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平成 20年度青年社会活動コアリーダー育成プログラム ニュージーランド派遣報告  

 

障害者雇用・就労をささえる仕組みとインクルージョンの理念 

 

社会福祉法人東京コロニー 

職能開発室 吉田 岳史 

はじめに 

日本において、障害のある人の「はたらく」について、本人や家族が満足できる環境の

もと、尊厳とやりがいをもって働ける仕組みを社会が提供しているといえるだろうか。障

害者福祉の分野に関わっていないと慣れない概念だが、障害のある人の「はたらく」とは、

企業等に就職をする一般就労、福祉施設で働く福祉的就労、その他の作業活動という体系

に大別することができる。一般就労における雇用の場合、身体・知的・精神と３つに分け

た障害種別や等級認定の有無と、法定雇用率を前提とした対応がなされているが、この場

合の障害認定基準は職業的な遂行能力に基づいたものではないため、政策の外に置かれる

人たちも少なくない。福祉的就労については、一般就労への移行の長年にわたる停滞と、

一ヶ月の平均が 1万円台といわれる低い工賃（就労者への賃金のようなもの）の実態が指

摘され、さらにはこれら雇用施策と福祉施策との連携と統合が充分に行われていないこと

が今日的かつ積年の課題であるといえる。 

 

個人テーマの目的とその背景 

私は東京都中野区にある社会福祉法人において、重度障害のある人たちを対象とした職

業紹介や教育、また雇用政策において積極的に論じられることの少ない自営業支援などの、

各種在宅就労支援事業に従事している。近年の障害者雇用の意識や実績の高まりに伴い、

全国的に就職者数が増加傾向にある一方、障害等の理由により通勤移動に困難があったり、

労働時間が限られているために雇用の枠に合わなかったりなど、労働意欲や能力があるに

もかかわらず就職や仕事に結びつかない人たちが少なくない。こうした人たちの「身の丈

にあった働き方をしたい」に応える選択肢のひとつとして、前述の在宅による就労支援事

業を行っている。また、求人企業や発注担当者の考え方などに耳を傾ける機会も多く、こ

うした日ごろの経験から、働くことを希望する人をはじめそれぞれのニーズや価値観、求

めているものが実に多様で、一律的なフレームワークに沿って対応することは非常に難し

いことを痛感している。にもかかわらず、とかく「働くステージへ」という思いが先んじ

てしまい、雇用条件や労働環境など、納得のいく整理ができていない状況のまま物事を進

めてしまうことがある。結果として、就労の質よりも量が求められるような昨今の現状に

疑問を抱きつつ、自分たちがそれにあわせてしまっているのではないかという懸念がある。 
今回の派遣プログラムにおける自身の目的は、ニュージーランドの障害者雇用・就労に

関する取り組みはどのようなものであり、どんな成果をあげているのかという点と、その

成果を可能にしている社会インフラや理念は何であるかという点を探ることにある。日本

の現状とも比較しながら、今の自分の立ち位置を再確認し、今後に生かせる絶好の機会に

したいと願って参加した。  
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出所：New Zealand Treasury, Budget 2008 より加工 

【図１】NZ総政府歳出項目（2008年度計画） 

項 目  支 出 （単 位 ：1000NZ$） 割 合  

社 会保障 ・社会 福祉 19,361,228 30.5% 

健 康・医 療  11,809,210 18.6% 

教 育  9,953,953 15.7% 

防衛 2,036,195 3.2% 

主要行政サービス 2,528,398 4.0% 

その他 17,824,463 28.0% 

計 63,513,447 100.0% 

 

所得保障制度と障害者支援サービス制度 

ニュージーランドの障害者政策のインフラに相当するものとして、所得保障制度および

障害者支援サービス制度についてまず触れてみたい。所得保障制度については、社会保障

の先進的施策ともよばれる独自の公的年金が挙げられる。その歴史は古く、1938 年の社会
保障法 [Social Security Act 1938]の制定によって、国が責任をもって最低限の所得保障を
する仕組みができたとされている。ニュージーランドの公的年金の最大の特徴は、ほぼす

べてが国庫によってまかなわれる無拠出の年金ということである。拠出によって受給額が

変わる日本の社会保険方式とは異なるため、受給額も原則として一律であり、保険料の納

付実績によって変わることもない。当然ながら年金記録が消えるようなこともなく、運営

も政府に一本化されているためコストも最小限に抑えられている。なお、障害のある人に

対する年金給付は主として障害給付（ Invalid Benefit）等があり、先天的な障害や疾病に
よって就労できない 18 歳以上の国
民に対し、所得調査付ながら給付が

