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 本稿は、大阪大学のエコレンジャー（知的障害のある職員）との協働活動について報告し、多く

の国立大学で計画雇用している知的障害者の就労について考察することを目的とする。大学が持つ

リソースを活用して、さまざまな機会を設けることにより、知的障害者が表明しにくい（していな

い）仕事へのニーズの探求や能力の向上の機会となる可能性が確認された。大学における知的障害

者の就労は、藤井が提唱する、障害者の就労の二分法モデルから対角線モデルへの移行を探求する

場として位置づける必要性を述べた。 
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１．はじめに 

  

国連の障害者権利条約は障害者が労働に

ついての権利を有することを認め、その権利

には、障害者にとって働きやすい環境を享受

することが位置づけられている。日本は 2014

年に同条約を批准し、2016 年に障害者差別解

消法が施行され、雇用分野においても「障害

者の雇用の促進等に関する法律」が改正され

障害者差別の禁止、合理的配慮の提供が義務

化された。 

日本では 1976 年より障害者の雇用が法的

に義務化されており、その割合は段階的に引

き上げられて、2021 年 3 月時点では民間企業

で 2.3％、国・地方公共団体などで 2.6％、都

道府県などの教育委員会で 2.5％となってい

る。そのような中で、国立大学法人の多くは、

この雇用率を達成するために知的障害者を中

心に計画雇用を行っている。筆者が所属する

大阪大学においても 2008 年から雇用が始ま

り、2020 年現在で 49 名が在籍し、障害のあ

る職員の約半数を占めている。 

 本稿は、大阪大学で計画雇用されている知

的障害のある職員と筆者との協働活動を報告

し、その実践を通じて得た知見をもとに、就

労の場における合理的配慮と多様な機会の提

供の可能性について考察する。 

 

２．エコレンジャーとの協働活動 

 

２−１. エコレンジャーとは 

 計画雇用された知的障害のある職員（以下、

スタッフとする）の主な業務は、キャンパス

の屋外空間の清掃活動（落ち葉等の集積）で

ある。一部では、機械を用いた除草作業、ホ

ール等のトイレ掃除、宿泊施設の清掃活動な



ども行っている。このため、愛称として「エ

コレンジャー」と呼ばれており、揃いの制服

には「Eco-Ranger」と記載されており、学内で

の認知度は高い。雨天時は、再生封筒の作成

や不要書類の処理（シュレッダー）作業など

を行っている。スタッフ 3,4 名に対して 1 名

のリーダーと呼ばれる指導役を担う職員（主

に健常者）が雇用されており、スタッフとリ

ーダーがチームになって作業を行う。勤務時

間は午前 9 時 30 分～午後 4 時 15 分で昼食休

憩を除いて 6 時間/日、週 5 日勤務の一般就労

である。スタッフは箕面、豊中、吹田の 3 つ

のキャンパスに分かれて勤務している。筆者

が協働しているのは吹田キャンパスのスタッ

フであり、現在 28 名在籍している。年齢は 20

歳代が約 6 割と比較的若い人が多く、障害の

程度は中度、軽度が多数を占める。 

２−２. エコレンジャーとの協働活動 

 筆者は、知的障害のある人と研究者等が協

働して、就労や社会基盤整備の在り方などを

共同研究するための環境条件や方法を明らか

にすることを目的に学内外の研究者、当事者

と研究会（障害ラボ注 1)）を 2020 年 5 月に立

ち上げた。2020 年 9 月から不定期でエコレン

ジャーの業務に参加し、参与観察を行ってき

た（2022 年 3 月末現在で延べ 14 日間）。そし

て、スタッフとの協働活動として、「学生との

交流活動」、「キャンパス調査」、「エコガーデ

ンプロジェクト」を実施している。 

(1) 学生との交流活動 

人間科学部共生学系の 2 年生の後期の授業

の一部であるキャンパス内の花壇づくりに参

加するという、学生との交流の機会を設けた。

自己紹介、花植作業、看板づくりなど約 2 時

間のプログラムを毎年 12 月中旬に実施して

いる。2020 年度はリーダーから推薦のあった

5 名が参加した。2021 年度はチラシを配布し

て公募を行い、希望した 9 名のスタッフが参

加している。 

(2) キャンパス調査注 2) 

