
 

 

 

12 月 3 日の卓話  11 月 19 の出席率  12 月 18 日の卓話  

会員在籍者数 38 名 

 会員出席者数 24 名 

 会員欠席者数 14 名 

 本日の出席率 63.15％ 

  

「年次総会」 

 

「クリスマス家族会」 

「創立 4 周年記念合同例会」 

 

「江戸川区児童相談所について」 

江戸川児童相談所（はあとポート） 

援助課長 上坂かおり様 

2021 年 12 月 3 日［第 78 回］ 

≪2021-2022 年度 例会 第 77 回例会報≫ 

2021 年 11 月 19 日（金）東武ホテルレバント東京「吉野の間」 

司会：髙橋健会員 

■点鐘：西野充英会長 

■ソングリーダー：岩崎裕馬会員 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

 

 

■「四つのテスト」唱和 

■「ロータリーの目的」東京臨海西 RC Ver.唱和 

■来賓紹介：西野充英会長 

●東京臨海西ロータリークラブ  発起人代表  

東京臨海ロータリークラブ   鈴木孝行様 

●今年度米山奨学生 オーチソムオン様 

 

■卓話者紹介：西野充英会長 

●江戸川区立障害者就労支援センター 

所長 鈴木大樹様 

●一般社団法人みんなの就労センター 

事務局長 山下光章様 

●江戸川区福祉部障害者福祉課長 河本豊美様 

 

■ビジター紹介：間野勉会員 

本日はいらっしゃいませんでした 

 

■会長報告・スピーチ：西野充英会長 

●フォトコンテストについて 

●入会 5～10 年程度の方々のラウンジ chat 動画が

公開されました。9 月 9 日に高野孫左ヱ門様を講

師に迎え、入会 5～10年程度の方たちを対象とし

たワークショップを行いました。その時にディス

カッションに参加された 4 名の座談会です。

（11/18 メール配信済） 

● コ ロ ナ 禍 で の 社 会 奉 仕 活 動  ラ ウ ン ジ

chat2018-19 年度から今年度までの地区社会奉仕

委員長 4 名にお集まりいただき、before コロナ、

現在の活動、after コロナについてお話しをお聞

きしました（11/18メール配信済） 

●2021-2022 年度国際大会（ﾋｭｰｽﾄﾝ）について 

●一般財団法人比国育英会バギオ基金より感謝状 

第 4回感謝状（二瓶） 



 
 

 

●オーチさんへ奨学金お渡し・オーチさんから一言 

「先日報告したコンテストの論

文は投稿して、発表しました。

今は新しい実験をしてこの研究

を修論にしています。修論の第 1

回の提出が 12月頭くらいなので、

もっと実験をしながら作成して

いきます。」 
 
                        

 

 

■幹事報告：三橋晶幹事  

●ガバナー月信 11 月号をメール BOX に配布しまし

た またガバナーメッセージを公開しておりま

すのでご覧ください（11/18メール配信済） 

●新入会員承認メールを送っておりますので皆様

ご確認ください 

●ガバナー公式訪問・クラブ協議会は 2022 年 2月 4

日（金）となりました。出欠確認など含めて詳細

を後日ご案内させていただきます 

●12 月 18 日（土）クリスマス家族会のご案内を事

務局よりメールしています。出欠のお返事期限は

12 月 3日（金）までにお願いします 

●11 月度定例理事役員会議事録をメール配信して

います 後方掲示板もご確認ください 

●12月 3日（金）創立記念合同例会について 

 

                         

（三橋晶幹事）    （司会：髙橋健会員） 

 

■委員会報告 

●ロータリー財団 佐藤太基会員 

「11月度はロータリー財団月間となります。ロータ

リー財団というのは会員のみなさまからのご寄付

を世界各地での奉仕活動に役立てるという大変有

意義な活動をしております。ロータリー財団には使

命がありまして、人びとの健康状態を改善し、質の

高い教育を提供し、環境保全に取り組み、貧困をな

くすことを通じて、世界理解、親善、平和を構築で

きるよう支援することです。11 月中に会員のみなさ

まのご寄付をお願いしたい

と思っております。寄付に

つきましては目標の金額が

ございまして、今年度は 280

ドルが目標の金額です。今

年度につきまして既にご協

力を頂いているのが西野会

長、栗山パスト会長、平井

会員、油井会員。この方々

には既にご協力を頂いているのですが、11月中まだ

まだ間に合いますので、みなさまもふるってご寄付

をお願い致します。寄付の方法につきましては事務

局に現金ということでよろしくお願いします。」 

 

