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すべての人が「住みなれた地域で共に学び・共に働き・共に暮らす」ために

―

「祝☆200 号」

―

文：橋本

題字：北川 みずき

和憲

かわら版を 32 号からずっと書き続けて今回で 200 号になり
ます。内容は主にスポーツが好きなので野球の勝敗予想や
相撲で活躍している力士の事などを記事にしたり、落語を
聴きに行った話や、ハマっている食べ物の事などを書いて
います。僕の書いたかわら版を見て色んな人から反応が
ある事がとても楽しいです。しばらく野球の勝敗予想を
書いていなかったときには周りから「今回は勝敗予想
ないの？」と言われたりすると僕の記事を楽しみにして
くれているのだな、と嬉しく思います。たまに何も書く
記事が思い浮かばなくて似たような記事を書こうとすると
「また同じの書くの？」と言われることもあって、書く
記事が無いからなぁ…とすごく悩みます。でも頑張って
書き続けました。記事を楽しみにしてくれている人たちが
いるから今日まで書き続ける事が出来ました。
今はコロナが流行っているので会場に野球を見に行くこと
や落語を聴きに行く事が出来ないので凄く寂しいです。
ですが僕はこれからも見てくれる人たちのためにかわら版
を書き続けたいと思います。

書：「紅葉を見に行こう」
蓮田太陽の里 大地：嶋 修
二

●「はあとねっと輪っふる」は、埼玉トヨペット本社
ビル１F ショールーム内（無償提供）にあります。
●「はあとねっと輪っふる」はその理念に賛同し、
参加している各団体の中から選出された委員
で構成される世話人会により運営されます。
輪っふるへのアクセス
●ＪＲ埼京線「北与野駅 南口」より徒歩 1 分
改札を出て右方向へお進みください。
●ＪＲ京浜東北線・宇都宮線・高崎線
「さいたま新都心」より徒歩１０分

発行元：はあとねっと輪っふる 発行責任者：轟 和宏 TEL：048-859-4130
住所：〒338-8508 さいたま市中央区上落合 2-2-1 埼玉トヨペット本社 1Ｆ
Mail：heartnet02waffle@hotmail.com ＨＰ：http://saitama-toyopet.net/
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「こども☆夢☆未来フェスティバル 2022summer」
in 「けんかつサマーフェスティバル」 開催しました！
認定 NPO 法人彩の子ネットワーク
去る 8 月 20 日（土）、埼玉県県民活動総合センターにて、「こども☆夢☆未来フェスティ
バル 2022summer」を開催しました。今回は「けんかつサマーフェスティバル」の中での夢未
来で、小ホールのステージとセミナー室 5 部屋ほどの小規模ではありましたが、コロナ禍に
なってから 2 年半ぶりにリアル開催をすることができました。実行委員の皆さんや、けんか
つ担当者の方々と、感染予防対策や密にならずに安全に参加できるような受付方法等も考え
て来場者を迎え、無事に行うことができ、みんなで楽しい日をつくることができました。
小ホールでは、迫力のある和太鼓演奏や虎舞、演劇、ダンス、手話パフォーマンス、大宮
アルディージャ手話応援のほかに、聖学院大学の学生グループのレンジャーショーやアカペ
ラ、バンド、手話ダンスなどもあり、多
くの親子の皆さんが楽しんでいました。
2 階のセミナー室では、赤ちゃんや小
さな子どもたちが親子でゆったり過ごせ
るよう、靴をぬいでくつろげるスペース
を設け、手遊びや絵本の読み語り、みん
なで赤ちゃんのことを知ってみる「赤ち
ゃんクイズ！」も楽しみました。
その他、チョウの標本づくり、スリッパ卓球デコッパづくり＆スペシャルオ
リンピックスの子どもたちのアート作品展示、聖学院大学サークル「いろと
りどり」の学生さんが企画した手作り体験コーナー、N ゲージ運転体験、ユ
ニセフの展示と紙芝居、コマ遊びと絵付け体験、一日の終わりには、屋外で
「打ち水大作戦」を行い打ち水による地表面の温度変化を実感することができました。
当日、体調等に少し不安があって欠席となった団体があり残念ではありましたが、そうし
てそれぞれやお互いを守りあう意識を持ち合えたことはとても大切だったと思います。
また、久しぶりのリアル開催で、来場の見込みが難しかったり、コロナに関する心配もあ
りましたが、けんかつとのコラボであったため来場者の受付をスムーズに行ってもらうこと
ができたのはとてもありがたいことでした。そうした中で、たくさんの笑顔に出会うことが
でき、うれしい一日となりました。
来年 3 月 11 日（土）・12 日（日）にはオンラインにて夢未来の開催を予定しています。

