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障害者自立支援法のひとつの「売り」として、就

労支援が挙げられます。授産施設や作業所の現

場で働いている方たちは、突然、就労継続とか就

労移行とか言われ、今までやってきたことをどの

ように変えるべきなのか、変える必要がないのか

と、自立支援法施行後３年を経過した今でもまだ

まだ混乱の最中なのではないでしょうか。そもそ

も、就労支援に携わっている方たちが共有する、

就労支援についての定義というか、理念というか、

枠組みというか、そのようなスタンダートが確立さ

れないまま、自立支援法が始まってしまった。そ

のために、各自がイメージする「就労支援」を自

分がしていることは正しいという思い込みのもと

に、突っ走っているのが現状だと見受けられます。

このような現状を打破する第一歩として、また２年

後の自立支援法完全実施を目前にして始められ

たのが、「障害者の一般就労を支える人材の育

成のあり方に関する研究会」であると理解してい

ます。（２ページへつづく） 
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この研究会は、厚生労働省職業安定局障害者

雇用対策課地域就労支援室が事務局となり、第

１回が 2008 年 7 月 4 日に開催され、2009 年 3 月

3 日の第 7 回で報告書（案）が検討される予定に

なっています。この研究会では、（１）障害者の一

般就労を支える人材の現状と課題、（２）就労支

援機関における就労支援を担う人材の職務と必

要な能力要件、（３）障害者の一般就労を支える

人材の育成のあり方、について検討されています。

また、障害者の一般就労を支える人材を、（１）就

労支援員（就労移行支援事業者）、（２）就業支援

担当者（障害者就業・生活支援センター）、（３）ジ

ョブコーチ（職業適応援助者）に分け、それぞれに

ついて、現状と課題、職務・必要な要件が検討さ

れています。就労支援に関する知識やスキルを

持った人材が少なく、必要な知識やスキルについ

て OJT を通じて身につけることが難しいという認

識の下、早急に統一的な研修体系を整備するこ

とが必要としています。高齢・障害者雇用支援機

構が、障害者職業総合センターや地域障害者職

業センターを拠点として、入門研修、基礎研修、

専門研修を行うことが考えられているようです。 

この研究会での議論では、一般就労を支える

人材を上記の３種類と位置づけ、支援機関に応じ

た役割分担（職務内容）が示されています。連携

が重要なことはだれでも分かっていますが、連携

関係者がそれぞれの役割を分担し、その役割を

確実に果たすことが、連携を成功に導く第一の要

因です。一般就労を支える人材養成のための研

修体系が整備される日も遠くはないと期待した

い。 

厚生労働省のホームページ（審議会、研究会

等 ＞上記以外の審議会、研究会等＞職業安定

局 ＞障害者の一般就労を支える人材の育成の

あり方に関する研究会）に、報告書が掲載されま

すのでぜひご一読ください。

  

 

 

 

 

就労支援における思考ツールの活用 

～名古屋市障害者就労支援者研修から～ 

 名古屋市障害者雇用支援センター 角谷勝己

 

昨年（平成 20 年）7 月に厚生労働省で「障害者

の一般就労を支える人材の育成のあり方に関す

る研究会」が立ち上がり、12 月 25 日の障害保健

福祉関係主管課長会議では、「就労支援関係研

修修了加算」が示されるなど、就労支援を担う人

材の質をどう向上させるかに関心が集まっていま

す。名古屋市では就労移行支援事業所の職員を

対象に今年（平成 21 年）1 月～2 月に就労支援者

研修が開かれました。私は助言者としてかかわら

せていただきましたので、研修の紹介とともに私

の感想を書かせていただきます。 

＜研修は全部で４日間＞ 

 第１日目はなごや職業開拓校副代表の坂口氏

の「ツール・制度を活用し、効果的な支援の実現

へ」と題された講義で、就労支援者として必要な

「考え方」を紹介されました。支援を組み立てるに

は「ロジカルシンキング」が大切で、そのツールと

して「ＩＣＦ（国際生活機能分類）」や「ＭＥＣＥ」など

の思考ツールを例に挙げ、就労支援への活用を

提案されていました。 

 第２日目は、名古屋市中村区にある就労移行

支援、就労継続支援Ｂ型、自立訓練の多機能型

事業所ジョブサポート・フォルテの見学と青木施

設長の講義です。フォルテは主に精神障害のあ

る方が利用されています。講義では青木氏の豊

富な経験を交え、ＩＣＦを取り入れたアセスメントシ

ートや、利用者の思いや状況を整理するために

使っている「N２法」の紹介がありました。Ｎ２法は
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思考や情報を整理するためのツールです。サー

