
おおつならではの就労移行支援事業について

おおつならではの就労移行支援部会 部会長 白杉 滋朗

本事業は障害者総合支援法に基づく自立訓練事業と就労移行支援事業を併用して連結す
ることにより、養護学校等卒業後のまだ若い(知的)障害者に,様々な経験を獲得する機会と
場所と時間を提供するものである。この状況をして「モラトリアム」の提供の場である、
とも言われている。
そもそも十数年前より、こういった「モラトリアム」の場の必要性は障害者事業所や相

談支援事業所にかかわる「支援員」の中では常識、必須のものとして実現が望まれていた。
県の教育委員会に一般の高校生の学校卒業後の動静をうかがったことがある。すでに10年
ほど前のご回答であるが、内、２割が就職するとのこと。残りの８割は 4 大、短大、専門
学校など上級学校に進学するとのことであった。一方で大津圏域における養護学校卒業生
といえば 2 割は一般就労を成し遂げるが残り 8 割は作業所等の福祉的就労である。すなわ
ちほぼ全員が就労という形で社会に出され、前述のモラトリアムの機会を与えられていな
いことになる。多くの支援員が彼(女)らに対しての「モラトリアム」の必要性を望んでい
た理由に彼(女)らの「就労後の離職理由」がある。それは生産性の低さゆえに解雇された
り、仕事についていけなくなったりして離職するのではなく、職場内における人間関係の
構築失敗による離職が多い点に着目しての要求であった。一概に結論に結び付けるのは危
険だが、人間関係構築には、世間ずれ・社会慣れということが欠かせない。多くの人々は
学生時代等に友人関係や恋愛、アルバイト先での年長者との付き合いの中からそういった
「慣れ」や、人との付き合い方を刺激の中から獲得していく。もっと平たく言えば、たく
さんの関わりの中でたくさんの失敗を重ねて人というものは自らの人間形成を成していく
のであるが、その機会・期間が養護学校卒業生には与えられていないということなのだ。
これらの取り組みを目指し、自立訓練の 2 年を工夫し実施するものは全国でも三桁の数

に及んでいるであろうし、就労移行と連結した 4 年の過程を実施しているところも増えて
きている。これらの事業が高等学校年限に続く期間であることと、４年間という日程の枠
組みとしていることから、大学等のまがい物と誤解されることも多い。実際に実施してい
る方々の中には高等部の後の「専攻科」設立を提唱されてこられた教員経験者の方々も多
く、このような誤解も引き起こされている。もちろん、障害のある人々にも高等教育年限
の教育環境の保障が必要ないというわけではないが、多くの大学生等が「真理の追求」と
いうよりも上記のような様々な経験を獲得していくための期間として大学時代を謳歌して
いるのを見ると「おおつならではの就労移行」の取り組みは技術・資格の習得や知識の獲
得など個々のキャリアアップにつながることを主目的にするのではなく、様々な環境に身
を置き臨機に応じた営みをこなすことができるようになることがむしろ到達目標なのであ



る、失敗をたくさん積み重ねて。
誰もが年を経るごとに成長はしていくのであるが、多くの「健全児」が中学～高校とい

ういわゆる思春期(第二次性徴期)に大人への道筋を獲得していくのに対して、人それぞれ
に差異はあるものの知的障害といわれる人々はその時期が少し遅れ20歳ころに一つの大き
な山を迎えるのではないだろうか。まさにその時期に一番に社会に「就労」という形で放
り出されているとするならば成長の機会を奪われていると我々は一定の中間的結論を導き
出したい。障害者にとって教育の機会均等の欠損というより教育現場を活用した人として
の成長発達の機会をどう再構築していくのかが「おおつならでは」に求められている役割
である。先行した「スコラ」に始まった「おおつならではの就労移行」の 9 年にわたる実
践の中から、関わってこられた多くの「障害者」の成長の足跡を我々はたくさん知ってい
る。失敗の積み重ねから得られる成功というものは、就労できたかできないかといった、
そんな薄っぺらなものではない。「おおつならでは」の実践もまだまだ９年である。３年
前に続き、今回二度目の報告をまとめさせていただくのは、たった９年の中でも得られた
多くの失敗と成長の記録である。
制度の成り立ちに向けての自立支援協議会やおおつ「障害者の生活と労働」協議会

（O.S.K.）などの提言内容は、前回の報告にまとめられたものを再度掲載する。
先に、同様の取り組みは全国で種々行われていることは述べたが、大津市がこの取り組

みの重要性に着目され、本事業に大津市単費で必要な予算付けをしていただいている点が
全国唯一の素晴らしい施策であることは強くお知らせしておき、障害のある人々の社会参
加を推し進める重要な取り組みが官民共同で実践できていることを誇りに思うのである。



