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1. はじめに
1.1. 発達障害者支援の立場から
今回、私たちが取り組んだ「発達障害者の特性に応じた就労支援連携事業」は、発達障害者支援機
関の中での閉じた生産活動を、単に外と連携させていくだけのプロジェクトではない。私たちの目論
見は、支援機関における生産活動と大学と経済分野とが対等な立場でアイデアを出し合って進めてく
プロジェクトとして事業を計画し実現していくことであった。
発達障害の人たちが社会で職業を得て自立生活を行っていく上での大きな問題は、「発達障害に対す
る理解の乏しさ」であり、その課題は現在も解消されていない。しかし今回、発達障害の当事者の方々
を中心に、発達障害の支援機関、発達障害支援に関わる大学、経済分野の方々、そして生産物を商品
化していく分野に関わる大学（デザイン研究）が手を取り合うことができた。当事者も含めたこのよ
うなチームで社会的生産活動を進めていくことは、発達障害の当事者の方々が地域に根ざして、地域
の中で自立生活を営んでいくための装置を地域社会の中に作り上げていくこととイコールである。そ
してそのような発達障害者の支援装置を、経済分野の方々も含むチームが広く発信していくことによっ
て、「発達障害に対する社会の理解」は「支援してあげなければ生きていけない人たち」というイメー
ジから「適切な支援によって社会活動を動かしていく一員となる人たち」というイメージに転換して
いくことができるであろう。
これまでの発達障害支援では、発達障害の方々が困難を感じる場面に対する支援スキルや支援法は
語られることが多かった。しかし、これからの発達障害支援に必要とされることは、それらの支援ス
キルや支援法を、発達障害の人たちの社会生活の中にどのように配置し、どのように全体を構成する
かということであろう。今回のプロジェクトでは、就労支援という枠組みの中で、原材料の生産、生
産物のパック詰めや箱詰め、露天での実践販売、ネットや店頭での販売といった場面が相互のつなが
りの中で用意されている。これらの場面に限定されてはいるが、本プロジェクトは「米粉ラーメンの
生産と販売」という社会活動の一つの在りようの中に支援を配置する試みとなっている。そして、本
プロジェクトで行う社会活動のさらなる展開の形として、東日本大震災の被災地である宮古市でのボ
ランティア活動が位置づけられている。このボランティア活動によって、発達障害の当事者の方々自
身が社会活動というものに対する捉え方や理解が広がるであろう。その広がりは「支えられることが
支えることにつながる」という社会の中にあたりまえに存在すべき人と人との関係性を感得すること
へとつながって行くであろう。
仕事を通じた社会とのつながりは人を成長させる。今回のプロジェクトを通じて私たちは、発達障
害者の特性を考慮した就労支援連携ということにとどまらず、そういった機会の中で支援に携わる側
も支援を受ける側もともに成長できる社会装置を提案したいと思う。

1.2. 企業人の立場から
企業にとって人事は重大事であり、とりわけ障害者雇用は一般採用と同じ基準ではめこむ訳にはゆ
かない悩ましい問題である。新卒の就職率も氷河期といわれ、健常者にとっても簡単に仕事にありつ
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けない時代である。そんな時代の障害者雇用であるから、雇用する側もされる側も簡単ではない。企業
側としては採用後も問題無く順調に業務が果たされることが必至であり、問題が起きてしまっては内部
にも外部にも都合が悪いわけである。したがって採用後も新入社員が独り立ちできるまでは何かと時間
がかかる訳である。ましてや、中小零細企業にとっては、人材教育以外に今の不況をどう乗り越えるか
で精一杯であるに違いない。たとえ大企業といえどもスムーズに障害者採用にこぎつける企業は、ほん
の一握りと思われる。もちろん、それがあるから事前に環境を整備し、職場特性を考え、職種を検討し、
下肢が不自由であれば、車椅子のままでも就業できる経理事務や財務、あるいはコールセンターなどで
の就職は、比較的早くから障害者雇用の適正ポジションとして開発されている。
しかし、発達障害者の場合、一見して健常者との区別がつかないことが多い。
それだけに雇用する側としては発達障害者の特性・特徴を事前に充分に理解し把握することが必要不可
欠である。できれば、発達障害の専門家よりアウトリーチを受け充分な検討を踏まえ、適合した職種で
採用すべきである。
しかしながら、親ですら自分の子どもが発達障害であると気づいてないケースもめずらしくないわけ
で、発達障害者の個性や特性を個人個人に見合ったかたちで就業につなぎ、規則に定めたとおりに業務
を達成させるのは双方ともに多くの困難を乗り越えてゆかなければならないのが現実である。
障害者が社会で自立した生活を送るための重要な要素のひとつが「働く」と云うことである。そして
収入のみならず、「障害者の生きがい」にもつながる職場を創ってゆくことは、企業にとっても「同じ
基準での生きがい」を共有していく覚悟が必要である。
今回の事業のきっかけは“きたのまち”のセンター長である今野氏からの依頼であり、次の内容であっ
た。今野氏は「うちの障害者に、社会人としての貢献と義務を持たせたい」との希望を持っていたので
ある。営業畑の経験しか持たない私にとっては未経験ではあったが今野氏の熱意におされ受諾すること
にした。
プロジェクトが始まってみると、それは、北の穀倉地帯といわれる旭川郊外に田んぼを用意し、手植
えで稲を植え、収穫した米を小麦とブレンド・製粉してラーメンにするという遠大な計画であった。し
かし、すでに地元の製麺会社も協力的に応援してくれることになり、札幌市立大学の武田准教授も仲間
に参加することを受諾、周囲からの協力を得ることが出来た、武田先生と学生はマーケティングを担当
しラーメンの味の分析やパッケージデザイン、ネーミングなどを企画、私は流通の経験を生かし業界と
のコーディネーター役を受けることにした。
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2, 事業の概要
2.1. 目的
「発達障害者の特性に応じた就労支援連携事業」は、旭川市近郊を中心に発達障害のある人たちを中
心として進めてきた米と小麦の生産活動を、札幌ならびに旭川の両地域にまたがる産官学連携による経
済活動に位置づけて展開していく事業である。米と小麦の生産は北海道農業の中核をなすものであり、
これを全国的にブランドとして名が通っている旭川ラーメンの商品開発につなげていくことを企図し
た。この事業展開の方向性によって、地域経済の活性化と同時に発達障害者のある人たちの就労支援に
おいても有益なマーケッテイングのプランニングを企業との連携により行うことが可能となった。この
ことは発達障害のある人たちの経済活動モデル事業を広く発信することになる。そして今回の事業では、
経済活動モデル事業としての発信に留まらず、発達障害のある人たちからの社会貢献活動を併せて展開
することを意図し、被災地沿岸部の仮設住宅でのラーメンの炊き出しとボランティア活動を当事者も一
緒に取り組んだ。この取り組みは、社会を支える一員としての彼らの精神的自立につながり、将来的に
彼らを支えていくものであると考えた。

①福祉分野と経済分野のコラボレーション
当法人は発達障害者支援センターと就業・生活支援センターの委託を受けているが、障害者の中でも
発達障害のある人たちの理解と支援は遅れており、いまだ障害者支援の谷間を脱したという状況にある
とは言い難い。
中でも北海道経済が衰退する中で障害者の就労は一段と難しい状況にあり、特に発達障害のある人た
ちの就労にいたっては困難をきわめている。今回の事業計画は「就労可能な方々だけが仕事に就く」と
いう受け身の姿勢ではなく、発達障害のある人たち自身と支援者が積極的に福祉分野と経済分野の連携
体制を構築し、北海道産の安全・安心な素材を用いたラーメンを福祉の枠を超えた産官学の連携体制で
共同開発するものである。
特に福祉分野と経済分野との連携は、従来の福祉性に企業性が加わることによって「車の両輪」のよ
うに一体となって発達障害者の就労支援を展開し育成するものである。そのことによって発達障害者の
社会的自立を強力に推し進めていく試みが先進的な形で実現するのである。本事業が見据えるのは、福
祉活動の近未来的自立モデルである。よって今回の事業の生産物である旭川ラーメンは、「情で買って
いただく」という福祉的な生産物の域から脱し、それ自体が商品として価値あるものでなくてはならな
い。発達障害のある人たちが将来的に精神的社会的自立の基盤を形成していけるように、彼らの社会的
成長を力強くサポートしていけるのは、今回のような事業の他にはないと考える。

②発達障害者の労働力
発達障害者の職場開拓・仕事の開発は、日本の現在における待ったなしの課題であるという現実があ
る。その理由は、発達障害者が働くことのできる社会の構築にこそ、日本の将来を支えていく可能性が
秘められているからである。2050 年の将来推計によれば、その時に日本は 2.5 人に 1 人が 65 歳以上と
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いう超高齢社会をむかえる状況にあり、社会保障制度の崩壊の危機も高い確度で見通されている。この
ような状況下にあって発達障害の青年達の労働力は、適切な支援と環境調整が整えられれば、来るべき
日本の超高齢社会の貴重な労働力になると考えられる。この予測的見込みは従来の研究報告からも概ね
妥当であろうと考えられる。潜在化している発達障害者の労働力を効果的に生かしていくことは我が国
の喫緊の課題なのである。
今回企画している「発達障害者の特性に応じた就労支援連携事業」は、北海道産の米や小麦から旭川
ラーメンを開発し、北海道内において販売を進めていくものである。しかも、その販売拠点は、新千歳
空港ターミナルビルのカムイン北海道および JR 札幌駅のどさんこプラザという観光拠点でもある。そ
の意味で、これらの販売拠点における試作・販売は、道内を越えて広く全国へと発信していける可能性
を秘めているものである。
本事業は、地域経済の活性化を「福祉」という公益的な軸から強力に推し進めていく６次産業化のモ
デル的事業であり、北海道および旭川地域の将来にとって価値あるものになるであろう。
また本事業は、発達障害のある人たちが自らの人生を自分自身の力で切り開き、生活の質 (QOL) の向
上や社会参加を継続していくための支援プロジェクトという位置づけをも持つものである。その位置づ
けを具現化していくために、経済分野との連携によって本事業のコスト・ベネフィット ( 費用対効果 )
を高め、発達障害者の生活の活性化を目指した。平成 25 年度からは、発達障害者を中心とした地域活
動支援センター ( きたのまちジョブリハセンター ) の利用者が、旭川ラーメンの原材料の生産からラー
メンの製造、さらに販売までの一貫した経済活動を通じて利益を生み出し、その利益から受け取る工賃
によって自らの生計を支えていく状況を実現していくものである。

2.2. 実行委員会の設置
①設置目的
本事業の実施にかかる事業の把握、整理、検討及び進捗管理
②委員構成 ( 予定 )
・実行委員長

安達潤 北海道教育大学旭川校教授

・副実行委員長

米山隆 ( 株 )Ｍシステム /ms ソリュージョン inc. 代表取締役

・実行委員 企業・福祉・教育・障害者団体等約 9 名程度を予定
③委員会開催時期等
・年間 6 回の開催を予定 ( 開催地については旭川市もしくは札幌市 )
・事務局は障害者支援センターきたのまち ( 旭川市宮前通 4155 番地 30 おぴった 1F)
内に設置

