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私たちは 1984 年、障害者福祉共働作業所として「人も物も活かされる街づくり」をコ

ンセプトに、徳島県で最初の小規模作業所（無認可）を立ち上げました。当然ながら公的

助成はありませんし、小規模作業所を支援する制度が徳島県にありませんでした。それか

ら２年後に 130 万円／年の補助金をいただけるようになりました。1999 年からそれまで

240 万（５人～10 人）350 万（11 人～19 人）／年だった補助金が、350 万、470 万／年に

増額され、現在に至っています。振り返ってみれば、1984 年 85 年は公的助成はないので、

全運営費に占める割合は０％ですが、それ以後は最高で 18％を越えたことはありません。

市民の皆さんに協力していただきながら、様々なハンディを持ったメンバーがでこぼこコ

ンビでそれなりに頑張りながら、ボランティアの方々に支援していただき、常勤、非常勤

のスタッフがメンバーでは対応できない部分をフォローすることで、残りの 80％余りの運

営費を捻出してきました。 

 「障害基礎年金等と作業所で働いた給料で自分の生活が成り立つ」ことを目差しながら、

地域にとって必要とされる開かれた活動を朝 10 時から夜７時まで年間 300 日続けていく

こと、３障害のメンバーたちが割れ鍋に綴じ蓋方式で共働すること、世間の風を取り入れ

ながら囲いすぎず、開けっ放しにしないことで、地域で暮らせる生活力を育てていくこと

の必要性を改めて感じています。 

・コラム（杉浦 良） 

・お知らせ（鮎喰川クリーンアップ、

通常総会、作業所連絡協議会総会）

・スタッフ雑感 

・協力者名簿／編集後記 

かわら版 

－「社会的事業所」－杉浦 良
浦

ＮＰＯ法人 太陽と緑の会

144 号/2011 年   Since 1984

作業の中心は、自転
車のリユース・リサイ
クルです。中古自転車
のうち、フレームがき
れいなものはパーツ交
換、整備、磨きを経て
再生品に仕上げ、そう
でないものも使えるパ
ーツを取り活用しま
す。 
その他、開墾した畑

での無農薬農業にも取
り組んでいます。 

障害者地域共同作業所

太陽と緑の会 
月の宮作業所 

 
山に囲まれた静かな

自然環境の中で、様々
なハンディを持つ方
に、日中活動・作業訓
練の場、社会参加の場
を提供し、その人なり
に立っていくことを支
援しています。 
通ってくるだけで精

一杯の人も、生活トレ
ーニングとして利用で
きます。 
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 戦後の福祉の流れをたどれば、児童福

