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✧ 7月 11日（土）はたらっくす 16:00～ 自立訓練室 
✧ 7月 27日（火）現場協議会  16:30～ スカイブリッジ 
✧ 7月 28日（水）家族懇談会  16:00～  自立訓練室   
✧ 7月 31日（金）韓国障碍友権益研究所・当事者のわくわくかん見学 
✧ 8月 1（土）～2 日（日） 第 6 回日韓社会的企業セミナー 

明治大学グローバルフロント（東京 JR お茶ノ水駅）     ＜わくわくかん 7月予定表＞ 

社会的マイノリティの政治参加をどう進めるか？ 障がい当事者議員のトークとして、「合理的

配慮」が多様な分野で進む社会へ！のテーマで、6 月 13 日、赤羽会館で NPO 法人わくわくかんが

主催した集まりがもたれました。そこでは、「トーク」のための機材と人的資源が活躍しました。 

 

「合理的配慮」が多様な分野で進む社会へ！ 
障がい当事者議員のトーク開く  
今回、異なる障がいをもつトーク・ゲストは、北区

議会に当選した斉藤りえさんは聴覚障がい者、名古屋

市議の斎藤まことさんは車イス利用者、議会初の盲導

犬使用者の藤田芳雄元長岡市議、視覚障がいの堀利和

元参議院議員との対話となりました。 

斉藤りえさんは、北区議会では、「耳のかわりに音

声同時翻訳ソフトが、声の代わりに音声読み上げソフ

トの使用が認められました。このようなソフトの使用

は日本ではじめてです」と、さっそく「合理的配慮」

が具体的に進んでいることを紹介しました。 

今回のトークでも、耳の代わり・声の代わり・目の

代わり・身体の代わりをする機材と人的資源の活躍と

協力でこの対話がすすめられました。主催したNPO

法人わくわくかんにとつても、

昨年批准された「国際権利条

約」の「合理的配慮」の具体

的実習の貴重な経験になりま

した。 

具体的には、プロジェクター2台で、聴覚障がい者と

視覚障がい者の発言を写しました。 

・正面のスライド①  聴覚障がい者の筆談を書画カメ

ラで撮って写しました。 

・正面のスライド② 視覚障がい者用にノートテイク 

浜島恭子さん（DPI日本会議）の協力で実現しました。 

・聴覚障がい者の発言を書画カメラで写し秘書の増

沢諒さんが読み上げ、隣りで他者の発言をパソコン

で表示しました。 

・手話通訳を篠塚さん、谷本さん（手話通訳連絡所）

の協力で実施。・身体障がいに電動車イスが活躍しま

すが、このホールは階段の

ために人力で運搬しなけ

ればなりませんでした。今

回は何人もの重い車イス

の人たちが来られ、スロープの取り付けが必要との

声が質疑の中でもだされました。 

 また、取材のため、報道関係の人が来場、参加者

の映像が映らないようにお願いしました。 

なにぶん、初めての体験でしたが、書画カメラや

ノートテイク、手話を組み合わせたゆっくりと進む

対話で議論が共有できました。（6,7面に関連記事） 

2015 年 7 月号 No.172 

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。 

耳の代わり・声の代わり・目の代わり・身体の代わり 

機材と人的資源が大活躍 
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今月のレシピ  

かぼちゃコロッケ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆90％はご高齢の方がご利用 

現在、配食サービスが定期的にお弁当を配達している

個人のお客様は、午前中が 25 件ほど、午後が 55 件ほど

で大体 80件位です。お客様の中には若い方もいらっしゃ

いますが、また精神障がいの方のご利用もあります。し

かし、9 割以上のお客さんはご高齢者の方です。ざっと

した印象ですが、大体半分くらいの方が介護サービスを

受けているのではないかと感じま

す。中には、ほぼ寝たきりの方や重

度の認知症の方もおられます。認知症のお客様の中には、

お弁当が来たらすぐに召上られてしまい、自分が食べて

しまったことを忘れて、ま

だ配達が来ないという電話

があったりもします。去年

の夏頃からコンスタントに

月 5～10件程度の新規のお 

・ 

 

客様が加入して頂いてます。ポスティングをしているチ

ラシを見て知ったという方が半分以上ですが、介護事業

所のケアマネさんからの連絡の方も多くあります。また、

ご本人さまからのご連絡と同じ程度に、親御さんの食事

を気遣う息子さん・娘さんからの連絡というのも多くあ

ります。 

◆中断は入院や施設へ 

一方、やめるお客様も新規のお客

様と同数になり、結果的にご利用数

は、若干上向きの横ばいといったところです。利用停止

の理由は様々ですが、印象的に一番多いのは入院や施設

への入所という気がします。つい最近も 5 年前のオープ

ニングの時期からお弁当を取り続けて下さっているお客

様が入院をされて利用中断となりました。いつも食券に

メッセージを書いてくださるお客さまで、本当に寂しい

思いを感じています。 

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 かぼちゃは種を取り、ひたひたの水で煮て、やわらかくなっ