ビスを増やすだけでなく、質も向上させるための

取り組みとして興味深くうかがいました。 

 第３日目は、スーパーマーケットのバックヤード

の仕事を、研修参加者が体験する現場体験です。

研修参加者はご協力いただいたスーパーで、青

果や惣菜、カート・カゴの整理等の部門に配置さ

れ、丸１日その仕事を体験します。しかも、ただ体

験するだけではなく、どんなコツが必要か、障害

のある方は何が課題となるのかを考え、それを手

順書としてまとめることが課せられます。これは、

「課題分析」を体験するものです。かなり大変だっ

たと思いますが、夕方の反省会では、簡単に見え

る仕事でも色々なコツや判断が要求されることが

よく分かったとの感想が聞かれました。 

 第４日目は現場体験で作成した手順書の発表

と、助言者による事例紹介です。手順書発表では、

仕事のコツや障害のある方が苦労しそうな点をよ

く把握しており、普段の支援の経験が活かされて

いるのがうかがえました。 

事例紹介では、名古屋市総合リハビリテーショ

ンセンター就労支援課の稲葉氏から、高次脳機

能障害者の事例を通じてフォローアップの大切さ

が紹介され、私は多機関が連携し生活と就労の

両方を支えた知的障害者の就労事例をケアマネ

ジメントの視点で整理しながら紹介しました。 

＜私の感想＞ 

 今回の研修では、情報や思考を整理するツー

ルがいくつも紹介されています。就労支援は、単

に仕事を出来るようにする支援ではなく、障害の

ある人の生活を「働く」という切り口から支え、豊

かにするための支援です。そこには、障害や福祉、

生活や労働など幅広い情報が必要です。それら

を整理し、支援を効率的に進めるための手段とし

て、これらのツールが有効だと思います。ツール

に頼りすぎ支援が表面的になることには注意が

必要ですが、支援者個人の勘と経験に頼る支援

から、情報を共有して連携してゆく支援へと変わ

る兆しを今回の研修では感じました。 

 

 

 

 

 

 

三重県高次脳機能障害者（児）リハビリテーション講習会報告

三重県身体障害者総合福祉センター 鈴木 真

平成 21 年 1 月 31 日（土）四日市市総合会館に

て、リハビリテーション講習会が開催されました。

内容は、「障がい者雇用の新たな展開」をテーマ

にして、障害者雇用の第一人者秦政氏の基調講

演と、ハローワーク雇用指導官山崎浩一氏によ

る「三重県における障がい者雇用の現状－津ハ

ローワークの取り組み－」、そして障害者職業総

合センター主任研究員田谷勝夫氏による「最新

の職業リハビリテーション研究－高次脳機能障

害者の職業自立に何が重要か－」の発表があり

ました。 

もともと、この企画構想は 1 年前から進んでい

ました。きっかけは昨年 2 月に静岡県で行われた

精神障害者就業セミナーにて秦氏と出会い、秦

氏の故郷である三重県は障害者雇用ワーストワ

ン（H19 年度）であり、「何かを始めなければ」との

思いから、この講習会が実現しました。11 月に事

前打ち合わせを行い、その時にも関係者間で 3

時間にも及ぶディスカッションを得て、当日も 1 時

間以上熱心な意見交換を行った後に開催する運

びとなりました。そして、当日会場は満員。トピッ

クスは以下の通りでした。 

○ 高次脳機能障害支援モデル事業開始以来、 

地域障害者職業センターの高次脳機能障害者の

利用率が高まっている。（モデル事業実施地域は

その他地域よりもさらに高い） 
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○ 受傷後から社会復帰までそれぞれの機関が 

