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特定非営利活動法人

私たちは障がいのある人とともに働く喜びを創り出す社会的事業所です。

社会保障審議会生活困窮者自立支援
及び生活保護部会（第２回）

平成２９年６月８日 資料３



みんなで元気に働こう！

～地域で暮らし続けるために～

めまぐるしい社会の中では、お互いを認め合い環境を大切に生活することを忘れ
がちです。私たちは、障がいのあるなしにかかわらず、地域の中でお互いの個性
を尊重しあい誰でもが明るく元気に暮らし、働き続けて行ける社会でありたいと
願います。

私たちはそのような社会を目指し、たくさんの人たちの力を借りながら、１人ひ
とりの持てる力を出し合って、お互いを認め合い、 補いながら障がいのある人の
就労につなげ共に働く場を創り出す 「コンチェルティーノ」を設立します。

お互いを認め合い、働き暮らしていくことは、いろいろな楽器が奏でる協奏曲に
似ています。それぞれの特徴をもった音符たちが組み合わさって素敵な旋律を創
り出すように私たちもそれぞれの個性を組み合わせて、素敵なメロディを創り出
していきたいと思います。

※コンチェルティーノとは…自由に構成された小さな協奏曲のことで、
みんなで協働というメロディをつくっていけるようこの名をつけました。
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 2009年9月 任意団体としてスタート

 2013年3月 NPO法人化

 2013年８月 ワーカーズ・コレクティブ

理事長 ：浅川 悦子
副理事長：早坂 悦子（(有)ロリーポップ 石けん清掃指導）

深谷 敏哉（東京企業株式会社 施設清掃指導）
理 事 : 高木 洋子 満木貴

西山安子（社協運営喫茶店長）
進藤 義夫（NPO法人 障害者支援情報センター）

監 事 ： 金井 えり子

正会員：19名 ワーカーズ：14名 アルバイト：３名 実習生：５名
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・生協・ワーカーズ
・NPO法人
・障害者支援情報

センター
・企業・財団

NPO法人コンチェルティーノ

おでかけ
マーチ

お掃除
ぽるか

てしごと
ワルツ

カフェ事業
相談caffe

事務局

＊チラシ折、封入作業
＊印刷、帳合作業
＊手作り品製作
＊ポスター作りなど

＊ポスティング
＊出前演奏など

＊清掃業務
＊実習システム

＊就労、生活
等の相談

ワーカーズコレクティブ
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まずはお掃除グループから・・・

コンチェルティーノは、まず、お掃除の仕事を通して、

生活クラブ館をいつまでもきれいに保ちながら、生活クラブ館の中に、障害を持った人

が地域で元気に暮し続けられるための、仕事の場をつくります。

お掃除ぽるかは、環境にやさしいせっけんを使って地域の中にきれいを広げていきます。

また、障がいのある人と共に働くことを経験する場と合成洗剤を使わないクリーニング

の技術を提供し、関連団体や企業との相互関係を深め、就労につなげていきます。

はじめは、誰か１人
の小さなつぶやきが

やがてはたくさんの
人の思いとなって
形になりました。

これからも一人ひとりの個性にあったお仕事を見つけます！

見つからなかったら創りましょう！
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専門家による
掃除指導風景

お掃除 ぽるか
チーフワーカー

実習生や他のワーカーの
お手本となる頼れる存在

万能
緑モップ

ワーカーズに入る
ために研修生中！
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研修＆実践

Ｗｃｏスーユンタン
へ指導に行きました。

お掃除ぽるかに植木屋さん
が指導に来てくれました。
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こんなにたくさん
切りました！
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合成洗剤を使わず、きれいに仕上げる清掃が好評です。

「石けん」「重曹」「クエン酸」などの洗浄剤やシックハウス対応型ワックス

を使用する清掃は私たちのこだわりであり誇りです。

主な受託先
◇生活クラブ生協

・生活クラブ館、赤堤館、配送センター3ヶ所、デポー３店舗
◇社会福祉法人悠遊…ケアセンター世田谷他
◇「ちいき」の共働スペースCOS下北沢
◇個人マンション
◇個人宅ハウスクリーニング・庭清掃
◇都営住宅(庭及び垣根）
◇教会
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用途によって
色別した雑巾

