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－1－ この人のことば

こ の の人 こ と ば

1．ソーシャルインクルージョンとしての障害者就労

　企業等での就職を希望する障害のある人がここ数
年，増加している。ハローワークでは，求職登録件
数・就職件数が急増し，2011（平成23）年度のまと
めでは，就職件数は前年度比12.2％増の約６万件で，
過去最高を示している。その背景には，障害者雇用
率制度に基づく企業への障害者雇用率達成指導の強
化や障害者自立支援法による就労移行支援事業の展
開，特別支援学校における就職促進のための取り組
みの強化等，労働，福祉，教育分野等をあげた制度
的な支援の充実があげられる。いわば「福祉から雇
用」への動きが加速化しているといえる。同時に，
こうした政策的な意図のみならず，障害があっても
当たり前に通常の職場で働く機会を望む障害のある
人が増えていること，それを支えようとする社会の
変容が確実に進んでいることなどが背景として考え
られる。こうした動きによって，まさに職場におい
ても，だれも排除しない，ソーシャル・インクルー
ジョン（社会的包摂）としての障害のある人の就労
が実現しつつあるといえる。
　現在の障害者法定雇用率1.8％（民間企業）は，
来年度から2.0に引き上げられるが，就職を希望す
る障害のある人の増加は，その原動力になっている
ことも，通常の職場で働くことの重要性を示す証で
もある。

2．重要性を増す職業能力開発

　こうした障害のある人の就労ニーズと，障害のあ
る人を雇用し，その能力を最大限発揮させる企業等
の事業所とのマッチングが重要さを増しているとい
える。単に，「障害者も働くべき」とか「障害者雇
用率制度があるから雇用しなければならない」とい

う関係性ではなく，障害の種類や程度をこえて，「だ
れもがその持ち得る能力を発揮する」働き方を実現
することは，障害のある人にも，企業にも，そして
社会全体にとっても大きな利益をもたらすことはい
うまでもない。
　その際には，障害当事者も含めて，関係者は従来
の仕事と障害のある人との固定的なマッチングの概
念から解放されることが重要である。車いすの利用
者は座位を中心とした事務作業，知的障害のある人
は，単純反復的な作業へという考え方から，障害の
種類をこえたマッチングの可能性を追求する職業能
力開発のフレームワークの転換が必要となる。例え
ば，発達障害故に対人関係に困難があるからという
ことを根拠に，今後の高齢社会において人材不足が
見込まれる介護労働の分野から遠ざけてしまうので
はみすみすその潜在能力を生かせないことになり，
大変勿体ない。実際の職務を改めて見つめ直し，具
体的な職務遂行能力の獲得に向けて，障害の種類や
程度にかかわらず，適切な訓練プログラムとして構
築していくことが関係者には求められる。
　ところで，障害のある人の職業能力開発について
は，知的障害，精神障害，発達障害のある人の就労
ニーズが高まるにつれ，ジョブコーチ支援に代表さ
れる，「訓練してから就職」ではなく，「就職してか
ら訓練」（実際の職場においてのアセスメントや必
要な技能の訓練）という考え方に基づく支援が浸透
してきている。その個人の職務遂行能力も本人の技
術や技能の付与や向上のみならず，作業手順の変更
や障害に配慮した環境の設定によって，「できない
仕事」を減らしていく方法が重視されるようになっ
ている。また，国際連合の障害者権利条約にも代表
されるように，障害のある人が保護の対象ではな

障害のある人と職業能力開発

埼玉県立大学保健医療福祉学部　教授

朝日　雅也
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く，権利の主体であると位置づける考え方を踏まえ
ると，単に「訓練をして，働き手に転換する」ため
の狭い意味での職業訓練では，今日的な障害のある
方への支援観になじまない面があることも否定でき
ない。

3．全人的なかかわりとしての職業能力開発

　その際，重要なのは，職業能力開発が単なるマッ
チングのために，障害のある人の不足を「指導して」
「教える」という枠組みではなく，本来の職場にお
けるインクルージョンを促進するために，障害のあ

る人自身をエンパワメントすることを含めた包括
的，相互性を持った全人的な取り組みとして位置づ
けられることであると思う。障害のある人にとって
社会生活力を獲得するのは，職業能力開発の直接的
な目的ではないが，結果として権利を行使するため
の基本的な力をつけていくことにつながれば，きわ
めて効果的である。訓練が障害者の就労支援の一部
をなすのではなく，リハビリテーション，それも
「全人的な権利の回復」としての機能を発揮したと
きに，職業能力開発の今日的な意義は，ますます高
まるのではないだろうか。

あさひ　まさや
略歴
1981年　国際基督教大学教養学部社会科学科卒業
1981年　身体障害者雇用促進協会（現独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構）入職
1998年　日本社会事業大学院社会福祉学研究科博士前期課程修了
1999年　埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉学科　現在に至る
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1．はじめに

　京丸園は，静岡県浜松市にあります。農家の長男
として生まれ1985年（20歳）に父親が経営する農園
に就農。2004年，かかわる皆さまの心と身体の健康
を応援する総合農園の建設を目指し『笑顔創造』を
経営理念に法人化し第９期の農業生産法人です。
　現在，総勢72名（役員４名，社員４名，パート64
名）の組織となっています。経営の柱である水耕部
では，「毎日，緑を食卓に！」をテーマに京丸園姫
ねぎ・京丸姫みつば・京丸姫ちんげんを周年栽培し
全国40市場へ出荷しています。

　土耕部では，「孫に食べさせたくて！」をテーマ
に合鴨を利用し無農薬のお米，土地の利を生かした
ごぼう等を生産しています。そして，「農を通した
働きの場づくり」をテーマとした心耕部を配置し障
害者雇用や研修受入れ等を行っています。

　農園の特徴は，老若男女が障害を持つ者と共に働
いているところです。従業員最年少は17歳，最高齢
者は81歳（平均年齢43.8歳），障害者は20名（障害
者割合27.7％），知的・身体・精神障害とさまざま
ですが皆元気に仕事に取り組んでいます。

2．障害者との出逢い

　障害者との出逢いは18年前になります。障害を持
つ子に付き添い母親が働きの場を求めて面接にやっ
て来ました。「障害を持つ方が農業現場で働くのは
無理」と思い込んでいたため採用をお断りしまし
た。それからも何組もの親子が面接にやって来まし
たが応えは変わりませんでした。
　しかし，必死に頼み込む親子の熱意に押され，採
用を考え始めました。特に印象に残っているのは障
害者の母親の言葉です。「給料は要りませんから働
かせてください」と。どういう意味なのでしょう？

京丸姫ちんげん水耕栽培

出荷調整場

だれもが参画できる農業
ユニバーサル農園への挑戦

　　障害者に対する職業訓練 1

京丸園株式会社　代表取締役 鈴木　厚志
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お金を稼ぐために働くと，思い込んでいた私には衝
撃的な一言でした。「働く」とはどんなことなのか，
本当の意味を彼らから学びました。与えられた命を
世の中で生かすこと，役割を果たすことが彼らの
「働く」意味だったのです。お金は，そのあとから
付いてくるものでした。
　しかし，近年障害者の働きの場が少なくなってい
るのが実情です。彼らは，働きの場を農業分野に期
待をしています。確かに健常者に比べたら作業能力
は低いかもしれませんが，働く意欲という点では，
彼らの意識はとても高く実直です。
　最初は，ボランティアの気持ちで一週間の研修を
条件に大きな不安を持ちながら受入れを承諾しまし
た。しかし，実際，作業場に障害者が入ると予想も
していなかったことが起こったのです。全体の作業
効率が上がったのです。障害者の作業能力は健常者
の半分，３分の１と言ってもいいかもしれません。
そんな彼が一所懸命働くことで周りのパートさんた
ちが彼を助けようと力を貸してくれるようになり作
業に工夫がうまれ協力体制が生まれたのです。作業
場は，とても思いやりのある温かな空間となりま
す。そして，総合力として作業が効率的に進むよう
になったのです。ボランティアの気持ちは吹き飛
び，障害者と健常者が共に働く効果は経営として成
り立つと確信し障害者をビジネスパートナーとして
一年に１人ずつ採用していこうと決めました。そし
て，障害者が農園で働ける仕組みを作り上げればお
互いにとってメリットとなると感じたのです。

3．ユニバーサル農園・心耕部という考え方

　京丸園では，「障害者との出逢いをきっかけに農
業に魅力を感じているさまざまな人たちが参画でき
る仕組みを創ること，またそれにより今までにない
新たな農業の形を提案していける農園」を“ユニ
バーサル農園”と定義し2000年から取り組みを始め
ました。まずは，農園内に心耕部を設けました。コ
ンセプトは「働く個人ごとに役割を持て，人との繋
がりの中で，幸せを感じられる仕事づくりを目指
す」。企業活動はすべて，人の幸せのためにありま

す。正直に働き，品質の良い農産物を作り，お客様
から仕事の評価を頂けること，そして結果として，
利益とやりがいを生み出せることが，真の社会参加
となります。京丸園での働きが，かかわる人々すべ
ての人たちの「喜びと安心と誇り」となれるような
運営努力をしていきます。私たちの目指すユニバー
サル農園とは，福祉のための農園ではなく，「農業
経営における幸せの追求」です。障害者は，心耕部
に所属し京丸園の一員として働きます。心耕部に所
属すると「どんな働き方がしたいですか？」という
質問からスタートします。農業現場は，多くの仕事
を生み出すことが可能な職業ですから障害者の目
的，希望を叶えられる農作業プログラムを作成し提
案することができるのです。

4．障害者は，負担？

（2009年日本産業カウンセラー学会発表）

　障害者雇用を始めて13年が経過しました。農業界
での障害者雇用はこれから必要であるとスタート時
からご指導頂いてきたオリジンコーポレーション杉
井保之氏より学会発表のお話を頂きました。企業に
とって障害者の雇用の取り組みは直接，利益につな
がるものではないという認識どころか，多くの企業
では負担なことと考えられているのが現状です。し
かし，障害者雇用は本当に企業にとって利益をもた
らさない負担なことなのか？　を農園の事例をもと
にまとめていただきました。障害者雇用に踏み切っ
て以来，障害者の雇用数と売上は比例的に増し2009

心耕部を軸とした京丸園組織
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年障害者数19名で全社員に占める障害者の割合は
35.8％となり同時に売上は２億４千万円となり障害
者雇用する前から比較すると3.7倍となっていたの
です。家族経営からスタートした農園でしたが障害
者雇用と共に経営規模を大きくすることができたの
です。１つの農園事例ではありますが，障害者がも
しも企業経営に負担であるとするなら障害者の比率
が上がれば上がるほど売上が落ちていくはずです。

　しかし，障害者比率が増えると同じく売上を伸ば
すことができたということは決して障害者が負担で
はないということを証明できたことになると思うの
です。障害者雇用をすれば売上が必ず上がるとは言
いませんが，可能性があることは間違いないと言え
ます。特に農業分野においては多くの可能性が秘め
られていると実感しています。

5．農業＋福祉＝健康創造産業

　私たち農業者は，今まで高品質な野菜をいかにた
くさん生産するかという考え一筋に農業を行ってき
ました。しかし，農業は農産物生産ひとつが使命で
はありません。もっとほかにも農業の使命があるは
ずです。障害者との出逢いの中で福祉というキー
ワードを知ることができました。農業生産を行いな
がら地域の障害者雇用を担う。また，高齢者の働き
の場として農業が位置づけできたなら農業は農産物
を生産する現場から地域福祉を担う現場にも成り得
るのです。
　現在，「地産地消」という言葉が良く使われます。
農産物を食べるだけの言葉にしておくにはもったい
ないと思うのです。労力も地元にあるものを地元で
利用できるのです。そして，福祉を産業である農業
が担うことができれば国の福祉予算を減らすことが
できローコストな国になりますし，農業が新たな産
業に生まれ変わるチャンスとなります。
　現在の取り組み事例をご紹介します。障害者が農
場で毎日毎日お掃除をしてくれていました。ハウス
内はどんどん綺麗になっていきます。すると，害虫
や病気が減ってきたのです。障害者の掃除のお陰で
農薬の削減につながりました。ここで話は終わりま
せん。どうせ農場をほうきで掃除して歩くのなら
いっそ掃除機で虫を捕穫すればよいのではと機械
メーカさんと協力し虫捕穫機を製作しました。この
機械は，ゆっくり動かすことがポイントなので障害
者には絶好の仕事となったのです。この機械のお陰
で農薬散布がなくなりました。農薬代金，散布労力
が削減されお客様には安全安心の農産物が届けら

京丸園の売上と障害者雇用の推移（2011年）

さまざまな人が働くことができる 虫捕獲機「虫トレーラ」
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れ，障害者の働きの場が創出されました。現在は，
足のリハビリを行わなくてはいけない障害者がこの
機械を歩行器代わりに作業をしています。
　足腰がふらつく障害者が働きにやって来ました。
当然，安全に仕事をしていただくためには座ってで
きる作業を選択します。しかし，仕事を選択するこ
とによってこの障害者は，一日中座っているという
ことになります。本来は，リハビリセンターで訓練
することが望ましいのですがそうすると仕事はでき
なくなってしまうというのが実情なのです。

　そこで，私たちが開発したのがリハビリ機能付き
作業機械です。それまで手作業で行っていた作業を
機械でしながらその作業台に自動昇降装置を取り付
けました。10分間立って仕事をしたら10分間座れる
ように作業台が自動で上下します。
　この装置のお陰で作業者は，座り続けて仕事をす
るのではなく立ったり座ったり（足腰のリハビリ）
を繰り返すことができるようなったのです。この機
械開発のお陰でリハビリが必要な人が仕事に就くと
同時に農作業も10倍速く効率的になりました。働く
人にとっても，職場にとっても良い仕組みとなった
のです。

　ここで面白いところは，通常リハビリセンターへ
お金を払って治療に行っている人が，農場に来れば
賃金を頂いてリハビリが行えるということです。農
業が生産の場にとどまらず，障害者の就労そして，
リハビリ（医療）機能農場へと変化していくことは
夢ではないと思っています。これには，大学の作業
療法士の先生，機械メーカ，生産者，行政が研究
チームを設立し実験を行っています。近い将来，農
場は医療現場になるかもしれません。

6．ユニバーサル農園の課題

　これからユニバーサル農園が全国に広がっていけ
ば，より多くの人たちが農業参画できるようになり
低迷する日本農業が活性化するのではないかという
夢を抱いています。
　しかし，現状は程遠い地点にいます。今まで農業
は家内産業として家族経営が基本であったため農園
に雇用システムがないため研修や訓練などの受入れ
までは進むのですが雇用まで進むケースは限られて
います。
　また，今まで農業分野に就職というケースがあま
りにも少なかったため就労を支援する方々が農業に
ついての情報不足により農業分野への斡旋が行われ
てこなかった状況もあります。同じく，就労を希望
する人たちも選択職種の中に農業がないという実態
もありました。
　これからは，農業情報をいろいろな分野の方々に
発信することで農業の魅力を多くの方々に掘り起こ
していただきたいと思います。
　農家の長男が後を継ぐ農業から，だれでも参画で
きるユニバーサル農園が広がり多くの人の力が集ま
る産業に発展させたいと思います。

