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コミュニティ福祉学部 コミュニティサポートセンター 企画 

障がい者社会参加支援（就労支援）公開セミナー 

 

日時：2011年 6月 17日（金） 13:30～15:30 

場所：立教大学新座キャンパス 6号館 8階会議室 

 

竹内：竹内です。よろしくお願いします。まず、自己紹介を簡単にさせていただきます。 

1994 年に、上福岡障害者自立生活センター211という、当時は任意団体の、障害者の運動

体に入職をしています。そして、翌年から、その団体が立ち上げた「くまのベイカーズ」

という、パンを作ったりクッキーを作ったりという作業所の運営責任をやっています。 

 

それでは、資料に沿ってお話させていただきます。 

最初の方、センター21 と法人そのものの説明はちょっと時間がないので、省略をさせて

いただきます。細かい数字とか入っているホームページ等ありますので、見ていただけれ

ばと思います。 

 資料の３ページの下の方から、右になりますかね。「いかにお金を獲得するか」について、

ここの障害を持ってる人と一緒にどうやってきたかっというあたりを、このへんからお話

をさせていただければと思います。 

「くまのベイカーズ」は 1995 年の 10 月に、開所をしています。障害を持ってる人が６

人、スタッフが２人、10 坪の場所からスタートをしています。当時は、今で言う自立支援

法とかありませんでしたから、心身障害者地域デイケアという埼玉県の行っている事業を

使ってスタートしました。 

現在は自立支援法にある地域活動支援センターに移行しています。主な事業内容は、プル

デンシャル・ジェネラル・サービス・ジャパン（PGSJ）という、プルデンシャル生命の特

例子会社2との共同事業。それから、ふじみ野市にある老人福祉センターの売店での店番。

それから、ここに挙げてある内職はもう会社がなくなってしまったのでやっていません。

それと、自立生活プログラムです。これが今日のテーマの中にひとつですが、いかにお金

を楽しく使うか。楽しくか正しく使うかっていうあたりになると思うんですけれども、こ

ういったことを情報として提供するプログラム等やっています。 

現在の「くまのベイカーズ」は定員が 17 名。登録者は今、15 名です。雇用している職員

は６名。うち１人は車椅子のスタッフを雇っています。 

2010 年度の事業収入、これは補助金とか、その他委託とか、共同募金とかいろいろの収

入ですけれども、1,800 万あまり。これはほぼ人件費とか家賃とか水道光熱費に消えてしま

うものです。その下の授産収入っていうのが、いわゆる障害を持ってる人と働いて得た売

                                                   
1 その後名称変更。 
2 障害者雇用の特例の子会社との共同事業 



 2 

り上げが 642 万円あまり。一番多い時が、800 万円ぐらいの事業規模でした。そのへんは

また後でちょっと触れさせていただきます。 

さかのぼりますが、資料４ページです。1995 年に先ほど「くまのベイカーズ」はスター

トしたというお話をさせていただきましたが、川越市の熊野町という、上福岡駅から歩い

て 10 分ちょっとのところにあるところでスタートしています。 

「くまのベイカーズ」のくまのっていうのは、熊野町の熊をとっています。どこかで話

をした時、「あなたが熊に似ているからでしょ」っていうふうに言われましたがそうじゃな

くて、地名からとっていますので、お間違いのないように。 

「くまのベイカーズ」はそのセンター21 の中で、比較的若い障害者、当時で言うと川越

養護学校を卒業した人たちが、３人ほど入ってきてましたので、そういう人たちの所得保

障の場にしていこうと。それまでは比較的年齢が高い人たちが紙すきとかアルミ缶の回収

とか、どこの作業所でもやってるようなことで、あんまり収入にならないものだったんで

すけれども、若い人たちの間でこれから先何年も働き続けなきゃいけないというか、働く

ことだったらもう少し価値のあるものにしてこうということで、スタートしました。4 枚目

の左の下の方の写真が当時の作業風景です。１～２年経った頃かな。作業台見ていただく

とこの会議の長机で、物も何もない状態からスタートをしています。 

最初焼き菓子から始めたんです。たまたまお菓子作りの免状を持っている方がボランテ

ィアさんにいらっしゃったので、そのお宅に、私と若い障害を持ってる人と一緒に行って

習って、何回か習って、川越市からの補助をいただき、新しい場所を作りました。 

それで、お菓子作りで始めたんですけれども、なかなかクッキーを毎日食べる人はいま

せんということで、そんなに売り上げも伸びていなかったんです。そこで、何をするかっ

ていった時に、パンなら毎日消費をするだろうと。消費をするものではなければお金が回

っていかないということで、パン作りをそこから始めました。 

お菓子作りの免状を持ってる人は、パンの知識も少しあったんですけれども、ほとんど

素人状態でした。パン作りについては、いろんな本を買ったりとか、業者さんを探して教

えてもらったりとかで、ほぼ独学の形で進めていきました。なかなか最初は大変で真っ黒

なパンとか、全然売れるようなパンはまったく作れませんでしたけれども、徐々に作れる

ようになりました。 

その時主な販売先っていうのは、養護学校ですとか福祉施設とか、市役所とかへ出向い

て行って、販売をしていました。それと、お祭りです。お祭りと聞けば、行ける範囲のお

祭りはすべて行っていました。そうすると、その中で関わる人が増えてくるんですね。資

料 4 枚目の、右上の写真の左が販売の風景なんですけど、その右を見ていただくと、数年

であっという間に人が爆発的に増えてきて、物は増えるわ、人は増えるわで、もうぎゅう

ぎゅうの状態になっていきます。それで、売り上げがある程度伸びてきても人が増えると、

結局１人増えたからといって、その人がその人分稼げるかといったら、まず無理なんです。 

くまのベイカーズでの課題として、所得保障がありました。具体的な所得保障のターゲ
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ットとして、年金と工賃をあわせて生活保護の最低基準をクリアしようというのが、唯一

