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・コラム「人の生き方が変わる時」 

・お知らせ(通常総会開催) 

・太陽と緑の会からの助成報告 

・協力者名簿／編集後記 
かわら版 

 

「人の生き方が変わる時」  杉浦 良 
___ 

ＮＰＯ法人 太陽と緑の会 

172号/2016 
  年 

___ 

当会の創立者近藤文雄は、仙台にある国立西多賀病院の病院長時代に、一人のお母さん

との出会いによって、大きく人生が変わりました。整形外科医だった病院長のもとに、息

子さん３人と、ご両親がやってこられました。 

「・・大変申し上げにくいのですが、３人とも筋ジストロフィーという全身の筋肉が衰

え、最後は死に至る病気です。残念ですが、この病気の治療法は、世界中探してもありま

せん・・」 

そう病院長が語らなければならなかった厳しい現実と、この言葉によって、この世の不

幸を全て背負わなければならない程の絶望にさらされた瞬間が、そこに、ありました。 

イラスト 岡田君（太陽と緑の会事務局・作業所兼店舗建物） 
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「治療法もない、緊急処置が必要な訳で

もありませんので・・、入院させるわけに

はいかないんです・・」 

そう一旦は断ったったものの、福祉的フ

ォローもほとんどなかった当時、３人の筋

ジスの子供を抱えるという現実、それは一

家心中を余儀なくさせる、絶望の底に突き

落とすほどの、意味がありました。 

「行き場がなく、どうにもならない怒り

に、メラメラと呪うような眼差し・・。お

母さんのその目が、今でも忘れられな

い・・」 

生前、そんな言葉を聞きました。 

 

当時の厚生省では、治せない病気を入院

させることは禁じられていました。治せる

病気を優先的に治療するという、冷静に考

えれば当たり前のことでしょう。 

しかし病院長は、国民の幸せを守るとい

う大きな視点から考えると、国立病院の役

割とは矛盾しないのでは・・、考え抜いた

末、入院させることにしました（数年後に

厚生省は許可）。 

そうなった途端、全国から筋ジスの子供

達が集まりました。病院でも勉強ができる

ベッドスクールの充実を図りながらも、当

時、15歳と 20歳に死の大きなピークがあ

りました。 

この病気の治療法がわかればこの問題

は解決する、そう確信して郷里の徳島に戻

り、筋ジス研究所設立運動を展開するた

め、1971年に太陽と緑の会を立ち上げま

した。 

整形外科医院を開設し、個人病院の４階

に、太陽と緑の会の事務所があるという大

変ユニークなものでした。 

柳澤寿男監督の「ぼくの中の夜と朝」

（1971年 100分 16ミリカラー）を上映し

ながら、国会請願の署名活動を展開しまし

た。 

「仙台市にある国立療養所西多賀病院

（現・独立行政法人国立病院機構西多賀病

院）は 1947年に結核療養所として開設さ

れ、進行性筋委縮症（筋ジストロフィー）

の治療を全国に先駆けて取り組んできた

ことでも知られる。この映画は 1969年の

秋から 1970年の春にかけ、西多賀病院の

ベッドスクールで生活する 130人の筋ジ

ストロフィーに冒された子供たちを記録

したものである。病弱児童による詩を字幕

で挿入しながら、不治の病に冒された子供

たちの生きる意味や学ぶ意味を映画を通

して考える」とパンフレットに書かれてい

ます。監修・近藤文雄とありました。 

 

あれから 45年が経ちました。先日の地

元新聞に「妊婦の血液から胎児のダウン症

などを調べる新出生前診断を受診した人

は３年間で３万人超、染色体異常の 94パ

ーセント中絶」とありました。残念ながら

いまだに根本治療がない筋ジストロフィ

ーも、遺伝性疾患です。 

あの世の近藤文雄ならどう考えるか？

じっくり話を聞かせてもらいたい、そんな

気持ちが沸き起こりました。 
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文・イラスト 

藤田さん 

お 知 ら せ 

 
 

 