行われている。日本におけるいわゆ

る「20 歳前の障害基礎年金」がこれ
に近い。加えて、後天的な障害を補

償するものとして、事故などで負傷

した場合の治療やリハビリ、職場復

帰支援、障害補償等については保険

方式である事故補償制度（Accident 
Compensation）によって手厚い保
護がなされている。なお、社会保障

のもうひとつの柱ともいえる医療に

ついては、公立病院による病気の診

療、入院、出産費用が国庫によってまかなわれるため無料となる。  
このような制度の手厚さは【図１】にあるように、教育も含めた社会保障や保健医療等

の社会保障関連費用が、国の歳出項目の 3 分の 2 近くを占めていることからも伺える。な
お日本の消費税に該当する「物品・サービス税（GST）」は 12.5 パーセントである。  
今回の派遣で見学・体験した諸々の障害者支援サービスは、これら社会保障のセーフテ

ィネットの上に成立しているともいえる。もっとも、ニュージーランドにおける公的な障

害者支援は、社会保障制度全体の中では後発とされており、歴史的にもボランタリーセク

ターによる対応が主流とされている。権利保障の点から障害者福祉の意識が高まるように

なったのは 1970 年代であり、75 年に「障害者の権利宣言」が国連で採択され、ノーマラ
イゼーションや自立生活運動といった理念や実践がなされたのと時期を同じくしている。

この頃から地域を基盤としたサービス提供が主流となり、同じく 75 年には障害者の地域
生活と自立を包括的に支援し、能力を総合的に活用していくことを定めた「障害者コミュ

ニティ福祉法」 [Disabled Persons Community Welfare Act 1975]が制定されている。こ
うした歴史的背景から、障害のある人に提供する支援サービスは、自立による社会参加を

促進するための物や施設、サービスなどが、民間の非営利事業者（Service Provider、以
下 SP）によって計画され、保健省（Ministry of Health）を中心とした政府省庁との契約
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によって実施基盤がつくられたのち、ニーズアセスメントの仕組みによって必要とする人

のもとへ届くようになっている。  
以上のように、ニュージーランドの障害者福祉は、まず国が所得保障に対して最低限の

責任を負ったうえで、障害のある人に対する各種の支援については、自立支援という基本

方針のもと、SP が提供するサービスを国が契約・購入し、ニーズ評価にあわせて提供し
ているという仕組みがうかがえる。  
 
NZDSの誕生と役割 

ニュージーランド政府は 80 年代に国営企業の民営化や大規模な規制緩和を敢行してお
り、政権交代を経て 90 年代に入ってからは、それまで手付かずであった教育や福祉の分
野にも競争原理を導入し、金銭給付のみに依存せず、地域で働いて自立することを求める

ようになった。これらの改革については充分な成果を得られず大きな見直しが行われたが、

このこととあいまって、限られた財源の中でより効率よく、かつ適切なサービスをおこな

えるかが大きな課題となり、サービス利用者のニーズに重点を置いた福祉サービスの仕組

みを作る必要性が出てきた。こうした背景のもと、政府が 2001 年に発表したのが「ニュ
ージーランド障害者長期計画 [New Zealand Disabled Strategy、以下  NZDS]」である。
日本政府の障害者基本計画と同様の位置づけになるが、この長期計画のビジョンは、障害

のある人の生活の質を高め、社会参加を継続的に進めるといった「完全なインクルージョ

ン社会」の実現にあるとされている。具体的には「地域社会への障害理解や支援の推進」

「権利の保障」「最良の教育の提供」「就労機会の提供と適切な収入の確保」など計 15 の
目標（Objective）と、それを実行するための 113 の行動指針が掲げられている。何よりも
大きな特徴は、この計画の作成期における障害当事者の関わり方である。NZDS を担当す
る障害問題局（後述）の Web サイトには、行政と当事者団体が協力し合い、のべ 700 回
以上におよぶ会議がおこなわれ、数多くの意見や議論が交わされたとされている。策定に

かかわった当事者の一人である Gary William 氏（DPA 最高責任者、今回派遣で訪問）な
どの「障害は、本人にではなく社会にある」「あらゆる当事者団体が集結し、この計画の策

