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試行実施等についての報告 
 

 第 3回検討委員会までの議論を受け、基本プログラムの雛形案を作成し、大企業及

び中小企業の社員に向けて試行を行った。 

 各プログラムの試行において、受講者がこのプログラムの目指す 3点の気付きを得

たことを確認した。 

 また、上記一般社員に対する試行に加え、経済界協議会と協力し、様々な分野の企

業の研修担当者に対しても試行を行い、運営等における課題を整理した。 

 

 

１.試行の概要 

  基本プロムグラムの雛形案の以下 3 パターンについて、大企業、中小企業の社員を対

象に試行を実施した。 

 

 対象 実施プログラム 受講者数 

① 大企業 パターンＡ 当事者講師による語りの座学＋グループディス

カッション 

２１名 

②  〃 パターンＢ ゲーム型の気付きを与えるワークショップ＋当

事者講師による語りの座学＋グループディスカ

ッション 

２１名 

③  〃 パターンＣ 当事者講師による語りの座学（DVD）＋グループ

ディスカッション 

２３名 

④ 中小企業 パターンＡ 当事者講師による語りの座学＋グループディス

カッション 

１３名 

⑤   〃 パターンＢ ゲーム型の気付きを与えるワークショップ＋当

事者講師による語りの座学＋グループディスカ

ッション 

１０名 

  ※各パターンのプログラム構成の詳細については、本資料最後に示す。 
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2.結果 

(1) 研修プログラム受講の効果 

  試行プログラムの受講によって、本研修プログラムが目的とする以下の 3 点の気付き

が受講者によって獲得されたことを確認した。 

 

 ①「障害の社会モデル」の理解 

 受講前の「障害の社会モデル」の

認知度は、大企業・中小企業とも

に、「知らない」という実態であっ

た。 

 受講後には、受講者の殆どが社会

モデルの考え方を理解し、社会モ

デルの考え方を以下のように示し

た。 

（受講者の社会モデルの考え方提示例） 

 ・障害のある方の困りごとを作っているのは、社会・環境・周囲の意識であること 

 ・多数（健常者）によってルールを決めるだけでなく、ハンディキャップを持った 

人のことも配慮した社会づくりが大切。差別のない社会づくり（共生生活）に向け

た具体的なアクションを行うことが必要。 

 ・物理的にできる、できないではなく、お互いの困りごとや痛みに思いをいたし行動

できる社会。 

 

 ②「困りごと」への気付き 

 障害当事者ファシリテーター及び障害当

事者サポーターとの対話によって、困り

ごとを具体的にイメージできていた。 

（受講者の困りごとの 

具体的イメージの提示例） 

 ・障害の種別によって具体的な項目は異なる

が、イメージできたと思う。外面的なこと、内面的なこと。 

 ・具体的な困りごとのほか、わかってもらえないこと困難もあり、接してみないとわ

かりにくいもの。 

 ・段差、自動扉、入口、トイレ、案内不足など、生活の中で我々にとって些細な事象

がハードルとなる。 
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 ・身体障害、内部機能障害は、程度の差はあれ経験しうることで理解しやすいが、発

達障害は具体的な対処が難しいという印象を受けた。 

 

 ③「具体的な行動」の計画 

 受講後、受講生には上記の理解をベースとして自らの行動を変えていく具体的な

イメージができていた。 

（受講者の具体的な行動計画の提示例） 

 〇職場で 

・基本的に、一社会人として困っていそうなとき、尊重しつつ声をかける。あるい

は、困っているときに声を発してもらえる環境をつくる。 

・職場の意識を少しでも変えるべく、今日の研修の結果をレポートにして共有した

いと思う。 

・意識の向け方や規則の変更など、今すぐ変えられるものがあるので、頑張ってみ

たい。 

   〇個人的に 

    ・知り合いの障害のある方と「友人」になって、もっと交流し、理解したい。 

    ・とにかく一度声をかける。過度に干渉せず、自然に接する。 

    ・無関心をやめる。温かい声かけをして、コミュニケーションをとってみて、相

手が何か困っていたら、お手伝いをする。 

 

(2) 研修プログラムに対する意見 

  受講者の研修プログラムに対する意見としては、「障害当事者とのコミュニケーション

ができてよかった」「当事者講師の実体験の話から理解ができた」「わかりやすい内容で

あった」などの評価が挙げられた。一方で、課題点として、以下が挙げられた。 

 

