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ディ一セントワークを促進するものとしての障害者雇用に関する研究 I

I はじめに

この研究報告は、平成 25年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)による「デ

ィ一セントワークを促進するものとしての障害者雇用に関する研究」の一環として、大阪

府の障害者就業生活支援センター訪問調査の結果を報告するものです。

少子高齢社会の進展に伴う労働力人口の減少が見込まれる中、障害者は、積極的に労働

市場に参加を促進する政策の対象となっています。このため、政府は、障害者雇用に関す

る制度の見直しを続けておりますが、実雇用率は依然として低いままです。この背景には、

障害と仕事とのマッチングや、事業者のみならず、社会全体の障害者雇用の理解が不十分

なことがあります。 しかし、障害と仕事のマッチングがうまくゆけば、障害者雇用が進展

するとともに、職場の労働環境改善に役立ちます。

私共は、大阪府内の就労継続支援施設等に継続的にかかわリつつ，障害者雇用に関する

研究を続けてきました。一連の研究を通じて、障害者の障害特性の見極め及び仕事とのマ

ッチングがとくに重要と考えています。障害者就業・生活支援センターは、就職を希望さ

れている障害者や在職中の障害者が抱える課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関と連携

の下、就業面及び生活面の一体的な支援を行う機関です。この意味で障害者就労支援の担

い手として大変重要な役割を担っておられます。そこで、大阪府内 18ヶ所の障害者就業・

生活支援センターの支援者の方を対象にして、障害特性と仕事とのマッチングのポイント

を中心にお話しを伺いました。ここに、その結果を報告します。

この報告が微力ながらも障害者雇用の進展に貢献し、すべてのひとが安心し、活き活き

と働く社会をつくることにつながることを願います。

研究代表者

県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科

准教授 江本純子
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ディ 一セントワークを促進するものとしての障害者雇用に関する研究 I

E 研究概要

1 .研究目的

平成 25年度障害者雇用状況報告によれば、民間企業における雇用障害者数は 40万

8，947.5人、実雇用率1.76%で、いずれも過去最高を更新している。この一方で、なお就

労を希望しつつ、就職に結びつかない者や離職する者も少なくない。障害者の就職やその

継続を支援するには、障害者とその職場とを仲介して、きめ細やかに調整する こと(以下、

「マッチングJとする)が鍵となる。 しかし、その具体的な内容や方法について定まった

ものはない。

本研究の目的は、以下 2点を明らかにすることである。第 1に、障害者雇用をすすめる

ためには、障害者と職場のマッチングが重要である点、第 2に、マッチングがうまくゆけ

ば、雇用やその継続につながる点である。これらを明らかにする方法として、大阪府内 17

か所の障害者就業・生活支援センターの支援者を対象に、マッチングの位置づけとポイン

トについて、イン タビュー調査を実施した。本報告は、この調査結果をもとに就労支援の

在り方について検討する。

2. 研究の視点および方法

障害者就業 ・生活支援センタ ーは、就職を希望する障害者や在職中の障害者が抱える課

題に応じて、雇用及び福祉関係機関と連携の下で就業面 ・生活面を一体的に支援を行って

おり 、地域における就労支援の要である。また大阪府は、全国 47都道府県中最多の就業生

活支援センターを有する。本研究は、大阪府下の障害者就業 ・生活支援センターを訪問し、

インタビュー調査で得た情報をもとに、就労支援の在り方について分析した。

インタビュー調査は、以下の手順で実施した。まず、調査対象者は、大阪府下全 18か

所の障害者就業・生活支援センターの支援者で、 17か所から協力を得た。インタビューは、

事前に送付したガイドに基づき、事業状況の確認(相談件数・内容、障害状況等)、及び就

労支援について質問した。調査実施時期は、平成 25年度 9月から 12月まで、所要時間は

60分から 90分である。

この後、インタビュー内容を施設名および個人が特定できないように配慮、し、就労支援

の在り方について分析した。具体的には、まず、調査協力者の回答のうち共通項を見出し、

その項 目ごと の割合を分析した。次に、事業者別に支援の視点、施設の特徴について、事

業者別の傾向 と項目聞の関連性を分析した。

3. 倫理的配慮

本研究は、県立広島大学保健福祉学部の研究倫理審査委員会の承認を得て実施した(平

成 25年 9月 19日承認 ・承認番号 第 13MH031号)。調査によって得られたデータは、

個人及び施設が特定されないように対応している。

4. 研究結果

調査の結果は、以下の通りである o
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まず確認事項として挙げた中で、相談件数の平均は、 4509.1である。利用者数は、平均

469.2である。利用者の就業状況は、求職中の平均 497.7、在職中は、平均 223，4である。

相談内容のうち、就職相談の平均 1890、職場定着相談は、平均 1278.6である。

調査協力者への面接で得た回答の中で、就労支援に関する回答は、次のようになった。

( 1 )障害者の就労支援をする上で重要なことは、①障害者基礎力(意志・能力) 19.0% 

②支援者:障害者の基礎力向上のための支援、 14.2% ③支援者が障害者をアセスメン

ト3.3% ④支援者の意識・基本姿勢 14.2% ⑤支援者・関係機関との連携 14.2%⑥そ

の他 4.8%、

( 2 )障害者と職場のマッチングをうまく行うためのポイントやコツは、①障害者支援(精

神面) 24.0% ②支援者障害者のアセスメント 16.0% ③障害者を支援するための基

本姿勢 16.0 % ④職場のアセスメント 28.0% ⑤障害者・支援者・職場等の総合シス

テム 12.5% ⑥一般の労働環境整備 4% 

( 3 )障害者の就業・生活支援にあたり、施設で特に力を入れていることは、①障害者の

支援 25.0 % (a心理的支援 b就業と生活の両面の支援) ②職場支援(障害者と

職場の双方支援) 20.8 % ③地域のネットワーク作り 33.3 % ④地域資源の資源力向

上のための取り組み 12.5 % ⑤啓発 20.8 % 

5.考 察

調査分析の結果、以下 3点が明らかになった。第 1に、調査協力者の 8害IJは、就労支援

で重要なこととして、障害者自身の能力にかかわることを指摘している。第 2に、マッチ

ングがうまくいったときは、障害特性と仕事がマッチした例は約 25%であり、むしろ障害

者自身と職場、またその双方の支援体制が有効だったと考える人が 7害IJである。そこで、

マッチングのポイントとして、障害特性に合わせて、本人や職場を支援したり、支援のた

めのシステム構築が考えられる。第 3に、施設の特徴として地域特性、特に圏域に関する

ものが 5害IJである。 このうち圏域が広い場合は、エリア内の会議数も多く、かつ移動に時

間を要することがわかった。

*日本社会福祉学会 第62回秋季大会要旨用紙集(2014年)より一部修正
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E 調査結果と分析:

大阪府内障害者就業・生活支援センター訪問調査結果とその分析

-障害者と職場の双方を支える就労支援ー

1 研究目的・対象 ・方法

研究の目的:以下 3点をあらかにする

①障害者の就労支援をするうえで重要なことはなにか。

②障害音と職場をマッチングするときのポイントはなにか。

③障害者就業 ・生活支援センターの個別の特徴

研究対象 大阪府内 17か所の障害者就業 ・生活支援センターの支援者

研究方法:インタビュー調査結果をもとに就労支援の在り方について検討する)

2 調査概要

( 1 )対象の特徴

①障害者就業 ・生活支援センター:I就職を希望する障害者や在職中の障害者が抱える課題

に応じて、雇用及び福祉関係機関と連携の下で就業面・生活面を一体的に支援しており、

地域における就労支援の要」

②大阪府:全国 47都道府県中最多の就業生活支援センターを有する。

就職件数 (2013年度)は、東京(5，916)、愛知 (4，980)についで全国 3位の 4789件、但し

就職率は、 36.4%で全国平均 45.9%よりも低い。民間企業の障害者雇用率1.76(2013年)

で全国平均と同率。

( 2 )手順

①大阪府下全 18か所の障害者就業・生活支援センターの支援者に調査を依頼して、 17か

所から協力を得た。

②事業状況の確認(相談件数 ・内容、障害状況等)、及び就労支援について質問した。

( 3 )調査実施時期等

時期:2013年 9"-'12月 所要時間:60"-'90分

( 4 )分析方法

③調査協力者の回答のう ち共通項を見出し、その項目ごとの割合を分析した。

④支援の視点、 施設の特徴について、事業者別の傾向と項目間の関連性を分析した。

( 5 )調査項目(概要)

①確認事項

相談件数と支援内容、障害者数、障害者の就業状況と人数、相談内容とその割合、利用条

件

②インタビュー項目

就労支援をする上で重要なこと、障害特性と仕事のマッチングについての考え、マッチン

グがうまくいった事例、マッチングをうまくするためのポイント、施設の特徴、施設でと

くに力をいれていること
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3 基本事項 就業生活支援に関する基本事項

相談件数は、最多 14408、最少 903であり、 16倍の聞きがあり、平均は、 4509.10 利

用者数の最多 705、最少 260で、平均 469.2、このうち身体障害者平均が 12.7%、知的障

害者平均が 51.7%で全体の半数を占め、精神障害者が 32.1%である。利用者の就業状況は、

求職中の平均 497.7、在職中、平均 223.4で、全体の半数強は、在職中である。相談内容

のうち、就職相談の平均 1890、職場定着相談は、平均 1278.6である。就職する利用者が

増せば、少なくとも一定時期の定着支援を要すると考えられる。
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4 結果

