








































2014 年度【テーマ:ワタシがメダルをあげたい人】･･･体育の時間、一人の友だちがきんちょうしている時、｢がんばれ！」  

「○○なら出来る！」とみんなが言っていた事。

「就労継続支援の

  取り組みをとおして」 
～ジョブコーチとしての皆様への願い～ 

人権の小窓

平成12年3月に家族会「ほのぼの会」によ

り小規模作業所として開設された「やすらぎ

工房」は、利用者の増加や要望の多様化に伴

い、平成20年に地域の方々の力をお借りして、

NPO 法人の就労継続支援 B 型事業所「やすら

ぎ工房」として運営を開始しました。 

 就労支援B型事業とは・・・ 

 障がいや、難病のある方のうち、企業など

で雇用契約を結んで働く事が困難な方が、軽

作業などの就労訓練を行うことができる福祉

サービスです。障害者総合支援法に基づく福

祉サービスのひとつで、比較的簡単な作業を

短時間から行う事ができます。 

 生活支援員と職業指導員 

 生活支援員は、当事者の生活レベルの引き

上げ…例えば、洗濯支援や買い物支援など、

自立する力を身につけるように支援します。 

 職業指導員は、当事者の｢出来る｣｢出来ない」

を見極め、｢出来る｣ことを伸ばし、｢出来ない」

ことに配慮する事で、就労する力を身につけ

るように支援します。そして、就労した後も

継続して働けるよう支援しています。 

 やすらぎ工房では、当事者の“働きたい”

という気持ちに寄り添い、就労する為の力を

つけると共に、安心して過ごせる場所として

｢居場所」の環境づくりをしています。4月の

登録者数は26名で、様々な障がいや疾患の方

がおられる中、半数の方が統合失調症です。

男女比率は約4対1。10代から60代までの通

所者の内、約4割の方が40代です。 

施設内作業と施設外作業 

 施設内作業として、常時6種類の内職を用

意しており、得意・不得意を見極め、得意を

伸ばす力をつける支援をしています。 

 施設外作業は、事務補助・リサイクル衣類

の選別・金具の組付け・物流と多岐にわたっ

ています。施設外の作業では、就労のイメー

ジをつけること、自分の得意を知り、伸ばす

ことが出来ます。事務補助では、｢ワークルー

ム虹」として三木市役所内で各課の依頼に対

応し、総合隣保館では週に1回、保管してあ

る資料や冊子などをスキャンしデータ化する

作業を行っています。 

職業指導員（ジョブコーチ）として 

 私はやすらぎ工房の職業指導員として当事

者の“働きたい”という気持ちを受け、その

人に合った就労準備をします。 

 生活リズムを整え、週に5日安定して事業

所に通所する事、決められた作業時間は休む

事なく作業に取り組む事を基本とし、どんな

コンディションでも自分の出来る精一杯の力

で仕事をこなせるようにセルフコントロール

をする訓練をします。 

特定非営利活動法人そよかぜねっと

やすらぎ工房 

 志染町青山のやすらぎ工房に勤めて7年目。職業指導員と

して年間2人の就労を目標に日々支援にあたられている。 

（２０８） 令和元年９月 

職業指導員
（ジョブコーチ）
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① 第一に、施設内で安定した作業・自己管理のベ

ース構築をめざします。また、内職を請け負った企業

への納品に同行する事で、体力づくり・施設外での交

流・主体的行動を促します。

② 第二に、4カ所の施設外作業に順次挑戦します。

施設外作業では、責任を持って仕事をする事を学びま

す。決められた参加日に休む場合は、自分でその対応

をする訓練もおこないます。

③ 更に、｢ワークルーム虹｣では、各課からの依頼を

内線で受ける電話対応の訓練をしています。



「応えんってすごいな」と思いました。その後、成功した時、みんなが「やったー 」｢すごい 」｢できた ｣
と一緒に喜んでいた時、一致団結したと思いました。 ことは(10歳) まあるい ココロ あったかメッセージより 

