
－ 15 －

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　15 (1) 　15 － 21　2015

障害者自立支援法施行移行期時点における

知的障害者の就労状況

― A 県内の知的障害者施設への調査から―

三原　博光 *1　松本　耕二 *2

*1　県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科

*2　広島経済大学スポーツ経営学科

抄　録

　本研究の目的は，質問紙調査を通して，障害者自立支援法施行移行期時点における知的障害者の就労状況を明

らかにすることであった。調査の結果，A 県内の 145 知的障害者施設から回答を得た。7 割の施設は，過去，2
年間 (2008 年，2009 年）に利用者を一般事業所に就職させていなかった。5 割の施設は，利用者が一般事業所に

就職していたとしても，その利用者や保護者は職場での待遇（労働時間，給与）と人間関係に不満を持っていた

と回答した。雇用形態は 4 割が「短時間就労」，2 割が「常用雇用」であり，主な職種は「サービス業」「技能工・

製造等の職業」であった。

　施設内での就労作業は主に「清掃作業」「クッキー・パンの製造」などの単純作業であった。そして，施設の

利用者の最低・最高工賃は月額 2 万円未満と低かった。しかし，6 割の施設は，施設利用者と保護者が一般事業

所における就職を望んでいないと回答をした。

　以上の調査結果から，障害者自立支援法施行移行期時点における A 県の知的障害者施設の就労状況は，一般

事業所における知的障害者の就労が期待されたとしても，知的障害者の一般事業所での雇用は困難な状況にあり，

その要因のひとつとして知的障害者およびその保護者が一般事業所における就労そのものを望んでいないという

課題が示された。
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Ⅰ　はじめに

わが国全体の障害者雇用の動向を見ると一般事業所

における障害者の雇用の上昇には，2006 年の障害者

自立支援法がプラスの影響を及ぼしたのではないかと

指摘されている 1）。それは，平成 16 年から平成 20 年

にかけて一般民間事業所の障害者の実雇用率が 1.46％

から 1.59％に徐々に上昇し，特に身体障害者が 4.4％，

知的障害者が 1.8％上昇したことであった。また，「平

成 25 年 6 月 1 日現在の障害者の雇用状況について」2）

は，①民間の障害者の雇用者数が前年に比べて 7.0％

増加し，約 40 万 8 千人となったこと，②法定雇用率

達成率事業所の割合が 42.7％となり，特に民間の障害

者の雇用数の割合が著しくことが報告されている。だ

が，このように障害者自立支援法以降の一般事業所に

おける障害者の雇用の増加に関する報告がある一方，

障害者の雇用状況の問題点も指摘され，前述した厚生

労働省の報告のなかで，障害者の雇用率が上昇してい

るのは 500 人以上の大企業であり，500 人以下の規模

の中小企業では雇用率は上昇していない点，景気の

低迷により民間事業所で解雇された障害者が 2008 年

では 2007 年に比較し，1.8 倍の 2774 人に上がった問

題点が報告されている注 1）。また，平成 24 年度の特別

支援学校卒業生の 66.6％が福祉施設に入所している

点 3），知的障害者の就労・職業訓練を目的とした知的

障害者授産施設の利用者への工賃の低さなどの問題点

も指摘されている 4）。

こうした動向のなかで，筆者らは，障害者自立支援

法施行移行期時点における知的障害者の就労状況を調