参考資料

おおつならではの就労移行支援プロジェクト作成 2011 年提言書

おおつならではの就労移行支援プロジェクト

滋賀(おおつ)ならではの就労移行支援事業

18の春を豊かなものに・・・

(課題 1)

就労しかない養護学校卒業生、一般高校卒業生にはモラトリアムな時間が保障されている。

約 80％が福祉的就労、20％が一般就労、一般高校生は 20％の就職に対して 80％が上級学校へ

進学。

そこで養護学校専攻科という議論が起こるものの、制度的に実現が難しい現状。

・・・専攻科でいいのか？インクルーシブの観点から社会との交流も重要。

(課題 2)

大きな効果を見せない就労移行支援事業の現状。

就労移行支援事業所に行かない(行けない)現状。

就労移行支援事業所が増えていかない(むしろ減っている) 現状。

就労移行支援事業所の内、雇用労働への移行は 16.8％にとどまる。旧授産施設の移行実績 1％

は大きく上回ってはいるが・・・

進路を早く決めたい(とりわけ保護者)論理。減算などのペナルティーと利用者不足？

そもそも、移行率が上がらないのは事業所(施設)側の課題か？

・・・受け入れる側の社会(企業)の障害理解の低さ←障害者の様々な機会様々

な方法による社会参加の必要性

進路決定を急ぐ一方で、様々な経験を積んでほしいという思いもある。

(方 策)

障害者総合支援法等の制度利用したモラトリアムの時間創造は、すでに北海道から沖縄まで全

国十数か所で始まっているが、自立訓練(生活訓練)利用の 2年間。

就労移行支援事業をドッキングさせ、最低 4 年のメニュー←大津ならでは

カリキュラムは本物の講師(教員免許等有資格者＋障害理解の深さ)

       ・・・一般の支援員に加配の形で配置する必要性

卒後の進路に本人も事業所も縛られない｢学園｣生活を構築

・・・ただし進路保障は働き暮らし応援センターや相談支援事業所などの専門

機関が一体となり応援(自立支援協議会)する態勢

(実施に向けて)

総合支援法外での予算措置が必要・・・常勤換算で 2 名分(講師＋加配人員)

（詳細は資料編参照)



障害者自立支援協議会のもとでの調整…進路指導、統一性のあるカリキュラムなど

(圏域財産としての社会資源とする)

滋賀(おおつ)ならではの就労移行支援事業

養護学校(特別支援校)高等部を卒業する 18歳の高校生の進路はどうなっているのだろう

か、そしてそれを一般の高校生と対比させる時どのような特徴があるのだろうか。2011 年

度の滋賀県教育委員会のデータは以下の通りである。

(滋賀県教育委員会 DATA2010 年度:2012,6)    

