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対話から、みんなが住みやすく活気のある街に
～改正障害者差別解消法が成立～

障害者差別解消法は 2016 年施行されました。行政機関や民間事業者に対し、障害を理由とする不当な差別的取り扱
いを解消する措置等を定めることにより、誰もが互いを認め合い共に生きる社会の実現を目的としています。

〇 差別的取り扱いとは
正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けるような行為を言います。車椅子での美容院
での施術を断ったり、脳の障害を理由に音楽教室の体験入学を断ったり等は配慮に欠けるとされたり、精神障害を理由に一
律に入会を拒否していたスポーツクラブが指摘を受け、個々の事情を考慮するように改めたケース等があったそうです。※1

〇 社会的障壁を取り除くための合理的配慮
また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意見の表明があった場合には、事業者は負担になりすぎない範囲で、

社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮が求められます。
上記の“社会的障壁を取り除くため”とはどんな意味でしょうか。これには障がいの捉え方の変化があります。国連は 2001
年 ICF(国際生活機能分類)で「障がい」を次のように定義しました。

『心身機能の状態や社会にある様々な障壁との相互作用の中で、誰もが経験すること』
つまり「心身の機能に障害があるから」という個人の問題のみでなく社会にある障壁による生きづらさも障がいとしました。
具体的には、利用しにくい施設、設備や制度、慣行、そして人々の障害のある人への意識や偏見なども含まれます。
合理的配慮には、例として、車いすユーザーの人の移動の手助け、視覚障害のある人に書類の読み上げ、聴覚障害のあ
る人に手話や筆談での対応など上げられています。しかし、状況によって求められる対応は千差万別であることは想像に難く
ありません。また負担になりすぎない範囲の定義も曖昧です。対応側の状況等により負担かどうかも大きく変わるでしょう。

〇 合理的配慮、民間事業者に義務化
６月国会で同法は改正されました。主な改正点は、上記の合理的配慮について民間事業者は努力義務から義務化にな
ったことです。2024 年までには施行されます。
検討段階で経済団体から時期尚早との慎重論も出されたそうです。現時点で、小さな商店などでは「障がいの人からの要
望に応えるのは難しい、負担が大きくなる」と感じるところも多いかもしれません。また障がいのある人の中にも「何でもお願い
すればやってもらえるの？」と捉える方もおみえになるかもしれません。

〇 建設的な対話から win win へ
法の目的である、互いを認め合い共に生きる社会につなげるためには何が必要でしょうか。
まずは、互いが出会う機会を増やすことが重要だと考えます。知らないことから、偏見や差別は生まれます。
そして「やってほしい！」「なぜやってもらえないの？」、それに対して「できる・できない」のような対論に陥らないために、
対話が不可欠だと私は考えます。そもそも対論と対話とは意味が違うといいます。「対論」（ディベート）は、異なる論理の戦い
＝勝ち負け。一方「対話」は、A と B と異なる論理が摺り合わさり、C という新しい概念を生み出すこと。異なる価値観を

持った人と出会うことで、自分の意見が変わることに喜びさえも見出す態度、まさに win win です。※2
この法律をきっかけに、障がいのある人でも気軽に楽しく地域の商店等を利用することが増え、そのことで商店は新しい顧
客が増え売り上げも上がる。そんな素敵な風景が多くの街で生まれるよう、法施行まで 3 年、私も具体的に考え行動します。
理事長 坂口伊久磨
※1：2021/6/18 日経新聞記事より

※2：「わかりあえないことから～コミュニケーション能力とは何か～」 平田オリザ著より
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認定特定非営利活動法人パンドラの会
「岡部扶美子・瀧川賢司出版記念 －パンドラＤＮＡの更なる飛躍－」
2021 年 7 月 10 日（土）に認定特定非営利活動 法人パンドラの会「岡部扶美子・瀧川賢司出
版記念講演会 －パンドラＤＮＡの更なる飛躍－」を刈谷市 総合文化センター 小ホールにて開催
いたしました。

