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第 1回 「心のバリアフリー」に向けた汎用性のある研修プログラム検討委員会 

 

日時：平成２８年１１月１０日（木） １６：３０～１８：３０ 

場所：中央合同庁舎４号館２２０会議室 

 

議題：（１）「心のバリアフリー」に向けた汎用性のある研修プログラムの検討につい

て 

（２）汎用性のある研修プログラムの骨子検討についての論点について 

（３）既存の研修プログラムについて 

（４）今後のスケジュールについて 

 

配布資料：    議事次第 

      委員名簿／配席図 

  資料１   「心のバリアフリー」に向けた汎用性のある 

研修プログラムの検討について 

  資料２   汎用性のある研修プログラム検討にあたっての論点（案） 

  資料３－１ 心のバリアフリーに関する既存の研修プログラム等（好事

例） 

     経済界協議会で検討している「心のバリアフリー研修」につい

て 

  資料３－２ 「アクセシビリティ・サポートガイド基礎編」について 

  資料３－３ その他の取り組みについて 

 

議事内容 

＜挨拶＞ 

事務局 

・リオ大会が終わり、東京大会まで４年をきった。東京大会に向けて関係者が一丸と

なり、取り組みを進めていかなければならない。その重要な取り組みのひとつとし

て、東京大会、特にパラリンピックを契機として共生社会を目指していくというこ

とである。ユニバーサルデザイン 2020 関係府省連絡会議というものを２月に立ち上

げ、ユニバーサルデザインに関する取り組みを関係省庁で進めていくところであ

る。本検討委員会ではあらゆる業界の心のバリアフリー研修で使えるような汎用性

のある研修プログラムを作成するということを目的としており、非常に重要な取り

組みである。このあと説明があるが、プログラム案に基づいてプログラムの試行と

いうことが予定されている。その中で、課題の洗い出しや、ブラッシュアップの機

会があるが、限られた時間の中での議論であるので、本日から気になる点や気づい
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た点については発言いただきたい。出来ればその改善の方法、解決策を前向きにご

意見いただければと思う。今日は障害者団体の方々、経済界からも多くの方が参加

している。活発な議論をと思う。本委員会の成果を企業の心のバリアフリー推進へ

の大きな一歩としたい。 

中野座長 

・心のバリアフリーとは私にとっても重要なテーマである。心のバリアフリーとは単

に優しい心を持つというものではなく、また接遇が出来るということでもなく、情

報保障をすればいいというものでもない。心のバリアフリーというのは、バリアが

障害のある当事者個人の中にあるのではなく、人間関係を含めた社会との関係によ

って生み出されるということを理解したうえで、人間には心や体の特性や特徴、活

動や参加の仕方に多様性があるということを認め、万人が差別されることなく、安

心して快適に過ごせる環境を確立するためにすべての国民が具体的な行動計画に基

づいて、不断の努力を重ねることであるというように考えている。日本は国連の障

害者権利条約を批准した。障害者差別解消法も施行された。本検討会ではこれらの

法律の理念に基づきながら、これまで培ってきたプログラムを国連の障害者権利条

約や障害者差別解消法の理念に基づいて見直していく作業だと考える。国連の権利

条約の中では第 8条に意識の向上が明確に示されている。心のバリアフリーでも意

識の向上は重要なテーマであるので、この理念に基づきながら検討できれば良いと

思う。この場に参加されている方はこれまで様々な取り組みをしてこられた方々と

認識している。皆様のこれまで培われた英知と差別解消法の理念を融合して汎用な

プログラムというものを作成して行く。このプログラムがレガシーになるように、

これまでないプログラムをつくれればと思う。闊達な議論を願う。 

 

＜議題（１）「心のバリアフリー」に向けた汎用性のある研修プログラムの検討につい

て＞ 

事務局 

・資料１をみていただきたい。「１．本検討の目的および前提」のところだが、本年２

月からユニバーサルデザイン２０２０関係府省等連絡会議という会議を開催し、東京

大会を契機として心のバリアフリーやユニバーサルデザインに基づくまちづくりを

進めていくにはどういう施策をするべきなのかと、多くの障害者団体委員の方からの

意見を含めて議論をして、この８月に中間とりまとめを作成した段階である。とりま

とめには学校向け、企業向け、地域向けの取り組み等に分かれて記載されている。今

回関係するのは企業における取り組みにある、研修を作成するという内容である。 

・資料１の下部に記載しているが、説明すると『アクセシビリティ・サポートガイド基

礎編』という組織委員会が東京大会のサポートスタッフ、ボランティア向けに作成し

たテキストであるが、網羅的につくられている。その下にある『経済界にある既存の
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研修プログラム好事例』では経済界協議会にご協力をいただき、いま企業で行われて