( 1 )就労支援をする上で重要なこと(具体例)

就労支援で重要なこと

ロ障害者の基礎力

図障害者基礎力向上のための支援

臼障害者のアセスメント

回支援者の意識・基本姿勢

回支援者・関係機関との連携

ロその他

(a) 障害者基礎力(意志・能力) 4/21 19.0% 

本人さんが働きたいという意欲を持っておられることが重要

(b)支援者:障害者の基礎力向上のための支援 3/21 14.2% 

Figure 1 

障害者さんが(職場に、遅刻や休みなく)きちんと通えることが重要である。基礎訓練

をしている。

(c) 支援者が障害者をアセスメント 7/21 33.3% 

生活を含めたご本人のアセスメントと職業準備性の確認

(d)支援者の意識・基本姿勢 3/21 14.2% 

本人の人生全体を支援しているという謙虚さを持つこと

(e) 支援者:関係機関との連携 3/21 14.2% 

地域と連携し、共同作業をすること

(2 ) うまくマッチングしたとき

うまくマ之チングしたとき

障害特性・興味・その他が仕事とマッチ
密障害特性に合わせて障害者と支援
g 障害特性にあわせて職場を支援
ぉ障害者 ・職場を含めた支援体制形成
むその{也

(a) 障害者と仕事がマッチ 5/21 23.8九

①障害者の障害特性と仕事の一致

Figure 2 

発達障害で細かいところに気付く方がおられて、書類の並び替えとか、正確かどうかの

チェックをやっても らったら、 間違いないと 喜ばれています。
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②障害者の興味と仕事の一致

利用者の希望する者は何や、 この人の能力と希望する こと を明らかにし、それに合った仕

事、会社に対しては、環境整備をしなあきません。そこの とこ ろがうま いこ とひっついて

いくと い うか、同 じレベルになっていくのがジョブマッ チングやと思う 。

③障害特性と仕事が一致しないように見えるが、実際には一致(実習等で判明)

(支援者が)思っている以上に本人さんが頑張っていたり、キャラクタ ーがいい場合、会

社の受け入れがいいと、どう見てもマッチングが難しそうでもうまくいくことがある。

(b) 障害特性に合わせて障害者を支援 5/21 23.8免

精神障害者で、きめ細やかだけど優先順位をつけるのが苦手な方に、仕事の手順を構造

化・ 簡素化 し、手順書つくったらうまくいった例がある。

(c)障害特性に合わせて職場を支援 5/21 23.8九

本人さんの特性と会社の仕事を見せてもらったときに、苦手なところは苦手と伝えたり、

会社の中でほかの方がされている仕事の中で「こ ういう仕事は得意だと思いますj と伝

える。また苦手なことについては、 「ここの部分はすごく苦手やと思うので、ちょっと省

いてもらえませんかj ということもある。

( d) 障害者・職場(仕事 ・人間関係)を含めた支援体制 4/21 19免

①問題が起こり そうな点を事前に伝えておくことにより 、混乱は避けられた。困ったこ

とがあれば、相談を受ける。②事前に本人の状況を伝達した。現場での支持者の設定。

支援者の情報の共有及び対応体制。③定期的な職場訪問。定期的な支援員の情報共有。

④本人の頑張り 。事業所(現場)との関係の取り方。⑤本人の状況の把握と共有、本人

を取り巻く周囲の支援体制の構築(役割分担)。

(e) その他 2/21 9九

就労生活の生活部分を充実

就労生活の「生活」の部分を充実すれば、安定 した職業人が出来ると 思 う。

マ ッチングは継続が必要

うまくいったと思って手を放してしまうと、たぶんどこかで問題が生じる。 うまくし、かな

かった局面だって、それは、その人にとっては大事な経験かも しれない。 これを一緒に乗

り越えていくことで、支援者との信頼関係ができる。それは、共同作業だと思う 。

(3) マッチングのポイント

マッチングのポイント
障害者支援(精神面)

題障害者のアセスメン ト

-支援者の基本姿勢

巴職場のアセスメ ント

ロ障害者・支援者・職場の総合システム

包一般の労働環境整備

9 
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(a) 障害者支援(精神面) 6/25 24.0% 

就職 して も「何かあったら話においで」と伝えている。

(b) 支援者が障害者のアセスメント 4/25 16.0 % 

相談者や家族との面談を重ねることにより 、障害特有の症状に加 えて本人の成育歴や家族

歴などを総合的に考察 し、 その上で仕事内容をしっかり精査してマッチングする。

(c) 障害者を支援するための基本姿勢 4/25 16.0 % 

基本的に本人が主役なので、本人の希望や思いをちゃんと聞くことが大切である。本人の

思うと ころも聞いて、そのうえで、お話する。

(d)職場のアセスメ ン ト 7/25 28.0 % 

職場に行って、受け元のスタッフが作業 しながら、人的な環境も含めて体験 し、

本人とすり合わせをすることが重要である。

(e) 障害者・支援者・職場等の総合システム 3/25 12.0 % 

その上で

会社の環境整備、その人が働きやすい状況にするために、支援者が入っていき、会社の理

解、障害特性からはじまって、職務内容の見直しをやらんと難しし、かなと思う。

(f) 一般の労働環境整備 1125 4% 

ディ ーセントワークは、 制度的な問題を抜きにして、マッチングだけでは、実現しない。

ワーキングプアの問題がこれだけあって、障害者だけよくなるわけがない。

(4 ) 施設の特徴

施設の特徴

地域特性(圏域が広い)

図地域特性(都心・副都心部)

・就労支援の歴史が利用者に影響

回独自の事業内容 ・プログラム

臼その他

19ure 4 

(a)地域特性(圏域が広い場合 9/31 29. 0 気

地理的には、圏域が広いことが特徴である。このため、市役所に行 くにも車で 30分か

かったり、企業も駅から離れて、車でしか行けない場所だったりする。

(b) 地域特性(都心・副都心部 6/31 19.4免

人 口が多いので、障害者の相談も利用できる施設も多い。

(c)これまでの障害者・就労支援の歴史が利用者の障害特性に影勢 8/31 25.8九

知的障害者の就労が低迷していた時期、市の新規事業 として「障害者等自立訓練業」

ら女台まっている。

( d) 独自の事業内容・プログラム 7/31 22.6九

自前で訓練現場を持っており、訓練手当も払っている。

10 
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(e) その他 1/313.2免

新規の相談で、職業準備性が整っていない方が多い。

(5) 力を入れていること

力を入れていること
障害者の支援(心理・支援導入・就業と生活)

g職場支援(障害者と職場の双方)

g地域のネットワークっくり

m地域資源の支援力向上のための取り組み

ロ啓発

Figure 5 

(a) 障害者の支援 6/27 22.0 % 

①心理的支援

ひとりひとりの中身の濃さというのか、どろどろした部分をできるだけ一緒に味わって、

共有しながら、できるたけその人の思いを支援できれはと思う

②支援導入のための支援

センター独自の職業評価(週 4回 5時間開講)を利用していただき、今後の方向性を一

緒に見つける。

③就業と生活の両面の支援

生活の安定が仕事の安定にもつながると思うので、余暇活動をしている。

(b)職場支援(障害者と職場の双方支援 5/27 18.0 % 

就職後に障害者就業・生活支援センターを利用するケースには、職場等を巡回しながら

本人の様子を理解し、関係づくりをしている。

(c) 地域のネットワーク作り 8/27 29.0 % 

地域のネットワークづくりに力を入れ、月に 1回、会議をしている。

(d)地域資源の資源力向上のための取り組み 3/27 11.0 % 

地域の支援力をアッ プするための取り 組み(作業所の管理者と障害者に 5回の研修をし、

このうち 1回は、実習を入れている。)

(e) 啓発 5/27 18.0 % 

福祉から労働へ。 (地域の皆さんに、年に 2， 3回おこしいただく機会として、セミナ

ーやイベントを開催)

11 
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(6) その他の課題

その他の課題等
・圏域の問題

ロ障害者の環境支援(家族 ・ネットワーク)

阻制度・政策の問題

(a) 圏域の問題 6/25 24.0免

巴障害別の問題(精神障害者)