2.3. 事業内容
(1) モデル事業の実施に関わる生産機関および調査研究機関とその各役割
※米・小麦等の原材料の生産からラーメンの製造まで、終始一貫したシステム (6 次産業化 ) の構築を
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目的とする。
①稲場農場
・発達障害者と農家との連携により米 ( ほしのゆめ ) と麦 ( はるよこい ) を生産する
・米粉と小麦粉に加工
②藤原製麺
・旭川ラーメンの商品開発 ( 自前の米粉と小麦粉の使用 )
・スープの製造
・パッケージの研究
③北海道教育大学旭川校
・発達障害者の障害特性の把握
・被災地沿岸部の情報提供 ( 岩手県、宮城県、福島県、三県のうちいずれか一か所 )
( 必要に応じた炊き出し、教育・福祉専門職による相談業務のバックアップ、家屋の後片付け、引っ
越しの支援などのボランティア )
④( 株 )Ｍシステム /ms ソリュージョン inc.
・マーケッテイングのプランニング
・学校法人宮島学園・北海道調理師専門学校で試食会
⑤北海道企画デザイン研究会
・札幌市立大学デザイン学部 ( 武田准教授、ゼミ生 6 人 )
・米粉ラーメンのコンセプト確立 ( 販売促進計画、イベント企画、メディア戦略、流通計画、宣伝・
ＰＲ計画、パッケージデザイン、ポスター、ウェブ作成 )
⑥旭川市職親会
・旭川市保健福祉部、経済観光部との連携・イベントに協力
(2) 東北地方におけるボランティア活動 ( 総勢 10 ～ 20 名程度で構成 )
・助成事業の成果を持って、東日本大震災によって、現在も様々な生活上の困難に直面している方々
の仮設住宅を訪問
・共同開発した旭川ラーメンを発達障害のある方々と支援者・学生ボランティアによる炊き出しと
ボランティアの実施
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3. 米粉入りラーメンの開発
3.1. 米の生産過程
Ｈ24年度米作りについて

場所：北海道旭川市東鷹栖５線19号
品種：ほしのゆめ
工程：３月 ［中旬］ 苗床・圃場 除雪、融雪
ビニールハウス準備
４月 ［上旬］ 種子準備、芽出し

図１ 田植えの様子

苗床肥料散布 ( 化成 066)、耕起
［中旬］ 播種作業

～育苗管理～

［下旬］ 圃場肥料散布 ( 化成 434)
５月 ［上旬］ 圃場耕起、代掻き

追肥

［中旬］ 田植え

害虫防除 ( アドマイヤー )

［下旬］ 初期除草剤 ( スマートフロアブル )
６月 ［中旬］ 畦草刈り
７月 ［上旬］ 畦草刈り、溝切り
［中旬］ 圃場草取り
［下旬］ 病害虫防除 ( ダブルカットトレボンゾル )
８月 ［上旬］ 病害虫防除 ( ビームスタークルゾル )
［中旬］ 畦草刈り
９月 ［上旬］ 作柄状況調査、稲刈り準備
［中旬］ 稲刈り、乾燥、調製
１０月［下旬］ 圃場溝切り

今年度は天候にも恵まれ収量・品質ともに「平年並み～やや良」という秋を迎えることができた。ま
た、きたのまちの皆さんと取り組んだ米作りも２年目の試みということもあり、昨年よりも効率良く作
業を進めていくことができた。工程や要領を発達障害のある人たちに的確に伝え作業し易い準備をする
ことによりミスなく作業が進んだ。さらに、彼ら自身もそれぞれの役割を理解し、自主的に次の仕事を
見つけ行動する姿がみられました。特に、今年から取り入れられた田植え時の目安となる紐により等間
隔で直線的に苗を植えることができ、その結果として後の草取りや稲刈りの作業効率アップに繋がった
と考えられる。さらに、整然とした植苗が実現できたことで風通しが良くなったことにより病気の発生
を抑えられ収量・品質の向上も見られた。

一人での作業が多い農業という仕事の中できたのまちの利用者の人たちやスタッフの皆さんと作業が
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出来る時間は貴重であり、新たな楽しさや達成感などもあり大変勉強となった。この事業がさらに展開
し発展していくよう、今後も参加させていただきたいと思う。

3.2. 麺の開発過程
発達障害者支援道北地域センターきたのまちより、発達障害者の特性に応じた就労支援事業の一つと
して、旭川産の米粉を使ったラーメンの共同開発要請を受けた。この事業のこだわりはいくつかある。
一つは、きたのまちを利用している発達障害者が取り組んできた稲作でできた米から米粉を作ることで
ある。もう一つは旭川産の米と旭川ラーメンをカップリングして旭川ブランドの地産ラーメンを商品化
することである。そして、その地産ラーメンを軸とする経済活動に、発達障害者が関わるという地域の
動きを作り上げていくことである。
藤原製麺（株）としては、既に、米粉麺を用いたラーメンをＪＡあさひかわさんと取り組み、商品化・
販売してきた経験がある。また以前、旭川市内の学校給食としても米粉ラーメンを提供する取り組みを
行ってきた。
ラーメンの麺製造は、機械製造ラインのため、事故防止の徹底が必要不可欠である。そのこともあり、
発達障害者の人たちの関わりは麺製造以外の工程で参加することで共同開発を進めていった。
旭川の地産ラーメンであれば、米粉だけではなく、小麦粉も旭川産にこだわる必要がある。その上で、
米粉と小麦粉の配合比率、加水量、色素の使用、切刃と麺圧、ウェーブ波の強弱、麺の内容量、茹で時
間、スープの選択、そして賞味期限の設定など、様々な課題を共有して、試作を始めていった。
藤原製麺（株）として「麺」の材料は小麦粉（いわゆる商品化されているラーメンでは圧倒的に外国
産の小麦が多い）であり、麺の食感・味について、お客様一人一人が小麦の味を既に認識している。よっ
て米粉原料を小麦粉に併せて使用すると、小麦粉だけの麺とは食感や味が変化するので、米粉と小麦粉
の配合比率を様々に検討し、2 種類の麺を試作した。この 2 種類の麺について、発達障害者を含むプロジェ
クト参加者が試食と評価を重ね、麺とスープの方向性が決まった。

昨年、平成 24 年の 7 月 29 日、旭川市のクリーンセンターフェスタ、8 月 18 日のおぴった祭り、そし
て 9 月 15 日から 18 日にかけての岩手県被災地沿岸部宮古市周辺での被災地支援の中で、米粉入り旭川
地産ラーメン「きたのまち こめとこむぎの いいあんばい」の試食提供を行い、このラーメンを初めて
食する人たちの反応を調査し、把握してきた。
それぞれの試食提供には発達障害者も参加したが、事前の手順打ち合わせなどを徹底することにより、
一人一人が試食提供の持ち場をしっかり守ることができた。このことによって事故やトラブルもなく、
参加者がラーメンを作り、提供していくという小さな経済活動に関わることへの自信を持つことができ
たものと思う。

これからの商品づくりにも、継続的に参加していく中で、さまざまな苦労も出てくるとは思うが、今
回の「発達障害者の特性に応じた就労支援事業」という枠組みの中でラーメンを軸とした経済活動を動
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かしていくことは、それ以上の喜びを得るものと思う。

4. マーケティングと販売企画
開発商品「米粉入りラーメン」を販売するにあたり、本商品の特徴を明らかにし、他社製品に比較し
て有利な事項を明確にした。さらにそれらをアピールするパッケージ等のデザインを行った。
ついては、1. ラーメンの味の分析、2. 他社商品の分析、3. 商品の企画デザイン、4. 販売時期と販売
場所の検討を下記のとおり行ったものである。
検討と作業は、実行委員会委員および障害者とその家族の協力のもと、札幌市立大学デザイン学部の
企画デザイン研究室が担当し、教員の指導のもとゼミ学生が行った。

4.1. ラーメンの味の分析
本事業で新規に開発したラーメンの麺および味噌味，醤油味，塩味のスープの組み合わせとそれぞれ
の特徴を把握するために、評価指標を作成し、試食会を実施して、その特徴を明らかにし，販売上での
アピールするべき事項を明らかにした。

(1) 試食と味の分析
試食会は、全 5 回実施し、参加者は、20〜60 歳までの男女、延べ 60 名で行った。
作成した指標は次のとおり。（巻末資料参照）
1 味覚：味わいがある
2 触覚：歯ごたえがある
3 触覚：喉越しがよい
4 視覚：色つやがよい
5 視覚：形、外観
6 聴覚：つるつる食べられる
7 味覚：美味しい
8 味覚：よくまとまっている
9 臭覚：風味・香りがよい
10 触覚：こってりしている

図２

11 味覚：最後まで飲める

試作品の塩ラーメン

(2) 米粉入りラーメンの特徴
味噌味，醤油味，塩味のスープと麺の２種類の太さごとの茹で時間の組み合わせにより、本商品の特
徴は、下記のとおりにまとめることができた。（図２）
・麺は、細麺が食べやすく、喉ごしがよく、味わいがありつるつる食べられる。太麺は、満腹感が
大きくやや重い感じがする。
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・スープは、比較的、こってり感はみそ味が良い。よくまとまっていて、最後まで飲めるのは醤油
味である。塩味は風味・香りがよく最後まで飲める。
・旭川ラーメンの特徴である合わせ出汁の醤油味をアピールしつつ、ラーメンを食べなれていない
観光客にも受け入れやすいものは、細麺＋醤油味と細麺＋味噌味、細麺＋塩味であると言える。
・北海道の大自然の中で、すべて旭川で収穫した小麦と障害者たち自身が手植えして育てた米によ
り作られた米粉入りラーメンには、他には真似のできない安全安心感がある。

4.2. 他社商品の分析
北海道で先行販売されている他社ラーメンを購入し，そのパッケージの特徴を明らかにし、表示、文
字、名前、色合い、説明文、通信販売案内などの特徴を整理した。
購入先は、北海道産ラーメンを広く取り扱っている北海道貿易物産振興会が運営する JR 札幌駅構内
の「北海道どさんこプラザ札幌店」とした。
これにより、店頭販売する際の本商品の特徴を示すパッケージデザインの検討材料とすることとした。

(1) 他商品パッケージの分析
70 品目を購入し、次の 10 項目について調査、判定した。（図３）
調査項目は、売り場で観光客が手に取り、家庭や職場への土産物として購入する際の観点から独自に開
発したものである。
1 美味しそう
2 手に取りやすい
3 重さ、大きさで、選びやすい
4 安心・安全感がある
5 印象が強い、インパクトがある
6 他より目立つ
7 特徴、特性、差別化
8 高級感
9 対象、年齢、
図３

10 適正な価格感、値ごろ感がある

調査した他社製品パッケージ

(2) 他商品パッケージの特徴
売り場に多品種が並ぶパッケージから受ける印象や特徴を以下にまとめる。
・文字は黒色の筆文字が多い。
・高級感を出すために、金色が多用されている。
・産地や材料、スープの特徴をアピールするためのサブタイトルが付けられている。
・複数入りの商品は箱が多く、単品売りのものはビニール製の袋が多い。

