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＊歯医者に行って格差を実感 

 

 2，3 年前になりますが、歯科医院の待合室の壁に、自由診療料金と治療内容を示
したポスターが堂々と貼り出されていたことに気づきました。以前は、保険の利かな

い治療は、個別に医師から説明を受けるという印象でした。いつの間にか、保険内の

治療よりも圧倒的に自由診療のメニューは豊富で、「歯の色と同じような素材を使う

治療 1本 8万円」といったように表示さているのです。これを買う・買える患者であ
るお客さんがいるということです。 
虫歯の穴に銀を詰める治療は最低であって、今や見た目の良さを重視した美容歯科

処置にお金を掛ける時代になっていたのです。自分はどこまで歯にお金を掛けるか、

掛けられるのかと考えさせられました。自分をとおして格差の広がりを感じた一コマ

です。 
 格差社会というと、「貧困」の問題。とりわけ子どもの貧困の実態が種々指摘され

て、日本社会の中で「貧困」という言葉を頻繁に聞くようになりました。 
光風会は「茨精研」ICCAMと協働で、今から 6年前の 2010年 12月に「児童虐待」
を課題とした研修会を開催しました。その時に初めて虐待の要因として「貧困」との

関連を知ったのです。外見では分かり難く、子どもの生活（くらし）は、私たちの想

像をはるかに超え、食べる物そのものがない状態です。5月の連休や夏休み、冬休み
は、学校給食も休みとなり、子どもたちにとって危機的な時期になっているのです。 
子ども食堂やフードバンクなどの支援が市民活動として行われていますが、根本的

な解決にはなりません。単身親家庭、特に母子家庭では、母親がいくら働いても、生

活費を稼ぎだすことのできない労働状況や非正規雇用という労働のあり方そのもの

の問題を孕んでいます。 

社会福祉の危機 
― 格差社会の中の医療・福祉 ― 
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 意外なことですが、障害者の生活（くらし）について、社会福祉法が整備された以

降で、「貧困」という表現を見る・聞くことはなかったと思います。生活（くらし）

の前提がお金を掛けないことが美徳とされる福祉政策の下で、親との同居が当たり前

か、入所施設や精神病院等に収容され、多くの障害者が障害年金や生活保護を受給し

た生活ですが、衣食住の保障は確保されていました。 
偏見の強い障害年金や生活保護等の受給については、障害者団体が権利として活用

を働きけてきた経緯があります。 
 
 
＊「一億総活躍社会」に障害者は入るのか？ 
 
ところで、最近よく耳にする「一億総活躍社会」という言葉。

保育所に子どもを入れることができなかった母親の叫びで注目されました。 
「一億総活躍」する人について、安倍首相は「働く意欲あり、頑張る人の賃金を増

やすために・・・」と「働く意欲」「頑張る人」を強調しますが、できない人の状況

をどのように変えるということには触れません。 
現実社会には、働く意欲はあっても働けない人々が沢山います。頑張りたくても頑

張れる場所にたどり着けない人々もいます。 
そもそも社会は、働く意欲を燃やし、頑張りを発揮できる人ばかりで構成されてい

るわけではありません。女性、男性、子ども、年寄や若者、障害者や病気の人など多

様な人の集まりです。 
その生活（くらし）を支えるために、生活保護や障害年金、公共の福祉があるので

す。それは権利です。公共の福祉は、意欲や頑張りに対する褒美になってはならない

のです。 
ところが今、障害者が「働く意欲」「頑張る人」の枠に入ろうとしているかのよう

に感じてなりません。 
もっとも昔から多くの障害者が、「働く意欲はあるが、障害を理解して雇用してく

れるところがない」と要求してきたことです。就労先が増えることに越したことはあ

りませんが、両手を叩いて喜んでいていいのか、就労関係の事業所のあり方に疑問点

が目立ってきました。 
 
2006年障害者自立支援法（以後「支援法」）が施行して、精神障害者の地域生活支

援は自立支援給付事業（以下「個別給付」）と地域活動支援センター事業（以下「地

活」）として展開され、10年が経過しました。 

「地活」事業は、市町村事業の一つとして「地域の事情に応じ、障害者に創作的活

動・生産活動の機会を提供することにより、社会との交流を促進し、自立した生活を

支援する施設」として位置づけられています。 

2015年度の茨城県の状況を見ると、精神障害者を対象とする「地活」事業所は、相
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談支援事業を併せ持つⅠ型事業所が 12ヵ所、地活Ⅱ型・Ⅲ型事業所が 22ヵ所になっ