口雇用継続 ・定着支援

図質の問題・ 労働政策との関連

Figure 6 

管轄地域が複数あるので、会議が多く、自立支援協議会も複数になる。またハローワー

ク、支援学校もばらばら。 とくに各市の「福祉内容が違い、資源も、考え方も違う 。

(b) 障害者の環境支援(家族、ネットワーク 5/25 20.0見

就労支援ネットワークで人材支援に一番力を入れ、研修をしている。

(c) 制度・政策の問題 6/26 6/25 24.0免

障害者法定雇用率が1.8%から 2.0%に改定された影響として、企業さんからの相談が

多かった。事業所の中には、雇用率達成が目的のため、障害者がいてくれるだけでいい

という考え方のところもある。

( d) 障害種別特有の問題(精神障害者 3/25 12.0 免

就職後 1年の定着率は、知的障害 82%、身体障害 86%に対し、精神障害 59%で、精神

障害の方が低い。医療機関と連携しながらやっていかないと、増えてきた精神の方に対

応しきれない。

( e)雇用継続・定着支援 3/25 12.0 九

今後早急に検討が必要なこととして、職場定着支援がある。障害者就業生活支援センタ

ーで就労者の割合が増加している。 これに伴い定着支援も求職者を上回っている。また

就労移行支援事業所・支援学校卒業就労者等の定着支援の要望に応えるべく対応が必要

な状況である。

(f)質の問題、労働政策との関連 2/25 8.0免

ディ一セントワークが実現するためには、もっと広く必要なことがある。それは、制度

的な問題を抜きには、実現しない。 ワーキングプアの問題がこれだけいっぱいあって、

障害者雇用だけがよくなるわけがない。ディ ーセ ン トワークが達成されるためには、マ

ッチングだけはない。

5 考察

本報告は、大阪府障害者就業・生活支援センター支援者への調査をもとに、障害者と職

場双方を支える就労支援のあり方について検討した。 この結果、以下のことが明らかにな

12 
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った。

第 lに、調査協力者の回答の 8割は、就労支援で重要なことと して、障害者 自身の能力

や、その向上、アセスメントにかかわることを指摘している。そこで、就労支援をするう

えで環境調整の必要性はいうまでもないが、それ以前に、障害者自身の能力向上への取り

組みが重要である。

第 2に、マッチングがうまくいったときに対する回答は、障害特性と仕事がマッチした

例は約 2害IJであり、むしろ障害者自身と職場、またその双方の支援体制などが有効とする

回答を合わせると 7割である。そこで、マッチングのポイントとして、障害特性に合わせ

て、本人や職場を支援したり、支援のためのシステム構築が考えられる。

第 3に、施設の特徴として 8割の施設が地域特性、特に圏域に関することを挙げている。

このうち圏域が広い場合は、エリア内の会議数も 多 く、かっ移動に時間を要する。対して、

都心部は、人口が多いので、障害者の相談も利用できる施設も多い。 このように施設の特

徴は、地域特性、圏域に大きく影響を受け、これが課題、プログラムにもつながっている。
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インタビュー全文

就労支援について

1 ( )障害者の就労支援をする上で重要と思われることをお教えください。

斗( )それは、どんな理由からですか。

(1 )障害者基礎力(意志・能力〉

・本人さんが働きたいという意欲を持っておられることが重要である。家族が半ば無理や

り連れできたり、関係機関にすすめられて来てち、本人さんに働く気持ちがないと続か

ない。

・就労及び職業生活で必要な力は、本人がでさることを本人の力で獲得してもらうことが

できる支援が必要。できないこと等はなぜできないかを知り、配慮、工夫を男つけ出す0

・本人の体調管理の意識と、体調の変化に気づいたり、対応を一緒に考え、相談できる人

の存在が必要である。相談できる人と相談しながら、また前に向かっていく。この繰り

返しのためにセンターは惇在すると思う。

-当事者であり、家族さん、それから支援者との信頼関係と役割分担が重要だと思う。

(2)支援者:障害者の基礎力向上のための支援

・障害者さんが(職場に、遅刻や休みなく〉きちんと通えることが重要である。この理由

は、ほかの人より仕事ができなくても、毎日一定の数の仕事数が見込めることが大事で、

「突然休まれると一番困ります」という企業さんが多い。これに向けて、基礎訓練をし

ている。就労訓練施設等で 2週間程度受け入れをしてちらって、きちんと通って来られ

るか、{本む揚合にはどんなふうなのか、連絡があるのかないのか、作業指示に対して、

どんな風に対応するか訓練する。

・意欲は、自信から。自信は、積み重ねだ経験から。支援員ちあきらめない。逃げ出さな

しし

・本人のやる気と、本人自身が自分のことをしっかり理解すること。障害理解だけじゃな

くて。自分の得手不得手だったり、どうしたらしんどくなるんだとか、カバーレていく

方法は何だろうかとか、そんなことは大事にしている。この理由は、仕事はしんどいし、

つらいから。自分の弱さがわかれば、どんなふうに対処していこうと一緒に考えてゆけ

る。

(3)支援者が障害者をアセスメント

・以下2つが重要である。ます支援担当者の専門性、とくに就労支援に関する一定の知識

と?セスメント能力が必要である。

. ")フセスメントかきっちり取れていること。

・生活を含めたご本人のアセスメントと職業準備性の確認である。就労にすすめるのか、

あるいはもうちょっと苦手を克服し、訓練をしてから就職に結びつけた方がいいのかの

確認が必要である。この理由は、生活面は、職業準備性と関連が深いから。

基礎的な生活能力、生活習慣がしっかりしてなかったら、せっかく就職してち全部崩れ

て、継続して就職し続けることができなくなる。基本的な生活習慣の部分が一番の土台
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で、ここがしっかりしていないとなんぼ上がしっかりしていても、こける0

・障害者の方のしだい仕事とできる仕事の見極めをすることが大事である。このだめに、

職業センターや就労移行支援事業所などで訓練を受け、自分で気づいていただくことも

ある。

・適切に?セスメントし、本人と支援者が一緒に考えて本人自皐が自分の適性を知ること

で、ゆくゆくは、就労継続につながる。本人にとっても、自分の状態を適切に知ること

が大事である。

・障害者かなぜ働き続けられないのかを把握し、そこを支えることが必要。就職したらそ

れでよしとするのではなく、そのあとどのような支援が必要か(を横討すること〉がと

ても大事である。

・一番大事なことは、本人が就職しようという意志である。就業生活支援センターは、就

職したいと思っているひとの支援をするところであって、就職する気のない人をその気

にさせるところとは遣う。その上で、仕事のマッチングや紹介するタイミングである。

どういうタイミングで就職活動に入るのか、そのときに本人にあうところを紹介すると

いうマッチングは、大事である。このうえで職場実習、就職してからのフォローが大事

である。

(4)支援者の意識 ・基本姿勢

・本人の働きたいという気持ちを尊重すること。また本人が見通しが立つようなお手伝い

をすること。

・本人の人生全体を支援しているという謙虚さを持つことは大事である。結局、自分たち

の出来ることは限られているので、その人の人生の一部を支援させていただいていると

いう、そんな姿勢は、就労支援にも必要だ、と思う。

その人を中山に、企業とか、ほかの機関とつないでいけるか。そのためには、相手の限

界ち役割ち知っておかないといけない。

最後は、マッチングが重要である。このためには、本人を知るということ、本人のこと

を知るには、障害の特性だけじゃなくて、やっぱり全体を知って見ていかないといけな

い。その全ては、自の前にある人にある。支援者として検挙にならないといけない。

・支援者としても (一般の事業所で)r働く」ということの理解が必要である。企業ち経営

の問題だつだり、人員配置だつだり、業務を抽出することやリスクなどで不安やと思う

ので、そのことを支援者は理解しないといけない。

(5)支援者:関係機関との連携

・本人の希望・思いを尊重し、必要に応じて関係機関と連携協力を行うこと

-地域と連携し、共同作業をすること、全体でご本人さんとかかわるのでないと、とてち

無理である0

・就労先としっかりした関係を築き、本人等関する情報を常に交換しつつ支援することが

重要である。

19 



ディーセントワークを促進するものと しての障害者雇用に関する研究 I

(6)その他

・重要なことが多く、優劣付けがたい。

2 ( )障害者の障害特性と仕事とのマッチングについてお伺いします。

マッチングについてどんなお考えをお持ちですか。

=今上記のお考えについて

二今 ( )そのように思われるのは、どんな理白からですか。

コ ( )具体的な事例があれば、ご教示ください。

(1 )匡雪自身の障害理解・受容

-マッチングは、利用者本人がするもんやと思っている。支援者のほうは、どれだけ(マ

ッチングのための〉素材を提供できるかが大切である。

-マッチングは大事である。マッチングに刻してすごく重要なのは職場実習である。自分

と職揚が果たして合うてるんかどうか、本人にもわからへんし、会社も面接だけではわ

からない。就職活動に入る前に、いろんな職場を実習して経験して、「僕はこういう仕事

が向いていたJIあそこゃったら、あのひと、だいたいうまいこといいはるな」というの

がわかっできたら、そこへ仕事に行かせたらええ。

・本人が納得すること。本人がこの仕事をしたいということと支援者からのアドバイスが

重要である。

この理由は、一人で就職活動をしていて、同じ失敗を繰り返すことがよくあるが。支援

者がかかわる意味は、そういう振り返りを一緒にでさること、本人さんに経験の積み上

げをしてもらうことだから。

・現状からのスタート。ステップアップはOK.