リハビリ機能付き姫ねぎウレタン切断機
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1．はじめに

　本校は，千葉市稲毛区にある特別支援学校で，知
的発達に障害のある児童生徒72名が在籍している。
小学部・中学部・高等部の３つの部からなり，小学
部は生活単元学習（一定の期間，一定の生活上の
テーマに沿った一連の活動に取り組む学習）と日常
生活の指導を，中学部は生活単元学習と作業学習
を，高等部では作業学習をそれぞれ教育課程の中心
に据えて学校生活を整えている。卒業後の働く活動
を中心とした社会生活につながるように，働く生活
を学校生活に大きく位置づけ，社会とかかわる生活
を大切にしている。
　本校では，中学部にあいぞめ班，やきもの班，し
いたけ班の３つの作業班が，高等部に木工班，レ
ザークラフト班，手織り班，農耕班の４つの作業班
がある。所属については，年度はじめに生徒の希望
や保護者の希望を聞き，教師の思い，作業班のバラ
ンスなどを考慮し，生徒が納得して取り組むことが
できる所属となるように努めている。所属が決定し
たら，１年間同じ作業班で取り組む。中学部，高等
部それぞれ３年間で，２つの作業班を経験できるよ
うに配慮している。
　作業学習では，単に「ものづくり」に取り組むだ
けでなく，各作業班とも材料購入，納品・販売先と
の連絡・交渉，集金・支払い・会計処理など，作業
班を運営するに当たって必要な活動を生徒が中心と
なって取り組めるようにしている。

　特別支援学校に通う児童生徒たちは，とかく「で
きない子ども」と見られがちである。しかし，本校
では子どもたちは「できる状況」に置かれていない
から「できない」のであり，道具や補助具，本人の

「やろう」という気持ちを盛り上げるような支援の
仕方などを工夫して「できる状況」を整えれば，取
り組めることが増えると考えている。現在，本校で
は，「共に豊かに生きる学校生活を目指して－子ど
もの思いに寄りそい，子ども主体を支える－」とい
う研究テーマを掲げ，実践に取り組んでいる。１人
ひとりの子どもたちの思いや様子を的確にとらえ，
思いに寄りそった活動を用意し，「よりよくできる
状況」を整え，満足した学校生活になるよう，日々

「できる状況づくり」を徹底して追究している。
　今回は，今年度５月に高等部木工班が取り組んだ
単元（一定期間，一定のテーマをもって，見通しを
もちやすいよう，活動にまとまりを作って取り組ん
でいる。 その１つひとつのまとまりを単元という）
を紹介する。

2．単元「木工・レザークラフト大販売会－Ｙ
駅－」について

　本単元は，レザークラフト班と合同で行う「木工・
レザークラフト大販売会－Ｙ駅－」に向けて，新製
品「パネルキューブ」やウッドパネルの製作や販売
会の準備活動に，みんなで力を合わせて取り組もう
というものである。

特別支援学校における
作業学習の取り組み

特集

　　障害者に対する職業訓練　 2

千葉大学教育学部附属特別支援学校 千田　恵一
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　レザークラフト班と合同で

　単元「花屋Ｆ店等へ，新製品『ウッドパネル』の
納品」（４〜５月）では，ウッドパネルとフォトス
タンドを製作し，得意先へ多くの製品を納品した。
本単元について班長を中心にみんなで相談したとこ
ろ，「ほかの班と一緒に盛大に販売会をしたい」と
いう声があがった。同じように販売会を計画してい
たレザークラフト班との話し合いにより，今年度最
初の２班合同の販売会を行うことになった。週に一
度，合同で昼食をとりながら「大販売会連絡会」を
行い，お互いの製作状況を伝え合ったり，合同で

「『大販売会』だより」を発行したりして，２班で協
力し合って取り組んでいく。

　全員で「パネルキューブ」を「大販売会」に

　「さらに新しい製品を作りたい」という生徒の声
をもとに，４月のウッドパネルの製作工程をできる
だけ変えずに製作できる新製品「パネルキューブ」
を作ることになった。１つのラインで全員で協力し
て２種類の製品を作り上げてほしい。「大販売会」
に向けて，売り上げ目標数をみんなで相談し合って
決め，出来高表を作成して班全体で確認し合って製
作を進める。目標達成を目指して，出来栄えの良い
製品を精いっぱい製作してほしい。

　担当の仕事に次々と

　単元期間中，１人ひとりの得意な活動に合わせ
て，切断，面取り，塗装，組み立てなどの工程を担
当し，同じ仕事に繰り返し取り組む。塗装では，ム
ラなく塗れるように，扱いやすく道具を工夫した
り，組み立てでは，補助枠等を改善したりして，１
人ひとりに合った道具や補助具等を用意していく。
初めての担当に取り組む生徒もいるので，丁寧に手
順等を確認し合いながら，安全に留意して製作を進
める。早く自分の担当の仕事に慣れて，次々と仕事
に取り組んでほしい。

　みんなで協力して「大販売会」を盛り上げて

　「大販売会」に向けて，製品の値札付け等，販売
会の準備活動も，役割を担当して力を合わせてやり

遂げてほしい。 班長を中心として，Ｙ駅へFAXを
送付したり，電話連絡をしたりしていく。花につい
ては，ここ数年，やりとりがあるＣ高等学校生産ビ
ジネス科と連携していく。単元期間中，全員で協力
して製作や準備活動などに取り組み，今年度初めて
の販売会をやり遂げ，満足感いっぱいに単元を締め
くくってほしい。

3．単元におけるねがい

○「パネルキューブ」とウッドパネルの製作の担当
の仕事に，自分から精いっぱい取り組んでほし
い。

○販売会当日は，班の仲間やレザークラフト班の仲
間と協力して，たくさんの製品を販売し，満足感
を味わってほしい。

4．単元の計画

⑴　計画を立てるに当たって

　—思いに寄りそい，生徒主体を支えて—

　〔生徒主体の単元活動の進め方〕

①　今年度初めての販売会を目指して，仲間と
テーマを共有できるように

・「パネルキューブ」とウッドパネルの製作や，
販売会に向けての仕事に全員で力を合わせて取
り組む。

・折にふれて，Ｙ駅で実施する「木工・レザーク
ラフト大販売会」のことやレザークラフト班と
合同で行うことなどを話題にしていく。

②　「大販売会」への気持ちが高まるように
・単元のはじめに，試作品を見ながら「パネル

キューブ」を作って販売することを確認し合っ
たり，製作目標数をみんなで相談して決めたり
する。

・出来高表を作成して作業室内に掲示し，日々，
目標個数や製品の完成数などを記入していく。

・出来上がった製品から入り口奥の完成品置き場
に並べていく。

③　「大販売会」への期待感や，製作の見通しを
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もてるように
・Ｙ駅へのあいさつや打ち合わせの様子，製品の

目標数や製作状況が，仲間や家庭で話題になる
よう，作業班だより係がレザークラフト班と協
力して，「『大販売会』だより」を毎週発行する。

・レザークラフト班と協力して，販売会のチラシ
を作成したり，一緒にPR活動に出かけたりす
る。

④　満足感・成就感を味わえるように
・単元の締めくくりに，全員でＹ駅へ出かけ，完

売目指して販売をする。

　〔�主体性を支える場の設定・道具や補助具などの

工夫〕

①　新製品の製作に精いっぱい取り組めるように
・それぞれの製作工程ごとに，１人ひとりに合っ

た補助具を用意し，新しい担当の仕事を進めや
すくする。

②　「大販売会」に向けて，仲間と一丸となって
取り組めるように

・全員がお互いの製作の様子を見合って，一体感
をもって仕事を進められるように作業台を配置
する。

　〔共に活動しながらの支援〕

①　「大販売会」に向けて気持ちが盛り上がり，
意欲的に取り組めるように

・新しい工程や手順となる生徒には，はじめは一
緒に丁寧に確認し合う。

・仕事の進み具合や材料の仕上がり具合を確認し
合いながら声をかけたり，生徒によっては，慣
れるまで手を添えて一緒に進めたりする。

②　繰り返し時間いっぱい取り組めるように
・材料を補充したり，出来上がった材料入れ用の

コンテナがいっぱいになったら，新しいコンテ
ナに取り替えたりする。

⑵　日程計画

月／日 曜 主　　　な　　　活　　　動 関　連　 す　る　 活　動
５／ 14 月

○「パネルキューブ」 100個

○ウッドパネル　　    50個

・日程，担当，製作目標数の確認　・レザークラフト班との打ち合わせ
15 火 ・材木の注文（材木店等）　・販売会場との連絡
16 水 ・材木の受け取り，材木店へ挨拶
17 木 ・「『大販売会』だより」発行
18 金 ・Ｃ高校に連絡　・販売会場への連絡
21 月 ・Ｃ高校に鉢花注文　・レザークラフト班との打ち合わせ
22 火 ・販売会場との打ち合わせ
23 水
24 木 ・「『大販売会』だより」発行　・ＰＲ活動
25 金 ・プライスカード制作
28 月 ・レザークラフト班との打ち合わせ　・出品表配布
29 火 ・販売会場との連絡
30 水 ・販売会準備
31 木 「木工・レザークラフト大販売会」

６／１ 金 片　付　け ・レザークラフト班との報告会　・会計処理

※注文も随時受け付け，納品していく。
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⑶　場の配置と設定（「パネルキューブ」の製作）　※名前はすべて仮名

（２）日程計画

月／日 曜 主 な 活 動 関 連 す る 活 動

５／14 月 ・日程、担当、製作目標数の確認 ・レザークラフト班との打ち合わせ

15 火 ・材木の注文(材木店等) ・販売会場との連絡

16 水 ・材木の受け取り、材木店へ挨拶

17 木 ・「『大販売会』だより」発行

18 金 ○「パネルキューブ」 100個 ・Ｃ高校に連絡 ・販売会場への連絡

21 月 ・Ｃ高校に鉢花注文 ・レザークラフト班との打ち合わせ

22 火 ○ウッドパネル 50個 ・販売会場との打ち合わせ

23 水

24 木 ・「『大販売会』だより」発行 ・ＰＲ活動

25 金 ・プライスカード制作

28 月 ・レザークラフト班との打ち合わせ ・出品表配布

29 火 ・販売会場との連絡

30 水 ・販売会準備

31 木 「木工・レザークラフト大販売会 」

６／１ 金 片 付 け ・レザークラフト班との報告会 ・会計処理

※注文も随時受け付け、納品していく。

（３）場の配置と設定（「パネルキューブ」の製作） ※名前はすべて仮名
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⑷　道具や補助具など

〈切　断〉

〈枠板面取り〉
〈面取り〉

〈ベニヤ切断〉

〈斜め切断〉
〈塗装〉

〈組み立て〉 「パネルキューブ」完成品
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5．本時の計画

⑴　ねがい

○今年度初めの販売会に向けて，１人ひとりが担当の仕事に精一杯取り組み，力を合わせて「パネルキューブ」
とウッドパネルを製作してほしい。

⑵　展開

時配 生　徒　の　活　動 支　援　上　の　留　意　点 道具等
５

100

15

○仕事の準備をする。
・作業着等を身につけ，それぞれの担当

の準備をする。

○「パネルキューブ」とウッドパネルを
製作する。

〈切断〉 （橘橋君）
・電動丸ノコで，材木を12cmの長さに斜

めに切断する。

〈ベニヤ切断・穴あけ〉 （西脇君）
・卓上スライド丸ノコで，ベニヤを切断

する｡
・電動ドライバーでベニヤに木ネジ用の

穴をあける。

〈面取り〉 （内川君）
・材料を固定枠に並べてルーターに送り

込み，面取りをする｡

〈枠板面取り〉 （濱村君）
・材料をルーターに送り込み，面取りす

る。

〈パネル組み立て〉 （鈴本君）
・組み立て枠に材料をセットして，パネ

ルを組み立てる。

〈斜め切断〉 （田代さん）
・パネルを固定枠にセットして，丸ノコ

盤に送り込み，側面を斜め45°に切断す
る。

〈塗装〉 （早川君）
・塗り棒で，材料の表面を塗る。

〈組み立て・太鼓鋲打ち〉 （尾岐君）
・材料を組み立て枠にはめ，電動ドライ

バーで木ネジを打ち込んで固定する。
・太鼓鋲を打ち込む。

○片付けをする。
・使用した道具等を片付け，掃除をする｡

・期待感をもって意欲的に取り組めるように，一緒に仕
事の準備をしながら，これまでの製作数や本時の目標
数のことなどを話題にする｡

　

・正確な長さや形に切断できるように，ガイド枠を用意
しておく。

・十分な量の材木を近くに用意しておき，あらかじめ仕
事の進め方を確認し合っておく。

・材料は，向きをそろえてコンテナに入れておく。
・次々と取り組めるように，材料を押し込んで切断でき

るガイド枠を用意しておく。
・正確な位置に穴をあけるように，ベニヤを固定するた

めの枠を用意しておき，１つずつ確実に穴をあけてい
くことを確認し合う。

・取り組みやすいように，材料をセットしやすい面取り
のガイド枠を用意しておく。

・固定枠に入れる向きや送り込む手順を，あらかじめ確
認し合っておく。

・見通しをもって取り組めるように，面取りをする材料
をまとめて用意しておき，はじめに確認し合っておく。

・取り組みやすいように，ルーター台に材料を確実に送
り込めるガイド枠を取り付けておく。

・様子を見て，面取りし終えた材料を向きをそろえて並
べることを確認し合っておく。

・手際よく進められるように，材料を種類ごとにまとめ
てトレイに入れて用意しておく。

・適量の木工ボンドで材料を仮止めしてから組み立てる
ことを，あらかじめ確認し合っておく。

・切断する面がわかりやすいように，パネルを一定方向
に並べて用意しておく。

・スムーズに固定枠を送り込めるように，あらかじめガ
イドの滑り具合を調整しておく。

・塗装しやすいように，あらかじめ木口等にはやすりを
かけてバリを落としておく。

・塗料をつけすぎないように，適量の塗料をすくえるレー
ドルを用意しておく。

・取り組みやすいように，打ち込みやすい高さの組み立
て台を用意しておく。

・本時の組み立て目標数に達したら，太鼓鋲打ちに移る
ことを，あらかじめ確認し合っておく。

・期待感が高まるように，片付けや掃除をしながら､ 本
時の完成数や納品について話題にする｡

作業着
帽子
防じんマスク

材木　集じん機
電動丸ノコ
ガイド枠

ベニヤ
卓上スライド

丸ノコ
集じん機
電動ドライバー

ルーター
集じん機
ガイド枠

ルーター
ルーター台
集じん機
ガイド枠
組み立て枠
トレイ
電動ドライバー
木工ボンド
丸ノコ盤

塗り棒
塗料
塗料容器
レードル
木ネジ
電動ドライバー
プラスチック

ハンマー
太鼓鋲
ほうき　小ぼうき
モップ　ちりとり

　Ｔ１、Ｔ２は磨き、Ｔ３は下穴あけを担当し、安全への
留意と周囲の生徒への支援をしながら、仕事を進める。
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1．精神障害者等の職業訓練

1.1　現状

　平成17年に「障害者の雇用の促進に関する法律」
が改正され，平成18年４月１日から，雇用率の算定
対象に精神障害者が加えられるなど精神障害者に対
する雇用対策の強化が図られ，精神障害者に対する
職業訓練の重要性が増している。
　さらに，同法の改正に伴い，平成22年７月から
「障害者雇用納付金の対象事業主を301人以上の事業
所から201人以上の事業所に拡大」「短時間労働（週
所定労働時間20時間以上30時間未満）を障害者雇用
率制度の対象に含める」こととなり，精神障害者等
の就労環境の拡大が進められている。
　こうしたなか，全国の障害者職業能力開発校で精
神障害者等の受け入れが開始され，当校においても
平成20年度より，精神障害者等の受け入れを開始し
たが，雇用環境の拡大ともあいまって，精神障害者
等の当校への入校者は年々増加し，入校生（知的障
害者を除く）に占める割合は平成20年度の11％から
平成24年度の50％へと急増している。
　しかし，精神障害者等に対する訓練への対応が十
分ではなかったまま，既存の訓練科（集合訓練，10

