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2015年 11月号 No.176 

 

    

✧ 11月 10日（火）みんなで考えよう 障害者差別解消法 北とぴあ 3階 北区障害福祉課 無料 

✧ 11月 14日（土）はたらくっす 17:00～ 障害者センター4Ｆ コミュニケーションルーム 

✧ 11月 21日（土）事業所休所（A型除く）職場研修 10:30～19:30 リボーンプロジェクト  

✧ 11月 24日（火）家族懇談会 16:00～ 自立訓練室  

✧ 11月 26日、28 日 精神障がい者サポート養成講座 13:30～  北社協小地域福祉活動拠点 

✧ 11月 31日（月）現場協議会 16:30～ スカイブリッジ        ＜わくわくかん 11月予定表＞ 

就労支援センターについて、ご紹介したいと思います。「就労支援センター北わくわくかん」は、精神障がいを持つ

方で、仕事がしたい方、仕事をしている方、の様々なご相談をお受けしたり、お手伝いをしたりするセンターです。 

就労支援センター北わくわくかんーその活動と現状
東京都では、各区市町村に「障害者就労支援センター」が

1 ヶ所以上設置されており、北区の場合、身体・知的障がいの

方は、社会福祉法人ドリームヴィが担当し、精神障がいの方は

当 NPO法人わくわくかんが担当しています。 

求職中の方には、「仕事の探し方、応募書類の書き方、面

接の受け方、実習のお手伝い、就労訓練場所の紹介、面接・

見学・通勤同行などを」を行っています。 

就業中の方には、定着支援として、「定期訪問を行い、業務

遂行上の課題・職場の人間関係についての悩み、職場で長く、

気持ちよく働けるための環境調整、事業主の方からの相談な

ど」をお受けしています。 

 生活面では、「体調面の相談、日常生活上の経済的な相談

から法律絡みの相談、人間関係の相談、手帳・年金申請など

各福祉サービスのお手伝い、余暇活動場所の紹介など」を行

っています。 

 つまり、精神医療を受けている方で、仕事をしたい方、してい

る方からの相談なら、手帳の有無にかかわらず、ご本人はもち

ろん、ご家族、事業主様からのご相談も可能で、あらゆるご相

談をお受けしています。 

障害者就労者数―3障害のうち最も多くに 
 最新の東京都労働局の統計によると、障害者就労において、
精神障害者の方の就職者数が、知的、身体障害の方を上回

り、3 障害のうち、最も多くなっています。当センターでも同様で

B型事業所からの就労者等も増加しています。 

さらに、今後の、精神障害者の雇用義務化を見据えて、精

神障がいの方に対する企業の雇用意欲は旺盛な状況です。

当就労支援センターにも求人が多く寄せられる状況であり、就

労希望の障害を持つ方にとって、かなりの「売り手市場」である

と言えます。 

しかし、だからといって、誰もが簡単に就職できるわけではあ

りません。会社は、慈善組織ではなく利益を追求する組織です。

その方が就職することで、企業にとってどのようなメリットがある

のかをアピールできることが大切になってきます。自分の「強み」

を活かして、会社の

ルールを守り、貢献

できることが求めら

れています。 

当就労支援セン

ターでは、単に就職

するのではなく、そ

の方がやりがいを持

って長く会社で働け

るようなお手伝いに

力を入れています。

生活リズム、体調管理、得意分野・苦手分野の発見、コミュニ

ケーションに慣れるなどの準備を整えてから、就職活動を進め

ることは、遠回りに見えて近道なこともあります。 

誰でも、医療・福祉サービスや指導を「受ける」だけの立場

なら、自信や生きる力を失ってしまいます。知識・経験・存在が、

会社や周りの人の役に立つことで、やりがいや充実感を得るこ

とができると思います。 

就労を通じて、自分の中の強みを生かして、社会に「貢献す

ること」で、自信や生きる力を高めることにつながるのではない

でしょうか。 

また、今は困っていなくても、イザという時に使える制度、場

所を知っているということは、当事者の方が将来的に自立して

行く上で安心感につながると思います。 

ぜひ、ご家族の方ともご一緒に、わくわくかん、就労支援セン

ターなどの支援機関や、福祉制度・家族会などの社会資源を

うまく活用していただきながら、ご自身のより良い生活のために

利用して頂ければと思います。 

一人で悩んでいることでも、誰かに話せば、気持ちが軽くな

ったり、解決の糸口が見えてくるかもれません。当センターにご

相談頂ければ、少し気持ちが軽くなるかもしれません。まずは、

お問い合わせだけでもお気軽にどうぞ。ご連絡をお待ちしており

ます。就労支援センター北わくわくかん 03-3598-3337 （K.K） 

  
 

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：03-3598-3337 

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 

 
 

 

 

 

 

【作り方】 

① 油揚げは沸騰した湯で油抜きをして、短冊切りにする。 

② さつまいもは洗い、皮をむきいちょう切りにし、水にさらし、ザルにあげておく。ごぼうは包丁の背で皮を

こそぎ、さきがきにし、酢水に１５分くらい放してアクをとる。 

③ 長ねぎは洗って、うすい小口切りにする。 

④ 煮干しは３０分くらい水につけ、火にかけて沸騰したら中火で１０分くらい煮出す。 

⑤ に豚肉、①、②を入れ、煮えたら③とみそをひと煮立ちさせて、仕上げる。 

 

 配食の顧客はほとんどが高齢者

の方なので、入院や施設入所などの

原因で利用停止となるお客さんが

多くいます。その他の原因で利用停

止となる方もいるので、そのままに任せていると、食

数は減る一方になってしま

います。今のところは利用停

止を上回る数で新規のお客

さんが入っているので、個人

のお客さんは少しずつ増えていますが、営業努力を続

けないと難しいと思っています。 

 現在、営業としてはポスティングに出てチラシを近

隣地域の各戸に配っているほか、北区内の地域包括支

援センター等の施設にチラシを置いてもらったり、高

齢者関連の施設に挨拶・営業に行ったり、イベントや

会合でチラシを配ったりしています。地域包括支援セ

ンターに置いてもらったり、イベントで配ったりする

チラシには 250 円の割引券を付けています。地域包括

支援センター等に置いているチラシを補充したり、割

引券を作成することも、今は重要な業務になっていま

す。 

 営業努力の成果なのか、最

近高齢者福祉施設のケアマ

ネ経由での新規注文がかな

り増えた気がしています。ただし、大口の高齢者デイ

サービスへの配達がなくなった穴は、いまだ埋められ

ておらず、今回新しく事業所向けにチラシを作成し、

リボーンの協力を得て高齢者関連の事業所へ FAX で

営業を行おうと、全体ミーティングで議論をしたとこ

ろです。 

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 

【材料】 ４人分 

豚こま肉 ------------------------- １００g 

油揚げ -------------------------------- １枚 

さつまいも -------------------- １／２本 

ごぼう -------------------------- １／５本 

長ねぎ -------------------------- １／３本 

みそ ----------------------------------- 適宜 

煮干しだし -------------------------- 適宜 ♠さつまいもは加熱してもこわれにくいビタ
ミン C が多く、B₁、B₆、C、E、K も含ま
れています。 