(2)匿習が障害者の障害理解・受容を支援する

・本人のしたい仕事と出来る仕事とのギャップをお話し、本人が納得した上で、就労につ

なげる。このことで、仕事を安定して継続できる。このだめに本人の自信があること、

できることを男させていただく。

-ます一番に障害者個人をどれだけ深く理解しているか、この上で、 2番目にマッチング

がある。企業さんがやっている内容、仕事の内容、状況、そこの仁指揮が甘いとうまく

いかないので、これをつかめるといいマッチングができると思う。

-マッチングはすごく大事だと忠う。本人がいくら頑張ろうと思っても、仕事と本人のタ

イプが遣う揚合。うまくいかない。特性上難しいところの仕事をされている方は、相談

したり、こちらが調整してち、うまくいくわけではないことが結構あった。たとえば、

刻人関係が苦手なのに接客業に行く揚合などがそうである。

-マッチングを重視しないと仕事が定着しない。誰でも、苦手なことを頑張り続けるのは

すごく大変なことであり、周りからも評価されない。やっぱり本人が自信を持って働い

ていけるほうが、結局、本人にちいいし、会社さんにもいいと思う。

・本人及び本人を支える万が本人のことを知ること。
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(3)雇画唱冨の障害者自身の障害理解・受容を支援する

-やってみないとわからない。いかに職業評価をしてマッチングがうまくいってち、上司

が代わったら辞めることちある。いろいろな桁余回折をずっと支え続けていける、その

人自皐が強くなることも必要だし、企業側の環境ちどう整えていくかも必要である。

-必ず必要なこと。この理由は、若年層、学絞を卒業した人で実習は受けているけど、就

職の意昧を知らない人ちいる。そこで、実習や職揚訓練、作業所での訓練、障害者職業

能力開発校の訓練は、すごく必要になる。訓練しているときに、その人の希望や能力、

本当に楽しく仕事ができる。

・ベストマッチになったらいいが、それを待っていたら、いつまでも就職できない現状ち

ある。そこで概ねマッチするで、走っていることが多い。ただ優先順位はあるし、その

人によって遣う。人によっては、これは外せないというのはあるので、あとは、優先順

位の低いところは、「何とかやってゆけるんだったら、やってみたら」という感じで進

めてゆく。

・事業主(企業〉に本人の状況及び対応方法をできるだけ適切に伝える。

(4)職場の障害者理解と仕事のアセスメント

・清掃、工場内作業等易体を使った仕事、事務職などさまざまな仕事があるなかでのマッ

チングを行うこと、企業に苅して本人の障害特性を理解してもらうことが大事。

・仕事というのは、仕事の環境とか、人の環境、物の環境、建物の環境で改善できるとこ

ろ、その人に合うようなかたちでできるものがあれば、-藩それが望ましい。職揚さん

ありきだと思っているので、やっぱり職場さんが最恒限歩み寄っていただけるようなこ

とに対して、その障害、ちしくは、その人にあつだちのが提供できるのであれば、一番

それがよいマッチングじゃないかと思う。

・就労先の人間関係のマッチングが重要である。担当である上司が異動がすると、性事が

継続できなくなった例もある。このため環境が蛮わるたびにマッチングが必要になる。

また仕事だけでなく、家族等の生活環境ち同様であり、家族が病気になっだことで環境

が変わることもある。

-マッチングがなんぼよくても、会社にいかへんかったら仕事にならない。仕事は、知識

と知恵と行動力の掛け算たと思っている。行動力とは、休まないこと。たとえば3ヶ月

の評価はいし1けど、2週間体みので、会社の評価としては穴があくといつだ揚合がある。

そうすると掛け算では、 10X10XOと同じ状況。会社はOでは、夕、メ、穴があくから。

・発達障害の万で、支援学校のときに就職を決めて、障害者就業生活支援センターに登録

した方がいる。就職先は接客業。会社ち発達障害の特性がわかっておられなかった。こ

のため障害特性の説明等したが、本人ちだんだんいやになってきて仕事にいかなくなた

り、 早退し疋りして、会社から解雇といわれた。この原因は、ミスマッチだと思う。今

は、農業の特例子会社で働いて、毎日とても楽しげに仕事されている。

(5)マッチングのプロセス(マッチングとは)

・オーソドックスな就労支援の進め方を1から 10まで数えだとき、 10をフォローアッ

プとすると、マッチングは、 7位である。マッチングの中では、職揚のアセスメントが

とても重要である。次に本人のアセスメント、さらに職場に入る寸前、実習から集中支
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援の聞は、職場支援(企業支援〉が重要である。

(6)その他

・マッチングは重要である。但し、うまくいつだ事例は、記憶にとどまらず、うまくいか

ない事例の万がよく覚えている。

以下では、囚または、固のいずれか、答えやすい質問にお答えください。

囚
3 ( )障害者の障害特性と仕事とのマッチングが重要と思われる方に、お伺いします。

実際に、マッチングがうまくいった事例がありますか。

11まし¥Jの揚合

=今 ( )うまくいったと思われるのは、どんな点からですか。

=今( )うまくゆくために、どんな条件がありましたが。

二今( )あるいは、どんな工夫をされましたか。

「し¥G¥え」の揚合

二今( )マッチングがうまくゆかない要因としてどんなことがありますか。

司( )どんなことがあれば、マッチングがうまくゆくと思われますか。

(1 )層重量と仕事がマッチ

①匝重量障害特性と仕事の一致

・発達障害で細かいところに気付く万がおられて、書類の盟び替えとか、正確かどうかの

チ工ツクをやってもらったら、間違いなし1と喜ばれている。一般の従業員の方が間違え

て、病院の個人ファイルを遣うファイルに挟んだとき、その方は、「これ、遣います」

と持って来てくれたらしい。そうしたことを喜ばれている。

. [うまくいった事例]すこ、く細かい作業が得意な高機能自閉症で、基本的なコミュ二ケー

ションはとれる万の揚合がそうである。本人は、事務関係を希望されていたが、農業関

係でうまくいった、仕事内容は、ビニールハウスの中で温度管理をし、種を植えるとい

うすごく細かい作業をしだ。作業は、決まったスポンジの穴の中にピンセットで 2粒と

か3粒の種を入れる仕事である。本人は、細かいのが得意なので、スペシャリストみた

いな感じで、会社さんからちすごく評価されている。

②唇電興味と仕事の一致

・具体的な例だと、障害者能力開発校に行かれた人で、ちょっとだけうどん屋さんでアル

バイトをやったことがあっ疋。飲食関係ゃったらすこ、く楽しかったという話を楽しそう

にするし、実際、家でちそんなことがちょっとできるとか、そういうふうなことが1少し

ずつ出てきたら、食堂関係の会社さんに就職したら、厨房に入って料理までできるよう

になった。そうなってくると仕事と本人がぴったり合ってくる。

だから、この人の能力と希望することを明らかにし、それに合った仕事、会社に対して

は、環境整備をしなあかん。そこのところがうまいことひっついていくというか、同じ

レベルになっていくのがジョブマッチングやと思う。
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③障害特性と仕事が一致しないように見えるが、実際には一致(実習等で判明〉

・本人がひょっとしたらできひんかなとやっているような仕事でも、やってないとわから

ない。「ずっと福祉業界でやってきた人がスーパーとかで実習をやっても、意外にできる

んやな」とか「この人、精神障害だけど(一般に苦手といわれる〉対人コミュ二ケーシ

ヨンもできるんやな」とか、紙面上でなく、実習で見ないとわからない。

・[うまくいかない事例]アセスメント不足、または、本人の希望が、現実的でないとき。

たとえば、本人が事務職をしたがっているのに掃除の仕事を紹介する揚合など。

但し、(支援者が〉思っている以上に本人さんが頑張っている揚合や、本人のキャラクタ

ーがし1し¥1易合、会社の受け入れがいい揚合には、どう男てちマッチングが難しそうでも

うまくいくことがある。

(2)障害特性に合わせて障害者を支援

・[うまくいった事例]広汎性発達障害の方で、職業安定所の紹介で高齢者に介護施設に就

職された方。はじめデイサービスで仕事をされており、ほかの職員さんとうまくいかな

かったことがあつだ。本人が「自分だけぽつんとひとりぼっちゃ、みんなに嫌われてい

る。」といってどんどん情緒不安定になっていった。そこで、仕事内容を男直して、独居

老人の人に弁当を配る仕事をやってもらうことにした。これは、独り仕事で、ほかの人

と連携する仕事ではないので、結構はまった。事前に下見をしたり、自分なりの地図を

書いて回る順番を決めたりして、ちゃんと 1軒 1軒回ってはった。ある日、配達先の万

の死亡に気づき、その対応がうまくいって、すごくほめられました。こうした評価ちう

けて、 3年間勤務した。

就職するのが難しいなというひとでも、その中でご本人の居場所というちのを作ってあ

げたら、マッチしたのかな。それが弁当配りだったと思う。

[うまくいかなかった事例]あとから入職した人のほうが仕事ができたり、ほかのスタッ

フとうまく仲良くしていると耐えられない。他人がほめられているのを男て、自分がへ

こんで「僕はだめなんだ」と言って、「辞めます」と言い出した。(しかし、本人は、 3

年仕事を続けたので、限界だったと思う。〉

・重要は重要だと思う。個別には遣うかなと思う。たとえば単純作業が好きな人は、がっ

つりやっぱり続けているひともいる。とてもしんどいな、過酷や、寒い中で、雨の中で

こ、みの掃隙をやってなあというのを辛抱強くできる人もいる。特性というのは、あると

は思うが、一概に発達障害者だから、あいまいな清掃ができへんといったら、そういう

わけじゃない気がする。支援している人の中でも「ここは何往復したらOKだよ」と決

めてあげることで、お掃除ができたりする。マッチングの1つの要因としては考えられ

てもし1し1かなと思う。

・[うまくいった事例]精神障害者で、きめ細やかだけど優先順位をつけるのが苦手な万

に、仕事の手順を構造化・簡素化し、手順書つくったらうまくいった例がある。

但し、障害特性がマッチングと直結するわけではない。コミュ二ケーションがすごく苦

手で、その障害特性が仕事内容とマッチせず、介護現揚等で就職した揚合でち、本人の

「利用者の人に承認されたし¥Jという気持ちとそこの職場がマッチしたら、なんとかう

まく定着する。

[うまくいかない事例]本人が支援なしに自己判断で就職し、支援者は、就職後の定着支
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援から始める揚合には、うまくいきにくい。就職しているので、そこで支援するしかな

