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[647] 岩手のソーシャルサポートセンターの話  2008年5月6日 17時27分

国士無双 さん  e-mail 

国士無双です。 
 
今度は岩手の、ソーシャルサポートセンターの話です。 
 
精神障害者の活動支援 盛岡に地域事業所 
 
 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）いわてソーシャルサポートセンター（酒井明夫理
事長）は２日、盛岡市本町通１丁目に地域活動支援センター「ソーシャルサポートセン
ターもりおか」（舟山道夫所長）を開所した。３月に法人格を取得し開設準備を進めて
きた。精神障害者らの相談窓口に加え、社会交流の場の創出など独自事業を展開す
る。精神障害者が地域に溶け込む一助となりそうだ。 
 
 開所式には関係者ら約５０人が出席。酒井理事長は「開所は皆さんのおかげ。今後
もわれわれを支えてほしい」とあいさつした。 
 
 サポートセンターは２００７年８月から、厚労省の研究事業で岩手医大が運営し、精
神障害者や家族の相談を受けてきた。単年度の同事業を継続しようと法人格を取得
した。 
 
 今後、センターでレクリエーションなどを開くほか、行政などと連携して社会適応訓練
の出前講座なども予定する。舟山所長は「行政、岩手医大と一体となり積極的に活動
の幅を広げ、盛岡市以外でも同様の事業所を開設したい」と意気込む。 
 

1/8 ページ銀杏企画三丁目の掲示板

2008/05/10http://www.h3.dion.ne.jp/cgi-bin/ezboard/ichou3/1



 

 今年４月まで９カ月間の相談件数は来所・電話・訪問合わせて５７８件。悩みや将来
の不安など心理相談が４割強。同法人会員の山舘幸雄・精神保健福祉士は「就労に
関する真剣な相談も多かった」と話す。 
 
 県は入院・入所している障害者のうち、希望者の生活の場を地域に移すことや、平
均で月１万３０００円程度の工賃を１１年度までに倍増することを目指している。県障
害保健福祉課の菅原博統括課長は「障害者が地域で安心して暮らせるようサポート
したい」としている。 
 
(2008/05/03) 岩手日報 
 
岩手でも工賃アップ目指しているようです。全国的に工賃アップは課題のようです。 

[646] 岩手のエコバックの話  2008年5月6日 17時22分

国士無双 さん  e-mail 

国士無双です。 
 
今度は岩手の、自作のバックの話です。 
 
愛用して、エコバック 葛巻・障害者作業所 
 
 葛巻町葛巻の障害者作業所すずらん工房（藤岡徹所長）は、盛岡市のいわて県民
情報交流センター（アイーナ）で販売されている「あ・いいなエコバッグ」を作っている。
地域のボランティアとにぎやかに作業を進めるメンバーらは「たくさんの人に使っても
らえればうれしい」と、新たな仕事が励みになっている。 
 
 バッグ作りは８人ほどの利用者が裁断やアイロンがけなどできる作業に取り組む。
同町の精神保健ボランティアはんぶんこの会（天摩昭一郎会長）から当番制で３、４人
が同工房を訪れ、作業場は笑顔が絶えない。 
 
 同工房は身体、知的、精神の障害を抱える人たちが利用し、そば殻入り枕や布細工
の製造販売、公共施設の清掃、町役場でのコーヒー出前などで労働の場をつくってい
る。 
 
 県社会福祉協議会を通じてアイーナからバッグ製造の注文を受け、昨年夏ごろから
デザインの協議や試作を進めてきた。 
 
 バッグはナイロン製（８００円）と綿製（７００円）。かばんの中身が落ちないよう工夫さ
れ、畳んだ時に結べるひもも付いている。無地のシンプルなデザインでアイーナとす
ずらん工房の小さなロゴが目印だ。 
 
 アイーナでは３階の総合案内横のディスプレーで紹介、２階の管理事務室で販売し
ている。小原右次・運営業務統括責任者は「１日約４０００人のアイーナ利用者に愛用
してもらえれば」とＰＲする。 
 
 同工房の作業を手伝って１５年になる向川原幸恵さん（６５）は「みんなで楽しく、頑
張って作っている。ぜひたくさん利用してほしい」と呼び掛ける。 
 

2/8 ページ銀杏企画三丁目の掲示板

2008/05/10http://www.h3.dion.ne.jp/cgi-bin/ezboard/ichou3/1



 

 

(2008/05/01) 
 
