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北海道大学大学院教育学研究科
紀要第 94号 2004年 10月

北海道立盲・聾・養護学校介護職員の

職務内容と教育訓練

飯田 茂ネ

J ob Contents and Education and Training for Care W orkers 

in Schools for the Blind， Deaf and Other Disabled in Hokkaido 

Shigeru IIDA 

{要旨}官・重量・養護学校では，教員が行う授業・生徒指導のほかに，公務補，事務生，給

食調渡良など学校現業職員が担っている環境整備・財産備品管理，学校事務補助，学校給

食調理の業務などがある O 本研究では，学校現業磯良の中でも，北海道立音・襲・

校介護職員を対象として，学校教育職場における介護労働過稼とその教育的機能について

検討を加えた。児童生徒の介助・援助を主な業務とする介護職員の職務については，各学

校の校内組織体制との関連，児業生徒の心身の状況等によって差異があるため，その内容

と職務遂行上の課題について明らかにした。児童生徒が充実した学校生活を送り，健やか

な発達・成長を願って遂行される職務の専門性については， 1也磯種織員とのチーム編成に

よる介助・援助と，スクールパス添乗のように介護職員のみによる介効・援助の潟業務か

ら検討した。職務の専門性と研修・講習など教育訓練との関連については，労働条件と地

イ立向上を視野に入れ明らかにした。

[キーワード]盲・聾・養護学校，学校現業職員，介護職員，職務内容，教育訓練
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21世紀に入ってから，濯用情勢及び、労働条件悪化など労働者にとって厳しい状況は，国家公

務員，地方公務員が働く国の機関または地方公共団体を巻き込んで、急速に拡大している。各省

庁，各自治体では不況による税収不足，地方財政の悪{むを理由としてワークシェアリングをは

じめ，定員削減，業務の民間委託化などを掲げた施策が急ピッチで進められ，その具体化が圏

られている。こうした状況は，公立学校教育職場である小学校，中学校，高等学校及び官・聾・

養護学校など特殊教育諸学校においても例外ではなく，むしろ加速化しているのが現状である O

現在，これらの学校では，教諭，実習助手，寄宿舎指導員(寄宿舎併設の学校のみ)，事務職員，

栄養士，公務補(用務員)，事務生，給食調理員，運転技術員，介護職員，農場職員，医療職な

ど様々な職種の職員が児童生徒の発達と成長を願って職務を遂行している。

公務員の定員制減及ぴ民間委託の動きが更に活発化する中で，公務補(用務員)，事務生，給

食調理員，運転技術畏，農場職員など教育職場における学校現業職員は，常にその対象の筆顕

*北海道大学大学説教育学研究科博士後期言葉稼(教育計闘譲渡)
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候補に挙がり，年々その傾向が強まっている。定員削減及び民間委託の波が顕著な形で学校現