いため、本人ち頑張っているけど苦しい、会社ち苦しい。但し、働きたいという思いが

あって、つらいながらちうまくいっている人はいる。

-高次脳機能障害で記憶や空間認識が弱い万の揚合、仕事をするうえで育用なのでメモを

取ってもらう。メモの取り方は、ご本人の性格、仕事、職場を男させていただき、適切

であろうメモの取り方を提案した。定期的な面接では、このメモをちとに職場の指示の

出し万ちチェックしている。

・[うまくいた事例]自閉の強い方で、言葉はおうむ返しの万が、食器洗い作業でうまくい

ったことがある。自分のところにきた食器を全部洗って機械にかけていくことを繰り返

すだけの仕事がはまって、 7年くらいすっと続けている方がいる。

この条件として、職場が理解があり、頑張ったことがある。

(3)障害特性に合わせて職場を支援

・[うまくいった事例]イレギュラーな仕事が苦手な障害者には、企業に苅し、あらかじめ

定型外の仕事の提供を控えてもらうよう伝えてちらうことにより、安l!j¥して仕事をレて

ちらうことができる。

・本人さんの特性と会社の仕事を男せてもらったときに、苦手なところは苦手と伝えだ

り、会社の中でほかの方がされている仕事の中で「こういう仕事は得意だと思います」

と伝える。また苦手なことについては、「ここの部分はすごく苦手やと思うので、ちょっ

と省いてもらえませんか」ということちある。

-マッチングは 2パターンある。はじめに会社が出したカードである求人の内容と本人の

仕事がひ。ったんこの揚合、ちとちとのベースがあれば、うまくいくと思う。しかし、会

社の説明と本人の理解しだ話が遣っていた揚合、本人のできる仕事を会社が用意できる

かが問題になる。

マッチングは、仕事だけじゃなく、人のマッチングちある。なんぼ仕事がひったんこ合

っても、教える人がいややったらアウト。

・企業が障害者を受け入れるための集中支援が重要である。職場のアセスメントがなく、

作業、仕事のアセスメントと本人の作業能力と作業内容だけでマッチングして就職した

揚合、うまくゆかないことが多い。

-出来る限り周りの意見に左右されないようなセッテインクが出来た揚合、要するに、で

きるだけ本人が決めた状態、納得しだ状態に持って行けたときには、うまくいったと思

つ。

(4)障害者・職揚(仕事・人間関係〉を含めた支援体制

-マッチングは、ひょっとしたら、医療関係者ち一緒に実習を見てくれたりとか、ケース

ワー力ーも男てくれて、本当にその人を支える人で一緒に同じ方向を向いていけたら、

もうちょっとわかりやすく支援ができてゆくのかなと思う。

・うまくいくための工夫として、職場実習をした。また行政機関や地域の相談支援センタ

ーと連携している。

・[うまくいった事例]うまくいった点は、以下の通り。①問題が起こりそうな点を事前に

伝えておくことにより、混乱は避けられた。困ったことがあれば、相談を受ける。②事
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前に本人の状況を伝達した。現場での支持者の設定。支援者の情報の共有及び苅応体制。

③定期的な職場訪問。定期的な支援員の情報共有。④本人の頑張り。事業所(現場〉と

の関係の取り方。⑤本人の状況の把握と共有、本人を取り巻く周囲の支援体制の構築(役

割分担〉。

・職揚環境の影響は大きいと思う。指導者の方ち発達障害のことについて勉強されては

る、業務が発達障害者の方に合ったというよりも環境が良かった。

(5)その他

就労生活の生活部分を充実

・就労生活の「生活」の部分を充実すれば、安定しだ職業人が出来ると思う。

マッチングは継続が必要

・うまくいったと思って手を放してしまうと、たぶんどこかで問題が生じる。うまくいか

なかった局面だって、それは、その人にとっては大事な経験かもしれない。これを一緒

に乗り越えていくことで、支援者との信頼関係ができる。それは、共同作業だと思う。

固
4 ( )障害者の障害特性と仕事とのマッチングを重視されない万にお向いします。

障害者の就労支援がうまくいったと思われる事例をこ、教示ください。

=今( )うまくいったと思われるのは、どんな点からですか。

=今( )うまくゆくために、どんな条件がありましたが。

=今( )あるいは、どんな工夫をされましたか。

なし。

lAおよび81のどちらを選択された万ちお伺いします。

5 ( )障害者の障害特性と仕事とのマッチングをうまく行うためのポイントやコツに

ついてご教示ください。

(1 )障害者支援(精神面) 6/25 24.0 % 

・就職しでも「何かあったら話においで」と伝えている。まだ会社さんと話をするときに、

どこまで本人のことを話していいか了解を取って話をすることが大事である。

・13年まで勤めたら、もう万々歳ゃから、次にまた頑張ろうな」という。本人の居場所を

つくってあげたこと

・就職後の支援のほうが就職前よりも大事

-健康で自分がおれそうになったときに聞けてくれる人がいて、その中で自分が何かして

いきたいなと思ったときに、仕事を続けていけるかなと思う。

-これは限界ゃなと思ったら、引き留めることが正解とは限らない。

(2)屋両障害者のアセスメント 4/25 16.0 % 
・相談者や家族との面談を重ねることにより、障害特有の症状に加えて本人の成育歴や家

族歴などを総合的に考察し、その上で仕事内容をしっかり精査してマッチングする。こ
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のためにも信頼関係が大事で、ご自身がしんどい思いをされているのを、ます受容する

ことが大事である。

・前向きに、得意なところとして活かせる特性とそうでない特性とがある。その特性の中

で絞るように、「でも、これだっだら会社に貢献できるかな」みだいなかたちでやってい

かなあかんのかなと思う。特性をアピールポイン卜として整理出来ない人かきたとき、

どんなふうにこの特性をアピールポイントとして言って、マッチングしていくのかは、

本当にこれからの課題かなと思う。

・本人の能力と希望をきめたアセスメントと、支援者がそれをちゃんとわかっているかど

うか、また本人が自分のことを理解できていることが大事である。

・本人をよく知ること。特性だけでなくて、性格ゃいままでの生活歴ち含める。

ひょっとしたら、家族や医療関係者に聞かないといけないところもあれば、どこかで評

価テストをしないといけないことちある。

(3)障害者を支援するための基本姿勢

・(本人が納得して決めることが大切なので)(支援者がひとこと指示すれば〉すぐに決ま

る揚面でも(あえて指示するようなことを〉言わないことが大事である。

-基本的に本人が主役なので、本人の希望や思いをちゃんと聞くことが大切である。本人

の思うところち聞いて、そのうえで、お話する。

・会社と個人のマッチングち大事やけれどち、ます支援者が彼ら(支援苅象である障害者)

とマッチングできることが大事。マッチングできなかったら支援にならない。信頼ちさ

れないし。信頼されるためには、時間もかかる0

・面接の時にご本人さんと相談して、自分の苦手なところと得意なところをよくまとめて

面接で答えるようにしている。自分の強いところだけじゃなくて、弱いところ。あまり

得意じゃなくて、ここは配慮が欲しいというところまで、できれば、ご本人さんから言

うようにしている。

(4)職場のアセスメント

・①問題が起こりそうな点を事前に伝えておくことにより、混乱は避けられだ。困ったこ

とがあれば、相談を受ける。②事前に本人の状況を伝達した。現場での支持者の設定。

支援者の情報の共有及び対応体制。 ③定期的な職場訪問。定期的な支援員の情報共有。

④本人の頑張り。事業所(現場〉との関係の取り方。⑤本人の状況の把握と共有、本人

を取り巻く周囲の支援体制の構築(役割分担〉。

・職I君に行って、受け元のスタッフが作業しながら、人的な環境ち含めて体験し、その上

で本人とすり合わせをすることが重要である。職場では、本人を想定しながら、職場の

人ひとりひとりとやりとりをしつつ支援を進める。職場のアセスメントは、キーパーソ

ン、リーダ一、指示系統、人間関係等である。本人が職揚に行く前に、職場と支援者が

なるべく多く接触を持てば持つほど、マッチングは仮想でなく、現実に近づく。

部分だけがマッチしていても、人的・物的・家族面・準備性となどが合わなかれば、バ

ランスが合わないので、うまくゆかない揚合が多い。

・組織に入るので、職揚という組織の中で本人が役立つ可能性は、作業内容は優先順位は

恒く、その組織の体制と人的と物的なところに、本人がいられるか、組織も受け入れら
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れるかということがあれば、うまくゆく 0

・いろんなプロセスを踏んで、どんな状況で仕事があるのか仕事の内容や環境をみる。

-基礎訓練や就労移行支援事業を受けていた方や職業評価を受けた万であれば、ある程度

特性が見える。これに基づいて、企業さんでお仕事と合うかどうかを見ていくことが多

い。企業さんに面接や見学に行くときがあれば、その方の特性をお伝えする。また会社

見学に行くと、ほかの方の仕事ぶりを男させてもらうので、その中で、隙間の仕事を見

つけさせてもらう。

・会社さんの環境整備が重要。その人が働きやすいような状況にするため、会社さんの理

解を深める。障害特性から始まって、職務内容の男直しをきちんとやらんと難しい。

・一番キーマンになるような人がいること。「おはよう」とか「ちゃんとご飯食べたか」と

か、ささいな感じの、ただの普通の言葉がけだけど、よく世話をしてくれる上司等周囲

の荏在は大きい。

(5)障害者・支援者・職場等の総合システム

・会社の環境整備、その人が働きやすい状況にするだめに、支援者が入っていき、会社の

理解、障害特性からはじまって、職務内容の見直しをやらんと難しいかなと思う。

・本人と支援者、支援者と企業との関係が良好であること。このため、随時連絡を取って

いる。またマッチングのために、本人が出来るスキルと仕事内容、職場環境が大きく影

響する。(女性比率、労働者数、労働時間、給与等〉

また障害によっては (とくに発達障害、知的障害〉、職業評価をうけてもらったり、ほ

かの障害福祉サービスを受けてもらって、状況を確認する0

・関係機関と細かい情報交換をし、「生活の部分はお願いしますJr朝は何時に起こしてく

ださい。この時間までにはそこを出ないと仕事には遅れるんです」などを伝える。支援

者側が配慮したかたちでシステムを作らないかんかなと思う。

(6)一般の労働環境整備

-テ、イ 一セントワークは、制度的な問題を扱きにして、マッチングだけでは、実現しな

い。ワーキングプアの問題がこれだけあって、障害者だけよくなるわけがない。

III.貴施設の特徴について

6 ( )貴施設の特徴を教えてください。

[地域的な特性、事業者の特性。障害者の特性等]