自分達の作業所で作った商品、実際に使ってもらえると、本当にいいと思います。 
 

[645] 指さしボードの話  2008年5月6日 17時17分

国士無双 さん  e-mail 

国士無双です。 
 
今度は和歌山の話です。 
 
障害者に優しい街へ 「レジどこ」など指さし 
 
 知的障害や精神障害、発達障害があって、言葉を使って会話をするのが苦手な人た
ちが、街で周囲との意思疎通の手助けになるようにと、県は、イラストや記号を指さす
ことで気持ちを伝える「コミュニケーションボード」を１万部作成した。商業施設や駅な
どに配布し、活用してもらう。 
 
 Ａ４判のカラー印刷をラミネート加工したボードで、表面には障害者の側から伝えた
い要件や気持ちを並べている。「レジはどこですか」「しんどいです」「はい」「いいえ」な
どの意味を示した９種類のイラストから、選んで指をさしてもらう。 
 
 裏面は、店員やスタッフらが障害者に尋ねたいことや、伝えたいことがある時に使
う。話しかける代わりに、文字とイラストを見せて住所や名前を聞くことができるほか、
「危ないよ、やめてください」といったメッセージも伝えられる。 
 
 ボードとセットで、「わたしたちの伝えたいこと」と題したＡ４判１２ページの冊子も作
成。内容は、「目を合わせながら静かな口調で話しかける」など、ボードをうまく使うコ
ツや、知的障害や精神障害、発達障害、それぞれの特徴や、コミュニケーションをとる
際の注意点を解説している。 
 
 ボードや冊子の作成には、県自閉症協会の会長や県発達障害者支援センターの相
談支援員、ＪＲ西日本和歌山支社やスーパー「オークワ」（和歌山市）の社員らが協
力。障害者と利用する施設の側、双方の意見が反映されている。 
 
 県障害福祉課は、ボードを県内の量販店や駅など、多くの人が利用する施設に置い
てもらうと共に「障害者への理解を深めてもらうため、社員研修などでも活用してもら
いたい」としている。使い方などの説明が必要な場合は県が職員を派遣する。ボード
の希望など、問い合わせは同課（０７３・４４１・２５３０）へ。 
 
（2008年4月30日  読売新聞） 
 
国士無双も吃音です、こういうボードあると買い物やなどいいと思います。 
 

[644] 新潟の障がい者就労の話  2008年5月6日 17時11分
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国士無双 さん  e-mail 

国士無双です。 
 
先程は、こんにちはを、こんいちはと書き込んでしまいゴメンナサイ。 
ニュースソースを先に書き込んでしまいこれまた、ゴメンナサイ。 
 
さて、今度は新潟の話です。 
 
障害者の就労機会拡大、燕市 
 
 燕市社会福祉協議会は本年度から、障害者と雇用関係を結んで就労を促進する事
業を開始した。同社協の業務だけでなく、一般企業の請負業務もすでにこなしている。
県障害福祉課は「把握している限りでは、県内で初の試み」といい、障害者の就労機
会拡大へ向けて、注目を集めそうだ。 
 
 新事業の名称は「障がい者等就労センターとらい・あんぐる」。公共機関、企業、福
祉施設などから業務を請け負い、雇用関係を結んだ障害者に仕事をしてもらうシステ
ム。仕事の補助には指導員が付き添う。 
 
 同社協が請負業務で得た収入は、障害者に賃金として支払う。指導員の賃金は、同
社協の事業費から拠出する。雇用は、知的、精神、身体の区別なく行い、移動の手段
があれば、同市以外の障害者も受け入れる。 
 
 すでに、同社協直営のふれあい喫茶「ぽぽ」に実習として働いていた障害者26人の
うち、11人を正式雇用に切り替えた。同社協の施設の清掃業務でも10人と契約を結ん
だ。 
 
 企業からの仕事第１号として、燕運送（同市）から、通信販売商品の段ボール詰め業
務を請け負い、２人が従事している。同社の柳原秀治社長は「地域貢献の一つとして
受け入れた。（障害者は）ほとんど健常者と変わらずに、むしろエキスパートとしてやっ
てもらっている」と話す。 
 
 同社倉庫で働く精神障害のある20歳代の女性は「仕事は楽しい。伝票の内容を間
違えないように気を付けている」とにこやかに話していた。 
 
 同社協は今後、企業の請負業務の開拓を目指すとともに、サツマイモ栽培や竹炭作
りなどを始め、障害者の就労の場を拡大する予定だ。同社協の野瀬清一地域福祉課
長（事務局次長）は「職業選択の自由という普通の願いを、普通にかなえてあげられ
るようにしたい」と話している。 
 