の業務命令でした。ただ、それを達成するには人数が増えてくる過程の中では、私はそれ

は無理だというふうに判断したんです。その時に思ったのが、民間の会社を探せば 100 で

も 200 でもあると。そのうちの１店舗でも２店舗でも雇ってくれた方が所得保障は進むだ

ろうということを当時思いつきました。まだ障害者の就労支援という言葉はたぶんそんな

一般的ではなくて、神奈川の横浜、川崎あたりでは少し始まっていたんですけれども、そ

ういう情報をかき集めて、就労支援をやりたいと法人に提案をしたら、時期尚早であると。

当時、一般企業で働いていて、そこで相当いじめられてとか苦しい思いをしてドロップア

ウトをしてきて、作業所に来てる人が結構いたもんですから、そういう人たちをまたあの

世界に戻すのかって言われたんですね。そうじゃなくて、支援をするんだって言っても、

なかなかゴーサインは出なかったんです。 

もう１つ問題点はパンっていうのは、やってる人はわかると思うんですけど、技術が必

要なんですね。一般就労させようとすると、まず最初に技術を持ってる人が先に出ていか

ざるをえないから、パン屋としては機能しなくなるんです。だから、就労支援とパンをや

めてクッキー１本でいくっていうふうに、その当時提案したんですけれども、ノーと言わ

れてしまいました。 

そこでそれじゃ自分たちで稼ぐしかないねということで、行動の転換をかけて、福祉的

販路から一般市場に売って出ようということになりました。考えれば当たり前なんですけ

れども、マーケティングをした時に福祉的な領域っていうのは非常に狭いっていうことに

気づきました。それと、商品の価値そのものではなくて、作業所とか、障害者が頑張って

るからねと言って買ってくれる人たちは昔いっぱいいました、確かに。そういう部分での

商売なので、一般的な商売とはまったく違う。 

私はよく言ってるんですけれども、お買い物屋さんごっこ的な問題がどうしてもある。

どこの福祉祭に行っても、お互いの作業所の職員がお互いの商品を買い合っていて、その

うち 10 人の１人が一般の人だっていう状況では、所得はまったく増えないっていうことを

考えて、それをどうすれば打破できるのかということをずっと考えてました。 

まずやったのは、パンを作れるだけ目一杯作って、工業団地に昼間売りに行くことです。

今までは、養護学校とか福祉施設でしたら関係者がいるので「いいよ、いいよ」ってすぐ

入れてくれてた。養護学校だったら、担任の先生がいるとこを追っかけていけば担任の先

生は絶対買ってくれるとか、そういう感じの商売をずっと続けていたんです。 

しかし、工業団地なんかに行くと、他のパン屋さん回ってるわけです。お弁当屋さんも

回っている。そういう競争の中にどうやって入っていくかっていうあたりで、500 円以上買

っていただくとアイスコーヒー１杯無料とか、いろんな仕掛けを入れながら、徐々に売り

上げを伸ばしていった。 

もう１つやったのは、パンっていうのはなかなか水物なので、気温が上がったりとか、

あと生ものなので、その日に売れないともうそれはロスになるんですね。そのロスもちょ
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っと大きいのです。あとは、１日に焼き上げる量っていうのはもう決められて、釜の稼動

