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（様式１） 

 

平成 29年 9月 14日 

 

宮津市議会議長 松 浦 登美義 様 

 

会 派 名 日本共産党宮津市会議員団  

代表者名 長 林 三 代       

 

政務活動費 調査研究(視察)報告書 

 

１ 視察年月日   平成２９年７月１０日（月）～７月１２日（水） 

 

２ 視察先･項目   ① 岡山県奈義町 

・子育て支援と定住支援について 

 

② 岡山県真庭市  

 ・旧遷喬尋常小学校とＣＬＴ久世駅見学 

 ・ＣＬＴ並びに木質バイオマスの取組みについて 

 

③ 岡山県岡山市  

・ＮＰＯ法人岡山県社会就労センター協議会の取組みにつて 

・協議会の会員事業所「旭川荘」吉備ワーク取組み 

 

３ 参加者氏名   長林 三代・福井 康喜   以上２名 

 

 

４ 経 費   ７９，２１２円（３９，６０６円／１人あたり） 
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（様式２） 

政務活動費 調査研究(視察)報告書 

 

 ７月１０日（月） 岡山県奈義町    (面積：69.54k㎡、人口：6,100人) 

 

視察項目 ・子育て支援と定住支援について 

 

１ 視察目的・内容 

【目的】 

平成 24年に「子育て支援応援宣言」を掲げ、平成 26年には合計特殊出生率 2.81％と

日本でトップクラスとなった。町独自の施策など、きめ細かな施策が行われており、そ

の取り組みや今後の施策について学ぶ。また、人口減や高齢化などの問題を抱える地方

での定住施策について学び、宮津市の施策に活かしていくことを目的とする。 

 

【内容】 

合併当時 8,900人余りいた人口が、平成 27年には 5,906人まで減少した。しかし、

平成 29年には 6,100人強となっている。そのうち自衛隊員は 600人余りであるが、人

口減少に歯止めをかけ、着実に人口増加へと反転している。中学校や保育所は築 50 年

が経過し、耐震などの問題で建て替えが必要であるが、保育所は定員 100人をオーバー

するので建て替え時に子ども園にするかどうかなど、結論を出す時期に来ている。平成

の大合併には参加せず、住民投票で単独の道を歩むこととなったが、いい意味での結束

力が今の奈義町を築いていると思っている。50年、100年先を考えると、子育てや教育

にかえってくるので、これを中心とした施策を打っていこうと頑張っていると、有元副

町長は言う。 

また、小坂議長は、移住者は移住先を選ぶにあたって、中途半端でない田舎を求めて

いる。簡単に帰省できない場所を選んで移住してくるらしい。奈義町は JR も高速道路

もなく、少し中途半端かなと思うが、あきらめず奈義町存続に議員 10 人で頑張ってい

る。移住特区が大きいと言う。 

合計特殊出生率が「2.81」全国でもトップクラスのワケ 

 現在の人口数を維持するという目標を掲げ、町の活力と産業の力を保つために、奈義

町が力を入れたのは、子育て世代への徹底したサポートであった。一体どのような施策

を実施したのか。 

 まず、若者向け賃貸住宅で定住促進を図った。家賃は 1～2階は 3万円、3階は 25,000

円、4～5階は 2万円である。奈義町では結婚を機に他町へ出ていく若者が多いとのこと

だが、これは宮津市も同じだ。違う点は、奈義町は民間アパートがないということと、

住民の声をよく聴くということだ。町は、初めに 4 戸集合住宅

を建てたが、隣に声が聞こえるとか夜泣きとかを気にせずに暮

らしたいという入居者や町民の意見を聞き、1戸建ての賃貸住宅

にした。基本は住民の満足感を上げることである。若者向け賃

貸住宅 21戸、定住促進住宅 59戸合計 80戸は現在満室となって
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いる。 

