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大分県発達障がい者支援センター 　ECOAL
住所：〒 879-7304　大分県豊後大野市犬飼町大寒 2149-1

TEL：097-586-8080　FAX：097-586-8071 

●　地方企画委員会委員名簿
氏　名 機関 / 役職
姫野　計志 大分県福祉保健部　障害福祉課　地域生活支援班　課長補佐
荒川　清史 大分県商工労働部雇用・人材育成課　就業支援班　主任
雫石　弘文 大分県教育庁　特別支援教育課　課長
安東　嘉博 大分労働局職業安定部　職業対策課　地方障害者雇用担当官
小野　喜代治 大分公共職業安定所　専門援助部門　統括職業指導官
羽瀬　美佐子 豊後大野公共職業安定所　上席職業指導官
青栁　智夫 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構　大分障害者職業センター　所長
関　邦枝 大分県精神保健福祉センター　ハートコムおおいた　主査
宮地　弘彦 障害者就業・生活支援センター　大分プラザ　センター長
麻生　須奈光 豊肥地区就業・生活支援センター　つばさ　就業支援担当
伊藤　謙一 朝日キャリアバンク株式会社　マネージャー
五十嵐　康郎 社会福祉法人萌葱の郷　めぶき園　理事長
五十嵐　猛 大分県発達障がい者支援センター　ECOAL　センター長
佐藤　任孝
久保平　恵子
田中　秀征

＜事務局＞大分県発達障がい者支援センター　ECOAL　就労支援担当
療育支援担当
相談支援担当

●　実施スケジュール（全体）
平成 20年 09月 19日	 第１回地方企画委員会（iichiko 総合文化センター会議室）
平成 20年 12月 21日	 雇用促進セミナー（大分県社会福祉会館）
平成 21年 01月 31日	 発達障害者就労支援関係者講習会

（iichiko 総合文化センター音の泉ホール）
平成 21年 01月 31日	 当事者との交流会（iichiko 総合文化センター音の泉ホール）
平成 21年 03月 05日	 第２回地方企画委員会（大分市コンパルホール会議室）

●　概要
　本事業を実施するにあたり、行政、労働、教育、福祉、企業の方々に企画委員としてご協力
いただき事業内容を決定した。
　企画委員会では発達障がい者の就労に対しての理解も浸透されていない状況であり、多くの
方の参加を求めて、発達障がい者に対する啓発をふまえた事業内容にすることを柱とした。ま
た、事業所への啓発については、県が独自でおこなっている障害者雇用応援団企業のリストを
活用させていただき周知した。
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●　実施の狙い
　雇用促進セミナーにおいては、事業主への発達障がいに対する理解を深め、支援方法と現状
の施策を学ぶことにより関係機関の連携を構築することを狙いとした。
　就労支援者育成セミナーでは支援者として自らを見つめなおす機会になるような内容と県内
での関係機関の取組みを知り、実践で活かせることを狙いとした。
　交流会においては当事者の感じ方や考えを聞くことで今後の支援の糧となることを期待した。
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雇用促進セミナー
《実施》平成 20 年 12 月 21 日　　《会場》大分県社会福祉会館

●　目　的
　発達障がい者への就労支援には、企業側への理解を求める前に支援者が障害について正しく
理解することが必要である。そこで発達障がいについて正しく理解する内容と企業側への雇用
管理や支援方法を現状での施策をふまえて理解することを目的とした。

●　企画意図
　発達障がいについての正しい理解は進んでいない情況であることを考え、企業側が発達障が
い者に対してイメージを持ちやすい内容にする必要があると考え研修内容を立案した。

●　プログラムスケジュール
時　間 プログラム

13:00 ～ 13:10 開会・挨拶　五十嵐　康郎（社会福祉法人萌葱の郷　理事長）
13:15 ～ 13:55 講話　『心の理論』～場の雰囲気が分からない訳～　五十嵐　猛

（大分県発達障がい者支援センター長）
14:00 ～ 16:00 講演　『発達障害者の雇用の可能性』～企業支援をふまえた就業促進ネットワークの確立に向けて～

松矢　勝宏氏（目白大学教授）
16:00 ～ 16:30 講話『大分県での雇用の現状と国の施策について』　安東　嘉博氏

（大分労働局職業安定部職業対策課）
16:30 閉会
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 ◆ 『発達障害者の雇用の可能性』～就業促進に向けて連携の輪を広げるために～

松矢　勝宏（目白大学人間学部教授）

●　基本的なコンセプト
　知的障害のある人が地域で生活し働くために必要な支援の連携という環境条件づくり

１．家族の支え
２．職場の支え　
３．地域の支え
・就業・生活支援センター・就労支援セン
ター・等の支援機関や親の会等の支援団体
の支え
・当事者の仲間としての支えあい
（たまり場や生涯学習の場）
４．卒業生に対する学校の支え
（個別の教育支援計画と移行支援等）
５．行政の支え
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６．雇用管理の具体例
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 ◆ 『心の理論』～場の雰囲気が分からない訳～
五十嵐　猛（大分県発達障がい者支援センター　ECOAL　センター長）

