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Job Promotion Storyʼs 第２回 

「障害者雇用支援の現場にて」  
2021．11．6 10:00〜11:00 

 

 

モデレーター：芦名洋二郎（PJPP） 
ゲスト： 中金竜次（Ryuji Nakagane） 就労支援ネットワークONE代表  
就労支援ネットワークコーディネーター・看護師 元神奈川県難病患者就職サポーター・神奈川県治療と
仕事の両立支援推進チームメンバー（平成25年～6年間）医療機関での就労支援、東京障害者職業セン
ターにてリワーク支援に従事。また、難病研究班にて、難病患者の就労ガイドブックづくり、職業リハビ
リテーション学会の用語集執筆等に携わる。就労支援ネットワークONEでは、難病患者、長期慢性疾患、
障害者の方々からの個別就労相談及び、治療と仕事の両立等の周知・啓発、理解の醸成や、認知の拡大に
取り組んでいる。 
委員長：松野幹孝（PJPP） 
アシスタントスタッフ：古本 幸（PJPP） 
 

Job Promotion Story’s とは？  
松野）PJPP は、PD をテーマに映画を制作中です。この映画は「作って終わり」ではなく、「作って か
ら始まり」と捉えています。公開した後も研修会や自主上映会を実施し、PD や難病を取り巻く環境を変
えていこうとしています。そのために、現状の情報を収集すべく、さまざまな企業様や就労支援機関のス
ペシャリストにインタビューしています。今後、その結果は WPC 等で発表できるよう、今と未来を見
据えたレガシー作りを行なっています。 本日は、芦名さん、中金さんよろしくお願いいたします。 
（中金さんのご紹介-上記プロフィールを参照ください）  
中金）元々は看護師として、内科・精神疾患領域で、臨床経験を積み、地域障害者職業センター（東京） 
にて、リワーク支援、神奈川労働局（神奈川難病・障害者就職サポーター）を担当。 ２年数ヶ月前にONE
を立ち上げ、職業リハビリ、就労支援、周知啓発を３本の柱として、活動を行なっています。）現在、障
害者・一般雇用両方行っているため、治療と就労の両立支援と、障害者就労支援ともに職業リハビリと捉
え、両面からお話できれば、と思っています。  
 

 

芦名）現場視点で、障害に関する雇用の現状・課題と思っているところは？ 

 
中金）障害者雇用を説明するには、引いた視点でみていて、６月に、発表された統計で（身体・知的・精

神）障害者の一定雇用率が上がったとか、影響が出ているとかみているのですが、雇用率未達成企業は

（令和元年）64.8％、うち障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）は未達成企業の 57.8％、

約 6 割となっています。 

 現場では、当事者の相談を受けているので、雇用の内容や切り出された業務の満足度だとか、そういっ

た話を聞いています。現場として、どうあったらいいのか、と感じる部分があります。  
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海外では、障害者の雇用率が６%とか、８％とかあり、半分程度の実雇用率が満たされていているよう

な国もあり、日本は法定雇用率が 2.3％（令和 3 年 3 月 1 日～）というところです。 

パーセンテージの話も大事ですが、これからの理念、文化・・・どう働く生きがいを障害者雇用制度の中

で、同時に育んでいくのか？と言うところが大事だと感じています。 実際の利用者（当事者）の目線に

なったときに、具体的に何に取り組んだらいいのかと言うところ は、先日の労働政策審議会の障害者分

科会でも課題が出ていましたが、言われていたことは毎回、マンパワーが少ない、とか評価の仕組みをシ

ェアする、とか出てきています。 

そういったことを議論し、しっかりとやっていくということが、事業者だけに、当事者が負担になりす

ぎない調整をすべきかと思います。現在、全体的に障害者雇用促していければいいなぁと、と感じていま

す。  

 

