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福祉就労（Ａ型）
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相談件数（件）

7888

２０１７年度事業計画
５月１３日（土）

第１回

どようの広場「カラオケ大会」

場所：カラオケ館 武蔵小金井店
６月１７日（土）

小金井市障害者就労支援センター10 周年記念講演会
場所：萌え木ホール

７月中頃予定

第１回

就労支援者連絡会

９月中頃予定

第２回

どようの広場「秋の遠足」

１１月１１日（土）

豊かな社会生活のための講座

１２月２３日（土）

第３回

どようの広場「クリスマス会」

１月中頃予定

第２回

就労支援者連絡会
1

小金井市障害者就労支援センター
エンジョイワーク・こころの十周年をむかえて
所長 ボーバル聡美

一般就労

二〇一七年度を迎え、開所から今日までの十年の間に就労支援

13

センターで取り組んできた業務を振返ると、利用する皆さんの

0

“自分と向き合う ”
“働く ”という人生の分岐点に立ち会って

手帳なし

きたように思います。就労までの段階的な経験を積み上げていく

8

人、市内事業所に通いながら短時間だけの働き手となって地域で

精神障害（発達含）

の暮らしが形となっていく人、それぞれのニーズに沿った支援の

5

連続でした。

知的障害

更なる支援の中では、精神障害・知的障害のある方にも市役所

0

での就労の機会を開いて頂く、次期の地域自立援協議会において

身体障害

は、学生から社会への

移行・就労支援の部会

実績報告

今年度登録者合計

新規
就労者数

設置を小金井市の障

害者施策として取り

新規
登録者
手帳別
（人）

組んで頂くことを期

待しています。

＊六月には十周年記

念講演会を開催致し

ま す 。（ 詳 細 は ５ 月 １

日号の市報に掲載予

定です）

平成２８年度

出席者

修
斉藤

知文
藤井

智
髙橋

（東京学芸大教授）

（自立生活支援課・課長）

小金井市障害者就労支援

二〇〇六年に 障害 者自立 支援法 が

支援セン ターを 設置する という ことを

き続けら れるこ とが出来 るよう 、就労

を図り、 障がい のある方 が安心 して働

がいがあ る方の 一般就労 の機会 の拡大

者就労支 援事業 実施要綱 に基づ き、障

施行され て、小 金井市の 小金井 市障害

藤井

話をお願 いします 。

庁内実習 を予算 化して頂 いた辺 りのお

長、就労 支援セ ンター開 所、翌 年には

会を企画 いたし ました。 まず、 藤井課

の状況や 地域課 題を含め まして 、座談

今日まで の就労 支援を通 じ、小 金井市

センター 開所一 〇周年を 迎えま して、

ボーバル

開所の あら まし ～庁 内実 習の 実現 へ

就労支援センター
開所から今日まで
の変換・展望

定めまし た。

具体的 には二 〇〇七年 一二

付き進ん でいる という思 いがあ ります 。

習生を参 加させ て下さっ たり、 保育と

い か と 言 う 事 で 、翌 年 五 月 か ら 庁 内 実

職場実習 という ことを図 れな

がいのあ る方の 就労に向 けて

同時 に市役 所の庁内 で障

ました。

ンターを 開設す ることに なり

まして、 小金井 市就労支 援セ

ＰＯ法人 ・りん くにお願 いし

か、当時 の課長 が所属さ れてい た課か

に異動さ れ、そ こから仕 事が頂 けると

まで、障 害福祉 課にいら した方 が他課