9

・パッケージの窓から、ラーメンが見える工夫のものがある。
・出来上がりラーメンの写真がカラーで印刷されているものが多い。
・高価なものは、ラーメン店特性のものが多い。
・説明の文字や写真が、箱全体に印刷されていて、ほとんどの商品が同じ印象になっている。
・箱の中に、商品説明文などがあるものは比較的少数であった。
・問い合わせ先は示されているが、注文はがきが同封されているものやネット注文の受付が明記さ
れているものは、数品目しかなかった。

4.3. 商品の企画デザイン
本商品の特徴と他社製品の特徴をふまえて、本製品らしいパッケージデザインを検討した。

(1) 商品の特徴と商品名とターゲット
種類が多い中、選ぶ決め手になる本製品の特徴は、以下の３点である。
a. 食材の安全安心：
旭川でとれた米「ほしのゆめ」10％と小麦「はるよこい」90％だけで作られた。
b. 北海道の自然イメージ：
北海道の大きな空の下、澄んだ空気、身を引き締まる寒さの中で育った。
c. 自然と向き合う人々：
手植えの米、こだわりの農園、みんなで袋詰め、北海道の開拓の歴史、支え合う人々
これらを適切に表現する商品名は、30 を超える案の中から実行委員および担当の合同会議で、「きた
のまち こめとこむぎの いいあんばい」とした。これは、開発した場所と原材料の適切な混合によっ
てできたラーメンであることを示している。
また、多種多様なラーメンの中で、これら特徴をアピールする対象は、食べなれた北海道民の他にな
じみの薄い観光客をターゲットとすることが適切であると判断した。

(2) パッケージのデザイン
パッケージは、北海道の自然の中で育てた小麦と手植えした米
を 100％使用したものということで、田植えの様子の写真を入れる。
そこで、米の形の中に商品名を入れ、自然感のある米袋をイメ
ージさせるもので、ギリシア発祥のマーク「雷文」に米と小麦を
デザインしたマークを加えたデザインの帯を箱の上部に貼付ける
こととした。さらに、親しみを持ってもらえるようにキャラクタ
ーの「きたのまちこさん」を考案し、箱と作り方の説明にイラス
トとして入れ、説明文などは手書き文字とすることとした。
パッケージの各部のデザインについて以下にまとめる。
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図４

きたのまちこさん

a. 箱
大きさは、高さ 267 ミリ＊横 90 ミリ＊奥行き 50 ミリで、クラフト紙の色としてナチュラル感を表す。
さらに、各所には黒色で次のとおり印刷するものとした。
・前面に「なま」、スープの味（味噌、醤油、塩）の文字を印刷。
・背面に「成分表」「商品説明ごあいさつ文」を印刷。
・横に「バーコード」「消費期限」「きたのまちこさん（マスコット）」を印刷。（図４）
・ふたの下側に「お買い上げありがとうございます文」（手書き文字）を黒色で印刷。
b. 帯
旭川ラーメンの文字と米粒の形の中に商品名を入れる。また、3 種類味ごとに、味噌味（茶色系）、醤
油味（紫色系）、塩味（紺色系）として色を変えて印刷する。（図５）

図５

3 種類の帯のデザイン

c. 紐
米袋のイメージで、手に取りやすくするため、紙製の紐を付ける。
d. 説明文（箱の中）
両面カラー印刷で、箱内に入れる。ごあいさつ文、作り方をイラスト入りで説明、田植えの写真、ラー
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メンの写真、問い合わせ先、ホームページの URL とメールアカウントを記入する。ごあいさつ文は手書
き文字とする。（図６）

図６

箱の中に入れる説明文

4.4. 販売場所と販売時期の検討
(1) 販売場所
北海道では各地でご当地ラーメンの開発が進められ、有名ラーメン店もオリジナル商品を 開発して
いる。これらは日常の食品としてスーパーなどで販売され、また観光土産としてお土産店で販売されて
いる。
北海道産の食材を使った土産物を、特に道内外の観光客等に向けて販売することを目指している（社）
北海道貿易物産振興会 *1 に取り扱いを依頼することは最も効果的であると考える。
そこで、実行委員の協力を得て、その直販店である「北海道どさんこプラザ札幌店」と「カムイン北
海道新千歳空港店」で取り扱いを依頼することとした。

(2) 販売時期
当該店舗では、その取り扱い商品の選定を３ヶ月に１度行っている。本事業での商品、パッケージ作
成および箱詰め、発送の準備を勘案し、2013 年 3 月上旬から販売を開始することとした。

(3) 商品等の情報共有
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インターネットのドメインを取得し、発売日に合わせてホームページ
（http://www.kitanomachi.org）を開設することとした。また、問い合わせメールアカウントは
ramen@kitanomachi.org と定めた。ここでは、商品に関する問い合わせと共にジョブリハセンターでの
障害者の取り組みの様子やお客様へのメッセージを公開日々更新する。
これにより、商品や施設、障害についての情報共有、すなわち「きたのまちものがたり」を自分たちの
手で創造していくことを目指してくものである。

*1（社）北海道貿易物産振興会とは：
北海道の貿易振興と道産品の販路拡大を推進する機関として、昭和 39 年 (1964 年 ) に設立された社
団法人。主な業務内容は、国内外における道産品の取引の相談・斡旋、取引商談会、物産展等の開催、
国内外の市場情報等の収集、関係機関と連携した貿易コンサルタントや各種講演会・セミナーの開催、
道産品展示即売所等の運営。会員 ( 平成 24 年 5 月 25 日現在 ) は、総会員数：391、会員構成は企業
336、団体等 35、市 19、町 1 である。
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5. 被災地支援ボランティア
5.1. 目的及び活動内容
本事業では、発達障害者の経済活動モデルの構築のみでなく、社会貢献を通して経済活動モデルを広
く発信することも目的としていた。日常の中では「支援を受ける側」である発達障害のある方が、東北
の被災地沿岸地域で「支援をする側」となって活動する事で、多くの人が「支え合い」や「絆」の意味
を改めて感じ、「障害」に対する偏見の軽減につながると考えた。またその活動は発達障害のある方自
身も、改めて「自分たちの出来ること」を発見し、自己肯定感や生きる希望を感じる機会になるとも考
えた。
活動場所を宮古市に選んだのは、知らない場所での活動になるため、ボランティア受け入れの組織体
制が整っている地域を選んだ。現地の方々には、準備から終了まで細やかな心遣いをしていただき、無
事に終了する事ができた。活動内容は当初、引越しの手伝いや瓦礫の片付けなども視野に入れていたが、
現地との打ち合わせの中で、開発中の「米粉入りラーメン」の炊き出しに絞られていった。自分たちが
開発に関わっている「米粉入りラーメン」を提供できたことで、ジョブリハメンバーは主体的に活動に
参加する事ができ、より充実感を味わうことが出来た。
このように、当初の目的は達成できた活動であるが、この活動は今年度のみという事ではなく、「秋
まつり」の参加も「仮設住宅」での炊き出しも継続していきたいと考えている。今後は、被災地支援の
体制の規模やジョブリハメンバーの参加方法などを検討し、経費の支出方法を模索しながら検討してい
きたい。

5.2. 日程及び参加者
(1) 日程（7 日間）
平成 24 年 9 月 13 日 旭川市出発
9 月 14 日 宮古市到着 みやこ秋まつり準備
9 月 15 日 みやこ秋まつり 1 日目（宮古市駅前会場）
9 月 16 日 みやこ秋まつり 2 日目（宮古市駅前会場）
9 月 17 日 重茂地区仮設住宅にて炊き出し
9 月 18 日 宮古市元町サロンにて炊き出し 宮古市出発
9 月 19 日 旭川市到着

(2) 参加者（20 名）
実行委員

米山、谷口、武田

ジョブリハメンバー 5 名
ボランティア

学生 7 名、家族 1 名

事務局

今野、田中、丸山、加茂
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5.3. 活動報告
(1) 宮古市第 1 回復興祈願祭（みやこ秋まつり）
15 日：375 食、16 日：398 食
気温が高かったが両日とも 2 ～ 3 時間程度で予定数を提供した。残菜はスープも含め、ほとんどなかっ
た。持参したスープの量をみそ味も醤油味も予定数を決めていたため、途中で数量の調整を行なった。
そのためどれぐらいの差があったかは不明であるが、最終的には醤油の方が多く食数が出た。しかし、
みそ味の希望もかなり多かった。祭りじたいは、夜の方がにぎやかな祭りの為、今後、参加を検討する
際は出店時間の検討が必要と思われた。
ジョブリハメンバーの様子としては、2 回の露店販売と同様の作業分担を行なったことで、道具の配置、
作業手順の確認、他の分担との流れの確認などを自主的に行ない、指示待ちする場面はほとんどなかっ
た。気温が高く過酷な状況ではあったが、水分補給や休憩などの際も周囲に声をかけるなど他者への配
慮も出来ていた。2 日間の露店販売は初体験ではあったが、2 日目に体調を崩すメンバーもなく全員で
参加する事ができた。両日とも予定数の提供が出来たことで、終了時には笑顔で達成感と充実感を味わっ
ていた。

(2) 重茂地区仮設住宅、オデンセ１（集会所）
17 日：85 食
風が強く、麺分けは車内で行なった。日差しが強
かったのでテントの設置が必要であったが、風でテ
ントが飛ばないように杭を打ち付けて設置した。オ
デンセの中は事前に使えないと聞いていた通り、中
の室温が上昇し、中で活動できる状況ではなかった。
エアコンの設置を検討中ということだった。（図７）
仮設住宅は 11 世帯だったが、少し離れた所の集落

図７

重茂地区の活動の様子

の方も来ていた。事前にチラシを配って頂いてはいたが、食べにくる人数は少なかった。おかわりの希
望もあり希望に合わせて提供した。仮設住宅内で食べたいという方は、お盆などを貸し出し持って行っ
ていただいた。住民の方とゆっくりお話をするという時間があまりとれなかった。特にジョブリハメン
バーと住民の方との関わりを調整できなかったことは今後の課題となった。
16 日で帰ったジョブリハメンバーを除き 3 名のメンバーが参加した。道具の配置の変更や流れの変更
などにも柔軟に対応できていた。前半二日間の食数の 4 分の 1 以下の食数ということもあり、力を持て
余し気味の様子だった。手持ち無沙汰な時間があり、落ち着かない様子になっていた。

(3) 宮古市元町（サロン）
18 日：58 食
他のボランティアの方と一緒に活動すると連絡を受けていたが、打ち合わせが十分されていなかっ

15

た為準備段階で手間取った。最終的には調整をし
て提供をしたが、地域住民の方への周知もあまり
されていなかった。そのため前日同様、手持ち無
沙汰な時間もあったが、ジョブリハメンバーが機
転を利かせて商店などに出前をして喜んで頂いた。
（図８）サロン自体は９月末で終了するということ
だったので今後の関わりにつなぐことは難しい。
(4) 全体を通して

