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大阪人材雇用開発センターとは

（社）大阪人材雇用開発センターは、2002年、

同和地区人材雇用開発センターを改組してでき

ました。

同和問題の解決のため、従来から、労働行政

をはじめ関係行政機関において、民間雇用をは

じめ現業職を中心とする公共部門への就職など、

種々の雇用促進がはかられてきました。また、

各種貸付制度等の就職援護措置をはじめ、職業

訓練などによって職業的資質の向上、巡回職業

相談による職業指導、職業紹介、企業内同和問

題研修推進員の設置など多くの対策が講じられ

てきました。

しかし、大阪府内同和地区の労働実態調査で

は、今なお失業率がかなりの高率です。

一方、大阪府では、2002年度から、市町村が

中心となって地域就労支援事業に取り組んでい

ます。対象者は、障害者や１人親家庭、中高年

齢者、同和地区出身者などの中で、働く意欲が

ありながらさまざまな阻害要因のために雇用・

就労を実現できない人。また、雇用・就労に関

する意識が希薄な学卒無業者です。

「おおさか人材開発雇用人権センター（Ｃ－

ＳＴＥＰ 」は、それまでの「大阪人材雇用開）

発センター」を改組し、こうした行政の地域就

労支援事業のサポート機関として発足させまし

た。

地域就労は、まず「出口」から

私自身は、地域就労というよりは出口をどう

つくっていくかということに、一番の関心があ

ります。

自治体の「入札制度」の仕方によって、もっ

と雇用開発ができます。また、企業のアウトソ

ーシングに着目して仕事をつくりだす。医療法

人、社会福祉法人では、どんどん人が採用され

ているのに、ちゃんとした政策的ルールがない

ままやられている。それに対しては地域貢献な

どのルールをちゃんと言った方がいい。また、

地域では、参加型まちづくりによって、コミュ

ニティ・ビジネスなどの雇用をつくりだせる。

これら４つの問題意識をもって、この数年間、

取り組んできました。

「ポスト同和事業」のコンセプトは

自立支援とまちづくり

部落解放同盟大阪府連の役員をしている当時、

市役所に同和対策事業として100人のヘルパー

がいましたが、事業を全部、廃止することにな

りました。障害者会館も民間移行するなど、大
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きな改革に取り組んできました。その中で削が