た。コン スタン トな仕事 の依頼 となる

というア ンケー トを取ら せて頂 きまし

は、どん な業務 なら依頼 できる のか？

集まらな かった 時に、職 員の皆 さまに

ることも ありま す。なか なか、 業務が

が増えて いまし て、最近 ではお 断りす

援課の皆 さんと 話し合う 機会も 増えて

１年。今 年度は 、職員課 や自立 生活支

年の精神 障害者 の雇用義 務化ま であと

左上 の図にも ありま すが、 二〇一 八

更なる展 開を望ん でいる ところ です。

の作業で はでき ない訓練 の場と して、

むことが できる ようにな り、庁 舎内で

員の方や 市民と 関わりな がら体 験を積

した。直 近では 、公民館 や図書 館で職

業所で短 時間勤 務の採用 もして 頂きま

高齢者向 デイサ ービスが 併設さ れた事

習 を ス タ ー ト 致 し ま し た 。当 時 私 は 企

ら頂きな がら少 しずつ広 がって いった

くるよう に思い ます。チ ャレン ジ雇用

庁内実習 は着 実に業 務の依 頼

画 政 策 課 に お り ま し て 、庁 内 職 員 専 用

ように思 います 。お陰様 で現在 では色

や非常勤 に幾つ か枠を設 けて頂 いて、

ボーバル

パソコン のお知 らせ欄に 当時の 障害福

んな作業 を皆さ んが計画 的に体 験でき

月より、 就労、 生活支援 をＮ

祉課から 「障が いのある 方の職 場実習

職務経験 を積ん で正規職 員にと いう仕

っていま す。そ こで小金 井市と して考

組みがあ っても 良いので はない かと思
で、当時 は係長 だった藤 井課長 にもた

える障害 者雇用 、就労支 援セン ターの

顔の見える関 係を 進めて いった の

かできる 事はな いかな？ 」と企 画政策

くさん要 望を伝 えたり、 脅すほ どの訴

来ていて 見に行 きました 。僕ら も「何

課内で調 整した思 い出が ありま す。

か？

藤井

のは固い 言い方 かもしれ ません けど、

範 囲が広い ですね 。在り 方とい う

在り方、その辺のご意見を頂けます

職場 実習の、 開設当 初は一 律７５ ０
円でスタ ートし ていた工 賃を、 二〇一
一年に、 ２５０ 円、５０ ０円、 ７５０
円と、そ の方の 能力に合 った工 賃をお

に至ると ころで す。庁内 におい てもか

着支援件 数の増 加に伴い 就労支 援コー

コーディ ネータ ー、就労 した方 への定

課題とい う観点 から、障 害者の 雇用促

が基本に はなる わけです 。ただ 今後の

われてい る目的 や事業内 容に沿 った形

市の障害 者就労 支援事業 実施要 綱に謳

なり周知 が進み 、依頼の あった 課の事

ディネー ターと 、１名ず つ増員 して頂

進に関す る法律 の一部が 改正さ れまし

二〇一一 年に は地域 開拓促 進

務室に障 がいが ある方が 実習と して入

きました 。商店 街では、 カフェ の開催

て、障が いのある 方の更 なる雇 用の場

ボーバル

り込んで パソコ ンの操作 までや ってい

に、会場 設営や ウエイト レスと して実

支払いす るとい う三段階 に設定 して今

小金 井 市 の考 え る今 後 の障 害 者雇

えもした ように思 う…（ 笑）

斎藤

るという 場になっ ていま す。

（現センター長）

を行って いる」 という案 内が全 職員に

聡美
ボーバル
るという 事では 、取り組 みが着 実に根
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開所 10 周年記念座談会