●青少年奉仕委員会 島崎久志会員 

「本年度準備を進めておりました少年野球大会の

支援が正式に決定致しました。直近すぐのスタート

になるのですけども 12/5、12/12、12/19 と 3 週間

にわたって日曜日を使って開催されます。第 1回東

京臨海西ロータリークラブ杯争奪学童選抜交流野

球大会ということで正式な冠スポンサーになりま

した。こういうネーミングで開催を致します。場所

は江戸川臨海球技場で行われます。12/5 はコロナの

影響もありますので開会式はなしで、いきなり大会

が始まります。トーナメントで最後 12/19 に閉会式

表彰式が行われます。皆様にお願いしたいのですけ

ども 12/19 の表彰式は私た

ちが優勝、準優勝、3位のト

ロフィーと金メダル、銀メダ

ル、銅メダルを選手のみなさ

まにお渡ししますので是非

みなさま参加頂いて子供た

ちの表彰などご協力くださ

い。詳細は改めてみなさまに

告知致しますのでよろしく

お願いします。」 
 
 

 

■出席状況報告：米井新吾会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 
 

■ニコニコ BOX報告：岸会員 

(ご意向)新入会員向けのオリエンテーション夕方

からよろしくお願いします：斉藤実様 

(東京臨海 RC・当クラブ特別代表) 

(ご意向)鈴木大樹様、山下光章様、河本豊美本日の

卓話、よろしくお願いいたします： 

鈴木孝行様 

(東京臨海 RC・当クラブ発起人代表) 

(ご意向)鈴木大樹様、山下光章様、本日の卓話、よ

ろしくお願いいたします：当クラブ三役 

(ご意向)娘が行きたい大学に合格しました。春から

女子大生です。とっても心配です： 

西野充英会長 

(ご意向)本日地区決勝大会に参加してきます。新入

会員歓迎会よろしくお願い致します： 

栗山会員 

(ご意向)今日は地区懇親ゴルフコンペ参加のため

例会欠席します。優勝目指して 8名頑張り

ます。ちなみに私は前半 39 なのでベスグ

ロ目指します笑：飯塚憲貴会員 

(ご意向)ゴルフ決勝大会頑張ってきます！： 

岡田会員 



 
 

 

(ご意向)ゴルフ代表の皆様、頑張ってください！：

島崎会員 

(ご意向)明後日のつり大会、凪予報です。今一度、

持ち物と酔い止めの服用をお願い致しま

す：平井会員 

 

飯塚正裕会員、米井会員、坂東会員、岸会員 

岩崎会員、大西会員、髙橋会員、佐藤会員 

北林会員、本島会員、倉持会員、石田会員 

継岩会員、二瓶会員、間野会員、清水会員 

田名網会員、伊藤会員 

 

【28 件 72,000 円  今年度累計 1,161,000 円】 
 

   
  出席状況報告    ニコニコ BOX報告 

 米井新吾会員       岸哲也会員 

 