〜 20名定員，７時限／日，1400時間／年）のカリ
キュラムと指導方法で受け入れているため，次のよ
うな多くの課題が生じている。

1.2　課題

　入校後，精神障害者等の場合，意欲・集中力・持
続力の低下等が見られ，日常・社会生活機能におい
ても，日・週・月等での調子の波があるなど，他の
訓練生と同じペースで訓練を受けることが困難な者
が多く，既存科（集合訓練）への受け入れは，円滑
な訓練実施に支障を来たすこととなっている。
⑴　障害の状況（病状）が変化するため，同じペー
スで訓練を行うことが難しい。また，障害状況も
人によってかなり差が見られる。
→　細やかな配慮，短時間訓練，個別の訓練目標
の設定。

⑵　対人関係・就労および生活全般を含めた社会経
験が不足している場合が多い。
→　適応支援，相談時間，仲間と話し合える時間
の確保。

⑶　精神障害を持ちながら働くことへの不安が大き
く，精神障害者雇用に理解ある企業を探すための
困難が予想される。
→　精神保健福祉士等の専門職の配置，障害の正
しい認識に基づく仕事への誘導。

1.3　対応状況

　⑴　健康面への対応

　体調不良など健康面については，看護師および精

精神障害者の年度別入校状況

年　　　度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
精神障害者入校数 11人 14人 23人 21人 33人
入校生（知的障害
対象科を除く）に
占める割合

11％ 19％ 26％ 27％ 50％

広島障害者職業能力開発校における
取り組み

特集

　　障害者に対する職業訓練　 3

広島障害者職業能力開発校 梶川　晴二
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神保健福祉士の配置，精神科医および内科医による
健康相談の実施（希望者のみ，１回／月）により対
応している。
①　看護師の配置
　健康管理室を設け看護師（正規職員）１名を配
置し，訓練生の服薬管理を含む健康管理と指導，
傷病の応急処置，緊急時の対応等を行っている。
②　精神保健福祉士の配置
　精神保健福祉士１名を平成21年度から非常勤
で，翌平成22年度からは常勤的非常勤職員として
配置し，訓練生のメンタルケアの対応に当たり，

不安の軽減等を図っている。
　○　精神保健福祉士の具体的職務内容
ア　看護師との密接な連携のもとに，日々の訓
練生への声掛け等による状況把握。
イ　訓練生からの相談への対応。
ウ　指導員，講師からの相談への対応。
エ　指導員と支援者，保護者との面談への同
席，助言。
オ　入校選考時の精神障害者等への健康面接対
応。
カ　精神障害等にかかる指導員への研修。

1.4　新たな取り組み

　⑴　精神障害者等を対象とした訓練科の新設

　精神障害者等の多様な障害特性に配慮したきめ細
やかな訓練指導が求められていることから，訓練内
容や時間・指導員の配置基準を見直し，訓練時間を

短縮するなど，障害特性や個々の諸条件に配慮した
職業訓練を実施する。
①　訓練計画
ア　訓練生活に適応する期間を設定し緩やかな訓
練内容。

精神保健福祉士の対応状況（平成22年度・23年度）
（単位：件）

相談等件数（延べ） うち訓練生の主な相談内容（延べ）
H22 H23 H22 H23

訓練生の相談 416 526 日々の訓練，就労等の相談 244 379
訓練生への声掛け 649 883 病状，受診等の相談 368 310
指導員との連携 647 764 家族，生活面の相談 139 106
家族との相談，その他 230 320 校内，校外人間関係の相談 184 217

計 1,942 2,493 計 935 1,012

平成24年度から「オフィスビジネス科」を「事務実務科」に変更

科　名 事務実務科（平成24年度から） オフィスビジネス科（平成23年度まで）
課　程 短期課程 普通課程
訓練期間 １年（入校時　４月） １年（入校時　４月）
総訓練時間 1000時間 1400時間
年　齢 15歳以上 18歳以上

対　象 精神障害・発達障害・高次脳機能障害等のある方対象 身体障害・精神障害・発達障害・高次脳機能障害等の
ある方対象

訓練内容 パソコン基本操作，一般的事務の知識，ビジネスマ
ナー，その他

パソコン操作，簿記会計，販売知識，社会保険事務，
給料計算事務，ビジネス実務

特　徴

・１日５時限（１時限：50分）。
・６時限目は自習時間（希望学習）。
・必修：650時間，選択：350時間。
・選択は，簿記，プレゼン，データベース，表計算，
文書作成，データ入力等から個々の希望や適性を考
慮し選択。
・短時間勤務や簡易な業務への就労に必要な基礎的な
体力づくりや基本的な技能を習得。

・１日７時限（１時限：50分）。
・選択制なし。
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イ　相談時間や同じ仲間で話し合いができる時間
を定期的に設定。

ウ　訓練生個々の障害状況，訓練実施状況等に応
じて個別の訓練目標の設定。（柔軟なカリキュ
ラムの設定）

エ　訓練の進捗等に応じて補講等の個別対応の工
夫。

②　指導方法
ア　きめ細かな声かけ。（自分の欲求を伝えるこ
とが苦手な人）

イ　きめ細かい確認。（体調が悪くて訓練の継続
が困難な人）

ウ　状況を勘案した負荷のかけ方。（体調が優れ
ないようなときの負荷や訓練比重を少なくし，
内容の組み替えを行う）

③　適応支援
　精神障害者等の職業訓練では，知識と技能の習
得を目的とする「技能訓練」と並ぶ大きな柱とし
て，それを支える職業準備行動，日常・社会生活
対応能力などの適応支援が重要であり，その障害
特性やニーズを踏まえた適応支援を用意する。
ア　安定した受講の継続。
イ　基本的な労働習慣や作業耐性等。
ウ　訓練受講中から訓練生を支えるサポート体
制。（医療関係者，地域社会との連携）

④　職員配置
　訓練指導員の配置は，個別対応的なきめ細かな
技能指導や生活指導，職業生活に関する指導を行
うことに配慮し，おおむね訓練生５人につき１人
の指導員（非常勤含む）を配置。

　⑵　今後の課題

　精神障害者等の入校選考に当たっては，主治医の
意見書，社会生活状況確認票，服薬状況確認票の提
出を求めるとともに，通常の面接に加えて看護師，
精神保健福祉士で行う健康面接を支援者等同伴で実
施し，病状の安定状況や自己管理状況，訓練継続性
や支援者との連携可能性等の状況により健康面から
の入校可否判断も行っている。しかし，提出資料や
30分程度の面接のみでは状況把握は十分ではなく，

訓練途中の病状悪化や訓練意欲･就労意欲の低下，
人間関係のトラブルなどの問題が発生し，対応に苦
慮している。
　これらの問題解決を含め，精神障害者等の入校前
の支援や入校後の支援の一方法として，就業・生活
支援センター等（以下「支援機関」という），ハロー
ワーク，訓練校が一体かつ一貫した支援体制システ
ムの構築が必要と考えられる。
①　入校前の支援
ア　支援機関は，就職の可能性や適性を見極め，
職業訓練の必要があると判断した者について
は，訓練校の紹介，広報を行う。
イ　ハローワークは，本人との面談の結果，訓練
受講が必要と認められる者に対し受講斡旋を行
う。
ウ　訓練校は，この受講斡旋がある者に対し入校
選考を実施し入校者を決定する。

②　入校後の支援
ア　訓練校は，支援機関との連携をとりながら訓
練指導を実施する。
イ　就職については，ハローワークが中心となっ
て求人開拓と就職斡旋を行い，支援機関と情報
共有等の連携を図り就労支援をする。
ウ　就職後の定着支援は，支援機関が中心となっ
て就職先企業と連携をとりながら行う。
エ　訓練校，支援機関，ハローワークによる連携
会議を定期的に開催し，状況把握とともに訓練
状況の報告と今後の支援について調整を行う。

2．知的障害者の職業訓練

現状

　知的障害者を対象とする科は，平成元年度から

（参考）平成24年度広島障害者職業能力開発校科目

科　目　名 定　員 期　間 対　象　者
CAD技術科 15名（30名） ２年 身体障害，精神障害，

発達障害，高次脳機
能障害等のある方

情報システム科 10名（20名） ２年
Webデザイン科 10名（20名） ２年
OA事務科 20名 １年 身体障害等のある方
事務実務科 20名 １年 精神障害等のある方
総合実務科 30名 １年 知的障害のある方
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「普通職業訓練短期過程」の訓練として実施した。
当初は，知的障害者を対象とした訓練技法について
は，完全には確定されておらず，国も，細かい実施
要領等は示していなかった。このため，訓練内容や
指導方法は，各校が独自に工夫をしながら実施し
た。当校は，初年度から総合実務科（知的障害者の
対象科）を１科１職種にとらわれず，１人でも多く
の訓練生が就職の機会を得られるように，訓練職種
をグループ化し，また，訓練生一人ひとりの個々の
特性を生かすことを目的に訓練を開始した。

　⑴　総合実務科の指導体制

ア　定　　員：30名

イ　指導体制�：指導員２名（訓練全般，就職，生
活指導等）

　　　　　　�　講師　６名（各グループの専門的
知識・技能の訓練指導）

　⑵　指導方法

　生活指導などを含め，よりきめ細やかな指導が必
要となるため，訓練生おおむね５人に１人の講師を
配置した。障害特性を把握し効果的な指導をするた
め，４月〜６月までを導入訓練として３グループに
編成し，７月から訓練生の個々の適性に応じて６グ
ループに分かれて指導している。
　６グループの訓練内容は，企業のニーズに応じた
「流通」，「物流」，「調理」，「就業基礎」，「屋内環境
整備」および「屋外環境整備」の６つの訓練職種で
行っている。また，パソコン実習，体力作りなども
含めた総合的な訓練を行い，社会性・協調性・作業
習慣などを身につけ，職業人として自立できること
を目指している。

過去５年間の応募・就職状況
（単位：人，％）

年　度 H19 H20 H21 H22 H23
応募者数 68 87 66 78 58
入校者数 33 36（41） 30（36） 27（36） 30（39）
入校者就職率 84.8 86.1 76.7 88.9 63.3
注）入校者数の（　）内は合格者数

①　流通実習（商品の補充作業） （商品の分類作業）

②　物流実習（荷物の積載作業） （荷物の運搬作業）
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⑤　屋内環境実習（ワックス掛け作業）

④　就業基礎（金銭管理の指導）

③　調理実習（食器の洗い作業）

（状況に応じた指導）

（あいさつや返事の指導）

（盛り付け作業）

⑥　屋外環境実習（緑化作業） （洗車作業）
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　⑶　訓練効果

①　訓練生自身では，決められなかった職業を自ら
決められるようになり，就職先の選択肢が広がっ
た。
②　訓練生に，社会人として必要なマナー，身だし
なみが身についた。
③　訓練生の適性を把握することで，指導員が的確
な就職指導ができるようになった。
④　企業ニーズに沿った訓練ができることで，就職
先への定着に繋がっている。

　⑷　体験実習（平成22年度から実施）

①　取り組みのきっかけ
　当初，特別支援学校およびハローワークから，
生徒の就職斡旋に当たり作業評価の依頼があり，
特別支援学校との連携事業として当校の訓練に支
障のない範囲で，平成19年度および20年度に各１
名３日の就業体験訓練を実施し作業評価を行った
（生徒のみ対象で，特別支援学校教諭が同行指
導）。
　また，当校オープンスクールにおいて実施した
訓練の見学，体験実習についてのアンケートで，
保護者から，「実習を受けるなかで，わが子のど
のようなことが不得手かわかった。」「不得手なと
ころをできるように練習させたい。」「しっかりと
した指導をいただいてとても頼もしく思えた。」
などの感想が寄せられた。入校の前段階でさまざ
まな実習を体験することは，本人の特性を踏まえ
た入校や保護者の意向にも沿うこととなり，こう
した保護者の貴重な意見が，体験実習に係る取り
組みの端緒となった。
②　体験実習の内容・状況（平成23年度）
　右表参照。
③　取り組みの成果
ア　参加した保護者から，取り組みについて次の
ような肯定的な意見が多く寄せられた。
　・�日常で何気なく行う動作や言動で改善しない
といけないことを学んだ。

　・�時間を忘れて取り組み，本人が仕事に集中し
てできる様子がわかり嬉しいです。

　・�本人が何事にも積極的に取り組めるようにな
り，びっくりしています。

　・�就労に向け，家庭での課題が見つかり参考に
なった。

イ　特別支援学校等の教職員も見学し，作業を指
示するうえでの注意点や，教材作成に生かされ
ていた。
ウ　体験実習の参加生徒が訓練校へ応募してき
た。また，それが一般就労へと繋がった。
エ　教育委員会と連携した結果，特別支援学校生
徒を対象とした技能検定に，当校の職業訓練の
指導法や教材作成が活用されることになった。

　⑸　今後の課題

　発達障害等を伴う知的障害者の入校が増えている
ため，現状の訓練指導では，効果的な訓練ができな
い。そのため，障害状況に配慮した訓練指導が求め
られる。

体験コース 内　容 日　程 受講者

調理・就業
基礎コース

手洗い，調理実習（クラッ
カー作り） 1/17, 23, 31，

2/7, 14 20人
道具の使い方（アイロン，
接着剤等），小物作り

流通・物流
コース

接客用語，店内作業（商品
補充，ハンドラベラー），
計量，ラップがけ

1/18, 25
2/1, 8, 15 22人

荷物の持ち方，運び方（パ
レット作業，台車の使用），
数量計算，計測（縦寸，横
寸，奥行き寸，重量の計測）
ダンボールの組立，解体
（テープの使用法など），結
束機の使用法

環境コース ビル清掃の仕方（掃除機，モップ等の使用方法）
1/19, 26，
2/2, 9, 16 10人

受　講　者　数　合　計 52人
※１日（６時間）を各５回，計15日間，１回当たり５人程
度の定員で実施。

※受講者は延人数，保護者・学校関係者は含まない。
※平成22年度の受講者は，延人数で81名の参加。
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1．はじめに

　筆者は生涯職業能力開発促進センター（愛称：ア
ビリティガーデン）でホワイトカラーの職業能力開
発についての調査・研究，そして求められる能力開
発コースを設計・開発・実施検証をする仕事に従事
する機会を得た。生涯職業能力開発促進センターは
平成21年３月31日をもって廃止されたが，ヒューマ
ンスキル・コンセプチュアルスキル，コンピテン
シー開発・育成など，昨今の変化に対応するために
必要とされる能力開発について扱ってきた。ものづ
くり技術者も常に変化するビジネス環境への対応力
が求められており，ここでの知見は「これからのも
のづくり人材の育成」にも大いに役だつものと考え
ている。
　また，年長フリーターの正社員化を能力開発面か
ら支援する「再チャレンジコース」の開発・実施で
は先の検証は若年者の就職の意識と採用側の期待の
擦り合わせを検討してきた。フリーターは加齢とと
もに就業機会が減る。具体的には職業経験に乏しい
まま年齢を重ねてきたことから，面接の機会すら与
えられず，正規雇用を希望しても企業面接さえ拒否
されるケースもあるなど入り口の段階から常用化へ
の壁が存在していることが大きな問題であった。こ
のことは若年者の職業能力の蓄積や就業意欲の向上
を妨げ，本人の雇用安定に問題を引き起こすだけで
なく，将来において産業や社会を支える人材の育成
が図られず国全体の技能・技術レベルの低下を招く