♠いもやごぼうは、泥つきのものを購入する
といいですね。 

ケアマネ経由かでら高齢者施設の注文も 

さつま汁 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7g0-vZvsgCFcMWpgod3OQNDA&url=http://www.taketoyo-shakyo.com/activities/helpinglife/helpmds/&psig=AFQjCNFHrGxehQDxFkZh8YXb0jw4pKYDDg&ust=1444800063248817
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〒114-0032  北区中十条 1-2-18 

北区障害者福祉センター4F TEL 03-5963-6588 

第 4 回北精連施設対抗歌合戦 

響がベストパフォーマンス賞を受賞

10月 13日、北とぴあにて、「第 4回北精連施設対

抗歌合戦」が開かれました。今回は 7団体から 22組

のエントリーがあり、また、会場はほぼ満席。初参

加の方から連続出場の方までそれぞれに思い入れの

ある曲を披露しました。 

わくわくかんからは 4 組が出場し、入賞は逸しま

したが、「R.Y.U.S.E.I.」を披露した響の有志「ひび

きーず」がベストパフォーマンス賞を獲得しました。

団体の垣根を越え、会場が一体となって大盛況のう

ちに終わった今回の歌合戦。もう来年の出場を見据

えている方々もいるようです。 
 

～出演者の感想～ 

☆司会をやらせて頂き、皆から「良かったよ」と言われて自信

がつきました。歌もダンスも練習しただけあって良くできたと

思います。（T） 

☆響として賞を貰えたのがうれしかった。実は緊張で頭が真っ

白で歌っていました。（O） 

☆当日は緊張でダンスが不安でしたが、後でビデオを見たらち

ゃんと踊れていたので良かったです。優勝できなくて悔しかっ

たです。（S） 

☆本番で緊張しましたが、やりがいがありました。少しミスは

ありましたが、よくできたところもあったのでそこを評価して

いただきたいと思います。（O） 

☆ダンスを担当した自分としては、みんなの力でとれた賞（ベ

ストパフォーマンス賞）がとてもうれしかったです。（I）

 

 

 

 

 

 

  

自立訓練（生活訓練）事業 ボランティア響会 



 

 

〒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 

 

 

＊10 月 14日 終了式と茶話会を行いました＊ 

9 月に予定通り講座は終わりましたが、補講や実習が残

っている方がいらっしゃいました。10 月 14 日に試験

を行い、その日のうちに採点を行いました。待っている

間はとてもドキドキ！！無事に修了証書を受け取り（写

真）、茶話会を開いて合格の喜びを分かち合いました。 
 

＊介護職員初任者研修を受講してのアンケート結果です。 

Q1 講義内容は理解できましたか？ 

 まあまあできた。難しい言葉で説明されると理解しにくい

ところがあった。 

 少しはできた。介護の考え方や倫理は理解できたが、

知識や技術は身に付いた

と思っていない。 

 

Q2 演習は理解できました

か？ 

 少しはできた。自分の番に

なると頭が真っ白になって

しまいよくわからない。時

間があれば同じことを何度か繰り返して覚えたかった。 

 少しはできた。演習は実際やってみるとできないところも

あった。 

 少しはできた。コツは分かったがすぐに使えると思わな 

い。

 
Q3仕事として目指したいですか？また、その理由は何

ですか？ 

 もしかしたら。困っている人たちを助ける。 

 もしかしたら。自信がない。 

 そのつもりはない。いずれ親の介護が必要になったとき

に役立てられたらと思う。 

 

Q4 研修を修了した現在、興味や関心を持った「介護職

が働く場」はどこですか？ 

 訪問ヘルパー。どの家でも、その家に合わせたやり方

で仕事をすることが素晴らしいと思った。 

 

Q5その他、感想をお聞かせください。 

 時間があったら個人で復習して日常生活で役に立てた

いと思います。様々な事情で困っている人たちのお役

に立つのは良いと思いました。 

 実際に現場で働くとなった身体介護に不安とコミュニケ

ーション力に不安があるのですが人と接してその人らし

い生活を支援出来るが良い点だと思います。 

 
模様替え 

先月号でプログラムコースがオフィスの中に移動したという

ことをお伝えしました。慣れるまでは緊張していて休憩中や朝

礼前でも「おしゃべりしてはいけないのではないか、、、」「居眠

りしてはいけないのではないか、、、」と戸惑っている様子が見

られました。 

☆ 第一印象は？ 

 人が多く企業みたいだった。 

 きれいです。模擬企業の配置はもう少し空間的に余裕があ

る方が良いですが…。 

 狭くなったなと思いましたが、模擬企業の訓練生の方と交

流できるのがいいなと思いました。 

 模擬企業へ引っ越して席が増えることを期待していまし

たが、それほど増えていませんでした。 

☆ 今後の希望はありますか？ 

 業務がしやすくなる。 

 皆で「きれいさ」を維持するように努めたいですね。常々

の整理整頓が大事ですね。 

 定期的に模擬企業の訓練生とプログラムコースの訓練生

とスタッフを含めて交流会を開いてほしいです。ガイドヘ

ルパーの講座を開講してほしいです。 

 パーテーションは部屋の広さの都合上、置くことができな

かったのでしょうか？ 

就労移行支援事業 

ど根性アサガオ成長日記⑥ 

皆で成長を見守ってきたど根性アサガオですが、種

を作る前に命の灯火が消えてしまいそうです！！

なんとか子孫を残していただき、来年も美しい花を

咲かせて楽しませてほしいと思っているのです

が・・・。たくましかった茎は細くなり、青々と生

い茂っていた葉は茶色く少なくなり、弱々しく「剥

げてるみたい」と言われてしまって可哀想な状態で

す。この子の代で終わってしまうのでしょうか。 

（M.Y.） 
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グループミーティングを通じて 
リボーンプロジェクトの現在は、模擬企業コースとプログラムコースという形になり、それぞれ特色を持った就労訓練を行

っています。両コース共通で、年に数回、茶話会や振り返りのグループミーティングの時間を持っています。10月には、「上

半期の振り返りと下半期への抱負を話し合う時間」と、＊①模擬企業の堀会長を交えての茶話会を開催いたしました。模擬企

業コースでは、模擬的な会社環境の中での業務体験やビジネスマナーの確認及び取得を目指しております。 

＊① 模擬企業の会長とは…模擬企業の形態のため会長役を設けており、法人の副理事長にお願いしています。 

 

