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要旨 

 
本研究は、脳性麻痺の障害者が主体となって運営し活動する福祉作業所は、障害者にとってどのような意

義があるのか、脳性麻痺者が社会に対して捉えている課題はどのようなことなのかを明らかにし、共生社会

実現のための方策を検討することを目的とした。障害者主体で運営が継続している法人A管轄の作業所に通
う脳性麻痺者を対象に半構造化インタビューを行い、テーマティック・アナリシス法にて分析を行った。結

果として、「障害者主体の作業所の障害者にとっての意義」は5つのテーマ、「脳性麻痺者が社会に対して捉
えている課題」は4つのテーマが抽出され、主体性を持つことの意義、若い障害者が当事者性を持ちにくい
ことなどが明らかとなった。共生社会実現のための方策として、障害者の起業、障害者運動に関する語りの

継承について論じた。 
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1 はじめに 
我が国では共生社会の実現に向けて次々と施策

が講じられるようになり、昨年は地域共生社会の実

現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令
和２年法律第52号)も施行された。障害者の雇用拡
大やインクルーシブな社会の実現を目指す様々な

動き(例えば文部科学省, 2012)ともあいまって、従来
のような健常者と障害者、あるいは提供者側と受益

者側を明確に分かつ福祉サービス提供モデルでは

なく、障害者も健常者もともに参加し何かしらの役

割を果たせるような場づくりにも関心が集まって

いる(例えば竹本、雄谷, 2018)。 
障害者が主体となって活動することは、決して新

しいことではない。日本における障害者運動は、

1950年代に始まり、1970-80年代にかけて⼀番盛り
上がりを見せたが、中でも障害者への差別撤廃のた

めの運動の活発さでは、日本脳性マヒ者協会の「青

い芝」が良く知られている(荒井, 2017b)。 
筆者は大学1年の頃から、脳性麻痺の方々の作業

所でインターンを行ってきた。それ以前は障害者と

関わりを持ったことがなかった筆者は、障害者は弱

い存在だという思い込みや偏見を自分が持ってい

たことに気づき、大きなショックを受けた。⼀般的

に障害者施設というと、運営主体は健常者であるが、

この作業所では障害者が運営の中心となっていた。

また、所属する障害者の9割以上が脳性麻痺者であ

った。インターン生として共に時を過ごす中で、脳

性麻痺の彼ら自身が活動の内容を決め、実行し、運

営に関わっているからこそ、生き生きとしているの

ではないかと感じた。その作業所の設立者は、前述

の青い芝の運動と関係が深かったことを後になっ

て知った。 

このような個人的な背景もあり、障害者が主体と

なって運営する作業所の意義や役割を障害者自身

がどのように捉えているのか、さらに、今を生きる

脳性麻痺者が社会に対して捉えている課題を明ら

かにしたいと考えた。世の中に存在する障害者への

思い込みや偏見を解消するためには、障害者のあり

のままや、彼らが感じ考える現実を広めることが重

要であると考えたのである。このような問題意識か

ら、以下のリサーチクエスチョン(RQ)を立てた。 
 

RQ1.障害者が主体となって運営し活動する作業の
意義や役割を当事者である障害者はどのように捉

えているのか。 
RQ2.脳性麻痺者が社会に対して捉えている課題は
どのようなものか。 
 
当事者の語りの中から問いの答を探求すること

で、個々人が尊重され、自立し社会参加のできる共

生社会実現のための方策を検討することとした。 
 
2 方法 
2.1研究デザイン・対象 
本研究は質的帰納的な研究である。研究フィール



ドとなった法人Aは、1988年に青い芝の会神奈川県

連合会の元会長で、障害者運動を中心となって牽引

してきた横田弘氏(荒井, 2017a)が設立した地域作業

所が母体である。現在は、神奈川県横浜市で障害者

地域作業所型の地域活動支援センター1(本稿ではこ

れを「作業所」と表記する）を2箇所、グループホー

ム1箇所を運営している。前述の障害者運動との関

わりが強く、設立当時から理事長は障害者が担うな

ど、障害者が主体となって運営、活動することが大

切にされている。また、2021年1月時点において、作

業所2箇所合わせて脳性麻痺者21名、精神障害者1名
が所属しており、９割以上が脳性麻痺者である。作

業所では、作業プログラムやレクリエーション活動

の他、インターンシップ生の受け入れ等を通した障

害者の課題普及など、障害者運動も行っている。 
インタビューの対象者は、法人A管轄の作業所に
通う脳性麻痺者であり、研究の同意を得られた者6
名である（表1）。 

 
表1：研究対象者の属性 
年齢・所属年数はインタビュー時点のものであり、所属年数32年
は法人Aの草創期から所属することを意味する。養護学校とは現
在の特別支援学校のことである。 

 
 