定にいたったことを誇りに思う」「われわれもこの計画に責任を負う」といったコメントが

紹介されており、こうしたことからも、当事者が深く関わっていることがうかがえる。国

としてさまざまな障害者問題を社会全体で捉え、支援を必要とする人のニーズを効率よく

汲み取り、生活や教育・就労などあらゆる場面をカバーしていくと同時に、行政や当事者

が連携して今後の方向性の礎を築いていこうとする姿勢が、この長期計画からうかがい知

ることができる。  
 
ニュージーランドの障害者雇用・就労事情 

日本と異なり、ニュージーランドには雇用率による法定雇用義務を中心とした制度をと

りいれておらず、雇用事情についての多くは人権法 [Human Rights Act 1993]が影響を与
えているものと思われる。人権法は 1993 年に制定されたもので、あらゆる差別を排除し
た権利章典的なものである。また、障害者雇用促進法があるにはあったが、障害者を雇用

する際に最低賃金法の適用除外を認めるという主旨のもので、時代にそぐわず、当事者た

ちの要請もあって最近廃止された。その他、事業主団体などにおいて、障害者雇用につい
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【図 2】 ワークブリッジの運営とコミュニケーションの
流れ。クライアントはすべての組織にダイレクトに要望を伝

えたり、申立を行うことが可能。（訪問時プレゼン資料より） 

 

ての基本戦略を定め、後述のワークブリッジなどの職業支援機関との連携や助成金制度を

利用した支援付雇用（Supported Employment）が見られる。いずれにせよ、NZDS に基
づいた就労機会の提供という目的を達成するため、この分野においても民間の非営利団体

が中心となったサービス提供が役割を果たしているほか、事業主サイドの果たす役割も大

きいと思われる。なお、行政においては、障害者サービスの提供は主に保健省の管轄であ

るが、雇用支援については前述の所得保障制度にも携わっている社会開発省（Ministry of 
Social Development）がその多くを担っている。  
 
訪問先概要 

●障害問題局（Office for Disability Issues） 

2002 年に、NZDS 担当部局として社会開発省内に設置された部局。障害者政策に責任を
持つ政府機関。すべての省庁に対して NZDS への理解を広め、計画が実行されているかチ
ェックし、また、各省庁に対して障害問題に関するアドバイスを行う等の役割を担ってい

る。障害問題局は NZDS にもとづく作業計画を発表し、年度ごとの進捗状況を報告するこ
とが義務づけられており、この年次報告は簡易版も含めて障害問題局の Web サイト等にて
公開されている。NZDS における雇用分野に関する指針では、障害者が雇用の機会と十分
な収入を得ることや、障害により働くことが難しい人へのサービスの充実があげられてお

り、前者に対しては、雇用する側への教育、本人への教育やトレーニング、本人の収入状

況の調査や改善等が、後者に対しては支援付雇用の推進や支援者の育成等が、政府が指導

的役割を果たすべきとされている。  
 
●ワークブリッジ（Workbridge） 

障害のある人の職業的支援を行っている非営利事業団体。団体としての設立は 1990 年
だが、その歴史は古く、第一次世界大

戦や南アフリカ戦争における傷痍軍人

に対し職業リハビリテーションをおこ

なっていた機関が時代とともに再編成

され、設立に至っている。ワークブリ

ッジのパンフレットを開くと、「障害の

ある人が働く場（労働市場）において、

参加する機会の均等を実現する」とい

うミッションが掲げられており、それ

を実現させるべく、従業員を探してい

る事業主と、労働生活を望む求職者を

引き合わせる職業紹介や、職業訓練、

職業教育、さらには就職後のフォロー

等の各種サポートを実施している。現

在ではニュージーランド全域に 28 の
センターを有する規模の支援団体とし

て、重要な役割を果たしている。  
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生活支援のフローをイラストで説明しているチラシ。知的

障害のある人向けに作成されたもの。（ウエリントン・IHC

本部にて） 

ワークブリッジの運営的な特徴として、団体の代表者のほかに、協議会組織（Council）
や理事会組織（Board）をもち、クライアントをふくめた円滑なコミュニケーションのも
と、事業の査定やアドバイスを行っている（【図２】）。協議会や理事会はクライアントの立

