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1．はじめに
　当社は特別支援学校における学生のキャリア形
成支援や、より良い障害者雇用の実現に励む企業
への支援を行ってきたが、障害のある人たちが従
事する業務は限定的になりやすく、一人ひとりの
強みや多様な興味、価値観を活かしきれない現状
を感じていた。そこで、障害のある人、一人ひと
りが有する職業興味・価値観等の「思考特性」や「働
く力」を可視化することによる、個性を活かす障
害者雇用の実践を目的に「障害のある人の『成長
ステップ』見える化プロジェクト」を実施した。
　本稿では、特例子会社A�社に所属する 50名を
超える知的障害のある社員の皆さまにご参加いた

だいた当該プロジェクトの概要とその結果を記し、
今後の障害者雇用の発展に向けた示唆を述べる。

2．	障害のある人の「成長ステップ」見える化
プロジェクトとは

　本プロジェクトでは、障害者雇用における三つ
の見える化を試みた。一つ目は「個の見える化」
である。自身を言葉で表現することに困難を抱え
る人でも、仕事への興味や、仕事をする上で大事
にしたい価値観について、職場と共有し、相互理
解を深められるように専用のアセスメントツール
を通じて可視化を図った。
　次に個々で異なる「働く力」の可視化を目的に
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「ジョブ定義」を社内で整備する「成長ステップの
見える化」を行った。これにより、業務上の得意
不得意を一人ひとり明らかにするとともに、職場
が障害のある社員へ「配慮」を提供する際の根拠
の共有を可能にした。
　三つ目は、社員の職務満足度（ES）調査を行う
「組織の見える化」である。障害種別によっては、
多項目の長時間に及ぶ質問紙調査には適さない方
もいるため、専門家の助言のもと質問紙を開発し、
職場の物的・人的環境、労働条件、成長機会等を
中心に調査した。以上、三つの視点から障害者雇
用を可視化し、定量的な成果からこれからの障害
者雇用に求められる方向性と視点を明らかにした。

3．	本プロジェクトにより明らかになった三つ
の事実

①	多様な個性の存在と仕事への満足感の関係性
　本プロジェクトでは、知的障害のある社員の「職

業興味」や「職業価値観」について定量的な測定
を実施した。「職業興味」の計測では、業務性質か
ら職業を6領域に分類するホランドの職業選択理
論を基に調査を行った（渡辺ら�2017）。図表 1で
示す通り、道具や機械を対象とする業務や定型的
な業務性質を有するR（現実的）・C（慣習的）領
域だけでなく、創造的な活動が特徴的なA（芸術的）
領域や知的好奇心をかき立たせるような I（研究
的）領域に関心を寄せる人など、障害のある社員
が抱く仕事への興味について広がりを示す結果と
なった。
　また、職業興味と「組織の見える化」で実施し
た職務満足度調査との相関を分析すると、実際に
従事する業務の性質と自身の職業興味が一致する
社員ほど、職務満足感を高く示す傾向にあり、実
際の業務と自身の興味に乖

