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職場参加ニュース
障害のある人もない人も共に生きる職場・地域を

画廊喫茶・午後のゲストトーク
４月６日（月）～１０日（金）限

坂田作品の一枚

坂田和美展・ＰＣ画の世界
6 日（月）～10 日（金）

１１：００～１６：００

午後のゲストトーク １３：３０～１５：００

６日（月） エコストーブで仕事おこし
ワーカーズコープ

小野宏さん

７日（火） 二人だけの清掃会社
菊池一範さん・栗村孝司さん

８日（水） 企業から拓く共生の街
埼玉トヨペット㈱輪っふる

轟和宏さん

９日（木） 家族・地域をつなげる
ファミリーリンク越谷

出村常子さん

１０日（金） 変りゆく坂田和美の世界
ＰＣ画家

坂田和美さん

新年度の幕開けに、世一緒
でギャラリーカフェの５日間
「体験興行」を開催します。
世一緒は、「就労していな
い」、「ひとりぼっち」の体
験を、プラスのエネルギーに
変えて出力する場です。そし
て、ふだん出会えない人や体
験に巡りあう場です。
周りの人たちと一緒に世間
を変えてゆく場です。世の中
に必要とされている自分を発
見する場です。
このカフェ体験では、世一
緒の日替わり障害者当番がホ
ールスタッフを務めます。ご
縁のある方々に、展示やトー
クをお願いして、楽しい空間
を創ります。
営業ではないので、入場者
の方々にはドリンク付き一口
２００円（何口でも）のカン
パ制とさせていただきます。
なお、狭いので、できました
ら予めおいでになる日時をＦ
ＡＸ・メール等でご連絡いた
だけれ-ば幸いです。
世一緒
048-964-1819
shokuba@deluxe.ocn.ne.jp

越谷・水辺の市
葛西用水ウッドデッキ（毎月第２火曜）
昨秋から越谷にぎわいの会（須長こう代表）の呼
びかけで始まった越谷・水辺の市。市民グループと
越谷物産品の加工会社・店そして個人が、わいわい
と寄り合って運営しているのがユニーク。世一緒は、
機材運びや受付など裏方を担っています。市役所脇
のウッドデッキに面白い風景が誕生しています。

厳しい経営状況の地元企業や育
児・介護で働けづらい主婦、高齢者…
いろんな人たちと一緒に動く中で、障
害者が共に働く街を探ってゆきます。

毎月第 2 火曜日は、（越谷市役所東）ウッドデッキがにぎわっています！
主な出店品 野菜 乾物 ミートパイ お菓子 お弁当 日本茶 ケーキ カフェ ケータリング販売
民芸品 手作り小物 雑貨 リサイクル品 婦人服 花の苗 東北地方の物産品 アクセサリーｅｔｃ
５月３０日（土）にイベントも計画中です！

いま共に働く職場では

大和コンクリート工業株式会社

障害のある人たちと一緒
に働くことを、職場の他の
人たちはどう感じている
のでしょう？どんな課題
があり、どのように取り組
んでいるのでしょう。今回
は、大和コンクリート工業
株式会社（越谷市川柳）の
菅田工場長さん（写真）に
お話をうかがいました。

工場長

菅田

義雄さんに聞く

名。平均年齢が５０歳。障害がある若い従業員が複数
名います。
障害者に対する特別な関わり方というよりは、「従
業員同士のオープンな会話によってぶつかりあいを
解決している」、
「企業はそこで働いている人のもの」
という基本姿勢が、結果的に障害があったりコミュニ
ケーションが苦手な人にとっても生きやすい環境を
つくってきたのだろうと感じられました。

「障害があることは社内で開示している。黙ってい
てもわかってしまう。全体会議で本人の現状を話して
いる。そうすることで、垣根が取れる。ひた隠しにす
ると、会話が取れなくなってしまうと思う。障害を持
つ人がいると、他の社員も接し方や気のつかい方がわ
かってくる。今日はちょっとうつむきかげんで仕事し
ていた…など、他の人から情報が入れば本人と話して
いる。」
「うちの職場は、自分の仕事に誇りをもって仕事し
ている人が多いためぶつかりあう。また、仕事はでき
ても人間関係がうまくいかないという人は、どこにで
もいると思う。人間関係でトラブルがあった場合は、
当事者同士で日を置いて話し合わせている。労働時間
は８時間で、職場の仲間とは顔を突き合わせている時
間が家族よりも長い。だから、いがみあったら損です
よ、一歩下がって考えてみれば…と言う。従業員同士
の会話を増やすことでいちおう解決している。」