１．相談場所を知る

２．隣の人と自分のタイプを知る
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心の理論を知る
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●　イコールからのお願い
　発達障がいのある人は、物事の持続や、文字や数学の概念認識、人とのコミュニケーション
を苦手としているため、日常生活の中で、いろいろな困難に遭遇しています。そして、私たち
とは感じ方や認識の仕方に違いがあったりするため、理解されにくい行動をしてしまうことも
多々あるわけです。しかし、それは、彼らが困っているサインでもあって、その気持ちを理解
しながら支援のできる人が周りに居れば、安心して能力を発揮しながら生活することができて
います。むしろ、逆に、普通の見方をしながら生活している私たちには思いもつかない、素晴
らしい創造物や理論を生み出す可能性を彼等は秘めており、私たちはそういった恩恵を受けな
がら生活していることも少なくありません。例えば、エジソンとかモーツアルトやアインシュ
タイン等、歴史上の数々の天才と言われる人々も発達障がいの疑いをもたれています。こういっ
た歴史上の人物から私たちが学べることは、彼らの周りには、本人を理解し、可能性を引き出
し、伸ばしていった人物が必ず傍にいたということです。皆さんも彼らの人間性に触れてみて
ください。普通の見方に捉われない彼等は、とても魅力のある人ばかりです。そして、彼等と
の良好な人間関係を築いていきましょう。何故なら、それが必ず人類の大きな財産となってい
くからです。
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 ◆ 『大分県での発達障害者の雇用の現状と国の施策について』
安東　嘉博（大分労働局職業安定部職業対策課）

■障害者の求職と就職の状況（全国）
・新規求職申込件数、有効求職者数、就職件数、就職率について
・新規求職と就職の推移

■障害者の求職と就職の状況（大分県）
・新規求職申込件数、有効求職者数、就職件数、就職率について
・新規求職と就職の推移

■発達障害者の求職と就職の状況（全国）
・新規求職申込件数	 男 328	（216）	 女 125	（68）	 計 453（284）
・有効求職者数	 男 289	（206）	 女 109	（49）	 計 398（255）
・就職件数	 	 男 96	 （93）	 女 27	 （17）	 計 122（110）
（注１）　有効求職者は、平成 20年３月末の状況　（注２）　（　）内は前年同期の数値

■障害種別の状況
新規求職申込件数 有効求職者数 就職件数 就職率

自閉症
（知的障害を伴わない者）

76（ 51） 69（ 50） 20（18） 26.3（35.3）

アスペルガー症候群 159（118） 143（114） 53（46） 33.3（39.0）

学習障害 38（ 20） 24（ 13） 13（13） 34.2（65.0）

注意欠陥多動性障害 34（ 23） 32（ 23） 14（10） 41.2（43.5）

その他 146（ 72） 130（ 55） 23（23） 15.8（31.9）

（注１）「その他」は、「自閉症+アスペルガー症候群」、「広汎性発達障害」等の診断名が付されている者

（注 2）（　）内は同年同期の数値

■就職状況
・生産工程・労務の職業が最も多く、続いて製造業、サービス業と続く

■障害者の雇用を支援するための施策
・障害者の雇用の促進を図るため、障害者雇用率制度に基づく事業主への雇用率達成指導や、
障害特性等に応じたきめ細かな職業相談・職業紹介の実施、障害者雇用納付金制度の運用
に加え、次のような雇用支援策を実施することにより、障害者本人や障害者を雇用する事
業主を支援する
・「トライアル雇用」による障害者雇用のきっかけづくり（障害者試行雇用事業）
・職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援
・就業面と生活面における一体的な支援（障害者就業・生活支援センター事業）
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・障害者の態様に応じた多様な委託訓練
・関係機関の「チーム支援」による、福祉的
就労から一般雇用への移行の促進
　（地域障害者就労支援事業）
・福祉施設・特別支援学校における、企業ノ
ウハウを活用した就労支援の促進
　（障害者就労支援基盤整備事業）
・在宅就業障害者に対する支援

■「トライアル雇用」による障害者雇用のきっかけづくり（障害者試行雇用事業）
　障害者雇用の取組が遅れている事業所では、障害者雇用の経験が乏しいために、障害者に
あった職域開発、雇用管理等のノウハウがなく、障害者雇用に取り組む意欲があっても雇い
入れることに躊躇する面もあります。また、障害者の側でも、これまでの雇用就労経験が乏
しいために、「どのような職種が向いているかが分からない」、「仕事に耐えられるだろうか」
といった不安があります。このため、障害者を短期の試行雇用（トライアル雇用）の形で受
け入れることにより、事業主の障害者雇用のきっかけをつくり、一般雇用への移行を促進す
ることを目指します。

・期　間　　　　　3 ヶ月間を限度（ハローワークの職業紹介により、事業主と対象障害
者との間で有効雇用契約を締結）

・奨励金　　　　　事業主に対し、トライアル雇用者１人につき、月４万円を支給

■職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援について
　知的障害者、精神障害者等の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣しき
め細かな人的支援を行う。
　地域障害者職業センターにおいてジョブコーチを配置して支援を実施するとともに、就労
支援ノウハウを有する社会福祉法人等や事業主が自らジョブコーチを配置し、ジョブコーチ
助成金を活用して支援を実施。

・支援の契機	 	 就職時（雇用前又は雇入れと同時に支援を開始）
	 	 	 職場環境の変化等により職場適応上の問題が生じたとき
・標準的な支援の流れ

集中支援　　　不適応課題を分析し、集中的に改善を図る（週３～４
日訪問）

移行支援　　　支援ノウハウの伝授やキーパーソンの育成により、支
援の主体を徐々に職場に移行（週１～２日訪問）

■関係機関のチーム支援による、福祉的就労から一般雇用への移行の促進
・福祉施設等から就職を希望している利用者を就職に向けた取り組みをおこなう
・ハローワーク、福祉施設等、支援関係機関が連携して障害者就労支援チームを作り、就労
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支援計画の作成→チーム構成員が連携して支援を実施→フォローアップ