たら水気をとりつぶす。 

② 玉ねぎはみじん切りにし、フライパンで炒めておく。ひき肉

も炒めておく。 

③ ①、②、塩・こしょうを混ぜて形を作り、小麦粉、溶き卵、パ

ン粉の順につけて油であげる。 

【材料】4 人分 

かぼちゃ ----------- 1/4 個 

豚ひき肉 ----------- 100g 

玉ねぎ ------------- 小 1 個 

塩・こしょう --------- 少々 

小麦粉 

卵 

パン粉 

揚げ油 

 

 

 

 

適宜 

 

配 食 の お 客 様 は 

… 

 

少し甘めのおいしいコロッケです。 

かぼちゃはビタミン類が豊富で、カロチンを多く

含むすぐれた野菜です。 

カルシウム、鉄分もバランスよく含んでいます。 

かぼちゃをへらし、お好みでじゃがいもを入れ

ても甘さ控えめでおいしいです。 
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カレー＆ドッグとポップコーンを販売 
6月 13日（土）14日（日）に開催

された、北区最大のイベントとも言われ

るお祭りに模擬店として参加しました。 

2日間でカレー150食、アメリカン

ドッグとキャラメルポップコーンは合

わせて 300食以上販売することができ

ました。 

買ってくださった皆さま、ご協力いた

だいた皆さま、ありがとうございまし

た。 

 

 

～＜祭祭＞の感想～ 

●OBの方がお客様として来てくれたのに感

動しました。（K) 

●完売もして、またひとつ響で充実した思い

出が出来ました。（O） 

●準備は大変だったけど、本番の 2日間は

わくわくドキドキでした。（S） 

●完売したことはとても喜ばしいものであり、

疲れがふっとんだような気がしました。（I） 

●商品がよく売れたのでビックリしました。響

のメンバーの一員なんだなあという実感がわ

きました。（T） 

 

自立訓練（生活訓練）事業 ボランティア響会 

おちゃのこ祭祭に初参加しました! 

今日のひびき  作 O.K 
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ん。このバランスをうまく取ることが

できるように努めたいと思いまし

た。 

ただ大きな声をだすのが苦手なの

でそれについては最小限でよしと

しつつも自分の範囲で行って、個

性を伸ばしたいと思います。(寝児

島) 

 

4月 1日から、あかばね就労開拓校は模擬企業コースと合併し、

リボーンプロジェクトになりました。赤羽から障害者福祉セン

ターに移転しルールも変更になり、その感想を聞きました。 

★リボーン プログラムコースの使っている部屋が狭い。(桜) 

★良い点として、以前に比べ明るい事、窓があり外が見える事、

一部、模擬企業コースと一緒にプログラムを受けられる事。悪

い点として、ＰＣの幾つかはイントラネットにつながらない物

が残っている事、プログラムコースのみで集合した時どうして

も狭く感じてしまう事。時間について、以前より早くなったの

はしかたないが、どうせなら、 

プログラム時間を調整して終了も 

早めて見てはどうか、と思う。(T.K) 

★色々な面で慣れない事もありますが、スタッフの皆様の心遣

いで大きな負担なく過ごす事ができていると思います。一つ心

に掛かる事を付言すると、「当事者の会」は、旧あかばね開拓

校からの発起だとは思いますが、スタッフの方を含め、模擬企

業コースの方の関心が薄いように感じます。業務上の理由があ

るのかもしれませんし、それなら仕方のないことだと思います

が、せっかく統合したのですから、もし関心をお持ちのようで

したら、もう少し関与する機会をお持ちいただければ嬉しく思

います。（寝児島） 

 

 

★朝早くなったのは辛いです。朝礼や清掃は今ま

で通り別々に行いたいです。人数や状況が変わっ

て緊張します。(イワトビちゃん！) 

★時間が早くなりついて行くのがまだ大変です。 

(りんこ) 

★<良いこと>6月から 9：20開始になったので、 

実際の業務をするためには練習になっていると思 

います。模擬企業体験は、けっこうスキです。 

<悪いこと>服装が変わることを少し心配していま

す。「ジーパンダメ」「え

りつきシャツを着る」く

らいなら守れるけれど、 

これ以上きびしくなると、服がありません。同じ 

ような意見の人がいるのも知っているし、中学、 

高校、も制服自由化だったので、なじめません。 

すみません。(M.M) 

★赤羽から十条に移って、朝早く起きなければな

らないのが、一番、大変です。以前は早めに着く

事が出来たのに、今ではギリギリ…室内も狭くて、

ゆっくりできない感じがあります。(Y.M) 

 

 

ど根性アサガオ 
成長日記② 

 

 

 

 

 

 

 

