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中部ブロック活動の今後のあり方について 

            愛知県立大学 吉川雅博

学会というと一般的には研究者の集まりである

と認識されています。しかし、日本職業リハビリテ

ーション学会のように「実践」が大きなウエイトを

占めている学問分野では、実践・臨床に携わって

いる方、職リハの場合は施設職員は学会会員と

して必要不可欠な存在です。学会イコール論文と

いうイメージも強く、日常の実践を論文にまとめる

ことは施設職員にとっては至難の業です。したが

って、職リハ学会が、学会会員である施設職員に

とって論文以外のメリットは何かが課題となって

いました。 

 自立支援法の就労支援強化の影響により職リ

ハ関係の多くの講演会や講習会が中部地域の各

地でも開催されるようになりました。従来、おもに

施設職員の会員向けの講演会や講習会を中心と

したブロック活動が最も盛んであった中部ブロック

でしたが、学会活動としての講演会や講習会の

開催は上記のような状況で開催メリットは少ない

と判断し止めることにしました。 

（２ページへつづく） 
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 (単位：円) 

2008 年度決算 会計期間  
       2008 年 4 月 1 日～2009 年 3 月 31 日 

2009 年度予算 会計期間  

    2009 年 4 月 1 日～2010 年 3 月 31 日 

科目 予算額 決算額 摘要  科目 予算額 摘要  

前年度繰越 225,560 225,560  前年度繰越 214,090  

ﾌﾞﾛｯｸ機関誌 
    事業費 

30,000 30,000 ﾌﾞﾛｯｸ助成金 30,000
ﾌﾞﾛｯｸ機関誌 
    事業費 

30,000 ﾌﾞﾛｯｸ助成金 30,000

  ※発行は 3号   ＊発行は 3号

雑収入 450 利子 450    

計 255,560 256,010   244,090  

ﾌﾞﾛｯｸ機関誌 
    事業費 

30,000 38,020 印刷発送費 30,000
ﾌﾞﾛｯｸ機関誌 
    事業費 

30,000  

  編集会議費 8,020    

  ＊発行は 3号    

事務・通信費 20,000 3,900 郵送費 500 事務・通信費 20,000  

  雑費 3,400    

次年度繰越 205,560 214,090  予備費 194,090  

 計 255,560 256.010  計 244,090  

 

その代わり、昨年度から中部ブロックの活動を

機関誌「TUBE」の発行だけとしました。講演会や

講習会に参加して得たこと、日常の実践において

発見したことなどについて、「まとめる」作業は、施

設職員だからこそできることであり、これもりっぱ

な学会活動のひとつであると考えます。現在の IT

環境を利用することで、まとめた原稿を「TUBE」に

掲載し多くの会員に読んでもらうこと（発信）が手

軽に実現できます。また地域を中心とした最新の

情報も手に入れること（受信）ができます。中部ブ

ロックを手軽なかつ日常的な、さらに参加型の自

己研鑽の場、情報交換の場として利用していただ

ければ、学会会員であるメリットになるのではな

いかと考えております。 

以前は印刷物で年 4 回発行していた「TUBE」で

すが、昨年度から PDF 形式の年 3 回（7 月、11

月、3 月）のメール配信に変更した結果、効率的

に編集作業が行えるようになり、さらに郵送費が

必要なくなり経費を大きく削減することもできまし

た。 

現在、「TUBE」の内容を充実するために、中部

ブロック会員から広く編集委員を募集しておりま

す。多くの会員に編集委員になっていただき、編

集委員の身近な情報を原稿として掲載できれば

と考えています。「TUBE」編集委員を希望する方

は、とりあえず中部ブロック代表理事の吉川

yosikawa@ews.aichi-pu.ac.jp まで連絡をください。

日本職業リハビリテーション学会中部ブロック 
2008 年度一般会計決算/2009 年度一般会計予算 
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「地域若者サポートステーション（通称：サポステ）」 

