
■今一生さんと学ぶ 

「障がい者の就労支援事業」研修ツアー 
 

★NPO法人コミュニティワークスの事業と、 

本ツアーの研修内容 

 

千葉県木更津市では、2000年 7月に西口駅前

のアインスビル（当時の再開発ビル。現在は「ア

クア木更津ビル」）のキーテナントだったデパート

の木更津そごうが撤退、市民経済の求心力を失

った駅前商店街はシャッター通りになりました。 

そんな木更津に日本の社会起業家の草分け

的存在である片岡勝氏（※89年に「市民バンク」設立、90年

には女性の起業を支援・育成する「WWB／ジャパン」設立）が

送り込んだのが、当時 20歳の大学生だった筒井啓介さん

（右の写真）。 

筒井氏は空きテナントに市民が一坪ショップを出せたり、

市民活動支援の拠点となる「チャレンジセンターＬＥＴ’Ｓきさ

らづ」を運営しながら、障がい者の就労支援など福祉の仕事

も手掛けています。 

市内にある地域作業所 hana（就労継続支援Ｂ型事業所）

では、パソコンを使ったデータ入力や事務作業、軽作業など

を通所する障がい者の仕事として受注。また、人の個性に合

わせた仕事づくりを目指し、てんかん発作を持つ若者に「フェ

アトレードカフェ andante」の店長として従事させたり（その店

長は現在見事に一般企業に就職！）、東京のデザイン会社

と組んで読み終えた英字新聞を加工した「エコでおしゃれな

新聞バッグ」（右の写真）を商品化するなど、障がい者の就労

チャンスとして常に新しい商品・サービスを作り出す先進的な

試みを続けています。http://www.npo-cw.net/ 

 

このツアーでは、障がい者と一緒に汗を流しながら働くこと

で「障がい者にできる仕事をどう作っていくのか」「障がい者

自身が望んでいる仕事とは何か」を学びます。また、そうして出来た商品を地元に売り込み、

障がい者の就労支援活動の持続可能性の現実を肌で理解していただきます。 

http://www.isshinjuku.com/04i_hassin/kogiroku/kk_040616.html
http://www.netb.co.jp/
http://www.netb.co.jp/
http://www.npo-cw.net/andante/
http://www.npo-cw.net/andante/
http://www.npo-cw.net/


【ゲスト・ツアコン／今一生氏について】 

1965年生まれ。フリーライター、編集者。90年代半ばから

自殺・家出・メンタルヘルスなどの取材を重ね、1997年に

Create Media名義で編集した『日本一醜い親への手紙』3部

作が角川文庫版を含めて約 30万部をベストセラーに。 

1999年に『完全家出マニュアル』を発表し、造語した「プチ

家出」が流行語に。著書に『生きちゃってるし、死なないし リ

ストカット＆オーバードーズ依存症』（晶文社）、『「死ぬ自由」

という名の救い ネット心中と精神科医』（河出書房新社）、

『社会起業家に学べ！』（アスキー新書）、『プライドワーク 自

分をつくる働き方』（春秋社）など多数。 

2007年、東大で社会起業の自主ゼミの講師を務める。現在、『オルタナ』『高校教育』『放

送文化』等で連載中。人間関係・出版・社会起業まで幅広い「匿名相談」も事業化。 

●公式サイト http://www.createmedia.co.jp 

 

【このツアーは、次の方へオススメです！】 

◎障がい者の就労支援の従事者（NPO、行政職員など） 

◎就労の機会を作りたい精神障がい者の当事者や家族 

◎精神障害者の雇用を促進したい経営者、その志願者 

◎医療・福祉の分野での事業を調査したい研究者や学生 

◎その他、社会起業、事業型 NPOの実際を知りたい方 

 

【集合場所】 

★地域作業所「hana」事務所 

木更津市文京６－４－４ 

Tel:0438-20-3326 (AM10:00-PM6:00) 