高等学校卒業後の状況

進学者 78%

就職者 22%

特別支援学校卒業後の状況

福祉的就労 72%

一般就労 22%

進学者 6%

＜現状＞

高等教育等の場は、真理の探究・学問研究を深める時間やその場として用意されている

はずであるが、高学歴化、若者の就職難、世帯構成年齢や出産年齢の高年齢化などの社会

現象なども影響し、多くの 18 歳が高卒で社会へ出ることなく、自分探しの時間(モラトリ

アム)として大学等へ進学するケースが増えていることがデータからもわかる。また、高

校年限で身につきにくい職業技術や、社会環境との適正化を身につける機会として専門学

校等を含めた機会が有効であり活用されている現状を否定することはできない。滋賀県教



育委員会データ(2010 年度)に示された数字は、そのことを如実に物語っているといえる。

一方で、同データによると養護学校卒業生にはそのような機会がほとんど提案されてい

ないことも明白になった。職業能力や社会適正の面で、より多くの経験を必要とされる

｢障害児｣の成年を待たず社会に放り出すことはむしろ人権問題であるという意見が支援・

学校関係者にはある。実際、就労支援機関や相談支援事業所のスタッフが当該障害者の支

援に入る中で、『もう少し社会的な常識が身についていたら…』とか『人間関係の構築が

うまくできれば』と感じる機会が多々あると聞いている。障害がないといわれる人々は 18

歳以降に先に紹介した上級学校等でモラトリアムの時間を享受することにより、学校内で

の交友やアルバイトなどの社会経験を積むことで、自ずとそれらの力を身につけているの

である。一方で、大学年限の若者としてやりたいことにチャレンジしてみる機会の開拓と

いう当たり前の経験が積めていない現状が、とりわけ知的障害を持つ若者には見受けられ

る事が問題なのである。

もちろん、上級学校では学問の中で、技術や知識を深めていくことができる。これらの

機会を｢障害者｣は奪われているのではないか、という点が人権問題であるという主張の所

以でもある。そうであるならば、｢障害児｣にも 18歳以降のモラトリアムな機会の提供や知

識・技術を習得する機会を提案することが必須ではないだろうか。多くの地域で先人が養

護学校の専攻科や｢障害児にも大学教育を｣と運動を進めてきた経緯がある。しかし、義務

教育ではない高等教育や後期中等教育の中で｢障害児｣はそれらの機会が与えられていなか

ったことも事実であり、今後も環境が一挙に好転するとは考えられない。それならば、現

行制度の中で創意工夫することにより、求められる環境を構築することに専心すべきでは

ないだろうか。

また、「障害児｣に社会参加の機会が与えられていないということは、同世代の障害のな

い人々にとっても障害者との交流の機会が奪われ、障害者理解や障害理解を深める機会が

提供されていないことともなる。むしろ、初等教育から始まる分離教育は障害特性に応じ

た｢発達保障｣が教育の中で完遂されるとはいうものの、一方で障害のない子どもたちに

｢障害者は別物｣という意識を刷り込むことになっている。その結果、数年後に職場や地域

で「障害者」と出合った時に、障害のない側も障害に対して適応ができず、排除の対象と

｢障害者｣を見なしてしまうようなことも現実では起こっている。様々な課題が明らかにな

ってくる中で、このプロジェクトは立ち上げられた。これらの問題を解決する方策として

以下のような提案をするものである。

＜対象者＞

作業能力はあるが、コミュニケーション力の未熟さ、生活力の未熟さから離職や転職に

つながってしまう中軽度の障害者や発達障害者を中心に取り組む。

一方で、重度といわれていても「ならでは」の個性を持ち就労現場において豊かな可能

性が発揮できる障害者にとっても経験を積む場として機会を提供する。



＜利用する事業＞

障害者自立(総合)支援法に基づく自立訓練事業(生活訓練)と就労移行支援事業を連結し

て利用し、最低 4 年間(大学相当の期間)のカリキュラムを作成する。しかし、個々人の特

性やニーズにより、その利用の延長を制度の中で模索する。もしくは自立訓練 3年、就労

移行 3 年を基本的に利用する 6 年間のカリキュラムを立てたうえで、個々人の状況に鑑み

飛び級的に早期修了に向かうことも可能である。また、実施主体が自律できるなら期限を

定めない事業(就労継続など)を利用し、有期限の取り組みとすることも可能である。ただ

し、この場合工賃支払義務(月額 3000円以上)が発生するなど、事業の目的と整合性を図

ることが課題となってくる。今後、障害者自立支援法が廃止され総合支援法に移行すると

