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私たちは時として本質を見失うことがある。人間も宇宙も常にたえまなく変化している。人間は

年を積み重ねるし、宇宙は爆発と消滅を繰り返しながら生成発展している。しかし、社会は場合に

よって機能不全に陥ることがある。変化を恐れ立ち止まってしまう。今まさにそんな危機感さえ感

じている。 

障害者自立支援法が施行されて 1年半が過ぎようとしている。なかなか進まない新制度への事業

所の移行、障害を抱えた方たちの本来の自立もその中で苦悩している。一割負担の問題が大きく取

り上げられ、自ら勝ち得た本来の自立を見失いかけているようだ。 

障がいを抱えた方たちが、健常者と同じように地域で生活できること、ＩＣＦで言われている本

人の能力のみに頼らず、社会資源、地域資源などを利用しながらその人にあった地域環境を整え、

地域で当たり前に生活できること、この当たり前なことが実は難しい。 

そして、真に生活を支えるもの、それは、「収入を得ること」を繰り返すことが、この当たり前の

ことが障がいを抱えた方たちはできない。何故なのか。どこかおかしい。どうしたらよいのか。何

が今できるのか。今立っているこの場所で・・・。 
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2007 年 4月、市の事業とした経過的デイサービス事業から、私たちの自立支援法下の就労移行支

援事業は始まった。スタートしてまもなく、ほとんどの事業所が旧法のままであることを知った。

その後も、施設をのべなく訪問した。しかし事業所の感度は鈍く、行動を起こすと言うよりも様子

見のようで、ほとんど本音は聞けないまま、私たちの「障がいを抱えた人たちを社会に就労させよ

う！！」と言う声はむなしく響いていた。 

6 ヶ月間ほとんど利用者「0」の状態が続き、失速状態の中、私たちは決心した。自分たちで動き

出すことを確認し、就労移行支援事業の中で、今我々が、できる事を地域で始めることにした。 

それは、無から有を生み出す作業で、私たちにとり楽しくもあり厳しくもあり、喜びでもあった。

そして次の目的（１～６）を掲げた。 

 

１． 私たちは、障がい者の真の自立に向けて就労移行支援を、あらゆる障がい者の適性を見て、

評価する「訓練事業」に特化する。 

２． 私たちは、障がい者を抱え込まない。最低３ヶ月間の能力評価後は、いつでも就労できるよ

う、早い時期に一般就労にむけての活動を支援する。 

３． 私たちは、地域エリアを豊橋市・東三河・湖西市に限定する。 

４． 私たちは、東三河障がい者しごとセンターを設け、任意の相談支援組織として、就労移行支

援事業に併設する。 

５． 私たちは、自主ビジネスを創出し、そのノウハウを就労支援ネットワークのもと、障がい者

の方が身近に利用できるシステムを構築する。 

６． 私たちは、エリア内に就労支援ネットワークを作り、各事業所及び関連支援団体、行政等の

特性を生かして連携し、それを活用する。 

 