れても自立できるための支援、就労型の行政施

策をどうやって残し、発展させていくか、転換

させていくかが大きな問題でした。そこで、同

和地区の雇用開発センターという、大阪だけの

同和地区住民に対する雇用開発に取り組んでき

た社団法人を、就職困難者に対する雇用開発に

取り組み、大阪人材雇用開発人権センターに改

組するという作業をすることになったわけです。

私は、現在、センターの副理事長をしています。

画期となった「エル・チャレンジ」事業

就労支援事業の一つとして、私が理事長をし

ている「エル・チャレンジ」という知的障害者

の「雇用促進建物サービス事業協同組合」があ

ります。この事業は、日本初の、障害者雇用の

ための事業協同組合です。ポイントは 「政策、

的随意契約」と「就労支援事業 。」

｢行政の福祉化｣

「政策的随意契約」とは、障害者の事業訓練

に公共事業を活用することが目的です。たくさ

んの公共サービスがありますが、ビルメンテナ

ンスや公園清掃など管理部門は、障害者雇用に

適しているだけでなく、訓練にも適しています。

公と雇用の間の橋のない川に、橋をかける。就

労支援、自立支援の橋をかけることが大事だと

考えました。

授産施設で福祉事業をやると金がかかる。と

ころが市役所の掃除をやると、そこが授産施設

になります。１円もかからずに授産事業ができ

る 「施設なき授産」と表現したんですが、行。

政自身がもっとやれることがあるのに、政策が

不在のためにみすみすチャンスを逃しているの

ではないか、行政をもっと積極活用しようとい

うことで、当時 「行政の福祉化」という表現、

で取り組みました。

その中で目玉になった政策的随意契約。小規

模物件では、これまでも政策的随意契約はあり

ましたが、2000万円を超えるようなビッグな契

約を最初に受託しました。

ただ、政策的随意契約は、１つめはそんなに

難しくなったんですが、２つめ、３つめとなる

と難しい。１つめは、(株)グッドウィル堺とい

う、堺市がつくった障害者専門の雇用の会社が

受託して、９人の障害者を雇用しました。

２つめは、当時、約3000万円近い同和対策事

業に15～17人の労働者が働いていた数件の事業

を、政策的随意契約で人雇センターが受託し、

特別職業訓練事業に役立たせていました。それ

を、目的は達したので廃止し、知的障害者雇用

に転換しました。その時に初めて 「雇用」で、

はなく「就労支援」という言葉を使いました。

１年間の間に、ビルメン会社に就職してもら

うという方法で、公共の職場を職業訓練校とす

る形でやっています。価格は自治体の積算に基

づく、通常の民間業者と同じです。

現在、50職場で、３億円の事業を受託し、１

年間に100人の知的障害者が就労支援を受けて

います。今は90人の障害者が働き、未だ１人し

かリタイアした人がいません。

大阪市｢総合評価一般競争入札制度｣

その中でいくつか問題も出てきました。１つ

は、大阪府で最低制限価格を業者に訴えられ、

負けて罰金を払ったこと。すると、どんどんダ

ンピングが始まったので、エル・チャレンジは

運動団体ではなかったんですが、2001年に大阪

市公園局の前で障害者だけで座りこみをして、

ダンピングを引き起こす入札制度の強行を止め

ました。最近では、最賃違反も公然となってき

たため、ボイコット闘争するとか、それなりに
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激しい闘いをしました。そうして実現したのが、