図８

宮古市元町の活動の様子

被災地では、復興が進んでいる地域と進んでいない地域に差が出ていた。特に重茂の仮設住宅は地域
の特性もあり、支援物資等が届かないと住民の方が話していたため、10 月に衣料品などを送った。
ジョブリハメンバーにとっては、日常の多くの時間をいろいろな方から「支援を受けている」状態で
ある自分たちが、
「支援する側」としてできることもあるのだという実体験ができ、大きな自信となった。
また、ジョブリハメンバーと支援者が寝食を共にすることで、日中活動だけではわからない支援の課題
が見えたり、新たな一面を発見したりする機会となった。見えてきた課題についても、その都度支援が
可能な状況にあり、行動の変更や考え方の柔軟性を獲得できる機会にもなった。

5.4. まとめ
被災地に入り込み、現地で地元の目線からのボランティア活動を目途とする。
特筆したいのは今回のメンバー構成である。
このメンバーの、ほとんどは、このような大災害でのボランティア活動は初めてであり、宮古に来た
のも初めての人が多い、加えて発達障害のある人たちと一緒である。もちろん発達障害のある人たちと
寝食を共にする経験も初めてである。参加メンバーである発達障害者支援センターや就業・生活支援セ
ンターの職員は、これまでも発達障害のある人たちとの関わりはあるが、このような遠方の初めての土
地で、彼らと生活を共にするのはやはり、初めてなのである。そして、同行メンバーの発達障害のある
人たちは社会参画に向けた支援という意味では日常的に支援スタッフから関わりを得ることはある。し
かし今回のボランティア活動で支援を受けるのは被災地の人々であり、その意味において発達障害のあ
る人も健常者も同じ立場から活動を起した、と言えるのである。
以下に示すのは、同行したメンバー（自閉症スペクトラム 20 歳）の絵に書き込まれていた手記である。

『アイツは私達の大切なモノを全て持っていった
憎くて仕方がない。
だけど・・・・私たちにひとつ置きみやげをおいて行った。
私たちが忘れてしまっていたこと。
協力し合う事の大切さ。
思い出させてくれて、ありがとう』
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彼の絵に色は無い、モノクロの線画である。彼の目に映った被災地の情景はこの絵のように映ったので
あろう…。
寝食を共にしながら、一週間のボランティアはアッと云う間の出来事だった。
今回の東北震災復興支援は、通常、支援を受けてる立場の人たちが支援を提供する側に回るという、通
常の出来事とは違う逆転現象がある。出来るなら、次年度も発達障害のある人たちと共に復興支援活動
に参画し被災地の人たちのために役立ちたいと考えている。

図９

自閉症スペクトラム20 歳の絵
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6. 発達障害者の特性に応じた就業機会の検討
6.1. 生産活動
(1) 田植え
a. 計画内容
日 時

平成 24 年 5 月 30 日（木）

集合時間

9:00 作業時間 10:00 ～ 15:00

集合場所

おぴった

参加者

ジョブリハ

実行委員

安達、米山、武田、稲場

6名

ボランティア 札幌市立大学生 4 名、家族 1 名
事務局

今野、加藤、丸山、関、佐藤、加茂

b. 事前準備
( ア ) 昨年度も同じ場所で田植えを手植えで行っ
た。しかし昨年度は、植えられた苗の列がかな
り乱れたため、その後の草取りや収穫などに苦
労する状況となった。こういった昨年度の状況
を踏まえ、今年度は手植えであっても、苗を直
線に植えることができるような環境調整支援を
行った。具体的には、田圃に手植えのガイドと
なるロープを差し渡して張り、ロープにつけた
等間隔の目印に合わせて手植えをするという工
図 10

夫を行った。具体的な支援ツールとして、45m の

田植え作業の様子

ロープに 13 ㎝ごとに印をつけたものを 12 本準備した。
( イ ) 支援ツールを作成する作業もジョブリハメンバーと支援者で行った。しかしロープは絡まりやす
く、13 ㎝ごとに印をつける作業はかなり困難で、ジョブリハにおける作業を 2 日間必要とした。また、
作業自体は単純であるが、集中力と持続力が必要で作業の継続が困難な方もいた。作業工程を効率よく
進める方法の検討が必要である。効率のよい方法の考案は作業途中においても検討が試みられ、ジョブ
リハメンバーも「13cm の直径のパイプにロープを巻き付けて印をつける」などの案を提示してくれたが、
巻き付ける作業に時間がかかったり印をつけにくかったりした。その他のガイドロープ作成を効率よく
行う工夫は、今回の作業では実際には行っていない。しかし例えば、ロープを 52cm の長さで整然と折
り曲げてセットできるような引っかけ付きの板を使用して、等間隔に点を打つなどのガイドロープ作成
補助具の案が考えられる。
( ウ ) 作成したロープは、絡まないように段ボールや厚紙、雑誌に巻いて準備しておいた。しかしロー
プを実際に張る際には、厚紙や雑誌に巻いたロープは絡まりやすく、再度の巻き直しが必要になる場

18

合もあり時間を要した。段ボールのように形が崩れないものに巻いておく方が作業の効率が良いこと
が解った。

c. 作業の様子
( ア ) 準備したロープを一列ごとに張り、一人が 3 本ずつのロープを担当して田植えをすると曲がる
ことなく、等間隔で植えることが出来ていた。作業も集中して行なっていた。
( イ )１ m 間隔でロープを張りその中に３列稲を植えて行く方法では、3 本担当した時とそれ程変わる
ことなく曲がらずに田植えができていた。曲がっても横のロープを見て修正が可能だった。3 本ロー
プを張っていた時より、植えた場所を確認したり、曲がっていないかを他者に聴いたりする行動があり、
他者とのコミュニケーションをとる機会は増えていた。
( エ ) ロープなしでの田植えを２名が行なったが、昨年同様かなり曲がり、修正する際も参考にするロー
プがないため修正が困難だった。

(2) 草刈り
a. 計画内容
日

時

平成 24 年 8 月７日（火）

集合時間

9:00

作業時間

10:00 ～ 12:00

集合場所

おぴった

参加者

ジョブリハ

ボランティア

家族 2 名

事務局

今野、佐藤、加茂

6名

b. 田んぼの状況
・前日雨の為、足元が悪かった。（長靴がぬかる程の状態）
・紐を使って植えたところは、１列に１本紐を使ったところも、３列に１本紐を使ったところも
大きな差はなく、稲と通路がほぼ直線でわかりやすかった。
・紐を使わなかったところは、稲と通路が曲線になり、作業しにくい状況だった。
・雑草は、昨年ほど量はなかった。
１か所、雑草が群生し、稲が育っていないところがあった。

c. 作業の様子
・ 足元が悪かったので、田んぼの中に入り雑草を刈ったのは、ジョブリハメンバーの２名だけ
だった。２名のうち１名は長靴を脱ぎ裸足で作業をした。鎌を使うため稲場氏よりけがに注意
するようにと指示があった。
・ 他の２名は一旦田んぼの中に入ったが、前に進めず草運びをした。
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・あとの２名は計画段階から、草運びを希望していたので予定通りの作業をした。
・「草が少なかった」「田んぼに入れなかった」ことで、草運びの役割が少なく作業内容がわかり
にくかった。昨年は「草が多かった」「田んぼの中に入って取りに行った」ため、草運びの役割
が多かった。
・ 作業は準備から片付けまで入れて１時間程度だった。

d. その他
・午後体育館の予約を取り消したが、午後から体育館で運動する元気は残っているとメンバーか
ら話があった。（体育館は一般開放になっていたが、運動靴がなかったので運動はしなかった）
・草刈りには参加しなかったが、送迎の配慮をした事で今まで外の行事に参加しなかったメンバー
の１名が昼食から合流できた。今回の参加がきっかけになったのか、おぴったまつりに「参加
もしようかな」と話していた。

(3) 稲刈り、収穫
収穫時期と宮古市への被災地支援との日程が重なり、ジョブリハメンバーの参加が困難になったた
め、今年度は管理を委託している稲場農場にお願いする形となった。

6.2. ラーメン開発
試食会は旭川会場と札幌会場で全 5 回実施し、参加者は、20〜60 歳までの男女、延べ 60 名で行った。
味の分析については独自に開発した指標を用いた。（巻末資料参照）
ここでは特に障害者が参加した 2 回について、その感想をまとめる。

(1) 試食会 1 回目（5 月 11 日）
＊ジョブリハ 5 名、おぴった調理室
＊米粉 10％と 20％を、それぞれ 22 番と 20 番で比較
（感想）
・20 番の麺の方が、食べ応えがあって良い。（男性利用者 4 名）
・女性利用者 1 名は個人的には細麺が好きなので 22 番の方が良いと話していた。
・白紙に感想を記入してもらうことにしたが、何を書いてよいのかわからないと言っていた。口
頭では感想は言っていたが、用紙はほぼ白紙に近い状態だった。実行委員の方も同じ日に試食
会を実施し、同じことを言っていたがジョブリハメンバーとは異なり、自分なりの感想を書い
ていた。

(2) 試食会 2 回目（6 月 13 日）
＊ジョブリハ 8 名、ジョブリハセンター
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＊米粉 10％の 22 番と 20 番を比較、前回より縮れを強くした麺
（感想）
・ジョブリハセンターで実施したこと、2 回目の方がいることで緊張が緩和されているようで、メ
ンバー同士の会話が多かった。
・1 回目は、白紙に感想を書いてもらったが、2 回目はアンケート用紙（評価する指標の提示）があっ
たので評価をしやすいようだった。
・評価指標の言葉のイメージが難しく（のど越しが良い、味わいがある、歯ごたえがあるなど）
記入に時間がかかっている方がいた。言葉の説明を求める場面もあり、他のメンバーがいろい
ろな表現をするので混乱している様子だった。しかし、
「感じ方はいろいろ」
「自分の感覚で良い」
「正解や不正解はない」など説明をすると、食べてすぐに記入を始めるようになった。
・終了後、谷口顧問より麺についての説明を 1 時間聴いて、米粉入りラーメンの理解を深めた。

6.3. 露店販売
露店販売は、宮古市訪問時の「炊き出し」の練習として事業の中では位置づけていた。しかし、露
店販売を通して、ジョブリハメンバーが効率的な作業の獲得や柔軟な対人関係や行動の獲得につながっ
たことは、発達障害のある方の就労支援において実践的な場面の設定も重要であることを示唆した。
また、支援者側から考えると、実践的な場面設定時に行なった「実践に合わせた手順表の変更」及び「終
了後の振り返り」は、発達障害のある方の就労支援に必要な配慮事項になるとも考えられる。

