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資料４　調査結果（カウンセラーの応答）一覧

　　　　１．就業支援サービス業務に従事する関係者にとって参考となる貴重な資料であると

判断し、ほぼ全文を掲載した。

　　　　２．第2章での分析が基本的カウンセリング技法に基づくものであったのに対し、こ

こではカウンセラーの応答で焦点が当てられた内容によって分類を試みた。

　　　　３．句読点の位置変更や、内容が多岐にわたる応答の分割等、読み易さを優先させる

ための修文を一部施した。
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Case-Ｂ
●状況 23歳男性のＢさん。３年前のバイク事故による脊髄損傷（腰椎レ

ベル）で車椅子使用。職歴はすべて受傷前で、飲食店関係のアル
バイトを５～６ヶ所。

●クライエント等 本人

●クライエント等からの発言 「（淡々と）行き先は、とりあえず訓練校でもいい。訓練コースは
どれでも良いです。」

●カウンセラーの応答の目標 本当に就きたい仕事が何であるかを考えることができるよう援助
したい。

●カウンセラーの応答（焦点が当てられたテーマ別に分類）

■ 訓練修了後のイメージ

将来の夢を聞かせてください。
（一般的には）訓練コースと訓
練修了後の就職先の関係をどの
ように考えていますか？

訓練校をまず考えているのです
ね。訓練校を考えたのは何か
きっかけがありましたか？

とりあえず訓練校ですか…。訓
練をして、どんな方向に進みた
いのですか？

とりあえず訓練校に行くことが
希望ということですね。でも、
まだ訓練コースの希望までは決
まっていないのですね。コース
を選ぶに当たっては、どんな仕
事を自分はしたいのかを考える
ことは必要となります。また、
本当に訓練校に行くことが自分
にとって適当な進路なのかも考
えてみる必要があると思いま
す。ですから、まずは、Ｂさん
が就きたいと思える仕事は何か
を一緒に考えていきましょう。

訓練校に行くというのも１つの
選択肢ですよね。でも、何で訓
練を受けてみたいかという理由
がいまいちはっきりしていない
ように感じるんですよね。それ
と、訓練を受けたあとどういう
仕事につきたいか､というのを
予め考えておくというのも大事
なことだと思うんですが､どん
な仕事がしてみたいですか？

そうですか。きっと今まで将来
のことは色々と考えているのだ
と思いますが、まだまとまって
ないのでしょうね。とりあえず
訓練校の方向性なのだそうです
が、その先のイメージが湧いて
ないのでしょうから、これから
色々とその先の事を相談させて
もらえるとよいと思いますがど
うですか？

訓練校に入ったとして、そこを
卒業した後はどうしたいです
か？

何のために訓練校へ行くの？訓
練校で何がしたいの？

訓練校を行き先に選んだのは、
どうしてですか。

職業訓練ですか。ただ職業訓練
の場合、訓練終了後の就職に対
するイメージをある程度はっき
りさせておくことが大事だと思
いますが…。そのへんはどのよ
うにお考えですか。

訓練校の訓練期間は１年間。長
いようで短く、短いようで長い
です。この訓練を生かすと生か
さないでは大きな違いが出てく
るのではないでしょうか。

とりあえずの進路として訓練校
でも…とお考えなのですね。そ
れでは訓練した後にどのような
仕事が考えられるか、まず一緒
に考えてみましょう。
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■ 訓練コース

まだ、ご自分の将来の方向性に
ついて悩まれているのですね。
次の方向性や今後可能性を考え
るために、訓練校に入りたいと
考えている。ここまでの理解は
よろしいですか。（確認行為の
実施）職業訓練では、訓練のコー
スによって就職先もちがってく
るものなのですよ。仕事が好き
になれないと就職した後で後悔
しても仕方がないので、まず、
ここで、どんなコースがあって、
どんな就職先になるのか、一緒
に考えてみましょう。

若いからどの訓練コースでも適
応できると思いますが、今の若
い貴重な時間を有効に使い今後
に生かすには、自分は何がした
いのかとじっくり考えるも良い
し、適性検査を受けてみるのも
良いと思います。その後で訓練
コースを決めても遅くはないと
思いますよ。腰椎レベルの脊損
なら排尿、排便管理の自立、移
動の自立ができていれば職業選
択の幅は狭くないですよ。

それでは、訓練校のパンフレッ
トを参考までにお渡しします
ね。次回「興味が持てた訓練科
目」を教えて下さい。それから
パンフレット（＝訓練校に）に
あまり興味が持てなかったとき
は、自分のことや今後について
考えるいい機会ですので、「職
種」選びから一緒に考えていき
ましょう。

訓練コースといっても、いろい
ろあるんですよ。陶芸、園芸か
ら義肢装具など珍しい訓練もあ
りますし、一般的には情報処理
や印刷、一般事務など…自動車
のエンジン設計とか興味ありま
すか？

そうですか。でも、同じ訓練を
受けるなら、いろいろなコース
の中からちょっとでもいいから
自分が好きだったり、やりたい
と思う方を選んだ方が、やりが
いがあるかもしれませんよ。ど
うでしょう。

訓練校に行ければ、訓練コース
は何でもよいと思っているので
すね。ただ、もし興味があった
り、自分の得意なことを生かせ
そうな職種があれば、是非聞か
せて下さい。

訓練校にもいろいろな科目があ
るので、まず、どんな科目が自
分に合っていそうか、やってみ
たい仕事につながりそうか等に
ついて考えてみましょう。

訓練校でステップを踏むのは、
良い方法かもしれませんね。
色々なコースがあるので、一度
見学などをして、検討してみて
は、いかがでしょうか。

そうですか。今後就職を考える
のならば、訓練コースも絞った
方が良いかもしれませんよ。ま
だ時間があるのなら、相談して
いきませんか。

なるほど。では、どのような訓
練だと、将来の仕事に役立つの
か、一緒に検討しましょうか。

訓練コースはいろいろあります
が、どんなコースに興味があり
ますか？

訓練コースはどれでもいい…。
特に希望するコースはないとい
うことですか？

どんな仕事に就きたいかによっ
て習得する内容が違ってきます
が、現時点で考えている仕事は
ありますか？なければどのよう
な訓練コースがあるのか調べて
みましょう。訓練終了後に具体
的にどのような職場に就職して
いるか併せて調べながら検討し
ていきましょう。

「このコースだ」って決めるの
は難しいことですが、訓練の効
果を上げるためにある程度コー
スを絞っていきたいですよね。
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■ 職業や物事への興味・関心

なるほど。ただ、訓練を受ける
にしても、最終的にどのような
仕事に就くことを目標にするか
を考えておく必要がありますよ
ね。自分の条件に合った仕事に
はどんなものがあるかについ
て、一緒に考えてみましょう。

訓練を受けるにしろ、そうでな
いにしろ、将来どんな仕事に就
きたいですか？もし決まってな
かったり、どんな仕事があるか
今ひとつ分からないことがあれ
ば、仕事に関する資料やビデオ
がありますよ。また、事業所を
見学する機会もありますよ。

本当にどれでも良いんですか？
障害があるからしたいと思うこ
とがあっても遠慮しておられる
のではないですか？障害のこと
は取りあえず置いといて、本当
はこれがしてみたかったという
ことがあるのなら話して下さ
い。

もし訓練校に通われるというこ
とであっても、よりＢさんに合
う訓練コースを選ばれた方が今
後のことを考えると望ましいと
思います。職業適性検査を行っ
て、一緒にどのような仕事が合
うのか考えてみませんか

これまで仕事についてじっくり
と考える機会は少なかったです
よね。良い機会なのでどのよ
うな仕事があなたに合っている
のか一緒に考えてみませんか。
きっと興味の持てる仕事が見つ
かりますよ。

受障してから就職経験がなく、
果たして今の自分にどんな仕事
ができるのか、あるいはどんな
仕事がしたいのか、具体的に考
えられないということでしょう
か。

まず、何をしたいかを考えてか
ら、行き先を決めたらいかがで
しょうか。できるかどうかは別
として、今、やってみたいと思っ
ている仕事はありますか。

まだ、あまり考えられないとは
思いますが、アルバイトでして
いたような対人サービスの仕事
が、どちらかと言えば好きだっ
たのですね

自宅で過ごすだけでなく、就職
に向けた取り組みをしたいと
思ったのですね。　どんな仕事
に就きたいか、もう少し具体的
に考えてみませんか。

これからの長い人生でやりがい
のある仕事が見つけられるよ
う、いっしょにじっくりと考え
てみませんか。

まず、車いすの方が就いている
職業や、車いすの方が受講して
いる訓練内容を見てから一緒に
考えましょう。

訓練校への入校を希望するとい
うことであれば、一度見学に行
き、どんなコースがあるか見て
きたらどうでしょうか

訓練で学んだ技術を活かしてい
くためにも、どのような仕事に
就きたいのかというところから
考えてみましょうか

そうは言っても嫌いなことや苦
手な事をわざわざやる必要は無
いと思いますよ。Ｂさんは趣味
とかは何かありますか？

今どんなことに興味を持ってい
ますか。自分の興味があること
から、仕事について考えてみま
せんか。

訓練を受けることは今後必要に
なるかもしれませんが、その前
にどんな仕事がいいのかを考え
てみませんか。

そうですか。Ｂさんは今後どん
な仕事がしたいのですか？

そうですか。これからのことに
ついて、一緒に考えてみません
か。

あなたがやりたい仕事に関係あ
る訓練の方が興味を持って取り
組めるのではないでしょうか。
まず、自分がどんな仕事をした
いのか考えることから始めま
しょう。
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■ 人的資源

なるほど。職業訓練について誰
かから何かアドバイスをいただ
いたのですか？

■ クライエントの気持ち

車椅子の生活は大変でしょう
ね。事故から３年経ったので、
そろそろ何かやりたくなったの
ですね。何かを始める気になっ
て良かったですね。どこかの訓
練校に見学に行ったことがあり
ますか？

お話を聞いていて、すごく焦っ
ている気持ちが感じられたけど
如何ですか」「訓練でどんな技
術を身に付けたいですか？それ
が身につくとどんなことがある
でしょうね。

ふむふむ、なるほど、そうです
か。訓練校へ入りたいのだけれ
ど、その入りたいという気持ち
は、それほど強い気持ちではな
い…ということでしょうか？

そうですか。焦る気持ちも分か
ります。どうでしょう、私と今
後の就職や訓練について、どの
ような方向がよいか、一緒に考
えてみませんか。

■ クライエントの「とりあえず」という言葉

とりあえず訓練校ですか…？な
にか他に、やりたいことをお考
えのようにも窺えますが…。よ
かったら、お考えのことを教え
て頂けませんか？

そうですか。Ｂさんは「とりあ
えず訓練校でもいい」との事で
すが、他に行きたいと考えてい
るところはあるのですか？

なるほど。とりあえず訓練校で
も良いということですね。そう
すると、訓練校以外には、何か
お考えですか？
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Case-Ｃ
●状況 脳卒中による左上下肢麻痺の40歳男性Ｃさん。杖で自力歩行でき、

言語や認知の障害は無い。妻と２人の小学生の子供と同居し、年
金受給中だが生活費に不安を感じている。

●クライエント等 本人

●クライエント等からの発言 「この歳でこの体じゃ、仕事なんてありゃしませんよ。でも困っ
ているんです。女房は家の事があるし、働かせたくない。何とか
なりませんかね。」

●カウンセラーの応答の目標 始めから助言するより、まず話をよく聴き出したい。

●カウンセラーの応答（焦点が当てられたテーマ別に分類）

■ 心配、困っていること

生活されているなかで、いろい
ろと困っておいでなのですね。
お悩みに対する解決方法を考え
ていきましょう。差し支えなけ
ればどのようなことでお困りな
のか、詳しくおっしゃっていた
だけますか。

そうですか。色々とアドバイス
させてもらえればと思います
が、Ｃさんのことがよくわから
ないと、十分な話しもできにく
いと思いますので、まずは現状
から聞かせてもらえますか？

今の経済状況では仕事はすぐに
はみつからないかもしれません
が、これから一緒に取り組みま
しょう。まずは「お困りの事」
について差し支えなければお話
していただけませんか？

なるほど。これからまた一家を
支えていくのは並大抵のことで
はありませんものね。ところで、
いろいろとお困りでしょうが、
どんなことが一番大変とお感じ
ですか？

お父さんはご家族の事を考えな
ければならないから大変ですよ
ね。もう少し今の状況を教えて
いただいて、良い方法を一緒に
考えられればと思いますのでよ
ろしくお願いします。

Ｃさんは一家の大黒柱ですか
ら、何かと心配することが多い
ですよね。家の中で相談するに
も気を遣うことが多いのではな
いですか？

確かにこの景気だから､仕事も
少ないですし、大変ですよね。
ところで､今Ｃさんが一番心配
になっているのはどんなことで
すか

まだまだそんな年齢ではないで
すよ。最近は外出されたり、お
子さんたちと遊んだりもしてい
らっしゃるのですか

ご家庭も事情もおありなのです
ね。もし、差し支えなければ、
詳しくお話いただけますか。

その前にＣさんがお困りのこと
をもう少し詳しく教えて頂いて
よろしいですか。

今、困っていること、仕事をす
る上で心配、不安なことはあり
ますか。

お困りなんですね。どのような
援助があるとよいと思われます
か。

具体的に困っていることを聞か
せてください。

なるほど。お困りですよねぇ…
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■ 職業・就職

今、考えている仕事とかありま
すか？（その答えによるが）ま
ずは、Ｃさんのことがわからな
いと、仕事とかも考えられない
ので、色々聞かせて貰ったり、
今の力を知るために評価みたい
なこともしたいんですけど、い
いですか？

そうですか。働く厳しさをお感
じになっている。たしかに、新
聞などを見ると雇用環境の厳し
さがよく取り出さされています
よね。ところで、最近実際に職
安・ハローワークに行って、仕
事の相談をされたことがありま
すか？

Ｃさんと同じような障害のある
人達が、どんな暮らしをしてい
て、仕事に就いている人がいる
のかどうか、ご存じですか？

もう少し、詳しい話を聞かせて
もらえませんか？（たとえば、）
これまでの求職活動の状況はど
うですか？

お困りなんですね。ところでC
さんは、これまでにどんなお仕
事をされていたのですか？

そうですね。求職活動は皆さん
苦労されていますね。Ｃさんも
公共職業安定所とか行かれまし
たか？

そうですね。ハローワークはい
つも人が一杯で、厳しさが伝
わってきますよね。ハローワー
クで仕事を探しているのです
か。

脳卒中ですか。私も50歳になっ
てますから、人ごとではありま
せんよ。世の中厳しいですから
本当に大変だと思います。

そうですね。確かに今は不況で
すし厳しいですよね。Ｃさんは、
もういくつか面接など受けられ
たのですか。

今はお家で過ごされているよう
ですが、働きに出るための体力
的な事は、大丈夫ですか？

なるほど、大変お困りのようで
すね。今まで何らかのお仕事を
探されたことがありますか？

■ 不一致・矛盾

40歳というお歳を考えると、就
職は難しいというわけですね。
でも、Ｃさんは働かなければな
らないとお考えだ。なぜなら、
Ｃさんのご家族はＣさんご自身
が働かなければ、やっていけな
い。…そういうことなのです
か？