大阪市での「総合評価一般競争入札制度」です。

これは、入札業者の評価を100点満点とする

と、その内30点が政策評価で、70点が価格評価

です。30点のうち７点が知的障害者の雇用。大

阪府では、従業員の18％に障害者を雇わなけれ

ば満点はとれない仕組みになっています。

その他、就職困難者を地域就労支援センター

を経由して雇わなければならない。母子家庭の

親は全従業員の１％を雇わなければならない。

大阪市では、ホームレスの雇用もあります。

法定雇用率では、1.8％以下は０点、法定雇

用率を達成しているところは１点、3.6％達成

しているところは満点の２点をとれるという仕

組みになっています。２年目にはかなりのとこ

ろが3.6％を突破しました。入札で落札したと

ころが、エル・チャレンジから採用しただけで

なく、入札に参加する前から雇いたいという会

社もあって、効果は上がったと思います。

大阪のビルメンでは、法定雇用率3.6％、母

子家庭の親は１％雇用していないと、入札では

勝てないとことになりました。受け入れ体制で

は、会社はどんなソーシャルワークができるか

を記述させる。点数は３点満点です。知的障害

者が働けるように管理できる職員がいないとこ

ろはだめだということが、２年位してようやく

定着しました。

この２年間で、一気に30人位母子家庭のお母

さんがビルメンテナンスに採用されました。当

初は、朝、早い仕事に母子家庭のお母さんは大

丈夫かなと思ったんですが、あにはからんや、

彼女たちは面白いと思っていることがわかりま

した。大阪市の事業で喧嘩したんですが、なん

で朝に掃除しなければならないかというと、朝、

人がいない間に掃除をしろという、変な常識が

あることがわかりました。知的障害者を雇って

いるのに、府民に見えないと啓発効果がない。

だから朝ではなく、府民が利用する時間に働い

てもうらう方がいいのではないかと言っていま

す。また、朝、１時間位を５人で働くと、午後

は暇ですから短時間労働になります。それなら

２人が４時間働いてもいいのではないかという

ことが、全然、議論されないままになっていま

す。まだまだ改善の余地があると思います。

ただ、母子家庭のお母さんたちは、実は「短

時間に集中してできる清掃は、仕事と育児の両

立に適していますよ」と言われたり 「あとを、

引きづる仕事の方が、今はしんどい」と言われ

たりして 「やってみないとわからんもんや」、

と思いました。

まだまだ課題が

総合評価一般競争入札制度は２年目に入りま

した。来年で３年目ですが、さすがにいろいろ

問題点が出てきました。余談ですが、雇用開発

助成金泥棒というのがあって、ある会社では、

母子家庭や障害者、ホームレス、中高年者、失

業者の助成金が、総売上の８％位になっていま

す。助成金は１年で切れるはずですが、８％が

継続している。入札制度は１年契約ですから、

落札できなかったから解雇しても不当解雇にな

らないため、どんどん１年で辞めさせています。

中高年者も次から次に入ってくる。１年たって

助成金対象者でなくなると同時に、新しい雇用

開発制度を変えていく。ていのいい保険金泥棒

です。就職困難者を定着させるための最初の１

年を応援しようという制度なのに、現実はこう

なっている。

法定雇用率も、届ける労働者名簿を分母にし

て計算するのですが、ビルメン業界は、雇用保

険に加入していない多数の不安定労働者を分母

にしている。大阪市役所は500人以上の企業で

ないと入札に参加できませんが、その500人は

パートを含めた人数で、実は100人位しかいな
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い。だから少し雇っただけでも法定雇用率は上

がっていくという仕組みになっています。労働

者の契約条件はどんどん変わっていっているの

に、法定雇用率はこの30年、訂正されないてい

ないなど、さまざまなことがわかってきました。

今後は、1000万円以下は「プロポーザル 、政」

策提案をして計画しています。

総合評価一般競争入札制度は、大阪方式とい

うより、どこでもできる制度です。岐阜県から

も問い合わせがありました。閣議決定で、政策

入札、障害者雇用で随意契約をしてもいい、今

までのように小規模契約でなくても大きな契約

でも構わないということになってきています。

随意契約というのはいい面もありますが、反面、

片寄るのではないかという問題も出てきます。

100ある職場の中の１つか２つだけで雇用する

可能性もあるので、ここは総合評価一般競争入

札制度と組み合わせていくことが大事かなと。

随意契約の受け皿の整備をしないと、企業によ

っては障害者の作業所をつくったり、自分たち

のネットワークをつくって、それで点数にしよ

うとするところが出てくる。こうなると、悲し

いかな、どうしても騙されたり、ちゃんとした

雇用関係を結ぶことができないる労働者が生ま

れます。サポートが難しく、一方的になる場合

があるので、私たちはエル・チャレンジという

方式をつくって、これを防止すると方法をとり

ました。こういうことも必要かなと思います。

ＮＰＯは、公共事業を受託する道がまだ開か

れていません。緊急雇用対策とか計画策定の中

でＮＰＯが受託することはできますが、清掃事

業などでは道が開けていませんので、今後、検

討していく必要があると思います。

Ｃ－ＳＴＥＰの挑戦

地域就労支援の受け皿として発足した「Ｃ－

ＳＴＥＰ （大阪人材雇用開発人権センター）」

では「人材スキルアップ事業」と「地域仕事づ

くりフェア 「会員企業評価顕彰制度 「会員」 」

拡大事業」の４つの事業が中心です。

人材スキルアップ事業

「人材スキルアップ事業」とは、企業が雇用

するときには、即戦力を求めて職安に行くこと

が多いのですが、それをやめて、１年前に雇用

計画を立て、Ｃ－ＳＴＥＰに登録して１年間、

就労訓練をする事業です。まだ２年間ですが、

不況のため、１年目が15人、２年目が14人しか

エントリーがありませんでした。それでも２年

間で20人近くが大企業に就職することができま

した。

面接で、自信をなくして自分のよさを表現を

できないまま、相手から評価されないことがあ

るので、しっかり自分を売り込んでいく訓練と

か、苦手意識を克服するとか、職場、企業に対

する理解。それに、どれくらいの賃金が自分に

あうのかはそれぞれ違うのであって、すぐ400

万円、500万円ほしいというのではなく、世帯

賃金で考えたら300万円でも選ばなければなら

ないという、フィナンシャルプランニングの考

え方の指導などを行っています。

地域仕事づくりフェア

地域仕事づくりフェア（アウトソーシング・

マッチング・フェア）は、今年で２年目になり

ます。まちづくりをやっている地域のメンバー、

障害者のメンバー、地域の協力する企業が出会

いをする場です。私はクリーニングや事務の仕

事をしているが、企業は発注先として検討して

もらえないか。職員は、１年間かけて結びつけ

られるように世話をしていく取り組みです。

会員企業評価顕彰制度
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Ｃ－ＳＴＥＰでは、企業会員1000社を対象に