NPO 法人彩の子ネットワーク 〒362-0017 埼玉県上尾市本町 2-13-8 根貝戸団地 1 階
TEL：048-770-5272 FAX：048-770-5270 e-mail office@sainoko.net
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総合県交渉に参加して
並木

理

2022 年 8 月 25 日(木)10 時から 16 時 30 分まで
ZOOM とのハイブリッドでさいたま共済会館 501・502
会議室にて『県交渉１日目』がおこなわれました。
要望は、IC カード、無人駅、東武東上線、トイレ
内にベッド、コロナ医療体制、ＨＰＶ(子宮頸がん
ワクチン)、階上階への避難、電源喪失とエレベーター
学校のバリアフリー化と避難場所、入院時の重度訪問
介護、対象拡大、ライフライン切断、全身性、就労中
の重度訪問、雇用と福祉の連携、障害者活躍推進計画、
労働者協同組合法、居宅改善補助、職場参加の推進、かっぽ、嵐山郷の退所状況、出生前診断、
早期発見早期療育などをしました。
私が一番印象に残ったのは鴻巣の NPO 法人あんの理事
長：沖田博さんが、今年の夏、行田市内の病院で、褥瘡に、
何回もなって、亡くなったんです。昔は、褥瘡は、「絶対
に、褥瘡にしないんだ。」「そんな簡単には、褥瘡には、
しないんだ。」と、大変だけど、チームで一生懸命やった
もんなんだけど。今は、褥瘡になったら「社会資源を活用
して、病院に入院させて手術させればいいんだ。」みたい
な、世の中・社会になってしまったんです。と。病院で褥
瘡になったら、手術させれば、いいじゃんみたいに、病院
の中も、そうなってしまったんですね。と。今年の鴻巣の沖田さんの姿は、10 年後、20 年後、
30 年後の私たちの姿なんです。
鴻巣で活動してきた沖田博さんでさえ、「こんなひどい目にあうんだから」と聞きました。
県は、この事に関して、又、コロナの医療体制についてどうお考えですか？と、聞いたら、県
の担当の職員の回答は、「答えには、なっていませんが、後退しないように、します。」と、
役員答弁中の答弁したのを、一番覚えています。
2022 年 9 月 5 日(月)には、13 時 30 分から、埼玉会館 3Ｃで総合県交渉第 2 日目が、ZOOM と
リアルとのハイブリッドでおこなわれました。