べるために，筆者らと関係の深い A 県内の知的障害

者施設のへ質問紙調査を実施した。つまり，本調査を

とおして，将来，A 県の知的障害者施設の就労改善す

る目的が含まれていた。その結果，障害者自立支援法

が施行され，一般事業所における知的障害者の就労が

期待されても，A 県内では知的障害者の一般事業所で

の雇用は困難であり，知的障害者利用者と保護者が一

般事業所における就労を望んでいないとする課題が明

らかになった。ここでは，その調査結果の経緯を報告

する。

Ⅱ　方法

１　調査の目的と方法

本調査目的は，A 県内の知的障害者施設の利用者の

就労状況を把握することにある。この調査目的実施の

ため，方法としては質問紙を用いた。そして，A 県の

知的障害者施設に調査依頼をした。調査は，過去，2
年間（2008 年，2009 年）の知的障害者施設の利用者

の一般事業所における就労状況，施設内就労状況を把

握するために質問紙調査を実施した。質問紙調査は知

的障害者施設の代表者を通して配布し，返信用封筒

を用いた郵送法を行った。配布部数は 280 部，145 施

設から回答を得た（回収割合は 51.7%）。調査期間は

2010 年 6 月から同年 9 月までの約 3 ケ月間であった。

なお，本調査の質問紙の回答を各施設長に依頼した。

その結果，施設長が職員から利用者，保護者，一般事

業所の障害者雇用状況の情報を口頭で集めて記入した

り，あるいは，利用者や保護者と関係の深い職員自身

が記入した。本来は，質問紙を利用者，保護者，障害

者を雇用している一般事業所関係者に実施するべきで

あったが，施設の環境（勤務指導など）の問題があり，

施設長に調査を依頼することになった。したがって，

一般就労先の事業所関係，保護者，利用者の就労に関

して，施設職員と利用者および保護者の意識に相違が

あると思われる。しかし，ここではこのような問題点

を踏まえて，本調査結果を報告することにした。

２　調査内容

質問紙による調査項目は，（1）施設利用者の一般事

業所における就労状況（2008 年，2009 年），（2）施設

内における就労状況，（3）施設の属性（施設の種類，

利用者数，利用者の平均年数，利用者の年齢構成，職

員数），であった。主な質問項目数は自由記述を含め，

31 項目であった。

３　倫理的配慮

質問紙は，無記名であること，統計的処置を施し，

施設名が特定されないこと，研究以外の目的に使用さ

れないこと等の説明を記述し，倫理的配慮をした。

４　分析方法

質問紙調査により回収したデータは，単純集計

で全体の状況を把握した。本研究では，統計ソフト

SPSSVer.14.0 を用いて，集計した。それぞれの項目に

は，回答拒否・欠損も含まれるため最終分析対象者数

は項目によって異なる。

Ⅲ　調査結果

回答施設の属性：A 県内の 145 施設から回答を得た。

施設の種別は就労継続支援 B 型が最も多く，次いで

地域活動支援センターが多かった。施設の利用者定員

数は 20 名以下が最も多かった。利用者の平均年齢は

30 歳以上 40 歳未満が最も多く，次いで 40 歳以上 50
歳未満であり，6 割が働き盛りの年齢層であった。た

だ，労働期年齢 15 ～ 64 歳を考えると，各施設で 64
歳以上の労働期年齢を越えた利用者が存在した。利用

者の職員数は，10 人未満が最も多かった（表１）。

 （１）利用者の一般事業所における就労について

① 2008 年，2009 年に利用者を一般事業所に就職さ
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せたことがあるか。

