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「あの・・、引き取れるのは・・、テレ

ビは製造から５年、冷蔵庫、洗濯機は８年

ということになったんです。申し訳ありま

せんが・・。」と電話で伝えるメンバーの名

田さんがいます。「まだ使えるのに・・。そ

んなぜいたくいつから言うようになった

ん・・！」とよく叱られます。「使えるもの

はもう一度使ってやるのが、緑の会の精神

と違うの・・？」と疑問が寄せられます。

大型家具や家電４品目（テレビ、冷蔵庫、

洗濯機、エアコン）の回収依頼が増えまし

た。「回収班が見せていただいてからの判断

となりますが・・、それでもかまいません

か？また家電４品目については、回収させ

ていただき、もしこちらでテストしてダメ

な場合は、リサイクル料金と集積場所まで

の運搬料を頂くことになりますが・・、そ

れでもよろしいでしょうか？」そんな対応

が毎日何十回と繰り返されます。 

家電リサイクル法は冷蔵庫や冷凍庫、エ

アコン、テレビ、洗濯機を処分する人がリ

サイクル料金と指定取引所までの運搬料を

支払うことで成り立ちます。リユース・リ

サイクルは今や地球温暖化対策にとっての

定番メニューとなりました。今度液晶テレ

ビや乾燥機もその対象に入るわけですが、

・難しい時代（杉浦 良） 

・お知らせ（ＣＯ2 削減コンテスト県

代表に選出）、宿泊研修報告 

・ＮＰＯ法人太陽と緑の会のしくみ

・太陽と緑の会 助成事業報告 

・テンプラ廃油をディーゼル燃料に

・ご支援下さった皆様 ／編集後記 

かわら版 

－難しい時代－         杉浦 良

ＮＰＯ法人 太陽と緑の会

2007 年 12 月 123 号 

宿泊研修・昼食用のおにぎり作り 
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パソコンや自動車リサイクル法との大き

な違いは、後でその料金を支払う点です。

リサイクル料金を徴収していながらリサ

イクルするメーカーに引き渡されていな

かった廃家電リサイクル料金２億７千万

円を大手家電販売店が返すことになりま

した。環境、経済産業両省は廃家電の引

渡し先の記録を小売店に義務付けるなど

チェック強化を考えているようですが、

むしろ問題は後払い制にあると思いま

す。パソコンや自動車のように前もって

お金を徴収しておけば、色々あったとし

てもこのようなトラブルは防ぐことがで

きるはずです。購入時にリサイクル料金

を徴収するメリットに、まだ使える冷蔵

庫などを気軽に誰かにもう一度使っても

らえることや、夜中にこそっと捨てられ

たテレビや洗濯機などに、腹はたちます

が、リサイクル料金まで支払うというカ

ウンターパンチを食らうことがありませ

ん。2001 年４月の家電リサイクル法導入

時に、リサイクル料金を後払いにすれば、

そのことで、家電製品を長く使ってもら

えるという意見がありました。私は、む

しろ逆で、まだ使える家電製品を使って

くれた方に、リサイクル料金というババ

抜きのババを押し付けてしまわないかと

心配でした。結果としては、家電４品目

を誰かに使って欲しから、引き取って欲

しいという回収依頼が圧倒的に増え、反

面、どんなに古くても使える家電４品目

を使いたいという方は減りました。家電

リサイクル法は後払い制で継続するとい

う話を聞きましたが、前払い制に改正す

ることで家電製品もパソコン、自動車と

一緒に並んで欲しいものです。 

地球温暖化対策のためにも、①一つの

ものをなるべく長く使うことで省資源に

貢献する、②安全のためにも長く使わず、

早め早めに省エネタイプのものに買い

換える、この相反する考え方にどう対処

するのか・・？本当に難しい問題です。

どちらかが良くてどちらかが悪いとい

うことが、ますます言えない、判らない

時代になりました。多分こんな時は白黒

つけず、そのときそのときにどちらが良

いのか頭をひねって考えるしかないの

でしょう・・。その時その時考えるのが

嫌になったらオシマイと、自分にも言い

聞かせる 2007 年暮れです。 

皆様に幸いあれ！          

----------------------------------- 

 

