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[1163] 自立支援法の改善案  2008年12月9日 16時53分

国士無双 さん  e-mail 

度々、国士無双です。 
 
自立支援法に関するネット記事見つけましたので、投稿します。 
自分の心配が第一ですが、自立支援法の問題点も重要なので、投稿します。 
 
ＮＨＫニュース 
 
共産党は、障害者が支援サービスを利用する際、かかった費用の１割を負担すること
を定めた「障害者自立支援法」の見直しが来年行われるのを前に、１割負担の廃止や
事業所などへの報酬の引き上げなどを求める独自の提言をまとめました。 
 
おととし４月に施行された「障害者自立支援法」では、障害者が支援サービスを利用
する際、原則として費用の１割を自己負担することが定められており、施行から３年後
の来年見直しが行われることになっています。これについて共産党は「障害者の自己
負担が増えたために施設や在宅サービスの利用をやめたり、抑制したりせざるをえな
いケースが相次いでいる」として、独自の提言をまとめました。それによりますと、費用
の１割負担を廃止し、当面の間は収入に応じて費用を支払う仕組みに改めるほか、所
得が低い人は無料にすべきだとしています。また、障害者が通ったり、働いたりしてい
る事業所や施設に対する報酬を大幅に引き上げ、支援サービスの充実や職員の待
遇改善に充てるべきだとしています。共産党は、今後政府や与野党の各党に対し働き
かけを行って、こうした提言の実現を目指すことにしています。 
 
利用料の廃止や、職員さんの報酬引き上げは大変いいことだと思います。 
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しばらく、作業所に顔を出していませんでしたが、今日は、皆さん、お元気そうでした。 
もとの、利用料の無い、作業所に戻って、精神障がい者がいきいきとした生活を送れ
る世の中にすることはとても大切なことだと思います。 
 
 

[1162] 銀杏の職員さんありがとうございます  2008年12月9日 16時41分

国士無双 さん  e-mail 

こんにちは、国士無双です。 
 
今日は公休日で、昨日の書き込みのように銀杏を訪れて、国士無双の先日の診察の
ことについて報告し、今後の対策について相談してきました。 
まず、国士無双が所属していた某銀杏に顔を出して、Ｍ職員さんにご相談しました。 
Ｍ職員との相談では、明日に就労支援センターの国士無双の担当の職員の方に、連
絡し、主治医に連絡を取って先日の診察のいきさつや、経緯について、電話で伺って
くださるとのことでした。 
主治医の見解を良く聞いたうえで、現在の会社での労働条件の改善を提案してみて
下さるとのことです。 
もし、会社側が、了承してくれなければ、退職の道も考えた方が良いということです。 
 
その後、お世話になっているブルーアイズさんが所属している某銀杏に顔を出して、
昼食に付き合ってもらいました。 
ブルーアイズさんもお元気そうで、何よりでした。 
本当に読書が好きな方らしく、趣味もいいと思います。 
某銀杏ではＫ職員さんに「レオンさんが凄い心配してましたよ」 
と言われ、無理はしないようにとアドバイスされ、嬉しかったです。 
Ｓ職員さんには、「国士無双さんなら何処にいっても大丈夫よ」 
と言われ、元気付けられました。 
又、Ｈ職員さんには「国士無双さんはいつもきつい職場ばかりで大変ですね」 
と同情され、感謝しています。 
 
そして、最後に、この掲示板を作ってくださった管理人さんの某銀杏を訪れ、管理人さ
んのご意見を伺いました。 
「統合失調症の人は真面目な人が多いので、頑張ってしまう」、 
「病気が再発したら、一番困るのは国士無双さん」などと 
的確なアドバイス下さり、とても参考になりました。 
「仕事を辞めるのも別に悪いことではない、仕事は沢山ある」 
「今日、Ｍ職員さんと相談したことを実際にやってみて、その結果次第で、労働条件が
改善されるなら、まだまだ、明るい見通しがある」 
とのお言葉も下さり、展望が開けてきました。 
 