連携し、途切れなく支援を行えるようにする。多く

の他県は高次脳機能障害者に対して医療と福祉

を結ぶ機会にめぐまれていない。三重県はその

点ではシステム的に優れている。今後も維持継

続が必要である。 

○ 高次脳機能障害者の障がい特性として、 

①症状が多様で複雑 

②症状の見えにくさ 

③症状が不安定 

④症状出現の不規則性 

⑤症状の自覚が困難、等がある。 

そのため、「さぼっている」などと誤解が生じや

すい。ある程度、企業側の配慮と支えが必要であ

る。 

○ 障がい者雇用がうまくいっている企業の共通 

点は、障がい者も戦力として採用していることで

ある。事業の成否は人材の質と有効活用につき

る。 

○ 障がい者自身に求めたいこと。企業は働いて 

お金を稼ぐ場。何ができて何ができないのか自覚

していることと、得意を伸ばす努力が継続できる

ことが必要である。 

○ 求人は「事務職は競争率が非常に高く、介護 

職は人材不足。三重の南部は特に求人が少なく

地域差がある」。障がい者雇用に上手く結びつけ 

るためには、福祉事業所である障害者就業・生活

支援センターや就労移行支援事業所などに支援 

 

を求めて欲しい。そして、事業所も支援の質を高

めて欲しい。 

○ 襲ってきた経済危機。世界規模での経済混 

乱期。一過性で終わるのかさらに深刻化するの 

か？しかし、いたずらに恐れずピンチをチャンス

にしたい。 

○ 順調に推移してきた企業の障害者雇用。行 

政サイドの雇用指導と企業の社会的責任が後押

ししてきた。今後は、真の障がい理解が求められ

る時代が到来した。 

支援者も障がい者も「焦らず、慌てず、あきらめ 

ず力を蓄えたい！」と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

ハローワーク大垣に「西濃障がい者就業・生活支援センター」

の相談窓口が開設しました！      

岐阜障害者職業センター 鈴木 勇

今回は、岐阜県の西部の大垣市を中心とし

た西濃地域を管轄地域としている西濃障がい

者就業・生活支援センターの取り組みについて

レポートしたいと思います。 

西濃障がい者就業・生活支援センターは、平

成 20 年 4 月から障害者就業・生活支援センタ

ーに指定されて活動を始めています。前身の

「あゆみの家就労支援センター」において平成

15 年から西濃地域で就業と生活にかかわるネ

ットワーク会議（現在は、西濃就業・生活支援

ネットワーク会議として実施）を開催してきまし

た。その詳細については「西濃障がい者就業

支援ネットワーク」というホームページに掲載さ

れていますのでご参照下さい。

（http://gifu-seino.hp.infoseek.co.jp/index.html） 

この西濃障がい者就業・生活支援センター

では、平成 20 年 10 月から管轄内にあるハロー

ワーク大垣に月２回（第１火曜日と第３火曜日

の午前９時～午前１１時３０分）相談窓口を開

設しました。ハローワークの窓口で相談をして

いる障がい者やその家族、在宅で仕事をこれ

から探していこうという方々に対する相談につ
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いて毎回約３名対応をしています。 

この窓口から、就労支援の福祉サービスに

つながったケースが着実に増えています。ひと

つのワンストップの相談窓口の形と言えるでし

ょう。昨今の企業を取り巻く雇用情勢の悪化に

よって、離職を余儀なくされる障害者も多くなっ

ています。離職して次の行き場のない障がい

者がこの相談窓口から就労支援の福祉サービ

スを受け、再就職を目指していけるようになる

こと願っています。 

（西濃障がい者就業支援ネットワーク・トピック

スのブログにこの相談窓口のことが掲載されて

います。

（http://plaza.rakuten.co.jp/gifuseino/diary/20

0901230000/） 

 

  

 

 

 