キャンパス内を清掃しているスタッフの

知見を活用する試みとして、キャンパスの危

険なところと、気持ちの良いところを調査し、

キャンパスマップを制作した。事前にチラシ

を配布して公募により参加者を募った。調査

は筆者が同行して、2 人１組となりキャンパ

ス内を自由に廻り、インスタントカメラで危

険なところと気持ちの良いところを１か所ず

つ撮影した。そして撮影した写真について、

「なぜ、その場所の写真をとったのか」コメ

ントを記入し、事務所内の大きな地図に写真

を貼っていった（図 1）。延べ 14 名（内 4 名

が 2 回）が参加した。 

 

図 1 キャンパス調査で作成したマップ 

 

(3) エコガーデンプロジェクト 

 エコレンジャーの新たな仕事の発掘、構築

の機会として、キャンパスの美化を図るフラ

ワーコンテナの設置という園芸作業を 2022

年 2月～2023年 3月の約 1年間かけて試行し

ている。これまでの学生との交流活動やキャ

ンパス調査では、参加を希望するスタッフに

偏りが生じた。このため、他者とのコミュニ

ケーションが苦手なスタッフも参加しやすい

「半分開いて、半分閉じたセーフティな作業

の場」の創出をめざして取り組んでいる。 

年間スケジュールは表 1 に示すとおり、花

の植え替え作業をはじめ、土づくり、毎日（冬

季は週 2 日程度）の水やり、追肥や防虫対策

など維持管理作業を年間通じて行っている。

全員が何らかの形で参加できるよう、業務の



一環として位置づけている。 

6 月の 2 回目の花の植え替えでは、花の苗

を令和 2 年九州豪雨の被災地（熊本県人吉市）

から取り寄せたことから、エコガーデンの活

動が被災地の復興にも役立っていくという物

語性を持つ機会を得た。復興に向けた応援メ

ッセージの寄せ書きを作成するなど、花を植

えるという作業を通じて、遠くの被災地に想

いを寄せる機会になっている。 

また、エコガーデンのプレートやポスター

などで本活動の周知を行い、ＱＲコードを通

じて学生や教職員から感想や意見を随時受け

付けている。「エコガーデン、いつも心癒やさ

れています。立ち止まって、眺めることもあ

ります。エコレンジャーの方々が大学を日々

綺麗にしてくださっていることにもいつも感

謝しています。（教員）」、「めちゃめちゃ綺麗

で、とてもほのぼのしました！これからの季

節も楽しみです。（学生）」などの感想が届い

ている。このメッセージをスタッフに共有す

ることで、学生や教職員とのゆるやかな交流

のきっかけをつくり、作業の意味や効果を実

感する機会としている。 

 

表 1 作業スケジュール 

2022.02 春の花植え 

 ↓ 水やりなど維持管理 

2022.05 土づくり、土のリサイクル作業 

2022.06 夏の花へ植え替え 

 ↓ 水やりなど維持管理 

2022.09 土づくり、土のリサイクル作業 

2022.10 冬の花へ植え替え作業 

 ↓ 水やりなど維持管理 

 

３．考察 

 