ハートフルゆめ基金とくしま 
 

ハートフルゆめ基金とくしま円卓会議が、５月 27

日に徳島市内のマリンホールで行われました。 

「ハートフルゆめ基金とくしま」は「徳島をなん

とかでけんか！なんとかせな！ほっとけん！」とい

う想いを形にする、提案事業寄付を一般市民や団体

などから募る基金です。応募団体からの事業報告や

助成金の贈呈も行いました。 

太陽と緑の会からも、2015年からの 10の事業と

３つの冠基金に総額 10万円を支援させて頂きまし

た。  

「様々なハンディあるメンバーたちも、少しは社会

に貢献できるよ！」というメッセージを添えなが

ら、朝ミーティングでメンバー、スタッフが良いと

思う事業に手を上げるやり方で、寄付金額を決めま

した。 

 

その他 
５月 31日 徳島県障害者地域共同作業所連絡協議

会総会を開催。太陽と緑の会から代表杉浦が事務局

として参加。メンバーの米田さんも参加しました。 

 

 

定休日及び夏期休業 
 

８月３日（水） 

８月 10日（水）  

８月 11日（木・祝日）  

８月 12日（金）～15日（月）夏期休業 
８月 17日（水）  

８月 23日（火）24日（水）  

８月 31日（水） 

９月７日（水） 

９月 13日（火）14日（水） 

９月 19日（月・祝日） 

９月 21日（水）22日（木・祝日） 

９月 27日（火）28日（水） 

通常総会開催 
 

６月 18日、午後６時半から８

時半まで、平成 28年度特定非営

利活動法人太陽と緑の会通常総

会を、太陽と緑の会事務局にて

行いました。  

今年は、プロジェクターを使

用したスライドショーでスター

ト。ハンディを持ったメンバー

が様々な作業に取り組んでいる

姿を始め、見学研修体験ボラン

ティアの受入や研修旅行の写真

を見て頂きました。日頃、活動

の現場をご覧になることが少な

い方からも「よかった」との感

想を頂きました。  

 

意見交換では、職員体制、運

営体制が大きく変わった激動の

１年の軌跡を振り返りました。 

  

民間企業からはじかれてしま

ったメンバーに対し、民間企業

的なアプローチをしてもうまく

いきません。かと言って、公的

助成で成り立つことによって企

業的な側面を排除してしまう

と、自分の足で立てなくなって

しまいます。  

「切り捨て」でもなく「至れ

り尽くせり」でもない。「その人

なりに立って行く」ことに寄り

添っていくようなイメージ。  

分かりやすくお伝えすること

が難しい活動ではありますが、

そのようなイメージを少しでも

共有できるような総会にしてい

けたら、と思います。 
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太陽と緑の会福祉事業団からの助成 

徳島市資源ごみ回収事業に係る奨励金

（古紙１キロに対し５円、鉄屑、空き

缶１キロに対し６円、ウエス１キロに

対し 10円、廃食油１キロに対して 20

円）平成 26年度後期分(平成 27年前期

配分)29万 1900円が当会の太陽と緑の

会福祉事業団に支給されました。  

 これをもとに、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。(敬称略)   

 

①障害者地域福祉活動への助成  

ＮＰＯ法人クレエール 

（障がいのある人が芸術文化の発表を

行い、自己実現と地域での交流を活発

に行うプロジェクト）(ハートフルゆめ

基金とくしま) 7100円 

 

②社会福祉活動への助成  

ＮＰＯ法人抱樸（北九州ホームレス支

援機構）(ホームレス状態にある方々や

生活困窮者のための自立支援) ３万円 

 

ストップＤＶサポートの会 

（ＤＶ被害者のいのちを守るプロジェ

クト）(ハートフルゆめ基金とくしま) 

 1万 2900円 

 

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）

（海苔、食料品、米等、物品支援の送

料・精米代として） 6936円  

 

③国際協力活動への助成 

ＮＰＯ法人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 

 

徳島日中青年交流協会（日中親善のための懸

賞論文優秀者招聘プロジェクト）(ハートフ

ルゆめ基金とくしま) 5700円 

 