業職員に向けられ，結来的には学校教育職場を去らざるを得ない状況に追い込まれている。ま

た，公務員に対する評値制度についても，具体的な実路段階に入ってきているが，その延長線

上で学校現業職員の職務内容の必要性自体を問う論議が活発化し，全国的にみて非正規雇用職

員化，現業業務の民間委託化は，更に進行の速度を増している。

これまで公務補(用務員)，給食調理員，警備員など学校現業職員の労働条件や，その職務が

児童生徒の学校生活及び発達と成長に果たしている役割に関する研究は，教育職である教員を

中心とした教育労働研究や学校運営に関する研究における「他職種との連携」の項目で，

取り上げられる程度であった。筆者が確認した学校現業職員の労働実態や労働過程そのものに

焦点を当てた研究については 1980年における芝田進午氏と学校職員研究グループによる学校

現業労働研究， 2000年の二宮摩美氏による学校給食労働研究など少数であった

とりわけ， -養護学校で働く学校現業職員としての介護職員の研究は，職種そのもの

が公務補(用務員)，給食調理員より歴史が浅く， しかも小学校，中学校，高等学校に未配置で

あり，官・聾・養護学校のみ配置という「職員配寵上の特殊性」から対象になりにくかった。

介護職員の職務は，言うなれば間接的に児童生徒の発達と成長にかかわる学校現業職員の職務

と異なり，障害のある児童生徒に対する学校生活全般にわたる直接的な介助・援助にあたる比

率が非常に高い。しかし，介護職員の配置から 30年経過した現在も，他職種との労働編成の中

で遂行されている介助・援助業務をはじめとした職務内容，専門'性と教育訓練，労働条件に関

する研究は，未研究のまま今日に宝っている今日，介護職員を含めた学校現業職員の業務内

容が「民間委託fちされでも児童生徒にとって問題がない業務」あるいは「民関委託として十分

に活用でき，児童生徒の学校生活に支障がない業務」として扱われ，これに一層の拍車がかけ

られている。こうしたことから，本稿では捧害のある児童生徒の発達と成長及び、学校生活活動

を支援するため，創意工夫しながら子どもたちと意思疎通を閤り，職務を遂行している北海道

立富・聾・養護学校介護職員に焦点を当てて，学校介護労働過程，職務内容，教育訓練などを

中心として検討することとした。 昨年9月，北海道の介護職員 50名を抽出して「北海道

-養護学校介護職員諜査J (以下 r調査」と略す)を実施した3。この調査で得た児童生

徒の発達保障にかかわる職務内容を分析，整理する中で，介護職員のみならず，今後の学校現

業職員全体の諸問題を明らかにしながら地位・身分の確立，職務内容の見直し，専門性を重視

した教育訓練の方向性について探るとともに，介護職員の職務そのものの再構築の可能性につ

いても検討したい。

1 .北海道の介護職員及び麗用務態・定員醍置

北海道には，道立百・聾・養護学校が56校ある。国立，札親子行立，私立合わせて 5校を含め

ると 61校となる。道立富・襲・養護学校56校の障害種別内訳は，菌学校 5校，聾学校8校，

知的障害養護学校33校(うち分校 7校)， H支体不自由養護学校8校，病弱養護学校 2校である。

これらの道立盲・聾・養護学校56校では，合計 127名 (2003年 9月1日現在)の介護職員が

勤務し，障害のある児童生徒のために介護・援助等を中心とした職務を担っている。このうち，

「調査」に協力してくれた介護職員の回答者50人の基本属性については次の通りである。まず，

回答者50人の介護職員の性別及び年齢については，男性28人 (56.0%)，女性 22人 (44.0%)
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であり，年齢層が低くなるとともに人数もj成少していた(表1)。また，田答者50人のうち配

偶者の有無については r有り」が30人 (60.0%)，rなし」が詩人 (38.0%)，r未回答J 1名

(2.0%)であった。女性の場合は r有り」が8人 (36.4%)，rなし」が 13人 (59.1%) と女

性全体で「な LJが約 6苦手!となり，男女合わせた「有り Jと「な LJの割合に比べて大きな差

があった。「主たる生計者はだれか」という開いに対しては r本人」と答えた人が36人(72.0%)

となり，介護職員の黄金収入を生計の中心としているケースが7割以上に達していた。これに

続く項白は「本人・配偶者」が6人(12.0%)，r配偶者または親」が5人(10.0%) となり，

低い数値を示した。同居家族の有無と家族数については r有り」とした回答者が38人(76.0%)

