
ビーオブエスは今回ホームページを全面リニューアルしました。 なんで今 改定なん？ 

その目的は、全国各地の多くの人々に当社のありのままを知っていただき、ビーオブエスとともに障害者分野に理 

解を示してもらう方々を増やしたいと祈念するからでもあります。でもなかなか思い通りにはならないもの･････ 

今一度 介護職について 現状を見直してみましょう （介護保険法・障害者自立支援法とも所有すべき資格は同一です） 

現在介護職・被介護人などの基本的な人数は別表のとおり。ただ 

福祉分野の就労人口には社会保険、社会福祉関連の人数も含まれ、 

実数では現場対応者はかなり減じるものと思われる（こういう統 

計数字はそのものスバリがなかなかないのです）。膨大なデータ 

の中から、必要なもののみを水谷編集長が各表のように、纏め直 

しています（表からは読み取れない部分もあります）。これを 

62,820 千人の就労人口からみると、4.5％程度になる。この比率 

が多いか少ないかは議論の余地が･････京都市で介護保険を受け 

る人は全国平均よりかなり多いが、福祉分野の就労数は逆に低い。 

介護職員はこれだけだが、障害のある被介護人ってどのくらい？ 

それが左の表２です。私 

たちの業務は障害者の在宅分野であり、施設系入所者を除くと、6,670 千人 

程度となる。京都では 92 千人強(精神系は除く)が私たちの対象者か。障害 

者分野だけで見ると、全国の障害者数は全国平均で 5.7％、京都市では他地 

域より高くて 7.1％程度となっている。 

障害者数のうち、重度身体障害者（１・2 級のうち視覚障害・肢体不自由者 

のみ）は 21,159 名程度が実質の支援の対象か？これに対し障害福祉サービ 

ス（居宅介護、重度訪問介護、行動援護）を利用しているのは 2,381 名とか 

なり少な目の人たちしか利用していない勘定になる。この障害分野のみの事 

業所総数は、京都市内では 135 社である。私たちの事業所は約 100 名近くの 

利用者を現在受託中だが、利用者の要望時間は誰もほとんど同じであり、表 

面上、 利用されている方々の他に、 どれだけ潜在希望者が埋もれているかを、 

本来知る必要がある。今まではこういう調査はほぼ皆無？ 今後はきめ細かい調査が利用者・ご家族に求められる必 

要があろう。それこそが障害者の安全・安心生活 

に直結するものであると思われる。その利用状況 

については、表４による。地域生活支援範疇の移 

動支援、3,626 名は本表では除いているが･･･ 

障害者分野のヘルパーって充足しているの？ 

問題はここなんですね！ 介護の現場の直接人数 

が把握しきれないところに、この分野の未完成度 

が露呈しているように思うのは私だけだろうか？ 

新政権は、介護の充実も期すと謳いましたが、交 

代前には介護労働者月額２万円強を掲げました。 

一部の非常に思い入れのある人達だけが支えるシ 

ステムは、ひとつの業務業態とは云えない。多く 

の者が支えあう基盤の整備が必要と思われる。 

集まらない理由をもう一度考えよう！ 

以前、「重度訪問介護等介護派遣サービス実態調査ヘルパー版」をある機関がアンケート調査をもとに纏めた。凄い 

資料であるが、全体の時給平均が 1,166 円、固定給にして 16 万～18 万が 30%を占める業態である。＜裏面に続く＞ 
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日本の人口と福祉関連数値との比較 (表１) 
全 国 京都市 

総人口 127,360,000 1,464,592 

就労人口 62,820,000 688,109 

福祉分野の就労人口 2,820,000 23,137 

福祉分野の就労比率 4.5% 3.4% 

障害者数 7,238,000 104,169 

障害者比率 5.7% 7.1% 

65 歳以上人口 29,710,000 334,755 

介護保険・被介護人数 3,679,800 57,736 

65 歳以上人口比率 23.3% 22.9% 

被介護人比率(実利用者) 12.4% 17.2% 
障害者の内訳 (表２) 