※内房線の JR木更津駅東口改札から徒歩で

約 15分。木更津第二小学校の校庭に隣接す

る通りに面したところに、2階建ての施設あり。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.co.jp/dp/4794964994?tag=stayinguestho-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4794964994&adid=00DHCBS0F4TYZQ0KGMQ8&
http://www.amazon.co.jp/dp/4794964994?tag=stayinguestho-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4794964994&adid=00DHCBS0F4TYZQ0KGMQ8&
http://www.amazon.co.jp/dp/4309243703?tag=stayinguestho-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4309243703&adid=1XFPQYW87P20VR0J4T71&
http://www.amazon.co.jp/dp/4309243703?tag=stayinguestho-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4309243703&adid=1XFPQYW87P20VR0J4T71&
http://www.amazon.co.jp/dp/4048671871?tag=stayinguestho-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4048671871&adid=0AJKQ5PQFXPM33JNH5ZF&
http://www.amazon.co.jp/dp/4393495284?tag=stayinguestho-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4393495284&adid=0GRY3VGDZJGCV1R5JDYD&
http://www.amazon.co.jp/dp/4393495284?tag=stayinguestho-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4393495284&adid=0GRY3VGDZJGCV1R5JDYD&
http://tokumeisoudan.jimdo.com/
http://www.createmedia.co.jp/
Tel:0438-20-3326%20(AM10:00-PM6:00


【NPO法人 コミュニティワークスのツアー・スケジュール】 

★1日目：7月 30日（金） 

正午：木更津駅から「hana」事務所に集合、点呼（※ランチなし）、自己紹介文の相互交換 

AM12:15/障がい者の就労支援の現況と「hana」の事業についてレクチャー 

PM12:45/「hana」の実地研修の流れについて説明 

PM1:00/障がい者と一緒に新聞エコバッグ作りに従事 

（作業をしながら会話の中で障がい者自身から支援ニーズヒアリング） 

PM3:00/終了、休憩 

PM3:30/エコバッグ応援団として読み終えた英字新聞を調達するリサーチ＆営業電話 

PM5:30/終了、宿へ 

PM6:00/宿で炊事（※市内の民家レストラン「KANDENCHI」） 

PM6:30/夕食・入浴（※銭湯代 420円は各自別途負担） 

PM8:00/「hana」の事務所へ移動 

PM8:30/「hana」のスタッフから障がい者の就労などの支援ニーズをヒアリング 

PM10:30/宿へ。今日の学びを文章化・映像化（ブログ、twitterにアップなど）→宿題 

PM11:30/就寝 

★2日目：7月 31日（土） 

AM7:00/起床・炊事・朝食・ランチ用おむすび作り 

AM8:30/「hana」の事務所に集合。チームに分かれ、エコバッグの営業エリアを確認 

AM9:00/駅を中心に市内の店などに「エコバッグ」の 2人 1組で直接営業＆情報収集 

AM12:00/昼食（hanaスタッフと意見交換、障がい者就労支援を効率良くするには） 

PM1:00/午前中の教訓をふまえ、市内の店に「エコバッグ」の直接営業＆情報収集 

PM3:00/「hana」の事務所へ集合。障がい者と一緒にエコバッグ作りに従事 

PM4:00/終了、休憩 

PM4:30/学びの発表（自分が障がい者就労に対して支援できること）、宿題の確認 

PM5:30/ゲスト・ツアコンによる学びの発表と、「hana」スタッフとの質疑応答 

PM7:00/終了、事務所で解散（※帰宅後に宿題リンクをツアー公式サイトへ提出） 

 

〔旅行代金に含まれるもの〕食事（初日夕食・2日目の朝食・ランチ 計 3回）、宿泊費、 

研修費用 

〔旅行代金に含まれないもの〕交通費、PC環境、銭湯代（シャンプー・石鹸も） 

 

☆ツアー代金：25,000円（1名あたり） 

☆最小催行人数：5名（※10名まで予約可） 

 

http://www.ntv.co.jp/burari/081011/info06.html


ニッポン社会起業家スタディツアー申込書 
（株）毎日エデュケーション 社会起業家スタディツアー事務局 宛 

お申込み日：20    年   月   日 

※ご家族・ご夫婦・ご兄弟でお申込みの方も１名 1枚づつご記入ください。 

参加コース名 「障がい者の就労支援事業」研修ツアー 
 

氏 名 

ﾌﾘｶﾞﾅ  生年月日 性別 

漢字  19   年  月  日 □男□女 

現住所 〒   －     

自宅電話 （     ） 
－ 

携帯 
電話  FAX （    ） 

－ 

ご 職 業 
□高校生  □大学生    □大学院生  □予備校生  □会社員  □公務員  □教職員 
□自営業  □主婦・主夫  □アルバイト  □無職      □その他（              ） 

