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第４回 働く婦人の家まつり 記念講演会 

「障害って何だろう？ ～障害のある人から教わった大切なこと～」 

日時：平成２５年３月３日（日）１０：００～１１：２５ 

場所：四万十市立中央公民館２階大ホール 

主催：四万十市 人権啓発課 

内容： 

10:03～10:06 開会 実行委員会 人権啓発課 はまだ                    

○講師紹介： 

・高知市で障害のある人の社会活動支援として、障害者の就労機会、自立

支援を行っている。事業方針として「福祉」を前面に出すのではなく、福祉の基本はふまえた

うえで、品質やサービスの向上を図りお客様に喜んでもらえる店づくりに取り組んでいる。現

在１１の事業所で約１２０名の障害のある人が働いており、そのうち一般企業での就労を目指

す人たちが働く場の就労移行支援事業、年間１０名近くの一般終了を生

み出すなど、活躍中。 

・昭和３９年高知生まれ。医療法人近森会でソーシャルワーカーとして勤

務、高知市社会福祉協議会でも勤務。Ｈ１５年６月にＮＰＯ法人ワーク

スみらい高知を立ち上げた。 

・お弁当や、キッチン、カフェテラス、お菓子工場併設でのカフェ、地産

地消カフェなどの事業を展開中。 

 

10:06～11:25 講演「障害って何だろう？ ～障害のある人から教わった大切なこと～」     

○講師：竹村利道 ＮＰＯワークスみらい高知 

○はじめに 

・「働く婦人の会」の講演ということで、講演はステージでやるかフロアでやるかと聞かれ、みな

さまに近いフロアを選んだ。ピチピチの女性にたくさん参加いただきフロアを選んで良かった。 

・サンシャイン 当事業所の商品を売っています。「障害者が作っています」と一度書かれたこと

があり、「お情けで売るのはやめてくれ」、商品で売ってくれ。 

 

○ひだまりの小路 土佐茶カフェ（高知市おびやまち） 

・イオンなんかに行かないで、地元の物を売っている店に行ってください。 

・「福祉やから来てくれる」、「障害者やから行ってあげる」ではなく、良い品質とサービスで来て

もらえるよう、５千万円かけて、古民家を活かして店を造っている。 

・よさこい祭りのとき、一日で７００人来ました。商店街に面した町中で、家賃が５０万円。 

・高知で絶対コーヒーが出ないカフェ。一日に２０人来る人のためにコーヒーを出し、店に入っ

たときにコーヒーの臭いをさせないようにした。 

・器にもこだわり、砥部焼きを探しに行った。 

・甘い物も地元の物を活かし、イモケンピを出し・・・ 

・障害者やから、食洗機のカゴごと落として、値段の高い器を壊すことがある。だからといって
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安い器を使いたくない。 

 

○私は５０歳 

・四半世紀仕事をしてきて、たくさんの方と出会い、いろいろなことを教

えられた。 

 

○障害って？ 

・車いすに乗っていること？  筋ジストロフィー 

・早く歩けないこと？  脳性麻痺 

・杖をついていること？  脳性麻痺 

・目が不自由なこと？ 

 

○「自分にファイト！」上田真弓 

・以前は、「支援してあげなければならない」といった障害への関わり方を、私はしてきた。 

 

◇上田真弓さん 

・友達と一緒にいて、気が付いたときには友達がみんな亡くなって、自分は病院で身体が動かな

くなっていた。 

・しかし、いろいろな資格を取り、いろいろなところに話をしに行き、おしゃれをし、彼氏が出

来、・・・ 

・どんどん自分で出来ることが増えていき 障害者って、福祉ってと考えるようになった。 

・脊椎損傷 立ち上がれる車いすを使い、美容師をしている。 

 

○あきらめない しもむら君 

・障害があってもあきらめない。 

・足があってもブツブツ言っている人がいるのに、障害って、福祉って何なんだろう。 

 

・柔道で頸椎を損傷し全身麻痺。「電動車いすにも乗れない」と医師は言った。 

・２年後、審判として戻ってきた。 

・学校の先生になってやろうと、勉強をし、試験にチャレンジする。 

・勉強するために学校まで自分で行こう。補助装置の付いた車で学校に通おう。 

・「チャリティ」ではなく「チャレンジ」を。車の取り組みでしもむら君に出会いました。 

・私たちなら２秒で出来ることが、一番苦労します。車に乗り込むのに６０分、それでも乗り込

めない。ここで手助けるのはたやすいが、いつも私が助けられるわけではない。 

・夏の暑い日、脊椎を損傷していて、汗もかけない。６０分たったので、この日は私が車に乗せ

ました。まだ、足首しか乗っていません。車に自力で乗ることは宿題にしました。 

・出来るかもしれないことに、手を出しすぎて、「出来ない人」にしていませんか。そんな福祉に

なっていませんか。 
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・本当に出来なくて、してさしあげなければならない事は福祉でしなければならないが、本当に

