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１、概要
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報告者
助成団体名
（所属団体名）
団体住所
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代表者
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日

城 貴志
福祉の受け手から担い手へ推進検討会
〒 525-0032
都道
府県

滋賀
077

草津市大路二丁目 11-15
―

副運営委員長

566

―

8266

松川 恵

福祉の受け手から担い手へ推進事業
2017

年

7

月 25

事業費総額

803,015

円

助成金総額

803,015

円
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年

3

月 31

日

※住所・電話番号等は団体のものを記載し、個人情報に関わることは記載しないでください。

次ページ以降に「事業内容」
、
「事業成果」、「今後の課題など」を簡潔に記載してください。
注意事項
①共済会ホームページに掲載しますので個人情報の掲載は禁止します。
②「事業内容」
、
「事業成果」
、
「今後の課題など」は合計５ページ以内で作成してください。
③写真の掲載は原則禁止しますが、どうしても必要な場合は最小限度に留めてください。
④写真を掲載される場合は必ず撮影対象の方に事前に了承を頂くようお願いします。
⑤必ず Word ファイルのまま shigakyo@cello.ocn.ne.jp へメールにてお送りください。

２、事業内容
＜介護事業所見学会＞
開催年月日：2018年8月28日（火）
開催内容：介護事業所等見学会
参加者数：28名（介護事業所3名、障害当事者12名、特別支援学校教員：3名、就労支援
者：行政1名、大学生1名、就労支援者8名）
○『介護の仕事に興味のある人が介護事業所の見学をして、そこで働いている人の話を聞き、仕事の
イメージをもってもらい、就職につなげていくことを目的とする』を開催目的として、平成 30 年 8 月 28
日 13：30～17：00 に実施。
○市内の 6 事業所（高齢者施設、障害者施設）に協力を依頼し、南北の 2 コースに分かれ、各 3
事業所を見学させていただいた。
○滋賀県内の各機関への声かけをする中で、市内外からの参加者が見られた。支援者も含め 14 名
の方が参加（障害のある方の参加は 10 名）、市内からは 5 名の障害のある方が参加された。
＜先進地視察＞
日程：2018 年 10 月 26 日（金）13：30～16：00
内容：社会福祉法人あいち太陽の家ゴジカラ村視察
目的：高齢者の介護福祉施設、幼稚園、子育て支援拠点、看護専門学校を複合的に整備し
「村」という単位でのまちづくりをおこなっている法人を見学し、地域が抱える問題を「多世代がそ
れぞれの役割を有し、自然と共生できるまち」を目指し「住民の交流」を作り出す場所づくりをお
こなっている実際の状態を知り、新たな気づきを得ることで今後の滋賀県での取り組みの参考と
する。
＜フォーラムの開催＞
日程：平成 30 年 11 月 9 日（金）１３：３０～１６：３０
会場：今津サンブリッジホテル
主催：福祉の受け手から担い手へ推進検討会
内容
第 1 部：基調講演「障害者・高齢者を支援する」「共に生きる・働く」から
「皆で生き抜く」ための実践へ
講師：長野敏宏氏（公益財団法人正光会 御荘診療所 所長 精神科医）
第 2 部：活動報告
“福祉の受け手から担い手へ”の実践と展望
～障がいのある人が介護事業所で働くことを通じて～
コーディネーター：森本信吾（福祉の受け手から担い手へ推進検討会 運営委員長
社会福祉法人近江和順会 特別養護老人ホームヴィラ十二坊）
シンポジスト：西村武博（高島市介護サービス事業者協議会、株式会社 Be スマイル）
落川貴生（社会福祉法人光養会 特別養護老人ホームふじの里）
内藤佑介（社会福祉法人ゆたか会湖西地域働き・暮らし応援センター）
城 貴志（NPO 法人滋賀県社会就労事業振興センター）