第 16 回職業リハビリテーション研究発表会に参加して 

社会福祉法人 親愛の里 片桐 雄介

昨年 12 月 4 日(木)･5 日(金)に財団法人海外

職業訓練協会、障害者職業総合センターで開

催された上記の研究発表会に参加しました。概

要と感想を報告します。 

 初日の特別講演では、京極高宣氏の「共生

社会をめざして」というテーマで、障害福祉にお

ける自立の定義や概念、障害者自立支援法の

これまでの施策と課題を論点として、説明があ

りました。法施行から批判が集中している利用

者負担額の上限設定について、その背景を解

説していましたが、自立支援法の見直しにより

さらなる軽減が求められると思います。 

 パネルディスカッションでは、「発達障害のあ

る若者の就労支援」というテーマで、現状と課

題、各機関の取り組みや事例が挙がりました。 

高機能自閉症やアスペルガー症候群の方へ

の対応のため、重度の知的障がいを伴う自閉 

症の方の障がい特性とそれに配慮したシンプ

ルな対応を知ることが必要という報告は、以前

入所更生施設で自閉症の方の支援を行い、現

在アスペルガー症候群の方と関わる機会があ

る私には非常に納得できるものでした。 

 2 日目は、17 の分科会と 19 のポスター発表

がありました。「精神障害」の分科会では、調査

の目的の明確化、収集するデータの量、目的

に対する考察など見直すと良い報告や、ニー

ズアセスメントに基づき、利用者の障がい特性

を踏まえた支援を望む報告もありました。 

 「地域におけるネットワークの連携」では、大

規模なアンケート調査を基にした研究報告が

多かったです。また政策を提言する発表もあり

ましたが、提言のみで実践による継続した研究

結果の報告を望むものもありました。 

 帰路では、東京駅までの電車が強風の為 1

時間以上運転停止となるトラブルに見舞われ

ましたが、現場から事例を中心とした実践報告

は参考になるものが多かったです。実践報告

から研究報告までさらに幅広く、また報告への

十分な質問時間が充てられると良いと思いま

す。詳細は発刊された発表会論文集をご覧くだ

さい。 

 

※障害者職業総合センターのホームページにて 

「職業リハビリテーション研究発表会の発表論文集」が

PDF 形式でダウンロードできます。(編集担当より) 
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（株）夢農会犬山農場を見学して        

尾張北部障害者就業・生活支援センターようわ 田代 波広

 

近年、「障害者雇用」と「農業」というキー

ワードをよく耳にします。国の 21 年度予算

（案）でも「障害者アグリ雇用推進事業」が

新規事業として出されています。職リハ通信

「TUBE」においても、第 51 号で伊賀市社会福

祉協議会の一見俊介さんより伊賀（三重県）

における水耕栽培の取り組みが紹介されてい

ます。 

http://www.normanet.ne.jp/~ww500002/ol_tu

be/ol_tube_51.html 

かねてより、伊賀での取り組みには関心があ

ったのですが、昨年末に一見さんの紹介でやっ

と伊賀へ見学に行くことができました。水耕栽

培を経営する農業生産法人株式会社夢農会代

表の萬成さんは、全国各地で伊賀と同様の取り

組みをしたいとのことでした。11月に犬山（愛

知県）に農場が立ち上がったことから、1月に

地域の支援機関を誘って見学会を行いました。

今回は、見学会に参加した田代さんに記事を書

いて頂きました。 

名古屋市総合リハビリテーションセンター  

稲葉 健太郎

 

 

