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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

2015 年度総会・記念シンポジウム
6 月 28 日（日）総会は１３時・シンポは１４時
２０１５年度は、１０年間運営させて
いただいた越谷市障害者就労支援事業
の受託が５月で終了し、市社協にバトン
タッチします。
当会は障害のある人とない人が共に
働く街づくりを探るモデル的な試みの
ために発足した寄り合い所帯です。
市就労支援事業発足に際しても、就労

定期総会記念：身近な仕事起こしシンポジウム

優先調達・共同受注・中間的就労
―共に働く地域をいかにきりひらくか
6 月 28 日（金）14：00～16：30
第１３～１５会議室

会員５００円

越谷市中央市民会館４Ｆ
非会員７００円（資料代）
（終了後懇親会を予定しています）

を前提としない地域適応支援事業やピ
ア（仲間）サポートを提案し、受け入れ
られました。１０年間の就労支援の中で
多くの課題が浮上しました。最終的に
は、相談者と一緒に地域へ出て職場開拓
を行い、短時間でも就労につなげ現場で
相談支援を行うスタイルを編み出し、最

先進自治体報告：自治体と市民の協働・就労支援と施設支援を多角的に試みて

多の就労実績と職場定着を達成するこ

古川

とができました（詳しくは３ページ）

由美子さん（東京都八王子市障害福祉課長）

パネルディスカッション：
古川 由美子さん（東京都八王子市障害福祉課長）/竹村 絵里さん（社福・あげお
福祉会・グリーンドア施設長）/ 草柳 努さん（社福・戸田わかくさ会事務長）/
小野 宏さん（ＮＰＯ法人ワーカーズコープ北関東事業本部エリアマネージャー）/
日吉孝子さん（ＮＰＯ法人障害者の職場参加をすすめる会）
ほか地元団体
コメンテーター：越谷市障害福祉課副主幹 角屋亮さん
コーディネーター：朝日 雅也さん（埼玉県立大学社会福祉子ども学科教授）

６月から当会は就労支援利用者の支
え合い活動や未就労・離職後の人々の実
習・アルバイトの受け入れ職場開拓等の
側面的サポートをしてゆきます。
また、福祉施設のほか生活困窮者等さ
まざまな就労困難者、地場産業等とつな
がり、グループワークや水辺の市などさ
まざまな人々が共に働くにぎわいある
街づくりにさらに力を入れます。
支援を受けて就労した障害者が職場
で孤立する事態をなくしてゆくために
も、当会の活動がさらに重要になってい
ます。定期総会にどうぞご参加を。
問合せ：