会員企業評価顕彰制度をつくり、優秀な企業は

表彰しています。細かい評価項目で、総合評価

一般競争入札制度で入札した企業は何点とか、

点数をつける。Ｃ－ＳＴＥＰに正職の求人を出

したところは高い点数、臨時なら少し低い。人

材スキルアップ事業や企業研修を受け入れたら

何点。障害者雇用で何点と、Ｃ－ＳＴＥＰが点

数をつけるのではなく、自己評価をしてＣ－Ｓ

ＴＥＰに登録するやり方です。それをＣ－ＳＴ

ＥＰは会員相互で検証して評価する。

「同和地区人材開発センター」の時は「５年

間に１人は求人を出してや」とか「求人を出し

て」ということで成り立ったんですが、不況で

簡単には求人がない。正職者など出てこない。

これでは会費を納めるだけの会員になってしま

うので、それはあかんと、総合評価に変えた。

企業からすると、人権評価点数です。企業の担

当者は「これは面白い。わしの担当した時代に

何をしたかがわかりやすい」と言って合意して

くれました。会員企業には、関西電力、大阪ガ

ス、松下電器も入っています。これらの企業が

付けた点数を、自治体の入札に参加する時に点

数としてみてもらえるよう、研修の回数で点検

するのではなく、企業の変化を点数にしてほし

いということで、難しい点はあるんですが、取

り組んでいきたいと思っています。

会員拡大事業

厳しい雇用・失業情勢の中、職域開発事業は

特に力を注ぐべき課題で、会員企業の協力が必

要です。医療法人、社会福祉法人、ビルメンテ

ナンス、給食産業、外食産業など、不況に抗す

る企業会員の拡大に取り組んでいます。今年度

から、会員企業には、子会社・関連会社の雇用

についても求人（雇用）情報を提供していただ

くシステムにしました。

まちづくりから仕事が生まれる

西成地区の経験から

地域就労支援事業のモデルとなった｢ワークあい｣

地域就労支援センターのもともとの走りは、

我われが10年前につくった自立就労支援センタ

ーです。当時は、仕事の相談に来た人の相談を

受けるのに、時間がかかった。同和地区のＡさ

ん。クビになったんや。雇用保険に入っていな

いから、遡及措置を講じて雇用保険に入るよう

に企業とかけあう。６カ月間は、雇用保険に一

括加入できますから、失業保険も受けられる。

一方で、この人の長男が不登校で大変なことに

なっている。嫁さんも失業し一家破産だと。倒

産した親戚の連帯保証人になっている。いろい

ろ重なってくる。肝心の仕事の世話より、それ

以外の相談の手間がかかる。

それはとてもじゃないけど職安に任せられな

い。他の窓口で相談すると、あちこちたらい回

しになって疲れてしまう。いやはやどうしよう

ということで、地域就労支援センターでは総合

生活相談にしました。本人のご了解をいただい

て、個人情報は管理するということで、相談カ

ードを書いていただく。そうすれば、一度相談

に来た人は二度しゃべらなくてもいい。何度も

嫌な話をしなくていい。総合生活相談と就労に

至るプロセスを大事にする地域就労相談事業を

西成で始めて、結果、登録者は1500人になりま

した。それがスタートです。まちづくりの中で

始めたことです。

障害者を「休職者」に変えた「アスタック」

障害者の場合は、１人１時間かけて実態調査

を行い、カードをつくりました。結果、８割の

人が働いていませんでした。働いていない人の

８割は、障害が理由です。８割の障害者が失業
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しているのに10％の人しか失業者になっていな