メディアからは派遣切りだの不況のニュースが飛

び交い、ハローワークへ行けば駐車場に入るの

に 30 分から 1 時間待ち…そんな中、名古屋市リ

ハビリテーションセンターの稲葉氏から「水耕栽

培の農場を見に行きませんか？」と連絡をいただ

き、昨年のクリスマスに夢農会の農場へ出かけ

貴重なお話を聞くことができました。小牧東インタ

ー近くで待ち合わせ、連れていかれたのはワカサ

ギ釣りの入鹿池を越え、キャンプ場からずんずん

山奥へ…。到着すると、大きなビニールハウス内

に水耕栽培がびっしりと並んでおり、循環する水

の音が心地よく流れておりました。α波にひたっ

ていると間もなく、いきのいい関西弁で「夢と希

望」を話していただいた萬成氏。三重県伊賀市に

て、積極的に社会福祉協議会の一見氏と連携を

とりながら障がい者雇用をモデル的に展開されて

いた。なかでも、「伊賀市の農場では一人も辞め

た人がいない」という。無理をさせずに当日休む 

ことも可能な環境になっており、出来高制で能力

に応じた対応をとられている。水耕栽培は、農業

としては比較的軽作業であり、環境を整備しなが

ら働いてもらえばおのずと職場定着していけると

いう。自然に囲まれ、α波を感じる環境、農場に

来れば心身の健康を維持でき働いていける、怒

鳴り声も聞こえない、機械音もない、一人一人の

能力、状態に応じたものと、頷ける内容でした。

見学させていただいた犬山農場も今からの発展

が期待されているところでありました。 

 今回、夢農会はじめ貴重な出会いを設定してい

ただいた稲葉氏に感謝させていただくとともに、

尾張北部圏域においても障がいある人たちの雇

用、就労体験や訓練の場として新たなツールで、

夢農会と我々支援機関が連携を取りあい、より良

い提供の場ができればと思いました。一度皆さん

もご覧になってください。（夢農会ホームペー

ジ：www.yumenokai.jp/）
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ゆいフィルコンサート        

