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合理的配慮による福祉社会の実現に向けて 
          

静岡英和学院大学 人間社会学部  白山靖彦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  去る衆議院議員選挙によって、政権交代が行

なわれた。さっそく民主党は後期高齢者医療制度

の廃止、障がい者自立支援法の改正など矢継ぎ

早に変革を打ち出している。こうしてみると、医療

や福祉といった国の根幹に関わる社会保障を巡

る動きが今後より活発になると予想される。こうい

った時こそ、我々は障がい者を取り巻く現況と今

後の政策について注目し、政策の矛盾や問題を

見逃さないようにしなければならない。 

  障がい者自立支援法では、利用者の負担の仕

組みを応能から応益に移行したことが問題とされ

ている。応能負担とは、そもそも措置制度時代に

おける所得に応じた負担の方式である。前年度

の所得によって、サービスを受けた場合の負担費

用を決めるもので、負担が全くない人から高額負

担の人まで様々である。いずれも所得調査が必

要であり、非常にスティグマに満ちた制度である

ことは否めなかった。一方、応益負担は、原則 1

割負担とするなど、費用負担率を一律に適用す

るものであり、低所得者に対する配慮は一定存

在するものの、資本主義国家における消費原則

からみると公平感の強い負担方式といえる。例え

ば、医療保険や介護保険といった社会保険制度

ではすでにこの応益負担が通例であり、病院に
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行けばほとんどの患者は費用の 3 割を負担する

こととなる。ではなぜ応益負担への移行が問題と

されたのか。 

  わが国は、すでに障がい者権利条約に署名し

ており、障がい者に対する差別を禁止する方向で

様々な法整備が今後行なわれようとしている。条

約は、憲法よりも下位であるが、一般の法律より

は上位に位置するため、すべての法律がその適

用を受けることになる。この条約には「合理的配

慮」という文言が示された。この意味は、一般に

障がい者が社会参加を果たす上で必要な施策を

講じると同時に、社会参加できる周囲の環境整備

も同時に行なう、という両面重視の考え方であ

る。障がいのある人も仕事をした方がよい、という

考えは決して間違いではない。しかし、仕事をし

たくても受け入れてくれる職場がない、職場に通

う交通機関がなくて通勤できない、という現実もあ

る。つまり、障がい者の就労を重視することのほ

かに、障がい者の多様性に合致した社会環境の

提供が求められる。これが合理的配慮という観点

からの基本的な考え方である。 

 

 

 

 

 

日本職業リハビリテーション学会 
第３７回大会 開催  in 近畿 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  障がい者の所得調査では例年低水準を推移

し、一般健常者とは大きな格差があることは自明

である。この状況下において応益負担を採用する

ことは、合理的配慮に欠けるといえる。たとえば、

適切な所得補償を行う、多様な就労の場を確保

してどんな障がいを有する人でも一定の収入を得

ることができるシステムが必要である。これによっ

てはじめて応益負担の公平性が担保できると考

えられる。振り返ると、わたしたちのような職業リ

ハを専門とする集団が、障がい者自立支援法成

立前にこういったことを検討し、意見具申するべき

ではなかったかと今さらであるが猛省している。 

  障がい者自立支援法の改正が行なわれようと

するとき、常に「合理的配慮」という観点に基づ

き、障がいのある人にとって健全に自立を目指す

ことができる福祉社会の実現に向けて努力してい

きたい。 

平成 21 年 8 月 20 日～21 日にかけて、日本職

業リハビリテーション学会が開催されました。三重

県身体障害者総合福祉センターからは、「社会的

行動障害者への就労支援-主に感情コントロール

不良がある高次脳機能障害者を中心に-」という

テーマで発表しましたので報告します。 

私は、平成 13 年から開始された「高次脳機能

障害支援モデル事業」から、高次脳機能障害者

への相談活動を行っていますが、最初の頃は、ど

職リハ学会に参加して 
 

三重県身体障害者総合福祉センター 相談支援専門員  鈴木 真

のような支援が有効でリハビリテーション後どの

ようになっていくのかについては、ずっと手探り状

態でした。さすがに今年は 9 年目に突入したので

自分なりに「この人は就職が可能だろう」というの

がわかるようになってきました。就労の可否を決

めるのは、ずばり「社会的行動障害の克服」とい

うのが私の結論です。人間関係の障害は必ず本

人を孤立化させ、周囲に理解がない状況におい

てはさらに孤立化を促進させます。「あの人は性
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格が悪い」などと完全に個人否定につながってい