に上った。その内訳は， 2人家族が最も多く 14人(36.8%)，続いて 3人家族が 10人(26.3%)，

4人家族が9人 (23.7%)の順であった。この調査結果から回答者である 50人の介護職員のう

ち7割以上は，同唐家族と暮らし，自らの賃金政入を主収入として生計を立てていることが分

カミった。

道立音・聾・養護学校介護職員としての経験年数については，表2の通りである。これらの

介護職員のうち人事異動経験者は r経験年数 10年以下の職員」が22人中 3人 r経験年数日

年から 20年以下の職員」が8人中 3人 r経験年数21年以上の職員」が20人中 3人であった。

これを合計すると，回答者 50人のうち人事異動経験者は，わずか 9人 (18.0%)であった。こ

のように人事異動経験者が比較的少ないのは，採用区分が現地採用であるため北海道職員の身

分であるにもかかわらず，本人の特殊的事情や強い異動希望がない限り，広域人事異動の対象

者になりにくかったという理由による。ただ，近年，こうした状況は，職場の人事停滞による

学校教育活動への弊害を解消する意味で薄まる額向にある。

介護職員の最終学歴は，高等学校卒業が25人 (50.0%) と最も多く，中学校卒業者 6人

(12.0%)，専門学校卒業者4人 (8.0%)，短期大学・大学卒業者 12人 (24%)まで幅広く，現

職でありながら通信制大学で学んだり，教員免許状取得のためスクーリングを受けたりする

ケースも増加している。教育，福祉関連資格の所持者については，幼稚閤(保育士免許も取得)， 

小学校及び中学校の教員免許取得者4人，高等学校教員免許取得者 2人，養護教諭免許取得者

l人，介護福祉士の国家資格取得者1人の計8人 (16.0%)であった。

(1 ) 介護員の配置基準

北海道立寄・聾・養護学校介護職員は，昭和 49年度に配寵され，既に 30年が経過した。

道介護職員の配置基準は北海道教育委員会によると「障害種別やスクールパスの有無など各学

校の実'情に応じ配寵される」としており，各校1人から 6人となっている九なお，障害麓別か

らみた学校への介護職員の艶寵は，児童生徒数，児童生徒の障害状況，学校職員数などにかか

わらず，盲学校，聾学校が l人，知的睦警高等養護学校が 1校を除いて 2人となっている。た

だ，スクールパス添乗業務があり，比較的障害の重い児童生徒が通う学校では 4人から 6人

が配置されている。

介護職員をはじめ北海道立音・聾・養護学校選費負担教職員の給与が支出される教育費の科

目は「特殊学校費」であり，他の北海道学校職員の給与と向様に人件費の項目に含まれているo

この「特殊学校費」は，平成 14年度当初予算額が513億 9，930万円，王子成 15年度第 2由北海

道議会定例会議決予算額 494犠 4，911万円(前年度比較 19億 5，019万円:3.8%減)となって

いる。それに関連して，平成 16年度北海道一般会計予算額のうち北海道職員にかかる人件費の
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総額は， 260億円 (3.3%)減となっている

