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振り返り 2 

 3 つの活動の中の一つが事業活動である。事業活動は事業を行って収益をあ

げて工賃を得る活動である。事業活動には二つの側面がある。ひと 

は事業のシステム、もう一つは働く側の働き方、すなわち就労支援である。こ

こでは前者を中心に述べることにする。後者の問題は後日。 

 われわれの主要な事業はパレット製造である。パレットは製品を運ぶための

荷役台である。ある製品の生産量は需要と供給によって規定される。それに応

じて荷役台も影響を受ける。発注会社は荷役台を商社に依頼する。商社はパレ

ット会社に依頼する。依頼された元請の会社は下請けのパレット会社に発注す

る。発注→商社→元請→下請という構造となっている。発注から下請までいく

つもの会社が入ることによって単価は下がるシステムである。それでも最後の

下請は最低の利益は保証されている。そうしないと荷役台の確保は維持されな

いことになる。このシステムはグループ化される。では障害者団体はどうなる

のか。そもそも元請の会社からの信頼はない。まして障害者が作る製品なんて

論外。新規参入の障壁である。われわれの事業はここからスタートした。 

 品質管理、納期遵守、コスト削減が製造業の原則であるが、これらの条件を

守りながらも事業を存続しづけることが最大の課題であった。 

6 年目にして初めて新規の企業から注文が来た。不思議なものでその後はいく

つかの企業から依頼が舞い込んできた。何かが変わった。たぶんそれは業界で

認知されたのだろう。だからと云って障害者が作る製品に対して評価されたの

ではない。NPO 法人という変わった法人が、何年もパレット製品を作ってい

る。品質もよいらしい、という評判だったのだろう。障害者が作っている姿を

見て、同時に製品を点検している企業を何度も見た。 

ここから次のステップに進んでいくことになる。次に何をやるのか。納期が

絶対という意識は培ってきたので、次の手は品質管理であった。品質管理は一

般的には標準書と工程表に集約される作業管理のことであるが、支援から見た

らそれは就労支援の一部を意味していた。同時に戦略を考え始めた。 
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萌日記  2019.12.20～2020.1.20 

 

・あけましておめでとうございます。い

なほでは新年のお祝いも込めて、所長と

庭野さんが中心でつくったおしるこを、

みんなでいただきました。（1/17） 

 

・原宿地域ケアプラザとの最初の出会い

は、利用者がひだまりの会への参加をし

ていたところから始まりました。地域交

流の一環として市民農園を借りたので、

できた農作物の販売ができるところを捜して、原宿ケアプラザに声をかけて頂きま

した。今は休業している自立生活援助ほなみを作った時にも、地域の声を聴くため

にお邪魔させて頂きました。今回は、積極的に地域にでようということで、地域担

当の職員をつくりました。すでに活動を始めています。（以下は担当職員の記事です） 

1/10 には、原宿地域ケアプラザにご挨拶に出向きました。萌の理念に含まれる

「人は社会の中へ」。萌も社会の中で生きています。今後、地域との連携をいろいろ

進めていくつもりです。 

・年末にお届けした門松は、年始にお引き取り。竹パウダーに“リサイクル”して

畑の肥料になります。 

・パレットに関連する業界紙より取材を受けました。（1 月） 

・年明けに、ソファーと小さ

な冷蔵庫、キャビネットを寄

付で頂きました。有効に活用

させていただいてます。どう

もありがとうございました。 

・大きな手術に向き合った利

用者がいます。しばらく入院

が続きそうです。いなほへの

復帰を希望に一生懸命リハ

ビリをしていると聞きます。 

 

 

 

今年も萌をよろしくお願いします。（岡）  

おしるこをつくっています 

おしるこができた！ みんなでいただきます 
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パレット班の改革 