～茶話会で＜振り返りと今後の抱負＞を語る～ 
・茶話会では、お菓子と飲み物を用意して、少しリラックス

した雰囲気で、話し合いをしています。今回の茶話会では、

スタッフが軽いインタビュー形式で、利用の方全員のお話し

を伺いました。利用の方の中には、人前で話すことが苦手な

人もいますが、発言することに挑戦をしてもらいました。 

・人前で何かを話すことは、とても勇気が必要な事だと思い

ます。振り返りの時間ではあまり発言は多くなかったですが、

参加している利用の方が考えや意見が無いわけではありま

せん。利用の方が発言されると、他の方は聞き入っていまし

た。発言に対してコメントをスタッ

フがすると、うなずきながら何かに

想いをはせている様子が見て取れま

す。 

・利用の方は、年齢も生き様も様々

です。発言した方と同じような経験

をしている方もおり、そのような方

は、共感し自分の他にも同じ経験や

思いを持つ方がいるという安心感が

生まれるなど一人では体験できない

感覚を持つこともあるでしょう。 

・大切なことは、自分が発言するこ

とだけではなく、他者の発言を聞く

ことも意味深いことです。沈黙の時間もまた、自らを見つめ

直している大切な時間でもあるのです。 

・利用の方は、日々いろいろな事に感じ想いをはせています。

したがって、一度、口火を切ると、堰を切ったように話し始

めることも珍しくありません。 

・そこで、大切なことは、流暢にエピソードを聞かせること

ではなく、自分の想いや感情を言語化する事で、自らを客観

視する経験を持つことなのです。そうした自分の発言に対し

て、他の方からのコメントの中にわかってもらえているとい

う安心感や自分一人では思いつかない気づきが得られるこ

ともあるでしょう。 

・ここで、茶話会での主なエピソー

ドをご紹介します。 

最近入られた方に多かったのが、「リ

ボーンに繋がるまでは、家にいてず

っと寝ていることが多く、生活リズ

ムも乱れていた。」「今は、居場所が

でき安心しています。」「就労に向け

て、モチベーションを上げていきた

いです。」「まだ、慣れていないので、

調子を崩しています。」「自分より業

務が上手にできる人を見ると、焦っ

たり、うらやましく感じたりします。」

などです。 

1年以上経過している訓練生に多かった意見は、「朝、起き

られるようになり、リズムが整ってきた。」「就職活動が現実

みを帯びてきて、不安があるが、必ず就職に繋げていきたい。」

「就労に向けて、漢字を覚えたり、パソコンのスキルを上げ

たりしていきたい。」などです。 

 

＜最近入所した人たちの声＞ 

★リボーンに入って、最初は慣れなくて分からない事も沢山あるけ

ど、決められた通所日にはしっかり通えるように頑張りたいと思い

ます。仕事（就職した時など）で必要なマナーや、スキルなどを身

につけて社会に出る為の良い経験になったらなと思います。 

★今あるもので何が出来るか考えて進んで行きたい。 

★毎日の生活リズムを安定させていきたいです。 

★リボーンに通い始めてから、いつの間にか 3 ヶ月が過ぎ、驚いて

います。ここに来る前はデイケアに通っていましたが、体力が無く、

週 5 日通えるようになるまで大分時間がかかるだろうと思っていま

した。また、環境に慣れる事が出来るのだろうかと、不安が大きか

ったです。 

しかし、3 ヶ月の間に週 5 日通えるまでの体力がつき、環境にも大

分慣れて、今では安心して通う事が出来る様になりました。 

リボーンはとても居心地が良く、集中して業務に取り組めるので、

これからも色々なスキルを身に付けて就職に繋いでいきたいと思い

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 
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行う仕組みにすべきと考えますが、いかがでしょ

うか。  

（３）労働行政における「特開金」制度は一般企

業での雇用をすすめるための施策です。そもそも

福祉サービス事業としての給付を得ているＡ型

事業所では特開金支給ができないような方策を

とるべきと思いますが、いかがでしょうか。 

これをみてもらえばわかるように、今回の厚労

省の自治体への改善通知は、共同連の改革提案に

全くそった内容となっています。 

9 月 2 日に厚労省障害福祉課長と話し合った際

には、課長の問題意識が乏しく、10 月から短時

間利用への減額提案の結果を見るという姿勢だ

けでした。いろいろな話は聞いているが、どれ程

どのような問題があるのか充分把握できていな

いし、自治体が事業所に対して指導を行う責任が

あるというだけの回答でした。この申入れは民主

党の国会議員室（新たに生まれた障害者政策の議

員連盟の幹事長の部屋）で行われ、その後元衆議

院議長（民主党国会議員）の部屋にもこの課長は

呼ばれ、わたし達共同連と同様の回答を行ってい

ました。それがたった 6 日で大変な変化となった

のです。 

申入れ当日には、厚労省の行う給付金減額とい

う対策は何の効果も生まないどころか、いいＡ型

を困らせるだけの逆効果しかないこと、既に悪し

きＡ型はその対策をしっかりとっていることを

説明しました。①労働時間は４時間のままで、休

憩時間だけ増やし、減額を免れようとしている、

②平均利用時間を下げる短時間の人は辞めさせ

ようとしている。しかも雇用契約を優先させた雇

い止めが進行していることを伝えました。 

結果、厚労省はようやく重い腰を上げ、初めて

わたし達の主張を受け止めた改善の方向を示し

たのです。ちょうど一年前にも障害福祉部長に対

して悪しきＡ型の問題で申入れを行い、一律の減

額ではダメだと伝えましたが、その時は抜本的改

善といっても具体的な提案は示しませんでした。

今回初めて具体的な改善策を示したことで、初め

て厚労省を動かすことができたのです。 

共同連としてこの成果を元に、引き続き厚労省、

各地方自治体への働きかけを強め、悪しきＡ型を

なくし、障害ある人無い人が共に働ける社会的事

業所実現に向けて精力的に取組んでいきたいと

考えています。 

2015年 9月 22日 
 

2. 障害者総合支援法における就労支援

の見通しについて 
既に総合支援法における就労支援法３年後の見直し作

業が社保審障害者部会で進められています。しかしこれ

までの会議の流れを見ていると１．の「悪しき A型問題」

への認識もなければ、より根本的な問題認識も見られま

せん。このままでは小手先の改善に終わってしまうこと

を危惧して以下の３点を質問・要望します。 

(1)就労移行支援事業の変質について 
① そもそも「福祉」に滞留している障害ある人を雇用

につなげる「福祉から雇用へ」という流れをつくり
だすためのものであったはずです。それが今では特
別支援学校の新卒者や一般的な就労希望者の雇用の
ための支援機関に変質しています。現状をどのよう
に認識され、就労移行支援事業の役割をどのように
考えているのでしょうか、お示し下さい。 

② 本来は新卒者の就職については特別支援学校の仕事
であるべきだし、社会に出て仕事をしている人は労
働行政の障害者就業・生活支援センターに任せれば
いいのではないでしょうか、いかがでしょうか。 

③ この就労移行支援事業は始まって以来、福祉サービ
ス事業所のより高い給付金獲得の手段になっていま
す。そのような事業者はほとんど移行実績が上がっ
ていません。そういう所は減額ではなく、事業廃止
を行うべきです。いかがでしょうか。 

④ また近年は就労移行支援事業でも派遣会社や一般企
業のビジネスチャンスとして利用されている所が増
えています。これを止めるためにも障害者就業・生
活支援センターを充実、強化して対応していくべき
と考えます。 

(2)就労継続支援 A型事業所の充実・発展について 
① まず(1)の悪しき A型が全国にはびこっている状況

を根本的に改善することを率先してやるべきと考え
ます。いかがでしょうか。 

② ここでも（１）と同様に「福祉から雇用」への流れ
に反し、企業（雇用）の側が福祉を利用して給付金
獲得のために新たに A型事業所をつくったり、自ら
が A型事業所転換したりという逆行現象が増えてい
ます。これに対する対策が必要かと思われますが、
いかがでしょうか。 

③ A型事業所もあくまで福祉サービス事業所であり、
多数の障害ある人が働く場でしかありません。一般
就労が困難な障害ある人の継続的な就労の場を発展
させていこうと考えるならば、共同連の主張する「社
会的事業所」の考え方を取り入れるべきと考えます。
いかがでしょうか。 