二今( )この特徴は、どんなことから生まれているかお教えください。

(1 )地域特性(圏域が広い揚合)

・圏域内には、企業が少ないので、体験実習先の確保が困難である。

・多数の市町村があること、ちょっと辺部なところにあり。いろいろなところに差がある。

田舎だからかち知らんけど、ご家族が障害をあまり認めたがらないこともある。

・圏域の北側と南側で特性が異なる。北側は、外部からの流入が多い。南側は、古くから

の住人が多く、貧困家庭が多く、生活保護率ち高い。圏域内の企業規模は、小さく、障

27 



ディ 一セントワークを促進するものと しての障害者雇用に関する研究 I

害者雇用率苅象外企業が多い。そこで勤務先や実習先確保のためには、範囲を広げる!必

要があり、近隣の関係機関との連携は必要不可欠である。

・田舎。住宅地が点在したり。会社がある工リアは一部に限られている。そして、パスの

本数が極めて少ないエリアの方ち苅象になる。職揚まで行くのに、コストち時間もかか

るエリア。そこで、本人は就労する力を持っていて求人に応募しても、会社規定で通勤

費の上限があり、それ以上支払えないので、就職に至らないことちある。まだ、交通の

便のいいエリアに住んでいるひとは、居住市町村以外に出て、健常者と同じような通勤

をされている方が多い。

-地理的には、圏域が広いことが特徴である。このため、市役所に行くにち車で 30分か

かつだり、企業ち駅から離れて、車でしか行けない揚所だ、ったりする。そこで、圏域内

の企業にち通えるひとが限られる。「自転車で通える範囲で就職したい」と言われる利用

者だと仕事探しに制限が出る。

・所轄が複数市あるので、それぞれの福祉内容、資源ち異なる0

・地域的な特性として、小規模事業主が多い地域。

-生活保護の方が多いこと

・特性が就職に大きく影響

祭りが盛んな地域であり、 1年間、祭りで始まって祭りで終わり、祭りが生活、人生の

中山みたいなところがある。この良い面として、上下関係はきっちりしているが、悪い

面として、お酒やタパコ、女性が男性を立てるところがあり、仕事にち影響する。まだ

地元志向が強く、近いところで就職したしりという人ち多い。

(2) 地域特性(都I~\ ・副都I~\部〉

・人口が多いので、障害者の相談ち利用できる施設ち多い。また法人の遣う支援センター

が、ひとつの名称のもとに協力し合っている。

・圏域が1市(人口 83万余人〉であるため、センターは 1か所増設し、 2か所あり0

・都I~\に近いので、都市部で就職する人が多い。 仕事内容は、知的障害では、軽作業、清

掃業が多く、精神障害は事務補聞が圧倒的に多い。

・サービス業への就職者がかなりの比重を占めており、製造業・軽作業だけをする業務は

すごく減っている。この背票には、圏域内の製造業の事業者は、なくなっていることが

ある。 そこで、利用者の勤務先のほとんどは、管轄外の事業所(都I~\部)である。

利用者は、公共交通機関を使って遠いところまで移動する人が増えている。これは、障

害程度が軽いからというよりも、そうしだ訓練ができているからであろう。

・立地条件がいい。この理由は、 3つある。1つは、職業安定所が自転車ですぐ行ける距

離にあること、しかも平地である。2つめに平地なので会社訪問ち自転車で何件ち回れ

る。3つ日が就労支援事業所がないので、これゆえに就労継続支援B型事業所や、行政

等の支援機関がすごく協力的なこと。

・自分の住んでいる地域で、自転車に乗れる範囲で、実習を希望したらでさること。

(3)これまでの障害者・就労支援の歴史が利用者の障害特性に影勢

・平成4年に当初知的障害者の就労促進が恒迷していたことから市の新規事業として「知

的障害者等自立訓練事業」が立ち上げられたことから始まっている。

28 



ディ一セントワークを促進するものとしての障害者雇用に関する研究 I

-平成 9年ころから大阪府ち府内 18センター設置を目標にしたことで、平成 20年に指

定を受けた。

・当障害者就業生活支援センターは、母体である法人内の 1事業であるが、法人内の他の

事業とは一線置いて独立している。ただいろいろな関係者がいるので、事業所内で相談

はしやすいし、アドパイスち頂ける。

・社会福祉資源として知的障害、精神障害のものは多いが、皐体障害関連がすごく少ない0

・障害者の特性として、知的障害者の登録が多い、また医療機聞からの紹介で精神障害者

ち増えている。

・以下3点がある。1つは、精神障害の万の相談が多い、この背票には、圏域内に大規模

な精神科病院があること、またもとちと精神障害者を苅象とした支援機関のネットワー

クがあったが、その後解体し、地域の受け皿が不十分になっていることがある。こうし

た理由のため、定着支援よりも訓練のあっせんに手がとられる。

-地域に聞かれた全ての障害に対応している。このために、慣れと勉強、個人の経験をな

るべく職員でシェアしてゆくことがある。

・精神科医療機関数が多い。そこで精神障害のグループで始め、知的障害の施設の人ち入

れて就労支援ネットワークをつくっている。今年度からは、ワーキングチーム方式をと

って、就労支援と精神科医療福祉の連携をきちんと考えるだめに、就労移行スタッフの

人材交換と地域デイケアめぐりをしている。

(4)独自の事業内容・プログラム

・運営母体の施設が、障害児の施設、障害者の施設、総合施設、多機能型の生活介護と就

労移行支援、就労継続支援B型、皇体障害者福祉センター、皐体障害者福祉センター、

老人福祉センター、児童センター、障害者職業能力開発訓練施設があった。ちとちとdJ11

練施設をしているところで就業生活支援センターをしているのは、大きな特i顕である0

・地域性としては、結構昔から知的障害の福祉施設、作業所や授産施設が多い。今は3障

害を受け入れるけれども、どの障害ち蛮わらない苅応をされるので、知的障害以外の資

源が弱い。

・法人が自前で訓練現場を持っており、訓練手当ち払っている。

・毎年、年間 20人の方が市役所で実習できる。市役所では、最長 2年間臨時職員として

雇ってくださっている。ます。半年で実績をつくって、半年から 1年の聞でまた求職活動

をする。この際、半年間の実績があるので、職安ち推薦しやすく、就職しやすい。こう

いうシステムがあるのが特徴である。

-国の事業委託のほかに市の事業委託を受けている

.職業評価機能がある

・「働く仲間の集い」に力を入れている。また地域とのつながり、やっぱり地域の支援を少

しでもアップしていけたらと考え、そのための取り組みをやっている。

(5)その他

・新規の相談で、職業準備性が整っていない方が多い。
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7 ( )障害者の就業・生活支援にあたり、着施設で特に力を入れていることがありま

すか。

斗「はしりの揚合

=今( )なぜその取り組みが重要とおもわれますか、

=今( )その取り組みによってどんな効果がありますか。

(1 )障害者の支援

①I~\理的支援

・ひとりひとりの中身の濃さというのか、どろどろした部分をできるだけ一緒に昧わっ

て、共有しながら、できるたけその人の思いを支援できれはと思う。

・その万の二一ズ、どうしたいのかをしっかり引き出すようにしている。働くことがゴー

ルではなくて、安定した収入を得て、その先に伺を実現していきだいのかも聞いている。

この理由は、就職では、しんどいことを目指すから。

・就職できて、希望する職種で、マッチングもできているにもかかわらず、行くのがしん

どいというだけで仕事を辞めだいという人もいる。その気持ちを変えてゆくことち必要。

②支援導入のための支援

・職業評価:障害者の中には、手帳府所持者、障害受容がまたの方、訓練が必要である

が、適した事業所がない方を苅象に、センター独自の職業評価を利用していただき、今

後の方向性を一緒に見つける。週4回5時間(うち休憩一時間〉開講。

特別支援学校の2年、 3年生 (在学中〉で就労を希望する生徒を苅象に、スムーズな定

着支援を行っていけるように、この時期から本人状況の把握と顔の男える機会を設ける

ことを目的に職業評価を実施している。

評価についての刻果は、本人が自分の状況把握をするきっかけになり、今後の方向性を

見つけるきっかけになった。

③就業と生活の両面の支援

・生活の安定が仕事の安定にもつながると思うので、余暇活動をしている。具体的には、

遊びの計画を 2カ月に 1回、それがない月に勉強会をしている。遊びでは、今度、京都

に行く。勉強会は、携帯電話の使い方、自転車の後方なとをした。いつか支援者がいな

くてち遊びに出かけたり、小グループでも普段からいろんな相談がし合えるようになっ

たらいいと思う。

・就労ゼミ:今後就労を希望しているが職業生活等でのコミュ二ケーションが苦手、環境

に適応していくのに不安であったりする方を苅象に、週 1日1時間半開設している。

この効果として、不安・戸惑いの緩和になったという声がある。

(2)職場支援(障害者と職場の双方支援〉

-企業数が少ないため、雇用に至る前段階での実習受け入れ企業の開拓が最優先課題にな

っている、

・就職後に障害者就業・生活支援センターを利用するケースには、職場等を巡回しながら

本人の様子を理解し、関係づくりをしている。

・今年度は特に定着支援を意識している。中でち以下 3点を重点的に取り組んでいる。1

つは、企業に刻する定着支援、 2つ自に訓練をあっせんしたあとの定着支援、 3つ目に
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新しい障害の方にも対応できるような取り組みである。とくに精神障害の万が増えてい