■障害者就業・生活支援センター事業（雇用と福祉の連携事業）
　就職や職場への定着に当って就業面における支援とあわせ、生活面における支援を必要と
する障害者を対象として、身近な地域で、雇用、保健福祉、教育等の関係機関との連携の拠
点として連絡調整等を積極的に行いながら、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の相
談・支援を一体的に行う施設で、都道府県知事が指定する民法法人、社会福祉法人、特定非
営利活動（NPO）法人等が運営しています。

・障害者就業・生活支援センターでの業務の内容
　就業及びそれに伴う日常生活上の必要とする障害のある方に対し、センター窓口での相
談や職場・家庭訪問等を実施します。

＜就業面での支援＞
・就職に向けた準備支援（職業準備訓練、職場実習のあっせん）
・就職活動の支援
・職場定着に向けた支援
・障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言
・関係機関との連絡調整
＜生活面での支援＞
・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言
・住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言
・関係機関との連絡調整

■発達障害者と手帳
・療育手帳取得群（雇用義務の対象となるほか、身体障害者と同様、すべての障害者雇用施
策の対象となります）
・精神障害者保健福祉手帳取得群
　雇用義務の対象ではありませんが、平成 18 年 4 月から実雇用率の対象になりました。
助成金の雇用施策についても身体障害者、知的障害者と同様の取扱となっています。
・発達障害者
　障害者雇用率制度の対象とはなりませんが、手帳の有無にかかわらず、すべての発達障
害者は「職業リハビリテーションの措置」の対象とされています。
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就労支援関係者講習会
《実施》平成 21 年 01 月 31 日　　《会場》iichiko 総合文化センター音の泉ホール

●　目　的
　発達障がいの正しい理解を深め、支援者が幼児期から成人期に至るまでの知識を高めること
で、発達障がいを担う人へ適切な支援を提供できるようにする。

●　企画意図
　発達障がいについて人の一生に関わる支援をおこなっていることを認識できるような視点を
もつことを支援者が理解し、どのような支援を提供しているのかを振り返る機会になることを
目指した。また、シンポジウムではライフステージを通して、実際にどのような機関がどのよ
うな支援を現状でおこなっているのかを知り関係機関のネットワークを構築することを企画意
図として、本セミナーを開催する。

●　プログラムスケジュール
時　間 プログラム

13:00 ～ 13:10 開会・挨拶　五十嵐　猛（大分県発達障がい者支援センター長）
13:10 ～ 15:00 講演『発達障がい者の理解と支援』　石井　哲夫（日本自閉症協会会長）
15:15 ～ 16:30 シンポジウム『発達障がい者の就労支援の現状と取り組み』

シンポジスト：若林　史子氏（大分県教育庁特別支援教育課　指導主事）
関　邦枝氏（大分県精神保健福祉センター　主査）
青栁　智夫氏（大分障害者職業センター　所長）
宮地　弘彦氏（就業・生活支援センター大分プラザ　所長）

コーディネーター：金子　進之助氏（別府大学短期大学部教授）
16:30 閉会

 ◆ 『発達障害者の理解と支援』
石井　哲夫（日本自閉症協会会長）

●　ひとりの人間の人生にかかわる支援について大きな時空間の中で捉える
障害の捉え方も
＜精神発達の２軸＞	 ①周りの世界をより広く知ってゆくこと（認識の発達）
	 	 	 ②周りの世界とより深く関わってゆくこと（関係の発達）

　どのような障害でも実際にはどこがどういう状況
にあるために障害と言われているのか、一人の人間
として障害をもつ人の人生を考えてみたときに、ど
ういうふうに支援をしていけば良いのか、この世の
中で同じ時空間を共にしている仲間として困ってい
る時に手を差し伸べて、障害者が安心して生活でき
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るようにする、気を配れる支援者となることが求められている。

■自我の発生前の母子関係の不全
　脳の機能不全→防衛壁の発生（カプセル）
　　　→人間関係への遮断・感覚優位→錯綜・混乱（共生化）→発達の停滞

　医学の研究の前に人間として生きていく中において、初期に発生したトラブルをどのように
生涯をかけて解決していくことができるのかを考える必要がある。
　人間関係を遮断すると感覚に力点がおかれ、幼少期それを抑えようとするとパニックになる、
そのくらいに自分が大事にしているものを阻害されることに対して抵抗する、その抵抗する存
在が自分の発生の基盤である。

■生活の核となるフレームの希薄化
何が生活の秩序になるか？
人間の命の尊重を支える根元のフレームは何か？
①生命観の発祥………………安心できる生活と生きる力
②生きる価値の学習…………人生の希望・自己肯定・自己効力感・自己実現
③生命を守りあう人間………集団の営み
④フレームとなる家族・人間関係網

■地域コミュニティーと家族制度の崩壊
○今、誰が家族を支えているのか、社会制度の見直しが求められている
①家庭内の権威と愛情（力と情の役割）の喪失
②隣近所の助け合い、介入の激減
③親戚との行き交いの激減

