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障がい者就労に関するシンポジウム「共に働くということ」 

（令和 3年度（2021年度）第 2 回 日高圏域障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会 

及び障害者差別解消支援地域協議会） 

  議事録 

１ 日 時  令和３年（2021年）１１月１９日（金） １４：００ ～ １６：３０ 

２ 出席者  別添「出席者名簿」のとおり  

３ 内 容 ページ 
（リンク） 

第 1章 障がい者就業・生活支援センターについて 

テーマ：障がい者就業・生活支援センターの役割について  

発表者：胆振日高障がい者就業・生活支援センターすて～じ 山本 ひとみ センター長 
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第 2章 就労移行・就労継続支援について  

テーマ：就労移行支援の役割について 

発表者：社会福祉法人浦河向陽会 就労支援事業所青空 奥村 桂祥 管理者 
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テーマ：就労継続支援の役割について 

発表者：社会福祉法人浦河べてるの家 べてる就労サポートセンターノア 

 東 大地 管理者 
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第 3章 一般企業の雇用状況について 

テーマ：障がい者雇用の端緒、合理的配慮について① 

発表者：イオン北海道株式会社 マックスバリュ静内店 丸山 夏芽 店長 
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テーマ：障がい者雇用の端緒、合理的配慮について② 

発表者：有限会社杉田産業 筒田 凡枝 代表取締役  
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（開 会） 

 

野口推進員 

障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会は、北海道障がい者条例に基づき、中立公平な立場 

から、障がい者の権利擁護や暮らしづらさの解決を図ることを目的に 14 圏域ごとに設置。障が

い者を取り巻く地域課題について協議を行い、市町村の自立支援協議会との連携のもと、必要な

働きかけを実施。差別や虐待、重大な権利侵害に関する申立を受け、指導や改善を図る役割。 

 今回のシンポジウムの開催経緯として、昨年度の委員会で障がい者雇用が地域課題の 1つとし

て取り上げられた。障がいのある方の働きたいを支え、事業者とのよりよい関係づくり、歩み寄

りにつなげる手段として、企画。 

 

第 1章 障がい者就業・生活支援センターについて 

 

（障がい者就業・生活支援センターの役割について） 

胆振日高障がい者就業・生活支援センターすて～じ 山本 ひとみ センター長 

障がい者就業・生活支援センター事業とは、就職を希望する障がい者や在職中の障がい者が抱

える課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携のもと、就業支援担当者と生活支援担当者

が協力して、就業面及び生活面の一体的な支援を行うもので、道の委託事業。道内に 11か所、

全国には 336か所。すて～じは、胆振日高地区を管轄。 

当社の業務は、1つめの柱である就労支援は、新規雇用事業所や職場実習受入企業の確保、職

場定着に向けた定期的な職場訪問、個々の特性及びその対応の相談、セミナーの実施。任意団体

の職親会との連携、年 4回程度の関係機関との連絡会議、福祉系サービス事業者との連携。 

もう 1つの柱、生活支援は、日常・地域生活に関する助言、生活習慣の形成や通院同行が必要

な方の健康管理、金銭管理、住宅の確保や管理、余暇活動、生活設計など。行政や相談支援セン
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ター、医療機関と連携をとっている。 