「ある」37 施設（25.7%），「ない」107 施設（74.3%）

であった。そして，実際に就職させた利用者数は，

2008 年 51 名，2009 年 59 名，総数 110 名（B）であった。

回答施設の総利用者数は 3827 人中（C），就職率は

2 年間で約 2.8％となり（B/C），1 年間では約 1.4%
であった。

②就職した利用者の雇用形態

「常用雇用」43 施設（39.4%），「短時間就労」66
施設（60.6%）となり，雇用形態は「短時間就労」

が 6 割となり，「常用雇用」は少ない状況にあった。

③その利用者は，現在，継続して仕事をしているか

「全員が継続している」20 施設（57.1%），「一部

が継続している」10 施設（28.6%），「全く継続して

いない」5 施設（12.4%）であった。

④継続している利用者の障害の程度

「軽度」19 施設（20.4％），「中度」64 施設（68.8％），

「重度」10 施設（10.8％）であった。

⑤就職した利用者の職種（表２）

表２　就職した利用者の職種

「サービス業」（接客業 , ヘルパー）が最も多く，

次いで「技能工・製造等の職業」（金属加工，製造

従業者）であった。

⑥一般事業所での待遇についての満足度（給与，労

働時間）（複数回答）注 2）

「満足している」31 施設（41.9%），「満足してい

ない」38 施設（51.3%），「わからない」5 施設（6.8%）

であった。

⑦一般事業所の就労先での人間関係

「よい」26 施設（34.2%），「悪い」43 施設（56.6%），

｢ わからない ｣ ７施設（9.2%）と回答された。

⑧就職した利用者の月額最低・最高の賃金（表３－

a,b）

表３－ a　就職した利用者の月額平均賃金（常用雇用）

表３－ b　就職した利用者の月額平均賃金（短時間就労）

「常用雇用」は「8 万円以上 10 万円未満」5 施設

（41.6%）が最も多く ,「短時間就労」は「5 万円以

上 7 万円未満」6 施設（35.3%）が最も多かった。

⑨労働時間

「20 ～ 30 時間」34 施設（35.8%），「30 時間以上」

28 施設（29.5%），「20 時間以下」18 施設（18.9%）

であった。

⑩就労している利用者の継続的に就労する意思

「ある」33 施設（84.5%），「ない」5 施設（5.2%），

「わからない」4 施設（10.3%）であった。

⑪就労している利用者の保護者の満足度

「満足している」24 施設（34.7%），「満足してい

ない」34 施設（49.2%），「わからない」11 施設（15.9%）

であった。

⑫知的障害者が雇用されない原因（複数回答）（表４）

表４　知的障害者が雇用されない原因（複数回答）
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表から，「知的障害者の職業技術的未熟さ」と「知

的障害者が一般事業所での就労を望んでいない」の

回答が多く，多くの施設は雇用されない原因を知的

障害者側に問題点を感じていた。　　

⑬一般事業所で働くことを望んでいる希望者（保護

者の希望も含めて）の割合（希望するおおよその

利用者数÷利用者数＝割合（表５）

表５　就職希望者の割合

「１～ 20％」が最も多く，次いで「0％」が多く，

6 割の施設は，利用者及び保護者も一般事業所への

就職の希望を望んでいないと回答していた。

（２）施設内における就労作業

①施設の就労作業内容（複数回答）（表６）

表６　施設内の就労作業内容（複数回答）

「清掃作業」が最も多く，次いで「クッキー・パ

ンの製造」「工業製品の加工」の順であった。

②利用者の月額最低・最高工賃（表７－ a,b）

表 7 ー a　利用者の月額最低工賃

表 7 ー b　利用者の月額最高工賃

最低工賃は 5 割が「1 万円未満」，最高工賃は，4

割強が「2 万円未満」，3 割強が「2 万円以上 5 万円

未満」であった。

③利用者の工賃の支払い方法

「利用者の働く能力に応じて」64 施設（50.4%），

「利用者の働く能力に関係なく一律平等に」34 施設

（26.8%），「その他」29 施設（22.8%）であった。

④工賃に対する利用者の満足度

「満足している」61 施設（49.6%），「満足してい

ない」34 施設（27.7%），「わからない」28 施設（22.8%）

であった。

⑤工賃に対する保護者の満足度

「満足している」60 施設（49.2%），「満足してい

ない」17 施設（15.6%），「わからない」43 施設（35.2%）

であった。

⑥施設は工賃を上げる取り組みに努力しているか

「努力している」103 施設（84.4%），「努力してい

ない」14 施設（11.5%），「わからない」5 施設（4.1%）

であった。

⑦努力をしている場合，工賃を上げる具体的な取り

組み

「中小事業所への仕事依頼」46 施設（30.5％），「行

政への支援の依頼」30 施設（19.9％），「職業訓練の

充実」23 施設（15.2％），「その他」52 施設（34.4％）

であり，「中小事業所への仕事の依頼」が最も多かっ

た。

⑧知的障害者の雇用に必要なこと注 3）（表８）

表８　雇用重要項目 ( 多重回答 )