冬期休業のお知らせ 
  

平成 19 年 12 月 29 日（土）～平成 20

年 1 月４日（金）、冬期休業とさせて頂

きます。新年の活動は１月５日よりスタ

ートとなります。市民の皆様方には大変

ご迷惑をおかけ致しますが、よろしくお

願い致します。  

 なお、休み期間中の不用品などのお持

ち込みはご遠慮下さいますよう、よろし

くお願い申し上げます。  

昼食のみそ汁作り 
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お 知 ら せ 
 

ＣＯ２削減コンテスト 
徳島県代表に選出 

温暖化対策“一村一品・知恵の環づく

り”「減らさなソンソン！ＣＯ２削減コン

テンスト」（主催：とくしま環境県民会議）

が開催されました。 

 11 月 20 日、書類審査を通過した「海

部郡レジ袋有料化推進実行委員会」及び

太陽と緑の会が 終審査会に出場し、そ

れぞれ取組内容に係る活動報告プレゼン

テーションを行いました。 

 審査の結果、太陽と緑の会が 優秀賞

を受賞、徳島県の代表として、来年２月

に東京で開催される全国大会に出場する

ことになりました。 

 太陽と緑の会事務局・店舗兼作業所の

建物(70 坪２階建）では、①夏は涼しく

冬は暖かくなるよう「太陽と緑の会自然

換気システム」を導入し、店舗・作業場

ではエアコンを設置しない（事務室・面

談室のみ設置）②太陽光発電(10.98kw、

68 枚パネル）、太陽熱温水器を設置し、

この建物での電気使用量の８割を太陽光

で発電、温水は炊事等で使用することで、

大幅なＣＯ２削減を達成しています。 

 このような取組を評価して頂き、徳島

県代表として選ばれたことは大変光栄な

ことと思います。これも建物の再建を引

き受けて下さった木内昭様、杉間伐材を

無償で提供して下さった大田正様、その

他再建をご支援・ご協力下さったすべて

の皆様のおかげです。この場を借りて、

改めてお礼申し上げます。 

 

イベント 
11 月 25日午前 10時～午後３時 第５回

ふれあいフェスティバル「光のふねにの

って」開催（於：ふれあいセンター立江

（小松島市）） 県内の地域活動支援セン

ター・障害者地域共同作業所等のメンバ

ー、ボランティア、スタッフが参加。 

当会からは代表の杉浦、月の宮作業所所

長の櫛田、作業所メンバーの大和さん、

田村正子さん、小谷君、久米君、大木君、

数藤さんが参加 

 

シカ肉頂きました 
クイック有限会社の藤本様より、シカ

肉８キロを頂きました。青年長期ボラン

ティアの歓送迎会等で使わせて頂きたい

と思います。藤本様にはこれまでにもシ

カ肉を頂いており、太陽と緑の会の手づ

くりの忘年会などで活用させて頂いてお

ります。ありがとうございました。 
 

会議・講演 
11 月 13 日 第４回環境ボランティア交

流会 第１回実行委員会開催（於：徳島

県庁会議室） 当会代表杉浦出席 

12 月３日 当会代表杉浦が、ＮＰＯ法人

きらきら星研修会（於：阿南市那賀川町

支所）にて、障害者自立支援法、ＮＰＯ

法人などをテーマに講演。同法人ボラン

ティア、役員、その他関係者の方が参加。

 

見学 
11 月 17 日 第１回ワークキャンプ参加

者で、長年当会の機関紙も購読して下さ

っている西澤さんが来所・見学。 

12 月４日 ハートかみやま（神山町）の

ボランティア等21名の皆様が太陽と緑の

会リサイクル作業所を見学。 

絵：藤田さん 
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  平成 19 年 12 月 10 日（月）～11 日（火）、