いる研修プログラムを参考にしながら、日本中に研修プログラムを広めていくにあた

っての素案を作成いただいた。資料１の下部、赤四角の中が本検討委員会になるが、

これらの好事例、既存の取り組みを踏まえながらご意見を頂き、ブラッシュアップし

ていく。試行実施をし、その反省も踏まえて汎用性のある研修プログラムとして全国

に広めていく中身について検討していく。今年度中にこのプログラムは作成すること

になっており、来年度は作成したプログラムをベースに、接遇を行う業界向けにさら

に細かいところまで作成していく。これを日本中の企業に広める、国家公務員にもこ

れを踏まえて研修を実施してもらうという流れの中での検討会になっている。 

・資料１の２ページ、上部の図の右辺りにある『企業にとっての汎用性のある研修プロ

グラム』、これを本検討会で作っていくわけだが、既存の取り組みから好事例を反映し

て良い物をつくり、さらに『企業にとっての汎用性のある研修プログラム』の上にあ

るように、来年度以降は業界毎のマニュアルを作成するというものである。つまり、

この検討委員会で、接遇業界の接遇を行う場面で使えるような接遇マニュアルを作る

わけではない。今回はそこまでではなく、企業にとって汎用性のある研修プログラム

をベースとして作るということをご理解いただきたい。 

・資料１の２ページ「（２）検討の前提」についてであるが、研修プログラムを作って

いくにあたって、ゼロから議論するのではなく、中間とりまとめでまとめた以下の内

容を前提として検討に入ってほしい。『障害者の権利に関する条約及び障害者差別解

消法に基づく障害者への人権が守られることを前提としつつ、障害者の心身の障害と、

社会との障壁によって障害が生まれているという「障害の社会モデル」を理解するこ

と』、『障害のある人への差別を行わない（差別的取扱を行わず、合理的配慮を行う）

よう徹底すること』、『障害のある人の尊厳を大切にし、合理的配慮を行うことができ

るコミュニケーションスキルを身に付けること』であり、そのためには障害について

の基礎的知識の習得、障害のある人の心理の理解、障害の状態に応じた接し方（補助

犬ユーザー及び補助犬に対する接し方を含む）の基本について習得する必要がある。

この３つ観点を受講者が身につけられるようにするためには、どういった研修である

べきなのかについて議論いただきたい。資料１の２ページ下部に米印で記載している

『上記検討に当たっては、障害のある人が参加し、座学に加えて実習を行うカリキュ

ラム、研修教材となるよう検討を行うとともに、経営者の率先した取組や企業人材の

多様性の尊重に取り組む。』というように中間とりまとめではまとめている。 

・具体的にどういったアウトプットを本検討委員会で作成するのかというと、資料１の

３ページ「２．本検討の概要」にあるように何分で何を実施するのか、研修の中でど

ういったテキストを使用するのか、講師は何をどのように説明すればよいのか記載し

たテキストも必要になる。こういった内容を具体的に、三月末までに議論をして、詰

めていただきたい。 
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中野座長 

・議題（１）について、この検討会の目的・アウトプット・スケジュールを事務局が説

明した。何か意見はあるか。 

 

山嵜委員 

・障害当事者が講師になった場合の講習内容の偏りを防ぐため、本研修プログラムの作

成に加えて、障害当事者を派遣講師として育成するためのプログラムも作成すると良

いのではないか。また、この研修の理念として、差別解消法や権利条約に基づいたも

のが理念であるべき。「その理念に基づいた社会モデルの視点」を獲得するための講

師育成プログラムが欲しい。 

 

事務局 

・障害のある方も使用できる講師用テキストは作ろうと考えているが、障害のある講師

を育成するためのプログラムというところまで、この検討委員会でどこまで作りこめ

るかは、今の時点では申し上げられない。時間制約の問題。 

 