介護職員を含めた学校現業職員配置は，他の教職員と同様に地方交付税の積算単価として計

上し予算措寵されているが，学校教育法に明記されず教職員定数法に く配置から除外され

ているなど法的な位置づけがなされていない。このため，各都道府県の配置基準は一定してい

ないのが現状であるo しかも，介護職員の配置は，各県が平均的な富・聾・養護学校の介護職

員の現肥誼を参考にしながら，算定方式に基づいて計上し予算措置されている地方交付税が一

般財源に入るシステムとなっているため，配置基準，車用形態についても各自治体の財政事情

や裁量に任されているo このことは，児童生徒の成長・発達にかかわる職務を担う介護職員の

身分や地位が軽視される要因にもなっている。そもそも地方交付税は各都道府県，各市町村が

教育・土木・社会福祉などの住民サービスが等しく提供するため全国どこでもサービスが一定

の水準を確保するための財政保障を図ることをその目的としている北海道における正規雇用

としての介護職員の給与は，前述したように地方交付税が一般会計予算の財源として組み入れ

られ，それが教育費の科目である「特殊学校費」から支出されていることから，北海道の単独

予算として措置されている部分がかなり大きいと考えられる。しかし，平成 16年度以時，北海

道では，全国的傾向である学校現業職員の定数闘減，民間委託化推進と北海道経済の長期低迷

を理由とする緊縮財政による，一般会計予算，教育予算の縮小と，それに伴う人件費，特殊学

校費も減少によって，更に介護職員の定数削減，退職者不補充が現実化してきている。

(2) 介護職員の雇用

介護職員の職種は，学校現業職員として位置づけられ，麗用形態は，再イ壬用職員，産休代替

職員，スクールパス添乗ノ~-ト職員などを除きほとんど正規雇用である。「調査」の回答者 50 人

の躍用形態については，男性 27入，女性 17人合計44人 (88.0%)が正職員だった。また，正

職員以外の瑳舟形態で?動く介護員の内訳は，臨時職員 1人，非常勤職員 3人，再麗用 1人の計

ら人で，未回答が lf牛あった。

介護職員の給与・勤務条件は他の学校職員と毘様に「北海道学校職員の勤務時間，休暇に関

する条例」及び「北海道学校職員の給与に関する条例」が適用され，毎月，実績に基づき介護

業務手当が支給されている。すなわち介護職員は北海道職員(北海道学校職員)の身分である

と同時に，採用区分は行政職の現業職員(行政職給料表適用職員)となる o なお，年齢が 53歳

に達し，勤務年数が20年以上経過した介護職員は，職名が「介護員」から「業務主任Jへと変

更になり，毎月，主任業務手当が支給されている。ただし，職務内容に変更はない。

北海道介護職員新規採用については，欠員に応じ公共職業安定所を通して求人募集を行い，

される学校において作文検斎及び面接検変を実施され採用している r介護職員への志望動

機」については r調査」によると，介護職員への任用替希望を含めて「障害のある児童生徒に

かかわる仕事がしたかった」が24人 (48.0%)になり，また「求職活動の中で学校介護職を知っ

fこJ が 22人 (44.0%)であった(表 3)0 こうしたことから，志望者の約半数は，障害のある

児童生徒にかかわる仕事を探し求めていたことになり，また，求職活動の中ではじめて学校介

護職の存在を知って応募してきた人が多かったことは，学校現業職員としての介護職員が一般

的に存在感の薄い職業，職種であることを裏付けている。ただ r公務員としての介護職に魅力

を持った」の項目が 11件 (22.0%)と少なかったのは，長期に及んでいる現在の不況の前に採

用された職員が多いためと思われる。なお，近年における介護職員採用試験の応募者をみると
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1名枠に数十人から吉数十人というケースも少なくない。

表 1 介護職員の性別・年齢

項 百 男 '1生 女性 百十(人) 割合(%)

20歳代 4 2 6 12.0 

30歳代 6 4 10 20.0 

40歳代 7 5 12 24.0 

50歳代 10 ら 15 30.0 

60歳代 1 4 5 10.0 

未回答 O 2 2 4.0 

合計 28 22 50 100.0 

(出所) r2003年 北海道iif・重量・養護学校介護磯良貌資」

表 2 介護職員の経験年数

項 自 男性 女性 計(人) 割合(%)

5年未満 6 4 10 20.0 

5 -10年 9 3 12 24.0 

11-20年 7 1 8 16.0 

21年以上 6 14 20 40.0 

合計 28 22 50 100.0 

(出所)表 Iに同じ

表 3 介護職員への志望動機(任期替を含む)(複数期答)

項 自 計(件) 割合(%)

障害のある児童生誌が通う学校で働き 9 18.0 
たかった

障害のある児童生徒の支援・援助にか 15 30.0 

かわる仕事がしたかった

公務員としての介護職に魅力 11 22.0 

自らの専門性(知識・技能・技術)を 4 8.0 

生かしたかった

これまでの体験・経験を介護職に生か 4 8.0 

したかった

介護職としての専門性(知識・技能・ 3 6.0 
技術的を身につけたかった

求職活動の中で学校介護職を知った 22 44.0 

その他 9 18.0 

未回答 2 4.0 

メE入3 計 79 

(出所)表 1に同じ
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(3) 介護職員の全国的配置状況

北海道立学校のような正規雇用形態としての盲・聾・養護学校介護職員の全国的な配置状況

及び躍用7に関しては，三重県，石川県をはじめとした県立学校や特定の市立学校に絞られてい

る。したがって，札腕市立など，介護職員を配置している多くの学校は，非正規雇用の短時間

瑳用のパート職員，臨時(非常勤)職員である。また東京都，大阪府に代表されるように，

-養護学校介護職員自体を配遺していない県も相当数にのぼる。正規職員である北海道立盲・

・養護学校介護職員や三重県立学校介護職員の職務内容は，食事介助や比較的障害の重い児

童生徒の移動，排波，学習中の介助・援助が恥己、であるが，石川県立学校介護職員は，スク

ルパス乗降・車内介助・接劫が主な業務である。また，東京都，大阪府，札幌市を除く県・政

令指定都市及び全国各市町村において雇用されている短時間雇用介護職員の業務は，スクール

パス添乗業務のみであるケースが多い。

北海道唯一の政令指定都市である札幌市における市立学校介護職員の身分は，本し腕市教育委

員会によって「学校に置く非常勤職員のうち，第 2種非常勤職員」と定められ，非正規の躍用

形態による非常勤職員である。職務内容については，-児童生徒の移動，食事，排准その他の介

助及び、介護」としている。勤務を要する日及び勤務時間については，-1日6時間以内 1週30時

間以内で校長が割り振る日または定める時間」とし，休憩・休息時間及び、報酬の区分について

は「札輯市立学校に勤務する非常勤職員設置要綱」の中で規定されているo このように，非正

規雇用職員の職務内容は勤務時間と児童生徒の登下校の時間がほぼ重なり合っていたり，ス

クールパス添乗業務のみのパートであったりしていることから児童生徒の移動，食事，排液そ

の他の介助及び介護内容を明文化しているケースが多い。

近年，スクールパスでの添乗介助は，非工E競雇用の競時間雇用のパート職員，臨時(非常勤)