力によって何時間で何個って決められてますから、お昼までに焼き上げる数をいきなり増

やすということができない。そこで午後から空いた時間でクッキーを大量生産をして、そ

れをどこかに卸したいと思ってたときに、パチンコ屋さんに目をつけたんです。 

パチンコをやられた方はわかると思うんですけれども、換金っていうのは 500 円からの

換金なので、500 円に達しない端数の場合はチョコレートとかビスケットの詰め合わせと交

換するのです。よくドラマで出てくるお土産だって言って、お父さんたちが持ってくるや

つです。だからそんなに、子供の顔が浮かんだりとかするんでしょうけれども、積極的に

とらなくても商品として回転するものなので、そこを狙おうっていうことで、100 円で売れ

るクッキーを作ってパチンコ屋さんに持ってったんです。 

パチンコ屋さんに最初に営業に行ったのは、パチンコに行ってる車椅子の人がいたので、

「ちょっと聞いといて」って言って行ってもらったんです。そこで、店長オーナー会議が

あるからっていうことで、クッキーを持って、そのパチンコ好きの車椅子の人と一緒に行

きました。 

店長オーナー会議は、カラオケのパーティールームでちょっと見た目の怖い感じの店長

さんとかオーナーさんたちの前で、車椅子の人たちとクッキーを買ってくれってプレゼン

をやったんです。 

そうしたところ、パチンコ店の店内に落ちてる玉を拾ってそれを募金箱みたいにして玉

を貯めるところがあるんだけど、その落ち玉が１年間で何十万個貯まる。それを１年に１

回障害者団体とかに寄付をしたり物を買って提供したりしてる。それで買ってあげるよっ

ていうことになりました。そこで、旧上福岡、旧大井、富士見、三芳町に 32 店舗あったん

です。32 店舗に、各 100 袋、3,200 をとりあえず納めてくれっていうことなので、納期が

短かったので大変だったんですけれども、なんとか納めることができました。それで、そ

の後は個別に営業回って良いということで、32 店舗全部回って、最終的には 13 店舗ぐらい

が取引を始めてくれて、多い時はたぶんそれで 200 万か 300 万ぐらいクッキーだけで売り

上げがあったかと思います。 

その時にものすごく私が勉強になったのは、福祉で使っている言葉と民間の企業が使っ

ている言葉の差がありすぎるということです。今ならわかるんですけれども、それは「掛

け取引でいいの？」とか、「ロットはいくつ？」とか、いわゆる商売上の言葉です。で、そ

ういう知識もないまま、よくあんなとこ行ってたなあとは思うんですけれども、そういう

言葉すら理解できない、福祉という狭い領域の中で私たちは生きていたんだということに

気づきました。一般的に通用する言葉とは違う言葉で商売をしてたということや、商売を

する上で必要ないろんなことを、パチンコ屋さんに怒られながら教わったっていうことに

なります。 

それから、パチンコ屋さんの景品でクッキーをとったっていう喫茶店との取引ができた

りとか、川越のパチンコ屋さんも全部営業で回ってきました。 
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そのほかに出張販売で訪ねて行けるとこが 66 ヶ所ありました。パチンコ屋さんが 15 店

