特 集 自立支援を農業で

隔たりなくしてみんなで働く
「農業を通して障害者の自立支援を」というとりくみは、
県内各地でおこなわれています。そのうちのいくつかは本
誌でもこれまでに紹介しています。今回は県北の熊谷市に
ある「おにっこハウス」のユニークなとりくみを取材しま
した。

８７年に東松山市の障害者施設で

こうして生産されたみそと卵は
次第に地域で「おいしい」と評判
になり、遠くからも注文がくるよ
うになりました。

ハンディのある人も一緒に
「おにの家」の活動が注目をあ
びるようになると、特別支援学校
などからも「うちの生徒を就職さ
せたい」という要望が増えてきた
といいます。ただ尾島さんによる

けられました。

しょに暮らせるようにと願ってつ

る 人 も な い 人 も、 な か よ く い っ

願う赤鬼の気持ちから、障害のあ

前で、村人となかよくなりたいと

た赤鬼」にちなんでつけられた名

くの人に知られている童話「泣い

活動支援センターのことです。多

法人「おにの家」が運営する地域

「おにっこハウス」は、ＮＰＯ

が手づくりしていたみそが、とて

か聞いたところ、尾島さんの祖母

んですが、どうして「みそ」なの

をつくろう」と考えていた尾島さ

う」
「 気軽に遊びに来られる場所

いっしょに働ける仕事場をつくろ

「 ハンディのある人もない人も

す。

として開業したのがはじまりで

に小さなみそ屋さんを個人事業所

しょに、江南町（現熊谷市）板井

方、 そ し て 有 志 の 人 た ち と い っ

工所もそばにあります。開店の日

鶏は飼い方を工夫しました。

入れて、つくることにしました。

の農家から大豆やこうじの米を仕

む人が多くいました。みそは地元

も転作として大豆づくりにとりく

反政策をとっており、地元の農家

することにしました。当時国は減

いと考え、平飼いの鶏の卵を販売

では生活の基盤をつくるのが難し

たとのことです。しかしそれだけ

商売になるのではないか」と考え

もおいしかったので「この味なら

す。

品などの販売もおこなっていま

と「あまり大きな集団ではなく、

「ＮＰＯ法人おにの家」は１９

のです。養鶏場の清掃から給餌、

は「おにっこ」の名称にちなみ、

働いていた尾島茂さんと障害者の

小回りのきく小さな集団で、地域
採卵、洗浄、卵の配送まで一通り

「おにの家」のあゆみ

のなかで普通にくらすことのでき

を片づけてくれるということで、

めるお客さんで連日にぎわってい

あります。お昼ごろはランチを求

毎年５月におこなわれている「お

けこんでいるのかがわかるのが、

「おにの家」がいかに地域にと

おにっこまつり

２月３日でした。
喫茶レストランは屋内 席のほ
か、屋外ウッドデッキにも 席が

近隣農家からも喜ばれています。

ます。売店ではオリジナル製品で

家の新鮮野菜、フェアトレード商

日におこなわれましたが、なん

にっこまつり」です。今年は５月

おにっこハウスの建設
「おにの家」は２００６年４月

所や福祉施設の自主製品、地元農

あるみそや卵のほか、全国の作業

餌とするために、畑に残った野菜

金回収は職員が担当 ）
。さらに緑

おこなっています（卵の検品や代

おにっこハウス（熊谷市）

る施設らしくないかたちをめざし
ている」ということで、現在は
人の障害者が働いています。
年齢は 歳から 歳の人で、自
宅から通う人と、ホームから通う
人がいます。
みそづくりは、根気の要する作
く人が担当しており、みそをつく

業に適した人や単独での作業に向

おにっこハウス店内

と 回目でした。会場は江南総合

おにの家発行資料参照

に特定非営利活動法人を取得し、

らしい生活や人生をつくりたいと
はりきっています。
「おにっこハウス」は１９９６
年４月 日に開店しました。ラン
チとコーヒーが楽しめるレストラ
ンを併設した農産物直売所です。
２０１５年には現在の地に移転し
ました。約５７００平方メートル
の敷地に、木造平屋建ての山小屋
風なお店が完成しました。みそ加
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おにの家の地卵