■本日の卓話 「障がい者雇用について」 

江戸川区福祉部障害者福祉課長 河本豊美様 

「今日は障害者の雇用ってい

うことでお話しさせて頂くん

ですけれども、障害がある方も

様々な状況の方がいらっしゃ

います。本当に就労が難しくて、

だけれども地域との繋がりを

持つために、江戸川区の中に何

とかの家っていうのが五つあ

るんですけれど、そういった生

活介護の中で過ごしてらっしゃる方、それから就労

に向かって就労支援の B型とか A型とかあるわけな

んですけれど、そして一般就労というふうに繋がっ

ていくんですね。 

 就労 Bという事業所では、賃金ではなくって工賃

という形で、月に東京都の平均でも１万 6,000 円ぐ

らい、江戸川区ですと残念ながら 1万 2,000円ぐら

いで、月 8,000 円、9,000 円というような工賃をも

らいながら、通ってくださってる方がいらっしゃい

ます。この方たちも一般就労を目指しています。 

 それから、きちんと雇用契約を結んで働いている

就労 A型という事業所もございます。やはり、この

方たちも一般就労を目指してるわけなんですね。 

そんな中で、今日は障害者の就労ということを私

どもの事業所であります『江戸川区立障害者就労支

援センター』の鈴木からお話しさせて頂くというこ

とと、江戸川区は共生社会を目指しておりますけれ

ども、その中の働くことの共生っていうんですかね、

15 分の就労でも働ける方には働く機会があったら

いいということで、この 6月に立ち上がった『一般

社団法人みんなの就労センター』こちらから事業の

ご案内をさせて頂きます。 

 先ほど、就労 B型で働いてるっていうところでは、、

福祉作業所というところも就労 B というところで、

工賃をもらいながら働いています。これは、宣伝に

なって恐縮なんですけれども、江戸川の福祉防災と

いうのを始めさせて頂いて、私どものカタログを机

上に置かせて頂きました。中を開けて頂くと、防災

セットみたいなものも

用意させて頂いてます。

この中身はいかように

もできますので、今後さ

まざまな機会で、何か記

念品をということでも

ございましたら、ちょっ

と思い出して頂けたら

なと思っております。 

 それと、ラジオにしてはお値段が高くて 13,000

円もするんですけれども、これの仕組みが素晴らし

く、緊急通報が入ったときに自動的にラジオが立ち

上がるようになっていて、防災無線の情報なども入

るようになっておりますので、もし事業所に 1台置

いて頂けましたら、工賃向上に繋がりますので、ど

うぞよろしくお願い致します。   

  
 

ただ、私ども福祉だから買うとか、障害者が作っ

てるから買うというんではなく、自分たちが作れる

ものでなく、きちんと売れるものを、買ってもらえ

るものを作っていこうということを今目指してる

ところです。 

私の期待の中に、江戸川区は花と緑の地域ですの

で、蜂蜜を作って、それを共生型でいろんなところ

で作って、障害に限らず江戸川区ブランドとして出

ていったらいいななんていうことを、夢にしてると

ころです。夢を語ると実現するんじゃないかと思っ

て、今日初めてこの場でお話しさせて頂きました。 

 それから、実は臨海西ロータリークラブの発起人

代表の鈴木代表とご縁があってお話をお聞かせ頂

いたときに、障害者の雇用をして頂いてるんですね。

実際に働いてる方ともお会いさせて頂いたところ、

すごく生き生きとしていて、やりがいがあって、風

通しも良く、ほんとにフランクに鈴木代表とお話し



 
 

 

されてるんですね。ですから、日頃の関係がよく分

かるなという風にに思いました。そのときに鈴木代

表は、障害者雇用に換算っていうんですかね、入れ

ること自体が、自分は障害者差別だと思うっていう

ようなことをおっしゃって頂いて、これこそほんと

の共生だなという風に思いました。私たち 2100 年

の未来を目指して、いろいろ目標を立ててますけれ

ど、2100年にはそのような障害者雇用が云々という

ことがなく、みんなが共に働ける社会になってると

いいなと思ってます。 

 この後、私どもの鈴木がお話しする障害者雇用が

うまくいく秘訣がありますけれども、これが鈴木代

表の考えと全く合致してることに、私、ほんとに驚

きました。このような素晴らしい事業所、素晴らし

い方が江戸川区にいらっしゃるということを、ほん

といい出会いがあってよかったなと思います。本日

の機会も、ほんとにありがとうございます。今後と

もどうぞご指導のほどよろしくお願い致します。」 
 

 
 