３−１. 国立大学における知的障害者の計画

雇用の意義と課題 

国立大学における知的障害者の計画的雇

用について、石井ら(2015)は高等教育機関と

しての大学が、積極的に合理的配慮の整備を

行い、障害者雇用をより推進する社会的役割

が期待されており、大学生らにとっての教育

的な意義も見逃せないという 1）。また、民間

事業所での知的障害者の一般就労の離職率の

高さを言及したうえで、「やりがいのある仕事

と緊張せずに話ができ、一緒に働ける仲間と

支援者が必要である」としている 1）。阪大エ

コレンジャーの就労形態は、緊張せずに話が

でき、一緒に働ける仲間と支援者（リーダー）

の体制は整っていると言える。参加観察する

中で、スタッフ間での助け合いや仲間として

の楽しそうなコミュニケーションが確認され

た。そして 3,4 名に一人のリーダーがつくこ

とで、作業上の必要なサポートを受けられる

体制は整っている。ただし、一般就労という

ことで、リーダーには福祉的専門性は求めな

いとされていることから、リーダー側には戸

惑いも確認されている。一方、「やりがいのあ

る仕事」であるかという点については、現段

階での考察は難しい。スタッフによって能力

や好みが異なり、仕事のステップアップなど

変化を望む又は受け入れるスタッフもいれば、

変化に弱いスタッフもいる。個々のスタッフ

にとって「やりがい」とは何か見極める必要

があり、全体で評価することは非常に難しい。

しかし、スタッフの 5 年以上の継続就労が進

む中で、今後、高齢化などの課題も予見され

ており、業務内容の見直し、拡充が求められ

ていることは確かである。 

３−２. 多様な機会の創出の効果と課題 

水内ら(2013)2）による国立大学における計

画的な障害者雇用の現状調査結果によれば、

大学という機能、特性を生かした障害者雇用

として学内外との連携や情報発信などを行っ

ているケースは少なく、学内連携しているの

は 10 大学のみ、学内にむけた情報発信してい

るのは 11 大学のみであった 2）。特筆すべき取

り組みとしては、新規採用職員の研修の一環



として障害のある職員との環境整備業務を行

っているケースや教養科目や専門科目の講義

で紹介しているケースなどが報告されている。

しかし、いずれも障害者への理解、啓発の範

囲を超えてはおらず、障害者との協働活動や

研究などの事例は確認できない。そのような

中で、本稿で報告した協働活動は、大学とい

うリソースを活かして知的障害者の新たな役

割を探求するという点で新規性があるといえ

る。キャンパス調査では、知的障害のあるス

タッフが日頃の清掃業務を通じて空間を認知

し、安心できる、心地よいと感じる場所の指

摘には、筆者が日頃は気づいていなかった空

間への気づきがあった。これらについては、

学生への情報提供を通じて今後、検証を試み

たいと思っている。エコガーデン活動では、

被災地の話題を通じて、他者とのコミュニケ

ーションが苦手なスタッフが、積極的に話す

場面や、土のリサイクル作業を通じてスタッ

フの新たな能力を確認する機会を得るなど、

多様な機会の提供が、本人自身が表明しにく

い（していない）仕事のやりがいを確認する

機会となったり、スタッフが成長する機会と

なったりする可能性の一端が確認された。 

 

４．今後の課題 

 

 大学における知的障害者の就労は、藤井が

提唱する、障害者の就労の二分法モデルから

対角線モデルへの移行（図 2）を探求できる

場として位置づけ、多様な就労形態の試行、

仕事だけでなく多様な機会の提供による共生

モデルの探求の機会を位置づけていくことが

必要ではないかと考える。本稿は中間報告で

あり、引き続き協働活動を行っていく中で、

知的障害者の就労の場における合理的配慮の

あり方や継続的な就労が実現する環境条件を

探求していく。そして知的障害者がさまざま

な場面で社会参加するための環境条件を明ら

かにしていくことが今後の課題である。 

 

図 2 二元モデルと対角線モデル 3) 
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補注 

1) 大阪大学大学院人間科学研究科附属未来

共創センターのオープンプロジェクトと

して設置している。

https://www.hus.osaka-u.ac.jp/mirai-

kyoso/ja/openproject/ 

2) ケアの文化研究所

（http://caringsociety.net/lab/）の「くらし

のパチリ調査」を参考に実施した。 
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