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地域の課題と連携について

この春、医療、介護とともに障害福祉サービスの報酬改定がありました。特に今年度は 3 年に一度の大きな

改定に当たる年でした。

障害福祉サービスの今後の大きな方向性が示されていると同時に、主な改定ポイントして以下が求められて

います。

① 障害のある人の重度化・高齢化を踏まえたグループホームなど地域生活の支援、

② 困った時・悩んだ時の最初の窓口である相談支援の質の向上

③ ニーズを踏まえたきめ細かな対応ができる効果的な就労支援、

事業所には更なる実績重視の報酬配分の仕組みが強化されました。

昨年度はコロナ禍、今年度は上記の報酬改定などの外部要因に対し、脅威ではなくチャンスと捉え、

パンドラでは既存事業の改善だけでなく新規事業にも取り組んでいきたいと考えています。

さて、先述の報酬改定を見ていて、私はすべてに共通したキーワードがあると感じています。それは「地域の

課題と連携」です。

目の前の方、一緒に働く仲間への支援を一生懸命やることは当然です。しかしそれだけでは地域の課題に

気づかないことも起こりえます。またそれに気づいても、連携なしには解決が難しい問題が多く、そのことが更に

問題を深刻化している面があります。

今年は地域の課題を知り、具体的な連携へ向けた行動にも注力していきます。具体的には、私の所属する

「刈谷市障害者自立支援協議会」「子ども・若者支援地域協議会」などで以下の活動に取り組んでいきたいと

考えます。

① 地域のひきこもりや生活困窮者の方の支援のための情報収集とその共有。

② 地域の多くの障害のある人が働く就労継続 A 型・B 型支援事業所から、企業での一般就労するため

に必要な取り組み。

③ 就職した人の定着を支えるサービスとして効果が認められている「定着支援サービス」だが、

新卒者（特別支援学校や専門学校等）は利用できない現状と課題

特に①については、当事者の方は障害福祉とも重なる方も多いけれど、行政でも支援者側でも、それぞれの

管轄や実施するサービスが異なるだけで、それぞれの情報が全く共有できていないことが大きな課題と言われて

います。加えてコロナ禍、関係者で集まる会議やイベントも昨年度は中止となることも多くありました。

だから無理だね、と諦めるのでとはなく Zoom なども活用し、Zoom だから効果的に効率よくできることもあります。

実際、3 月 4 月に刈谷市内の就労系と言われる 20 数か所の障害福祉サービス事業所で Zoom を活用した

「報酬改定に対し事業所の取り組み、地域連携」と称して会議を主催しました。初めての試みでしたが、今後の

連携へのきっかけとなる手ごたえを感じました。

今後も地域のいろいろな方や組織と連携の機会をつくりながら、パンドラの目指す「みんなが笑顔な街づくり」を

目指していきます。

これからも、皆さまのご支援ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

理事長 坂口伊久磨
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2021 年 4 月 1 日コロナ対策を充分行いながら利用者、職員