 
 2019年 12月に元請け会社の工場に職員 5
名と利用者 1 名で見学に行った。5S の取り

組みは一部の人に限られ工場全体での取り

組みには至っていなかった。また、従来は利

用者への仕事量の確保が大きな課題であっ

たが、現在では受注量が増え、仕事への提供

出来る状況となった。そのような状況の中で、

ある利用者から現在の作業について「達成感

が持てない」との声が出てきた。そのような

中で、工場全体の取り組みや利用者への仕事

への提供の仕方を改めて見直す必要性に迫

られたことが工場見学の一番の目的だった

と思う。 
 工場を見学し、5S のチェック表や進捗把握の仕方等は私たちにも行えそうだと感

じた。この 5S のチェック表を活用して各利用者それぞれに、各利用者がどれだけ行

ったかの進捗把握係や各製品ごとに製品品を張り付ける係、指差し確認の担当者等

の役割分担を決めた。 
まだ始めて 1 か月程しか経ってはいないが、中でも休憩前の進捗状況の把握は変

化を生んでいる。今までは自分達が打ち立てた台数を把握していない人達も自分達

が打ち立てた台数を自分なりの仕方で記録をし始め、報告している。また、自分た

ちが打ち立てた台数がどれだけ出来たかが見える化になることで、もう少し数を上

げようという動機に繋がっている場面が見受けられ始めた。今まではどうモチベー

ションを持ってもらうかが懸案だったが、モチベーションを高めることにも繋がっ

て来ている。その一面には利用者が自ら役割を担っている面があると思われる。 
パレットは工賃が高い面を持っているが、日々の中で達成感が持て、それが結果

的に 
工賃が高くなることかが理想だと思う。日々の中で、自分の成長ややる気がでるよ

うになり、皆が生き生きと作業ができることが望ましいと思う。（理事長） 
 

現在は、10 時半に集まり、利用者の司会で、進捗状況を確認し、次の目標数を決めていま

す。昼休み前にも、確認する。そういうこまめな打ち合わせが、具体で利用者のモティベー

ションを上げていくことにつながっていると思います。以前より、スピードは上がっている

し、利用者が主体になって仕事に取り組んでいる姿が見受けられます。  

利用者の司会で進捗確認 
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非鉄金属について 

 

 電動車いすの方が新しく来られ、ノートパソコンの解体に従事されて

います。車いすであることと、腕力のない方なので会長が作業台を設置

したり、スロープを作ったり、安全対策をしました。車いすの通り道を

確保するため、メンバーも協力してくれます。 

 ベテラン勢は出荷物のフレコン数を数えてくれたり、整理などを自発

的に行ってくれます。サーバーのような困難なものの解体ができるよう

になった方もいたり、ひとりひとりの能力は上がっていると思います。

しかし、ドライブレコーダーのような小さく、数も多いものはひとりの人がかかり

きりになっても終わらないので、未解体品がたまり

はじめています。日を決めて

みんなで取り掛かるように

したいです。 

            

 

 

 

メール便について 

 

 メール便の作業を始めて二年が過ぎますが、開始当初は誤配や配達先の誤認など

があり、配布前の仕分け作業の段階で、誤配やケアレスミスを防ぐための工程を練

り直し、メンバー間で担当を決め、配布地域も担当を決め何度も同じ場所を配るこ

とで番地と人名が頭に入るまでになりました。また、

メンバー一人一人に責任が出てきたことも良かった

と思っています。 

  

配布作業のひとコマ 

出荷物の入った“フレコン” 

専用作業台で解体作業 みんなで解体 
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グループホーム独歩の年越し 

 

毎年恒例の年越しは、年越しそばと天ぷら、リク

エストメニューをいただきながらお酒を飲み、過ぎ

行く年を振り返ったり、来年の話に花が咲きました。 

時間をかけた世

話人さんの手創

り料理。栗きん

とんは 

人気の人品。 

普段はあまりでない 

お刺身は人気の人品。 

 

 風邪をひいていた方や、体調の優れ無い方もおられ、22:30 までの会になりまし

たが、楽しい会になりました。 

♡年末年始いつも入っていただく世話人さんどうもありがとうございました。♡ 

 

訪問支援について 

 

訪問支援を行って一年とふた月が経ちます。一人は地域活動支援センターに通う

外部の方でした。一年間にわたる訪問の末、それまで通っていた地域活動支援セン

ターを卒業し、より就労に近い B 型の工房いなほに通っていただいています。 

訪問を始めた当初は、生活する上で困ること（片付け方や、調理の仕方等）など

を相談しながら一つずつ問題を解決していきました。最近感じることは、地域で一

人暮らしを営む生活者としての精神的自立や精神的な安定を得ることの難しさです。 

当事者主体とはいっても、支援者側の視点からどうしても介入せざるを得ない課

題もあります。それに対して、相手がわかりやすいように相手の言葉で伝え、促す

ことの困難さがあります。 

一人暮らしで生活する上で生じる回避できない問題と、本人の精神的な弱さや生

き辛さをどのように支援していくか、関わり合いのなかで見つけていくしかないよ

うに思います。 

20 年間通われていた地域活動支援センターを辞め、いなほに通う決断をしたこと

は、ご本人にとってかなり勇気のいることだったと思います。それを忘れずにいな

ほに通えるような下支えを、これからも行っていくつもりです。（關） 

  

年末・・・年越しそばと料理たち 

新年・・・手作りおせち 
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私の読書 

私の読書   田川健三訳・注「ヨハネ福音書」(作品社) 