⑤その他の活動への助成  

ＮＰＯ法人こどもねっといしい 

（「いのちを包む」赤ちゃんとのふれあい体

験プロジェクト） 4300円  

生活困窮家庭のファミサポ利用を支援する

子育て基金 1万円  

ニートや引きこもりで就職したくとも就職

できない若者を支援する基金 1000円 

「ハートフルゆめ基金とくしま」を育成する

基金 9000円 

(以上、ハートフルゆめ基金とくしま)  

 

⑥災害支援 

社会福祉法人ありのまま舎（宮城県仙台市）

（東日本大震災により被災された宮城県沿

岸部の在宅重度難病者支援活動に対して） 

18万 9834円   

 

支援金振込手数料 130円  

 

太陽と緑の会福祉事業団の助成活動は平成

５年度よりスタートしました。各分野で非営

利活動に取り組んでおられる個人・団体の皆

様を対象に年２回、23年間で累計 1376万

1076円の助成を行ってきました。  

 

 

 

 

太陽と緑の会からの助成（第４４回） 
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当会の活動をご支援下さった皆様 
§2016年 5月 1日～2016年 7月 27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 
久次米、西谷、森井、匿名、上田、南、匿名、匿名、喜田、西澤、（郵便振替口座）阪野 

 
品物を引き取りにお伺いさせて頂いた皆様 

○徳島市○朝田、宮田、小林、天野、八巻、鈴木、海原、三津田、長谷部、山口、松久保、小川、平山、
藤本、中村、太田、阿部、竹村、坂本、小倉、坂本、鹿山、領家、野本、近藤、加根、正木、佐藤、河野、
飯塚、坂東、福山、増田、志方、田中、古田、作本、吉田、上野、野上、藤田、亀谷、米本、昼間、美馬、
長谷川、津川、楠根、山西、富登、豊田、遠藤、村上、乾、竹治、川野、濱田、住友、南、斎藤、岡本、
福田、福原、佐藤、岸、佐渡山、戎、木村、篠原、中野、川崎、武知、高瀬、竹田、太陽堂薬局、鬼頭、
長濱、渡辺、岡久、戸川、今井、佐川、吉岡、宮城、山本、徳島県看護協会、西條、石橋、速水、寺島、
山脇、東山、武田、森本、井上、大坂、矢間、池住、久住、岡田、高濱、東林、岑、長尾、川人、佐野、
庄野、吉本、国本、松本病院、森下、冨士谷、木内、白木、勇、多田、新居、長野、多田、内藤、林、高
橋、藤井、森本、近海、山口、南海造園土木、アオバ保育園、広瀬、中村、川人、阿部、鬼頭、池田、小
山、竹内、明丸、Ｄコム、岸本、緒方、小松、真家、三宅、家段、中村、小梯、岸、内田、東京屋美容院、
東條、表原、平尾、戸川、久米川、楠本、藤田、江島、鈴木、田村、西、神田、栗山、長尾、中山、武市、
宮本、小倉、柳本、森、近藤整形外科、伊籐、森井、松阪、鳴門屋、小泉、香川、岑、田中、笠井、郡、
田口、得津、ビューティーオアシス、方上公民館、山本、岩瀬、中元、久次米、加藤、松下、新居、北村、
三好、佐々木、中川、渡辺、内村、勝瀬、キタノ、笹沼、斎藤、池野、乾、吉田、福原、坂本、熊本、山
田、西谷、高瀬、美鳥、米澤、松岡、黒田、河見、岩崎、鎌田、富永、向、米沢、真鍋、杉本、赤澤、松
岡、昼間、、坂口、近久、中屋、浅野、佐伯(生長の家)、チケット徳島、蔵本、木本、土肥、機械化センタ
ー、堀、松島、洗出、石本、元木、松川、吉岡、財田、佐川、芥川、時広、志摩、戎、鎌倉、仁木、前田、
松崎、森脇、桶川、大隅、長野、西野、松永、中西、西岡、竹丸、久保、長岡、木内、廣岡、井上、松原、
相原、福井、大井被服店、橋本、河野、一宇、松尾、飯田、八巻、十河、久次米、松浦、バッコス、岡田、
平石、辻、布川、福島、山下、大北、森、椎野、ながおさ薬品、鳥海、福永、桑村、濱田、八幡、井籐、
楠本、井手、大久保、河野、天野、三木、増田、粟飯原、米本、松崎、山ノ井、布村、岸本、出口、澤井、
川口、新居、新見、ファミリーマート富田橋、角、安原、吉村、土井、中崎、津守、石本、横山、林、犬
伏、喜田、馬詰○藍住町○井上、飯田、武林、新開、吉本、瀬本、里見、浜、岡本、水井、上崎、北野、
福永○吉野川市○工藤、重清、松本歯科クリニック、林、武田、井岡、松本、原田、村岡、森○板野町○
宮本、平野、賀山、望月、安長、瀧下、眉山園 今村、稲城、長井、谷口、中村○鳴門市○廣瀬、原田、
大森、本田、久龍、浪花、久龍、梶本、長富、中谷、岩田、三居、寺田、古宅、大隅○石井町○井上、友