会長 岡部 扶美子

事務局長 瀧川 賢司

講演会では、坂口理事長の挨拶の後、事務局長の瀧川賢司が「犯罪を起こした知的障がい者の就
労と自立支援 ～彼らは働くことで変化し成長できる～」という表題で講演を行いました。講演で
は、実際に犯罪を起こした知的障がい者へのインタビュー調査や全国の福祉事業所へのアンケート
調査の結果をもとに、就労と生活自立の両立のために必要な条件や環境について話しました。また
元代表理事（現：会長）の岡部扶美子が、「あまーい世界のあまーくない現実」という表題で講演
を行いました。講演では、岡部扶美子の 20 年以上に渡る障がい者福祉に取り組んだ内容として、
障がいのある息子さんの話や事業所の立ち上げや存続危機を乗り越えてきた激動の日々について
笑いを交えて話をし、地域で障害のある方の就労を通した支援の尊さを伝える事ができたと思いま
す。そして、昨年の「設立 20 周年記念式典」に上演した「ＢＡＤ」のダンス映像も観ていただき
ました。加えて、講演会へ出席された皆様にはケーキやクッキー等を購入していただきました。こ
れもパンドラの会が設立当初から真摯に安全なお菓子作りに取り組んできた結果であると思って
います。
コロナ禍の中で、出版記念講演会が無事行えたことに心より感謝いたします。本講演会の準備段
階から関わっていただきましたデンソープロボノの内藤様、また丸山様をはじめパンドラの会の理
事の方々、その他ボランティアの皆様のおかげです。ありがとうございました。
最後になりますが、これからも坂口理事長を先頭にしてパンドラＤＮＡを引き継ぎ、育ててまい
りますので、今後とも認定特定非営利活動法人パンドラの会へのご支援・ご協力を賜りますようよ
ろしくお願い申し上げます。
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パンドラの会合同映画鑑賞
コロナ禍で楽しいイベントが中止になる中、少しでも楽しんでもらおうとパンドラの会で合同
の映画鑑賞会を行いました。本来であれば、映画鑑賞とともにパンドラの会の利用者の方の交流を
していただきたかったのですが、感染防止策のため 2 つの
グループに分けて距離を取りながら行いました。利用者の
皆様より、とても楽しかったとの感想を多くいただきました。
今後も、感染対策を行いながら少しでも楽しんでいただける
イベントの開催を通して利用者の皆様がリラックスできる場を
提供できればと考えています。

ＫＡＣＨ ＴＩＭＥ 30

特集 「地域の今」の取材を受けました。

コロナ禍の「パンドラの会」の現状について昨年より何度も取材を受けました。
今回は前回の放送から１年経ち、おかし工房パンドラの現状とこれからを取材していただきまし
た。現在もイベントの中止などが相次ぎ安定した収入がない
現状があること。また、その中でも障害のある方の雇用を守り
抜くために多くの努力や地域の方との連携強化していく必要が
あることなどを放送していただきました。
今後も厳しい状況が続きますが、利用者様の仕事を確保する
ために職員一同さまざまな工夫を取り入れながら雇用を守り
続けます。

認定 NPO 法人パンドラの会
令和 3 年度

定時総会の開催のお知らせ

下記の日程において、令和 3 年度定時総会を開催させていただきます。
今期の総会は新型コロナウィルス対策を行いながら開催させていただきます。パンドラの会の運営委
員の皆様について、欠席の場合は委任状が必要となります。都合の合わない方は、後日お渡しさせてい
ただく委任状の提出をよろしくお願いいたします。
記

開催日時：令和 3 年 8 月 21 日(土)
場所：

S＆J パンドラ

10：00 ～ 11：30

(刈谷市一ツ木町 1 丁目 13 番地)

当日駐車場について：JA あいち中央

かりがね支店

(交通誘導のスタッフの指示に従い駐車をお願いします。)
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２つのセクションの活動報告
おかし工房パンドラ
みんなでカレー作り
終わりの見えないコロナ…外でなかなか楽しむ事も出来ない毎日。
少しでも利用者さんに楽しんでもらおうと、皆さんで「カレー作り」をしました。
じゃがいもやニンジンの皮を剝きすぎて無くなりそうになりましたが…包丁を器用に使って
料理ができたのには驚きました。

アジサイ祭り
６月１２日(土)、鞍ヶ池公園で行われた「あじさい祭り」に
参加させていただきました。久しぶりのイベントで、利用者の皆様が
生き生きとお仕事をすることが出来ました。ありがとうございました。