 

 聖書はキリスト教の正典である。そんなことは誰でも知っている。クリスチャン

の人は信仰の書として読むだろうし、そうでない人は教養として読むだろう。 

聖書を読んでも意味がよくわからない。2000 年前の話を理解するのは困難である。

どうしても注釈が必要となる。注釈にも聖典としての説明と書いてあることをある

がままに説明する方法があるらしい。聖書学者田川健三は、古代ギリシャ語で書か

れている聖書原文の一字一句を調べ、著者の語彙、文法、言葉使い、前後関係から

その著者の方向性などを読み解いて忠実に訳した。27 文書からなる新約聖書の全訳

を 13 年かけて完成した。ヨハネ福音書はその一冊。 

 いまから 2000 年前、中近東パレスチナでイエスという人は、ユダヤ教によって人々

の生活を縛り続けていることを批判し活動をしたことによって、逮捕され処刑され

た。イエスの弟子たちは、イエスは神であり救世主(キリスト)であると云ってキリス

ト教を起こした。初期のキリスト教は、新興宗教キリスト教とユダヤ教との関係、

復活信仰や伝道をめぐる対立などの混乱が生じていた。 

 その中からイエスに帰れといってイエス伝を書いたマルコの福音書が生まれた。

イエスは救世主であると云ってマルコを批判したマタイとルカが福音書を書いた。

それとは別にイエスは神の子であるが、どうしたら信じられるかという問いを立て、

イエスが活動した場所を歩いて記したのがヨハネの福音書。 

 ヨハネの福音書の意図は、イエスを信ずるとは何かを問うたのである。 

伝えられたイエス物語の場面を設定して、登場人物に問いただせた。目の見えない

人やライ病の人を治した奇跡物語は神を描くための舞台装置であることで信ずる証

にはならない。次に死者の復活の場面を設定する。イエスを信ずるラザロが死にか

かっているから早く来てほしいとイエスに伝える。なのに、イエスはラザロが死ん

で数日後に訪れた。姉は失った弟の悲しみ、遅れてきたことへの非難をイエスにぶ

つける。イエスは神の子なのに、人の子イエスとなって涙を流す。信ずるための説

得力にはならなかった。最後の試みは、十字架で脇腹を刺された傷跡を見ないと復

活を信じないと使徒トマスに言わせるが、それでは復活を信ずることはできないと

批判する。結局、ヨハネは信じる証を見出すことはできなかった。たどりついた境

地は、「あなたがわたしを信じたように、見ないで信ずる者は幸いである」とイエス

に云わせたのである。 

ヨハネは矛盾すること自覚していた。それでもどうしてもイエスを信ずることが

必要だったのであろう。不可思議なヨハネであるが、示唆に富んだ魅力的な福音書

である。(H.H) 

  

 



7 
 

 
 
  