祉法（1947 年）身体障害者福祉法（1949

年）知的障害者福祉法（1960 年）精神保

健福祉法（1995 年）と歴史も障害もバラ

バラだったものが、応益負担の問題はあ

りますが、取りあえず障害者自立支援法

（2006 年）にまとまることで、３障害が

一つのくくりになりました。国の措置か

ら支援へそしてサービス提供へと、メン

バーたちへの対応も 180 度の変化があり

ました。 

 自立支援法では、就労継続Ａ型、就労

移行支援、就労継続Ｂ型など、障害者の

就労支援にウエイトがかけられました

が、あくまで福祉の枠を超えることはあ

りませんでした。福祉と労働（働くこと）

は別物だという発想自体を疑問視する、

社会的事業所（ソーシャルファーム、社

会支援雇用など）といわれる労働領域に

広がりを期待する流れがあります。福祉

と労働の垣根を取っ払うことは、次の障

害者総合福祉法（仮称）の理念の一つで

す。 

 そんな移り変わりの中で、（社福）全日

本手をつなぐ育成会の発行する「手をつ

なぐ」2011 年６月号に、日本理化学工業

株式会社会長、大山泰弘さんの記事を見

つけました。「重度知的障害者雇用から国

への提言」と題して書かれています。学

校で使うチョークのトップメーカーとい

うこともありますが、従業員 74 人中 55

人が知的障害者（そのうち 26 人は重度の

方）だということで大変注目されていま

す。「15 歳で福祉施設に入って一生施設の

中で暮らすことになるから、せめて一生

に一度、働く経験をさせて欲しい」と頼

まれ、昭和 35 年に２名の知的障害者を初

めて雇われたと書かれています。「施設で

大事に面倒を見てもらったほうがずっと

幸せなのに、なぜ毎日休まずに来るのか

不思議だった」という言葉の後に、禅寺

の住職さんが語った「どんな人でも人間

はみな幸せを求めています。人間の究極

の幸せは、①愛されること②人にほめら

れること③人の役に立つこと④人に必要

とされること、の４つです。福祉施設で

大事にされることが幸せではなく、会社

で役に立てばほめてあげる、それが幸せ

となっているのです」という言葉を続け

られています。最後に「・・全国各地に

ある中小企業を活用し、国が最低賃金を

企業に代わって払ってあげれば、職人文

化の力で、障害者が企業で役に立てば立

つほど利益となって中小企業の経営を強

化できます。国は施設でケアをすれば年

間１人 500 万円以上かけているところ、

最低賃金は年間 150 万円前後とすれば

350 万円も削減できます。・・みんなが働

いて幸せになれる共生社会が実現するの

です。」と締めくくられました。社会的事

業所のルーツが日本にもあったことを知

った今日この頃です。 イラスト 阿部さん
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鮎喰川クリーンアップ 2011 
５月 30 日 10 時～12 時、太陽と緑の会メンバー、スタ

ッフ 10 名が参加して、鮎喰川河川敷のクリーンアップ

を行いました。今年で 11 回目となります。 

買い物袋に入った一般の家庭ごみや電化製品が多く

散乱しており、可燃ゴミ、不燃ゴミ、空き缶を２トンダ

ンプ１杯分収集しました。刈払機２台を使用して、堤防

道路土手の草刈り（総延長約２km）を行い、草の中に埋も

れていたペットボトル等のゴミも集めました。 

収集したゴミは、徳島市のご協力を得て、焼却場及び

中間処理場へ搬入させて頂きました。 

会議(杉浦出席) 
５月 16 日 パーソナル

サポートセンターとく

しま開所式及び支援ネ

ットワーク会議 

 

５月 23 日 とくしま県

民環境会議クリーン・リ

サイクル推進部会 

６月７日 とくしま環

境県民会議総会  

お 知 ら せ

刈払機で草刈(代表理事 杉浦) 様々なハンディを持ったメンバーも汗を流しました 
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通常総会 
６月４日 18 時 30 分～21 時、特定非営利活動法人太陽

と緑の会通常総会を、事務局にて開催しました。 

平成 22 年度事業報告及び収支決算報告並びに監事の

選任を行いました。代表杉浦が、太陽と緑の会のミッシ

ョン、現状、今後の方向性と具体的な戦略について、説

明させて頂きました。 

 

 

作業所連絡協議会 
５月 28 日、第 15 回徳島県障害者地域共同作業所連絡

協議会総会が、徳島市内(総合福祉センター)で開催。県内の

障害者地域共同作業所、地域活動支援センター等の関係

者が参加。当会からは代表杉浦が出席。  

太陽と緑の会は、平成 10 年の同協議会発足時から事務

局を引き受けています。事務経費(資料等作成実費(紙代、イ

ンク・トナー・マスター代、事務機器使用電気代)、電話・ＦＡＸ通

信費 年間６万円相当)、事務人件費は頂かず、当会からの

社会貢献の一環として、協議会の運営を人的・物的にサ

ポートしています。 

来所・見学 
４月 24 日 三豊市上高

野地域福祉推進委員会

30 名の皆様が視察研修

のため来所 

 

５月 12 日 パーソナル

サポートセンターとく

しま職員古林さん、扶蘓

さん来所 

 

５月 17 日 タウン情報

誌 SALALA 星川さん取材

のため来所。 

６月２日、同誌にて、太

陽と緑の会が障害者福

祉共働作業所のお店と

して紹介されました。 

 

６月９日 モヨ・チルド

レンセンター（ケニアでス

トリートチルドレンの子供た

ち等の支援）主宰の松下照

美さん来所  

イラスト 福住さん 文・イラスト 藤田さん
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初めまして。昨年の２月 19 日から契約