虐待・貧困から子供を守る 

イベントで販売参加 
 5 月 19 日（火）、2015 年度、民生委員・児童委員の日・

活動強化週間の「虐待、貧困から子供を守るおせっかい」で

の販売イベントに、リボーンプロジェクト・プログラムコースとわく

わく配食サービスと合同で参加しました。プログラムコースで

は、クッキーの販売をしました。沢山の方がお見えになりまし

た。今回は野菜がとても人気で、すぐに完売しました。 

＜販売イベントの感想＞ 

 当日、お客様がきても販売している作品の事について

うまく説明できなかった（T.M） 

 野菜を午前と午後に分けて販売する。(桜)  

 一般的な好みを研究して、もっとお客様の求める絵を

描きたいと思いました。緊張感を持ってお金のやりとり、

券を切る作業をしたいです。券の切り忘れに注意した

いです。（M.M） 

 お客様目線で考えることの難しさを改めて感じました。 

ややもすればひとりよがり、独善的になりやすいですし、

かといって余り遠慮し過ぎると接客がうまく成り立ちませ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラムコースの朝顔で、双

葉から本葉が出てきました！ 

力強く成長中！ 
 

ベランダで将来のグリーンカ

ーテンになるべく、ひそかに奮

闘しています。皆さん、良かっ

たら見に来てください！ 

〒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 

就労移行支援事業 

<合併後〔良い点・悪い点〕の感想> 

「もみの木」   mado 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://jp.clipartlogo.com/free/point.html&ei=oauQVbmpCJXg8AX1xYSIBA&bvm=bv.96783405,d.dGc&psig=AFQjCNE2XtZ8wdXvrBwM0asFdCoxXnbCnA&ust=1435630858380374
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://jp.clipartlogo.com/free/point.html&ei=oauQVbmpCJXg8AX1xYSIBA&bvm=bv.96783405,d.dGc&psig=AFQjCNE2XtZ8wdXvrBwM0asFdCoxXnbCnA&ust=1435630858380374
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パソコンの覚え方② 