重曹炭酸水

クエン酸水

コンチェルティーノ
お掃除 ぽるか

ト
イ
レ
用

水
拭
き
用

乾
拭
き
用
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ステンレス磨き用 尿素や黒ずみ落とし用

＊マイクロファイバークロス
＊ガラスコップ用クロス
＊ウロコ取り用
＊アクリルたわし
＊緑モップ
＊金属ファイル止め
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お掃除 ぽるか

きれいになったね！

お風呂の鏡

レンジ回り
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洗面台
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男子トイレ小便器
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床の汚れ
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 固形石けん

 洗濯板

 液体石けん

※合成界面活性剤を使わないクリーム
クリームの性質：
手に油分を与え、皮膜をして保護する

 石けん水、重曹炭酸塩水

 クレンザー、クエン酸水

 燃料アルコール

 トイレクリーン

 木用

 樹脂用
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広報紙等印刷組み込み作業、ちらし・情報紙
等封入発送作業・・・ 受け取る人のことを考え

て丁寧に作業をします。リメイク下請け作業や
手作り作品作り・販売なども予定しています。

実績
生活クラブ生協まち広報紙等の印刷・帳合
生活者ネットワークの通信封入
(有)東京市民調査会の情報ファイルの帳合

チラシなどのポスティング・・・ 夏や冬は本当
に大変ですが、撒いたチラシに反応があると
聞くとうれしい限りです！
実績

生活クラブ生協・保育園・ケアセンターのチラ
シ、地域飲食店のチラシ、個人の企画チラシ
などのポスティング

開催日 月1回１３：３０～１６：００

場所 ワルツ工房

相談内容

引きこもり、障害者の日中居場所探
し・就労に向けての相談・家探しな
ど。 行政の相談窓口の紹介・地域
の他の相談支援センターの紹介な
ど。

相談料 初回５００円
（1時間程度、飲み物＆菓子付）
2回目以降は要予約。２０００円

相談員プロフィール 進藤義夫
特定非営利活動法人障害者支援情報センタ

ー（HASIC）理事長。2001年よりさまざまな
機関と連携しネットワークを組み、就労支援
相談・退院促進・作業仲介などの事業を行う。

コンチェルティーノ理事。
精神保健福祉士・臨 床心理士。
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ワルツ工房でみんなでお楽しみ中！！

封入作業中

相談カフェを開催
したり、

スペース貸しも！
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◆実習システム

・３ヶ月１クール（基本）週１(2h/回)程度からスタート。

・１クール終了後、本人・支援者・コンチェルティーノにて面談を行い

次のステップ（実習継続、就労移行、その他)を決める。

◆対価（障害の有無にかかわらず同一賃金）

・実習生 【1000円/回（交通費無、2クール目からは交通費実費）

・ワーカーズ 【950円/h 交通費実費】→経営状況で変更あり

・アルバイト 【932円/h（基準：最低賃金）交通費500円迄】

＊ポスティング、封入作業など、一部は出来高払い

◆メンバー構成

・実習生 ：7名（精神1,生活困窮5,ほか１）＋長期休2

・ワーカーズ：14名(知的3,精神2,身体1,ひきこもり1,A依存1,生活困窮ほか）

・アルバイト：5名（精神1,生活困窮3,ほか）

◆外部就労状況

衆議院事務局非常勤公務員(憲政会館庭清掃）1名、東京企業３名、

ハローワーク1名、薬品会社関連２名、生活クラブセンター事務1名
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 社会参加していることで精神的に安定する

 対価を得ることで生活が安定する

（生活保護との併用、保護からの脱却）

 仲間意識のめばえ、コミュニケーション力が高まる

 健康になる。適度な疲れが眠りを誘い、睡眠導入剤が不要に！

メンバーの就労、生活面の支援対策

 生活のリズム、体調管理などをするとともに、それぞれ
に合った仕事量の調節をする。

 ケース会議の開催

・必要に応じて、本人と本人に関係する支援機関、保健機関、

通所施設、医療機関などと一同に会して話し合いを行っている。

23



 障害者就労支援機関…

障害者就業・生活支援センターアイ-キャリア

 困窮者就労支援機関…

生活困窮者自立相談支援センター

ぷらっとホーム世田谷
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2009年スタート時から在籍しているＳさんは、最初に
出会った時は声が出なくてすべて筆談でした。