の活動について 

なごや若者サポートステーション 橋本 晃

【紹介文】 

皆さん、「地域若者サポートステーション（通

称：サポステ）」ってご存知でしょうか？ 私

は、これまで「サポステ」という名前だけは知

っていたものの、その詳しい内容についてほと

んど知りませんでした。たまたま私の支援対象

者にニートではないのですが現代の若者の病

理を抱えている方がいたため、先日、なごや若

者サポートステーションへ足を運びました。漠

然と、サポステの支援対象者の中には障害のあ

る人がいて、逆に、障害福祉サービス側にはサ

ポステの支援対象者がいるのではないかと考

えていましたが、これまでもなごや若者サポー

トステーションでは障害福祉サービスへご紹

介した支援対象者は数例あるそうです。これか

ら各地でサポステと障害福祉サービスの連携

が始まる予感がしています。今回は橋本さん

（なごや若者サポートステーション）にサポス

テの取り組みについてご紹介して頂きます。 

名古屋市総合リハビリテーションセンター

稲葉健太郎

地域若者サポートステーションとは、ニート状

態の若者やその保護者等に対して、個別・継続

的な相談、各種セミナー、職業体験などを行う、

総合的な就労支援機関です。 

 

なごや若者サポートステーションの活動内容は

以下の通りです。 

①個別相談 

専任のキャリア・コンサルタントによるキャリア・

カウンセリングと臨床心理士によるメンタル・カ

ウンセリングを個別の状況に合わせて行って

います。 

②サークル・セミナー 

・SST(ソーシャル・スキルズ・トレーニング)サークル

社会への 1 歩を踏み出すための練習。①コミュ

ニケーション ②ビジネスマナー 

・就活サークル 

一人では不安な就活、仲間と一緒だったら、共

に励ましあい、支え合って頑張れる。面接練習

や履歴書作成のアドバイスも行います。 

・ソーシャル・サークル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきなり働く自信はないけど･･･、何かの役に

立ちたいけど･･･、いろんな「けど」を OK にする

ボランティア活動を行い、「お役に立ち隊」とし

て活動しましょう。 

・パソコンサークル 

初めてパソコンに触れる方には基礎から、自分

のペースで学習。 

・脳活サークル 

計算問題や図形問題を解いて脳を活性化。 

難問は力を合わせてチャレンジ！ 

・若者語り場サークル 
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自由なテーマで語り合おう！お互いの悩みを

話し合い、仲間作りをしましょう。 

・職業人セミナー 

様々な分野でイキイキと輝いている職業人を

講師に招き、素敵に生きるツボを研究しよう！ 

③ジョブトレーニング(職業体験) 

仕事に必要な態度・意識を知るために、実際に

企業に行き、事務や製造の補助業務、清掃

業、など、取り組みやすい作業中心の「しごと」

を体験！ 

④保護者勉強会 

近年の雇用環境、家庭でのコミュニケーション

のツボ、支援機関情報などのセミナーをニーズ

に合わせて、隔月に 1 回開催。 

 

一人ではなかなか動くことが出来ない、何か

ら始めたらよいのか分からない、そんな悩みを

お持ちの方、まずは「なごサポへの 1 歩」を踏

み出してみてください。 

＜お問い合わせ＞ 

なごや若者サポートステーション （運営：特定非営利活動法人ICDS） 

連絡先 ： 〒462-0845 名古屋市北区柳原三丁目 6-8 

TEL 052-700-2396   FAX 052-700-2388   メール nagosapo@icds.jp 

定休日 ： 日曜日・月曜日・祝日 

 ※その他青少年交流プラザの休館日と当法人が定める運営カレンダーによる休日が

あります。 

開設時間：10：00～18：00(予約相談 13：00～18：00) 