管内の障がい者雇用に関する現状及び他圏域の状況について、令和 2年度の情報では、胆振日

高の管内の企業数は 270、対象労働者数は 40,979人、障がい者雇用達成企業は 139、51.5％。 

道全体では、障がい者雇用達成企業が 50.9％。考察として、道全体、胆振日高圏域の障がい

者雇用達成率が、ほぼ同数値。障がい者の雇用数が増加している中で、半数以上の企業が達成し

ていることから、すて～じとの連携が雇用に繋がっているのではないか。法定雇用率が令和 3年

3月より、民間企業は 2.2％が 2.3％に引き上げになり、また、対象となる企業の範囲が 43.5人

以上に広がったことで、雇用拡大のチャンスととらえ、企業訪問などの強化を考えている。 

障がい者雇用に関する助成金については、雇い入れのきっかけづくりとして、障害者トライア

ル雇用助成金、雇い入れに活用できる助成金としては、特定求職者雇用開発助成金、職場定着に

活用できる助成金としては、障害者雇用安定助成金。 

事例紹介として、1人目、男性、発達障がいのケース。中学 1年生のとき、担任の先生にすす

められ、医療機関を受診され、アスペルガーと診断。高校卒業後、就職先が決まらず、専門学校

に進学。卒業間近になっても、就職先が決まらず、お兄さんが障がい者相談支援センターに相談

し、すて～じに繋がった。精神保健福祉手帳を認定のアセスメントの際に、本人の得手・不得手

を確認。一般就労の可能性も含めながら検討し、求人情報から宅配会社の倉庫作業を紹介。本人

は、人と仕事への不安を抱えていたので、人間関係の調整や仕事手順の取得に有効なジョブコー

チ支援の要請、障がい者職業センターやハローワークとの連携し、雇用に繋がった。就労してい

る間も、ジョブコーチの活用や、すて～じも定期訪問し、就労継続にいたった。雇用に至った要

因として、会社が障がい者雇用への理解をしてくれたこと。面接時に障がい特性を情報提供した。

また、本人の就労意欲が高かったこと。ハローワークや相談支援事業所やジョブコーチの支援が

あり、途切れない支援体制で雇用に繋がった。企業側は就労後も支援機関があることで安心され

た。 

2人目、男性、39歳、発達障がい、選択性緘黙のケース。 

高校卒業後、就職せず、パチンコで生計を立てると宣言。3年後、自宅に引きこもり、15年が

経過。市役所の出張相談をきっかけに、年 3 回程度、自宅訪問。2 年経っても、進展がないので、

面談の期間を月 2回に。本人とは、次に会う際、何をするかを明確にした。また、必ず母親も同

席してもらい、情報を共有し、伴走した形で支援を実施。 

本人に社会で生きるためのリハビリが必要と説明し、まずは、就労支援事業所の見学、精神科

を受診。就労継続支援Ｂ型、生活訓練の利用を週 3回から始め、少しずつ本人に関わるスタッフ

を増やし、人に慣れた。現在は、週 5日通所し、施設外就労のリーダー的存在。とても真面目で、

確実に仕事ができる。40 歳までに一般就労という、次の目標を定めて、本人の興味に合わせて、

次の将来への希望へつなぐ。 

3人目は、男性、知的障がいのケース。高等養護学校を卒業後、精肉店に雇用されたが、体力

がない、仕事が覚えられない、周囲への不満などがあって、半年で離職。違う業種に再就職する

も、2 日で離職。その後、障がい者雇用が初めての清掃会社の実習を経て、パート雇用から開始。

本人から勤務拘束時間が長いといった不満があり、定期面談を行い、本人が相談しやすいパート

の人を入れたシフトに変えて、相談しやすい環境を整備した。 

 

石黒地域づくりコーディネーター 

日高管内への定期的な訪問はあるか。 

 

山本センター長 

月 1回、新ひだか町への出張相談を設けている。さらに、月 1回の静内、浦河のハローワーク

の定例会議で事例を挙げていただいて、情報をいただいている。 
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第 2章 就労移行・就労継続支援について 

 