問題解決が一人でできるためには?！ 

リボン便り 5 月号では、パソコンの覚え方についてのお

話しをしました。この時、パソコン講座の方針を二つ挙げま

した。一つは、『覚えるためには忘れてもよい』、もう一つは、

『自分自身で問題解決ができるスキルを身に着けよう』とい

うものでした。今月は、この二つ目について、お話しをして

いきたいと思います。 

前回、パソコンは三つの段階で覚え

ようとお話しをしました。①『知るこ

と』、②『忘れてしまうこと』、③『思

い出すこと』、です。ここで、最も大切

なのは、『思い出すこと』です。その方

法は人によって異なり、また、状況に

よっても異なります。 

特に職場にいる時は注意が必要です。

新人の時はたくさん聞いてください。

それは、新人の特権です。試用期間が

終わったり、3 ヶ月目くらいになったりすると、同じことが

なかなか聞けなくなります。そこで、重要なのが、『自分自

身で問題解決ができるスキルを身に着けよう』というもので

す。 

現在、インターネットが普及し、利用する人は子供から高

齢者まで、すっかり生活の一部となっています。また、書

籍なども、イラストや写真が豊富でカラーになったり、文

字が大きくなったりして、親しみやすくなりました。 

「USB メモリの抜き方」にチャレンジしよう 

ここで、問題解決の一例をご紹介します。『USB メモリの

抜き方』を例に挙げて調べていきたいと思います。  

まず、いま何が分からないかを整理し、質問を簡素な文章に

します。 

『USB メモリの抜き方』。そしてそれを単語に分解します。

『USB メモリ』『抜く』。ここでは Google を使って調べて

いきます。 

検索ボックスに『USB メモリ』と入力し空白を入れると、

関連した用語が予測され表示されます。そこから、『抜く』

を入れ始めるとさらに候補が出てきます。 

そして、検索がある程度進むと、キーワードに関連したホ

ームページの一覧が表示されます。後

はその中から目的のことが書いてある

ページを探します。 

ここで最も大切なことは、小さな情

報を手掛かりに、少しずつ知識を開拓

し深めていくことと、自分自身で解決

していくことです。ここで、気を付け

ていただきたいのは、独りで解決しよ

うとしないことです。うまく答えが見

つからない時は、側にいる人に聞いて

ください。 

さて、パソコンの使い方に限らず、このようなことは、い

ろいろな局面で大変重要です。先の例では、インターネット

を活用しましたが、他にも質問をした時に記録したノートや

書籍でも同様です。 

一般に、これまで知らなかったことを、知るようになるこ

とは、簡単なことではありません。けれども、自らの力で知

識を増やす方法を身に着けると、新しい世界をどんどん広げ

ていくことができます。それはとても楽しいものです。 

実はリボーンプロジェクトのパソコン講座の最終的な目

標は、操作を覚えることでなく、自らの力で問題を解決する

方法を身に着けてもらうことなのです。 

6 月はたらっくす報告
6 月のはたらっくすは 6 月 20 日の土曜日に開かれ、参加

者は 3 名でした。メンバーは皆、元気そうで何よりでした。 

私は今、障がい者の方に対するヘルパーをさせて頂いて

いますが、そこで感じているのは、皆、一生懸命に生きて

いるし、不得意な所を補い合いながら生きるのは健常者も

含めて皆同じだし、「障がい者」というレッテルは周りが張

るのではないか？ 

もし車イス用に自動販売機のコイン投入口を全て低くし

たら、今度は健常者が「障がい者」と呼ばれるのではない

か？ 

そういう事を考え併せると「障がい

というものは本当はないのではない

か？」という事です。身体障がい者の方々の言う通りに「障

がいは個性だ」と実感しいます。 

事業者側に「ゆっくり仕事を増やして下さい」と伝えた

通りに、仕事はゆっくり少しずつ増えています。この調子

で仕事を頑張って行きたいです。 

次回のはたらっくすは7月11日（土）の16時から18時です。 

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 
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障がい者の政治参加で社会が変った 
 

「社会的マイノリティの政治参加！」を掲げた障がい当事者議員のトークは、1面既報のとおり、北区赤羽会館で行

われた。そのトークにズームインし、20 年前、バリアフリーに始まって、今後、「合理的配慮」が多様な分野で進む

社会へどう具体化していくのかの夢多い議論を行なった。（写真は斎藤りえさんが手書きしたのが書画カメラで映し出

される場面） 

 

主催者を代表して、斉藤縣三わくわくかん理事長が「わたし

たちは精神障がい者の就労支援を行っている NPO です。阪神

大震災の直前、障がい議員ネットワークをつくろうとしたがな

かなか広がっていない。韓国の国会には障がい者議員が７、８

人いる。というのは各政党が障がいのある議員を位置付けてい

るから。日本は遅れている。女性の政治参加と同様に、大変遅

れている国だといわざるをえない。障がい者の垣根を乗り越え

て、差別解消法の実施、差別をなくすことに取り組んでいきた

い。北区に斉藤りえさんが新議員ということで具体的なネット

ワークをつくりだしていきたい」と挨拶して始まった。 

コーディネータの堀利和さんが、「全国 3万 2千人の議員の

うち女性はたった 12，3％。障がい者の有権者は 7 百万人位

いるが議員はほんのわずか。斉藤りえさんは初の聴覚障がい議

員、斎藤まことさんは政令都市初の車イス議員、藤田さんは初

の盲導犬と議場に入った、私は初の視覚障がいの国会議員。権

利条約にうたわれた『合理的配慮』が多様な分野で進むようこ

の企画をした」と述べた。 

斉藤りえさんが、「私は初めての聴覚障がいを持った議員で

はなく 2001 年に長野県の白馬村の櫻井清正さんが一人目、

今回も兵庫県明石市で家根谷さんも当選されています。幼稚園

はろう学校の幼稚部と普通の幼稚園。小学校はふつう、国語と

算数だけ『きこえ』という教室でマンツーマンで勉強した」体

験を語った。斎藤まことさんは３歳のときに脊髄の病気になり、

学校は三重県で養護学校が１か所しかなくて、寮に入り高校は

通信制。ふつうの教育環境は大学からで名古屋のわっぱの会で

印刷屋で働いた。車イスで選挙に出て、浮き沈みがあったが、

4月で６回目の当選と自己紹介。藤田芳雄さんは 1999 年、

盲導犬と一緒に立候補、長岡で３期務め、長岡市民の良心には

感激した。高校は工業、NTT に就職し中途失明、今は自宅で

鍼灸をしている。堀さんは薬害による難病で重度の弱視、小学

校は低学年はふ

つう、４年生から

盲学校へ。１６歳

から東京で筑波

の盲学校で寮生

活。産休代替とい

うことで保育園

で保父として働

き、70年代、80

年代は障がい者

運動、89年に参

議院議員になっ

て 2期務めた。 

障がい者の政

治参加について、

車イスのまこと

さんは名古屋で

大きな駅が出き

るというので「エレベーターはどこに？」と聞くと、「つきま

せん」と。結局 15 年後にやっとついた。「駅ができるよ」と

わたしたちが聞いたときには、工事の契約が終わっているのが

現実と語った。 

藤田さんは「障がい者がみなさんの目に触れることが大事、

政治に直接参加することによって視覚障がい者がどんなこと

ができるか見て欲しい。埋もれた才能を開花させるというりえ

さんの言葉のように、自分に対する挑戦があった。盲導犬が入

るとき"神聖な議場に犬が入るのは、豚や牛が入ると同じでは

ないかと"と抗議の電話がいくつもあった。」と語った。 

【7面へ】 

 

 

★今まで知らなかったことがかなり聞けて興味深かった。みな

さん努力をされていると同時に議員になるということはそれ

だけメリットも多くなると思った。でもまだ精神障がい者の理

解はほど遠いのだと思った。主人から聞いて来て良かったと思

います。 (50 代) 