平成 12年 7月 

月の宮作業所開始 

平成 17年 2月 

事務局・作業場兼店舗の

建物が火災により全焼 

平成 12年 5月 

ＮＰＯ法人化 

平成 18年 4月 

事務局建物が再建 

平成 16年 10月 

ウガンダ研修生受入 

平成 17年 6月 

環境大臣賞受賞 

お客様から頂いたキュウリは塩もみや酢の物にして、昼食の一品となります。 
「うまいうまい」と食べてばかりだったメンバーのＯさんと、家で料理せなあかんのに苦手でなかなかできん
Ｔさんのデコボココンビが調理を担当しています。 
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成、井原、芝田、鴻野、武富、宮本、山口商店、廣田、武知、内村○上板町○大串、美馬○小松島市○カ
ラオケ まねきねこ、浦田、木下、木村○北島町○岡田、小林洋服店、福谷、江口、冨士、結城、吉田、
桑村○松茂町○佐藤、安部○那賀川町○住瀬○阿波市○岡田、辰巳、板東、山口、矢部○阿南市○青木、
荒川、川口 
 
 

品物を持って来て下さった皆様（郵送含む）  
○徳島市○田野、市川、村島、山下、四宮、若宮、山崎、中野、西出、兼松、武市、田岡、地中、井上、
三角、岸上、佐野、美馬、浅見、上田、大塚、落合、徳永、河口、後藤、西野、坂東、吉坂、桂、酒井、
芝井、藤田、棚次、中山、石本、楠、瀬戸、勝浦、友成、木下、松浦、坂口、門田、瀧本、中西、岡本、
坂部、田中、相原、森下、村上、岩山、岡田、市川、三木,藤本、麻植、永正、木ノ桐、林、野々瀬、池
本、北野、小池、久次米、富永、多尾、藤黒、大寺、豊田、六車、ヨシダ、新開、佐藤、森本、谷口、樫
谷、平田、大坂、岡島、大久保、野村、水田、楠本、三宅、床櫻、生田、左海、日下、桂、都、篠原、前
川山本、鈴木、谷、尾形、富峯、米澤、久次米、山松、原田、室、吉本、速水、時廣、大井、山花、井貝、
黒上、森田、坂本、久保、福家、竹内、財田、福良、若松、嶋田、市瀬、大田、宮城、矢倉屋、櫛谷、穂
田、本田、加藤、スギタ、芦田、小橋、野々瀬、出口、宗、高木、粟飯原、荒川、カサハラ、広本、元木、
小倉、阿部、河野、七條、鄭、北島、桑内、菅生、木元、榎本、近田、片山、片岡、笠原、庄野、松岡、
平岡、清水、黒田、吉成、伊勢岡、橋本、松本、玉置、佐々木、飯田、多田、岩根、峯田、鎌田、南條、
近藤、大畠、松尾、岸、南谷、羽地、上藤、飼場、住友、西川、中原、田村、川尻、中郷、須原、イケグ
チ、東口、堀部、労福協 なのはな、高岡、坂本、以西、、廣田、二橋、長尾、堀岡、井原、長崎、東條、
鎌田、徳島市市民協働課 大石、松平、藤永、猪山、滝本、笹、土内、拍尾、脇、安芸、吉岡、木内、久
樹、榎本、立石、高橋、大仲、八木、、山崎、百々、濱田、久米川、西田、太尾、大岩、黒嶋、西條、北