３、事業成果
＜介護事業所見学会＞
○参加者からのアンケートでは『実際の現場を見られたのが良かった』といった声と共に、『実際に働い
ておられる姿がみられると良かった』『実際に働いておられる方の話を聞きたかった』といった声を頂くこと
ができ、今後の参考にして行きたいと思う。
○市内から参加された 5 名の方の内、5 名ともがその後に介護施設の再度の見学や実習をされたり、
中には関心を深められ初任者研修を受講された方もおられた。
＜先進地視察＞
40 年弱の年月を経て変化していく地域の課題や住民のニーズに対応しながら作り上げられた「村」の
運営の実態を見聞きし、共生できるまちづくりのためにはきめ細やかな仕掛けづくりが必要であることを
知りました。
「村」の設定の通りＮＰＯ・有限会社・個人事業主・社会福祉法人…多様な法人が「村」の中で事
業を運営している中、あえて運営内容を統一化したり共有したりしないことで、困ったときはそれぞれで
話し合いや助け合いによっていろいろな人がいろいろな考えを少しずつゆずり合いながら暮らしていくとい
った、まさに「暮らし」の中にある自然な事業運営を実現しておられました。
人材不足の今日、一法人だけの力で事業を運営していくことやまちづくりをしていくことは非常に困難で
あり、ゴジカラ村の運営方法は人材不足の地域においてもいろいろな事業所や産業が寄り集まればま
ちづくりを実現することができるのでは、という気づきを得ました。
滋賀県高島市ではすでにそれぞれの分野で地域の方々とのコミュニティがいくつか存在しています。ゴジ
カラ村の運営を参考に、このコミュニティを活かし拡大していくことで福祉の受け手から担い手を増やし、
互いに協力し合うまちづくりを目指していけるような取り組みにつなげていきます。

＜フォーラム＞
基調講演では、愛媛県愛南町で 20 年にわたり人口減少の町で、希望を見いだせず何もかもが絶
望的に見えていた中、「希望」を創りたい・・・産業ごと、自分たちが創り出し、多様な皆が生きる場を
作ってこられた実践のお話を聞きました。様々な立場の住民が、町の“生業”を守る創る を実践され
てきました。例えば、農業では、国産アボカド・原木しいたけ・ポンカンや甘夏などの柑橘。日帰り温泉
施設やキャンプ場などの観光業などなど。
その事業の中で、働く人の意識も変化していく。それは、障がい者や高齢者に対する意識であったり
する。支援してあげるという意識から支援させてもらう。そして、「共に」という意識へ、変化していく。
愛媛県愛南町の事例は、現在の高島市をはじめとする過疎化が進んでいる地域にとっては、学ばせ
て頂くことが沢山ありました。
「縮小社会を生き抜くのも悪くない」「必ず、なんとかなる」と思う。長野先生の最後の言葉が印象的
でした。
第 2 部の活動報告では、高島市における介護など福祉の職場での障がい者雇用に関するアンケー
トの報告、8 月に実施された福祉の職場見学会の活動報告、実際に介護現場で働かれている事業
所の管理者の方の声を聞かせて頂いたり、滋賀県での障がい者雇用の歴史や現状の報告などがなさ
れ、これからの障がい者雇用についての意見交換がなされました。

４、今後の課題など
＜介護事業所見学会＞
○今回の見学会では、『介護の仕事のイメージをもってもらうこと』をポイントとしていたことで見学が主に
なっていたが、アンケートの声からもあった『現場の方』の姿を見る場や声を聞く場について、さらには担い
手会議の大きな目的である『地域共生社会』に向けて、『介護の仕事』に拘らない『一般企業の見学
会』も検討をしていきたい。
○雇用に至る方の数値目標を掲げるなど、継続していく取り組みとして評価できる形ですすめていきた
い。
＜先進地視察＞
高島市での取り組みに向けての具体的な方法の検討
＜フォーラム＞
今年度の取組が、単発で終わるのではなくて、継続していくことが大切だと思います。
そのためには、継続して話し合える場が必要だと思います。
そして、8 月に実施したような職場見学会のような事業を重ねていく中で、関わる人の連携が密になる
こと。広がりが出ていくこと。に繋がればと思います。