おそれがあるということで社会問題としてとらえ，
年長フリーター支援として実施することとなった。
再チャレンジコース開発・実施については厚生労働
省の平成22年度事業評価書にまとめられている。こ
の職業経験に乏しい者の就職支援は職業経験をもた
ない新卒者への就職支援のヒントを提供してくれ
る。
　筆者はこうした調査研究・実施検証の成果を若年
者の育成や就職支援に生かせると考えている。
　ここでは職業能力開発総合大学校小平キャンパス

（旧職業能力開発総合大学校東京校）専門課程・応
用課程で実践してきた就職支援のうち，多くみられ
る思い込みによる就職活動の誤解の解消に向けた問
題解決のアプローチをまとめることとしたい。

図１　ポテンシャル採用に対応した能力の説明法
（「再チャレンジコース」開発の考え方（生涯職
業能力開発促進センター）から加筆修正）

職業能力開発総合大学校　小平キャンパス　学生課 大天　健一

コンピテンシー採用に対応した
就職支援の実践
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2．企業の価値観も踏まえた応募書類づくり

　学生はまず，就職活動で自己分析をし，整理した
ものを応募書類（エントリーシート・履歴書）にま
とめる。
　はじめに見る応募書類の多くは，自分が得意なこ
とや好きなこと興味があることを自分の価値観によ
り，思うままに応募書類に記述している。アルバイ
トの採用試験ではそれでもよいかもしれない。しか
し，正社員としての採用を考えている採側はこれで
は満足しない。 入社後，「思っていたものと違う」
という退職を避けたいからである。
　採用側は何をやりたいのか，将来のものづくりを
どうしていきたいのか等，ビジョン（ここでは

「キャリアビジョン」という）までも期待している。
単に今までこれが好きだったのでこの分野に関する
仕事をやりたい，という説明には満足をしない。目
的意識が高く，目標を持って前向きに仕事をする人
の入社を期待しているからである。
　もちろん，一定水準の技術や技能を持つことを説
明することは必要なことであるが，就職の場面で
は，「なぜ，当社を志望するのか」を近い将来像と
ともに問いたいのである。
　内定が得られない学生の応募書類を確認すると，
およそこれらの項目の言及がなかったり，あって
も，偏りのある説明や説明そのものが不十分な記述
となっている。企業の問いに対する回答を応募書類
に用意していない場合，面接で確認された際にいき
あたりばったりの説明をするか，想定外の質問とし
て回答ができないことになる。専門的な能力につい
て優秀な成績を収めていても，準備不足で本来得ら
れるべき評価を得られないという結果になる。
　さらに最終面接まで進むものの，最終面接が通過
できない学生は，企業に対する問いに対する答えを
準備しているが，自分だけの価値観に立脚した主張
をしている場合が見受けられる。自分の価値観のみ
に立脚した志望動機は経営レベルの面接官には通用
しないのである。学生が自分の好きなことを雄弁に
語っても，応募先企業との相性（企業が求める人材

像に合致している可能性）やキャリアビジョンにつ
いて企業の価値観や方向性とズレが認められる場
合，不採用の判定となる。
　日本の新卒者採用の市場では，将来の成長を期待
するいわゆる「ポテンシャル採用」が主流となって
おり，面接が進むにつれ，企業の相性・キャリアビ
ジョン・発揮可能な能力が問われるのである。

3．思い込みによる思考停止からの脱却

　自分はこういう人物だという思い込みや強いこだ
わりがあると，応募先が変わっても同じプレゼン
テーションを行うことになる。
　業種・職種が違っていても同じプレゼンテーショ
ンを行っているケースも見受けられる。
　必ず変えるべきということではないが，応募先の
情報を踏まえているかが重要であり，自分というア
イデンティティがこうだから，これしかないという
ことでは，質問に応じたやりとりが成立せず，面接
の場で困ることになる。

3.1　採用企業の考え方

　専門性の高い科目を実験や実習などを中心に据え
て教育訓練を行っていることは，技術者を採用した
いと考えている企業にとっても大きな魅力となって
いるようだ。職業大小平キャンパスで受理するほと
んどの求人企業は「充実した専門科目」「豊富な実
験・実習」などを求人をする理由にあげる。ただし，
採用選考についての説明では「人物重視」の選考を
することを必ずといってよいほど付け加える。「や
りたいことがあるか」「現場の仲間とうまくやれる

自分の価値観 企業の価値観 自分の価値観 企業の価値観

志望動機 志望動機位置の移動

自分の価値観のみがより
どころとなっている状態

自分の価値観と企業の価
値観に配慮した状態

図２　主張の立ち位置の移動
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か」「顧客のことを考えているか」「しっかり成果（利
益）を考えて行動できるか」「失敗を恐れず挑戦し
つづけている」といった問いに応えるような人物で
あるかということである。
　技術者の採用では，直ちに新卒学生に成果をだす
ことを期待していない。むしろ，将来（できるだけ
近い将来が望ましい）に成果を出す人材，会社を牽
引できる人材となる可能性を持つ「人物」であるか
を見たいのである。さらにその先には組織のマネー
ジャーやリーダーとしての成長が期待される。

3.2　学生側の考え方

　「ものづくり」が好きで大学校に入学し，「せっか
く，今学んでいる技術があるのだからそれを活かし
た仕事につきたい」という説明をする学生がみられ
る。まさに自分が得意なことや好きなこと興味があ
ることを思うままに応募書類に記述しているケース
である。 これは，せいぜい会社を希望するに至る

「きっかけ」を自分の立場だけで説明したにすぎな
いのだが，このことに全く気が付いていない。
　活発に活動をするがなかなか内定を得られない学
生は，このような志望動機を引用し，応募を続けて
いる場合がほとんどである。
　自分の価値観のみに立脚した志望動機は応募先の
企業が変わっても変わらない（応募先が変わっても
同じ志望動機を使い続けることになる）。
　同じ型にはめた志望理由で行動した場合，「柔軟
な情報収集」「多面的な評価」ができなくなり，「思
考が停止」した状態になってしまう。
　そのため，面接での想定外の質問に対応できない
ことになってしまうと筆者は考えている。

3.3　考え方の擦り合わせ

　筆者はまず，この考え方のギャップを埋めること
からはじめる（学生側の考え方を企業側の考え方に
合わせる）。 そのために学生がこれまで採用試験で
提出した応募書類の内容の確認をする。「やりたい
ことがあるか」「現場の仲間とうまくやれるか」「顧
客のことを考えているか」「しっかり成果（利益）
を考えて行動できるか」といった内容を確認するた

めの質問を複数してみる。
　思考が停止状態の学生にとっては，これらの質問
は意外な質問に感じられるようである。当然のこと
ながら，答えられないか答えても抽象的な回答しか
できない。
　はじめは何故，そんなことを聞いてくるのかとい
う逆質問をする学生もいる。
　しかし，そこは思考が動き出すところであり，何
故だと思うかと考えさせるようにしている（対象，
状況にもよるが）。
　このやりとりを経て，応募書類を確認し，質問の
答えが具体的に説明されているかを確認していく。
　説明がない場合は説明の記載を指示し，希望する
職種と擦り合わせた事例や目標の設定を行う。
　記載の際に紙面の関係で記入できないと訴える学
生もいるが，表現方法を変えることで記載が可能で
あることを具体的な例示をして説明をする。
　少しでも記述があれば，それを意識するが，記述
そのものがないと準備を失念するリスクを負うこと
になる。

4．自己プレゼンテーションに必要な考え方

　自分を売り込むためには相手の求めているものを
理解して相手の立場で理解されるような説明のシナ
リオを準備をすることが必要である。
　この説明のシナリオを応募書類にまとめ，次に面
接対策を行う。自分のことを相手に説明するのは難
しいことであるり，不十分な説明で終わっているこ
とが多い。
　 ア メ リ カ の 文 化 人 類 学 者 で あ る エ ド ワ ー
ド.Ｔ.ホール（Edward Ｔ．Hall）の「ハイ・コン
テクスト文化とロー・コンテクスト文化」という考
え方がこの問題をとらえる参考になる。

4.1　人材採用市場のグローバル化

　ものづくり企業はグローバル化が進展しており，
海外市場での取引の割合を増やしている。
　海外に工場をもつ企業は，現地での採用を積極的
に行う企業が多い。 そして採用市場への影響とし
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て，海外からの学生採用の割合を増加させ，その増
加分を国内での採用数を抑制するという動きがみら
れる。
　採用定数は増加しないまま，海外からの人材確保
をすると必然的に国内採用の数が減ることとなる。
　海外の学生は，知識・技術レベルも向上しており，
チャレンジ精神が旺盛だという。
　海外の学生の教育レベルが向上していることもあ
るが，プレゼンテーションの巧さも見逃せない。
　グローバル対応を前提とした教育とは，語学教育
の充実以上に，異文化コミュニケーション能力の向
上，具体的には，以下に述べるロー・コンテクスト
を前提にプレゼンテーション能力を磨くことが要が
あると思われる。

4.2　ハイ・コンテクスト文化とロー・コンテク

スト文化

　「コンテクスト」とはコミュニケーションの基盤
となる「言語・共通の知識・体験・価値観」などの
ことである。
　コンテクストについては，基盤の共通性の高低に
よって，ハイ・コンテクスト文化とロー・コンテク
スト文化に分けてとらえることができるという。共
通するコンテクストの割合の高低によって，コミュ
ニケーションの取り方が変わってくるという考え方
である。ホールは，日本はハイ・コンテクストであ
り，話し手より聴き手の能力が求められるとみられ
る。言葉を省略して，会話が通じやすい文化とみて
いる。伝える努力やスキルがなくても，お互いに相
手の意図を察しあうことで，なんとなく通じる。い
わゆる暗黙知のウェイトが高い「察しの文化」とさ
れる。
　学生が作成する応募書類や説明はこうしたハイ・
コンテクスト文化の中で作成された感がある。
　一方，欧米などのロー・コンテクスト文化ではコ
ミュニケーションは徹底して言語によりコミュニ
ケーションを図ろうとする。省略せず，誤解のない
言葉にして話す聴き手より話し手に負担をかけるこ
とを前提にしたコミュニケーションスタイルであ
る。そのため，言語に対し高い価値と積極的な姿勢

を示し，コミュニケーションに関する諸能力（論理
的思考力やプレゼンテーション，説明力など）が重
要視される。 海外の学生のプレゼンテーションは
ロー・コンテクストを前提として構築されており，
企業のニーズにより合うプレゼンテーションとなっ
ていると考えられる。

4.3　学生の文化と企業の文化

　ビジネスのグローバル化が益々進展し，ロー・コ
ンテクストのコミュニケーションスタイル，すなわ
ち省略しないコミュニケーションスタイルが一般化
している。企業での採用試験ではロー・コンテクス
トを前提としたコミュニケーションが基本となる。
　しかし，学生は単語そのものを省略したり，技術
的な専門も周知のこととして使う話し方に慣れてい
るため，ハイ・コンテクストのプレゼンテーション
をしてしまうという問題が考えられる。
　企業の面接官は技術系採用の場合でも，専門知識
を持たない担当者することが多い。
　そのため専門的な用語を多用したアピールはリス
クを伴う。
　特に技術系職種を目指す学生は専門用語を多用し
て知識の豊富さをアピールしようとする者が多く，
本来伝えるべき内容をうまく主張できないという結
果に陥りがちである。
　面接官が使った用語について，その内容を質問す
ることで本来確認するべき意欲や持ち味，さらに入
社後の再現能力，学習する力などの確認をする時間
を失うことになる。

特徴 コミュニケーション
スタイル

ロー・コンテクス
ト文化

話し手が責任 話が飛躍

単語を省略

説明不足

曖昧な表現

ハイ・コンテクス
ト文化

聴き手の能力
に期待

論理的に話す

省略しない

質問に明快に回答

明示的表現

表１　コンテクスト比較
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　企業は面接では知識の確認もするが，それよりも
入社後発揮してもらえそうな思考・行動力を見たい
と考えている。いわゆる「人物重視」の考え方である。
　「資格を並べる」「○○実習が得意である」など，
知識をアピールする内容が多数を占めており，「個
性」「持ち味」などの自信の良さについての説明が
欠けてしまう。
　こうしたずれを解消するため，企業が求める能力
の全体像を明確に意識し，必要な能力を網羅して説
明するように修正を行う就職支援が必要がある。

4.4　文章化する訓練を重ねる

　文章にしてみると省略された使い方をチェックし
やすくなる。特に将来の希望や目標については，選
考が進むと確認されるため，十分整理しておく必要
がある。近い将来（入社後３年目程度まで）は話せ
るように文章化しておくと良い。
　口頭で話せる自信があるという学生も，事前に文
章化をして，第三者に確認することで，気がつかな
いうちに必要な説明を省略して，わかりづらい文章
になっていることに気がつくものである。
　専門課程・応用課程の学生には「ジョブ・カード
様式３」（キャリアシート）を活用して，希望や目
標について，適宜，文章化をし，確認をしている。
　企業を受験する際に，それぞれの企業向けにキャ
リアビジョンについて話す内容をまとめておくので
ある。
　書いた内容を暗記するのが目的ではなく，話すア
ウトラインを記録として残し，ロー・コンテクスト
を前提に内容の確認を行う。
　ロー・コンテクストチェックを行うには，専門性
の異なるアドバイザーが担当するのが望ましいと思
われる。
　面談の場で，学生本人が，走り書きをしてそれを
もとに，確認を進める。
　短時間に文章化し，確認をする文章化練習は，面
接試験対策には良い刺激になり，面接対策そのもの
としても高い効果があるようである。

4.5　セルフマーケティングとプレゼンテーション

　面接の目的を理解し，企業にあわせて自分の情報
を編集し，企業の立場で説明し，次のステップの約
束をとるそのために欠かせないのは，セルフマーケ
ティングとプレゼンテーションである。
　第１にセルフマーケティングは自分への取材活動
である。この取材活動で得られた情報をもとに志望
動機と自己PRを作成する。 履歴書作成のために，
個別に面談をする際にはセルフマーケティングがで
きているかを確認することが重要である。企業デー
タをもとに，基本的な事項について採用企業の立場
で本人に質問を繰り返す。セルフマーケティングが
できていない学生は質問に答えられないのですぐに
判別が可能である。
　第２にプレゼンテーションでは相手の求める内容
を絞って説明し，次のステップに進めるための約束
をすることである。「あらかじめ準備した内容をす
べて話す」ことに腐心する学生が多いが，双方向の
プレゼンテーションを心がけさせることが重要であ
る。面接練習でも同じ説明を繰り返したり，質問し
ていない余計な説明を付け加えるなど，プレゼン
テーションを誤解して準備をしている場合が多くみ
られる。
　新商品を販売するときにその商品を開発したとき
に苦労した点や商品の良さを話したいのは理解でき
るが，目的は話すことではない。面接の結果が次の
ステップにつなげるという結果を得ることを目的と
していることを再度確認することが重要である。

ジョブ・カード様式３ 〔キャリアシート〕

氏 名

就業に関する目標・希望

（職務経歴、教育訓練経歴、取得資格等からみた強み、これまでの求職活動や能力評価等を踏まえた今後の課題、能力開発の目標について記述）

（希望する職業・職務） （希望理由等）

キャリア・コンサルタント記入欄（※）

（キャリア形成上の課題、支援のポイント）

（キャリア意識の形成プロセス）

（その他特記事項）

☆キャリア・コンサルティングを受ける時には過去のキャリアシートもすべてお持ちください。 Ver.2.1

※キャリア・コンサルタントが使用する欄につき、事前に記入する必要はありません。

～内閣府、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省はジョブ・カードの普及に取り組んでいます～

図３　ジョブ・カード様式３
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5．採用選考における能力評価