★社会で、合理的配慮というと、障がい者全員に当たるという

実話を初めて聞く事ができて、参加して良か

ったと思いました。 (30 代) 

★途中退場しましたが、ちょうど 4 人の方が

トークをされていた時まで聞きました。障が

い者同士のトークは手段が少ない、視覚と聴

覚の方同士など、とくに難しいなと思いまし

た。 (30 代) 

★政治家は市民の声の代弁者。耳の聞こえない人の声を議会の

場に届けて生活しやすくする。これは全ての政治家にいえるこ

とと思います。北区の斉藤さんにもどうぞ、あなたに届く声を

背に議会でも頑張って下さい。それによって助かる人がたくさ

んいますので。 (60 代) 

★初めての企画としてまだ未消化の事はあったと思いますが

興味深く聞きました。23 区は当事者議員がりえさん以外にもい

 

るのでしょうか？これだけ人口も多く、多様な人の集まってい

る東京に、多様な議員を増やしていきたいものです。(60代以上) 

★知らなかった事がたくさん聞けました。「合理的配慮」が多

様な分野で進む社会へ！というテーマについてもっと深く聞

きたかったです。 (20 代) 

★福祉がもっと北区で良くなっていけば大変ありがたいと思

った。毎年々だんだんと、首がしまっていくよ

うな、生活が追い詰められていくような気がし

ます。国保料、介護保険料の値上がりなど、非

常に生活を圧迫しています。ヘルパーの利用時

間の短縮なども活動を制限していく方向にむか

っていくような気がします。 (40 代) 

★障がいを持つ人が、政治活動をしていくうえには細かい配慮

が必要なのだなあと思いました。障がいを持つ人が、当然のよ

うに議員になれるような社会にしたいですね。障がいの垣根を

なくしていきたいですね。私はよく板橋区議会にぼうちょうに

行きます。障がいをもった議員が参加するとまたちがった区政

に変ってくると思います。ためになるトークありがとうござい

ました。人と人とのコミュニケーションの大切さを感じました。

(40 代) 