本人の体調管理

 また、セルフコントロールの訓練として、

｢体調管理ノート｣を記入しています。一日の

出来事とその時の感情を記入する事で自

分の状態を把握し、振り返る事ができます。

つまり、自分と向き合う事がセルフコント

ロールにつながります。また、「体調管理

ノート」を支援者と共有し、客観的に評価

する事で自己評価と他者評価のズレも埋

めていきます。 

就労と就労継続に向けた支援

 これらの訓練を通して、就労準備が整え

ば、希望や適性から求人を案内していきま

す。時には面接に同行し、障がいの特性を

開示し、理解してもらえるように努めます。

採用になる前に実習をする事も多くあり

ます。実習をする事で、面接では分からな

い特性を知ってもらえますし、どのような

職場環境なのかを知る事ができ、働く本人

の安心につながります。 

 就労してから、職業指導員（ジョブコー

チ）支援が始まります。ジョブコーチとは、

会社と当事者の橋渡しのような存在です。

ジョブコーチには2種類あります。福祉の

協力機関と連携しながら会社を訪問し、専

門的な援助をする｢訪問型｣のジョブコー 

チ。事業主が自ら専門的な援助を行う｢企

業在籍型｣のジョブコーチです。私は、や

すらぎ工房の職業指導員としてジョブコ

ーチ研修で受けた専門的な知識を活かし、

会社を訪問し支援にあたっています。 

ジョブコーチとして…皆様への願い 

 障害者雇用への会社の不安を取り除き、

当事者の“働きたい”との願いをかなえる

事が出来るのがジョブコーチ支援です。 

 働き始めは、本人が仕事をする横で見守

り、従業員との間にたち、橋渡しをしてい

ます。日を追うごとに、本人が自分の力で

関係を作り、一人の従業員として仕事をし

ている姿を見ると、やりがいを感じます。 

 本人が、｢従業員｣として自覚し、仕事を

覚え成長していく事が私の望みです。その

為にも、一緒に働く人たちに本人の特性を

理解してもらう事がとても大事です。 

 まずは、当事者を｢知

る」事から始めて欲しい

です。 

障害の特性の理解、ま

たその先にある障がい

が｢ある｣｢なし｣に関係

がない心のバリアフリ

ーが、会社だけではなく

地域にも広がって欲し

いです。「ジョブコーチ」

の活動が、その広がりの

一つとなるようこれか

らもがんばります。 

①施設内では、安定した作業・自己管理  

 のベース構築をめざします

②納品を活用し、体力づくり・施設外で 

 の交流・主体的行動の促進が目標

  ※ 週４日以上の通所、１日通しての 

 ↓  作業ができるようになったら

③施設外作業参加

⑤実習での適性や課題を参考にしながら、 

 就職活動を行います。

④就労への体力・ 

   気持ちが揃ったら、 

  実習の案内・就労にむ 

 けた準備に入ります。

①居場所

施設内作業

②納品

 参加

③施設外

 作業

④実習 

 就労準備

⑤就労

⑥就労定着支援
※ 就労後は最大3年間、

見守っていきます 

やすらぎ工房利用開始

から就労までの流れ

① 障がいの特性に合った接し方、仕事の進め方

などを会社の方と一緒に考えます。

② 定期的に会社を訪問し、働く様子を確認し、

お互いの困りごとをそれぞれに聞き、すり合わせ

を行う事で会社と当事者のバランスをとっていき

ます。

③ 対応に悩まれた時の相談。すぐ連絡をいただ

きながら具体的に対応を考えます。



6 月 28 日、ハンセン病家族訴訟で熊本

地裁は国の賠償責任を認めました。 

 差別による家族の苦しみを明らかにし

た原告団の方の思いが胸に響きます。 

 1931 年、旧「らい予防法」が施行され、

地域住民あげて「らい患者」を見つけ出し、

通報し、強制的に隔離する「無らい県運動」

が進められました。役所の職員が住居や全

身を消毒し、警察官が患者を引っ張ってい

く様子は「伝染力が強く恐ろ

しい病」との偏見を植え付け、

家族の居場所をも奪っていき

ました。 

 1948 年には特効薬プロミンが開発され

「治る病気」となったにもかかわらず、強

制隔離は続きました。ようやく 1996 年に

「らい予防法」が廃止され、2001 年には

訴訟によって、患者・元患者への謝罪と国

家賠償が実現しました。その 18 年後に今

回の判決が確定したのです。 

 判決を受けて、首相は政府として謝罪し、

「(略)家族の方々に対しても、社会におい

てきわめて厳しい偏見、差別が存在したこ

とは厳然たる事実であります。(略)患者・

元患者やその家族が置かれていた境遇を

踏まえた人権啓発、人権教育などの普及啓

発活動の強化に取り組みます。(略)｣との

談話を発表しました。 

 自身や家族が元患者であることを隠す

必要のない社会をつくる。それは、私たち

一人一人の責任でもあります。 
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 「就労継続支援の

    取り組みをとおして」

～ジョブコーチとしての皆様への願い～

です

 府職員が 1 歳の私を引き離そうとすると

患者の母が「気が狂ったように泣き叫んで

いた」と語る父。地域社会からもはじき出

され、通っていた銭湯では入浴を断られた

という。8 年後、一緒に暮らしても、両親

や家族がどんなものか分からなくて違和感

を抱き続ける。幼い頃に引き離された空白

をどうしても埋めることはできなかった。

家族の絆は奪われたままだった。 

