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＜障害者雇用について＞ 
 

 

昨年 10月、障がい者雇用に関する不祥事が発覚しました。なんと中央省庁の 8割にあたる行

政機関で、障害者手帳の交付に至らないなど障害者に該当しない者を「障害者として雇用」、あ

わせて 3460 人もの障害者が水増しされていた問題です。この事は皆様記憶にあると思います。

民間企業は雇用率が未達成の場合納付金を支払わなければいけませんが、中央省庁には納付金

制度は適用されない為、42年間にわたってこの不祥事が行われていました。 

誰もが当然達成しているであろうと思われていた中央省庁における障害者雇用率達成、こん

な事が平然と行われていた事に国民は唖然しました。そもそも、民間企業には納付金を課せる

など厳しいことをしながら、国の機関が、障がい者雇用を自ら進めてこなかった理由はどこに

あるのでしょうか？ 

以前、私は刈谷市の図書館で障害者雇用を勧めたことが有りましたが、「図書館には障がい者

を受け入れる仕事場がない」と、にべもなく断られたことが有ります。どうすれば受け入れる

ことが出来るかも考えもせず、頭から出来ないと決めつけてしまう行政機関の柔軟性に欠けた

考え方に問題があると思います。障がい者の適正に合った職場を積極的に探し、切り拓いて行

くことが必要ではないでしょうか。 

この事件後、国は躍起になって障害者雇用を進めようと障がい者を集めています。今迄、採

用枠にも入れようともしなかった障がい者に対して、雇用率達成の為に、やたら人数合わせを

しようとしているようにしか思えません。私は、行政機関に障がい者を受け入れる体制が職場

に整っているのかとても不安を覚えます。 

職場環境はハード面だけではなく、ソフト面での受け入れ態勢が重要です。やたら神経質に

なる必要はありませんが、それぞれの障がいについて理解し、受け入れる為の環境を整える必

要があると思います。働く仲間として暖かく迎え入れる姿勢が無ければお互いが不幸になりま

す。受け入れ側の健常者は何をどのように手伝えばよいのか、障害をどう理解すればよいのか

など、新しく働く仲間になった障がい者について、知っておく必要があります。障がい者側も、

「何」を手助けしてほしいのかなど、孤立しないためどのようなコミニュケーションをとって

いかなければいけないのか学ぶ必要があります。 

障がい者が活躍できる社会の実現の為、福祉機関・NPO・行政・企業が手を携えて働く場の環

境を整備し、障がい者も受け入れた職場もお互いが幸せになる職場つくりを進めて行きたいも

のです。そうでないと全ての仕事は今後 AIに乗っ取られてしまいます。緊急に集められた障

がい者が大切に扱われ、職場で活躍できる環境が整っていけば、社会貢献できる人材に育って

いきます。彼らが幸せに働いて行けるよう心から願うばかりです。 

そしてパンドラの会は、障がい者と雇用側の懸け橋になれるようこれからも真剣に障害者雇

用について励んで行きたいと思っています。誰もが幸せに暮らせる社会の実現に向けて頑張り

ます。今後ともよろしくお願い致します。 

 

代表理事  岡部扶美子 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/2018%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%89%8B%E5%B8%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85
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1 月 7 日の仕事始めの日、おかし工房パンドラのメンバー

ーは、働いたお給料を積み立てて名古屋キュリオス公演を

観劇してきました。 

人間業とは思えないような曲芸にハラハラドキドキ、その

素晴らしい世界を味わいドキドキした一日でした。サーカス

の観劇は初めてのメンバーもいて、大変楽しいひと時を味わ

うことが出来ました。 

 

 

 

２月２４日(日)に行われる第 25 回福祉ふれあいフェスティバル in シャインズに 

パンドダンサーズが登場します！このイベントは、刈谷市社会福祉協議会様、株式会社

豊田自動織機様主催によるイベントで、毎年とりを飾って盛大に盛り上げています。 

今年のダンスは、DA PUMP「U.S.A」を披露する予定です。大島育美先生のもとパンドラ 

ダンサーズは真剣に練習中です。ご興味のある方は是非お越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年を迎えて 

