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“働きやすい福祉の職場づくり” に、まず必要なこと
コロナ禍、愛知の 9 月有効求人倍率が発表されました。1.26 倍と横ばい、全国の完全失業率も 2.8％と
高止まり、まだまだ注意すべき状況。さらに業種別では宿泊・飲食業の新規求人数はコロナ前と比べ 45％
減少と非常に厳しい状況。そもそも有効求人倍率とは求職者１人に対し何件求人があるかを示す数値。
1.26 倍は 1 人の求職者に対し 1.26 人分の求人があるという意味です。

福祉には 人が集まらない！？？
さて介護・福祉業界に目を転じてみます。
介護・福祉人材センターの発表した有効求人倍率、令和 2 年度は“4.53 倍と過去 10 年で最高”でした。
『応募しても集まらない、採用してもすぐに辞めてしまう』等々…福祉関係者が集まると必ず話題に上る人
材確保・定着の厳しさはここにも鮮明に表れています。
その原因は一体何でしょうか？ 「福祉は 3K で給与が安いから」でしょうか？それを考える上で、まずは
求職者や離職した人々の声を聞いてみましょう。
就活学生の「強くこだわる」ポイントで最も多かった回答
は「社風・人」(57.2%)でした。2 番目は「仕事内容」(49.9%)
と給与・待遇を上回っています （ディスコ就職意識調査 2020）。
また離職理由のトップは全業界通じ「人間関係」。特に
医 療 ・ 福 祉 は 46.9 ％ と 業 界 1 位 と な っ て い ま す
（OKAN 調査 2020 年）。

また「法人・事業所の理念や運営の在り方に不満」「将
来のキャリアアップが見込めない」「労働時間・休日・勤務
体制が合わなかった」等を上位理由に上げている調査も
あります （社会福祉士・介護福祉士就労状況調査 2017 年）。

“働きやすさ” をまずは明確にしてみよう！
給与・待遇はもちろん大切です。それに加え、自らの法人・事業所の大切にする理念や仕事のやり方、教
育や評価などちゃんと明確になっているでしょうか？ 漠然と「働きやすい職場」と言っても伝わらないし、そ
もそも「働きやすさ」なんて捉え方感じ方も人それぞれです。
今、働いてくれている人たちの声をまずしっかりと聞き、その上で取り組めることからスタートし具体的に
文字にして発信していく。それは法人らしさ・事業所らしさのアピールにつながり、それに共感する人が集ま
り、入職後のミスマッチも防げるのではないでしょうか。
そのヒントを与えてくれた一人に東京の知人がいます。彼は福祉事業所を経営し最近「TOKYO 働きやす
い福祉の職場宣言」事業所として登録しました。働きやすさの指標となる項目を明示した「働きやすい福祉
の職場ガイドライン」を踏まえた職場づくりに取り組む事業所としてアピールしたところ、多くの働く人が集ま
ったそうです。それまでの様な人材確保コストも要せず。さらには「また働かせてほしい」戻ってきた職員さ
んもいたそうです。
このような取組みを愛知でも広げることで、人材確保が推進されると共に、福祉業界全体の職場環境の
向上につながることを願ってやみません。まずは自らやれることに一所懸命に取り組んでまいります。

理事長

1

坂口伊久磨

第 23 回 パンドラの会定時総会 終了報告
2021 年８月２１日（土） 「S&J パンドラ」におきまして「認定特定非営利活動法人パンドラの会定時総会」
を開催しました。
今回の総会では、運営委員から貴重なご意見があり、後日その内容について検討するため、理事会を
開催審議いたしました。審議の結果、改善に向けて再度検討、改善を進めてまいります。
今後も、皆様のご支援・ご協力のほどよろしくお願いします。

歯科検診・健康診断の受診
8 月に刈谷市主催の福祉事業所向け歯科検診が行われました。
毎年歯科検診でお世話になっている、「祖父江歯科医院」の先生が利用者の皆様の検診をしてください
ました。改めて、口腔ケアの大切さを知ることができました。
10 月にはパンドラ主催で、利用者様の定期健康診断を刈谷市商工会議所で行いました。
日ごろから健康管理の大切さを忘れずに、健康管理に努めていただきたいです。