舗ぐらいと、最終的に取引ができるようになって、出張販売と併せてだいたい年商 800 万

ぐらいになりました。 

これ以上収入を増やしていくのにどうするかっていった時に、資料 4 枚目右下の活動の

限界２って書いてあるところなんですけれども、結局設備投資ができない。これは補助金

という紐付きのお金で運営していく以上はどうしても引きずられていく問題で、補助金っ

ていうのは、残してはいけませんといわれる。例えば 100 万ずつ残して 300 万にして大き

い機械を買いたいと言っても、残してるとそれはいらないんですね、返してくださいとな

るわけです。これはまた単年度予算の問題もあるんですけども。だから売り上げを伸ばそ

うと思って、人件費に回すお金もないし、設備投資にするためのお金も手に入らない。そ

の上、民間の助成金頼んでも結果は出るのが１年後だったりとかして、あてにならない。

もちろん、丸紅基金さんなどからもいろんな助成金いただきました。大変助かりましたけ

れども、宝くじみたいなもんで、当たらなきゃ事業が進められないなんていうものは事業

としてはありえないというふうに思いました。 

それで、補助金は基本的なベースとして使おうということとして、補助金以外で、何か

収入はないのかなあということで、民間から、収入を得ることが何かできないのかなあと

考えたのが 2004 年、2005 年あたりです。 

民間に売るもの、私たちが売るパンやクッキーは、民間のヤマザキやパスコにはかなわ

ない。私たちが得意なものは何だろうっていったら、障害持ってる人と働くことが得意な

んだと。その人たちの持ってる力をあわせて、商品を作ったり働くことができるっていう

ことが私たちの強み、売りにできるもんだっていうことで、少し考え始めました。 

それで、法人の理事をしていただいてる大学の先生なんかと話をして、それをまとめた

ら少し本なり文章にちゃんとして、コンサルタントみたいなことができるようになるよと

言われました。私は文章書くのは非常に苦手なので、大学の先生が協力をしてくれるって

いうことになりました。今で言う就労支援ですよね。就労支援の、具体的な文章化に取り

組みをしようかと思ってた時期でした。 

そろそろそういうことを始めようって思っていた時に、資料の 5 枚目に移ります、パン

を作ってる忙しい時間に、「クッキーを作る工場を作りたいんだけど、ちょっと話を聞かせ

てほしい」と電話がありました。それで、「それは障害者雇うんですか？」「そうです」「も

しかして特例子会社を創ろうとされてますか」って聞いて、「そうです」って先方がお答え

になりました。私は特例子会社は嫌いなんですけれども、それでもよかったらお話をおう

かがいしようとなりました。なぜ特例子会社が嫌いかと言うと、障害者だけ集めるからな

んですけれども、それでもよければっていうことで、「じゃあ、６時に販売から帰ってくる

のでその時に来てください」って言ったら、ちゃんと来ていました。 

その時はコンサルタントっていう頭があったので、コンサルタントならできますよって

いう話をしてたんです。１週間後ぐらいにそこの社長になるっていうプルデンシャル生命
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の常務取締役が来て、現場を見て、ちょっと考えるっていうことで１ヵ月後にこういう事