制度全体が変化する可能性もあり、その折には法制度を柔軟に活用した制度設計を立てて

いかねばならない。

他地域、他県において障害者自立支援法(自立訓練事業)を活用し、システムを構築していると

ころが近年散見される(沖縄、神戸、京都、和歌山：複数、岩手、札幌)が、複数の事業を結合させ

て 3 年以上の事業提案をしているのは滋賀(おおつ)のこの例が初めてである。しかし、どの地域の

取り組みにおいても「2 年間では短すぎる」という共通認識があるが、就労移行等を活用すると移

行実績が問われることがプレッシャーになっている点も否めない。制度の横出しとはいえ、新たな考

え方で進められる本事業では、移行支援事業における実績による減算にしばられない仕組みを考

えることが肝要である。

＜目標＞

「生活」「仕事」「余暇」を主体的に生きる力を身につける。

就労を卒業(修了)後の大きな目標にすることはもちろんであるが、現下の就労移行支援

事業に強く課せられた移行実績などに縛られることなく、数年間を自分探し、社会とのつ

ながりの場として大いに活用する「モラトリアム」の機関(期間)として提供されることが

肝要ではないかと考える。

＜具体的な取り組み＞

①社会性を身につける

（１）作業能力は高くても、実際の仕事場面では同僚や上司とのコミュニケーションによ

り、チームの一員として、一緒に働くことがカギになる。「集団の一員として仕事をでき

る」ようになるため、集団での取り組みを通して、コミュニケーション力を身につける。

対先生、対職員が中心のコミュニケーションを同僚、友だちに広げる。

例）「自分の思いを伝える。」「相手の思いを聞く。」「話しあって合意形成する。」



（２）社会経験を通して、自分で考えて、社会のー員として一緒に働くための、マナー、

ルール、モラル、規律性を身につけられるような、取り組みをする。

例）「社会見学を通して社会の仕組みをする」「企画からする仕事」（物を作って販売す

るなど）

＊学校との違い⇒実社会での経験を通して理解する。

＊通所施設との違い⇒専門知識のある職員を配置し、日々の体験をていねいに振り返り次

につなげる取り組みをする。

②生活力を身につける

「食べる」「生活リズム」「健康管理」「稼いだお金で生活する」ができる生活力を身に

つける。

（１）食事は健康の基本であるが、「自分が使えるお金で材料を買い」「栄養バランスを

考えたメニュー」を毎日作る、と言うのはかなり難しい。そのことができずに体調を崩

し、就労の継続が困難になる場合もある。実生活に使える「食事」を身につける。

＊学校との違い⇒手の込んだ料理ではなく、自分が生活で継続できる料理。

（２）ショートステイ施設やＧＨＣＨなどの体験枠を利用し、「明日へのパワー」が再生

産できるような生活づくりとはどういうことなのかを、丁寧な振り返りをしながら積み上

げる。

（３）自分の身体のことを知らなすぎることが多い。自分で生活をする体験を通して、健

康管理の大切さを学び、身体づくりも含めて、働き・生活し続けられる身体を持てる生活

の仕方を身につける。

（４）自分が働いたお金をどういう風に使って、どのように生活を組み立てていくか、Ｇ

ＨＣＨ等の体験をしながら、丁寧に振り返りをして、身につけていく。

③人生を主体的に生きる力を身につける

コミュニケーション力が弱いということは、仕事の場だけではなく、友人関係もうまく

広げられない、維持できにくい。さまざまな実践からも、「住まい」と「職場」の往復を

するだけでは、就労を継続することが難しい傾向が強いことがわかってきている。「自分

で稼いだお金を使って、余暇活動を過ごせる力を身につける」ことが大切。さまざまな体

験を通して趣味を見つけたり、趣味を一緒に楽しめる友人との人間関係を作っていけるよ

うな力を身につける。（同世代との交流活動などにも取り組む）

④計画のスケジュール



短期的には 2012年 4 月よりひまわりはうす(大津市馬場・やまびこ総合支援センター

内・自立訓練事業)の場を利用し、下記カリキュラムを提案する。現在、2 人(新卒者)およ

び 1 人(他事業所在籍者)が利用をしている。

中期的には 2 年後以降(3 年次～)の実施においては、大津市内の就労移行支援事業所と

の連携をはかる予定である。

長期的には南北に長大で 34万人を有する圏域としての「おおつ」において同様の社会

資源は複数必要であると見込まれ、その整備を圏域全体の課題として自立支援協議会等の

議論の中で構築していくことが求められている。

＜カリキュラムの例＞

１年次(イメージ)