職員から更に民間委託するケースが増加している。大阪府は「府立寄・聾・養護学校では，

本的に正規，非正規雇用にかかわらず介護職員の配置はない。登下校のスクールパスは，ほと

んどを民間に委託しており，その会社で，介助員を躍って任せている(アルバイトが主)J (大

阪府教育センター教育企画部:人権・教育課題研究車 瞳答教育グループ)という回答の通り

民問委託を推進している。また，東京都でも「都立あきる野学国養護学校の例に代表されるよ

うに，スクールパスは，地域の民関ノ〈ス会社へ委託している。スクールパス乗蜂及ぴ車内の介

助は，パス会社が雇用した職員が行っている。J (東京都立A養護学校)とし，介護職員は配置

していない。これらの関答に示されるように民関委託の場合，学校の登下校においては，玄関

横に停E詳しているパス乗峰場所が学校と民間パス会社の責任の境界線になっている。児章生徒

は，スクールパスのステップに乗った時点で民間パス会社の責任となり，乗務員の指示に従っ

て自主ちへ向っている O

2.学校介護職員の法的位讃づけ

学校現業職員である介護職員の法的制面については，学校教育法，地方公務員法，地方公営

企業労働関係法等の法律と密接に関連していることから，これらの法律での規定を含めながら

その法的状況について検討したい。まず，学校教育法・第 2叢(小学校)・第 28条の 2では，

「小学校には，前項のほか，必要な職員を置くことができるoJと規定している。そして，第 28

条の 6から同条の 11までは，各学校職員の職務について規定している九したがって，学校現業
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職員として法的位置づけられている介護職員は，第 28条の 2において「学校には，前項のほか，

必要な職員を置くことができる。」と規定している条文の「必要な職員を置くことができる」と

いう範時での職員といえる。これらの職員には，介護職員に限らず，現業職員，給食調理職員，

スクールパス運転技術異などが含まれる。ただ，学校教育法施行規出'第 2主主(小学校)・第 5

節・職員〔学校用務員〕第 49条では r学校用務員は，学校の環境の整備その他の用務に従事

する」と規定しているにとどまっている。学校用務員の職務内容は多岐にわたっているにもか

かわらず，これ以外に詳しい規定はないことから，当然にも介護職員を含む他の学校現業職員

に関する規定もない。すなわち学校現業職員は，学校教育法の中で公立学校の教職員としての

規定からはずれているため，職員の配置基準も各都道府県，各市の裁量によるところが大きい。

また，職種及び職名が一様でなく，かつ躍用形態や身分も多様化しているのが現状であるo こ

うしたことから各労働組合では身分確立運動の一環として学校現業職員を学校教育法及び教職

員定数法の中に学校現業職員の位置づけを諜題に挙げている。介護職員はこのことに加えて8

らの職種を行政職から教育職への移行や福祉職の新設移行についても課題として挙げている。

ただ，学校教育法は，私立学校にも適用されている法律であることから，こうした学校の現業

職員の配置状況を考鹿すると単に公立学校だけの問題としてだけではなし私立学校と共通す

る開題として捉えられるが，国公私立学校の学校現業職員が共通のスタンスで現状を把握して

問題解決に向かうまで、に宝つてないのが現状である。

他方，学校現業職員の労働関係，身分については，地方公務員法及び地方公営企業労髄関係

法等の法律も適用されているo すなわち，地方公務員法・第 4章・補則(特例)の第 57条では，

「職員のうち，公立学校(学校教育法(昭和 22年法律第 26~子)に規定する公立学校をいう 0)