いことから 「アスタック西成地区障害者就労、

支援センター」と「総合福祉就労支援施設・に

しなりウィング」を建てました 「アスタッ。

ク」というのは「明日を拓く」という意味です。

無理して職安に行くのではなく「ちょっと違う

明日を過ごしてみようじゃないか。仕事ってど

んなものか考えてみようじゃないか」と作った。

結果、ずいぶん障害者の求人登録が増えてきま

した。

生きがい労働事業団

「生きがい労働事業団」という、高齢者の事

業団もつくています。現在8000万円位の事業団

で、150人位の相談員が頑張っています。その

一つに「福祉送迎ワーカーズ」があります。西

成は道が狭いし、一方通行だし、マンションで

は５階まで行かなければならない。その間に不

法駐車になるわ、いろいろあって、ドライバー

の腕が必要でした。そこで、地域の高齢者を中

心にドライバー集団をつくった。

また 「西成陶工」というのもできました。、

牛の骨で陶器を焼く、いわゆるボーンチャイナ

、です。タイルをつくる。設備投資300万円位で

食えるというほどではないですが、年金＋いく

ばくかになるような事業になっています。

私は「ナイス」という住宅リフォーム会社の

社長をやっています。介護保険等もあって、リ

フォームはとにかく仕事がたくさんある。しか

し、もらう仕事を選べないため、階段を少し直

しても１時間かかると、儲からないんです。で

も、仕事がないという状態はないほどです。建

築士も抱えていますが、ホームレスや地域の昔

の大工さんに登録していただいて、仕事があっ

たらお願いしています。そんな簡単にはいきま

せんが、８年間、倒産せずに何とかやってきま

した。

住宅は、全国で初めて家賃補助制度を実現し

ています。縁あって西成にお住まいの方、同和

地区に生まれてここに住まれている方、最後に

西成にたどりついた方が、二度と他のところに

行かなくてもいいように、闘いをやってきまし

た。家賃補助制度は、民間賃貸住宅の建て替え

で家賃が上がった時にも、上がった分の何割か

が補助ｄｓれる制度です。

ナイスでは、現在、４つマンションを工事中

です。１つは土地を解放同盟が買い、マンショ

ンを建てています。これは価格の高いのを建て

ます。同和地区の人でお金を持ってる人は地域

から出ていくので、若い人がいなくなる。若い

人が住める、高くてきれいな、グレードの高い

ものを建てようと。生活保護の方は申し訳ない

けど入れません。他にも、グループホームや障

害者の倉庫ルームを入れたりと、工夫してニー

ズに応えるようにしています。

現在、ナイスでは、ホームレスの人を臨時雇

用して、ビルメンテの人と話をして訓練しても

らい、どんどん就職させています。ナイスから

17人の人が雇用されました。

その他 「おしぼり」や「介護機器の販売」、

「ビルメンテナンス 「調剤薬局 「地域情報」 」

化支援サービス 「賃貸マンション建設 、そ」 」

して「野宿生活者」のための「くらし応援室」

があります。

今、人気があるのは製靴業です。家賃タダで

小学校の空き教室を借り 「西成製靴塾」とい、

う靴職人養成所をつくりました。７年になりま

すが、元靴職人、同盟の幹部の人たちが、ボラ

ンティアで先生になっています。口下手で、上

手に話せない。ただ黙々と靴を作っているだけ。

これが若い子に受けまして、腕のいい職人から

技術を盗めると、インターネットを見て、全国

からやってきます。月謝は５万円。30人位の生

徒です。大阪の生徒は10％ですから、ほぼ全員
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が下宿している。年間70人位が申し込むので、