北陸富山で行われた 

「障害者就労支援ネットワーク講演会」に参加して 

岐阜障害者職業センター 鈴木 勇

 平成21年6月19日にサンシップとやま（写真１）

で行われた障害者就労支援ネットワーク講演会

に参加してきました。日本職業リハビリテーション

学会副会長の朝日雅也氏（埼玉県立大学教授）

が講師として招かれていましたので、私の前任地

の北陸富山に職リハ学会の活動を広報できれば

と取材名目であることを事務局にも宣言して富山

に入りました。今回は北陸富山の就労支援の状

況も含めてレポートしてみたいと思います。 

 この講演会は富山県内の障害者就業・生活支 

援センター４所が合同で主催を行い、１９日の講 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （写真１：サンシップとやま） 
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（写真２） 

演会は「就労支援をマネージメントする－効果的

手法を探って－」という演題で、２０日の研修会は

「就労支援マネージメント演習－困難事例に基づ

いて－」というテーマで事例発表をもとに演習が

行われました。私は１９日のみの参加でしたが、

福祉機関を中心に行政や特別支援学校、家族会

等の関係者１３０名を集めて席が足りなくなるほ

ど大盛況でした。 

 朝日氏の講演（写真２）は、講演の冒頭や途中

で聴衆に対して質問をしたり、隣同士でロールプ 

レイをしたりと、和やかで緊張がほぐれる中にも

参加者が活発に考えて話をするといった機会も

持てる充実した内容でした。（写真３） 

 はじめに就労支援の本質に関することやその考

え方の解説がされ、続いて就労支援におけるマ

ネージメントのプロセスの手法、マネージメントに

おける留意事項について説明がされました。最後

に今後の展望と課題として、「職場のノーマライゼ

イションは企業にしか取り組めない」、「障害者雇

用対策は中小企業へ、より地域で支えるというこ

とが大切になる」、「就労支援の成果の評価のあ

り方と人材育成が今後のポイントとなる」とまとめ

ていました。 

 講演の中で私なりに印象に残ったことを３つ挙

げてまとめてみました。 

①就労支援は生活支援でもある 

 「働くから朝早く起きないといけない」「働くか

ら身だしなみも整えないといけない」「働いたお金

だから大切に使う」というように就労という切り口

よって生活面の改善にアプローチすることにつな

がります。つまり、「働く」ということから本人の地

域生活の再構築をしていくことにつながることに

なるのです。 

②どんな機関も就労支援の担い手である 

 就労支援と生活支援が表裏一体と言うことを考

えれば、就労支援を行うのは、本人の生活を支え

るどこの機関であっても就労支援の担い手となり

ます。企業内の支援は当然、企業が支援の担い

手となるのです。つまり、就労支援はそれぞれの

担い手がその役割で連携して特定の支援者が１ 

人で抱え込まない体制作りが大切なのだと思い

ます。 

③就労支援は誰でもできることが大切 

 障害者を取り巻く人すべてが就労支援の担い

手と考えれば、障害特性等やそれぞれの障害に

対する対応方法等すべてを知った上で支援する

必要はなく、家族、地域、職場の人のちょっとした

気配りや声がけ、見守りが必要という「誰でもでき

るという支援」が大切なのだと思います。そういっ

た環境を引き出してコーディネイトするのが就労

支援の専門家の役割なのではないかと思いま

す。 

 まだまだご紹介したいポイントがたくさん講演に

はありましたが、紙面の都合上これでご勘弁くだ

さい。 

朝日氏からは、他にも「権利の回復としての就

労支援」や「キャリア・ディベロップメント（生涯職

業発達）」、「職場体験をすること、試みることが大

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真３） 
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切」など就労支援を行う上でとても大切なことを示