特に力を入れたのが、子育て世代への精神的サポートである。支援センターには子育

てアドバイザーが常駐し相談にのっている。一人で悩まなくても、みんなでワイワイ相

談できる。また、幅広いメニューをそろえているのは奈義町だと自慢する。幼稚園保育

料は、2 人目半額、3 人目は無料。医療費は高校卒業まで無料。予防接種は全額補助。

高校生には一人につき年 9万円の交付金を 3年間支給。 

出産祝い金は１子 10万、2子 15万、3子 20万、4子 30万、5子 40万円。 

在宅で育児をする保護者には幼稚園入園前まで 1人当たり月 1万円を交付。 

乳幼児から高齢者まで利用できる「なぎチャイルドホーム」の利用料は無料。小学校

放課後児童クラブは全児童対象。病児病後児保育の実施等々、23の支援施策を展開する。 

すると、数年で町内にある雰囲気が生まれた、変化が表れたという。子どもが 3人い

るのを見て、2人では少ないな、3人もいいなと思うようになったという。 

奈義町だから 3人でもいいという安心感、雰囲気が出てきたそうだ。現在の子ども数

は、1人だけ 14.2%、2人は 35.8%、3人は 50％となっている。 

 

２ 考察・検証・成果等 

【長林三代】 

安定した収入＝働く場がある これが、大学等を卒業したらふる里に帰ってくる若者

の定住条件のように考えられている。現実に宮津市民からは、働くところがないから息

子が帰ってこれない。働くところを、企業を誘致してほしい、とよく聞く。市は、これ

をくみとり企業誘致を進めている。また、観光を柱に市の活性化をするという。企業に

は多額の補助金を出し、地元雇用ならさらに補助金を出し、税金の負担軽減までしてい

る。観光客にはおもてなしと称して至れり尽くせりである。そこには宮津市民から徴収

した税金が投入されている。市民生活は置き去りではないのか。 

ところが、奈義町のキーワードは安心感であり、住民生活を満足させることを基本と

している。奈義の若者は、奈義に住んで町外の工業団地等に働きに行くパターンが多い

という。奈義町ではこれからもさらに足らない所を補っていくという。合併しなかった

ときに町ぐるみで子育て支援をしていこうという町民合意ができており、これを継続し

ているという。 

自治体の施策によって、こうも違いが出てくるのかと驚く。住民の声を聴く姿勢・態

勢に自治体の基本があるのではないか。宮津市ではどうか。行政が先走っているのでは

ないのか、地域住民への十分な説明が不足しているのではないのか。真の若者定住や活

性化、宮津市の発展には、身の丈に合った目標と市民合意が必要である。 

 

【福井康喜】 

奈義町は平成 26年に 2.81％の合計特殊出生率を実現、全国１位となりＮＨＫから取

材があり放映されたということだった。 

奈義町の人口は、昭和 30年２月には 8,925名だったのが平成元年には 7,879名、平

成 29 年には 6,100 名と減少してきている。しかし、子育て支援や定住促進の施策を強

める中で人口減少の率を大幅に減少させてきている。特殊出生率 2.81 という快挙を成

し遂げている。 
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その教訓は徹底した子育て支援策である。①保育料の大幅引き下げ②家庭保育をして

いる世帯に月１人当たり１万円の支援金を支給③高校卒業まで医療費を無料にしてい

る④放課後保育の体制確立、など総合的な子育て支援が実施されている。 

２つ目に定住促進である。町の土地の分譲地を紹介すれば、紹介した人に 30 万円の

紹介料を支払う。また、町内で新築した場合は 20万円、地元業者が施工すれば 20万円、

県産の木材を利用すれば、10万円の補助金制度があり、これが定住促進に結びついてい

る。 

奈義町の視察で感じたことは、子育ての環境を良くすれば「定住促進に結びつく」と

いう点である。勤務が奈義町でなく近隣の地域であっても、保育料が安かったり、放課

後の預かり保育の体制が確立されるなど総合的に子育て環境が充実されていることが

定住促進に結びついたり、出生率を引き上げる事に結びついているのだと感じた。 

そういう点で、宮津市も奈義町が行っている、家庭保育をしている所への支援策、ま

た、高校生卒業までの医療費の無料化などを導入し、どこの自治体にも負けないような

子育て環境をつくることが求められていると感じた。 
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（様式２） 

政務活動費 調査研究(視察)報告書 

 

７月１１日（火） 岡山県真庭市 (面積：828k㎡、人口：46,714人 Ｈ29.8月現在) 

 

視察項目 ・旧遷喬尋常小学校とＣＬＴ久世駅見学 

 