■安心・安定した状況をつくり、認知を進めるための援助
○人への警戒や防衛を解く・本人の自立
①人への接近を図るための誘いと求め
②刺激の制限と調整

■自己主体的行為を求める援助

心理内部の整理
現実に対応できる内的構造

・納得を取り付ける
・心理文脈（メンタルストーリー）を確かめる
・自己主体的行為を求める
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①予告・丁寧な解説・言い聞かせ・なだめ
②状況をなぞった説明による自己の明確化

■コーピングの機会をつくる援助（葛藤を乗り越える克服学習、外圧への耐性をつくる）
①課題への対応を求める
②新しい状況に直面させる
③選択を求める
④我慢を求める
⑤変化への対応を求める

■発達障害の人が辿りやすい人生の困難な道筋
①脳の機能的障害→②愛着関係の大幅な遅れ→③養育関係における過剰な圧力
→④非社会的生活形成→⑤困難な社会生活

○本人の立場から
・納得いかないことを強いられてきた		 　・いじめられていても逃げられない
・思うようにならなかったり誤解されたりする	 　・気になることが多く、不安になりやすい
・他人の話がわからず、自分もうまく話せない	　・友だちができない
・自分の理解者がいない、家族間でも孤立している
○他人の立場から
・人の気持ちがわからない	 	 	 　・自分の気がすむようにこだわりを通す
・家族の生活や態度にあわせられない		 　・気になる行動が多い、すぐ怒る
・フラッシュバックの原因がわからない	 　・どう対応していいか分からない

■ヒアリングから得られた当事者の声
①気持ちを理解することについて
・母親の気持ちを理解することが困難である
・親の気持ちは理解し、受け止めるようにしている
②障害をもたない人（家族や社会、支援者）に理解して欲しいこと
・子どもの頃は親を頼ることができなかったが、最近になり徐々に頼ることができるよう
になってきた
・家族と意見が合わない時は、気持ちを落ち着かせるために１人になる時間が必要である
・怒りや悩みを表現する方法がわからない
③自分が社会で安心して生きていくためにはどうすればいいのか？
・決まり事で不明瞭な部分は明確にして欲しい
・自分の楽しい気持ちを聞いてくれる人が必要である
・心のケアをしてくれる人が１人でも必要だと感じる　　　

	 	 専門家でないと理解してもらえない部分がある
	 	 親に言われると素直に受け入れられない部分がある
・親の存在は重要であると感じる
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④自分について語る
・おかしくない場面で笑い、周りに注意された
・自分の欲求を抑えることができない時がある
・独り言を言ってしまう
・「普通の人ではない」「宇宙人だと」周囲から言われた
・自分を否定するだけでなく、今の自分を受け入れる
・人の心を読むことが下手
・ダメな人間だと思う
・自分が変えようとするが、どうしていいか途方にくれる
・周囲に注意されて何とかしなければと思う

■受容的交流理論
　どのような方法をとっても良いが、当事者と向き合って内的世界である不安、衝動、感覚、
情緒、快感、不安、抵抗、トラウマ、こだわりをよく見つめること。そして、共感し言語化す
ることで感情の調律を図り、自我の活性化を促すことが必要である。

■自閉症に対する関わりの原理
①わかりやすい態度・言動
②安定した好意
③圧力や緊張を感じさせない気配り
④相手の考えを理解して確かめる

・被害感や攻撃対象となる心理状況をまとめる
・不健康な原因を探る

⑤表面的に捉える行動化を焦らない
⑥本人の主体性を尊重

・安易に抑制的意見を出さない
⑦ HPDD の主観と支援者の理解が符合する状況
⑧聞きたいことの意味を十分に伝える

・なぜ聞こうとしたか、理解できているかを聞く
⑨内的な感情についての推測

・その推測は、より健康的な方向を目指す
⑩相手への非難または批判は避け、客観的に解説

■支援のポイント
①自己認知………自分の状態を支援者から教わる
②環境認知………自分の取り巻いている世界をどのように見れば良いかを知る
③能動的理論……自分が能動的に心を働かせるようし促す
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■これからの就労支援者に求められる人材
・生活を含めた支援ができる人材
・常識では解けない状態像を本人側に立って解説して社会と繋げれる人材

