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６月議会一般質問

「障害」があっても、一緒に働きたい！
－ 「障害」者就労の現状と課題について－
なく、 大学 当局 に学 生から 「構 内に不 審者 がい る」と
湘 南地 区の 学校 は、「 障害 」児も 健常 児も 共に
学ぶ 教育 の実 現に 早くか らと りくん でき まし た
で も、 その 生徒 たちは 学校 を卒業 した あと 、ど
のよ うな 進路 を歩 んでい るの でしょ う。
私 は「 障害 」者 就労に とり くむ養 護学 校の 進路
担当 の先 生や 地域 の施設 、企 業など をた ずね て、

いう通 報が 相次 いだ といい ます 。
東大 生た ちの 障害 者に対 する 認識が 、こ うだ ったわ
けです 。
東大 はあ わて て、 障害者
の問題 につ いて 特集 した学
内報を 発行 しま す。

「障 害」 を持 った 卒業生 たち の就労 の現 状と 課題

これ がそ の学 内報 の表紙

につ いて おお ぜい の方か らお 話しを うか がい まし

です。 真ん 中で 竹箒 を持っ

た。 そし て、 その お話し から 私が感 じた 問題 をも

ている のが 東大 の小 宮山総

とに 、６ 月の 議会 で「障 害」 者就労 の現 状と 課題

長。そ のま わり が、 構内清

につ いて 一般 質問 を行い まし た。

掃を行 って いる 障害 者の方

な お、 「障 害」 を「障 碍」 「障が い」 とあ らわ

たち。

す場 合も 増え てい ますが 、私 は「障 害」 は相 対的

この 学内 報は 東大 史上は じめ て増刷 され たそ うです 。

なも のと する 考え から表 題の み「」 をつ けて あら

きわ めて シン ボリ ックな 話だ と思う んで すね 。

わし 、文 中で は法 律上の 表記 に従っ てい ます 。

もち ろん 、知 的障 害者を 「不 審者」 など と考 えたの

（竹 村雅 夫）

は、全 部の 学生 では ないと 思い ます。 東大 の名 誉のた
めに申 し上 げま す。
東大 が悪 いわ けで はあり ませ ん。む しろ 、そ れまで

はじめ に
先日 、こ んな 話を うかが いま した。

の中学 や高 校の 問題 なんで す。
たと えば 私立 の中 ・高一 貫の 進学校 で受 験勉 強に邁

東京 都が 障害 者雇 用の少 ない 事業所 への 指導 を行っ

進して きた 生徒 は、 学生時 代に 身近に 障害 のあ る生徒

ていた とこ ろ、 非常 に重要 な社 会的位 置を 持っ ている

たちと 共に 学ぶ 経験 を、ほ とん どして こな かっ たわけ

にもか かわ らず 、知 的障害 者の 雇用が ゼロ だっ たとこ

ですよ ね。 だか ら、 知的障 害と いうも のが わか らない 。

ろがあ った そう です 。どこ だと 思われ ます か？

そう いう 方た ちが 、いま まで 日本の 中枢 を担 うエリ

実は 、東 京大 学だ ったそ うで す。

ートに なっ てき たの だとし たら 、ちょ っと 考え させら

最初 、東 大は 端か ら知的 障害 者を雇 用し よう という

れてし まい ます 。

つもり がな かっ た。
でも 、別 に東 大の 教授と して 雇用し てく れと いって
いるわ けで はな い、 何か仕 事が あるは ずだ 、と 指導を
行った 結果 、大 学構 内の清 掃を 知的障 害の 方た ちが行
うこと にな った そう です。
とこ ろが 、障 害者 の方た ちが 構内清 掃を 始め て間も

もう ひと つは 、発 想を変 えて 仕事を 洗い 出せ ば、東
大にだ って 知的 障害 者の担 える 仕事は ある のだ 、とい
うこと です 。
この 学内 報、 もし かした ら日 本の社 会を 根底 から変
える、 きわ めて 大き な意義 のあ るもの だっ たか もしれ
ません 。