（就労移行支援の役割について） 

社会福祉法人浦河向陽会 就労支援事業所青空 奥村 桂祥 管理者（地域づくり委員） 

当法人では、障がい者支援施設浦河向陽園、就労支援事業所青空、グループホームえふえ荘、

障がい者相談支援事業所ういず、の 4つの事業所を運営。今回のテーマになっている就労移行支

援サービスは、青空で実施。 

就労移行支援の役割は、障害者総合支援法に規定され、就労を希望する 65歳未満の障がいの

ある方に、生産活動や職場体験の機会の提供を通じて就労に必要な知識や能力の向上のために訓

練、就労に関する相談や支援を行う。具体的な内容は、 

1、生産活動、職場体験、その他の活動の機会を実際に提供 

2、求職活動の支援。例えば、ハローワークの同行、履歴書の記載のサポートなど 

3、利用者の適性に応じた職場の開拓、これは障がいを持っている方が生き生きと働ける職場 

を探し、職場の方に障がい特性について伝える 

4、就職後の職場への定着のために必要な相談や支援。本人から仕事の悩み、苦労の話を聞い 

たり、職場の方から本人の状況を確認し、本人への対応、環境整備の助言 

5、就労アセスメントの実施ということで、障がいを持っている方の働く能力を確認する役割 

現在、青空において、継続して就労移行支援サービスの利用者はいない。特別支援学校卒業で

就労経験がない方が就労継続支援Ｂ型の利用を希望した際、本人の働く力を確認するための就労

アセスメントを実施するため、短期的にサービスを受けている状況。 

制度上、就労継続支援Ｂ型のサービスを新たに利用したい方のうち、 

1、就労経験があって、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難となった者 

2、50歳以上 

3、障害基礎年金 1級受給者 

のいずれかに当てはまらない方は、就労アセスメントを受けることが必要。一般就労の可能性も

確認し、就労継続支援Ｂ型の理由が適当かどうかを判断するため、アセスメントする。 

青空では、加工昆布の仕事、草刈り、畑作業など併設している就労継続支援Ｂ型事業所の活動

内容を体験しながら、社会性や就労能力を確認。面談の時間を設け、就労に関する相談対応を行

う形でアセスメントを進めている。 

就労移行支援事業の課題について、一般就労に向けてサポートを行うことが目的だが、地域的

に、障がいを持っている方が一般就労できる場所を見つけることが難しい。また、障がいを持っ

ている方の仕事に関する専門的な知識を持つ職員の確保が難しい。利用者に合わせたプログラム

の設定が、なかなかうまくいかない。原則 2年間の利用ということで、その間に次の進路を考え

なくてはならない。利用者が少ない状況で、職員を確保しなければならず、法人として安定した

運営が難しい。 

このような課題を踏まえ、今後、就労移行支援サービスに携わる職員の資質向上に努め、利用

者の就労する力を高めていきたい。現在、障がいを持っている方を理解して雇用している事業主

との関係を深め、同時に、新たに障がいを理解していただける事業所の開拓をしていきたい。利

用者の就労能力が高まったり、一般就労に繋がったりすることで、事業所としての力を高めてい

きたい。 

 

（就労継続支援の役割について） 

社会福祉法人浦河べてるの家 べてる就労サポートセンターノア 東 大地 管理者 

法人は、1984年に精神障がい者の活動拠点として発足。2002年、社会福祉法人を設立し、さ
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まざまな事業を展開。2021年 10月現在、80名のスタッフで、100名を超えるメンバーを支援。 