（前センター長）
コーディネーター

市役所では障 害者 雇用を どう考 え

色々お話 させて頂 きたい と思い ます。

ンターと 調整し ながら職 員課と 擦り合

所でもあ ります し、我々 が就労 支援セ

役所は小 金井市 の中で一 番大き い事業

めて小金井市の状況は如何でしょう

すが、相 談の内 容や皆さ んの様 子を含

相談も沢 山受け ておられ ると思 うので

発達障害 のお子 さんを持 つ親御 さんの

の確保 について は、中 々現状 の障害 者

ているの かな？ 身体の方 だけで なく知

わせして いく必 要性は認 識して います 。

斎藤

があるの かなと 、様々な 雇用の 場の確
的も精神 もどの レベル・ どのタ イプの

就労支援 センタ ーだけの 対応で は限界

保につい ては現 状では難 しいと いうこ
障害者も 受け入 れるとい う障害 者雇用

か？

とは課題 として 認識して います 。今後

髙橋

科学省が 出して いる二〇 一四年 三月の

話しでき ればと 思います 。ここ に文部

が、他市 とも共 通した問 題につ いてお

その前に少し 大き な話に なりま す

を、自立 生活支 援課から 訴えて いくく

支援する 上で欠 かせな いの が、

認識して動く！ ここで 約束だ よ。
ボーバル

斎藤

社会の 課題 ～支 援ニ ーズ の多 様化

の就労支 援セン ターの事 業内容 の見直
らいの動 きを進め てもら いたい 。
藤井

斎藤前所長は 以前 から当 時の職 員

し等も含 めて、 今後検討 してい くこと
となると 思います 。
課長や自 立生活 支援課長 と話し 合って

特別支援 学校高 等部卒業 者の進 路につ

具体的に イメ ージさ れてい る

働いてい る方の 生活支援 です。 就労支

い て の デ ー タ が あ り ま す 。全 体 の ２ ８ ．

ボーバル
いたこと は傍で 見ていま した。 市役所

援センタ ーだけ では解決 できな いよう

４％の方 が就職 し、６４ ．２％ の方が

計画があ るのでし ょうか ？

の正規職 員の障 がい者雇 用につ いて特

な連携の 部分、 その辺り は他の 自治体

障 害 者 支 援 施 設 や 更 生 施 設 、授 産 施 設 、
いうこと も関係 するもの と思い ます。

医療機関 等に進 んでいて 、三割 弱しか

そこはまだこ れか ら。今 までの 相

別支援学 校の保 護者さん からも そうい

で行われ ている ネットワ ークづ くりと

藤井
談者や就 労数の 推移を分 析し、 今後の

った要望 があり ます。行 政的な 話にな
りますが、

就労でき ていま せん。今 、世の 中がイ

学 校 教 育 を は じ め 、「 障 害 」（ 以 下 こ の

障害福祉 課が中 心になっ て商工 会と市

する場を 設定し ている地 域もあ ると聞

ように表 記しま す）を持 つ人も 持たな

雇用につ

員課が対

きますし 、障害 のある方 が働き たいと

い人もと もに学 んでいく 、とも に生活

雇用率

応してお

要望を出 された ら「その 人をど う支援

をしてい くとい うことを 謳って いるけ

身体障害者雇用 促進法 制定

ります。

していく のか？ 」と言う ところ から市

れど、学 校卒業 した後、 出てい く社会

一九六六

とはいえ、

内関係機 関の皆 さんで、 どの事 業所の

がそうし たイン クルーシ ブな状 況では

ンクルー シブな 社会をめ ざして いて、

積極的に

利用が適 切か？ に始まり 、誰が 、どこ

なく、三 割しか 就労でき ないと いう状

内事業所 、就労 支援セン ターと で協議

考えてい

で、どん なふう に支援を 受けて いるの

況を変え ていく 必要があ ると思 います 。

いては職

かなくち

か？が明 確にわ かるよう になっ ている

インクル ーシブで はない 社会の 在り

１・５％

身体障 害者雇 用納付金 制度 法 制化

ゃならな

市もあり ました 。そうし た関係 の作り

方が、 二〇一六 年七月 に相模 原で起 き

身 体 障 害 者 雇 用 率 制 度・

＊身体 障害者 の法定 雇用率義 務化

いことで

方も一つ の方法 ではない か、と いう気

た十九人 の「障 害」者虐 殺とい う悲惨

特例 子会社 制度 法 制化

二〇〇七

二〇〇六

二〇〇五

自 立 支 援 法 に 変 わ る 障 害 者 総 合 支 援 法 施 行 ２・０ ％

小 金 井 市障 害 者 就労 支 援 セン タ ー開 所