(3)就労継続支援 B型事業所をどうすべき 
① この形態も自立支援法制定前の「障害者就労の省内

検討会議」では全く考えられていませんでした。し
かし結局この形態がつくられ、以前の授産事業と同
じ状態となっています。いくら工賃倍増計画といっ
てもこの１０年で１割余増えただけです。障害者に
どんなに問題があっても数万円の給料をもらえる
「悪しき A型」を選択するのです。一体、B型事業
所はどうあるべきと考えているのでしょうか。お示
し下さい。 

② 基本的にこの現状が改善されないなら、あらためて
B型事業所の存在そのものが問われることになりま
す。厚労省が２００４年に打ち出した「省内検討会
議」での「継続的就労（雇用）とデイアクティビテ
ィセンターという構想」の原点に立って考えるべき
ではないでしょうか。この点は今回の検討の中でも
いくつかの団体の要望として出されています。いか
がでしょうか。 

 

厚労省、全国の自治体にＡ型の改善指導を通知 
共同連の厚労省に出した 3つの改善提案が役割 

 

共同連は 1984年に結成され、結成以来、福祉サー
ビス事業でもなく一般営利企業でもない第 3の働き
方を目指しています。つまり、障害のある人もない
人も対等に働き、平等に成果を分け合う共働事業所
を求めてきました。それを実現するためにも障害の
ある人ばかりを集めるのではなく、様々な理由で仕
事に就くことが困難な人々も含めて共に働く社会的
事業所が必要と考えています。既に欧米やアジア・
アフリカなどでもこうした考え方が広がり、社会的
に排除された人たちの就労の場としての社会的企
業・社会的協同組合などが広がっています。その点、
わが国では福祉的就労が充実しているあまり、こう
した働き方が全く育っていません。 
せっかく 2006年障害者自立支援法以後、再編され
た障害者就労支援事業も様々な矛盾を抱えていま
す。総合支援法 3年の見直しを機に根本的な検討を
していくべきであると考えます。とりわけ、悪しき A
型に代表されるような福祉を食い物にする事業が拡
大していることは極めて由々しき事態です。障害者
行政の改善・改革を願って以下の点をご質問、ご要
望させて頂きます。 

1. 悪しき A型の抜本的改善について 
わたしたち共同連は 2012年よりこの問題を取り上
げ、問題となる A型を「悪しき A型」と呼んできま
した。ここでいう悪しき A型とは多数の障害者を短
時間雇用で受け入れ、充分な仕事環境・設備を有せ
ず、わずかな売上げしか得られない仕事をあてがい、 
職員人件費を含めた経費をできるだけ切詰め、給付
金・補助金を浮かして金をもうけようとする事業所
をさします。当然ここでは障害者一人への思いを大
切にすることもなく少しでも文句を言ったり、休ん
だりすれば、辞めさせられたり、一般企業への転職
希望は認めなかったりの人権侵害が多数生まれてい
ます。 
そういう場であっても大勢の障害者が集まってき
る理由は、一般企業に簡単に行くことのできない障
害のある人が、B型事業所に行くしかないとしても、
そこでは月１万円余の工賃しかもらえないという現
実がひろくあるからです。その点悪しき A型では最
賃の５～６万円がもらえるからなのです。 
依然として「悪しき A型」は全国に増え続けており、
これをこのまま放置しておくことは「福祉」を裏切
る障害者の人権侵害を認めることとなり、来年から
は障害者差別解消法が施行され、もはや一刻の猶予
もなりません。そこで以下の２点を質問・要望致し
ます。 

（1）厚労省の現状認識と実態調査の実施について 
一昨年１０月実施の給付金減額さらに今年１０月実
施されるより大きな減額では悪しき A型は一向に減り
ません。事実一昨年の減額以後も悪しき A型は更なる
増加をしています。そして今年の減額に対しては悪し
き A型事業所は４時間就労はそのままにして、利用時
間を５時間に変えるなどの対策をとっています。 
むしろそのような悪辣な発想のない良心的な A型事
業所の経営に打撃を与えるだけに終わっています。わ
たしたちは一昨年の減額の後に「単なる短時間雇用へ
の減額だけでは意味がない。真面目に取り組んでいる
所への圧迫になるだけ」と申入れてきています。 
① 厚労省は「悪しき A型」問題について、どのよう

な認識を持ってこの問題に取り組んでいこうとし
ているのか、どうして短時間の減額措置でいいと
考えているのかをお示し下さい。 

② 全国にどの程度このような実態が存じていると考
えているのでしょう。正解な現状を知るための実
態調査を早急に実施して下さい。 

（2）悪しき A型の抜本的改革に向けて 
① 抜本的改革を実施するための検討委員会を設置し

て下さい。その委員の中に必ず「共同連」も加え
て下さい。 

② 短時間雇用の減額を実施するならば一律的な減額
を行わず、障害のある人個々の希望に沿った労働
時間の設定や障害ある人の身体・精神状況に応じ
た対応を行っている事業所を除き、一律的に短時
間を強制している所だけにすべきと思われます
が、いかがでしょうか。 

③ その事業所できっちり仕事保障をしていこうとし
ているかどうか、つまりそれなりの事業収入に対
して一定の給与支払いができているかどうかを見
極めて A型事業所の指定を行う仕組みにすべきと
考えますが、いかがでしょうか。 

④ 労働行政おける「特開金」制度は一般企業での雇
用をすすめるための施策です。そもそも福祉サー
ビス事業としての給付を得ている A型事業所では
特開金支給ができないような方策をとるべきと思
いますが、いかがでしょうか。 

厚生労働省は、9 月８日に各自治体に対し「A 型における適正な事業運営に向けた指導について」の通

知を行なった（障障発 0908 第 1 号）。これは、この間、障がい者運動の共同連が、本来、期待されてい

る A型に反し、制度を悪用する「悪しき A型」として指弾してきたことに、ようやく厚労省が腰を上げた

もの。さっそく名古屋市は 10 月 1 日、A 型事業所あての通知を行った。「厚労省通知」に対する齊藤縣

三共同連事務局長の談話と共同連の「9.2申入れ書」を資料として掲載します。 （編集部） 

全国大会ごくろう様でした。現地実行委員会

の皆さんのがんばりで大変内容の濃い充実し

た大会となりました。 

それで、今回、共同連運動の大きな成果が

生み出されたので、皆さんにご報告します。 

既にご紹介したように、9 月 8 日付で厚労省

社会援護局障害福祉課長名で全国の自治体の

障害保健福祉部長あての「Ａ型における適正

な事業運営に向けた指導について」という通

知が出ています。 

そこには、これまで悪しきＡ型問題につい

て、短時間雇用の事業所への給付金減額策し

かやってこなかった厚労省が 3 点の抜本的な

改善指導を自治体に求めるという画期的な文

書でした（「就労継続支援Ａ型における適正な

指導」）。しかもその内容は、その 6 日前に共

同連が厚労省に出した 3 つの改善提案に全く

そったものだったのです。その通知は 

（１）利用に係る支給決定手続きについてＡ型

利用への暫定支給決定を行い、特開金が支給

決定されないようにすること 

（２）「生産活動の内容が不適切な事例」につ

いて収益の上がらない仕事しか用意されてお

らず、最賃を支払うことが可能な事業所かど

うか判断すること 

（３）「サービス提供の形態が不適切と考えら

れる事業所」について全ての利用者の労働時

間が一律に短時間とされている場合には、そ

の理由や利用者の意向等に反して共用されて

いないかどうか確認すること 

この前に共同連は、9 月 2 日の厚労省への申

入れ書（右欄に掲載）において次の 3 点を要

望しています。その内容は悪しきＡ型の抜本

的改革に向けて 

（１）短時間雇用の減額を実施するならば一律

的な減額を行わず、障害のある人個々の希望

に沿った労働時間の設定や障害ある人の身

体・精神状況に応じた対応を行っている事業

所を除き、一律に短時間を強制している所だ

けにすべきと思われますが、いかがでしょう

か 

（２）その事業所できっちり仕事保障をしてい

こうとしているかどうか、つまりそれなりの

事業収入に対して一定の給与支払いが出来て

いるかどうかを見極めてＡ型事業所の指定を

塩崎恭久厚生労働大臣 

共同連の「申入れ書」 
2015.9.2 

代表 堀 利和 
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第 8回 わくわくかん 家族懇談会のお知らせ 