中野座長 

・本検討委員会では、まずは、企業等で使用する研修プログラムを作成するという点を

メインとさせていただく。しかし、本研修プログラムで当事者に参加いただくことが

ポイントであるので、この会議内では障害当事者向けのプログラムまでは検討できな

いかもしれないが、その視点は大切にしていこうということは明確にしている。この

検討委員会では、障害がある人の視点をもってプログラムを作成していきたい。しか

しながら、この会議の中ですべて作成することは難しいので、ここで集まったメンバ

ーがまた一緒になって当事者向けのプログラムをこの会議と平行して検討していこ

うというような動きがあっても良いのではないかと思う。 

 

＜議題（２）汎用性のある研修プログラムの骨子検討についての論点について 

議題（３）既存の研修プログラムについて＞ 

中野座長 

・これから議論することは汎用性のある共通プログラムを作成することについてであ

る。その例として資料３―１.２.３であげている既に実施されているプログラムにつ

いては、議論の取り掛かりとして説明したということでご理解いただきたい。資料 3

の中にある要素も含めて、ここは重要な要素であるので取り上げてほしい等、という

ように議論を進めていただきたい。事務局が集めた資料はあくまで代表的なものを集

めたという点をご理解いただきたい。資料について質問があればご意見をいただきた
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い。 

 

岸田委員 

・訂正させていただきたい点がある。資料３－３のユニバーサルマナー検定について、

当事者参画の欄で講師はすべて障害当事者と記載されているが、3級の検定のみ講師

はすべて障害当事者であり、2級は 3分の 1が障害当事者講師であると訂正させてい

ただく。 

 

中野座長 

・議論するポイントを整理すると、当事者参画のあり方を考えていく必要があると思う。

作成したプログラムは企業で実施していただかなければ意味がない。 

・次に、実現可能性の高いプログラムにしていく必要がある。実現可能性というのを考

えた上で、企業等からご発言いただきたい。実際に企業で展開する場合にはこういう

要件が絶対に必要であるというようなご意見をいただけるというのが重要なポイン

トかと思う。 

・最後に、質的な向上もポイントである。評価をしながら PDCA サイクルというのを考

え、ブラッシュアップ、スパイラルアップしていく必要があると思う。その中に当然

ながら障害当事者参画という点が重要になるかと思う。 

・この３つのポイントが重要である。これを念頭に置きながら議論していただきたいと

思う。 

 

田口委員 

・資料３－１の三段階に分かれている点について、今後広めていきたいのはこのエント

リーの対象の方。若い人たちに知っていただき、お子様を持つ年代の方々が、子供た

ちにも伝えていく。それが２０２０年以降にも伝わるのであれば、このエントリーの

カリキュラムが３０分というのはかなり少ないと思う。もし自分が研修を受ける立場

であれば、座学だけで実際に車椅子の方の段差をあげることはできないだろう。電動

車椅子の方等、様々な方がいるので、少なくともベーシック以上のカリキュラムが必

要なのではと思う。会社で３０分以上時間をとるのは大変だと思うが、ベーシック以

上でないと、実際には効果のあるカリキュラムにならないと思う。 

 

橋口委員 

・資料３－１の対象者で研修を受けていただきたい方は、未来を担って行く若者や、お

子さんのいる方々にもっと知っていただきたい。そうした方々にもっと手厚くする研

修が必要なのではないか。この０．５時間では、受ければ良いという義務になってし

まう気がする。この内容では、受けたという実績をただ残すものになる。そういう意
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味ではベーシック以上のものを社員に届くような形で提供するというのが良いので

はないか。 

・ベーシックの内容には、コミュニケーションが苦手な障害のある人への接し方という

ところが抜けてしまっている。ここのところはぜひ入れていただきたい。 

・予想される課題というところで提案であるが、発達障害にはコミュニケーションが苦

手な方も多くいらっしゃるので、当事者が講師となることが難しいこともある（当事

者講師を出来る方もいらっしゃる）。費用の問題からも人件費増と描いてあるが、企

業の中にもお子さんやご家族が発達障害を持っている方はとても多い。そういった家

族の方は、とても学んでいて実践している。自分のお子さんや、自分の家族に対して

どのように対応するのか把握し、日々実践で積んでいる方々なので、その方々を活用

していただくのも良いのではないか。もっといえば女性活躍といわれているので、マ

マが講師になるというのも女性活躍のいいきっかけになるのではないかと思う。 

 