１ 視察目的・内容 

  「旧遷喬尋常小学校」真庭市の国指定重要文化財の見学。 

明治 40 年（1907）に巨額な費用で建築された木造校舎であったが、平成２年に役目

を終えた。設計は県の江川三郎八工手、建築材は真庭市木山国有林の優れた檜、杉材を

選定し使用している。  

全国版の建築専門誌等に洋風建築・木造ルネッサンス風小学校と紹介されている。昭

和63年４月18日中央部を、そして平成２年７月19日両袖部を久世町文化財指定した。

平成 11年５月 13日、校舎全体が国の重要文化財の指定を受ける。正式名称は、旧遷喬

尋常小学校校舎。近年は、映画のロケ地などとして使用されている。 

 

  「久世駅 ＣＬＴモデル建築物」真庭市のＣＬＴ工法で作られた公衆トイレ・休憩施

設・サイクリングステーション「木」テラス。 地上 1階 69.79㎡ 

材料も技術も設計コンペで選定され、 住民のワークショップや愛称公募。「木テラス」

と名づけられて竣工された。 

 

２ 考察・検証・成果等 

【長林 三代】 

旧遷喬尋常小学校 

 明治３年、町内の有志が明親館という塾をつくった。これが前身である。校名は、山

田方谷が、学問にはげみ立身出世するという意味の「出自幽谷、遷于喬木」から２文字

をとったもの。国指定重要文化財。 

 ルネッサンス風の木造校舎の中に入ると、大勢の子どもたちに撫でられ、大切に扱わ

れてきたことが感じられる。また、落書きもあり、その頃の子どもたちの様子が伝わっ

てくる。 
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ＣＬＴ久世駅  

久世駅の横に建設されている「木テラス」はＣＬＴで建設された公衆便所である。木の

香りがして、暖かな感じのトイレだ。 

ＣＬＴは、得手不得手があり、板状には使いやすいが、大空間をつくるには、６ｍを超

えるものは上にリブ上の梁が必要となる。また、鉄骨やフレームを組んで、その上にＣＬ

Ｔを載せれば床板として利用できる。適材適所、使い方次第である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福井 康喜】 

旧遷喬尋常小学校 

 明治 40 年の木造校舎は、今なお輝きを失うことなく、地元の方々に愛されているとい

う。ルネッサンス建築様式のこの建物は、国指定の文化財であるとともに、地域文化の誇

りであると伺える。 

 

ＣＬＴ久世駅 

ＣＬＴ木材を使用したテラスが駅前に建設されていた。大変温かみのある空間であり、

ＣＬＴの宣伝を目的として建設されたもので、その効果が期待されているという。 
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（様式２） 

政務活動費 調査研究(視察)報告書 

 

 ７月１１日（火） 岡山県真庭市      (面積：828 k㎡、人口：46,807人) 

 

視察項目 ・ＣＬＴ並びに木質バイオマスの取組みについて 

 

１ 視察目的・内容 

【目的】 

 真庭市は８割が山林であり、林業を基幹産業としてまちづくりの中枢に位置付けている。

現在では、製材所「西日本一」という 30 社が集中した製材加工地となり、さらには自然

再生エネルギーにつなげ、自給率 40％の産業となっている。このように、豊富な資源であ

る「木」に着目し、持続可能な成功産業やまちの活性化、若者定住につないでいく仕組み・

仕掛けについて学び、宮津市の今後の発展につなげていくことを目的とする。 

 

