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「ふくおか」から発信する、市民公益活動の情報誌

誰もとり残さない社会

「明日を担う市民」への思いをこめて
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これからの「社会の変え方」を、探しにいこう。
-スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー ベストセレクション10-
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誰もが活躍できる社会づくり



障がい、性別、人種、貧困など、様々な理由で社会的に弱い立場の人がいま

す。そのような人たちが、働いたり学んだりといった、社会参加の機会を十分

に得ることができない状況を解消するために生まれたのが「ソーシャルイン

クルージョン」という考え方です。 

誰もとり残されることのない社会をめざすこの概念は、多様性を尊重する意

識の高まりを背景に、ビジネスの場面をも含んだあらゆるシーンで注目され

ています。 今号では、障がいを持った人の就労支援を行うNPOの取り組み

から、各々がその人らしく暮らせる社会のあり方について考えます。

誰もとり残さない社会

「ソーシャルインクルージョン」とは… 
日本語では「社会的包摂」と訳されます。社会の多数と異なる特徴を持つ人 を々排除するのでは
なく、差異や個性を認め合いながら、社会の一員として包みこむことで、新しい価値が創造され
ます。デザインやまちづくりの現場でも注目され、あらゆる分野に及ぶ「インクルーシブデザイ
ン」、多文化共生社会に向けた「やさしい日本語」などの取り組みが実践されています。

　

Special Issue
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一緒に働く仲間とすることを目指し
ていました。私自身も、そんな彼ら
の笑顔からパワーをもらって、お
互いにエネルギーを交換しあって
います。
　最終的にここは、障がい者の方
だけに特化するのではなくて、疲
れた人や、ストレスを抱えてる人た
ちもリラックスできるような場所
にしたいです。そこでは、土であ
り、光であり、風であるそういう役
割を持って、導いたり、潤いを与え
たりしていきたいです。みんなが
呼吸のできる森のような。
恵子：これから作っていく場所は
子どもたちも学べるものにしたい
です。土に触ったり、野菜を作っ
たり、学校以外の学べる場所が理
想です。
　今は発達障害と言われる人も
増えてきました。昔はちょっと変わ
った子ですんでいたことが、発達

障害というラベルを貼られるよう
になり、この障がいのことも段々
と社会にも認知されるようになっ
てきました。
　障がいを持つ子どもが普通の
学校に通うのが苦しかったり、ス
トレスがかかったりする。そういう
方たちでも、自信を持って生きて
いける場所にしたいんです。
　

恵子：ここの農園は、一本植え農法
って呼ばれている日本の昔ながら
の作り方でお米を作っているんです
けど、それを学びたいという若い方
を増やしたい。日本の田園風景を文
化として残していけるように。今はス
タッフも農業をしてくれているんで
すが、支援や他の仕事をしながらで
大変なので、本当に農業に興味が
あって今はやり方がわからなくて
も、覚えたいって言ってくれる方が
いれば嬉しいです。そして、ただお
米を作るだけじゃなくて、ここにい
るメンバーやスタッフと関わるのが
楽しいって感じてくれる方と一緒
に、これからの新しい「花の花」をつ
くりあげていきたいです。

なれば、誰でも人を信じられなく
なってしまいます。
　だけど、コミュニケーションの
大切さをスタッフに伝えるのが難
しいんです。私の駆け引きをする
やり方だけを覚えてもダメで、私
には私のやり方、他のスタッフは
他のスタッフのやり方を見つける
ことが大切だし、それを彼らも望
んでいると思います。

雅紀：障がいを持っている方も持
っていない方も誰でも自由に暮ら
せる場所を作りたいです。農園も、
学校も高齢者施設もある、そして
家もあるそんな場所です。いろん
なものが一つの場所に集結してい
て、自由に行き来することができ
る場所を作れたらなって思い
ます。その理想に近づくた
め、まずは地域の方が、
ちょっとした寄り合い
に使える場所であっ
たり、お昼のお弁当
を買えたりとか、拠
点となる場づくり
から始めたいな
って思います。
　当初から、こ
こは、障がいを
持っている方も