開催日時  ： 2015年 11月 24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   ： 親亡き後のこと 

個人面談会 ： ※（事前にお申し込み）17:00～ 

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

2015年度 家族懇談会後半スケジュール 

12月 22日 わくわくかん懇談会 2月 23日 障がい者就労②当事者の視点で感じる事 

1月 26日 障がい者就労①現状と見通し 3月 29日 障がい者就労③共に働く A型 

 

最新のイタリア・リハ事情 
ブルチ先生が過去・現在・未来を語る 
イタリアのヴェローナからロレンソ・ブルチ先生を

招いた NPO 法人精神保健福祉交流協会の「イタリア

における心理社会的リハビリテーション」の国際セミ

ナー2015が 10月 3日、北とぴあで開かれた。 

 ブルチ先生は、よく知られているように 1978年の

「イタリアの精神医療改革：法律 180 号」から発展

してきた心理社会的リハビリテーションの流れをやさ

しく語られた。この法律は①公立精神病院

へのいかなる入院も禁止、再入院も禁止す

る。②地域社会を基盤にしたサービスの実

現。全範囲の精神科的介入の治療に責任を

持つ。③自発的であろうと強制的であろう

と、入院は緊急時のみ行われる。総合病院

内に小規模な精神科の設置（15 床以下）

を骨子とする大転換であった。このように、

精神病に対する公的サービスの仕組みを根

本的に変え、従来の公立病院を廃止し、コミュニティ

を基盤にした精神保健システムを全国規模で行うこの

法律によって、地域社会にさまざまな社会協同組合が

生まれ、就労と生活の場がつくりだされた。 

ブルチ先生は、それ以前のウイーンやジェノバの精

神病院の収監施設、全方位監視施設であるパノプティ

コンから現代版の監視施設へと、治療が行われなくな

り、打ちのめす残忍で不衛生な施設で刑務所さながら

となった精神病院の「大いなる施設化」の図を示され

た。1904年の法律 36号では医師の権限で 30日間

の身柄の精神病院拘束が、警察長官の命令で犯罪歴に

記録され、無期入院は裁判所の命令で決定され、入院

者は市民権を喪失したひどいものだった。 

それに対して脱施設化と反精神医学の運動がイギリ 

 

 

ス、アメリカ、イタリアで起こり、とりわけバザーリ

ア医師の役割の大きさを改めて強調された。公立病院

の表門を閉じた結果、1984年までに入院者数は 6万

人から 3万人に半減し、統計上の精神病棟は劇的に右

肩下がりとなった。 

1990年代には、イタリア全土で入院患者および外

来患者に向けたサービスの包括的ネットワークが完成、

住居施設及び住居を兼ねたケア施設の設置―治療共同

体、デイセンター、保健作業所といった、初期の段階

では著しく欠けていたサービスの整備が進んだことを

具体的な数字で例示された。次にヴェロー

ナにおける「地域精神保健において不可欠

な治療的要素」やセルフヘルプの原則とグ

ループのリハビリテーションとハビリテー

ションによって、疾病もしくは障害の進行

を縮減、健康増進、生活の質を高め、保健

サービスの利用の減少の成果を生んでいっ

た。 

「障害者権利条約」は、障害を抱える人々に対し、

一歩先んじた態度とアプローチを盛り込んでいて、障

害の社会モデルへの移行を示している。そこで人々は、

他者と対等な立場に立ち、あらゆる範囲の人権を手に

した「主体」とみなされる。そうした関係は、人間が

何かを選択する時の能力を下支えすると語られた。 

最後に、2010年、イタリア議会委員会が司法精神

病院に対し行った調査のドキュメント映像が公開され

た。それは 1978年改革の時に影響を受けなかった 6

か所の司法精神病院では映画『輝ける青春』さながら

に閉じ込められていた人々と同じような状況におかれ

ていることが判明、それに緊急介入し、2012年 9号

法案が実現したのを確認することができた。あらため

て日本の「社会的入院」が問われていると強く感じた。 

（カットはベンサムが構想した収監施設パノプティコン） 



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 10月 29日発行 SSKU 増刊通巻第 5284 号 

 

9 

「２０mSvでいのちは守れない！」 

南相馬の撤回原発訴訟 第 1回口頭弁論

 9月 28日、「南相馬・避難 20ミリシーベルト基準
撤回訴訟」の第 1回口頭弁論が東京地裁でおこなわれ
ました。 
原発訴訟で局地的に放射線量が高くなった「特定避

難勧奨地点」の指定解除は違法だとして、福島県南相
馬市の住民らが国を訴えている裁判です。年間 20ミ
リシーベルトという国の避難基準の正当性を問う初の
訴訟であるだけに南相馬から東京地裁まで駆けつけた
原告 33人を含む 150人に上る傍聴者がつめかけた。
提訴したのは、特定避難勧奨地点が解除された南相馬
市の住民 132世帯 534人が、政府の指定解除は違法
だとして、解除の取り消しと慰謝料を求めて今年 4月、
東京地裁に提訴したのです。 
 南相馬市の特定避難勧奨地点では、解除前の昨年 11
月、住民による解除反対署名を 1210筆提出し、12
月に開かれた住民向け説明会では、発言した住民すべ 

て反対していた。
対象となる地域
の 1つ、大谷地
区の行政区長は
「地域全体を下
げてから解除で
しょう。同じ人
間として話をしてほしい。無理を通して道理を引っ込め
るのか」と詰め寄った。 
 代理人の福田弁護士は、この年間 20ミリシーベルト
基準は、原発労働者など放射線業務従事者に適用される
被曝限度に比べてもあまりに高すぎると指摘。低線量被
曝による影響については未解明なことが多い上、万が一、
健康影響が発生すれば、その因果関係をめぐる長い法廷
闘争が必要になるとして、将来に禍根を残さないために
も裁判所の介入が必要であると訴えました。   （D.S） 