業を一緒にやらないかという提案が、その後についてくる資料です。これは、先方の会社

が出してきた資料そのものをくっつけています。先方の会社が言ってきたのは、特例子会

社の設立をしたいということでした。 

特例子会社として、名前が書いてあるプルデンシャル・ジェネラル・サービス・ジャパ

ン有限会社。有限会社を作れる確か最後の年だったと思いますけれども、特例子会社を作

る。事業としては大きく２つのことがやりたい。１つはクッキーの製造と販売。場所は未

定。全然何もない状態。販路についてはプルデンシャル生命とジブラルタル生命のライフ

プランナー、営業の人に売りますよっていう。 

もう１つはマッサージ。これは、プルデンシャルタワーっていうのが赤坂見附にありま

して、そこのビルの中に、いろんな営業の人がいたりするので、この中に視覚障害の人を

雇ってマッサージルームを創ると。これはお話が来た時の段階でもうすでに準備が始まっ

ていました。これの２つをやりたいんだと。そのうちのクッキーの部分について一緒に考

えてほしいという提案がありました。 

PGSJ で、何を目指すのかが書かれているのが、資料 5 枚目の右下です。「一般就労の機

会が少ない方の経済的な自立を支援します」、就労の場を作りますということです。それか

ら、「生産活動をすることによって社会の一員であることを実感できるようにします」。そ

して、「福祉活動に対する貢献サポートを通じて一般就労と福祉の連携を図ります」。最期

に、「地域社会との共生を願います」です。当時これを読んで、すばらしい理念の会社だと

いうふうに思いました。 

それで、特例子会社が何をその中でしていくのか、が資料 6 枚目の左上に書かれていま

す。「就業の場所を作ります。職場環境の充実を図ります」。先ほど言った 10 坪あまりのと

ころに 20 人近くの人が一時働いていましたので、労働環境としては劣悪でした。それを 50

坪程度の事業所を確保して、働く環境をちゃんと維持し、整備しますよっていうこと。そ

れから、通所者の方々への工賃アップ。これは特例子会社に雇うとは別に、今いる施設の

利用者が特例子会社の工場で、授産外授産という形をとって、そういう人たちに仕事を提

供しますよっていうこと。それから４。「職員の処遇対応を一般企業の水準に近づけます」。

福祉施設で働いてる人っていうのは非常に薄給であると思います。それもできる限り応援

しますよっていうことです。それと、商品のクオリティをきちんと上げていきましょうと。

素人が 100 人集まったって素人の集団なので、プロをちゃんと入れましょうねっていうこ

とで、これは私の方からもお願いをしたことなんです。 

それで、「くまのベイカーズ」がやることは、資料 6 枚目の右上に書かれています。一般

就労をしている人のサポートをしてください、特例子会社に就労したからもう関係を切る

っていうことではなくて、その人たちの働くっていうことについて日々日常的にサポート

してくださいと。あとは、うちの法人でグループホーム、ケアホームとか生活ホームとか

生活の場があるので、そういう場所も連携をさせてくださいということでした。 
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生命保険会社が、クッキーを作る特例子会社を作るかっていう問題は、その左の下に見