財団法人徳島県福祉基金より「障害者の

自立と社会参加を図る活動」として受け

た助成金に自己資金を合わせ、太陽と緑

の会リサイクル作業所及び太陽と緑の会

月の宮作業所合同の宿泊研修旅行を行い

ました。研修の参加者は様々なハンディ

を持ったメンバー、スタッフ、ボランテ

ィア、計 31 名です。 

 今回の研修では、リサイクル業者の事

業モデル、及び磁器についての見識を深

めることを目的として、愛媛県のリサイ

クルショップ「リステーション松山本店」

「エコタウン松山久米店」、及び「砥部焼

観光センター炎の里」を見学しました。 

 12 月 10 日午前９時 30分、貸切バス（41

人乗り・金比羅タクシー）に乗って、太

陽と緑の会リサイクル作業所を出発、高

速道路を西に進み、石鎚山ＳＡで昼食の

おにぎりを食べました。これはアルバイ

トの土井さん、メンバーの田村君による

手づくりのものです。 

 午後 12 時 40 分、「リステーション松山

本店」に到着しました。６階建てのビル

で、うち４階までが売場となっている四

国では 大級のリサイクルショップで

す。１階から、装飾品・ギフト・雑貨売

場、メンズ＆レディースファッション・ 

子供用品売場、家電・パソ

コン・カメラ・スポーツ・

趣味商品売場、家具売場と

なっています。徳島にはな

い大規模なリサイクルショ

ップで、ディスプレイ、価

格設定、品揃え、店として

の雰囲気作り、店員さんの

接客方法など、メンバーさ 

んにとっては大きな刺激となりました。 

 午後３時半、道後グランドホテルに到

着。午後７時、温泉で一年の疲れを癒し

た後は、海の幸中心の夕食をとり、今年

一年を振り返って、ひとりひとりがコメ

ントをしました。 

 12 月 11 日午前７時 30 分朝食をとり、

午前９時、貸切バスでホテルを出発、午

前９時 50 分、「エコタウン松山久米店」

に到着しました。リステーション松山本

店との比較の中で、店ごとに違いがある

ことを、メンバーさんに感じて頂くこと

ができました。 

 午前 10 時 50 分、砥部焼観光センター

炎の里に到着しました。磁器の製造工程

も見ることができて、日頃リサイクル作

業で扱っている品物のひとつである磁器

についての見識を深めることができまし

た。帰路、石鎚山ＳＡにて昼食のお弁当

を食べ、午後３時 10 分、太陽と緑の会リ

サイクル作業所に到着し解散しました。 

 愛媛県へ行くのも、貸切バスを利用す

るのも、太陽と緑の会 23 年間の歴史の中

で初めてのことでしたが、作業所の利用

者にとっても、今後作業に取り組んで行

く上での貴重な社会経験になりました。 

宿泊研修 2007 IN 愛媛 報告 

リステーション松山本店 
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市民サポーター 
① 会員（正会員・準会員） 

② ご寄付下さった方 

③ ボランティア 

④ リユース可能な不用品の提供、

及びリユース品の購入・再利用

にご協力下さった方 

⑤ 活動の広報への協力、場所・技

術・情報・知識の提供、当会の

活動に関心を持つ、という形で

サポートして下さっている方 

行政 
①地域活動支

援センター・

障害者地域共

同作業所に対

す る 補 助 金

（全運営費の

13％） 

 

②引き取り手

のいない処分

放置自転車の

提供 

民間財団・諸団体 
徳島県共同募金会、ヤマト福祉財

団、徳島県福祉基金、阿波銀福祉

基金、徳島北ロータリークラブ、

大同生命社会貢献の会、ＵＩゼン

セン同盟化学部会四国化成労働

組合連合会、徳島県労働者福祉協

議会、アサヒワンビールクラブ、

徳島東ライオネスクラブ、徳島青

年会議所、徳島県社会福祉協議

会、リボン、徳島市手をつなぐ親

の会、国府養護学校ＰＴＡ、徳島

市社会福祉協議会、徳島市市民活

力開発センター、徳島県ボランテ

ィア協議会他（順不同） 

ＮＰＯ法人 太陽と緑の会のしくみ
障害者の就労訓練・生活訓練

ゴミの減量 河川敷の清掃 
ゴミ処理行政コストの削減 

ボランティア育成 
体験実習の場の提供 

助成事業 ＣＯ2 削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会（正会員） 事務局 理事会 

監事 

障害者地域共同作業所

太陽と緑の会 

月の宮作業所 

地域活動支援センター

太陽と緑の会 

リサイクル作業所 

太陽と緑の会 

月の宮共同生活棟 
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第 22 回助成 
徳島市資源ごみ回収事業に係る奨励金

（古紙、鉄屑、空き缶、ウエス１キロに

対し６円）平成 15 年度後期分 44 万 6300

円が太陽と緑の会福祉事業団に支給され

ました。これを各分野で非営利活動に取

り組んでおられる以下の団体の皆様に配

分させて頂きました。  

 

①障害者地域福祉活動への助成  

徳島県内の障害者地域共同作業所 ３万

円×３箇所 計９万円 

(きのこハウス、ほっとハウス、あわっこ)

きょうされん（旧・共同作業所全国連絡

会）（障害のある人々の働く場、生活の場

作りを推進する活動） １万 5000 円  

徳島県精神障害者家族会連合会 ３万円 

 

②社会福祉活動への助成  

大阪釜ヶ崎出会いの家（野宿を余儀なく

された高齢日雇労働者の支援活動）

１万円  

大阪釜ヶ崎喜望の家（野宿を余儀なくさ

れた高齢日雇労働者の支援活動）１万円 

 

③国際協力活動への助成  

モヨ・チルドレンセンター（ケニアにお

けるストリートチルドレンの支援活動）

（子供達の拠点施設建設資金の一部とし

て） ５万円  

徳島県国際交流協会 5000 円  

徳島県青年海外協力隊を育てる会  

5000 円 

 

④社会教育活動への助成  

社団法人日本青年奉仕協会（青少年ボラ

ンティア活動の育成・推進。青年長期ボ

ランティア計画など） ５万円  

 

⑤緊急助成予備費 18 万 166 円 

災害支援など緊急を要する資金ニーズが

発生した場合、ここから助成を行います。

  