 
新潟日報2008年5月2日 
 
障がい者の方、健常者と変わらずむしろエキスパートして働いてもらっているという
話、正直びっくりしました。こういう職場あるといいと思います。 
 
 

[643] 長崎の工賃アップ作戦の話  2008年5月6日 16時56分
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国士無双 さん  e-mail 

5月6日のながさきニュース 
 長崎新聞  
  
こんいちは、国士無双です。 
 
例のGoogleアラートのネット情報到着しましたので、書き込みます。 
 
障害者工賃倍増へ県が５ヵ年計画 生産性向上や販売効率化促す 
 
 障害者がさまざまな生産活動に取り組む授産施設。利用者に支払われる工賃は少
なく、経済的自立は難しい。こうした状況を打開しようと長崎県は「障害者工賃倍増五
カ年計画」をまとめ、対策に乗り出した。 
 
 三月二十三日、南島原市内で芋焼酎の試飲会が開かれた。販売元は同市南有馬
町の通所授産施設「普賢学園南有馬」。ムラサキイモとシモンイモの健康効果に着目
して栽培を始め、農家に依頼して量産。酒造会社の協力を得て二種類を製造した。 
 
 同施設は十八歳から七十歳までの知的障害者が利用。企業から請け負った部品作
りや食品の包装作業などをしているが、作業単価は低く、現状で利用者に支払われる
工賃月額は約一万円にとどまっている。芋焼酎は工賃アップへの切り札。現在までに
約千百本を出荷し、好調な滑り出しだ。同施設の平坂良一係長は「本年度は工賃を
一万五千円程度まで引き上げたい」と意気込む。 
 
 県内の授産施設（障害者自立支援法で定める就労継続支援Ｂ型事業所を含む）で
の二〇〇六年度の平均工賃月額は一万一千百八十一円で全国三十一位。計画は一
一年度までに平均二万二千四百円まで引き上げることを目標に、▽施設の生産能力
と品質向上への支援▽消費者や企業へのＰＲ▽授産商品やサービスの販売促進－
の基本方針を提示。本年度はインターネットで商品を紹介したり、施設職員を対象に
工賃アップにつながる情報を提供するセミナーを開く予定。県障害福祉課は「施設側
への情報提供と、いい製品を開発するための仕掛けづくりに力を入れたい」と話す。 
 
 平坂係長は「地方では企業などから請け負う内職作業も少なく、工賃を上げるには
いい商品を開発するしかない」とし、施設側に利用者の支援だけでなく、営業や消費
者の声を聞くために動き回る人材が必要と指摘。県に対しては、「販路拡大の支援を」
と求める。厳しい現状の中、県と施設の連携による工賃倍増の取り組みが注目され
る。  
 
工賃アップに向け日本各地で様々な取り組み行われているようです。銀杏の工賃も上
がるといいと思います。 
 
  
  

[642] ＹＡＨＯＯ掲示板の話  2008年5月6日 16時18分

国士無双 さん  e-mail 

こんにちは、国士無双です。 
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今、「ＹＡＨＯＯ掲示板」という掲示板を見てたら、精神障害２級で働きたい方の質問あ
りました。女性の方で、うつ病らしいです。働きたいけど、今は専業主婦をしているそう
です。それに答えている方も皆さん精神障害の方のようです。 
結構、いいこと書いてあるので、社会に出てみようと考えている方、ご参考にしてみて
はいかがでしょうか？ 
検索サイトで、ＹＡＨＯＯ掲示板で検索し、到着したら、精神障害というキーワードを入
れてみると書き込み読めます。 
又、ネット情報で済みません<m(__)m> 
 

[641] 三八さん、お気遣いありがとうございます＆レオンさん銀杏情報ありがとうござ
います  2008年5月6日 15時9分

国士無双 さん  e-mail 

こんにちは、国士無双です。 
 
三八さん、国士無双のこと擁護してくださりありがとうございます。 
三八さんのように寛大なお心、お持ちの方がこの掲示板にいらっしゃると国士無双も
あり難いです。 
確かにこの掲示板はフリートークの場であります。 
国士無双は余り余裕が無いので、自分で良かれと思ったこと書き込んでいます。 
皆さんの話題についていけず、又、お得意のネット情報を書き込んでしまいました。 
音楽の話題は余裕が出来たら書き込みたいと思いますのでご勘弁を<m(__)m> 
 