表から，「一般事業所の障害者への理解」が最も

多く，次いで「一般就労後の生活支援」「本人の就

労意識の向上」の回答が多かった。
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Ⅳ　考察

A 県の知的障害者施設の就労状況は，2006 年に障

害者自立支援法が施行されているにもかかわらず，7
割の施設が，過去，2 年間（2008 年，2009 年）に利

用者を一般事業所に就職させておらず，知的障害者の

一般事業所における雇用の難しさを示した。また，知

的障害者施設では，施設利用者における工賃の低さな

どが示された。これらの問題点は，過去の文献におい

て同様に報告されていた 1,4,5）。 
このような調査結果が生じた理由としては，障害者

自立支援法が成立したとしても，一般事業者経営者，

社会全体に知的障害者の雇用・就労を進める意識が浸

透していないことがあげられよう。一方，知的障害者

の利用者，保護者のなかにも，無理して一般事業所に

就労しなくても，現在の知的障害者施設のなかでの生

活が安定しているという従来の消極的態度が一般就労

の阻害要因としてあげられよう。特に知的障害者の保

護者が，親亡き後の子どもの世話や子どもの老後を施

設に期待するという報告 6,7）からも，知的障害者の保

護者が子ども達の世話において施設に依存している実

情が理解できる。それでは，どのような方法でこの課

題を解決して行くのか。筆者らは，知的障害者を一般

事業所で雇用することで成功した報告や知的障害者の

工賃向上に貢献した事例を一般事業所経営者，知的障

害者施設関係者，利用者，保護者や社会全体に示し，

知的障害者の雇用の利点を啓蒙して行くことであると

考える。例えば，従業員 7 割が知的障害者で占める「ダ

ストレスチョーク」製造工場の報告は，一人ひとりの

障害者の障害の程度に応じて，機械を購入し，作業過

程を作成・工夫し，知的障害者の雇用に成功した一般

事業所として「日本でいちばん大切にした会社」が紹

介されている 8,9）。大学と地域の知的障害者事業所の

発達障害者がドイツ菓子製品を共同で開発し，大学や

地域で販売をし，事業所の利潤をあげた報告も行われ

ている 10）。知的障害者を雇用することで，一般従業

員が知的障害者に仕事の配慮をするようになり，職場

でのチームワークが向上し，安全性，健康などの問題

を含めた労働環境の意識も高められたとその利点を強

調する報告も存在する 11,12）。これらのことから，一般

事業所は知的障害者の就労のなかで，彼らの短所だけ

に目を向けるのではなく，知的障害者の雇用のメリッ

トにも目を向け，彼らの雇用を考えて行くべきであり，

そのことを保護者や利用者に具体的に伝え，一般事業

所への就労への動機づけを高めることが重要である。

そして，社会全体で知的障害者の雇用・保障をするこ

とが，知的障害者に対するノーマライゼーション，あ

るいはインクルージョンの実践を進めることになると

言える。

最後に施設利用者の労働期年齢から示された課題に

ついて考える。

一般的な労働期年齢は 15 ～ 64 歳である。しかし，

調査対象となった施設の利用者の最高年齢が既に 64
歳以上超えている施設が約 9 割存在していた。すなわ

ち，65 歳以上の労働期年齢を越えた利用者が社会的

自立や職業訓練を目的とした就労施設を利用している

ことが１つの問題点であると言えよう。したがって，

65 歳以上の利用者には，彼等に適した高齢者福祉サー

ビスの提供が必要であると考えられる。

Ⅴ　結論

本調査結果から，国が障害者自立支援法や障害者

雇用促進法により，障害者の雇用や就労を進め，社会

的自立を目指したとしても，現実としては就労してい

る知的障害者やその保護者は，職場の待遇や人間関係

に不満を持っていることが示された。また，施設の利

用者は安い工賃にもかかわらず，一般事業所の就労よ

りも施設での就労を望んでおり，行政が目指す目標と

知的障害者とその家族，施設関係者との思いに心理的

ギャップがあることが指摘された。そこで，今後，一

般事業所における知的障害者の雇用・就労の長所・利

点を知的障害者施設関係者，利用者，保護者のみなら

ず，一般事業所経営者・社会全体に対して啓発して行

くことが障害者福祉の１つの課題であると考えられ

る。

 
注 1） この報告は，「進まぬ障害者雇用」朝日新聞，

2009 年 6 月 21 日付けによる。

注 2） ⑥，⑩，⑪，⑫，⑬の回答は施設関係者の主観

的判断によるものであり，本来は回答者を「施

設」ではなく，「人」で明示すべきであったが，

回答用紙は施設に配布され，施設関係者があく

までも代表として回答したので，回答者を「施

設」という表現で全体的に統一した。また，（2）

施設内における就労状況，④と⑤の回答者も「施

設」という表現を用いた。

注 3） 表 8 は，知的障害者の一般事業所への雇用で重

要と思われる項目の優先順位を 5 つあげ，それ

をまとめて集計した表である。

引用文献

1） 京極高宣：障害者の就労支援は，どうあるべきか？

―新たな中間的就労の創造的開発を！―．職リハ

ネットワーク，65：5 － 15，2009
2） 厚生労働省：平成 25 年障害者雇用状況の集計結

果，2013
3） 文部科学省：平成 24 年度特別支援学校高等部



－ 20 －

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　15 (1) 　15 － 21　2015

卒業後の進路，文部科学省，（オンライン），入

手 先 ＜ www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/.../
h1_01_03_02.html ＞，参照 (2014-5-13)

4） 稲垣貴彦：知的障害者授産施設の実態．中部学

院大学・中部学院大学短期大学部研究紀要，5：1
－ 10，2004

5） 清水潤，内海淳，鈴木顕：知的障害者の「新たな