朴委員 

・身体障害者補助犬について、変更していただきたい内容がある。たとえば、資料３－

２の挿絵、４１ページの盲導犬を伴っている方を誘導している絵であるが、間違って

いる。盲導犬ユーザーが手引きされる際、その方は盲導犬のハーネスは手からはずし、

ヒールと呼ばれる、リードだけを持った状態で歩かないといけない。 

・また、資料３－１の１８ページも同様に、再度、専門家の意見を聞いた上で正式に採

用いただければ良いと思う。当協会の「補助犬ガイド士」という資格がある。補助犬

を受け入れる為の専門的な知識と技術を身につけるための資格で様々な事業者に参

加していただいている。そのような補助犬ガイド士の養成についても参考にしていた

だければと思う。 

 

荒井委員 

・二つ質問がある。一点目は、資料の３－１のシンボルマークについてである。聴覚障

害者を現すマークは、内閣府の HPには「耳マーク」と記載されており、「聴覚障害者

シンボルマーク」というのは誤りである。また「聴覚障害者である」ではなく「耳が

聞こえない・不自由な」という記載にしてほしい。 

・二点目は、心のバリアフリー研修の進め方素案について、「エントリー」３０分とい

うのは足りないと思う。「ベーシック」でも、全ての障害は網羅されていない。車椅

子を使用している人、視覚障害がある人、聴覚障害がある人は記述があったが、盲ろ

うという重複障害の記述がない。１．５時間ではこれは足りないと思う。精神障害者

などについてもここには記載がない。精神障害者は今後ふえていくと思う。ベーシッ

クというのは中堅クラスと思うが、いずれは上にあげて、１０年後、２０年後の経済

界を担う人ということになると思うので、ベーシックにもっと十分力をいれて、その
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上でエントリー部分に対してはベーシック対象者が担当として普及していく役割が

あると思う。 

 

中野座長 

・今回この検討会で議論すべきことは私たちがどのようなプログラムを作成していく

かということになる。事務局案として資料２の「論点①：プログラム構成の基本的な

考え方」で「理念や姿勢」「障害への理解」「接し方の習得」これらを三位一体で理解

していくという考え方で整理しているがどうか。 

 

山崎委員 

・「理念や姿勢」は、障害者の人権を守ることにある。その前提を徹底しなければなら

ないと思う。理念はそこにあると考える。 

・「障害への理解」というところでは、障害はどこにあるのかということ、障害の社会

モデルの視点を獲得しなければならない。具体的な行動を起こせることが重要だと思

う。また、講義や実技、画像を見ることではなく、社会モデルを理解した上で、障害

者との対話が大事である。 

・「接し方の習得」では、一つ一つのプログラムには最終的に獲得する目的というのが

必要なのではないかと思う。体験も大事だが合理的な配慮の行動形成、行動を起こせ

るような研修にしなければならないと思う。 

・基本的な考え方というのは障害者の人権が守られることを前提理念とし、障害の社会

モデルというのを次に周知して、みんなが行動を起こせるようにするというものと考

える。 

 

星加委員 

・重要なのは資料２の「前提」に立ち戻ること。これは非常に適切なバランスでポイン

トが抑えられている。３つのポイントが挙げられていて、その中の要素として、コミ

ュニケーションをするためには障害について一定の知識が必要かもしれない、障害者

の心理についても考える必要があるかもしれない、実際の接し方についても一定の知

識が必要かもしれないという構成になっていて、私たちが作成する基礎的な汎用性の

高いプログラムの限られた時間の中で、何を重視して、どのようなバランスで、どの

ような内容を伝えるのかということを考えたときに、こうした枠組みというものを前

提としつつ考えるというのがひとつの考え方だと思う。資料２の「論点①：プログラ

ム構成の基本的な考え方」に挙がっている事務局案は、おそらく既存のプログラムの

中に含まれている偏りが反映された整理になっていると思う。 

 