名古屋キュリオス公演行ってきました！！ 

～パンドラの会にご支援、ご協力していただいている皆様～ 

 

昨年は、皆様に大変お世話になりました。今年も、パン

ドラの会スタッフ一丸となり障がいを持たれた方への

より良い支援を行っていきます。 

今年も、変わらぬご支援ご協力をお願いいたします。 

出演依頼受付中！！ 

依頼は、パンドラの会事務局(0566-25-3012)まで 

パンドラダンサーズ始動！！ 
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 前回のパンドラ通信でお伝えしました「寄附のゼミ

ナール in あいち 2018」の特別授業 3 コマ目（寄附金

贈呈、ＮＰＯと高校生との意見交換）が 11 月 14 日(水)

愛知県立愛知商業高等学校にて行われました。 

参加した高校生 36 名のうち 18 名が当法人の活動

へ投票してくださり、3 団体中、一番多くの票を獲

得することができました！投票率から15万4,286円

のご寄附を頂戴しました。多くの方の賛同を得て寄

附というかたちでご支援をいただいたことは大変嬉しく、自信へとつながりました。本当にあ

りがとうございました！！ 

投票してくださった高校生からは「“劣っているの

ではなく違っているだけ”この言葉に心を動かされま

した」「少しでも多くの方がこの活動を通して自分に

自信を持ち社会で生きていけるようになったらいい

なと思いました」等のご意見をいただきました。家族

や学校等、身近に障害のある方がいるという方も多か

ったです。 

いただいたご寄附は来年度の「コミュニケーション

を楽しく試すワークショップ」事業に活用させていただきます。 

 

 

 

 日中一時支援事業が、皆様に定着して多くの皆様にご利用していただけるようになりました。 

多くのスタッフとともに、毎回充実した笑いの耐えない楽しい時間を過ごしていただいていま

す。パンドラの会のメンバー以外にも多くの方にご利用いただいています。ご利用を希望され

る方は、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★一番多くの票を獲得することができました！ 

（寄附のゼミナール in あいち 2018 結果報告） 

地域生活支援 S＆J パンドラ日中一時支援事業 

★２月の予定★ 

２月９日(土)  料理＆ダンス 

２月１６日(土) 料理＆おやつ作り 

問い合わせ先：S＆Jパンドラ 0566-91-5416 
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２つのセクションの活動報告 

 

 

 

 

パンドラバレンタインのチョコレートは最高級のチョコレート（ベルギー産カレボー社）を使

用、とことん材料にこだわった一品を揃えました。パンドラスタッフが心込めて作ったお菓子

を、大切な方へのプレゼント・自分へのご褒美としていかがでしょう。 

有名菓子店ではありませんが、味には自信があります！ 

2 月 5 日（火）までご予約を行っておりますのでご予約お待ち

しております。 

   ･チョココーティング    ･アマンドショコラ 

  ・生チョコ 8 個入り    ・オランジェット 

  ・抹茶＆生チョコセット  ･生チョコケーキセット 

               

 

 

1月 15日.16日・17日の 3日間刈谷市立雁が音中学

校 2 年生女子生徒さん 3 名を職場体験学習として受

け入れました。3 人ともお菓子作りに大変興味があ

った様で、真剣に仕事に取り組んでくれました。実

習生が見えると作業員の方がとても張り切って仕事

に励み、とてもうれしそうでほほえましく感じまし

た。   

 

 

 昨年 12月に皆様からご注文頂きましたクリスマスケーキの売り上げは 942,860 円でした。ケ

ーキ以外にもクリスマス会など、手土産として焼き菓子の詰め合わせもご注文いただきました。

ご協力に感謝いたします。有難うございました。 

 