【内容】 

平成17年４町５村が合併し真庭市が誕生した。岡山県の自治体で最も広い面積を持つ。 

このうちの 80％が森林である。真庭市は国土調査が 94％と進んでおり山林面積が細かく

わかっている。市有林は５分の１、国有林は 10分の１、多くは私有林である。また、人 

工林は 59％、天然林は 38％である。 

 樹齢 40 年を超えてくると、柱や梁などにどんどん使われるべき年齢の木であるが、ま

だ山にたくさん残っている。要因としては、戦後に多く植栽されたこともあるが、外国産

材が輸入されたことや、木ではなく違う建材で家を建てたりしたことが挙げられる。使わ

れるべき年齢の木が多く残っているというのは、真庭市だけでなく全国共通の課題となっ

ている。また、高速道路による産業衰退も危惧された。 

平成５年に「21 世紀の真庭塾」が誕生した。30～40 代の林業や製材業、医者、酒屋、

魚屋などのリーダー中心に 20数名で立ち上げた。蒜山などの観光

地はアクセスが良く年間 250 万人の観光客が訪れるが、高速道路

の整備によって地域の産業や若者がどんどん出ていく。元気にな

るにはどうしたらいいかと繰り返し勉強したという。 

この真庭塾が地場産業を守っていく原点になっている。８割が山

林。この森をどう生かしていくのかということで、林業を基幹産

業として、まちづくりの中核に位置付けた。地域産業の危機に行

政と地域が一体になって取り組んできたことが、製材所「西日本

一」という、30 社が集中した製材加工地となった。また、自給率

40％という自然再生エネルギーの重要性へと結びついている。 

真庭市の林業 

 平成 16 年の台風 23 号と言えば、宮津市も甚大な被害があり、

尊い人命も奪われた。真庭市も同じく激甚災害の指定を受け５年で復旧作業を行っている。

復旧作業はプロセッサ作業による山の倒れた木を搬出することだが、そのオペレーター

（操縦士）に地域の若者をあてどんどん復旧作業を行った。30 代～60 代の延べ 200 人以
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上が作業した。５年後には、この時の若者はそのまま林業に従事することになった。真庭

の地域の林業従事者が若いのはこのためだ。台風がきっかけで、自力のある林業の地盤が

整ったわけである。真庭には丸太の原木市場が３つある。ここで扱う木は年間 13 万㎥。

岡山県内で年間 39 万㎥であるから、実に、３分の１が真庭で扱われていることになる。

加工する製材所は市内に 30社。木の仕入れ量は年間約 20万㎥、製材加工して出す出荷量

は年間約 12 万㎥である。これがどれだけなのか想像できない。家一軒建てるのに使用す

る木材は 10～20 ㎥だそうだ。約１万軒の家が建つ勘定になる。仕入れ量と出荷量の差が

木くずである。丸太を製材して材木にするのに８万㎥の木くずができ、重量に換算すると

13万ｔ。この木くずを資源と捉え活用するのがバイオマスタウン構想である。 

バイオマスタウン構想 

 バイオマス産業の活性化や循環型社会の形成、コミュニティの活性化などに取り組むこ

ととし、平成 17年～21年まで５年かけて、木のエネルギー利用について、どういう仕組

みが必要か、課題の洗い出しと体制の構築をした。具体的には、どういうバイオマス資源

があるのか、その利用状況を調査し、目標を定め、達成方法を策定したのがバイオマスタ

ウン構想である。 

 製材所で構成する木材事業協同組合が事業主体となり、平成 21 年に真庭バイオマス集

積基地が完成した。５年かかっている。この５年間かけて練り上げたものが、バイオマス

発電が順調にいく基盤となっているという。 

集積基地では、未利用のものを買い取るが、木の種類や木の部分によって買い取り金額

が違う。未利用のものは１トン当たり 3,000～5,000 円で買い取っている。これをチップ

にして１キロ当たり 15 円で販売し、ボイラーや発電に利用している。また、かんな屑は

ペレット燃料として１キロ当たり 25円～30円で販売流通させている。時間をかけて無理

のない価格設定をしたものだという。また、山の面積・木の成長・伐採搬出・ゴミの量等

を計算して、どれだけ燃料のほうに回すことが可能なのか、山がはげ山にならないかとい

うこともしっかり計算したうえで、発電所の規模を決定している。 

庁舎は屋上に太陽光パネル、バイオマスボイラーの活用で冷暖房設備と、電力は真庭発

電所の真庭電力と、再生可能エネルギーを活用している。また、木質ペレットを利用した

ペレットストーブ、タクシーやごみ収集車、市の公用車にはてんぷら油のＢＤＦ利用、家

畜の排せつ物に木くずを混ぜた肥料、木片コンクリートはプランターや歩道などに利用す

る。 

市民への普及啓発にも力を入れている。地域の豊富な資源を小学生のころから理解して

もらうように努力している。これがＵターンのきっかけになるかもしれないと、郷土愛の

醸成に力を入れている。 

 発電所の稼働率は 95％以上である。10万

トンの燃料で順調に運転できている。発電

能力は 1万 kw。22,000世帯を賄える。真庭

は 18,000 世帯であり十分賄うことが可能

だ。現在は市庁舎と文化施設の２施設に利

用しており、残りの９割は売電により年間

23億円の収入となっている。この収入から、   
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燃料費 13億円、設備投資、減価償却費、人件費 15名分等の支出を差し引いても配当金が