大和コンクリート工業株式会社
本社

東京都台東区雷門 1-8-12
03（3844）5851・3251
越谷営業所及び工場 埼玉県越谷市川柳町 2-364-1
（048）986-8291

「いまの世の中、いつ障害者になるかわからない。う
つ病になって半年間休んで復帰した人もいる。長期に
休んでいる人がいる時は、他の人がフォローしている。
企業はそこで働いている人のものだと考えている。障
害に起因するトラブルはない。障害を持つ人の勤務態
度はみなよい。無断欠勤もない。若い障害者を雇える
ことは、会社を次の世代に残して行けるという意味で、
ありがたいと思っている。ただし、仕事の性格上、危
険を察知して動けることは必要だが。」
同社は創業５８年。歩車道境界ブロック等、コンク
リート二次製品の製造・販売を行う会社で、取引先は
都内東部や近隣の土建屋さんだそうです。従業員１５

＜共に働く地域・職場をめざして＞

当会がめざす「障害者の職場参加」とは、すぐには就労先がみ
つからない人、周りも含めて就労のイメージがつかみきれない人も、なんらかの形で地域とつながり、他
の人が働いている場に一緒に参加してゆこうということです。それは障害のない人たちの課題でもあるは
ずです。いまの時代にあった仕事が出来る人が過労でからだや心を病んでゆくことと、時代にあった仕事
が苦手な人が家にこもったり、特別な場に行かざるをえないことは、無関係ではありません。
そんな現状を見直してゆく活動を、当会は行っています。当会も越谷市から障害者就労支援センターの
運営を受託して業務を行っていますが、その業務自体、地域・職場のさまざまなみなさんの共同作業に支
えられています。ともすれば忘れられている「地域・職場の力」を折にふれて紹介します。

職場・地域ひろがり
つうしん

仕事発見ミッション
コンビニで接客も体験
草加市田中市長に提言
「地域で働けるよう」と回答
昨年暮の「共に働く街を創るつどい２０１４」を踏
まえ、１月２７日、草加市田中市長に６項目の提言を
行った。めだかの会からも参加。関市議同席。同市で
は、前年の提言を受けて、障害者との庁舎内ワークシ
ェアを行っている八王子、佐倉両市に職員を派遣した
とのこと。特別支援学校の進路対策で市立施設を増や
す同市だが、田中市長は「皆さんの言うとおり地域で
働けるよう、福祉部だけでなく全庁的に取り組みたい」
と回答。

当会本部の直営事業である「職場参加ビューロー世
一緒」はさまざまな活動を行っているが、全国的に見
てもここしかやっていないと思われる「仕事発見ミッ
ション」。
就労準備中のメンバーが２人ペアになり、店や事業
所を飛び込み訪問。短時間の職場体験をお願いしてい
る。求職でもセールスでもないので、不思議に思って
よく聞いてくれる場合もあるが、だいたいは「店長不
在」とか「忙しい」など。それでも街のあちこちに入
ってゆける楽しみもあり、もう８年越しのロングラン。
写真はローソンで、コーヒーをお渡ししている所。

越谷市共同受注窓口設立準備へ
２１施設がネットワークを
春日部市石川市長に提言
「やるために○○を解決」
２月１３日、春日部市石川市長への６項目の提言。
地活「パタパタ」からも参加し、三州製菓工場で行っ
ている除草作業を報告し、シルバー人材が行っている
剪定作業の片づけ作業などで連携したいという希望
を述べた。古澤市議も同席。福祉部からは、シルバー
に話をしたのだが、「危険が心配」と言っているとの
答えだった。それに対し、石川市長は「何々だからや
れないというのはお役所の通例だ。やるためにいかに
何々を解決するかということが必要だ」と回答。

