお力で自立で

きるように頑張ります。 (w.k) 

 
就労支援センター北わくわくかん 

登録者（2015,年 4月末） 512名 

就職者 6名（軽作業,ホール,コールセンター, 

          事務補助,サポートスタッフ） 

グループホームわくわくかん 

グループホームわくわくかんは、現在、男性1名、女性1名（＋1名体験中）

が入居中です。先月に引き続き、男性 1 名、女性 2 名、入居者急募、将来 1

人暮らしをしたいけど、不安な方。もしくは、親元から離れて生活してみたい

方。世話人が一人暮らしのノウハウを伝授！炊事洗濯家事から、1 ヶ月のお

金の使い方等をお手伝いいたします！男性ホームは赤羽駅に近く 24h 営業

の安いスーパーも近くにあるし、とっても便利。女性ホームは東十条駅近くで

閑静な住宅街！まずは気軽に見学に来てみませんか？ 

 

 
◆編集後記◆ 

北区で聴覚障害者の斉藤りえさんが当選されたことから「合理的配慮」

が多様な分野で進む社会へ！をテーマに「障害当事者議員のトーク！」

が実現することになった。赤羽会館を下見したが、当日の会話のやりと

り－耳の代わり、声の代わり－をどうするか、「書画カメラ」もあると聞

くが誰が操作できるのか、貴重な体験の機会になりそうだ。 

発行所 郵便番号 157‐0073 東京都世田谷区 6－26－21 特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物教会 定価 100円（会費に含む） 

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・公益財団法人東京仕事財団・㈱ECA・ダイ

ニックジュノ㈱・周愛利田クリニック・小峰クリ

ニック・赤羽郵便局・ドリームヴィ・東京女子医

大・西ヶ原病院・武田プリーズ・きらきら・東京

都心身障害者福祉センター・東京ジョブコーチ・

横浜リハビリセンター・豊島区就労支援センター 

他多くの方にご協力いただきました。 




