
特定非営利活動法人

上福岡障害者支援センター２１

理事 竹内善太

「お金を如何に楽しく使うか」「お金を如何に獲得するか」

―障がい者が地域で暮らしていくための現状と課題― 



自己紹介

これまでの取り組みについて

センター２１について

くまのベイカーズについて

アジェンダ



自己紹介



1994年
上福岡障害者自立生活センター２１に入職

1995年
センター21で新たに立ち上げた、障害者事業所 くまのベイカーズの現場

責任者とし、事業所の運営を担う。

1999年
くまのベイカーズ 所長

2006年
センター21の法人化作業にも関わる

2007年
センター21 特定非営利活動法人へ移行
同年 センター21理事に就任

略歴



これまでの取り組みについて



特定非営利活動法人 上福岡障害者支援センター21について

法人の概要について

http://k-center21.net
紹介DVD

実施事業について（事業収入や職員数、サービスを受ける障害者の数

など）

これまでの取り組みについて



これまでの取り組みについて（センター２１）

実施事業について（事業収入や職員数、サービスを受ける障害者の数など）

事業名 実施事業所 事業収入

障害福祉サービス 居宅介護（ホームヘルプ） 二人三脚

重度訪問介護

行動援護

共同生活介護（ケアホーム） ケアホームひまわり

地域生活支援事業 移動支援事業 二人三脚

地域活動支援センター 協働舎レタス

くまのベイカーズ

障害者自立支援法に基づく事業



これまでの取り組みについて（センター２１）

実施事業について（事業収入や職員数、サービスを受ける障害者の数など）

事業名 実施事業所 事業収入

埼玉県事業 生活ホーム事業 生活ホームみどり荘

生活サポート事業 二人三脚

その他委託事業
特例子会社からの技術指導委託

法人

菓子製造委託料 くまのベイカーズ

ふじみ野市公園清掃 協働舎レタス

タウン誌ポスティング 協働舎レタス

老人福祉センター売店 法人

製品販売等 菓子・パンの製造販売 協働舎レタス

その他の事業



事業所名 従事者

（ ）は非常勤を再掲

利用者

法人本部 ３名（２名）

協働舎レタス ７名（４名） １９名

くまのベイカーズ ６名（４名） １４名

生活ホームみどり荘

８名（５名）

４名

ケアホーム 第１ ５名

第２ ５名

二人三脚 ９名（３名）

ヘルパー ５２名

１４２名

合計 １０９名 １８９名

これまでの取り組みについて（センター２１）

各事業所の職員及び利用者数



くまのベイカーズについて

くまのベイカーズの概要

これまでのくまのベイカーズ

特例子会社との共同事業について

これまでの取り組みについて（くまのベイカーズ）



開 所

1995年10月

形 態

地域活動支援センター

2008年4月までは埼玉県心身障害者地域デイケア

事業内容

ＰＧＳＪとの共同事業

ふじみの市老人福祉センター売店店番

包装資材分離作業（内職）

自立生活プログラム

その他

これまでの取り組みについて（くまのベイカーズ）



これまでの取り組みについて（くまのベイカーズ）

利用定員 ： 17名
登録者数 ： 15名
雇用職員 ： 6名



これまでの取り組みについて（くまのベイカーズ）

１９９５年 川越市熊野町にて活動開始

若い障害者の所得保障の場として位置づける

焼き菓子→パン作り



活動の限界１

主な販路は養護学校や福祉施設、市役所などへの出張販売とイベント販

売

利用者が手放せなくなる

就労支援とクッキー製造のみの検討



自主生産での所得保障へ

福祉的販路から一般市場へ



活動の限界２

補助金と売上のバランス

（作業所12坪 利用者12名 常勤１ 非常勤3 年商800万円程）

設備投資できない

補助金ではない収入

民間からの収入

売りにできるものは・・・



共同事業までの経緯

２００５年

１１月 プルデンシャル生命からの電話