銀杏の職員さんの親身なお言葉は普段、殺伐とした環境で働いている国士無双にと
っては、非常に暖かく、感謝してもしきれません。 
 
銀杏の職員さん方々どうもありがとうございました。 
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[1161] 明日、銀杏に伺うと思います。  2008年12月8日 21時32分

国士無双 さん  e-mail 

今晩は、国士無双です。 
 
職場の状況は深刻で、２日続けて欠勤者が２人出て、国士無双の仕事の負担も激し
いです。 
明日、国士無双が所属していた某銀杏に顔を出して、真剣に相談したいと思います。 
余裕があればブルーアイズさんやレオンさんにもお会いしたいので、某銀杏にお邪魔
するかもしれませんので宜しくお願いします。 
 
両親の意見は「仕事を辞めるのがいい」という意見で、一人で生きていく力を付けて、
「生活保護でも何でも構わないから、生きていけば」という意見です。 
いい加減、人間らしい生活がしたいので、両親の意見は有難かったです。 
 
明日は、某銀杏の職員さんと真面目に相談したいと思います。 

[1160] ブルーアイズさん、ありがとうございます。  2008年12月6日 19時16分

国士無双 さん  e-mail 

今晩は、国士無双です。 
 
ブルーアイズさん、国士無双の書き込み、気にされていらっしゃらいないようで、安心
しました。 
又、銀杏の、冬休みの情報も教えてくださり、ありがとうございます。 
冬休みに入る前に、一度、国士無双が所属していた某銀杏に顔を出して、職員さん
に、先日の診察で主治医の先生に言われたことを報告し、仕事量のことなどについて
相談したいと思います。 
 
夕食会の方ですが、今回は忘年会風になりそうで、楽しそうですね。 
国士無双は、結局、夕食会が始まってから、一度も夕食会に参加できず、夕食会がど
んなものか、どんな雰囲気なのか知らぬまま、今年は終わりそうです。 
ある銀杏ＯＢの方にお聞きしたところ、仕事の話などせず、皆で、談笑し、とても楽しい
会のようですが、国士無双が参加したら、仕事の愚痴ばかり出てきそうで、どうも、雰
囲気的に合いそうにありません。 
 
無理して、笑ったり、話を合わせる事は国士無双は苦手なので、参加出来なかったこ
とは正解かもしれません。 
 
ではでは、国士無双は明日から又、仕事ですが、無理せず、気張らず、乗り切って行
きたいと思います。 
 

[1159] 国士無双さん、お気になさらず  2008年12月6日 14時27分

ブルーアイズ さん  e-mail 
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こんにちは。ブルーアイズです。 
 
国士無双さん、先日の書き込みのことですが 
ブルーアイズが気を悪くしていることなどありませんのでどうかお気になさらず。 
それより国士無双さんが少し弱気になっていらっしゃるようなので 
それがちょっと心配です。 
今後は銀杏の職員さんとご相談なさってよい対策を見つけていただいて 
また元気にお過ごしください。 
 
ところで銀杏の夕食会のことですが、某銀杏の職員さんは 
「ブルーアイズさん、今度夕食会があるんだけど、 
今回はバレーボールの練習と重ならないので 
疲れ果てて出られないということはないと思うから、ぜひ今回はどう？」 
とお優しく誘っていただいているのですがちょっと迷っています。 
 
というのも三八さんの言うように上げ膳据え膳ならいいのですが 
現役メンバーはＯＢの方がいらっしゃる前に料理に参加しなければならず 
ブルーアイズは家でもほとんど料理をしないで 
作れるのはカップラーメンと目玉焼きだけというそんな男においしい料理などできるか
どうかちょっと心配です。 
前回参加したときたしか麻婆豆腐を作ったようなおぼえがありますが 
ＯＢの方に「辛すぎるぅ」と評判が悪くかったですぅ。 
 
参加不参加はもうちょっと考えてからにします。 
 
ところで国士無双さんに参考までに申し上げますと 
銀杏の冬休みは今月の２６日土曜日から来年の１月６日火曜日までです。 
そのあいだは職員さんもいないのでご相談をするのにちょうどいい日は２５日までか、
あるいは来年の７日からかになると思います。 
 
