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続・「ジョブコーチ協同組合」への思い 
鈴木 修（特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん代表理事・第１号職場適応援助者、協同総研理事）

はじめに

　今、私の手元には「協同の發見」第190
号（2008年５月号）がある。
　この号では「いま、障害当事者が立ち上
がるとき」という特集が組まれ、長崎ウエ
スレヤン大学の村上清氏が巻頭言のなか
で、自立支援法における就労の強調、障害
者雇用促進法による精神障害者の雇用率算
定などに触れられている。私もその時、

「『ジョブコーチ協同組合』への思い」と題
して原稿を書いているが、「自らが『ジョ
ブコーチ』としての専門性と倫理性を持ち、
行政に左右されることなく事業として確立
させていこうとするかどうか、その意志の
問題につきる」という自分の言葉に思わず
ドキッとしてしまう。
　あれから５年�。2013年４月には法定雇
用率が1.8％から2.0％に引き上げられ、精
神障害者の雇用義務化に向けて雇用促進法
の改正が行われようとしている今日、「障
がいのある人が働く」ということと私自身、
どのように向き合ってきたのだろうか？ 

あれから５年

　この５年間、数多くの障がいのある人の
雇用現場に関わり、職場適応援助者（ジョ
ブコーチ）の養成研修をはじめとした就労
支援に関する研修会も数多く開催してき
た。また、障がいのある人の職場としても
何人かの方の雇用にも挑戦してきた。
　そして、NPO法人くらしえん・しごと
えんは現在、３名の第１号職場適応援助者

（ジョブコーチ）と１名の事務職員（アスペ
ルガー症候群、障害者雇用）の４名が働く
職場になった。設立当初から「ジョブコー
チの自立・独立」ということを模索してい
た私たちは、就労移行、就労継続支援Ａ型、
Ｂ型といった障害福祉サービスは一切行っ
ていないために、「利用者」というものは
いない。当然、障害福祉サービスに基づく
お金は一切入ってこない。
　私たちの収入源は、障害者の雇用の促進
等に関する法律（以下、雇用促進法）に基づ
く、職場適応援助者助成金（ジョブコーチ
支援事業）と職場適応援助者養成研修をは
じめとする各種研修の企画・運営、さらに
はカウンセリングや障害者雇用企業への個
別コンサルティング等など�。

巻 頭 言
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　そうは言っても、なかなか安定した収入
を得ることは難しく、設立当初から一緒に
法人を運営している事務局長は「雇用され
ている方が本当に楽だった。考えなくてよ
いから�」と事ある毎に口にした。

支援者の専門性

　私たちの事業に共通することは、自分た
ちのもつジョブコーチ支援スキルを「商品」
として、収入を得ていることと、もう一つ
は、障がいのある人の「雇用就労」「一般
就労」と言われる我が国の障害者雇用率制
度をはじめとした雇用促進法の枠組みのな
かで、「働き続ける」ことを支援している
ということである。
　私たちジョブコーチは、様々な障がいの
ある人の様々な雇用現場に介入し、「働き
続ける」を支援する。
　その時、私がいちばん大切だと思ってい
ることは、人生を背負っているのは障がい
のある人だけではなく、そこで働く従業員
の方たちも、一人ひとり、人生を背負って
いるということである。現場には、そこで
働く人たちの人生が錯綜し、様々な思いを
抱えながら、皆、一所懸命働いている。
　その仕事、その労働に対してどのように
向き合っているかということが大切であり、
一所懸命に働く姿への共感をつくり出し、
特別扱いではなく、当たり前の配慮を生み
出していくことこそが、私たちの仕事であ
る。勿論、現場は厳しい。様々な差別や偏
見があるのも事実であるが、それでも、「障

害者雇用」というきっかけは、より多くの
障がいのある人たちに働くことへの門戸を
開くと同時に、「障がいのある人たちと一緒
に働く人たち」もたくさん生み出したので
ある。私はそこが非常に大切だと思う。
　だからこそ、そこに関わる支援者の質、
専門性は極めて重要となる。
　専門家として事業主から意見を求められ
ることもあるし、医療機関をはじめとした
他機関へのリファーに悩むこともある。私
たちの何気ない一言が離職につながったこ
ともある。私たちの一言、考え、態度は、
障がいのある人だけではなく、そこで一緒
に働く人たちの人生にも大きな影響を与え
てしまうのである。メスを使ってドクター
が人の命を左右するように、私たち支援者
はその人の人生、命すら左右することもあ
るのだということを厳しく自覚すべきであ
ると私は思っている。
　人が人と支え合い、補い合うことは当た
り前すぎるほど当たり前の事であるが、私
は「支援」と「支え合う・補い合う」とい
うことをしっかりと区別する必要があると
思っている。松為信雄氏は支援者の視点と
して「（支援対象者の）ニーズを自分で充足
する自己ケア能力や、主体的判断の能力の
向上」「エンパワメントの視点」※の２つを
あげている。「支援」とは支援者のもつ専
門的スキルをフル稼働させて支援対象者の
人生に関わっていくことだと私は思う。ま
た、支援の際には、本人のニーズを把握し、
計画を立て、実行し、そして振り返り、支
援結果の評価をし、不完全であれば計画を
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練り直す。それは「竹の節のようなもので
あり、その先は少しずつ細くなっており、
その目指すものこそQOL（Quality of Life：
生活の質）である」※と先の松為氏は言って
いる。
　さらに、支援は永続的に行われるもので
はないということを、支援者は肝に銘じて
おかなければならない。これがもう一つの