１年とか２年の待ちになります。

卒業したＯＢの店を見に行ったら、立派な靴

の店をだしていました。今時の子には、靴職人

になるというより、靴もつくれるデザイナーに

なるという意味なんでしょうね。１人は靴の医

者になりました。ドイツに行って資格をとり、

健康靴の店を大黒町で出して頑張っています。

１人暮らし高齢者の会「くらし組合」

地域のほぼ７割、4000人が１人暮らしの高齢

者です。釜が崎は圧倒的に男性ですが、うちは

女性が多い。西成の出身者とは限りません。天

王寺ではアパートが皆、マンションになった。

その人たちが安アパートに流れてくる。お風呂

屋さんは15あります。お風呂は、60歳以上の人

には役所から11枚綴りのタダ券が配られていま

したが、それを廃止しました。全部切って３年

目です。7000人位いたので、暴動が起こりそう

になった。お風呂屋さんも成り立たなくなり、

跡を継ぐ人がいなくなった。ところが風呂がな

いと困るということで 「暮らし組合」という、

組合を作りました。

浴場組合とかけあって、生協のように、出資

金500円で組合員になる。高齢者料金は260円×

10枚 「価格破壊や、ＭＫか」と言われました。。

費用は7000～8000万円。同和対策の総額は２億

円弱。お風呂にその半分を近くかける。行政施

策がなくてもやっていけます。260円でやって

いけるボーダーラインが１日1000人なんです。

15ある風呂に、60歳以上の人が260円の券で100

0人入ってくれたらやっていける。入る人数が

減っても360円にするのが得か、安くして何回

も入ってもらうのが得か。このボーダーライン

が1000人です。組合員は3000人います。女性が

コンピュータの前で「今日は何人」とやってい

ます。ＩＣチップを入れると顔写真が出でくる

システムになっていて、本人以外が入ったらバ

レるようになっている。これは個人情報ですか

ら、ちゃんとしないといけないんですが 「あ、

の人、３日お風呂に入ってないで」というのも

わかるというようになっています。

「暮らし組合」ではコミュニティ・ビジネス

として、配食サービスや洗濯サービス、個別相

談も始めました。高齢者が高額商品を売りつけ

られた場合などの組合員の相談を、丁寧に受け

るというサービスです。また、旅行会社や服屋

さんと、4000人のモニターがいるから商品開発

に役立てようと、相談しています。組合は、モ

ニタリング経費をもらう。東洋ゴムが、褥そう

のできにくいベッドのモニタリングを頼んでき

ました。１人暮らし高齢者のマーケティング調

査を通して、品質のいい商品が開発できる。

食事や洗濯、引っ越し、旅行もあります。最

近では喫茶店とか、配達サービスも考えられま

す。商店街の発展だけではなく地域の発展にも

つなげるコミュニティ・ビジネスです。

「都市生活関連産業振興施設（インキュベート)」

建設運動

公園整備でも、コミュニティ・ビジネスを考

えています。下は駐車場、上に公園を作る、２

層式の公園を認めるための国会審議が行われる

予定です。西成は公園だらけなんです。公園で

は飯を食われへんと、公園は反対してきたんで

す。公園の下が使えるのなら、そこで環境ビジ

ネスができないかと考えています。部落の人た

ちは古着を回収して生計を立ててきた。その古

着はリサイクルしてユニホームなどに再利用さ

れていますが、今は人が着たジーパンの方が売

れる時代です。膨大な古着の中から使えそうな

ものをチョイスし売る。古着のユニクロです。

センスのいい女の子がやれば、雇用にも結びつ

く。まちづくりにもなるんです。それをホーム
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レスや障害者の雇用の観点でできないか。

