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就業・生活支援センターにおける
発達障害者支援の最前線（滋賀県湖南福祉圏域）

湖南地域障害者就業・生活支援センター

（働き・暮らし応援センター‘りらく’）

支援ワーカー 河尻 朋和

H21.11.15

「発達障害者を対象とした相談支援事業のあり方に関する研究」公開研究協議会



働き・暮らし応援センターって？

障害のある人の『はたらき』を応援するセンター！

 一般企業での障害者の就労促進等

 地域（福祉圏域単位）での取り組み

 就業・生活支援センターのバージョンアップ

＋職場開拓員・就労サポーター

 ワーカー業務とネットワークの構築業務

 線ではなく、面であり立体であるネットワークづくり
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就業・生活支援センターへの切り替え

・２００５年度以降、それぞれの福祉圏域において随時設置
・｢生活支援ワーカー｣｢雇用支援ワーカー｣｢職場開拓員｣｢就労サポーター｣を

配置
・支援実績が上がり次第、順次、国の障害者就業・生活支援センター事業

を取り組んでいく。(＝生活支援ワーカー、雇用支援ワーカーは、国の事業
に切り替えていく) 

障害者就業・生活支
援センター事業（国
事業）へ切り替え

★働き・暮らし応援センター＝県単事業

★就業・生活支援センター＝国事業（障害者
の雇用の促進等に関する法律）



障害者働き・暮らし応援センター
（障害者就業・生活支援センター）

センター機能強化事業（スタッフ能力向上・圏域ネット
ワークの構築）
　○職員研修・セミナー開催
　○圏域関係機関連携会議等

各スタッフの
相互連携による

情報共有、
チーム支援

生活支援ワーカー雇用支援ワーカー

職場開拓員 就労サポーター

利用者の職業生活の自立に必要な次の支援を行う。
①職場や仕事についての悩みなどの相談援助
②ハローワークや面接への同行など利用者の就職
活動支援および就職支援制度の利用援助
③支援事業者やボランティアに関する情報の収集・
提供および啓発・研修

利用者の日常生活または社会生活に必要な次の支援
を行う。
①日常生活上に関する問題についての相談援助
②金銭管理や衣食住関係、余暇活動、健康管理等の
日常生活上の支援
③家族や近隣との人間関係の調整など対人関係に関
する支援等

地域の企業を訪問し、障害者雇用にかかる意向把握
や広報啓発および助成制度等の情報提供を通じて、
障害者雇用の働きかけを行うなど、　障害者のニー
ズにあった就業の場を開拓する。

利用者の職場を訪問し、職場適応、職場定着に向
けた支援を行うとともに、授産施設等在籍利用者の
職場実習に対する支援を行う。
雇用主や職場の従業員に対し職務や職場環境の改善
等について、利用者の就業継続に向けた助言を行
う。
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働き・暮らし応援センター設置状況について