それから5年後の2014年7月17日に初めての「おはようご
ざいます」を聞きました。6月に言語療法を始めて1か月

ほどの出来事でした。そしてそのあとはみるみるお話が
できるようになり、彼女のとてもかわいらしい声はみん
なの心をとてもハッピイ！にしてくれました。

声が出なくなってから7年近くたっていました…。

体調も思わしくない時もありましたが、働いていている
ことが彼女を支え、様々な出会いの中で心から「話した
い！」と思ったのです。この事業を始めて一番うれしか
った出来事です。
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１．相談カフェ事業の充実と拡大
２．カフェ事業・演奏活動への着手
３．小規模多機能・グループホーム開設への道筋
（空き家、都市農地の活用、Etｃ．）

地域の中で元気に働ける中間的就労の場を増やす。
小さくても良い…むしろ小さい方が良いかも…
ワーカーズなどで小さい事業所を身近な地域の中に
いくつも創れたら素敵です！
若者が面白がって起業するように楽しくアピールして
いきたいと思います！

今後の目標
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◇事業取り組みのきっかけ

2015年４月に生活困窮者自立支援法が施行され 世田

谷区より就労訓練事業所認定の働きかけがあり、申請に
至った。2015年12月に認定を受けた。

＊コンチェルティーには障害者だけではなく生活困窮者
も既に在籍しており、進めている事業とも共通すること
が多いので特に違和感なく申請することができた。

◇訓練受入れ状況

2017年6月現在、支援機関からの訓練受け入れは20名。
男性13名、女性7名。在籍者は16名。年齢は20代～70代と
幅広いが40代が10名で半数を占めている。
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◇生活面改善のための支援

・身体、衣服等のニオイ対策が必要

・食、住環境の改善が必要

◇生活保護から自立するときの支援

・保護解除後の一定期間の住居費等の応援金が必要

また、住居契約時の緊急連絡先、身元引受先などの

機関の設置が必要と考えます。

◇この事業を進める事業所に対してあまり細かい縛りの

ない補助金を支給する制度を設ける。など。
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 健康な生活困窮者は一定期間訓練事業所で働き、精神
面や体力などに自信がつけば一般就労に移行すること
が多くなると予想されます。ただし、生活困窮者には
何らかの障害を持った方々も多く、障害者自立支援と
生活困窮者自立支援が別物として進められていること
は、今後の課題となると考えます。

 都市農地の活用ほか、多くの働く場の創造が必要です
。障害者就労支援、困窮者就労支援、若者就労支援がﾈ
ｯﾄﾜｰｸを組んで一緒に活動していくとかなりのことがで
きるのではないかと考えます。
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特定非営利活動法人 

コンチェルティーノ 

 

私たちは、障がいのあるなしにか

かわらず、地域の中でお互いの個

性を尊重しあい、誰でもが明るく

元気に暮らし続けられる社会であ

りたいと願います。 

コンチェルティーノはお互いの違

うところを認めあい補いあいなが

ら、障がい者と共に働くことの喜

びを作り出す団体です。 

団体所在地  

東京都世田谷区上馬 2-26-8  

連絡先 

電話 ０３－６４５０―９８４６ 

Fax  ０3‐６４５０‐９８４７ 

Mail npo.concertino@gmail.com 

ブログ 
http://concertino123.blog.fc2.com/ 

みんなで元気に働こう！  

～地域で暮らし続けるために～ 

 時間に追われ、スピードを求められる現代、立ち止

まって考え、視点を見直し、お互いを認め合い、環

境に配慮した生活など忘れがちです。私たちは障が

いのあるなしにかかわらず、地域の中でお互いの個

性を尊重しあい、話し合い誰でもが明るく元気に暮ら

し続ける社会でありたいと願います。 

 私たちはそのような社会を目指し、たくさんの人た

ちの力を借りながら、１人ひとりの持てる力を出し合っ

て、障がいのある人と地域の中で働く場を創り出す

「コンチェルティーノ」を設立します。 

 お互いを認め合い、働き暮らしていくことは、いろい

ろな楽器が奏でる協奏曲に似ています。それぞれの

特徴をもった音符たちが組み合わさって素敵な旋律

を創り出すように、私たちもそれぞれの個性を組み合

わせて素敵なメロディーを創り出していきたいと思い

ます。 
 

コンチェルティーノとは 

自由に構成された小さな協奏曲のこと 

みんなで共働というメロディーを作っていける 

ようにこの名をつけました 

 