出来ないのか・・・ 

・僕に出来たことは、自動車教習所を一日借りたことと、一人のケアの人を雇ったこと。 

・車に乗ってからも、久しぶりの車なので、おっかなびっくりで、なかなか動かない。５分間で

回るコースを彼は４５分間かかって戻ってくる。 

・２ヶ月、一生懸命練習し車に乗れるようになり、母校の先生として週２日勤務。車への乗り降

りに３０分かかるが、自分で車を運転し母校に通っている。板書が出来ないので、パソコンを

使っての授業。 

・２００２年よさこいピック 車いすの５０ｍ走 ダントツのビリですが、ゴールして笑顔での

ガッツポーズ。 

・障害とは見てくれではなく、あきらめる心だ！ 

 

○障害とは「あきらめる」その”こころ” 

・そう分かると、障害者にも厳しくなった。 

・よさこい てんてこまい お祭りには見るものではなく、参加するもの 

 これが高齢者のチームのお祭り参加にもつながった 

 

○社会活動 

・障害者も権利ばかりを言うのではなく、義務を果たさなければならない。勤労、納税、教育 

 

○障害のある人の”働く”の現状 

・時間給 ５０円、８０円、１５０円 

・高知での平均工賃（月額）は１４，８００円 全国１０位、 全国平均は１３，７４５円 

・お弁当のすみっこに入れる飾り物 １個やって２０銭 

・人の幸せ：必要とされること、ほめられること、認められること、愛されること 

 

○あなたは１万３千円の月給で生活できますか ビデオ上映（１５分間） 

◇若い女性や親子連れでにぎわうレストラン。年間売り上げは５億円。月１０万円近い賃金。 

・誰にも可能性があるという社会を作ることが福祉ではないかなぁ。 

・１つ１０５円という格安のスイーツ、おいしいランチ。 

・精神障害、知的障害のある３０人 プロのパティシエが指導することで、質の高いスイーツを

提供。 

・県の最低賃金を上回る月給。責任のある仕事にやりがいを感じている。 

・前の職場はたるんでいる、休んでもええやろうという感じだった。 

 

・障害者の仕事は単純作業ばかり 生きる気力を失わせている 

・働く支援はしている、”共に生きる、共にに働く”と言っているが、・・・ 

・一般の人と同じ賃金を払うことを基本に事業を始めたが、３千万円の破綻で２年で失敗。ビジ
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ネス理念の誤り。「障害なので買ってください」では、少数の理解のある人しか買ってくれない、

品質で売っていかねばならない。 

・徹底した品質とサービスを提供する。従来の福祉事業所のイメージを払拭する店舗。 

・ていねいで好感の持てる接待。 

 

◇約１００名が就労。毎年１０人以上が一般企業へ就職。 

・やまうちさん 大手スーパーの面接を受け採用に。給料のうち、毎月６万円を将来のために貯

金。障害者を雇用するのは初めてだったスーパーは、二人目を検討している。 

 

◇愛媛県の福祉事業所からの視察 

・「３万円を４万円にしたからええ」ではない。法定最低賃金は義務だと思っている。その思いで

見学と質問をぶつけて欲しい。 

・商品としての魅力で勝負するため、どんどん新商品を開発していく。 

・運営していく人たちの気持ちが大事。 

 

Ｑ：障害者への負荷のかけ方で、葛藤はないのか？ 

Ａ：ストレスで幻聴などの失敗もある。その失敗を糧にしながら、どうして失敗したのか、共に

考え、そこからしか学べないものがある。 

 

Ｑ：竹村さんは、安定した環境を捨てて、どうしてそこまで熱心に取り組めるのか？ 

Ａ：障害があるということだけで、普通からこんなに遠ざけられた状態にある。仕事とは社会に

使えること。普通から遠ざけられている人たちに、普通を享受できるようにすることが仕事か

な。まだまだ法定最低賃金ですよ。コンビニやスーパーで買い物をし、レストランに行けるよ

うな暮らしを実現したい。 

 

・竹村さんって、答えが出ない問題に挑み続けている。 

 

・月給１０万円を出すことだけでテレビ番組が作られる時代。 

・講演なんてしなくても、障害者が普通にアピアで働いているような社会にしたい。 

・保険も払っているので、給料やさまざまな支払いはしんどい。 

 

○一般就労目的で県内初 

・３千万円の負債 自分の退職金、車を売り、おやじからの借金 ３千万円は踏み倒していない。 

・雇った人には会社は給料を払はないといけない。社長の私は、２年間無給でした。 

・障害者の世界は緩すぎます。福祉施設の職員は給料がもらえ、障害者はこんなものでえぇ・・・ 

・事業が破綻し、お金が無く、病院にかかるお金もなく、ソーシャルワーカーの経験から、自己

分析をし、いやなことを紙に書き整理した。 

・足が「コツン」と床に着く音が聞こえたので、怖いものがない。おやじに腰が折れるほど頭を
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下げ、３００万円を借り、弁当屋を始めた。 