江戸川区立障害者就労支援センター  

所長 鈴木大樹様 

｢今日は限られた時間ですので、

この場でお伝えしたいポイン

トっていうのを四つに絞って、

スライドのデータを基にお話

をさせて頂ければと思ってま

す。その話に入る前に、私の方

から二つ、就労支援の現場を通

じて、障害者雇用の中での現実

というか、直面したお話を二つ

させて頂きます。 

 一つ目が、墨田区内にある大手のメーカーさんで、

障害者雇用をやる話になって、私とかハローワーク

の方とかと一緒に、企業にご訪問させて頂いて、知

的障害をお持ちの女性を障害者雇用の中でマッチ

ングできないかっていうところでやったときに、企

業の担当者からこう言われました。 

『鈴木さん、障害者雇用するのか、してるのか、私

たちに、障害者雇用に対して求めてくるけれども、

実際に障害者雇ったときには、戦力としてはダウン

するじゃないか』と。 

要は、障害者を雇うことに対して、鈴木さんはそ

のメリットで何を言えるのっていう風に、ズバッと

その係長、課長から言われました。 

 そのとき私はこういう風に、当時伝えました。一

時的に、障害をお持ちの方を雇用するときには、確

かに 100％の求めているところに対して、入職した

ときは、もしかしたら 40％、50％かもしれませんと。

企業説明のときって企業の中を見させて頂くんで

すけども、企業のところをぱっと見たときに、まず

大きなオフィスでたくさんの人がいて、あいさつが

ない。それと一つの島の中に、その障害がある女性

が入っていくんですけど、コミュニケーションがな

いし、報告もメールとかなんですね。そうすると、

何か、これってほんとに組織としてどうなのかなと

かって、行きたい企業ってこういう世界なのかなと

思いながら見てたときに、障害があるその女性が入

ったときには、まず元気よくあいさつするんですよ

ね。そうすると、職場がちょっと活気づくというか。 

 で、スーパーマーケットのバックヤードの障害者

雇用の場合には、これはてきめんなんです。その障

害がある方を支えてくれようとする人が、誰かしら

必ず出てくるんですよね。そうすると、元々とそこ

で働いてたデスクで 6人グループだとしたら、その

人たちは 100％、100％、80％とか、それぞれのパー

センテージで働いてたかもしれないんですけど、誰

かをカバーしようと思うと、その人の能力が 120％

だとか、それぞれ組織としてその方たちが支えてく

れるとか、情報が密に回るとかってなったときの、

何％の足し算したときには、もしかしたら今あるパ

ーセンテージよりも上がるかもしれませんと。 

 なので、障害者雇用をやる、ご本人だけを見たと

きにはパーセンテージは戦力ダウンとしてあるか

もしれないですけども、組織としてはプラスに働く

企業さんを私は見てきてますと。それでも雇用する

メリットがないというんだったら私は推しません

と言って、企業さんに考えて頂いたことがあります。 

 もう一つの事例は、アメリカでこういう障害者雇

用の例がありました。ある社長さんが知的障害をお

持ちの方に、誰よりも高い給料を払ってたケースが

あるんです。 

『何で社長さんがそんなに障害がある方、知的障害

ある方に高い給料払うんですか』 

と、支援者が何気なく質問したときに、 

『だって一番安心じゃないか』と。 

要は、これは障害のサービスじゃないですよ。じ

ゃなくて、やっぱり人によっては、私のデスクの置

いてあるもの、スケジュールとか機密情報をじろじ

ろ見てくる。でも知的障害のある方はそういうとこ

ろを見ない。だから雇用するとき、一番安心できる

パートナーなんだと。だからその人たちに対して高

く給料払うってことは、全然損じゃないっていった

事例もあります。 



 
 

 