それは本当にお困りですね。年
金だけでは生活費が不安で、か
といって奥さんはお家のことが
忙しくて働かせたくないという
ことですね。どうしていったら
よいのか一緒に考えたいので、
もう少し詳しくお話を聞かせて
いただけませんか。

あなたは、仕事をどうにかして
探さないといけないと強く思っ
ておられる。しかし体が不自由
なので、仕事が見つからないの
ではないかと考え、どうしてい
いかわからないという気持ちに
なっているのですね。

子供さんの養育費や生活費など
まだまだお金が必要ですよね。
でもそれがＣさんの年金だけだ
とこれから将来が心配ですよ
ね。再就職はもう無理だと感じ
ていらっしゃるのですか？

今の状況では就職が難しいと
思っているのですね？でも家族
の生活を考えると何とかしない
といけないと思っているのです
ね？

仕事をするのは難しいと感じて
いらっしゃるけど、奥様を働か
せるわけにはいかないし、ど
うしていいか分からず困ってい
らっしゃるのですね。

ご自分が働いて家族を養う収入
を得たい。でも、なかなか仕事
が見つからないのではないかと
不安に感じているのですね

NIVR（2005）.indd   87 2005/03/18   12:06:30



－ 88 －

■ 家族

まだ、ご自分の将来の方向性に
ついて悩まれているのですね。
次の方向性や今後可能性を考え
るために、訓練校に入りたいと
考えている。ここまでの理解は
よろしいですか。（確認行為の
実施）職業訓練では、訓練のコー
スによって就職先もちがってく
るものなのですよ。仕事が好き
になれないと就職した後で後悔
しても仕方がないので、まず、
ここで、どんなコースがあって、
どんな就職先になるのか、一緒
に考えてみましょう。

若いからどの訓練コースでも適
応できると思いますが、今の若
い貴重な時間を有効に使い今後
に生かすには、自分は何がした
いのかとじっくり考えるも良
し、適性検査を受けてみるのも
良いと思います。その後で訓練
コースを決めても遅くはないと
思いますよ。腰椎レベルの脊損
なら排尿、排便管理の自立、移
動の自立ができていれば職業選
択の幅は狭くないですよ。

それでは、訓練校のパンフレッ
トを参考までにお渡しします
ね。次回「興味が持てた訓練科
目」を教えて下さい。それから
パンフレット（＝訓練校に）に
あまり興味が持てなかったとき
は、自分のことや今後について
考えるいい機会ですので、「職
種」選びから一緒に考えていき
ましょう。

随分お困りのようですね。その
ことを詳しく話して下さい。奥
さんは働いて欲しくないという
のはどういうご事情ですか？Ｃ
さんのことがわからなければ応
援のしようがありませんから
色々教えて下さい。

子供さんもまだ小さいし、この
先不安ですね。立ち入ったこと
で恐縮ですが、年金以外であと
どのくらいの収入が最低必要で
すか。奥さんはこれからのこと
をどのように考えていらっしゃ
いますか。

今は、子どもさんも小さいし大
変ですね。退院後はどのように
過ごされているのですか。今後
のことで奥さんとどのように話
されているのですか？

そうですよね、お困りですよね
……なんとかしたいですよね
…。奥さんは、ご自宅でお忙し
そうですが、何かなさってい
らっしゃるのですか？

今、景気が厳しくて、たいへん
ですね。たいへん失礼ですけれ
ど、今の生活でどの位の収入を
希望していらっしゃいますか

そうですね、お子さんも小さい
し、生活のためにはお金は必要
ですよね。なにかできることを
考えないとなりませんよね。

子供さんが小学生だと奥さんも
家をあけられませんね。子供さ
んは小学校の何年生ですか？

もしあなたにできる仕事があれ
ば働く気はあるのですか。奥さ
んとは仕事のことで話し合った
ことはおありですか。

Ｃさんは、奥さんを働かせたく
ないということですが、奥さん
は働くことや、今後の生活につ
いてどうおしゃっていますか？

小学生のお子さんがいらっしゃ
るんですね。お子さんは何年生
ですか？

子供さんお二人でしたら、生活
費はかかるでしょうね。たいへ
んですね。

奥様を働かせたくないとお考え
なんですね。もう少し詳しくお
話いただけませんか？

働くことに関しては、奥さんは
どう思っていますか。
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■ 今後の展望

ご家庭の事情を考えると、経済
的にもお困りでしょうね。求職
活動や支援制度にもいろいろな
方法がありますので、参考のた
めに現在の状況や今後に関する
お考えについて、もう少しお聞
かせいただけませんか。

う～ん、本当に大変ですね…。
まずは、Ｃさんのご希望やお考
えになっていることをお聞かせ
いただけませんか

これからの生活のことが心配な
んですね。ご自分では、どのよ
うにしたいと考えていらっしゃ
いますか。

なんとかしたいんですね。具体
的にはどんなことをどうしたい
んでしょうか？

生活を何とかしたいとお考えの
ようですが、もう少し詳しくお
話を伺ってもよろしいですか？
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Case-Ｄ
●状況 中学校普通学級、調理師専門学校を経て１年間在宅中の19歳の女

性Ｄさん。療育手帳の取得について、本人不在での母親との面接
で療育手帳の説明を行った上での母親による言説。

●クライエント等 母親

●クライエント等からの発言 「（暗い表情で）療育手帳のことは中学校の先生からも言われまし
た。本当に必要なんですか、それ。」

●カウンセラーの応答の目標 母親の気持ちに添いながら問題を一緒に考えていきたい。

●カウンセラーの応答（焦点が当てられたテーマ別に分類）

■ 母親の気持ち

お母さんはどう思いますか？　
どんな気持ちですか？

レッテルを貼るようでつらいん
ですね。お母さんの中ではどん
なところが不安ですか？

先生から療育手帳のことを聞い
た時、どんな気持ちでした？（ど
んな感じを受けました？）

療育手帳のことは以前から御存
知だったのですね。でもお母様
としては、療育手帳を利用せず
に娘さんには就職をしてほしい
のですね。

お嬢さんは19歳ですね。そろそ
ろ次のことを考える時期です
が、お母さんとしては、どうし
たいと考えているんですか？

お母さんとしてはあまり気が進
まないようですね。よろしけれ
ば、その辺りのお気持ちを聞か
せていただけますか。

そうですね。お母さんは、療育
手帳を持つことに対して、どん
な風に感じられていますか。

ん～…。お母様としては療育手
帳を取ることについて、どのよ
うにお考えですかねぇ…

お母様とすると、手帳をとると
かえって不利なことがあるので
はと、お思いになるのですね。

いろいろご心配されるのもご
もっともです。特に、ご心配な
ところはどのような点ですか。

療育手帳を勧められたものの、
抵抗感を感じているのですね。

お母さんから見て、Ｄさんが苦
手な部分や、就職するとしたら
心配な部分はどんなことです
か？

お母さんが心配されるのも無理
もないと思います。すこし説明
が足らなかったかもしれません
ね。手帳をとるかとらないかは
この場で決めることでもないで
すからゆっくり考えてもらって
よいと思います。ただどのよう
な点が気になるのかをもう少し
おしえてください。

お母さんには抵抗感があるとい
うことですかね。何か抵抗感が
ある一方で、お母さんもＤさん
のことをみてきて、会社で働く
ことを考えると不安に感じるこ
ともあるのではないかと思うの
ですが。気持ちは揺れますよね。

…中学校の頃から、ご相談され
ていたんですね…。これまでご
苦労されたのですね…。…お母
さんとしては、手帳のことをど
のように思っていらっしゃいま
すか？

そうですね。今までは手帳がな
くても生活されてきたんですも
のね。手帳についてのイメージ
をお聞かせいただけますか？

今まで手帳を取らずに頑張って
きましたから、お母さんとして
も複雑な思いがあるのは当然の
ことですよね。
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■ 中学教師

あ、…ごめんなさい。どうか、
気を悪くしないで下さい。お母
さまには、福祉の制度について
正確な情報を知っておいて頂き
たいと思ったものですから…。
それにしても、中学校の先生の
お話というのは気になります
が、もし差し支えなかったら、
先生がどのようにおっしゃった
のか、お話いただけませんか？

中学校の時にも言われたことが
あるんですね。その時はどうい
う経緯で、療育手帳の話しを聞
かれたんですか？

■ 視点を過去へ

Ｄさんの学校や家での様子を、
もう一度ふりかえってみましょ
う。

就職活動のやり方によると思い
ます。今まで多くの親御さんと
相談させていただきましたが、
手帳の申請までにはやはりお悩
みだったようです。いままでの
就職活動の状況を教えていただ
けませんか？

■ 視点を今後へ

そうですね、療育手帳を取ると
障害者として見られるようで抵
抗を感じるかもしれませんね。
かといって、援助を受けないで
就職してもうまくいかないかも
しれない…。療育手帳を取るか
どうかよりも、どのようにした
らより就職や職業生活が容易に
なるかを一緒に考えていきま
しょう。

確かに、ご本人さんの今後の生
活の仕方をある程度左右してし
まうことなので、軽い気持ちで
決められるものではないと私も
思います。

今まで手帳の事はご存じの上
で、ためらっていらっしゃった
ことは、よくわかります。でも、
今日は就職をする上で少しでも
うまくいくように、という事で、
　ご相談しているんですよね。

手帳の説明をさせていただいた
だけですから、今後のことは時
間をかけて考えていけばいいの
ですよ。
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■ メリット／デメリットの説明

難しい問題ですよね。確かに療
育手帳を取るとなるといい言い
方ではないですが、レッテル貼
りのような感じになって､仕事
を見つけるのに少し時間がか
かったり、差別的なこともない
とはいえないですね。でも、手
帳を持っている方の場合､例え
ば会社の方から丁寧に教えて
もらえたり､多少飲み込みやス
ピードが遅いときがあっても､
配慮をしてくれるというケース
もあって長続きしやすいという
メリットもあると思います。も
ちろん、今すぐ結論を出す必要
はないですし、絶対に取らなけ
ればいけないという訳でもない
ですので、ゆっくりと時間をか
けて考えていきましょう。

今まで普通通りに来てお嬢さん
に障害があるとは認めにくいと
思いますよ。もし私がお母さ
んの立場なら同じ事を考えま
す。もしかしたら頭から拒否す
るかもしれません。でもね、療
育手帳はお嬢さんが仕事に就く
場合には助けとなります。就労
上の色々な援助措置、これがあ
ると事業主も雇いやすくなりま
すし、本人も仕事に入りやすく
なります。それに、もし障害基
礎年金がもらえると収入の不利
を補うことにもなります。大事
なことなのでお母さんも考える
ことと思いますが、お嬢さんと
も話し合ってみてはいかがです
か。その結果出した結論は誰に
も邪魔はされません。

まず、ご本人さんやご家族の気
持ちがあると思いますから、療
育手帳を取得することで受けら
れるメリットやデメリットと併
せてよく考えてもらうとよいと
思います。メリットについては
…、デメリットについては…、
と思われます。療育手帳がある
ことで、よりご本人さんにとっ
て生活がしやすくなることがあ
るので、学校の先生もお勧めし
たのだと思いますが、決して強
制するものではありませんか
ら、よく考えてみましょう。

お子さんの将来のことを一所懸
命心配してらっしゃる親御さん
ほど、手帳をとった方がよいか
どうか、お母さんのようにずい
ぶん悩まれる方が多いですね。
大事なことは、○○さんの将来
にとってどうすることが一番よ
いか、ということですから、そ
のことをまず踏まえて、手帳の
メリットとデメリットを整理し
て考えていきましょうか。

療育手帳の取得について抵抗感
を感じたり、迷われることも当
然のことかと思います。ただ、
最終的に手帳を取るべきかどう
かの判断はご本人さんご家族の
方で決めていくものですので、
性急に結論をだすのではなく、
もう少し、手帳を取ることのプ
ラス面マイナス面についてもう
一度整理をしてみましょう。

療育手帳の取得に疑問を持たれ
る親御さんはたくさんいらっ
しゃいますので、お気持ちは良
く分かりますよ。「必要か否か」
は「（取得によってお子さんに）
メリットがあるかどうか」の観
点から検討するほうが良いと思
います。（以下、手帳取得によ
るメリット、デメリットの説明
…）

なかには、やはり手帳を取りた
くないと考えられる方もおられ
ますので、お母さんの心配され
ることもよくわかります。療育
手帳のどういうところにメリッ
トがあって、どういうところに
問題があるのか、もう一度整理
してみましょうか。

お母様はためらっておられるん
ですね。無理強いするつもりは
ありませんが、手帳を取ること
のメリット、デメリットについ
て、一緒に考えてみませんか。

 

■ 本人の意見

お母さんの気持ちは分かります
が、これから生きていくのは彼
女自身です。彼女の意見も聞き
ながら一緒に考えていきましょ
う。

就職するうえで制度的なメリッ
トはあります。でも、ご本人さ
んの気持ちを大切にしながら
ゆっくり考えていきましょう。
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■ メリットの強調

絶対取らなければならないとい
う事はありません。手帳なしで
就職をしている人もいます。た
だ、手帳がなければ会社は健常
者としての働きを期待するの
で、作業や環境に慣れるのに時
間がかかる人は、短い期間で辞
めさせらてしまう事が多いのも
確かです。手帳があると、本人
を採用した会社が国から援助を
受けられるので、余裕を持って
見て貰えるという利点はありま
す。療育手帳を取るかどうかは
大きな事ですので、本人にとっ
てどちらが良いかじっくり考え
て決めれば良いと思います。

療育手帳というレッテルを貼ら
れるようで嫌だと思われる方は
確かに多いです。でもＤさんの
娘さんの今後の長い人生のこと
を考えると、むしろ療育手帳を
取って良かったという方も多い
んですよ。療育手帳があると…

（あらためてメリットを説明）。
ただ、娘さんやご家族にとって
一生のことなので、今この場で
療育手帳を取るかどうか決めな
くていいので、よくご検討下さ
い。

手帳を取る、取らないは、ご本
人やご両親で決めて頂くことな
のでもちろん自由です。それよ
り、手帳の話になったら表情が
曇られたことが今ちょっと私は
気になっています。手帳につい
てはどんなイメージをお持ちで
すか？手帳を取らない自由もあ
りますので、ご希望の進路に
よって手帳を取った場合、取ら
ない場合にどうなるかというの
を両方考えてみましょうか。

今後の就職活動やあるいは生活
面を考えると、いろいろと役立
つことがあると思います。ただ
し、どうしても取得しなければ
ならないものではありません。
強制ではなく、あくまでもご本
人や保護者の方が決めることで
す。ですから、まず療育手帳を
取る必要性や利点について私と
相談をし、よく考えた上で、最
終的に取ったほうがよいとご判
断された時に取ればよいのでは
ないでしょうか。

絶対に必要というわけではあり
ませんし、これまで手帳を取ら
ずにこられているので今更必要
なのかと思われるお気持ちはよ
く分かります。取得するかどう
かはご本人とご家族でよくご相
談の上決定していただければ構
わないのですが、取得された場
合と取得されない場合のことに
ついて、一緒に検討させていた
だいてもよろしいですか？

必要かどうかはご本人やご家族
のお考え次第です。ただ今後の
生活を考えると、取得をしてお
いた方が、様々な福祉・雇用の
制度が活用できるという利点が
あります。あくまでも今後の生
活をより良くするためのもので
あり、不要であれば返還する事
も可能なので、取り敢えず取得
しておくのも１方法であると思
いますよ。