ています。 

一方、「個別給付」における県内の就労事業所は、社会福祉法人や医療法人、NPO

法人、株式会社等が、「就労移行」や「就労継続支援 A 型、B 型」事業所を開業して

300ヵ所を超えました。 

「支援法」施行後、障害者の地域生活支援は就労に重きが置かれ、障害者は「大切

な」労働力として位置づけられつつあるのでしょう。 

 

＊障害者が「金
かね

」に見える？ 

 

しかし、株式会社が障害者福祉事業に参入することに、何か変な感じがします。株

式会社は株主に儲けを配当しなければなりません。配当できる収益がある。つまり「儲

かる」からです。 

障害者が働いて、生産性の上がる仕事を作り出したのでしょうか。ここでキーとな

るのは「福祉」という枠組みです。 
障害者が就労事業所に来れば、どんな仕事をしようと、一人につき個別給付金が入

ってきます。もちろん仕事の質を大切にしている事業所は数多くあります。しかし収

益の基盤は、障害者が生産性を上げるのではなく、障害者が事業所の商品になったと

いうことです。障害者をとおして「金儲け」ができるということで、株式会社が障害

者就労支援に参入する意味が出てくるのです。 
 ある就労事業所では、仕事の一つとしてシソの葉を束ねる作業を行い、一人に 1日
500円の工賃を出すとのことです。 
 以前、この作業を行っていた作業所がありました。農薬で手がかぶれ、大変厄介な

仕事だと指導員の話が今でも印象に残っています。 
 このような内職をしていても、個別給付額は 1日一人の障害者によって約 6千円を
稼ぎ出せるのです。障害者が月 20日働けば事業所には 12万円入り、障害者 10人い
れば 120万円の収益を生み出し、障害者にとっては「働いている」という満足感を持
てるのでしょう。 
 

2016年 5月 28日付の毎日新聞記事「危機の 20年 北田暁大が姜尚中聞く」の中

に以下のような内容が掲載されていました。 
 
「小さい予算をえさに、みんなが競争にかり出される。露骨な支配ではなく形式的

に自立させて、えさを細分化して誘導する。漁業、工業、教育も規制緩和と統治の強

化がセットで・・・」 
 
福祉も然りです。 
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＊障害者の「就労」を考える 
 
 以前、笠間焼工房「陽（yoo）」の元メンバーに、茨城県の代表としてアビリンピッ
クに出場した人がいました。もちろん、作陶の技能を競う部門にエントリーしました。 
 この時に、同行したスタッフの檜山が「花信風」2008年 1月号 18頁から 19頁に
「障害者だけの大会？－第 7回国際アビリンピックを見てー」というテーマで報告し、
障害者の「就労」について以下のような問題提起をしています。 
 
「就労をすることが自立であるという考え方は、就労しなければいけないという風潮

を生み出すことになります」 

「障害者が働ける社会と障害者が働かなくてはならない社会は違います」 

「障害者が働ける社会にするには、障害者の区別なく働ける環境を整備することが必

要です」 

「就労は選択肢の一つ」 

「『仕事をしなければならない』から就労支援を行うのではなく、また、『就労できそ

うな能力がある』から就労支援を行うのではありません」 

「就労支援は選択肢の一つです。就労を生活支援の一部として捉えるかどうかは、支

援者性が問われます」 

 

 事業所が急激に増える中、こうした援助・支援に対する真摯な自己点検を、福祉関

係者が共に検討する機会がなくなりました。 

自立支援法は、「就労できるか・いなか」を体験することが前提です。 
それに呼応するかのように、障害者の労働力を農業分野にも使う動きがあります。 
農福連携、つまり福祉と農業が連携して仕事を作り出す事業です。株式会社の参入

と同様に、農家の生計を支えるために、障害者が使われ始めています。私たちが懸念

する「障害者が働かなくてはいけない社会」が出来つつあるのです。 

 
 
 
＊支援者側の障害者支援区分に対する認識を変える 
 
 この 10年で、障害児・者福祉は「金にならない事業」から株式
会社が目を付けるまでの事業へと大きく変わりました。 
介護保険事業と同じように、営利のために障害児・者の援助・支援を行うといった

本末転倒した事態になっています。 
 個別支援を受ける際に、必ず障害者支援区分の調査を受けます。調査結果により、

区分 1から区分 5までに位置づけられます。調査者によって区分が変動することが以
前から問題視されていることは承知しています。 
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 支援者側の結果の受け止め方については、期待した区分が出なければ再調査を申請