 ◆ シンポジウム『発達障がい者の就労支援の現状と取り組み』
シンポジスト：若林　史子（大分県教育庁特別支援教育課）

関　邦枝（大分県精神保健福祉センター）
青栁　智夫（大分障害者職業センター）
宮地　弘彦（就業・生活支援センター大分プラザ）

コーディネーター：金子　進之助（別府大学短期大学部教授）

○若林　史子（大分県教育庁特別支援教育課）
①特別支援学校高等部での就労支援の充実にむけて
　特別支援学校高等部の人数は年々増加しているが、高等部卒業後の一般就労率は低く、全
国的にも同じような状況であり課題となっている。
　学習指導要領改定の中にも「自立と社会参加に向けた職業教育の充実」といったことが盛
り込まれており、大分県でも特別支援教育推進計画の中で、平成 24年度から知的障がいを
対象とする特別支援学校高等部に職業科の設置を予定している。具体的には、新生養護学校、
宇佐養護学校、南石垣養護学校、大分養護学校の高等部に職業科又は職業コースを設置し、
就労支援の充実を図る計画である。学校内においては作業学習の中でも企業からの受注によ
る内容の作業学習を行っている学校も数校ある。
　来年度は、雇用人材育成課と連携し、特別支援学校の教員が実際に企業体験を行い、その
企業の中でどこに働き難さがあるのか、またどのような支援が必要なのかを体験を通して把
握することや、企業の方も特別支援学校の作業学習を実際に見て頂き、意見交換を行うといっ
たことも計画している。
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②保育園・幼稚園～高等学校を対象に行われている支援について
　文部科学省のいう発達障がいのある生徒等は、知的障がいがないといったことであるので、
小・中学校、高等学校での通常の学級で教育が行われている。
　発達障がいの生徒の卒業後の就職率データはまだないのが現状であり、高等学校における
発達障がいのある支援の充実としては、平成 18年度より全県立高等学校を対象とした特別
支援教育コーディネーター養成研修を実施。平成19年度からは私立の希望者も対象にした。
高等学校においては①自己理解（何ができるか、何が苦手かを知る）、②要請する力の育成（自
分が支援して欲しいことを人に伝えることができる）を研修等の中でも育ててもらいたいこ
ととしてお願いしている。
　また、県内の高等学校２校について、大学院生を学生支援員として派遣しており、実際の
授業の中で、また教育相談といった場で支援を行っている。
　平成 20年度の調査では校内委員会の設置、特別支援教育コーディネーターの設置につい
ては、小中学校および高等学校においては、本県では 100％である。
　小・中学校、高等学校においては、個別の指導計画の作成、個別の教育支援計画の作成に
ついては、必要に応じてということになっている。個別の教育支援計画については、高等学
校卒業後は誰が作成するのか等、またその活用についても課題がある。
③地域住民への理解・啓発
　本年、県内７ヶ所での「共生社会をめざした学校・地域づくり」フォーラムの実施を通し
て、関係機関の連携や、地域での支援体制の確立への早急的な対応が必要なことを再確認し
た。また、市町村には、特別支援連携協議会の立ち上げ、医療、福祉、教育等のネットワー
クの構築と有機的な取組をお願いしている。

○青栁　智夫（独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構大分障害者職業センター）
■発達障害者の支援
・発達障害者支援法施行で平成 17年４月１日から新たな位置づけ
・（身体、知的、精神以外）その他の障害「発達障害」
・相談、評価、職業リハビリテーション計画策定、職業準備支援、ジョブコーチ支援のサー
ビスの対象となる

■支援のポイント①（本人支援）
・時間管理等について：ご本人が慣れた方法での目標設定をすれば、安定した結果が得られる
・ストレスマネージメントについて：ご家族を含めた支援者に、なるべく丁寧にストレス源
をお聞きし、軽減策を取ることでトラブル予防ができる
・体系的、構造的対応：個々に異なる傾向を評価、分析し、確実性の高い予測に基づく支援
をすることで職場適応が促進される

■支援のポイント②（事業主支援）
・当該事業所とご本人のマッチングの可能性と予測されるリスクについて、ご本人の生育歴
等から情報を集約して事業所に伝える
・作業指示の方法については、当該事業所のやり方をほぼ踏襲し、必要が認められそうな場
合のみ、個別の手順書を提案する
・支援の際、特にご本人を取り巻く他の従業員の動向に気を配り、数ヶ月で 3名か 5名の企
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業内の支援者育成を目標とする
■支援のポイント③（家族支援）
・初対面、あるいは数回のみの接触では行動の予測が立ちにくい発達障害者の支援にあたり、
大きく役立つのは家族（特に母親）からの情報である
・医療関連情報など、家族しかわからない情報、家族に確認許可が必要な情報が支援に必要
な場合も少なくない
・発達障害者支援にあたり、家族との信頼関係形成は、最も重要なポイントのひとつである

■発達障害者のワークシステム・サポートプログラム」
（総合センター、東京、大阪、滋賀、沖縄で試行中）
・問題解決技能トレーニング
・職場対人技能トレーニング
・リラクゼーション技能トレーニング
・マニュアル作成技能トレーニング
・上記を、①就労セミナー、②作業、③個別相談の 3つの手法で 13 週間程度の期間行い、
各種の技能体得につなげる

○関　邦枝（大分県精神保健福祉センター）
発達障がい者の就労支援の現状と取り組み～精神科デイケアにおける職業準備性を高める支援

■当センターの精神科デイケアの紹介
・週４日（9:30 ～ 15:30）	 	 ・集団の場を利用した個別の通院治療
・スタッフは医師、保健師、臨床心理士、精神保健福祉士、作業療法士の５人体制
・概ね 16歳～ 45歳を対象に若年層の精神保健に課題を持つ人のリハビリテーション
・最近は発達障がいを持つ人の利用が増加

■デイケアの目的とプログラム
・病状の安定
・仲間や友人との出会い、安心できる居場所、生活リズムの立て直し
・新たな自分の発見、障害の学習と改善、自身の回復、人としての成長
・社会復帰への糸口	 	 ・家族からの精神的自立
・精神医学講座、症状別プログラム、SST、生活向上ゼミ、スポーツ、座談会等

■当デイケアに来所するまでの特徴的パターン
中・高は普通学級で大卒・専門学校卒

就職後のつまずき（上司から怒られる、仕事ができない）

退職 二次的症状（うつ、不眠）

ハローワーク　ジョブカフェ 精神科医療機関

精神保健福祉センター　デイケア
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■当センターの支援の特徴
・精神科医の診察（集団の場における観察、評価により確定診断）
・本人の特徴、つまずきのポイントを把握
・リハビリテーション計画と実施
・本人家族への心理教育
・傷つき体験の癒しと仲間作り
・福祉サービス等情報の提供