 障害者ケアの歴史は、障がい者ひとりひとりを家族が支える時代が長く続き、つぎに家族会とい

う組織で障がい者を支える時代が続いた。今障がい者を地域で支える時代が到来した。しかし、地

域にはそれを支えるシステムも、ノウハウも、人材もいない。流れているのは、国民の血税を使っ

た国からの金・金・金・・・・。 

しばしば、事業所を訪問して感じるのは、本当にここにＴＯＰからスタッフまで、ものを生み出

していける（商品化できる）人材がいるのかどうか、民間企業では当たり前のことが行われていな

い。これで多くの障がい者のみんなを雇用するだけのビジネスが可能なのか。国が用意するコンサ

ルタントという人たちも本当に信じるに値するのか。はなはだ疑問だ。それは地元の目線で物が見

えてない人の集団では、流行や学問だけでは通用しない。今めざしているのは、市民・生活者をタ

ーゲットにした本物の商品づくりだからである。さらに流通をよく知ったプロの管理者や営業開拓

者も必要に思う。 

 また、事業所から“就労移行支援事業に移りたい”という声にも疑問を感じる。もともと授産所、

作業所ではオールラウンドの事業展開をしている所は少ない。さらに障がい種別に限定されている

ケースが多い。得意分野で限定された企業又は単純作業には、適応するが、彼ら、障がい者の仕事

の幅を拡げたり、スキルアップさせたりするには、かなりのノウハウが必要になる。そして何より

も企業開拓に苦戦するであろう。右から左への人の移動はできても企業にコンサルティングする力

はかなりの熟練度を必要とするからである。安易に単価だけで取り組むのは危険が多すぎる。 

 ここ何ヶ月、市の障害福祉課、ハローワーク、職業センター、就業・生活支援センター、地域の

生活支援センターなどと接触する機会があった。見えてきたことは、お互い一生懸命に障がい者対

策には取り組んではいるが、横の連携、お互いが協力し支えあう体制には至っていない。未熟だと

いうこと、特に生活と就労は表と裏の関係で、相談業務には両面にわたる知識と経験が必要となる。

しかし、その仕事に当たる人たちにそれだけの見識と技量があるとは思えなかった。もちろんすべ

ての人と言うわけではない。 

そしてさらに、不安に思うのは自立支援協議会が本当に機能するのかという疑問である。豊橋市

も名誉職の人たちが名前を連ねているが、行動し推進して変革する集団にはなりえない。作ればよ
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いと言うものではない。まとめ役のコーディネーターもいない。行政の主導ではスピードも上がら