Ｅ－ＭＡＩＬ  

プログラム期間の
緊急連絡先 

 
氏名： 
 
続柄（    ） 

 
〒   －     
 
 
自宅電話：                    
 
携帯電話：                    
 

 
健康申告書                                           
   

（1）今まで大きな病気を患ったことはありますか？        

（2）現在患っているご病気はありますか？             

※あると答えた方 → 現在治療中ですか？     

（3）薬の服用中にアレルギーなどの症状が出たことは？     

（4）現在定期的に服用している薬はありますか？         

（5）日常生活の中で食べ物アレルギー等注意することは？   

□ある（病名：                         ） □ない 

□ある（病名：                         ） □ない 

□はい  □いいえ 

□ある（薬の種類：                      ） □ない 

□ある（薬名：                         ） □ない 

□ある（注意点：                        ） □ない 

（6）そのほか健康面や精神面で気になることがあればお書き下さい。 

 

 

 

 

研 修 条 件 同 意 書 

 
毎日エデュケーション研修参加条件を承認の上、申し込みに同意します。 

本人署名：                           保護者署名：                   

                                  （参加者が 18歳未満の方は保護者の同意が必要です） 

 

当社使用欄 

コード            申込金  

Input 

/ 

領収書 

/ 

請求書 

/ 

資料送付 

/ 

返送締切 

/ 

 

 

FAX03-3215-8293 



研修参加条件書 
 
 
 
この研修は、(株)毎日エデュケーション(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する研修で、お客様は当社とプログラム参加契約(以下「契
約」という)を締結することになります。また、このページは契約が締結された場合は契約書面の一部となります。  
 
 
1．お申し込み方法 
(1)当社指定の申込書に所定事項をご記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。 
(2)申込金は研修代金、または取消料若しくは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。 
(3)契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領した時に成立するものとします。 
(4)電話、郵便、ファックス、その他の通信手段でのご予約申し込みの場合は、当社が予約を承諾した翌日から起算して 5日以内に申込書と申
込金を提出していただきます。この場合も申込金の受領をもって契約の成立となります。 

(5)高齢者、身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、または特別な手配を必要とする方はその旨お申し出下さい。該当するお客様には
お伺い書、健康診断書等をご提出いただくか同伴者の同行を条件とする場合があります。 

 
2．研修代金のお支払い 
(1)申込金(おひとり) 
 

研修代金 
3万円未満 →代金の全額 
3万円以上 →代金の 20％相当額 

 
(2)残金は研修開始日の前日から起算して 14日目に当たる日より前にお支払いいただきます。 
 
3．研修代金の区分 
本企画には大人料金と小人料金の区別はございません。 

 
4．研修代金に含まれるもの 
日程に明示した、研修内容、宿泊・観光・食事料金、消費税等諸税、およびツアーガイド付きコースのガイドの同行費用。 

 
5．研修代金に含まれないもの 
電話代・飲物代・追加飲食費等個人的性質の諸費用、集合場所までの交通費・宿泊費、希望者のみが参加するオプショナル代金、自由行
動中の諸料金、別行動を手配された場合の諸費用、傷害・疾病に関する治療費等。 

 
6．取消料等のかかる場合(お客様による契約の解除) 
お申し込み後、お客様のご都合により研修を取り消しされる場合は、表記の取消料(研修代金をお支払いされていない場合は、出発日の前
日から起算して 14日前より違約料)を申し受けます。なお、取り消し等のご連絡は下記の営業時間内でお受けします。またメール、ファックス
でご連絡をいただいた場合は弊社がそれらを受け取った日時を基準といたします。 

 
取消料  

研修開始日の
前日から起算 

 

21日前以前 無料 
20～8日前 代金の 20％ 
7日目以降 代金の 30％ 
開始日の前日 代金の 40％ 
開始日 代金の 50％ 

研修開始後または 
無連絡丌参加 

代金の全額 

 
7．取消料のかからない場合 

(1)代金が増額された場合 
(2)研修の安全かつ円滑な実施が丌可能となるか、そのおそれの極めて大きいとき 
(3)当社が最終日程表を原則として研修開始日の 10～7日前までに交付しない場合 
(4)当社の責に帰すべき事由により研修日程通りの実施が丌可能となったとき 

 
 
 
株式会社 毎日エデュケーション 
ニッポン社会起業家スタディツアー事務局 
東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル 
電話：03-6267-4188 FAX 03-3215-8293 
メール：social-tour2010@myedu.co.jp 

 