 なので障害者雇用って、負担感とか現場の理解と

かいろいろあるかもしれないんですけれども、私は

そういう現場を通じて、考え方とか雇用の仕方って

いうのは様々だなと思いながら、今、日々支援をし

てるところです。 

 
 今日お伝えするポイントの四つのスライドのと

ころに入っていきます。 

障害者雇用に関するご相談窓口 

ポイントの一つ目で、障害者雇用に関して何かご

相談があったときには、思い付くのはハローワーク

がありますけれども、東京と埼玉に関しては、各区

市町村ごとに就労支援センターが設置されてます。

ハローワーク以外にも、そういう障害者就労支援セ

ンターとか、名前は若干変わったりするんですけど

も、障害者の就労に対して相談できる窓口がありま

すというところを知って頂きたいです。 

 その中には、東京障害者職業センター、しごと財

団、あとは特別支援学校、いわゆる高校卒業した後

の、社会に出て行く前に、高校の先生たち、障害者

特別支援教育やってる学校の先生たちは、障害者雇

用に対しても一生懸命勉強されてます。なので、そ

の方たち、その学校にもご相談できる場所がありま

すよっていうことが、まず一つ目の知って頂きたい

ポイントです。 

企業ご担当者様からの相談内容（時代の変化） 

 二つ目が、昔は罰則金とか納付金、障害者雇用し

てないペナルティーに対する相談というのがほと

んどでした。そのために障害者雇用しなきゃいけな

いんだよねっていうところからの出会いが昔のこ

とです。そうなってくると、誰を雇うかってなった

ときに、大体の企業さんは身体障害の方かな、知的

障害の方かな、いないんだったら精神障害、発達障

害、どうしようかなみたいな、求める人材っていう

のは企業さん、みんな一緒なんですね。なので、そ

の辺に関しては人材確保っていうところ、求める人

材はみんな一緒なんですよっていうところは、昔よ

く話してました。 

 障害者雇用していく中で、採用のときにはどうい

う風に接したらいいのか、どんな仕事ができるのか、

あとはやっていく中でなかなか定着しない、すぐ辞

めちゃうんだよねとか、そんな相談をセンターでは

よく受けてました。最近は、そういう相談からちょ

っと傾向が変わって人材確保の視点から、要はうち

にこういう仕事があるんだけども、一般の求人かけ

ても全然反応がない、もしくはいい人が来ない。で、

ある知人を通じて、障害がある方でもこの仕事がで

きるかもしれないという話を聞いて、センターに相

談しましたという、人材確保の視点で障害者雇用の

相談に来られる方が、企業さんが今はいらっしゃい

ます。 

企業等への就労に向けて（関係機関のご紹介） 

企業だけが障害者雇用を頑張れ、頑張れっていう

風に国が言ってるわけではなくて、企業とそれを送

り出す支援機関とか事業所が、企業さんのちょっと

した支え役になったりとかします。そのときに、障

害者就労支援センターとか就労移行支援事業所と

か、この辺のキーワードとかを知ってて頂くと、企

業さんのそばにこういう福祉的な事業所がありま

す、そこの事業所ちょっと顔出してみて「すいませ

ん、障害者雇用のこと考えてんですけども、この辺

ってどうですか」って聞いて頂くと、意外とマッチ

ングの機会に繋がったりします。 

 日本が障害者雇用 12 年、13 年連続どんどんどん

どん上昇している伸び率の要因の、まず一つ目が、

障害者雇用は、文字だけの情報、求人票とか求人情

報だけでマッチングするのではなくて、その求人情

報に対して企業を見に行ったりとか、そこで体験的

に実習したりとかを組み合わせていきます。ほとん

どの辞める理由っていうのが、双方でこんなはずじ

ゃなかったと、要はご本人が働いた後に、「こんな

仕事」、「こんな企業」だと思わなかった、という

ズレを体験実習を通じて障害者雇用のところで進

めていくことで、離職を防ぐようにしたりもします。 

 あとは就職した後の定着支援も地域のセンター

とかが行っていまして、企業さんと働く中での定着

に関するご相談とかを対応したりもしています。あ

とはその辺を地域で支える仕組みもありますって

いうのが、この三つ目のポイントです。 

障害者雇用に成功している企業の取り組み 

最後です、四つ目。私が見てきて障害者雇用で成

功してる企業さんは、次の四つのポイントが共通項

としてありました。 

 
一つ目は会社の経営者、代表者が、障害者雇用に

限ったことではないと思うんですけども、雇用に対

してしっかりした強い思いがある企業さんは、絶対

的に成功してます。トップの方だけがこういくぞと



 
 

 