の教職員(向法に規定する校長，教員及び、事務職員をいう)，単純な労務に雇用される者その他

その職務と責任の特殊性に基いてこの法律に対する特例を必要とするものについては，加に法

律で定めるo 偲し，その特例は，第 I条の精神に反するものであってはならないJ と規定して

いる部分である。しかし r単純な労務に麗用される者その他その職務と責任の特殊性に基いて

この法律に対する特例を必要とするもの」についての法律は，現在に至っても定められていな

し、。

したがって r単純な労務に雇用される者」の規定については，すでに失効となっている

純な労務に瑳用される一般職に属する地方公務員の範囲を定める政令」が判断基準として運用

されている。なお，労働関係，身分については，地方公営企業労働関係法の適用関係を定める

前!!u4項「労働関係，その他身分の取り扱いについては，特別の法律が制定施行されるまでは

この法律及び地方公営企業法第 37条から 39条に基づいて行う」が準尽きれている。ただし，

地方公営企業労働関係法のうち，第 17条「地方公営企業法の準用」は徐外されている。なお，

地方公営企業法第 37条から第 39条は「第 4主主 職員の身分取扱」の部分で，第 37条「職階命1lJ，

第38条「給与J，第 39条「他の法律の適用除外Jについて定められている 90 こうした日本の学

校現業職員のおかれている状況の中にあって， 1966年 9月21Bから 10月5日まで開催された

ユネスコ特別政府間会議において採択された「教員の地位に関する勧告(抄):前文ト定義「教

員 (teacher)という語は，学校において生徒の教育に費任を持っすべての人々をいう Jは，

校教育に携わる全ての教職員を指すものであり， とりわけ学校現業職員にとっての意味は大き

いと考える。
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3.盲・聾・養護学校における介護職員の労働

(1 ) 学校介護職員の労働の特鷲

近年，児童生徒の移動介助，食事介助など日常生活活動は車椅子や固定式食事用机・持子な

ど福祉機器の進化がめざまししその知識や操作技術も半鯨肘七している。今後，福祉機器は技

術開発によって進イむを遂げ障害児者の学校生活活動でも，これまで以上に活用されることにな

ると息われる O ただ，最新の福祉機器などを駆使した介護職員の働きかけは，やはり，

徒との信頼関係に裏付けられた相互交流を前提にしてはじめて成立する。介護職員と児童生誌

の関係は，一方通行的関係ではなく精神的な交互関係であり，その介助・援助過程自体が両者

による共珂労働という性格と独自性を持っている。また，児童生徒への働きかけは，

または非言語的コミュニケーション技術及び、技能を用いることがその特徴である。障害のある

児童生徒との信頼関係を築くために，その媒体としてのコミュニケーション技術及び技能が重

要であることは言うまでもない。

この労働過程において，学校介護労働者と児童生徒との関係性を確立するためには労働者側

の資質，受容・共感力をはじめとした人格性，社会福祉観，人権・生存権に対する考えなどが

重要な役割を来たすといえる。このことは r調資」における「介護職(介護職員)としての資

質及び適性(複数回答1iJ)Jに関する質問において， 50人中， 42人 (84.0%)が「人間性(人

間的震かさ)があり，相手の立場色患いやる気持ちがある」ことを挙げ高い自答率を示してい

ることからも明らかである(表 4)。なお，この調査結果は，学校介護労働の担い手である介護

職員の資質として「人間性の豊かさ」を最優先に挙げているが，人権の尊重と発達を促す介護

労働は，学校介護労働に限らず社会福祉施設をはじめとした介護福祉労働に関する研究会にお

いても明文化されている 10 ただ，学校介護労働者・である介護職員自らがそれを琵害するような

姿勢や立場で働きかける場合は信頼関係や交互関係とそれに基づく共開労働を築くことが困難

になるなど労働過程そのものに大きな影響を及ぽすと思われる。

表 4 介護職(介護職員)としての資質及び適性(複数回答)

項 自 計(件) 割合(%)

人間性(人間的豊かさ)があり，相手 42 84.0 

の立場を思いやる気持ちがある

児童生徒(子ども)とかかわることが， 29 58.0 

女子きである

介護の知識・技術・技能を持っている 26 52.0 

こと

その他 9 18.0 

メ仁5- ~t 106 

(出月/f)表 1に同じ

(2) 教資的視点を重視した学校介護労働

-襲・養護学校で働く様々な職種の労働者はその労働特性を生かし，公務労働としての「障

ある児童生徒の発達と成長にかかわる業務」を計画的かつ有機的に結合させながら職務を
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遂行している o 既に述べたように，学校における公務労働は教育職である教員のみで行われる