場でもある当事者団体をはじめ、教育機関、財界関係者、先住民族マオリのコミュニティ

等々を代表する者によって構成されている。  
このほかワークブリッジには、社会開発省によって設立された基金「Support Funds」

を運用する事業がある。これは働くことを希望する本人に対し、一定の条件のもと金銭的

支援を行うものであり、その用途は訓練、教育のほか、自営業をはじめる場合にもサポー

トされる。また、就職後の低賃金を補填する場合もある。  
気になったこととして、働く人の賃金水準について、最低賃金は守られているものの、

低賃金であることに不満はないのか？とのこちらからの質問に「彼らはまず働くこと自体

が大切。賃金水準はあまり重要ではない」といった趣旨のコメントがあった。日本でもよ

く耳にするコメントだとは思うが、いずれの国においても、環境や職種、本人が仕事に求

めているものや向上心などが多様化・個人化していく中、障害があるということで画一的

な扱いになりがちではないか、という多少の疑問を残した。  
いずれにしても、多岐にわたるサービスプログラムの充実によって、毎年４千人にもお

よぶ就職の斡旋や働く場を提供しているというその実績から、障害のある人の職業的自立

においてワークブリッジが果たしている役割は大きく、特に対象となるクライアントにつ

いては、職業生活を営む上で困難のあるあらゆる人を対象としており、機能的な障害を基

準として対象者を選別していないという点は注目したい。「はたらく」を支援するのであれ

ば当然とも思われるが、このことと比較すると、手帳の有無や等級種別をベースとせざる

を得ない日本の職業的自立支援政策は、残念ながら実態に即しているとは言いがたい。  
 
●IHC（IHC New Zealand. Inc） 

ニュージーランドでは大規模収

容型の障害者施設はすべて解体閉

鎖されており、障害のある人たち

は地域のグループホーム（コミュ

ニティハウス）などで生活してい

る。これを推進し、閉鎖後の地域

移行のフォローまで大きな役割を

果たしたのが IHC であり、知的障
害のある人たちの全国規模の権利

擁護団体として 1940 年代より活
動をしている。日常生活を享受で

きるために必要な支援を行ってい

るほか、支援付雇用はじめ広範囲

なサービスを行っている。また、最近行われた国政選挙に向けて、参政権行使のため、本

人たちの投票サポートも組織的に行ったとのことであり、このキャンペーン用に発行した

という、イラストをふんだんに用いた視覚的にもわかりやすいパンフレットが紹介された。
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館内のようす。 

大手スーパー「New World Supermarket」訪問。店舗のバッ

クヤードにて従業員の説明を聞く。 

なお下部組織として IDEA（ Intellectual Disability Empowerment in Action）があるが、
これは地域の利用者に対し具体的なサービスを提供する、前述の SP のひとつである。  

 
●The IHC Telecom Art Awards（芸術支援） 

IHC では毎年、知的障害のある人たちの芸術活動支援の一環として、「The IHC 
Telecom Art Awards」を開催している。このイベントは全国から広く絵画作品等を
募集し、その中から優秀作品をセレクト、それらをオークションにかけて落札額を

還元するという仕組み。全国か

ら 650 の作品応募があったと
いう。オークションはこの 9 月
におこなわれ、最優秀作品は

NZ$5,000（約 35 万円）で落札
されたという。今回、応募作品

の中からセレクトされた 30 の
作品が展示されている美術館

「The New Dowse」（ウエリン
トン郊外 Lower Hut 市）を訪
ね、作品鑑賞をした。私自身、

「才能に障害はない」をスロー

ガンに、障害のある人のアート作品を公募し、就労に結びつける事業にも従事して

いるため、こうしたイベントの開催や表彰によって芸術的才能を見出し、経済的な

支援もおこなうという主旨に共感を覚えたひと時でもあった。なお、大手電話会社

の Telecom New Zealand 社が冠協賛を行っている。  
 
●ファカタネ市内・各種支援施設訪問 

日程の後半は、ファカタネ（Whakatane）市に移動、ホームステイ 2 泊を含め 5 日間滞
在した。ファカタネ市は北島の北東部に位置する人口約３万５千人の都市で、主要産業は

牧畜・林業・農業等である。ここでは障害のある人たちが社員として働いているスーパー

マーケット、障害者乗馬クラブ、グループホーム、学校、就労支援施設等の訪問視察に加

え、施設職員の方の自宅でホームステイを体験することができ、この小さな地方都市で暮

らしている人たちの日常に触れることができた。  
特に印象的だったのは、たとえ

ば乗馬クラブで手綱を握りながら

ゲームに興じていた人が、別の訪

問先で今度は生活支援を受けてい

たり、さらに別の日には就労支援

施設でその姿を見かけたりといっ

た、自らの生活や就労の計画にあ

わせてサービスを横断的に享受し

ている姿であり、さらにはその多
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地元の小学校「James Street School」訪問。熱烈な歓迎に