のみで今年度の入所式行いました。

今年度は何年かぶりにおかし工房パンドラにも安城特別

支援学校から 1 名入所され、移行支援の S&J パンドラでは

5 名の方が入所されました。職員の移動もあり、新たな年が

始まりました。昨年からコロナウイルス対策をしながらの施設

運営ですが今年もコロナウイルス対策には気を付けて利用者

に満足していただけるサービスを行います。

4 月 1 日より瀧川賢司さんが事務局長としてパンドラの会に加わりました。瀧川さんは

某トヨタグループ企業の基礎研究をされてきました。思うことがあり早期退職を決意、

すぐさま日本福祉大学の大学院に入学、犯罪を起こした知的障がい者の就労問題の

研究で「社会福祉学の博士号」を取得されました。今年３月まで社会福祉法人の

就労移行支援事業所でご活躍されていましたが縁あって、４月よりパンドラの会の

事務局長として来ていただけることになりました。今後は理事長坂口伊久磨と共に、

パンドラの会の中心的な役割を担っていただきます。その他には、就労移行の仕事全

般と、就労定着支援を主に担当していただきます。利用者のライフキャリアを見据えた

支援を強化し、利用者に寄り添った支援を行っていただきます。

   暖かく優しい素敵な方です！！

会長の岡部が WAM 助成金事業で、パンドラの会の事業ノ

ウハウ本として 3 月中旬に「あまーい世界のあまーくない現

実」と題して、自身の経験から障がいのある子の子育ての経

過とパンドラの会の事業展開の方法、25 年間のパンドラの会

の歩みなどを一冊の本にまとめ上げました。誰も行っていな

かった福祉と企業との協働事業のノウハウや、子育てで起こ

る楽しい出来事など、読み応えのある 1 冊にまとめ上げられ

ています。

又この執筆にはデンソープロボノの内藤嘉久様に、大変ご

尽力をいただきました。ありがとうございました。

2021 認定 NPO 法人パンドラの会入所式

パンドラの会事務局長 瀧川賢司さんを迎えました

ＷＡＭ助成金で、会長岡部扶美子が本を出版しました！

７月 10 日（土）には出版記念講演会を予定しています。

ご希望の方 本差し上げます！パンドラまでお問い合わせください。
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パンドラの会では恒例になっていた入所式・花見・ボーリング大会は昨年より中止に

なり、花見弁当は持ち帰りになっていましたが、おかし工房のみんなは、午後からの

仕事もあり、恩田町のとある場所で間隔をとりながら川向こうの

桜の花見をしながら黙食で花見弁当を味わいました。

「シリーズコロナ渦をこの地域で生きる」と題して

2020 年 4 月よりいろいろな分野にわたり取材を進めら

れていました。福祉分野を代表し、２０２０年７月８日に

パンドラの会を取り上げていただきました。又、２０２１年

４月３日には特別編として池上彰様をゲストに迎え、

地域のミライと題して 2 時間わたり、ZOOM で 50人もの

方をつなぎ、いろいろな方面から話し合いがされました。

パンドラの会は福祉分野の代表事例として ZOOM

参加者でもあり、取材事例として活動の様子を放映をしていただきました。

昨年 12 月 22 日に㈱デンソーファシリティーズ様の

社会貢献活動として福祉事業所へ、「クリスマスプレ

ゼント」を企画され、プレゼント品としておかし工房の

お菓子を選んでいただきました。これは、お菓子をい

ただいた福祉施設への社会貢献とお菓子を作って

いる福祉施設（パンドラ）双方の施設にとって嬉しい

ことでした。皆様のやさしさに感謝します。

コロナウイルス感染の影響により、お菓子の注文もなく、作業員の仕事も

なくなり困っていたところ、３月末、株式会社デンソープレステック様より、

箱詰め 447 セットという沢山のご注文をいただき、株式会社デンソー

プレスティック本社豊川工場様・高浜工場様へ配達させていただきました。

スタッフ一同納期に間に合わすため、一人一人が力いっぱい頑張りました。

      ありがとうございました！！

キャッチネットワーク取材を受けました

恩田町のとあるところで

コロナウイルス感染気遣いながらの花見

新年号に掲載できずに申し訳ございませんでした。

株式会社デンソーファシリティーズ様の社会貢献活動！！

株式会社デンソープレステック様

沢山のご注文ありがとうございました！！
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２つのセクションの活動報告