の

介入により、不穏な時期そのものを回

ースが多

については、入口である医療機関の役割は

く が現状です。準備をしないまま社会復帰して

しまうと、このようなことがよく起きてしまい、収拾

がつかなくなってから相談支援を開始すると、紐

を解くのにも時間や労力が必要になります。そこ

で私どもは、特に社会的行動障害者については、

以下にあげる 2 つをキーワードに支援をしていま

す。 

①早期

避することや短縮・軽減が可能になる。 

②関わり方次第で、徐々に落ち着くケ

い。 

①

大きく、医療従事者がかかわれる期間は短いで

すが、退院時には是非コーディネーターにつなげ

てほしいと思います。②については、身近な家族

がまず理解すると同時に、家族が安定できるよう

な支援も必要になります。家族会の力を借りなが

ら、なんとか大変な時期を克服して欲しいと思い

ます。 

最後

 

 

 

 

 

職リハ学会に参加して 

みかんやま作業所 主任支援員  古谷 香奈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、学会発表の感想を書きたいと思いま

す。前日はプレゼンテーションが 15 分で収まるよ

うリハーサルを行いました。誰に聞いてもらうわけ

でもなくホテルで独り言を 3 セット繰り返し、時間

内で収まるのを確認した後はのんびりと過ごしま

した。翌日、静岡英和学院大学の白山先生（元上

司）と三ノ宮駅で待ち合わせをして、超満員電車

で死にそうになりながら、神戸学院大学にたどり

着きました。発表会場にはおなじみのメンバーが

居て、鋭い質問やコメントが飛び交っていました。

座長の方々は、「質問が多いしコメントもしてくれ

るので進行が楽です」と思わず本音をもらして見

えました。学会で発表するしないは個人の自由で

すが、医療福祉に携わるスタッフとして「実践を振

り返り整理することは重要な仕事である」と思いま

す。当時者にかかわっている時間が全てではな

く、まとめる時間も同じくらい重要なのだと、ようや

く最近気づくようになりました。 

8 月 20～21日に神戸で行われた職リハ学会 37

回大会に参加しました。 

するために必要と思われるフィードバックを有効

なタイミングでしているか、マイナスとプラスのフィ

ードバックを使い分けているだろうかと普段の業

務を振り返ることができました。このように、自分

の実践を省みたり、先駆的な研究を学んだりする

ことが学会大会に参加するメインの目的でありま

すが、それだけでなく、懇親会やその後の自主交

流会で、多くの方と語らい、普段の支援で感じて

いる悩みや不安などのモヤモヤをぶつけ、明日

への活力としていくことも、醍醐味の１つです。今

回も 2 日間で無事、溜まっていたモヤモヤを解決

し、名古屋に戻ってきました。 

 

今大会では、口頭発表が 30 件あり、例年より

多かったように思います。私は高次脳機能障害

に関する口頭発表のグループに参加しました。こ

のグループは質疑応答も活発で、濃い内容となっ

ていました。高次脳機能障害に関する発表と一口

で言っても、家族支援の重要性、企業からの高次

脳機能障害に対する評価や障害理解の変化な

ど、内容は多岐に渡っていました。 

その発表の中の事例報告で、目的志向的なフ

ィードバックの重要性について話された発表者が

いました。自分の支援でも、利用者が目的を達成
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職リハ学会に参加して 
 

名古屋市総合リハビリテーションセンター 生活支援課  平野 尚孝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リハビリテーションセンター障害者支援施設で