■当デイケアにおける就労までの流れ
・生活コース（生活リズムや付き合いなどの基礎的な力をつける）
→就労準備コース（就労場面を設定しながら職場で実際に必要となる力をつける）
→就労直前コース（ハローワークに通うなどにして就労にチャレンジしてみる）
→就労

■まとめ
・働くための準備が必要
・精神科デイケアでできることは、①適切な診断と見立て②特徴に合わせての準備

その他大切なことは
・本人・家族の正しい理解を進める
・「働く」という本当の意味を伝える
・本人の能力UPと不足分をカバーするスキルの定着
・応援者を見つける
　
○宮地　弘彦（就業・生活支援センター大分プラザ）
　就業・生活支援センターは相談場所と小規模作業所を設置している。就労する前段階とし
て小規模作業所を利用している。当センターは通勤寮も法人内で設置している。就労だけに
限らず、生活支援での支援も多い。発達障がいの人も通勤寮の中で生活している人が５、６
名在籍しており、職場でも重要なポジションを任されている。
　現場の中で課題となるのは、本人に適した仕事を見つけるのが重要であるので、多くの機
関との連携を構築することが障がい者のニーズに合う仕事を見つけることができると考えて
いる。短所より長所を伸ばすことで積極的に事業所へアプローチする。
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当事者との交流会
《実施》平成 21 年 01 月 31 日　　《会場》iichiko 総合文化センター音の泉ホール

●　目　的
　成人期の支援に関わることのない支援者が実際に成人の当時者の話しを聞くことは少ないと
思われるが、ライフステージを通した支援を考える上では当事者の話しに耳を傾けることは重
要なことだと思われる。一般公開にすることで普及・啓発にも繋がり多くの支援者又は支援機
関の理解を深めることを目的とした。

●　企画意図
　支援機関の関係者においても一人でも多くの当事者の声を聞くことで、当事者がどのように
感じ生活しているのかを知るきっかけをつくる。そしてどのような支援が就労をする際に必要
なのか支援者が知る機会とする。

●　プログラムスケジュール
時　間 プログラム

10:00 ～ 10:10 開会・挨拶　五十嵐　猛（大分県発達障がい者支援センター長）
10:10 ～ 11:30 シンポジウム『当事者の声に耳を傾ける』

パネリスト：当事者　Ａさん
当事者　滝田さん
佐藤　任孝（大分県発達障がい者支援センター就労支援員）

コーディネーター：五十嵐　猛（大分県発達障がい者支援センター長）
11:30 ～ 12:00 演奏会　社会福祉法人萌葱の郷　利用者　ハンドベル演奏
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 ◆ 『発達障害の人の就労を考える』　

五十嵐：本日は、普段の相談の様子を見ていただくような形ですすめさせていただき、みなさ
んには、当事者の生の声（ニーズ）を知っていただきたいと考えています。では、始
めに、当事者の方々にお願いして用意していただいた自慢の一品と一緒に簡単な自己
紹介をしていただきます。

滝　田：みなさん、おはようございます。大分生まれ、大分育ちの滝田といいます。自慢の一
品はですね、昨年行われた大分国体の競技のスタンプラリーがあったのですか、その
時の当選品です。メジロンのピンバッチセットなのですが、抽選で 100 名しか当ら
ない貴重なモノです。

Ａさん：皆さんこんにちは、今年で21になります。滝田さんほど自慢できる物はありませんが、
本のコレクションが 1000 冊以上あります。

五十嵐：次に、好きなこと、嫌いなこと、自分のうれしかったこと、つらかったことについて、
これまでの経験を踏まえて、お話しいただこうと思います。

滝　田：好きなモノは、例えばコンピューターとか、IC カードのような、未来的というか、
空想的なモノを好きになる傾向があるかなと思います。嫌いなものは、今、不況と言
われていますけれども、その現況とある新自由主義者的な考え方は嫌いですね、自分
たちも、そういった考えがある限り、なかなか安定して仕事につくことができないだ
ろうな、ということがありますので。

Ａさん：好きなことはインターネットを見たり、本を読んだりすることで、嫌いなことは暗記
です。

五十嵐：では、今まで経験されてきた中で、嬉しかったこと、楽しかったことは何ですか？　
または、印象に残っていることがあれば教えてください。

滝　田：嬉しかったことで思い出せることは、はっきり言ってないんです。嫌だったことは、
結構あるのですが……。そういうのをあまり感じないことも、一種の障害だとも言わ
れております。

Ａさん：滝田さんと同じで、嬉しかったことはあまりないので……。嬉しかったことといえば、
ゲームの最終ボスを倒して、自分の欲しかったアイテムを手に入れたことしかありま
せん。

五十嵐：ありがとうございました。私は、嬉しかったことはすぐに思い出せるのですが、その
ような経験が私たちに比べて少なかったり、感じ難くかったりする面があるのかな、
と思われます。

滝　田：割とどちらかと言うとイジメられた方なので、そういうことが記憶に残っています。
自分は帰宅部だったので、共通の趣味を持つ友だちがいなかった。今でもいませんけ
ど。

五十嵐：逆に、困ったことやつらかったことは、割と思い出せるのですね。Ａさんは、どうで
したか？

Ａさん：滝田さんと同じで、小・中・高のときは毎回のようにイジメられました。幼稚園の頃は、
仲間はずれにされたり、小学生の時は自分の机に落書きをされたり、小学校高学年で
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は暴力を振るわれて、逃げ出したこともありました。中学生の時は、卓球部に入って
いたのですが、先輩から毎回のようにいじめられるのが嫌で部活をやめました。高校
に入ってからは、暴力的なことはなくなったのですが、悪口や陰口がひどかったです。
いつも木曜日が一番つらかった。あと一日、学校に行かなければならないので……。
金曜日は、土日が休めるので、ちょっと気持ちが休まりました。いつも土日を楽しみ
にしていました。