全 国 京都市 

身体障害者 3,663,000 82,297 

・在宅 3,576,000 81,928 

・入所 87,000 369 

知的障害者 547,000 10,941 

・在宅 419,000 9,916 

・入所 128,000 1,025 

精神障害者 3,028,000 10,931 

・在宅 2,675,000 - 

・入所 353,000 - 

合計 7,238,000 104,169 

事業所数・利用人数 (表４) 
全 国 京都市 

事業所数 利用人数 事業所数 利用人数 

居宅介護 10,115 106,159 83 2,113 

重度訪問介護 3,106 9,072 42 191 

行動援護 617 1,744 10 77 

合計 13,838 116,975 135 2,381 

京都市における身体障害者交付数 (表３) 
等級 視覚 聴覚平衡機能 音声・言語・咀嚼機能 肢体 内部 合計 

１級 2,350 356 21 6,630 11,512 20,869 

２級 2,140 1,732 83 10,039 414 14,408 

以下 2,487 5,332 850 25,518 12,345 46,532 

合計 6,977 7,420 954 42,187 24,271 81,809



障害者とのかかわりのなかで ― その２０ ― 

「未来のしあわせをつくる創造力」これが私たちの役目･････ 

株式会社ヒューマンサポートサービス 代表取締役 木 下 修 治 

こんにちは。株式会社ヒューマンサポートサービスの木下と申します。事業の内容は、 

人材サービス業で、企業に対して人材の派遣や紹介を行うサービスを提供しております。 

また昨年の１０月から、障害福祉サービス事業の居宅介護・重度訪問介護、移動支援を 

行う「ヘルパーステーションかざみ」を立ち上げ、サービスを始めさせていただきまし 

た。なぜ、私が障害者とかかわらせていただくようになったのか、そしてヘルパーステー 

ションを始めさせていただいたのか、これからどうしていきたいのか、そのあたりを触れ 

させていただきます。 

平成１８年７月、私は中小企業家同友会に入会いたしました。「自分を変えていきたい」そういう想いをもっ 

ていたのが一番の動機でした。そして翌年の平成１９年５月、障害者問題委員会に所属することになります。 

同友会には３つの専門委員会があるのですが、一番人気のなかったこの委員会を選ぶことになりました。本音 

は、それまでの私の人生において「障害者」との接点がほとんどなく、勉強してみたいと思ったことと、自社 

の事業が就労支援業だったので、もしかしたら将来何かで繋がるかもしれない、そんな想いからでした。 

本当にゼロからの学びのスタートでした。精神・知的・身体に至るまで、いろいろな視点から捉えた勉強を 

させていただきますが、実際に障害のある社員を雇用されている経営者の報告や職場の見学、時には障害のあ 

る社員ご本人の報告を聞かせていただくこともあります。そのたびに共通して感じることは、たとえ障害があ 

ってもみんな可能性があり、できないことを求めるのではなく、できることを伸ばしていくことで戦力として 