雅紀：20年ほど前に脳性麻痺の
車椅子の女性と出会ったのがきっ
かけでした。私は初め、彼女のこ
とを助けてあげなきゃいけない存
在として関わっていました。でもそ
うじゃなかったんです。彼女は、車
椅子だったので、体が動かしづら

かったは
ずなんで
すけど、
サポート

してもらいながら絵を描いて、そ
れで個展をすると言い出したり、
私たちよりもエネルギーに溢れて
いたんです。その上、言葉は喋れ
なかったんですけど、私たちより
もこれからのことを考えている
し、自立したいという強い願いを
持っていました。彼女を見ている
と、私もすごく勇気付けられまし
た。「なんでこんなに輝いているん
だろう」と。
　彼女との出会いが私にとっての
初めての障がいを持つ方との交流
でした。この経験が花の花を始め
るきっかけになりました。当時、彼
女とのご縁から、よっちゃんという
青年もサポートをするようになりま
した。その子が高校を卒業すると
きに、これからも彼らのような障が
いを持った人たちと関わっていき
たいと決心しました。ちょうどその
時に、私が畑をしていたこともあっ

て、一緒に畑を作ろうって話にな
り、就労支援活動が始まりました。
　最初はNPOではなく、個人事業
として収入も収穫高もほぼゼロか
らのスタートでした。

恵子：当時、一般的な作業所は、
時間通り決められた作業で何か
を作り上げて販売していたのです
が、クオリティはあまり気にしてい
ないものが多かったように思いま
す。私たちは、
立ち上げ当初
から、障がい
者であること
を伏せても消
費者に選んで
もらえる商品
を作るために、
畑で作るものも無農薬にこだわっ
ていました。しかし、そこで採れる
野菜は、収穫量も少なく、曲がっ
たきゅうりや、虫食いの野菜など
ばかりで、商品にならないような
ものでした。だけど、私たちの活
動の趣旨を理解してくれる近所の
方が、応援で買ってくれたりしてい
たんです。そういう地域の人たち
の繋がりに助けられていました。
　そのような活動を始めてから3
年目に、私たちの活動をもっと社
会に知って欲しいと思い、NPO法

人化しました。当時、農業系の支
援施設って他になかったと思いま
す。NPOを立ち上げること自体
は、あまり大変ではなかったので
すが、実際に団体として継続して
いくのは苦労の連続でした。

雅紀：利用者さんと筆談でコミュ
ニケーションをとっていたときに、
彼ら彼女らも私たちと同じよう

に、恋だってす
るし、悩みもあ
れば言いたい
こともあること
が分かったん
です。それは、
他の障がいを
抱えている方

もみんなそうなんだと思うと、支
援をする前と考え方が変わりまし
た。支えてあげるというよりは、彼
ら彼女らの良い所を更に引き出す
ためにはどうしたらいいか、そし
て、出来ない事をどのように手助
けしていけばいいかを考えるよう
になりました。だけど、自分の想い
を伝えようとしてもなかなか相手
に伝わらず、また社会規範の中で
すごくストレスを抱えている人もい
ました。そのストレスで、コミュニ
ケーションを取ることを諦め、周り

に壁をつくってしまうのではない
かと思っています。偶然ではあり
ますが、このストレスを解消すると
いうことと、私たちの畑での作業
というものが、とても相性がいい
のではないかと感じています。

雅紀：話を聞くことは大切です。
しかし、コミュニケーションを取る
こと自体が難しい方もいらっしゃ
います。以前、畑で仕事をしている
時も突然帰るって言い始めた方が
いました。理由を聞いても答えてく
れず、時には暴れ出すこともあり
ました。その度に私は、ただなだ
めるのではなく、あえて刺激する
ようなことも言って、時には対峙し
たり、時には引いたりしなが
らコミュニケーション
をとり続けていまし
た。今ではだいぶ落
ち着いて慕ってくれる
ようにもなったのです
が、多分自分の思いが
伝わらず理解されない
ことで、不安だった
と思います。
　偏見のせい
で、他者からの
理 解を得られ
ず、ひとりぼっちに