言っても、下の方たちにそこの理解がなかったとき

にはズレてしまうので、そこの気持ちに対してじゃ

あどうやってできるかなとか、その思いを自分たち

でもしっかり実現していこうっていう風に連動し

てる企業さん（二つ目）は、障害者雇用をしっかり

と成功に導いてるなっていう印象があります。 

 三つ目は障害者雇用、これは私、二極化していく

と思ってます。障害者雇用を通じて定着してる企業

さんっていうのは、従業員に対する愛情が絶対的に

あるんですね。障害がある方への愛情に限らず、全

部の従業員に対する愛情がある企業っていうのは、

離職率はほんと少ないです。でも職員を労働者とし

て、この仕事やらせとけばみたいな企業さん、やっ

ぱり行くとほんとにあります。そういう企業さんの

離職率は高くて、結果的に採用活動とか、そういう

コストの面で考えたときに、どっちの方が効率的な

のかなって思ったりもします。なので、愛情ってい

うのはすごく、障害者に限らず、職場の定着ってい

うのは影響してるのかなと思います。 

 四つ目です。その社員一人一人のその人の人生、

自立に向けて考えられてる企業さんは、絶対的にそ

の方が戦力になってるなっていう印象はあります。 

今日事例で挙げる三つ目は、ある自動車整備工場

が障害者を雇用するときの事例です。 

私たちからは、 

『納品前の洗車をどうですか』 

要は車の洗車だったら障害がある方でもできる

かもしれないっていう提案したときに、企業さんは 

『それじゃ駄目だ』 

って私たちに言われました。 

その企業さんは、 

『うちの会社はコーティングをやって、手に職を付

けさせたいんだ』と。 

それは何でですかって聞いたら、 

『だってうちの会社、もし潰れちゃったりとか辞め

てったときに、彼、どうやって過ごしていくんだ。

洗車だけやってても雇ってくれる企業ないよ。でも

コーティングで手に職が付いてたら、どっかの整備

工場で働けるかもしれないんだ』と。 

その方は 1 年間修行して、2 年目から見積もり取

って、自分でコーティングやって、3 年目には営業

っていうか、売上でお店の柱になってました。逆に

いなきゃ困るっていう人材です。いわゆる自立とか

将来の、その方への人生っていうのは、結果的には

組織にとっても戦力となって、こういう障害者雇用

の成功事例もあるんだなっていうのが、三つ目の事

例のご紹介です。 

 最後に、日本はきっと SDGs を絡めた、これから

企業とか社会貢献とか CSRとかいろんな、コンプラ

イアンスのこととかありますけれど、きっと SDGs

がキーワードになっていくような気がします。その

SDGs の中に障害者っていうところがあったりとか、

それ以外のキーワードが企業さんの取り組みに反

映してくるのかなと思ってます。この話はこの後、

私の次に山下事業部長の方から、その辺のお話して

頂けますのでお聞き頂ければと思います。｣ 

 
 

「みんなの就労センターについて」 

一般社団法人みんなの就労センター 

事務局長 山下光章様 

｢当センターなんですけれど、先ほど河本課長から

お話ありましたけれども、6

月から本格運営を開始した

ところでございます。まだ

誕生して間もない組織でご

ざいますけれど、本日につ

きましては、当センターに

ついて皆さまにご案内した

いと、このようなお時間を

頂いたところでございます。

よろしくお願い致します。 

 それではまず、当センターの概要についてでござ

います。当センターは昨年の 12 月に法人登記をし

ました。今年の 4 月、事務局を設置しまして、6 月

より本格運営というところでございます。所在地は、

江戸川区の西小松川町、中央くすのきカルチャーセ

ンターという区の建物がございます。そこの 1階に

事務局を設けているところでございます。 

 この中央くすのきカルチャーセンターですが、く

すのきカルチャーセンターの事務局、当センターの

事務局、あとシルバー人材センターの事務局が併設

されているところでございます。 

こちらに電話番号、E メール、あとホームページ示

させて頂いております。あとは QR コードも合わせ



 
 

 

てお示ししたところでございます。ホームページ、

まだまだ不十分なんですけれども、機会あるときに

ご覧頂ければ幸いでございます。 

 
 そして事業でございます。事業三つ立ち上がって

ありまして、まず職業紹介事業、そして労働者派遣

事業、あと請負事業、この三つを柱として事業を進

めているところでございます。 

 センターの目的、これ一番大事なところです。セ

ンターの目的としましては、とにかく働く意欲のあ

る方に対して、個々に沿った就労環境を提供してい

きたいと、そういった思いの下、センターが立ち上

がったところでございます。働くことによって、経

済的な自立はもちろんのこと、生きがいを感じたり、

健康に繋がったり、人生における自己の実現であっ

たり、社会貢献ですね。そういったもので、働くこ

とっていうのは人生で、生活を送る上で欠かすこと

ができないものでございます。 

 その一方で、働く意欲は持ってるんだけど、なか

なか就労に結び付いてない方々がいらっしゃいま

す。先ほど鈴木所長から障害者の話がありました。

その他にも、引き籠り状態にある方、高齢者の中で

もいらっしゃったり、LGBTとか外国人の方で、とに

かく働く意欲はあるんだけど、なかなか就労に結び

付いていない。そういった方々に、当センターでは

注力をして、就労に結び付けていきたいと思ってる

ところでございます。 

 実際、これらの方々の声としましては、まず一番

最初に挙げられるのは、収入のお話が出てきます。

収入を得て自立していきたいんだっていう声がま

ず一つ挙げられまして、それぞれ、例えば引き籠り

状態にある方などにつきましては、まず少しの時間

働きたいと、1日 1時間でも 15分でも働きたいんだ

と、そこから社会に慣れていきたいといった話も頂

いております。高齢者の方々につきましては、ほん

と元気いっぱいの方々がいらっしゃいます。退職間

もなくても、70 歳すぎ、80 歳になっても、現役バ

リバリの方いらっしゃいますね。なので、そういっ

た意味で、現役と同様にまだまだバリバリ働いてい

きたいと、そういったことが高齢者の方々から声が

上がってるところでございます。 

 
 