中野座長 
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・資料２の「前提」はある一定の期間をかけてここにいるメンバーの多くが参加し、議

論して考えたもの。「前提」に書かれていることに一番ポイントがあるので、このポ

イントと論点をあわせて整理していくと良いのではないかという意見である。 

 

小幡委員 

・本プログラムを実施していくにあたって、たとえば電車には優先席があるが、優先席

で対応ができればよいのではなく、本来はどの座席でもその機能が発揮できるように

なるという目配り、気配り、心配りのできるインクルーシブな社会にしていくという

ことだと思う。既存のプログラムの見解では、少しセパレートになってしまうという

理解になる。目配り・気配り・心配りという表現がされるように一人ひとりがどう行

動していけるかというところに踏み込めるものにしたい。障害種別を網羅的というの

は数多くあり、一つ一つどのように加えるかという議論よりも、すべての根底となる

ものをどこまで進められるかというのを議論し、それを代表する当事者がどういう形

で登壇するかということがないと、当事者のプログラムの充実というところも見えて

こなくなる。その辺について、議論を深めていきたい。 

 

関委員 

・企業活動においてコンプライアンスはコーポレートガバナンスの一環であり、障害者

差別解消法と関連がある「心のバリアフリー」の理解・促進についても、弊社経営層

に同意が得られている。また、社内においては、単なる法の理解だけでなく、差別や

合理的配慮に当たる事例が具体的に定められている「対応指針」についても併せて触

れることで、「心のバリアフリー」に向けた理解・促進が図りやすくなると感じてい

る。 

 

北村委員 

・重症心身障害者というのは重度の知的障害と重度の肢体不自由の重複した障害でほ

とんどのものが寝たきりであり、全面介助が必要。医療的なケアが必要なものも多く、

人工呼吸器が必要なものもいる。コミュニケーションをとるというのは非常に難しい。

意思疎通を図るというのは大変時間がかかる。重症心身障害というのは少数派である

ので、出会うことも少なく、実際どういう障害であるのか定義を言ってもわからない

だろう。 

・毎年ボランティアの方と体験プログラムを行っている。体験していただいて接し方が

わかるのではと思う。どこかへ出かけるときは、人工呼吸器を装着したり、吸引のた

めの機械を装着したりする方もいるので、そういう方たちが目的地に行くまでにどう

いう課題があるのか考えていただくのを通して、障害を理解していただくことが良い

のではないかと思う。多くの方を対応するのはなかなか難しいが、ボランティアとし
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てイベントに参加するといった特別プログラムにしてみると良いのでは。 

 

荒井委員 

・プログラムの中を確認したが、ひとつ問題があると思う。障害者の理解というのは障

害の特性を知るだけでなく、障害者のツールとして利用しているものについても考え

ていくべき。たとえば私の前には手話通訳士がおり、手話通訳に費用がかかるのは確

かだ。しかし企業の責任として、そういった人材を育てる責任があるのではないかと

思う。その能力を発掘するそういう責務のあるのではないかと思う。大切なところは

先ほどのようにコンプライアンスという考え方を理解してもらえる場合に、コミュニ

ケーションには、筆談、パソコン、要約通訳など色々なものがあるが、やはり手話通

訳という合理的配慮を考えるということである。聴覚障害者のコミュニケーションは

手話である。当然みなさんは音声言語でコミュニケーションをとられている。明確に

手話が必要である、音声言語と異なるコミュニケーション方法が必要であるというこ

とを明示していただきたい。 

 

朴委員 

・障害者団体からみると色々盛り込んでほしいが、その結果、所要時間が長くなること

で実施できなければ無意味なのは理解している。しかし内容が十分でないと効果はな

い。企業の方は有給ボランティアの制度があって、イベントのお手伝いであったり、

福祉施設のお掃除であったりといういくつかのプログラムを選んで参加するという

システムが浸透しているように思う。有給ボランティアだけでなく、そこに有給研修

も加えると、時間の制約を受けずに十分な研修を受けることができて良いのではない

か。 

 