五十嵐：その土日を楽しみにされていたということなのですが、今までお話しを誰かに話され
たことはありましたか？

Ａさん：ありませんでした。
五十嵐：Ａさんは、20数年間、ずっとその気持ちを胸にしまってきたのですね。では、そういっ

たイジメがあるときには、どのように上手く切り抜けることができましたか？
滝　田：自分の場合は、ある時、突然にキレて暴れ出すと、最終的に先生が仲介に入るという

ようなパターンが多かったですね。でも、暫くたったら、また振り出しに戻ることの
繰り返しでした。

Ａさん：あまりにも嫌なことがあったら、先生に言って、いじめている人たちに注意をするの
ですが、一ヶ月くらいたったら、また悪口を言い出して、嫌な気分になったりしました。

五十嵐：お２人とも、同じような経験をされているのですね。職場ではどうでしたか？
滝　田：職場では、退職する理由に人間関係が悪かったということを聞きますが、そういう経

験は今のところない。
Ａさん：職場でもいじめられていました。言葉での暴力とかがありました。いじめがエスカレー

トしたので、一ヶ月でやめました。
五十嵐：滝田さんは、職場ではいじめはなかったのだけれども、Ａさんは、職場でもあったと

いうことで、ここに大きな違いがあります。滝田さんは、どういった形でお仕事につ
かれましたか？

滝　田：ハローワークで障害者枠の求人から事務局の仕事を選んでしていたのですが、２ヶ月
くらいたってから、突然に体調が悪くなりだして、最終的に退職せざる得なくなりま
した。

五十嵐：滝田さんは、直接のイジメはなかったのだけれども、体調の管理を自分ではうまくコ
ントロールできなかったということですね。

滝　田：おそらく、自分の場合は、人間関係といった要因ではないと思います。
五十嵐：滝田さんの場合は障害者の雇用枠で入られているので、事前に職場に障害についてお

話しされたこともあったのですか？
滝　田：面接の時も聞かれましたし、自分からも何度かしたことがあります。隠すというより

も、なるべく説明するようにしていました。
五十嵐：やはり、説明をされていたということで、周囲の理解があったのだろうと思われます。

では、Ａさんはどういった形で、仕事につかれたのでしょうか。
Ａさん：滝田さんと同じで、ハローワークで探したのですが、障害のことは言わずに一般で受

けました。仕事についてからも障害のことは誰にも話しませんでした。
五十嵐：やはり、障害について、会社で伝える機会がないと、周りの誤解を生みやすくなるの

ではないだろうかと思われます。しかし、正しく障害を伝えている場合も、自閉症の
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方は体調の管理とか自己コントロールといった面に困難があるので、そういった所で、
滝田さんの場合は仕事を続け難くなってしまったのではないだろうかと思われます。
では、そこで、どういった支援があると良かったと思われますか。

滝　田：間に支援員の方が入って会社の担当者と話してくれるといいう仕組みが整っていれ
ば、また違っていたように思います。特に、できない作業などはありませんでしたの
で、仕事に苦慮はなかった。

五十嵐：これから、一緒に仕事を探して、その後の滝田さんの体調管理も含めて支援していき
たいと思っていますが、滝田さん自身の仕事への意欲はどうですか？

滝　田：自分の適正の合う仕事があれば、なるべく早く仕事をしたいです。障害基礎年金だけ
で暮らすことは苦しいですから。

五十嵐：では、Ａさんは障害をオープンにされないまま働かれたことで、度重なる誤解を周り
に持たれていじめを受けることになったと思われるのですが、その誤解について、自
分なりに気がついたことはありますか？

Ａさん：作業がトロイとか、失敗が何回かあったことで、いわれたりすることは良いのですが、
普通に休み時間に影口を言われたりすることが嫌でした。

五十嵐：自分が悪口を言われていることは、わかるのですね。では、言われている内容を原因
として理解できたことはありますか？

Ａさん：昼休みにリラックスしているところを、指を指されて馬鹿にされたり、職場内にいじ
める人がいたので、外で食事をしたところ、戻る時間が遅くなって笑われて馬鹿にさ
れたりしました。

五十嵐：では、そういった時に、Ａさんは、ご相談できるところがありましたか？
Ａさん：誰にも相談できませんでした。親に言ったのですが、まともに取り合ってくれません

でした。
五十嵐：佐藤さんにお伺いしたいのですが、こういう状況だったことからなかなか支援ができ

にくい壁があったのでしょうか。
佐　藤：ご本人が仕事に就く前から相談を受けていたのですが、ご本人の方が、障害をオープ

ンにしたくないということだったので、こちらとしては、仕事をしている状況を聞き
ながら、アドバイスを続けていました。特に休憩時間等の過ごし方については、いじ
めを避けるために外に出ることなどを伝えていたのですが、実際に企業側に入って、
ご本人の説明することができていなかったのが実状です。

五十嵐：なかなか、障害をオープンにしていただけないと、ご理解いただくための支援も入り
にくくなり、本人が苦しまれることにつながりやすいように思われます。Ａさんも、
まだ働く意欲ありますか？