会社に貢献していることです。ただ、その可能性を発揮する舞台がまだまだ少ないのが実情です。自社におい 

ても職場体験実習の受入れを２回させていただきましたが、まだその舞台を用意できるに至っておりません。 

そんななか、ある日、福祉の事業をされている会員の方に、障害者の移動支援（ガイドヘルパー）や居宅介護 

がまだまだ社会に足りていないという話を聞きます。それまで私の頭の中は「就労支援」「障害者雇用」の言葉 

しかありませんでした。「自分にもできるのではないだろうか」それから生活支援ということも考えるようにな 

りました。「社会から必要とされ、人の役に立つことを追求し、地域社会に貢献する」自社の経営理念の一文で 

す。約７カ月後、「ヘルパーステーションかざみ」をスタートさせていただきました。 

話が飛びますが、てんとう虫マラソンという障害のある人もない人も一緒に走ることができるマラソン大会 

があります。その実行委員に携わったときのことですが、私は当日、地下鉄の駅の改札から地上のロータリ 

ーまで、送迎車輛の乗車誘導を担当させていただきました。そのとき視覚に障害のある方（Ａさん）の誘導を 

した際、私は何の迷いもなく、エレベーターを使って地上まで誘導しようとしました。するとそのＡさんは「私 

はエレベーターが苦手なんです。勝手に決めないでください。聞いてください。」そう叱られました。「ごめん 

なさい」エレベーターを使うのをやめて階段を使って誘導しました。その時気づかされたのは、自分の価値観 

で判断し、無意識のうちにそれを押し付けようとしていた自分があったことでした。良かれと思ってしたこと 

ですが、自分に置き換えたら、エレベーターを使ったり階段を使ったり、自分で選択して決めています。あた 

り前の大切なことを学ばせてもらった経験でした。 

最後になりますが、私の会社の価値は「未来のしあわせをつくる創造力」です。人の求めるしあわせはそれ 

ぞれ違うと思いますが、「働くこと」は共通する大きなしあわせの一つだと思います。まだまだできていないこ 

とが多いですが、一歩づつ価値を高めていきたいと思います。 

私は障害者と係わりのなかった方々が、なにかのきっかけで係わりを持つようになり、その方を通して障害者との太 
いパイプが、あちこちで広まってゆくことに無上の喜びを感じます。そういう意味で、全国の中小企業家同友会の会員 
には非常に期待し、私自身もその中でできることのお手伝いなどもしたいと思っています。前回はこの組織の本部機 
構・中同協の障害者問題委員長・内田五郎氏にお書きいただきました。これから数回は、今回の木下さんをはじめ、 
特別障害者との接点のなかった経営者が、障害者雇用だけでなく、障害者の生きがいについて考えてもらえるように 
なってきた経緯など、直接語ってもらおうと企画しました。内田委員長同様、経営者の熱い思いを感じてください。 
ヒューマンサポートサービスにはいつもヘルパーを紹介してと云っていましたが、ほどなくヘルパーステーションを立ち 
上げられました。西京・右京地区で超重度な数名の利用者さんに、曜日を変えて一緒に介護・介助を行っています。 
木下さんの思い・当社の思いなど、十分利用者各位に通じればなぁと感ずるこの頃です。 （塩谷）