パンドラの会合同避難訓練の実施
パンドラの会では、急な災害にも対応できるように定期的な避難訓
練を実施しています。今回は、地震が起きたとの想定の下、9 月上旬
にパンドラの会合同避難訓練を実施しました。実際の災害時と同じ防
災グッツを使用して避難経路の確認を行いました。定期的に訓練を行
うことにより、毎回反省点があります。次回の訓練では今回の反省点を活かしスムーズな避難ができるよう
に改善をして行きます。もしもの時に迅速に避難行動ができるように努めてまいります。

株式会社デンソー様の心温まるお話
株式会社デンソー様が令和２年７月豪雨で甚大な被害を受
けた熊本県人吉市社会福祉協議会の皆様へ、今もなお被災
地で懸命に頑張っておられることへの感謝と激励を込めて、パ

クリスマスケーキご予約開始

ンドラのクッキーを送られました。大変心温まるお話のお手伝
いをさせていただき、私たちも幸せな気持ちになれました。

熊本県人吉市社会福祉協議会の皆様

たくさんの「さつまいも」をいただきありがとうございました
10 月 11 日株式会社豊田自動織機様・株式会社アイシン様
の社会貢献活動として、碧南市の畑で収穫された「さつまいも」
をたくさんいただきました。コロナウイルス感染がなければ、「さ
つまいも堀り体験」をさせていただく予定でしたが、昨年同様に

クリスマスケーキご予約開始

収穫物をいただくことになりました。このさつまいもは少し作業
員・スタッフがいただき、多くはデザートにして 11 月に㈱豊田自
動織機様、来年 1 月には㈱アイシン様の食堂にて販売をさせ
ていただきます。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＞

おかし工房パンドラ（就労継続支援 B 型）
ご注文ありがとうございました！
愛知県労働者福祉協議会西三河支部様・シマツ株式会
社様・シマツビーエム株式会社様・豊田自動織機労働組合
様・株式会社デンソー様・株式会社 CNK 様・ 刈谷市中部地
区委員会様・刈谷市熊安全パトロール隊様・あかつき田幡保
育園様・NPO 法人オフィスマハロ様（順不同）以上企業様及
び地域の団体様にお菓子の詰め合わせのご注文を頂きまし
た。コロナ禍で仕事がない時期に、ご注文を頂けたことに感
謝し、一つ一つ丁寧に作り上げたお菓子を皆様のもとに届け
することが出来ました。

「刈谷飯クルー」に新規参入！
株式会社アイシンイノベーションセンター様からのお誘いにより、10 月から「刈谷飯クルー加盟店」に参入
いたしました。皆様に「刈谷飯クルー会員」になっていただければ、お家にいながらおかし工房パンドラの焼
き菓子が注文出来るようになりました。なかなか、お店まで足を運べない方でもこのようなサービスを利用し、
パンドラのお菓子が幅広く皆様にお届けできるようになったことをお知らせします。
よろしくお願いいたします。

インスタグラム始めました☆彡
インスタグラム始めました。

9 月よりインスタグラムを始めました。お菓子や新商品の情報、様々な活動を
皆様にお届けいたします。インスタグラムからの発信で新商品のスイーツ
「シュートッツォ」の販売を行ったところとても好評でした。次回も新商品を予定したいますのでお楽しみに♡

クリスマスケーキご予約開始！
もうすぐ１２月クリスマスケーキのシーズンがやってきました。
今年は、“かわいいクリスマス”をテーマに皆様に喜ばれるケーキ
を作ります。今年のご予約は、公式 LINE もしくは HP、同封の
クリスマスケーキのチラシもしくは下記の QR コードでのご予約となります。
昨年と申し込み方法が異なる場合がございますが
ご理解、ご協力をお願いいたします。
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S＆J パンドラ（就労移行支援＆就労定着支援）
202１年 8 月～10 月； 6 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～
株式会社オールハーツカンパニー様
◆会社概要：菓子・パン小売業
◆従事作業：工場製造
Ａさまは、約 1 年のトレーニングの後就職されました。通所開始時は、コミュニケーションに苦手
さを感じていましたが、Ｓ＆Ｊパンドラでのプログラムを通じて、自分から積極的に適切なコミュニ
ケーションが取れるようになりました。実習を経て、「真面目さと他の方を思いやり行動できる」点
が高く評価され、就職に繋がりました。おめでとうございます。