「エンパワメントの視点」であるが、この
「エンパワメント」は本人だけではなく、
本人を取り巻く地域や環境そのものの「エ
ンパワメント」をいかに向上させていくか、
という点も忘れてはならない事だと思う。

「働く」というニーズ

　2007年から2008年にかけ、和歌山県から
の委託を受け福祉事業所９ヵ所に対し、「作
業所分析」のために11回訪問した。３日間
かけてその作業所の「仕事」内容や状況、
利用者と職員からの聴き取りなどを行った。
　そのなかで、ある事業所では若手の職員
が、一緒に働く利用者の方について「彼は
僕と同じように作業をしている。作業ス
ピードも僕よりもすごい。そんな彼と僕と
どうして給料が違うんだ？」と利用者に対
する思いを熱く語ってくれた。実際にその

「彼」の作業能力はきわめて高く、他の利
用者とは明らかに異なっていた。しかし、
それはその「作業」の部分だけの話である。
　福祉事業所の職員の仕事は、作業だけで
はない。そこを利用する一人ひとりに対す
る個別支援計画をはじめ、記録の記載と

いった利用者に対する責任をもった対応、
付随する事務作業、さらには施設全体の運
営、他機関との連携、会計といった様々な
業務がある。それが福祉事業所の職員の「仕
事」である。
　もう１つ。その時の「彼」は何を望んで
いるのかということである。彼は職員と同
じように施設職員の「仕事」をしたいのか、
作業をたくさんしてたくさんの工賃を得た
いのか、それとも一般企業への就職を目指
しているのか�。私たちは誰もが様々な

「ニーズ」を持っているが、そのニーズの
実現のために「専門的な支援」が必要なの
かどうなのかということではないのだろう
か。それによって「彼」の位置は全く異なっ
てくるということである。
　「働きたい」という言葉一つにしても、
よくよく話を聞いてみると、その中身は「家
がイヤなので外に出たい」であったり、「一
緒に話ができる仲間が欲しい」であったり、

「自分の居場所が欲しい」であったりする
ことがある。
　私たちジョブコーチ支援の現場でも「働
く」という明確な意志、意欲がないところで
は、少しでも大変な事があるとすぐに不安
定になりトラブルが生じる。しかし、これは、
一般の雇用現場が大変なのではない。本人
の「働く」という思いが定まっていない事に
起因することが多いと私は思う。

２年後の姿

　2013年２月から、くらしえん・しごとえ
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んで働き始めた事務職員は、これまで職場
のなかで、様々なトラブルを経て退職。そ
の後、発達障がいの診断を受けて「障害者
雇用」求人を探すようになり、私たちと出
会った。
　彼女の「ニーズ」は私たちの法人の理念
や事業に心から賛同して一緒になって仕事
をしたい、働きたいという思いからではな
く、パソコン業務を中心とした事務補助の
求人であったことと、一般求人ではなく障
害者求人の枠での雇用であったからであ
る。現時点で彼女はあくまでも「障害者雇
用」であり、「特定求職者雇用開発助成金」
と「職場支援従事者配置助成金」を活用す
ることによって初めて人件費が賄えるので
ある。私たちの法人の事業は、残念ながら
まだその段階である。
　１つの区切りは、特定求職者雇用開発助
成金の支給が終了する２年後。「助成金あっ
ての障害者雇用の枠」ではなく、彼女自身
の「労働」が法人の運営になくてはならな
いものになっているかどうかであり、その
時までに私たちが彼女を職場の仲間とし
て、大切な一員として育てられているのか
どうか。そして、彼女にしてみれば、くら
しえん・しごとえんが心底大切になり、主

体者として関わりたいと思うようになって
いるかどうか、である。
　そうお互いが思えるようにすることが、
私に課せられた課題であり、その時、初め
て協同労働のスタートラインに立てると私
は思っている。
　さて、最後になるが、本稿の「ジョブコー
チ協同組合」なるもの。
　私は、「協同労働の協同組合法が」が制
定された際には、ジョブコーチ事業の自立
と障害当事者の就労の場創出を目指して、

「ジョブコーチ協同組合」を模索したいと
考えてきた。しかし、「ジョブコーチ」は
制度的にも資格的にも、まだまだ確立され
ておらず、ようやくジョブコーチ制度のあ
り方の検討が始まろうとしている段階下で
ある。「協同労働の協同組合法」も、あと
一歩のところで足踏みをしている状態。そ
のような状況下で「ジョブコーチ協同組合」
は自分のなかでも朧気な姿しか見えていな
い。それでも、この先、２年後、５年後も

「ここまで来た」と言えるようにしていき
たいと思う。

【脚注】

※ くらしえん・しごとえん職場適応援助者養成研修
（2013年２月）にて松為信雄氏の講義より
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