　面接試験の多くは複数回実施する。企業側からす
ると面接官を変えて，複数回実施することで多面的
な評価ができ，書類等から持つイメージの相違を見
ることができる意味がある。
　面接官はあらかじめ用意した面接シートをもと
に，質問をし，評価項目に従って点数化していく。
　評価項目は，姿勢や態度を含め能力全般に及ぶ。
　やや遡るが平成13年に厚生労働省が発表した「エ
ンプロイアビリティの判断基準等に関する調査研
究」報告によると当時注目された「エンプロイアビ
リティ」について，研究したものであるが，労働者
個人の能力について，わかりやすく表した図がある
ので引用する。

　この図からわかるように成果を出す具体的な行動
には，動機や人柄を始め，思考特性・行動特性，性
格，知識・技能のすべてが必要ということである。
　すなわち，これらの能力の全体像を把握してバラ
ンスよく説明するとともに，成果の矢印の方向性を
示すキャリアビジョンをセットで準備するのが，面
接対策の具体的な内容となる。
　成功体験や困難の克服体験などはよく質問される
事項となっているが，この事例の中に能力発揮の場
面を読み取れる工夫が不可欠となる。
　コンピテンシー項目は中央職業能力開発協会をは
じめ民間シンクタンクなど多数あるので，最も使用

しやすいものを念頭において整理するとよいであろ
う。筆者は生涯職業能力開発促進センターで開発さ
れた４つのコア能力（創発力・挑戦力・推進力・触
媒力）を念頭において相談を進めている。（若手リー
ダー育成のためのコース開発研究会報告書　平成16
年度

5.1　コンピテンシー面接

　コンピテンシー（competency）面接では困難を
乗り終えた経験などをあげさせ，その内容について
具体的に掘り下げた質問をしていく。
　この面接ではあらかじめ用意した模範解答をあて
はめて応えるのが難しい。
　相手の質問を受けてプレゼンテーションをする力
が求められる（状況に応じたリアクション力）。
　米ハーバード大のデイビッド．Ｃ．マクレランド

（David C. McClelland）（心理学）が1973年に学歴
や知能レベルが同等の外交官に業績の差が出ること
に着目した研究をし，知識，技術，人間の根源的特
性を含む広い概念として発表したものであるが，一
般的には「高業績者の思考・行動特性」を言われる。
これを知識やスキルを成果に結び付ける能力として
とらえると能力開発の対象としてとらえる試みは生
涯職業能力開発促進センターで実施されていた。

（「気づき）を活用した教育訓練手法によるコース開
発研究会報告書　平成14年度）
　成果が問われる現代では，コンピテンシーは大い
に注目され，採用試験・能力開発でも活用されるよ
うになっている。

エンプロイアビリティの判断基準等に関する調査研究報告書

平成１３年厚生労働省職業能力開発局発表

分 類 内 容 内容例

創発力

思考と伝達

協力して知恵を共有できる
環境を構築し、創造力を自
発的に育て発揮できる活
力ある組織を開発できる。

状況と因果関係の把握

ノウハウの共有

新しい方法の工夫 など

挑戦力
主体性と向上

経験から学習し、新たな挑
戦を積極的に行うことがで
き、経営者の右腕として行
動できる。

問題から逃げない勇気と行動力

能力・判断への自信 など

推進力
実行と反省

的確な現実検討を行い、
価値創造の方向を示し推
進していくことができる。

率先力と場の中心となる力

役割立場の理解

目標達成のための効率化 など

触媒力
他者理解と連携

社内外に良好な信頼関係
を構築し、常に部下育成
に取り組み、組織活性化
の原動力をつくることがで
きる。

上司の意向理解

周囲からの信頼

一段上の立場からの視点 など

図４　労働者個人の能力

図５　４つのコア能力として整理
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　コンピテンシーは従来の職務職能による能力評価
とは異なり，具体的な状況に応じ，いかに思考し，
行動しているかを見て，顕在化した事実を分析する
ものである。職務職能表は厚生労働省が職業能力評
価基準としてまとめたものがあり，業界研究のため
の資料として活用できる。

5.2　実際の具体的事例の研究

　コンピテンシー面接では実際の具体的な経験に基
づく事例を取り上げ，掘り下げた質問をするので，
準備としては，個別にインタビューする形式で質問
を投げかけた練習が必要になる。
　マクレランドの後継者の１人であるボヤティズ
Richard E. Boyatzisによると「コンピテンシーと
は，組織の置かれた環境と職務上の要請を埋め合わ
せる行動に結びつく個人特性としてのキャパシ
ティ，あるいは，強く要請された結果をもたらすも
のである」と定義されるという。
　ここで注目したいのは「組織のおかれた環境と職
務上の要請」である。
　「組織のおかれた環境」は常に変化するし，それ
に伴って「職務上の要請」も変化する。
　コンピテンシー面接対策ではこうした変化する環
境と職務上の要請に対応できると思われる具体的な
行動を取り上げ，ロー・コンテクスト文化を前提に
して，話す演習を面談の中で仕掛けていくことが有
効であると考えられる。
　学生が考えておいたもの（あらかじめ準備してい
た文章）をそのまま話そうとする面接から自分の頭
で考えて話そうとする面接への態度変容に効果があ
がっており，この演習を通じて，曖昧な自信が確か
な自己効力感（self-efficacy）へと成長していくよ

うキャリアコンサルティングを行うのが効果的であ
ると思われるが，これについては引き続き検証を重
ねていきたいと考えている。

6．ビジネスマナーの指導

　基本的なことであるが，面接での入退室などの確
認も必要である。
　短時間ではあるが，「ふるまい」や「しぐさ」も
人物重視の評価対象となっているため，事前に確認
をしておく必要がある。
　ビジネスマナーはすでに備わっていると思ってい
るため，指導を希望する学生は少ないが，不十分な
場合が多くみられる。ここでも自分はできていると
の思い込みがみられる。
　筆者の場合は，時間を短縮するため一連の流れに
ついて型を示して練習をする方法をとっている。
　行動についても，本来はその状況にあわせて考え
て行動するのが良いが，話す内容に専念してもらう
ために，行動パターンとして練習を行う。
　入室から着席，最後の質問から退室までの一連の
流れの確認を行っている。

7．最後に

　大企業を中心に普及した組織開発論に学習する組
織論がある。将来の管理者・リーダーは個人と組織
の開発を押さえる資質が求められる。
　学習する組織論のセンゲ（Peter Michael Senge）
は学習する組織をつくるためには次の３つの柱があ
ると主張している。⑴自らを動かす力，⑵複雑性を
理解する力，⑶共創的な対話する力
　個別就職指導では，これらの前提となる自ら考え
て思考し，表現，さらに行動する。そしてそれらを
振り返って，そこからの新たな発見や学びを次の行
動に生かす。しかもチームを巻き込んで自らも動き
チームも動かす。大変欲張りな人材像であるが，少
なくともこうした人材像を目指して成長できるため
にはまず自分で考えて行動することが基本となる。
　キャリアコンサルティングはこうした思考能力の

確認対象 評価指標例 特徴

コンピテンシー
能力評価

成果、具
体的な行
動

論理思考、
問題解決、
対人能力

成果に着目
して発揮能
力を評価

主に職務職能
による能力評価

潜在的能
力を含め
能力全般

学力、責任
感、積極性

発揮しない
能力も評価

表２　コンピテンシー能力評価比較表
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向上に役だつような指導・工夫が必要であると筆者
は考えている。
　その力を養成するための「気づき」を得るために
次の項目についてキャリアコンサルティングや個別
就職支援に取り入れることを提案したい。
　⑴企業の価値観との擦り合わせ　⑵思い込みから
の脱却　⑶キャリアビジョンの設定　⑷求められる
能力の全体像の把握と自己分析　⑸主張の文章化と
コンテクストチェック　⑹質問中心のコミュニケー
ション⑺面接マナーの確認
　学生が，本来活躍を期待される場でその実力を大
いに発揮するため，就職活動支援の果たす役割は今
後もますます高まるのではないだろうか。
　今後も生産現場のリーダーを目指す学生の活躍の
場を切り拓く就職支援の充実を目指していきたい。

＜参考文献＞
⑴　「気づき」を活用した教育訓練手法によるコース開発研究会

報告書　生涯職業能力開発促進センター
⑵　若手リーダー育成のためのコース開発研究会報告書　生涯職

業能力開発促進センター
⑶　ビジネスの国際化に対応した人材育成のためのコース開発研

究会報告書　生涯職業能力開発促進センター
⑷　働くひとのためのキャリア・デザイン （PHP新書） 金井壽宏
⑸　文化を超えてEdward Ｔ．Hall，安西徹雄（翻訳）

⑹　暗黙知の次元Michael Polanyi高橋勇夫（翻訳）
⑺　異文化インターフェイス経営　林　吉郎
⑻　コンピテンシー・マネジメントの展開Lyle M. Spencer， 

Signe M. Spencer， 梅津祐良（翻訳），横山哲夫（翻訳），成田
　攻（翻訳）

⑼　コンピテンシー面接マニュアル 川上真史， 齋藤亮三
⑽　最強組織の法則—新時代のチームワークとは何か（Peter 

Michael Senge）
⑾　モチベーションDavid C. McClelland， 梅津祐良（翻訳），横

山哲夫（翻訳），薗部明史（翻訳）
⑿　コンピテンシーとチーム・マネジメントの心理学　山口裕幸
⒀　省略の文学　外山滋比古
⒁　「甘え」の構造　土井健郎
⒂　菊と刀　Ruth Benedict
⒃　平成22年度厚生労働省事業評価書【年長フリーター等に対す
「再チャレンジコース」の開発実施について】　厚生労働省

⒄　企業と人材「仕事のプロ」「経営のプロ」を目指す若手人材
の育成を考える」大天健一　2005年９月　産労総合研究所

⒅　技能と技術「企業の現場力を高める若手リーダー育成のため
の実践的能力開発の展開に向けて」大天健一　2005年６号

⒆　「学習する組織」の一考察　職業能力開発報文誌　職業能力
開発総合大学校能力開発研究センター　大天健一　2006年

⒇　技能と技術「ビジネスパーソンの思考・行動特性に着目した
職業能力の開発」大天健一　2007年２号

�　就職支援プログラムの試行　伊東久美子，福良博史，大天健
一，鈴木寧々　職業能力開発総合大学校研究紀要　第26号

�　学生への就職支援について　大天健一　職業能力開発総合大
学校研究紀要　第27号

�　就職支援マップ　独立行政法人雇用・能力開発機構
�　就職支援行動ガイド　独立行政法人雇用・能力開発機構



－27－ 特別講演

1．はじめに

　平成24年３月３日，第16回ポリテクビジョンin東
京（職業大東京校）において，株式会社大林組・建
築本部プロポーザル部の高木浩志課長にお願いし
て，表題の特別講演をしていただいた（写真１）。
　本稿は，世界一を実現するための技術開発や，こ
れまでに経験したことのない高所での工事管理技術
などを中心に，講演要旨を取りまとめたものである。

2．工事概要（タワー）

名 称：東京スカイツリー
所 在 地：東京都墨田区押上一丁目
敷 地 面 積：約36,900㎡（但し，タワー＋東西街区）
高 さ：634ｍ
施 設 内 容：展望施設，放送施設等
構 　 　 造：鉄骨造，鉄骨鉄筋コンクリート造，
　　　　　　鉄筋コンクリート造
基 礎 工 法：場所打杭，地中連続壁杭
着 工：2008年７月
竣 工：2012年２月
事 業 主 体：東武鉄道株式会社・東武タワースカイ

ツリー株式会社
設計･監理：株式会社日建設計
施 工 者：株式会社大林組

写真１　工事中の全景

職業能力開発総合大学校　小平キャンパス 西澤　秀喜

東京スカイツリーⓇ「高さ世界一への挑戦」
−株式会社大林組による特別講演より−
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3．計画の概要

　東京スカイツリーの敷地は，北側に東武伊勢崎線
の高架の鉄道，南は北十間川という細い川に挟ま
れ，非常に細長い形をしている。 南北方向が100ｍ
ほどしかなく，東西は400ｍほどある，面積3.7ヘク
タールの敷地である。以前は東武鉄道の貨物ヤード
として使われていた（図１）。
　地下には都営浅草線と，東京メトロ半蔵門線の２
本の地下鉄が敷地を横断しており，押上駅（地下）
が敷地の東側に位置している。
　細長い敷地のために工事が難しいことに加え，伊
勢崎線と２本の地下鉄も通っており，安全性の確保
が絶対条件となった。
　施設全体の名称は「東京スカイツリータウンⓇ」
で，中心のタワーの足元には商業・オフィス・文化
施設・プラネタリウム・水族館等が入る。
　工事は，タワー・東街区・西街区と大きく３つに
分割して行われた。 大林組は中心のタワーを単独
で，東街区の地上31階／地下３階建をJVで施工し
た。ちなみに西街区の地上７階／地下２階建は，大
成建設を主体としたJVで行われた。
　東京スカイツリーを世界のタワーと比較すると，
エッフェル塔や東京タワーは鉄骨造であるが，これ
より高いタワーはベルリン・上海・モスクワ・トロ
ントなどにある。 これらは300〜 500ｍ級で，鉄筋
コンクリート造が主流となった。コスト的には有利
だが，長期間にわたって雨風や落雷にさらされる
と，表面が劣化してひび割れるとの指摘がある。
　こうした事情を踏まえて，東京スカイツリーは中
心部が鉄筋コンクリート造，外側の骨格を鉄骨トラ
ス構造とした，ハイブリット構造である（図２）。
　中国の広州タワーは2009年末に竣工したが，高さ
600ｍである。 東京スカイツリーと同時期に工事が
行われたが，若干遅れてスタートした東京スカイツ
リーは，世界一の高さを誇りたいとの想いから，後
に「武蔵の国」にちなんで634ｍと発表した。
　ほかのタワーが建っている場所は大きな地震がほ
とんどないが，日本は地震大国であり台風も毎年襲

来する。東京は高いタワーを造るには，大変条件の
厳しい場所である。これらを克服するためには，さ

図２　立面

図１　敷地と建物配置
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まざまな技術的難題を解決する必要があった。した
がって，「東京スカイツリー」は高さが世界一とい
うだけでなく，特別なプロジェクトであった。

4．設計について

　設計・監理は株式会社日建設計である。大林組の
担当ではないが，スカイツリーを語るうえでデザイ
ンや構造も避けられないので，知り得る範囲で概略
を説明する。
　設計のスタートに当たって，事業主から『時空を
超えたランドスケープ』と，『600ｍを超えたい』と
いう２つが要望されたと聞いている。
　こうした要望に応えつつ，「日本古来の技と最新
技術に支えられた新しい街のシンボル」を，「強く，
しなやかに，美しく」をキーワードとして設計が進
められた。
　東京スカイツリーの断面形状は足元が正三角形
で，上に伸びるにつれて滑らかに円形に変化してい
く，世界に類を見ない形態となっている（図３）。
　立体的に見ると，足元の三角形の頂点から伸びる
稜線がわずかに反った形であり，この曲線は日本刀
のしなやかさや鋭さ，あるいは城の石垣の力強さを
感じさせる。これとは反対に，中間部のふっくらと
したところは“むくり”と言い，寺院や神社の柱を
連想させる。このように全体のフォルムは，日本古
来の美意識によって構成されている。
　また，スカイツリーは見る方向によって姿が異な
る。“反り”と“むくり”によって左右非対称に見え，
天空に伸びるしなやかでシャープなシルエットと
なっている。これは日本の伝統的な美しさと，未来
へ向かう立ち姿がデザインに込められている。
　スカイツリーには展望台が２つある。 高さ350ｍ
の第１展望台は「東京スカイツリー天望デッキ」と
いい，展望ゾーンは３階建てで，レストランもある。
地上からは分速約600ｍのエレベーターにより約50
秒で到着する。
　さらに上の第２展望台（高さ450ｍ）は「東京ス
カイツリー天望回廊」といい，高さ445ｍでエレベー
ターを降り，ガラス張りでスパイラル状の緩やかな