就労サポート部では、ノア、ベテスダ、ミナの 3事業所を運営。定員があわせて 100名。生活

サポート部では、グループホームを 9棟運営し、定員が 60名以上。一人暮らしをしているメン

バーもいるので、ヘルパーステーションで家事援助を実施。精神障がいの当事者も多く医療的な

サポートも必要なので、訪問看護ステーションも設置。 

仕事の場では、昆布の袋詰め・発送作業、カフェの運営、製麺作業、農福連携の作業も実施。 

精神障がい当事者は、見えないものが見えたり、聞こえない声が聞こえたり、感じ方の違いに

よる苦労が大きい。そういった苦労があるメンバーと活動をともにしていると、人間関係のトラ

ブルが起きてくる。べてるの家では、自分を助けるプログラムということで、ＳＳＴ（ソーシャ

ルスキル・トレーニング）というコミュニケーションの練習や、当事者研究として、自分自身の

生きにくさを研究というアプローチから仲間同士で意見を出しあい、深めていき、自分の新しい

助け方を見つけていくところを大事にしている。 

就労継続支援とは、障害者総合支援法では、通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者

につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識・

能力の向上のために必要な訓練、その他便宜を供与することとされている。 

べてるの家では、利用者のニーズに合わせてスキルアップや一般就労を希望する方には、施設

外支援を提供。施設外支援は、実際の働く現場で経験を積むことができ、スキルアップに繋がっ

ていく。地域の企業、農家と連携することで、施設内の作業メニューも充実させたことができて

いる。具体的な施設外支援として、町内のクリニックに協力をいただいて、定休日以外は、毎日、

メンバーでシフトを組んで、清掃の作業。他にも、スーパーの開店前に清掃。 

メンバーからの感想として「仕事とプライベートのメリハリがついた。一般就労に近いので、

べてるで働く感覚より厳しく、責任感も伴うが、お金ももらえるし、外部の人と関わることがで

き、コミュニケーション力がついた」という声があった。 

施設内の就労としては、農家と連携。夏イチゴは厳しい基準を満たしたものしか出荷されず、

規格外のイチゴは安価な取扱や 40トン近く廃棄されていた現状があった。2018年に農家から規

格外のイチゴのヘタとりの依頼があった。 

事業を始めるにあたり、メンバーとともに畑の見学、農家から栽培について説明を聞いた。ヘ

タをとったイチゴは急速冷凍にかけて箱詰めする。イチゴは、アイスへの加工や大手企業を卸す。 

町内 12ヶ所ほどの農家を回って、規格外のイチゴを回収する。ハウス内に置かれたイチゴを

計量し、積み込み、事業所に運んでヘタ取りをするという流れ。 

ヘタとり以外にも、ハウス内での作業ということで、細かい作業は苦手だが、力作業は得意な

メンバーは土を運ぶ、入れていく作業をしている。 

農家側も人手が足りないという苦労があって、私たちに手伝えることがないかというところが

あったので、互いのニーズがマッチした。 

最後に、生活困窮状態から一般就労に繋がった 40代男性のケース。 

看護師として働いていた方で、30代に転職して北海道に。ギャンブルなどの金銭的な苦労か

ら、練炭自殺を試みるも、未遂に終わり、両足の痛みや動きが鈍くなる後遺症が残って、再び看

護師として働くために面接を受けるが、障がいを理由に、なかなか就職できなかった。 

看護師転職サイトに登録し、日高管内の寮付きの病院に就職することができたが、判断力、動

きの鈍さもあって、1か月で退職。寮を出ることになり、生活困窮状態に陥ったことから、相談

支援事業所を通して、べてるの体験利用と生活支援を行った。 

支援開始時、生活課題も多く、障がい福祉サービスの利用をすすめるが、看護師として一般就

労を強く希望され、福祉サービスの利用には至らず、体験利用を続けた。 

ギャンブル依存の治療として、精神科の通院、ギャンブル自助グループ（ＧＡ）、就労継続支

援の体験利用、食事の提供などを継続。 
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生活保護の受給の資力調査の中で、過去、銀行口座の名義貸しが行われていたことが発覚し、

警察沙汰になり、スタッフが応援に入った。全国の銀行 20件以上、名義貸しに使われた口座を

すべて解約し、起訴処分になった。少しずつ自身の苦労に向き合えるようになり、応援が必要だ、

と話され、就労支援と生活支援の利用を正式登録となった。 

支援内容としては、ホテルのごみ回収作業、農作業を続けるうちに、少しずつ身体機能も回復

し、最初に出会ったころより、体も動くようになった。一般就労の希望も強かったので、施設外

支援の清掃作業にも入るようになった。 

支援を継続して、4 年経過したところで、自分で看護師として働くために病院の就職先を探し、

面接のアポをとって、道内の病院の面接を受けていた。 

1か所採用が決まって、べてるを卒業して、病院で働き始めたが、仕事が辛くなって、出勤で

きなくなったと、べてるに相談があり、職場に相談してみたらと助言したり、本当に困ったら、

また相談してねと声かけをし、様子をみていた。その後、職場で配置転換をしてもらい、また元

気に働けるようになりましたという連絡があった。 

 

石黒地域づくりコーディネーター 

どのようなきっかけがあって、農家と繋がったのか。 

 

東管理者 

自分たちからというより、農家の方から声をかけてもらった。 

イチゴ農家の町内のさまざまな繋がりから、べてるの取組を知っていただき、自分たちの手で

はイチゴのヘタ取りまではできないから、軽作業ならお願いできるのでは、というところでお話

をいただいた。また、べてるは、普段から町内のさまざまな事業所と連携することは意識してい

たので、連携に結びついたのかと思っています。 

 

北海道社会福祉協議会日高地区事務所 和田所長 

ナイスハートネット北海道のサイトは道社協のホームページに掲載。管内の登録数は 18事業

所と、他圏域からみると少ない現状。就労支援事業所内での製作物や生産したものが約 2200品

目ほど紹介されている。販売代金は、作品を作った障がい者の皆さんの工賃に反映されるので、

たくさん活用いただければ。登録・更新料も無料なので、ぜひ事業者で新しい作品を掲載してい

ただければと思う。 

 