平下塗装株式会社 様
◆会社概要：金属被覆・彫刻業、熱処理
◆従事作業：塗装する金属部品を流れてくる部品に引っ掛ける作業
Ｂさまは特別支援学校卒業後、通所開始され約 1 年半のトレーニング後に就職されました。最初の頃は、こだわり
が強い面もあり集団行動も他の方より遅れて参加したり、臨機応変な対応が苦手な面もあり急な予定変更等を理解
するまでに時間がかかることがありました。様々なプログラムを通じて、他人の行動に合わせる力や相手を思いやる
気持ちを学ばれました。実習では、「作業の正確性」が高評価され就職に繋がりました。就職おめでとうございます。

株式会社ＡＳＡＰ 様
◆会社概要：新車・中古車販売ネクステージ子会社
◆従事作業：洗車、清掃等業務
Ｃさまは前職退職後、支援学校の先生の紹介でＳ＆Ｊパンドラに通所開始されました。
はじめは、スタッフや利用者にあまりお話をされることなく過ごすことが多くありました。
Ｓ＆Ｊパンドラのプログラムや就職活動時の見学、実習を通じて少しずつ話されるように
なりました。今回の実習にて「真面目にコツコツと作業に集中できる点」が評価され採用
に至りました。おめでとうございます。

株式会社小林クリエイト 様
◆会社概要：記録紙、コンピューター用紙、ソフトウェアの製造及び販売
◆従事作業：事務本館等の清掃業務
Ｄさまは相談支援事業からの紹介でＳ＆Ｊパンドラへ来所し、体験実習を経て利用されました。週 1 日の短時間通
所から始め、徐々に日数、時間ともに伸ばしていきました。約 1 年半をかけて生活リズムを整え、週 5 日通所できるよ
うになりました。また、体力をつけるために自転車で通所されるようにもなりました。就職活動の際には、実際に働いた
経験が少ないために自分にはどの職業が合うのだろうかと悩んだ時期もありましたが、見学や実習を通じて自分が長
く働き続けることのできる職場を見つけられました。現在は、休まずに週 5 日の勤務をされており、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。
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シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 名古屋営業所 様
◆会社概要：地方自治体を対象の観光施設、学校給食、各種公共施設の管理運営等を一括受託運営
◆従事作業：調理補助
E さまは、通信制高校在学中に相談支援の方よりＳ＆Ｊパンドラを紹介され、約 2 年半のトレーニングを経て就職を
されました。通所開始から 1 か月程度は順調に通うことができていましたが、体調が安定せずに 1 か月～2 か月の長
期間お休みされることも何度かありました。2 年をかけて少しずつ体調を整えていきました。当初は、新卒の枠で調理
関係の職場への就職を目指し就職活動をされていましたが、苦手な接客があることやコミュニケーションの苦手さな
どで採用までに至ることはありませんでした。就職活動の中で、新卒枠での就職活動ではなく、一定の配慮を受けな
がら働くことのできる障害者枠での就職活動に切り替え就職活動を再開しました。しばらく経ったころ、就職先として
希望していた調理関係の求人をハローワークの方より紹介され、実習を経て就職へつながりました。おめでとうござい
ます。

株式会社ミワテック 様
◆会社概要：プラスチック製品の射出成型及び組立、金型設計
◆従事作業：軽作業
F さまは数か所の企業での就労を経験された後、昨年 12 月からＳ＆Ｊパンドラをご利用になり、真面目にプログラ
ムに参加され、コミュニケーションや PC の練習に取り組んでおられました。９月にハローワークからご本人の希望する
モノ作りの企業として紹介され、現場実習を行い、良い評価を得て就職に至りました。現場では、製品原料となる樹
脂受け入れや配合作業を担当、今後は射出成型の金型の交換作業にも従事されます。おめでとうございます。