ていただくと、当時のプルデンシャル生命の障害者雇用の状況についてなんですね。法定

雇用率の 1.8 を下回っている状況です。厚生労働省は障害者雇用の推進についてさまざまな

活動を続けています。法定雇用率満たしていない企業っていうのは DPI（障害者インター

ナショナル）日本事務局とかが、ホームページで法定雇用率を達成していない企業名の公

表とかしたのがこの２年くらい前に始まっているんです。法定雇用達してない企業ってい

うことが、社会的にステータスが下がるような状況に少しずつなってきたんです。 

プルデンシャル生命保険がすばらしいなあと思うのは、企業の中に場所を作って、そこ

に障害者だけ入れて、仕事、雇用しましたっていうことにはしない、ちゃんと生産活動を

する。それが社会の役に立ってることにしたいっていうふうに、理念的にはきちんと持っ

ていた。それでなかなか監督官庁が金融庁の会社が、クッキーを作るっていうのは認可的

に難しかったらしいんですけど、そこを突破してクッキーを作るという話になりました。 

具体的な提携のイメージが次のページからです。ただ、ちょっと先に 8 枚目の方をちょ

っと見てください。まず具体的にどういうふうな仕事をしているかを見ていただいた方が

わかりやすいと思います。左の下の方が、図面です。この建物そのものは「くまのベイカ

ーズ」の近くにあって、広くて綺麗で新しい物件だったんで、わたしは帰り道ちょっと遠

回りして、自転車で５分ぐらいのとこだったんだけど、「こんなとこで仕事ができたらいい

なあ」って時々立ち寄っていた場所だったんです。そういうところに共同事業の提案があ

ったので、いいところありますよってすぐご紹介をして抑えてもらった場所です。 

建物的に見ると左側がクッキーを作る場所で、右中ほどにデイケアって書いてあると思

うんですけれども。この建物の中に特例子会社という会社と障害者の作業所があったわけ

です。同じ空間に入ってたんですよね。だから朝みんな出勤をする時は同じところから入

っていくんです。それでミーティングをして、じゃあ仕事しましょうっていうことでワー

ッと仕事に入っていく。同じ仕事をするんですけれども、特例子会社に本社から出向して

いる人、特例子会社に雇われてる障害者の社員、それから障害者施設のスタッフである私

たち、障害者施設に通っている人たちみたいな、ごっちゃまぜの中で同じ仕事をずっと作

ってくっていうのが業務提携の案でした。具体的にそういうふうに進めました。 

今は、隣の店舗が移転をして空いたので、そこを食堂に改造しました。そして昼間工場

で働いてる人たちの食事、25 人ぐらい分を、利用者と職員で作って提供しています。今は

朝は別々のところに行って、会社の人たちはクッキーを作る。うちの中でもクッキー作り

に行く人たちは６人ぐらいいるんですけれども、いったん外に出て隣の建物入って、その

間にみんなお昼作って、お昼になるとダーッとみんなご飯食べに来て、午後は片づけをし

てとかっていう感じの仕事になっています。 

8 枚目の上の方で提案を受けた時に私たち法人としてどういうことを考えていたのかと

いうと、うちの代表がのんきで、この話があった時に、「２年ぐらいかけて検討して答えれ

ばいいかねえ」みたいなことを言ったんです。そんなの待ってくれるわけないから、１ヶ
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月後位すぐに回答しなきゃ駄目だと。そこで、短時間でいろんな人の意見を聞きながらま