しますが、本人の状態像とは離れて重い区分結果が出たとしても、これに抗議するこ

とはまずありません。 
 支援者側の支給額が高くなるからです。 
いつの間にか、こうした認識が当たり前になっているのです。金の亡者は、支援区

分が重くなるようにと、福祉支援を歪めてきました。 
 援助・支援によって、支援区分が「3」から「2」へと軽くなったことは、本来なら
ば、障害者自身のできることが広がり、力が付いたことを意味します。 
 適切な支援内容だということです。 
 この課題について、介護保険事業では見直しが検討され始めました。 
 「要介護３」だった高齢者が「要介護２」に回復という調査結果、それ自体を優良

事業所として評価しなければ、福祉とは言えないということです。 
これまで、寝たきりの状態「要介護５」の一月当たり区分支援限度額は 36 万円で
す。「要介護４」では 30万円、「要介護２」となると 20万円となります。 
この金額の差が、「要介護５の高齢者」を商品としか見えなくさせてきたのです。 
これは、障害児・者福祉に対する、介護保険事業からの警鐘です。 
障害者支援に関わる全ての関係者の認識が問われています。 

 
 光風会は、ICF（国際生活機能分類）で捉える障害児・者福祉の具体的実行をこれ
からさらに点検・継続していきます。 

（事務局長 高島眞澄） 
 

【参考文献】 
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茨城県保健福祉部障害福祉課、2016 

・「花信風」2008年 1月号 Vol.5通巻 16号、 

社会福祉法人光風会季刊誌、pp.18－19 
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就労支援事業はどこへ行く 
 

 

 

 

 

はじめに 

 精神障害者福祉に関わった最初の機関は「“共同”“作業所”」でした。約 30 年前のことで
す。当初のメンバー（利用者）は、指導員（職員）に様々な疑問をぶつけました。その内、

内職「作業」に係る疑問は次のようなものでした。 
¾ 俺の方がたくさん製品を作っているのに、何で他の人と同じ工賃なんですか。 
¾ たくさん作っている人の作業は雑です。後から直す人の手間が大変です。 
¾ 難しい仕事をしている人の給料が高いのが当然。指導員さんの給料が高いように。 
¾ 作業中に調子悪くなって休憩した時、休んでいる時間にも工賃は払うべきだと思います。
みん同じな病気なのだから、辛さを分かり合うべきです。 

¾ 作業に参加しないと精神病院に入院させられてしまうのですか。 
¾ おしゃべりしながら仕事するのはおかしいと思います。 
¾ 行くところが他にないから来ているので、作業は気が向いた時だけします。 
¾ 作業しない人が作業室にいると仕事の邪魔です。 
¾ 仕事をするだけの場ではないと思います。 
こういった様々な疑問をメンバーと指導員とで数々のミーティングを行い、解決とまでは

行かなくとも妥協点を見出し、それぞれの作業所毎に一定の方針を出してきました。笠間焼

工房「陽(yoo)」の前身である笠間焼共同作業所でも同様だったのでしょう。 
 
「暫定解」 

その妥協点や方針は「暫定解」です。「暫定解」とは、「とりあえずの正しさ」のことを意

味します。状況に応じて変化します。というより、変化しなければなりません。 
例えば、「歩合制」と「固定給」のどちらが正義にかなっているかといった議論ではありま

せん。正義というと大上段に振りかぶった言い方になりますが、「様々な現実環境におけるあ

る一定の集団においてのみ通用する暫定的な正しさ」ですから、正義の概念とは異なります。

その組織の理念と言っていいくらいのものです。しかし、理念と暫定解は異なります。理念

は変わらなくとも、暫定解は変わりうるからです。「差別しない」という理念のもとに、歩合

制と固定給の双方が成り立ちえます。 
こういった精神障害者の就労課題の「暫定解」を考えるうえで、共同作業所の歴史につい

て簡単に触れます。 

 
 
 
サービス管理責任者をしていて不謹慎ですが、「就労支援」について真面目に考えた

ことがありませんでした。というより、真面目に考えることを避けてきました。なぜ

なら課題が難しすぎるからです。本稿はその「序」です。 
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共同作業所の歴史から … 当事者がいない 

全国的には表１のとおり、「ゆたか共同作業所」が 1969年設立、精神障害者の作業所としては、

1976年東京に「あさやけ第 2作業所」が設立されています。 

 精神障害者の共同作業所と知的障害者（当時は精神薄弱者）のそれとは、その背景が若干異な

ります。 

 