障害者自立支援法 施 行

発達障害者支援 法 施行

＊知的障害者の法定 雇用率 義務化

二〇一三

１・８ ％

障害者の雇用の 促進等 に関する 法律 名称変 更

もあるわ

がします 。高橋 先生は、 大学生 からの

な事件を 招きまし たが、
「 障 害 」を 持 つ

一九七六

一九八七

けですね。

相談です とか「 ひまわり ママ」 という

改正障害者雇用 促進法 施行

一九九七

小金井市

＊精神障害者 の法廷 雇用率義 務化

二〇一五
二〇一八

3

社会情勢 を踏ま えつつ、 りんく さんと

【障害者の就労・雇用に関する法律の変換】

人に対 する差別 ・虐待 にもつ ながっ て
っていま す。

が隣接し 、裏側 の通りに は三鷹 市障害

あり、 地域若者 サポー トステ ーショ ン

絶対必要 。当事 者のニー ズがど んなと

者就労支 援セン ターが設 置され ていて 、

自立支援協議 会で の当事 者の声 は

ころにあ るのか ？そこに 目を向 けてい

連携体制 が取れ ていると 感じま す。手

斎藤

涯発達部 会での 協議に参 加して います 。

くことは 大切だと 思う。

地域自立 支援 協議会 では、 生

そが障害 者差別 解消法の 精神か らして
中々形に なり難 いと感じ ていま す。就

も、困っ たらど こへ行け ばいい かとい

ボーバル

問題では ないか と思いま すが、 あまり
労支援部 会、当 事者会も 設置さ れて、

なかには 障害者 手帳を所 持して いなか

う事が明 確に周 知されて いまし た。そ

いきます 。就労 できない という 状況こ

こうした 議論は されない ですね 。就労
そこから も意見 を吸い上 げなが ら認識

ったり、
「 障 害 」認 識 の な い 方 も お ら れ

のパンフ レット には、相 談窓口 の一覧

の生涯発 達を議 論してい ますが 、卒後

学齢、そ して学 校卒業後 や高齢 期まで

涯発達支 援部会 」を設け て、誕 生から

援協議会 として 当事者の 支援に おいて

くことが できず 、小金井 市地域 自立支

様化する ニーズ を上手く 汲み取 ってい

当事者の 方の参 加が少な いよう では多

くうちに 、本当 に社会参 加する 機会を

ショッピ ングや 様々な機 関を巡 ってい

のかがよ くわか らないま ま、ド クター

か、そも そも自 分の困難 はどこ にある

面して、 どこに 助けを求 めれば いいの

たけれど 、社会 に出て大 きな困 難に直

いう若者 サポー トステー ション の「発

口が整理 されると 良いで すね。

ていまし た。そ の位まで 市内の 相談窓

い若者が 利用で きる社会 資源が 示され

を必要と する家 族の方、 手帳を 持たな

があり、 障害の ある人、 高齢者 、介護

帳を持っ ていな い人でも 、親御 さんで

した方へ の合理 的配慮へ の議論 はある
へと広が ってい くことが 大切な のでは

ますが、 何とか 大学まで 進学し てはき

の社会参 加や移 行支援、 就労支 援のあ

有意義な 議論や 提案が困 難にな ると考

失ってし まうよ うなケー スも少 なくあ

達障害ヴ ァージ ョン」の ような 事業が

発達障害や発 達に 困難を 持つ人 の

けれども 、そも そも就労 できて いませ
ないか？ という気 がしま す。

たりのこ とが弱 いです。 障害者 差別解

えていま す。ま ずは地域 自立支 援協議

りません 。障害 者手帳は 所持し ていな

あって、 就職で きずにい る方や 就労が

髙橋

んけどと いうと ころが問 題にさ れない 。

消法が実 施され 、雇用促 進法が 改正さ

会におい て「移 行支援・ 就労支 援部会

いけれど も多様 な困難を 持って いる方

上手くい かない 若者が参 加し、 生活上

ニーズも多様 化して いきま すか ら、

れる中で 、就労 支援を充 実させ なけれ

（ 仮 称 ）」を 立 ち 上 げ 、当 事 者 の 参 加 も

の就労支 援や社 会への移 行を相 談でき

のスキル やコミ ュニケー ション の支援

髙橋

ば、学校 教育で 培ってき た成長 ・発達

得て、小 金井市 の課題を 探って いくこ

る窓口を 、小金 井におい てどの ように

等に、発 達障害 の当事者 がピア サポー

小金井市 地域自 立支援協 議会で も「生

の成果を 社会に おいて発 揮する ことが

とが、何 より大 切なこと と思い ます。