精神病は自分とは関係ない!?② 
 ヴィクトール・E・フランクルの『夜と霧』の一節に「異常

な状況下で異常な行動をするのは正常だ」というのがあります。

精神障害者が、病気や障害を隠して就職する。そして働き続け

る。あたかも健常者のように。そういう行為は異常な状況にあ

たるのかもしれない。そういう意味では私が選んだ行動は、意

外と正常だったのかもしれない。 

 初めて就職した会社は、誰もが名前を出せば知っているよう

な東証一部上場企業でした。しかし、ここで私は大きな壁にぶ

ちあたりました。保険医療です。学生の頃までは、私は父親の

扶養家族として、

父親の会社の保

険証を使って、医

療を受けていま

した。しかし会社

に入ると会社の

保険証が渡され

るのです。切り替

えなければならないのです。だが私は新入社員で新人研修の仮

採用の身でした。医者に行かなくなりました。いや行けなくな

ったのです。 

そして、薬が切れて、幻聴が聴こえてくるようになりました。

会社にも朝、時間どうりに行けなくなりました、すぐに研修は

打ち切られ、他の社員とは別の部屋に呼ばれるようになりまし

た。入社 2 カ月足らずで、最初の会社は退職させられました。

そもそもそのころかかっていた医者は平日の昼間のみの診察

で、就職したらいけなくなることがわかっていました。それに

もかかわらず、父親は見て見ぬふりをしました。 

その次の会社は通勤に片道 2時間かかり、夜勤もあるメチャ 

 

クチャな会社でしたが、社保を使わせてもらいました。当時は

今のようにプライバシーがうるさくなかったせいもあり、すぐ

に精神科にかかっていることが上司の課長にばれました。仕事

はもらえなくなり、窓際の席に移るように言われました。入社

10カ月で「これを持って、部長のところへ行きなさい」と封筒

を渡されました。中身は退職願のフォーマット用紙でした。 

 それから、病院を土曜日もやっているクリニックに変えまし

た。そして、懲りもせずに再就職しました。従業員 4名程度の

小さな会社でした。1 年位いられました。仕事のできるできな

いに関係なく、またバレました。今度は「給料は支払えないが、 

1 カ月位休職するように」と言われたのです。戻ると、月給が

半分位に引き下げられました。生活していけないので辞めるし

かありませんでした。 

 それからは職業安定所に行っても、退職理由がはっきり言え

ず。また、転職回数もおおいということで、なかなか就職でき

なくなりました。 

私はクリニックに通っていました。よくこの種の病気の本を

読んでいました。どうやったら治るのか

わかりませんでした。そうこうしている

うちに、安定所に書類を提出する必要が

生じました。病気で働けないという内容

の書類でした。病名をつける必要に迫られたのです。当時の主

治医は「君はそうやって本を読んで、病気のことを勉強してい

るようだが、君は君自身の病気は何だと思う？」と尋ねました。

私は自分でも幻聴を聴いていましたし、幻覚のようなものも見

ていました。そこで、「精神分裂病ではないでしょうか？」と

尋ね返しました。すると医師は「それをこの書類に書いてもよ

いか？」と尋ねてきました。私はもっと病名というものは専門

的な検査とかが行われて、決まるものだと信じていました。し

かし、結局、その時の私の一言が、私の病名と将来を決めてし

まいました。書類には「精神分裂病」と記載されました。自分

の病名を自分でつけてしまったようなものでした。それまでは

「抑うつ状態」というだけだったのです。 

 私は若かったのです。 

保険証で会社を転々と 

病名は自分でつけてしまった 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCML2sr3B0sgCFceclAodHrYIsw&url=http://nursing-illustration.com/hospital/hospital-03.html&psig=AFQjCNGsbBtPTlBTDg6gTL7ng055SbwkGw&ust=1445480729061334
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 福島第一原発事故後、38 万５千人の子ども達を調べたところ、