スタッフとして働き始めた新居正利と申

します。 

簡単に自己紹介します。男性、54 歳、

趣味、バードウォッチングおよびマンウ

ォチング、将棋２段、最近の悩みは頭頂

部の毛が抜け出している事ですが、もし

も南海大地震が起こった時にはかすかな

ともしびとなって、人々の為に役立つと

思い、日々、抜け毛に涙しつつ耐えて生

きております。 

 私は以前、障害者の働く場としての古

本屋に４年半ほど働いていた事があり、

その経験から主に本のコーナーを担当さ

せてもらっています。その他、簡単な電

化製品のチェック、回収品の荷下ろしを

しています。 

私がこの仕事場で１年間働いてきて想

う事は、私が以前、古本屋で接してきた

肉体にハンディを持った人達と、精神に

ハンディを持つ人とのちがいは、精神に

ハンディを持っている人達の方が人間的

に純粋であるという事です。以下は彼ら

との日々のやりとりを記します。Ｓさん

という人がいます。この人に頼んだ事を

やってもらった時、あるいは彼が私の腕

を引っぱって「手伝ってくれますか？」

と頼んできた来た時に同じ仕事をし「さ

すが S さんは仕事が早い 見事」と言う

と本当に喜んでくれます。最近では「新

居さん、大好き、結婚したい」とまで言

ってくれます。Ｓさんとは健常者どうし

の人間関係以上の信頼関係、法律に関係

ない人間的関係を築く事が出来るように

想います 

 スタッフ雑感  

メンバーのＡさんは最近、私を「おと

っちゃん」と呼びます。私が仕事を頼む

と熱心にやってくれます。けれどもその

「熱心さ」は長続きせず、私が仕事中、

背後から手刀で切りつけてきます。私は

その度「グッ、卑怯な！」とか言って死

んでいます。「おとっちゃん」はすでに

20 回程、殺されています。彼が私の事を

「おとっちゃん」と呼ぶのは甘えなのか

も知れません。幼い心が残っているから

とも解釈できます。こんな事がありした。

スタッフのＫさんが回収から帰ってき

て、Ｓさんが配達に出ていなかった時、

私が一人で荷下ろしをしなければならな

くなった時に「しゃあないなあ」と言い

ながらも残業をしてくれたのです。Ａさ

んも純粋な優しい心を持っています。 

(契約職員 新居正利・徳島県出身)

イラスト 阿部さん 
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当会の活動をご支援下さった皆様
§平成 23 年４月 1日～平成 23 年５月 31 日§（紙面の都合上、敬称は略させて頂きます） 

ご寄付を下さった皆様 
板東、中西、成瀬、西谷、後藤（郵便振替口座にご入金下さった皆様）太田、野田 

 