るが、定着率が、 50%台であり、知的障害 82%、身体障害 86%と比較して倍いので、

定着に力を入れている。

-自前で訓練現場を持っており、喫茶庖と清掃をして、手当ち払っている。これは、

モチベーションを上げてほしいし。身なりを整えて仕事に向かう訓練。

・事業所で雇用契約を守っていないとか、理不尽な時応については、労働局に話をしてい

る。

(3)地域のネットワーク作り

・職場・本人・関連機関との関係づくり及び本人への個別支援が大切である。

職場からの依頼で、 1週間連絡がつかなかった障害者の安否確認をした。すると、会社

も仕事内容等に関する助言を受け入れてくれている。

-地域のネットワークっくりに力を入れ、月に 1回、会議をしている。

・ジョブコーチの基本プロセスを意識している。とくに一番重要なのは、ネットワークだ

と考え、いくつかの機関で分担しながらこのプロセスを行っている。

-事前準備相談、定着支援、地域のネットワーク作りに力を入れている。

この理由は、躯体的な訓練、就職活動は、就労移行がしてゆく時代かだと思うので、就

労移行につなぐまでの事前相談と、就職後の定着支援に力を入れている。準備して訓練

して就職して定着してという一連の流れをつくるために、ネットワークが!必要である0

・関係機関、とくに地域活動支援センター、作業所、医療機関、社会福祉協議会などとの

連携を重視している。なかでも社会福祉協議会は、金銭管理や実習の受け入れをお願い

している。

・関連機関と連携をとってひとりの人を支援してゆくことを大事にしている。この部分

は、あそこ、ここは、こっちと割り振ってゆくことによって、 1つのケースが片付いて

いくことが大事である。

・関係機関、周りのハローワーク、保健所、支援学校、市町村の障害福祉といった周りの

関係機関とスムーズにいくような連携をしている。とくに関係ない会議もどんどん顔を

出している。これにより、障害者のことで困ったことがあったら、ほとんどうちに来る

ようになっている。新しいちのを取り込んで、常に変えてゆこうとしている。

・手帳がなくても難病の方ち来られるし、すべての障害の万に対応できるようにし聴覚障

害者の方の支援に力を入れている。とくにこの圏域には、聴覚障害の入所施設があり、

連携している。

(4)地域資源の資源力向上のための取り組み

・支援蓄が支援を抱え込まないようにしている。地域によって、抱え込まないと旬ちサー

ビスがないところもあるが、必要な二一ス、のあるところで、それを主でやっている支援

機闘があれば、そこにしっかりつないでいくことが大事だと思う。応援団がいっぱいい

るほうが、伺かと、伺かあった時に問題をキャッチしやすくなるので、本人を孤立させ

ないことにつながるかもしれない。

・地域とのつながり、やっぱり地域の支援を少しでちアップしていけだらと考え、そのた

めの取り組みをやっている。具体的には、作業所の管理者と障害者に 5回の研修をし、
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このうち 1回は、実習を入れている。このプログラムを通して、管理者自身が働くとは

とういうことがを深く考えるようになる。そこで、作業所でも就労の支援をしてもらえ

るようになる。さらに精神障害者に聞しては、医療機関と連携し、ジョブガイダンスを

設け、このうち 1回は、企業見学、ちう 1回は、働いている当事者の話を聞くようにし

ている。その後、実習も用意する。これにより、医療機関の支援者にも、働くときには、

こんなことが大事という共通認識が得られる。

・障害者の家族ゃいつも会う地域の万に相応の就労の知識を持ってもらい、支援の枝葉の

ようにして、気がつけばとなりに支援蓄がいるみたいな感じにするのが目標。相談に乗

る知識ぐらいは住民の方で持ってもらい、皐近な人が「ああ手続きして、こうしたら、

就職できるで」と言えるような世の中にするのが、ノーマライゼーションの世界。

(5)啓発

・とくに力を入れているのは、福祉から労働へということである。具体的には、地域の皆

さんに、年に2，3回おこしいだだく機会として、セミナーやイベントを開催している0

・障害者週間に合わせて毎年イベントを開催している。イベン卜では、就職した人が壇上

に上がってきて「今、こんな風に働いています」とか「こんなことで悩んでいます」と

か。「そういうときはこんなふうに解決しています」とか「就職するまで、何々、こんな

ことがありました」みたいなことをお伝えする中で、市民の方や会社の方、そしてこれ

から就職を目指そうとおもっていらっしゃる障害の万にち来ていただいている。

・例年、地域の万を対象とした障害者雇用啓発事業を開催している。具体的には、午前中

に企業や就労移行支援所の支援者や、実際に働いている障害者に話をしてもらう。午後

は、本気モードの模擬面接を実施している。これにより、参加した障害者が就労意欲を

一気にあげて、就職を目指して「僕ち働きたいんや」といい、実際に就労に結15¥つく例

ちある。マッチング以外にち、第 1段階で、仕事したいと思っていただくためにち、イ

ベントが大事である。実際、イベント後は、相談件数が一気に上がる。

-地域住民や支援機関、本人などを苅象にして、情報発信をしている。とくに定着支援に

力を入れているので、企業向けの向けの話を企業からしてもらっている。

-企業向けの合同面接会をし、障害者雇用をしている企業から他の「企業向けに話をして

もらっています。これは、支援機関ではない切り口があるのでいい。支援機関だと、障

害を持つだ方を最優先にしがちだから。

|8 ( )その他

(1 )圏域の問題

・過疎地とか、人口が少ない地域と、多い地域を一緒に比べることはできない。地方だと

移動距離だけでも大変。面積だけ広いのに地域で人口が少ないところもある。大阪府内

でも複数の市町村を対象としているところだと、行政、各市役所、町役場と連携しなが

ら会議をせなあかん。人口は少ない、会社の数ち少ないということで、大変。人口比と

面積ごとに評価せんとあかん。

・都市部なので、ぎょうさん人が住んどる。これを 2人のワー力ーで支援をするのは、無

理がある。
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-管轄地域が3市あるので、会議が多く、自立支援協議会ち 3か所になる。またハローワ

ーク、支援学校もばらばら。とくに 3市の「福祉内容が遣い、資源ち、考え方ち遣う。

• 2市2町対象なので、伺かイベントや会議があるごと全部でなあかんし、市ごとの地域

性、文化があるので大変。それぞれに支援機関と行政との関係もさめて、その市の中の

独特な関係がある。同じやりとり、同じ手続きをするのにも、窓口となる行政機関のや

り方がちょっと遣うだけで、すんなり進まないところもあったり、めちゃくちゃ丁寧に

言っていかなあかんところちある。

-就労移行支援事業所の苅象の解釈が、時によっても市によって解釈が遣う。はじめ国は、

生涯1回きりの利用やと言っていたけど、最近、国のほうも言い方を変えて、「それはま

たケースパイケースで、一回というわけではありません。」と言っている。また行政によ

っても苅応が全然違う。ある市は「ほんならかえっておいで、ちう 1回利用し」とすん

なり再利用させてくれたけど、ある市は「伺、言うてはるの。1回やってはるじゃない

ですか。JIいや、 2年のうち、 1年半で就職しだから後半年残っているから、半年だけ

行こうか」という市もある。「この人、就職しはつだでしょう。ということは、すなわち

訓練の必要はない。一度就職を達成しているレベルに到達したねんから再訓練は要らん

はず。就業生活支援センターさんで。あとはまた判定書を書いて、次の仕事を探したら

ええんちゃいますか。」という言い方と行政の人はする。障害を持つてはる人が1回就職

したら、成長して、スキルがついているのかと言うだら、そうじゃないことちある。そ

の人が-8通う揚をつくってあげんとあかん。これに苅して、行政はなかなか了承して

くれはらへん。「審議会にかけましょうかJI理白書を出してください」といわれる。こ

のように、制度自体が本人のほうを向いていない。

・管轄が 1市のため、会社・企業が少なく、とくに雇用率にかかわる企業数が少ないので、

範囲を広げないと就労先や実習売を探せない。活動エリアを探して、近隣の関係機関と

の連携は、必要不可欠である。

(2)障害者の環境支援(家族、ネットワーク)

・就職するのは、仕事先に就職するのではなくて職場に就職されるので、仕事とのマッチ

ングが合わなくても、配置転換とか作業の内容を変えれば、人的、物的状況があってい

れば、仕事の継続は可能。

・就労支援ネットワークで人材支援に一番力を入れ、研修をしている。障害者就業生活支

援センターのスタッフだけがプ口になっても仕方なくて、地域の就労移行とか医療機関

にも就労支援のことを知ってもらいだい。地域にそういう就労支援ができる人材が増え

れば増えるほど、結果的に就業生活支援センターの実績も上がる。多くの障害者を支援

しているけど、ここだけでやっているわけではなく、地域で支える形を考え、これを他

の機関の人にち伝える。「地域の就労支援力を高める」という取り組みをするのが私たち

の仕事。

-ご家族ち障害のある方ち結構いらっしゃるので、家族支援が男込めない万ちある。これ

が仕事面の支障をきたすこともあるので、この揚合には、家族ごと支援するため、他の

機関いち入ってちらわないと、問題が解決しないこともある。

・市役所で期間限定 (1"-'2週間〉の実習を受け入れてちらっている。ただ揚合によって

は、交通費ちかかるので、負担を考えて期間を決めることが多い。
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-実習期間の保隙を障害者就業生活支援センターでもっているので、本人や実習受けれ先