福祉のページ 第１話 
新規利用者のことをめぐって＊＊＊ 

 川崎在住の身体障害者の方です。受け入れにあたっていろいろありました。 

全自動車イスの方を受け入れは始めてでした。 

見学後、実習について職員での打ち合わせの時。職員から出た言葉は次のようなもの

でした。「車イスが押せるのか」「だれがみるのか？」「私には見る時間がない」「遠すぎ

はしないか？」「通勤途上何かあった時責任はだれがとるのか？」「無理ですね」「パレッ

トがあちこちおいてあり、片付ける習慣がないので、安全面で不安だ」「所長はいないと

きがあるので、最後まで残る職員に負担がくるのではないか？」等々。 

車イスという事だけで、思いもしなかった言葉の数々。精神障害者や知的障害者の受

け入れにこういう言葉はありか？聴覚障害者を受け入れた時すらなかったです。車イス

というだけでどうして、私には見る時間がないとか、通えるのかとか、通勤途上の問題

について疑問が出されなくてならないのか？ 

まるで、障害児が普通学級に入るにあたって、３０年以上前に聞かされた言葉のよう

です。人工呼吸器を付けた障害児が普通学級や保育園に通いたいと希望した時によく出

た言葉の数々です。なにかあったらだれが責任を取るのか？誰がみるのか？そして、負

担は保護者がいつもついていることで許可されたりしてきました。 

車イスも今は軽量化していることすら情報を知らないようでした。福祉現場であるは

ずの工房いなほもついに落ちるところまで落ちたかと、私の怒りは爆発しました。本人

にあっていないから分からないというなら理解もできるが、その前に言葉ありきでした。 

私の心境は（障害種別を問わないとは嘘だったのか？ だったらホームページで車イ

スの方ご遠慮くださいとかけばよい。経営理念で共に豊かなる未来をということをうた

うこと自体が欺瞞じゃないか、パレットを無造作に置かなければよい、この機会にきれ

いにする習慣がつけばよいのに＊＊みる時間がないとは悲しいことだ。ずっと見続けな

くてはならない存在なのか？見る時間がないとほかの障害者に使わない言葉をよく言え

るな＊＊＊無理ですねと単純にいう自分も周りに配慮されているだろ。それを感じない

のか？＊＊＊）等の言葉が湧きあがる。（これを読んだ職員さん、怒らないでくださいね） 

理事長がとにかく実習してもらえばよいのでは・・と収集してくれた。この結果を本

人にどう話そう。歩人と同行してきた伴侶には少し実習を延期することを伝えた。ホー

ムページは嘘ですねとメールをいただいた。 

職員の共通理解が無ければ支援はできません。 

通いたいという当事者がいる。その言葉が私にはすべてである。彼女が通えるために

何をすればよいか？考えるのが支援者の役目である。私が思ったのはそれだけだ。障害

をお持ちの伴侶からホームページは嘘ですねと言われれば、そうかと考えさせられる。

しばらくの間、ホームページを閉ざした。ペンは嘘を語らない、自分たちを美しく見せ

ようとしない、それが私の志だから・・ 

救いは職員が手作りのスロープを廃材で作り始めてくれたことです。私は工場内に横

断歩道を作り、パレットをおいてはいけない個所に線を引きました。 
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車イスの方と出会うのはいなほでは始めてのこと。付き合った経験がないというのは誤

解の始まりだと思う。もう、２０年以上前に大阪の福祉事業所を見学に行ったことがあ

るが、障害種別は本当になかった。車イスの方、知的障害の方、精神障害の方が、お互

いを生かして共同生活をされていた。 

出会うことがまず大事だと思う。出会わなければ何も分からない。 

 

通うようになって出てきたのは、通勤に使うバスの運転手の無理解。運転手によって

バス代が全額だったり、半額だったり、無料だったりする。本人がどれが本当か分から

ないと困り果てた。戸塚の神奈中営業所に電話をかけ、合理的配慮と障害者差別禁止法

について説明し、理解を求めた。本人にはカードを作り首に着けてもらった。「私に嫌な

思いをさせないでください。バス代は半額です。障害者への合理的配慮は義務付けられ

ています。発行元 工房いなほ」 

楽しく通うことが何よりです。              波多江久美子 

 

編集後記 

  昨年１１月前理事長と私は１００号で通信いなほを廃刊にしようと話し合った。職員が読んでいるかよく

わからない、他の機関からは感想文などいただいていたが、職員の反応は何もなかった。それが、今年１月１

日、前理事長が８面にして皆に書いてもらうのはどうか？と提案してきた。それで今回８面になった。   

 通信が幸浦木人舎だったころ、きれいごとしか書かず、本当の問題を書けなかった。通信いなほは本当の自

分たちの問題・悩みを書いていこうと発刊された。書いて読みなおすとき、きれいごとや自分たちを美しく見

せてはいないか？いつもそういう視点で原稿を読み直す。（波多江久美子） 

『障害者殺しの思想』 横田 弘：著          新人職員（小島淳） 

まずこの本を読む前に、私はその題名から強烈な衝撃をうけました。それで最初本を読むのをためら

いましたが、障害者の方（作者本人）が、実際起きた事件、事実を通して、障害を持つ人 

と健全な肉体をもつ人との共有する世界が実現できるかという問題提起に私たちは、目を 

背けてはいけないと感じました。 

それは、母（加害者）が子（被害者）を殺すというインパクトのある文で始まり、その事実によって

障害者より加害者に同情的な社会に作者は、苛立ち（差別意識）を感じたのではないでしょうか。 

そこで、この本の中で、特に印象に残った二つの事柄を書いてみたいと思います。 

一つは、「役に立たない人間は、存在する価値がない」という事柄です。この文は、最近起きた（平

成28年7月26日）やまゆり園事件の加害者A（ここではこう呼ぶ）が、裁判で語ったと報道で聞いたこと

があります。この言葉こそまさしく差別用語そのものと感じました。 

もう一つは、車イスで路線バスに乗車拒否されたこと、この事実は１９７６年に起きた事案で、現在

では乗れる事ができるが乗客が多いと乗りづらい問題点がある。 

これまで、感想を述べてきた訳ですが、今後もいかに障害を持つ方と接触しなければならないか、実

際にこの事業所でも現実に障害を持つ方と共有する世界を更に広げていく必要性を感じました。 

 

 