つくり、 次のス テップへ 進めて いける

世 田谷区に 「みつ けばル ーム」 と

できず、 本人や 家族、地 域や社 会にと

就労され ている 当事者、 就労を 希望さ

ターとし て関わ っていま す。当 事者が

運営して いる点 や、障害 者手帳 を持っ

ていない 方で何 だか自分 はうま くいか

いなと思 う方が 集って、 一緒に 生活リ

ズムを整 えてい くとか、 人との 関係を
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髙橋

っても、 とても もったい ないこ とと思

のかが重 要な検討 課題だ と思い ます

委員の皆 さん にも障 害のあ る

ニーズの 理想に繋 がりま す。
ボーバル

方の“働 く〝を 実感して いただ くため
に、他市 で行わ れている ような 特例子

ルとして 、イン ターネッ トやパ ソコン

学んでい くとか 、仕事の 基本的 なスキ
会で三鷹 市がパ ンフレッ トを配 布して

の活用、 情報処理 、社会 人とし てのマ

以前、自 立支 援協議 会の交 流
開催し意 識を深 めていけ たらと 思いま

いました 。三鷹市 にはハ ローワ ークが

ボーバル

す。

会社の見 学や企 業を招い ての学 習会を

他 市・他 区 に あ っ て 小 金 井 に な い も の

れている 当事者 の方も参 加して 頂くと 、

左から斉藤前所長、
ボーバル所長、
髙橋教授、藤井課長

ます。そ うした 取り組み によっ て、社

ナー等 、働くた めのイ ロハを 学んで い
いると実 感してい ます。

立ち行か なくな ってしま う方が 増えて

な企業は ないけ れど、大 学等が ある文

と思いま すが。 小金井市 は工場 や大き

た観点は 目からう ろこで した。

の結果市 の財政 が安定す る。そ ういっ

働くこと によ って納 税者に な

るという ことは 就労支援 の場で も議論

ボーバル

人が集い てコミ ュニケー ション のしや

されてき ました 。小金井 市でも 、若い

教 都 市 で あ り 、緑 が 多 く て 住 み や す く 、

支援を進 めてい こうと考 えてい る人達

すい街、
「 障 害 」を 持 つ 人 も 含 め て 誰 に

方が抵抗 なく相 談窓口に つなが り自分

世の中には、 事業 の枠に 囚われ ず

いくとい う実感 がありま すので 、先行
がいて、 手帳取 得とか障 害者向 けの手

とっても 小金井 は安心し て住め る街で

に合った 生き方 を選択で きるよ うにな

斎藤

事例とし て学び 、小金井 でも取 り組む
引き…と いうも のだけで はなく 、実体

あるとい うこと になれば 、日本 全体の

会参加や 就労へ のハード ルは下 がって

とよいの ではない かと思 います 。
験に基づ いて支 援を展開 できる はずな

「みつけ ばル ーム」 という の

って欲し いですね 。

ボーバル

人口が減 少し都 市が収縮 してい く中で

小金井市も高 齢化 が顕著 ですが 、

んだ。

はどの様 な事業な のでし ょうか ？

髙橋

る事業所 があり ます。特 別支援 学校の

も、とて もプラ スのアピ ールに なると

ム」は、 生きづ らさを抱 えるお おむね

先生だっ た方が 不登校や 引きこ もりの

小金井市 でも 思いを 紡いで い

１５～２ ５歳の 発達困難 ・発達 障害の

青 年 の 居 場 所 、通 え る 場 所 を 作 ら れ て 、

ボーバル

若者が、 多彩な ワークシ ョップ を通じ

お弁当や パン作 り、カフ ェを高 齢者の

世田谷区受託 事業 「みつ けばル ー

「ナニか をみつ ける場」 として 二〇一

デイケア と併設 して運営 されて います 。

あふれ、 大学も たくさん あって 若い人

髙橋

六年六月 にオー プンした もので 、世田

自主的な 活動か ら就労支 援Ｂ型 へと展

援センタ ーきら り」が開 設され たこと

が行きか い、ユ ニバーサ ルデザ インの

増えています 。直 近で十 一万八 千

ると聞き ました。
藤井

人です。

つけなけ ればい けません 。生涯 にわた

り安心し て暮ら していく ための 生活の

場と働く 場があ り、保育 所・幼 稚園・

うな街。 小金井 は安心し て住み よいと

学校は子 どもた ちの笑顔 と明る い声が

援・発達 支援や 各種の福 祉の力 を高め

いう評価 の広が りが若い 人たち を惹き

二〇一三年一 〇月 に「児 童発達 支