品物を引き取りにお伺いさせて頂いた皆様 
○徳島市○カンガルー歯科、菰田、大西、山口、森友、谷、長尾、坂野、松村、金田 
熊本、長谷ピアノ教室、松平、林、黒田、ひかり協会、渋谷、山田、笹森、吉成、楠本
岡沢、村田電気、三木、嘉住、森下、出口、土肥、福田、宮越、小川、藤井、岡田、矢
野、木内、山形、篠原、柏原、ジャフラン、河野、松本、山本、阿部、大櫛、青木、原、
上田、武岡、粟飯原、熊谷、須本、勝井、岡山、ファミリーマート仲之町店、石原、益
田、桔川、金野、須賀、黒島、船越、多田、流、木村、佐々木、ピンク美容院、益田、
宮井、豊田、井内、笠屋、森見、みの商店、大内、宮地、高松、坂野、武田、萩原、岸、
桧垣、小倉、伊藤、小畑、NPO 法人 なのはな徳島、山松、柏原、明石、七條、森、米田、
栃谷、上地、横田、田野、武市、山崎、酒井、大田、藤本、藤田、佐川、中村、川端、
近藤、原、元木、難波、生島、原田、西谷、中山、播磨、鷲尾、福原、矢部、坂東、南
井上幼稚園、旭、水上、吉住、森口、植松、浜田、野々口、牧野、塚井、鈴木、伊丹、
川野、田村、戸川、中西、重本、鶴瀬、岩佐、美海、後藤、隅山、富永、粟谷、大橋、
中岡、奈良、松浦、渡部、北野、端野、田村、吉崎、宮越、東富田コミュニティセンタ
ー、森上、杉田、朝見、杉本、津川、井上、松田、雲財、小村、松山、三枝、世部、石
倉、氏橋、平尾、益田、美容室ジャネット、上田、松並、間島、新居、勝浦、河野、赤
羽、石崎、木村、樫原、岩田、伊藤、岡久、友成、鷲尾、黒川、佐野、富永、田口、尾
崎、吉野、田村、林、ビューティーオアシスチヨ、宮崎、市原、金山、大櫛、堀内、北
井上コミュニティセンター、福島、鈴江、喫茶シルベ、梶、西野、樋口、有吉、真鍋、
加藤、新田、長野、福田、村上、古川、大塚、中野、中川、鎌田、宮野、森、原、奥村、
木下、玉亀、北島、天満、福永、横山、国府支援学校、佐藤、東洋インクリニック、川
人、佐伯、石槌、相原、赤沢、板東、布川、島田、松村、菰田、尾崎、前川○鳴門市○
久龍、梶原、長野、西条、大森、村沢、福田、古川、岡本、辻、米花内、佐藤、吉岡○
北島町○吉田、船井、坂口、佐藤、安井、中野、市原○吉野川市○片岡、鈴木、酒井○
藍住町○猪原、朝波、きく、岡本、端出、瀬戸口、藍園陸運、田中、渡辺、鳥飼、藤井、
藤本、豊田、片岡、森、岡久、片岡○板野町○吉川、山口○阿波市○赤山○石井町○矢
上、瀬戸、斎藤、野村○松茂町○松平○小松島市○新居、矢部○阿南市○円上○上板町
○清水 
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品物を持って来て下さった皆様（郵送含む）  
○徳島市○都築、松下、山本、清水、杉浦、北川、阿部、増井、中西、久保、元木、岩
井、河原、佐藤、木下、豊田、植松、山岡、山崎、田中、楠本、牧野、近藤、長尾、鈴
江、藤澤、橋本、原田、生田、乙、米原、林、松尾、木内、新居、古川、福永、船戸、
阿川、安井、真鍋、志摩、山城、鎌田、前原、山元、蔵本、加納、益田、中山、亀井、
流、猪本、福原、金丸、荒井、大和、片岡、白勢、角、勝井、小林、黒田、井坂、鹿山、
大隈、犬伏、大下、盛、多田、藤吉、勝田、山口、片山、宮井、山ノ井、長澤、玉置、
十河、重松、吉岡、国岡、増野、横川、大久保、大栗、永浜、団、赤澤、谷、森本、伊
丹、西岡、矢野、押栗、立石、四宮、内藤、武市、山花、福本、宮本、椎野、竹口、井
内、半田、一宮、岡田、桑原、村本、渋谷、榊、篠原、伊賀、前田、松村、藤本、大島、
川口、松枝、安喜、三木、笹田、越、瓜生、秋田、古澤、松倉、八木、福田、山橋、田
村、森内、三浦、渡部、鈴木、井形、吉田、芝井、労福協 なのはな、加藤、青山、谷
井、辻、大津、佐々木、杉本、伊沢、島田、津村、大野、川島、横山、三板谷、山下、
川端、高山、仁木、板東、後藤、福家、松野、西沢、川人、高橋、橋本、芝原、逢坂、
梅本、柳沢、山根、上田、伏谷、一休、安田、丸賀、湯浅、池北、斎藤、市原、津田、