スロープを周って到着する仕組みになっている。
　夜はLEDによってライトアップされるが，２種
類のライトアップが計画され，一日おきに変わる。
１つ目は『粋』というテーマで，隅田川の水をモ
チーフにした淡いブルーにライトアップさる。２つ
目は『雅』というテーマで，江戸の情緒を表現する
ように，江戸紫と金箔のきらめきを表現したデザイ
ンとなっている。照明デザインはシリウスライティ
ングオフィスの戸恒浩人氏によるものである。

図３　断面の変化
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5．構造上の特徴について

　美しい立ち姿を実現するためには，構造上の難題
を克服する必要があった。構造的に見ると，スカイ
ツリーの特徴は「細長く高い」ことである。
　東京タワーは足元の幅が95ｍで，高さが333ｍで
ある。 この幅と高さの比率をアスペクト比といい，
東京タワーのアスペクト比は１対3.5となっている。
　一方，東京スカイツリーは足元の幅が68ｍしかな
く，高さは634ｍであるから，アスペクト比は１対
9.3となる。 東京タワーに比べてかなり細長いため，
揺れやすく倒れやすいことになり，しっかりと自立
するための工夫が必要となる。
　地震や強風によって大きな横向きの力が加わる
と，全体が巨大なテコのようになり，一方の脚部に
引抜き力が，もう一方の脚部には押込みの強い力が
加わる。これらに対抗するためには，基礎を相当に
強化する必要がある。
　そこで，大林組が開発したナックルウォール（節
付きの壁杭）を採用した。これは，鉄筋コンクリー
トの壁を地中に構築し，壁状の杭として使うもの。
さらに節のような突起を設けて，引抜き力や押込み
力に抵抗する。３ヵ所の節付き壁杭は，さらに地中
の壁によって繋がれ，全体が三角形となっている。
これにより，地震時の水平力にも抵抗できる。ナッ
クルウォールの深さは，一番深いところで地下53ｍ
に達する。敷地の地盤は，地下40ｍ以深が強固な岩
盤であり，そこに10ｍ以上埋め込んでスカイツリー
を堅固に支えている。
　東京スカイツリーの上部構造は鉄骨造が中心であ
るが，この壁杭の中にも鉄骨が埋め込まれており，
それが上部の鉄骨と直結されている。 したがって，
鉄骨の長さは634ｍ＋50ｍとなる。
　次に，「揺れやすさ」に対する対策については，
日本古来の知恵を生かしている。日本のタワーの祖
先は五重塔だが，古いものは千年以上にわたり地震
に耐えてきた。火事で消失したものはあっても，地
震で倒壊した記録はないとのこと。この五重塔の耐
震性の秘密は，科学的に完全には解明されていない

ようだが，塔全体を縦に貫く
１本の柱（心柱）があり，こ
れが他の部材と接触しておら
ず，独立した心柱が塔全体の
揺れを抑えているといわれて
いる。
　スカイツリーはこの仕組み
を現代的に解釈して，中心に
鉄筋コンクリート造の心柱を
構築し，外側に鉄骨トラス構
造の骨格を組み合わせてハイ
ブリット構造としている。こ
の２つの構造は地震に対して
特性が異なり，これらをオイ
ルダンパーで繋ぐことによ
り，タワー全体の揺れを低減
する仕組みとなっている。こ
れを「心柱制振」と呼び，世
界でも初のシステムである

（図４）。なお，心柱内部には
避難階段が設置されている。
　最上部の一番細い塔体は，地上デジタル放送用の
アンテナを取り付ける部分で「ゲイン塔」と呼ぶ。
最も揺れやすく，そのままでは電波の送信に支障が
起こるため，頂部にも別の制振装置を設置している。

6．建設工事について

　高さ634ｍは前人未到であり，施工計画に当たっ
てはさまざまな問題を事前に明らかにして，解決し
ていく必要があった。
　タワークレーンについては，既存のものでは最大
でも300ｍまでしか揚重できない。 そこで特別仕様
の最新機種を開発し，揚重範囲を420ｍまで増強し
た。また，狭いスペースでも３機設置して作業をス
ピーディに進められるようにするため，コンパクト
化を図った。さらに，お互いがぶつからないように
統合管理システムも搭載した。風や地震についても
検討し対策を施した。
　次に，高さ420ｍ以上をどうやって造るのか，最

　図４　心柱制振
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新のタワークレーンでも地上から420ｍが揚重の限
界になる。 そこで，400ｍまでは３機のクレーンで
組立てていき，その後は第１展望台の屋上（375ｍ）
にクレーンを移動し，さらに１機を追加して計４機
にする。 ４機のうちの２機は上へと伸ばしていき，
他の２機で地上から資材を第１展望台屋上まで揚重
してそこで中継することとした。このように，２機
ずつペアを組んで揚重作業を行い，420ｍ以上を建
てることとした。500ｍ以上の揚重能力を持つク
レーンを開発する案もあったが，効率・安全・経済
性などからリレー方式が最善であると判断した。
　高所への揚重作業における最大の問題は，風の影
響である。揚重には長い時間がかかり，風の影響を
受けやすい形状の荷物もある。また，地表と上空で
は風の状況が異なり，タワーに当たった風が回り込
むなど，風向や風速が急に変化することもある。
　一番危険な状況は，揚重の途中で荷物が回転しは
じめる現象である。そこで，タワーの周りの風をコ
ンピュータ・シミュレーションにより解析し，荷物
に対する風の影響も解析した。 その結果をもとに，
荷物の回転制御装置を開発した。人工衛星の姿勢を
制御するのにも使用されるジャイロ効果を応用した
装置である。装置内に重い円盤型のフライホイール
を内蔵し，これを高速回転させると自転軸の方向を
保とうとする働きが生じる。これによって荷物を安
定させる。さらに，フライホイールの回転軸を傾け
ることで縦軸方向に回転する力を発生させ，急な風
に対しても制御できる。
　この装置は風への対策だけでなく，吊り上げた荷
物の向きを制御して取り付け作業をしやすくするこ
とにも使用した。微妙な角度の調整も可能で，狭い
処でも部材をぴたりと据え付けることができた。
　高さが大きいことは，垂直方向の精度管理がたい
へん重要となる。 一般的なビルの鉄骨工事では，
１ヵ所に基準点を設置してレーザー計測などで高さ
や位置を確認・調整し，溶接を行って固定する。１
段目が完了したら基準点を盛り替えて２段目を建
て，これを繰り返していく。
　スカイツリーでは，500ｍまで部材を積み上げて
建てるので，何十回もの盛り替えを行うことになる。

　したがって，わずかな誤差でも累積して大きな誤
差になり兼ねない。そこで，GPSを利用した計測シ
ステムを開発し，累積誤差を確認しながら全体の精
度を確保した。具体的には，タワーと離れた場所に
固定した基準点を設け，タワー上の盛り替え点との
２ヵ所でGPS信号を受信することで，誤差を数ミリ
以下に抑えることができた。
　精度管理上の難しい問題はほかにもある。鉄骨は
太陽の光で暖められると伸びるので一方に傾く。ま
た，風の影響で揺れたり，重量物の揚重によって傾
くなど，タワーは常に動いている。垂直精度の管理
には，これらの影響を差し引く必要がある。
　タワーの日射による影響については，日中は南側
が伸びて北に傾く。 高さ300ｍ地点では7cmも傾い
てしまう。そして，夕方になると元に戻る。このサ
イクルを毎日繰り返している。こうした状態を把握
し，日射の影響を差し引いた垂直精度管理を行った。
　また，風については，風速・風向とGPSを連動さ
せて計測を行った。風の強さと揺れ幅の関係を把握
し，風の影響を差し引いて垂直精度を管理した。
　タワーの骨格は，高強度鋼管を使用したトラス構
造となっている。 鋼管が複雑に交差するため，設
計・製作・施工に関して，さまざまな問題があった。
トラスの交点では，主管に複数の支管が集中し，そ
のままでは仕口が溶接できない。そこで，メインの
主管にテーパーをつけて直径を大きくし，支管は直
径を小さく絞って溶接できるようにした。
　鋼管同士の溶接では，鋼管を直接溶接する“分岐
継手”を用いた。建築ではあまり使用しない手法だ
が，シンプルな形状となり，埃や水がたまりにくく，
錆や汚れを防ぐ効果も発揮している。
　ところで，タワーの平面形状は１層ごとに変化
し，すべての鋼管柱が斜めになっている。この複雑
な形を正確に製作するには，従来の図面による設
計・製作の手法では不十分であった。 そこでコン
ピュータ上で精密な３次元モデルを構築し，形状・
材質・強度・重量・組立方法など，さまざまな検討
を 行 う「BIM（Building Information Modeling）」
を全面的に活用した。 なお，部材の形状について
は，重量の検討のほかにトレーラーへの積み込み状
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況まで立体的な検証を行った。
　現場施工についても，事前に立体的な施工シミュ
レーションを行った。また，この３次元データと現
場での計測データを照合し，建方精度の確認を行っ
た。「BIM」がなければ，東京スカイツリーの設計・
製作・施工は不可能であったともいえる。

7．施工手順について

　まず初めに，基礎杭の構築を行った。新開発技術
であるナックルウォール（節付き壁杭）である。地
中に特殊な機械で深い溝を掘る。掘削中に壁面が崩
れないように安定液を満たしておく。そして節の部
分は，掘削機の羽を油圧で開きながら回転させて壁
面の土を削り取った。次に地上でカゴのように組立
てた鉄骨と鉄筋を挿入し，コンクリートを流し込ん
で完成となる。
　外側の鉄骨トラスは，下からタワークレーンに
よって積み上げる「積層工法」で組立てる。一番下
の最大の部材は，直径2.3ｍ，厚さ10cmで非常に重
量があるため，長さ4ｍずつの輪切りに分割して，
運搬・揚重が可能な最大重量30t以内に収めた。　
　この鉄骨を溶接するのも大変な作業で，熟練の溶
接工が４人一組で３日がかりで行った。 ちなみに，
160回の溶接線が積み重なっている。 このようにし
て500ｍまでのトラス構造部分で25,000ピース，重
量にして合計32,000tの鉄骨を積み上げた。
　現場の地上部分は非常に狭いので，搬入した鉄骨
はトレーラーから低層棟の屋上に上げ，そこで荷捌
きを行った。ここでは鉄骨に作業用の特殊ユニット
足場をセットして，タワークレーンで一気に吊り上
げた。こうして上空で足場を取り付ける危険な作業
を省いた。据え付けた鉄骨は，三次元レーザー計測
の値を確認し，正確な位置になるように微調整を
行って締め付け，最後に溶接して固定する。溶接部
分は現場で塗装を行って作業が完了する。役割を終
えた足場は取り外して地上に戻すが，また次の鉄骨
に取り付けて繰り返し使用する。こうして効率と安
全性を向上させた。外側の鉄骨トラスの積み上げに
は，668日間を要した。

　最上部のゲイン塔は，これまでのように鉄骨を積
み上げようとすると，安全性・精度確保・揚重時間
など多くの問題が想定された。そこでゲイン塔につ
いては，地上で全体を組立ててから吊り上げる「リ
フトアップ工法」を採用した（図５）。
　タワーのトラス部分の中心には，心柱を設置する
空洞がある。これを利用してゲイン塔を空洞内部で
組立てる。 手順は最上部から下に向かって組立て，
一節ごとにワイヤーとジャッキで引き上げて，その
下に次の一節を継ぎ足していった。これを繰り返し
て全体が組み終わると，最頂部まで一気に吊り上げ
た。塔体の頂部から突き出た部分にアンテナを取り
付けながらさらにリフトアップを進め，634ｍに到
達したところでゲイン塔の足元を塔体に溶接して固
定した。これにより，施工の安全性や品質（精度），
また工期の問題を解決した。
　油圧ジャッキは，１台当たり500tの引上げ能力の
ものを全体で12台設置した。 総計では6,000tの吊り
上げが可能であり，3,000tのゲイン塔に対してかな
りの余裕がある。吊り上げは１分間に5cmのペース
でゆっくり行った。ゲイン塔を吊るワイヤーの張力

図５　リフトアップ工法
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を，一本一本個別にコントロールできるシステムを
使い，工事現場内の司令室で制御を行った。 また，
ゲイン塔が塔体から突き出た状態では，水平の油圧
ジャッキを複数段に設置し，ゲイン塔を横から抑え
て安定させるとともに，１/10mm単位で押し引き
して精度確保にも利用した。リフトアップには，約
９ヵ月を要した。
　ゲイン塔のリフトアップを追いかけるように，ト
ラス中心部の空洞に鉄筋コンクリートの心柱を構築
した。この施工には，高い煙突などに使われる「ス
リップフォーム工法」を採用した（図６）。
　これは，型枠を滑らせながら上昇させ，連続して
コンクリートを流し込んでいく工法である。今回の
心柱は，狭い空間の中で高さ375ｍまで立ち上げる
という例のない施工となった。 高強度でありなが
ら，短時間で固まる性能のコンクリートが採用さ
れ，１日当たり約３ｍのスピードで連続して打設
し，375ｍまで構築した。

8．“3.11”の地震について

　2011年３月11日午後２時46分，東北地方太平洋沖
地震が発生した。 墨田区では，震度５弱を観測し
た。現場は，最終回の１つ手前のリフトアップ作業
中（619ｍ〜 625ｍ）であった。 ゲイン塔頂部の振
れ幅は４〜 6ｍに及んだものと推測される。 ワイ
ヤーに吊られた状態のゲイン塔は，ワイヤーの伸縮
により10cm程度の上下動があった。 塔体最上部

（高さ497ｍ）の振れ幅は，左右に1.4ｍ程であった。
これらは，心柱の制振装置およびゲイン塔頂部の制
振装置が作動していない状態での揺れの大きさであ
る。
　着工前からさまざまな対策を検討してきたが，す
べて想定の範囲内の挙動であった。その結果，作業
員や職員に怪我はなく，構造体にも被害はなかっ
た。一部の仕上げ材に損傷があったが，交換して対
処した。仮設材ではリフトアップ中の転倒防止用水
平ジャッキに取り付けた滑り材（樹脂製）が一部損
傷したが，交換して対応した。タワークレーンも事
前検討による対策の結果，損傷はなかった。

　スカイツリーの現場には，地震のほかに風や雷を
察知する警報システムを設置していた。このシステ
ムによる緊急地震速報が作動し，揺れ始めの１分前
に警報を発した。それにより，作業員は現場の安全
確保と緊急退避を行った。揺れの収束後には，避難
行動マニュアルに沿って安全な場所へ避難した。
800人程度の作業員が現場内に居たが，間もなく全
員の無事が確認できた。
　タワーの構造体は，３年半にわたる工期の中で，
徐々に形態が変化していく。それぞれの工事進行段
階において構造解析を行っており，耐震安全性の確
認がなされていた。東京スカイツリーはもともと耐
震性が高い設計であり，心柱のない状態でも通常の
建物以上の耐震性を有している。 今回の地震動は，
事前検討の範囲内のものであり，被害が全くないと
いう想定通りの結果となった。
　リフトアップについては，合計で3,000tのゲイン
塔を吊り上げている状況であった。これを支えるワ

