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この度、障がい福祉サービスを提供する事業所に対して、厚生労働省は
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施設の設備や基本的な考え
基本的な考え
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まで細かく変更点を
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施設長の一部移動がありました
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今回の変更点で厚生労働省は判断しているということになりま
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管轄内でも障がいを持った求職待機者は６００人を超える状況になってお
を超える状況になってお
り、障がい
障がい施設はほとんどが
ほとんどが定員制とな
定員制となっている
っているため、毎日通所できない
通所できない利用者が
利用者が施設に登
に登録をして
いれば求職待機者は利用できないということです。こういう事態を
いれば求職待機者は利用できないということです。こういう事態を厚生労働省は
厚生労働省は事業者側も利用する
事業者側も利用する

〇平成２５年度年間平均工賃
平成２５年度年間平均工賃

○平成２７年
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県内 A 型事業所

６０，４０４円

当A
A 型新町

県内 B 型事業所

１４，８０３円

当B
B 型事業所平均
平均

側も理解をしなさいと新たな決め事を提示されてしまったと理解するに他ありません。今後
理解をしなさいと新たな決め事を提示されてしまったと理解するに他ありません。今後は相談支
理解をしなさいと新たな決め事を提示されてしまったと理解するに他ありません。今後
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日現在）

援事業所により障がい者が通所する施設が適当かを判断されていくことが妥当とされていることか
援事業所により障がい者が通所する施設が適当かを判断されていくことが妥当とされて

フレェールカンパニー新町（ A 型）
フレェールカンパニー新町（A

ら、今回の変更点が良い方向に
ら、今回の
良い方向に至らなければ
至らなければ更に
更に事業者も、利用者
利用者も施設選択が厳しくなっていくこ
施設選択が厳しくなっていくこ
とが考えられます。
とが考えられ
利用時間と労働時間、
利用時間と労働時間、利用者に対し
利用者に対し事業者は守ら
守らせなくてはならないこと、事業者に対し利用者は
せなくてはならないこと、事業者に対し利用者は
守らなくてはならないこと、双方ともに口で言うほど簡単なことではない現実がありますが、障がい
者の取り巻く環境が良い方向に向いていると考えて事業者と利用者はともに
者の取り巻く環境が良い方向に向いていると考えて 事業者と利用者はともに改善を試みてい
事業者と利用者はともに改善を試みていかなく
てはならないと感じます。「これでいいのか
これでいいのか？」と常に自分に問いかけ
？」と常に自分に問いかけ
？」と常に自分に問いかけ、たとえ
たとえそうでなくても
そうでなくても自覚
し、改善をする意欲が必要だと
し、改善を
が必要だと思います。
思います。
障がいを持つ皆さんも今から準備が必要ですよ。
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フレェールカンパニー宇都宮インター（
フレェールカンパニー宇都宮インター（B 型）１９名
型）
フレェールカンパニー滝の原（
フレェールカンパニー滝の原（A 型）

滝の原
滝の原事業所平均
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利用者計

８４名
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※各施設ともに随時
※各施設ともに随時利用者の募集を行っておりますのでお気軽に
利用者の募集を行っておりますのでお気軽に
利用者の募集を行っておりますのでお気軽に見学や体験通所などの
利用者の募集を行っておりますのでお気軽に見学や体験通所などのお問い合わ
見学や体験通所などのお問い合わ
せをお待ちしております。
お待ちしております。
皆様のお口添えも宜しくお願い致します。
皆様のお口添えも宜しくお願い致します。
○（一社）日本医療福祉サービスでは基金、寄付金の募集を常時行っております。障がい者を取り巻
○（一社）日本医療福祉サービスでは基金、寄付金の募集を常時行っております。障がい者を取り巻
く環境整備や広報活動にご理解いただき、
く環境整備や広報活動にご理解いただき、ご支援とご協力をお願い致します。
ご支援とご協力をお願い致します。
ご支援とご協力をお願い致します。