とめあげていきました。 

私たちの中で検討してきたのはまず、「くまのベイカーズ」はもともと所得保障の場であ

るっていう位置づけがあるから、まず障害者が雇用されることによる賃金アップがある。

それから、当時も今もそうですが、自立支援法の先行きの不透明感があって、施設そのも

のが維持できるかわからないから、民間からお金をある程度もらってることによって、事

業所運営のリスクが分散するだろうということ。それと、一番大きかったのは失敗すれば

一からやり直せばよいと。私たちには失うものは何もないということですね。それだけの

技術ノウハウを持ってるから例え喧嘩別れしても一から創れるということで、じゃあやり

ましょうということで、2006 年の３月に覚書を取り交わしました。 

ここに行くまでがまた大変だったんです。やっぱり福祉と民間の違いはスピード感とか、

契約事とか。私はこの話は流そうっていうふうに思った時期があったのですけれども、民

間と福祉が一緒に仕事をするってことはあんまりないことだったんです。けれども、民間

の障害者の団体と埼玉トヨペットが運営している「輪っふる」3の担当者と相談する機会が

あったんです。そうしたら、民間の企業がやってるのは成果が出なきゃ何も言えないんだ

よ、成果が出てからちゃんと言えと。ビジネスの世界はそんなもんだ。まず、自分自体、

何を大事にするのかをきちっと考えなさいっていうことを言われて、覚悟を決めました。

所得保障のためならやってやると思って、それでどうにか業務委託まで持ってきました。

その後９月に業務委託がスタートして、10 月ぐらい、実質的にはスタートしました。 

クッキーを作ることは生命保険会社の人たちはやったことないので、クッキーを作るこ

と、機械の設定、建物の図面、材料をどこから仕入れるか、障害を持ってる人にどういう

ふうに作業を伝えていくのか。どのようにわかりやすい形でマニュアル化する作業等をず

っとしていきました。 

どんな運営になってるか 9 枚目のところですけども、今はプルデンシャル生命保険から

の出向の社員、それから、PGSJ の障害者の社員、それから地域活動支援センターの職員、

それから地域活動支援センター登録者でクッキーの製造の人たちで 17 人ぐらいですかね。 

販売先はプルデンシャル生命とジブラルタル生命の営業の人がほとんどで。プルデンシ

ャルとジブラルタルは姉妹関係4で合わせてで営業の人が１万人ぐらいいるというふうに聞

いています。クッキーのレシピは某菓子メーカーのパティシエの方から教わりました。普

段は手作業でお菓子作りをしているので、機械を使ってクッキーを作ったことはあまりな

いという方でした。うちは機械化したので、その人が丁寧に作るクッキーのレシピを元に

機械で作り、配合とかミキシングに変えて作って、どうですかって食べていただいて OK

いただくまで１ヶ月半とか２ヶ月ぐらいかかりました。 

                                                   
3 民間の障害者の団体と埼玉トヨペットが運営している障害者だけではなく、子どもや高齢

者、子育て中のお母さん等いろんな人をつなぎあわせてく場所。 
4 プルデンシャルがジブラルタルを買収。 
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質問：このクッキーは、営業の人が営業に行った時に使うんですか。 

竹内：そうですね。契約をとれた時にありがとうございましたとか、お誕生日の時に持っ

て行くとか、契約の更新の時とかその人によっていろいろ違うらしいです。 

質問：一般のお菓子屋さんでは売ってないですか。 

竹内：売ってないです。手に入らないです。 

質問：じゃ、この販売実績というのを出荷実績とかっていうのは、プルデンシャルのみで

すね。 

竹内：そうです。本社に送って、本社から地方支社に送るっていう形ですね。菓子工房ウ

ィズ5で検索していただくとホームページもあってどんなクッキーを作ってるか見えるんで

すけれども、注文はできなくなってます。社員の ID かなんか入れないと買えません。私た

ちも最初当初買えなかったんですけど、それはちょっとっていうことで、買わしていただ

きました。 

作業従業員が今、30 名ぐらいですね。プルデンシャルからの出向社員が２名と、PGSJ

の障害者社員が８名。「くまのベイカーズ」の方が全部でだいたい 20 名います。役割分担

がありまして、クッキーの製造にかかる器具、備品、原材料の仕入れ管理っていうのを特

例子会社がやる。こっちの左側が特例子会社がやることです。製造数の調整、本社との調

整、製造数とかは、本社と調整をしなきゃいけませんから。 

それで、クッキーの製造の主に計量から焼き上げのところまでをPGSJの役割なんです。

その他製造販売にかかる全般。このクッキーの製造の、主に計量から焼成までっていうの

は意図的に組んだことではなくて、最初５人雇われてスタートしました。やっぱりそれぞ

れ得意なこととかできることとかできないことがありますので、私の方で配置していくん

です。 

さっきのパン作りで、できる人が先にいなくなると同じように、計量とか焼くとかってい

うのは、計量なんて数値的な概念がないとなかなか難しい部分ですし、焼くとかミキシン

グっていうのは機械操作があって危険性もあるので、ある程度そういう危険の認知とか予

測ができる人じゃないと対応できないということで、雇われてく中で、そういう能力を持

っている人たちが先に雇われています。 

一方、「くまのベイカーズ」の役割、地域活動支援センターを運営するのが本業で、クッ

キーの製造ではなかなか、雇われない人たちは残ってる。残ってるっていうかあえて残る

人たちもいるんですが、袋詰めとか缶詰とかの包装作業が、主な仕事です。 

民間企業と福祉的事業所である「くまのベイカーズ」で何が違うのかと言うことですが、

私たちは障害を持つ人と一緒に働きながら普段その人がどんな生活をしていてどういうこ

とで困っているかっていうことを常に聞きながら、社会生活上の問題を解決するために、

さまざまな活動をしています。ここには全然表れませんけれども、私の仕事はパンやクッ

キーを作るっていうことよりも、その生活の課題を解決することの方が圧倒的に仕事の量

                                                   
5 http://pgsj.ir.shopserve.jp/ 
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としては多かったんです。で、民間の企業はなかなかそういうことができない。障害を持