2.2 インタビューのプロセスと質問項目 
2020年7月2日から2020年8月6日に、法人A管轄の
作業所型にて半構造化インタビューを実施した。イ

ンタビューの時間は、約50分から300分で、許可を

得て録音した。主な質問項目は、①基本属性、②法

人Aに所属したきっかけ、③普段活動を行う中で所

属してよかったと思うこと、④法人Aをどのような
場所であると捉えているか、⑤普段生活をされてい

る中で課題に感じること、⑥世の中に広めてゆきた

いと思うことである。インタビューガイドを用意し

たが、協力者からの語りを尊重し、自由にご回答い

ただいた。 
 

2.3分析方法 
テーマティック・アナリシス法(以下、TA)の中で

 
1 地域活動支援センターは障害者総合支援法下で複数のタイプ
に分類されており、当該作業所は横浜市において「障害者地域

も生データからテーマを生成する帰納的分析手法

を用いた。２つのリサーチクエスチョンごとに、逐

語録をコーディング、カテゴリー化し、テーマを生

成した。 
 

2.4 倫理的配慮 
慶應義塾大学 SFCの実験・調査倫理委員会の承

認を得た(承認番号 274, 2020年 1 月)。調査は、対

象者個人が特定されないようにすることや、調査

協力を辞退する権利などについて、口頭と書面で

詳しく説明し、書面で同意を得てから実施した。 
 
3結果 
3.1 障害者主体の作業所の役割や意義 
障害者自身が捉える障害者主体の作業所の果た

している意義や役割については、表2に示すA～Eの
5つのテーマ、計14のカテゴリーが抽出された。 

 
表2：障害者主体の作業所の意義や役割 

 
 
3.3脳性麻痺者が社会に対して捉えている課題 
脳性麻痺者が社会に対して捉えている課題は、表

3に示す4つのテーマとそれを構成する19のカテゴ

リー、さらに3つのカテゴリーについては、各4～5
のサブカテゴリ―があった。 

作業所型」に分類されている。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-
kaigo/fukushi/annai/zaitaku/nicchu/chiki/sagyou.html 



表3：脳性麻痺者が社会に対して捉えている課題 

 
 