あるという。 

             

２．考察・検証・成果等 

【長林 三代】 

地域住民が立ち上げた「真庭塾」で、繰り返し学習し議論してきたことが、現在の真庭

市の産業に活きている。住民が議論し行動している地域は元気がある。さらに、地域の声

を真庭市が受け止め、市民とともに議論しながら進めていく姿勢には学ぶべきところが大

きい。また、５年間かけて議論し、精密な調査をし、事業にかかるすべての計画を掲げ、

成功するという確信をもって踏み出していく、こういう緻密な姿勢は学ぶべきである。熱

意ややる気だけでは成功しない。十分議論し、確信への根拠が必要である。 

真庭には大学も専門学校もない。宮津も同じだ。若者は大学進学等で地元を離れていく。

故郷に帰ってくるきっかけになるものを考えていかなければならない。真庭はきっかけと

なる資源を真庭の豊富な「木」とした。では、宮津の豊富な資源とは何か。観光天橋立、

山や海といった自然、エコツーリズム、古の歴史等々あるが、ほとんどが接客である。来

客数によって収益は違う。収益のムラのない事業があるのか、観光以外の資源があるのか、

企業誘致すれば若者の働く場ができるという安易な考えでいいのか。市民と行政がともに

考え議論するべきである。 

 

【福井 康喜】 

真庭市は山林が市の 80％を占め、古くから林業が盛んな地域である。現在、製材所が約

30社あり、原木市場が３社、製品市場が１社ある。 

こうした地域の特性を生かし、約２年前にバイオマス発電所が建設された。１年間の売

り上げは約 23億円、うち 13億円が燃料代となっている。従業員が 15名いるが、職員の

給料を支払い、更に諸経費を差し引いても黒字が出る見通しを持っている。 

バイオマスの燃料は、製材所から出る木片（これまでは捨てられていた）や木の皮など

を安く購入、また山林整備の中で出る間伐材や曲がった木など、これまで未使用だったも

のを全てバイオマス発電の燃料するなど、地域循環型経済の構築に成功している。 

２つ目にＣＬＴの製造販売で林業を発展させる構想についてである。 

ＣＬＴは木材を合板し、これを製品として販売するもので、すでにヨーロッパで生産販

売が進んでいる。日本ではＣＬＴの生産販売所が全国で、まだ４ケ所だが、そのうちの１

つが真庭市にある。ＣＬＴの生産は林業の資源活用を大きく発展させるもので、特に間伐

材など未使用の状態にある木材を大量に使用できる可能性があり期待されている。真庭市

では、すでにホテルや保育所がＣＬＴで建築された。ＣＬＴ工法の建築は全国的にはこれ

からという状況だが、今後に大きな期待が持たれている。 

宮津市も山林が多いが、林業をどう発展させるかという点では、真庭市の経験を学び 

これをどう生かすかについて議論の場を設ける必要がある。バイオマス発電を行う見通し

があるのか、ＣＬＴ工法による建材は宮津で可能なのか、など調査、研究も必要と思う。

宮津市は山林が多くあり、林業の分野での経済を発展させることは、宮津の発展にもつな

がる大変重要な分野だと考える。 
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（様式２） 

政務活動費 調査研究(視察)報告書 

 

 ７月１２日（水） 岡山県岡山市       

        ＮＰＯ法人岡山県社会就労センター協議会 

 

視察項目 ・岡山県セルプセンターの取り組みについて 

 

 

１ 視察目的・内容 

【目的】 

障害のある方やご家族、関係者の皆様の願い実現へ、岡山県セルプセンターの取り組み 

について学ぶ。また、法律や様々な課題にどのように取り組み、今後どのように発展させ

ていこうとしているのか学ぶ。 

 