世一緒

048-964-1819

shokuba@deluxe.ocn.ne.jp

世一緒ヘンシン！
秋もお楽しみに
４月の第２週（月～金） 世一緒が画廊喫茶に変身

道端にとつぜん出現した看板

連日午後ゲストトークショーが開かれました

月曜のゲスト小野宏さん（ワーカーズコープ）

火曜のゲストは菊池さん・栗村さん（清掃会社）

水曜のゲストは轟和弘さん（埼玉トヨペット・輪っふる）

木曜のゲストは出村さん他２人（ファミリーリンク越谷）

金曜のゲストは絵の作者・坂田和美さん

越谷市障害者就労支援事業の１０年―何をどこまでやってきたのか
越谷市障害者就労支援センターの１０年をグラフでふりかえってみます。まず、開設 5～７年目に新規の相談者が最
も少なくなりました。就職者数も 6 年目は最低でした。ただ、これは越谷だけの現象ではなく、職場に就労している
利用者が増えその継続就労の支援が増えてくることにより、新規の相談・支援が十分にやりきれなくなるという傾向
が、他のセンターでも報告されています。
この傾向に対して、一般には新規相談者個人の特性や能力をきめ細かく判定し、就労の準備が整っていないとみな
される人には福祉施設等での訓練を勧めるなどした上で、直接支援する対象者をしぼるといった対応が考えられます。
当センターでも、当初はそうした見極めにより対応しようとしました。
でも、越谷市の仕様書では「本人の就労に対する思いや社会での雇用状況の中で本人の自己決定が尊重されるよう
に」、「職場での体験をできるだけ多く取り入れ、障がい者の就労意欲と自己選択能力を高め」、「就労後及び離職
後の援助不足があげられており、本業務においては本人や事業所から就労の希望がある限り支援を行う」とあります。
そこで、9 年目、特に 10 年目には、職員体制の見直しを抜本的に行い、高齢者・障害者家族・障害当事者を非常勤支
援員として多数雇用し、その経験を生かして個々の相談者と共に職場見学、面接、実習等を行いました。カウンター
越しの面談でお茶を濁すのではなく地域の職場で共に動きながら評価も併せ行うことで、多様な就労・雇用が実現し、
10 年目は 114 名という県内でもトップクラスに入る就職件数を記録しました（表１）。また、地域・職場にどんどん
出て行く相談・支援が行われていることが伝わり、関係機関からの紹介も増え、9 年目、10 年目は、開設の年を除け
ば過去最多の記録を更
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アサポートによる就労支援事業」が入っており、これらは就労支援センターの事業ですが、当会本部の独自事業との
連携ぬきにはありえなかったでしょう。
地域適応支援事業は、福祉施設等の利用者が職員等の支援を得て市役所等や民間職場で実習・体験を行う事業です。
就労のすそ野を地域に拡大してゆく事業といえます。しかし、障害者自立支援法以降、施設の分化が深まり、就労移
行や就労 A 型以外の施設は従来より地域に出て活動する条件が厳しくなってきました。その中で、入所施設も含めな
んとか地域適応支援事業に参加しているのは、当会が開拓し施設等に呼びかけて共に働く機会として行ってきたグル
ープワークの役割に負うところが大きいと思います。
ピアサポートによる就労支援事業についてはいまさら説明不要でしょう。ピアサポートという場合、ピアスタッフ
を雇用する形と、本人たち自身の自助活動を促進する形があり得ます。センター開設 1 年目には、前者の形をとりま
した。センター業務の中で、障害者非常勤職員を日替わりで雇用しました。しかし、事務補助以外の相談・支援業務
にどう関われるか見通しが立てられず、1 年で終わりました。それに対して、当会の独自事業である世一緒での自助・
共助の活動が積み重ねられ、センター相談者のうち希望者を受け入れてゆくようになりました。
その後、世一緒で取り組んだ「仕事発見ミッション」、「グループワーク」の実績を受け、市の仕様書の業務概要
に「地域の事業所訪問活動による職場見学や職場体験」、「福祉施設等と連携を図りながら実施するグループワーク」
が、ピアサポートによる就労支援の具体例として書き込まれました。
今年５月末で当会は受託を終わりましたが、越谷ならではの就労支援の地平を、新たな体制の下でもぜひ引き継い
でほしいものです。そのためには、センター窓口で自らの意思をわかりやすく表すことが苦手な障害者をエンパワメ
ントするなど、できる限りの協力を惜しまないことをここに表明しておきます。
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職場・地域ひろがり
つうしん
月 1 回木曜夜、世一緒での
夕食と映画のつどいにどうぞ

越谷・水辺の市
5 月は甲冑祭りともコラボ
越谷・水辺の市は 5 月 3 日（祭）に旧宿場の甲冑祭り、
久伊豆神社の藤まつりとコラボしスタンプラリーの中継
点にもなり、さらに仕事起こし懇談会の協同祭り in こし
がやがウッドデッキで開かれ、盛り上がりました。定例
の 12 日（火）も開催予定でしたが、荒天のため中止。
６月は 9 日（火）が午前中いっぱい雨で、また中止と
残念がっていたところ、昼過ぎから雨が上がったので、
態勢がとれた５店舗で市を開き、けっこう売れました。
水辺の市は、他のイベントと異なり、出店する人々自
身が主役というスタンスでいろいろ試しながらやってい
ます。生産者も販売業者も初めて店を出す個人も一緒で
す。上の写真は、５月 3 日の協同まつりでの NPO 法人に
じさんぽによる健康体操のようす。

働いている人や明るいうちは外出しづらい人、ふだ
ん世一緒に顔を出せない人もぜひ！月一回どこかの
木曜 19：00 頃から、軽食付きで映画会を開いていま
す。5 月 21 日（木）はゴジラの第１作（写真）。食事
は天丼でした。どなたも参加できます。予め世一緒へ
お電話を。ちなみに、6 月は 18 日（木）19：00～、「マ
ッドマックス２」。30 年ぶりの新作を記念して。

自家農園の豆でずんだまんじゅう
イシザキフーズさんを訪ねて
越谷・水辺の市でお近づきになったイシザキフーズさ
んは、越谷市船渡の菓子工場の隣で枝豆を作り、それを
原料にしたずんだまんじゅうは越谷ブランド認定品。
ほかにもずんだのあんまんや豆乳カステラなど、いろ
いろな菓子を生産・販売しています。工場の周りは畑や
田んぼがいっぱい。石崎さんは、近くの平新川をきれい
にする会の代表も務め、地域をよくしようと活動中。水
辺の市の出店者会議でも積極的に関わっています。
上の写真は豆畑を案内する石崎社長。

県庁内福祉の店かっぽの
フェスタに参加しました
県庁第 2 庁舎１F ロビーにある福祉の店アンテナシ
ョップかっぽは、県内各地の団体から障害者と支援者
のユニットが交替で店番等に入っています。世一緒ス
タッフも月 1 回午後、庁舎内訪問販売に加わっていま
す。上の写真は 5 月 20、21 両日、県庁みどりの広場
で開かれたかっぽフェスタ。生産品等を置いている施
設も出店してにぎやかでした。