介護現場での障害者雇用の展望
『これまでをこれからに。』
滋賀県社会就労事業振興センター
理事長 兼 センター長

城 貴志

総務省統計局の資料によると、2018 年（平成 30 年）9 月末現在の日本の人口は 1 億 2641
万 7 千人とあります。2000 年（平成 12 年）と比較すると総人口は約 509,000 人減少したことにな
ります。
一方、65 歳以上の高齢者人口に限って比較すると、2018 年 9 月現在の人口が 3557 万、2000
年 9 月現在の人口が 2190 万人と人口減少とは逆に 1367 万人も増加し、高齢化率は 17.3%か
ら 28.1%と大きく跳ね上がっていることが見てとれます。
まさにこの 18 年間は人口減少と高齢化が進み、社会の在り方や施策、それに伴う福祉制度も大き
く変化してきた時代と言えます。2000 年には社会福祉基礎構造改革のもと、「措置から利用契約制
度へ」「株式会社や NPO 法人等の新規参入を可能にした運営主体の弾力化」等の改革が行わ
れ、それをもとにした高齢社会への対応として介護保険法が施行されたのが 2000 年 4 月のことでし
た。当時から介護人材確保が懸念をされていたと思います。
同じく 2000 年当時の障害のある人の雇用状況は、身体障害者の方の雇用が中心で、知的障害
のある人の働く場は「福祉的就労」と呼ばれる授産施設・共同(働)作業所が中心でありましたが、
2001 年には障害者就業・生活支援センター事業が開始され、2002 年からは職場適応援助者（ジ
ョブ・コーチ）事業、2006 年施行の障害者自立支援法が施行され、就労支援策も労働施策、障

害福祉施策ともに進展してきました。特に障害者自立支援法では「福祉から雇用へ」という基本理念
のもと、2 年間と利用期限が定められた就労移行支援事業所が制度化される等大きく前進する基盤
が確立されたと言えます。国の施策に連動して、滋賀県においても 2005 年に「障害者働き・暮らし応
援センター事業」と「企業等におけるトライ WORK 推進事業」が事業化される等前進をしてきました。
このような社会変化のなかにおいて、滋賀県ならびに私ども滋賀県社会就労事業振興センターで
は、多くの関係機関の方々のご協力のもと、2000 年から知的障害のある人を対象とした介護に関す
る資格取得支援と介護現場への就労支援を実施し、約 200 名の資格取得者と、100 名弱の介護
現場への就職者を輩出してきました。前述のとおり、当時はまだ知的障害のある人の就職が一部の職
種に限られていた状況のなかで、「福祉の『受け手』から『担い手』へ」という固定概念の変化を促す事
業として、展開してきました。
事業を展開するうえで、単に知的障害のある人が介護の現場で働くということだけではなく、知的障
害のある人の「その人のならではの働き」があるということに気付くことができました。この「ならではの働き」
とは、「目の前のお年寄りに向き合う姿勢」であったり、「自然体」「ゆったり感」「一生懸命さ」等のフレー
ズで示しているもので、認知症のお年寄りが他のスタッフの名前は記憶できなくても、知的障害のあるス
タッフの名前は記憶できたり、休むと気にかけるお年寄りが多くおられる事例が多数報告されました。他
にも、お年寄りの会話の量や笑顔になる回数が増える、利用者であるお年寄りが、スタッフである知的
障害のある人を手伝い自然とリハビリとなっている等私たちが想像していなかった効果も見て取りことが
できました。まさに知的障害のあるスタッフの、お年寄りへの向き合う姿勢が介護の質を問う働きもある
のではないかと考えるようになりました。この「ならではの働き」を客観化するための研究を大学の先生方
と取り組んでいるところです。
前述の社会的背景もあり、介護業界での人手不足の解消と、働きたい障害のある方を結び付け、
少しずつ広まりつつあるこの事業も、まだまだ介護業界全体には浸透していない現状があります。。
そのなかで、数年前から、私たち障害福祉関係者からではなく、森本委員長はじめ介護事業所の
関係者の皆様から「顔の見える関係を地域でつくり、障害のある人の介護現場での雇用を広めていこ
う」というご提案をいただきました。その呼びかけに私たち障害福祉関係者だけではなく、教育関係、保
育関係、行政等も加わり「福祉の『受け手』から『担い手』へ推進会議」が発足しました。当初は顔の
見える関係の構築、情報共有の場として始まりましたが、昨年度より滋賀県民間社会福祉事業共
済会様の助成金をいただき、高島をモデル地域として介護事業所見学会やフォーラムの開催、それに
先立ち先進地視察を実施することができました。
それぞれの取り組むことによって、地域における顔の見える関係から、この地域で何をするべきかを議論
できる関係に変化し、実施した事業においても次年度以降も形を変えて継続していける土台をつくる
ことができました。
日本においては益々人口減少、高齢化によって、介護を担う人材不足が予想されています。今回
の事業の成果を各方面に発信することによって、知的障害のある人の介護現場での雇用が促進さ
れ、地域で誰もが安心して働き、暮らすことができる地域づくりに繋がる取り組みを今後も展開していき
たいと考えております。
最後になりますが、滋賀県民間社会福祉事業共済会様のご支援、またこの事業を支えていただい
た森本委員長、松川副委員長はじめ検討委委員の皆様、西村リーダーはじめ高島会議の皆様に感
謝申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