原、大栗、長岡、小間坂、杉、辻、川上、斎原、加納、花岡、大和、谷川、熊川、楠、カサハラ、高橋、
桐本、島本、矢間、島、西森、高原、猪岡、花本、菅原、益田、太田、高田、月岡、滝下、加納、下條、
石、河野、杉本、森、重木、伊澤、川口、里田、廣兼、平島、小松、児島、大西、上田、播岡、森口、横
田、清水、天羽、石原、天田、冨士、尾形、佐藤、川野、榎本、真木野、水田、宮本、小澤、新居、とく
つ、井上、川崎、井形、前田、阿部、鎌田、田村、大谷、池田、柏木、林、岸本、桑原、柏原、豊岡、和
田、片山、石本、大黒、重木、サコ、谷、多田、岩淑、行成、山下、ウチダ、向井、三木、荒井、生田、
篠原、西田、樋口、高橋、福田、近藤、以西、大畠、東山、長尾、船越、大和、山川、豊田、杉本、市原、
古川、安藝、金田、中山、福永、秋月、徳永、加藤、上山、粟飯原、武岡、内藤、江口、長谷川、笹賀、
堀川、森本、杉浦、大柳、藤井、井内、陰東、旭、河野、オオグロ、久保、沖津、小畠、大崎、藤本、大
上、川尻、恵川、廣田、久米川、大坂、馬瀬、十田、松本、辻、寒川、吉田、高井、久米、木村、西山、
山田、中西、富永、岩崎、西野、井筒、藤森、高原、高木、東口、大久保、新井、第一病院、(株)フジワ
ーク、河崎、小倉、高見、村井、長楽、七條、板東、竹中、丸山、樫原、西川、流、佐々木、山本、三好、
地上、住吉、花岡、青木、原、岩宮、ジェイミカ、東、能田、夏代、浜口、大松、滝上、黒川、板東、川
島、前野、大野、鈴木、水沢、中川、大岡、熱田、吉本、エルランガ、市瀬、下山、森、和泉、労福協 な 
のはな、高野、元木、西岡、小川、石井、本田、
三津田、村澤、郡、前川、梶田、岩野、岩漱、稲
井、武、橘、西尾、川添、矢本、富島、米崎、鳥
羽、熊本、増田、西野、美馬、矢野、齋藤、川野、
西森、スギタ、高野名、東端、松内、吉岡、手塚、
西沢、早雲、中原、大道、藤吉、木村、石井、西
條、大畑、内田、合田、松浦、栗林、森崎、あべ、
野中、岡田、岡山、清谷、境、曽我部、小川、麻
植、どうつき、横田、天野、佐々木、三宅、瀬川、
三枝、犬伏、新居、コマダ、ウエタ、竹田、益田、
生野、岡田、津川、中島、宮地、濱田、折村、南
條、熊本、西、栗坂、岩井、小林、大隈、団、柏
岡、エルランガ、鳥海、三好、早見、南、森崎、
増田、前田、、三木、バンドウ、ミゾブチ、友成、
鈴木、中石、今井、田中、湯浅、大隅、武市、坂
本、山口、藤原、朝川、佐古、ヤマモト、鈴木、
ゴトウ、井坂、兼子、手束、川口、松本、大塚、
菅原、鈴江、藤岡、後藤、春日、領家、梶村、津
田、植木、岩淑、宮本、八田、幸田、坂井、平野、
羽柴、中西、河野、関東○藍住町○三木、鈴江、
日切、坂東、松、楠木、打麻、浅川、山本、姫野、
奥村、上西、十川、河野、山田、三好、姫野、大 