 続いて、就労への課題および実績というところで、

当センターを運営する中で感じた課題や実績をお

話しさせて頂きます。 

まず障害をお持ちの方についてです。就労への課

題としましては、これはずっとあるところなんです

けど、ハード面の環境です。バリアフリーが整って

ないことがまず一つ挙げられます。また、障害の特

性に応じて、なかなか臨機応変に対応できないとか

であったり、体調に波があるとか、そういったとこ

ろで業務が停滞してしまうということは、まま生じ

るところでございます。 

 江戸川区役所では、今年の 7月にオフィスサポー

トセンターというところを立ち上げました。江戸川

区役所の中の部署のひとつで、江戸川区役所内で生

じる封入封緘の仕事であったり、シュレッダーの仕

事であったり、ラベル貼りの仕事であったり、様々

な業務を一括してここで処理してるところでござ

います。ここでは、障害をお持ちの方 5 名、仕事、

シフトを管理する人材が 2名いるところでございま

す。これらの人材については、当センター通じて江

戸川区役所に紹介したところでございます。この他

でも、今活動してる中で、区内の保育園で障害者雇

用に結び付けたりしているところでございます。 

 続いて、引き籠り状態にある方でございます。先

ほどもありましたけれど、引き籠り状態にある方、

とにかく働くことにブランクがあるため、長い時間

働けないっていうところが挙げられます。また社会

経験が乏しいため、就労したいって気持ちがあるん

だけどなかなか一歩を踏み出せない。家にずっとい

てしまうような状況でございます。 

そのような中で、区内のお寺さんからお仕事頂く

ことができました。ここでは週 3 日間、1 日 2 時間

のお仕事、継続的なお仕事から大掃除等もございま

して、1 日 4 時間ぐらいを 3 日間とか、こういった

お仕事を頂いてます。非常にありがたく思ってまし

て、実際に引き籠り状態にある方 3～4 名の方に就

労してもらいました。そのときに働いた方が言って

たのが、先ほど申し上げたように、長い時間働くこ

とがとても大変だと。今回は 2 時間、4 時間の話な

んですけども、それでもすごい大変だったと。私と



 
 

 