は、自立訓練（機能・生活）、施設入所支援による

社会リハビリテーションサービスを提供していま

す。施設利用者は退所後に就労の場、他事業所

利用など何らかの形で日中活動の場に繋がって

いるケースが多くあります。しかし、その日中活動

の場は本当に「自分らしく生きる」場であるのだろ

うか。支援員の考え、思いに応える形での社会参

加になってしまってはいないかと疑問に思うことも

あります。就労の場ではなく、自宅であってもその

人なりの過ごし方はあるのではないかと日々考え

るなかで今回の学会参加となりました。 

 初日の基調講演を受けてのパネルディスカッシ

ョンにおいて、障害者雇用に積極的に取り組む事

業主の「障害者は支援の対象ではなく、貴重な人

材であり、喜びとともに仕事に取り組む姿から‘働

く’という意味を考えさせられる」という話がありま

した。多くの企業が人をコストとしてとらえる経済

構造にある中で、社員個々の働く価値観に焦点

を当てた人材育成に取り組む企業を知り、‘働くと

は何か’を考えさせられたディスカッションとなりま

した。 

 二日目のワークショップでは、当事者の就労の

背景にある思い（働く意義）について話を聞くこと

ができました。「仕事を任される嬉しさとやりがい

は自分の生活を充実させる」という当事者の声に

もあるように、社会的役割と期待を担い、こなそう

とする時に得られる達成感と責任は新たな自己

定義を生みます。就労には社会的な役割の達

成、自己実現の達成の側面があることを強く感じ

ました。 

就労生活を目標にされている利用者支援にお

いて、就労を自分らしく生きるための一つの場と

するためには、ご自身のこれまでの職業生活を

振り返り、‘何のために働くのか’を考えていただ

く機会の創出は欠かせない視点であり、常に意

識していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

職場見学会 「トヨタループス株式会社」へ参加して 
 尾張西部 障害者就業・生活支援センター すろーぷ

就労支援ワーカー 佐藤直美

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 20 日（火）13：00～トヨタ自動車の特例子

会社 トヨタループス株式会社を見学させて頂き

ました。 

が込められ、その『わ』とは安心の『和』、喜びの

『輪』、楽しみの『話』三つの『わ』と伺いました。敷

地が広く開放感があり、最先端のバリアフリーを

導入した建物です。セキュリティも万全で、働いて

いる人の名札を無線で感知しドアの開閉ができ、

また緊急時にはその名札を付けているだけで誰

がどこで緊急サインを出したかが解かるというも

トヨタループスは（ループ＝輪）会社の名前の

由来の中に基本理念が込められているそうです。

障害者の雇用の場の輪を広げたい、職場の仲間

や社会の輪を広げていってもらいたいなどの願い
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ので、さすが日本のトヨタと驚きました。業務内容

に残ったことは、障害のある方

は、社内資料の印刷、製本業務及び郵便物やメー

ル便の仕分の仕事を行なっており、主に知的、身

体の障害のある方達が各部署に分かれて仕事を

していました。 

今回の見学で心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業支援基礎研修が行われました！！ 
 

岐阜障害者職業ｾﾝﾀｰ  鈴木 勇

は加齢に伴う衰えも早いことなどからハッピーリタ

イアの件が課題であると聞いたことです。障害者を

福祉施設から雇い入れ、加齢等で業務に支障が

出るようになった障害者を福祉施設へ戻ってもらう

ような連携を会社と福祉施設が取れるようになれ

ば良いが、福祉施設と企業とは基準や考えの違い

が大きいことが問題で難しいとのことでした。就労

支援をしている私としては就労へ送り出したみなさ

んが頭に浮かんで同じことがみなさんの将来に訪

れる問題であると目が覚める思いでした。我々も

先を見据え、施設施設等の関係機関とのネットワ

ークの重要さを改めて感じました。トヨタループスさ

んの基本理念の『わ』、我々支援者も同じであると

身のしまる思いをした見学になりました。 

 地域障害者職業センターでは、今年度から就労

移行支援事業者、福祉、教育、医療の関係機関

において障害者の就業支援を担当する職員を対

象に効果的な職業リハビリテーションを実施する

ために必要な基礎知識や技術等を修得していた

だくための「就業支援基礎研修」を開催していま

す。 

ています。また、この研修は「障害者自立支援法

に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当

障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関

する基準」の就労支援関係研修終了加算に係る

厚生労働大臣が定める研修に該当しています。

つまりは、就労移行支援事業所で勤務する就労

支援員がこの研修を受講することによって加算の

対象となるということになります。  研修カリキュラムは基本的には全国の地域障

害者職業センター共通で、下記の表のようになっ  私の勤務する岐阜障害者職業センターでは、 

８月１９日～２１日の３日間で開催しました。他県

では連日の実施ではなく、週１回の実施で３週に

表 就業支援基礎研修カリキュラム 

 科目名 

講義 障害者雇用の現状と障害者雇用施策 

講義 就業支援プロセスと支援内容 

講義 就労支援機関の役割と連携 

講義・演習 職業準備性と就業支援 

講義 障害特性と職業的課題 

講義 労働関係法規の基礎知識 

ケーススタディ・意見交換 ケーススタディ・意見交換 

講義（見学） 企業における障害者雇用の実際 
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わたって実施するところもあるようです。 