ない。その間も障がい者は年齢を積み重ね、自立支援法も時をかせぐ。そして市民・障がい者が不

在で、「どうしたらいいかという意見がいえない」自立支援協議会は、真の自立支援協議会にはなら

ないと思う。 

 また、障がい者の雇用・就労について国は、労働サイドと福祉サイドの二面から施策を進めてい

るが、お互いの連携は少ない。労働サイドは福祉を知らないし、福祉サイドは企業を知らない。そ

れでもお互いに障がい者のためを思い活動している。真に障がい者の就労を前提にした時に、両面

に卓越した人材がその任にあたるのはごく当然と言える。現在のように労働、福祉両サイドで国の

予算から施策までバラバラの手法で、はたして良いのか。よく考える時期にきていると思う。 

さて、私たちは、昨年 10 月より「東三河障がい者しごとセンター」と「就労移行支援事業所ＷＡ

Ｃケアステーション」のふたつを究極の柱にした。東三河障がい者しごとセンターは、相談から職

能評価、職場開発、職場実習、就労、定着支援まで相談支援を主たる業務とし、そこに、福祉と企

業のプロのスタッフを配置。障がいを抱えた方が相談に訪れれば、福祉から行政、企業まで一連の

相談にのれる体制を敷いた。今までの相談支援事業所が持っていた弱みを強みに変えた。 

また、ＷＡＣケアステーションは障がい者のいろいろな可能性に対応できるように、パソコン、

ビジネス、軽作業、農作業、清掃など 5種類の入り口を作り、東三河唯一の訓練センターに徹する

仕組みとした。 

 就労適応訓練とした訓練は、3ヶ月を 1つの単位としステップアップする形をとり、基礎訓練（60

日、300 時間入門コース）、選択訓練（5分野専門コース）、ビジネス訓練（自主モデルビジネス）、

グループ訓練（施設外実習）、などを用意し、さらに必要によってはジョブコーチ、ジョブサポータ

ーの支援を追加する。 

 さらに、特徴的なのは就労移行の自己負担額を、活用した 2種類の「職業リハビリテーション研

修」である。精神障害者の事務ワークをめざす「3ヶ月訓練」（この分野でははじめての試み）と「1

ヶ年訓練」（３障害共通）がある。これらの仕組みにより訓練生は、選択の幅が広がり自分自身にあ

った訓練を選択することができる。しかも、訓練期間中は、いつでも予約があれば、企業の人事課

の担当者も、ハローワークの相談員も、その他見学希望者など自由に訓練風景を見学したり、障害

の方とコミュニケーションをとったりすることができる。 

 また、職業訓練校の委託事業もホームヘルパー養成講座、リフレクソロジー講座をはじめ、4 月

からはオフィスパソコン講座、農作業講座、清掃メンテナンス講座等、2ヶ月訓練を年間 10 コース

予定している。 

 私たちは、プロモーションとして施設を利用していない障がい者を対象に、同じく 10 月より 10

回シリーズの「障がい者就労支援フォーラム」を始めた。豊橋市アイトピアからスタートし、11月

宝飯郡御津町、12 月田原市、新城市、1月蒲郡市、2月豊橋市、3月蒲郡市、4月には豊川市で開催

する。会場では、直接障がい者や家族の方に「働きたいあなたを地域でみんなで支えます」「仕事が

したいと本人が望めば、いくら重度であっても仕事につけるんだよ」「大丈夫だよ。今は、こういう

支える環境があるんだよ」「自分を信じて、一歩でも二歩でも前に進もうよ」とメッセージを送り続

けてきた。フリートークでは障がい者や家族の考え方や要望、悩みなど直に聞き、今後、何が必要

かを感じ取ることができた。さらに 1月からは、東三河の企業（事業主及び担当者）対象の「就労・

雇用研究会」を発足させ、月 1 回のピッチで学習と交流を深めている。さらに、3 月から豊橋と東

三河で、2つの「就労支援ネットワーク会議」をスタートさせている。今後は、「東三河圏就労支援

フォーラム」を計画中である。 

 私たちの、もう一つの夢は、東三河圏で就労支援ネットワークを作りたい。これは、障がい者が

通勤 30分内で本人に適応した就労環境を実現するものである。その為には、地元の企業の協力も必

要であるが授産所、作業所、就労継続の事業所の協力が不可欠である。今取り組んでいる事業を社

会で普通に通用する商品（事業）に育てるか。または、新規に地域に適応した、そこで働くメンバ

ーに適応した商品（事業）を開発するのか。要は事業所そのもののビジネススキルが試されるわけ

である。私たちは、地域の事業所が採用する事業を応援したい。育てたい。そして、私たちも自主
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ビジネスを創出し、事業所のみんなと一緒になって歩んで行きたい。 