るところからから袋詰め、配送な

さらにハンディのある人たちの利
用を目的とした生活ホーム
「小原」

どをおこなっています。
養鶏の仕事は年間を通して毎日

と「桜ヶ丘」を併設しました。み

さん

んな地域のなかに根をはり、自分

同じ作業があり、人手を要するも

尾島 茂
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鶏舎は「おにっこハウス」の近くにありますが、
自然に近い環境の平飼いで、鶏は元気にかけまわ
り、砂あびをしたり、充分な運動をしています。
薬剤を使わない自然養鶏で、キャベツ、小松菜、
白菜、ほうれん草などの緑の餌はもちろん、小麦、
米ぬか、海草、などの安全な餌を食べています。
ですから殻が硬く黄身がしっかりとしています。
黄身は自然な黄色で、黄身を包み込むように粘度
の高い白身が特徴です。ですから安全でおいしい
卵なのです。養鶏の規模は現在 1800 羽です。
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原料は、すべて国産の米、麦、大豆と赤穂の天
塩を使い、保存料やアルコールなどの添加物を
まったく使わず、自然にまかせ、じっくりねかせ
ます。ですから速醸みそではないのです。健康の
ため麦を一割入れてこうじを作り、豆は薪でトロ
トロゆっくり炊き上げます。大手メーカーが市販
しているみそは、常温でも保存できるように発酵
を止めていますが、ここのみそは発酵を止めない
で、みそが「生きている」のが特徴です。昔なが
らの製法のため、みそ本来の味が楽しめると評判
なのです。現在みその製造量は年間 30 トンです。

67

おにっこ ハ ウ ス
施設長

昔ながらの製法の味噌
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特 集 自立支援を農業で

ノーマライゼーションを

来るのには尾島さんたちたいへん

ていることを感じます。ここまで

ると、地域住民にも理解が広がっ

めざして

「かたちはできたので、さらに施

な努力がありました。尾島さんは

おにの家のパンフには「ノーマ

◎おにっこハウス

熊谷市板井１２２０│１

尾島
茂
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施設で働く仲間とのかかわりで、
「障害を持った人」という枠組
みで特別視する必要はないし、するものではない。反省会で職員さ
んがおっしゃっていたように、ハンディがあっても自尊心や人の心
を察知する力も持っている。
「健常者」や「障害者」という言葉自体、
人と人との隔たりを強める気がして何だか嫌な気持ちになる。
「障
害は個性」というような言葉を聞いたことがある。性格も能力も同
じ人は誰一人としていない。同じ人間としてそれぞれが尊重しあえ
たらいいと自分は思う。

設を充実させていきたい」と語り

●

ライゼーション社会をめざして、

最初に説明を受けたとき、
「ここはみんなで一緒に働くんだ」と
いわれたが、よく分からないでいた。自分のなかのデイケアのイ
メージとは、職員がいて、障害者の人に色々と教えながら働くとい
うよりは、何かをこなしているというような、そんなものだった。
おにっこハウスはまったく違い、まず職員とハンディを持つ人に垣
根がない。
「一緒に働く」
、本当にその言葉の通りにハンディのある
人もない人も共に働いている。おにっこを「職場」といい、作業を
「仕事」としてテキパキと仕事をこなしていた。おにっこで学んだ
ことは、ハンディを持つ人と持たない人を比べる必要はまったくな
いということである。ハンディを持つ人として相手を見るのではな
く、職員の一人として相手を見ることが大事だと思った。ノーマラ
イゼーションとは何かなんて教科書を見ていくらでも知ることがで
きるが、それに向かうためになにをするかはおにっこでしか学べな
いと感じた。

ました。

●

ハンディのある人もない人も共に

実習に訪れた福祉を学ぶ学生の感想

働く」と書かれています。ノーマ

ライゼーションとは一般に「障害

のある人が地域のなかで普通にく

らす」
というように訳されますが、

ウスは福祉施設という看板は出し

尾島さんがはじめたころは「ノー

公園で、
「 みんなちがってみんな

ていません。おにっこまつりにた

マライゼーション」という言葉す

いい、市民参加の大バザール」と

くさんの人がつどい、お店にもお

おにっこまつり（同法人ホームページより）

らありませんでした。おにっこハ

して一般市民や企業の参加も年々

客さんがたくさん来ることを考え

店内で働く人びと（同法人ホーム
ページより）

増え、移動販売車も含めて１１０

も の お 店 が 出 ま し た。 中 央 舞 台

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

では和太鼓をはじめさまざまな

⑯＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ショーがあり、さらに子どもが楽

澄子

しめる「こどもひろば」もあり、

畠山

多くの市民でにぎわいました。

ペンシルバニア大学博士課程

熊谷市も後援をしており、この

フィラデルフィア通信

地域を代表するまつりになってい

ます。
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