浦和競馬場で障害者施設が共同で
植えた花壇を見てきました
埼玉新聞で報じられた障害者施設５施設で植えた
浦和競馬場の場内花壇を視察し（上の写真）、競馬組
合のお話もお聞きしました。各施設から利用者 3 人、
職員 1 人のユニットで 2 時間働き、職員も含め 802 円
の時給を支給。植えた 1500 株のうち 500 株は参加し
た施設が育てた苗。ここは年 1 回だが、野田きゅう舎
の除草を同じ顔触れで年 10 回行い、同額を支給して
いるそうです。同組合の社会貢献活動として実施。

〒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/

世一緒スタッフは離職後や未就労で、働くイメージが持てない人を含め、地域・職場への各々の参加の仕方を体験を通して探
るため世一緒に関っている人達です。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行っています。障害や病気のある人もない人もいます。

た。
久しぶりにネクタイをして気分が
変わって緊張感がありました。又こ
の様なきかいがあればいいなと思い
ます。
体調管理と体重管理は重要

りたいと思います。食事が重要だと
おもうのでここから改善したいと思
います。
・寝る前の３時間前には食べ終わる
・腹八分目でがまんする
・間食をやたらしない
以上３点を重点的に実行していきた
いと思います。
（世一緒ファシリテーター）

最近の仕事に対しての報告

水島 茂治
仕事はＮ株式会社北関東支店入
社。Ｓ市立病院栄養科に勤務してま
す。入社 月４日決まり、 月１日
に勤務してます。
３月 日まで一人だけいました。
でもその人はもういません。それか
ら自分は周りからあかるなったねと
言われた。
又仕事に対して、最近、残業長過
になったりしました。でも勤務先に
ておまえはいらないよといわれない
ように勤務していきたいと思いま
す。
とにかく時間勤務に終了し、皆さ
んにめいわくをかけないようにした
いと思います。上司が最近周り人か
らしったげきれいがあります。
これからもみんなにめいわくをか
けると思います。くびにならないよ
うにがんばります。

ＮＰＯ法人障害者の職場参加をすすめる会

世一緒 スタッフ日記
よいしょでカフェやりました
秋山 俊也
よいしょでカフェやりました。４
月６日から４月 日金曜までやり
ました。カフェからまたやってみた
いです。。カフェのまでやりました。
コーヒークッキーをだしました。カ
フェのをやりました。火曜日とうば
んのみならいとしてやりました。カ
フェをやりました。たのしかったで
す。
ネクタイをして緊張感が
新井孝治
よいしょにおせわなり早３年過ぎよ
うとしていますが私は心のささえに
しています。それは家にとじこもっ
ていたときと大分変ってきたような
感じがします。それは友人ができて
よいしょの当番のみならいを３カ月
やり火曜日の当番をまかせられて責
任感が変わってきた頃です。最近は
春らしく陽気も良くなってきました
がよいしょでジャズ喫茶店をひらく
ことになり４月６日から 日まで
かく曜日の当番さんが担当でコーヒ
ーとお菓子を出すことに成り私はコ
ーヒーの入れ方が分からないからよ
いしょの職員さんにおしえてもらい
当日は来客が多く人が入り大変でし

清水 賢吉
梅雨入りしてはっきりしない天気
が続いています。私はここ半年ほど
体調がすぐれません。特に季節の変
わり目は体調がすぐれないことが多
いです。私の周りでも（健常者）で
あっても体調の管理が難しいようで
す。
私の場合は、うつ病のため、体調
が悪いと寝たきりになることが多い
です。特に朝が起きれないことが多
い
そのようなときは食事なども不規則
になり以上にやせたり、太ったりし
ます。
ちなみに、ここ半年で６キロほど
太りました。動かないで太るので筋
力も弱くなるので、体がとても重く
感じるようになります。そして太る
ペースがとても速くなります。最初
の３キロ太るのは、４か月かかりま
したが、後の３キロふとるのは２か
月ぐらいです。
このままでいくと戻れないとこに
いってしまいそうなので、対策をと

１１

話をするのがほんとは大好き
逆井 奈津子
４月の中旬から通い始めた、逆井
奈津子です。性格はとても緊張しや
すい為、あまり慣れない場所へ行く
と、話が出来なくなってしまいます。
学生時代は友達に「天然」とよく言
われていました。１８歳の時に「統
合失調症」と「パニック障害」と診
断されました。その他にも、過去に
色々な経験をしたため、狭い部屋の
扉が閉まってしまうと、よく「過呼
吸」を起こしてしまいます。
こんな私ですが、周りの人からは、
「精神の病気を抱えている人には見
えない」とよく言われます。話をす
るのが本当は大好き、音楽が大好き
なので、私からも話しかけるので、
皆さんも、たくさん話しかけて下さ
い。よろしくお願いします。
自分が出来るしごとを

佐藤 秀一
僕は出来る仕事はくぎをうつ仕事
が出来そうなんだけど、やってみな
ければ分からない。僕はくぎをうつ
のができそうなんだけど、僕は１回
だけくぎをうつしごとをやってみた
いんだ。
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