＜甲賀働き・暮らし応援センター＞

受託法人：（社福）しがらき会
就業・生活支援センター受託
スタッフ：７名

＜おおつ働き・暮らし応援センター＞

受託法人：NPO法人 おおつ障害者の生活と労働協議会
通 称：Hatch（はっち）

就業・生活支援センター受託
スタッフ ：６名（現在、数名増員）

湖北

東近江

甲賀

大津

湖西

湖東

湖南

＜湖東働き・暮らし応援センター＞

受託法人：（社福）ひかり福祉会
通 称：コトー
就業・生活支援センター受託
スタッフ：７名

＜東近江働き・暮らし応援センター＞

受託法人：（社福）わたむきの里福祉会
就業・生活支援センター受託
通 称：Tekito-（テキトー）

スタッフ：５名

＜湖西地域働き・暮らし応援センター＞

受託法人：（社福）ゆたか会
就業・生活支援センター受託
スタッフ：５名

＜湖北しょうがい者働き・暮らし応援センター＞
受託法人：湖北障害者福祉事業所連絡協議会
スタッフ：５名
就業・生活支援センター受託

＜湖南圏域働き・暮らし応援センター＞

受託法人：(財)滋賀県障害者雇用支援センター

就業・生活支援センター受託
通 称：りらく
スタッフ：５名



平成20年度活動実績



僕が活動する滋賀県、湖南地域圏域

＜県レベル＞
滋賀県
人口：約140万人（7福祉圏域）
滋賀県障害者自立支援協議会

＜圏域レベル＞
湖南福祉圏域
人口：約31万5千人
湖南地域障害児・者サービス調整会議
（圏域自立支援協議会）

＜市町村＞
草津市：人口約12万6千人
守山市：人口約7万5千人
栗東市：人口約6万3千人
野洲市：人口約5万人
※市ごとに自立支援協議会

＜県レベル＞
『滋賀県自立支援協議会

ネットワーク部会（就労分野）』
（事務局）社会就労事業振興センター
・おおつ働き・暮らし応援センター（大津）
・湖南地域働き・暮らし応援センターりらく（湖南）
・甲賀地域働き・暮らし応援センター（甲賀）
・湖東働き・暮らし応援センターコトー（湖東）
・湖北地域しょうがい者働き・暮らし応援センター（湖北）
・湖西地域働き・暮らし応援センター（湖西）
・東近江圏域働き・暮らし応援センターテキトー（東近江）

＜圏域レベル＞
『湖南地域相談職種ネットワーク会議』
・びわこ障害者支援センター
・湖南地域障害者生活支援センター
・地域生活支援センター風
・草津市立障害者福祉センター
・湖南地域働き・暮らし応援センター



実践紹介①（私生活編）

・20代半ば 女性 知的障害（軽度）・自閉症

・私立の四年制大学卒業後、就労することが難しく、療育手帳を取得し
て、知的障害者のための職業訓練校へ

・就労継続支援A型事業所に就職
・携帯代が毎月2万超え！家族激怒！（パケ放題なけりゃ数十万円）

・「私、彼氏がいるんだけど、喧嘩ばっかり。なんかうまく気持ちが伝
えられないんです」

泣きのメールをくれるAさん



実践紹介②（福祉サービス編）

・20代前半 女性 知的障害（軽度）・広汎性発達障害

・地元の高校を卒業後、就労できずに療育手帳を取得して、職業訓練機
関へ。期限内に就労に至らず、地域の福祉サービス事業所の利用を始
めた。

・福祉サービス事業所から電話の嵐
（スタッフの声）

「指示に従わず、自分勝手な行動をする。周囲の状況を理解して行動し
て欲しい」

「個別的な環境を調整する必要はわかるけど、人員的な問題で対応が難
しいんです」

就労もできず、福祉サービス事業所
にも馴染めないBさん



実践紹介③（医療編）

・30代 男性 解離性障害 手帳なし

・地元の中学校卒業。中学校時代に不登校の時期あり
・高校は家の事情で定時制高校に通う。この頃に摂食障害が現れ、カウ

ンセリングを受け、その後、「解離性障害」と診断を受ける
・「長い間、解離性障害と言われ、いろいろな薬を飲まされた。最近に

なって、主治医から広汎性発達障害と診断されたんです。広汎性発達
障害の本を読んでいくと、たくさん自分にはてはまることが書いてあ
って、少しホッとした」

・今は自分の夢に向かって、専門学校で修行中

「主治医に全面謝罪してもらいました」
とすっきりな様子のCさん



実践紹介④（自己検討編）

実際に経験して自分に向いている
仕事を考え出そうとしたDさん

・30代 男性 アスペルガー症候群 精神保健福祉手帳3級
・私立の四年制大学卒業後、ポリテクセンター受講。その後、なかなか

就職することができず、発達障害者支援センターに繋がり、アスペル
ガー症候群の診断に繋がる。

・ハローワークから接客業を紹介され就職するが、「お客さんが何を言
ってくるのかわからない」と不安（動悸・不眠）が高まり、医療へ。

・主治医のアドバイスもあり、一旦離職することに。
・「接客業は自分に向いていないとわかりました。職業センターで発達

障害者のためのトレーニングを受けて、自分に合った仕事を見つけた
いと思っています」



 家族（周囲）の理解（Aさんから）

 社会生活に必要なスキルをどうやって身につける
か？（Aさんから）

 寄り添った支援の重要性（Bさんから）

 応援団づくり（支援の輪）をどうやって築くか？（B
さんから）

 診断と手帳（Cさんから）

 ストレングス（Dさんから）

 自己検討（Dさんから）

青年期・成人期の支援から



 『はたらく』を支えるということは、その人の就労も含め
た生活を支えること

 １つの機関で支えるものではない

 『障害福祉』という枠の中だけで支援を考えていては支え
きれない

 いろんな人たち（機関）とともに1人の人を支える

障害があろうとなかろうと、当たりまえに
働き、当たりまえに地域で生活する。そん
な地域社会を築いていきたいです。

最後に・・・