昨年６月から、越谷市のよびかけにより「共同受注
システム検討会」が行われ、当会山下事務局長が座長
に、就労Ａ型あかり科野施設長が副座長に選ばれた。
そして３月第７回検討会において、「共同受注ネッ
トワーク設立準備会」が、市内２１施設の参加により
発足した。議長兼共同受注部会長に就労Ｂ型おぎしま
園堀内事務長、副議長兼軽作業部会長に生活介護べし
み星名施設長、副議長兼販促部会長に生活介護千草園
田中施設長がそれぞれ選ばれた。座長、副座長のほか、
白いキャンバス一ノ瀬代表、ひかりの森中村支援員が
運営委員会に。施設種別をこえて共に考え動こうとい
う試みは画期的。いっぽう、市としてさ来年度の予算
的裏付けを確保するためには、ここ数ヶ月中に人・
物・金に関する具体的な案がまとまらなければとして
おり、どうすり合わせて行けるかが問われている。

越谷市障害者就労支援事業

しらこばと水上公園花壇整備

過去最多の就労１１３件

市担当者も実地視察
３月１１日、めっきり春らしくなった日差しの下で、
花壇をびっしり覆う野草ホトケノザの除草を行うと、
黄、紫、白のパンジー・ビオラが一斉に顔を出した。
この日は４施設から職員を含め２７名が作業に参加。
発注元である埼玉県公園緑地協会本部からも職員２
名が現場に。入所、通所や医療を問わずさまざまな場
からのグループワークのようすをぜひ知ってほしい
という要請に応え、越谷市の共同受注システム検討会
の担当者も実地視察した。

２０１４年度に越谷市障害者就労支援センターを
通して就労した障害者は、３月２３日現在で１１３件
となったという。うち就労Ａ型への就労は２０件。ち
なみに離職は３５件で、うち３件は再就職している。
就労件数が増えている一因として、同センターが障
害者雇用を予定していない、またはためらっている場
合も多い地元事業所を開拓してきた実績がある。県の
短期訓練事業もフル活用して実習を重ねた。

画廊喫茶トライアル

午後のゲストご紹介

ワーカーズコープ

小野

宏さん

退職した保育士さんらが
中心となり、子どもから高
齢者まで家庭・地域の力を
生かすべく活動。当日はプ
レゼンの後、簡単な手品や
遊びを用意するとのこと。

ＰＣ画家

ファミリーリンク越谷

出村

常子さん

企業戦士として華々しく働
いていたさ中に脳血管障害で
倒れ、それでも働きまた倒れた
後、アートの世界へ。片マヒで
車いすの日々から紡がれた独
自のＰＣ画の世界。小話も披露
予定という。

坂田

一美さん

社会貢献活動する企業
は多いが、本社の１階で
日常的に市民団体等と社
員が共に動いているのは
輪っふるだけ。その秘密
と課題を。

菊地 一範さん・
栗村 孝司さん

かって菊地さんは自主共同保
育に関わり、子ども時代の栗村
さんと出会ったという。月日は
流れ、２人は店舗・オフィス清
掃を共同で運営する。

ペール缶を再利用し木
切れを燃やして調理に用
いるエコストーブ。世の中
ムダな物も人もない。地域
の環境と暮らしに根差し
た仕事おこしを。

二人だけの清掃会社

１３：３０
～１５：００

埼玉トヨペット（株）輪っふる

轟

和宏さん

共通テーマは
「はたらく」
「はたらく」ってなんだろう。「は
たらいてない」ってなんだろう。震災
や原発事故で、「はたらく」の中身の
見直しがあちこちで始まっています。
今回ゲストとしてお招きするのは、
いずれもユニークな「はたらく」のス
タイルを編み出している方々です。
充実した午後のひとときをご一緒
に！

13：00 越谷市中央市民会館４Ｆ13,14,15 会議室

ＮＰＯ法人障害者の職場参加をすすめる会

〒344-0023 埼玉県越谷市東越谷 1-1-7 須賀ビル 101 世一緒内（ハローワーク斜向かい）
048-964-1819（fax 共） shokuba@deluxe.ocn.ne.jp http://www5b.biglobe.ne.jp/~yellow/

世一緒スタッフは主に就労支援センター利用者で、ピアサポート（仲間同士の支援）を希望した人です。サポーター
（非常勤やボランティア）の支えを受けて、世一緒の当番（ピアサポート実習）や仕事発見ミッション（事業所訪問）、
グループワーク等を希望により行っています。今回の筆者はみな越谷市民ですが、他市の人も参加できます。

６月

（連休明け…水上公園花壇整備グループワークの可能性）

６日（土）・７日（日）埼玉障害者市民ネットワー
ク合宿
２８日（日）障害者の職場参加をすすめる会総会・
記念シンポジウム「就労支援の最新事情」（仮称）

世一緒 スタッフ日記
やるようでしたら色々なかんたん
のメニュをつくってはんばいしたら
すごくおきゃくさんたすかります。
又このようなセミナーがありました
らさんかしたいです。