芦名）中金さんご自身が一番課題だと思っていることは何か、から話を進めた方がいいですか？ 

  
中金）障害者雇用率を伸ばしたいという、もっと具体的なお話というところであれば、具体的な取り組み

を紹介したら良いのかと思いますが、私がお話しできることの中では、障害者雇用がこれから変化して

いく過程では、障害者雇用率制度に入っていない当事者の方もいるという、議論が現在労働政策審議会

の中でもされています。谷間になっている方々がいるという。今、その議論があちこちで出ていて、NHK

さんも先日の放送の最後に触れていましたが、難病法の中では、やはり見直しをしていくという議論が

なされていく中で、障害者雇用の中で、障害者雇用率の数字に入らない方々が組みされていく可能性が

ますます高まるのでは？と考えています。 

そうなったときに、今の精神や知的・身体の方だけではない障害のある方、症状が固定する方ばかりで

はない難病のような疾患に対しての障害認定について、どう対応していくか？ということが課題となる

のではないでしょうか。 

障害者差別解消法（令和 3 年 5 月改正され、公布の日 6 月 4 日から起算して 3 年を超えない範囲内に

おいて政令の定める日から施行）３年以内に取り組んでいくと定めた「合理的配慮をおこなう」という時

限装置ができ、難病法において雇用機会をつくる、そして、難病当事者が自分の病気のことを事業者にも

理解してもらいながら働きやすくなるようにするという難病法の文脈の中で語られていることです。  

これからの障害者雇用のありかたは、事業者側の皆さんもすでに障害者手帳を取得している一定の率の

中には難病当事者の方もいるので、実際の現場では職業リハビリの職員も、事業主さんの中にも、ある都

道府県の労働行政の皆さんや地域の皆、支援者一緒と実際に PD 当事者を雇用された事業主さんと一緒

に勉強会をおこなってきました。 

具体的にこれから、難病当事者の雇用をさらに取り組んでいくか、という点では、若年性PD当事者の

方も、手帳が取得できない時期の雇用はものすごくハードルが上がっています。  

ハローワーク横浜で、９００件とか、相談が毎年増えていきましたが、その中でも、若年性PDの方は

全国でも千数百人（令和元年厚労省調べ指定難病受給者証所持者 1,377 名 10〜49歳の PD当事者）と

いう中で、何名か横浜のハローワークに相談に来られたのですよ。患者数がそれほど多くはないとされ

る中でも、相談に来られる方は多いため、就職や継続に困難を抱えている方々の深刻さを感じました。 

PDの方だけじゃない、谷間になっている方々、日本だと 7.7%→日本だと７％前半程 の方々が障害と

認められている方々のパーセンテージです。 
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海外だと、10%とか 15%とか、多いところでは 20%ぐらいいらっしゃいます。社会保障の対象となる

障害者の方々が。日本では非常に少ない状況なので、もちろん、日本と海外では諸制度が違いますが。調

べていくと、職業リハビリテーションというバックアップのやり方が色々違うのですが、社会保障の対

象とならずに自助で頑張っていて。 

難病の方々の統計やアンケート、先日多発性硬化症の方々何百名かにとったアンケートをみたら、同じ

ことが出てきます。  

「頑張りたいんだけど、無理をすると辛くなる。でも、働かないとお金が入ってこない。医療費も、食べ

ることも心配になる。でも働きたいけれど働けない。これはどうしたらいいですか？」 という質問が必

ず入ってきます。 

「病気の開示・非開示をどうしたらいいですか？」という質問ももちろん、多いのですけれど、ここに対

して、一瞬口をつぐんでしまうくらいにどう答えていいのか、と思うこともあります。  

この問題は、制度や社会のサポートの仕組みも関係している。ご本人がなんとかやりくりしてコミュニ

ケーションをしたらいい、とご本人に返すのではないと思います。 環境的な要素が健康の定義＊に入っ

ている以上、社会的健康がどうであるかということは本当に、ここから、医学モデルだけではない、社会

モデル、社会的健康として、病や病気があっても、生きていける生きがいみたいなものもやはり考えてい

くべきではないか、と思います。 

  