表１ 共同作業所等に係る年表 

西暦 元号 内容 

1945 S.20 太平洋戦争敗戦 

傷病者、孤児、寡婦、貧困者といった「福祉需要」が発生 

1947 S.22 日本国憲法、児童福祉法 

1948 S.23 教育基本法、学校教育法 

1951 S.26 社会福祉事業法制定 →「措置委託制度」 

1956 S.31 大阪府立養護学校、愛知県立養護学校創設 

1960 S.35 精神薄弱福祉法（後の知的障害者福祉法） 

身体障害者雇用促進法（現「障害者の雇用の促進等に関する法律」） 

＜高度経済成長の中「労働保障」の問題として「作業所」運動＞ 

1969 S.44 全国初の無認可共同作業所「ゆたか作業所」開所（愛知・名古屋） 

1976  S.51 全国初の精神障害者の作業所「あさやけ第２作業所」開所（東京・小平） 

1978  S.52 千葉県にて、公的機関への「心身障害者福祉作業所」への補助金制度 

1979 S.54 養護学校の義務化  

 学校卒業後の行き場の問題が顕在化 

  ＜日本各地で無認可の民間小規模作業所の設立が相次ぐ＞ 

バブル景気も作業所には「恩恵」なし 

1985 S.60 茨城県初の精神障害者共同作業所開所（水戸） 

1987 S.62 精神保健法 

授産施設等の精神障害者社会復帰施設を位置づけ 

1995 H. 7 精神保健福祉法改正 

社会復帰施設に、福祉工場を追加 

1999 H.11 精神保健福祉法改正 

精神障害者地域生活支援センターを追加 

2001 H.13 社会福祉法人光風会設立 

2003  H.15 支援費制度施行（精神障害者福祉は除く） 

「措置」から「契約」へ。財政課題で数年後に破綻 

2005  H.17 障害者自立支援法 

翌年施行。NPO、有限会社、株式会社等の参入が可能となる 

各地の「作業所」は、法に基づく事業に移行（地域活動支援センター、就

労継続支援、就労移行支援、生活介護 等） 

2013 H.25 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

相談支援事業を核とするケアマネジメントが始まる 
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知的障害者の共同作業所には、「養護学校卒業後の働く場がない」といった家族の思いが背景に

ありました。作業所の位置づけは、「作業所は働くところだから作業をするのが当然」で、「就労

支援」の場、最低賃金をもらえないが働く場です。 

 一方、精神障害者共同作業所の設立は、「仕事をしたい」、「少しでも収入がほしい」といった当

事者や親の希望が背景ではありません。多くの精神障害者共同作業所は、福祉サービスがなく医

療サービスしかなかった時代、すなわち「障害者」ではなく「病者」としての時代に始まってい

ます。精神障害回復者という表現があったくらいです。つまり、保健所の公衆衛生活動の一環と

して、保健所の保健師や相談員などが家族と共に活動し、医師や医療機関のソーシャルワーカー

を巻き込んでいったことが特徴です。その逆の巻き込み方もありましたが、精神障害者支援の初

期は家族や地域の医療保健関係者が中心だったのです。 
精神障害以外の作業所の設立当初に養護学校（現在の特別支援学校）教諭が深く関わっていた

ように、精神障害の場合、医療保健機関が深く関わっていました。 
また、「家族」「家族会」「親の会」という存在が知的障害・精神障害者の共同作業所に共通であ

ったことは特筆すべきです。 
何のための「作業」かについての意味づけが曖昧なまま「共同作業所」が作られ、その活動を

望んだのは当事者ではありません。家族や医療保健機関の関係者が作業所を立ち上げ、福祉職員

として指導員を雇用する。指導員を雇用せず、家族が指導員となったところもあります。出発時

点での作業所は誰のためのものであったのか。 
「作業」の意味だけでなく、内容や目的も当事者が選んだものではなく、親や関係者にとって

の位置づけが先行しています。 
この当事者不在の「作業」の位置づけが、前述のメンバーの質問や疑問につながるわけです。 

 
 