ご厚意に厚くお礼申し上げます 
過日、「日頃お世話になっているビーオブエス 

さんの活動に協力できれば」と、当社が支援に 

入らせていただいている利用者さんのご家族 

より原付バイクのご寄贈がありました。 

当社のヘルパー活動地域は広範囲にわたり、移 

動に小回りの利く原付バイクも欠かせません。 

寄贈のバイクは、利用者さん 

の名前の一字を頂戴し「耕ち 

ゃん号」と命名させていただ 

きました。私たちは利用者さ 

んやご家族の想いも「耕ちゃ 

ん号」に乗せて、今後も在宅 

障害者の支援に励みます。 

一泊旅行のお知らせ 
ゆうりんの家のレクやイベントの企画・準備にお手伝いいた 

だける方を会員・利用者さんから募り、先日実行委員会を開 

きました。今年は従来の旅行に、今後のゆうりんの家の活動 

について、皆さんとともに話し合う時間も設け「ゆうりんの 

家 総会 兼 一泊旅行」として実施する予定です。旅行社と打 

ち合わせ段階であり、詳細なご案内は後日になりますが、現 

時点で以下の日程と行先で計画しています。 

・日程：10月 23 日（土）～24 日（日） 

・行先：23日→和歌山・勝浦方面 

24日→奈良・平城京、谷村新司ライブ鑑賞（予定） 

ライブチケットを手配する関係で、早い段階で大まかな人数 

を把握できればと思っています。現時点で参加を希望される 

方はご連絡いただけると幸いです。（後日、変更可能です） 

この施設の設立資金は、各種のチャリティーイベントや多くの人たちの支援により成り立っていると聴 

いています。 この施設はまた筋ジストロフィー協会の京都支部が運営しておられますが、今では筋ジ 

ス関係の方々に留まらず、さまざまな障害のある方たちに、日中のデイサービス(生活介護の場)として 

広がってきました。こういう施設は、本来もっともっと必要だと福祉系の従事者は思うものの、また市 

内には 32 ヶ所（H22.4 現在）しかないのが実情です。その意味からも貴重な施設でもあります。 

私たちの事業所から一番近い通所施設でもあります。また当社の利用者さんも数多くの方が利用されていま 

す。そんな 「指定障害者福祉サービス なるたき」って どんなとこ？ 

施設長である藤井敏孝さんは、私の立場はどうでも良いんですけど、事業所と 

してみたら「チームなるたき」になることが理想なんです！とおっしゃいます。 

基本的コンセプト？は「チームなるたき」取材中６～７回使われたワード。 

【チームなるたき】は幾つかの組織体が、ひとつのチームとして機能すること 

の大切さを表現する言葉として、藤井さんのお好きな言葉のようです。 

いや 施設長だけの言葉ではなく、事業所全員がこのワードで繋がりあっている 

のでしょうネ！！ スタッフどおし・利用者も含め、いろんな要素がひとつの機能 

のもとに、力を発揮したいとの基本的な想いがあるようですね。 