そうですよね、お母さん、小さ
い時から一般校で過ごされてき
たので、直ぐには受け入れられ
ないですよね。お母さんの気持
ちはとてもよく分かります。手
帳の取得については、最終的に
はご本人、保護者の判断となり
ますが、将来的なことを考えれ
ば、手帳がないよりはあった方
が望ましいのではと思われます
が…

別にどうしてもということはあ
りません。ただ…（雇用率制度
の説明をする）それに私どもの
センターの知的障害者判定とい
うのもあります。Ｄさんが就職
するのに一人では上手くいかな
いときに、何らかの支援があっ
た方がいいなぁと思うときに
使って貰えばいいんです。

突然、障害があると言われたよ
うで、戸惑っているのですね。
お気持ちはお察しします。まず
は、手帳の活用方法と物事の積
極的な理解の方法についてお話
させていただければと思います
が、具体的に説明させていただ
いてよろしいですか？
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娘さんの将来を考えた場合、療
育手帳を取得することでのメ
リットはいくつかあります。た
だ、今すぐに取得することに抵
抗を感じていらっしゃるのであ
れば、就職するときにだけ有利
な当センターの判定もございま
すので、少し時間をかけて検討
していきましょう。

必ず必要というものでありませ
ん。療育手帳がなくとも求職活
動はできます。ただ、療育手帳
をお持ちの方は、本人さんを支
援する様々な制度を使えるとい
うメリットはあります。

もし、就職した時に職場の方か
ら、配慮を頂きたい事があると
お考えなら、手帳があった方が
望ましいです。ただ、すぐに決
められないと思いますので、こ
れから時間をかけて、相談した
り、作業の様子を見たりしなが
ら、考えていきましょう。

私は手帳を取ることを無理に勧
めはしません。情報として手帳
を取った際のメリットについて
お話ししますので、もしわから
ないことや不安なことがあれば
ご相談下さい。

手帳がないと就職できないとい
うわけではないのですよ。手帳
を取らずに働いている人もいま
す。ただ、手帳を取ることによっ
て、就職のための助成制度が受
けられますので、ご説明します
ね。

就職に際して配慮してもらえる
だけでなく、福祉サービスも受
けられるので有効だと思いま
す。

■ 結論を保留

そうですね。手帳については、
最初は皆さん悩まれますね。確
かに療育手帳の問題はＤさんに
とって大きな問題ですし、ここ
で結論を出す必要はないですか
ら、少し時間をかけて考えてい
きましょうか。

もちろん、本人さんと家族の方
の気持ちが第一です。就職に向
けて療育手帳を取得していった
方が良いのかどうか、これから
本人さんとも相談しながら一緒
に考えて行きましょう。

できれば手帳はとりたくないの
ですね？　今日は情報提供だけ
ですから…。あった方がいい場
合もありますし、なくても大丈
夫なこともありますから。本当
に必要かどうかは、これから相
談しながら考えませんか？

そうですね、今まで手帳は必要
なかったのですからね。手帳が
あった方がよいかもう少し話し
合ってみましょうね。

必要かどうか、一緒に考えてみ
ませんか？最後に決めるのは、
Ｄさんであり、お母さんですが、
職業センターとしては手がかり
を提供することができますよ。
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Case-Ｅ
●状況 20歳女性の統合失調症患者Ｅさん。辛い幻聴があり、デイケアへ

通うのが精一杯であるため職リハ計画では作業所への通所による
援助が適当とした。しかし医療ソーシャルワーカーは地域セン
ターのジョブコーチ支援を活用したいと考えている。

●クライエント等 ソーシャルワーカー

●クライエント等からの発言 「（真剣に）このままデイケアにいても変化しないと思います。彼
女にはチャンスが必要なのです。ぜひ、ジョブコーチでお願いし
ます。」

●カウンセラーの応答の目標 この医療ソーシャルワーカーとの信頼関係を深めたい。

●カウンセラーの応答（焦点が当てられたテーマ別に分類）

■ 負荷

彼女にジョブコーチ支援を行う
事自体を反対するつもりはあり
ません。ただし、一般企業で実
習を行うという事は本人に非常
に大きな負荷がかかります。や
るならば成功し、失敗経験から
本人が精神的に不安定にならな
いようにする必要があると思い
ます。目標を就労にすえて、あ
る程度時間をかけて、本人が一
般就労に耐えうる状態になるよ
う支援するのが望ましいと思い
ますが。

そうですね。今の彼女には生活
を変化させるチャンスが必要で
すね。ただ、一般の事業所では
かなり強いストレスがかかりま
す。一般就労にチャレンジする
ことで、逆に体調や病状を崩し
て、ご本人や家族に負担となる
こともありますが、先生から見
られてＥさんの場合はどうで
しょうか。

そうですね。ジョブコーチが適
当かどうか検討する必要はある
と思いますが、変化を促すため
には環境を少しずつ変えていく
ことも大切ですね。一方で、精
神的負荷がかかり過ぎないよう
に調整していく必要もあると思
いますので、その両方を満たす
方法について、一緒にいろいろ
検討してみましょう。

Eさんにチャンスが必要なこと
や新たな援助がないと変化しな
いことはよく分かります。具体
的な次の策を一緒に考えさせて
いただければと私は考えていま
す。　辛い幻聴があるようです
し、ご本人の精神的な負担や対
人面の課題から、ジョブコーチ
が支援しても長期の就職は困難
なのではないかと思うのです。
頑張りすぎて症状が悪化して再
度入院といった状態になってし
まったら、長びくことになりま
すので、短期のアルバイトなど
から始められるという方法もあ
ります。色々な選択肢について
一緒に検討してみませんか？

ジョブコーチ支援は、今でなけ
ればいけませんか。Ｅさんの状
態が回復すれば、いつでも支援
を受けるチャンスがあります。
今、負荷の大きすぎる状態で事
業所に出れば、継続できずに不
調に終わり、かえって体調悪化
を招きかねません。それよりも、
まずは安定した状態でデイケア
に通い、外で仕事をするための
準備をすることを目標としたい
のですが、いかがでしょうか。

このままデイケアにいても変化
がないというお考えはわかりま
した。ただ、ジョブコーチ支援
を行う場合、ご本人の状態が事
業所での生活を継続するに耐え
られる段階でないと、折角支援
をしても効果がないばかりか、
ご本人の症状にとっても良くな
い場合も少なくありません。Ｅ
さんが本当にジョブコーチを活
用して就職を目指せる状態なの
か、今一度一緒に考えてみませ
んか。

NIVR（2005）.indd   95 2005/03/18   12:06:31



－ 96 －

本人の負担度という視点で考え
ると、どうでしょうね。

■ ソーシャルワーカーの考えや気持ち

それだけの熱意でワーカーさ
んがそうおっしゃるからには
きっとそう思わせるだけの何か
がＥさんにはあるのでしょう
ね。ワーカーさんからご覧に
なって、どんな所が見どころが
あると思われたのか、職場に出
てやって行けそうだというセー
ルスポイントが何なのか、ワー
カーさんのお見立てを教えて下
さい。

そうですね。デイケアで変化が
乏しい毎日だと、このまま何も
変わらないのでは、と思ってし
まいますものね。Ｅさんにとっ
て、ジョブコーチはまさに変化
のチャンスを作る上で最適なの
だと、そうおっしゃりたいので
すね。

ご本人の就職に向けて、いま何
が一番重要なのか、考えたいと
思います。こちらが考えた進路
は、作業所の利用ですが、先ず
そちらが希望されるジョブコー
チ支援について検討してみま
しょう。

なるほど。○○さん（ソーシャ
ルワーカー）としては、Ｅさん
がこのままデイケアにいても変
化しないだろうし、チャンスが
必要とお考えなんですよねぇ
…。

デイケアにいても変化が期待で
いないし、彼女にチャンスを与
えたいので、ジョブコーチ支援
を活用して就職を目指してほし
いのですね。

ワーカーさんがＥさんを何とか
したいという気持ちはよく分か
りますよ。私たちもＥさんの将
来のことを考えていくことは同
じです。

ワーカーさんとしては、何とか
彼女によくなってもらいたい、
というお気持ちで一杯なんです
ね。

Ｅさんに対する熱心なお気持ち
は十分にわかりました。Ｅさん
にとって、どんな援助が必要か
もう一度一緒に検討してみませ
んか。

このままデイケアにいても変化
しないと思われる理由は何です
か？

ジョブコーチはいずれ必要にな
ると思いますよ。ただ、その前
に彼女がどうしたら変化するの
か考えてみませんか？まだ、彼
女にはいろいろなチャンスがあ
るかも知れませんし…。

なるほど。Ｅさんの回復のため
には次につなげるステップが必
要とお考えなのですね。○○さ
んがそのようにお考えになる理
由をもう少しお話していただけ
ませんか。

ジョブコーチを行うことで、ど
んなことを彼女が得られるか、
考えてみませんか？

ジョブコーチ支援で、どのよう
なことを期待されますか。

そうですね。何もしないと前進
しませんよね。

■ 主治医の意見

直近の主治医の所見はどのよう
なものですか？　どのくらいの
変化や機会利用なら大丈夫そう
なのですか？

担当のドクターは就職について
どう言ってらっしゃるんです
か？　私どもの制度でないので
はっきりとは言えませんが、社
会適応訓練というのはどうです
か？
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■ ジョブコーチ支援へ至る過程

本人のことを考えると、あなた
のおっしゃるとおり、いつまで
もデイケアに通わせるのは良く
ないと思います。チャンスは活
かすものですが、今がその時か
どうか、本人を交えて話し合い
ましょう。

このままデイケアにいることを
勧めているのではありません。
段階を踏んで就労を応援するた
めに第一段階としてデイケアで
もできることから始めてはどう
かという提案です。具体的には
…。

Eさんのチャンスにはセンター
も応援したいと思っています。
でも、今のタイミングではＥさ
んがしんどい思いをするのでは
ないでしょうか？もう少し長い
目でいいタイミングを探ってい
きませんか。

社会復帰を願っておられるんで
すね。気持ちは同じです。ジョ
ブコーチ支援は、受け入れ先の
企業があって実施できる事業に
なるので、受け入れ先を探して
いくことになります。Ｅさんの
ためには、Ｅさんに適した仕事
や配慮のある企業を、じっくり
探していくのがいいと思いま
す。見つかるまで時間がかかる
こともありますが、それまでの
間、作業所の利用や、職業セン
ターの他のサービスを利用する
というのはどうでしょう。ス
テップの踏み方やペースについ
て、Ｅさんも交えて、相談しま
せんか

おっしゃることはよくわかりま
す。気持ちが出てきている時に
流れに乗れるといいですよね。

〔ただ、ジョブコーチの活用は
検討できますが、まず受け入れ
る事業所があって実施する流れ
となります。障害を開示して就
職活動をする際、理解をしてく
れる事業所が少なく、時間がか
かると思われます。この間モチ
ベーションが低下してしまう方
も多いので、ジョブコーチの活
用に向けた準備を徐々にしてい
くのはどうでしょうか〕（〔　〕
内は、相手の反応を見て発言す
る。）

ジョブコーチとのお話、ありが
とうございます。確かにおっ
しゃる通り、変化の“きっか
け”が欲しいですね。しかし現
時点での就職は、ジョブコーチ
をつけたとしてもご本人さんに
とってハードルが高すぎて、潰
れてしまうのではないかと心配
です。せっかくデイケアに通っ
てご本人さんの状態が安定して
きているのだから、あせらず
徐々にステップアップさせてい
くのが良いのではないでしょう
か？ステップアップの方法につ
いては適宜相談させていただき
ますよ。

そうですね。おっしゃるように
ジョブコーチ支援が必要な方と
思います。でもタイミングも大
切と思います。これからもご本
人さんの状況について連絡を取
り合いながら、時期を考えてい
く形ではいかがですか？

そうですね。彼女、若いですし、
このままっていうのも、どうか
なって思いますね｡ただ、今は
幻聴もきついようなので､最終
的にはジョブコーチを使うにし
ても、もう少しゆっくりと時間
を使ってみてもいいと思うんで
すけどね。どうでしょうか？

私どもが本人さんと相談した上
では、幻聴もあり、就職はまだ
難しいように判断したのです
が。彼女の就職支援ではジョブ
コーチを活用させてもらうとし
て、当方で作業所での経過を見
守る等して、もう少し長い目で
関わらせてもらえませんか。

デイケアに通うのが精一杯なＥ
さんの状況を考え、スモールス
テップを作りながら進めていっ
てはどうですか？デイケアの中
でも就職に向けて短期目標を作
り、長期的目標としてジョブ
コーチ支援を活用を目指しては
どうですか？作業所や職業セン
ターの準備支援事業等、場面を
変えながら徐々にステップアッ
プしていく方が本人の負担も少
ないと思いますがどうですか？

そうですか。正直なところＥさ
んにはまだジョブコーチは難し
いとは思います。デイケアに通
うのがやっとということであれ
ば、却って本人に負担が大き過
ぎると思います。提案ですが、
デイケアの出勤率が現在の○割
から９割以上、デイケアのプロ
グラムに終日参加できるようで
あれば、次のステップに進むと
いうように段階的にやっていき
ませんか。

そうですね。「Ｅさんに就職し
てもらいたい」という気持ちは
私も同じです。しかし、現在Ｅ
さんは辛い幻聴がありますね。
まずは作業所に通いながら、Ｅ
さん自身が「幻聴とうまく付き
合う」体験を重ねることが大事
です。 これからはＥさんの作業
所での取り組みを通してＥさん
の「こころとからだのゆとり」
が見えてくれば、次のステッ
プに進むことを一緒に検討しま
しょう
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ジョブコーチ支援の可能性につ
いて引き続き検討することにし
ましょう。ただ、支援可能な事
業所開拓には時間もかかります
から、その間作業に通ってもら
いながら求職活動を行うことに
したらと思うのですが、作業所
の選定にご協力いただけません
か？

今後の変化を求めてジョブコー
チの活用も一つの方法ですね。
そこで医療機関等の関係機関と
協力して就労支援したケース事
例について、少しお話させて
いただいてよろしいでしょう
か（支援対象者により、就職が
無理な時期に就労支援すること
が望ましくない旨の説明を加え
る）。

将来的にジョブコーチを活用し
て頂くのは、よろしいと思いま
す。ただ、ご本人かの状況をう
かがいますと、事業所を探し、
そこでジョブコーチ支援を行う
のは、まだ早い気がいたします。
もう少し作業所へ余裕を持って
通えるようになってから、検討
してはいかがでしょうか。

本人がもし了解するなら職業準
備支援事業を受講してみたらい
かがでしょうか。初めは半日、
調子を見ながら時間を延ばして
いってその間の状況を見て就労
につなげるのが適当かどうかを
本人も交えて相談しませんか。

彼女にチャンスを与えることは
必要だと思います。同感です。
…ただ、チャンスにも『適切な
タイミング』が必要だと思うん
ですが…。…いかがでしょう、
彼女に『適切なタイミング』に
ついて、一緒に考えて頂けませ
んでしょうか？

ジョブコーチ支援をかっていた
だいてありがとうございます。
そのタイミングについては、Ｅ
さんともSWともじっくり相談
したいと思います。ジョブコー
チは逃げません。それまでの準
備はSWに協力してもらいなが
ら、入念に行いたいので、その
プラン作りから相談させてくだ
さい。