図６　スリップフォーム工法
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イヤーは，法的基準を上回る設計としてあり，震度
７の直下型地震の縦揺れに対しても，破断しない強
度になっていた。そのおかげで，吊り上げワイヤー
には全く損傷が見られなかった。ワイヤー以外のリ
フトアップ関連の仮設部材は，さらに高い強度と
なっており，全く問題がなかった。
　タワークレーンは，一般の標準仕様として震度５
強に耐える仕様である。しかし今回は，これをかつ
てない高さに設置することになるため，標準仕様で
は強度が不足することも想定され，建設中のタワー
上に載せた解析モデルに震度５強の地震波を加えた
動的解析を行って，３つの追加対策を実施した。
　１つ目は，タワークレーン自体が倒壊しないよう
に，クレーンマスト（支柱）の強度を25％増強した。
２つ目は，クレーンマストとスカイツリー本体を結
ぶ繋ぎ材の最上部に，オイルダンパーの制振装置を
設置し，揺れを半減させた。これは，タワークレー
ンでは世界初と思われる。３つ目は，ジブ（タワー
クレーンの腕の部分）のアオリ防止装置である。ジ
ブは正面から突風を受けると，後方に倒れて損傷す
る恐れがある。その対策として，ジブを前からもワ
イヤーで押さえた。当初，強風対策として検討した
このアオリ防止装置が有効に作用し，地震の揺れに
もジブが暴れ回ることなく，損傷を抑えられた。
　以上のように，さまざまな事前検討と対策の結
果，3.11の地震に対しても，工事進行の障害となる
ような損害はなく，地震の１週間後の３月18日に最
終リフトアップを行って，高さ634ｍに到達した。

9．まとめ

　3.11の地震では，スカイツリーは未完成の状態な
がら激しい揺れに耐え，計らずも耐震設計や構造強
度の確かさとともに，施工における技術力と安全管
理の成果を実証することとなった。こうして2012年
２月末に無事完成した（写真２）。
　東京スカイツリーの建設では，「巨大である」こ
とと「精密である」という，相反する２つの要素を
両立する必要があった。 計画通りに完成できたの
は，実現に向けて知恵と力を結集した数々の関係者

と，一緒に汗を流した現場作業員１人ひとりのお陰
である。
　また，３年半にわたる工事を見守ってくださった
地域の皆さま，さらに国民の皆さまにたいへんお世
話になりました。この場を借りてお礼を申し上げま
す。 （講演終了）

10．あとがき

　東京に自立式電波塔としては世界一の高さとなる
「東京スカイツリー」を建設するために，設計・製作・
施工の各プロセスにおいて「現代の匠たち」が多数
活躍したことが，特別講演を聴いてよくわかった。
その姿は千年以上前に，現在まで残る五重塔を造っ
た「いにしえの匠たち」を髣髴させ，感動した。
　最後に今回の特別講演を快く引き受けてくださっ
た株式会社大林組，そしてたいへん解かりやすく説
明してくださった高木講師に心からお礼を申し上げ
ます。

［資料提供］株式会社大林組

写真２　完成した施設全景
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　天災でも人災でも，災害は不意に突然やってく
る。「備えあれば憂い無し」と言うが，災害に対す
る役所の体制づくり，地震・水害・山火事などのハ
ザードマップ作成および災害時の救援物資の備蓄と
いったことは，もちろん怠りなく準備しておかなけ
ればならないのは言うまでもないことであるが，果
たしてそれだけで準備は万全と言えるだろうか。
　そこに足りないもの——それはやはり，災害時に
指導的役割を果たすことのできる人材——すなわち
災害についての現場の「専門家」が必要になってく
るのではないだろうか。そこでこの際，新国家資格
「災害対策士」（仮称）の創設を提案する次第である。
　しかし，この「災害対策士」という資格をめぐっ
ては，「災害」というものの分類があまりにも多岐
にわたっているので，せめて，自然災害専門の「災
害対策士」と人災専門の「災害対策士」の二種類に
あらかじめ分けておく必要があると思う。そして，
災害発生時には，天災チーム，人災チームというふ
うに，常に数名から十数名の規模の有資格者ばかり
のチームを結成して活動するものとし，そのうえ
で，警察・消防・自衛隊など，復旧作業などにおけ
る従来の災害対策チームとのより強固な連携を図る
のはもちろんのこと，医師・看護師および心のケア
を担当する臨床心理士をはじめ，民間資格の防災士
や気象予報士，建築関係の諸資格の人たち（建築士・
建築設備士・測量士・土木施工管理技士など）や電
気関係技術者からコンピュータ関連技術者に至るま
で，従来どおりのそれら諸関係者を新たに総合的に
束ね，その場その場に対応して的確かつ迅速に指示

を出すことのできる，まさに「災害時のエキスパー
ト」と呼べるものである。
　また，今後はそのための養成機関の体制作りのほ
うももちろん急務であり，大学において（主に理系
の）災害対策専門の大学，学部，もしくは学科を新
設し（関西大学などは2010年４月，高槻ミューズ
キャンパスにて「社会安全学部」「大学院社会安全
研究科」をすでに発足させた由），また同時にいろ
いろな専門知識を兼ね備えるために，災害対策に特
に必要と思われる関連学問を重点的に学べるよう
に，他の諸学部・諸学科とも単位を互換できる制度
を設け（場合によっては他大学の特色ある学科とも
連携を図る），卒業と同時に国家資格としての「災
害対策士」の受験資格を取得できるように取り計ら
わねばならないと思うのである。
　何れにせよ，「災害対策士」の真の目的とは，災
害時に人命救助から避難誘導（避難ルートマップの
作成なども担う），果ては人々が緊急時にパニック
に陥らないための人心掌握（平常時の災害対策の普
及広報活動も含む），デマのコントロールおよび処
理に至るまで，すべての災害時の不測の事態を収拾
することであり，あらゆる関連機関から独立した別
組織で行動し，かつ緊密な連携力と幅広い応用力を
必要とする，現場の「指揮官」と考えるのである。

塾講師 中川　祐一

新国家資格「災害対策士」の創設を
—来たるべき災害に備えて—
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1．はじめに

　神奈川障害者職業能力開発校は，一般の職業能力
開発校において職業訓練を受けることが困難な身
体，知的および精神障害のある方に対し，それぞれ
の能力を生かしながら職業能力の回復，増進，付与
等を可能にするための職業訓練を行うために設立さ
れた国立県営の公共職業能力開発施設です。
　本校は神奈川県の北西部の相模原市南区に位置
し，約28,200ｍ2という広大な敷地に，床面積約9,400
ｍ2の建屋を擁すなど，ゆったりとした恵まれた環
境に，平成24年度は，11の訓練コースを設置し，定
員150名の訓練生を受け入れる施設として，就職に
向けた訓練を実施しています。
　このほか，企業に勤めている方を対象として短期
間でスキルアップを図る在職者訓練や，職業能力開
発に豊富な経験とノウハウを持つ専門学校，NPO，
企業等に委託して実施する委託訓練など，障害のあ

る方の職業的自立を目指してさまざまな事業を行っ
ています。

2．訓練コースの再編

　産業構造の変化に伴い，企業ニーズや求職者ニー
ズが高まるなど本校を取り巻く環境は大きく変化し
ています。

（神奈川労働局調べ）

　こうした状況に的確に対応するため，これまで実
施してきた訓練コースの評価，再設計を行い，障害
者の職域の拡大と職業の安定に向けコースの再編を
行う検討を進めてきました。
　平成24年度から，コースの統廃合や新設が行わ
れ，新たな体制で訓練をスタートしています。今回
実施したコース再編のポイントは次のとおりです。
●　IT関連の幅広い分野での知識・技能を身につ
けた人材の育成が求められていることから，「電
気・電子（ITエンジニアコース）」と「情報処理

国立県営 神奈川障害者職業能力開発校 渡邉洋一郎

国立県営 神奈川障害者職業能力開発校
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（OAシステムコース）」の２年間の訓練コースを
統合し，「ITエキスパートコース」を設置しまし
た。また，企業におけるコンピュータの運用管理
ができる人材を育成するため，平成25年度から
「ITサポートコース」を新設します。
●　知的障害者対象のコースとしては，これまで実
務作業系の「総合実務コース」のみでしたが，求
職者ニーズが多様化してきたことを受けて，オ
フィスビジネス（一般事務）系の訓練コースに
「知的障害者優先枠」を設定し，定員を拡充しま
した。

●　機械系，印刷系のコースについても，企業ニー
ズを踏まえ訓練内容を見直すとともに，わかりや
すいコース名称となるよう改めました。
　このような再編に取り組んだ結果，現在の訓練
コースは上表のとおりとなっています。

3．新たな取り組み

　コース再編の中で，新たな取り組みを加えた特徴
的なコースを紹介します。

3.1　ITエキスパートコース

　⑴　経緯

　マイクロコンピュータの発達により，制御プログ
ラムを置き換えることで，ハードウェアを変更せず
に機能を追加，修正することができるようになりま
した。これにより携帯電話などの通信機器から家庭
用電化製品まで幅広い製品に取り入れられるように
なり，電子技術のハードウェアと情報技術のソフト
ウェアの双方の知識・技能を身につけた人材が求め
られています。このため，電気・電子系および情報
処理系のコースを統合し，主として若年者を対象と
した「ITエキスパートコース」を新設しました。
　⑵　コースの概要

　電子回路設計，マイクロコンピュータの利活用お
よび組み込みシステム制作などのハードウェア分野
と，サーバ構築，C言語，JAVAおよびサーバサイ
ドプログラミングなどのソフトウェア分野の幅広い
知識・技能を習得し，ハード・ソフトウェアの設計
および開発を担える人材の育成を目指します。
　⑶　コースの特徴

　２年間の訓練期間を設け，社会経験の少ない若年
者の就職支援なども行う次のような特徴あるコース
としました。

【平成24年度　訓練コース一覧】

対　象 職　系 訓練コース 定員 期　間

身体障害者

機械
機械エンジニア 10名 ２年
加工技術（注１） 10名 ２年
機械CAD 10名 １年

電子・情報
ITエキスパート 10名 ２年

１年ITサポート（注２） （10名）
電気電子 ITエンジニア（注１） 10名 ２年
情報処理 OAシステム（注１） 10名 ２年
印刷 グラフィックデザイン 20名 １年
オフィスビジネス ビジネスサポート ５名 １年

身体・知的障害者 オフィスビジネス
ビジネスキャリア 30名

１年
（知的障害者優先枠） （10名）

精神障害者 オフィスビジネス ビジネス実務 10名（５名×２） ６月
知的障害者 実務作業 総合実務 25名 １年

合　計 150名 —
（注１）平成24年度まで実施。現在２年生のみ在籍。
（注２）平成25年度から新設。
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●　専門知識の理解を深めるため，学科と実習を一
体化させた授業を展開しています。

●　２年次前半までに習得した基礎知識や技術を応
用・発展させる力を身につけるため，２年次の後
半には，各自がテーマを決めてシステム開発を行
う修了課題に取り組みます。

●　IT関連の専門知識だけではなく，プレゼンテー
ション，ビジネスマナーなど社会人として必要な
知識や技能を身につけることができます。また，
キャリアカウンセリングを充実し，訓練生の希望
や適性に応じた企業への就職を支援しています。

3.2　ITサポートコース

　⑴　経緯

　社会全体におけるIT利用の拡大および産業全体
に占めるITサービスによる付加価値の増大につれ，
IT人材育成の必要性が高まっています。とりわけ
情報システムの開発や運用の分野では求人ニーズが
高く，障害のある方が活躍できる分野が広がってい
ます。このため，企業で活用されるITサービスの
マネジメントや情報システムの運用管理に必要な知
識・技能を習得することを目的とする「ITサポー
トコース」を，平成25年度から新設する準備を進め
ています。
　⑵　コースの概要

　主として離転職者を対象にITサービスのマネジ
メントにかかる専門知識を身につけ，企業における
コンピュータ管理業務に必要なクライアント設定，
ネットワーク・サーバ管理技術を習得します。企業
内で活用される情報システムの運用管理をサポート

する人材の育成を目指します。
　⑶　コースの特徴

　１年の訓練期間で，IT関連職種に就くために必
要な知識・技能を身につけることができるよう，次
のような特徴あるコースとなっています。
●　コンピュータ管理業務については，実習中心の
訓練を行い，少しでも即戦力に近づけるよう工夫
しています。

●　現役で活躍している方を講師として迎え，IT
サービスにおける実際のサポート事例を多く取り
入れた訓練を実施します。

3.3　ビジネスキャリアコース

　⑴　経緯

　これまで知的障害者を対象とした訓練コースは，
外食，環境，流通などの実習を通して職場で働くマ
ナーや作業手順などを習得する，「総合実務コース」
のみでした。これに対し，パソコンなどのスキルを
身につけ事務職に就きたいとの受講ニーズが寄せら
れるようになりました。一方，知的障害者を事務職
として雇用する企業も増えてきたことから，身体障
害者を対象としてパソコン，経理などの習得を目指
す「OAビジネスコース」の定員を拡充し，知的障
害者を募集対象に加えた「ビジネスキャリアコー
ス」に改編しました。
　⑵　コースの概要

　１年の訓練期間で，事務系職種の経験が少ない
（おおむね２年未満）身体障害者および知的障害者
を対象とし，パソコン，経理，ビジネスマナー，さ
らには事務補助作業など事務関係の職業に就くため



－39－ 施設紹介

に必要な知識・技能を習得することを目標としてい
ます。
　⑶　コースの特徴

　さまざまな障害のある方に同じコースの中で訓練
を行うことから，次のような特徴のあるコースとし
ています。
●　知的障害のある方の入校機会を確保するため，
10名の知的障害者優先枠を設けました。

●　入校後３ヵ月間程度は，全員が事務系職種に共
通して必要となるビジネスマナー，コンピュータ
の基礎，ワープロ操作，表計算基本操作，計算実
務などの訓練に取り組みます。

●　３ヵ月経過後は，訓練生の適性を考慮して，次
の３つの細分化したコースに分け，きめ細かな指
導を行うようにしています。

　①　経理事務コース

　経理事務を中心とした訓練を行います。日本商
工会議所簿記検定２級程度の経理知識を習得する
とともに，日本商工会議所PC検定３級（文書作
成，データ活用）に合格できる程度の基礎的な知
識・技能を身につけることを目的としています。
　②　一般事務コース

　パソコンスキルの習得を中心とした訓練を行い
ます。PC検定３級の範囲に加え，ワープロ，表
計算の実践的な技術やデータベースソフトの活用
法を習得するとともに，簿記検定３級程度の基礎
的な経理知識を身につけることを目的としていま
す。
　③　事務補助コース

　オフィスのアシスタントとして就労するため，
ビジネスマナー，ワープロ，表計算およびデータ
ベースでの入力作業，文書仕分け，封入などの実
務作業に時間をかけて，正確な作業を身につける

ことを目的としています。

3.4　ビジネス実務コース

　⑴　経緯

　平成19年度からコース再編の一環として，精神障
害者を対象としたコース開設の検討を始め，平成21
年４月から試行訓練を開始しました。当初は支援機
関との連携を図るため，障害者職業センター，障害
者就業・生活支援センターなどの登録者の中から訓
練生の紹介を受けて入校者を決定してきました。平
成23年10月入校生からは，公共職業安定所等を通し
広く公募を行うことに変更して現在に至っていま
す。
　⑵　コースの概要