岸田委員 

・障害者のことを知らない、わからない、障害者と接したことがないというのが壁にな

っている。まずは「わからない」を「わかる」ように、「知らない」を「知る」ように

することが大切だと思う。そしてこの講義を障害当事者が行うことでその講師とふれ

あう、話すことで、その経験がないというところを埋められる。各障害を網羅的に理

解することは難しいので各障害の基礎的なもの理解することからはじめる。時間が３

０分は短い。だいたい９０～１２０分は必要だと思う。この時間であれば勤務の時間

を割いて出てきていただくことは可能である。 

 

＜資料２ 論点②に書かれていることについて＞ 

橋口委員 

・資料３－１でアドバンストは経営レベル・トップ層が対象で、その方々が社内での心
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のバリアフリー推進リーダーとなっている。経営レベル・トップ層ではなく、研修の

プロジェクトマネージャーを若手にして、その方が発信していく。プロジェクトマネ

ージャーが２０２０のときの企業スタッフとしても参画していくというのはどうだ

ろう。その方が広がっていくのでは。経営レベルのトップ層というのは、こういうこ

とは知っていて当然というのを求めるところである。若手の人たちを中心とした推進

リーダーに、エンジン・推進力となっていただき、展開していく方法もあるのではな

いかと思う。 

 

中野座長 

・今回ここでの議論は「汎用性のある」プログラム。このあとに、各業界のプログラム

が作られていくということを前提においていただきたい。 

 

村井委員 

・資料３－１の予想される課題のところにも記載させていただいたが、講師としてどこ

の団体様にお声がけさせていただけば良いのかが課題。全国規模で展開していく時、

特定の団体様にしか声かけできず、集中してしまったり、公平性がかけてしまったり、

偏りが生まれてしまう。（レベルや人数的な面で難しい）どうすればよいか。 

 

山嵜委員 

・当事者講師がどのくらいできるか、どのくらいのレベルなのかということは不安があ

ったが、エコモ財団ではトレーナー研修の中に色々な当事者を入れさせていただいて

いる。そこで講師を務め、事業者さんとの対話を通して、様々な経験をさせていただ

いている。エコモ財団では講師バンクというものを作成していただいている。名前を

登録してどんな経験がある、どんなことが出来るという講師リストを作成されている。 

 

岸田委員 

・当事者講師としては車イスのもの、全盲のもの、耳の聞こえないもの、LGBTの講師も

いる。それぞれこのユニバーサルマナー研修というものをしている。講師は、「必ず

伝えるべき軸」と「個人のなまの体験」の２つを話すように、講師を育成し、プログ

ラム研修を行っている。 

 

星加委員 

・資料３－３のその他取り組みの団体に出ているが、障害平等研修フォーラムではファ

シリテーター養成の講座を設けて、ここ数年、年間の目標を決めて講師の育成を行っ

ているという話を聞いている。 
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中野座長 

・いくつかの団体が既に取り組みをしていただいているということはわかった。企業か

ら見るとどこに問い合わせをすれば良いのかというのは非常に難しい問題で、今既に

実施している団体に今後さらに話が集中してしまうという可能性がある。企業に関し

ていうと各企業に所属しているすべての方々に研修を受けてもらうと思うとかなり

の規模になる。当事者に関しても、今回の議論の元なっている考え方、実験の話や社

会モデルの話をしっかりと理解した上で、先ほどの個人の体験もお話が出来て、さら

に話術や伝える力というものが加味されないと企業の側としても呼ぶのがなかなか

難しくなる。これをどう担保していくかというのは当事者参加を促していくためには

重要なテーマになるというのが今出てきた。今日ここですぐに結論は出ないので、こ

れはそれぞれの団体でどうすれば当事者参加というのを全体的に出来るかというの

を考えていただければと思う。 

 

朴委員 

・研修について、実際に提供している団体は数少なく、提供できる労力は多くない。こ

れから研修を受けなければならない需要の方が多いと思う。色々な団体が自らの基準

をあげるために、指針・ガイドラインのような基準を明確にし、日本全国の団体がそ

こに向かっていくというのが大切。実施すると、幅広い障害研修の中で、団体の強い

ところ、少し弱いところというようにカラーが出てくる。事業者によって事業者にあ

った団体を選んで実施していただくというのが大事なのでは。 

 