これから寒さも本番になりますがみなさん風邪などにはお気をつけてください。 
それでは。

[1158] ブルーアイズさん、個人の情報に立ち入り申し訳ありません  2008年12月6
日 13時3分

国士無双 さん  e-mail 

こんにちは、国士無双です。 
 
先日は、レオンさんやブルーアイズさんの励ましで、何とか、仕事は乗り切ることがこ
とが出来ました。 
ありがとうございます。 
 
ところで、先日は、国士無双の書き込みで、ブルーアイズさんの出身高校に言及して
しまい、申し訳ありませんでした。 
お気を悪くされていらっしゃったら申し訳ありません。 
今後は、このような書き込みには気をつけますので、お許し下さい。 
又、学歴で人を評価するような、国士無双の感覚もいけませんでした。 
自分の悪いところだと思って反省し、今後の教訓にしようと思います。 
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銀杏では、今月末に、又、夕食会が開かれるようですが、国士無双は残念ながら、仕
事の都合で参加出来そうにありません。 
 
ブルーアイズさんやレオンさんは参加されるんでしょうか？ 
 
国士無双の健康問題については、年内に何とか時間を作って、某銀杏の職員さんと、
きちんとお話したいものです。 
体調が許せば、銀杏に顔を出すと思いますで、その節は宜しくお願い致します<(_ _)> 
 
ではでは、今日は、いい天気のようなので皆様、良い休日をお過ごし下さい。 

[1157] 昇給してしまいました・・・  2008年12月4日 22時6分

国士無双 さん  e-mail 

今晩は、国士無双です。 
 
ブルーアイズさん、ご心配下さり、ありがとうございます。 
昨日、今日と、何とか出勤しました。 
職場に行く前は、無理はしないようにと思っているのですが、職場に赴くと、周りの雰
囲気に飲まれて、頑張ってしまいます。 
 
人間関係の方も、完全に障がい者扱いされなくなり、厳しくなってきました。 
どうも、要領が悪く、きつい仕事を頼まれ、我慢してそれをこなしてしまうので、仕事が
出来るものと思われ、良くも悪くも信頼されてしまいます。 
時給査定もあったのですが、又、１０円昇給してしまいました・・・ 
喜んでいいのか、困った方がいいのか・・・・ 
 
病気が再発することに関しては、今日、国士無双が教育係をしている新人さんに火曜
日の診察で主治医にそのように言われたことを、話しました。 
新人さんも、「余り無理はしない方がいいですよ、病気がぶり返したら大変ですよ」 
と仰ってくださり、少し気が楽になりました。 
 
国士無双も、病気が再発することに関しては、真剣に考えないといけないので、その
辺のことは、信頼できる銀杏の職員さんと相談してみようと思っています。 
 
ただ、先日も書き込みましたが、この時期は休むのが難しく、公休日は体を休めてい
ることが多いので、なかなか銀杏にも顔を出せません。 
 
現状は、良くも悪くも、仕事が出来るようになってしまい、その分、きつい仕事を頼ま
れ、疲れてしまうという悪循環です。 
 
国士無双もまだ人生、先が長いので、長い目で考えて今の仕事を続けていくかどうか
も考えたいと思います。 
 
とりあえず、少し職場が暇になってから、作業所での充電や、転職も考えていきたいと
思います。 
 
ブルーアイズさんは、記念文集に文章を書かれるようですが、恐るべき銀杏情報網か
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ら得た情報で、国士無双は、ブルーアイズさんの出身高校を存じております。 
 
文人を数多く生み出しているブルーアイズさんの出身高校の血は脈々とブルーアイズ
さんにも流れていらっしゃると思います。 
気張らず、自然にお書きなれば、僭越ながら、いい文章書かれると思います。 
そちらの方はブルーアイズさんが頑張って下さい。 
 