 岐阜では、一部だけ受講した人も含めて２９名

が受講しました。障害者雇用支援施策や労働基

準関係の講義については、福祉関係の受講生か

らは特に参考になったとの声が聞かれました。ま

た、職業準備性の講義で資料として配付された

「就労移行支援のためのチェックリスト」等につい

ては、是非現場で活用したいという声もありまし

た。 

 この研修は来年度以降も開催する予定です。今

年度受講できなかった方は、来年度の開催予定

を最寄りの地域障害者職業センターにご確認くだ

さい。（来年度の予定は、今年度末から来年度初

めにかけて決定すると思います。） 

 

 

 

 

 

 

『氷見市障がい者就労支援ネットワーク』 
が誕生しました。 

          こもれびの里相談支援センター 石川 真一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【紹介文】 

 前回の TUBE58 号で富山の障害者就業支援ネットワーク講演会のことを報告させていただきましたが、

その際に参加した支援機関の方から「今、氷見市の就労支援が熱い」という声を聞きました。そこで、会場

に来ていた石川さん（こもれびの里相談支援センター）に早速その取り組みについて紹介して欲しいと依

頼をしました。 

 石川さんは私が富山に勤務しているときから、こもれびの里で積極的に就労支援に取り組んでおり、今

回の氷見市自立支援協議会の設立を契機に、行政をはじめとした様々な機関の支援を巻き込みながら、

小さな町に就労支援を支える様々な資源を作り上げています。 

 今回はその契機となったネットワークの構築ということを中心に紹介していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（岐阜障害者職業センター  鈴木 勇）

平成２１年１月２８日に行政、企業、教育、福祉

等の１０カ所の機関（市内８機関、圏域２機関＊

表１参照）で氷見市障がい者就労支援ネットワー

クが立ち上がりました。そしてボトムアップででき

たネットワークが現在は地域自立支援協議会の

専門部会として動き出しています。 

いる就労へのニーズに応えるためにどう取り組む

べきかと一つの事業所だけで考えても見えてこな

いことばかりでした。  

しかし発想の転換から『無いこと』を『強み』とし

て考えると、自分達の地域の強みを活かすため

の方法を考える話し合いの場を持つことを第一歩

として始めました。 氷見市は人口が約５万５千人で、富山県の西

北、能登半島の東側付け根部分に位置して海や

山などの自然の恵みに囲まれている市です。規

模の大きさから想像できるように社会資源は恵ま

れているとは言えず、又、企業数も決して多くは

ありません。こういった状況の中で、増え続けて

例えば規模がコンパクトだから色々な機関を巻

き込みやすいことや、顔が見える話し合いの場を

必要に応じて開催することができます。又、少な

い資源だから情報が集中しやすく、課題がはっき

りとします。そして各機関が持っている強みを足
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地域生活を支援する 

社会生活力  Social Functioning Ability 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾆｭｱﾙ 精神障害のある人のために 

奥野英子／野中猛【著書】 中央法規出版株式会社
 

作業所のどか 山田 春日

 