今号のVOICEでは障がいのある人もない人も、みんな一緒に自分らしく生きていける地域社会を目指す「NPO法人花の花」の河邉恵子さん、河邉雅紀さんにお話をお伺いしました。

活動のきっかけは？

花の花のこだわりについて
活動を通して考えが
変わったことはありますか？

活動をする上で
大切にしていること

これからこの場所を
どうしていきたい？

今一番必要なものは
なんですか？

河邉恵子さん河邉恵子さん 河邉雅紀さん河邉雅紀さん

NPO法人 花の花 NPO法人 花の花 

NPO法人花の花 
農業を中心として就労支援や自立支
援活動を行う。レストラン経営や食
品販売を通じて、自然環境から農
業、食へと繋がる文化を見つめ直す
機会も提供している。 

http://hananohana.main.jp/ 

▲みんなで畑仕事をした時の様子

▲南区和田にある活動拠点の様子

Keiko Kawabe Masanori Kawabe

このコーナーでは「社会にイイ活動＝Good Activity」を行っている団体
をご紹介します。ボランティアに参加したいときや、自分たちの団体とつな
がる仲間を探すときなど、ぜひ参考にしてください。

▲土づくりの様子

NPO法人エスプリローブ

誰の手にもファッションを
服作りからつながるコミュニティ

全ての人が幸せに生きる助けになりたいと願って、世の中に広がった社会的
孤立に「ファッション」を通してアプローチしています。法人化するまでの9年
間は「アトリエエスプリローブ」として、障がいのある方でも自由にファッショ

ンを楽しめる服を制作してきました。現在
も関わる人たちの悩みに向き合い、人との
つながりを大切にするコミュニティ活動を
行っています。イベントや講座、オリジナル
商品の開発などを企画中です。

NPO法人さんえす

気楽に、ゆっくり、じぶんらしく
地域に愛されるスイーツづくり

『SIMPLE』もっと気楽に、『SLOW』ゆっくりいこう、『SELF』自分らし
く、自分の力で、この３つの「S」を法人の理念として掲げており、障が
いのある方の就労支援や、放課後等児童デイサービスなど幅広く活動

しています。事業所の一つである箱崎
翔店で開発された「ひだまりのぷりん」
は地元の人たちに愛されており、スーパ
ーやショッピングモールにも出品してい
ます。

NPO法人FLAP

活き活きと活躍できる場所を
パン作りと元気いっぱいの犬たちと

障がいを持つスタッフそれぞれの強みをいかして就労・社会参加の実現
を図ることが出来る支援機関をめざして日々活動を行っています。ベーカ
リーとドッグラン、２つの異なる業種の就労継続支援事業を運営してお

り、ベーカリーはできる限り手作りで、近
くの高齢者施設やイベントにも出張販売
しています。また、公民館で子どものた
めのパン教室を開くなど地域の方達との
交流の場を大切にしています。



#inclusive

「＠データ」は、市民公益活動に関わるさまざまな「データ」をもとに、
詳しい方の意見を聞いたり、考えるきっかけをつくるコーナーです。

福岡市の人口に占める障がい者の割合は年 上々昇
傾向にあり（Data1：福岡市調べ）、障がい者やその
家族の高齢化を見据えた総合的な支援が求められ
ています。障がいのある人が必要な支援を受けなが
ら、自らの能力を最大限発揮し、地域や家庭でいき
いきと暮らし続けるまちづくりを目指して、福岡市では
「福岡市保健福祉総合計画」や「福岡市障がい福祉
計画」を策定しています。これらの計画に基づき、日
常生活を支える居宅介護や外出支援、社会参加に
つながる自立訓練や就労支援、地域での暮らしを整
える地域生活支援などが実施されています。 