しては精神的に疲れたのかなと思ったんですけど、

何より活動してないもので、体力的にも厳しいんだ

と。ほんとに辛かったというか、しんどかったとい

うお話をしてました。ただ、やっぱり働くことによ

って充実感を得たり、またこういうような方をぜひ

紹介してくれという話も頂きました。そういったと

ころが、当センターのあるべきところだと思うとこ

ろでございます。 

 次に、高齢者についてです。高齢者につきまして

は、先ほどもお話ししたように年齢に関わらずバリ

バリ皆さん活躍されてるところでございます。ただ、

実際に事業者さんに行ったときに、やっぱり年齢で

能力さえも判断されてしまうような事例もありま

す。培った知識を十分に発揮できるような、清掃で

や軽作業とかは、結構仕事があります。シルバー人

材センターでもそういった仕事を提供しています。

ただそうじゃなくて、今までと変わらず事務的な能

力を発揮したり、管理的な業務を発揮したりしたい

といった声が挙げられていますので、そういったと

ころもより重点を置いてやっていきたいと思って

いるところでございます。 

 また、江戸川区役所からの調査の業務がありまし

て、労働者派遣事業として高齢者の方にその業務で

活躍頂いてるところでございます。その内容としま

しては、区役所がある区民、対象の方に調査票をま

いて回答をお願いするものなんですけれども、調査

票が来た時点で問い合わせがあります。その電話の

対応であったり、集まってきたデータの集計、そし

て、回答が得られない場合もありますので、ご自宅

に訪問して回答を促すといった活動に、高齢者の方

に就いて頂いてます。30名ぐらい就いて頂いてるん

ですけども、非常に生きがいを持って、生き生きと

活動されてるところでございます。 

 その他、外国人の方、LGBT の方のお話させて頂き

ます。実際、これは外国籍の方、LGBT の方が、当セ

ンターの会員としていらっしゃいます。先ほど申し

上げた障害の方、引き籠りの方、高齢者の方は就労

に結び付くところがあるんですけども、なかなかこ

れらの方々は、正直結び付いていなくて、お仕事紹

介できてない状態です。 

 LGBT の方、ある区内の事業者さんに、こういった

方がいますけどということでお話しさせて頂きま

した。結局、採用というか、雇って頂くことにはな

らなかったんですけど、そこでは、まずトイレが、

更衣室が整っていないから LGBT の方は厳しいと。

あと何より、職場の方々の戸惑いがあって、理解で

きるのも厳しいんだというところで、面接自体も受

けれないような状態が正直あるんですね。その前で

ストップされてしまうというところがありまして、

非常に難しいなと思ってます。実際のところは、簡

単にいえば、ただ LGBTであるだけなんですけども、

そこには大きな壁があると、非常に感じているとこ

ろでございます。 

 続きまして、事業者さまにお願いしたいことで、

当センターで今やらなければいけないことでござ

います。 

 

まず、当たり前のことなんですけれども、当センタ

ー6月オープンして、まだまだ知られておりません。

そういった意味で、まず当センターを知ってもらう

ことということでございます。本日、このような機

会頂いて、皆さんにご案内させて頂いてるところで

すけれども、頭の片隅に置いて頂いて、こういった

センターあったなと、あるとききっかけがあれば、

思い出して頂ければ幸いでございます。 

 そして会員の獲得でございます。現在、会員の数

が 100 名を超えました。6 月からオープンして、5

カ月ぐらいで 120 名ぐらい会員さま集まってます。

ただ、まだまだ地域には、なかなか就労に結び付い

てない方、意欲は持ってるけど結び付いてない方多

くいらっしゃいます。もし、そういった方いらっし

ゃいましたら、ぜひ当センターご案内頂ければ幸い

でございます。 

 
 そして最後、最重要重点事項なんですけども、就

労機会の開拓というところで、なかなか就労に結び

付いてない方、会員になってくれるんですけども、

働ける場を提供できていない現状があります。先ほ

ど、LGBTの方、外国籍の方、お話しさせて頂きまし

たけれども、まだまだ働く場所が足りないなと思っ

ています。現在、我々、運営始めて半年たちますの

で、切り替えて、積極的に区内に、また近隣の事業

所さまに、機会の場を頂けませんかと営業活動、積

極的に始めてるところでございます。本日、いらっ

しゃってる皆さまにおかれましても、もし人材の活

用であったり、就労機会の提供をご協力頂ける方が



 
 

 

ございましたら、ぜひ当センターまでお声掛け頂け

れば幸いでございます。 

 最後でございます。SDGsの話、所長からお話あり

ました。障害者雇用の話、所長からあったんですけ

れども、長い歴史の中でステップアップしてったと、

まずは法定雇用率を満たすためというところから、

人材確保のためというところで、障害者の、所長含

め支援に携わってきた国の努力がありまして、そう

いったところで道ができてきてます。ただ一方で、

先ほどお話ししたように、引き籠り状態である方で

あったり、また障害手帳を持ってないんだけれども、

精神状態のよろしくない状態であったりとか、そう

いった方はいっぱいいます。なのでそういった方も

含めて、とにかく今後取り組みをしていきたいとい

う思いでございます。 

 SDGs、誰 1人取り残さないというところがスロー

ガンでございますけれども、うちの江戸川区長、共

生社会の実現というところで進めているところで

ございます。SDGsと共生社会の実現、同じようなと

ころでございますので、我々も就労の部分、障害に

限らず、とにかく意欲を持ってて結び付いてない

方々の就労に結び付けていくっていうところを第

一に取り組みを進めてまいりますので、どうぞ今後 

ともよろしくお願い致します。｣ 

 

 
 

■来月の当番  

 ビジター受付：那須会員、坂東会員 

 例会司会：髙橋会員、田名網会員 

 ニコニコ：岸会員、河村会員 

 ソングリーダー：岩崎会員 

 

■点鐘：西野充英会長 
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