ではでは、脈絡がなくなってしまいましたご勘弁を<(_ _)> 
明日乗り切れば、明後日は公休日が待っているので、気張らず、無理せず、一踏ん張
りします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1156] 某団体の記念文集  2008年12月4日 19時57分

ブルーアイズ さん  e-mail 

こんばんは。ブルーアイズです。 
 
ブルーアイズは昔所属していた某団体が３５周年を迎えるのでその記念文集に文章
を書くことになってしまいました。 
母親にそのことを話すと「お前なんかが文章を書くの」と言われがっくりです・・・ 
たしかにそんなにいい文章かけるとも思えませんよね・・・ 
 
今日はバレーボールの練習がありました。明日も練習があります。 
中年になるとさすがに２日続けてスポーツをやるとなるときついものがあります。 
ブルーアイズは補欠ですがバレーボールは今回の都大会を最後に引退しようと思い
ます。 
 
ところで国士無双さんのその後が心配です。レオンさんも心配していました。 
とはいっても国士無双さん、無理な書き込みのお願いではありませんので無視してい
ただいてけっこうです。 
 
なんだかまとまりのない書き込みでした。ご容赦ください。 
それでは明日がんばって楽しい週末を迎えましょう。ではでは。

[1155] レオンさん、ブルーアイズさんありがとうございます。  2008年12月2日 20時
29分
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国士無双 さん  e-mail 

今晩は、国士無双です。 
 
レオンさん、ブルーアイズさん、国士無双にアドバイス下さり、ありがとうございます。 
お二方とも、心配してくださり、心からお礼致します。 
レオンさんもブルーアイズさんも、銀杏の職員さんや就労支援センターの職員さんに
相談してみたらと書き込まれていらっしゃるので、何とか年内に時間を取って相談して
みたいと思います。 
（ただ、この時期に一日でも休むのは実は物凄く大変なことなんです・・・） 
すぐに会社を辞めるという選択肢はお二方とも提案されていらっしゃらないので、急な
退職はなるべく考えない方向で行きたいと思います。 
ただ、職場が人件費削減や経費削減で、人減らしや、残業禁止、節約節約などかなり
の荒療治を行っているので、障がい者枠で入社した国士無双の負担も健常者の方と
変わりません。 
レオンさんやブルーアイズさんのご意見を参考にして、銀杏の職員さんや就労支援セ
ンターの職員さんに相談してみるのが、より良き選択肢が見えてくることと思います。 
 
何か、一人で抱え込んでいた悩みが少し解消されたようで、気分的に楽になりました。 
どうもありがとうございました。 
 
 
 
 
 

[1154] 国士無双さんの人生に立ち入ることはできませんが・・・  2008年12月2日 19
時56分

ブルーアイズ さん  e-mail 

こんばんは。ブルーアイズです。 
 
国士無双さん、ブルーアイズに申し訳ない書き込みをしたかとのご心配無用です。 
ぜんぜん気にしていませんのであまりお気になさらず。 
 
ところでブルーアイズごときが国士無双さんの人生に立ち入ることはできませんが 
ブルーアイズも国士無双さんの書き込みを見ていてお仕事のほう大変そうだなと思っ
ていました。 
そんなハードワークで体調を崩されないだろうかと心配していました。 
 
「がんばって」と書き込むことだけは簡単ですが働くのは国士無双さん自身ですし 
誰も代わってはくれないですから・・・ 
 
年末商戦で休みを取るのも難しいでしょうが、何とか一日でも休みを取って 
銀杏の職員さんや就労支援センターの職員さんとご相談できないでしょうか。 
 
銀杏に戻ってしばらく充電してからまた働くという選択肢もあると思います。 
そのときはみなさんきっと喜んで迎えてくれると思います。 
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パスワード  削除番号    

ブルーアイズ、何とか国士無双さんに良い道を指し示して上げられないかと頭をしぼ
り 
書き込みしましたがなんだか中身のあることを何も言ってあげられませんでした。 
どうかご勘弁を。 
 
とりあえずこう言うしかないのですが明日はがんばってください・・・

 まえのぺーじ 

1163 記事削除
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