イラスト 久米君 
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久保、中島、佐藤、ヤマモト、誉田、岩脇、志津、佐藤、伊藤、岡田、姫野、佐藤、山田、井出、稲井、東
條、佐藤、藍原、誉田、稲井、村上、多田、近藤、阪本、大和、井上、鎌田、有地、濱、サトウ、中村、北
野、美馬、中川、黒川、西山、飯田、藤田、楠木、岡本、オクタニ○松茂町○長岡、岩本○上板町○安永、
カイラク、笠井、稲井、美馬、船越、佐藤、上田、フロスト、鈴田、奥村、天野、稲井、坂井、松井、福島、
溝渕○北島町○岩木、田岡、山根、佐川、佐藤、笠井、内見、大浦、小西、佐川、森、内見、岩木、今市、
志内、原田、佐藤、萩原、辰巳、フジワーク、長田、久湊、岡崎○板野町○井村、近村、五條、長尾、成田、
生田、沖津○鳴門市○福山、長谷川、森井、益田、青山、宮脇、久武、山本、後藤、大橋、東、石丸、芝、
溝渕、竹内、河野、松田○石井町○福田、井上、上田、長尾、今井、尾崎、脇谷、門條、中西、西村、田村、
福生、田中、河田、三橋、阿部、森、本田、近藤、松浦、福生、高橋、佐原、井上、遠藤、多田、阿部、福
生、森本、播磨、ヒラタ、筒井、和田、井内、上田、酒井、吉浦、徳永、黒地、藤重、門條、岡田、山口、
岸本、武田、本庄、久米、山西、篠原、高橋、新見、山本、田中、松田○神山町○岡山、河野、塩田、伊籐、
野原、久保、上田、安岡、清水、河野○吉野川市○井元、鎌田、椙山、石田、工藤、藤田、渡部、松本、折
原、長楽寺、小松原、桑田、藤田、田村、瀧、赤尾、大久保、志摩、塚佐、大塩、石幸、中西、境、金子、
向井、露口、十川○つるぎ町○竹本○阿波市○新見、武田、地面、正木、山田、原、関口、正木、岡田、中
西○三好市○西村○美馬市○久保、加藤、和田、加藤、竹本、米澤、小松、森本、樋口○美波町○郡、竹本、
郡○那賀町○西村○海陽町○神沢、堀内、岡澤○小松島市○岳野、板東、荒川、宮田、正木、飛田、大藤、
服部、東山、森、岸良、阿部、中西、浜口、平井、渡辺、桑原、小原、騎島、藤代、木村、雨谷○阿南市○
三木、駒田、熊野、原、成松、藤坂、松田、照原、谷、井上、原、美濃、成松、多田、細川○佐那河内村○
滝倉○勝浦町○上白川○兵庫県○森○愛知県○松浦、松浦○群馬県○山本○愛媛県○濱田○埼玉県○本田○
東京都○小林、三木、おおたか静流、萩野○京都府○下笠、下笠、木村○兵庫県○村主、合田○千葉県○石
坂○高知県○伊籐、板東○香川県○松村、原 
 

 

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多数おられ、実際は上記の３倍以上の方の

ご協力を頂いております。 
またカレー、ポテトサラダをメンバーたちの昼食に、と持って来て下さった河野様、お

野菜やお漬物を差し入れて下さった吉田様、二階様、その他の皆様にもこの場を借りてお

礼申し上げます。 
 頂いた品物は大切に活用させて頂きます。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。 
 
※本誌へのお名前の掲載を希望されない場合は「匿名希望」と記入して頂ければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽と緑の会の草創期からボランティアとして活
動を支え、理事としてサポートして下さっている
松村さんから讃岐うどんを頂きました。早速、昼
食で頂きました。夏バテ気味のメンバーＯさんも、
満面の笑みに…。ありがとうございました。 

 
 

