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特集
地域を歩く
※

スワンベーカリー

柏店（柏市）

平成 19 年度第１回障害者就労支援システム調整委員会・
作業委員会合同総会（我孫子市）

平成 19 年 7 月より条例に基づいた相談窓口が開設されました。
図に示されているように初回相談のルートがいくつかあり、広域相談指導員のもとに情報が集まる
仕組みになっています。

≪どんなことが差別？≫
この条例では福祉、雇用、教育など 8 つの分野に
おいて障害を理由に不利益な取り扱いをするこ
と、また障害のある人が障害のない人と実質的に
同等の生活を送ることができるよう、期待される
措置を行わないことを「合理的な配慮に基づく措
置の欠如」として差別と定義しています。
その解釈と運用についても定めていますが、差別
と断定することが目的ではなく、差別をなくして
いくことを身近な問題としてみんなが考えるこ
とが出発点です。差別の解消に向けての理解の醸
成と共通のルールを見出していくためにこの新
たな仕組みの活用を考えたいものです。

≪柏圏域では？≫
柏健康福祉センターに広域専門指導員専用の電話が設置されました。
電話受付は９～17 時

TEL：０４-７１６２-６７３３

FAX：０４３-２２２-４１３３

（条例の解釈指針等資料についてはあいネットにもありますのでお問い合わせ下さい）

・委員会設置概要の説明・平成 18 年度我孫子市障害者ジョブコーチの活動報告
【先進地事例に学ぶ】・愛知県高浜市の就労システムの取り組み
・我孫子市障害者就労の現状と課題
などの内容にて行われました。

① 我孫子市障害者就労の現状と課題
平成 18 年度は障害者ジョブコ―チ 1 名の配置で 8 名の方が継続就労に結びつきました。
平成 19 年度は 2 名体制でより多くの方が就労継続できる支援が期待されます。

② 愛知県高浜市の就労システムの取り組み
元愛知県高浜市福祉部主幹 現厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課地域生活支援室室長補佐

関口彰氏

のお話しを伺って

（１）
「企業体験実習手当金」の創設
市独自の事業として、1 回の企業体験実習の期間が 5 日を超えた場合に手当金を支給する。
支給額は、実労 1 時間あたり 300 円で別途交通費（1 日 2,000 円を限度）を支給。
平成 18 年度は 4 事業所で 12 名の方が利用されたそうです。
（２）地域性を生かした職場開拓
高浜市はトヨタ自動車の本社始め、関連会社が多く、親族のうち一人は関連社員という土
地柄。大企業への障害者雇用のアプローチ（特に知的・精神の雇用）を行い、特例子設立
（身体障害だけでなく、他障害の受け入れ）支援をされているそうです。また地域の商工
会議所にも自立支援協議会に参加してもらうなど、地域での地元企業や商店街への「障害
者雇用と障害理解」にも工夫がされていました。
あいネットも作業委員会に参加しています。

内 容 １）平成１８年度 あいネット活動報告
２）来年度以降、あいネットの方向性
３）地域自立支援協議会についての報告
※

①、②とも同じ内容にて行います。ご都合に合わせてぜひご参加下さい。

場 所 中核地域生活支援センター あいネット
柏市柏 5-2-17
TEL04-7165-8707 FAX04-7165-8709
◆同封のお知らせをご参照下さい。

〒277-0011
柏市東上町 1-3 巳波ビル 1 階
ＴＥＬ ０４（７１６２）２０３０
ＦＡＸ ０４（７１６２）２０４０
http://www.swanbakery.jp/

■スワンベーカリーって？
ヤマト運輸（株）が出資する（株）スワンの直営店として 1998 年に始まったパン屋さんです。
■今までのあゆみ
生活クラブ生協では、以前より障がい者の方を雇用してきましたが、中々上手くいかず
再チャレンジをしようと思い、その中で（株）スワンの活動を知りました。また、柏の障
がい者団体・障害者支援団体のネットワークの中で、地域で障がい者が元気に働ける職場
づくりをしたいということで定期的に勉強会を開催し、千葉県の「障害者就労モデル事業」
の指定を受け、出店という形になりました。
■運営のしくみ
柏スワンベーカリーの会(柏市内の障がい団体や柏市民、
生活クラブ生協の組合員等で構成されている応援団的組織
生活クラブ生活協同組合（スワンベーカリー柏店運営主体）
社会福祉法人生活クラブで運営しています。
■働いている人たちは？
約 20 人が働いて、障がいのある人は現在３人です。一般に働いている人たちとほぼ変わら
ない条件です。仕事内容も、トータルで、製造、袋づめ等、皆と同じ仕事をこなしています。
※スワンベーカリーでは地域交流の取り組みとして、喫茶スペースに地域の学校の生徒の絵の
ミニ展示会をしたりしています。