５月

２４日（日）（社）埼玉障害者自立生活協会総会
記念シンポジウム「自治体庁舎内で共に働くを探り続

障害者の働く事業所勉強しました

３０日（土）越谷水辺の市イベント

県庁内アンテナショップかっぽ主催の市（県庁中庭）

２月１日はサツカーのごうどうし
あいにいきました。２月５日きのう
あさ６時に起きてせんたくやうちの
げんかんそうじやりにわのそとおか
あさん、それから８時３５分のバス
できました、しゅうろうせんたーに
よりました。
１月１５日（日）北越谷のぷろね
っと越谷のＡ型のしせついきまし
た。
２月１３日（金）は吉川の病院に
いって採血を取ります。２月２８日
ソフトボールを越谷西でやります。
２月１８日（水）は５時からレイク
タウンの目医者にいきます。くすり
をくれました。
農と食・若者のセミナーに行って

富樫 ちあき
法政大学多摩エックドームスロー
ワールドカフェやまぼうしではお昼
にカレーライスをサラダ付きのセッ
トを食べました。
いろいろ勉強になりました。農と
食を勉強をしました。そこでは伊藤
さんと濱田さんと石川さんと林さん
の話を聞いてよかったです。重度の
障害者が畑の明太子を作ったり、ラ
ンチパックたまごにたまおにぎりを
つくってやすくておいしそうだね。
八ヶ岳名水会とか山形県鶴岡の月山
じゃむをつくっている石川さんがビ
スケットドックをつくったり、鶏と
牛の養鶏場の事をみるときあるけ
ど、やまがたの地鶏、やまがた牛の
話をちょっとだけはなしを聞いて、
だだちゃ豆はずっと食べてるのであ
んまりめずらしくない。
障害者の労働社会的事業所を来年
もとりあげていってほしいなと。ま
た来年度違う場所に行ったらセミナ
ーをとりあげるのにもう少し詳しく
教えてください。
法政大学の中はとてもきれいでし
た。

10：00 越谷市役所東側・葛西用水ウッドデッキ

「どうなる 越谷の共同受注システム」（山下浩志さん）
18：30 越谷市中央市民会館 5Ｆ第８会議室

２０日（水）・２１日（木）かっぽフェスタ

いそがしくうごいています
秋山 俊也
よいしょではポステイングか水辺
の市、越谷市障害者就労センターガ
イダンス。セミナー１月１４日（水）
おりがみはさみきりました。
平成２７年１月１７日（土）埼玉
スタジアム２００２サッカー大会や
りました。ソフトボールかうちでは
そうじかせんたくかいものにいって
います。うちのおかあさんてつだい
やってます。
１月１０日（土）べしみもちつき
のてつだいにいきました。１月１８
日（日）はこばとかんせいねんくら
ぶにいっていちごがりをしました。
２月３日（火）はよいしょにきてあ
らいこうじさんが一人だったのでて
つだいました。それからうちにかえ
ってからせつぶんにいきました。せ
つぶんにいっておかしをひろいまし
た。タオルふきました。
２月４日かっぽはんばいにいきま
した。たがいにこうたいしてやりま
した。
１月２４日（土）はちばのちょう
しにいきました。うちのおさらあら
いしてます。２月１１日はちかくの
うちでそうかがっかいにさんかして
います。２月１４日（土）はソフト
ボールをやります。
２月８日（日）はカラオケ大会の
おうえんいきます。
山崎 有子
今回初めて農と食・若者のセミナ
ーさんかをしてきました。天気も良
くて高速道路の途中から富士さんが
すごくきれいにみえてよかったで
す。てづくりじゃむがすごくおいし
そうでした。わんちゃんのびすけっ
とも色々なペットにたべさせたらす
ごくげんきになるとおもいます。竹
炭の色々な食べ物とかできたらけん
こうになるとおもいます。。やまぼ
うしスローワールドカフェでカレー
ライスが安くておいしかったでし
た。いずれかよいしょでもカフェを

２４日（金） 共に働く街を拓くべんきょう会

けて―かっぽの１８年から」（仮称）
13：00 埼玉県大宮合同庁舎

４月