ジョブコーチ支援でＥさんの就
職へのチャンスを広げたいと考
えておられるのですね？Ｅさん
の幻聴がもう少し軽減されて作
業所へ継続して通所できるよう
になればジョブコーチ支援の効
果も上がると思うので、ジョブ
コーチ支援に向けてまずは継続
勤務ができるように準備して
いってはどうですか？

私もＥさんが働く際にはジョブ
コーチ支援が有効だと考えま
す。ただ、Ｅさんが働くことへ
の新たなステップを踏み出す時
期については、Ｅさんの状態を
検討して見極めていくことが大
事だと思うのですが。

それではまず、職場へ出るため
に必要な準備について、具体的
に考えてみましょうか。

■ 本人の状況

お気持ちはよく分かりました。
確かにジョブコーチを使うなど
して、新たな環境設定の中で展
開を図るというのもひとつの方
法ですね。後ほど、ジョブコー
チについてお話させていただき
ますが、その前に、デイケアで
の状況をもう少し詳しくお聞か
せいただいてよろしいですか？

わかりました。もう少しＥさん
のことを詳しく聞かせていただ
き、ジョブコーチの活用が可
能かもう一度検討いたしましょ
う。

Ｅさんの現在の状態を整理して
みましょう。
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■ アセスメント

ジョブコーチ支援を効果的に実
施するために、作業所（あるい
は職業準備支援事業）において、
実際の就労場面を想定した中で
の本人の就労への可能性や配慮
すべき事項を一緒に整理してい
くというのはどうでしょうか

そうですか。確かに彼女にとっ
てチャンスは必要かもしれませ
んね。ただデイケアから事業所
ですと、少しハードルが高いよ
うに思います。どうでしょうか、
例えば職業準備支援事業に体験
実習という形で参加して頂き、
その中で様子を見ていくのはい
かがでしょうか？

■ 本人の利益・立場

わかりました。ジョブコーチは
検討いたします。ただし、就職
を目指す彼女の立場で考えてい
く必要がありますので、私ども
の意見もお聞きいただき、ご協
力願えませんか？

私達としても、ご本人のために
なるように支援を行うつもりで
す。必要ならもちろんジョブ
コーチによる支援も考えたいと
思います。

■ 情報の共有

あなたのご希望は分かりまし
た。ではこれからＥさんの今後
の支援方法についてお互いが
持っている情報を共有し、検討
をしていきましょう。
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Case-Ｆ
●状況 36歳男性、知的障害者のＦさんとの、ワークトレーニングコース

３週目における相談室での相談｡

●クライエント等 本人

●クライエント等からの発言 「（イライラしながら）こんな訓練、このまま続けても就職できな
い。もうやめたいです（立ち上がって出て行こうとする）。」

●カウンセラーの応答の目標 まずは気持ちを落ち着かせたい。

●カウンセラーの応答（焦点が当てられたテーマ別に分類）

■ リラクゼーション

今日は作業をやめて、少し休ん
で気持ちが落ち着いたら、家に
帰って下さい。訓練をやめるこ
とは構いませんが、今後どうし
たらいいのか、家族ともよく相
談して、明日、連絡して下さい。

Fさん、やめることはいつでも
できるよ。でも今はイライラし
ていて大変そうですね。まずは
一度深呼吸をしてから考えよ
う。

わかりました。とりあえず、今
日は作業はしなくても良いです
よ。お茶でも飲みながら、ゆっ
くり話しましょう。

まあ、ちょっと待って。お話し
ましょう。

まぁ、落ち着いて、お茶でも飲
みますか

うん、わかった。じゃあ、ちょっ
と座りましょう…

まあまあ少し座って、落ち着い
てからにしましょう。やめるの
はいつでもできますから。

どうしたの？何かあったの？
ちょっと座って気持ちを聞かせ
てもらえるかな？

まず座りなさい。（Ｆさんの目
の前にお茶がある）お茶を飲み
なさい。

（ゆっくりした声かけで）まず、
ちょっと座りましょうか

そこまで、（駅まで）一緒に行
きましょう。

■ 成長

ちょっと待って。そうやってす
ぐに怒るのが君の悪いくせだ
よ。最初から比べると君もずい
分成長したように思う。だけど、
どうだろう、自分では、どう？
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■ クライエントの気持ち

訓練を辞めたい気持ちはよく分
かりました。Ｆさんがどうして
も嫌だということなら辞めてど
うすれば良いか別の方法を考え
たいと思いますから、とりあえ
ず座って、話をもう少し詳しく
聞かせてください。

こんな訓練を続けても意味がな
いと感じているのですね。まあ
座りましょう。もう少し話を聞
かせてもらっていいですか？

ちょっと待って。まあ、席に
座って。もう少しお話を聴かせ
てください。（少し間をあけて）
言いたいことは言えたかな？　
今どんな気持ちか教えてくださ
い。

やめるのは、いつでもできるか
ら。もうちょっと君の気持ちを
ききたいな。

ちょっと待って。私はあなたの
ことを受け入れますから、まず
今の気持ちを具体的に教えてく
ださい。

ちょっと待ってください。辛い
のですね。辞めたいのですね。
よかったらあなたの気持ちを聞
かせてもらえませんか。

この場で少し、お気持ちを伺っ
てもよろしいですか。

どうしたのかな。Ｆさんの気持
ちをもっと聞かせてくれないか
な。

■ イライラの理由

（のんびりした表情、口調で）
え～っ？　どうしたんですか、
急に。急にそんなこと言われた
からちょっとびっくりしました
よ。でも、ちょっと待って。Ｆ
さんの辞めたいという気持ちは
今確かに聞きました。だけど、
どうして辞めたいのか、どうし
てこんなの続けても就職できな
いと思ったのかもう少し詳しく
話して下さい。辞める権利はあ
るし、出て行くのも自由だけど、
気持ちを充分話してからでも遅
くはないでしょう？

もちろん最後に決めるのはＦさ
ん自身です。私たちもＦさんの
気持ちを十分理解していなかっ
たかも知れないし、そう受け
取っていたのなら申し訳ないと
思います。無理にこうしなさ
いっていうつもりはありませ
ん。ただ、その前にもう少し詳
しく理由を話してくれません
か。

そうですか。自分の気持ちを
はっきりと言ってくれたのは嬉
しいです。訓練をやめるのも一
つの方法だと思います。ただ、
これまでずっと就職のお手伝い
をしてきているので、訓練のど
こがイヤなのか聞いてもいいで
すか？

イライラしていますね。顔にす
ごく出ていますよ。いつもの
Ｆさんらしくないですね。ど
うしてイライラしているのか、
ちょっと一緒に考えてみましょ
う。

ちょっと待ってください。訓練
をやめることは簡単ですが…、
その前に何があったか教えてく
ださい。…何か気に障ることが
ありましたか？

やめるかどうかは、とりあえず
おいておいて、今、何が辛いか、
嫌なのか、Ｆさんの気持ちを聞
かせて欲しいけど、話は続けら
れますか。

Ｆさん、もう少し話を聞かせて
もらえますか。何か訓練で嫌な
ことがありましたか。ほかの人
には話さないので私に話しても
らえませんか。

そう言わずにここに座って。今
日はWT社で何があったのかを
話してくれませんか。きっとあ
たまにくることがあったのです
ね。

Ｆさん、大分イライラしておら
れるようですが、どういうこと
なのかもう少し詳しくお話しし
てもらえませんか。
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もうちょっと話をしませんか？
いままで就職するためにがん
ばってきたのにやめたいくら
い、つらいことがあったんで
しょう。何があったんですか？
今、話をしたくなかったら、後
でもいいですよ。いつ頃がいい
ですか？

もうこれ以上、訓練を続けられ
ない程落ち着かないほど悩んで
いるのですね。どうしてそんな
にイライラする気持ちになるの
か少し考えてみましょう。まず
は、Fさんの気持ちを聞かせて
ください。

Ｆさん、ちょっと待って。まず、
ここに座って…。ゆっくり深呼
吸してみようか。…では、もう
いっぺん復習するよ。えーと、
Ｆさんは○○について嫌だった
んですね。それで…。

どうしました。何か、ありまし
たか？少しだけ話しを聞かせて
もらっていいですか？

慣れないので大変だよね。何か
嫌なことでもあったのかなあ。

何かあったのですか。せっかく
就職に向けて頑張っているの
に。

わかりました。けれど、どうし
て訓練を続けても就職できない
と思うのか私に説明して下さ
い。

イライラしているようだけど、
どうしたのかな。何か気になる
ことはありましたか。

どうして、就職できないと思う
のですか。

Ｆさん、せっかくここまで頑
張ったんだから。どうして辞め
たいと思ったのかもう少し私に
教えてくれませんか。

Ｆさん、少し落ち着いてくださ
い。どうして訓練を続けても就
職できないと思ったのか、話し
てもらえないでしょうか。

Ｆさん。すいぶん、怒ってます
ね。何かあったのですね。Ｆさ
ん、何があったのか、私に教え
てください。

訓練も続けられないのに就職で
きると思う？　訓練の何が嫌な
の？

まあ、落ち着いて。訓練をして
いて、どんなときに就職できな
いと思うの？

■ 訓練をやめた後

確かに訓練３週間目なので、疲
れが出てきているのでしょう。
でも、私はこの３週間の様子を
見ていると、Ｆさんはとても頑
張っているし、続けていけば就
職できる可能性は高くなると思
いますよ。

そうですよね、Ｆさんは早く就
職がしたいんですよね。どうし
ても訓練が嫌でやめたいのであ
れば、やめてかまわないと思い
ますよ。ただその前に、これか
らどうしたいのかもう少し詳し
く話しを聞かせて貰えますか？

今、相談をやめて出ていっても、
何の解決にもなりませんよ。も
う一度話し合ってみましょう。
あなたのこれからの就職活動に
ついて話してもらえますか。

なるほど、もう訓練はやめたい
んだね。じゃあ、どうしたら就
職できるかな？少し話を聞かせ
てくれないかな？

大変でしたね。３週間よく頑張
りましたね。これからどうする
か、一緒に考えてみましょうか。

じゃ、やめてからのことを考え
ようか。Ｆさんは、これからど
うしたいのかな？

訓練をしていてもむだだと思わ
れるのですね。Ｆさんは、今後、
どうしていきたいと思われます
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■ 訓練計画の確認

就職が決まらないと不安ですよ
ね。でもまだ３週間しか経って
いません。就職できないと思っ
たのはどうしてですか。教えて
ください。まだ５週間残りがあ
りますよ。ワークの訓練はこの
作業の仕事をするのではなく働
く準備をするためのものです。
ワークの終わりと同時に必ず就
職できると今のところでは言え
ませんが、もう少し頑張ってみ
ましょうよ。ワークを受けて就
職したいと言っていた人は、ほ
とんどが、仕事が見つかって働
いていますよ。

でも、この訓練がきちんと最後
までやり遂げられたら仕事を紹
介してもらえるんだって、安定
所の人とこの前一緒に相談した
よね。

そうですね。あなたのおっしゃ
る通り、すぐに就職するのは難
しいかもしれませんね。でも私
は今まで３週間頑張ってきたＦ
さんの様子を見て力もついてき
ているし、ぜひ訓練を続けて就
職へのチャンスを広げてほしい
と思っています。
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Case-Ｇ
●状況 26歳女性（求職中）で統合失調症のＧさんの母親との３回目の面接｡

●クライエント等 母親

●クライエント等からの発言 「娘は就職したいらしいんです…でも本当に何をやっても不器用
で…。あの子は私がいないと本当にダメで、何とか病気を治して
やらないと…。」

●カウンセラーの応答の目標 まずは母親の気持ちを受け入れ、信頼関係を築きたい。

●カウンセラーの応答（焦点が当てられたテーマ別に分類）

■ 母親の気持ち

娘さんは就職したいとおっ
しゃっているのですね。でもお
母さんとしてはずいぶん心配さ
れている。ご自分がいないと娘
さんはどうなるか分からないと
言うのですね。

お母さんは、Ｇさんが何をやっ
ても不器用で、お母さんなしで
はやっていけないと考えておら
れるんですね。お母さんも大変
ですね。病気が治ったら状況も
良くなるかも知れないというこ
とですか…。

お母さんのことはＧさんも頼り
になさっていると思います。こ
れからのことを考えるとご心配
ですよね。何とか治せるものな
らご病気を治してあげたいと思
われますよね。

母親としたら当然そうしたお気
持ちになりますよね。何とかし
てあげたいと思うのが母親です
からね。お母さんが焦ってしま
うのも無理はないと思います。

お母さんは、就職よりもまず病
気を治す方を先にする必要があ
ると感じていらっしゃるのです
ね。病気になる前のＧさんにつ
いて教えてください。

娘さんは働きたいのですね。で
もお母様にしてみると、仕事は
うまくこなせそうもないし、お
母様がいないとうまくできない
ことが多いので、心配なのです
ね。

お母さんは娘さんのことを本当
に心配しておられるのですね。
就職となるとうまく行かないん
じゃないかとか、いろいろなこ
とを考えてしまうわけですね。

Ｇさんは就職したい気持ちがあ
るんですね。でもお母さんは心
配で病気が治らないと就職は
難しいと思っておられるんです
ね？

今まで長い間、いろんなことが
あったのですね。まずは、お母
さんがいないとうまくいかない
と思われることについて、お聞
かせいただけますか？

そうですね、Ｇさんにとってお
母さんは心の支えになっていま
すよね。まず病気を治したい気
持ちもよく分かります。私もそ
う思います。

娘さんは就職したいと思ってい
る。お母さんは何とか娘さんの
力になりたいと思っているわけ
ですね。

Gさんは、本当にお母様のこと
を頼りにされていますものね。

ん～…。そうですよねぇ…。病
気を治してあげたいですよねぇ
…
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■ 母親の苦労

ご本人さんが今までお母さんと
一緒に作業したり活動したりし
てきたときに、お母さんはどん
な点で一番ご苦労をお感じにな
りましたか？

いえいえ。ご本人さんはしっか
り頑張っていらっしゃると思い
ますし、それもお母さんのこれ
までの支えがあったからだと思
いますよ。この病気の方は、ご
家族の理解がないと、リハビリ
がうまくいかないんですよ。

なるほど。お母さんも娘さんの
ことでいろいろご苦労されたん
ですね。よろしければ、その
あたりからお聞かせ願えません
か？この訓練でお手伝いできる
ことがあるかも知れませんし
…。

…本当に、ここまで進んできた
のもお母さんの支えがあったか
らですよね…。　…病気も、就
職も何とかしたいですよね…。

お母さんが心配されるのもご
もっともですよ。今まで本当に
力を尽くされてきましたから
ね。

そうですね、Gさんは就職した
い気持ちがあり、とても頑張っ
ていますよね。お母さんも一生
懸命支えていらっしゃるんです
ね。

お母さんは、ご本人にいろいろ
な支援をされてきたのですね。

これまで、その都度お母さんが
カバーされてきたんでしょう
ね。

お母様は、今まで娘さんを助け
ることで一生懸命だったんです
ね

■ Ｇさんの働く意欲

お母さんも、これまで大変でし
たね。でもせっかくご本人さん
が就職したいとやる気を見せて
いるのだから、一番ご本人さん
が頼りにしているお母さんが応
援しないと。ご本人さんは訓練
を頑張って受けていますよ。セ
ンターでは、ご本人さんは勿論、
ご家族に対してもこれからも就
職に向けた応援が出来ますの
で、心配だとは思いますがご本
人さんのやる気を信じてあげま
しょう。