会員の皆様から、会費の振込みと合わせてあたたかいメッセージを頂きました。 
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西山、金川、谷口、樫本、田口、内山、萩原、木村、高木、渡、原、井上、平尾、忠津、
片岡、岩倉、尾崎、、松浦、長岡、吞、大黒、中村、大西、手塚、石本、小路、安芸、
寺橋、岡本、小倉、木元、久米、中島、吉岡、松本、丸谷、粟谷、兼松、河崎、植木、
奈良、枝澤、河野、井原、粟飯原、大石、小原、徳本、野口、河田、西條、田所、大岡、
向井、細田、澤口、尾形、松下、岩田、二宮、西尾、平田、野田、石川、冨永、渡、藤
井、長町、遠藤、三谷、郡、藤田、佐中、西原、上川、郷司、住吉、小池、南、岩本、
村上、柏野、猪山、秋山、武田、畠中、高瀬、鷲尾、酒井、吉村、一心運輪、三宅、猪
森、為実、板東、岩根、末岡、川崎、熊谷、川上、筒井、重井、北田、内海、上山、岸
本、阿地、大久保、笠谷、蔭山、祖川、横田、樋口、赤木、加集、大泉、生野、金澤、
河口、伊東、澤田、大北、久米川、、冨峯、香川、山中、坂本、木ノ桐、宇野、西谷、
山富、藤原、倉本、永松、前野、北村、山田、宮脇、湊、池田、戸田、竹田、幸田、森
東、和田、岡久、上野、真田、太田、山内、長浜、米倉、坂東、東口、浜口、中峰、大
倉、西森、美記、梅岡、西野、圓藤、中平、猪子、渡辺、細川、吉野、梅津、吉川、曽
川、張、平川、中川、村松、楠原、助岡、石本、堀金、竹内、尾方、小橘、土橋、宮城、
山下、田村、宮北、米井、加島、宮西、麻植、川田、高力、島口、安部、新開、菅生、
島田、大上、松内、中原、安田、迫、伊丹、塩田、栗尾、本田、石田、住友、湯村、島
野、氏橋、森田、梶野、立川、海山、澤口、中野、北野、宮城、上藤、大平、明丸、武
岡、銀杏、玉井、賀好、永田、高川、大尾、倉本、桜井、天理教 名大教会、森北、奥
村、坂野、ばんどう美容院、喜多、園田、アキヅキ、藤川、弘田、弘瀬、浜田、紋田、
高瀬、杉井、象潟、吉田、谷、栄村、高田、谷本、窪川、坂田、明石、柴山、友成、吉
成○石井町○佐々木、久米、堀江、元木、加藤、天羽、山本、松下、平田、石本、三河、
宮城、走川、坂尾、岡田、吉本、谷口、井上、松浦、谷川、長篠、浅井、徳長、天羽、
小田、佐々木、藤重、武知、近藤、布施、松田、美馬、村本、原田、田中、立岩○勝浦
町○宮島、川端○藍住町○安芸、松本、朝波、阿部、船越、末次、杉野、三好、川口、
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河野、萬藤、月岡、安定、坂東、大久保、三木、西川、三橋、石川、佐々木、高瀬、漆原、
森本、井出、山本、吉田、象潟、井上、古市、平岡、ワイス、大森、楠本、山内、赤石、
三河、林、西川、矢野、坂本、長谷川、木戸、宮西○北島町○橋本、濱口、佐川、中川、
大島、堤、萩原、佐川、市川、十日市、萩原、岩木、岡崎○上板町○快楽、井上、橋本、
小磯、薮内、乾中、河村、安芸、天野、渡邊○阿南市○川田、武市、佐野、玉田、松田、
石川、堺、久米、伊藤、春本、小谷、横田○板野町○高橋、長尾、稲井、喜枝、西川、小
川、沖津、晃昇、瀧下、大嶽、つつじの会○美馬市○高木、須藤、松浦、須藤○阿波市○
中西、上野、鳴川、西條、中原、岡田、近藤、野口、渡辺○吉野川市○迎、早見、露口、
金子、川村、川野、田村、麻植、松浦、藤井、谷、上岡、香西、船越、住友、吉田、来見、
鳥養、石原、小松、船越、阿部、多田○東みよし町○佐藤○小松島市○阿部、大谷、山梨、
宮谷、渡辺、服部、前田、柿田、芝原、宮田、山岡、友成、山科、未岐○鳴門市○矢野、
浜、村島、瀧下、浦川、石丸、セバリンセン 斉藤、賀川、足田、大阪、森、ダイアン、
タネソト、川西、新崎、樫原、春藤、高松、渡辺、長峰、吉岡、松田、山口、大橋、麻植
○つるぎ町○嘉納○松茂町○三好、下村○那賀町○円奈、丸山○佐那河内村○藤田○海陽
町○野村、中村、堀内、神沢、長尾○神山町○鍛、森長、手島、手島、中西、糸井○牟岐
町○白木○三好市○浦土井○埼玉県○本田○広島県○NPO 法人 びいあらいぶ○東京都
○秋山、赤羽○愛媛県○濱田○和歌山県○吉岡○香川県○原、笠井○兵庫県○服部○福岡
県○永峰、柏木、渡部 