ものではなく，児童生徒が安全かつ健康的に充実した学校生活を送るうえで必要不可欠で、ある

介護職員，公務補(用務員)，事務生，給食調理員などの学校現業職員の労働と連動してはじめ

て成立するものである。とりわけ介護労働者としての介護職員はそれぞれの職務を遂行する中

で，児童生徒の発達・成長を願い，介護福祉の視点に立脚しながらも教育的視点を重視し，生

活・心理・医療面にも配麗して，登下校を含めた学校生活における学習活動・日常生活活動の

介効・援助業務をその内容とする介護労働に携わっている。言い換えると介護職員の介護労働

は，障害のある児童生徒の発達保障に主限を必いた介助・援助を中心とした介護福祉をその内

容とする労働であると同時に，児童生徒に対して蕊接的に学校教育の場で介助・援助にあたる

という意味からも r教育的な性格と機能を併せ持つ介護労働」であるといえる。介護労働は，

高齢者及び障害者が利用している社会福祉施設の介護労働者の介護労鱒と伺様に人開発達を皆

様にしている 11 ただ，対象が障害のある児童期，青年期の児童生徒であることから寄・聾・

護学校における固有の労働であり，それぞれの段階や障害の状況を的確に把握した上で，卒業

後の地域社会生活及び施設生活を展望しながら遂行されているところにその特質を持つ。学校

教育職場で働く介護労働者の労働は，一人一人の心身の状況が多様化・重度化傾向にあるため，

健康安全面の配慮の必要性による，短い時間における適切な介助・援助が求められると同時に，

福祉機器，介護福祉用品の取り扱い技術・技能と熟練を要する。しかも，職務の遂行にあたっ

ては，職場内で圧倒的多数を占める教育労働者の配置と労働編成に規定されながら，介護の専

門性を発揮することが求められる(表 5)0 

これら介護職員が児童生徒一人一人の発達・成長を目標として遂行される労働は，学校生活

の範囲に止まらず，スクールパス添乗介助・援助を例にとるまでもなく，家庭生活，地域生活

など学校以外の生活の場との連携のやで成り立っている。更に介護職員の労働は，児童期及び

青年期の健やかな発達支援にかかわる性格を持っと向時に，児童生徒と密接にかかわる家族構

成員，福祉・医療・保健・労働関連機関などとの連携と，居住地底の住民であり地域社会を構

成する障害児者の教脊・福祉を保障し，地域住民の共伺利益及び教育・福祉の向上を担うもの

である。特に，学校介護労働は，社会的にも教育的にも不利を被りやすい立場にある障害のあ

る児童生徒が，地域とのつながりの中での教脊・福祉を保障する性格を持っと問時に，その障

害のある児童生徒の人権を擁護する役割も担っている。

4.介護職員の職務内容と業務遂行上の課題

(1)職務内容

北海道立盲・聾・養護学校に勤務する介護職員のを命権を持つ北海道教育委員会は，介護職

員の職務内容を「学校内での児童生徒に関わる業務J と「スクールパス添乗中の業務」のニ点

に分類し具体的業務内容を示している。一点目は「教室で、の児童全徒の介助J r児童生徒の移動

にかかわる介助J I排地介助J r学校行事等における介助」等，学校内での児童生徒にかかわる

業務である。二点自は，スクールパス添乗における「乗降時の介効J I乗率中の安全確保」の業

務であり，いずれも障害のある児童生徒へのきめ縮かい介助・援助をベースとした職務である。

学校における介護職員の具体的業務については r調査」によると児童生徒の介助・援助を中

心として多較にわたり，学校によっては寄宿舎業務，事務部に関する業務も介護職員が行って
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表 5 教育的視点、を重視した介護労働

肢体不自由障害のある児童生徒に対する排波介助・援助業務

NO 児3量生徒の動き 介護機長の介助・援助

1 排准サインをt討す 排波サインを見逃さず読み取る

2 指ドt設の意思を伝える 排社長の意思を確認

3 トイレへの移動準備 トイレに行くことを説明

4 自らE財奇予を動かす意欲を持つ 主事椅子移動介助・援助

5 主事椅子からの降車準備 主事椅子の背もたれ角度調整

6 身体の緊張をゆるめる 車椅子からの降車介助

7 気分を落ち務ける 1)ラックス出来る雰図気づくり

8 脱衣(自ら出来る部分は自分で行う) 脱衣介助・援助

9 排尿・排便 便器から脱落防止の介助

10 排尿・排便終了の意思表示 排5K"排便終了の縫認

11 ペーパーを持って後始末をする 後始米への介助・援助

12 水洗レバーで、排機物を流す レバーに手を添え援助

13 務衣(自ら出来る部分は自分でお行う) 港衣(紙おむつ・燦とりパット務用)