かい

離
り

がある社員は、満足
感が低い傾向が明らかになった。
　「職業価値観」については、ハーズバーグの二要

図表 1　「職業興味」の分布

20％

12％

8％

19% 

22％
現実的（R）

研究的（I）

芸術的（A）

19％
慣習的（C）

企業的（E）

社会的（S）

I:研究的
研究的な活動を好み、反復作業を伴う活動を好まない
例：研究者・エンジニア業務又はそれに付随する職務

R:現実的
物や道具などを対象にした道筋が明確な活動を好む
例：清掃・農業・製造業務又はそれに付随する職務

A:芸術的
あいまいで、自由で、体系化されていない活動を好む
例：デザイナー業務又はそれに付随する職務

S:社会的 
人に教えたり、手助けをすることに関連した活動を好む
例：対人業務又はそれに付随する職務

E:企業的 
組織目標の達成や、他者を導くような活動を好む
例：営業業務又はそれに付随する職務

C:慣習的  
情報を体系的、秩序的に扱うことを必要とする活動を好む
例：事務・経理業務又はそれに付随する職務

出所：渡辺ら（2017）を参考に筆者作成
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因理論を基に調査をした（ハーズバーグ2009）（図
表 2）。結果、内発的な価値観を重視する社員が全
体の60％、他者から与えられて満たされるような
外発的な価値観に重きを置く社員は40％だった。
自己表現や抽象的思考に困難を抱えやすい知的障
害のある人たちも、障害のない人と同じように、
仕事を通じて「今日よりも明日、成長したい」と
いう想いを抱き、職業興味の広がりと合わせて、“自
分らしさ” を活かせる環境下では、働く幸せをよ
り強く感じられる事実が明らかとなった。

図表 2　「職業価値観」の分布
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出所：フレデリック・ハーズバーグ（2009）を参考に著者作成

②		強みの把握と弱みを露呈させないマネジメン
トの必要性

　「働く力」を可視化するために「ジョブ定義」を
設計し、一人ひとりの職務遂行の記録をとった。
知的障害のある人の場合、単純作業が障害特性に
適すると考えられがちだが、実際に従事している
業務は、複雑で多工程に及ぶ内容も多く、経験を
重ねることで自らベストプラクティスを編み出し
ている社員の活躍も明らかになった。
　一方、「ジョブ定義」に基づき、個別に業務遂行
を観察することにより、例えば、知的障害の中で
も記憶力に難しさを抱える社員の場合、一度習得
した業務であっても、当該業務に従事しない期間
が発生することで、遂行プロセスに「抜け」が発
生してしまうことも明らかになった。つまり、障
害特性への「配慮」として、経験年数を重ねても、
定期的なリマインドは欠かせず、その「配慮」こ
そが業務品質を担保する上で重要となる。このよ
うに、一人ひとりの「成長」や「働く力」を見え

る化し、それを職場と社員双方が共有することに
より、強みを活かしながら、障害ゆえの難しさを“弱
み” として露呈させないマネジメントへとつなげ
ていける。

③	人材の活躍と定着へ導く職場環境の重要性
　職場における心理的安全の重要性は、昨今の人
事領域においても重視されているが、障害のある
人を対象とした本プロジェクトにおいても、職場
内の関係性に不満を抱いている社員ほど、仕事内
容にも不満を感じやすいことが明らかになった。
また職場定着に必要な要素として、困ったときに
頼れる相談相手の存在と、互いを理解し、尊敬で
きる上司との関係性が重要であることが判明した。
　しかし、働き続けたくなる職場づくりには、所
属する組織への安心感だけでなく、仕事へのやり
がいや成長実感も欠かせない。今回の調査では、
知的障害が軽度な人ほど、責任ある仕事を引き受
けて、達成感や成長実感を味わいたいという傾向
が表れていた。他方、障害程度の重い人の場合、
仕事へのマンネリを感じやすく、軽度の人に比べ
て承認欲求が強い傾向にあった。これは軽度な人
ほど自律心が強く、業務上の裁量を求める一方、
障害の重い人ほど、業務範囲や種類が限定的かつ
固定的になりやすい背景があると推察する。この
ように、障害のある人が組織で「活躍」し、「定着」
するには、働きながらワクワク感を感じられるよ
うな成長機会の保障と、信頼できる上司や相談相
手がいる職場環境づくりが重要であることが明ら
かとなった。