参加者の感想 
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市民団体と行政をつなぐ大きな役割 

りえさんからは「政治の世界は『声』

が全てだと感じ、聴覚障がい者はあら

かじめ排除されているように感じた。

区議会議員では選挙でチラシを配る

ことが法律で禁止されている。選挙と

言えばマイクを持って演説している

姿や、街宣車が街中を回る姿、駅前で

大きな声を出してチラシを配る姿だ

と思いますが、これらを全てハンディ

のため行うことができなかつたと語

った。 

堀さんは白杖は私にとって体の一部。

白杖を使うには議長の許可が必要な

のには驚いた。 

 障がいを持つ議員が当選することで、議会の

なかでの「合理的配慮」がどう進んだかについ

て、藤田さんは盲導犬が許可されたこと。白杖、点字板も、音声

でしゃべるソフトの入ったパソコンも許可も得た。一般質問は左

のイヤホンで聞きながら、右の耳で自分の声を聴きながらやった。

堀さんは、点字ブロック、点字で名前と部屋番号を付けるとか、

２期目からは秘書３人いたのでなんとかなった。まことさんは、

車イストイレ、段差にスロープ、質問するための檀上に入るため

のスロープ設置。採決では細則上は起立だが挙手を認められたり、

座席の場所への配慮などをあげた。りえさんは 1.面報道のとおり、

議会の積極的対応を紹介、音声ソフトは固有名詞の間違いが多い

ため、事務局が隣にいて筆談サポートしてくれる。UDトークと

いう無料音声ソフトをスマートフォンで使っていると報告した。 

透析患者さん用にバス停改善～長 岡 

介護保障を大きく引き上げた～名古屋 

まことさんは「役所の人、政策を作っていく人たちに対しては

意識をさせる、私が障がい者議員だからできたという施策があり、

役割を果たしてきたと思う。私自身細かいことを知っていて、役

所の人にごまかされずにしっかり交渉出来るということも大き

い。街づくりとバリアフリーに一定の貢献はしてきた。精神障が

い者の医療費助成を中程度の人まで出しているのは、政令指定都

市では名古屋市だけ。２級まですべての医療日でつかえる。運動

団体の人たちとうまく連携しながら当

局の上の人への働きかけをした。これ

については多くの人から感謝されてい

るのでよかった」と語った。 

藤田さんも「議員になっただけで市

役所庁舎かバリアフリーに変わる。音

声案内や点字ブロックなど。障がい者

が政治の場に出ることが大事。一番力

を入れたが一番実現できなかったのが

障がい者雇用だった。透析患者さんが

座ってバスを待てるようにしたいと、

公共交通、バス停に屋根をつけ、10か

所以上作らせた」と。 

堀さんは「最初の法案の審議が年金法だった。

２回委員会で、障がい者に限った年金のことを

取り上げることができた。次のときは福祉８法

の改正。そのときに政府に質門しても「うん」とは言わない、「何

年か後に実現する」と。街づくり、建設委員会、運輸委員会と派

閥があるなか、当事者として関わった。たとえば航空法、直接法

案の内容にかかわらないことでも当事者議員ということで障が

いに関わることを質問できた。９１年に国家公務員の点字入試、

目に見えた私の成果の１つ」と。 

会場から「議員だからできた、市民になったらできなくなった

ということがあるのでは?」や「斎藤まことさんの最大の功績は

介護保障で、名古屋の保障を引き上げたのが大きい。議員個人の

役割というよりも、市民団体と行政をつなぐ、障害者団体の声を

届けた役割があった」と発言があった。 

「精神障がいの議員さんはいるのか？どのような壁がある

か？精神障がいのある人とのコミュニケーションについて」も出

された。 

堀さんは「障がいのある人の社会参加が進まないと世の中は変

わらない。自分で精神障がいがあると訴え、障がいは直接学ばな

いとわからない。学校や職場で、地域で障がいある人・ない人が

一緒に過ごす社会を創っていこう」と締めくくった。 

 

リボーンプロジェクト OBの感想 
私は何十回も面接に落ち、リボーンの模擬企業コースで学ん

で、今は就労しています。 

「もし、もっと社会人経験があり実力や実績を備えたなら、

障がい者問題などをもっと勉強すれば私も統一地方選挙で当

選できるのではないか」という無茶な空想をしたことがありま

す。 

障がい当事者議員・議員経験者の講演会があることを知りわ

くわくしながら参加しました。 

堀利和さんが当選してしばらく経ってから障がい者議員かそ

れとも政治家かどちらを選択しようかと迷ったエピソード。斎

藤まこと議員が市民団体と連携をして政策を練っているとい

うエピソード。藤田芳雄さんの議員経験からによる斉藤りえ議

員への温かい助言。斉藤りえ議員が音声をパソコンで文字に変

換して他の議員の発言を知るためのソフトを試行錯誤しなが

ら議会で使用している話。そして障がい当事者議員として活動

をしていることによって市民の障がい者を見る目が良くなっ

たというエピソードが心に残りました。堀利和さんの議員時代

の本を２冊購入しました。 

精神障がい者と名乗り立候補できたらという無茶な空想を頭

の片隅に少しだけ持ちつつ仕事を一生懸命に頑張りたいと思

います。（T・K） 

運営の連携プレーにかかわって 
私は運営や設営に少なからず参加させていただきましたこと

に、大変感謝しております。来場なされる方々には常におもて

なしの心を大切にしたい、また運営に携わる皆様との積極的な

連携プレーは私も含めまして将来のお金以上の財産となる可

能性を十二分に秘めています。 

また質問させていただきたいこともたくさんありましたが、

今後も運営会場のお手伝い等、ございましたら積極的に携わら

せていただきたく思います。（A.M.） 

車イスのまことさん（左） 

盲導犬同伴の藤田さん（右） 



1998年 10月 9日第三種郵便物認可 （毎月 3回 8の日発行） 

2015年 7月 14日発行 SSKU 増刊通巻第 5180 号 

 

8 

第 4回 わくわくかん 家族懇談会のお知らせ 

開催日時  ： 2015年 7月 28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   ： 「精神保健の日本と海外の支援制度について」 