甲状腺がんの子どもが103人確定したという福島県民健康調査

における甲状腺がんなどのデータが８月末に公開されました。

この問題について、元京都大学原子炉実験所・助教の小出裕章

さんに聞いたインタビューを転載します。 

小出：私自身はこのニュースを聞いてあまり驚きませんでした。

非常に巨大な事故が福島第一原子力発電所で起きたわけです

し、大量の放射性物質が環境に噴き出されて、子どもたちが生

きている場所を汚染してしまったわけです。そうなれば、どん

なことが起きても不思議ではないと私は初めから思っていま

したし、きちんと調査をすればするだけ、さまざまな病気が確

認できるだろうと思ってきました。 

甲状腺がんというのは、チェルノブイリの事故の時もそうで

したが、一番現れやすい病気です。むしろ私が驚いたのは、こ

れほど大量に子どもの甲状腺がんが出ているのに、原子 力を

進めようとしている国あるいは福島県に囲われている学者た

ちが放射線被曝との因果関係を

はじめから否定し、「原子力発電

所の事故とは関係ない」という

ような意見を述べていることに

大変驚きました。 

 少なくともこれまでは、子ども

の甲状腺がんというのは 30 万人に１人、あるいは 100 万人

に２、３人とか言われてきたわけで、たった 38 万人を調べて

130 人のがんが出てくるということは、やはり、これまでの

常識から考えると異常に高いのです。まずは因果関係をきちん

と調べるということが大事だと思います。調べた上でものを言

うというのが学問のはずなのですけれども、国の方の専門家は

そうではなくて、まずは「関係ありません」というところから

始まってしまうのですね。 

Ｒ：甲状腺がんは放射性ヨウ素を吸い込むことによってかかる

確率が非常に高まる ということです。半減期は８日ですね。 

小出：そうです。 

Ｒ：次に甲状腺がんを引き起こすセシウム 137 というものは、

半減期が 30 年。なので福島第一原発事故で放出されたセシウ

ムはまだ残っているわけですよね。 

小出：そうです。大地そのものに汚染が残っているのです。 

Ｒ：それにもかかわらず、政府は 2017 年３月までに、双葉

町の駅前等を含め、避難指示を解除すると言っています。これ

についてどうお考えですか。 

小出：当然、大変危険なことだと思います。１年間に１ミリシ

ーベルトを超えて人工的な被曝をさせてはいけないという法

律があったのです。しかし、現在、日本政府、１年間に 20 ミ

リシーベルトまでの被曝なら我慢しろと、その程度の所には、

もう住民に帰れと、どっちにしろ補償は打ち切ると言っている

のです。 

１年間に 20 ミリシーベルトというのは、私のような放射線を

取り扱って給料をもらっているという非常に特殊な大人に対

して、初めて認められた被曝の基準なのであって、そんなもの

を一般の人たちに許す、特に子どもたちに許すなんてことは、

到底やってはいけないことだと私は思います。 

Ｒ：１ミリシーベルトどころか 20 ミリシーベルトを超えるよ

うな場所の避難指示を解除するというのは、まさに住民を危険

な所に戻すということですよね。 

小出：そうですね。私は、今年の 3 月末まで京都大学原子炉実

験所という非常に特殊な職場で働いてきました。時には、放射

能を取り扱う場所に入ります。それは、放射線管理区域という

のですが、普通の方は入れない、私のような特殊な人間だけが

入れる場所です。その場所であっても、１時間あたり 20マイ

クロシーベルトを超えるような場所は、高線量区域として立ち

入りが制限されるというような場所なのです。でも、双葉町と

かそういう所に行けば、もっともっと汚染の高い所があるわけ

で、私のような人間すら近寄れな

いというような汚染が残ってい

るのです。そんな所に人々を帰す

なんてことは、決してやってはい

けません。 

Ｒ：ちなみに、セシウムというの

は筋肉に溜まるようですが、例えば心臓の筋肉にもし入り込め

ば、心臓発作ということも考えられるということでしょうか。 

小出：当然です。被曝というのは、どんなことでも引き起こし

うると私は思っています。広島、長崎といった原爆被爆者の

方々をもうかれこれ 70 年近く調査してきたのですが、当初は

白血病が増えるということが分かりました。次に、様々ながん

が増えるということが分かりました。今度は循環器系、いわゆ

る心臓まわりの病気などが多くなっているということがわか

ってきているという段階なのです。恐らく、セシウムで全身が

被曝をするというようなことになれば、様々な形でまた病気が

出てくるのだろうと思います。 

Ｒ：この事故で故郷を失い、早く帰りたいと願っている人は当

然多いと思うのですが、科学的に安全が確認されてからでない

と、避難指示を解除すべきではないですよね。 

小出：そうです。住民の方々は、当然、自分の故郷に帰りたい

と思っていると思います。そして、恐怖を抱いたままでは生活

ができませんから、何としても汚染のことを忘れたいと、どう

しても思ってしまうわけです。そういう時には、むしろきちん

とした科学的な根拠に基づいて、住民に伝えなければいけない

はずなのですが、今の政府は逆に、「もう忘れてしまえ」「安全

だ」という方向でやってきているわけです。大変困った政府だ

と私は思います。 

           

（アジアプレス・ネットワーク 10月 7日(水)10時 57分配信より） 

＜小出裕章さんに聞く＞ 

福島の 38万 5千人の健康調査結果 

どうみる 子どもの甲状腺がん

103人 
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アリさんマークの引越社３社へ 

集団提訴でブラック企業を告発 
プレカリアートユニオンのブラック企業への集団提訴が注

目されています。社員やアルバイトに引越荷物や車両事故の高

額な弁償をさせ「アリ地獄」と揶揄されることで知られている

アリさんマークの㈱引越社の名古屋、㈱引越社関東、㈱引越社

関西の 3 社に対する集団訴訟です。「アリさんマークの引越社

社員・元社員のみなさん、その弁償金払う必要はありません。

弁償金。残業代・減額された賃金を取り戻そう」と、集団訴訟

参加者募集中の社会キャンペーンが展開されています。 

 第一陣は、7 月 31 日（金）に名古屋地方裁判所に 12人で

提訴し、記者クラブで記者会見を行い、マスコミ・テレビも取

り上げ、大きな反響をもたらしています。 

■不当配転強行後、次は解雇攻撃 

引越社関東では同日、プレカリアートユニオンの組合員のＡ

さんが、組合加入を理由に不当な配転を行い大幅な賃金の減額

を強行されたとして、配転命令の無効を求めて東京地裁に提訴

しました。提訴後行った記者会見では、会社側が組合加入を嫌

悪し、営業部門からアポイント部へ配転、その後、シュレッダ

ー業務だけをさせる部門へさらに配転した実態を生々しく報

告しました。さらに 8 月 11日、Ａさんを突然呼び出し、懲戒

解雇を通告するという暴挙に出ました。組合は 8 月 17 日東京

地裁に地位保全等仮処分申請を行い、総力を挙げて不当解雇撤

回に向け闘っています。 

■不当労働行為を乱発する引越社グループ 

 引越社グループにおける不当労働行為の数々（不誠実団交・

組合員への脱退強要、不当配転、不当解雇等の不利益取り扱い

等）には、会社側の弁護士もあきれ果て辞任する始末です。組

合は、違法な弁償金の返済、未払い残業代の請求を求める集団

提訴の闘いを更に拡大強化するとともにＡさんへの不当解雇

には、解雇撤回を求めて、不退転の決意で闘っています。 

 一連の集団提訴のマスコミ報道もあって、「自分も集団提訴

に参加したい」「引越社にはひどい目に遭った、今後協力した

い」等の社員・元社員の問い合わせが多く寄せられています。

8 月 20 日には、元社員 1 名が株式会社引越社関西に対して約

831 万円の支払いを求め提訴、8 月 24 日には、引越社関東

の元社員 4 名が約 4157 万円の支払を求めて提訴、続く訴訟

もさらに準備が整いつつあります。皆さんのご支援を訴えます。 

 ブラック企業「引越社」への集団提訴は裁判費用の本人負担

を避け、代理人（弁護士）への着手金は組合が負担する関係か

ら、裁判費用の連帯カンパ（1 口 1000 円）が呼びかけられ

ています。【郵便振替口座】記号番号:00150-8-608357  口

座名称:プレカリアートユニオン *「アリさん裁判カンパ」と

お書きください。【他行からの振込先】〇一九（ゼロイチキュ

ウ）店 預金種目:当座 口座番号:0608357  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月はたらっくす報告 

10月のはたらっくすは 10日（土）に行われ、3名の参加でした。最

近、はたらっくす内で話す話題が、就労以外の事になってしまう時が

あり、気を付けたいと思っています。 

私がヘルパーの仕事を始めて丸 1年が経ちました。料理の出来も思

いのままにならない時も多いですし「立派にやっています」と言える

状態には程遠く、道はまだまだです。 

しかし最近、仕事をする上での感覚や気持ちに少し変化が起きてい

ます。それは「あれ、何か、今日の仕事は簡単だったな。スーッと、

何気なく仕事が終わったな」という日がとても多いのです。 

それを主治医に伝えてみた所「それは『余力』が出来たんだね。今、

あなたには余力が必要だよ」と言われました。その助言で、自分で何

が何だか判らなかったのが、ストンと胸の中のつかえが落ちました。 

ヘルパーの仕事は、態度にも内容にも常に工夫が大切だ、と感じて

います。「ここでどう対応すれば、仕事が上手く行くか？」「今、自分

がするべき仕事は何か？」をいつも考えないといけません。 

最近、出来て来た余力を、そういう方向に使えば良いのではないか？

と自分なりには考えています。只、難しいな、と思うのは「余力」と

「サボり」の違いです。仕事のテリトリーもしっかり判って、意識し

ながら、仕事をして行きたいです。次回は 11月 14日（土）です。 

実質賃金の推移（事業所規模 5人以上、前年同月比） 
 2013年春以降の円安で消費者物価が上昇、2013年夏以降の実質賃金

は全労働者で減少しつづけています。とくに 2014年 4月に消費税 8％

に引き上げられて、消費物価が更に上昇しました。2014年春闘で賃上 

アベノミクスで賃金は？ 

前年比 3％減で実質賃金の減少つづく 

げがあったものの、全労働者で前年比 3％をこえる大きな減少となっ

ています。パートでは 5％も減っています。 

 他方、企業の内部留保は、過去 2回の消費税増税で引揚げ時に減少

しましたが、消費税 8％引揚げの増税直後でも内部留保を 9 兆円も増

加させました。これは連合総研レポートＤＩＯ299号が伝える図） 
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就労支援センター北わくわくかん 
登録者 （2015年 9月末） ５33名 