 

いつも当会の活動にご支援ご協力頂き、ありがとうございます。 

品物を持って来て下さった皆様の中には、「何回も来て、書いているので」「名前は結構

ですから」と、お名前を書かずに帰られた方もおられ、実際は上記の 2倍以上の方のご協

力を頂いております。 

頂いた品物は大切にリユース・リサイクルし、障害者の支援、ボランティア育成、他団

体への支援などに役立てています。リユース・リサイクル可能なものがございましたら、

ぜひお電話下さい。 
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編集後記～コストパフォーマンス 

 

Ｓ支援学校高等部３年生で、知的障害

を持つ、Ｚ市在住のＡさん。 

Ｚ市には、Ｂ通所授産施設（旧体系）と

Ｃ障害者福祉サービス事業所（就労継続支援

Ｂ型 ３年前に地域活動支援センターより移行）（未就

労障害者の新規利用には条件あり）があります。 

１人当たり年間の公的資金は、Ｂ通所

授産施設 230 万円、Ｃ障害者福祉サービ

ス事業所 155 万円（定員 20 名 月 22 日利用）。

施設職員の人件費や運営費等に使われま

す（作業工賃への直接補填は不可）。 

Ａさんが学校卒業後、就職できず、福

祉施設を利用するとなると、それだけの

税金が必要になります。 

「給料に見合う仕事をしてもらえない

からＡさんを雇わない」という企業の合

理的な選択は、155～230 万円の税負担増

という形で社会に跳ね返って来ます。 

「徳島県の最低賃金は時給 645 円。１

日８時間、週休２日で雇用すると、社会

保険等事業所負担分を含め必要な資金は

年間 150 万円。福祉に 230 万円も使うく

らいなら、公的資金 150 万円出して雇用

してもらった方がいいのでは。」 

実際、それに近いものとして、職場適

応訓練制度があります。障害者本人への

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
リユース・リサイクル活動を、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・障害者地域共同作業所とリンク
させて、行っています。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） 
０８８－６４２－１０５４    

（リサイクル、地域活動支援センター）
URL http://www.t-midori.org/ 
Ｅ－ＭＡＩＬ t-midori@jeans.ocn.ne.jp 
代表理事  杉浦 良   編集 小山 隆太郎 
データ入力 岡田 郁子 
製本・発送 福住ヒサヨ 宇津辰則 走川幸児
年会費：正会員１万円  準会員 1,000 円 
郵便振替口座：０１６２０－８－４４７０３ 

手当に加え、事業主にも毎月２万 4000 円

（重度障害者２万 5000 円）が支給されますが、

期間は半年以内（中小企業、重度障害者は１年以

内）です。制度終了とともに解雇されるケ

ースが後を絶ちません。 

社会的雇用という考え方もあります。

民間企業でも福祉施設でもない中間的な

事業所がＡさんを一般雇用し、150 万円

の賃金のうち、一定の割合を公的資金で

フォロー（実質的な賃金補填）するというも

のです。（滋賀県や大阪府箕面市で制度化）。 

このような制度からこぼれてしまう人

の最後のセーフティネットとして福祉施

設を位置づけることで、社会全体として

の費用対効果は高くなると思います。 

ちなみに、地域活動支援センター太陽

と緑の会リサイクル作業所が頂いている

公的資金は通所授産施設の約８分の１に

すぎませんが、障害者メンバー20 人に対

して時給 100～620 円の作業工賃を、リユ

ース品の販売収入から支給しています。 

年間 4600 万円の税金で通所授産施設

が行う事業を、太陽と緑の会は 620 万円

の税金と市民の皆様からのサポートで行

っています。 

震災後の日本を再建するためには、コ

ストパフォーマンスの視点も含めた制度

の再検討が必要かもしれません。（小山）