芦名）今、重要なキーワードがあったように思います。「働きたいけれど働けない。」もしそれでも社会

（雇用主・雇用側）の方として、価値ある仕事を提供できるか、という観点で言うと、数字で貢献はでき

ないけれど、その方（当事者）がいるという価値があるのでは？と思います。 

前回のウチダシステムズさんから、その人が稼ぎを産むわけではないけれども、その人がきたことによ

って、セールス全体の士気が上がったり、風通しがよくなったという事例を聞きました。中金さんのほう

でもそのような事例があれば教えてください。  

 
中金）実際に若年性PDの方であった事例では、手帳が取れない時期にあったので病名を開示して一般雇

用で就職されたかたは、年収 500〜600万の職を得ることができました。元々年収 800万あって、600

万で手を打つか、という感じでしたが。 

そもそもの能力とか、雇用主が期待する部分では、症状にもよると思います。異動が難しい、など。そ

う言う状況でない場合人材としての、働き手の価値はあると思います。 

治療しながら働く場合、この会社では治療しながら働けないといった職場だと、職場の空気が殺伐とし

てきたり、エンゲージメントの問題は出てくるかも知れないですよね。 

治療しながら働く方々だけでなく、介護しながら働く、とか子育てしながら働く、とか多様な両立をさ

れている方がいらっしゃいます。社会を構成する方々の生活や人生においての一定の変化が、労働の中

に含み込まれていないと排除されてしまう、もしくは無理をしてしまう。女性に負担が、というこの話は

よく聞きますが、介護や子育てしながら働いている中で、働き方改革で女性にもっと働け、というのか？

という話もあるかと思うんですよね。 

だから、もっと広げて言えば会社の中にいるさまざまなリアルな多様性をいかに会社が組みしていくか

と言う点では、病気休暇、介護や子育て休暇も含めて、公平に使える裁量がある休みを作っていくなど、

を作っていくことで、病気も含めて会社がさまざまな多様性に取り組むことは、経営戦略、会社の経営の
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維持のためにも必要だと思っています。少し観点が変わりましたが、これから高齢化社会には必要だと

思います。 

 

 芦名）RDD のときにもお話しさせてもらいましたが、適職を探すとなると難しいですが、適職をつく

る、という視点では新しい視点が生まれるのではないかな、と。  

採用した後から、その人に合わせた仕事を工夫したり探す姿勢が重要だと。 

中金さんの経験で企業の取り組みのキーになることはありますか？ 

 
 中金）その方にあった仕事で、持ち味を活かすと言う点では、例えば、聴覚障害の方は言語だけに頼ら

ないノンバーバルなコミュニュケーションをとるので、コミュニケーション能力をビジネスの場でどう

活かすかとか、多様性の理解とか、アンコンシャスバイアスに対しての研修が今行われています。障害や

難病を持つ方も社会を構成するということや取り組みにすでに価値があると思うのですが、失ったかも

しれないものがあるいっぽうで、得たかも知れないものの中で仕事（働く）を考える観点には 非常に注

目しています。 

これからのテクノロジーの発展はロボットのことやテレワークとも親和性が良いと思いますし、仕事の

厚みや発見ということでは意味があるものだと感じています。 

事業主の取り組みについては、精神障害を持つ方も相似点があるのですが、メンタルの変動性、神経物

質の分泌と、難病の方の易疲労性や痛みとか、予兆の有無を問わない変動性、当事者の疾患の特性を認定

して、「そういうものなんですよ」と事業主側が理解して、精神疾患の方についても既に取り組んでいま

すが、１on１で話をするとか、裁量があればあるほど仕事はやりやすくなりますし、幸福感も感じやす

くなると言われています。 

通勤の場面でどのような裁量がある、とか、業務においてどのような配慮や調整がある、ということが、

個別にその方にあったものを考える、業務のマッチングを行う、とか、会社の中ではイントラで情報共有

し、「こういう時はこうしよう」といったフローを皆で共有する、トップが理解する。このような工夫が

必要かと思います。  

 