 患者の父と妹と 3 人で「国立療養所の長

島愛生園」に向かう大阪駅で、父が通った

ホームや貨物列車に、白衣の男が白い粉を

散布して行った。家でも頭から白い粉をか

けられた。消毒、隔離、注射…。ハンセン

病への偏見がどうしようもないほど塗り重

ねられていった。父が死んだ時、深い悲し

みと同時に安どの気持ちを覚えた。これで

ハンセン病と縁が切れる。苦しまなくてい

い。だが、そう思ってしまう自分が嫌で苦

しい。ハンセン病は感染力が弱く、不治の

病ではない。こどもや孫にも遺伝しない。

なぜそう教えてくれなかったのか。   

mailto:jinken@city.miki.lg.jp


日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 

1 日 16 月 敬老の日 

2 月 習字教室 19:30～ 17 火 経営相談 10:00～着付教室 19:30～

3 火 経営相談 10:00～ 18 水

4 水 子育てキャラバン 10:00～ 19 木 手芸教室 13:30～

5 木 20 金 経営相談 10:00～

6 金 経営相談 10:00～ 21 土

7 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 22 日

8 日 23 月 秋分の日 

9 月 習字教室 19:30～ 24 火 経営相談 10:00～ 着付教室 19:30～

10 火 経営相談 10:00～着付教室 19:30～ 25 水

11 水 26 木 茶道教室 13:00～

12 木 手芸教室 13:30～ 27 金 経営相談 10:00～

13 金 経営相談 10:00～ 28 土 茶道教室 9:00～

14 土 茶道教室 9:00～ 29 日

15 日 30 月

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。

「アイヌ新法」ってなに？  【人権に関する記念日等】（９月） 
１日 防災の日･･･1923(大正 12)年 9月 1 日に発生
    した関東大震災にちなみ、1960(昭和 35)年に
    閣議決定。全国各地で防災訓練が行われる。
８日 国際識字デー･･･世界の5人に1人は読み書き
    ができず、その内3分の2は女性。7500万人の子 
    どもは学校に行っていない。個人と社会にとって 
    識字の重要性を強調するため、ユネスコが制定。 
10 日 世界自殺予防デー･･･2003(平成15)年にWHO 
    と国際自殺予防学会が共同で開催した世界自殺防 
    止会議で、自殺に対する注意・関心を喚起し、自 
    殺防止のための行動を促進するため制定。  

10～16日は、自殺予防週間。 
16日 敬老の日･･･9月の第3月曜日。多年にわたり社
    会につくしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うこ 
    とを趣旨として制定。 
21日 国際平和デー･･･日本の呼びかけで、60か国か 
    ら贈られた硬貨を溶かし込んで「世界絶対平和万 
    歳」と刻んだ鐘（平和の鐘）が国連本部に設置さ 
    れた。この日にそれを鳴らし、一時停戦・平和を 
    呼びかける。 
29日 兵庫県人権教育研究大会中央大会･･･県内 

の人権教育の取組を発表し、討議する大会。豊岡市で
    で開催。
☆ 障害者雇用支援月間･･･障害者雇用の機運を 
   盛り上げ、障がい者の職業的自立を支援するた 
   め、政府・自治体を中心に、啓発活動等を展開。
☆ 知的障害者福祉月間･･･知的障害への関心と 
   正しい理解を深め、福祉の向上を目的に啓発活 
   動等を展開。 
☆ 発達障害福祉月間･･･発達障害への関心と正し
   い理解を深め、福祉の向上を目的に啓発活動等を
   展開。 

第三条 アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の民族と

 しての誇りが尊重されるよう、(中略)国民の理解を
 深めることを旨として、行われなければならない。
２ アイヌ施策の推進は、(中略)アイヌの人々の自発

 的意思の尊重に配慮しつつ、行われなければならな

 い。
３ アイヌ施策の推進は、(中略)あイヌの人々が北海

 道のみならず全国において生活していることを踏

 まえて全国的な視点に立って行われなければなら
 ない。
第四条 何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであ

 ることを理由として、差別することその他の権利利
 益を侵害する行為をしてはならない。

「アイヌの人々の誇りが尊重される
社会を実現するための施策の推進に関

する法律」 （令和元年 5 月 24 日施行）

 昔から北海道などに住み、独自の言葉と文化をもっ

ていた人々がアイヌ民族です。明治時代に多くの人が

北海道に渡り、もともと住んでいたアイヌの人々に日

本語を話すようにさせたり、伝統的な暮らしを変えさ

せたりしました。そんな中で、アイヌの人々に対する

偏見や理解不足から、今も就職や結婚などにおける差

別等の人権問題があります。この法律は、アイヌを「先

住民族」と明記し、国がアイヌの人たちの暮らしを

支援し、歴史・文化・伝統を尊重し、産業・観光の

振興などに取り組むとした法律です。


















