　精神障害のある方が，事務職として安定して就労
を継続することを目指し，セルフマネジメント，パ
ソコン操作，簿記会計，ビジネス実務およびビジネ
スマナー等の知識・技能を身につけます。
　⑶　コースの特徴

　６ヵ月という短い期間で就労につなげることがで
きるよう，次のような特徴のあるコースとなってい
ます。
●　精神障害者は，不安や疲労感など精神症状が要
因となって長時間の作業への適応に影響が出るこ
とがあります。このため週20時間程度から訓練を
始めるとともに徐々に時間を延長し，修了時には
週30時間程度の就労が可能な体力をつけることが
できるよう配慮しています。

●　病気や障害とつき合いながら働き続けるために
必要な自己管理能力を培うことを目的に，朝夕の
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ミーティングでの気分調べ，グループワークや精
神科医，薬剤師による講義，ストレッチの実習な
ど，セルフマネジメントの要素を採り入れていま
す。

●　MWS（幕張ワークサンプル）を使い，実務に
即した訓練を行っています。MWSは高齢・障害・
求職者雇用支援機構の障害者支援部門が開発した
教材で，OA作業，事務作業や実務作業の３つの
分野で，13種類のワークサンプル（就職後に担当
することが想定される業務を単純化したもの）が
パッケージ化されています。MWSにより職業適
性を知るとともに，作業改善や疲労をマネジメン
トするスキルを獲得することができます。

●　支援機関との連携を大切にしています。支援機
関とは障害者職業センター，障害者就業・生活支
援センターなど障害者の就職や職場定着に向けて
就業面や生活面を支援する機関です。訓練期間中
はケース会議などの機会を通し情報を共有し，連
携を図りながら円滑に就労に移行できるよう配慮
しています。また，面接試験への同行や就職後の
職場巡回についても，役割を分担しながら効果的
に行えるよう努めています。

4．その他の取り組み

4.1　在職者訓練

　身体障害者手帳をお持ちの方で，原則として在職
中の方を対象に技能の程度に応じて，さらに必要な
技能を追加取得し向上させるための在職者訓練を

行っています。平成24年度は，次の５コースを計画
実施しました。

4.2　委託訓練

　本校では，施設内での訓練のほかに，企業，社会
福祉法人，NPO，民間教育訓練機関等に委託し，
次の短期間の職業訓練を行っています。
　⑴　知識・技能習得訓練コース

　知識・技能の習得を中心とした情報処理系等の
コースで，訓練期間は１ヵ月から３ヵ月，１ヵ月の
訓練時間は約80時限です。
（例：初級パソコン科，就労パソコン科など）

　⑵　実践能力習得訓練コース

　実践的な職業能力の開発・向上となる事業所現場
等を活用した訓練コースで，訓練期間は１ヵ月から
３ヵ月，１ヵ月の訓練時間は約60時限です。
（例：就労準備科，清掃技術訓練科など）

対
象 講習名 内容 定員

身
体
障
害
者

Linux入門 Linuxの入門知識と基本操作
を習得 ６名

３次元CAD体
験（Inventor）

スケッチの仕方，モデル作成，
３次元CADソフトの操作技術
を習得

７名

色彩入門講座 色彩と配色調和の基本を習得 ６名

視
覚
障
害
者

パソコン初級
スクリーンリーダーを用いた
パソコンによる文書作成や表
計算等の使い方を習得

５名

ヘルスキーパー
講習

ヘルスキーパーの心構え，腰
痛，肩こり，VDT作業障害に
対する施療技術を習得

６名

合　　　　　　　計 30名
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　⑶　障害者向け日本版デュアル型訓練コース

　職業能力講座と集合訓練の後，知識の応用・定着
を図るための職場実習までを一体的に行う訓練コー
スで，訓練期間は職業能力講座が４日，集合訓練が
３ヵ月，職場実習が１ヵ月です。訓練時間は約80時
限です。
（例：オフィスワーク実践科　WEBデザイン基礎科
など）

　⑷　e−ラーニングコース

　職業能力開発施設への通所が困難な重度の障害が
ある方等を対象に在宅就業に向けインターネットを
活用しIT技能等を身につける訓練コースで，訓練
期間は４ヵ月です。
（例：ビジネスパソコン実践科）
　⑸　在職者訓練コース（e−ラーニングコース）

　現在，在宅就労している方で，職業能力開発施設
への通所が困難な重度の障害がある方を対象に，イ
ンターネットを活用しスキルアップを目指す訓練
コースで，訓練期間は３ヵ月です。
（例：OAスペシャリスト科（Excel実務コース・

Word実務コース））
　⑹　特別支援学校早期訓練コース

　特別支援学校高等部等に在籍する生徒に対して，
就職に向けた実践的な職業能力の開発・向上となる
事業所現場等を活用した訓練コースで，訓練期間は
２週間から３週間，訓練時間はおおよそ60時限から
100時限です。

5．就職対策

　訓練生が修了後に活き活きと働き続けることがで
きるよう，就職対策，就職後のフォローには特に力
を入れており，次のようなさまざまな取り組みを
行っています。
　⑴　求人開拓推進員の配置

　訓練生の就職の機会を拡大するために，求人開拓
推進員を配置しています。企業訪問などにより新た
な求人を開拓するとともに，日ごろから訓練生と接
点を多く持ち，障害者合同面接会や面接試験に同行
するなど，安心して就職活動を行うことができるよ
う配慮しています。
　⑵　企業説明会の開催

　訓練生の採用を予定している企業の人事担当者に
来校を願い，訓練生を対象に１社ごとに企業説明会
を実施しています。訓練生は多くの企業から詳細な
説明を受けること，また，慣れた場所で安心して面
接を受けることが可能となり，企業からも多くの訓
練生にPRする機会が増えたとの声をいただいてい
ます。

平成24年度の委託訓練の実施状況

コースの区分 定員 延べ定員
（人・月）

知識・技能習得訓練 197 576
実践能力習得訓練 189 322
障害者向け日本版デュアル型
訓練 15 60

e－ラーニング 10 40
在職者訓練（ｅ－ラーニング） ３ ９
特別支援学校早期訓練 15 15

合　計 429 1,022
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　⑶　就職後のフォローアップ

　修了生が就職先で安定的に働き続けることができ
るよう，定着指導員を１名配置しフォローアップを
行っています。定着指導員が就職先の企業を定期的
に巡回し就労状況を把握することにより，問題を早
期に発見し，解決につなげることができたケースが
多くあります。また，企業ニーズの把握にもつな
がっています。
　⑷　神奈川職業自立能力開発推進協議会との連携

　神奈川職業自立能力開発推進協議会は，障害者の
社会参加と経済的自立の推進に努めることを目的と
して，本校の求人企業などが中心となって組織され
た団体です。本校は事務局としての役割を果たすな
ど，同協議会と連携を図り，研修会を通して先進的
な事例を実際に見学するなど，意見交換をすること
によって，障害者の職域拡大を目指しています。

6．おわりに

　事業主に対して一定割合の障害者の雇用を義務づ
ける法定雇用率の引き上げが予定されるなどの追い
風があるものの，近年の厳しい経済状況により，障
害者の雇用を取り巻く状況は決して良いとは言えま
せん。
　この中で，求人企業のニーズを的確にとらえると
ともに，個々の訓練生の希望や能力にきめ細かく対
応した訓練が展開できるよう、恒常的にカリキュラ
ムの見直しを行っています。

　検討に当たっては，応募や就職状況などを評価指
標として，PDCAサイクルなどの手法を用いて，高
い品質の訓練カリキュラムの構築および訓練の展開
を目指しています。
　また，障害のある方が一般の職業能力開発校に入
校するケースが多く見受けられるようになり，障害
の態様に応じた訓練および就労支援の必要性が高
まっています。
　本校は，多様化する障害者の受入れを促進すると
ともに，一般の職業能力開発校や委託訓練先にカリ
キュラムや支援のノウハウを提供し，地域における
障害者訓練の中核的な役割を担うことを目指してい
ます。
　これからも障害のある修了生が能力を生かしなが
ら，職場に定着できるよう，校職員が一丸となって
取り組んでいきたいと考えています。
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平成 24 年度　第 21回職業訓練教材コンクール審査結果
公募しておりました第21回職業訓練教材コンクールに、全国から多数（74点）の応募をいた
だきありがとうございました。厳正な審査の結果、以下15点の教材が入賞となりました。

教材名 応募者 所属

厚生労働
大臣賞

特選 設備施工系・配管基本実技作業シート
阿部弘之 東京都立多摩職業能力開発センター

和知直哉 東京都立城南職業能力開発センター

入選

技能検定機械組立仕上げ作業 
1 級実技課題のカンとコツ 隅野省三、西海信幸 株式会社神鋼ヒューマン・クリエイト

交通費支払伝票入力 高橋史洋 国立職業リハビリテーションセンター

実習教材設計マニュアル  
～初学者による金型製作～

海原崇人、城本秀人、
櫻井光広、鈴木良之、
星野　実

職業能力開発総合大学校

機械保全実習教科書（旋盤整備編） 鈴木茂樹 栃木県立県央産業技術専門校

特別賞

独立行政法
人高齢・障
害・求職者
雇用支援機
構理事長賞

木造住宅耐震診断「一般診断法」の事例 
による解説教材 ( 例課題 ) 小菅孝一 北海道職業能力開発大学校

簡易帳票作成課題 添削ツール 櫻田修久 国立職業リハビリテーションセンター

メカトロニクス実習教材（PIC 系、H8 系） 小林浩昭 職業能力開発総合大学校

離職者訓練用小型射出成形機シミュレータ

乾　勝典 東北職業能力開発大学校
中澤直樹、工藤裕之、
伊藤正昭 東北職業能力開発大学校

井口勝一 東北職業能力開発大学校附属
青森職業能力開発短期大学校

川村協平 東海職業能力開発大学校
浅野英樹 北海道職業能力開発大学校

エアコン取付実習台 神足昭男、奥村耕平 徳島職業訓練支援センター

中央職業能
力開発協会
会長賞

ラピッドプロトタイピングによる 
設計・製造ソリューションへのアプローチ 一見大輔 大阪府商工労働部

雇用推進室人材育成課

木材加工「卓上小物入れ製作マニュアル」 山下哲生、吹谷眞一 北海道立旭川高等技術専門学院

間違いやすい　ひらがな・カタカナ
脇　長泰 奈良県立高等技術専門校
宮田秀夫 （前）奈良県立高等技術専門校

DVD 動画教材「塗装（金属塗装作業） 
技能検定 2 級実技試験解説」

槇　明宏 北海道立室蘭高等技術専門学院

櫻井義勝 北海道立旭川高等技術専門学院

名刺作成マニュアル初級編 有賀幹人、北沢　健、
松木直己、鳥居正隆 リゾートトラスト株式会社
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　公募しておりました Vol.48 の表紙デザインに，全国の職業能力開発施設より多数（199 点）
の応募をいただきありがとうございました。編集委員長はじめ専門識者による厳正な審査の結
果，以下 12 名の作品が入選しました。
　最優秀賞に選ばれた宮崎和守さんの作品は，2013 年発行（Vol.48）の表紙を飾ります。

■最優秀賞　　宮崎　和守　（兵庫県立神戸高等技術専門学院）

Vol.48 表紙デザイン選考結果

近年における国内や海外との技術競争の凄まじさをコンセプトとし、

中から力強いエネルギーが溢れてくるような作品にしました。

作品コンセプト
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■優秀賞 ■優秀賞
　　高橋　　司　（秋田県立大曲技術専門校） 　　布谷　美里　（秋田県立大曲技術専門校）

■佳　　作　　西村　文菜　（北海道立札幌高等技術専門学院）

山本布美子　（北海道立旭川高等技術専門学院）

中村しのぶ　（長野県長野技術専門校）

吉田　直弘　（静岡県立浜松技術専門校）

北村　由美　（兵庫県立神戸高等技術専門学院）

小泉　育美　（神奈川障害者職業能力開発校）

大野　洋平　（大阪障害者職業能力開発校）

西岡　克也　（兵庫障害者職業能力開発校）

大庭　尚子　（福岡障害者職業能力開発校）

　この作品のコンセプトは、「宇宙」です。

　宇宙のように、無限大に広がる技術を表現しました。

　

　四角を「技術」、丸を「技能」に例え、別々の方向からきたその二つを重ねる

事で「物事をうまく行うわざ ( 技術 )」と「その物事を行う上での技術的なうま

さ ( 技能 )」の融合・成長などを単純に表現しました。また、最も大きな円の中

に幾何学模様を入れることで、技能と技術の向上次第でどんなことでも出来る

という無限の可能性を表現しました。



－ 46 －

1 / 2013 通巻 271 号（平成 25 年 3 月掲載）
【安全に対する取り組み】

　内容：職業能力開発施設における安全衛生に対する取り組み事例を紹介。

2 / 2013 通巻 272 号（平成 25 年 6 月掲載）
【魅力ある職業訓練について】

　内容：入所率の向上，就職率の向上など，受講者や企業に対して魅力ある職業訓練に
するための取り組み事例や，ジョブ・カード等の各種ツールの活用事例を紹介。

3 / 2013 通巻 273 号（平成 25 年 9 月掲載）
【障害者に対する職業訓練】

　内容：障害者に対する職業訓練の実践報告や，発達障害等特別な配慮が必要な受講者
に対する取り組み事例を紹介。

4 / 2013 通巻 274 号（平成 25 年 12 月掲載）
【ものづくり人材の育成に向けた取り組み】

　内容：若年者ものづくり競技大会，技能検定に向けた取り組み事例や，オープンキャ
ンパス，体験授業等地域に向けたものづくり体験の取り組み事例を紹介。

　「技能と技術」誌編集委員会において，今後の特集テーマが決定しました。
本誌への投稿をよろしくお願いします。

◇問い合わせ先

職業能力開発総合大学校　基盤整備センター　普及促進室
〒 252-5196  相模原市緑区橋本台 4-1-1

TEL：042-763-9155　FAX：042-763-9047
E-mail：fukyu@tetras.uitec.jeed.or.jp

特集テーマ

平成25年「技能と技術」誌 特集テーマについて
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掲　載　2012年12月
編　集　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
　　　　職業能力開発総合大学校　基盤整備センター
　　　　企画調整部　普及促進室
　　　　〒252-5196　神奈川県相模原市緑区橋本台4-1-1
　　　　　　　　　　電話　042-763-9155（普及促進室）
制　作　一般社団法人　雇用問題研究会
　　　　〒104-0033　東京都中央区新川1-16-14
　　　　　　　　　　電話　03-3523-5181（代表）

本書の著作権は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が有しております。

　この秋は，iPS細胞研究の山中教授のノーベル賞受賞，レスリングの吉田

沙保里選手の国民栄誉賞受賞が決定するなど，嬉しいニュースがありました。

今後も明るいニュースが続いてほしいものです。

　今号の特集は，「障害者に対する職業訓練」についてです。農園，特別支

援学校，障害者職業能力開発校と幅広い投稿をいただきました。それぞれ取

り組みに工夫されている様子がわかりますので，ぜひご一読ください。

　平成25年の特集テーマが決定し，今号に掲載しております。次号では「安

全に対する取り組み」というテーマで特集を予定しておりますのでお気軽に

ご投稿ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【編集 平松】

編 集 後 記
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