１２月 事業提案



特例子会社設立について



PGSJの設立について

①特例子会社化を前提とし、法人設立手続中です。

→社名：プルデンシャル・ジェネラル・サービス・ジャパン有限会社

②事業化については、菓子製造販売と社員向けマッサージサービスを

計画しています。

クッキー製造販売

マッサージ

場所：東京都千代田区（設備工事準備中）

ビル内のテナント、主にプルデンシャル生命と

ジブラルタ生命に対してサービス提供をします。

場所：未定

販路につきましては、プルデンシャル生命と

ジブラルタ生命（主に営業社員）とします。

動画か映画



PGSJが目指すところ

１．従来では一般就労の機会が少ない方の経済的自立を支援します。１．従来では一般就労の機会が少ない方の経済的自立を支援します。１．従来では一般就労の機会が少ない方の経済的自立を支援します。１．従来では一般就労の機会が少ない方の経済的自立を支援します。

従来、一般企業では就労しにくい障害をお持ちの方々に対して、就業の場を提供し、

経済的自立を促すことにもつながると思われます。

２．生産活動やサービス提供を通じて、社会の一員であることを実感できるようにします。２．生産活動やサービス提供を通じて、社会の一員であることを実感できるようにします。２．生産活動やサービス提供を通じて、社会の一員であることを実感できるようにします。２．生産活動やサービス提供を通じて、社会の一員であることを実感できるようにします。

自分が生産したお菓子を購入してもらうこと、あるいは、疲れているお客様にマッサー

ジサービスを提供することを通じて、自分が社会の一員であり、かけがえのない存在で

あることを実感できるようにします。

３．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はかります。３．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はかります。３．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はかります。３．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はかります。

福祉活動と一般就労との連携を通じて、ライフサイクルに応じたサポート・貢献を

目指します。

４．地域社会との共生が願いです。４．地域社会との共生が願いです。４．地域社会との共生が願いです。４．地域社会との共生が願いです。

微力ではありますが、障害者あるいは健常者の雇用確保や、社会活動を通じて、地

域に貢献し、そして地域社会のコミュニティとしての役割を担えればと考えています。



PGSJができること

１．従来では一般就労の機会がない方に就業の場を提供することが可能です。１．従来では一般就労の機会がない方に就業の場を提供することが可能です。１．従来では一般就労の機会がない方に就業の場を提供することが可能です。１．従来では一般就労の機会がない方に就業の場を提供することが可能です。

従来、一般企業では就労しにくい障害をお持ちの方々に対して、就業の場を提供す

ることができます。これにより、経済的自立を促すことにもつながると思われます。

３．通所員の方々の工賃ＵＰに寄与します。３．通所員の方々の工賃ＵＰに寄与します。３．通所員の方々の工賃ＵＰに寄与します。３．通所員の方々の工賃ＵＰに寄与します。

派遣授産の受入を行うことにより、業務委託費をお支払いすることになりますので、

通所員の方々に支払われる工賃の上昇に寄与できます。

２．職場環境の充実をはかります。２．職場環境の充実をはかります。２．職場環境の充実をはかります。２．職場環境の充実をはかります。

５０坪程度の事業所を確保して、就労環境の向上に寄与します。

４．職員の処遇待遇を一般企業の水準に近づけます。４．職員の処遇待遇を一般企業の水準に近づけます。４．職員の処遇待遇を一般企業の水準に近づけます。４．職員の処遇待遇を一般企業の水準に近づけます。