(1) クリーンセンターフェスタ
支援者も初めての体験ということもあり、事前の準備は手探りの状態だった。予想される作業の流れ
や留意点は視覚化したり、作業が混乱しないための道具を作成したりした。（資料２参照）宮古市訪問
以外のメンバーで当日の参加をしたのは 1 名だった。人前に出るのは苦手だが、仕込みには協力した
いと申し出るメンバーもいた。他のメンバーは、「自分達のラーメン」がどのように売れるのかが気に
なる様子だったが参加には繋がらなかった。

a. 計画内容
日

時

平成 24 年 7 月 29 日（日）

集合時間

7:30（おぴった）

開店時間

10:00 ～ 14:00

開催場所

旭川市クリーンセンター

参加者

ジョブリハ

実行委員

谷口

ボランティア

藤原製麺 2 名

事務局

今野、田中、加藤、丸山、佐藤

6名
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b. ジョブリハメンバーの感想
・忙しかった
・疲れた
・楽しかった（疲れたけど…）
・周囲の様子がわからなかった
・確認したい事を聞くことが出来なかった
・ピリピリした雰囲気があり緊張した（自分にとっては苦手な雰囲気）
・自分なりに考えてした事を受け入れてもらえなかった（理由を聞いて欲しかった）
・自分のしている事が良いのかどうかわからなくなって不安になった

c. ジョブリハメンバーの考えた対策
・今回作業中に聞けなかった事は、事前に確認する。
・作業中に行動の理由を伝えられなかった事は今回のように説明する。
・その場に合わない行動を取っている時でも、自分たちなりに行動に理由があるので理由を聞い
てもらうようにする。
・口調が強くなると怒られていると思ってしまうが、忙しい場面では仕方がないと考える。
・他の人に言っている事なのか、自分に言っている事なのかがわからなくなるので、わかるよう
に言ってもらう。
・露店での作業も実習の一環であることを忘れない。
（一般企業の雰囲気を知るという意味もある）
・振り返りをして感じた事をみんなで確認する事は大切なので、次回からも振り返りをする。（就
労支援連携事業の主旨でもある）

d. 支援者の考察
・忙しい中で、口調が強くなるとジョブリハのメンバーは「教えられている」というより「怒ら
れている」と感じている。
・自分に対して言った事ではない言葉も自分に言われているかのように受け止めている。
・「良かれと思ってした行動」と本人は思っているが、他者から理解を得られなかった場合、イラ
イラしてしまう。しかし、説明が出来ず不満となって残ってしまう。
・朝の打ち合わせで確認された内容と、実際の場面が一致しないため被害的な受け止め方になっ
た場面もある。
・振り返りをすることで、内容の整理ができ、勘違いや受け取り方の修正をすることが可能だった。
・以前の僕なら「もっとイライラした」
「もっと激しい事をした」
「次回はいかないと言ったかも…」
などという発言もあり、自分たちの変化にも気づける機会となった。

e. 今後の支援上の周知事項
22

・ジョブリハメンバーには、「実習の一環」「自分達を理解してもらう機会」「自己認知の機会」と
いう話をしている。振り返りの機会を持ちながら支援していく。
・支援者やボランティアは忙しい中での関わりなので、配慮できないこともあると本人達には伝
えているが、上記の本人達の受け止め方を理解しながら関わっていく。

(2) おぴったまつり
クリーンセンターフェスタでの経験を基に、作業手順や仕事の内容、道具の修正などを行なった。（図
12、資料３）また、クリーンセンターフェスタ後に行なった「振り返り」の内容を再度確認して当日
に備えた。宮古市訪問に参加しないメンバーも前回の様子を聴き見通しが持てたようで、役割分担に
入らなかった人も含めると 3 名参加した。また、前回同様仕込みを申し出て、陰ながら支える役割を
果たしたメンバーもいた。当日参加したメンバーが仕込みを担当したメンバーに対し、感謝の気持ち
を述べる場面もあり、一緒に活動していなくても、一緒に頑張っている実感を持てていた。（図 11 に
おぴったまつりの様子を示す。）

a. 計画内容
日

時

平成 24 年 8 月 18 日（土）

集合時間

8:00（おぴった）

開店時間

11:00 ～ 17:00

開催場所

おぴった

参加者

ジョブリハ

実行委員

米山、谷口、廣瀬、武田

ボランティア

学生 6 名、家族 1 名

事務局

今野、田中、加藤、丸山、佐藤、関、渡部（怜）、加茂

8名

b. ジョブリハメンバーの感想
・特に気になることはなかった
・疲れた
・暑かった
・前回のことが改善されているのかどう
かはわからなかった
・人が多くてどこにいたら良いかわから
なかった
・休憩の声かけがあったので休みやすか
った
図 11 おぴったまつりの様子

・次の日の朝気づいたら 10 時だった。
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・朝起きるのが辛かった。
・帰ってすぐに寝てしまった。
・早くに寝てしまったが深夜目が覚めた時、足がほてって眠れなくなった。

c. ジョブリハメンバーが考えた対策
・声かけがない時は休憩時間を確認する。スケジュール表を見ておく。
・前回のことが改善されていたので、気にならなかったと解釈する。
・２回目で気持に余裕を持てたことで、気になることがなかったので気持ちの余裕を大切にする。
・前回より長かったが、宮古はもっと長い時間になるので、疲れを解消できる方法を考えておく。
湿布の準備などをする。
・体調を整えておく。

d. 支援者の考察
・前回の配慮事項を関係者が共有したことで、穏やかな状態で作業が出来ていた。
・今回、メンバー達は、前回の振り返りで話し合われた不安や違和感を「気にならなかった」と
表現している。また、「同じ場面がなかったので（前回感じたような不安や違和感が今回もあっ
たのかどうかが）わからない、比較できない」とも話していた。以上のことが示しているのは、
今回は、周囲の支援者が振り返りの内容を理解することで「ナチュラルサポート」が出来てい
たり、メンバー自身の側から「ナチュラルな歩み寄り」が出来ていたりしていた状況であった
可能性である。そのため、前回感じたような不安や違和感が「改善された」ということを、活
動の中だけでは感じることが難しかったと考えられる。ナチュラルサポートやナチュラルな歩
み寄りは、それ自体、有用であるが、さらに課題状況が難しくなった場合など、そういったサポー
トや歩み寄りの経験を意図的に展開していくことが必要な場面も出てくるであろう。そのため、
「ナチュラルサポート」がどのような形で存在し、自身の「ナチュラルな歩み寄り」も有用であ
ることを実感として理解するために、振り返りの時間は必ず必要であると思われた。
・また、帰宅後や翌日の状態を聞くとかなり体力を消耗していたので、宮古訪問時の体調の変化
には十分に気を配る必要がある。気持ちが高揚し、疲れを察知できない可能性もあるので、身
体面と精神面の変化に気を配り、気になることは支援者間で共有し、すぐに対応できるように
する。

図 12 おぴったまつりなどで使った食券

図 13 宮古市訪問で使った食券
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(3) 宮古市訪問
田植えなど原材料の生産や試食会などへの参加を通して、準備段階から「自分達のラーメン」とい
う意識は高かったが、訪問日程の長さや居住地以外での活動への不安から、計画当初は参加に消極的
な方が多かった。しかし、クリーンセンターフェスタやおぴったまつりで、露店の練習をしたことで、
作業内容の確認や見通しを持つことができ徐々に積極的な行動に変化していった。時には宮古市での
活動を想定し、メンバーからの改善点の提案や
工夫なども出るようになり、予想される課題を
一緒に考え、ジョブリハの活動の中で道具の作
成や話し合いをして改善に取り組んだ。
訪問時は予想通り、ジョブリハメンバーだけで
なく支援者にとっても過酷な活動日程及び内容
ではあったが、全員予定していたスケジュール
をこなすことができた。活動している時は、ジョ
図 14 宮古市の活動の様子

ブリハメンバーもボランティアも支援者も関係

なく、共に「被災地支援をする」同志として行動していたことで、ジョブリハメンバーにとっては、
自然な形で「社会復帰の為のリハビリ」になったり、「柔軟性の練習」になったりしていた。また、事
前に「作業手順表などの作成と個別説明」
「分担及び支援者の固定」
「模擬練習と振り返り」などを行なっ
ていたことで、ジョブリハメンバーは確実に役割分担をこなしていた。（図 13、資料４参照）このこ
とから、わかりやすく具体的な提示があれば、彼らは社会の一員として力を発揮することが可能であ
ると改めて確認できた。（図 14 に宮古市の活動の様子を示す）

6.4. 商品企画
パッケージの企画は、札幌市立大学の学生がマーケティング及び商品の特徴を活かしてデザインす
ることになっていた。デザインの際に、発達障害のある方が作業工程にできるだけ多く関われること
も条件とした。発達障害のある方が作業工程に関わるため条件は次のように設定した。
・作業手順がわかりやすいこと
・個々の手順の作業内容が単純で、単一の工程であること
・素材が扱いやすいこと
彼らは、わかりやすく自分にできる作業に関しては、集中力と持続力を発揮し、一旦獲得した作業
は正確に行う。そうした彼らの力を十分発揮できるパッケージデザインの開発を依頼した。マーケティ
ング、商品の特徴、さらに発達障害のある方にあった作業工程という 3 条件を満たすパッケージの開
発はかなり困難を要したが 2 月初旬に完成した。

6.5. 商品販売
商品販売に関しては、露店販売、店舗販売、ネット販売の 3 通りを視野に入れて事業を進めた。露店
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販売に関しては、前述のように発達障害のある方にとって実践的な就労訓練の場となり得ることがわ
かった。しかし、本事業は就労訓練の場の提供を目的としているのではなく、発達障害のある方の職
域の開発を主な目的としている。そのためにも商品が、市場に受け入れられ一定量の販売量が確保さ
れることが必要である。
そこで、実行委員の方々の協力を得て、店舗販売に関しては「北海道貿易物産振興会」の協力を得る
ことができた。テスト販売という形で、札幌駅及び新千歳空港での販売が可能となった。今後は販売
しながら、受発注の仕組みや箱詰め作業の効率化などをさらに検討し、発達障害のある方が取り組み
定着できる仕事として仕上げていきたいと考えている。また、ネット販売に関しても、危機管理、マニュ
アル作りなどを現在検討中で、店舗販売同様に発達障害のある方の得意分野を活かせるような仕組み
作りを目指していきたいと考えている。

7. 事業の成果
7.1. 商品開発
商品の開発は、図 15 のように障害理解、
施設見学、交流を行いながら、市場調査、
試食、味の評価、商品の特徴の確認、コン
セプトの確認、ストーリー作成、説明文作
成を行った。また他社のパッケージの調査・
評価、製作コストの確認を行いながら、デ
ザインと試作を繰り返し最終的なパッケー
ジを製作したものである。( 資料１参照 )

(1) 商品の開発
旭川の米生産者と地元で長年製麺業を営
む製麺会社の協力のもと米と小麦の配合に
よる新麺と３種類のスープの開発を行い、
十分な品質を持ったオリジナルの商品の開
発を実現することができた。

(2) 異業種間の連携体制
米生産者と製麺会社の協力のもと米と小
麦の配合による新麺と３種類のスープの開
発を行い、企業関係者のアドバイスを得な
がら市場調査を行い、さらにデザイン学部
図 15

の学生によりパッケージデザインを検討し
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作業の流れ

て商品の開発を行った。
これまで連携する機会が少なかった専門家が連携協力する体制によって、製造から販売までの総体
的に取り組むことができたものである。

(3) パッケージデザイン
北海道の自然の中で育った小麦と手植えの米を材料とするもので、この原材料の安全安心感は特に
アピールできる商品となった。パッケージでは写真や手書き文字、イラストを用いることで商品への
信頼と親近感を表現することができた。