北村委員 

・当団体では当事者が講師になることはできない。先月の神奈川の事件以来、保護者と

集まり何回も話し合いをしているなかで、重度の障害を持っている子供が一生懸命に

生きている姿を観ていただくだけでずいぶん違うのではないかという意見が出てい

る。当団体としては地域にでて、重症心身障害を知ってもらおうというのをまた話し

合う予定。知ってもらうこと自体に意味があるのではなかろうかと思う。この研修の

中で、確かに障害種別はたくさんある。ニーズのそれぞれ違うので全部というのは難

しいかもしれないが、出来るだけ多くの障害を理解していただくという形でのプログ

ラムの進め方をお願いしたい。 

 

三宅委員 

・汎用性のプログラムのあり方ということだが、障害当事者が講師になる場合に、大き

な団体から派遣されて話をする分には、基礎的なところ、大まかなところの話はでき

ると思うが、実施される地域特有のものも出てくると思う。その観点からも、当事者

が参加する場合というのは前述したことを考えながら講師を派遣することや、地域団
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体ともこのプログラムの内容を把握できる内容にしたほうが良いのではないかと思

う。地域の団体との連携に関する要素も盛り込んでいただければと思う。 

 

村井委員 

・ご指摘を賜ってすぐに資料３－１の修正版を発行したい。今後ともご指摘いただけれ

ばと思う。全体の進め方について個人的には賛同する。今日頂いた意見は参考とし、

経済界協議会でもませていただく。 

 

星加委員 

・提案であるが、基礎的なベーシックなものを委員会の役割として作成するが、その中

でも９０～１２０分は必要だろうというのが共通した認識と思う。ただ課題としてそ

うしたプログラムを汎用性の高いかたちで全国の企業で、全社員に対して提供すると

いうのは、講師の側のリソースという問題もあり、企業の中でも時間的なコストの問

題ということもあり難しいことのように感じる。なので、この委員会で作るプログラ

ムとしては９０分～２時間の枠を想定して作りつつも、より簡便なバージョンという

ものをプログラム全体の中から切り分けて実施できるような二段構えのようなプロ

グラムの作り方をするというのは、われわれのスピリットを生かしつつ、汎用的な実

施の実現可能性にも資することだと感じる。その際にショートバージョンのよりベー

シックなものについては当事者講師のない形でも、実施できるようなプログラムを作

成するという考え方もあると思う。ご意見をいただければと思う。 

 

中野座長 

・本委員会では基本はベーシック、９０分から２時間くらいのプログラムを目指してい

き、その中からショートバージョンというのも作ってはいいのではないかと。これは

ベーシックバージョンを受けていくまでの誘い、コマーシャル的な意味合いも含めて

ショートバージョンというものが見えてくる。その場合には講師のリソースという問

題もあるので、ショートバージョンに関しては障害当事者が講師でない場合でも実施

できる仕組みを考えたらどうかということだったが、いかがか。 

 

北田委員 

・今回の「汎用性がある」というのはぼんやりしているので、「汎用性」がどういう定

義なのか考えるとベーシックコースがあるべき役割というのがはっきりすると思う。

ベーシックでも正しい法律の理解ということと、共有して持つべきインクルーシブな

社会のゴールイメージというのがもう少し明確に定義されると思う。様々な障害のレ

ベルがあると思うが、専門家でない企業人が組みすべき基本的な知識というのが、そ

れはまず社会人として持つものだと定義されれば、それは新入社員教育でやるべきで
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しょうと。総務や人事部の人は当事者も含めた専門的な知識を身に着ければと思う。 

 

山嵜委員 

・プログラムの内容は重要だが理念・姿勢をしっかりしておかなければプログラムを固

めることは出来ない。企業で時間をとって実施していただくので、障害当事者の講師

を育てるにあたって、理念に向かって育てなければならないので、理念を先に設定す

ることが重要だと思う。 

 

小幡委員 

・今話し合った点でよい方向になると思うが、継続的にという想定をしたときに何を持

って継続とするか。一人の人が教育を受けていくものがいくつかあるのか。それとも

色々なステージがあって重層的にやるのか。この継続の意味合いも共通理念に。企業

としては継続的に実施するが、学ぶ側は 1回だけとならないような個人の継続性が重

要ではないかと思う。 

 

中野座長 

・他に何かあれば事務局にメールでお伝えいただければと思う。 