        本保 善樹先生（北区保健所所長）  

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 

今年の共同連全国大会は北海道で、９月１２日（土）から１３日（日）にかけて開かれます。その北海道

で、３月３０日「生活困窮者自立支援法」の課題を検討してきた諸団体で「北海道社会的事業支援機構」が

スタートしました。その役割を石澤利巳理事長に聞いてみました。 
 

北海道で「社会的事業所支援機構」が発足

 2015 年 4 月から実施された生活困窮者自立支援法

ですが、札幌市では公募で選ばれた一事業者が、自立

相談支援事業、住宅確保給付金の支給、一時生活支援

事業等を実致しました。しかし、出口である「中間的

就労」に関しては未だ具体的な札幌市の実施計画が見

えてきません。共同連が指摘してきた、就労（出口）

なき相談支援事業では、自立支援法は名ばかりのもの

にしかすぎません。同時に、相談事業所が市内に１カ

所のみであり、190万の人口を抱える札幌市の実態に

沿うものとなっているとはいえません。 

 昨年来から生活困窮者自立支援法の問題等につい

て検討会や調査活動してきた人びとが集まり、様々な

困難を抱える人たちが共に働く「社会的事業所」づく

りの推進と、社会的事業所を支援する組織づくりを検

討してきました。 

その活動を担ってきた人々を母体に、2015 年 3 月

30日に「北海道社会的事業所支援機構」発足総会が開

催されました。支援機構には、共同連北海道ブロック

を代表しＮＰＯライフ、労働団体を代表し連合北海道、

若者支援に取り組む「コミュニティーワーク研究実践

センター」、新規就農者を支援する「ふるさと回帰支

援センター」、ＮＰＯサポートセンター等の関係者で

構成されています。 

社会的事業所支援機構の役割は、「民」による社会

的事業所づくりと社会的事業所を支えるための財政

的支援、仕事発注による支援、困難者の相談支援を行

う企業・団体をコーディネートしていくことにありま

す。 

 当面の取り組みとしては、全道の生活困窮者をはじ

めとする就労困難な人々の実態把握と合わせ、支援団

体の全道的なネットワーク形成、北海道や札幌市への

制度政策の提言・要望活動に取り組んで行く予定です。 

 政策提言の活動としては、予算編成時期に合わせ

「社会的秋闘」として社会的事業所支援に向けた自治

体独自の制度作り等の交渉を、幅広い団体と協働で取

り組んで行くことを計画しています。とりわけ、厚労

省が示す「中間的就労」の非現実性と障害者就労モデ

ルにした「福祉的就労」ではなく、労働・雇用施策と

しての社会的事業所制度の実現に向けた取り組みを

行っていきたいと思っています。 

 札幌市では、秋の補正予算時に「中間的就労」に関

する具体的な提案がなされるという情報があります。

まずは、補正予算に向けての活動を展開していきたと

思っているところです。 

ＮＰＯ北海道社会的事業所支援機構 

理事長 石澤 利巳
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6月19日、労働派遣法改正案が衆院厚生労働委員会で可決され、多くの疑問と不安が拡がっています。障が

い者の就労にも大きな影響のある法案について関口達矢さんに聞いてみました。 

東京ユニオン 関口達矢さんに聞く 

労働者派遣法をめぐる動き 

派遣はずっと派遣のままで 

都合が悪くなれば使い捨て 

●労働者派遣法「改正」案の内容 

 労働者派遣法がどのように変えられようとしてい

るのか、見てみようと思います。 

現在の労働者派遣法は、専門性が高いとされる 26

業務を定め、これらの業務については派遣期間の定

めをおかず、26 業務以外については原則 1 年、最

長 3 年を超えて同一の業務での派遣を禁止していま

す。 

今回の「改正」案では、専門 26 業務による規制

を廃止し①派遣労働者が派遣元と期間の定めのない

雇用契約を結んでいる場合、派遣期間の制限を設け

ない（期間に関わりなく派遣を継続できる）、②派遣

労働者が派遣元と期間の定めのある有期労働契約を

結んでいる場合、同一業務での派遣期間は最長３年

とするが、人が変われば同一業務であっても続けて

派遣できる仕組みとする、ことを求めています。 

この「改正」案が成立すると、派遣はずっと派遣

のままで都合が悪くなれば使い捨て。または３年ご

とに有無を言わさず雇止めになる可能性が大です。 

派遣先の会社にとっては、いつでも都合よくクビ

にできるようになるわけですから、正社員も派遣に

置き換えられて使い捨てにされるようになりかねま

せん。つまり、今回の「改正」案は、派遣労働者だ

けでなく、働き方に関わらずすべての働く人に影響

を与えかねない、とんでもない改悪なのです。 

労働者派遣法の後には残業代ゼロ法、過労死促進

法といわれる労働時間規制の緩和（労度基準法｢改

正｣）も控えています。さらに政府は、解雇の金銭解

決制度の導入も急がせようとしています。 

今、まさに働くルールが、次々と変えられようと

しています。今後を注視していきましょう。
 

第６回「日韓社会的企業セミナー」案内 
共催：明治大学日欧社会的企業比較研究センター 

ＮＰＯ法人 共同連      

 社団法人 韓国障碍友権益問題研究所 

日時：2015年 8月 1日～8月 2日（日） 

場所：明治大学 グローバルフロント（JRお茶の
水駅から 5分） 

8月 1日（土） 4031教室,  

8月 2日（日） 4021・4031教室 

 

8月１日（土） 

１３：３０        開会式 

１４：００～１５：３０  基調講演①  韓国 
イ・インジェ ハンジン大学校教授（予定） 

「社会的経済基本法制定と社会的経済の発展」 

１５：４０～１７：１０  基調講演② 日本 
藤井敦史 立教大学教授 

１７：３０～１９：３０  交流会 

８月２日（日） 

 ９：３０～１５：３０  

分科会①「社会的企業・社会的事業所をめぐって」 

午前：法制度の現状と課題   

午後：実践現場からの報告 

分科会②「障害者差別をなくす取組み」 

－韓国・障害者差別禁止法  

－日本・障害者差別解消法 

午前：法制度の現状と課題   

午後：障害者差別の実態と取組み 

連絡先：共同連全国事務局 

名古屋市北区大曽根 4-7-28  

わっぱ共生・共働センター３Ｆ 

Tel/Fax 052-916-5308  

E-mail: kyodoren@gmail.com

 

●派遣労働者が派遣元と無期契約を結んでいる場合 

派遣労働者Ａ                         

 