「元気 に働 く大 人に なりた い」
自閉 症の 子ど もを 描いた 「光 ととも に… 」と いう漫

うま く仕 事と マッ チング でき れば、 立派 に仕 事がで
きる例 だと 思い ます 。

画をご 存じ でし ょう か。
この 中で 主人 公の 光君の 言葉 として 、こ んな 言葉が
出てき ます 。

「障害 」者 就労 の課 題につ いて
この 間、 知的 障害 者の就 労に ついて いろ いろ な施設

「ぼ くは 、明 るく 元気に 働く 大人に なり たい 」
私も はじ めて 読ん だとき は深 く考え ずに 読み 流して
しまっ たん です が、 今にな って みると 、こ の言 葉はと
ても重 い言 葉だ った んだと 思う ように なり まし た。
「障 害者 だっ て働 きたい 」、 という こと です 。
ある 障害 者施 設の 所長さ んも 、こう おっ しゃ ってい
たこと を覚 えて いま す。

にうか がっ て、 お話 しを聞 かせ ていた だき まし た。
実は 私の 頭で はま だ整理 がで きませ ん。 あま りに多
くの施 設が 、と きに は重複 した とりく みを して います 。
一方 設立 主体 が違 うため 、十 分な連 携が とれ ていな
いこと もあ るよ うに 思いま す。
ハロ ーワ ーク は国 、しご とサ ポータ ーや 養護 学校は
県、作 業所 は法 人立 です。 藤沢 市も障 害福 祉課 だけで

「障 害者 だっ て、 税金で 補助 をして もら いな がら暮

なく、 勤労 市民 課も 、保健 福祉 もかか わっ てい ます。

らすよ り、 自分 で給 料をも らっ て、わ ずか であ っても

障害 者就 労に 必要 なこと は、 職業訓 練や 職場 開拓、

税金を 納め たい んだ 。自分 だっ て社会 を支 えて 生きて

仕事の マッ チン グと 斡旋、 定着 支援な どた くさ んあり

いる、 と実 感し たい んだ」

ます。 でも 、そ れは たいて い別 の機関 が担 って います 。

光君 が「 元気 に働 く大人 にな りたい 」と 語っ ている
ことの 意味 は、 ここ にある と思 います 。

障害 者を 持つ 親御 さんな ら、 いった いど こに 相談す
れば良 いの でし ょう 。
しか も、 それ がけ っして シス テム化 され てい ません 。

ただ 、そ こでぶ つか るの は、

たと えば 養護 学校 では、 卒業 生を雇 って くれ る職場

「知的 障害 者に仕 事は どこ まで

の開拓 は、 結局 担当 の先生 が心 当たり を一 軒一 軒回り

できる のか 」とい う疑 問だ と思

ながら お願 いし てい るそう です 。

います 。
たし かに 知的障 害の 場合 、す
こし工 夫は 必要で す。

就労 移行 にと りく んでい る障 害者施 設も 、基 本的に
は同じ でし た。
たと えば 新聞 の求 人広告 のチ ラシを 見て 、し らみつ

これ は、 千葉県 が県 庁内 で知

ぶしに 電話 をし てア ポをと るそ うです 。１ ００ 件電話

的障害 者の 直接雇 用を 始め たん

をすれ ば、 １０ 件く らいは 会っ てくれ る。 １０ 件会え

ですが 、そ の方 たち のため の手 順シー トで す。
写真 と短 い文 で、 作業手 順を 順番に わか りや すく明
示して あり ます 。全 体の流 れを 示すこ と、 言葉 だけで
はなく 視覚 で理 解で きるよ うに するこ と、 この ような
支援さ えあ れば 、知 的障害 の方 でも事 務の 仕事 ができ
るわけ です ね。
千葉 では こう して 庁内の 文書 集配や 清掃 、封 筒への

れば、 なん とか １件 くらい がや っと雇 用に つな がる、
という こと でし た。
その 努力 には 頭が 下がる けれ ど、こ のま まで いいん
でしょ うか 。
さき ほど 養護 学校 のパン クの 話をし まし た。 という
ことは 、あ と数 年先 にはそ れだ けの仕 事先 が必 要にな
る、と いう こと です よね。 対応 できる んで しょ うか。

文書の 封入 など を知 的障害 者の ワーク ステ ーシ ョンで

仕事 先に 送り 込め ばそれ で終 わり、 では あり ません 。

行って いま す。

就労 した あと も様 子を見 て、 フォロ ーを しな ければ

いま まで 「障 害者 」とい うと 、その 「で きな い」部
分だけ が注 目さ れて きまし た。 そうじ ゃな くて 、「で
きる」 とこ ろに こそ 、注目 すべ きなん です 。
知的 障害 の特 性の ひとつ に、 なにか にこ だわ りを持
ってひ とつ のこ とを 延々続 ける 、とい うこ とが ありま