〇プログラム構成 

・もう少し、研修の主旨や説明をしてから研修に入るべき 

・講義の時間が短い 

〇研修内容 

・具体的な声かけの方法も知りたかった。 

・肢体不自由の方のイメージが浮かびがちで、その他の障害についてもわかるような

内容とすべきか。 

・DVD講習では、臨場感がない。 
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・（様々な障害種別の紹介動画について）専門家の方から抽象的な話を聞くよりも、障

害当事者本人から具体的な困りごとの例を伝えて頂いた方が、より具体的にイメー

ジできる。 

 

 

〇グループディスカッションの進め方 

・グループディスカッションの時間が短く、議論が深められない 

・「５Ｗ１Ｈ」のシチュエーションがイメージしにくかった。 

・障害当事者サポーターともっと話す機会を増やすべきだと感じた。 

・時間が短く、障害当事者サポーターと話をする時間も短かった。 

〇研修の補助資料等について 

・映像の質・量を改善すべき 

・DVDの音にノイズがあった 

・社内展開をしていくためには、PPT資料の配布が必要 

〇会場設定について 

・グループディスカッションに向いている会場ではなかった。 

・マイクが聞きとりにくかった。 
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３.企業の研修担当者に対する試行 

  企業の社員に対する試行に加えて、企業の研修担当者を対象に、パターン B（ゲーム型

の気付きを与えるワークショップ＋当事者講師による語りの座学＋グループディスカッ

ション*）の試行を実施し、研修担当者の視点からの研修プログラムに対する意見を頂い

た。 

 ＊この試行では、ゲーム型ワークショップについては、DVD視聴とした。 

 

 ●障害当事者の参画について 

  ・障害当事者ファシリテーターが不参加の場合、進行役の語り方に配慮が必要。 

  ・グループディスカッションに障害当事者サポーターが加わることが理想。（想像力が

広がる） 

  ・社内や特例子会社等の障害当事者社員での対応が可能と感じた。 

  ・障害当事者ファシリテーターのできるレベルの当事者を呼んで実施することがベス

トだが、現実的には、予算・拠点数・拘束時間等から難しい。 

⇒しかし、2020年を契機に広めるべき。 

⇒ある程度強制力のある方法（義務化）、DVDを活用する方法、社会的に PRになるこ

と（なでしこ銘柄のような）などの工夫か必要か？ 

  ・当事者ファシリテーターと進行役の連携は必須。 

  ・当事者を入れるのは、特に中小企業では難しいのではないか。DVDやイーラーニング

なども有効では。 

  ・社内の障害者を講師とするには、コーチングスキルを身に付けさせる必要があるが、

即実施はできないと考えられ、はじめは研修担当者とペアで実施することが考えら

れる。 

 

 ●プログラム構成 

  ・すぐに使える研修キット等があればよい。 

・規模の大きい企業では、この構成を実施するのは現実的に難しい。まずは、DVD視聴

などで理解することからスタートするなど、段階的・継続的にしていくべきか。また、

役職や立場によっても内容は異なる。こうしたことも合わせて整理していただきた

い。 

 

 ●プログラム内容 

  ・「心のバリアフリー」の定義が必要では。 

・困りごとについてもっと時間をさいてほしかった。 
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⇒事例集を冊子にまとめてほしい 

・職場に当事者が全くいない場合は、「良い経験ができた」だけで終わってしまう可能

性があるのでは？ 

・当事者が語った「困りごとについての動画」は、研修に当事者がいなくても穴埋め 

となる。このようなコンテンツの提供を要望する。 

・障害者が何を求めているのか、どんなアプローチをしたらよいのかも説明があると

よかった。 

・意思疎通のコミュニケーションの方法も具体的に入れてほしい。 

 

 ●ゲーム型ＷＳ（DVD） 

  ・モデルを提供いただかなければ、実施は難しいか。 

 

 ●グループディスカッションについて 

  ・時間が短い 

  ・５Ｗ１Ｈのシチュエーションは時間がかかる、もったいない。ブレーンストーミン

グでもよいのではないか。 

  ・自己紹介がないのはいかがなものか。 

  ・車いす使用者のイメージに偏りがち 

  ・ヒントの出し方、うまく誘導する、まずは事例を見せるなどの工夫が必要。 

  ・当事者を入れることが重要。 

  ・障害機能のカテゴリー別に討議すると思考が整理できたのではないか。 

  ・個人ワークの行動宣言は、記名式とすると強制力があるように感じる。 

 