私たちの理想は、障がいに関係なくその本人が望めば就労できる環境を作ること、そのためには、

社会で必要なビジネス・サービスはすべて障がいを抱えていても可能にすること。今のように限定

された職種、職能ではなく、あらゆる就労にチャレンジできる環境を作り生み出すことである。そ

して、就労支援ネットワークにより、お互いの事業所が得意分野で協力することにより、障がい者

が身近な場所で就労できる環境を多く作ることである。もちろん地元の企業も巻きこんで分業する

場合もある。障がい者は地域の就労場所へ元気に通い続ける。 

私たちの未来を考えるとき、国には、800 兆円の借金がある。預金残高 1500 兆円、毎年 35 兆円

の赤字が積まれていく。預金残高も半分は投資先の影響で危ないと言う。日本人は、ビジネスと福

祉を分けて考える。一般的にはビジネスで成功する人を喜ばない。しかし、回りを見渡せば、衣職

住すべての面でアメリカが顔をのぞかせている。建築も、教育も、食料も、ライフスタイルも、裁

判制度もどんどん日本スタイルは消えていっている。アメリカンドリームが良くてジャパニーズド

リームが何故いけないのか。私たちはもう一度原点に返り考えてみるべきではないでしょうか。「私

たちは食べなくても生きていけるのか？」「本当の自立とは、自分の意思を持ち、仕事とともに生活

できること、そして仕事とともに生活を継続できること。」国からの補助金、助成金を当てにした体

制から、福祉ナンバーワンのジャパニーズドリームをめざす努力をしてみてはどうでしょうか。「で

きることは自分でやる。できないことは国が支える。」そして、施設・事業所は福祉起業家をめざす。 

 制度が変わり、回りを見渡していても何も変わりません。自分自身で歩み始めることである。障

がいの方の中には、自分でなかなか意思を言えない人もいる。言える人もいる。意思の言えない人

には、あなた自身がその環境に置かれたときに、どのように行動するか考えてみれば良いでしょう。

神様からの贈り物として、障がいという「個性」を授かった人たちは、大切な心の宝と可能性を秘

めている。その人たちが私たちと、同じように生きることは、ごく自然なことなのである。事業所

に縁あって出会ったオーナーもスタッフも彼らを支える義務がある。社会のために、地域のために

も。是非今から変化し挑戦する気持ちを持ちましょう。 

今、施設・事業所が変わっていくことが、障がい者にとっても自立していく大きなチャンスなの

である。もちろん、社会は閉塞感に覆われ、人と人の関係が希薄になってきている。しかし、障が

い者が地域に暮らすことは、地域にやさしい風をもたらすことになる。また、企業にも同じように

やさしい風が吹くことになる。私たちの回りには、自分の欲という「小我」に支配され、自分の欲

だけで、暮らしている人たちもたくさんいる。しかし、幸せな社会があり自分があるという「大我」

の考え方の人が増えていくことで、社会は少しずつ変化していくことでしょう。私たちは、少なく

とも「福祉」に志した人たちの集まりである。私たちの力で障がい者のみんなと一緒になって地域

を社会を変えていきましょう。 

就労移行支援事業「ＷＡＣケアステーション」平成 20年 3月 18 日現在 訓練申込者 11 名 

ありがとうございます。 

 

「第 1回障害者雇用・就労支援フォーラム」 

 

愛知中小企業家同友会 会長 ㈱サカエ・代表取締役 山本 栄男

 

障害者問題委員会は、2 月 8 日「第 1 回障害者

雇用・就労支援フォーラム」開催しました。 

 当日は 5名によるパネルディスカッションを行

い、137 名の参加者から質問が相次ぎ、時間の関

係から全ての質問に応えきれないほどの盛況でし

た。 

 パネラーの発言要旨は、就労支援指導の立場の

宮崎さんから、制度面の解説と雇用は障がいの種

類により得意な領域があるので最初からできない

ではなく、その領域の環境整備をすることで充分

実習や就労ができますよと、相談にのる呼びかけ

がありました。 



 また、生徒を送り出す側の岩井校長先生は、社

会へ出たときの基本としてまず挨拶ができるよう

礼儀作法をしっかり教えていること、校内での作

業実習では根気強さ、正確さなどを指導している

など現場実習を通して子どもを見て欲しいと訴え

られました。 

 

 一方、雇用側からは「ボランティアで雇用して

はいけない」と前置きし、知的障がい者を初めて

雇用したときに、ジョブコーチ役の女子社員を同

時雇用して成功した例や、リストラにあわれた地

域の知的障がいの方に実習してもらい採用したの

が契機で、現在ではなんと社員 9人中 3人の障が

い者と共に明るく会社経営をしているなど、苦労

の苦の字も感じさせない発言がありました。 

 (有)進工舎で 8年勤続を続ける当事者の森田さ

んから「精神障がい者は危険ではない、雇用して

ください、窓をあけてください」との真剣な訴え

は誰もの胸をうったはずです。 

 参加者の感想では、森田さんの話で感銘したこ

とと、実習を始めるのに参考になったという意見

が多くありました。  

パネラー 

・愛知障害者職業センター 所長 宮崎哲治氏 

・名古屋市立南養護学校 校長 岩井力氏 

・信濃工業㈱ 代表取締役 江尻富吉氏 

・(有)進工舎 代表取締役 田中誠氏 

       社員 森田繁夫氏 

コーディネーター 

㈱コトジヨー 取締役会長 松田昌久氏 

 

 

■愛知中小企業家同友会とは 

 

 愛知中小企業家同友会は１９６２年７月に「中小企業家の手づくりの会」「お互いに知恵や経

験を交流しあい学びあい」「ともに手をたずさえて」を合言葉に、３４名の異業種の経営者で創

立され、今年４６年目を迎えます。 

 現在、愛知県下２８００名を越える中小企業経営者が参加する異業種の経営者団体で、「経営

体質の強化」「経営者の能力向上」「経営環境の改善」をめざすという「３つの目的」に基づき、

活動しています。 

また、全国４７都道府県に同友会が組織されており、４万名を越える中小企業の経営者が参加。

全国の同友会の協議会として「中小企業家同友会全国協議会」（略称：中同協）が組織されてい

ます。 

 