石黒地域づくりコーディネーター 

浦河べてるの家では、以前から独自でオンライン販路を設けているので、コロナの影響があっ

ても、そういう仕組が生かされたのでは。 

 

東管理者 

講演先に呼ばれて、あわせて出張販売しに行くところも大きな収入源であったが、全国に出か

けることができなくなり、オンラインストアでの販売を中心にやっているところ。買いやすくギ

フトセットを作って、宣伝をしている。 

 

第 3章 一般企業の雇用状況について 

 

（障がい者雇用の端緒、合理的配慮について①） 

イオン北海道株式会社 マックスバリュ静内店 丸山 夏芽 店長 

今年の 3月からの静内店に勤務しているので、静内店での取組はまだまだ少ない。前は、帯広、
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滝川の店舗で勤務していて、その 2店舗のほうが、障がいがある従業員が多くいたので、その経

験が多い。2店舗のこともふまえて紹介。 

当店は、新ひだか町にある食品スーパー。従業員は正社員、パート、アルバイトを含めて約

90名。うち、障がいがある従業員 3名が、一般食品、お惣菜、ベーカリーにいることを現時点

で把握している。 

当社は、イオングループという全国規模の小売企業の中の子会社の 1つ。平成 25年頃から、

私は障がい者雇用に積極的に取り組んできた。きっかけは人手不足による求人。当時、滝川市の

店舗で勤務していた際、ハローワークの担当者から、障がい者雇用はどうですかと話を持ちかけ

られた。滝川で、今回のシンポジウムのような場に参加した際、世の中の障がい者のイメージが、

車椅子の方でお金をかけてバリアフリーが必要といった重たいことに気づいた。 

雇用をはじめて、見た目や行動ではわからないが、実は、障がいを持っている方が結構いるこ

とに気づいた。 

ハローワーク滝川から最初に紹介を受けた方は 3か月間しか続かなかった。精神障がいを抱え

ていた方で、従業員も親身に仕事を教え、ハローワークにも関わったが、気持ち的に出勤できな

くなって、これ以上は本人のためにならないということで退職してもらった経験がある。 

この経験は、次に繋がって、次に受け入れた方からは、従業員の対応スキルが上がって、適切

な対応と粘り強さがでた。 

ここでのポイントは、最初からはうまくいかないこと。すぐ戦力にせず、育てるという認識が

必要と気づかされた。即戦力を求める職場には、障がい者雇用はうまくいかないかもしれない。 

私が滝川店にいる時点で、発達、精神、身体、聴覚障がいと異なるハンデのある 4名の従業員

を同時に雇用。これは、職場全体の障がいがある人と働くことの慣れや偏見の克服だと思います。

戦力になるからいてほしい、という流れができた結果、雇用が増えていった。私の転勤後も 2名

増えた。 

当社は民間企業なので、利益を追求する必要があります。現在、当社はイオン北海道ですが、

当時のマックスバリュ北海道という会社では、障がい者雇用に関係する人件費は、すべて本社負

担で、店舗では経費が少なくなる仕組があった。企業としては、法定雇用率を達成する義務があ

り、社会貢献活動の意味でも雇用を進める必要があり、現場である店舗では、採用を渋る傾向が

あった中、人件費を抑えられる仕組は効果的だった。 

現場にとってメリットがある雇用体制を作る仕組は、複数の事業所を抱える企業では、採用が

進む可能性があるのではと思う。 

具体的に、どう雇用を維持しつづけるかという点では、はじめからうまくいかないという認識

を現場全体で持つこと。 

先週、当店であった話ですが、軽度の発達障がいを持つ従業員が、ダラダラ仕事をして、他の

従業員から不満が出た。部門責任者に対応を任せていたが、その責任者も諦めかけた。店長とし

てとった行動は、まず、責任者に対し、職場の改善に努めることは、自身のスキルアップに繋が

ることを説明。不満を感じている従業員には、どうしてほしいのか聞いた。障がい者本人には、

明確な目標を与え、今後もフォローしつづけてく、といった話をし、状況の悪化は防げたのでは

ないかと思う。 

まずは、部門責任者に任せる。店長ばかり解決していたのでは、組織として続かなくなる。本 