大変ですよね。でもＧさんも○
○は上手だったり（○○ができ
るようになったりしてきてい
て）、いい部分もたくさん見え
てきていますよ。もちろん、ま
だ課題もあるし、お母さんに支
えてもらわなければいけない部
分もたくさんありますけど、も
う少し頑張っていきましょう。

Ｇさんにとって、お母さんの存
在は大きなものなのですね。で
もＧさんの「就職したい」と
いう気持ちは前向きでいいです
ね。お母さんの応援はＧさんに
とってとても心強いものだと思
います。センターとしてどのよ
うなお手伝いができるか、ご相
談していきましょう。

お母さんは娘さんのことが本当
にご心配なんですね。でも、お
母さんがそんなに悩んでばかり
いても、娘さんの就職がうまく
いくわけではないと思いません
か。いろいろお辛いとは思いま
すが、現実的に今できることは
何なのかを順番に考えていきま
しょう。

いままで、ご苦労されてきたん
ですね。これからもお母さんの
支えはぜひ必要です。娘さんは
就職したいようですね。治療を
続けながら働いている方もいま
す。娘さんの話も聞きながらタ
イミングを一緒に考えていくこ
とはできないでしょうか？

Ｇさんが発病されてから、お母
さんの支えがあって今のような
状態に落ち着いてきたんです
ね。自分から就職をしたいと言
えるまで安定してきたんです
ね。Ｇさんの意欲を尊重して就
職について一緒に考えてみませ
んか。
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そうですね。病気が原因でうま
くいかないことが多いかもしれ
ません。お母さんにお手伝い
していただくことも多いでしょ
う。でも、今少しずつ意欲が出
てきているんだと思います。で
きる範囲から一緒にお手伝いし
ていきたいのですが。

お母さんのご心配は良く分かり
ます。でも就職したいという娘
さんの気持ちも分かるような気
がします。まずは病気を安定さ
せることだと思いますが、それ
はお母さんの力だけではうまく
いかないのではないでしょう
か。

お母さんは、娘さんのことが心
配なのですね。でも、娘さんは、
少しずつ独り立ちをしようとし
始めているのです。娘さんを信
じて、そっと支えていきましょ
う。

きっとＧさんもお母さんを頼り
にされているのでしょうね。で
も、Ｇさんの就職をしたいとい
う気持ちも大切にしたいので、
みんなでこれからのことを考え
ていきましょう。

Ｇさんが失敗して傷つくのでは
ないかと心配でたまらないんで
すね。でも「Ｇさんも変わった
な」と感じることもあるのでは
ないですか。

お母様もいろいろとご苦労も多
いでしょう。最近の娘さんの様
子についてお話していただけま
せんか。

■ Ｇさんの不器用さ

Gさんが、上手く前に進めな
かったり、失敗してしまったり
で、大変苦労をされてきたので
すね。まず、今まで育ってきた
中で実際にお母さんが苦労をさ
れてきたことをお話しいただけ
ませんか。まず、小学校の時代
ではどのようなことでご苦労を
されてきましたか？先ほども

「不器用で」というお話があり
ましたが、できれば就職に関係
がありそうなことからお話をい
ただけますか？

Ｇさんも一生懸命なんだと思い
ますよ。お母さんがやってし
まった方が早いし楽でしょうけ
ど、Ｇさんに家事をやって貰っ
たりしていってはどうですか。

私は娘さんの作業ぶりを見て、
そんなに不器用だとは思えない
んですけど。親がいない時は結
構しっかりやっていることもあ
るようですよ

ご心配ですよね。ところで、娘
さんが不器用とお感じになるの
は、どんなときですか？

■ 好事例

そうですね。お母さまもＧさん
のことが心配ですよね。…でも
大丈夫ですよ。同じようなハン
ディキャップのある方で就職活
動にがんばって取り組んでいる
方をたくさん知っています。焦
らず、じっくりやっていきま
しょうよ。

お母さんがそばで支えてくだ
さってるから、娘さんも心強く
て前向きに就職を希望されてい
るんだと思いますよ。能力につ
いてはどうしても親御さんは自
分の子どもを厳しく評価しがち
です。娘さんと同じ病気の人で、
働けてる人はたくさんいます。
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■ 主治医の意見

通院は定期的にされています
か。先生はよくお話を聞いてく
ださいますか。先生はどのよう
におっしゃってますか。

■ 専門家の協力

前の相談のときにもお聞きしま
したが、Ｇさんが心の病気に
なってから、お母さんもずいぶ
んと悩まれて、いろいろとご苦
労もされてきたんでしょうね。」

（と母親の気持ちに応えつつ）
「ただ、就職のことについては、
この前もお話ししたとおり、私
たちも、ご本人にとってこれか
らどうやっていけばよいか、私
たちとしてどんなお手伝いをす
ることが一番よいのか、お母さ
んと一緒に考えていきたいと
思っていますので、どうかお独
りで考え込まずに相談していた
だければと思っています。」（と
つなぐ）

子供のことはいくつになっても
心配ですよね。特に病気をして
いると。今までずいぶんと悩ま
れたんでしょうね、お母さん。
お嬢さんの体調が良ければこの
機会に就職できるかどうか試し
てみませんか。病気を治すには
時間がかかると思いますが、悪
くならないように様子を見なが
ら本人のやる気を生かしてあげ
ませんか。

ありがとうございます。お母さ
んの本人を思う気持ちは大事で
すね。それでは、今まで私たち
カウンセラーは、就職してうま
くいっている方と、そうでない
方を数多く見てきていますか
ら、それも参考にして、まず本
人ができること、家族ができる
ことから話し合ってみません
か。

お母さんはやはり肉親ですから
ね、本当にご心配でしょうね。
職業センターにもお母さんのよ
うなご相談は多いのですよ。で
すから少しはお役に立てる部分
もあると思いますので、色々話
してください。そこから始めて
いくことが一番近道ではないか
と思います。

娘さんをそばで見てきたお母さ
んとしては、何とかしてやりた
いというお気持ちが強いんです
ね。お母さんは今まで、十分娘
さんのことを気遣ってこられま
した。お母さんだけが頑張らな
くてもいいんですよ。職業セン
ターも手伝いますよ。

お譲さんの事で、お母さまもご
苦労されていますね。それだけ
に熱心に関わられるのは、やは
り親子ならではでしょうね。た
だ、こと仕事に関する事で、少
し私どもでお力になれる事があ
ると思うのですが…。

お母さんも、娘さんのことで、
いろいろご苦労されてこられた
んですね…。娘さんの就職のこ
とについては、これからも職業
センターが協力いたしますの
で、ご心配な事などぜひお話し
ください。

今までお母さんが支えてこられ
て大変でしたね。病気と上手く
付き合いながら働ける可能性も
あるので、この訓練の中でご本
人がどこまでできるか試しなが
ら進めていきましょう。

お母様は本当によく頑張ってい
らっしゃいますね。しかし、こ
れからは我々も一緒にどうして
いったらよいか、考えていきた
いと思っていますが、いかがで
しょうか。

ご心配なんですね。でも、お母
様お一人で悩まれないでくださ
い。わたくしどもも一生懸命
お手伝いさせていただきますの
で、ご一緒によく考えていきま
しょう。

お母さんの気持ちはよく分かり
ます。病気を治すことも重要で
すが、今の状態で、本人がどの
ような形で働けるかを一緒に考
えていきましょう。
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Case-Ｈ
●状況 従業員20人のリネン工場で、ジョブコーチ支援を受けて正社員に

なった統合失調症のＨさん（30歳男性）。ジョブコーチによる支援
が修了して６ヶ月後、工場の事務室での社長（60歳）との会話。

●クライエント等 社長

●クライエント等からの発言 「作業量はあいかわらずだね。しゃべらないし。おまけに、今日
も休んでるしね。」

●カウンセラーの応答の目標 社長との信頼関係を維持したい。

●カウンセラーの応答（焦点が当てられたテーマ別に分類）

■ Ｈさんの状況

長い目で見ていただいて本当に
ありがとうございます。今日、
本人がいただいているお休み
は、どんな理由を本人は申し出
ているのでしょうか？」

ご無沙汰してしまってすみませ
ん。今日も休んでいるんですか
…。そうですか…。皆さんにご
迷惑を掛けているのではないか
と思います。社長さんには本当
にお世話になり、ありがとうご
ざいます。休んだのは一体どう
したんでしょう？休みは多いん
でしょうか？

いやあ…、あいかわらずですか
…、でもＨさん半年も続いてい
るんですよ。社長さんや従業員
の皆さんの温かい支援のおかげ
です。…Ｈさんは休みが続いて
いるようですが、何かあったん
ですか？

大変申し訳ございませんでし
た。しゃべらないのでは、一緒
に仕事をする皆さんとしてはさ
ぞかし、やりにくいだろうと思
います。休みは、無断欠勤なの
ですか？　本人から連絡は来て
いますか？

すみませんでした。よろしかっ
たら、もう少し、会話のことと
か出勤状況について詳しく教
えてもらえませんか？私どもで
も、いろいろお手伝いできるこ
とがあると思いますので…。

ご迷惑をかけて申し訳ありませ
ん。さっそくＨさんと連絡を取
り、状況を確認の上対応したい
ものですから、参考のため最近
の状況をもう少しお聞かせいた
だければと思います。

申し訳ありません。今日は突然
休んだのでしょうか？そうであ
ればセンターからも指導をした
いと思うのですが。

今日はお休みですか。ご迷惑を
おかけして申し訳ありません。
本人からお休みの連絡はありま
したでしょうか。

そうですか。いつもお世話をか
けています。お休みは頻繁にあ
るんですか。本人から連絡はき
ますか。

今日もお休みですか。申し訳あ
りません。最近のＨさんの状況
をもう少し教えていただけます
か？

ああ、そうなんですか。休みが
ちになっているんですか…

NIVR（2005）.indd   108 2005/03/18   12:06:32



－ 109 －

■ 当面の支援策

申し訳ございません。本人とし
ては精一杯やっているのです
が、病気の特徴として疲れやす
いとかあるものですから休みが
ちになってしまうと思います。
厚かましいお願いですが、休む
のも長続きのためと思って長い
目でみていただけませんでしょ
うか。本人はこの仕事が気に
入って良い会社に就職できて良
かったと喜んでいますので。そ
れに、しゃべらない点はジョブ
コーチが本人の気持ちを聞いて
みますし、必要な報告等は欠か
さないように注意をします。作
業量はすぐに伸びるとは言えま
せんが、ジョブコーチに作業の
観察をさせて、必要があれば手
順の改善等を考えてみたいと思
いますので、今後ともよろしく
お願いいたします。

欠勤の件は本当に申し訳ござい
ません。もう一度、Ｈさんや関
係機関の方とじっくり話し合い
たいと思います。そこでＨさん
が悩んでいることなどを聴いた
上で、まずは安定して出勤でき
るよう再度支援したいと思いま
す。また、社長がおっしゃった
作業量やコミュニケーションの
問題についても、もう少し具体
的に状況をお聴かせいただけれ
ば、Ｈさんとともに改善に向け
て一つ一つ取り組んでいきたい
と思います。

今日の欠勤の件は改めて本人に
確認します。調子が悪いのかも
しれません。採用６ヶ月ともな
ると、職場環境に慣れてくる反
面、これまであまり表面に出て
こなかったような生活上の問題
等が顕在化してくる時期です。
センターとしても引き続き確認
していきますが、これまでと同
様、温かいご配慮、お願い致し
ます。

本当に、申し訳ありません。社
長様はじめ皆様にはご、ご迷惑
おかけします。Ｈさんの場合、
体調管理の問題がありますの
で、私の方で今日にでも連絡を
取って相談をさせていただきま
す。いろいろご迷惑をおかけし
ますが、今後ともどうぞよろし
くお願いします。

いつもＨさんにご配慮いただき
ありがとうございます。社長や
同僚の方のご理解があったので
６ヶ月間続けてこられたと思い
ます。今日はＨさんから欠勤の
連絡はありましたか？職業セン
ターの方からもＨさんに連絡を
取り、どのような状況か確認し、
社長へご連絡します。

それは申し訳ありません。それ
じゃ、あてにならないですね。
でも本人はここに就職できて本
当に喜んでいましたよ。頑張り
すぎて疲れが出てきたようで
す。本人に話を聞いてみたいと
思います。ここはちょっと私ど
もに任せていただけないでしょ
うか？

「今日、休む連絡はありました
か？理由は何と言っていまし
た？　（休みが続いている場合
は）近いうちにジョブコーチが
お邪魔させて貰って、Ｈさんか
ら話しを聞かさせてもらいま
す。場合によっては、またジョ
ブコーチ支援をさせて貰っても
いいですか？

ご迷惑をおかけしてすいませ
ん。作業量は入社の頃と比べて
変わらないんですか。仕事をし
ているときは本人の様子はどう
ですか？さっそく本人と連絡を
取って、社長にご報告します。
少し、お時間を頂けませんか？

作業量は向上しないのですね。
ただ黙々とは仕事をしているよ
うですね。会社を（たびたび）
休むなんて、会社にとっては本
当にあてにならないですよね。
申し訳ありません。一度本人や
家族とも話をしてみます。

ご迷惑おかけしてます。そうい
うことであれば、また時々事業
所にお邪魔して、こちらからも
Ｈさんに働きかけてみますね。
社長さんも困ったことがあれ
ば、遠慮なく職業センターまで
ご連絡ください。

いろいろとご迷惑をおかけし
ているようで申し訳ありませ
ん。現場の方はどのようにおっ
しゃっていますか。さっそく本
人と連絡を取ってみます。

ご迷惑ばかりおかけして、本当
に申し訳ありません。寡黙な方
なので、おしゃべりは難しいと
思いますが、体調の管理につい
ては、こちらでも再度確認して
ご連絡いたします。
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ご迷惑をおかけして申し訳ござ
いません。まずは今日にでも、
本人さんに連絡を取り、様子を
聞いてみたいと思います。病気
なのでどうしても気分の波があ
るとは思いますが、少しでも早
く事業所さんのお役に立てるよ
う促していきたいと思います。
申し訳ございませんがよろしく
お願いいたします。

いろいろとご迷惑をおかけして
申しわけありません。今日、ど
うしたのか、本人とお母さんと
話をしてみます。でも社長さん
のお陰で何とか勤まっていま
す。よそなら、もう駄目になっ
ているかも知れません。いろい
ろご迷惑をおかけしますが、今
後ともよろしくお願いします。

そうなんですか。いつもご迷惑
をおかけしていて、申し訳あり
ません。でも本人の様子をみて
いると、ここで仕事ができてい
るのが励みになっているような
んです｡こちらからも本人に電
話とかで指導をしてみますの
で、少し長い目で見ていただけ
るとありがたいですけど…。

伸びが見られない状態にもかか
わらず、継続して雇っていただ
いていてありがとうございま
す。もしジョブコーチが再度支
援を行う事で、伸びが見込めそ
うな状況であれば、是非活用し
ていただきたいと思うのです
が。

ご迷惑をおかけして、申し訳あ
りません。Ｈさんとよく話をし
て、改善できるように働きかけ
をしてみます。まずは、毎日休
まずに出勤できるよう、取り組
みますので、しばらく様子を見
ていただけませんか。