ってるっていうことはどこかに、生活のしにくさ、生きにくさを抱えているはずなので、

そこに配慮をしなければならない人ではだめだというあたり、この生活支援に対する考え

の甘さがあるのかなあというふうに思います。 

今、障害者の就労ずいぶん進んできてますけど、今の就労の仕方はこの生活の支援の視

点が乏しく、雇用率とか雇われるっていうことを第一目標にしてしまっていて、離職率を

きちんと見ていかないと、私はこのあと大量に離職者が現れるだろうというふうにちょっ

と身構えています。それに対応する準備はしておかないとまずいんではないかということ

も考えています。 

そういう生活を支援してることに対するコスト意識を民間の会社は低いと思います。さっ

き大学で何ができるのかみたいな話ですと、そういうつなぎあわせ、福祉の現場と民間の

間で就労支援センターもどっちかっていうと福祉サイド的なものの見方なのかもしれない。

もう１つ緩衝材になるような役割があるのかなあとちょっとさっきのお話を聞いててそう

いうこともできるのかなあというふうに、今、思ってます。 

 それと、「くまのベイカーズ」の方の課題です。成果でもあります。障害者の所得が増え

た。会社員としてプライドを持って仕事を取り組んでいるんです。これは面白いんですけ

ど、気にくわないことがあるとすぐ飛び出していって帰ってこない利用者がいたんです。

今、クッキー作りの方のチーフですけれども、以前はちょっと気に食わないことがあると

飛び出してって１週間ぐらい帰ってこないとか平気でする奴がいたんです。その人が今、

休まずに働いています。時々飛び出して行きますが、５分ぐらいで帰ってくるらしいです。

たぶん、作業所の利用者ではない会社員だというプライドは若干持ててんのかなあという

ふうに思います。 

 それから、ずっと再三話の中で触れている福祉と民間企業との共同の難しさっていうの

があるのかなあというふうに思います。目標としているポイントが違うんです。企業って

いうのは、株式会社にしても有限会社にしてもそうですけども、営利を目的としている。

それは、もう、経営の当たり前として営利を目的とする。福祉とか障害者の就労支援って

いうのはある部分営利でない部分を目標としている。あえてそういったことを目標としな

きゃいけないんです。生活を支えるとか、営利じゃないからこそ、そういう福祉的な発想

で物事をやっていかなきゃいけない。この乖離がどうしてもあるんです。 

で、多くのところはその乖離がなかなか埋め合わせられないまま、決裂をしていったり、

営利を求めない福祉的なものだけになってしまったりとかっていうケースがあるんだと思

う。 

東京の方で、人材派遣会社なんですけど、人材派遣会社と、私たちのような小規模の作

業所が一緒にパン屋を立ち上げるっていうのでちょっと話聞かせてくれと現地へ行ったん

です。そのときに問題提起として民間と福祉の温度の差をちゃんと埋められるようにきち

んと話し合うということを続けてくださいってお話をさせていただきました。 
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1 年後、ある会議でその作業所の所長だった人に、たまたまお会いして「うまくいってま

すか」って言ったら、実は１年経ったら、企業側が、もっと使える人間を雇いたいからあ

の人クビにしろって言ってきたと。私たちは目指すものが違うからっていうことで、ダメ

になったっていう話を聞いたんですね。だから、そこは、企業がその営利だけを目標にし

て動いてしまうとうまくいかないっていう。だから、そういうふうに、乖離してる部分を

うまく埋めていかないとうまくいかないと思っています。 

「くまのベイカーズ」そのものの問題としては、最終的に PGSJ で 10 人雇うって話だっ

たんです。今８人雇われてますから、あと２人雇われたらそこで雇用はストップですよと

いう形になります。あと２人なのであっという間に雇われちゃうかなあと思って食堂の部

門を私は立ち上げて、そこを昼は食堂で夜はお酒が飲めるお店にしたいなあと個人的には

思っていて改装工事をかけて。そういう場をちゃんと確保しながらやらないと、10 人雇っ

たからお前たちはもうおしまいねって言われたら、「くまのベイカーズ」の課題解決にはい

かないのかなあと思います。 