残額の 1134 円は振込手数料に充当  

第 23 回助成 
徳島市資源ごみ回収事業に係る奨励金

平成16年度前期分47万 5500円が太陽と

緑の会福祉事業団に支給されました。こ

れを各分野で非営利活動に取り組んでお

られる以下の団体の皆様に配分させて頂

きました。  

 

①障害者地域福祉活動への助成  

徳島県内の障害者地域共同作業所 ３万

円×７箇所 計 21 万円  

(ひだまり、地域共同作業所十まん準備

会、すみれあいずみ作業所、あわっこ、

高友共同作業所、すずらん共同作業所、

街の中の喫茶店あっぷる) 

徳島県手をつなぐ育成会 5000 円  

徳島県精神障害者家族会連合会 ３万円 

 

②社会福祉活動への助成  

大阪釜ヶ崎出会いの家 １万円  

大阪釜ヶ崎喜望の家 １万円  

 

③国際協力活動への助成  

ＴＩＣＯ（徳島で国際協力を考える会）

（ザンビア等における医療・農村開発活

動） １万 5000 円  

ペシャワール

会（アフガニス

タン等での医

療事業、水源確

保事業、農業計

画） １万円  

 

日本チェルノ

ブイリ連帯基

金（チェルノブ

イリ原子力発

電所事故被災

者への医療支

援）１万円  

 

モヨ・チルドレ

ン セ ン タ ー 

２万円  

太陽と緑の会 助成事業報告(H15-18)

絵：西田君
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④環境保全活動への助成  

ＮＰＯ法人新町川を守る会（川を守り、

水を活かしたまちづくり） 3000 円 

ＮＰＯ法人吉野川みんなの会（可動堰に

代わる住民案作りを目指す活動）３万円 

眉山癒しの道・美化推進実行委員会（市

民・企業・行政の連携によるクリーンア

ッププロジェクト） ３万円 

 

⑤その他の活動への助成 

日本ＮＰＯセンター（ＮＰＯの社会的基

盤の強化を図る活動） １万円 

シーズ（市民活動を支える制度を作る会）

３万円 

とくしまＮＰＯ連絡会議（徳島の市民活

動の基盤強化を推進する活動）2000 円 

ＮＰＯ法人 徳島県ボランティア協議会

（ボランティア活動を推進する活動）

5000 円  

 

⑥緊急助成予備費 ４万 3761 円 

残額の 1739 円は振込手数料に充当  

 

 

第 24 回助成 
徳島市資源ごみ回収事業に係る奨励金

平成16年度後期分39万 6000円が太陽と

緑の会福祉事業団に支給されました。こ

れを各分野で非営利活動に取り組んでお

られる以下の団体の皆様に配分させて頂

きました。  

 

①障害者地域福祉活動への助成  

精神障害者地域共同作業所あわっこ（徳

島県） ３万円 

きょうされん 1 万 5000 円  

 

②社会教育活動への助成  

社団法人日本青年奉仕協会 １万円 

 

③国際協力活動への助成  

ペシャワール会１万円  

徳島県国際交流協会 5000 円  

 

④緊急助成予備費 32 万 5348 円 

残額の 652 円は振込手数料に充当  

第 25 回助成 
徳島市資源ごみ回収事業に係る奨励金

平成17年度前期分30万 9300円が太陽と

緑の会福祉事業団に支給されました。こ

れを各分野で非営利活動に取り組んでお

られる以下の団体の皆様に配分させて頂

きました。  

 

①障害者地域福祉活動への助成  

徳島県手をつなぐ育成会 5000 円  

徳島県精神障害者家族会連合会 3 万円 

 

②社会福祉活動への助成  

大阪釜ヶ崎出会いの家 １万円  

大阪釜ヶ崎喜望の家 １万円  

徳島いのちの電話（社会福祉法人徳島県

自殺予防協会）（電話による相談活動）

5000 円 

徳島市社会福祉協議会 5000 円 

 

③国際協力活動への助成  

ＮＰＯ法人ＴＩＣＯ 1 万 5000 円  

日本チェルノブイリ連帯基金 １万円  

 

④環境保全活動への助成  

ＮＰＯ法人新町川を守る会 3000 円 

ＮＰＯ法人吉野川みんなの会 ３万円 

第２回環境ボランティア交流会 5000 円 

 

⑤その他の活動への助成 

シーズ ３万円 

 

⑥緊急助成予備費 15 万 311 円 

残額の 989 円は振込手数料に充当  

絵：宇津君
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第 26 回助成 
徳島市資源ごみ回収事業に係る奨励金

平成17年度後期分37万 1100円が太陽と

緑の会福祉事業団に支給されました。こ

れを各分野で非営利活動に取り組んでお

られる以下の団体の皆様に配分させて頂

きました。  

 

