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　静岡県健康福祉部障害者支援局

　高橋 良武　局長

　特定非営利活動法人オールしずおか

ベストコミュニティの会員の皆様におか

れましては、日頃から、障害のある人が地

域において豊かに安心して暮らすことのできる社会の実現に向

け、御尽力、御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

　さて、皆さんは「障害者差別解消法」(平成 28年 4月1日施行 )

をご存じですか。この法律は、国、都道府県、市町村といった行政

機関や、企業や商店などの事業者による、障害のある人に対する

「障害を理由とする差別」をなくすための法律です。

　同法によって、障害のある人が、レストランなどの飲食店に入ろ

うとしているのに、車いすを利用していることを理由に断ることや

アパートを借りようとした際、障害があることを伝えると、そのこと

を理由に契約しないなど、障害を理由とした差別が禁止されてい

ます。

　また、視覚障害のある人が、レストランなどの飲食店に来店し

た際、メニューに書かれている内容をスタッフが読み上げて説明

することや、知的障害のある人から申し出があったときには、ゆっ

くり、丁寧に説明し、内容を理解してもらうように対応するなどの

合理的配慮が求められています。

　この法律は行政機関や事業者を対象としていますが、差別を

なくしていくことは全ての人に求められている責務でもあります。

皆さん一人ひとりが障害について理解し、障害を理由とした不当

な区別や制限といった差別に気づき、解消していくように心がけ

ていくがとても大切です。

　県は、多くの皆さんにこの法律を理解していただくために、

オールしずおかベストコミュニティと更なる連携強化を図り、障

害を理由とした差別の解消を目指してまいりますので、今後も引

き続き、会員の皆様はじめ、多くの方々の御支援と御協力をお願

いいたします。

　なお、末筆ではありますが、熊本地震で犠牲となられた方々に

謹んで哀悼の意を表すとともに、被災された皆様に心からお見舞

い申し上げます。

新年度に寄せて

　特定非営利活動法人オールしずおかベス

　トコミュニティ　専務理事 事務局長

　鈴木 良夫

　日頃は、会員各位、県をはじめとする関

係機関の皆様には大変お世話になり厚く

御礼申し上げます。

　当法人は、「障がいのある人の働く笑顔で、福祉と企業、地域の

心をつなぎます」の理念のもと平成22年より事業を進め6年が経

過しました。

　平成28年度の県委託事業は、引き続き健康福祉部と経済産業

部からの2本柱となります。健康福祉部は、工賃向上を軸とした事

業が中心になりますが、予算規模が大幅に減少する見通しであ

り、当法人の体制をコンパクト化し対応せざるを得ない状況とな

りました。一方、経済産業部からは、県の単独事業となった「障害

者雇用企業支援事業」を受託し、17名の雇用推進コーディネータ

ーを東、中、西に配置し、障害のある方の民間企業への就労支援 

を行います。また、障害者働く幸せ創出センターに就労相談員１

名を置き、障害のある方の就労に関する総合窓口を設置しており

ます。

 県以外からの委託事業として、新たに静岡市から「障害者支援ス

タッフスキルアップセミナー事業」、浜松市から「浜松市授産製品

等アドバイス事業」を受託しました。この事業は、工賃向上に直結

する事業であり、当法人のこれまでの実績が評価され受託につな

がったものです。きちんと成果を出し、今後の継続的な受託につ

なげていきます。

 当法人の会員数も、障害福祉関係、企業等を中心に330を超えま

した。当法人を取り巻く環境は厳しさを増す一方ですが、支援して

いただく会員に報いるために、情報提供をはじめ会員同士の連携

や、研修・イベント等への案内を積極的に行い、会員とのつながり

を強化していきます。

 本年度もこうした事業を通じ、障害のある方の働く喜びを実現す

るため、鋭意努力する所存ですので、会員各位・関係各機関のご

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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このような差別が禁止されます

＜募集・採用時＞
■単に「障害者だから」という理由
で、求人への応募を認めない
■業務遂行上必要でない条件を
付けて、障害のある人を排除する
＜採用後＞
■労働能力などを適正に評価する
ことなく、単に「障害のある人だか
ら」という理由で異なる取扱いをす
る

このような合理的配慮の提供が求められます

＜募集・採用時＞
■視覚障害がある人に対し、点字や音声などで採用試験を行う
■聴覚・言語障害のある人に対し、筆談などで面接を行う
＜採用後＞
■肢体不自由がある人に対し、机の高さを調節することなど
作業を可能にする工夫をする
■知的障害のある人に対し、図などを活用した業務マニュア
ルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひとつずつ行
なったりするなど作業手順を分かりやすく示す
■精神の障がいのある人などに対し、出退勤時刻・休暇・休
憩に関し、通院・体調に配慮する