4考察 
 以下、テーマを【】、カテゴリーを《》、サブカテ

ゴリーを[]で示す。 
4.1 障害者主体の作業所の役割や意義 
障害者が主体性を持てる場があることで、障害者

自身が自分の人生を楽しみ、より快適に、より充実

させたものにできていると考えられる。主体性を持

つことが、以下に述べる障害者にとってのメリット

につながっているためである。 
《A-(1)人間的成長》にて、障害者の仲間から精神

面や生活面について、人間としての資質の向上に関

する効果が示されたが、周囲の障害者が主体性を発

揮している様子を見たり、お互いに働きかけたり、

自分から行動をすることによって、獲得されたもの

であると考えられる。加えて、《A-(2)障害者の社会
的地位や人権の理解》では、障害の概念や障害者の

置かれる社会的立場、人権や運動の歴史や背景につ

いて考え、学ぶきっかけを与えることが明らかにさ

れたが、これも自発的に運動に携わっていた仲間や、

周囲に運動での経験を積極的に話そうとする障害

者の主体性も影響していたと考えられる。これは、

自分自身の生き方や価値観の発見や出会いを示し

た《B-(3)自分の生き方の発見》にも影響があった。

《A-(3)障害者の先人たちへの感謝》は、運動に関わ

ってきた仲間が自分の考えを持ち主体的に行動を

してきたことやその成果を実感しているからこそ

出てきた言葉であったと考えられる。 
また、やりたいことや好きなことを実現できると

いう《B-(1)やりたいこと・好きなことの実現》は、

障害者自身で法人Aの活動をつくりだそうとする思

想、つまり障害者が主体となる考えがあったからで

あると考えられる。なお、《B-(2)意思決定の自由と

責任の保持》では、自分の意思で行動をし、責任を

取れないと、自分らしく生きられないということが

明らかになった。さらに、大人ならば障害の有無に

関係なく、責任をとり、自分で決めてゆく必要があ

るのだという主張もあった。 
そして、役所などの手続き面でサポートを得やす

いといった障害者相互の助け合いである《D-(2)各種
手続き面での相互扶助》は、自分たちで試行錯誤し

て問題を解決しようという、自身の頭で意思決定を

下していた例であると言える。これは、障害者が主

体であるからこそ実現ができたことであり、そこで

の経験は、意思決定の自由が許され、責任を持てる

《B-(2)意思決定の自由と責任の保持》とも言える。  
 
4.2 脳性麻痺者が社会に対して捉えている課題 
4.2.1 主体性を持つことの難しさ 
過去、障害者は大規模収容型の施設で管理される

立場にあった(渡邊, 2017)。現在では地域移行が推進

されている(内閣府, 2018)。《1-③障害者が自分の現

実・問題に出会わないこと》、[4-②-4守られた存在

であるがゆえの現実と向き合うことの難しさ]にて、
障害者が管理から逃れ主体性を発揮できると思い

きや、障害者を守ってくれる存在(例えば福祉系関
係者や家族など)に常に囲まれている状況によって、

社会に出て困難と向き合ったり、差別の問題に直面

したりする機会が限られることが示された。周囲が

障害者のためを思い、至れり尽くせり行ってしまう

ことが、かえって主体性獲得の機会を奪っているこ

とを示唆している。 
 

4.2 主体性の獲得を目指して 
以上から、障害者が主体の作業所は、障害者が主

体性を持つことが難しいという課題を解決する役

割を担っていると考えられ、障害者にとって非常に



大切な環境であることが考えられる。 
障害者が主体性を持ち、発揮する方法の中には、

営利組織である企業に就職し、世の中にサービスを

提供する方法もあれば、自身で起業をし、1からサ
ービスを展開してゆく方法もあると考えられる。 
前者の例では、協力者の中に一般企業で働いた経

験をお持ちの方もいたが、会社の方針に従う必要が

あるとの声も聞かれた。《B- (1)やりたいこと・好き

なことの実現》、《B-(2)意思決定の自由と責任の保

持》を追求し、より主体となれる場所を追求するな

らば、後者の選択もありうるだろう。後者について

は、コミュニティを基盤として、複数の障害者や支

援者、家族と協働することで、自身の障害を前提に

自分の生活にあった企業活動を展開することが可

能になる(中西、竹本, 2016)と報告されており、さら
に人工知能などの技術が発展しつつある今、今後の

障害者の起業の動きに注目したい。 
 
4.2.2 若い障害者の当事者性の持ちにくさ 
【4障害者自身の当事者性獲得】を構成する《4-①
障害者の自分の現実・問題への無関心》というカテ

ゴリーは、若い世代が差別やキャリアなど障害者自

身に関わる現実や問題への無関心であることを指

している。若い障害者が当事者性を持てない理由は、

社会や障害に関する情報や知識、経験を獲得できな

いことと関連していると考えられる。本研究からも、

[4-②-3情報を得る機会や場所の不足]にて、手続き

の内容や方法、障害の概念などの障害者自身に関わ

る情報を入手することの難しさが示された。また、

前述の《1-③障害者が自分の現実・問題に出会わな

いこと》や[4-②-4守られた存在であるがゆえの現実

と向き合うことの難しさ]とも関連している。これ

らを解決する方向性として [4-③-5社会の成り立ち

を教える人の必要性]がニーズとして示された。 
 
4.2.3 障害者運動に関する語りの継承の重要性 
若い障害者の当事者性の持ちにくさを解消する

ために、筆者は障害者運動の語りを継承することを

訴える。《A-(2)障害者の社会的地位や人権の理解》

は、法人Aは障害者運動に深い関係性があり、運動

に関わってきた運動の経験や歴史などについて共

有される環境であったからこそ強調された概念で

あると推測されたためである。また、 [4-②-3情報
を得る機会や場所の不足]を解決する方法の一つで

あると考えられたためである。筆者は障害者運動の

経験者や精通した者が、感じたことや当時の状況に

ついて発信する機会の創出を期待する。 
 
5 おわりに 
5.1限界 
本研究の限界として、一作業所に所属する脳性麻

痺者であり、さらに障害者運動との関係の深い者に

焦点化した研究であるため、一般化には慎重になる

必要がある。しかし、脳性麻痺者ご本人の語りを深

く引き出し、障害者が主体であることに着目した点

において貴重であり、一定の価値があると考える。

さらに、運動に関わった経験を踏まえ、または身近

にそのような人がいる中でお話しくださった内容

は極めて重要である。 
また、筆者の経験不足のために、インタビュー時

間のばらつきや質問の実施が不十分となるものが

あった。しかし、協力者の自由意志が自由に尊重さ

れたと言え、法人Aならではの役割や意義、協力者

が世の中へ真に課題として訴えたいことについて

語られたと考えられる。 
 

5.2結論 
障害者が主体である作業所の果たしている役割

や意義として、障害者が主体性を持つことによる障

害者にとってのメリットが示された。障害者が主体

性を持てる場があることで、障害者自身が自分の人

生を楽しみ、より快適に、より充実させたものにで

きていると考えられる。主体性を持つ一つの方法と

して、起業の提案を行った。 
また、脳性麻痺者が社会に対して捉える課題とし

て、若い障害者が当事者性を持ちにくいことが明ら

かとなった。本研究では障害者運動に関する語りを

継承することによって、当事者性を獲得できる可能

性を示した。 
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