レオンさん、この掲示板良く読むとレオンさんは銀杏の貴重な情報書き込んでくださっ
てます。国士無双が在籍したセカンドのＭ職員さんがお子様を連れて銀杏を訪れたと
いうのは、おめでたいお話で国士無双も心が和みました。三八さん同様、国士無双も
Ｍ職員さんには大変お世話になったので、お子様共々お元気な様子が伝わり国士無
双も嬉しい限りです。 
Ｏ職員さんには色紙に寄せ書きされたのですか？先日、国士無双がセカンドを訪れた
際には、あまり慰労のお言葉も口に出すことも無く、国士無双の仕事の愚痴ばかり話
してしまいました。反省です。５月一杯でお辞めになるそうですが、時間があれば挨拶
に訪れたいものです。国士無双の知り合いの就労されている方は粉ミルクをプレゼン
トしたそうです。国士無双もいつまでたっても甲斐性がなく駄目ですね。 
三丁目のＷ職員さんは、どんな方か分かりませんが、レオンさんがキャッチボールを
したいような方だとすると、とてもいい方だと思います。 
他にもＳ職員さんのことや、Ｈ職員さんのこと非常に面白おかしく書き込まれていらっ
しゃり、何かＳ職員さんやＨ職員さんに親近感が湧きます。 
レオンさんは銀杏の職員さん方たちにとっても非常に重要な方だと存じます。 
これからも、是非、人間関係のプロフェッショナル、銀杏の職員さん方たちと良い関係
築いて下さい！！ 
 
P.S因みに国士無双は先日銀杏を訪れた際に、国士無双さんは、まだまだ人間関係
が苦手だともう一人のＯ職員さんにアドバイスされました。職場などやこの掲示板を通
じて練習していきたいものだと思います。 
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[640] ”国士無双さん そんな事はないです！！ レオンさん 違約して済みませ
ん！！”  2008年5月6日 14時11分

三八（さんぱち） さん  e-mail 

 度々、三八です。 
 先ずは、国士無双さん。このＢＢＳは、管理人さんの約款で決められたフリートーク
の場所です。別に、音楽以外でも仰って宜しいので、和やかな雰囲気を壊されてはい
ません。色々な話題が有った方が面白いと思います。他に、貴重な情報を教えて頂
き、有難う御座いました。 
 次に、レオンさん。[６３４]や[６３５]で申し上げた事に違約して済みませんが、一言、
申し上げます。音楽映画で此方の誤認を正して頂き、誠に有難う御座いました！！ 
素直に申し上げなかった私こそ反省しています。そして、レオンさんは物事を良くご存
知でいらっしゃるからこそ、色々とお気遣いをされたり、悩まれたり、慎重になさるのだ
と思います。これからもご投稿を楽しみにしています。 
 では、失礼致します。 

[639] ［６２２］を読みました  2008年5月6日 13時35分

国士無双 さん  e-mail 

またまた、国士無双です。 
 
レオンさん、［６２２］の書き込み読みました。 
レオンさんは国士無双が気を使っていると思っていらっしゃるかもしれませんが、親切
に「ポレポレ東中野」までの所要時間や、行き方を教えてくださったレオンさんにお礼
をするのはある意味社会常識だと思います。 
 
国士無双は今は銀杏に行っていないので、この掲示板を通じてお礼をしてますが、何
か教えてくださった方にお礼やその後の報告をするのは社会常識だと思います。 
 
国士無双もまだまだ、出来てませんが、少しでも練習したいものだと思います。 
 
 

[638] 三八さん、ありがとうございます。  2008年5月6日 13時4分

国士無双 さん  e-mail 

こんにちは、国士無双です。 
 
 三八さん、国士無双のネット情報にコメントくださりありがとうございます。 
この掲示板も良く見てみると、音楽の話題で盛り上がっていたようなので、国士無双
の書き込み掲示板の和やかな雰囲気を壊すような書き込みだと思い少し反省してま
す<m(__)m> 
 
ただ、昨日のネット情報はとても大切なことが書かれていたと思い、投稿しました。 
どうか、このような話題に興味ない方は、無視してくださり結構ですので、お気遣いな
く。 
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パスワード  削除番号    

 
 又、三八さんの、教育の現場でも障がい者への偏見や差別を無くすように教育する
べきだという書き込み、そうあって欲しいものだと思います。 
 
 ではでは、今日はゴールデンウィークの最終日、皆さん良い休日をお過ごし下さ
い！！ 

 まえのぺーじ あたらしいぺーじ

647 記事削除
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