 

 

 

 

コンチェルティーノは、共に働く社会的事業所と

して元気に活動を進めてまいります。これからも

継続して就労支援ができますよう多くの皆さま

のご支援をお願いいたします。 

 

賛助会員募集! 
皆さまのご支援をお願いいたします。 

年会費 1 口 3,000円 

担当者にお申し出いただくか、下記口座に 

お振り込みをお願いします。 

ゆうちょ銀行  

【店名】〇一八（ゼロイチハチ） 

【店番】０１８  

【預金種目】普通預金    

【口座番号】５６３５７７０    

【口座名義】コンチェルティーノ 

*振り込み手数料はご負担願います。 

 

あゆみ 
2009年９月準備会発足 

2010年７月設立総会 

2012年 8月ワルツ工房オープン 

2013年３月特定非営利活動法人登記 

2013年 9月東京ワーカーズ・コレクティブ

協同組合加入 
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チラシなどのポスティング・・・ 夏や冬は本当

に大変ですが、撒いたチラシに反応があると

聞くとうれしい限りです！ 

実績 
生活クラブ生協・保育園・ケアセンターのチラ

シポスティング 

飲食店のチラシポスティング 

 
 

主に「てしごとワルツ」の仕事に活用している

“ワルツ工房”のスペースをお貸しします。 

会議・講演会・イベント・パーティ etc.  

多目的にご利用いただけます。  

＊希望される方は事前にお問合せください。 

広さ 4ｍ×6ｍ  

料金 1 時間 1,000 円(コンチェルティーノ 

会員は半額にて利用可)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業や活動を通して地域の人たちとのコミュニケーションを図るとともに、地域の事業 

団体などとの連携を進め共に働くことの理解を深めていくことをめざしています 
 

合成洗剤を使わず、きれいに仕上げる清掃

が好評です。「石けん」「重曹」「クエン酸」な

どの洗浄剤やシックハウス対応型ワックスを

使用する清掃は私たちのこだわりであり誇

りです。 

主な受託先 

生活クラブ生協施設 

生活クラブ館・配送センター４ヶ所 

デポー３店舗・赤堤館・ケアセンター世田谷 

「ちいき」の共働スペース COS 下北沢・教会 

個人マンション・個人宅・都営住宅(庭)など 

広報紙等印刷組み込み作業、ちらし・情報紙

等封入発送作業・・・ 受け取る人のことを考え

て丁寧に作業をします。 

リメイク下請け作業や手作り作品作り・販売

なども予定しています。 

実績 
生活クラブ生協の広報紙等の印刷・帳合他 

生活者ネットワークの通信封入 

(有)東京市民調査会の情報ファイルの帳合・・・ 

月 1回 １３：３０～１６：００  

相談料 初回 30 分…500 円(飲み物付)  

２回目以降は要予約。１時間 2000 円。 

相談内容 引きこもり、障害者の日中居場所

探し・就労に向けての相談・家探しなど。 

行政の相談窓口の紹介・ 

地域の他の相談支援センターの紹介など。 

場所 ワルツ工房(地図参照) 

世田谷区上馬 2-26-8 鈴木ビル 2階  

相談員プロフィール 進藤義夫      
特定非営利活動法人障害者支援情報センター

（HASIC）理事長。2001 年より、さまざまな機関と

連携しネットワークを組み、就労支援・相談・退院促

進・作業仲介などの事業を行う。コンチェルティー

ノ理事。精神保健福祉士・臨床心理士。 

ワーカーメンバーの話し合いと研修の場とし

て、月一回、ワルツ工房にて開催しています。

地域の人や支援機関・関連団体との交流・情報

交換の場となることもめざしています。 
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