【内容】 

 岡山県の障害者数は、平成 29 年３月に、身体・知的・精神障害合わせて 102,430 人で

ある。民間企業に勤める雇用障害者数は 6,914人。医療、福祉、製造業、小売業等に勤め

ている。一方、公的機関への雇用障害者数は、949人。雇用率の差は大きい。 

平均工賃は、就労支援Ａ型が月額平均 71,757円、Ｂ型は平成 27年度に 13,254円で全

国 42位である。 

セルプとは、セルフとヘルプを合わせた、自助自立という造語である。岡山県セルプセ

ンターは平成 17 年に設立された。働く意思がありながら、なかなか就職できない障害者

への支援をしている。セルプセンターがないのは三重県のみで、各都道府県に 1つ設置さ

れている。岡山県内には障害者施設が 320ある。就労継続支援Ａ型は 160施設、Ｂ型が 160

施設である。Ｂ型のうち 70施設がセルプセンターの会員になっている。 

 セルプセンターは岡山県の委託で共同受注の窓口をしている。例えば、県から○○の除

草をしてくださいと依頼を受けると、セルプセンターの職員が 70 の事業所の中で除草作

業を得意とする施設に投げかけるという、マッチングの仕事をしている。ほかに、箸の袋

詰め、チラシの封入、イノシシ革製のネームホルダー、キーホルダー、財布、こんにゃく、

花、企業のノベルティーグッズ、記念品等を扱っている。セルプセンターは紹介料として

マージンをいただいている。人件費となる。 

 セルプセンターの使命は、工賃の向上と販路拡大の 2本である。工賃は社会状況によっ

て平均値が決まる。岡山県は障害者の一般雇用率が高い。従って就労継続支援Ａ型Ｂ型の

利用が少なくなり、ゆえに、県内の工賃が上がらないのではと考えているようだ。 

 では、どこに力を入れたらよいのか。障害者自立支援法が施行され、各地域に自立支援

協議会が設置されているが、活動していな

いところもある。活発化することで誰でも

住みやすい地域になるはずだという。また、

ＰＲ不足だという。企業はあまり知らない。
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施設の職員もあきらめているのではないか。こういう仕事があるのだということを知らせ、

ダメもとでも、見積もり合わせのチャンスを与えることが大切だという。施設外就労は法

人加算があり、施設の収入にもなる。仲間（利用者）の成功体験をつくることで、２年目、

３年目と経験を重ねると、いきいきとした表情でやる気をもって通所してくるという。企

業にも事業所にも知ってもらうこと、障害者には成功体験をつくるきっかけとなるよう頑

張っている。 

 

２．考察・検証・成果等 

【長林 三代】 

岡山セルプセンターでは、障害者の手作りのフラットファイル等販売している。ファイ

ルのほかにも、購入すれば障害者の工賃収入につながるといったものを、宮津市は利用し

ているのか、聞いたことはない。市はコスト削減・節約とすぐいうが、少々高くついても

そういったものを購入することで、障害のある方たちの安定した生活への一助となるので

はないか。考えていただきたい。 

 

【福井 康喜】 

セルプセンターは専従職員３名で運営されている。県内の障害者施設に対し、一般企業

や公的機関などから軽作業で、できる仕事を獲得し障害者施設，障害者への仕事を確保し

ている。仕事内容は、印刷、封筒つくり、鉄工部品つくり、食品製造、縫製作業など多彩、

セルプセンターからの紹介による仕事確保が大きな役割を果たしていると実感した。セン

ターから「公的機関から積極的に仕事を発注してくれればありがたい。封筒などは、障害

があっても丁寧に仕事をしているし、価格面でも安い」などが話された。 

宮津市でも障害者施設は沢山あるが障害者の仕事確保の現状や要求などを聞き、行政内

部で使う消耗品などで障害者施設に発注できる物はないか、などをぜひ検討していただき

たい。 
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（様式２） 

政務活動費 調査研究(視察)報告書 

 

 ７月１２日（水） 岡山県岡山市       

        社会福祉法人旭川荘 吉備ワークホーム 

 

視察項目 ・吉備ワークホームの取り組みについて 

 

 

１ 視察目的・内容 

【目的】 

 障害のある方やご家族、関係者の皆様の願い実現のために、どのような取り組みをして

いるのか学ぶ。 

 