『次代の担い手へ』（まとめに代えて）
森本 信吾
働きづらさを抱える、障害者・在日外国人・困窮者等の雇用を進める「サービスの受け手から担い
手へ」の取り組みを始めてから約５年が経ちました。
私自身のきっかけは、元々、６～７年くらい前に「まちかどケア滋賀ネット」が県障害福祉課から障
害者雇用推進のためのマニュアル作成を委託され、その会議に参加したことでした。その時の印象とし
ては、障害者の介護分野での就労促進のための研修を受講修了された方が多数おられるにもかかわ
らず、実習もままならない、なかなか就労に結びつかない、就労しても短期間で退職してしまう、などの
現状を知ったことです。
介護分野での障害への理解が促進され、マッチング等がうまくかみ合えば、十分それぞれの生活圏
域で働くことができる方がおられるのではないか、と感じたことでした。（実際、私が勤める施設でも働い
ている方がおられました。）
そんなことから、まずは、障害・高齢・雇用・教育等、分野を超えた関係者が官民問わず参集し「顔
の見える関係」から「本音で話せる関係」を築き、議論を深められれば、互いに他分野のことを理解で
きネットワークを築くことができるのではないか、と考えスタートしました。
しかしながら、長くやっては来ましたが、あくまで任意の集まりなので、各関係者からの報告会の様相
を呈し、発展がみられないまま経過してきてしまったのではないか、とも感じるところです。
昨年度より、滋賀県民間社会福祉事業共済会の助成を受け、市と保健福祉圏域が一体となり、
元々顔の見える関係が災害支援ネットワーク等で進んでいる高島市において、今年度、モデル事業と
して高島の関係者の皆さんと共に進めてまいりました。アンケート調査・事業所見学会・視察研修・フ
ォーラムと駆け足で走り抜けた感は否めませんが、新たな出会いや学びを深める良い機会となりました。
「人材不足は障害者等雇用にとってはチャンス」であると考えています。「障害者に優しい職場は他の
職員にも優しい職場」つまり「障害者等雇用を進める事業所は職場環境改善に積極的に取り組んで
いる事業所」という風に、『企業には価値を高めるチャンスとして、社会福祉法人には地域貢献推進』
として、今後も展開できるのではないか、と思っています。
全産業的に人材不足が深刻な折、一歩踏み込んだ就労支援の方法を分野横断的に地域の中
で考え、実践の中で新たな気付きを得、次の段階にステージが移っていくのではないか、と漠然と感じ
ているところです。担い手推進のこのメンバーによる取り組みは今年度をもって発展的解消とし、各地
域での新たな萌芽に期待したいと思っています。
最後になりますが、この間、ご賛同、ご協力、ご支援いただいた皆様に紙面を借りて感謝申し上げた
いと思います。本当にありがとうございました。また、どこかでコラボレーションし、化学反応を楽しみにした
いと思います。