共に生きるためのまちづくり

障がいのある方で一般的な企業等で働くことが難
しい場合には、「福祉的就労」という選択肢がありま
す。福祉的就労先のひとつである就労継続支援事
業所には、雇用契約を結んで最低賃金以上の支払
いを受けられるA型と、雇用契約を結ばず生産活動
に応じて工賃を受け取るB型があります。 また、一
般的な企業等で働くための支援として、就労に必要
なスキルや資格を２年間学ぶことができる「就労移
行支援」、職場への定着のために最大３年間相談等
の支援を受けることができる「就労定着支援」があり
ます。障がいがあることを職場に公表せずに、定着
支援を受けている方もいらっしゃいます。 
このような就労支援サービスの利用者は年々増加し
ており（Data２：福岡市調べ）、ニーズが高まってい
ることがわかります。 

障がい者の働き方

就労継続支援B型事業所の平均工賃は、障がいのあ
る人が自立した生活を送るためには十分な水準では
なく（Data3：厚生労働省障害福祉課調べ）、工賃向上
に取り組む必要があります。4月の報酬改定では、工賃
の実績に応じた報酬体系において、高い工賃を実現し
ている事業所を更に評価するものへと見直されまし
た。また、障がいのある人の多様な就労支援ニーズに
対応するため、生産活動への参加や地域とのつながり
等の活動をもって一律に評価する報酬体系が新設さ
れ、地域住民と共働した取り組みやピアサポートによ
る支援を評価する仕組み等が構築されています。

幅広い活躍の場をつくる

就労継続支援事業所では、お菓子や雑貨などの商品
から、印刷や清掃、データ入力などの請負作業まで幅
広いサービスを提供しています。日 の々就労訓練に
よって、その品質は高く、技術も向上しており、福岡市
役所では、ノベルティグッズとしての商品の購入や、清
掃・クリーニングなどの発注をしています。企業や
NPOの皆さまが就労継続支援事業所へ発注すること
で、障がい者の賃金・工賃の向上にもつながります。
福岡市では、発注者と就労継続支援事業所とのマッ
チングをしていますので、商品の購人やサービスの発
注をお考えの方は、市受注コーディネート窓口（電話
092-936-7114）へ、ぜひご相談ください。

「ときめきグッズ」は、福岡市内の障がい者施設で制作され
た商品です。アンテナショップ「ときめきショップ」やウェブ
サイト「ときめきウェブ」でも多数の商品を紹介しています。 

「ときめきグッズ」を使ってみませんか？

誰もが活躍できる社会づくり Data1

就労支援サービスの利用者数
Data2

出典：第６期福岡市障がい福祉計画

出典：第６期福岡市障がい福祉計画

教えてくれた方

Azusa Yugoshi

福岡市保健福祉局 障がい者部
障がい福祉課指定指導第１係

湯越 梓

Miyuki Obara

福岡市保健福祉局 障がい者部
障がい福祉課指定指導第１係

小原 望由紀

すべての人に
幅広い選択肢を！

障がい児・者数及び人口に占める割合の推移 
20人に1人は障がい者

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者

出現率（障がいのある人の割合）

就労移行支援 就労継続支援A型

就労継続支援B型 就労定着支援

Data3
就労継続支援B型 平均工賃月額
全国平均・福岡県平均 （令和元年度）

出典：工賃・賃金実績報告
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市民活動に取り組む団体やグループのより良い運営につながる、
NPOの「組織基盤」について学ぶ連続講座。いつもは事業やイベン
トの実施に忙しく、組織の内側を整えることに目を向けていない方
にも、ぜひ聞いていただきたいポイントをピックアップしました。ア
フターコロナの社会では、市民活動分野においても様々な変化が
求められます。そんな社会の最前線で活躍する企業人や、新たな事
業の形を実践するNPOの
トップランナーを講師とし
て招き、そこで生き抜くノ
ウハウや考え方について
学びます。４週間にわたっ
てお送りする、短期集中型
の８回講座です。