Ａさん：あります。新しいところを面接受けに行ったりしています。
五十嵐：その時に、自分の障害についてお話しされていますか？
Ａさん：言おうと思うのですが、親からストップをかけられています。
五十嵐：障害について伝えないと、前と同じことが起きる不安はありませんか？
Ａさん：やはり、伝えた方が、周りも分かってくれると思うので、言った方が良いと思います。
五十嵐：本人のそういった思いを支援していくことが、私たちの立場でもあると思いますが、

佐藤さんの意見は、いかがでしょうか？
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佐　藤：これからは、もっと保護者の気持ちと本人の気持ちとの仲介していくような支援をす
すめていきたいと思います。

五十嵐：滝田さんについては、手帳をお持ちですよね。
滝　田：精神保健福祉手帳なんですけれども、法律を厳密に解釈すると、現状では発達障害者

は対象外になるのですが、実務上はもらえることがあるんですよね。
五十嵐：そういった物があれば、周りに伝わりやすいと感じたことはありますか？
滝　田：この中身を見ても、どういう障害があるのか書いていないので、これを見せても、障

害があるのだな、くらいしか伝わらないと思います。
五十嵐：手帳を持つメリットはあると思われるのですが、Ａさんの場合は、手帳をお持ちでは

ありませんよね。手帳がある場合と、ない場合の支援の差について、佐藤さんからお
話しいただけますか？

佐　藤：雇用率の問題もあるし、手帳を持っている方が県下の労働機関を利用しやすかったり、
金銭面からの支援を受ける際にも重要視されやすいです。

五十嵐：では、Ａさんが、保護者の方も納得された場合、手帳を取得することができるでしょ
うか？

佐　藤：現状では、精神保健福祉手帳も、療育手帳のどちらも難しいと思われます。
五十嵐：手帳を取得できにくく、それを通して法定雇用率や福祉サービスを利用することがで

きにくい状況で、親御さんに本人の障害を正しく理解していただくことは非常に難し
いように思うのですが？

滝　田：それでも、この手帳の記載内容だけでは、詳しい支援内容までは理解してもらいにく
いと思う。

五十嵐：滝田さんの場合は、この手帳では具体的な特性理解や配慮までは深まらないというこ
とですよね。しかし、Ａさんについては、まだ支援のきっかけも作りにくい状況であ
ります。アスペルガーという障害を持たれているＡさんに対しても、きっかけとなる
支援を行う体制づくりを行うことが必要だと思われますし、滝田さんの場合のように、
その後の理解や配慮を含めたフォロー体制を築くことも必要だと思います。本日は、
お２人に、就労に向けて再出発する決意をいただけましたので、私たちもの方も、彼
らが働きやすくなるように、みなさんと支援体制をより深めていけるよう、努力して
いきたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。

社会福祉法人萌葱の郷　めぶき園　利用者ハンドベル演奏
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全体のまとめ

　本事業を実施するにあたり、先ず地方企画委員会において事業内容の検討をおこない、発達
障がい者支援センターが事務局を兼ねて運営を行った。委員会では大分県での発達障がい者の
就労の現状をふまえて就労支援者のみに捉われないで、参加者を募ることが望ましいとの意見
から講習会及びセミナーを一般公開とした。あと、一般事業主への理解・啓発を高めるために、
リーフレットの作成も一般事業主に興味をもたせる内容を念頭において作成した。

●　雇用促進セミナー
　松矢先生からは発達障害者支援法のお話しから特別支援教育と発達障害について、雇用する
際の具体例、他県での新たな取組みなど地方では聞く機会の少ない内容のお話しをしていただ
き大変有意義な時間であった。また、大分労働局の安藤さんからは発達障害者に対する国の現
状と大分県での実状をお話ししていただき就労の実態について理解を深めることができた。あ
と、事業主の多くは発達障害について理解が浸透していないことを考慮して、当センター五十
嵐より心の理論の話しをすることで、発達障がい者は就労の可能性が高いことを示唆した。全
体を通して一般事業主（企業）を多く募ったが、一般事業主（企業）の参加者が少なかったこ
とは今後の課題として残された。

●　就労支援者講習会
　日本自閉症協会会長の石井先生に発達障害者の理解と支援の演題でお話しをいただいた。発
達障害者をどのように考えて支援していくことが重要なのか、そのためにはどのような連携が
必要であるのか、具体的な成人期の事例も交えてお話しをしていただいた。参加者の多くの方
から励まされたとの言葉をいただき、満足度の高い講習会になったと思われる。
　シンポジウムでは発達障害者への就労支援の取り組みを各機関よりお話ししていただき、長
期的な連携とサポートの重要性を知る機会になった。

●　当事者との交流会
　当発達障がい者支援センターで継続的に支援をしている２名の当事者からの発表を、質問形
式で行ない生の声（ニーズ）を聞いていただいた。どちらも就労で躓いた現状と就労までの生
活を振り返っていただき、当事者がどのようなことを経験し、どのように感じてきたのか、当
事者の生の声（ニーズ）を聞くことで、支援者が幼児期、学齢期、成人期とリンクして取り組
む必要性を考える機会になった。

●　おわりに
　本事業を実施するにあたり、講師の先生方をはじめ企画委員や関係機関並びに当事者の方々
にご協力いただいたことにたいしてお礼を申し上げます。
　発達障がい者の就労支援については多くの機関の連携が必要となります。今回の事業を通し
てできたネットワークを拡げていき、共に地域で生活する社会の一員として暮せるように発達
障害についての理解者を増やしていきたいと考えています。