していただきました。質疑応答でもフロアから質

問が次々と出て、活発な意見交換がされていまし

た。富山の関係者の胸にもしっかりとこのことは

刻まれたと思います。 

 最後に、約１年ぶりに富山へ行ったのですが、４

所の障害者就業・生活支援センターが一緒にな

って取り組んでいること、就労支援の担当者に若

い人たちがたくさん加わって非常に活気があると

感じました。今後も北陸富山の就労支援について

は注目していきたいと考えています。 

「企業と考える障害者雇用」セミナー報告 
          浜松大学保健医療学部作業療法学科  中村俊彦

6月25日（木）夜に浜松市中区にある西部地域

交流プラザパレットにて開催された「企業と考える

障害者雇用」セミナーに参加しました。このセミナ

ーは「特定非営利活動法人くらしえん・しごとえ

ん」の主催によるものです。今回のセミナーでは、

（株）アマノ細江事業所（以下、アマノ）大高祥男

総務部長（以下、大高部長）による知的障害者の

雇用の実際についての報告と参加者との意見交

換が行われました。アマノでは、平成 20 年 4 月に

男女各１名の知的障害者を正社員として雇用し、

同時にジョブコーチによる支援を導入しました。こ

のことについて、大高部長はアマノの障害者雇用

に対する考え方、ジョブコーチとの連携をフル活

用した、フォローアップ状況などを具体的な事柄

を用いながら説明されました。また、同時に採用

前後の雇用者側の体制作りなど、社内事情につ

いても個人情報に細心の注意を払いながら、

様々な話題提供をされました。中でも、今まで起

きたトラブルの内容や問題解決の経験など、社内

コミュニケーションに関わる事例を取り上げながら

の話はたいへん興味深いものでした。就職後の

フォローアップについては、雇用した知的障害者

の母親との日常的な「何気ない」情報交換などコ

ンスタントな人的な周辺環境作りにも目を見張る

ものがありました。 

 大高部長は、知的障害者の正社員採用につい

て「永い目で見ての活躍を期待」「働き続けること

が重要」との視点を強調されており、知的障害者

を「戦力」として育成することが社内における共通

認識と説明されていました。採用時における雇用

条件にも言及されましたが、給与水準や賞与、福

利厚生など、正社員としての待遇に大高部長が

言われる「戦力としての期待」が込められていた

ように思います。私は「通勤手段」について質問し

ましたが、路線バスの使用について、アマノ側か

ら通勤時の安全確保のため、バス営業所に乗り

降りの際の安全確保の協力を依頼し、それが定

着をみせているとのことでした。 

 このセミナーでは、アマノが企業責任として、独

自にジョブコーチを導入している取り組みに触れ

ることができました。ここ数年、「ジョブコーチ」とい

う言葉を耳にする機会が増えてきました。今後

も、障害者の就労場面における「現場支援者」の

スキルの向上がますます求められてくることが理

解できたように思います。 
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支援センター「ふなぶせ」より 
          地域活動支援センター「ふなぶせ」（岐阜市）施設長 森 敏幸