①障害者地域福祉活動への助成  

徳島県内の障害者地域共同作業所 

５万円×３箇所 計 15 万円  

(きのこハウス、あすなろ作業所、たんぽ

ぽ作業所) 

精神障害者小規模通所授産施設あっぷる 

５万円 

「もっこす元気な愛」実行委員会（脳性

マヒの男性の自立生活をテーマとしたド

キュメンタリー映画の上映活動）４万円 

 

③国際協力活動への助成  

ＮＰＯ法人ＴＩＣＯ ２万円  

徳島県国際交流協会 5000 円  

モヨ・チルドレンセンター ５万円  

 

④社会教育活動への助成  

社団法人日本青年奉仕協会 １万円  

 

⑤その他の活動への助成  

日本ＮＰＯセンター １万円 

 

⑥緊急助成予備費 ３万 4998 円 

残額の 1102 円は振込手数料に充当 

第 27 回助成 
徳島市資源ごみ回収事業に係る奨励金

平成18年度前期分39万 8500円が太陽と

緑の会福祉事業団に支給されました。こ

れを各分野で非営利活動に取り組んでお

られる以下の団体の皆様に配分させて頂

きました。  

 

①障害者地域福祉活動への助成  

精神障害者地域共同作業所 街の中の喫

茶店あっぷる ５万円 

地域活動支援センターやまもも（聴覚・

ろう重複障害者支援） 5000 円 

徳島県精神障害者家族会連合会 ３万円 

（いずれも徳島県内の活動） 

 

②社会福祉活動への助成  

大阪釜ヶ崎出会いの家 １万円  

大阪釜ヶ崎喜望の家 １万円  

徳島いのちの電話 5000 円 

徳島市社会福祉協議会 5000 円 

 

③国際協力活動への助成  

ペシャワール会 １万円  

日本チェルノブイリ連帯基金 １万円  

モヨ・チルドレンセンター（ナイロビマ

ラソン チャリティー・ランへの参加に

対する寄付） 6 万 3000 円  

 

④環境保全活動への助成  

阿瀬比・加茂癒しの道・美化推進実行委

員会（市民・企業・行政の連携による阿

南市遍路道におけるクリーンアッププロ

ジェクト） １万円 

第３回環境ボランティア交流会 5000円

 

⑤その他の活動への助成 

ＮＰＯ法人 徳島県ボランティア協議会

5000 円  

 

⑥緊急助成予備費 18 万 90 円 

残額の 410 円は振込手数料に充当  

------------------------------------ 

助成事業は平成５年度より開始。 

助成金額は 14 年間で累計 768 万 5726 円

になります。 

衣
料
品
の
値
札
付
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皆様のご家庭では、テンプラ廃油をどのように処理されていますか。 

実は、テンプラ廃油は、ディーゼル車の燃料「ＢＤＦ」として生まれ変わ

ることができるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽と緑の会では一般市民の皆様からテンプラ廃油を、ご自宅まで無料で

引き取りにお伺いしています。当会へ直接お持ち込み頂いても大丈夫です。 

テンプラ廃油をディーゼル燃料に

ＣＯ２の削減に 
貢献 

ＢＤＦの場合、原料となる植物が光合

成で吸収したＣＯ2 が考慮されるた

め、ＢＤＦ使用に伴い発生するＣＯ2

と相殺され、トータルでのＣＯ2 発生

量はゼロとなります。 

ＳＯＸ、黒煙などの
発生が少ない

ＢＤＦ（100％使用）は、軽油使用の

場合に比べ、排出ガスの黒煙濃度は約

３分の１、ＳＯＸは約 100 分の１、浮

遊粒子状物質も約半分になるとの調

査結果が出ています。 

川がきれいになる 
ゴミも減る 

テンプラ廃油は、そのまま流せば河川

の汚染をもたらし（大さじ１杯の廃食

油を流すと元の清流に戻すのにドラ

ム缶 15 本分のきれいな水が必要）、処

理剤を使うとゴミが増えます。 

市
民
の
皆
様 

 

太
陽
と
緑
の
会 

 

㈱
旭
金
属 

  
ＢＤＦ

 
テンプラ 

廃油 
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当会の活動をご支援下さった皆様
§2007 年 10 月 1日～2007 年 11 月 30 日§（紙面の都合上、敬称は略させて頂きます）