 ●その他 

  ・座学の PPT 資料は、配布・共有が必要では？⇒汎用性が高い。共有していただきた

い。 

・すでに似たようなプログラムを実施している。重複しての実施は難しいため、代替 

認定などの仕組みも必要ではないか（内容、ポイントについて〇〇、××が盛り込ま

れていれば、「心のバリアフリー研修」の実施とみなすといった） 

・既存研修に組み込み、既存ではカバーできていない部分だけ活用するなど、内容の改

変を自由にできるのか？ 
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４.研修運営側で整理された課題 

  本試行において、運営を実施した講師陣及び事務局において整理された課題は以下が

整理された。 

 

●準備段階 

 （各プログラムを効果的に実施するための「研修場所」の選定（広さ、机の配置、明るさ等）） 

 進行役とファシリテーターの連携のための綿密な打合せ 

 障害当事者サポーターに対する事前レクの必要性 

 障害当事者の意見を盛り込んだプログラム進行の確認 

 研修ツールのクオリティ（DVD 映像、PPTの構成など） 

 

●プログラム構成 

 アイスブレイク*の必要性・重要性 

 障害当事者との対話の時間の確保 

 

●プログラム進行 

 当事者ファシリテーターだからこそ伝わるメッセージを入れ込む 

 ファシリテーターと受講者の対話（発表と総評） 

 DVD パターンにおける進行役のファシリテーションの質の確保 

 

●座学内容 

 具体的にイメージできる事例の挿入 

 動画コンテンツの質の向上 

 幅広い経験談を織り交ぜていくことが重要。特に車いす使用者や視覚・聴覚障害以外の障

害はイメージしにくい。 

 

●グループディスカッション 

 グループディスカッションの時間（３～５分では短い） 

 障害の多様性を認識するためにも、「困りごと」で機能障害をいくつかイメージすべきか 

 事例を入れて説明が必要 

 当事者サポーターとの対話の時間も考慮すべき 

 当事者サポーターのファシリテーターとしての役割の徹底 

 グループにサポーターを入れない場合のファシリテーションの問題 

 ５W１Hのイメージがしにくい⇒もっと簡素化すべきか 

 

  ＊アイスブレイク：心の中の緊張（アイス）をほぐし、参加者同士の関係性を高める活動などを言う。お互いにコミ

ュニケーションをとることでウォーミングアップとなり、後のディスカッションがスムーズに進む。 
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参考：試行研修プログラムの内容 
 

①パターン A 

 当事者講師による語りの座学＋グループディスカッション 

 

 ●試行対象：大企業、中小企業 

 ●試行の実施体制 

障害当事者ファシリテーター（講師） DPI日本会議 山嵜涼子氏 

障害当事者サポーター 大企業向け：視覚障害者 2 名、肢体不自由

２名、精神障害者１名 

中小企業向け：肢体不自由４名 

司会進行、サポートスタッフ 検討会事務局（社会システム㈱） 

 ●プログラム構成 

 パターンＡ・プログラム構成 

-00:05 受講者受付 

 アンケート記入（受講前分） 

00:00 ①ファシリテーター自己紹介（山嵜さん） 

 ②導入 

 バリアフリーに対する認識の確認 

 ③障害はどこにある？ 

 障害の社会モデルに対する理解 

 ④グループディスカッション①（各グループに当事者サポーターがつく） 

 困りごとを見つける 

 ⑤法律での位置付け 

 コンプライアンス上の必要性 

 ⑥グループディスカッション②（各グループに当事者サポーターがつく） 

 困りごとのストーリーをつくり具体的にイメージする 

 ⑦動画視聴 

 当事者が抱えている困りごと 

 ⑧グループディスカッション③（各グループに当事者サポーターがつく） 

 ⑥、⑦を踏まえて・・・ 

 困りごとに対してあなたができること 

 ⑨実際に行動していくために 

01:25 ⑩本日のまとめ 

01:30 アンケート記入（受講後分） 
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②パターンＢ 

 ゲーム型ワークショップ＋当事者講師による語りの座学＋グループディスカッション 

 