筋ジス協会が母体ではあるが、「障害者全般の捉え方を打ち出しています」と組織には囚われない、運営側の 

しっかりした考えの結果かと、聴いていても気持ちが良い。なぜディサービスなの？こんな質問もぶつけたが、 

デイで過ごすことは基本的なことでもあり、利用者さんにも良い形になっていると私には感じられます。 

「私たちは 利用者さんにも、そしてスタッフにも生活があり“チームなるたき”を長く続けていく・慣れ親 

しんでいることを継続していくことが、係わる全ての人にとって必要だと思っています」とも云われる。 

即ちデイサービスを中心に、利用される方に居宅介護にも入られているが、あくまでも出来る範囲のことをし 

ていく・良い意味で背伸びせず、利用者本位で支援していくことを目指しておられる。「それが利用者のいろん 

な部分、生活全般のサポートにも対応できるようになったことが喜びでもあります」との言葉も頂戴した。た 

だ、「自社のリスクも少なくはないが、他の事業者とも連係を密にしながら取り組んで来ることができ、今後と 

もそういう同業者間の繋がりをさらに強固なものにしたい」と続けます。 

最後に 施設長として今後の思いなどをお伺いしました。「利用者さんに合わせて、そのご希望や生活の状況な 

どに伴って、変化していくのだろうなぁ思っています。 

私たちの仕事って 本来当然そうあるべきですね。私 

たちが型にはめるのではなくて･･･」 

「それと 障害者の方々になにかあればという 緊急 

時の対応に取り組んでゆくことが課題だと感じていま 

す」 これは私たちの事業所でも緊急時対応が、今後 

真っ先に最重要になる課題と思っています。 

貴重なお時間ありがとうございました。（取材：塩谷） 

事業所の概要 
・法 人 名：NPO 法人ケアホーム・なるたき 
・事業所名称：指定障害者福祉サービス なるたき 

・所 在 地：〒6128421 
京都市伏見区竹田桶ノ井町１５番５ 
TEL・FAX0752030844 

・事 業 内 容：居宅介護、生活介護 

第２回 「指定障害者福祉サービス なるたき」篇 介 護 事 業 所 じ 
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私、個人の見解ではありますが、龍馬は今の時代で言うところの“イケメン・モテ男”であるがゆえ 
国事奔走しながらも女性には冷めた部分と、 とてもやさしい部分とのコラボレーションの絶妙さが龍 
馬の人気なのでしょうね。龍馬自身、女性にはかなり積極的だったようです。須磨という女性に恋 
をした龍馬は「嫁にもらいうけたい、この願い叶わねば切腹いたす」と詰め寄ったとか。 「龍馬って 
いやな男でしたよ」と須磨が後に語っていたという話しもあります。そんな龍馬が奔走し活躍した 
地には、龍馬を深く慕う女性がいました。惚れっぽくもあり惚れられやすい龍馬・・・・・なんとも羨まし 
い限りです。今回は龍馬を愛した女性のお話しです。 企画：福祉輸送事業部 湯浅・水谷 