(4)WEB の公開
顧客へ商品が届くまでのプロセス等を WEB で公開することで、店舗販売に加えてネット販売も可能
にすると共に、商品生産にあたる障害者への理解と商品への信頼を高めることが可能となった。

7.2. 被災地支援
東日本大震災の被災地である宮古市で発達障害者と学生も含めた社会人が共にボランティア活動が
できたことは意味深い成果をもたらした。

(1) 障害者にとっての非日常体験
ふだん困っているのは障害者である自分達であり、「援助してもらうのは自分たちの側」というのが
日常の意識であるかもしれない。しかし今回の被災地支援では、3 月 11 日の大津波で家も車も家財一
切合切を流され生活基盤を無くしてしまった宮古重茂地区の人たちに対して、発達障害を持つ彼らが
ボランティア活動をしたわけであり、この体験は、彼らの日常とは、まったく別の視点からの体験であっ
たと思われる。
重茂地区は宮古市からマイクロバスで林道を 1 時間半入った場所である、リアス式海岸に無理矢理
通した山道は、車がすれ違う場合もすれ違い用に道を膨らませてある場所まで戻る事が強いられる細
道であり山奥であった。途中立派な角の生えたニホンカモシカを見た。
そのような山奥であるから、商店もコンビニも無く、ここの仮設住宅に住む被災者の方々は寝泊まり
は出来ても、生活をするには大変な不便と想像以上の苦労を強いられているわけである。そのような
仮設住宅での炊き出しは大変喜ばれた。

(2) 同じ目的を持って皆と共に働く充実感
発達障害のある人たちと共同作業をした札幌市立大学の学生たちや高崎経済大学の学生たちも、こ
の被災地でのボランティア活動を通じて、現地の実際を知り、現地に貢献したのみならず、発達障害
のある人たちを知る上でも大いに学びになったと思われる。
ボランティア活動の炊き出しに使ったラーメンは、原料になる米の生産を旭川の稲葉農場で、発達
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障害のある人たちが自ら田植えから始めたラーメンであり製品になるまで、みんなで苦労を重ねた成
果物である。
“いいあんばい”（自分達の制作した旭川ラーメン）を宮古の被災した人たちに食べてもらい“こん
なうまいラーメンはじめてだ！”との反応にはメンバー全員がほんとうに来て良かったと感激した。

(3) 共同生活での心の交流と能力の発見
今回の被災地支援は健常者と発達障害のある人たちの合宿であり朝から夜寝る迄の共同生活であっ
た。また、9 月中旬とはいえ連日 30 度を越える気温の中での作業が続きメンバー全員が気力と体力を
出し尽くした重労働であった。
発達障害のある人たちも健常者もお互いの思いやりと協力的な体制でボランティア活動が出来たこ
とは大きな成功であったといえる。
また、この合宿は“発達障害のある人たち”を実感の中で知り、理解する上で有効な手段であり、発
達障害のある人たちの普段見えない潜在能力を発見するのにもおおきな成果をもたらす。彼らは状況
によって強烈な集中力を発揮することができるし、正確さや執着力は一般の健常者をはるかに越えて
いることも珍しくない。その優れた能力を認識すること、感づいてあげることが周囲の人たちに出来
る最大の援助であり、それが発達障害のある人たちへの支援に於ける必要不可欠なことだと思われる。

7.3. 就業機会
今回の「発達障害の特性に応じた就労連携事業」は原材料の生産から、加工、商品の袋詰め、箱詰め、
そして店頭販売、ネット販売という一連の生産・経済活動を包括している。そのため連携事業が描く
生産・販売ラインの上にある様々なポイントに、発達障害の人たちの就業機会を見いだすことができる。
まず、原材料の生産であるが、今回は、手植えの田植えから作業を始めた。しかしその前の段階である、
田起こしや代掻きなども作業手順と役割分担を明確にし、農家の方にリーダーシップを取ってもらえ
ば、昔ながらの稲作を再現することができるかもしれない。現在の農業において、手作業は生産効率
を落とすものでしかないのかもしれない。しかし、商品としての価値づけと生産効率の追求は必ずし
も同じではない。商品に「手づくり」という付加価値を添えることで、発達障害の人たちの就業機会
を見いだせるのだとしたら、発達障害の人たちのマイペース的な時間の流れ方を活かしていけるかも
しれない。事実、今回の連携事業で実践した田植えでは、支援ツールを考案・活用して、機械植えに
匹敵する正確さの田植えを、彼らの作業のペースで実現することができた。
次に、商品の袋詰めと箱詰めであるが、私たちは、ここにも「手づくり」のこだわりを添えた。パッケー
ジデザインは、これまでのラーメンにない斬新なものを札幌市立大学デザイン学部との連携を得て考
案し、しかも「手作業でパッケージを作ることで商品価値を高める」という工夫を盛り込んだ。さらに、
パッケージを組み上げる工程についても手順を整理・明確化し、発達障害の人たちが無理なく、しか
しそれぞれの得意さを活かしながら集団で工程全体を支えるような進め方を試行している。集団で袋
詰めと箱詰めを行いって一つの商品を作り上げることは、発達障害の人たちが家内手工業的な社会の
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中に帰属していける可能性を持っている。つまり、職場が居場所になるということである。これは就
業の在り方としては、一種、理想的な状況とも言える。そして、その家内手工業的なプロセスが社会
全体の中に位置付くことによって、彼ら自身も、社会の中に位置づくことが期待できるのである。
そして店頭販売とネット販売である。今回のプロジェクトでは、おぴった祭りなど地域行事での露
店販売、被災地宮古市でのボランティア試食提供など、米粉入りラーメンを軸に、様々な人と発達障
害の人たちが触れ合う機会を持つことができた。ここでも発達障害の人たちが同行スタッフと協働で
作業全体を支えることが実現できており、このような場面を商品プロモーションの業務と位置づける
ことで、彼らの就業形態そのものが広がりを持つことになるであろう。また、商品化されたラーメン
を店頭販売する機会を設けていくことで、ここでも、同様の意味合いを期待することがでいる。さらに、
ネット販売へと業務を広げていくことによって、彼らの得意とするパソコン操作をベースに、彼らの
就業形態を広げ、彼らの就業機会を広げていくことができるであろう。
今回、米粉入りラーメン生産に関わる全体プロセスを包括した事業を実施することによって、彼ら
の潜在的な就業機会を数多く発見することができたように思う。今後、この事業の成果をベースに、
これらの就業機会を社会の中にしっかりと根付かせていくことが求められる。

8. 今後の展開
8.1. 商品開発及び販売促進の見通し
大きな空の下、澄んだ空気、身が引き締まる寒さ、素晴らしい北海道の大自然の中、旭川市東鷹栖
という恵まれた環境にある稲場農場と発達障害のある方々が連携を図った。その連携の中で構築を目
指したシステムは、発達障害のある人たちが、その障害特性を持ち続けながら米や小麦の原材料生産、
そして生ラーメン ( しょうゆ・みそ・しお ) の生産に携わり、彼らがいつでも自由にこの生産活動ラ
インに参加できるというものであった。
この事業は、安全・安心・減農薬という手植えや手刈りにこだわった旭川産の米と小麦による第一
次産業、そこで得られた原材料である米「ほしのゆめ」が１０％、小麦「はるよこい」が９０％とい
う黄金比による生ラーメンへの加工を藤原製麺との連携によって実現する第二次産業、流通・販売を
札幌市にある M システム /ms ソリュージョン inc. を中心とした流通コンサルタントグループの協力に
よるマーケティングという第三次産業を有機的・総合的に結び付ける六次産業化を目指した。その中
心を担うのは福祉であったが、第一次・第二次・第三次の一連のラインに発達障害の人たちがいかに
参加していくかという難しさは相応のものであった。しかし、そういった困難さが存在しはしたが、
今回のような「福祉と経済のコラボレーションによる六次産業化」はこれまでに例のない先駆的な実
践と思われる。
今回の事業で構築した「生ラーメンの製造から販売ルートまでのライン」を、出来うる限り発達障
害のある人たちの労働力で支えることによって、原材料の生産から流通までの一貫した流れの中で発
達障害の人たちの労働力が北海道経済に貢献しているという貴重な具体例を、広く国民に知らせてい
くことができる。この経済活動が発達障害のある人たちの社会的存在としての自信につながり、精神
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的社会的自立を後押しすることを願っている。
今後は、北海道貿易物産振興会と連携をさらに密に図り、「体にやさしく・うまくて安いラーメンの
製造と販売」を展開していく。このことを通じて、我々は、我々の理想とする福祉事業の主力産業に
なることを目指していく。平成 24 年度は生ラーメン ( しょうゆ・みそ・しお ) を開発し、新千歳空港ター
ミナルビルのカムイン北海道と JR 札幌駅のどさんこプラザで販売し、平成 25 年度は冷やしラーメン・
つけ麺の開発を加え米粉入りラーメンのメニューをひろげて東京有楽町での販売を開始し、平成 26 年
度は乾麺の開発により海外進出 ( シンガポール・台湾・中国等 ) をも目論んでいる。発達障害のある方々
の生産した商品が海外で販売されるという夢に向かっての挑戦を通じて、これからの福祉事業の将来
像の一つとして、障害のある方々の社会的生産活動においても「海外戦略を視野に入れた事業展開」
の必要性があることを示していきたい。

図 16 北海道どさんこプラザ札幌店

図 17 商品陳列の様子

8.2. 就労機会の拡大
この「発達障害者の特性に応じた就労連携事業」は作業工程が多岐にわたっているため、発達障害
のある人たちが必ず、その作業工程のいずれかの部分を担当できるように配慮されたものとなってい
る。平成 25 年度は、本事業を地域活動支援センター ( きたのまちジョブリハセンター ) の生産活動の
中心に位置付ける。この収益は、必要経費を差し引き「きたのまちジョブリハセンター」に通う発達
障害のある人たちの工賃となり支給される。
当面はきたのまちジョブリハセンターが中心になり発達障害者支援道北地域センターと上川中南部
障害者就業・生活支援センター等々とも連携を密にして、発達障害のある人たちを支援し、働くこと
によって生活の糧を得て、彼ら自身の思いを尊重した地域生活を営むことを実現していく。このこと
は発達障害のある多くの人たちにとっての精神的社会的自立につながり、彼らの人生において大きな
励みになることであろう。
今後は上川地域に存在する事業所と連携も強化しつつ、将来的には発達障害のある方々を中心とし
た就労継続事業のＡ型もしくはＢ型や就労移行支援事業への展開によって、より一層の充実した支援
体制を確立していく考えにある。
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さらにネットサイト ( フェイスブック等 ) やデパート、全国での物産展やイベントを通して、北海
道旭川市の名産品として全国展開を進め、事業内容を毎年ブラッシュアップすることによって、完成
度の高い事業として進化し続けていくことを考えている。「障害者が作ったから買ってほしい」という
情に依存するものではなく、商品価値があるがゆえに購買者が確実に存在し続けるという強い商品を
開発していくことによって、原材料生産・加工・マーケティング戦略・販売という一連の流れを確立
したい。