NPO基盤強化講座

あすみんのオススメ Asumin Recommend

貧困課題に立ち向かうマイクロファイ
ナンスや、教育改革に挑むティーチ・フ
ォー・アメリカなど、社会に大きな変革
を生み出してきた活動が丁寧に分析
された実践レポート集。リーダーシップ
や組織運営、企業や政策のあり方、共
働といったテーマについて、いつもと異
なる視点で考えるヒントが得られま
す。非営利組織はもちろん、企業や行
政のあり方が問われる一冊です。

これからの「社会の変え方」を、探しにいこう。
-スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー ベストセレクション10-

ホンダナ ! Hondana!

【編集・発行】SSIR Japan
【発売】英治出版
【発行年】2021年

ISBN：978-4-910602-00-4
定価：2970円（2700円+税）
判型：B5変形判
ページ数：192

あすみんの図書コーナーに

所蔵している書籍をご紹介！

ペシャワール会

創元会福岡支部

スピカ生活応援団

特定非営利活動法人こころサポート

新型コロナ対策被害連絡協議会-福岡

NPO route→ルート

福岡龍馬会

「日本製」を巡り語る会

登録団体紹介
あすみんに登録された団体を紹介します。（登録番号796～803）

Organization Introduction

あすみんでは、施設やサービスを利用される団体に関し

て、利用団体登録をお願いしています。福岡市内で活動

し、市民公益活動に取り組む団体（主にNPOやボラン

ティア団体）が対象となります。登録に必要な書類は、

下記の（1）～（6）になります。ご記入のうえ、窓口までお

持ちください。また、（7）は登録の際にご持参ください。

登録申請時には、書類の確認・面談を行います。

利用団体登録について Check!

（1）福岡市NPO・ボランティア交流センター施設
利用許可申請書（団体）　（2）団体の運営に関する
規則（定款、規約、会則等）　（3）活動計画書　
（4）これまでの活動実績がわかる資料　（5）役員
名簿 　（6）自己チェックシート　（7）申請者本人
確認書類（運転免許証、健康保険証など）

登録に必要な書類

【住 所】
【 T E L 】
【MAIL】
【開館時間】
【休館日】
【facebook】

〒810-0021 福岡市中央区今泉1-19-22 天神クラス4F

092-724-4801

info@fnvc.jp

月～土曜 9:00～22:00　日・祝日 9:00～18:00

第4水曜日、年末年始 12月29日～翌1月3日

https://www.facebook.com/asunoshimin/

【FAX】
【 H P 】

092-724-4901

https://www.fnvc.jp

地下鉄をご利用の場合 ●七隈線「天神南」駅 1番出口から徒歩6分

バスをご利用の場合 ●西鉄バス「今泉1丁目」 徒歩1分

電車をご利用の場合 ●西鉄福岡（天神）駅 南口から徒歩5分

HP

facebook

お越しの際は公共交通機関をご利用ください

令和3年3月31日までに登録された団体の中で、更新手続きを済ませていない方は、令和3年９月30日を

もって、本年度の登録有効期限が終了となっております（更新対象については利用カードの裏面をご確認

下さい）。更新手続きがお済みでない団体は、令和4年３月３１日までに更新を完了しない場合、登録に関す

る一切のデータが失効となりますので、ご注意ください。また、未登録の団体は、貸し室やホームページ（マ

イページ）の利用ができませんので、あわせてご了承ください。

登録有効期限に関するお知らせ

必要な書類など、詳しくは窓口へお問い合わせください
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今泉 1丁目

（天神CLASS 4F）
1Fが「SONY STORE」のビルです

[  2 0 21  W in t e r  ]

あすみんからのお知らせ