4．	これからの障害者雇用の方向性を示す三つ
のポイント

①	「適性」の見える化：その人 “らしさ” の保障
　本プロジェクトでは、「適性」を「働く力・職業
興味・職業価値観」と定義し、「適性」を可視化す
るための物差しの構築を試みた。人の成長や適性
といった評価者の主観に依存しやすい事実につい
て、社内で共有された「ジョブ定義」や共通の「ア
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セスメント」を活用することで、組織で働く人た
ちが同じ目線で、社員一人ひとりの「成長」や「適
性」を把握することが可能になる。これは評価の
客観性を一定程度保持するだけでなく、障害のあ
る人の自己表現の難しさを補う一手にもなる。
　例えば、知的障害のある人は、意思の有無や意
思の伝達といった点から自己決定が困難な傾向に
ある（根本2014）。物差しの存在は、その当事者
の意思を伝える補助輪の役目を果たし、職場でと
もに働く人やサポーターが社員の “現在地” に立
ち戻りながら、今後目指していく “目的地” を考
える機会を与えてくれる。実際、本プロジェクト
にご参加いただいた職場サポーターの皆さまから
は、客観性を与えてくれる物差しがあることで、
障害のある社員一人ひとりがこれまでどのような
経験を積み、何にモチベーションを感じるのか等、
日常業務の中では引き出しにくい一人ひとりの声
に立ち戻る機会になったと感想をいただいている。
　このように「適性」の見える化が、社員一人ひ
とりへの理解を深めていくことはもちろん、今後
は、個の活躍の実現に向けて、社内に存在する「働

く力」の組み合わせを検討するプロセスにも力を
発揮していくと思われる。

②		障害のある人へのキャリア形成支援：職業準
備性の獲得・維持からの脱却

　障害者雇用現場における人材育成は、障害のあ
る人の能力を引き出すための職場環境整備やOJT
等の業務支援が中心であり、職業能力を高めるた
めの配置転換や訓練機会が不足してきたことは先
行研究の中でも指摘されてきた（佐藤2004）。つ
まり、障害のある人へのキャリア形成支援は、よ
り高度なスキルを獲得するために行われるよりも、
職業準備性の獲得・維持を促進するための最低限
のスキル獲得に重きが置かれてきたのである（若
林2013）。しかし、働く障害のある人の数が増加し、
障害とともに働くことが当たり前になりつつある
現代においては、障害のある人が一人の職業人と
して、自分らしいキャリアをどのように築いてい
くか、という長期的なキャリア形成の視点も欠か
せない（図表3）。本プロジェクト結果からも、一
人ひとりの社員がさまざまな働く力や思考特性を

図表 3　障害のある人のキャリア形成支援

要素①
能力開発・成長

要素②
職務・役割調整

要素③
支援環境整備

 
 

 

ーこれからのキャリア形成支援に必要な要素ー
 高度な職務スキル を開発することを目的とするキャリア支援 1 

ーこれまでの障害のある人向けキャリア形成支援ー 
社会人としての 最低限のスキル 獲得を目的とするキャリア支援 2 

障害のある人へのキャリア形成支援　ー職業準備性の獲得・維持からの脱却ー
 

キャリア開発計画の策
定、キャリア開発研修
の実施、配置転換、昇
進・昇格、組織の理念・
目標等の伝達、eラー
ニングの提供等

社内の相談体制、健康
管理上の特別休暇、
柔軟な勤務体制、キャ
リアカウンセリング窓
口の提供、新入社員
へのメンター制度等

能力・適性に合わせた
職務の再設計と創出、
業務上の役割の維持
・増減、負担軽減のた
めの降格等

 