ご寄付下さった皆様方 
高野、秋田 芙美子、山田、鎌田博・ユタ子 池添、西澤 真理子、団、近藤 洋一 
 

不用品を回収させて頂いた方々 
 
○徳島市○中山、正満、久米、青木米穀店、能田、岸田、鳥井、小川、三好美容院、河野、片平、石川、
秋山、長谷部、西本、フラワー、喜多、十まん作業所、夷亀、川西、藤本、メルティングポット、近藤、
高原、芥川、ユニオン測量、阿部、門條、中山家具店、釜内、中江、小林、谷田、川野、山根、細岡、粟
田、柏木、樫浦、村上、三木、桜井、吉田、幸田、ＰＬ教団徳島西教会、佐藤、松下、鈴江、米崎、田中、
エルダリーガーデン、筒井、松崎、澤田、鳥谷、奥村、坂東、竹田、友竹、多田、北島、林、郡、佐野、
すだち学級、豊田内科、わのか、猪俣、市原、セキュリティ遠藤、八巻、団、近藤、中安、後藤、徳元商
店、加藤、松永、益田、堤、佐野、岡、岡本、松岡、成瀬、岸、山橋、エイペックス、丸田、新谷、渡辺、
岡山、富永、宇田、柏原、北岡、西本、松野、坂尾、井上、阿部、岡田、村田、福山事務所、長久寺、浜
田、忠津、福山、松前、若松、平田、ファミリーマート仲之町店、一字、矢木、加集、上野、キワ、中村、
エミッツ美容院、佃、西内、井上、安藤、折野、中西、米崎、ユニオン測量、岡川、福井、三木、カトリ
ック教会、清野、忠津、岡部、戸川、長久寺、吾妻、長谷部、藤井、矢野、馬場、高原、住友、松本、川
原、近藤、中山、蔵本、林、阿部、武市、清水、天羽、横田、大久保、山本、多田、藤黒、日和田、高橋、
村上、浅野、中村、辻、田中、炭谷、昼間、安岡、のぞむ歯科、渡辺、富永、川人、原口、フォトハラダ、
鈴木、新開、神門、小倉、井浦、松田、平良、藤分、中田金庫店、はやし別館、大和、浅倉、鈴木、植田、
松浦、市川、今崎、水口、パソＱ、山田、金田、西本、三原、福山、塩津、岡部、森見、振津、上野、四
宮、佐藤、美濃部、北岡、いのちの里、大島、住友、相原、江島、福田、磯田、坂野、高野、ワークスタ
ッフ、宮崎、泉、寺内、 
細谷、井内、熊田、鈴江、
船津、馬場、鎌田、八木
病院、糸井、長谷部、八
万婦人科、坂東、近藤、
西本、阿部、田中、馬瀬、
福永、山口、川添、眞鍋、
天羽、端野、賀川、西川、
安田、川崎、岡田、正瑞、
井端、野上、ろう、神碕、
播磨、藤守、森、なむな
む堂、一番町電化、小野、
辻、寺内、雲財、米沢、
鈴木、佐々木、山出、桑
内、河野、田中、木内○
吉野川市○日出○石井
町○吉成、三木、松浦､
田村、上島、玉崎、後藤、
栗飯原○上板町○原田
○阿波市○別宮○北島
町○黒下、井口、坂東、
下山、徳島北障害者支援
センター○藍住町○谷
崎、藤井、日下、芥川、
長谷川、有賀、上田、阿
部、森崎、矢野、三木○
鳴門市○村上、矢部、北
野、上平、久龍、森、齋
藤、浜、岩朝、松島、佐
藤○小松島市○木下歯
科、村田、新居、宮田 

不用品お持ち込みの受付 



 

 

11 

 