３
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200 号 記念特集

はあとねっと輪っふると共に！
埼玉トヨペット 障害者の就労・雇用の歩み
作美

利春

輪っふるの取り組みの一つとして「障がい者の就労支援」があります。
輪っふるの設立以前は埼玉トヨペットの障がい者の就労・雇用への取り組みは弱く、企業
としてのコンプライアンスと理解しつつも遅々として進みませんでした。そこで輪っふるの
活動とあわせて障がい者の就労支援を取り組みの柱の一つとしてスタートさせました。
当初、社内では「ここで障がい者が務まる仕事があるのか？」と疑問視され難航していま
した。しかし輪っふるの活動を目にしてから徐々に障がい者への理解が深まり、今では障が
い者の就労・雇用支援に対してこころよく受けいれてもらっています。
はあとねっと輪っふるができてまもなく 20 年、そこに刻まれる歴史は、輪っふると埼玉
トヨペットの障がい者の就労・雇用の歩みと共にあります。そこでかわら版 200 号を発刊に
あたり、輪っふるの活動と埼玉トヨペットの就労支援を振り返ってみようと思います。
● はあとねっと輪っふるの活動と障がい者雇用
１．はあとねっと輪っふる設立前の障がい者雇用
輪っふる設立以前の埼玉トヨペットの障がい者雇用は、事務職で若干名という状況でし
た。しかし、福祉車両の販売を扱うようになり、より福祉について理解を深めたいとい
う意向ではあとねっと輪っふるができ、さらに障がい者雇用についても真摯に考えるよ
うになりました。
２．はあとねっと輪っふるの活動のモットー「見てみよう・やってみよう・つながろう」
－まずは「見てみよう」－
輪っふるらしい就労支援を考えるにあたって、障がい者の働く姿を実際見ていく中で、
埼玉トヨペットの業務をふり返り、就労を考えていくことにしました。障がい者雇用を
先進的に行っている企業数社を輪っふるメンバーだけでなく埼玉トヨペットの方と共に
伺わせていただきました。作業風景だけでなく企業の立場、従業員の立場から多くの方
達からでお話を聞かせていただきました。特に従業員である障がい者の方達の自分の仕
事に誇りを持って取り組まれている姿に、そのようなやりがいのもてる就業支援が出来
ればと感じました。名刺やゴム印の作成、パン製造や接客・レジ、清掃…様々な分野で
働く障がい者の姿を見て、埼玉トヨペットの方は「障がい者雇用というのは、結局、
障がい者の働く場をいろいろと提供することなの
ですね」と感想を述べていました。
この見学を機に、埼玉トヨペットの作業を見ていく
中で、洗車やグループ会社でおこなっている発泡
スチロールのリサイクルが障がい者でもできる
作業ではないかと考えました。
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－とにかく「やってみよう」－
「車を傷つけないのか？」「車と接触、けがをしないか？」「ずっと付き添って作業を
指示してはいられない」「経験でやっているのでマニュアルはない」…等々、障がい者
を職場に受け入れる際の懸念される問題点を多く指摘されました。しかし、私たちは田
植えや稲刈りのイベント時に特別支援学校の生徒さん達が汚れなど気にせず一所懸命に
ゴミの分別作業をしている姿を見ているのでそのような問題点は杞憂にすぎないことを
知っていました。「輪っふるの面々がフォローしていくのでまずはお試しでやってみよ
う」と半ば強引に話を進めていきました。
特別支援学校生徒の現場実習、福祉施設の利用者の
体験実習、時にアルバイト契約により一時雇用など
を通し就労の可能性を探りました。その結果、現場
の理解も深まり正規雇用へとつながっていきました。
職場にいっしょにいることからお互いを理解し雇用
につながることをあらためて知る事になりました。
－「つながろう」－
輪っふるはいろいろな立場の方や組織とつきあっています。とりわけ「さいたま障害者
就業サポート研究会」とのつきあいは、障がい者の就業支援に多いに資するものがあり
埼玉トヨペットの障がい者雇用を確固たるものとしました。
さいたま障害者就業サポート研究会

代表：朝日雅也（埼玉県立大学教授）

企業を主に対象として障がい者の雇用支援をしている、埼玉県障害者雇用総合
サポートセンターに従事していている方達を中心に、障がい者雇用を推進している
企業等の人たちが研究を行っている任意の団体です。

また、社外だけでなく社内にも目を向け、輪っふるのイベントやネットワーク活動に
社員の参加をお願いしています。そこで仕事は異なる場での障がい者とのつながりを
深めることで障がい者への理解啓発に努め、分け隔てのない関係を構築させています。
３．「いっしょにいることから」で始まった障がい者雇用への道－特例子会社ではなく－
埼玉トヨペットでは特例子会社を作り、そこで障がい者を雇用しようと考えておりませ
ん。社内全体で障がい者の就業支援を考え、一担当に任せきりにしないと言う考えは、
輪っふるの信念でもある「皆でいっしょにいることから」と通じるものがあります。当
初「この仕事は障がい者には難しいのでは？」から「もう自分たちで支援をやっていけ
る」と自信を持って答える上司の方がいらっしゃいました。就労体験もどこでも二つ
５