 
「作業」だけが「目的」ではなく・・・ 

肝心の「作業」の意味が曖昧なまま、精神障害者の共同作業所は、利用者の声を聞き、作業以

外の活動を展開していきます。 
作業を目的としない人などのために、ある程度誰もが取り組めるレクリエーションや調理会。

生活の相談を受けるといった機能。地域行事への参加等々。 
 利用者の「目的」には、「生活のリズムをつける」、「人間関係の練習」、「日中の行き場」、「就職

へ向けての訓練」といったことあげられます。しかし、それ自体は決して「目的」ではなく、な

んらかの「将来」を見据えています。その人たちにとって「作業」は必然ではありません。 
次第に、作業所で「作業」を必要とする人と必要としない人に分かれていきます。 

 
クラブハウス的な「作業をしない作業所」も出現。機関誌づくりによって精神障害者の状況を

発信したり、食事作りをしたりといった「金銭を生まない活動」を行うところです。 
「金銭を生まない活動」は、1999年の「精神障害者地域生活支援センター」に引き継がれたと
いってよいでしょう。 
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「作業」の位置づけは明らかになったか 

2005 年の障害者自立支援法では、共同作業所から「作業」以外を切り落し、「就労支援事業」
として、活動時間は内職作業、弁当づくり等の「仕事」により「金銭」を生み出し、その一部が

利用者に還元されることになります。  
「金銭」を得る方法は、企業下請や製品づくりの他にも作業所時代から編み出されてきました。 
例えば、作業所の「請負」清掃。 
「作業所の清掃」は、次の４とおりが考えられます。 
①スタッフが行う。 
②業者に委託する。 
③利用者が行う。 
④利用者に工賃を生み出す「工夫」として「請負」をさせる。 
この「請負」とは、A作業所の利用者の中から清掃作業希望者を募集し、その人たちが B作業
所に行き清掃作業を行う。反対に、A作業所の清掃は、B作業所の利用者が行います。「金銭」は
それぞれの運営費から支出されるのですから、「税金」を工賃に変換しているわけです。 
「税金を工賃に変換すること」が不正だというわけではなく、②の「業者に委託する」と同じ

に考えられなくはありません。上記①～④を経済活動として位置づけたとき、様々な課題が表出

するのです。福祉施設の「作業所の清掃」を、民間企業の「作業場の清掃」と置き換えると課題

がより鮮明になります。清掃業者同士で互いの会社を清掃していることになるのですから。 
「作業」を位置づける上で、経済活動である以上「金銭」は重要な要素です。加えて「作業所

自体」も経済活動です。 

 
 「金銭」を生む「作業」。それは「福祉的就労」。「福祉的就労」は「一般就労への準備訓練」で

あり、そうでなければ、最低賃金に近い工賃を得ることで「生活保護への転落」を防止する。 
 「障害者総合支援法」はそのように就労支援事業を定義づけ、「就労継続支援事業 B 型」の目
標最低工賃を 3,000 円/月と定めています。ちなみに、「A 型」は最低賃金を支払わなければなり
ません。 

 
光風会におけるの「金銭」と「しごと」 

何らかの対人援助資格を持つ光風会スタッフの時給は、1,200 円から始まります。陶芸家
スタッフも同様です。 
一般に「陶芸家」の月収は 5 万円～とのこと。上を見たらキリがありませんが、アルバイ

トしている人も数多くいると聞きます。 
笠間焼工房「陽(yoo)」や泉町ギャラリー「窯(YOO)」で「しごと」をするメンバー・ユー

ザーは時給 200円です。厳密には 30分１ポイントで 100円と計算します。 
作陶しているメンバーは、創作活動の時間に自分の作品を制作します。その販売価格の一

部を「しごと」のポイントとは別に支払います。 
支払の多い人、多い月で、1万円強。「しごと」のポイントだけだと、月 6,000円程度。平

均すると、国が目標として定める 3,000円を切ります。 
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なぜ平均すると 3,000円を切るか？ 
例：（6,000円/月×3人）＋（500円/月×3人）＋（100円/月×1人）＝ 19,600円 

19,600円÷７人 ＝ 2,800円/月 
 上記は極端な例ですが、「100円/月」の人がいなければ

．．．．．
、3,000円を超えるわけです。 

いずれにせよ、仕事（作業、労働）、金銭（工賃・賃金）が絡む事象は、様々な視座、視点

を一定共有しないと混乱が生まれます。 
最近聞かれる「同一労働同一賃金」という言葉も同様で、経団連の経営労働政策委員会に

よると「同一価値労働とは、将来にわたる期待も考慮して、企業に同一の付加価値をもたら

す労働」としています。当然のことですが、経営者の視座・視点による定義です。 
福祉には、「作業」に従事する「障害者」に対応する「職員」を雇用する「経営者」、とい

う構図だけではないものがあります。 
 
原点回帰 

 「共同作業所」の始まりは、家族や医療保健関係者の思いから始まったものの、家庭や医療機

関だけではない、他の「行き場」がほしいという当事者の思いに原点があります。 
他の「居場所」。だからこそ、利用期限はありません。 
しかし、「利用期限の無い」所で「作業」を行い続けることは、必ずしも ICF でいうところの
「参加」の促進要因とはなりません。活動の場が制限され、「参加」の阻害要因となりえます。 
 「家庭」にしかいられなかった人が「医療機関・デイケア」に行けるようになり、「共同作業所」