8.3. 被災地支援の継続
平成 24 年 9 月 13 日から一週間、岩手県宮古市の第一回復興祈願祭 ( 秋祭り ) に、きたのまちが開
発した米粉入り旭川ラーメンを持参して参加した。総勢 20 人の被災地訪問は珍道中の様相も呈したが、
毎日が新鮮で刺激的であった。そして今はその全てが素晴らしい思い出になっている。さらに宮古市
生活復興支援センター ( 社会福祉協議会 ) と連携を取ってボランティア活動 ( 重茂 ( おもえ ) 地区の
仮設住宅での炊き出し ) を実施した。このボランティア活動には当事者の方々と札幌市立大学の学生
や実行委員のメンバーも一緒に参加することによって、日頃から支援を受ける側の彼らが、支援者側
にまわるという貴重な体験ができた。さらに道路をふさいだニホンカモシカとのにらめっこという希
有な体験もあり、ガードレールに車をひっかけたり、疲れから参加メンバーやスタッフが感情的になっ
たりと苦難の連続であった。しかしこれらの体験を通じて、発達障害のある参加メンバーたちも相手
の気持ちに配慮するという協調性を身につけることができた。
また、「被災地を実際に訪問した」からこそわかったこともあり、報道されていない仮設住宅の悲惨
な状況を知ることもできた。力のある人、声の大きい人、若い人はいち早く立ち上がることができた
ようだが、おじいちゃん・あばあちゃん、女性や子供のように社会的弱者は後回しとなっている地域、
そして後回しどころかいまだに支援が届いていない地域に入り、これが先進国と呼ばれている経済大
国ニッポンの現実なのかとショックを受けた。支援の手が薄くなっている今、我々はこのプロジェク
トを縮小しても可能な限り継続して宮古市の復興を見届けていきたいと強く思っている。

9. 実行委員、学生からのコメント

○廣瀬正一 ( 旭川市職親会会長 )
就労支援の委員の一人として、数年前に地元産米粉の普及推進を始めました。その活動が今回の事
業を通じて、米粉を用いたラーメン「きたのまち

こめとこむぎの

いいあんばい」に結実し、産声

を上げたことはとても感慨深いことです。私自身、今回の就労支援事業に、少しでも貢献できますこ
とを、嬉しく思います。

○武田亘明（札幌市立大学デザイン学部准教授、北海道企画デザイン研究会代表）
学生と共に本プロジェクトに参加することは、クリエイティブな人材育成にあたり、大学内の活動
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に加えてより実践的な学びと経験をする場とすることができた。また、障害者と交流しボランティア
活動にも参加することは、社会をより多角的に見る目を養うことにつながり貴重な経験となった。今
後も継続して参加させていただき人材育成の場として大学教育に生かして行きたいと考えている。参
加の皆様に感謝申し上げます。

○國友映莉子（札幌市立大学デザイン学部メディアデザインコース 4 年）
大学最後の１年間で関わったこのプロジェクトを通じて、デザインの難しさや商品開発の流れ、発
達障害のある人たちへの理解まで、全てとは言えませんが、少しでも実際に体験することができました。
特に宮古では、ジョブリハセンターの方々の、ラーメン作りに真摯に取り組む姿に驚かされました。
また、団結力も生まれ、皆さんと以前より親しくなることができたと思います。本当に充実した１年
を送ることができました。ありがとうございました。

○佐々木光（札幌市立大学デザイン学部メディアデザインコース 4 年）
まず、このプロジェクトへの参加は実践的なデザインを学ぶ非常に良い経験になりました。おぴっ
たまつりや宮古の秋祭りを通して、発達障害を持つ同世代の人たちへの理解も深まったと思います。
炊き出しの際、お揃いの T シャツとエプロンを着ていたことでより団結力が強くなったのではないで
しょうか。商品が店頭に並ぶ日が待ち遠しいです。今後、プロジェクトが継続、発展していくことを願っ
ています。

○曽根麻未（札幌市立大学デザイン学部メディアデザインコース 4 年）
プロジェクトでは、主にパッケージデザインを学生たちで担当させていただきましたが、話し合い
を重ねるごとに段々と形になっていき、とてもやりがいのある仕事でした。また、おぴったまつりや
東北での炊き出しを通じ、発達障害を持つ方々と関わる中で、多くのことを学ばせていただきました。
たくさんの人たちの想いが込められたラーメンを是非、手に取ってもらいたいです。今後、このプロジェ
クトがさらに発展していくことを祈っています。
○髙島

愛（札幌市立大学デザイン学部メディアデザインコース 4 年）

この一年、米粉ラーメンプロジェクトに携わり、福祉施設の方や被災地の方々、農園の方など、様々
な人達と関わる機会がありました。米粉ラーメンがついに店頭に並ぶと聞いて、頭に思い浮かんだの
は今まで出会ってきた人々の顔でした。米粉ラーメンは多くの人が関わったプロジェクトです。メン
バーに共通していることは「良い物を作ろう！もっと頑張ろう！」といった熱い気持ちを持っている、
ということだと思っています。米粉ラーメンを多くの方に手にとって頂ければ、プロジェクトの一員
としてこんなに嬉しいことはないです。学生の内にこのようなプロジェクトに携わることが出来て本
当に良かったです。素晴らしい経験になりました。どうもありがとうございました。

○松本沙緒里（札幌市立大学デザイン学部メディアデザインコース 4 年）
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プロジェクトに参加させていただいての一年間、初めて体験することばかりで大変充実したものに
なりました。特に、宮古市でのボランティアは支援という形を通して様々な人々とふれあうことが出来、
また商品に対してより一層愛着を持つことができたと感じています。パッケージデザインの方も細か
な部分まで考慮し、実際に流通されるものをデザインすることで大変勉強になりました。この経験を
今後も活かせるよう頑張りたいと思います。

○山本真亜（札幌市立大学デザイン学部メディアデザインコース 4 年）
本プロジェクトは、5 月の旭川でひとつひとつ田んぼに苗を植える、そんな懐かしく新鮮な体験か
ら始まりました。商品の生産過程の本当に最初の段階から携わることができ、非常に貴重な経験をさ
せていただいたと思っています。これらのパッケージデザインや販促計画が、ただの学生の提案のみ
に留まらず、実際に商品化するものを制作できたことは、デザインを学びデザインを仕事にしていく
私にとってとても大きな糧になると感じます。

実行委員一覧（敬称略、順不同）
長 安

達

潤 北海道教育大学旭川校

長 米

山

隆 Ｍシステム／ｍｓソリュージョンｉｎｃ.

障 害 者 就 労 廣

瀬

正

一 旭川市職親会

造 谷

口

博

志 藤原製麺株式会社

業 稲

場

純

也 稲場農場

マーケティング 大

瀧

健

一 学校法人

マーケティング 鐘 ヶ 江

邦

政 流通コンサルタント元ホーマック ( 株 ) 副社長

委
副
開

員
委

員

発・製

農

教授

臨床心理士

会長

宮島学園

顧問
北海道調理師専門学校( 学園理事長)

豊 流通コンサルタント元イオン北海道 ( 株 ) 専務

マーケティング 二 本 柳
マーケティング 神

馬

康

夫 流通コンサルタント前 ( 株 ) 丸井今井専務

在宅就労の検証 千

葉

俊

司 ネット上の販促

メディア戦略 武

田

亘

明 札幌市立大学デザイン学部

准教授

10. おわりに
10.1. 企業人の立場から
法定雇用率が２％になり業種に区別なく障害者の受け入れが必須とされる経営が求められる時代で
す。
たとえ中小零細企業とはいえ障害者の職域開発が人事担当者の逃れられない最大のテーマにもなって
きました。
しかし、まだまだ問題が残されたままです。一般企業にとって、発達障害者の特性が良く理解されて
ないからです。

身体障害者は比較的、職域開発は進んでいました。車椅子であったり、耳が不自由であったり目が
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見えかったり周囲の人たちにも障害の特性が理解し易かったからです。
しかし、発達障害者の場合は一見して健常者と区別がつかない場合があります。
ふだんの生活では健常者と区別なく生活していても、その特性としてさまざまな困難が現れてくるか
らです。身体障害と比べ発達障害の場合は支援の取り組みも遅れているように思われます。それだけに、
企業の人事担当者も発達障害の有識者と共に職域開発をする必要があると考えられます。
発達障害は認知や行動や情意のアンバランスがあるために日常生活が困難となっている状態であり、
脳の機能障害が背景にあります。そのため、「病気が治る」という意味合いでは発達障害そのものが治
ることはないと云われてます。ですから、発達障害を持った本人には生涯に渡って適切な支援が求め
られるわけです。
今回の事業を通して思う事は、発達障害者にとって「仕事をする」と云う事は、単に労働対価の手
段と云う訳ではなく「生きがい」そのものに繋がる大切なことと考えられます。それだけに、雇用す
る側においても充分なサポート体制が必要になるわけです。それは、決して“過剰なサポート”のこ
とではなく、一人一人の発達障害特性に合わせた職種開発をし続けるということです。発達障害者の
社会参加や職域開発は発達障害についての有識者と企業サイドが共同作業として行う必要があります。
企業の人事担当者は最小限度の知識と対処方法のレクチュアーを受ける必要もあると思われます。
自閉症やアスペルガー症候群といった自閉症スペクトラム、学習障害、ADHD( 注意欠陥／多動性障害 )
と症状は様々で困難さが軽度の場合も重度の場合もあります。そのため一口に発達障害と言っても状
態像が様々であるため理解しづらい現状もあります。だからこそ、発達障害者の自立と社会参加を支
援するためには、出来るだけ多くの人々に対する啓蒙活動も必要になります。
私たちは、発達障害者の社会参加のためのインキュベーター役を果たすことを願い活動をつづけた
いと思います。
協力団体「学校法人宮島学園・北海道調理師専門学校、北海道企画デザイン研究会、道内在住の大
手流通経営経験者」の皆様のご協力とご支援に心より感謝し、今後とも増々のお力添えをお願いした
いと思います。