ＮＰＯ法人福祉住環境地域センター 小川 一平

２月１１日（水）豊橋市にある「あいトピア（豊橋

市総合福祉センター）」３Ｆの多目的ホールでホー

ル一杯となる約２００人の参加者が集まった。 

 「春の訪れと愛」をテーマにチャレンジドミュージ

シャンとミュージシャンがジョイントしたコンサート

で障害のある人とない人が相互理解を深め、共

に支えあい、共にたすけあい、共に生きていくこと

を目指して企画立案した。企画段階から当法人

の就労移行支援事業を利用している利用者が、

社会参加を目指して企画から参加者募集、当日

の設営に至るまで積極的に参加した。 

 ミュージシャンとして音楽療法士の山口理恵さ

んと日和音（竹本さやかさん、竹村痲記子さん、

岩瀬浩子さん）の皆さんと鈴木明さんの５人、チャ

レンジドミュージシャンとしてロココさん（ＮＰＯ法

人草のネット代表）と田中知典さんとＭＵＮＥさん

の４人が当法人の企画に賛同し出演して下さい

ました。チャレンジドミュージシャンの４人の方は、

皆さん精神障害者の方でしたが、皆さんそれぞ

れ普段は、仕事や作業所に通うかたわら練習に

励んでおられました。 

 当日は、コンサートのテーマにふさわしい穏や

かな春の日差しを感じる暖かな日で、２００人を超

す予想を上回る参加者に用意したプログラムが

足りなくなるというハプニングもあった。企画から

携わってきた利用者もあまりの盛況ぶりにびっく

りするほど感動していた。 

 また、途中の休憩には就労移行支援の訓練の

一環で制作した手作りハーブクッキーとハーブテ

ィーのサービスも行ったが、大変好評だった。 

 穏やかな午後のひと時、参加者、出演者、スタ

ッフ、障害のある人もない人も皆がそれぞれ楽し

い時間を共有できたことは大変素晴らしいことだ

と思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工賃倍増計画        

 社会福祉法人もえの会 作業所のどか   山田春日

愛知県内でも障害者自立支援法の施設体系

への移行が少しずつではあるが進んでいる。 

その中で、利用者の工賃を今まで以上に上げ

ていくための取り組みが行われている。いわゆる

「工賃倍増計画」だ。この工賃倍増計画は５カ年

計画である。新たなる取り組みと、その実践、見

直し、改良されたプランの実施等を５年かけて行

う計画だ。 

愛知県内では、授産製品を販売する場所を増

やす「催事販売システム構築プロジェクト」や、循

環型を目指す、「里山農業・園芸プロジェクト」やリ

サイクルの仕組み「食品トレー・魚箱資源化プロ

ジェクト」など、環境を意識したものや、「授産製品

の通信販売プロジェクト」など、他団体に協力を

依頼しての取り組みが目立つ。実際に「工賃倍

増」までには、時間を要するものの、確実に成果

を上げている。今までは、利用者のためと言いつ

つも「工賃をあげる」ことは後回しにされてきてい

たように思う。目の前の問題に必死になるものの、

「目標を掲げる」ことやその実現のためのアドバイ
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スを受け、協力を仰ぐことなど考えもしなかった支

援者や施設が多いのではないだろうか。一般の

企業では当たり前に行われている「新事業計画」

や「プレゼンテーション」、「費用効率の話」や、

「目標の見直し」も行われ出した。プランそのもの

のユニークさに加えて「新事業」から見えてくる新

しい可能性や、繋がりなどが、これからの、福祉

事業を感じさせる。 

実は全てを自分の施設で行う必要などないわ

けで、いいなと思われるプランに乗ってしまうこと

も大切だ。出来上がった「システム」の一部を担う

ことでも、「工賃倍増」を目指すことは可能である。

幾つもの取り組みが、重なって「効果」を生むこと

は期待できる。 

同じ作業を行っている施設どうしが協力し合っ

て「大量の注文」に応じることも出てきている。月

に一度程度、顔を合わせて「メニュー検討」を行っ

ているお弁当作業のグループなどは、統一メニュ

ーで大口の注文を請け負った。 

工賃ひとつについても、これだけの広がりを見

せていくのならば、同じように目の前にいる利用

者への対応も、しっかりと見直されるべきであろ

う。   また、客のニーズに応じて授産製品のセレクト

を行い仲介していくことでも、新たな可能性や「工

賃倍増」へつながっていくだろう。 

初めは「利用者の工賃を上げる」ことを目指す

中で、視点が変わり、世の中の動きに敏感になっ

ていく支援者がいることは、喜ばしいことでもある。

その一方で、先行投資の不可能な小さな施設は

どうなっていくのだろうか。 

今や「工賃倍増」においても、自分たちだけの

ことを考えていては、物事は進まなくなってきてい

る。

＜＜IInnffoorrmmaattiioonn＞＞   
第３回ＷＡＣＮＥＴ．シンポジウム 

テ ー マ  「精神障害者は今！地域支援シンポジウム」 

－５年後の地域の暮らし、就労、生活、余暇をイメージする－ 

日  時  ２００９年３月１４日（土）１３：３０～１７：００ 

会  場  あいトピア（豊橋市総合福祉センター）３Ｆ 多目的ホール 

参 加 費  ５００円（資料代含む） 

問合せ先  東三河障がい者しごとセンター（ＷＡＣＮＥＴ．内） 

      ☏（０５３２）５２－４３１５／Fax（０５３２）５６－０７０２ 

＜事務局からのお知らせ＞ 

■職リハ通信「TUBE」メール配信登録者へイベント情報を配信します 

正式に職リハ通信「TUBE」のメール配信が始まり、一年が経ちます。おかげさまで大きなトラブルはな

く、配信することが出来ています。ただ、登録者が少ないのが残念なところです。周りに未登録の学会会

員の方がいらっしゃいましたら、お声かけください。 

さて、本題ですが、次年度より職リハ通信「TUBE」メール配信登録者へイベント情報を配信したいと思

います。イベント情報について配信を希望されない方は事務局までメールいただければと思います。 

■新規事業を募集 

 今年度も残りわずかとなりました。昨年秋から社会情勢は深刻で、急激な雇用不安に陥っていますが、

皆様の職場でも様々な形で影響が出てきているのではないでしょうか？そのような中、中部地区におけ

る積極的な取り組みを募集しています。新たな取り組みなど情報がありましたら、是非事務局までご連

絡ください。よろしくお願いいたします。中部ブロック事務局 稲葉  E-mail：jsvrc_delivery@ yahoo.co.ｊｐ 
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