●不当な差別的とりあつかい
正当な理由がないのに障害を理由としてサービ
スなどの提供を拒否したり、障害のない人にはつ
けない条件をつけたりすること

●合理的配慮の不提供
障害のある人から配慮を求める意思の表明が
あったにもかかわらず、負担になり過ぎない範
囲で「社会的障壁」を取り除く配慮をしないこと

障害を理由
とする差別

※民間事業者…目的の営利・非営利、個人・法
人の別を問いません。企業やお店だけでなく
個人事業者や無報酬の事業、非営利事業を行
う社会福祉法人やNPO法人も対象となります。

障害者差別解消法 とは？
行政機関や会社・店などの民間事業者（※）の、障害
がある人に対する「障害を理由とする差別」をなく
すための法律です。（平成28年4月1日施行）

障害者差別解消法が施行されました

たとえば
企業や
福祉事業所
での
具体例です

6/22
（水）

第6回「日本でいちばん大切に
したい会社」大賞・実行委員会
特別賞を受賞したモリスの原点
をお話し頂きます

14：00～
オールしずおかベストコミュニティ 
通常総会

16：00～
記念講演会 （要予約）

会場 ： 障害者働く幸せ創出センター 

総会＆講演会

「モリスの原点」
一般社団法人モリス 代表・

清水光弘 氏
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企業や地域をつなぎます

　オールしずおかベストコミュニティでは、福祉と企

業や地域をつなぐお手伝いをいたします。

　福祉事業所とコラボした商品の開発や、販売イベ

ントなど、企画の段階からコーディネイトいたします。

どんなアイデアでもお気軽にご相談ください。

上：大手百貨店で
のフェア
左下：高校の定期
パン販売
右下：有名ホテル
での常設販売
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　障がい者の「得意」を見極めて
（静清信用金庫　望月留美子 氏）

　私と障がいのある方達とのご縁は、私が職場で障がい者の採
用、そして採用後も共に仕事をしながら、障がい者の方達が日常
それぞれの役割の中で、いかに力を発揮できるか工夫する業務に
携わっていたからです。
　障がい者の方が企業で働く場合、受け入れる企業側が障がいに
対する知識もなく、共に働くというのも初めてのケースが大半を
占めていると思われますが、企業側が障がいについて学ぶ時代が
来ていると思います。
　障がい者と接するには、本来、障がいについて正しく学ぶこと
がベストですが、専門知識のない私がこれまで続けてこられたの
は、その方の障がいの程度と性格を理解しながら、「得意」「不得
意」を見極めて接してきたからだと思います。
　社会生活の中で障がいを持った方が働くことは、ごく自然なこ
とだと思いますし、障がい者の働く場所、仕事の内容は沢山ある
と思います。障がい者の方達が積極的に仕事に就き健常者と混じ
ってお互が理解しあい、障がい者の「得意」なところを活かして、
笑顔と活力のある社会を築くことが必要だと思っております。
　次回は、特定非営利活動法人 静岡福祉総合支援の会「空と大地
と」理事長 大橋妙子さんにお回しします。

　今号よりオールしずおかの就労支援部会員による
リレーエッセイが始まりました。第１回は静清信用
金庫の望月さんです。
　静清信用金庫では本店と事務センターの２カ所の
社内食堂で「Office de お菓子ボックス」をスタート。
社内から障がいのある方への意識を変えていこうと
いう試みで、オールしずおかも協力しています。
　このリレーエッセイでは障がいのある人の働くこと
や日々のことなどを自由に綴って頂きます。

 リ レ ーエ ッ セ イ

relay essay

福祉事業所の手づくりクッ
キーの売り上げは、障がい
のある人の工賃向上にも
一役買っています。

H28年2月に本
店で行われた
お披露目会

■福祉ショップ テルベ

静岡市駿河区曲金 3-1-5
イトーヨーカドー 静岡店 1F
10:00 ～ 20:00 年中無休
050-1224-7044

■ココのみ

インターネット通販
「ココのみ」で検索！

■とも静岡店

静岡市葵区駿府町
1-70 シズウエル 1F
9:30 ～ 16:30
第 4 日・祝他休
054-251-8123

■とも沼津店

沼 津 市 大 手 町 1-1-3   
沼津商連会館 1F
9:30 ～ 16:30
日祝他休
055-963-9100

授産品

 福祉事業所で作った
手づくり逸品

こちらでお求めになれます



会員募
集中！

障害者働く幸せ創出センター

2/1～4月末受付分
（敬称略・団体のみ）

新規
　会員

特定非営利活動法人
オールしずおかベストコミュニティ
〒420-0031
静岡県静岡市葵区呉服町2-1-5
「５風来館」4階
TEL 054-251-3515
FAX 054-251-3516
mail:  info@all-shizuoka.or.jp