僭越ながら、福祉業界で働く方々の処遇待遇は日頃のご苦労にもかかわらず、必ず

しも十分ではありません。ご苦労に見合うようにすべく、職員の処遇待遇を一般企業

水準に近づけます。

５．商品クオリティの向上に貢献します。５．商品クオリティの向上に貢献します。５．商品クオリティの向上に貢献します。５．商品クオリティの向上に貢献します。

プルデンシャル生命保険のネットワークを用い、プロの協力をあおぐなどの手段によ

り、商品クオリティの向上に貢献します。



貴センターにお願いしたいこと

１．一般就労している人のサポート１．一般就労している人のサポート１．一般就労している人のサポート１．一般就労している人のサポート

一般就労についた方々に対する日常生活の指導・相談、心のよりどころとしての役

割を担って頂ければと考えております。

２．貴センターが大切にされている地域との共生の場への参加２．貴センターが大切にされている地域との共生の場への参加２．貴センターが大切にされている地域との共生の場への参加２．貴センターが大切にされている地域との共生の場への参加

「障害者も共に生きるまちづくり」として地域社会との繋がりを大切にされていることが

わかります。PGSJと何らかの提携が実現した場合には、貴センターが参加されている
バザー等のイベントに参加させていただきたいと考えています。

３．生活状況や健康状態に応じた連携３．生活状況や健康状態に応じた連携３．生活状況や健康状態に応じた連携３．生活状況や健康状態に応じた連携

障害者各人の生活状況や健康状態に応じたかたちでのグループホームの利用やデ

イケアの利用など。



［参考］障害者の雇用状況

プルデンシャル生命の障害者雇用状況ついてプルデンシャル生命の障害者雇用状況ついてプルデンシャル生命の障害者雇用状況ついてプルデンシャル生命の障害者雇用状況ついて［［［［2005200520052005年年年年6666////1111報告より報告より報告より報告より］］］］

区分 人数等

社員数 ３５５７人

法定雇用数 ６４人

雇い入れ障害者数 身体障害［重度］ １０人

身体障害［重度以外］ １０人

知的障害［重度以外］ １人

計 ２１人

障害者雇用カウント ３１人

障害者雇用率 ０．８７％

不足数 ３３人



業務提携［案］

くまのベイカーズ様との協働につきまして

2006/01/18



提携イメージ［全体像］

同一作業施設内で、くまのベイカーズ様とPGSJが一体となって、菓子製造を行います。

� PGSJが原料の仕入から販売を行います。

� くまのベイカーズ様の業務協力に対し、PGSJが対価をお支払いします。
PGSJへの転籍を選択した方々に対する業務指導
通所員の方々の製造協力（派遣授産）

提携前 提携後［同一施設内］

※網掛けはPGSJへの転籍者

次頁参照



提携イメージ［業務協力］

業務協力に対するくまのベイカーズ様への料金支払いにつきましては、以下の構成で検討をして

います。

① PGSJへの転籍を選択した方々に対する業務指導料
② 通所員の方々の製造協力（派遣授産）料



提携イメージ［事業場］

事業場につきましては、現在の場所からの移転を前提とします。

候補物件:現事業場付近レストラン跡物件

区分 全体 貴作業所 PGSJ

面積 ４５坪 ※１８坪 ２７坪

賃料（月額）

賃料（年額）

※くまのベーカーズ様の賃料負担につきましては、補助上限12万円/月を上限とします。
※12万円/月をベースに、ここではくまのベイカーズ様４・PGSJ６の比率で按分しています。



プルデンシャル生命保険株式会社プルデンシャル生命保険株式会社プルデンシャル生命保険株式会社プルデンシャル生命保険株式会社

【所在地】 東京都千代田区永田町2-13-10
プルデンシャルタワー

【設 立】 1987年10月
【事業内容】 生命保険業及びそれに付随する業務

【資本金】 200億円
【主たる役員】 代表取締役会長 前田一雄

代表取締役社長兼最高経営責任者

三森 裕

【従業員数】 4,176人（2007年度末）
【保険料等収入】 4,592億円（2007年度）
【保有契約件数】 223万4,156件（2007年度末）
【保有契約高】 25兆9,098億円（2007年度末）