 
不用品を持ち込んで下さった方々 
 
○徳島市○平田、河野、堀口、村上、林、井上、坂本、湯川、元木、八万南小学校ＰＴＡ、佐々木、山花、
木内、酒井、長谷部、瀬戸、上田、川端、井形、元渕、椋本、青山、森、平土、長谷、高木、溝木、島尾、
内田、斉田、阿部、島本、武市、大塩、堀、安原、坂東、村上、中平、村本、長尾、宇野、岩崎、阿川、
川上、木下、玉野、坂野、香川、鈴江、水口、槙、大谷、美馬、松島、角、石原、富内、竹内、山本、明
井、島、奥谷、住友、松本、東、蔭山、井関、藤高、片山、岸田、久米川、織田、久米、稲井、仁木、森
本、川島、植田、小川、前田、東口、芥川、富内、宮本、三好、丸山、近藤、森口、佐藤、稲原、鎌田、
榎本、浜口、後藤、高見、田山、長尾、河野科器機、岩田、原、陽地、吉田、黒上、石原、原塚、岩谷、
奥田、川人、柴田、田村、社、浜田、小路、有井、篠原、伊東、喜多、折口、櫻井、四国大学付属幼稚園、
長田、賀好、柏野、早川、斉藤、福家、津田、折野、栗尾、蔵本、寺岡、堀、荒木、石川、山口、原、生
駒、新居、小野、聖ヴェルナデット保育園、島田、北島、中村、徳島重症者を守る会、原田、田所、吉田、
杉井、近藤、小林、椋棒、山下、工藤、杉本、沖津、伊原、鳴滝、大代、山田、宮崎、一心運輸、吉岡、
黒川、三木、島本、田中、黒田、坂部、渡辺、和田、楠、大西、高橋、中園、藤元、真弓、大原、厚美、
高見、大隅、田山、西野、高原、作丹、松浦、鎌元、賀好、花井、大川、津川、明丸、鎌田、渡辺、早見、
高橋、白木、市原、横山、遠藤、松本、田村、森、梶井、前谷、岸田、佐々木、高木、河野、一心、佐藤、
元木、川人、川合、小川、小西、和田、三宅、森崎、工藤、知野、福家、宮本、長浜、藤本、江口、三木、
奥野、杉浦、井出、幸崎、前田、大谷、四宮、片山、阿部、蔭山、飛田、中山、山口、堀、富永、田中、
榎本、竹内、嘉納、フレンズ鈴木、川上、佐野、谷口、井内、楠、梯、岩埼、藤波、横山、徳島聖テモテ
教会、瀬戸、杉本、福田、後藤、西山、桑折、川崎、木村、大塩、西分、桜木、総合ビル・メンテム、伊
藤、中西、山本、近清、井原、林、与茂田、山橋、三村、朝景、大西、山下、矢上、矢川、井上、木内、
多田、岡、中野、木戸、東、松尾、青野、近藤、梶原、松井、吉田、橋本、春日保育園、矢野、森住、島
本、宮本、伊原、中川、船戸、松尾、美馬、樋田、島尾、芦田、伊藤、近藤、四国日の出商事、篠原、藤
原、西川、甲斐、鷹永、木藤、陽地、内田、原田、木村、中西、多田、長谷川、島本、渡辺、豊田、浜口、
川田、笠井、松島、笹田、川人、坂東、仁木、中平、小笠原、久米川、天野、細束、中辻、元木、永末、
福本、吉見、大寺、西岡、徳島教会、大栗、溝本、佐々木、山崎、斉田、安崎、岩瀬、津嘉山、十川、石
田、芝井、米沢、坂部、佐野、小林、荒木、伊藤、森、船橋、山田、小浜、岸野、坂本、中村、永井、石
田、福島、壹反田、桑島、野沢、細井、川端、矢埜、都築、西林、筒井、象潟、井内、新居、里東、堂久
保、黒川、真鍋、米崎、谷本、香川、岡、富内、柏野、森本、松村、沢、矢部、原田、武田、寺内、中山、
森岡、大黒、井上、高見、沖津、菊池、佐々木、米澤、久米、栗尾、岩本、富島、炭田、多田、横井、秋
田、坂東、丸山、松田、渡部、折口、川原、長谷川、津田、猪児、ムニオス・レイモンド、鎌田、上窪、
奥野、山田、南場、高橋、金本、青野、島田、前川、石田、喜多、桑原、立道、山内、島本、安崎、福本、
尾形、宮本、片山、伊東、奥野薬局、滝本、芝、橋本、木元、元木、井内○石井町○松浦、平尾、遠藤、
中村、森野、平田、船本、西岡、山西、高濱、山口、笹川、近藤、小西、北野、藤重、久米、矢野、岩崎、
かさい歯科医院、藤田、松原、小川、森下、田中、久保、泉、久米、赤澤、岸上、山口、平田、近藤、加
藤、以西、藤重、森口、久次米、清水、坂東、福田、富山、岡本○吉野川市○高尾、吉田、宮澤、藤木、
日野、大村、大塩、新居、板野、中西、大宅、安田、巴、浅野、吉田、中西、三瀬、麻植、松田、阿部、
長瀬、田中、立石○阿波市○瀬尾、田浦、中村、工藤、松浦、西内、大倉○つるぎ町○大塩○美馬市○新
居、大西、奥村○板野町○浜口、森川、中尾、佐々木、楠本、沖津、山口、五條、明石、五條、阿部、岩
佐、木原○北島町○坂東、浜村、西内、島田、岡田、池形、中央自動車、今市、天羽、平岡、北島町社会
福祉協議会、内田、岡本○藍住町○赤石、日切、野田、佐藤、市原、田本、武沢、西川、㈱マルアート、
坪井、三好、西、鳥取、木内、平井、中村、河野、南、国友、犬伏、谷、坂東、西野、楠木、長田、三木、
南、委託販売の店フリー、藤原、大寺、長谷川、上崎、西、野田、山橋、浜、山本、清水内科ディサービ
ス、武田、井上、北岡、藤田、梶本○鳴門市○山田、安部、土井、ＮＰＯ法人ふくろう森、中森、嵐、清
水、渡辺、大江、向井、斉藤、山田、梅本、西村、磯部、新居、渡辺○松茂町○山西、坂東、柴山 
○上板町○瀬部、大木、安芸、近
藤、佐藤、松岡○小松島市○斉藤、
新居、伊川、新開、松本、工藤、
宮田、松浦、平井、石井、中川、
庄野、坂本○阿南市○保田、柳川、
篠野、大山、谷本、ミント作業所、
保田、浜口、柳川、久米○勝浦町
○片山○海陽町○風呂、坂本○羽
ノ浦町○筒井○東みよし町○正木
○神山町○和田、河野○佐那河内
村○植松、清水○勝浦郡○福田○
大阪府○藤原○京都府○磯田○香
川県○栗飯原、多田○東京都○内
藤○兵庫県○山村、宮本 