2021 年度 東海ろうきん愛

未来応援寄付金 に採択！！

この寄付金は＜子どもの健全育成＞＜就労支援＞の 2 テーマのもと、東海労働金庫が総額 60 万円を寄付として支払
われます。パンドラの会は＜就労支援＞（例えば･･・制度に依らない就労支援の取り組み・社会的に孤立しがちな人の就
労支援など）テーマに対し、「楽しく試す コミュニケーションワークショップ」事業で応募、15 万円の寄付金を頂きま
した。ご存じの方もいると思いますが、2017 年 1 月スタート以降、いろいろな団体・個人様のご協力・応援もあり、5 年近く
毎月自主事業として実施してきた事業です。今まで延べ 500 人近くの参加をいただいています。コミュニケーションに生き
づらさを感じている人、コミュニケーションに興味がある人、どなたでも気軽に参加でき、地域に開かれ継続して実施される
ものとしては全国的にも珍しい取り組みです。

今回、評価・採択いただき本当にありがとうございました。これからもがんばって開催していきます。

★New！スタッフ紹介★
丹羽 滿（にわ みつる）さん
9 月より、生活支援員として『Ｓ＆Ｊパンドラ』の職員に加わりました。

クリスマスケーキご予約開始

現在は、就労移行で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、日中一時支援にも関わっていただくことを予定しています。
これからのご活躍を期待しています。
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あ り が と う ご ざ い ま す
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。
◆久保田好明様

◆平田佐奈恵様

◆神谷雅宏様

◆神谷芳磨様

◆岡部崇生様

◆岡部扶美子様

◆中島義則様

◆丸山裕一様

◆水谷鋼男様

◆小村 誠様

◆池尻忠之様

◆石川博章様

◆岸本直子様

◆山内啓彰様

◆石川謙治様

◆野村美加様

◆山田勝志様

◆小島茂裕様

◆井上貴洋様

◆酒井宏樹様

◆湯浅正悟様

◆田中幸男様

◆五十川道博様

◆加藤大志様

◆小山広志様

◆榊原麻美様

◆武市雅也様

◆鈴木宜代子様

◆野畑千榮様

◆矢田部寿子様

◆山本幸江様

◆深谷勝治様

◆野村裕子様

◆有冨静枝様

◆鈴木千歳様

◆株式会社近藤組様
◆カリツー株式会社様

◆面髙俊文様
◆舘林仁美様
◆宮田雅礼様

◆共同設備工業株式会社様

◆船橋義明様

◆丸山順子様

◆長谷川涼様

◆シマツ株式会社様

◆越野達磨様

◆神谷聡子様
◆神谷隆也様
◆榊原幸代様
◆山田雅和様

◆浅井春夫様
◆藤井清司様
◆神谷武志様
◆中島由恵様

◆公益財団法人豊秋奨学会様

◆株式会社デンソープレステック様 ◆株式会社小垣江鉄工所様
◆NPO 法人愛知ネット様

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

◆伊藤未紅様

◆伊藤理佳子様

◆春日井彩様

◆加藤武子様

◆北村典子様
◆関山哲平様
◆築山津江美様
◆野口真哉様
◆林 葉子様

◆石田真也様

◆伊藤真由美様

◆上田正徳様

◆岡村悠衣様

◆兼堀真世様

◆菊川直矢様

◆喜田美香様

◆熊井基之様

◆熊澤智子様

◆佐々木一友様

◆高橋清通様

◆竹内美和子様

◆得猪佳代様
◆野村朋子様
◆樋口敏弘様

◆安部周一様
◆上田貴和子様

◆永島彩朱様
◆橋本和佳様

◆田中 愛様

◆玉田孝司様

◆楢本美智子様

◆丹羽 滿様

◆金原実希様

◆林 祐介様

◆平松賢人様

◆藤井昌弘様
◆村田 哲様

◆水野泉美様

◆水野祐樹様

◆明神 篤様

◆山口智子様

◆山田直子様

◆山本健太様

◆沢田英之様

◆枡田敦子様
◆安井勝義様

◆吉川文子様

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

◆服部智子様

◆長坂富夫様

◆堂内裕治様

◆堂内直子様

◆水野真由美様

◆榊原茂樹様

◆面髙俊文様

◆神谷隆也様

◆舘林仁美様

◆無記名 様
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◆水野真愛様

◆鈴木宜代子様

◆神谷明美様
◆藤井清司様

◆中島義則様

賛助会員募集のご案内
「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。
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。
ぜひ会員となってお力をお貸しください。

＜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」
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、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！

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。

法人・個人賛助会員・運営会員の皆様、いつもありがとうございます。
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