人や周りと話して、不満を共有することで、課題が明確化になる。課題解決の仕組は、滝川では、

市役所、障がい者支援団体、ハローワークなど相談できるところがあり、解決の手段があったが、

静内店ではまだできていない。働く側の支援があると、働きやすくなる。こういったシンポジウ

ムに参加し、ご縁ができる。 

解決できない課題は 2つあって、1つは、重度の障がいがある方は、当社ではあまり向いてな

いと思う。社内ルールが厳しく、お弁当をつくるにも、1つでも仕様書から外れると商品になら
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ない。重度の身体障がいの方は、インフラなどハード面を含めて課題がある。 

2つ目は、低賃金からの脱却は難しいこと。過去に、20歳頃の方を何名か採用したことがある

が、1、2年働いても、時給は 10、20円しか上がらないので、不満を持つ。 

職場の人や家族だけでは解決できない問題があるので、障がいのある人が相談する窓口があっ

たら、長く続くと思う。 

帯広、滝川での高等養護学校との縁は貴重でした。養護学校の生徒を 2年生頃から、職場体験

学習という環境で働き、卒業後そのまま働いてもらった。苦手なことがあったとしても、優秀な

従業員として働いてくれたので、管内養護学校と仲良くさせていただきたいと思っている。 

 

石黒地域づくりコーディネーター 

従業員の入れ替わりがあると思うが、職場全体で障がいの理解に繋がる工夫があるのか。 

 

丸山店長 

計算が苦手、重いものが持てないといった障がいがあっても、基本的に苦手な作業以外は、健

常者と変わらない扱いをする。また、職場全体に、障がいがあることをはじめから伝える。反対

に隠そうとすると、噂話がでて、働きづらくなったりするので、オープンにしている。 

 

石黒地域づくりコーディネーター 

障がい者を受け入れていくなかで、職場全体におけるプラスの側面はあったか。 

 

丸山店長 

過去 2店舗では、手話を学ぶ人がいた。今、聴覚障がい者に対してマスクを外して話すように

しているのも、過去に聴覚障がい者と働いた経験から、対応力が上がる。 

聴覚障がいのある従業員にも、耳が聞こえないという札を持たせ、売場に出てもらい、接客を

してもらった。お客さんも、耳が聞こえないことを理解してくれるので、お客さん自身、その方

に対する接し方がわかり、本人も働きやすくなった。札を持つ提案は、店長ではなく、従業員が

考えた。障がい者と一緒に働こう、仲間としてやっていこう、という空気ができてくると、職場

全体が成長していく。 

 

 

（障がい者雇用の端緒、合理的配慮について②） 

有限会社杉田産業 筒田 凡枝 代表取締役  

当社は、前社長である杉田会長が、昭和 59年 12月に会社を設立し、36年目。 

現在の従業員数は 36名。当初は建築や営繕の仕事を専門とし、設立して 10年、新冠中学校の

先生から障がいのある方を雇用してほしいというお話があり、利益追求だけではなく、地域に恩

返しをしたいという気持ちで引き受けたことがきっかけ。 

障がいのある方にもできる仕事を考えていたときに、新冠町役場の清掃をしてもらえないかと

相談があった。前会長が、ある清掃会社の社長の講演を聞き、感銘を受け、清掃のノウハウを教

えていただけないかとお願いし、障がいのある方と一緒に清掃を習いに行き、資格を取得し、少

しずつ仕事いただけるようになり、現在のさまざまな事業展開にいたる。 

当社の行動指針は、障がいの有無にかかわらず、働く喜びを感じ、人の心がかよいあう社会づ

くりのきっかけを社内から発信する。社員同士がやさしい気持ちで互いに助け合えるように心が

け、ともに育つ仕事。生きる、学び合う、話し合う、謙虚な心、を心がけている。 

障がい者就労の状況としては、一般廃棄物の収集運搬とワックス清掃を担当している知的障が

いを持った 20代男性 1名と 70代女性の事務員 1名の計 2名。そして、ワックス清掃のときは、
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新ひだか町の就労支援事業所から実習生を受け入れる。 