3 月８日より安城特別支援学校を卒業した宮田昴斗（ミヤタタカト）君が新たに仲間に

加わりました。

笑顔がとても素敵で、毎日休まず 40 分の道のりを歩いて出勤しています。今の目標は「粉ふるいがきちんと

出来る様になる事」です。又先輩たちも新人が入ったことが良き刺激になり、厨房はより活気づいています。

バレンタイン 380，950 円   ホワイトデー 226，050 円

コロナ渦のイベントでしたが、皆様のご協力のおかげで多くのご注文をいただき、昨年度を超える売り上げと

なりました。ありがとうございました。これからも美味しいお菓子を皆様にお届けできるよう頑張ります

これからのご活躍に期待します！！３月１日～３日の３日間、慈恵福祉保育専門学校保育学科 1 年の２名の

実習を行いました。緊張しながらも障がいのある方を理解しようと、彼らとコミュニケーションを取り実習に励んで

いました。一人でも多くの方が福祉に興味を示していただけたらなと思います。

井桁堂株式会社 サロンド・ド・テ名古屋ふらんす様にて

3 月 20・21 日（長久手店）、２７・２８日（本店）の４日間コロナ対策

を取りながら販売に伺わせて頂きました。

同じお菓子を販売しているにも関わらず、名古屋ふらんす様の

社会貢献活動の一環として、チラシににも掲載していただくなど、

大変温かく迎入れていただきました。

      ありがとうございました。

バレンタインデー・ホワイトデー売上報告❣

おかし工房パンドラ

新しい仲間が増えました 

名古屋ふらんす様 アーモンド祭りに

出店させていただきました。 

専門学校生実習生の受け入れ



2021年 4月 30日発行 増刊通巻 89号

5

                     2021 年 1 月～4 月 3 名の方が就職しました!!