にいくことにより更に ICFと言う「活動と参加」は広がったでしょう。 
 しかし、事業所内での人間関係や事業所内のプログラムの範囲で活動することで、新たな「参

加」の可能性を少なくしてしまうのではないか。 
 日常的に送迎などしてしまったら特に。 

 
様々な課題 

次に挙げるとおり、まだまだ整理しきれない課題があります。 

1. 共同作業所の「共同」 

「共同作業所」の「作業所」は「就労継続支援事業」となった。 

では「共同」はどこへ行った？ 

� 事業所で働く障害者間の共同性・協働性 

 障害特性と作業効率 

 障害種別と作業能力 

� 障害者と職員との関係、共同・協働のあり方 

利用者だけでは納期に間に合わない仕事を、職員が行うことの意味 

利用者の作業ミスを職員が修正することの意味 

2. 合理的配慮と福祉的就労 

 最低賃金以下で人を雇うのは人権侵害。 

 ことのことに異を唱える人はいないでしょう。 

 ですから、障害者権利条約でいうところの合理的配慮が必要になります。 

 「作業」レベルの合理的配慮は、障害に応じた作業のしやすさといった配慮で理解しやす

いのですが、「労働」レベルの合理的配慮はよくわかりません。 
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 一般には、次のとおりです。 

� 勤務時間・休憩時間の配慮。 

� 通院時間、通院日あるいは病気休暇の権利 

� 残業を強要されない 

� 外部の様々な形の相談機関 

� 最低賃金の適応 等々 

 これらの条件で本気で障害者を雇うのか。 

そうでなければ福祉的就労か。 

福祉的就労…。聞こえはいいが、人権侵害ではないか。 

3. 「金銭」のゆくえ 

就労継続支援事業 B 型は就労の場ではない。だから最低賃金の適応外です。加えて、事業

所に支払われる給付費（税金）は事業所の運営費ですから、直接障害者に渡してはいけませ

ん。しかし、援助・支援の背景に「金銭」が存在し、それによって活動を行っているのです。

加えて、援助・支援は合理的配慮でもあります。 
� 事業所運営の「金銭」は利用者が直接払っているわけではないこと 
� 福祉サービスの「買い手」はサービス代金を直接支払っていないが、そのサービスで

ある「作業」による結果としての「金銭」を「買い手」が受け取る構造。 
 
「暫定解」が曖昧なまま事態は進んでいます。 

 
光風会の「暫定解」は、「ユーザーが選ぶ」。そして、「意味」はユーザーが決める。 
しかし、単なる自己決定・自己責任ではない。共同・協働の関係性における自己決定。 
よってスタッフは、「ユーザーが選ぶ」ための援助・支援を振り返り、定期的に自分の関わりを

自己点検する。 

 
おわりに 

笠間焼工房「陽(yoo)」や泉町ギャラリー「窯(YOO)」において「就労継続支援事業」を行って
いますが、「就労継続支援事業」として「陽(yoo)」や「窯(YOO)」を展開しているわけではありま
せん。とはいえ、「事業」の今後を考えるうえで課題を整理したく書き始めましたが、まだまだ全

く整理できていません。 
「経済成長」が是であることを前提とした障害者雇用。 
「障害者」が「負の財産」とならないように働いてもらう。 
「人間」や「土地」は、「商品」や「財産」にしてはいけないものではないか。 
「高度経済成長」とともにその「恩恵」を受けて生きてきた「わたくし」。 
「金銭」で民主主義が買える「豊な」社会の中で、精神障害者の「就労支援」。 
「就労」は「労働に就く」。「労働」ってそもそも…。 

 
難しすぎるのでやっぱり考えなきゃよかったかなと思いつつ、「自己選択」した以上、目の前の

ことから一つひとつ点検していきたいと考えています。 
（サービス管理責任者 斎藤 悟） 