2022/10/15 発行

返事で受け入れてもらえるようになりしました。また就業希望者はいないかと問い合わ
せてくる所もあります。
社内のそこかしこに障がい者があたりまえに働き、そこへ作業所で作ったパンが販売
され、店のギャラリーには障がい者の方達の作品が展示され、店内の書架には障がい者
団体等が発行している広報誌が並べられ…それが今の埼玉トヨペットの姿であり、輪っ
ふるの就労支援の姿です。
輪っふるの開設時、社長は、「輪っふるはゴールのない永遠の活動だ。それをバック
アップしていくのが我が社の役割だ」とおっしゃっていました。障がい者の就業支援も
決してゴールはありません。これからも試行錯誤しながら進めていきます。
埼玉トヨペット株式会社の障がい者の就労
従業員数 1,760 名 うち障がい者数 31 名（うち重度 12 名） 雇用率：2.4％
（男 29 名 女 2 名 / 平均年齢 41.5 歳）
障がい
人 数
従事業務
身体
15 名 営業スタッフ、サービススタッフ、スタッフ 等
知的
13 名 サービスアシスタント
精神
3 名 サービスアシスタント、スタッフ
（上 64 歳 下 18 歳） 平均勤続年数 15.2 年 ＜2022 年 8 月末現在＞
● U-car 商品化センター、U-car 店で働いている人たちにインタビューをしてみました
Ｏさんは入社７年目で U-car 商品化センターに入庫した
U-car 車を最初にきれいにする工程で働いており、鉄粉取り
やエンジンルームやトランクスペース・ドア周り等、あまり
清掃をしないところをきれいにする作業をしております。
Ｏさんは特別支援学校在籍中よりパソコンに興味があり、
仕事に役立つようにとパソコン教室に通ってワード・
パワーポイント・エクセルをならったそうです。
最近はエクセルをやっていないのでエクセルは忘れて
しまったが、ワードでカレンダーを作ったり、趣味のゲーム
で動画の編集のやり方を覚えたりしたと、又、給料が
貯まったので、趣味のシミュレーションゲームの動作環境を