どうやって土地利用を仕事につなげていくか。

あと２年位かかると思いますが 「都市生活関、

連産業施設（インキュベート 」の建設運動を）

しています。企業とまちづくりのコラボレーシ

ョンができる施設を考えてほしいと思っていま

す。

こんなことをやりながら、釜が崎と同和地区

が一緒になってまちづくりをしようと、イギリ

スのソーシャル・アントレプレーナ（社会企

業）ＣＡＮ研究会に参加したりしながら将来を

考えているというところです。

こういうことをしながら、私が書記長をやっ

てきたこの５年で600人位就職しました。大阪

全体では4000～5000人になると思います。大阪

では、同和対策で公務員になったのが、20年で

5000人なんです。社会福祉法人やＮＰＯが増え

ているので、賃金は大分違いますのが 「我わ、

れはこれから、こんな生き方をしないとあかん

よ」という意味は伝わるかなと思います。

そして「入口」

就労支援は「地域」がキーワード

そして「入口」の問題ですが、まず、地域就

労は誰を対象にするかです。それは「失業者」

ではない。同和地区には、失業者になれない人

が多い。知的障害者は絶対に失業者になれっこ

ない。雇用保険に入っていない人は離職者には

なれない。失業者としての対策を受けられない。

失業者対策をやっていたのでは雇用対策になら

ないということです。

「失業者」は「失業住民」として、どこにい

るかを見るべきではないか。職安的発想はやめ

て地域に出るべきです。障害と失業という二重

苦の人たちがいることを、もっと注目しないと

いけない。

また、失業したが、雇用保険に入っていない

ために道が閉ざされる。家庭不和が起こる。子

に影響を与える。近所の関係がギクシャクする。

と、連鎖反応を起こす。いろいろ累積してくる

と 「失業苦」より「失業合併症」が重大にな、

る。

それに「失業率」より「失業の偏在」が問題

です。地域の地図で失業者の家に印をつけてみ

ると、２人いるところ、３人いるところがある。

古い住宅のところは、出ていった人が失業者に

なり、住む家をなくして帰ってくる。そういう

ことわかってくる。もっと丁寧に見てくことに

よって違うことが見えてくるのではないか。

「失業者」は、働きたいという希望を持つ

「就職困難者」という言葉で表現されなければ

ならない。働く意欲は働くことによってしか生

まれない、あたりまえのことを徹底しないとい

けない。働く意欲とハードルのようにして選別

してはいけない。相談に行きにくいと思わせた

らあかん。それが就労支援です。

緊急雇用対策は、それで生計を立てることも

大事ですが、働く意欲とか自分を発見すること

を重視すべきす。自治体は、緊急雇用で金をや

っただけで、その人たちのメンタルな面をみな

いのではだめ 「地域」で就職困難者を発見し、。

「地域」を職業訓練機関とし 「地域」を舞台、

に企業やＮＰＯがコラボレーションして 「地、

域」で仕事をつくりだす。それが地域就労支援

事業だと思ってやってきました。

大阪発「ソーシャル・インクルージョン」の

地域就労支援事業

最後に 「福祉（保護 」と「労働(自立 」、 ） ）

に橋を架けるプロセス、つまり「ソーシャル・

インクルージョン」が地域就労支援事業のポイ
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ントだということをお話したいと思います。

地域就労支援事業は、就労外相談、仕事外相

談が大事だということです。今日やったから、

明日は大丈夫ということではない。今日、明日

もだめだということでもない。隣近所、地域と

深く関わり合っていくソーシャルワークを確立

していかないといけないと考えています。まだ

十分確立していませんが、基本の考え方はそう

だと。これからは仕事外相談が基本になって地

域就労が成り立っていくと思っています。

公共事業を就労支援に活用

私がぜひこれからやりたいと思っているのは、

公共事業の見直し。国の事業も含めて公共事業

を徹底的に見直すべきです 「エル・チャレン。

ジ」をやりだしてから市役所とか府庁に行く機

会が多くなりましたが、いろいろ見えてきまし

た。道路の清掃やペットボトルの回収などでの

談合。利権の構造……。ただこれを「あかん」

というだけではあかん 「廃止しよう」ではあ。

かんので、きちっと民主化のプロセスをつくっ

ていくことが重要です。その時一つのポイント

になるのは就労支援ではないかと思います。

公共事業は、もっと公共の目的を課すべきで

はないか。人間の最後のプライドは仕事なんで

すね。それをエンパワーメントするのが福祉で

す。行政の人たちは、ホームレスの人たちに仕

事を提供したら問題は解決すると思っている。

そうではなく、ソーシャルワークとして取り組

まないと、仕事をあてがうという感覚ではホー

ムレス対策はできないと思います。いきなり雇

用ではなく、公共事業を徹底的に就労支援に活

用することが大事ではないかなと。

福祉施設の複合活用

それと福祉施設の「複合活用 。うちの地区」

に障害者施設があります。そこでは障害者の支

援をしたらお金はくれますが、母子家庭のお母

さんや失業者が来たら対象外になる。そうでは

なく、施設を複合的に活用できる制度が必要で

す。そこではパソコンの訓練をやっていますが、

福祉施設を就労支援施設として複合活用するこ

とで、ずいぶん変わってくると思います。

自治体サービスを就労支援に重点シフト

また、自治体は、他の職場を減らしてでも雇

用に関する職場に職員を増やしたらどうか。自

治体サービスを「就労支援」に重点シフトさせ

るということです。うちのソーシャルワーカー

は、給料は安いし、手間がかかるため仕事量は

多いし、神経はすり減ります。就労支援は大変

です。したがって、それなりの労働条件が必要

です。しかし、税金を使ってでも値打ちのある

仕事だと思うので、ぜひ検討が必要ではないで

しょうか。

今、大阪には、地域就労支援コーディネータ

ーや就労支援にかかわるスタッフなどソーシャ

ルワーカーが、200人位います。近いうちに、

介護福祉士会のような専門職としての協会をつ

くろうと考えています。地位の向上や、正しい

理解を広げるために、そういう協会が必要だと

思っています。専門職として、守秘義務などの

義務を果たさないといけないので、倫理規定も

確立していこうと考えています。

（とみた かずゆき・

おおさか人材雇用開発人権センター理事）

＊この原稿は、10月９日「自治体雇用施策研究会」の

講演録を編集して作成したものです。
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