ていくこ とで、 生涯にわ たり安 心して

つけ、コ ミュニ ティを活 性化さ せ、街

髙橋

例えば高 齢者の 生活を支 えてい くため

谷区の単 独事業 です。も ともと は「せ

開された ので、 手帳を所 持され ている

もあり、
「 な ぜ 小 金 井 ？ 」と 言 わ れ る ほ

街づくり により 車いすユ ーザ― の方や

思います 。

たがや若 者サポ ートステ ーショ ン」に

方はＢ型 の利用 、そうで ない若 者はお

どに、最 近は小 金井市の 発達支 援が注

高齢者の 方がゆ っくりと 外出で きるよ

には、ま ず若い 人たちを 小金井 に惹き

おいて、 就労を 求めなが らもき っかけ

弁当やパ ン作り 、配達等 の出来 ること

目されています。小金井市の教育支

小金井市 は人 口も増 加して い

がなかな か得ら れなかっ た当事 者の居

に関わっ ています 。

ボーバル

場 所 づ く り の ニ ー ズ が あ り 、「 み つ け ば

暮らして いくた めの生活 の場と 働く場

を全体と してレ ベルアッ プして いくだ

ル ー ム 」の 開 設 に 結 び つ い た も の で す 。

がある、 働く場 所があれ ば納税 者に転

ろうと思 います。

るとされ 、私の 研究室の メンバ ー（大
学院修了 の発達 障害当事 者）も 専任の

まさに今 必要 な支援 ですね 。

地域づ くり ・ネ ット ワー クづ くり

換してい くきっ かけとな る、そ ういう

当事者同 士によ るサポー トが有 効であ

市 が ど ん な「 市（ コ ミ ュ ー ン ）」を め ざ

生涯発達 支援の 視点で小 金井の 福祉の

二つでも 具体的 な動きが とれる ような

ボーバル

もっと大きな 話で 言うと 、小金 井

していく のかと いう議論 が必要 です。

あり方を 考えて いくこと が求め られて

ことが今 後の期 待ではあ ります ね。職

髙橋

ピアサポ ーター として関 わって います

藤井課長 がおっ しゃった 小金井 市役所

います。

今のお話 の中 から、 一つで も

が、なか なか有効 と思い ます。

が大きな 事業所 というの はまさ にそう

員課の方 と調整し て頂く 、自立 支援協

ボーバル

生きにく さを感 じている 方は多 く、大

そうですね。 福祉 力を高 める、 そ
ですね。 東京学 芸大学も 大きな 事業所

藤井

学や専門 学校に 進学して も就職 活動で

5

者に対す る安心 して学び 、暮ら し、働

と思う。 若い世 代の親た ちに今 （教育

それから、親 たち の教育 も必要 だ

議会の 中にもっ と当事 者の声 を反映 で
く場の確 保は不 可欠であ り、な かでも

斉藤

きる仕組 みや就 労支援部 会がで き、も

行から本 格事業 にして頂 きたい という

嬉しいこ とで すね。 行く末 と

希望が出 ています 。

ボーバル

いうとこ ろで就 労支援セ ンター にたど

にかける ）ゆと りがない 。どう して良

り着いた 時には 、親御さ んは疲 れ切っ

社会への 移行支 援・就労 支援は 大きな

る親たち が多い 。そこを 何とか 、親た

ていて、 成育歴 の中で子 供時代 を“子

う一つの 可能性 として街 づくり ってい

ちも一緒 に支援 する仕組 みが必 要だと

供らしく ”生き てこられ なかっ たとい

いかわか らない まま障害 者を育 ててい

と は 、当 た り 前 の こ と で は あ り ま せ ん 。
思う。

要になり ます。

まさに就 学前か ら学齢期 の長い 成長発

う意味で も課と 課で柔軟 につな がって

もあるん ですけ ど、小金 井市で は長期
達の過程で、社会参加や就労への関

藤井

どの視点でと らえ るかっ てこと に

社会に参加す ると か働い ていく こ

総合計画 という 市の最重 要計画 があり
心・意欲 やスキ ルが次第 に醸成 されて

まないこ ともあ ります。 ペアレ ントト

レーニン グをや って頂く と成人 したあ

立に繋が っていく という 気がし ます。

との母子 関係が 安定した ものに なるの

「 き ら り 」で ペ ア レ

「きらり」で もそ のこと が出さ れ

私は発達 相談に おいて いろんな タイ

ントトレーニング

も保護者 や教師 の課題の 方が大 きいで

髙橋

ますけど 、そこ にはいろ いろ環 境整備
いくので あり、 そのため には社 会参加

ではない かと思 います。 一緒に いても