対する返礼として、派遣団は日本の童謡「ふるさと」を手

話で披露。 

 
権利擁護団体「DPA」訪問（ウエリントン）。幹部の Mike 

Gourley氏より、団長がラジオ番組の取材を受ける。 

様性であった。ここでは個別のニ

ーズをきっちりと汲み取とったう

えで、多くの選択肢の中からその

ニーズに即したものを選んだうえ、

支援者の連携のもとシームレスに

利用しているという感があった。  
これ以前のウエリントンにおけ

る訪問先では、各機関の役割につ

いて伺うことが主であったためか、

総体的でいわゆる縦割型の印象を

受けていたが、地域にステージを

移したとたん、一人ひとりの顔が

見え始めた。地域の息吹を感じる

瞬間でもあった。  
 
 
感想・考察  

今回の派遣プログラムの訪問先は十数箇所におよぶものであったが、各種の政策や現場

の人たちの熱弁を聞くたびに、障害のある人の社会参加を可能にしている大きな要因は、

①最低限の所得保障や医療費、あるいは災害補償が社会インフラとして担保されている中、

②政府によってスポンサードされた民間の支援サービスが用意されており、③徹底した個

人ニーズに立脚したアセスメントの仕組みによって、これらを選択できる権利と保障が与

えられていることにあると感じた。

「はたらく」場面においてもこの

仕組みは基本的に同様で、あくま

で｢自立｣という考えのもと、個人

ニーズに沿った計画によって、労

働意欲や能力を理解・評価し、そ

れに見合った選択肢が受け皿とし

て多く存在していると感じた。さ

らにこれらの根本にあるのが、

NZDS で謳われている「完全なイ
ンクルージョン社会」の理念であ

り、これが地域に根付くことで、

充実したワークスタイルやライフスタイルを確立できる社会を可能にしているものと考え

られる。また、今回の訪問先のうち半数以上が、前述の②のサービス提供にかかわる機関

であり、その分野の広さと多彩な支援サービスをうかがい知ることができた。  
おりしも私たちの派遣団が出発する前日、三年に一度の国政選挙がおこなわれ、連立野

党が勝利し、9 年ぶりに政権交代が起きるというニュースが飛び込んできた。入国した日
は選挙後最初の月曜日ということもあり、訪問先でも話題となっていたが、この選挙にお
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いて特に目を見張ったのは、78.9 パーセントという高い（あくまで日本と比較してのこと
だが）投票率であった。少なくとも国政選挙においては平均投票率は 80 パーセントを超
えるといわれており、日本が見習うべきは、まずはこの辺りからではないかと強く思った

が、こうした高いレベルにある参政意識が、ニュージーランドの国民性のひとつではない

かと感じた。  
ニュージーランドの建国は 1842 年、先住民族マオリとイギリス政府との間で締結され

たワイタンギ条約によって成立したとされている。植民地国家としては後発であったこと

で、それ以前の歴史的反省からか、曲がりなりにも条約が締結され、過去の植民地政策と

比較すると争いや惨劇は少なかったといわれているが、それでも土地や人権侵害をめぐる

衝突や争いが絶えず各地で行われているという。ホストファミリー（ご主人がマオリ）の

話では、今なお土地の所有権をめぐって過激ともいえる抗議デモが続いているとのことで、

報道番組の録画 DVD を交えてこれらの事実が紹介された。  
こうした歴史や民族的構成が背景にあるためか、この国では権利というものは自らが行

動して得るものであって、その維持と発展に対しては、より能動的なのではないかという

印象を強く受けた。障害者福祉の分野においては、当事者たちの声はその時代の制度政策

に反映されており、自らのこととして政治に参加するだけでなく、より主体的な役割を担

い、さらには国政を超えて国連レベルの条約づくりにおいても大きく貢献しているという

話には感銘を受けた。そして社会全体もまたその意識を理解し、自身のこととしてとらえ、

互いに尊重しあう土壌があるものと思われる。  
景気の後退や高い失業率など、すべてにおいて順風満帆とはいえない経済情勢のなか、

膨大な社会福祉予算を懸念する向きもあるが、要は「何を優先するか」がはっきりと示さ

れていることであって、その優先順位の高いところに「完全なインクルージョン社会」の

考え方があるのだと思う。福祉国家ニュージーランドのステータスシンボルともいえるこ

の考え方は、長年かけて醸成された、国民一人ひとりの権利意識によってその根幹が形成

されているものと感じた。  
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