10.2. 発達障害者支援の立場から
今年度の中で取り組んできた「発達障害者の特性に応じた就労支援連携事業」が終了した。そして
私たちは大きな成果を上げることができたことを感じている。その成果とは「米粉入りラーメン」と
いう地域の素材を使い、地域に密着した商品を世に送り出したことだけではない。むしろ、「支援する
人／支援される人」という関係を超えて、米粉入りラーメンを生産し商品化していくという協働関係
の中で「仲間」として、発達障害のある人たちと本事業に参加した様々な人たちが出会い、関わり合い、
支え合ったという事実を残すことができたということである。
原材料である米づくりに尽力いただいた稲葉氏は、作業手順を的確に伝えることで、彼らに農作業
のポテンシャルがあること、目印付きの紐という支援ツールを用いることで機械植えと同様の作業が
可能になることを確認した。そしてその体験の貴重さを述べてる。
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ラーメン開発を担当した藤原製麺の谷口氏は、ラーメンの食感や味の絞り込みに発達障害のある人
たちが役割を果たしたこと、発達障害のある人たちとの入念な事前打ち合わせによって試食提供が成
功した事実を語り、本事業が持つ意味合いを語ってくれている。
本事業の副委員長である株式会社Ｍシステムの米山氏は、被災地宮古市で発達障害のある参加者が
描いた一枚の絵とそこに刻まれた言葉に心を動かされ、自らの心と彼らの心のつながりを見いだして
いる。そして「支援する側／支援される側」という図式が結局は相対的なものでしかなく、本事業に
おける活動の積み重ねの中でその図式の
反転する機会が生まれたことが双方にとって大きな意味を持つことを伝えてくれている。
米粉入りラーメンのパッケージデザインを担当し、試食提供の場にも参加した札幌市立大学の武田
氏は、発達障害の人たちが生産に手作業で関わっているからこその「手作りの安心感」という商品価
値の創生、そして「商品を通じた障害理解」という福祉からではなく経済活動からの障害理解の可能
性を示唆してくれた。また武田氏の教室生諸氏（國友さん、佐々木さん、曽根さん、高島さん、松本さん、
山本さん）は、商品デザインの実践的な学びに留まらず、発達障害のある人たちとの等身大の出会い
と発達障害の理解を得てくれたように思われる。
そして本事業に参加した発達障害の当事者諸氏は、農作業から露店販売、試食提供、被災地ボランティ
アの体験を通じて、社会参加の実践的な知を支援者の援助を得ながらも自らの力で発見していったよ
うに思う。これらの活動の中で、彼らはいくつかの壁にぶつかり、辛い思いもしている。しかし、そ
れらを乗り越えるための方策を彼ら自身が考え、それを実現することで、社会参加を広げていくこと
ができたのだと思う。これは、札幌市立大学の高島さんが感想で述べてくれているように、本事業の
すべての参加者が「よい物を作ろう！、そのために頑張ろう！」と思っていたからであろうし、その
ような熱い思いの中で「障害の有無」を超えた相互理解が必要不可欠なものとなったからであろう。

私たちが本事業の大きな成果と考えるのは、このような体験を参加者すべてが持ち得たという事実
である。これまで福祉サイドから支援に携わってきた人たちではなく、発達障害との出会いを体験し
たことのなかった人たちが本事業を振り返って語ってくれる言葉は、支援者と呼ばれる私たちにとっ
ても目を開かされるような意味を伝えてくれると感じる。
本事業で企図したことは、支援に携わる側も支援を受ける側もともに成長できる社会装置を提案す
ることであった。その意味では、本事業の終了は、私たちの企図のスタートでしかないと感じる。し
かしいま、私たちは、確実なスタートポイントを刻むことができたと感じている。
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【資料１】

1. 米粉ラーメン試食指標調査票

指標

米粉ラーメン試食

画一的な評価が困難と考えられている
日付
名前

○をつける
細面 22

２分 45 秒

太麺

３分
そう思う

官能検査
味覚
触覚
触覚
視覚
視覚
聴覚

麺

５

思わない
４

３

２

１

味わいがある
歯ごたえがある
喉越しがよい
色つやがよい
形、外観
つるつる食べられる

○をつける
醤油味
みそ味
塩味
そう思う
官能検査
味覚
味覚
臭覚
触覚

スープ

５

思わない
４

３

美味しい
よくまとまっている
風味･香りがよい
こってりしている
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２

１

2. パッケージデザイン調査票

ラーメンパッケージデザイン

調査

年

月

氏名 :

商品名
メーカー
食数
売価
そう思う
項

目

５

４

思わない
３

１ 美味しそう
２ 手に取りやすい
３ 重さ、大きさで、選びやすい
４ 安心･安全感がある
５ 印象が強い、インパクトがある
６ 他より目立つ
７ 特徴、特性、差別化
８ 高級感
９ 対象、年齢
10 適正な価格感、値ごろ感がある
11
12

37

２

1

備

考

日

【資料２】

≪各担当の仕事≫
１． 朝の準備
① テーブル、ガスコンロ、鍋の設置
② 水汲み
③ 湯沸し
④ スープ作り
⑤ 食器などの設置
２． 受付・会計
① 注文を受ける
② チェック表を記入する
③ お金を受け取る
④ 食券（ペットボトルのフタ）１つをお客さんに渡す。
⑤ もう一つの食券を注文ケース（牛乳パックに番号をつけたもの）に入れて、トッピング
台に置く。
３． 麺ゆで
① フードコンテナから牛乳パックを一つ出す。
② 沸騰した鍋のざるに麺を入れる。
③ タイマーを３分掛ける
④ 麺を混ぜる
⑤ ３分たったら、水を切る
⑥ 水切りをした麺を容器に入れる。
４． スープ
① 麺の入った容器に、希望のスープを入れる。
② スープはお玉（180ｃｃ）1 杯
５． トッピング
① メンマを３本のせる
② なるとを１枚のせる
③ ねぎをスプーン１杯のせる
④ 注文ケースとラーメンを配食台に持っていく
６． 配食
① お客さんの食券と注文ケース内の食券を合わせる
② ラーメンとはしを渡す
③ 食券と注文ケースを受け付けに持っていく（５セット位たまってから）
７． 麺わけ（１袋５玉）
① 麺を袋から出す
② 麺を二つに分け、秤にのせる
③ 秤にのせた麺をそれぞれ 60ｇにする。
④ フードコンテナ内の牛乳パックに 60ｇの麺を入れる
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【資料３】

≪各担当の仕事≫
みんなで気をつけること！

＊作業台は整理整頓！
＊お互い声を掛け合って確認する！
＊みんなで助け合って作業する！

１． 朝の準備（必要なもの以外は片付ける！荷物は自己管理！）
① テーブル、ガスコンロ、鍋の設置
② 水汲み
③ 湯沸し
④ スープ作り
⑤ 食器（調味料も含む）などの設置
２． 受付・会計（笑顔で、大きな声で）
① 注文を受ける
② チェック表を記入する
③ お金を受け取る
④ 食券（ペットボトルのフタ）１つをお客さんに渡す。
⑤ 配食台をお客さんに伝える。
⑥ もう一つの食券を注文ケース（牛乳パックに番号をつけたもの）に入れて、トッピング
台に置く。
３． 麺ゆで（慌てない、火傷に気をつける！）
① フードコンテナから牛乳パックを一つ出す。
② 沸騰した鍋のざるに麺を入れる。
③ タイマーを３分掛ける
④ 麺を混ぜる
⑤ ３分たったら、水を切る
⑥ 水切りをした麺を容器に入れる。
＊鍋のお湯の交換をする！
４． スープ（慌てない、火傷に気をつける！）
① 麺の入った容器に、希望のスープを入れる。
② スープはお玉（180ｃｃ）1 杯
＊スープを作る！
＊スープの味を確認する。（煮詰まってくるので）
５． トッピング（注文内容を確認する！）
① メンマを２～３本のせる
② チャーシューを１枚のせる
③ ねぎをひとつまみのせる
④ 注文ケースとラーメンを配食台に持っていく
６． 配食（笑顔で、大きな声で）
① お客さんの食券と注文ケース内の食券を合わせる
② ラーメンとはしを渡す
③ 食券と注文ケースを受け付けに持っていく（食券番号を間違えないように確認してセッ
トする）
７． 麺わけ（１袋５玉）
① 麺を袋から出す
② 麺 1 玉を二つに分け、秤にのせる
③ 秤にのせた麺をそれぞれ 60ｇ
（±３ｇ程度）にする。
④ フードコンテナ内の牛乳パックに 60ｇの麺を入れる
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【資料４】

≪各担当の仕事≫（炊き出し用）
みんなで気をつけること！

＊作業台は整理整頓！
＊お互い声を掛け合って確認する！
＊みんなで助け合って作業する！

１． 朝の準備（必要なもの以外は片付ける！荷物は自己管理！）
① テーブル、ガスコンロ、鍋の設置
② 水汲み
③ 湯沸し
④ スープ作り
⑤ 食器（調味料も含む）などの設置
２． 受付・会計（笑顔で、大きな声で）
① 醤油か味噌かを聞く。
② 整理券を渡す。
③ 配食台をお客さんに伝える。
④ 麺ゆでの人に食数を知らせる。
３． 麺ゆで（慌てない、火傷に気をつける！）
① フードコンテナから牛乳パックを一つ出す。
② 沸騰した鍋のつぼザルに麺を入れる。
③ タイマーを２分 30 秒かける
④ 麺を混ぜる
⑤ タイマーがなったら、水を切る
⑥ 水切りをした麺を容器に入れる。
＊鍋のお湯の交換をする！
４． スープ（慌てない、火傷に気をつける！）
① 麺の入った容器に、希望のスープを入れる。
② スープはお玉（180ｃｃ）1 杯
＊スープを作る！
＊スープの味を確認する。（煮詰まってくるので）
５． トッピング（注文内容を確認する！）
① メンマを２～３本のせる。
② チャーシューを 1 枚のせる。
③ ねぎをひとつまみのせる。
④ 整理券とラーメンを配食台に持っていく。
６． 配食（笑顔で、大きな声で）
① 整理券を受け取る。
② ラーメンとはしを渡す。
７．
①
②
③
④

麺わけ（１袋５玉）
麺を袋から出す
麺 1 玉を二つに分け、秤にのせる
秤にのせた麺をそれぞれ60ｇ
（±３ｇ程度）にする。
フードコンテナ内の牛乳パックに 60ｇの麺を入れる
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編 集 後 記
本事業を終えて、改めて「絆」という言葉をかみしめています。福祉の業界では「連携」
という言葉が当たり前のように使われますが、連携という言葉の基本はやはり人と人との
「絆」なのだと感じました。本事業を通して、障害のある方とほとんどかかわったことのな
い企業の方や大学生が、発達障害のある方々と出逢い、理解を深め、同じ目的を共有する事
ができました。また、被災地では、日常は支援を受ける側の発達障害のある方々が、支援を
する側となって、企業の方や大学生と一緒に活動する事ができました。これらのことは、対
人関係が苦手な発達障害のある方々にとって、人との関わりの温かさや「絆」を感じる機会
となり、彼らの大きな自信になりました。本来出逢うはずのない人と人との出逢いは、企画
した私達の予想を大きく超える「絆」となり、出来上がった「米粉入りラーメン」を通して、
さらに深まっていく事と思います。この「絆」を大切にしながら、発達障害のある方々が社
会で活躍し、地域で活き活きと暮らしていけるように支援をしていきたいと思います。
最後になりましたが、お忙しい中、実行委員会、企画行事などにご参加くださいました実
行委員の皆様、関係機関の皆様に心より感謝申し上げます。（加茂）

※

平成 24 年独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成金
高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業
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社会福祉法人 旭川旭親会
地域活動支援センター
きたのまちジョブリハセンター
〒070-0031
北海道旭川市１条通 16 丁目メゾン寿 101 号
TEL：0166-22-0252
FAX：0166-38-1002
Mail：kitanomachi@circus.ocn.ne.jp

この報告書は、独立行政法人
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