◆編集後記◆
新年度になり、オールしずおかスタ
ッフも心機一転、フレッシュな気持
ちでスタートしたいと思います！
どうぞよろしくお願いします（n）

車椅子用バッグ

■センター職員による相談　開館日の 9:30 ～ 17:30

■ハローワーク出張相談　6/2（木）、7/7（木）、8/4（木） 

■障害者就業･生活支援センターさつき出張相談

　6/17（金）、7/15（金）、8/19（金）　

ご来場の際は、お気軽にお電話にてご予約下さい。

「障害者働く幸せ創出センター」は図書コーナー・授産品展示・

会議室などを設けています。交流スペースは、絵画展などにご利用

頂けます。どなた様もお気軽にお越しください。

相 談 窓 口

発行

障がいのある人の就労相談
企業の障がい者雇用相談

開館時間　平日9:00 ～ 18:00（第 4日曜日は開館）
静岡市葵区呉服町 2-1-5「５風来館」4階
TEL 054-251-3515

福祉と企業・地域を《つなぐ》情報が満載！

http://www.all-shizuoka.or.jp  オールしずおか     検索

特定非営利活動法人フリースペース・うぇるびー  りんご
株式会社フシミ 
株式会社きてん　ビバ
株式会社ティージー 
株式会社キムラシートメタル
一般社団法人とおとうみ 
株式会社ワークフェア 
社会福祉法人遠州仏教積善会 慈照園
特定非営利活動法人たからじま

26（木）～
27（金）
予定
1（水）～
8（水）
11（土）
18（土）
予定
8（金）～
9（土）
16（土）
20（水）～
予定
20（土）
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公式 Facebook ページ
https://www.facebook.com/allshizuoka

とも静岡店 創業祭
わかばまつり（県立磐田学園）
FDKフェスタ（湖西FDK工場）
松坂屋 販売会
大成高校・中学校文化祭
2016 じゃんだらにぃ（なゆた浜北）
静岡学園学園祭
とも沼津店感謝フェア
四季彩堂掛川店 販売会
アビリンピック（ツインメッセ）
アピタ島田店 販売会
パルシェ食彩館 販売会
イオン袋井店 販売会
フェスタシズウエル

5月

6月

7月

8月

山本悦央　      大茂正夫

福祉事業所製品専門ウェブショップ

　当法人では県からの委託を受け、障がいのある方の

「雇用企業支援事業」に取り組んでいます。「雇用企業支

援事業」は、地域の障がいのある方の求職ニーズに基づ

き企業様に対して雇用のお願いとともに取組の支援を

させていただくものです。その情報を関係機関様につな

ぎ、企業様と支援機関様、また支援機関様同士の結びつ

きを強化していただくことで、さらに多くの障がいのある

方がご希望の業務に就職され、また継続的に就業でき

るよう活動を展開中です。

　県下に雇用推進コーディネーターを 17 名配置いたし

ております。各地区の雇用推進コーディネーターが皆様

のところへ訪問させていただきました際はよろしくお願

い申し上げます。

　地区の福祉事業所や企業を回り、授

産品の販路拡大・下請業務紹介のお手

伝いや、利用者さんの働くことに関して

様々な機関と連携をとっています。雇用

推進コーディネーターとも協力して日々

奔走しています。どうぞよろしくお願い

いたします。

IV
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事
業
所
製
品
の
販
売
会

雇用推進コーディネーター
障害者雇用のお悩み解決

静岡県障害者

地区担当
地域の障害福祉を担当します

私
た
ち
が
福
祉
と
企
業
・
地
域
を
つ
な
ぎ
ま
す

小倉将数　山本悦央    髙橋宏祐

杉村光弘    大茂正夫 中川国彦

河合繁男　吉村史朗　稲葉満

　   二俣誠　     稲毛勉　

久保田英生   佐藤千恵子  飯島博

杉山四郎   小池佳廣 蔦野喜彦

河嶌美津夫  竹村寿美  正守利彦

東

中

西