・生きるために弁当屋をしています。「障害者のため」なんて絶対言いません。半年目に初めて２

０万円の給料、人生最初の給料。 

・しんどい時こそ、人間は成長できる。 

 

○毎年の目標 

・６５２ 高知県の法定最低賃金 

 

○m's place 

・最初から「障害者の店」と言えば、警戒される。 

・普通に良い店を作ると、たくさんのお客さんが来て、「障害者の多い店ねぇ」と感じてくれる。 

・土佐バル スペイン語で居酒屋とカフェが一緒になったもの 夜１１時までやっている 昼夜

が逆転した障害者がいるので、ちょうど良い働く場になる。 

 

○就労支援・研修センターみらい 

・朝ちゃんと来ること 

 

○自己肯定感 

・自己肯定感を支援することが出来たらなぁと思っている 

・多くの障害のある方に出会って実践すること 

・生まれ方ではなく育ち方 

 

◇おとたけくん 

・「旅行に行ってくる」と言うと、お母さんは「行くな」ではなく「いつ帰ってくる」と問う。 

 

愛されてしっかり自立していくこと 

あなたはとても大切な存在で 

かけがいのない存在だと愛情を注ぐこと 

乗り越えることの積み重ねを 

 

けなされないこと 

馬鹿にされないこと 

比べられないこと 

かわいそうだと言われないこと 

叱られても怒らないこと 
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○ほめること 

①具体的にほめる 

 その行いのよさを価値付ける 

「～してはいけない」は身につかない 

「～してくれてありがとう」は癖付く 

 

②抽象的にほめる 

注意する時は、人格全体を否定するような言い方をせず、その「こと」を注意する 

 ほめるときは「こと」も「人」もほめる 

 「○○さんは、よく気の付く人だ」 

もっともっとそうでありたいと思う 

 

④理由をつけてほめる 

 それがなぜ良いのかを理由をつけてほめる 

「毎日○○してくれてありがとう。おかげで○○な時も慌てなくて済むよ」 

 

⑤第三者もほめていたと伝える 

 そこにいない第三者もほめていたというのは妙に真実みがある 

 自分のいないところで、自分を気にかけてくれていると実感を得られる 

 

⑥時には意外なことをほめる 

 本人が思ってもいない意外なことをほめる 

 そこから思いがけない進展がある 

 

○しかること 注意の仕方 

①プラスイメージで注意する 

 「食器は静かに置かなくちゃだめでしょ」 → 「食器は静かに置くと上品だね」 

 「そんなこともできないの」       → 「○○君ならできるよ」 

 「言わないとできないの」        → 「言われる前にやるともっといいね」 

 

②命令形も、時には必要 

 ただ、シンプルに 

 「食器は静かに置くこと」 

マイナスイメージの言葉よりもよほどまし 

その際、「しなさい」ばかりでなく、「○○しましょう」「○○して」「○○しましょう」「○○

してください」など言い方を使い分けることが必要 
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○ラク 

・しんどいことがなくてラクちん 

・「落」 「楽」 

 

○「楽しい」とは 

・何もしないで、しんどくないことではなく、考えて、動いて、ひとつひとつ自分のものにして

いくこと 

・生きる実感を感じながら生きていくこと 

 

○死ぬまで山を登り続け 棺桶にはいるとき、自分の人生は良かったなぁと思えること 

・自分の前に山があり、山を登っていき山頂に着く。 

・山頂に着くと次の山が見える。 

・次の山が出てきたけれど、この山に登ったから見えてきた(登らないと見えなかった)。 

・次の山に登る。 

・ここまで登ると、他人からの悪口や陰口が気にならなくなる “腹の立つ相手が自分のレベル” 

・また次の山に登る。 

・「何だ、少し前まではあれくらいのことで悩んでいたのか」と自分の成長を実感できる。 

 

○最後に 

・いかなる失敗も、人生の中では糧にしかならない 

・これが限界だという嘘 

・はじめに可能性はない 努力をすると可能性が生まれるんだ 

・すべての不可能は昨日までのこと 

・晴れの日は枝が伸びる 雨の日は根が伸びる 

・あなたが乗り越えられると 与えた課題です 

・できるかできないかではなく やるかやらないかです 

・うまくいくことよりも、うまくいかないことが人を大きくする 

・いつも勝者でいられなくても つねに勇者でいることはできる 

 

ふしぎだなぁ 

「さぁ、これからだろ」と思うと元気になれる 

 みらいへ行こう 

－ 以上 － 