大河ドラマでは龍馬を慕う女性は四人登場するようです。幼馴染みの平井加尾・江戸で出会った千葉佐那子・長 

崎の花街芸妓のお元・そして最愛の妻、お龍【楢崎龍】です。中でも千葉佐那子が龍馬に捧げる愛情たるや、聞 

くも涙、語るも涙ですね。佐那子とは婚約したとも言われ、龍馬の死を知った後も彼を想い一生独身を貫きまし 

た。佐那子のお墓には『坂本龍馬 室』と刻んであるそうです。 

お龍は皆さんもご存知日本で初の新婚旅行へ行った愛妻です。寺田屋では身を挺して龍馬の危機を救い、負傷し 

た龍馬の傷を癒す為とも言われた楽しい新婚旅行の時間こそが唯一夫婦の時間になろうとは・・・。そんな二人 

の夫婦生活は長くは続きませんでした。お龍の晩年は再婚し、少し生活も荒れていたらしく、アルコール依存症 

状態で、酒に酔っては「私は龍馬の妻だ」とまわりに言っていたようです。しかし、なんといっても龍馬を一番 

愛し、一番心配していたのは姉の乙女かもしれませんな・・・！？ 

「龍馬ゆかりの地」へのご案内など詳細は、ビーオブエス福祉輸送事業部へお問い合わせください。5075-641-1686 

龍  京都 馬  紀行  第三回 龍馬を愛した女性 る ざ れ ら 知 

〈MY ROOM〉⑱ 藤 木 雅 博 

こんにちは。少し前の事ですが、活動の合い間に本屋さんに行って立ち読みしていた時にちょっと目に付いた記 

事がありました。多分知ってはる人居てると思うんですけど、須藤シンジさんというファッションデザイン関係 

の仕事を手掛けている方の事が書かれていました。（僕は初めて知りました） 

この方には重度の脳性麻痺のお子さんが居られて、生まれてきた時に医者からは一生動けないだろうと言われた 

みたいです。その時に、自分が将来この世から居なくなって、子供が一人で生きていく為に当時の日本の福祉の 

環境を考えた時、どうしようもなく地味な世界だと感じられ、それなら自分が世の中を変えた方が早いと思い、 

勤めていた会社を退職され今まで自身の仕事のノウハウを生かして福祉の世界に手を打とうと自身の会社を立 

ち上げられました。 

この会社はファッションを通して障害者と健常者が自然に混ざり合う社会を実現していこうというコンセプト 

があり、色んな一流企業とのコラボレーションで障害の有る無に関わらず気軽に身に付けられるファッション 

グッズを開発したり、障害者の社会参加を呼び込む為のイベント開催を多数手掛けているようです。 

他にも色々と記事が書かれていたんですが、活動の時間が迫ってきたので最後まで読めず、活動が終わって事務 

所に戻りインターネットで検索すると、何点か手掛けられたグッズが掲載されていました。 

僕が見てたのは踝まで隠れるスニーカーなんですが、両踵の部分に上下に下ろせるファスナーが付いていて、誰 

にでも履ける様な仕様になっています。そしてデザインが格好いいんです。他では傘が載っていて、持ち手の事 

を考慮して細かい所に工夫がされていて、これもデザインがおしゃれでした。 

またイベントなんかにしても、視覚障害を持った人達にも映画を楽しめる様に、ＦＭラジオとイヤホンを持参し 

て周波数を合わせると、通常の上映時間に音声ガイダンスが流れて、他の人と同じ様に映画を鑑賞出来る工夫が 

されていました。 

こういうのを見ていて思ったんですが、須藤さんは自身の環境や人生経験を基に、上にも書かれている障害者と 

健常者が自然に混ざり合える社会を作っていく為に本気で取り組んでおられる事を少しですが感じる事が出来 

ました。 

僕ら福祉に従事している当事者の立場として、色々な部分を変えていかないといけないと思うんですが、一番利 

用者さんと距離の近いところに居て疑問や矛盾等を感じる部分があり、一事業所単位や業界単位の枠内で出来る 

事ってどうしても限られてくるところがあると思います。 

須藤さんのしておられる事って形としては一見福祉と別分野の事なんですが、社会全体の大きい視野から、福祉 

とかどうとかじゃなくて、誰でも自然で当たり前に過ごせる為に環境を変えていく事が大事で、須藤さんの様な 

世の中で影響力のある人が色んな分野から出て来れば社会環境が良い様に変わっていくんだろうと思います。 

もし皆さん興味があれば一度検索してみて下さい。 

Ｎｅｘｔｉｄｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ネクスタイド・エボリューション） http://www.nextide.net/index.html



ＭＩＺＵＴＡＮＩのＲｏｎｔｅｎ ― パート２２ ― “障害者の賃金と在宅就労に想う” 