１．名 称 愛知中小企業家同友会 

２．会員数   ２８６４名（２００８年２月７日現在） 

３．平均社員数 ２５名 

４．会 長 山本 栄男（やまもと ひでお） ㈱サカエ・代表取締役 

５．事務局 名古屋市中区錦 3－5－18 京枝屋ビル４階 

  電話 052-971-2671 FAX052-971-5406 

  ホ－ムペ－ジ http://www.douyukai.or.jp 
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「職リハ基礎講座」に参加して 

 

有限会社クリエイティブ・ケイ 介護ステーションベル  代表取締役 伊藤 啓子 

職業リハビリテーション、ジョブコーチという

言葉を知ったのは、6 年前。その年、精神障害者

ホームヘルプ事業が制度化され、現在、私ども介

護ステーションベルでは、20名をこえる精神障が

い者のかたにヘルパーがうかがっています。「う

ちで暮らしたいを大切に」障がいのあるお子さん

からご高齢の方々まで、在宅生活をサポートして

います。住み慣れたまちで暮らし続けたいとは、

だれもが願うこと。たとえ、障害があっても年を

とっても。人として誇りをもって、その人らしい

生活が継続できるように心がけて活動しています。 

ヘルパーの活動を通じて、働きたいと希望して

おられる障がいのある方々に出会いました。しか

し、現実はきびしく思いが叶わないのも事実です。

ジョブコーチの研修を受けたいとかねがね思って

いました。また、一緒に働ける場をつくりたいと

も考えていました。 

ご縁あって、中村公園参道に、ちいさなうどん

屋を開店しました。麺は、友人であるなごや職業

開拓校の国産小麦100パーセントのうどんを使用。

自家製のかえしと昆布・かつおだしでつゆを作っ

ています。うどん屋うららでは、5 名の精神障が

い者が社会適応訓練制度を利用して、厨房・ホー

ルの清掃、食器の洗浄・調理補助作業などに従事

して、頼もしいスタッフとして活躍しています。

経営は厳しい状況ですが、お客様の「おいしいね」

の言葉に支えられています。 

職リハ基礎講座では、職業リハビリテーション

概論に始まり、リハ工学の立場でのニーズアセス

メントの把握、就業支援サービスの実際、企業側

の視点、障がい特性の理解により、効果的な雇用

のありかた、そして、事例を通じての支援の流れ、

連携のあり方について学びました。事例検討では、

グループディスカッションも楽しく、事例対象者

は自分が知っているかたでしたので親近感がわき

ました。連携の大切さを改めて教えていただきま

した。 

 連携のポイントである、役割の明確化・目的の

共有・窓口の一本化について、明日からの活動 

現場で生かしたいと思います。 
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社会福祉法人 愛恵協会 西三河障害者就業・生活支援センター輪輪        鳥羽 輝子 

 

 

 地域における支援ネットワークづくり～互いを

知るところから始めよう～をテーマとして開催さ

れた今回のフォーラムに参加し、改めてネットワ

ークの必要性を強く感じました。 

職業センターや事例に関わった職員と打合せを

重ねる中、事例の本人を通して知り得ていた機関

や施設のあり方や内容が更に深く理解でき、互い

に“それは当方でやりましょう”“これはお願いで

きますか”等、気軽に話し合える様になりました。

一人の住む所と働く場所を失った人の事例から、

フォーラム終了後も、良い連携が保て、更にステ

ップアップできた事、今も継続できている事は、

まさに今回のフォーラムの成果でした。 

第2部での企業や学校側の意見は、当方も参考

となる部分が多々あり、今後に活かしたいと思っ

ています。 

なお事例に、企業側の意見をもう1社と、精神

障害者の就労に関しても発表できたら良かったと

思いました。たとえ失敗談に終わっても…。失敗

談は障害に拘らず聞きたい部分です（と、勝手に

思ってますが…。）何故？何処に問題があった？等

知って、次のステップに活かそうと考えるからで

す。 

研鑽を積むために会場にお出で下さった熱心な皆

様に、情勢を見極めた情報が送れたと思います。 

 

 

 