【内容】 

吉備ワークホームは岡山セルプセンターの会員である。日中活動支援事業として就労継

続支援Ｂ型を、共同生活援助事業としてグループホームを、また、施設入所支援事業をと、

一般就労が困難な人に対し作業の提供や生活援助を行い、自立を目指す障害者支援施設で

ある。設置主体は社会福祉法人旭川荘である。法人全体の利用者は約 3,000人、職員は約

2,000人、中国や台湾、韓国などからも視察研修に来るという。法人の予算規模は 145億

円。 

 障害者の住宅問題は切実で、作業することが目的ではないが、

住むところがないので入所するというのが現状である。グループ

ホームについては、車いすだと坂が大変だし、低床バスの停留所

が必要、家のそばにコンビニ等の店が必要など、設置場所に苦労

するそうだ。身障者にとっては施設入所かグループホームしかな

いという。 

アトリエ夢工房 

 就労継続支援Ｂ型。労働局からの印刷受注が多い。印刷はパソコンでデータ入力する。

早く打ち込めなくても、キーボード入力ができれば印刷ができる。○○申請書や○○セミ

ナーのテキスト、資料などが多い。一番収入が多いのが印刷である。優先調達推進法によ

り、印刷の受注が増えたこともあるが、平均工賃が月 7,000～8,000 円だったのが、倍以

上の 17,500円になったそうだ。 

 革製品の縫製は、吉備中央町で採れた野生のイノシシ皮を使う。野生のイノシシ皮は傷

が多く、皮が一定していないので企業が手を出さないそうだ。東京でなめして吉備ワーク

に。使えるのは 30％ほど。ネームホルダーやキーホルダーに加工し、最近は地元のイオン

モールや東京の百貨店でも販売するようになった。これは、岡山県

が施設の製品を広範囲に売れるように努力してくれたという。昔は

バザー、今はデパートである。 

 レーザー加工機を使った木製のパズル等は職人レベルだという。
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細かい部分まで再現している。日本地図の木工パズルも東京のデパートで販売している。

高度な技術が必要なため跡継ぎの問題もあるが、モノを作ることが彼らのプライドにもな

っている。内山工業というコルクの会社は、アトリエ夢工房がレーザー加工の技術を持っ

ていることを知って、「一緒に何か作りませんか」と言ってくれているそうだ。他にも、

セラミック粘土の手作りストラップや退職記念などの文字をアクリル板に入れたり、菓子

の箱折り、キーホルダーなど細かい作業が多い。 

 

２．考察・検証・成果等 

【長林 三代】 

吉備ワークホームでは送迎がない。通所の方はバスで通っている。吉備ワークホームは

旭川荘の広大な敷地の一角に建っており、バス停が 2カ所ある。その先は行き止まりにな

っているが、両備バスという会社が、利用している人が困るからやめるわけにはいかない

と赤字運行を続けてくれている。また、民間企業がアトリエ夢工房に、一緒に造ろうと声

をかけてくれている。県や市町村、労働局などが発注してくれる。岡山ではこういった周

りの理解や支援がある。京都府の就労継続支援Ｂ型の平均工賃は月額 16,505 円である。

障害年金があっても、これでは生活できないのではないか。 

また、京都府の民間企業への障害者雇用は、雇用者数・法定雇用率ともに増加している

が、宮津市では、障害者雇用を行っている民間企業はあるのか。かつては日本クリニック

（株）が身体障害、聴覚障害の方を雇用していたようだが、今はないのではないか。調査

研究が必要だが、障害のある方や高齢の方、みんなが当たり前に暮らせるまちにしていく

にはどうしたらよいのか、何からできるか、行政、議会、市民がともに考えないといけな

い。 

 

【福井 康喜】 

 この施設は企業などの就労が困難な障害者に対して、就労の機会を提供し、作業を通し

て知識、能力の向上をめざしている。仕事の内容は，箱折り、印刷、木工、下請け作業、

農園など。できた商品を販売しているが、販売先の確保が課題となっている。 

また，製品作りの技術の継承者が育たないなどの問題が出されていた。宮津市の障害者

施設についても実態をつかみ要望に応える対策が必要と感じた。 