太陽と緑の会の活動を会員として長年サポートして下
さっているＨさんご夫妻が来られ、自家製のブルーベリ
ージャムを頂きました。ご主人が育てられたブルーベリ
ーを収穫し、奥さまがジャムにされたとのこと。丹精込
めて作られた貴重なものを、本当に有難うございます。 
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ＮＰＯ法人 太陽と緑の会 
 

私たちは、「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関わらず
「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土､
日を含めた日常活動を行っています。 

これは、日本の次世代型ソーシャルアクシ
ョンモデルになると考えています。このよう
な活動のあり方により、徳島の将来や日本の
未来が、幸多く、豊かであることを願ってお
ります。 

 

発行：ＮＰＯ法人 太陽と緑の会 
〒779-3120徳島市国府町南岩延 107-1  
ＴＥＬ・ＦＡＸ０８８－６４２－１０５４ 
（地域活動支援センター太陽と緑の会リサイクル作業所） 

代表理事  杉浦 良   編集 小山 隆太郎 
協力者名簿作成 岡田 
ゆうメール押印・タックシール添付 堀 
製本・発送作業 宇津 岡田 福住 大木 
 
年会費：正会員１万円(総会議決権・事業決算報告) 

準会員 1,000円(機関誌発送) 
郵便振替口座：０１６２０－８－４４７０３ 

加入者名：特定非営利活動法人太陽と緑の会 
 

 

 

 

 

編集後記～「社会の風」 

朝ミーティングで、若手メンバーのＢ

さんがトラックのフロントガラスを割っ

てしまったことについて話しました。 

修理代は市民の皆様から頂いた品物を

販売して得た売上金の中から支払わねば

ならないこと、そこが税金で成り立って

いる障がい者施設とは違うこと。「ハンデ

ィを持ったメンバーには分からないので

は」となりがちな話も、あえて話すのに

は理由があります。 

2日後、メンバーのＡさんが「ちょっと

聞きたいことがあるんですけど」と相談

に来ました。今月の自分の給料が減って

しまうのではと、心配になったようです。 

 

太陽と緑の会のハンディを持ったメン

バーの給料は月額 1万円から 10万円。全

額リユース品の売上から出しています。

公的資金は 1円も入れていません。 

しかし「就労継続支援Ａ型」（障がい者の

方と雇用契約を結び最低賃金を支給するタイ

プの障害者事業所）では、行政からの給付

金、補助金を給料の一部、もしくは大半

に充てているケースも多く見られます。

最低賃金に満たない部分を税金で補てん

しているとも言えますが、売上金だけで

障がい者の方に最低賃金を保障するの

は、それだけ難しいということです。  
（中には、民間企業と同等、もしくはそれ以上の品質
管理、競争力を有し、年商 1億円を超すような障害者
事業所もありますが、全国的に見ても珍しい事例です） 

ただ、制度の悪用も広がっており、「共

同連」の地道な取り組みによって社会問

題化し、厚生労働省でも問題として認識

されるようになりました。 

「ここでいう悪しきＡ型とは多数の障

害者を短時間雇用で受け入れ、十分な仕

事環境・設備を有せず、わずかな売上げ

しか得られない仕事をあてがい、職員人

件費を含めた経費をできるだけ切詰め、

給付金・補助金を浮かして金をもうけよ

うとする事業所をさします。」 
 

（特定非営利活動法人共同連から厚生労働大臣への申し入れ
書（2015 年 9月 2 日）ＫＳＫＰ「共同連」156 号掲載） 

生活保護制度を悪用した貧困ビジネス

は広く知られるようになりましたが、そ

の障害者版と言えるかもしれません。 

 

「自転車が売れてよかった」 

リユース自転車のパーツ交換を担当す

るメンバーのＤさんが、自転車バザーで

自転車が 8台売れて、ホッと一息ついて

いました。 

「品物が売れて給料になる」 

社会では当たり前の風が、ここでは流

れています。 

社会の風が流れていることが、差別や

偏見を紐
ひも

解く道筋なのかもしれません。

水も流れていないと澱
よど

んできます。即効

薬はありません。（文責・小山） 