プルデンシャル生命ホームページより



センター２１で検討されたこと

所得保障の場としての賃金アップ

自立支援法の先行きの不透明感

失敗すれば一からやり直せばよい

（失うものは何もない）



共同事業までの経緯

２００６年

３月 覚書を取り交わす

９月 業務委託契約を取り交わす

事業開始



共同事業までの経緯



菓子工房ＷＩＴＨの運営



菓子工房ＷＩＴＨの運営

プルデンシャル生命保険からの出向社員、ＰＧＳＪ社員、地域活動支援セ

ンター職員、地域活動支援センター登録者でのクッキー製造。

販売先はプルデンシャル生命・ジブラルタ生命社員向け。販売は本社と親

会社が行う。

レシピは某大手菓子メーカーのパティシエ。

多くの行程を機械化し、作業効率のアップをはかる。



作業従事者

○○○○作業従事者作業従事者作業従事者作業従事者 30名名名名 ２０１１年３月３１日現在２０１１年３月３１日現在２０１１年３月３１日現在２０１１年３月３１日現在

ＰＧＳＪ 10名
プルデンシャル生命社員２名（出向）

ＰＧＳＪ社員8名（くまのベイカーズから7名 レタスから１名 ）

くまのベイカーズ 20名
地活職員6名
（常勤２名 非常勤4名）
地活登録者14名



ＰＧＳＪの役割ＰＧＳＪの役割ＰＧＳＪの役割ＰＧＳＪの役割

クッキー製造にかかる器具、備品、原材料の仕入管理

製造数の調整

本社との調整

クッキー製造（主に計量から焼成まで）

その他製造販売にかかる全般



くまのベイカーズくまのベイカーズくまのベイカーズくまのベイカーズ(センター２１センター２１センター２１センター２１)の役割の役割の役割の役割

地活の運営

クッキー製造（主に袋詰めや缶詰などの包装作業）にかかる

業務（委託料）

→地活通所者の工賃

ＰＧＳＪ社員に対する生活・技術指導料

→ＮＰＯ法人センター２１へ



労働条件

・・・・ＰＧＳＪ社員ＰＧＳＪ社員ＰＧＳＪ社員ＰＧＳＪ社員（３ヶ月間はトライアル雇用）（３ヶ月間はトライアル雇用）（３ヶ月間はトライアル雇用）（３ヶ月間はトライアル雇用）

月月月月 給給給給

賞賞賞賞 与与与与 １ヶ月分／年（＋αあり）
労働条件労働条件労働条件労働条件 月～金 ９：３０－１６：３０

（１時間休憩） ６時間労働

有給休暇、傷病休暇（有給）、

バースデー休暇（年１日）、社保有り



労働条件

くまのベイカーズくまのベイカーズくまのベイカーズくまのベイカーズ

時時時時 給給給給 センター２１の統一工賃

調整金調整金調整金調整金 年３回 その都度話し合って決める。 ３月末日で経費を除いた売上を配分する。

労働条件労働条件労働条件労働条件 月～金 ９：３０－１５：３０（１時間休憩）５時間労働

平均賃金 ２２年度

月額平均３２，９００円程度

埼玉県平均１１，７７７円（平成１８年調査）



ＰＧＳＪ側の成果！？

法定雇用率の達成

障害者と働くことのノウハウ

菓子作りのノウハウ

障害者の生活支援

それらに対するコスト

成果と課題と展望



くまのベイカーズの成果と課題

障害者の所得が増えた

会社員というプライドを持って仕事に取り組める

くまのベイカーズ利用者の所得も増えた

福祉と民間企業の協業の難しさ

これから

10人雇われた後
障害者雇用の場ではあるけども・・・



障害者運動が出発点＝ニーズ（課題）が先であること

事業拡大が目的ではなく、問題解決の手段として事業（制度など）を

活用する

事業規模にはこだわらない

地域にこだわる

当事者を中心に据える＝話し合いを十分に

目的と手段を常に意識していく

目的理念をどう伝え、繋いで行くのか

継続的な運動としてどう続けるか

制度が大きく変わろうとしている今何が必要か

これまでの取り組みについて