スワン友の会に入りませんか？
日常運営には参加できないが、少しでも力になれればと思っている人は、パンセットを購入しま
せんか？「パンを食べることでスワンを支えてください」（店長）
５人集まれば、柏市内であれば配達します。詳しくはお問い合わせください。
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ぜひこの広報紙にも、そんなコーナーをっ！

ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（おしらせ）
■第１回セミナー「障害のある子の理解と学校生活支援」
～発達につまずきのある子、障害のある子をサポートするには～
日

時：平成１９年７月１６日（月・祝）14:00～16:30

場 所：千葉県教育会館 ３０４室
費

用：500 円（資料代） 内容：高畑和子さんの講義と意見交換等

講

師：千葉県立柏特別支援学校教諭 特別支援教育コーディネーター 高畑 和子氏

主

催：NPO 法人ちば MD エコネット・千葉県

申込み：コミュニティカフェ＜ひなたぼっこ＞
電話・FAX０４７（４２６）８８２５

締切：7 月 11 日
E-mail：sun@mdeconet-cit.org

■精神障害者を地域で支援する学習会～就労の支援について、学びましょう～
日

時：平成１９年７月１９日（木）19:00～20:30

場

所：柏市中央公民館（柏市柏 5-8-12）4 階

集会室２

費

用：参加費

就労に関する事例検討

500 円

内容：就労シリーズ③

講 師：社会福祉法人ＪＨＣ板橋会
ワーキング・トライ

障害者就労・生活支援センター

センター長

主 催：ＮＰＯ法人権利擁護あさひ

八木原律子氏

精神障害者共同作業所ピアセンターあかり（橋本）

電話（ＦＡＸ）
：０４（７１４７）０３９５

■すみれ祭り～夏の思い出２００７～
日

時：平成 19 年 7 月２２日（日）

フリーマーケット

13:00～17:00※雨天中止

ステージ

14:00～15:30

場

所：西深井地域生活支援センターすみれ

主

催：西深井地域生活支援センターすみれ

後 援：流山市

流山市社会福祉協議会

問い合わせ：西深井地域生活支援センターすみれ
ＴＥＬ・FAX
詳しい情報は

０４（７１５４）６２０２

E-mail：sumire6202@ybb.ne.jp

http://www.geocities.jp/jsnnagareyama/ にアクセス

※ 駐車場は、数に限りあります。江戸川台西口より送迎車あり 9:30、11:10、13:10
カキ氷等の屋台あり、メンバーの音楽発表等いろいろなイベントがあります。

■第 13 回
日

在宅ホスピス緩和ケア公開講座

時：平成 19 年７月 29 日（日）13:00～16:15（開場 12:30）

場 所：千葉大学

大学院人文社会科学研究科マルチメディア講義室

（JR 西千葉駅、京成みどり台駅徒歩 10 分、正門からお入りください）

費

用：無料

定

員：100 名

事前申込み

参 加：患者、家族、一般市民並びに在宅緩和ケアに携わる関係者
内 容：第１部「地域在宅緩和ケアチームを目指して」
（小澤竹俊氏 めぐみ在宅クリニック院長）

『花工房・カモミール』
・週２～３日
・10 時～16 時
働ける方（女性）を募集
しています。

第２部「在宅医の早期参加に向けて」
（渡辺敏氏

千葉県がんセンター緩和医療科部長）

第３部「在宅緩和ケア Q＆A」
要申込：NPO 法人千葉・在宅ケア市民ネットワークピュア公開講座係
FAX：０４７（４４８）７６８９
E-mail：pure-jime@wind.sannet.ne.jp

住所：流山市駒木 480-3
メゾン駒木 103
連絡：04-7156-0874
担当：笠井和子