 ●試行対象：大企業、中小企業 

 ●試行の実施体制 

ワークショップファシリテーター 東京大学星加氏、飯野氏 

障害当事者ファシリテーター（講師） DPI日本会議 山嵜涼子氏 

障害当事者サポーター 大企業向け：視覚障害者 2 名、肢体不自由

２名、精神障害者１名 

中小企業向け：肢体不自由４名 

司会進行、サポートスタッフ 検討会事務局（社会システム㈱） 

 ●プログラム構成 

 パターンＢ・プログラム構成 

-00:05 受講者受付 

 アンケート記入（受講前分） 

00:00 ゲーム型ワークショップ 

 クイズギャンブル＆ゲーム 

00:50 ①ファシリテーター自己紹介（山嵜さん） 

 ②導入 

 バリアフリーに対する認識の確認 

 ③障害はどこにある？ 

 障害の社会モデルに対する理解 

 ④グループディスカッション①（各グループに当事者サポーターがつく） 

 困りごとを見つける 

 ⑤法律での位置付け 

 コンプライアンス上の必要性 

 ⑥動画視聴 

 当事者が抱えている困りごと 

 ⑦グループディスカッション②（各グループに当事者サポーターがつく） 

 ④の困りごとから３つを選定し、それに対してあなたができることを検討 

 ⑧実際に行動していくために 

01:25 ⑨本日のまとめ 

01:30 アンケート記入（受講後分） 
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③パターンＣ 

 当事者講師による語りの座学（DVD）＋グループディスカッション 

 

 ●試行対象：大企業 

 ●試行の実施体制 

司会進行、グループディスカッション

ファシリテーター 

検討会事務局（社会システム㈱） 

障害当事者サポーター 視覚障害者 2 名、肢体不自由２名、精神障

害者１名 

サポートスタッフ 検討会事務局（社会システム㈱） 

 ●プログラム構成 

 パターンＣ・プログラム構成 

-00:05 受講者受付 

 アンケート記入（受講前分） 

00:00 ①プログラムの紹介、進行の説明（事務局） 

 ②導入（DVD） 

 バリアフリーに対する認識の確認 

 ③障害はどこにある？（DVD） 

 障害の社会モデルに対する理解 

 ④グループディスカッション①（事務局ファシリテーター） 

 困りごとを見つける 

※グループに当事者サポーターがつく 

 ⑤法律での位置付け（DVD） 

 コンプライアンス上の必要性 

 ⑥グループディスカッション②（事務局ファシリテーター） 

 困りごとのストーリーをつくり具体的にイメージする 

※グループに当事者サポーターがつく 

 ⑦動画視聴（DVD） 

 当事者が抱えている困りごと 

 ⑧グループディスカッション③（事務局ファシリテーター） 

 ⑥、⑦を踏まえて・・・困りごとに対してあなたができること 

※グループに当事者サポーターがつく 

 ⑨実際に行動していくために（DVD） 

01:25 ⑩本日のまとめ（DVD） 

01:30 アンケート記入（受講後分） 
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④企業担当者向け試行・説明会 

 ゲーム型ワークショップ（DVD）＋当事者講師による語りの座学＋グループディスカッシ

ョン 

 

 ●試行対象：各企業の研修担当者 38名 

 ●試行の実施体制 

ワークショップファシリテーター(DVD) 東京大学星加氏、飯野氏 

障害当事者ファシリテーター（講師） 一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会

岸田ひろ実氏 

司会進行、サポートスタッフ 検討会事務局（社会システム㈱） 

 ●プログラム構成 

プログラム構成 

受講者受付 

アンケート記入（受講前分） 

①プログラムの紹介（事務局） 

②ゲーム型ワークショップ（DVD） 

③障害当事者ファシリテーターによる座学&グループディスカッション 

●導入 バリアフリーに対する認識の確認 

●障害はどこにある？ 障害の社会モデルに対する理解 

●グループディスカッション① 困りごとを見つける 

●法律での位置付け コンプライアンス上の必要性 

●グループディスカッション② 困りごとのストーリーをつくり具体的にイメージする 

●動画視聴 当事者が抱えている困りごと 

●グループディスカッション③ 困りごとに対してあなたができること 

●実際に行動していくために 

●本日のまとめ 

アンケート記入（受講後分） 

 

 