なりま せん 。い わゆ る「定 着支 援」で す。
問題 があ れば 、雇 用先と 話し 合って 改善 策を 考えた
り、親 御さ んと も話 し合わ なけ ればな りま せん 。これ
がずっ と続 きま す。
仕事 が合 わな い場 合には 、本 人も雇 用先 も無 理をす

す。ど うか すれ ば、 このこ とで 差別さ れた りし てきた 。 るより 、も う一 度そ の人に あっ た仕事 を探 した 方がよ
しか しこ れは 見方 をかえ れば 、私た ちな らす ぐに飽

い。障 害者 雇用 は、 「やめ させ る」こ とも 大事 だとう

きてし まう よう な繰 り返し の仕 事でも 、て いね いに続

かがい まし た。 これ を「ハ ッピ ーリタ イア メン ト」と

けるこ とが でき ると いう、 「特 技」で もあ るわ けです 。 いうそ うで す。

この 定着 支援 には 何年も かか ります 。で も、 これは
どこが 担う ので しょ うか。
なん とか ３年 くら いは養 護学 校の先 生が フォ ローし
ていま す。 その 先は 「湘南 地域 就労援 助セ ンタ ー」が
担うよ うで すが 、必 ずしも 決ま ってい るわ けで はない 。
ほか にも 、ま だま だとて もお 話しし きれ ない 障害者
就労の 課題 があ りま す。

「障害 者地 域自 立支 援協議 会」 がつく られ 、就 労支援
のネッ トワ ーク が立 ち上が り始 めまし た。
だと すれ ば、 この ネット ワー クを充 実さ せて いく方
が現実 的か もし れま せん。
藤沢 の場 合は 、ど ちらの 道を めざす ので しょ うか。
ワンス トッ プ型 をめ ざすの か、 ネット ワー ク型 か、お
考えが あれ ばお 聞か せくだ さい 。
３点 め、 障害 者の 就労と 生活 支援と は切 り離 せませ

「福祉 」を 一度 捨て よう
そこ で、 うか がい たいと 思い ます。
障害 者の 問題 とい うと、 まず 障害福 祉課 、と いうこ
とにな りそ うで す。 でも障 害者 の一般 就労 を進 めてい
くため には 、福 祉だ けでな く勤 労市民 行政 の課 題とし
てもと りく む必 要が あるの では ないか と思 いま すが、
お考え はい かが でし ょうか 。
就労 の問 題は 、教 育や福 祉の 論理で 進め よう として
も難し いと 思い ます 。

ん。
日常 生活 の支 援は もとよ り、 働いて 収入 を得 たのは
よいけ れど 、た ちま ち悪徳 商法 の餌食 にな った 、など
という 話は いく らで もある わけ ですね 。
でも 、生 活支 援ま では企 業に はお願 いで きま せん。
学校が 卒業 生を 支え るのも 限界 があり ます 。
全国 的な 流れ は、 就労と 生活 支援が 一体 とな ったい
わゆる 「就 労・ 生活 支援セ ンタ ー」を 作る 方向 だと思
います が、 この 構想 はお持 ちで しょう か。

就労 はボ ラン ティ アでは あり ません 。そ れな りの仕
事を用 意し 、な んと か給与 に見 合うだ けの 収益 をあげ

「就労 支援 」に は「 企業へ の支 援」も 必要

てもら わな けれ ば意 味がな い。 企業の みな さん の論理 、

４点 め、 就労 先の 拡大の 具体 策をお 聞き しま す。

雇用の 論理 で進 めな ければ 続か ないと 思い ます 。

最初 に申 し上 げた ように 、こ れまで 日本 の教 育は、

私が お話 をう かが った方 は、 みなさ ん「 障害 者就労
は、『 福祉 』と いう 考えを 一度 捨てた 方が いい 」と、
おっし ゃっ てい まし た。
この 点、 藤沢 はこ れから の可 能性も 持っ てい ると思
います 。特 に画 期的 なのは 、藤 沢の商 工会 議所 のみな
さんが 、障 害者 就労 にとり くみ 始めて くだ さっ ている
という こと です 。
全国 でも 、障 害者 就労に そこ までと りく んで いる商