就職者  0名 

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・東京都心身障害者福祉センター・ハ

ローワーク王子・池袋・NPO法人精神保健福祉

交流促進協会・NPO法人派遣労働ネットワー

ク・プレカリアートユニオン・北精連・ワーク

インあすか・つばさ工房・ワーク・スペース・

ポピー・みのわマック・支援センターきらきら・

来夢・王子消防署・公益社団法人日本てんかん

協会・神谷・東十条地域福祉を考える住民懇談

会 

他多くの方にご協力いただきました。 

今日限り  ～カラオケに入っていない松山千春の曲～ 

リボーン模擬企業コースには、＜おすすめコーナー＞というものがあり、それぞれが自分の好きなことを 1つ書い

てコミュニケーションルームに掲示しています。数多くの掲示の中から、松山千春のカラオケには入っていない「今

日限り」のことを書いたM．Kさんのつぶやきを紹介します。 

私が小さい頃から母は歌謡曲のテープを流したり口ずさん

だりしていたので、私はすっかり歌謡曲が好きになってしまい

ました。ここで紹介させて

頂く曲は、三歳頃に聞いて

以来ずっと頭に残っているものの一つ

です。あの頃母は、寝る前に松山千春の

テープを流していました。 

この曲は、静かな A メロと激しいサビ

のギャップがとても魅力的です。 

最初は「静かに静かにねむれたら 今日

はとってもいい日だね」と穏やかに始ま

り、歌詞もポジティブなので、これは優

しい曲なのだろうと思ってしまいます。 

しかし、サビの前の数小節で曲調がガラ

ッと変わり、短調で悲しく、激しいメロ

ディになります。歌詞も、「いいわけばかりの毎日に さよな

らしたいね今日限り」と、嘆くような苦しいものになり、初め

てこれを聴いた時は驚きました。二番ではサビを繰り返すので、

この曲は激しい悲壮感を残して終わるのか、と思ってしまいま

すが、最後に Aメロが入り、穏やかに終わるのです。フェード

アウトしたりもせず、まるで映画のエンディングの様に気持ち

よく音が終わります。この様に激しいギャップがあるため、心

が揺さぶられ、深く惹きこまれてしまうのです。しかし、悲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しか

しい事にこの曲はカラオケに入っていないのです。 

私はこの事実を知った時、とてもショックを受けました。この

曲を、感情を込めて思い

切り歌う事が出来たら、

どんなに爽快だろう！と。 

この通り「今日限り」を愛してやまな

い私ですが、ちゃんとした音源で聞いた

のはつい最近の事です。ちゃんとした、

と言っても、今の時代。当然 CDな訳で

すが。CDを買うにあたり、この曲につい

て調べたところ、この曲はファーストア

ルバム「君のために作った歌」の B面曲

の一つだったのですが、同じ B面でカラ

オケに入っている「銀の雨」や「初恋」

のキャッチーさには劣るという事でし

ょうか。個人的に、残念でなりません。     (M.K) 

 

 

 
 

 

堀会長の本のコーナー 
NPO法人わくわくかんのリボーンプロジェクトの入口に

「堀会長の本のコーナー」を設けました。 

・新刊「障害者が労働力商品を止楊したいわけ」社会評論社 

2300 円→2000 円で販売します        

・「生きざま政治のネットワーク」  現代書館 （貸出） 

・「共生社会論」          現代書館 （貸出） 

・「日本発 共生・労働の社会的企業」現代書館 （貸出） 

などの本を貸し出しいたします、気楽に活用しましょう。 

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では、男性 2名・女性 3名の方が現在入

居中です。共同連北海道大会へ GHからは Iさんが参加されました。早朝

の便の為、同行する世話人は前夜、GHに宿泊。それを喜んでくれた Iさ

んは、晩御飯の時に一緒に食べようと、プリンを用意してくれていました。

さらには、DVD鑑賞会。Iさんの大好きな嵐と探偵物語の DVDを見て、

気分はもうパジャマパーティーです。旅行中も、深夜に皆でカラオケに行

ったり、本当に楽しいひと時を過ごす事が出来ました。私にとっても宝物

のような大切な思い出になりました。 

▼編集後記▼ 

栗といえば童謡「里の秋」を思い出す人も多いでしょう。栗の実を母さ

んと煮ている娘の歌ですが、この歌は 1945年 12月、浦賀港に南方からの

引揚げ船に父さんが＜お船にゆられて帰られる＞出征兵士を迎える歌で

した。庶民の家庭に生まれた歌に聞こえますが、本当は 1941 年暮、日本

が真珠湾攻撃をした年に‟しずかな しずかな 里の秋”は「里の秋」で

はなく「星月夜」として小学校の先生・斎藤信夫は作詞したものでした。 

‟きれいな きれいな 椰子の島 しっかり護って くださいと”‟大きく

大きく なったなら ねえ 母さんよ 僕だって 必ずお国を 護りま

す”となっていました。軍国少年の歌が、敗戦を境に反転したのです。 
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＊対象者：北区在住・在勤の方 30 名程度   

＊申込み：お名前、ご住所、お電話番号を下記までご連絡ください（１１/20 締切） 

北区社会福祉協議会 地域福祉係 担当：飯野 

電話 3905-6653 Fax3905-4653 メール iino@kitashakyo.or.jp 

＊主 催：社会福祉法人北区社会福祉協議会、特定非営利活動法人わくわくかん  
NPO法人わくわくかんは 2000年に NPO法人化し、区の委託事業「就労支援センター北」をはじめ 

 主に精神障がいの方の相談・支援活動を行っている非営利の団体です。 

「精神障がい者サポーター」とは？ 

・「何か特別なことをしなければいけない」ということではありません 

・精神障がいについての正しく理解し、精神障がいの方や家族を身近で見守る応援者に

なってくれる存在です 

私たちはこの「応援者」の輪を少しずつでも広げたいと思っています。 

 

 

 

※修了後に、サポーターリングをお渡しいたします。尚、修了には 2 日間 

の出席が必要となります。 

北社協＆わくわくかん「障がい理解プログラム」 

 

ご存知ですか?  １０月 26日～１1月 1日は精神保健福祉普及運動週間です 

『こころの病』と言われる精神障がいは、誰でもが患う可能性があり、現在 320万人です。また、がん

や糖尿病と同じ国民の 5 大疾病にも含まれています。その身近でありながら、なかなか正しく理解されが

たい精神障がいについて学び、もし自分や家族、友人が『こころを病んでも』安心して、誰もが共に生活

できる地域づくりのために、皆様のご参加をお待ちしております。 

 

精神保健福祉普及運動週間とは… 精神障がい者の早期治療、社会参加等を推進し、国民の精神的健康の
保持増進を図ることが目的です。第 63回目の今年の標語は『やさしさでつくる共生社会』です。 

2015 年 11 月 26 日（木） 13:30～16:00 
会場：北社協 小地域福祉活動拠点（裏面地図参照） 

・精神障がいの疾病と障がい理解 その１ 
ゲストスピーカー：本保善樹氏（北区保健所所長）、障がい当事者 

コーディネーター：わくわくかんスタッフ 
  

2015 年 11 月 28 日（土） 13:30～16:00 
会場：障害者福祉センター（北区中十条 1-2-18） 

・精神障がいの疾病と障がい理解 その２ 

・施設見学と懇談会 
ゲストスピーカー：障がい当事者   
コーディネーター：わくわくかんスタッフ 
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☆お申込み希望の方は…☆ 

お名前、ご住所、お電話番号を下記までご連絡ください（１１/20 締切） 

北区社会福祉協議会 地域福祉係 担当：飯野 

電話 3905-6653 Fax3905-4653 メール iino@kitashakyo.or.jp 