表１ 氷見市障がい者就労支援ネットワークの構成機関 

区分 種別 機関名 

市内 事業所 氷見商工会議所 

市内 保健 高岡厚生センター氷見支所 

市内 労働 ハローワーク氷見 

市内 行政 氷見市福祉課 

市内 行政 氷見市健康課 

市内 福祉 氷見市障害者福祉センター 

市内 福祉 安靖氷見共同作業所 

市内 福祉 こもれびの里相談支援センター 

圏域 教育 高岡養護学校 

圏域 福祉 高岡障害就業・生活支援センター

すことで、課題への解決方法について取り組みや

すくなります。 

ことがたくさんあると手応えを感じつつ、このネッ

トワークが今後、大きなうねりとなるのではない

かと期待しています。 現在は、①啓発・広報・開拓班（主に PR 活動、

雇用先、実習先の開拓等）②余暇・生活支援班 

（主に働く人のサポート体制の整備等）③就業準

備支援班（主に障がい者や企業に向けて、学び

の場の提供等）の班に分かれて各々の班活動を

中心に全体会が定期的に開催されています。障

がい者が働いている企業への見学会（移動のバ

スは行政が準備してくれました）やマナー講座等

を市内で開いたり、ネットワークが発信源となって

空き店舗にお店を開くきっかけになり、障がい者

の働く場の提供に繋げることができました。 

現在も目白押しの課題に向けて、話し合いの

中で様々なアイデアが生まれてきています。 

まだまだ課題が多く今後の展開への不安もあ

りますが県境のコンパクトな市だからこそ、できる

まず、この本のタイトルである「社会生活力」と

いう言葉に私は、魅かれた。ここ数年、自分の中

にあった疑問を吹き飛ばすのに十分な力のある

言葉だ。 

その内容も実にさまざまだが、私にとっては

「え

足」、その中でも

？そんなことなん…。そんなに悩まなくてもい

いじゃん。」と思うことばかり。つまりは、私にとっ

ての「当たり前」が彼女にとっての「悩み」になるっ

てこと。私が特別なわけでは決してないし、彼女

が特別なわけでもないらしい。 

簡単な言葉で言えば、「経験不

●日々、向かい合っている精神障害のある人

と自分とは、どこがどう違うのか？ 

●同じ年代で同性の方に向かい合うときに感じ

る、この違和感は何か？ 「今までの経験から学ぶというやり方の不足」か

な。何気ない日常生活の中で、無意識のうちに積

み重ねてきた「やり方」とか「工夫」とか。今さら、

大人になって何でそんなことって思うかもしれな

いが私達が一人では生きられない、社会で生きる

 ●それぞれ、学歴も、社会経験もあり、尊敬に

値する素敵な女性。 

なのに、「どうしたら、いいか分かんないんです。」

とやってくる。 
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からこそ、必要になってくるものがある。それが何 方や話し合いのヒント、板書の例まで載っている。  

実

れてしま

う

リーズとして既に『社会

か？ってことは、今まで私の中では「言葉」になら

なかった。 

今までの

は私自身、この本をグループワークのテキスト

として使おうと目論んでいる。モジュールの目次を

コピーして、「この中で何かやりたいのある？」 と

いう簡単な方法で誘っている。 

専門書は、読んでしまえば本棚に飾ら

人生の中で、体験するべきことを、大

、精神保健福祉の歴史と、その流れの

人になってから、どうやって学べばいいのか？ど

んなことを、どんな順番で？どんな風にすればい

いんだろう？この本は、そんな疑問に答えてくれ

る本だ。 

最初に

。でも、この本は、現場で支援している私たちに

とって、付箋をつけたりパラパラめくってみたりす

るだけで「明日の支援につながるヒント」をもらえ

る本だ。読むだけでなくて使える本として、現場に

ひとつ…とお勧めする。 

 また、有り難いことに、シ

中で出てきた「社会リハビリテーション」という概念

の説明がある。そして、具体的に「社会生活力」を

つけるためのモジュールがある。モジュールのひ

とつ、ひとつは精神障害のある人にとって、日常

の悩みにつながることが並んでいる。全部を順序

だてて、やらなくてもひとつのモジュールで完結で

きるのが魅力だ。実践方法としては、この本をテ

キストとして、グループワークをしていく。グループ

ワークなんて…と怖がらなくてもいいように、進め

生活力・マニュアルー障害者の地域生活と社会

参加を支援するために』～身体障害のある人の

ために～（中央法規）『自立を支援する社会生活

力プログラム・マニュアルー知的障害・発達障害・

高次脳機能障害のある人のために』（中央法規）

も出版されている。 

 

 

 

■「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」 

日 時：平成 21 年 11 月 21 日（土）13：00～16：30（12：30 受付開始） ※申込不要、参加費無料 

場 所：名古屋市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） 

連絡先：ＮＰＯ法人 脳外傷友の会みずほ 

Tel/ Fax：（052）253－6422  メールアドレス：npo-mizuho@miracle.ocn.ne.jp 

 

■「JC-NET ジョブコーチセミナー東海」 

日 時：平成 22 年 1 月 9 日（土）～1 月 10 日(日) 

場 所：名古屋市総合社会福祉会館（名古屋市北区清水四丁目 17-1 北区総合庁舎内） 

問合せ先：「JC-NETジョブコーチセミナー東海」事務局 メールアドレス：jcnet.tokai@gmail.com 

 

 

 

 

 

＜＜IInnffoorrmmaattiioonn＞＞ 

＜事務局からのお知らせ＞ 

 今号の記事にも掲載されていますが、自主企画で H21.10.20 に職場見学会「トヨタループス株式会社」

を開催しました。今回、私が見に行きたいとの思いから企画することになりましたが、大きな負担もなく開

催することができました。企画者も負担なく、参加者が勉強になり、交流も図れる、そういった企画を随時

募集しています。また、「こんな企画があったら参加したい」とのご意見があれば、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_jimu@ yahoo.co.jp 

http://jp.f28.mail.yahoo.co.jp/ym/Compose?To=npo-mizuho@miracle.ocn.ne.jp&YY=23324&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b
http://jp.f28.mail.yahoo.co.jp/ym/Compose?To=jcnet.tokai@gmail.com&YY=23324&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b