企業が抱える障がい者雇用への不安として、 

1、人手不足で即戦力が必要だという強いこだわり 

2、若くて、障がいの軽度の方を希望 

3、知的障がい、精神障がい者にどう接したらよいかわからない 

4、スタッフの理解が難しい 

5、過去に障がい者を雇用したが、継続が困難だった 

また、障がい者本人・家族の不安は、「うまく仕事ができるか。周りと馴染るか。職場のルー

ルは？日によって変わる仕事ができるか。何を指示されているかわからない。」 

スタッフの不安として、「障がいとは？どんな仕事をしてもらえばいいのだろう。どんな配慮

をすればいいのか。周りの人と馴染めるか。障がい者と働くのはイヤ。」 

お互いに違和感があり、次々に退職していたこともありました。 

前会長は、日高中部障がい者職親会の会長もしていたということで、その関わりから、ジョブ

コーチという資格を知り、平成 26年 5月に名寄私立短期大学に行き、ジョブコーチの研修を受

けた。ジョブコーチは、配置型、訪問型、企業在籍型の 3つ。私は企業在籍型の研修を受けた。 

研修で、アセスメントの視点ということで、能力・適性、環境との相互作用、学習のタイプの

生活基盤や心身の状況、生活歴などさまざまな視点が必要だということを学んだ。 

現在、当社で働いている中納さんに対して支援してきたことを、お伝えします。 

当初は、本人の希望を尊重し、バス通勤していましたが、現在、通勤時間にちょうどよいバス

の時間がないということで、自宅から会社まで送迎。出社後、会社前の清掃。入社 1年目は本人

の希望で、交換日記をし、毎日できたことを記録し、励ましてきました。2年目から、事務所の

前の予定表を自らチェック。ゴミ回収日以外のワックス清掃は「自分じゃなくてもよいのです

か」と聞いてくれるようになった。 

支援は思いつきではなく、わかりやすく仕事を教える技術、障がいのある本人の自立度と理解

度に応じて、最小限の介入で教え、タイミングを意識しながら、自立に導く。私だけではなく、

従業員からの自然なサポート増やし、また、職場や家庭の不安、悩みや課題を早めに把握して、

対応できる体制を整える。 

支援者に求められるスキルとして、観察力、聞く力、待つ力、考える力、コミュニケーション

スキル、さまざまな職種への理解。企業の不安や課題、障がい者の不安や課題、それぞれの支援

を偏ることなく、バランスよく提供することが大切。 

ジョブコーチ終了後、実践したこととして、従業員には面接で、障がい者雇用をしていること

をはっきりと伝えた。どんなにキャリアがあっても、障がいへの理解を得られない人は採用しな

い。また、道具を見直した。色付きの延長コードを選び、「あれ、持ってきて」ではなく、具体

的に「ピンクのコードを持ってきて」と伝える。 

また、実習生の受け入れをして適正をみる。現場に入る前には、実習生の特徴や対応の仕方を

事前にスタッフに伝える。「言わないとできない」ではなく、根気よく伝えることでできるよう

になること。ひとつの動作が終わってから、次の作業を伝えることをスタッフに提示。 

初めての清掃現場には、実習生やスタッフの不安を軽減するため、日程調整し、施設の実習担

当にも、一緒に現場に入ってもらい、見守っていただき、互いの不安が解消された。 

障がい者雇用は会社を元気にします。障がいのある方が働きやすい環境は、職場全体が働きや

すい環境になります。障がいのある方が一生懸命働く姿をみて、社員が刺激を受け、前向きに取

り組むようになった。できないことを指摘するのではなく、どうしたらできるようになるか、ス

タッフが自然に考えるようなって、思いやりの心が芽生え、困ったときはいつでも相談できる環

境づくりをしてきた。働く本人や家族、支援機関・送り出し側、杉田産業の信頼関係を大切にし

ている。 
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スタッフ研修では、技術向上のほかに、心理的なものとして、人の良いところを見つけられた