いろいろとお気遣いいただいて
おります。いろいろご指摘いた
だき、こちらでご協力できるこ
とであればしていきたいと思い
ます。取り急ぎ、今日の欠勤に
ついては、本人と連絡を取り確
認してみます。

ご迷惑をおかけして申し訳ござ
いません。私どもといたしまし
ては、さっそく状況を詳しく把
握させていただき、改善に努め
させていただきますので、どう
ぞご協力をお願いします。

そうですか。気長にみていただ
いてありがとうございます。Ｈ
さんにこちらから話を聞いてみ
ますのでまたご相談させていた
だけますでしょうか。

休んでいるのは、精神的にきつ
いのか、他に原因があるのかを
本人と相談してみます。それか
ら社長さんと相談させてくださ
い。

■ 事業主の負担・気持ち

いろいろご迷惑をおかけしてい
ます。

申し訳ありません。ご迷惑をお
かけしているようで…

いろいろご迷惑をおかけしま
す。不定期に休むと会社さんで
も本当に困ると思うんですよね

大変ご迷惑を感じておられるこ
とと思います。私達も今のまま
では良くないのではないかと思
います。ジョブコーチ支援が終
わってからしばらく経ちます
が、これからも必要な支援は行
いたいと思っています

そうでしたか。今でもまだいろ
いろとお手数をお掛けしてし
まっていたんですね。障害上の
特性とはいえ、社長さんを始め
周りの方へのご負担が大きいで
すね。

思ったように伸びていないとい
うことですね。社長としては、
段取りもあるし、休みがちだと
当てにできませんね。

やはりそうでしたか…。心配は
していたのですが、ずいぶんと
ご迷惑になっているのでしょう
かね。ここまでお世話になって
いますので、なんとか最初の頃
に戻れると良いとおもいますが
…。

Ｈさんの働きぶりに不満を感じ
られているのですね。

いろいろ気を遣って見てきてい
るんで、もう慣れてきてもいい
頃だとお感じなんですよね
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■ 感謝・謝罪

ご迷惑をおかけして申し訳ござ
いません。いろいろとご配慮い
ただいているおかげで何とかこ
こまでやってこられたのだと、
社長さんには本当に感謝してお
ります。

誠に申し訳ありません。ただ、
このような状態にも関わらず、
今日までお世話になりまして、
大変ありがとうございます

ああ、そうでしたか（と申し訳
なさそうな表情で）。社長さん
には、いろいろとご配慮いただ
きながら、ご心配をお掛けして
申し訳ありません。

ご迷惑をおかけしていることは
申し訳ないところですが、半年
間仕事が続いているのは本当に
社長さんのお陰なのです。

マイペースの作業量とお休みを
許可していただいて、いつもあ
りがとうございます。

そうですか。大変ご苦労をかけ
て申し訳ありません。

申し訳ありません。ご迷惑をお
かけしています。

■ 事業主への助言・援助

いろいろご迷惑かけています。
Ｈさんなりには、がんばってい
て、この会社で働かせてもらっ
て本当によかったと言ってま
す。ただ、どうしても病気の影
響がありまして、力が発揮で
きるようになるのには時間がか
かってしまうんです。他の従業
員さんとの関係もありますか
ら、社長さんにはご負担おかけ
してます。

本当に社長にはいろいろとご負
担をお掛けしてしまっているよ
うですね。Ｈさんも彼なりに頑
張っているかとは思いますが、
なかなか社長のご期待に添えな
いようで、私どもとしても申し
訳なく思います。これから、ど
う支援をしていけばよいのか改
めて検討させていただきますの
でよろしくお願いします。

気長にご指導いただきありがと
うございます。Ｈさんは、仕事
や職場の雰囲気に慣れるのに、
少し時間がかかるので、もう少
し様子をみていただいてよろし
いでしょうか？センターもでき
る範囲で応援させてもらいま
す。

あまり社員としてお役に立てて
いないようですね。大変申し訳
有りません。会社にとっては
両方とも大切なことと思います
し、社長のお悩みもよくわかり
ます。ところで、社長、一度に
色々なことで本人を責め立てて
も、うまくいかないと思うので
すが、まず仕事の量か、それと
も欠勤が多いことか、どちらの
方を改善していったらよいので
しょうか？お教えください。
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Case-Ｉ
●状況 うつ病により休職中の会社員のＩさん（30歳男性、独身）。地域セ

ンターが関わり、職場復帰を目指して事業所と調整中。５回目の
リハビリ出社の翌日の来所相談。

●クライエント等 本人

●クライエント等からの発言 「（嘆くように）やっぱり、一旦会社をやめて、しばらく家で静か
にしていた方がいいと思うんです。会社にも迷惑かけてるし…。」

●カウンセラーの応答の目標 改めて職場復帰を目指してほしい。もう少し粘ってほしい。

●カウンセラーの応答（焦点が当てられたテーマ別に分類）

■ 復帰計画

会社に行くのが、つらくなって
きましたか。会社では、あなた
の病気のこともわかった上で、
仕事に戻れるように考えてくだ
さっています。どうしても出社
できないようであれば、もう少
し期間をおいてから仕事に行け
るよう、会社に話をしてみます。
でも、気持ちが揺れているよう
であれば、しばらく続けて仕事
に出てみませんか。それから辞
めるかどうかを判断してもよい
と思いますが。

リハビリ出社はたしか５回目で
したね。出社するとやっぱりい
ろいろ考えたりして、ちょっと
まだつらいでしょうね。（とIさ
んの気持ちに応えつつ）ただ、
今の段階で、焦って結論を出し
てしまうのはどうでしょう。こ
の職場復帰のプログラムを始め
たときの気持ちや話し合ったこ
とをもう一度思い出してみま
しょう。（とつなぐ）

昨日の出社はどうでしたか？今
はリハビリ出社なので、会社も
100％の仕事を期待していませ
んよ。今は出社日にきちんと行
けることが目標ですね。○回目
のリハビリ出社後に会社の方も
交えて、一度話をしませんか？
　それまで、リハビリ出社を続
けてみましょう。

もしとてもつらいのであれば、
一度中断をすることもできます
よ。少し休養をとった上で、も
う一度、職場復帰について考え
てみませんか。

■ 現に出社できたこと

そうかなあ。Iさん、よく頑張っ
ていると思いますよ。最初は出
勤自体ができるかどうかだった
のに、○月○日から5日間も出
勤できているじゃないですか。
焦らずにじっくりやれば、必ず
良い方向にいきますよ。

しばらくぶりのお仕事で、かな
り気を遣うことがあるわけです
が、5回も出社できましたね

そうですか。静かにしたいので
すね。でも、昨日は出社してい
たようですね。

NIVR（2005）.indd   112 2005/03/18   12:06:33



－ 113 －

■ 長期的視点

昨日、出社してみたけれど、会
社に迷惑かけているように感じ
て、肩身の狭い思いをされたの
ですね。まわりが忙しそうに働
いているのに、自分は別のこと
をするのはつらいかもしれませ
んね。でも、いきなりまわりと
同じように働くのは負担がかか
りますし、身体や気持ちを慣ら
すためには、ある程度の時間が
必要だと思います。ですから、
今の段階で結論を出すのはやめ
て、もう少し試してみません
か？

出社してみてかなり大変でした
か？しばらく休まれていたので
うまくいかないことも多いで
しょうから、迷惑をかけている
と思うと嫌ですよね。ただ、今
はリハビリ出社ということにし
てもらって、どうすればうまく
勤務ができるか、迷惑をかける
とすればどのような部分かなど
を検討中の段階ですから、結果
が出るまでもう少し続けてみま
せんか？

昨日出社したところでは、まだ
具合が良くなかったということ
のようですね。ただ、今回でま
だ5回目の出社ですので、まだ
慣れていないところがあると思
うんです。もうしばらくリハビ
リとして出社して、ともかく焦
らずに、体や気持ちを少しずつ
慣らすようにしてみたらいいの
ではないですか。

…ああよかった、Iさんから愚
痴がきけて…。　無理していな
いかと、心配していたんですよ。
でも、少しずつなれてきて良
かったですね！　焦る必要はあ
りませんよ。「家にいる」なん
て言わないで、無理のない範囲
で続けてみませんか？

長く休まれた後の出勤ですか
ら、身体も慣れず大変だったこ
とと思います。お疲れさまでし
た。少し急激にやり過ぎました
かね。Iさんの調子に合わせて
行うことが大事だと会社も考え
ていますから、一緒に考えてい
きましょう。

会社にはセンターからIさんの
状態を説明しながら進めていき
ますので、心配なさらなくても
大丈夫ですよ。まだ５回目です
し、以前勤めていた会社とはい
え、慣れるのには時間がかかり
ますから、じっくり取り組みま
しょう。

つらいのですね。でも焦ること
はないですよ。無理しないで少
しずつ慣れていけばいいのです
よ。出社できないときは休んで
も構いませんよ。事業所の方も
徐々に慣れてもらえればよいと
おっしゃっていますよ。

そうですか。でもすぐに辞める
という結論は出さなくてもいい
のですよ。今はまずできる範囲
で徐々にやっていくことが大事
ですし、困ったことがあったら
私共が事業所の方と相談する方
法もありますからね。

確かに大変ですよね…。でも、
リハ出勤で同じような気持ちに
なっても、最終的には復職され
た方も大勢いらっしゃいます。
Iさんは、会社の人からもよく
やっていると言われています
し、もう少しやってみませんか。

ちょっと、頑張りすぎましたか
ね？いろいろやって疲れてし
まったかも知れませんね。焦ら
ずに復帰すればいいんですよ。
そのあたりのやり方、もう少し
うまくできるよう一緒に考えま
せんか？

Iさんはよく頑張っていると思
います。職場の方とも相談しな
がら復職できるように進めてい
るので、迷惑をかけていると思
わずに一歩一歩進んで行きま
しょう。

今は、辞めるとなかなか就職が
難しいですよ。今どき、こんな
にしてくれる会社はなかなかな
いよ。辞めるのはいつでもでき
るから、もうちょっと試してみ
たら。

今が一番つらいときでしょう
ね。無理はしない方が良いで
しょう。今すぐに結論を出さな
いでも、もう少し様子を見ま
しょう。こちらで会社にはうま
く言っておきますから。

このまま続けるのは難しそうで
すか？でも、気持ちと身体が
ゆっくりと職場に慣れていくと
思うので、もう少しだけ続けて
みるのもいいかもしれません
よ。

なんとか出社してみたものの、
自信をなくしてしまったのです
ね。でも、復帰そうそう満足に
働ける人はそうそういないもの
ですよ。
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会社は、あなたの状態を理解し
たうえで職場復帰を考えている
んです。まだ５日目ですよね。
もう少し続けてみてから考えて
も遅くないと思いますよ。

つらいんですね。でも、5日出
勤できたんですし、慌てなくて
も少しずつ慣らしていくことが
大切なんですから、もう少し
やってみませんか？

■ 会社に迷惑をかけたという思い

Ｉさん自身、どうしても心も体
もつらくて続けられないという
事であれば、辞めるという事で
良いのではないでしょうか。た
だ、センターから見て、Ｉさん
が会社に迷惑を掛けているとは
思えません。会社はIさんの復
帰を期待して、リハビリ出社か
ら始める事に同意している訳
で、始めから問題なく仕事をす
る事など要求していません。よ
ければ、センターから会社が今
どう考えているか聞いて、迷惑
ではないという事が確認できた
ら、もう少し続けてみてはどう
でしょう。

そうですか、すこし静かにして
いた方が良いと思えるわけです
ね。Ｉさんがそう思うのなら、
それなりの理由があるのでしょ
うね。もう少し教えてください。
会社に迷惑をかけていると言わ
れましたが、誰かに何か言われ
たりしたのですか？それともそ
う感じるのですか？私は以前は
もう少し粘った方が良いと思っ
ていましたが事情が変わってき
たのでしょうか？

会社を辞めたいほど悩んでいる
のですね。ただ折角ここまで出
社ができたのですから、今辞め
るのはとても残念なことだと思
います。よかったら、辞めたい
と考える理由や会社へどんな迷
惑をかけていると思っているの
か、お話していただけませんか。
内容によってはご相談に乗れま
すし、それから病院の先生にお
話すれば解決することかもわか
りませんよ。

そうですね。元の職場に復帰す
るというのは、精神的にも辛い
ですよね。ただ。迷惑ってこと
を考えると、今回の休職のこと
でも職場には迷惑をかけてきた
ことですし、今は甘えて思いっ
きり迷惑になってみていいん
じゃないですか。会社もそのこ
とについて理解していただいて
いますし、どうしても難しい場
合にはもう一度一緒に考えま
しょうよ

お疲れのようですね。ずいぶん
頑張ってしまったのですね。会
社には迷惑をかけていると言う
のですね。では、いったいどう
したら良いか、ちょっと考えて
みましょう。よろしかったら、
具体的にどのような迷惑なの
か、教えて頂けませんか？

昨日の出勤はつらかったです
か。家にいるのとは緊張感がぜ
んぜん違いますよね。ところで
Ｉさんは、会社に迷惑をかけて
いると言われるけど、会社の方
に何か言われました？わたしは
迷惑などかけていないと思いま
すよ。

そうですか。かなりお悩みです
ね。ただ、会社にもご理解いた
だき、何日かリハビリ出社して
いますし、Ｉさんが思われるほ
ど迷惑を受けていると感じてい
ないかもしれませんよ

辞めるのは簡単ですが、家にい
ても前進しないと思いますよ。
本当に会社に迷惑がかかってい
るのか、Ｉさんが仕事をやって
いけるのかどうか、もう一度考
えてみませんか？

久しぶりの出勤は疲れたでしょ
うね。Ｉさんが言う会社への迷
惑というのはどういうことです
か。もう少しお話を聞かせてく
れますか。

まだスタートしたばかりだから
しんどいこともあると思います
が、どんなことで迷惑をかけて
いると感じているんですか？

なるほどぉ、そんなふうに思っ
てるんですね…。会社の方もＩ
さんが戻ってくることは『迷
惑』って言ってました？

会社に負担をかけて申し訳ない
と思っているのですね。
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■ 会社で何があったか

昨日、リハビリ出社をしたので
すよね。何か失敗でもしました
か。それとも、居づらい思いや、
間が持てずに対人面で困ったこ
となどで自信をなくすこともあ
りますよね。順を追ってまとま
らなくてもよいですから、お話
してください。

Ｉさんとしては、会社に迷惑を
かけているという気持ちが強い
んですね。この５回の間の様子
を聞かせてください。（否定的
な現状認識に対して）他にどん
な見方があると思いますか？

今日、そんな風に思うように
なったきっかけには、昨日、会
社でとか、家でとか…、何かあ
りました？　会社の上司から
は、よくやれていると伺ってい
るのですが…。

そうですか。昨日はちょっと疲
れたなっていう感じですか？こ
れまでとは少し違うことが会社
で何かありましたか？

何かありましたか？少し疲れた
のかもしれませんね。ゆっくり
でいいんですよ。気にかかる
ことがあったら話してみません
か？

昨日の出社はかなり大変だった
んですね。なかなか自分の思い
描いたようにはいかないことも
出てきますよね。昨日はどんな
状況でしたか。

昨日は、リハビリ出社の日でし
たが、いかがでしたか？　何か
今までとは違う様子があったの
ですか。

■ 会社の評価

いや、本当に会社が迷惑だと
思ったら、会社の方からもう辞
めてくださいって言っています
よ。Ｉさんは真面目で責任感が
強い方なので、あれこれ考えて
しまいますが、大丈夫ですよ。
大丈夫。