頂けない かと思い ます。

とか人口 増のた めの施策 とかそ ういう

や就労へ の希望 を持てる ように 子ども

ていまし た。悩 んでいる 保護者 へのサ

親離れ子 離れが できる、 束縛の ない自

う関係が ずっと 続いてい て、支 援が進

ものを謳 ってい まして、 それに 基づい

たちをゆ っくり と丁寧に 育てて いくこ

ポートも大切です。

教育の 場で もで きる こと

て各課で 計画に 沿ってや ってい く形に
とが大事 になりま す。

プの子ど も・若 者の話を 聞いて います

をやってみたとこ

すね。大 人の「 過剰な期 待、過 干渉」

発達相談をし てい ても、 子供よ り

が、共通 して感 じるのは 、小さ な子ど

ろ 、と て も 高 い ニ ー

地域、 社会に 加えて 家庭や 周

も発達支 援には必 要です 。

髙橋

もから高 校生・ 大学生の 若者ま で、彼

以前から親子 共々 の教育 が必要 だ

から子ど も・若 者を開放 してい く視点
斉藤

ズが出ま した。

争に晒さ れてお り、不安 ・緊張 ・抑う

らは現代 社会の おいて厳 しい評 価と競

髙橋

なります ので、 機会があ れば各 課とお

小金井市には ３つ のスロ ーガン が

話しさせ て頂きた いと思 います 。
髙橋
あります ね。
藤 井 「 み ど り が 萌 え る 」「 子 ど も が 育 つ 」

とても明確な 街づ くりの 理念を 出

「きずな を結ぶ」 小金井 市。
髙橋

ボーバル
つ状態で ストレ スを抱え 、生き 辛さを

られるお 話しで す。人生 という 時間軸

と思って いた。

していま す。自 然環境に 配慮し 、次代

感じなが ら一人 孤独に悩 んでい るとい

ですが、 サービ スの支給 決定が あって

の中で教 育を受 け、その 後は働 く生活

小金井市 を目指 していき たいで すね。

囲の大人 の在り 方につい ても考 えさせ

を担う子 ども大 事に育て ながら 、共生

う姿です 。そこ をしっか り支え てあげ

利用でき るので すか？そ れとも もっと

が長く続 きます 。一人一 人が、 充実し

ま さ に「 み ど り が 萌 え る 」
「子ど もが育

師だけで なく、 地域の大 人たち がこど

に行った んです が、非常 に評判 が良く

本日は、 有益な 情報やお 話を有 難うご

そのペア レン トトレ ーニン グ

の街づく りを進 めていく ための 素敵な

ないと子 ども・ 若者の支 援につ ながら

広く受け 入れる予 定なの でしょ うか？

た“生き がい働 きがい” を感じ られる

つ」
「 き ず な を 結 ぶ 」小 金 井 市 の ま ち づ

も・若者 をしっ かりとも 見守り 、発達

て必要な 事業だと 認識し ました 。

ボーバル

スローガ ンであ ると思っ ていま した。

ない。そ のため には保護 者や学 校の教

前年度きらり で試 行的に 数組の 方

くりの理 念を徹 底し、実 質化さ せてい

を支え、 安心・ 信頼の気 持ちを しっか

藤井

くことが 求めら れていま す。現 在、多

髙橋

ざいまし た。
りと醸成 していく ことが 不可欠 です。

とても大事な こと なので 、ぜひ 試

様な生き 辛さを 抱えてい る子ど も・若
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第１回 ５月１４日
「みんなで歌って楽しもう！」カラオケ大会
毎年利用者さんに大人気のカラオケ大会。今回
はＶＩＰルームを貸し切り、紅白のチームに分か
れて熱い歌合戦が繰り広げられました！みなさん
の日頃の疲れを吹き飛ばすような歌いっぷり、踊
りっぷりに圧倒されっぱなしの白熱の４時間でし
た！！

第２回 ９月１０日
「バスでＧＯ 秋の遠足」
今回の遠足は、観光バスをチャーターし初めて
のバス遠足を開催しました。行き先は横浜の原鉄
道模型博物館～中華街や山下公園を散策した後、
海ほたるパーキングエリアまで足を延ばしました。
良く晴れた暑い一日、駆け足でしたがいろいろ
な場所を楽しむことができました。中華街や海ほ
たるを初めて訪れた方もいて、「楽しかった」
「ま
た参加したい」という声を沢山いただきました。

第３回 １２月２４日 「クリスマス・パーティ」
今年度はイヴ開催となったクリスマスパーティ。
新しい顔ぶれも加わりゲームや料理で盛り上がり
ました。利用者さんたちの持ち寄った作品を鑑賞
するのもお楽しみのひとつ。それぞれの作品に込
められた熱い思いもたくさん語って頂きました。