芦名）実際に障害者雇用率を上げるために、と現場での工夫が行われているかと思いますが、現場では、

健常者が多くいる中で当事者への理解はなかなか難しいと苦労されている方は多くいま す。実際に当事

者の方が闘っていますので、お話しいただきます。 

  
参加した方）同僚と話をしたときに、短時間でこれだけの成果を出して評価された、と自慢され、あなた

にできるか？と言われた。 

体が動かしにくいので、スピードで評価される仕事は引き受けきれない。とお断りせざるを得なかった。

当事者であるからこそわかること、できること、価値となることをアピールしても、なかなか理解は得ら

れない。（例えば、補助器具の使い心地や薬品の副作用 など、エンドユーザーとして、自社の製品を評価

できることなど）新しいことを始めることはエネルギーがいるので、当事者として難しいこともあるか

も知れないが、この方、体調が悪いのかな。など健常なときには気づかなかった視点を得ることができる

ようになったので、当事者ならではの気づきを得られることは当事者に与えられた才能なのでは？と思

っています。 



Job Promotion Storyʼs 

 5 

ダイバシティは当事者含めての総力戦だと思っています。 

 

芦名）ありがとうございます。当事者であるエンドユーザーが実際にいるということは、メーカーとして

の価値なのに、そこに評価されない現実がありました。 

反対に、明るい話といいますか、取り組んでいる中での成功例があれば教えてください。  

 
中金）企業側との担当者と一緒に経過を追っている事例ですが、PDの方の昇進について、当事者の方に

許可を得て支援者の方と情報共有し、昇進がストレス要因にならないか、とか上司が感じる部分も相談

しながら、雇用継続が行われている事例があります。今も続いて経過を追っています。 

やはり、転職したときに、その方と職業がマッチしているのかしていないのかということも出ていきま

すし、雇用継続がうまくいった例、就職できた例、症状が進んでいく中で就労困難性を抱える方がいらっ

しゃることも注目しておく必要があります。また治療によって、状況が変わって良くなってきた方もい

る中で、どうキャリアを描いていくかとか、いろんな側面がありますよね。病状や症状によって変わって

いくときに、職制や職務によっては調整しにくい部分がありますが、調整も考えながらキャリアのトラ

ンジションや、障害年金を含めた環境の変更もあるかと思います。 

６年前にお手伝いさせていただいた方で、結婚して３ヶ月で PDを発症されて、結婚指輪も買えないと、 

落ち込んでおられた方が障害者手帳の取得を医師と相談したときに、医師から「障害者手帳を取るとい

いことはない」と断られた、と。 

患者会の方や難病相談センターの方に相談したら、その当事者の方は、手帳を取得できそうだ、と言う話

になり、手帳の取得に協力的な医師に主治医の変更を行い、障害者手帳の取得ができました。 

その後障害者雇用と一般雇用のエージェントを利用した採用試験にて、大企業に一般雇用で就職が決ま

りました。前職では PCを使うことがない職種であったため、就職して、総務の方で PCスキルを３ヶ月

で学び、６年就労が続いたのですが、現在は通勤に２時間かかるため自宅の近くで働きたい、とまた相談

に来られています。 

 

 芦名）またいくつか問題点が。手帳の取得は医師が決めるのですか？ 

患者の手帳を取りたいという意志に対して拒否権があるのかどうか・・・  

 
中金）医師も社会的背景を理解しないといけないですよね。そこはコンフリクトポイントですよね。  

 

芦名）就労中に発症される方が多いかと思うので、松野さんからも問題や課題があればお願いします。  

 
松野）PDは進行性であるが故に、上司とは、発病前と比べて発病後はより細かくコミュニケーションを

取る必要があると思います。こちらからも持ちかけてコミュニケーションをとらないといけません、上

司から話しかけてくれるのを待つわけにもいかないですから。 

とにかく自分から話しかけたり理解してもらう必要があります、そういったところは自分一人で戦って

いるような感じがしました。  

企業としては障害者差別解消法ができると、対応しないといけない！と態度は変わりましたが、対応す

べきは雇用されている側ではなく、お客さまに目が向きがちです。SDGｓの８番に障害者の働きがい、
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ということも明記されている以上、企業側も変わるべきだと思っています。見守る、コミュニケーション

をとる、そういったところからでも働く障害を持つ人は安心できる職場になると思っています。 

仕事を相談なく減らされる、といったこともなくなるといいと思っています。  

 