Ｉ ｎ ｆ ｏ ｍ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ

 

◆第１回東三河圏域就労支援シンポジウム 

  テーマ「今始まる東三河圏域就労支援ネットワーク」 

 東三河圏の就労支援機関、教育機関、行政、企業、当事者本人、家族、施設職員の方々の参加を

頂き、障がいを持つ人たちが、「生きがい」「やりがい」を感じられ、自分たちの暮らす地域で働き

続けられるような就労・雇用支援のあり方について考えるとともに、可能性を広げる第 1歩を踏み

出す機会として開催いたします。 

 

  ■日 時 ： 2008 年 4 月 26 日（土）13:30～17:00 

         ※当日受付、参加費無料 

  ■会 場 ： 豊橋市総合福祉センター「あいトピア」3Ｆ多目的ホール 

         （〒440-0055 豊橋市前畑町 115 番地 TEL：0532-57-2601） 

  ■交 通 ： 豊橋駅より豊橋鉄道市内線乗車前畑電停又は東田坂上電停下車、徒歩 5分 

 

  ■主 催 ： 東三河就労支援ネットワーク会議 

※連絡先／TEL0532-52-4315／FAX0532-56-0702 
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◆「精神障がい者は今！地域支援シンポジウム」 

  － 施設を出て街で暮らす！！生活・就労から考える自立支援！！ － 

 

  ■日 時 ： 2008 年 5 月 17 日（土）13:30～17:00 

         ※当日受付、参加費無料 

  ■会 場 ： 豊橋市総合福祉センター「あいトピア」3Ｆ多目的ホール 

         （〒440-0055 豊橋市前畑町 115 番地 TEL：0532-57-2601） 

  ■交 通 ： 豊橋駅より豊橋鉄道市内線乗車前畑電停又は東田坂上電停下車、徒歩 5分 

 

  ■主 催 ： 東三河障がい者しごとセンター（TEL0532-52-4315／FAX0532-56-0702） 

 

  ■後 援 ： 日本職業リハビリテーション学会中部ブロック 

 

事務局からのお知らせ 

 

■中部ブロックの WEB サイトの URL が変更 

これまで、中部ブロックでは、独自の WEB サイトを持っていましたが、2008 年 3 月より職業

リハビリテーション学会本部の WEB サイトと統一することになりました。それに伴い、URL も

下記の通り変更になりました。ブックマークの変更をお願いします。 

 

旧URL：http://www.normanet.ne.jp/~ww500002/ 

新URL：http://www.normanet.ne.jp/~vocreha/block/04/ 

 

 ■職リハ通信「TUBE」 

紙面での職リハ通信「TUBE」の発行は、55号（平成 20年 7月）が最後の予定です。56号か

らは PDFにてメール配信を行うことになりますので、未登録の方は早めにご登録ください。 

 

■中部ブロック主催の「トヨタ自動車株式会社」見学会を計画中 

6 月頃に、中部ブロック主催の「トヨタ自動車株式会社」見学会を計画しています。現在、

人事の方と調整中です。詳細が決まりましたら、ご案内したいと思います。 

 

＜中部ブロック事務局 稲葉＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 春光天地に満ちて快い季節を迎え、皆さん如何お過ごしでしょうか？転勤や所属変更等であ

わただしい毎日を過ごされている方も大勢居られるかと思います。 

私が所属する「就労移行支援施設ＷＡＣケアステーション・東三河障がい者しごとセンター」

では、本年 1 月から開始した精神障がい者向け 3 ヶ月訓練の「職業リハビリテーション研修」

（第 1 回）が来月中旬（4 月 11 日）には終了します。受講された 2 名全員の精神障がい者の

方が無事就労復帰されることになりそうです。障害者自立支援法の施行で始まった就労移行施

設では東三河圏域初の就労復帰の事例になりそうです。4 月からは第 2 回、7 月からは第 3 回

を予定しており、引き続き受講者全員の就労復帰を目指して決意を新たにしています。 

中部ブロックの皆さんも 1人でも多くの障がい者の就労復帰を目指して頑張りましょう！ 

＜東三河障がい者しごとセンター 小川  一平＞
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