先日、とある難病の患者と家族の会が発行された、就労意識と実態の調査ならびに就労に関する実証モデルをま 

とめた冊子を読みました。医療研究の進歩により患者さんのＱＯＬ（生活の質）の向上がさらに求められるなか、 

生きがい対策の一つとしても、就労への取り組みも重要視されていることが綴られていました。今回の論点も前 

回に続き、障害者の就労についてです。決して新たに書くネタを見付けられなかったのではありません。この冊 

子を見てあらためて感じたことを綴りたいと思ったからです。 前回とかぶるところもありますがご容赦ください。 

障害者の賃金ってどれくらい？ 

その冊子の中に、 現在の就労の状況についての項目があり、 

１ヶ月あたりの賃金を示す表が掲載されていました。その 

表によると、５千円～1 万円との回答が最も多く、10 万円 

までの回答が全体の６割弱を占めていました。では、全国 

的に障害者の収入ってどれくらいなんでしょうか？少し古 

いですが、 平成 19 年度版の障害者白書に掲載されていたの 

が右の表です（ここ３年間に発行された白書には掲載されていませんでした。今号の 

１面特集の記事での統計も思うようなデータがなく纏めるのに苦戦しましたが、行政 

がどれだけ実態を把握しているのか疑問に感じました）。サラリーマンの平均月収が 

35 万円に対して、雇用されている身体障害者の平均で見ても 25 万円（手帳交付の就 

労者総計であり、働くことに支障のない障害者も含まれているため、この金額が到底 

平均的とは思えません） 。授産施設では平均 3.2 万円となり、これに１級の障害年金８ 

万円（２０歳前の初診日がある障害基礎年金には所得制限が設けられており、扶養家 

族なしで所得が 360.4 万円以下の場合は全額支給） をプラスしても 11 万円を少し超え 

る程度であり、統計データから見てもサラリーマンの平均月収には遠く及びません。 

なぜ賃金が低いの？ 

障害者は一般就労者と比較して作業能力が異なるためなのでしょうか。現にそのよう 

な理由で雇用の機会を狭める可能性があることへの配慮として、障害のある労働者に 

対して、労働局長に申請しその許可を受けることにより、最低賃金の適用除外が認め 

られています。障害者であっても労働関係の法規（労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償 

保険法等）が適用されるのが原則ですが、雇用機会を狭めるとの観点に限れば仕方ないことなのでしょうか。そ 

の人をその企業が必要と判断したからこその雇用であり、例え作業能力等が異なることがあっても、雇用すれば 

賃金面においても健常者・障害者の区別なく同じ社員として考えることが本来あるべき姿なのではとも感じます。 

新しい発想による就労形態って？ 

冊子には、従来型の就職や福祉的就労の概念を超えて、新しい発想による就労形態を確立できるならば、他の重 

度障害者にも応用できる可能性が期待できると綴られており、患者さんが療養生活を送る病院で行われた就労支 

援の試行モデルがいくつか紹介されていました。患者さん自身が地元の中小企業家同友会に対して講演会やプレ 

ゼンテーションなどの営業活動を行うケース。病院内に就労支援センターを設立し、就労希望者を募り、一人ひ 

とりの技術力を結集し、印刷・デザインの受注を行っていくケース。患者が行うことが可能な業務に対していか 

に付加価値をつけることが出来るかに重点をおいての技術教育の実施を行うケース。この試行モデルで共通して 

いるのが、病院で療養生活を送りながらの就労のカタチを模索されているということ。働きたくても働くことが 

出来ない、特に病院で療養生活を送っている人や施設入所している人は、在宅生活者と比べて就労機会も限られ 

ていると思います。そのような人たちの就労は、必然的に在宅就労というカタチになってくるのでしょう。何も 

会社に出勤して業務にあたることが就労のカタチではなく、ネットを活用すれば、自宅や施設、または病院のベ 

ッドの上であっても対応が可能な業務もあるでしょうし、通勤方法や職場での介助などの心配もいりません。ま 

た企業側から見てもバリアフリー環境の構築など職場環境を改善する必要がなく、障害者雇用も進めやすいので 

はないかと思います。在宅就労については以前にもこのコーナーで綴りましたが、なぜ私がそれ程までに在宅就 

労にこだわるのかと言うと、私自身が進行性の病気を持つ身だからです。いつまでも今の職場で仕事を続けたい 

との想いはあるものの、この先いつどのように病気が進行していくかも分からず、病状によっては通勤して業務 

にあたるのが困難になることも十分に考えられます。そのような状況になったとき在宅でも仕事が出来ればと将 

来の就労のカタチを思い描きます。 

ただ、就労のカタチを模索する一方で、いかに障害者就労を広めていくかが最も重要ですよね。企業への助成制 

度などだけでは補いきれない、 どのようにすれば企業の障害者雇用に対する意識を高めていくことができるのか、 

といった問題の解決が一番難しく思います。私もどのようにすれば良いのか分かりませんが、いろんな人の想い 

を聞いたり意見交換ができる場になればとの思いで、 ビーオブエスのホームページを完全リニューアルしました。 

みなさんと語り合えれば嬉しいです。ぜひ一度アクセスしてください。 

【ビーオブエス】 http://bofs.co.jp/ 私のブログもご覧ください！【Mizutani の雑記帳】http://tk4m.blog44.fc2.com/ 