●派遣労働者が派遣元と有期契約を結んでいる場合 

派遣労働者Ｂ 

 

 

 

 

 

 

3年を超え期間制限なく派遣可能 

3年を超える派遣を禁止 人を変更すれば同じ課で受入可 

課を変更すれば同じ人の受入れ可 

または意見を聞かずに雇止め！ 

３
年
超
な
ら
過
半
数
労
働
組
合 

な
ど
か
ら
意
見
聴
取 
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＜“ひきこもり”と言われて＞ 
父母の介護に専念した新しい生き方  

 年末には、お手紙をいただきまして、ありがとうござ

いました。心にしみて涙があふれました。雑事に追われ

ておりましたので、落ちついてから手紙しようと思って

おりましたら、今になってしまいました。交通事故に遭

われたとのお葉書は、兄の霊前に供えて報告しておりま

した。兄のこと、もっと早くにお知らせしなければいけ

ませんでしたのに、その余裕もなく、どうかお許し下さ

いませ。 

 兄は真正直に、間違いには否と言い、

そのために普通の社会生活のしにくい

人でした。今で言う、不登校の走りを

し、フリーターの走りをし、サッカー

の人口の少ない頃より、サッカーチー

ムを作り、男性が親の介護をするとい

うことが、まだ珍しい頃から両親の介

護に専念し、と、ある面では時代の先

を走ったところもあるのでしょうが、

世間からは特異な人としてなかなか理

解してもらいにくい所がありました。 

晩年は、人との交流はほとんど断ち、

庭を林のようにうっそうとさせ、ベッ

ドの横には般若心経を置いておりまし

た。兄の死後、庭が余りに、うっとお

しいので、植木屋に剪定してもらいましたら、10センチ

もの積もった枯葉をとり除くと、何と、せみの脱け穴が

いっぱいあって、木々には脱け殻がたくさん残っており

ました。そして、片隅に、鳥のためでしょうか、水飲み

用の器が置いてありました。私には、町の中の生き物の

ために、林を作っていたかに思えました。母の世話をし 

ながら、心境は、もう大自然に向かっていたように思え

ます。身体も心も疲れ切

っていたのでしょう。 

とは言え、日常生活で

は、しないといけないこ

とは、きっちりしておりましたし、「万葉集は、文学の基

本や」と嬉しそうに言って、カルチャーセンターの「万

葉集」と「松尾芭蕉」の講座を聴きに行っておりました。

唯一の楽しみだったのだと思います。 

その「万葉集」を聞きに行く途

中、5月 19日に、T駅の座席で眠

るように倒れ、即死いたしました。

心臓病でした。兄はいろんなこと

に興味を持ち、読んだり、見たり、

聞いたりしておりましたが、いち

ばんしたかったのは、やはり文学

だったのだと思います。 

いずれ、母を見送った後は、介護

という、厳しい体験を肥やしにして、

兄らしい文学の世界をつくり出し

て欲しいでした。母よりも先に、力

尽きて逝ってしまった兄の死が残

念でなりませんが、誰にも真似ので

きない、きれいな、見事な生き方、

死に方だったのかも知れません。 

あなたさまの手紙にありましたように、少年のままで朽

ちてしまいました。やっと生きづらさから解放されて、そ

の死顔は、まるでお地蔵様のようでした。さぞかし、今ご

ろは、あの世で彼一流に、のびのびとやっていると思いま

す。                    (W.K) 

 就労支援センター北わくわくかん 

登録者（2015年 5月末） 517名 

就職者 3名（接客、事務、PC講師） 

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、男性 1名、女性 2名が入居しています。 

先日、季節ごとのレクで旧古河庭園に行ってきました。何と卒業生が 2 人も

参加しました。 

バラのフェスティバルで音楽祭中だったため、美しいバラのドレスを着たフ

ルート奏者に対し、OBのSさんは「別に本物のバラがあるんだから、ドレスま

でバラにする事はないじゃねぇか。」の一言。 

美しい奏者に対して照れて言った台詞に、入居者 Iさんは「Sさんは何でい

つも意地悪言うの!?」と最後の最後まで怒りっぱなし。 

いつまでも変わらない皆と、日本庭園の中でのんびり過ごしました。 

◆編集後記◆ 

わくわくかんの配食事業の利用者は高齢者が圧倒的に多く、利用が止ま

るのも病院や施設への入所が多いことがわかった。響の仲間がおちゃの

こ祭祭でカレーやドッグやコーンを販売し、大活躍！。障がいの垣根を

越えた当事者議員のトークを「バリアフリー 議場から変えられる」（東

京新聞）、「合理的配慮を議会から」（福祉新聞）と報じた。 

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

生活福祉課・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

ク飯田橋・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㈱・小峰

クリニック・ドリームヴィ・西ヶ原病院・き

らきら・東京都心身障害者福祉センター・北

区保健所・なごや就業･生活支援センター 

他多くの方にご協力いただきました。 