～就職おめでとうございます！これからも私たちは応援していきます!!～

ニチバン株式会社 テープ安城工場 様

◆会社概要：粘着テープ類など粘着技術をベースに貼る」製品の製造

◆従事作業：粘着テープ類の包装、構内清掃、器具の洗浄など

A さまは、特別支援学校卒業と同時に当事業所に通所を開始されました。

通所当初は、他の使用者やスタッフと話す時間が少なかった印象でしたが、

様々なプログラムを通して最後までやり抜く力を身に付けられ、最後は A さま

から他の利用者の方とのコミュニケーションを楽しまれていました。就職後、

メールでの日報を読むと A さんが、日々業務をこなして会社の期待に応えてい

る様子が分かり嬉しく思っています。ニチバンの担当者の方からも高い評価をい

ただき、今後も着実に業務を覚えて会社の戦力になって欲しいと思っています。

株式会社デンソーブラッサム 様

◆会社概要：（株）デンソー特例子会社（清掃、メール便、オフィス作業）   

◆従事作業：（株）デンソー本社の清掃業務

B さまは、特別支援学校卒業と同時に当事業所に通所を開始されました。

通所当初は、周囲の利用者に対してイライラを感じることもありましたが、

就職が近づくにつれて、頑張ろうという気持ちが芽生えてくる様子が感じられ

ました。デンソーブラッサムではモップのかけ方、食堂での椅子の並べ方、

エレベータ清掃などの練習をしています。まだまだ一人前になるまでには練習

が必要ですが、無遅刻、無欠席で出勤できていることを誉められました。今後

は指導員や同僚の方とのコミュニケーションを取りながら、安全に注意して元気に働いていただきたいと思っています。

株式会社あミューズ 様

◆会社概要：ガチャガチャ（カプセルトーイ）の通販専門店

◆従事作業：商品の組み立て、仕分け、検査、袋入れなどの軽作業等

C さんは 2018 年 11 月から通所を開始されました。C さんの当初の課題

は疲れにくい身体つくりと生活リズムの確立、コミュニケーションの不安を

なくすことでした。そして、S&J のプログラムを通して、１年半後には週５日

毎日休まず通えるようになり、グループワークでは他の利用者と積極的に

コミュニケーションが取れる様子が見られるようになりました。あミューズで

は会社の期待以上の作業能力を発揮し、高い評価を受けています。また S&J の OB 会にも元気に参加していただいて、

職員や就職した仲間たちと楽しく談笑しておられる姿を見ていると、Cさんの充実した就労生活がうかがえてS&Jとして

もうれしく思っています。

就職した皆さま、今後のご活躍に期待しています！

S＆J パンドラ
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・子ども食堂『ほっとライス』様

・学校法人さくら学園様

・株式会社デンソープレステック様

・株式会社豊田自動織機様

・株式会社デンソー様

・株式会社デンソー高棚製作所様

コロナ禍が続く中、沢山のご注文をありがとうございました。

スタッフ一同、一つ一つ感謝を込めて丁寧にお菓子を作りました。

法人・個人賛助会員・運営会員の皆様、ありがとうございます。

◆伊藤寛泰様 ◆加藤大志様 ◆山内咲季様  ◆野畑千榮様

ろうきん NPO 寄付システムご利用会員の皆様、ありがとうございます。

◆青葉信子様   ◆浅井貴仁様     ◆安部周一様    ◆石田真也様    ◆伊藤真由美様

◆伊藤未紅様   ◆伊藤理佳子様  ◆上田貴和子様    ◆上田正徳様    ◆岡村悠衣様

◆春日井彩様   ◆加藤武子様    ◆兼堀真世様    ◆菊川直矢様    ◆喜田美香様

◆北村典子様   ◆熊井基之様   ◆熊澤智子様     ◆佐々木一友様   ◆沢田英之様

◆関山哲平様   ◆高橋清通様   ◆竹内美和子様  ◆田中 愛様    ◆玉田孝司様

◆築山津江美様   ◆永島彩朱様   ◆並 政志様    ◆楢本美智子様    ◆丹羽 満様

◆野口真哉様   ◆野村朋子様   ◆橋本和佳様    ◆金原実希様    ◆林 祐介様

◆林 葉子様   ◆樋口敏弘様   ◆平松賢人様    ◆藤井昌弘様    ◆枡田敦子様

◆水野泉美様   ◆水野祐樹様   ◆村田 哲様   ◆安井勝義様     ◆山口智子様

◆山田直子様   ◆山本健太様   ◆吉川文子様    ◆渡辺健斗様

ご寄付いただいた皆様、ありがとうございます。

◆河原朗治様    ◆谷口奈保子様    ◆千種祐司様     ◆愛知商事様      ◆岡田悦子様

◆竹中道治様    ◆吉田順一様      ◆江部真弓様     ◆小野内侑子様    ◆平澤美弥子様

◆岡部扶美子様

大口注文ありがとうございました
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平成 24 年 9 月に認定 NPO 法人に認定されているため、寄付控除が受けられます。

個人が認定 NPO 法人に寄付をすると税金が還付されたり、安くなります。

尚、この制度を利用する場合には、確定申告が必要です！

「パンドラの会」は会員である皆様からのご協力により法人活動を維持・発展させています。

これからも私たちの理念である「障がい者がより生きやすい社会の実現」の為に皆様のお力添えが必要です。

ぜひ会員となってお力をお貸しください。会員の方には活動状況等を載せた年間４回発行の会報を

お送り致します。

領収書につきましては、確認後、発行させていただきます。

確定申告前に年間総額をまとめて寄附金受領証明書（領収書）を同封させていただく方も

ございます。(令和 4 年 1 月末発行予定)

再発行はいたしかねますので、大切に保管して下さい。

＜年会費のご案内＞  一般会員：1 口 2,000 円以上    法人・企業会員：1 口 10,000 円以上

＜振 込 先＞

【郵便局】 郵便局 00810－7－120120 口座名「NPO 法人パンドラの会 おかし工房パンドラ」

【銀 行】 三菱 UFJ 銀行 東刈谷出張所   口座番号 1053427

口座名 「特定非営利活動法人パンドラの会 理事 坂口伊久磨」

【労働金庫】 東海労働金庫 刈谷支店   口座番号 7942639

口座名 「特定非営利活動法人パンドラの会 理事 坂口伊久磨」

法人・個人賛助会員・運営会員の皆様、ありがとうございます。