岐阜市の東部、岐阜城のある金華山の東の日

野という所にあります、精神障害者の「支援センタ

ー・ふなぶせ」の近況をお伝えします。 

 「ふなぶせ」は、生活訓練施設「はばたき」と一緒

の建物にあります。平成１１年４月にこの施設は

開設され、社団岐阜病院が運営してきました。昨

年の４月に新しく社会福祉法人舟伏を設立し、運

営を引き継ぐことになりました。さらに、この４月に

は、就労移行支援（定員１０名）と就労継続支援Ｂ

型（定員１０名）を組み合わせた多機能型就労支

援施設「工房はばたき」が加わり、援護寮、支援

センター、就労支援施設の３つの施設を運営する

ことになりました。 

 「工房はばたき」は、働きたいと希望される皆さ

んの応援をする施設です。メインは、パン工房の

「プー・ア・プー」（一歩ずつという意味のフランス

語です）で、５月９日にオープンしました。パンの

販売にお茶を飲めるスペースも設けました。「工

房はばたき」で訓練として取り入れている仕事に

は、その他に、病院の売店や喫茶店、宅配便配

達、ペンキ部門、椎茸栽培などがあります。 

 通所を希望される方が予想以上に多く、近いう

ちに定員を増やす予定でいます。 

 この「工房はばたき」ができたことにより、今まで

の事務室が新しい施設の方に引っ越し、今まで

の事務室を支援センターの交流の場として確保し

ました。「ひだまりルーム」と名付けました。それほ

ど大きなスペースではないんですが、南側は一面

ガラス張りで見晴らしがよく、大きな縁台のような

畳を敷いてみました。外を通る人に、ちょっと会釈

して、オーディオから流れる音楽を聴きながら、陽

の光をいっぱい浴びて、本を読んでる人、世間話

に興じるメンバーさん、絵を描いてる人、などな

ど、少しずつ利用者が増えてます。いろいろな人

が、いろんな利用の仕方をしていただけたらいい

と思ってます。小さな流し台と電熱器と冷蔵庫も

あります。近くのアパートで一人暮らししているメ

ンバーさんが、デイケアの後、ここで仲間と交流

し、晩ご飯を作り、一緒に食べてからアパートに

帰る、そんな利用の仕方をする人も出てきて欲し

いと期待しています。隣のパン工房でパンを買い

込んで、職員や仲間とパンを食べながら談話の

時間を・・・てのはいかがでしょうか。 

 メンバーさんの新しい交流の場となって欲しい

と、少しずつ環境を整えていきます。 
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■「高次脳機能障害支援セミナー」 

日時：平成 21 年 8 月 29 日（土）13：00～16：30（12：30 受付開始） 

場所：名古屋市高年大学 鯱城ホール（伏見ライフプラザ 5Ｆ） 

内容：第 1 部 「高次脳機能障害―何が問題か」 

深川和利 氏 

（名古屋市総合リハビリテーションセンター・高次脳機能障害支援部長） 

    第 2 部 「当事者の就労体験報告」 

        当事者と支援者（インタビュー形式） 

    第 3 部 「遂行機能障害の理解と訓練・支援の実際」 

        種村留美 氏（神戸大学大学院保健学研究科・教授） 

参加費：800 円 

参加申込：事前申込（メール又は往復はがきにて氏名・所属先・住所を記入） 

申込先：名古屋市総合リハビリテーションセンター 高次脳機能障害支援課 

〒467-8622 名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山 1 番地の 2 

Tel:（052）835－3814（直通） Fax：（052）835－3745（代表） 

 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：n-koujinou@nagoya-rehab.or.jp 

http://www.nagoya-rehab.or.jp/kojinosien/index.html 

■「脳外傷リハビリテーション講習会」 

テーマ：「地域に根ざした高次脳機能障害者の就労支援（仮題）」 

日時：平成 21 年 11 月 21 日（土）13：00～16：30（12：30 受付開始） 

場所：高齢者就業支援センター 大会議室（御器所ステーションビル 5Ｆ） 

申込不要・参加費無料 

連絡先：ＮＰＯ法人 脳外傷友の会みずほ 

〒460-0021 名古屋市中区平和 2-3-10 仙田ビル 2Ｆ 

Tel/ Fax：（052）253－6422 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：npo-mizuho@miracle.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜IInnffoorrmmaattiioonn＞＞ 

＜編集委員後記＞ 

 今回、初めて編集委員をさせていただきました。丁度富山で朝日さんの講演会があったので、取材がてら一

年ぶりに富山へ行ったのですが、昨年開通した東海北陸道は途中対面通行がありましたが、とても快適でし

た。岐阜から富山まで休憩しながらでも 3 時間余り、日帰りで取材ができました。これからの季節、北陸へ海

水浴やレジャーで行ってみてはいかがですか？海の幸もおいしいですよ！（鈴木） 

＜事務局からのお知らせ＞ 

大手企業の在庫調整も進み、少しずつ工場も動き出してきたとの話も出てきていますが、皆様の現場ではい

かがでしょうか？ 就労支援の現場では、まだまだ実感がなく、職場開拓等でご苦労されていることかと思っ

ています。一方、「多様な働き方」「新たな職域（農業など）」をキーワードに、新たな取り組みも地域で始まって

いるとの話も洩れ聞こえてきています。地域に根ざした障がい者雇用の取り組み情報があれば、是非、事務

局までご連絡ください。 

中部ブロック事務局 稲葉  E-mail：jsvrc_delivery@ yahoo.co.jp