の負担がないよう工夫して取り組んでいる。

(3)制度・政策の問題

・登録音はすごく多いが、直接相談のない万でちこちらから「登録除外しますね」とは言

いにくいし、何かつながっている万がいいかと思うので、このまま登録していただいて

いる。毎年、新規登録が増える中で、今度どうしてゆくのかは考えないといけない。

・(予算は、就職件数に応じて加配され、)Iよく頑張ってはりますね。最近たくさん就職件

数があがりましたね、もうひとり付けたりまっせ」というやりかた。このため、逆にい

うと、「最近ちょっと就職件数が落ち込んでまんな。そんなに入手はいらんでしょ。ひと

り加配分の予算を返してくださいよ」ということもある。人間は、物じゃないんだから、

そう簡単に人数を増やしたり、減らレたりは出来ない。

・市からの受託事業で喫茶屈を運営しており、光熱費ち市から出ている。うちは、揚所だ

け借りて、食材料費と障害者の給料を払っているが、スタッフの給料は、うちが払って

おり、赤字。同様に清掃の仕事ち受託しているが、こちらは、黒字で。訓練手当の一番

多い人は、月 6万円程度になる。この額で納得し、「これでいいや」と思う人ち、そう

でない人ちいる。

・障害者法定雇用率が 1.8%から 2.0%1こ改定された影響として、企業さんからの相談が

多かった。前ちって「し1し1ひとを、こちらの欲しい人を」をいう感じで会社さんはおっ

しゃって、雇用率が改定される半年くらい前から、大阪府下全体で多かったことが会議

で話題になった。

・事業所の中には、雇用率達成が目的のため、障害者がいてくれるだけでいいという考え

方のところもある。人生を歩んでいく中で、最終的な目標があるわけだから、やりがい

が絶苅!必要。「自分がここにおれへんかったら、あかんねんや」ということがなかったら、

やっていてち楽しくない。そういうふうなことは、できるだけ避けていきたいし、そう

いうことはだんだんわかってきますので、そのときには、最悪の揚合は、動かせていた

だく、雇用契約を守っていないとか、理不尽な呼応については、労働局に話をさせてい

ただく。

-働きたいと思っていただくことの段階が大事ではないかと思う。どうしても、作業所で

どっぷりつかってしまう。就労移行支援事業所であるとか、就労継続支援事業所でなん

となく 1年、 2年ど過ぎているのでは、ご白男の成長ちない。たから、就労意欲を先す

もっていただく。働きたいねんと思ってもらうことが大事だと思うが、こういうのにす

ごく重点を置いている。

(4)障害種別特有の問題(精神障害者〉

・新規東独のうち、精神障害者の割合が増えている。今までいい気で受け皿になっていた

機関がなくなり、それがうちに来だところちある。また管轄のハローワークの担当が代

わったことちある、

・就職後 1年の定着率は、知的障害 82%、易体障害 86%1こ苅し、精神障害 59%で、精

神障害の方が低い。医療機関の万と連携しながらやっていかないと、こんなに増えてき

た精神障害の万に苅応しきれない。
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-精神障害の方に苅しては、主治医から就労してち大丈夫と言われてるのか、確認させて

もらっている。この理由は、状態が悪くなると「働く」と言う方ちいらっしゃるから。

感情障害で操状態になると「何でちできます」という相談に来られるけど、病院のケー

スワー力ーから「すごく状態が悪いので、 1動きたいといっている」と聞いている。

(5)雇用継続・定着支援

・今後早急に横討が必要なこととして、職揚定着支援がある。障害者就業生活支援センタ

ーで就労者の割合が増加している。これに伴い定着支援ち求職者を上回っている。また

就労移行支援事業所・支援学校卒業就労者等の定着支援の要望に応えるべく苅応が!0要

な状況である。

・現行制度の中で、定着支援に対しでもっと評価するシステムが欲しい。就職者が増えれ

ば、その分定着支援に手が回らなくなるので、従来、支援のために週 1回行っていた揚

合でち。 1ヶ月に 1回ぐらいになってしまう。これでは、伺かあったときには対応でき

るけど。何かが起こってからでしか、できひんことになる。

-アフターケア(就労定着支援〉に伺件回ったかということは、データでいうと、まだ国

は聞けへん。就職を何人させて、職場実習を何件させたんやということだけがメインに

なっている。

(6)質の問題、労働政策との関連

・障害者就業生活支援センターの質は、やはり、すごく課題。ここを高めていかないと、

量は限界がある。質をどうやって高めてゆくのかを、これからやっていきたい。

・ディ一セントワークが実現する疋めには、ちっと広く必要なことがある。それは、制度

的な問題を阪きには、実現しない。ワーキングプアの問題がこれだけいっぱいあって、

障害者雇用だけがよくなるわけがない。ディ一セントワークが達成されるためには、マ

ッチングだけはないと思う。
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H インタピ、ユーガイド

チェック欄

. ( )相談件数と支援内容を教えてください。[1ヶ年当たり/1ヶ月当たり]

相談件数

内容

・障害者からの相談に苅する指導・問言

・事業主に対し。障害者が就職した後の雇用管理に係る回言

.職業準備訓練・職場実習のあっせん

・関係機関との連携

(公共職業安定所・障害者職業センター・社会復帰施設・医療機関・特別支

援学校・当事者団体・その他

. ( )貫施設を利用する障害者数を教えてください.[1ヶ年当たり/1ヶ月当たり]

二今( )うち，障害種別の利用者数を教えてください.

(皇体障害者 知的障害者 精神障害者 発達障害者

その他の障害:具体的に ( ) 

. ( )貴施設を利用者する障害者の就業状況と人数を教えてください.

二今( )就労経験がない人 在職中の方 離職者 その他(具体的に〉

. ( )貴施設を利用者する障害者の相談内容とその割合について教えてください。

=今( )就職に関する相談 職場定着に関する相談 生活に関する相談就業・生

活両面に関する相談

. ( )障害をお持ちの方が貴施設を利用するにあたり、条件を設定されていますか。

(例〉人数枠，障害種別、障害程度、手帳習得の有無など

IT.就労支援について

. ( )障害者の就労支援をする上で重要と思われることをお教えください。

=今( )それは、どんな理由からですか。

. ( )障害者の障害特性と仕事とのマッチングについてお伺いします。

マッチングについてどんなお考えをお持ちですか。

=今上記のお考えについて

=今( )そのように思われるのは、どんな理由からですか。

当( )具体的な事例があれば、ご教示ください。
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以下では、囚または、固のいずれか、答えやすい質問にお答えください。

囚
・( )障害者の障害特性と仕事とのマッチングが重要と思われる方lこ、お伺いします。

実際に、マッチングがうまくいった事例がありますか。

「はし¥Jの揚合

=今 ( )うまくいったと思われるのは、どんな点からですか。

司( )うまくゆくために、どんな条件がありましたが。

二今 ( )あるいは、どんな工夫をされましたか。

「いいえ」の揚合

=今 ( )マッチングがうまくゆかない要因としてどんなことがありますか。

=今 ( )どんなことがあれば、マッチングがうまくゆくと思われますか。

同
・( )障害者の障害特性と仕事とのマッチングを重視されない方にお伺いします。

障害者の就労支援がうまくいったと思われる事例をご教示ください。

二今 ( )うまくいったと思われるのは、どんな点からですか。

二今 ( )うまくゆくために、どんな条件がありましたが。

二今( )あるいは、どんな工夫をされましたか。

凶およびB|のどちらを選択された方もお伺いします。

・( )障害者の障害特性と仕事とのマッチングをうまく行うためのポイントやコツに

ついてご教示ください。

ill.貴施設の特徴について

. ( )貴施設の特徴を教えてください。

[地域的な特性、事業者の特性。障害者の特性等]

=今 ( )この特徴は、どんなことから生まれているかお教えください。

. ( )障害者の就業・生活支援にあたり、蓄施設で特に力を入れていることがありま

すか。

斗「はし¥Jの揚合

=今 ( )なぜその取り組みが重要とおもわれますか、

二今( )その取り組みによってどんな刻果がありますか。

質問は、以上です。

ご協力ありがとうございました。

以上

37 



ディーセントワークを促進するものとしての障害者雇用に関する研究 I

平成 25-27年度日本学術振興会科学研究費助成金(挑戦的萌芽研究)

(研究代表者:江本純子課題番号25590116)

[デ、ィ ーセントワークを促進するものとしての障害者雇用に関する研究I]

「障害者の就業生活を支援するための視点と方法」

発行日 2015年 10月

発行者江本純子 (県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科)

発行所 〒723・0053 広島県三原市学園町 1-1 

Tel: 0848-60-1120( (代表)

email: emoto@pu-hiroshima.ac.jp 

本報告に記載された論文および図表・データには、著作権が発生しております。

複写等の利用にあたっては、発行者までご連絡ください。

38 


	P1-19.pdf
	P20-
	表紙のみ