最初の洗車工程をペアで
おこなう障がい者スタッフ

上回る新しいパソコンを自分でネットで調べて購入しました。
と楽しいそうに話をしてくれました。（趣味のＮゲージも購入したそうです）
仕事は、自分の工程で遅れると後工程の方に迷惑が掛かるので大変だけど、自分で車を
きれいに仕上げるのが目に見えるので楽しい。仕事をしっかりやって家に帰ればゲーム
をしたり YouTube をみてリフレッシュしているそうです。
学校も楽しかったけど、仕事も楽しく職場の方と仲良くこのまま仕事を続けたい。新しい
人が入ったら違う工程の仕事について頑張りたいと前向きに話をしてくれました。
６
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Ｔさんは入社８年目で U-car 店で展示車の洗車を中心に仕事をしています。
インタビュー当日は雨が降っており、洗車の仕事はしていませんでしたが、店内で
お客様に出すＤＭ封筒のハンコ押しをしておりました。
Ｔさんの洗車作業はいい意味での『いい(良い)加減』で
約 100 台位の展示車を 1 週間ですべて洗い終わるペースで
おこないます。１台１台丁寧に洗車をすることも大切です
が、お客様にいろいろな車をきれいな状態で見ていただく
ことも大事なことだと思います。最近は展示車が少なく、
当日もいつもの半分以下の展示車しかなく、本人に何日間
で全部の車洗うの？と聞くと『２日間で全部きれいにして
います』と答えが返ってきて、私はＴさんらしいなと思い
つつ、ふと手元を見ると会話をしながらはんこ押しており、
きちんと押せているのかと心配になってしまい、手に
取って見ると私よりきれいにはんこが押してありビックリ！
ほぼ同じ場所に真っすぐ押せていました。これも店長や
女性スタッフが天候を考えて、雨が降った時にＴさんに
やってもらう仕事をきちんと用意して下さったおかげと
感謝いたしました。その他は、営業の方から『納車する車の洗車を手伝って』と声が
かかるので一緒におこないます。終わった後『ありがとう』と声をかけてくれるのが
とてもうれしく感じているそうです。
Ｔさんは特別支援学校在学中から走るのが得意で、地域のマラソン大会に参加しており
ました。今でも休日はマラソンの練習をしており、コロナ過で大会の開催がなかったの
ですが、今年は 11 月の上尾シティマラソンのハーフマラソンにエントリー、2 月に開催
予定の青梅マラソンにもエントリーしているそうで、２年ぶりのマラソン出場を楽しみ
にしていました。
最後に仕事のやりがいを聞くと『毎日きちんと仕事ができることが楽しい！冬は寒く
て辛いけど…』とはにかんだ笑顔で話していました。
レポーター：作美・轟
４．あらたな課題に向け
雇用されている障がい者の中には、年齢が上がり、体調を崩したり、気力が衰えたり、
家庭での生活との両立が難しくなったりで、働きづらくなってきている状況が増えてき
ました。また洗車作業はおおかた充足し、あらたな作業種がないか模索中です。一方、
会社の組織の改編で関連部署によってはまだ障害者の雇用が進んでいないところがあり
ます。課題は山積みです。そのような課題を輪っふるの幅広いネットワークを駆使し、
働きやすい環境作り、あらたな職域の開拓に寄与できればと思っています。
ＨＰ
はあとねっと輪っふる | 一緒にいることから・・・ (saitama-toyopet.net)
７
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こんにちは。≪とどさんトーーク≫の轟です。かわら版は 200 号を迎えることができました。
これも皆さまのご協力により発刊できたこと、心より感謝申し上げると共に厚くお礼を申し上
げます。今後も皆さまが楽しめるかわら版を作って参りたいと存じます。よろしくお願い申し
上げます。
さて、今月の一言は「どんな褒め方をしますか？」です。スタンフォード大学のキャロル・
ドウェック教授は、思春期初期の子ども達数百人を対象に、かなり難しい知能検査の問題を 10
問やらせたそうです。ほとんどの子どもがまずまずの成績をとって、終わった後、教授からお
褒めの言葉をかけましたが、褒めるにあたっては子ども達を二つのグループに分け、一方のグ
ループには「すごいね！10 問中 8 問正解よ。良く出来たね。頭がいいのね」とその子の能力を
褒めた。もう一方のグループでは、「すごいね！10 問中 8 問正解よ。良く出来たね。頑張った
のね」とその子の努力を褒めた。
グループ分けをした時点では両グループの成績はまったく等しく、そして子ども達に新しい
問題を見せて『新しい問題に挑戦するのか』
『同じ問題をもう一度解くのか』のどちらかを選ば
せるという実験をおこないました。すると二つのグループの間で、明確に差が現れたそうです。
まず、頭の良さを褒めたグループは『新しい問題を避け、同じ問題を解こうとする傾向が強く
なった』そうで、ボロを出して自分の能力を疑われるかもしれないことは、いっさいやりたが
らなくなりました。一方、努力を褒められたグループは、
『その 9 割が、新しい問題にチャレン
ジする方を選び、学べるチャンスを逃さなかった』つまり、努力した過程を褒めると子ども達
は努力することに喜びを感じるようになり、どんどん能力を伸ばしていきます。
『能力ではなく、努力を褒める』これは子ども達だけに当てはまる事だけではないと思う。
今の世の中は『結果や成果がすべてだ！』みたいな風潮があるように感じる。結果がどうあれ
『努力して成し遂げたことを褒める』ということを忘れてはいないだろうか？私は、そんな
褒め方ができる人でありたいと思う。

10・11 月の予定

11/10(木)

10/27(木)

赤ちゃんサロン
本社ショールーム

赤ちゃんサロン
本社ショールーム

11/17(木)

10/29(土)

輪っふる運営委員会
13:30～15:30
（Zoom によるオンライン開催）

さいたま市健康体操 元気クラブ
本社ショールーム 10:00～11:30

11/24(木)

赤ちゃんサロン
本社ショールーム 10:30～12:00

本社パン販売

10:30～12:00

11:00～15:00

10:30～12:00

世話人会
18:00～19:30
（Zoom によるオンライン開催）

【お知らせ】新型コロナウイルス感染拡大防止の為、各イベントを中止する場合がございます。
何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます
※毎週金曜日は埼玉トヨペット配車センター・一平蓮田工房・浦和サービスセンターにて、
毎月第 4 土曜日は埼玉トヨペット本社ショールームでパン販売をおこなっております
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