障害者の賃金・工賃平均月額（単位：千円） 

雇用 福祉工場 授産施設 

常用労働者全体 280 

身体障害者 250 186 32 

知的障害者 120 89 13 

精神障害者 151 38 9 

身体障害者の就労月収 

金 額 比率 

3 万円未満 12.1% 

3～7 万円 9.3% 

7～11 万円 11.7% 

11～15 万円 6.9% 

15～19 万円 7.3% 

19～23 万円 6.4% 

23～25 万円 3.8% 

25～30 万円 6.4% 

30～35 万円 11.2% 

50 万円以上 5.7% 

回答無し 19.4%



「ハイジの村」 旅行 
聡子は、小さい頃から、アニメの「アルプスの少女 ハイジ」が大好きでした。そして今 

も、ハイジや、お話しにまつわる様々なものを とても愛しています。 

昨年、大阪で催された「ハイジ展」に行ったおり、山梨県にハイジの村があることを知 

りました。以後、ビーオブエスの美由樹さん( ※ 聡子さんに入る当社の責任ヘルパーです) と「い 

つか、きっと行こう！」と誓い合った？ものでした。 

はたして 本当に行けるのだろうか。交通の便の悪い山の中だし。１泊２日という長時 

間のヘルパーさんの確保ができるのだろうか。山ほどの難題はありましたが、美由樹さん 

と、ビーオブエスの皆様の熱い思いの結集で、この旅が実現したのです。 

大型のリフト付きの車で、玄関まで迎えに来ていただいたときから、聡子は期待でいっ 

ぱい。大喜びでした。私たちだけの旅ですから、好きなときに休憩を入れてもらって。 長 

旅でしたが、楽しくドライブできました。 

その日は１泊して、２日目の朝から、いざハイジの村へ。前日の小雨がうそのように快 

晴。聡子の晴れ女パワー全開です。 

ハイジの村は、山に囲まれ、思っていたよりずっと ハイジでした。ヨーデルも流れ、 

ハイジ好きには、たまらない場所でした。セントバーナードの子犬を撫でたり、キャラ 

クターの人形の前で撮影。やぎ乳のアイスを食べたりと、心ゆくまで楽しんで、疲れも 

なく帰ってこられました。 

直接お世話になった方。見えないところでお世話下さった方。多くの方々のおかげで、 

夢を叶えることができました。心から感謝しています。 

本当にありがとうございました。 ※はビーオブエスが挿入しています 

中 村 泰 子 

ボーナス一時金支払いは32.3%止まり。 給与と反比例するように、 労働時間は過労死認定時間の240時間以上が16.6% 

余りもおり、200～240 時間には 31.4%・この合計は実に５割近くの職員が、過労死に向かって仕事をしていること 

になるものの、 この仕事を継続したい人は７割強もいます。 “障害福祉サービス等従事職員のための処遇改善助成金” 

も悪い制度ではないが、報酬単価の改善が、労働環境改善には必要ではないかと、考える今日この頃ですが･････ 

笑顔の帯は、 当社従業員およびゆうりんの家会員の方々です。 （記事：塩谷隆好 表作成：水谷隆司） 

本通信は、会員相互の親睦や最新情報・各種取組み等の提供を趣旨に会員・利用者・関係者、機関及び要望される一般の方々にも多数 配布しています。 

各種ご協賛賜りありがとうございます 

賛助会費 相田様・岡部様・金岡様・千幸様 

細谷様・久常様・吉田様・國場様・㈱日新地研様 

その他 岡本様・荻野様・鈴木様・西村様 

たこ満様・カラオケスペースさくらんぼ様 

ゆうりんの家の運営は、 多くの方々のご 
支援ご協力により成り立っています。 

編 集 後 記 

・この通信にご寄稿いただいた施設で、先 
日、就労体験談を話しました。私たちは同 
業他社と様々な繋がりを持つなかで、今 
回のような体験談や機関紙の外部寄稿依 
頼をいただくこともあります。双方向で繋 
がりを持てて嬉しいですね。 ・Ｗ杯、日本 
のベスト４も夢ではない？もし、そうなっ 
たら岡田さんになんて謝ろう… （Ｔ．Ｍ） 

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞが完全ﾘﾆｭｰｱﾙしたことで、皆さ 
んと双方向のやりとりをしたいなぁ・・・・・な 
んて考えており、その材料提供等も少しは 
できたと思っています。 ・このﾃﾞｰﾀを集 
める苦労は並大抵ではなかった。新政権 
は介護分野をしっかりした事業にとの意向 
があるが、人数が直ぐに出せないシステ 
ムのうちはまだ信用できないネ！ (Ｔ．Ｓ） 

このような状況を打破したくて、全国の介護就労者といろんな意見交換もし、障害者分野のさまざまな問題について語り合い 

たいと思いリニューアルしました。 ヘルパーの共通の悩みなど ぜひいろんなやり取りをしませんか？ そしてより良いサービ 

スの提供を目指しませんか？ お互い忙しいので、このホームページなどを媒体にしながら・・・・・ 

以前からのご家族の想いがこの書面のなかに・・・・・ 

聡ちゃんとお母さんの想いや喜びが伝わってきますね。全行程に同行した乗務員も 

「聡ちゃんのあのような笑顔は初めて見ました」と嬉しそうでした。 

聡ちゃんのハイジ好きは、事務所内でも評判です。以前もお誕生日にハイジの紙芝居ならぬ 

長～くなる「ハイジ絵本」などを創ってお渡ししたときも、たいそう喜んでもらえました。 

いつかこんな日が来れば良いなぁと思っていましたが、私も長い聡ちゃんとの時間で、こん 

な笑顔を 正直なところ初めて見せてもらいました。毎年事業所主催の１泊旅行にも参加さ 

れますが、今回のような笑顔はありません。お母さんとご一緒に旅行を楽しめたことの喜び 

でしょうか？ また満面の笑みを見せてくださいね。 担当ヘルパー：軽 尾 美由樹