職域」開拓の背景と動向．秋田大学教育文化学部

教育実践研究紀要，27：45 － 54，2005
6） 三原博光：障害者ときょうだい．東京，学苑社，

122 － 124，2000
7） 三原博光：高齢知的障害者に対する介護支援の検

討．介護福祉学，15(2)：207 － 212，2008
8） 坂本光司：日本でいちばん大切にしたい会社．東

京，あさ出版，44 － 77，2008
9） 大山泰弘：働く幸せー仕事でいちばん大切なこと．

東京，WAVE 出版，2009
10） 三原博光：知的障害者に対する支援―大学におけ

る実践的取り組みからー．地域リハビリテーショ

ン，9(5)：361 － 365，2014
11） Graffi anm,J.,Smith,K.and Shinkfi eld,A.et al,:Employer 

benefits and costs of employing a person with 
disability. Journal of Vocational Rehabilitaion,17：

251-263，2002
12） 柴崎建：障害者の地域生活支援に関する一考察 ,

知的障害者の就労をめぐる諸課題．東海女子大学

紀要，24：177-184，2005



－ 21 －
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*2 Department of Sport Business Administration, Hiroshima University of Economics

Abstract

A questionnaire survey was used to investigate the working situation of persons with intellectual disabilities in the 
institutions for the person with intellectual disabilities in Prefecture A in the Services and Supports for Persons with 
Disabilities Act enforcement transition period.

A total of 145 institutions responded to the questionnaire. Of these, 70% answered that persons with intellectual 
disabilities could not fi nd a job in general business companies in the past two years (2008, 2009).

Of the persons with intellectual disabilities who work in general business companies, 50% have dissatisfaction toward 
their working situation (working hours, salary) and human relations in the general business company.

As for the employment status, 40% were part-time job employees and 20% were offi cial employees. The main type of 
jobs were the service trades and occupations such as skilled mechanic or manufacturing.

The main work of the persons with intellectual disabilities in the institution was cleaning in the park and baking cookies. 
The highest and the lowest wage both were under 20,000 yen.

Though the wage in the institutions was low, 60% of institutions thought that the persons with intellectual disabilities and 
their parents will not work in general business companies. 

From the above survey results, the employment status of persons with intellectual disabilities in facilities in the 
enforcement transition period in Prefecture A is in a difficult situation, though people with intellectual disabilities are 
expected to work in general offices. It has been shown that as one of the factors there is a problem that people with 
intellectual disabilities and their parents do not want the work itself in the general offi ce.

Key words：person with intellectual disabilities, general business company, employment, 
　　　　　　　institution for persons with intellectual disabilities, working situation
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