会社が迷惑と思うなら復職を受
け入れませんよ。一息ついてま
た出社してみましょうよ。でも
長く間をおくと行き辛くなりま
すからね。

■ 疲労の蓄積

昨日は頑張って出勤できたんで
すよね。お疲れ様でした。どう
でしたか？少し疲れましたか？
疲れた時は、考え方もブルーに
なるかもしれませんね。だから、
今日無理に結論を出さなくても
よいのではないですか？昨日出
勤できたんだから、職場復帰と
いう目標は０点ではないですよ
ね。昨日出勤してみて何点位に
なりましたか？

私は、Ｉさんが会社に迷惑をか
けているとは思いません。むし
ろ、Ｉさんがまた１つ着実に前
進されたと思っています。ただ、
今日は昨日までの出勤で疲れて
いると思うので、少しお休みに
なってもいいと思います。疲れ
をとって、落ち着いたら、少し
ずつ、また一緒に取り組んでみ
ませんか？
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Case-Ｊ
●状況 食品加工工場の正社員になって２ヶ月が経過し欠席なしの自閉症

者Ｊさん（20歳）への職場適応指導。Ｊさんと一緒に働くパート
タイマー（50歳女性）との職場での初回の対話｡

●クライエント等 同僚

●クライエント等からの発言 「（厳しい口調で）何しろ、Ｊさんは一つのことしかできないから、
ほとんど私が代わりにやっています。何だか、割りが合わないわ。」

●カウンセラーの応答の目標 この女性にキーパーソンになってほしい。信頼関係を築きたい。

●カウンセラーの応答（焦点が当てられたテーマ別に分類）

■ 指導の負担感

Ｊさんをいつも助けていただい
て本当にありがとうございま
す。ただ、そのために、いろい
ろご負担をかけてしまっている
ようで申し訳なく思います。ご
存じのとおりＪさんは自閉症な
ので、職場で働き続けるために
はどうしても、一緒に働く方の
ご助力が必要となってしまいま
す。勝手と言われるかもしれま
せんが、私どもも、彼が少しで
も職場で皆様にご負担をかけな
いように考えていきたいと思っ
ておりますので、これからも、
彼の力になっていただけると大
変にありがたいのですが。

そうですか…普通はいくつか仕
事ができてこそ一人前ですよ
ね。それは苦労されているわけ
ですね。でも色々Ｊさんのこと
を思っていただいているわけで
すねえ。頭が下がります。職業
センターとしては一人の人にし
わ寄せがくるのはおかしいと思
いますので、社長さんとも相談
していきたいと思っています。
ただＪさんも感謝しているみた
いですので、一緒に何とか打開
策を考えさせてください

おっしゃる通りです。ご負担を
おかけして本当に申し訳ありま
せん。Ｊさんは限られた作業し
かできないので実際本当に就職
が厳しいんですが、今回はこう
して支えていただいているおか
げで、２ヶ月間も続ける事がで
きています。センターとしても
少しでも本人ができる作業が増
えるようにたびたび訪問させて
いただいて一生懸命支援します
ので、是非今後ともよろしくお
願いいたします。

すみません。いろいろとご迷惑
をお掛けしてしまっていたんで
すね。少し具体的にお話しを
伺ってよろしいですか？

そうですか。一つのことしかで
きないと大変ですね。本人のカ
バーで、ご自分の仕事どころ
じゃないという感じでしょう？

いつもお世話になっておりま
す。障害者の人たちと一緒に働
くのは本当に大変だと思いま
す。

いつもＪさんがお世話になって
おります。ご迷惑をおかけして
いるようで、申し訳ありません。
私共に出来ることがありました
ら、何でも言って下さい。Jさ
んがもっと戦力になるよう支援
したいと思います。困っている
ことをもう少し詳しくお伺いで
きませんでしょうか

いつもご迷惑をお掛けしていま
す。Ｊさんも○○さん（パート
女性）にいつも助けてもらって、
胸の中では感謝の気持ちを持っ
ているのですが、なかなかその
気持ちをうまく伝えられないと
ころがありますので。私たちも
○○さんからお力添えいただい
ていることをほんとうに有り難
く思っております。

Ｊさんのことでは、いろいろと
お手数をおかけしております。
ありがとうございます。お陰様
で、Ｊさんは毎日、休まず、張
り切って出勤できているようで
す。今はご迷惑をおかけしてい
ることが多いと思いますが、少
しでもご負担を減らしていきた
いと思いますので、お手伝いさ
せてください。
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本当に申し訳ありません。ご迷
惑おかけします。○○さん（パー
ト女性）をはじめ皆様からよく
していただいているおかげで、
Ｊさんも我々も非常にありがた
く思っております。一般の方と
比べるとどうしても時間がかか
ると思いますが、どうか長い目
でみていただけませんでしょう
か？　私どもも、精一杯支援さ
せていただきますので、どうぞ
よろしくお願いします。

そうですね、至らない部分をカ
バーしていただいたおかげで、
２カ月何とかなったのだと思い
ます。いろいろご迷惑をおかけ
してすみません。できることを
増やすには時間のかかる方です
のでご負担になるかと思います
が、真面目に出勤はしているよ
うですので、ぜひ、できること
を増やしていけるように、ご協
力いただけませんか？

いつも何かと御指導いただきあ
りがとうございます。いろいろ
ご負担をかけているようで申し
訳ありません。Ｊさんが休まず
出勤できているのは、あなたの
支援があるからです。徐々にＪ
さんも慣れてきて仕事も出来る
ようになると思うので期待をか
けてやってください。何か問題
があれば私がいつでも来ますの
でお知らせください。

そうですか。いろいろご負担を
かけていたのですね。本当に心
遣いいただいてありがとうござ
います。本人の行動面や教え方
等にはいくつか特徴があります
ので、少しでも負担がかからな
いようお手伝いさせていただき
たく、お時間がある時にお話し
させていただく機会があれば幸
いなのですが。

ご迷惑ばかりおかけして、本当
に申し訳ありません。Ｊさんが、
こちらで２ヶ月無欠勤で仕事を
続けていられるのも、あなたの
お力だと思います。随分ご負担
になっておられるみたいです
し、本人にもできる仕事があれ
ば、仕事の幅を増やしていく支
援を行いたいと思います。

いろいろご迷惑をおかけして申
し訳ありません。でもＪさんが
この２ヶ月続けて働けているの
も、いろいろ援助していただい
ているお陰だと思います。お互
いに負担感なく働けるよう調整
のお手伝いをさせていただきま
すので、遠慮なくおっしゃって
下さい。

本当ですか?!　お１人で２人分
をおやりになっているというこ
とですか。それは大変です。さっ
そく私から工場長へ相談しなけ
ればなりません。もう少し詳し
くお話をお聞かせいただけませ
んか？

いつもＪさんにご指導いただき
ありがとうございます。まだ、
Ｊさんがご負担をかけてしまっ
ているようですが、身近でフォ
ローしていただいていることで
Ｊさんも心強いと思います。

ご迷惑おかけして申し訳ありま
せん。○○さん（パート女性）
にかなりフォローしていただい
てるみたいですね。ほんとに申
し訳ありません

自分の方が仕事をしているの
に、Ｊさんの方が待遇がよいこ
とに不満を感じているのです
ね。

■ 指導方法

いつもＪさんがお世話になりま
す。Ｊさんはこだわりがあって
融通が利きませんが覚え込むと
きちんと仕事はこなします。今
は１つですがこれが定着したら
新しい作業の指導をお願いしま
す。Ｊさんはあなたのことを頼
りにしているようで色々と職場
の話をしてくれます。もしセン
ターでできる事がありましたら
いつでも連絡をください。

いつもＪさんがお世話になりま
す。Ｊさんはこだわりがあって
融通が利きませんが覚え込むと
きちんと仕事はこなします。今
は１つですがこれが定着したら
新しい作業の指導をお願いしま
す。Ｊさんはあなたのことを頼
りにしているようで色々と職場
の話をしてくれます。もしセン
ターでできる事がありましたら
いつでも連絡をください。

そうですね。Ｊさんはなかなか
複数のことをこなすのは難しい
ですからね。でもＪさんは一つ
のことはコツコツできるのだか
ら、その「コツコツ出来ること」
を少しずつ増やしていきません
か？　Ｊさんは勤務態度が真面
目だし、欠勤もありませんから、
Ｊさんをうまく育てるときっと
この職場で役に立ちますよ。
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申し訳ありません。それが、J
さんの特徴なのです。そのかわ
り、仕事は休みませんし、覚え
たことは確実にやります。手を
抜くというようなことは絶対に
ありませんから、仕事を任せる
ことはできると思います。仕事
は一つずつ、繰り返し教えてい
ただくと助かります。覚えるま
では、少し時間がかかるかもし
れませんが、育てていただきた
いと思います。ご迷惑をおかけ
して大変申し訳ありませんが、
時々訪問させていただいて支援
しますので、よろしくお願いし
ます。

おっしゃることは全くその通り
だと思います。ご迷惑に感じて
おられることもあるかと思いま
す。誠に申し訳ございません。
また、そういう状態の中でもい
ろいろＪさんのお世話をしてい
ただいて本当にありがとうござ
います。私達の方としても何と
かJ さんが少しずつでもできる
仕事が増えるように支援をして
いくつもりです。そのためにも、
今日は、Ｊさんの仕事の様子な
どを詳しく教えていただければ
と思います。

お世話になります。さすが、よ
くお見通しです。ご迷惑もお掛
けしているかもしれませんが、
一番Ｊさんのことを良くわかっ
て下さっているようですね。こ
れからも時々お伺いしますので
お忙しいとは思いますが是非お
話を聞かせてください。Ｊさん
も、少しずついろいろな作業が、
できるようになるかも知れない
ので、その方法をご一緒に考え
て行きたいと思います。これか
らもよろしくお願いします

ご苦労されている。申し訳有り
ません。そうなのです。Ｊさん
は１つのことしかできないのが
特徴なのです。しかし、その１
つのことは、かなり速くできる
ようにもなるのです。もう確実
にできると思われたら、お忙し
い中大変だとは思いますが、次
の1つのことを少しずつ教えて
いただけないでしょうか？

いつもご配慮いただいてありが
とうございます。Jさんは臨機
応変に対応することが苦手なの
で、随分助けて頂いていると思
います。これから少しずつ仕事
の幅を広げていけるように職業
センターも一緒に考えて行きま
す。Ｊさんが出来るようになる
と助かる作業というのは、どの
ようなものがありますか？

いろいろとお気遣いいただいて
おります。Ｊさんは、他の方た
ちと同じように自分で臨機応変
に対応することは難しいのが特
徴なんです。いろいろとご負担
をおかけすると思いますが、Ｊ
さんの働きぶりなど、様子を見
ていただき、気が付いたことが
あれば我々に伝えていただけれ
ばと思います。

いろいろとカバーしていただい
て本当にありがとうございま
す。ご本人さんは、○○（作業）
については、1時間に何個でき
るようになったでしょうか？　
それで、出来映えの方は一定し
ているでしょうか？

そうなんです。いろんなことを
一度にＪさんに任せると、Ｊさ
んはできないんです。まず一つ
の仕事をさせるという配慮をし
ていただいて、ありがとうござ
います。Ｊさんは人付き合いが
苦手なんですが、休まず出勤で
きているのも、○○さん（パー
ト女性）のおかげです。これか
らもJさんのことをよろしくお
願いします。

いろいろとお手数をおかけして
すみませんでした。Ｊさんので
きることを増やして、何とか割
が合うように私どもも頑張りま
すので、チャンスをいただけま
せんか？

２ヵ月間で、何か変わってきた
ことありますか？　Ｊさんもこ
こで働くのが楽しくて毎日休ま
ずこれているんです。言われた
ことはしっかり出来る子ですか
ら、本当に大変だと思いますけ
ど、よろしくお願いします。

色々とご苦労をおかけします。
Ｊさんには障害があるので、な
かなか皆さんと同じようにやれ
るわけではありません。でも、
本人、真面目に頑張る人なので、
どうか面倒を見てあげて頂けま
せんか。

そうですか。ご負担をおかけし
ます。障害の特性上、気を配っ
たりすることができないので、
どうしても周りの方に配慮して
いただくことが多くなってし
まっているんだと思います
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具体的な指示を出し、経験を積
んでいけば、他の仕事も出来る
ようになると思います。指示の
出し方や作業指導について、分
からないことがあれば言ってく
ださい。一緒に考えますから。

どうも、いつもお世話になりま
す。ご指導頂いてありがとうご
ざいます。そうしますと、こ
の仕事はなんとかできるように
なっているんですね。他にやれ
たら良いとお考えの作業は、ど
のような内容ですか？

Ｊさんが１つのことしかできな
いので、それ以上のことは全て
代わりにやっていただいている
のですね。おかげ様でＪさんも
混乱せずにとても良い表情で仕
事をしています。本当にありが
とうございます。

■ キーパーソンの重要性

お手数をおけてしています。ま
だ２ヶ月なのでできる仕事が少
ないと思いますが、覚えた仕
事は確実にできる人だと思いま
す。でも、Ｊさんは人付き合い
が苦手なので仕事を覚えていく
ためにはいつも一緒に仕事をし
て下さっている○○さん（パー
ト女性）の力が必要です。ご迷
惑をおかけしているんですが、
お力を貸していただけません
か？

いつもすいません。確かにＪさ
ん融通が利かないことがありま
すもんね。でも、○○さん（パー
ト女性）が助けてくれるので、
Ｊさんも何とかやれていると思
うんですよ。だから、もう少し
助けていただけるとありがたい
んですけど…。

お手数おかけして、申し訳ござ
いません。確かにＪさんの障害
特性上、融通がきかないところ
があり、○○さん（パート女性）
のご負担は計り知れません。だ
けど、本人が毎日休まず出勤し
ているのは、○○さんがよくし
てくださるお陰だと思います
よ。

いやー、ご迷惑お掛けしていま
す。でも、○○さん（パート女性）
がいてくれるので、Ｊさんも無
欠勤でがんばれています。○○
さんのおかげで、本当に感謝し
ています。Ｊさんも少しずつ成
長していきますので、今後とも
よろしくお願いします。

そうですか。ご迷惑をおかけし
ております。ただ、Ｊさんが生
き生きと毎日仕事を続けられて
おりますのは、あなたがいらっ
しゃるからだと思います。大変
感謝申し上げます

お忙しくてたいへんですね。Ｊ
さんにとっては、今のところ１
つの事をきちんとやるのに精一
杯なんです。一所懸命やってい
ると思うんで、どうか長い目で
見て、育ててもらえないでしょ
うかね