健常者 と障 害者 を「 分ける 」教 育が主 流で した 。
だか ら知 的障 害者 の雇用 とい われて も、 「ど うして
よいか わか らな い」 という 方が ほとん どで はな いでし
ょうか 。そ れが あた りまえ だと 思うん です 。
企業 のみ なさ んが 悪いの では ありま せん 。学 校教育
の問題 なん です 。
そこ に法 定雇 用率 の網を かけ 、助成 金と 罰金 という
「飴と 鞭」 で雇 用を 進めよ うと しても 、無 理じ ゃない

工会議 所は ほと んど ないそ うで すよね 。お とり くみに 、 でしょ うか 。
心から 敬意 を表 しま す。

障害 者雇 用で いま もっと も進 んでい る自 治体 は千葉

就労 先を 個人 が開 拓する いま までの やり 方は 限界だ

県では ない かと 思い ますが 、特 徴的だ った のは 、具体

と思い ます 。こ れか らは、 勤労 市民課 が商 工会 議所の

的にこ んな 業種 では こんな 就労 例があ る、 とい う「モ

とりく みと も連 携し ながら 、組 織的に 進め るべ きだと

デルプ ラン 」を 企業 に提示 して 、雇用 先の 拡大 をはか

思いま すが いか がで しょう か。

ってい たこ とで す。 メリッ トだ けでは なく 、問 題点や

２つ めに 、シ ステ ムの問 題で す。
電機 連合 のみ なさ んのた いへ んなご 尽力 によ って生
まれた 横浜 の「 電機 神奈川 福祉 センタ ー」 は、 ひとつ
の機関 が職 業訓 練、 職場開 拓、 定着支 援な どを 一元的
に行う ワン スト ップ 型の施 設で す。で きれ ば、 これが
理想型 かも しれ ませ ん。
一方 藤沢 の場 合、 それぞ れの 福祉施 設が 必ず しも連
携して きた わけ では ないけ れど 、その 内容 はか なり充
実して おり 、と りく みの実 績も 持って いま す。
最近 、よ うや くさ まざま な施 設や機 関が あつ まって

難しい 課題 も、 率直 に例示 して いまし た。
企業 に「 自分 で考 えてく ださ い」で はな く、 具体的
な手引 きが 必要 だと 思いま す。
「就 労支 援」 とは 、障害 者を 支援す ると 同時 に「企
業を支 援す る」 こと なので はな いので しょ うか 。
埼玉 県で も、 障害 者を雇 用す る企業 を支 援す るため
の「障 害者 雇用 サポ ートセ ンタ ー」を 発足 させ ていま
す。そ れも 、こ のよ うな発 想か らだと 思い ます 。
特例 子会 社に 関心 のある 企業 があれ ば具 体的 な設立
のノウ ハウ を提 供し たり、 障害 者を指 導す るジ ョブコ

ーチを 派遣 した りす るシス テム があれ ば、 もっ と安心
して雇 用を 考え てい ただけ るの ではな いで しょ うか。
ある いは いき なり 特例子 会社 をつく るよ り、 ミネベ
アがは じめ た「 事業 所内作 業所 」のよ うな やり 方から
入る方 法だ って あり ます。 正式 に雇用 する 前に 、まず
「トラ イア ル雇 用」 から試 して みても いい 。

要望： まず 藤沢 市が 「障害 」者 雇用を
あり がと うご ざい ました 。
これ まで の学 校教 育は、 「障 害」児 と健 常児 をいわ
ば「分 ける 」教 育が 主流で した 。
だか ら、 養護 学校 に莫大 な費 用も必 要に なる し、福
祉施設 もた くさ んつ くらな けれ ばなら ない 。障 害者雇

藤沢 市に おい ても 「飴と 鞭」 ではな く、 「提 案型」
の条件 整備 をし てい く必要 があ るので はな いで しょう
か。お 考え をお 聞か せくだ さい 。

用もた いへ んな 労力 を必要 とし てきま した 。
でも 、ご くあ たり まえに 障害 者とと もに 過ご してき
た生徒 たち がど んど ん社会 に出 て行っ て、 市役 所や企
業の中 でも 、ご くふ つうに 障害 者に接 する こと のでき