月 火 水 木 金 土

午前① ホームルーム 地域の

生活

余暇仕事

つながりの中で安定し、いきいきした毎日を



9:00~10:00

午前②

10:10~11:40

社会：仕事 社会：仕事 生活：料理 社会：仕事 社会：仕事

11:40~12:40 昼食

午後③

12:40~14:10

健康：

身体を知る

生活：お金 外国語Ⅰ いきいき

支援員講座

文化・芸術

午後④

14:10~15:40

健康：

体力づくり

社会：マナ

ー

みだしなみ

外国語Ⅱ いきいき

支援員講座

文化・芸術

午後⑤

15:40~16:00
ホームルーム

１年次は少し、プログラムを固めた形にする。

すべてにおいて、実体験を大切に。社会見学なども積極的に取り入れる。

「準備」⇒「実施」⇒「振り返り」 を本人が、実体験するようにする。

ＬＨＲで１日の準備(導入)と振り返りをきちんとすることで積み上げをする。

これは、働くときに、目的を持って働くことにつながるため。

例えば、部品を作る仕事をしたとしても、この仕事が何のための仕事で、何につながって

いるかを実感し、やりがいを持って取り組めるようになるため。

講師は、様々な教員免許保持者など、その講座をしっかり教授できる専門性を持った人材

を確保しなければならないが同時に、障害のある人（とりわけ知的）の特性を十分に理解

し、人権意識を持って対応できる人材でなければならない。

ＬＨＲについては常勤の支援員がその担当となるが、各講座については上記専門性を持っ

た講師が非常勤の支援員という形で担当する。そのため、支援員は常勤の支援員に加え、

常勤換算で+1 名ということとなる。

カリキュラムの構築については、上記加算支援員や予算との兼ね合いもあるが、できれ

ば複数のカリキュラムを同時間に設定し、各人の特性やニーズに応じて科目を選択するよ

うな仕組みも構築する必要がある。

社会   ⇒ 仕事、マナー、社会見学、など、社会人としての力を身につける

健康講座 ⇒ 自分の力で健康に生活できるために、学び＆身体づくりを一緒に学ぶ

生活講座 ⇒ 自分の力で生活できる現実的なスキルを身につける。

いきいき支援員講座 ⇒ 知的障害者向けのヘルパー３級(程度)講座との連動

文化・芸術・外国語 ⇒ 趣味を持って、生活を楽しめるようになる。外国語について

は、韓国語を考えている。在日本の韓国人の方も多い隣国であり、親しみもある。4 年次



の「修学旅行」には、例えば韓国を訪れ、簡単な挨拶や食事の注文程度を自ら出来るよう

に目標を立て習得への意欲を高めたい。

２年次

基本のカリキュラムは押さえながら、自由度（選択度）を増す。選択科目の導入。

そのため、カリキュラムは複数のメニューを用意し、個々人が各々の特性、ニーズに合わ

せて自らのカリキュラムを作成する。その際、常勤支援員等がその作成に関わり、個別支

援計画の一部とする。

実体験としての GH・CH(今後は GH に統合)体験や、ひとり暮らし体験などを滋賀県立大

学等研究機関や宿泊施設を配置した社会資源の協力のもと取り組んでいく。

３年次

主に就労移行支援事業所での就労経験をとおして学んでいく。実習にも取り組み始め

る。

４年次

実習を中心に取り組んでいく。１カ月～３カ月の長めのスパンの実習に取り組み、「準

備」⇒「実習」⇒「振り返り」のサイクルを大切にしながら、失敗経験も含めて、体験

し、職員の支援を得ながら「行きつ・戻りつ」を支えて、社会に出る準備をする。

＜定員＞

１学年５名程度 × ４学年 ＝２０名 （２０名の中で弾力的に受け入れ）

＜スタッフ体制＞

サービス管理責任者・支援員は常勤で雇用

常勤職員は、日常の生活支援に加え、進路指導や講義中、個別に寄り添い理解を深める

手伝いをするものとする。また、近隣大学への研修・交流等に同行することや庶務等を行

う。その人件費は通常の自立訓練給付費で賄う。

講師陣

講師陣は授業ごとに時間単位で雇用。臨時職員として給与支払い。（常勤換算する）

１コマ 1.5ｈの講義を行うにあたり、その教材研究等準備時間を 1.5ｈ加えて、講師には 1

コマ 3ｈの時間拘束を科すこととなる。1 週 15コマ×2 カリキュラム×50 週×1,200 円/時

給×3ｈとすると年間講師料は 5,400,000 円必要となる。

加配職員（1～2 名）

学校等では全体で行う講義等に、一時的、個別的な理由で参加が難しい保健室登校や校

長室登校と呼ばれる環境がたびたび起こる。また、特別支援教室のように、個別に指導が

必要なケースも事情としては起こってくる。そのための別室等による加配の体制が必須で

あり、常勤換算で最低 1 名分の加配を確保したい。事務費含めて 3,500,000 円。

＜圏域内での位置づけ＞



南北に長く、JR 路線も２本擁する大津市という地形を考えるとき、提案する社会資源は

複数箇所必要であることは明白である。モデル的に１ヵ所の事業開始を行ったのち、中期

的には最低北部、中部、南東部といったエリア分けの中で３か所の配置を目指していくべ

きである。

その設置主体は、単独法人が実施する場合もあるが、一方で二つの法人が自立訓練と就

労移行を別途行い、連結して一貫した事業を提供していく場合も想定できる。この場合、

大学において教養課程と専門課程に分かれキャンパス自体も移動する形に似ている。そう

いう意味で、圏域内の複数法人のより一層有機的な連携が必要であり、滋賀(おおつ)なら

ではの提案を対外的にもアピールしていく上で、統一性のあるカリキュラムが提案できる

理念共有が必要である。

このような共有が可能になってくると、高等部等卒業時の進路指導も圏域内外の調整が

可能になり、その任は自立支援協議会において担うことが適当である。

＜具体的に＞

北部 中部 南部

平成 25年度 ひまわりはうす

定員 全 6人

平成 26年度 ひまわりはうす 共生シンフォニー

平成 27年度 ひまわりはうす 共生シンフォニー