太陽 緑 会図
第５回ふれあいフェスティバル（作業所等交流会） 
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編集後記～自分で通うまでに 10 年～ 

障害者地域共同作業所とは、様々なハ

ンディを持ったメンバーさんが、働いた

り、過ごしたりするために、自宅、病院、

生活施設等から、徒歩、自転車、交通機

関等の手段を使って、通ってくる所です。

 実はこの「通ってくる」というのが

初のハードルとなっており、自分で通え

るようになるまでが大変です。例えば、

テレビ、ゲーム、インターネットに没入

し夜昼反対の生活から抜けられない、通

所途中で作業所には向かわず遊びに行っ

てしまう、といったことがあります。 

背景には内面の問題も含め複雑な事情

があり、定期的な家庭訪問、職員による

送迎、電話での相談、生活訓練、保護者・

家庭そして本人への様々なアプローチ、

こういったことが通って来れるようにな

るまでに 10 年以上続くことも、珍しくは

ありません。 

 障害者自立支援法では、障害程度区分

の高い人には福祉的フォローを行い、低

い人には一般就労への移行を促す、とい

う方向性が明確になってきています。 

 障害程度区分がサポートの必要性と一

致していれば問題ないのですが、実際は

そうでないケースもあります。例えば、

特定非営利活動法人 太陽と緑の会
 

私たちは生態系のリサイクルを含めたリ

サイクル・リユース活動を、様々なハンデ

ィを持ったメンバー達の地域活動支援セン

ター・地域共同作業所とリンクさせて、行

っております。地域の中で「人も物も活か

される街造り」をテーマに、ハンディーの

あるなしにかかわらず「地域の中でその人

がその人の足で立っていけること」を目指

し、様々な方々（市民、ボランティア、行

政）の支えを頂きながら年間 300 日、土､日、

祭日を含めた、日常活動を行っています。

発行：特定非営利活動法人 太陽と緑の会
〒779-3120 徳島県徳島市国府町南岩延 107-１ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０８８－６４３－１０５４（事務局）

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０８８－６４２－１０５４   

（不用品リユース・地域活動支援センター）

URL http://www２.ocn.ne.jp/~t-midori/index.htm 

Ｅ－ＭＡＩＬ t-midori@jeans.ocn.ne.jp 
 

代表理事  杉浦 良   編集 小山 隆太郎 

編集サポート 岡田 郁子 

年会費：正会員１万円  準会員 1,000 円 

郵便振替口座：０１６２０－８－４４７０３ 

※この機関誌は 100％再生紙を使用しています。

先ほどの夜昼反対になっている方の場

合、能力的には自転車に乗って通うこと

ができるので能力が高いと判断されがち

ですが、実際には通って来ないわけです。

ここに支援の必要性があるのですが、介

護保険ベースで作られた障害程度区分に

は反映されにくい点かもしれません。 

 能力が高いのだから一般就労もできる

はずだ、と言われても、現実は違います。

障害者自立支援法の方向性の中で、障害

程度区分は低いが実際は多くのサポート

を必要としており一般就労は難しい、と

いう人が、福祉からも雇用からもこぼれ

落ちて行くことが懸念されます。 

------------------------------------ 
本年も残すところあとわずかとなりまし

た。再建２年目の今年も一般市民の皆様のご
協力のもと、店内のディスプレイ、接客、清
掃などの水準を高め、新しい事業システムを
作り出すことを模索してきました。 

春には 5.76Kw、32 枚パネルの太陽光発電
システムを新たに設置、再建した建物におけ
る取り組みでＣＯ２削減コンテストの 優秀
賞を頂きました（詳細は本誌「お知らせ」）。
 体験ボランティア事業も３年ぶりに再開
することができました。異分野を横断した活
動の幅の広がりが多様な人とのつながりを
生み、当会の大きな財産となっています。 
 来年も皆様のお知恵を借りながら、課題を
ひとつひとつ改善して行きたいと考えてい
ます。 
 なお本誌をもちまして、新年のご挨拶に代
えさせて頂きます。新年もよろしくお願い致
します。（文責：小山）  