株式会社ガイアの「メガガイア刈谷店」様が、昨年 11月から月 1 回定期的にパンドラのお菓子

をご購入していただいています。この活動はメガガイヤ刈谷店様の社会貢献活動の一環として

行われています。社会貢献活動としてパンドラのお菓子を使っていただけることに、心よりお

礼申し上げます。皆様に喜んでいただけるよう美味しいお菓子を作ります。 

有難うございます。 

    

 

◇メガガイア様  ◇（株）デンソーユニティーサービス様  ◇（株）デンソーファシリティーズ様   

◇（株）豊田自動織機様◇（株）デンソーウェーブ様     ◇（株）豊田自動織機東浦工場様 

◇（株）シャインズ様 

おかし工房パンドラ 

バレンタインデー予約が始まりました！ 

刈谷市立雁が音中学校職場体験学習の生徒受入 

大口のご注文ありがとうございました。（順不同） 

クリスマスケーキの売り上げ報告 

メガガイア刈谷店様定期的注文契約有難うございます。 
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           公文式学習は 

           『働く姿勢』に 

通じる力を育てる 

 

← S&J での学習風景 

 

 

弊所で 2013 年 11 月よりプログラムの柱の 1 つとして導入している「公文式学習」。 

今回は、公文と大阪大学研究グループの共同研究を通じて明らかになった公文式の学習

効果についての動画（KUMON レポート～公文式の効果学校導入編～）が公開されました

のでご紹介させていただきます。                       ⇒ 

  

調査結果の中で、労働経済学がご専門の松繁寿和先生は、公文式の学習効果について… 

 

 

 

 

 

さらに、この「処理力」「思考力・類推力」「修正力」は、それぞれ労働経済学の観点から、“社会でいい仕

事をし成果を出す人”の特徴である「ハード・ワーキング（熱心さ、仕事への情熱）、「ロジカル・シン

キング（論理性）」、「コミットメント（課題遂行力、粘り強さ）」にあたるといい、『働く姿勢』にも通じ

るとのことです。 

 

   処理力      ハード・ワーキング 

              多くの作業を、集中して着実に処理する姿勢 

 

思考力      ロジカル・シンキング 

              物事を論理的に考える姿勢 

 

   修正力      コミットメント 

            あきらめずに、手をつくして目標を達成する姿勢 

 

利用者の方からは「公文にはこんな効果もあると知って驚いた。自分でも意識をして、さらに一生懸命 

取り組もうと思います」との感想も聞かれました。               （所長 坂口伊久磨） 

※「共同研究を通じて明らかになった公文式の学習効果」（日本公文教育研究会）を元に作成 

 

 

問題や課題の構造を理解しないと類推はできません。構造を理解するためには

一歩一歩自分の能力を高めていくことが重要です。公文式は『処理力』の向上を

目指した学習法だと思っていましたが、実際に研究をして『類推する力』や『我

慢強く修正する力』も向上する学習法だということがわかりました。 

S＆Jパンドラ 
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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。 

◆蟹江紗代様   ◆鈴木千歳様   ◆千葉紀明様  ◆服部智子様 

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  ◆岩附由佳様  ◆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  ◆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 

◆鈴木 茜様   ◆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  ◆得猪佳代様  ◆永島彩朱様   ◆並 政志様 

◆楢本美智子様  ◆野口真哉様   ◆野村朋子様  ◆橋本和佳様   ◆長谷川実希様 

◆林 祐介様   ◆林 葉子様   ◆樋口敏弘様  ◆平松賢人様   ◆藤井昌弘様 

◆牧野久美子様  ◆枡田敦子様   ◆松本早希様  ◆水野泉美様   ◆水野祐樹様 

◆松山綾華様   ◆明神 篤様   ◆村田 哲様  ◆安井勝義様   ◆山口智子様 

◆山口真世様   ◆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。 

◆加藤義宏様   ◆神谷隆也様  ◆廣岡雅敏様   ◆三浦 清様   ◆萩野有香様 

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、確定申告前に年間総額をまとめて平成 31年 1月末に送付させていただきます。 

＜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 岡部扶美子」 

【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 岡部扶美子」 

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。 

 

 

 

 