株式会社アイシン様によるじゃがいも堀り
６月２９日（火）に株式会社アイシン様主催によるじゃがいも収穫祭が行われました。万全なる
コロナ対策をして頂き、安心してじゃがいも堀りを楽しむことが出来ました。
皆を喜ばせてあげたいという思いに感謝しかありません。収穫させていただいたじゃがいもは、と
ても美味しくいただきました。ありがとうございました！

新商品！！ロカボスイーツ♡
玄米クッキー（黒ゴマ、抹茶、ほうじ茶の 3 種類）
卵、小麦粉、乳成製品を使用せず
植物生まれの材料で作り上げた体に優しいお菓子です。

各２８０円（税込）

リーフ

一枚１００円（税込）

食物繊維・鉄分たっぷりローカロリーシリアルで
食感を楽しめるクッキーです。（右写真）

大口注文ありがとうございました
・WAFCA 様・ワシノ商事様・株式会社豊田自動織機コンプレッサ事業部組長会様
・株式会社豊田自動織機労働組合様・株式会社デンソー高棚製作所様・長楽寺様・小八重勇様
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S＆J パンドラ

202１年 5 月～7 月 2 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!!～
刈谷公共職業安定所 様
◆会社概要：地域の総合雇用サポート機関
◆従事作業：事務補助
A さまは前職退職後、体調不良により自宅療養されていました。失業給付が切れるまでに再就職したいとの相談があり当
事業所に通いトレーニングを開始しました。週 2 日の短時間の通所から始め、徐々に日数、時間数ともに伸ばしていきました。
体調不良もあり通所日数が増えない時期もありましたが、生活リズムを徐々に整え週 5 日通所できるようになりました。そのタ
イミングで刈谷公共職業安定所の求人を紹介され応募し採用に至りました。現在は、休むことなく勤務されており、業務につ
いても高い評価をいただいています。おめでとうございます。

株式会社 名興発條 様
◆会社概要：自動車部品を主とした、線ばね、薄板ばね
精密プレス部品及びこれらの複合品の製造
◆従事作業：ばねの検査業務
Ｂさまは前職退職後、支援学校の先生の紹介で当事業所に通所される
ようになりました。とても真面目な性格でしたが、困っていることや悩みを
話すことができずに自分で抱え込んでしまうことが多くありました。
当事業所のプログラムを通じて、自分の思いを相手に話す方法の練習
等を通じて自分の思いを少しずつ適切に表現できるようになりました。
そして今回の実習を通じて「真面目さと丁寧さ」が評価され採用に至りました。
おめでとうございます。

★NEW!

スタッフ紹介★

吉田 菜美（よしだ なみ）さん
6 月より、定着支援員として『S＆J パンドラ』の職員に加わりました。
今後は、就労している S＆J パンドラの卒業生が長く働き続けられる
ような支援を行っていただきます。今後の活躍に期待しています。

大久保 美紀（おおくぼ みき）さん
6 月より、支援員として『S＆J パンドラ』の職員に加わりました。
現在は、就労移行のプログラムを通じて利用者様と接していただいて
います。今後は、利用者様との面談を通じて利用者様が抱えている
不安や悩み等をお聞きし就職に向けた支援を展開していただく
予定です。今後の活躍に期待しています。
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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。
◆

◆

◆

◆

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

◆長尾綾華様

◆得猪佳代様

◆永島彩朱様

◆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

◆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。
◆明治安田生命様

◆堀尾光男様

◆河原朗治様

◆鈴木昌子様

◆豊田自動織機労働組合様

◆B ｳｨｽﾞ様

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いたします。
＜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】 三菱東京 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
【労働金庫】 東海労働金庫 刈谷支店

岡部扶美子」

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」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。
6

2021 年 7 月 30 日発行 増刊通巻 90 号
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◆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

◆長尾綾華様

◆得猪佳代様

◆永島彩朱様

◆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

◆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。
◆明治安田生命様

◆堀尾光男様

◆河原朗治様

◆鈴木昌子様

◆豊田自動織機労働組合様

◆B ｳｨｽﾞ様

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いたします。
＜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】 三菱東京 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
【労働金庫】 東海労働金庫 刈谷支店

岡部扶美子」

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」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。
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