（回答 要旨 ）

就労 支援に つい ては、 障害 福祉 課と勤

労市 民課 を事 務局 に各分 野の 連携を はか りま す。

る社会 人が 増え てい けば、 トー タルな 社会 的コ ストは
ずっと 削減 でき るは ずだと 思う んです 。

支 援の 仕組 みに ついて はネ ットワ ーク 型を 考える

千葉 県の お話 しを しまし たが 、千葉 のス ロー ガンは

とと もに 、生 活支 援につ いて も検討 して いき ます。

簡単明 瞭、 「障 害者 を納税 者に 」です 。一 部か らは顰

企 業に 対す る障 害者雇 用の 実例や 手法 の情 報提供

蹙を買 うか もし れな い。で も、 私は「 思い やり 」なん

にも 努め てい きた いと考 えま す。

ていう 言葉 より 、よ っぽど 理念 を感じ ます 。
「光 とと もに …」 の光く んの 、「明 るく 元気 に働く

再質問 ：「 湘南 地域 就労援 助セ ンター 」の 機能 強化を
藤沢 の場 合、 ネッ トワー ク型 が適切 との ご回 答でし

大人に なり たい 」と いう願 いを かなえ られ るよ うな藤
沢を、 ぜひ 、め ざし ていた だき たいと 思い ます 。

た。も しネ ット ワー ク型を めざ すので あれ ば、 その中

最後 に、 市に 要望 をさせ てい ただき ます 。

心とな って ネッ トワ ークを コー ディネ ート する 役割は 、

冒頭 、東 大の 話を させて いた だきま した 。東 大であ

どこが 担う べき だと お考え でし ょうか 。

っても 、見 方を 変え て仕事 の割 り出し さえ すれ ば、知

この 点に つい て、 うかが いた いと思 いま す。

的障害 者の 雇用 は可 能だっ たわ けです ね。

私は 、湘 南の 場合 は「湘 南地 域就労 援助 セン ター」

県内 でも 、川 崎市 は清掃 局の 職員と して 知的 障害者

がある わけ です から 、就労 、そ して将 来的 には 生活支

の公務 員採 用を 行っ ていま す。 おとな りの 茅ヶ 崎でも 、

援のコ ーデ ィネ ータ ーとし て機 能を強 化す るこ とが現

この秋 から 市役 所で トライ アル 就労を 始め るよ うです 。

実的な あり 方で はな いかと 思い ます。

市長 、藤 沢市 役所 での知 的障 害者の 雇用 につ いて、

セン ター のみ なさ んは、 本当 に一生 懸命 にが んばっ

ぜひご 検討 をい ただ けない でし ょうか 。民 間の 企業に

てくだ さっ てい ます 。でも 、現 状では 「セ ンタ ー」は

雇用を お願 いす るに しても 、ま ず市役 所が 雇用 にとり

人手が 足り ず、 業務 をこな しき れませ ん。 事務 所も狭

くまな けれ ば説 得力 はあり ませ ん。

くて、 トイ レが バリ アフリ ーに さえで きな い。

でき るこ とは ある と思い ます 。知的 障害 者の 雇用か

県、 なら びに 茅ヶ 崎・寒 川と の協議 も必 要か と思い
ますが 、「 湘南 地域 就労援 助セ ンター 」へ の支 援の拡
大につ いて お考 えを うかが いた いと思 いま す。

ら見え てく るも のの 中には 、き っと藤 沢市 民す べてに
還元で きる もの もあ るはず です 。
その こと を要 望し て、質 問を 終わり ます 。

（回答 要旨 ）就 労支 援ネッ トワ ークに おけ るコ ーディ
ネー ター 役に つい ては、 湘南 地域就 労支 援セ ンター
が重 要な 役割 を担 うと考 えま す。

（※注 ）「 湘南 地域 就労援 助セ ンター 」
神奈 川県 が障 害者 の就労 の場 の確保 と職 場定 着を支
援する ため に、 県下 １１箇 所に 設けた 「地 域就 労援助

湘 南地 域就 労支 援セン ター の機能 充実 につ いては 、 センタ ー」 のひ とつ 。設立 母体 は電機 産業 の労 働組合
広域 的な 視点 から 検討を 進め られる よう 、県 、茅ヶ

である 電機 連合 。神 奈川県 が１ ／２、 藤沢 ・茅 ヶ崎・

崎市 、寒 川町 と協 議して いき ます。

寒川が １／ ２の 比で 助成を 行っ ている 。
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