海ほたるで
記念撮影！

見事な
鉄道模型！

小金井市役所

庁舎内実習・庁舎外実習

９年目となる２０１６年度の庁舎内実習には、
延べ４４名が参加されました。自立生活支援課、
地域福祉課、市民税課、経済課など、各課の方々
の協力のもと２０１５年度よりも多くの課で課
内作業を行わせて頂くことができました。
また、図書館緑分室では年間を通じて配架作
業を行いました。庁舎内実習とは違う環境の中
で、参加者それぞれが新たな気付きを得ること
ができました。
８月には貫井南分館で清掃作業を行うなど庁
舎外実習も充実してきております。庁舎内実
習・庁舎外実習の取り組みが各課にさらに広ま
り、チャレンジ雇用に繋がるよう、
今年度も引き続き努力して参ります。
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センター主催
１１月５日(土)

講座＆講演会報告
１１月７日(月) 『親亡きあとの支援』
昨年、自立生活を考えようの講座に保護者皆さん
に参観して頂き、子供の自立と、将来について不
安の声を多く聞きました。今回は、自立を促す側
の保護者の方向けに、親なき後も働き続ける・地
域で生活していくことのイメージを持てるように、
「福祉サービスや制度と仕組みを知り、自立した
生活を送り続けるための準備を知る事」をテーマ
に、
「親なき後」に関する著書を手がけている行政
書士の渡部伸先生をお招きして講義をしていただ

豊かな社会生活のための講座

『自立生活を考えよう！』
昨年に引き続き、ライフマネー研究会の島貫正人
先生と、鈴木佳江先生にお越しいただき、
「カッコ
イイ大人になるためには」と題し、
“一人暮らしを
する為のお金の使い方”
や“生活するために必
要な金額や品目、見え
ないお金等”について、
お話しをいただきまし
た。障害別で講座を分
け、７つの封筒に分けたお金の使い方を現在の状
況(今の生活)で実践を交えて具体的に学び、午後
の部では二部構成で茶話会を行いました。見学に
来ていた保護者も参加し、有意義な時間を過ごす
事ができました。一人暮らしを現在している人も
これからしたいと考える人にとっても、とても為
になる時間になったことと思います。

きました。２８名の方が参加し、熱心に聴講され、
グループ事に現状や感
想を述べ交流を兼ねて
話しをする時間を
持てました。

就労支援連絡会

報告

７月６日(水)第１回

１月１７日(火)第２回

『発達障害者のストレス対処法』

『企業現場から考える「合理的配慮」とは？』

東京障害者職業センター多摩支所の職業カウンセ
ラー井上量様より発達障害の特性や、ストレスの
対処法についてお話しいただきました。事例から
ストレス対処整理シートなどのアセスメントツー
ルを用いた対処法の考え方を教えて頂いた後、グ
ループワークで実際にシートを使いながら具体的
な対処法について意見交換をしました。様々なス

中村雅和社会保険労務士事務所の社会保険労務士
中辻めぐみ様をお招きし、合理的配慮や労務管理
について学ばせて頂きました。事例を紹介して頂
きながら、配慮をどこまで行うか考えるためにま
ずは企業と障害者がよく話し合うことが大切だと
いうことや、無期労働契約の転換についてなどを
話して下さり、参加者の方々から大変参考になっ

トレス対処法を聞くことができて参考になったと
参加者の方々から好
評でした。

たというご意見を多数頂くことができました。ま
た、グループワークでは各グループの話し合いが
盛り上がり、市内事業所同士の関係が少しずつ深
まってきている様子
でした。

センター登録者の濵井慧さんと佐藤良慶のご活躍を紹介します！

濵井慧さん

佐藤良慶さん

・スペシャルオリンピックス
女子回転 Ｆ３クラス２位（銀メダル）

第 15 回東京障害者技能競技大会

女子大回転 Ｆ５クラス２位（銀メダル）

（東京アビリンピック）

・日本知的障害者アルペンスキー選手大会

パソコン入力部門

女子回転 ３位（銅メダル）

入賞（銅メダル）

女子大回転 ４位

おめでとうございます！

おめでとうございます！

更なる挑戦で金メダルを目指していくそうです
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