らいいね、ということで、「短所を長所に変えたい焼きカード」というものを使って褒める。ま

た、「ほめカード」を使い、あなたはとても大切な人です、という感じで、お互いに読みあって、

褒め活動をしている。  

最後に、今年 3年目の中納さんより、感想をお願いします。 

 

中納さん 

私の仕事は、ゴミ回収です。重いゴミ、臭いゴミを持つのが大変。たくさんあるときが大変。 

仕事をして、よかったことは、お客さんのところがきれいになることが嬉しい。みんなと話す

のが楽しいです。給料が楽しみです。お買い物が楽しみです。これからも頑張ります。 

 

石黒地域づくりコーディネーター 

障がいのある人が働きやすい環境は、職場全体が働きやすい環境、という発言があったかと思

います。具体的にともに働くことで、もたらされた効果があったら、教えてください。 

 

筒田代表取締役  

ガラス清掃はスクイジーという道具を使う。すごく難しい作業で、技術や資格が必要ですが、

現在、グラスターという色つきの洗剤をスポンジにつけてガラスを拭くと、白く跡がつき、最後、

タオルで消えるまで拭けば、ガラスがきれいになる。洗剤を変えたことで、パートの障がいのあ

る方だれでもできるようになった。 

 

 

（全体の質疑応答） 

小野地域づくり委員 

ジョブコーチは、どういった形で具体的に関わるのか。 

 

山本センター長 

障がい者の職場適応に対する支援ということで、障がい者に対して職場の人との関係や、間に

仲立ちをして効率がよい作業をしてもらう。事業主に対しては、障がい特性をふまえた仕事の教

え方、例えば、ジョブコーチが作業工程を細かく刻んで目に見える図をつくるなど、雇用主に代

わって支援する。 

ジョブコーチには 3つの種類があり、配置型は、地域障害者就業センターに配置されるジョブ

コーチが定期的に職場に訪問し、本人の様子を見る。訪問型は、就労支援をしている社会福祉法

人のジョブコーチが行う。企業在籍型は、職場の従業員がジョブコーチとして支援をする。 

 

山本センター長 

本人と現場の方との関係性がうまくいかない事例があり、職場の方に相談するが、なかなかう

まくいかない。現場にいる丸山様から、なにかヒントのような、エピソードはありますか。 

 

丸山店長 

職場の店長やチーフのなかで、障がいへの理解に対して差があり、理解不足の方に話をしても、

うまくいかないかもしれない。その人の下の人たちの中で、まとめ役は誰なのか、就労前に情報

を掴んでおくのが良いのでは。働いてからは、本人の嫌いな人、嫌いなことを把握する。 

私は、入社した方には、「1週間目はしんどいよ。なんとか 1か月間続けてみよう。最終目標

は 3か月続けることだから、1か月たった頃に新たな悩みが出てくるから、相談して」と必ず伝
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えるようにしている。 

 

石黒地域づくりコーディネーター 

店長、チーフ的な役割は異動される可能性もあるかと思うが、障がい者の方の情報の引き継ぎ

など仕組としてなにかあるのか。 

 

丸山店長 

店長やチーフが異動したとしても、障がい者も仲間に入っているので、環境としては変わらな

い。どちらかというと、職場よりも、家庭での変化で悩まれる方が多いので、注意している。生

活、見た目や、買っているものがいつもと違うと思ったら、本人に確認するようにしている。 

 

和田所長 

日高圏域のみならず、広域にわたって多数のオンライン参加者や YouTube視聴者と共有できた。

圏域で活躍されている皆さんがお互いの情報共有のきっかけになるのではと思っている。 

障がい者就労については、雇用の場といった社会資源が不足している中、地域の中で、福祉の

枠にとらわれず、異業種も巻き込んで、雇用形態を知ることができました。障がいの理解や特性

をふまえた職場環境は、障がいを有している方のエンパワメントを高めていくと感じた。 

 

野口推進員 

シンポジウムを通して、人を理解するという取組を、公的・民間であるとか関係なく、いろん

な立場の方が見方を変えたり、対応を変えたりすることで、本人のスキルアップが図られること

に繋がったり、社会的障壁という壁が薄くなっていき、それを通じて、日高地域がだれもが暮ら

しやすい地域になっていくことが発表を聞いて感じた。

 

（閉会） 

 