芦名）合理的配慮という名の差別、と感じる部分があります。転んだら大変だから休んだほうがいいんじ

ゃないか？と職場に言われた時は、あ、辞めろということだなと感じました。 

Nothing about me、自分のことは自分で決めさせてほしい。関わりのないまま決められることがない

ようにはしてほしいと思います。 

PD の場合は、就職した後に発病するので、実際に手帳は取得したくない、という方もいらっしゃいま

す。開示しないといけない、という点も出てくるので、病名の開示・非開示についての相談も中金さんで

ありますか？  

 

中金）毎日のようにあります。疾患のコミュニティ全体で、復職・就職・就労の継続の中で、当事者がど

のくらい開示しているのか？非開示なのか、は参考になるかと思います。 

合理的配慮について、やオープンクローズについての情報がどのくらいあるのか、や情報については、疾

患のコミュニティによって意見が異なっていますね。 

病名を開示している難病当事者コミュニティは世間に病名が知られている、ということもあり、職場に

言いやすいということもありますね。かたや知られていないから、言わない。言わないほうがいい、と疾

患のコミュニティ内での声が大きくなることで、非開示の方が増えるという現象も起こりうると思いま

す。指定難病にも入っていない疾患の方は、コミュニティ内での情報が、言わないほうがいいんじゃない

か、となっていることもあります。 

この話は、その当事者の個人にとってのメリット・デメリットが重要になってきますし、合理的配慮のこ

とを企業側もよくわかっていないから、当事者側から合理的配慮とは、を企業に伝えていく。仕組みをう

まく使うことも大事だと思います。 

先ほどの、合理的配慮が差別になること自体、合理的配慮になってないですよね。 

安全配慮義務から話が入っていって、合理的配慮はその方の個別ニーズなので、企業側と当事者の認識

がずれていることが問題ですよね。 

メリット・デメリットを含めて、開示するなら、就職する前なのか、どういうタイミングなのか、今は症

状的にも言わなくてもいいレベルなのか、はその方の症状にもよりますよね。 

状況は個々で違ってきますので、ONEとして、正しい情報を提供できるフリーのオープンソースなどを

考えていけたらと思っています。  

 

芦名）当事者団体によって開示非開示についての意見が異なるというのは確かに、と思いました。癌を発

病したら開示する方が多いでしょうし、開示することへのハードルも以前より低くなっていますね。 

今 PDについては、高齢者が多いものですので、若年層での意見交換などや情報はまだまだ、ですね。新

しい示唆をありがとうございました。 

 
中金）働く世代の PDの情報は確かにまだ少ないですね。症状の個人差もあり、困っている方一人一人に

情報が行き届けばいいですね。 
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合理的配慮の話はどうしても雇用主側の声が小さくなるものなので、当事者サイドや就労支援する側か

ら周知啓発して、まず話し合いましょうと、両者でまず、話し合いましょう、と言えるようになるといい

ですね。  

 

芦名）中金さんはなぜこの活動を始めたのですか？どのような思いで活動しているのか？思いを伺えた

らと思います。  

 
中金）ありがとうございます。端的に申し上げますと、まず一つ目は、ハローワークでの相談業務の中で、

そこに明らかに問題や課題があり、困っている方がいるという。苦労している方がいるということが、医

療者なので、社会の中で健全に生きていけることは、健康の定義からも目指すべきところです。 

社会的環境によって、生活に支障がある状況はなんとかしないといけない、困っている方がいるという

ことを知ったから、活動を始めました。過去に、自殺をされた方がいました。間接的にも労働行政につな

がっていない段階で、連絡が取れない、ということから、何が彼を困らせたんだ、辛い思いをしたんだ、

と。私も心に手を合わせながら、そのようなことが二度と起きてほしくないという思いで活動していま

す。 

表面化はされないけれど、他の地方でもそのような声があります。健康や経済に行き詰まった時のスト

レスは計り知れないですし、それが自死に至ることは自明なので、相談する場にアクセスしやすい、孤立

しないようにすることは私の責任であり、社会の責任でもあると思っています。民間の方が取り組みや

すいかと思いますので、民間として ONEをスタートしました。 

 

芦名）ありがとうございました  

 

 

＊「健康とは、完全な 肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在し ないこ

とではない。到達しうる最高基準の健康を享有することは、人種、宗教、政治的信念又は経 済的若しく

は社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである」 WHO憲章より 