本当にありがとうございます。
Ｊさんが欠席しないということ
は、すごいことなんです。○○
さん（パート女性）がうまく接
して頂いているおかげです。

Ｊさんが大変ご苦労をおかけし
ています。でも、Ｊさんはおか
げさまで、御社にお世話になっ
てからずいぶん変りました。よ
くなりました。

すいません。お手数かけてます。
でも○○さん（パート女性）が
いてくださることで、本人も今
までやってこられたと思うんで
す

本当にお世話になってありがと
うございます。Ｊさんが休まず
に出勤できているのは一緒に働
く周りの方のお陰だと思ってい
ます。

ご苦労をおかけしています。た
だ、こだわりの強いＪさんが休
まず出勤してくるのは、○○さ
ん（パート女性）の声かけが励
みになっているんですよ

面倒を見てもらってありがとう
ございます。おかげでＪさんも
２ヶ月間休まず来られているの
だと思います

大変ご迷惑をかけております。
これまで続けられたのもお力添
えがあったからです。感謝いた
します。

いつもありがとうございます。
Ｊさんが休まず続けられるの
は、皆さんの配慮があるからで
すね。

Ｊさんがここまで休まずに仕事
に来ているのは、あなた様のお
かげなんです。

そうですね。あなたに随分支え
てもらっているんですね。
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Case-Ｋ
●状況 営業職（正社員）として業務中の交通事故で受傷、契約社員の事

務員として先月復帰したばかりの高次脳機能障害者のＫさん（27
歳男性）との３回目の面接。地域センターは復帰後初めて関わり
始めた。Ｋさんは、反応の遅さや注意障害を職場の上司に理解さ
れず、書類の見落としについて繰り返し叱責されてしまった。

●クライエント等 本人

●クライエント等からの発言 「書類ミスは、私が気を抜いたせいだと言うのです。とりあえず
会社をやめて、行くところを探したい…なんて思ってしまうんで
す。どこか無いですか、良い所」

●カウンセラーの応答の目標 事業所への助言・援助を始める前に、本人との信頼関係を築きた
い。

●カウンセラーの応答（焦点が当てられたテーマ別に分類）

■ 仕事の進め方

Ｋさんの障害は目に見えないも
のなので、事業所の方にも分か
りにくいですよね。実際にどの
ようなミスが多いか分かります
か？その傾向を把握して、少し
づつでも減らしていける方法を
一緒に考えましょう。事業所の
方へは、職業センターから後遺
症の状況を説明し、ご配慮いた
だけるようにお願いしていきま
す。

決して気を抜いていたのではな
いと思いますよ。一生懸命な
さっていると思いますよ。ただ、
書類のミスは事故の後遺症が影
響しているかもしれませんね。
工夫すればミスを減らせると思
いますよ。一緒にミスの出にく
い仕事の工夫を考えてみましょ
う。

それは辛かったことでしょう。
あなたが叱られるのはいつも同
じ上司の方ですか？　ところ
で、どんなところを見落として
しまうのですか？　一枚の書類
でどのくらいたくさんミスが出
てしまうのでしょうか？

もう一度、よくお話を聞かせて
ください。やめると考える前に、
どういう所でミスが出易いのか
良く考えましょう。復帰したば
かりですから、まだ慣れないと
ころもあるかと思います。

自信がなくなって会社を辞めた
くなったんですね。ただ、いま
すぐ会社を辞めるか否かを決断
するのは、早急だと思いますよ。
まず、今回の書類ミスの件につ
いて考えてみませんか？

新しいところを探すのも良いで
すが、その選択はもう少し後回
しにしませんか。「ミスした原
因」はどんなところにあるか一
緒に考えましょう。

ミスを防ぐ方法が何かあるかも
しれません。上司の人には一緒
に話をしますから、これからの
ことを相談してみましょう。

まだ復帰したばかりだから、ミ
スをするのも仕方ないと思う
よ。どんなところでミスをしや
すいかな？
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■ 上司の障害理解

気を抜いたせいなんて言われる
とつらいですよね。センターは、
Ｋさんが気を抜いてミスをする
人でないことを分かっていま
す。ただＫさんの障害は、難し
い事が出来るのに、すごく簡単
な事をミスしてしまう事もあっ
て、なかなか一般の人が特徴を
理解するのが難しいんですよ。
それは他の会社でも同じなんで
す。センターからも上司の人に
説明をして理解して貰える様に
したいと思うし、Ｋさんがミス
せずに済む作業の方法を一、緒
に工夫したいと思いますので、
もう少しこの会社で頑張ってみ
ませんか？

今回、仕事の中でうまく行かな
いことがあって、辛い気持ちに
なっておられるわけですね。あ
なたの現在の状態から考えれ
ば、書類の細部まできちんと把
握するといったことは、おそら
く一番苦手になっておられる部
分だろうと思います。私として
は、そのことを会社の上司の方
に理解していただきたいと思っ
ているし、仕事の内容なども考
えていただく必要はあると思っ
ています。

書類ミスについて気を抜いたせ
いと一方的に注意をされて辛い
気持ちなんですね。事業所の方
は、まだＫさんの障害について
充分わかっていないためにそん
な誤解をしてしまうかもしれま
せん。やめたい程とのことです
が、そうした結論を出す前に、
上司の方に貴方の障害のことを
分かってもらえるように働きか
けてみたいと思いますので、お
力を落とさないでください。

会社にあなたのことをわかって
もらえば、誤解や注意もなく
なっていくと思います。先ず、
我々がきちんと会社に説明し、
長く勤めることができるよう会
社と考えていきます。他に仕事
で困っていることがあれば、話
してみてください。

私はＫさんとお会いして３回目
ですが、私は決して気を抜いた
りしてミスをしたと思わない。
ミスについては脳の障害からく
るものだと思う。Ｋさんがよけ
れば、会社の方に私からＫさん
の障害について説明することも
できるけれど。

あなたの後遺症の部分で、ご苦
労されている事は、たいへんに
よくわかります。ただ、こうやっ
て同じ会社に復職できるという
のは、たいへんラッキーな事で
す。貴方の障害の事を会社に理
解してもらえるよう、少しお手
伝いしてみようと思いますが、
いかがですか。

もしかしたら、以前のＫさん
だったら、難なくできていたこ
とかもしれませんね。Ｋさんの
今の状況をもっとよく上司の方
にわかっていただけると、もっ
と仕事をやり易くなるかもしれ
ません。私たちが、ここで安心
して働けるようにお手伝いしま
す。折角、この職場に戻ること
ができたところなのですから、
もう少し一緒に頑張ってみませ
んか。

それは辛い思いをしましたね。
Ｋさんの障害は外見から見えな
い障害なので、会社の方の理解
を得るのも大変です。でも、Ｋ
さんが一人で頑張る必要はない
のです。Ｋさんを支援するため
に私たち障害者職業センターの
職員が会社に来てるわけですか
ら、少しずつ会社の人に理解し
てもらえるように一緒に頑張り
ましょう。

職場復帰後様々なご苦労があっ
たようですね。なかなか障害の
理解が得られなくて大変かと思
いますが、再度Ｋさんの事業所
側に理解してもらいたい事項を
まとめてみませんか。事業所側
と打ち合わせしたいので、よろ
しくお願いします。

ミスしたくてミスをしているわ
けではない。Ｋさんとしては、
辛いところですね。Ｋさんの障
害は、どこの事業所でも理解さ
れにくいものですよね。今の会
社へ、Ｋさんのことをよく分
かってもらうことから一緒には
じめませんか？

一生懸命に働いているのです
ね。あなたの特徴について、十
分に会社の方に説明していな
かったと思います。この点につ
いて後日会社の方と改めて理解
を求めるようにします。
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■ 理解されない辛さ

（①Ｋさんが自分の障害をある
程度理解している、②これまで
の２回の面接で、本人及び会社
と障害状況について確認が出来
ている、という前提で）会社側
が障害のことを十分に理解して
くれないのは辛いでしょうね。
Ｋさんがどのような点で困って
いらっしゃるのか、会社にどう
対応してほしいのか、再度、お
聞かせいただけますか。

書類ミスについて、繰り返し、
それも強く注意されて、さぞつ
らいお気持ちだったでしょう
ね。高次脳機能障害は外見から
は見えにくいので、ミスをする
とすぐやる気がないなどと誤解
されてしまうのですよね。

そうでしたか。あなたの責任に
されてしまったのですね。自分
としては気を抜いたつもりはな
いのに、そのようにとられてし
まうと辛いですよね。今の会社
を辞めたくなってしまうのも無
理はないでよすね。

ちょっと辛いですね。一生懸命
やっているんですけどね。Ｋさ
んの障害は他の人からみると少
し分かりづらい面がありますか
らね、上司の方も少し誤解をさ
れているのかもしれませんね。

職場復帰早々、何度も注意を受
けてしまうのは辛かった事で
しょう。初めての仕事なのに。
でも確かに職場でのミスは困り
ますから、事業所としては注意
をせざるを得なかったんだと思
いますよ。

職場の人からは書類ミスはＫさ
んが気を抜いたせいだと言われ
るのですね。でもＫさんとして
はそのことについて納得ができ
ていないので、他の会社に移り
たいと思っているのですね。

そうですか。つらいですね。た
だ、ミスは事故の影響で、Ｋさ
んとしては一生懸命やっている
と思いますよ。だから気をぬい
たのではないと思います。がん
ばってしかられるのは、本当に
つらいですね。

かなり辛い思いをされていらっ
しゃるようですね。どうしても
耐えられないようでしたら別
に行くところを一緒に考えます
が、どの辺が大変かもう少しお
聞かせ願えますか？

ミスをしてしまうのはつらいで
すよね。今まで見ていた感想だ
けど、すごく真面目にやってる
と思うんだよ。

Ｋさんは一生懸命仕事をしてい
るわけですから、ミスは決して
気を抜いたせいではありません
よ。まだ復帰したばかりですか
ら、いろいろとお話をお聞かせ
ください

ご自身でも歯がゆい思いをして
いる中で叱られることはほんと
うにつらいことですね。Ｋさん
の立場になればいたたまれない
気持ちなるのもわかります。

あなたは気を抜いたつもりはな
いんですよね。せっかくこれま
で頑張ってきたのですから、ど
んなふうにしたらいいいか、一
緒に考えませんか？

ずいぶんと辛い思いをされてき
たのですね。でも、Ｋさんが頑
張っていることは私たちはよく
知っていますよ。

なるほど。今の会社を辞めて、
他に行くところを探したい、っ
て思ってるんですよねぇ…。
………やっぱり今の会社は大変
ですか？

気を抜かずに仕事をすれば、ミ
スはなくなるので、新しい会社
でやり直したいと思った訳です
ね

怒られるって辛いですよね。本
当に大変でしたね。もう少し詳
しい話を聞かせてもらえます
か。

Ｋさんとすると、気を抜いた訳
ではないのに、きつく注意され
て落ち込んでしまったんです
ね。

今の会社はほとほといやになっ
た！という気持ちですか？

Ｋさんは精一杯やっているんで
すね。
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■ 不注意ではなく障害

そうですか、上司の方もなかな
か理解していただけないようで
すね。目に見えない障害なので、
理解が得にくいとは思います
が、Ｋさんの不注意が原因では
ないんですけどね。外の会社を
探すのもいいとは思いますが、
もう少し今の会社で続けられる
手だてがないかどうか、一緒に
考えてみませんか。

Ｋさんの障害のことを上司にわ
かってもらうには、もう少し時
間がかかると思います。私たち
もできるだけ正確にわかっても
らえるよう働きかけて行きたい
と考えています。Ｋさんもミス
が多いのはわざとではなく、そ
れが障害なんだと思います。う
まく行くよう一緒に考えましょ
う。

一生懸命やっているのに辛いで
すね。あなたの障害は目に見え
ないから、会社の方はミスの原
因を考えると、見えないことに
は考えが及ばす、どうしても「気
を抜いたため」と一般的なこと
にしてしまうのでしょうね。

事故の後遺症でミスが起こるん
ですよ。あなたのせいではあり
ません。でもあなたの障害の特
性を知り、それを補完する方法
を探すには少し時間がかかりま
す。焦る気持ちは分かりますが、
これから一緒に考えていきませ
んか。

仕事のミスはＫさんが気を抜い
たせいだと自信をなくされてい
るのですね？Ｋさんは交通事故
で障害を受けたために反応が遅
かったり書類の見落としが出や
すくなっているのですよ。 

■ 好事例の紹介

Ｋさんはミスしてしまったこと
を深く受け止めているわけです
ね。バリバリの営業マンだった
わけですからねえ。センターに
もＫさんのような方が何人か来
られたことがあります。色々な
方がおられて、その人その人が
違うのですが、中には職業セン
ターが間に入ってうまくいった
方もおられます。絶対良くなる
とは言えないのですが、何か協
力できることがないか相談して
いくところですので、もっと詳
しく教えてくれませんか？

そのような事があったのです
ね。理解してもらえず残念だっ
たでしょう。私共の今までの経
験からじっくりと事業所の方と
お話をして、その結果職場で上
手くいっている方も多数おりま
すし、もう少しその時の事を教
えていただけませんか。

■ 会社での出来事

復職してから大変だったようで
すね…。会社で何があったか、
教えて頂けませんか？　お力に
なれることもあるかもしれませ
ん。
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■ 雇用継続

随分大変そうですね。もちろん
ここを辞めて次の会社に行くと
いう作戦もありますし、そうい
うお手伝いをさせて頂くことも
できます。ですが、せっかく復
帰したんですからもう少し頑張
るという方法もありますね。そ
ういうお気持ちがあるのなら、
事業所にＫさんを理解して頂く
ためのお手伝いをすることはで
きます。もちろん、今日こんな
話が出たことは会社に内緒にし
ておきます。

上司にわかってもらえないと感
じているのですね。少し時間が
かかるかもしれません。でも、
別の会社に行っても、仕事にミ
スが出てしまうのでは仕事は続
けられないですよね。私からも
会社の方に話をしてみますか
ら、別の会社を探す前に、もう
少し今の会社でがんばってみま
せんか。どうやったらミスが少
なくなるか、いろいろな方法を
試しながら、一緒に考えていき
ましょう。

障害のことを理解してもらうの
は、思ったより大変なことのよ
うですね。でも、ここであきら
めて別の会社へいくとなると、
もっとたいへんですよ。私から
会社の方へ説明して、理解して
もらおうと思うのですが、どう
でしょう。どのような書類ミス
だったのか、もっと詳しく教え
てください。

今、なかなか就職は厳しいです
よ。慣れた会社で、Ｋさんのこ
とをわかって貰っている中で、
仕事をしていく方が良いと思う
んですけど。

復帰したばかりで大変でしょう
ね。でもせっかく復帰したので
続けられる方法を一緒に考えて
みませんか？

別の事業所をさがす前に、今の
事業所で困っていることを教え
てもらえませんか。

■ 転職

私たちの所では、職業紹介をし
ていないので、就職情報は極め
て少ないのです。このため、K
さんにぴったりと合った職場の
情報提供はすぐにはできませ
ん。申し訳ありません。しかし、
ひとつの方法して、安定所に障
害者の関係の求職登録をして、
職業相談をしてみるという手が
あります。また、安定所の主催
する集団面接会に顔を出してみ
る、インターネットを使って求
人に応募してみるという方法も
あります。これらは、会社に籍
があっても対応してもらえるも
のですので、まずは、一緒に、
そのような選択肢について検討
してみましょうよ。
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　視覚障害その他の理由で活字のままでこの報告書を利用できない

方のために、営利を目的とする場合を除き、「録音図書」「点字図書」

「拡大写本」等を作成することを認めます。

　その際は、下記までご連絡下さい。

　　障害者職業総合センター　企画部企画調整室

　　　　　　　電 話 ０４３－２９７－９０６７

　　　　　　　FAX ０４３－２９７－９０５７

　なお、視覚障害者の方等でこの報告書（文書のみ）のテキストファイルを

ご希望されるときも、ご連絡下さい。
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