健康管理
障害の理解、健康維持

日常生活管理
規則正しい生活、地域生活等

【職業（就労）準備性のピラミッド】

対人スキル
コミュニケーション、協調性等

基本的労働習慣
ビジネスマナー、規則の厳守等

職業適性
業務処理能力、作業速度、持続力等

対人スキル
コミュニケーション、協調性等

基本的労働習慣
ビジネスマナー、規則の厳守等

職業適性
業務処理能力、作業速度、持続力等

出所：別府重度障害者センター（2014）、若林功（2013）を参考に筆者作成
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有していることが明らかになった通り、これから
は障害のある人が抱く「個人のニーズ」と、企業
が組織の成長を目指す上で必要となる「組織のニー
ズ」双方をすり合わせながら、社員が必要なキャ
リア経験を積めるように組織内の成長機会を広げ
ること（昇進や配置転換等）が重要になる。　
　また、成長機会の広がりの実現には、障害のあ
る人の成長を支える人材も重要である。これまで
も職場サポーターは、障害者雇用の現場において
重要な役割を担ってきたが、今後は業務支援を中
心としたジョブコーチスキルに加えて、一人ひと
りの “現在地” と “目的地” を把握しながら、「適性」
に応じた新たな職域や業務を率先して開拓してい
く必要がある。また、目的地に向かうための成長
機会が社内にない場合には、積極的に社内外に働
きかけを行い機会創出を可能にするスキルを持っ
た人材も必要になる。つまり、障害のある人が働
く世界観と、健常者だけで構成される世界観との
接点になり、障害のある人の活躍範囲を広げてい
く未来志向の人材も障害者雇用の発展には欠かせ
ない。

③		障害者雇用が組織の中で果たす役割−個の成
長が組織全体の成長へ

　障害者雇用において実施される業務は、本業を
支える縁の下の力持ちとしての仕事が多い。障害
者雇用企業支援協会が行った「特例子会社の雇用
管理等に関する調査」（障害者雇用企業支援協会
2018）では、親会社の副次的業務を遂行している
特例子会社が最も多く、その中での業務内容は、
清掃や印刷関連業務、データ入力などの事務系業
務が多くの割合を占めていた。つまり、特例子会
社において、障害のある人が中心となって担う業
務は、必ずしも親会社の本業に直結した業務とは
言えない現状がある。しかし、今後、「適性」を活
かす環境を整えることで、障害のある人一人ひと
りができることの幅を広げ、本業を直接的に支え
ていく存在になると考える。また、人によっては、
担当業務の質とスピードを高めるような成長を遂

げていく人もいるだろう。いずれの場合も、個が
活躍できる環境では、一人ひとりの成長が導かれ、
個人の生産性が高まることによって、本業の生産
性向上とグループ企業の「働き方改革」への貢献
も可能になる。
　また、組織におけるダイバーシティ＆インクルー
ジョン（以下、D&I）の促進に障害者雇用は欠か
せない。D＆ Iは、特定のニーズを持った人たち
のみに限定したテーマではない。一人ひとりが仕
事に対するさまざまな価値観や動機付けを持って
いるように、既に私たちは多様な “個性（違い）”
を有している。しかし、健常者だけで構成される
組織の場合、上司や部下がその “個性（違い）” に
気づきにくく、「もう知っている」という思い込み
も影響して相互理解を深めにくい。その点、障害
者雇用の現場は、“違い” があることが明らかな状
態から始まり、その “違い” を知ろう、理解しよう、
活かそうという想いで多くの人が関わるため、「個
を活かす」ことの意味を自然と理解しやすい状態
にある。つまり、障害者雇用を通じて、「個を活か
す」ことの意味を学び、すべての人の雇用に、そ
の学びが活かされることで、組織全体の成長に寄
与していける。そして、グループ内の障害者雇用
を推進する特例子会社は、障害者雇用に限らず、
D＆ Iをグループ内で推進するハブとして機能し、
今後、グループ全体の経営を向上する原動力とし
て存在感を発揮していく。

5．おわりに
　本プロジェクトは、障害のある人が「働けるだ
けで幸せとされる時代」から、自身の大切にして
いること、好きなこと、得意なこと等を大事にし
ながら「自分らしく働き、幸せを実現する時代」
の到来を示している。自分らしく働くためには、
障害の有無に関係なく、自身の働く意味やありた
い姿に思いを寄せ、自身の価値観や興味、強みを
他者と語り合う時間が欠かせない。対話を通じて、
他者との “違い” に気づき、自己理解を深めるだ
けでなく、他者理解にもつなげていける。この相
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互理解のプロセスこそD&Iの実現には不可欠であ
り、「障害者と健常者」という枠組みを超えて、一
つの組織の中で共通ビジョンに向けて協働する社
員同士という、新しい関係性を構築するステップ
になると信じている。
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