14 主事椅子への楽家準備 車椅子の背もたれ角度調整

15 身体の緊張をゆるめる 主事椅子への乗率介助

16 手洗いのため移動する そf-i先いのため移動することを説明

17 清潔動作を行う(石鹸による手洗い) 清潔重力作への介助・援助

18 主事椅子を動かし教室へ移動 司王格子移動介助・援効

19 汚物・洗漆物の処理

20 便器・トイレ床・ 7 ットの清掃

富重複障害のある児童生徒に対する食事介助・援助業務

NO 児童生徒の動き 介護職員の介効・援助

1 食事準備・食事への意欲を持つ 食事への意欲を引き出す

2 食事準備・食事のための済潔動作 手洗い・ 1資事撃・衛生閣の介助

3 エプロン・精子着衣 エプロン・帽子の務衣介助・援効

4 テープ、ル拭き・食缶遼搬 テーブル拭き・食管運搬・移動介助

5 自己B蓋を行う 食器へのおかずの盛りつけ介助

6 食事始まりのあいさつ あいさつが出来るよう援助

7 テーブルの食器位号室・メニュー確認 食器位澄・メニュー確認援助

8 食事(水分・牛乳などを含む) フォ ク・スプーンでの食事介助

9 リラックスした雰囲気の中で食事 偲々に応じたコミュニケーション

10 食事終了のあいさつ あいさつが出来るよう援効

11 食後の清潔動作(手洗い・歯燦き) 手洗い・歯磨き・衛生面の介助

12 エプロン・紹子脱衣 エプロン・帽子脱衣の介助・援助

13 下踏・帰除・食缶遂搬移動 後片づけ・掃除・食告三遼搬移動介助

14 排aま 排尿・排便の介助

(出所) f2003年介護職員への職場訪問(養護学校・護学校)による聞き取り議査」

配慮毒事項

本人の意思尊重

率格子の安全操作

安全ベルトを外す

頭部を保護

汚れた下着の処理

てんかん発作注意

E歪葉かけ・サイン

衛生面への配慮

おむつの着用方法

安全ベルトを装着

介護職員の清潔動作

車椅子の安全操作

消毒液の使ffl方法

配慮、事項

消毒液の使用方法

介護職員の清潔動作

安全聞の配慮

盛りつけ方法

段階的指導

楽しい雰囲気づくり

言語・非言語

介護職員の清潔動作

介護職員の脱衣

掃除機の使い方

意忠雄認・サイン
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いるケースもあった。これを大まかに分類すると 12項目になる(表 6)。また，ケースとして

は5件と少ないが「部・クラブゃ活動」を担当して児童生徒とともに汗を流し， ともに地域のス

ポーツ大会に出場したり，全国スポーツ大会に教員とともに引率したりすることによって児童

生徒の学習効果を上げ社会の人々とかかわるカを培っている介護職員もいた。児童生徒の障害

状況が，重度化，多様化している中で，介護職員は，各学校における校内組職及び、他職種との

労働編成に競走きれながらも，常に学級の枠を超えた児童生徒の日々の心身状況を捉えながら，

・日常生活活動における介効・援助業務，スクールパス添乗業務をはじめ，答話会での介

助・援劫，病院付き添い介助など，広い守備範閤の場所で業務を推進している(関 1-1・図 1

2)。

ただ，表6からも分かるように「登下校介助・衣服の議脱介助・援助J (80.0%)， I授業場面・

校外学習の介助・援助J (98.0%)， I排波介助・援助J (82.0%)， I食事介助，食事の準備後始

末J (86.0%)は高率を示していることから，介護職員の通常の日常的な業務として位置づけら

れているとみてよい。他方 Iスクールパス乗蜂・車内介助・援助J (40.0%)業務の有無は，

学校においてスクールパス登下校を実施しているか否かによる。また I体調面・行動菌に配躍

を要する児童生徒への介助・援助，通院介助・援助J (54.0%)， I教材・教具・備品など務理整

頓J (46.0%)業務などは，ともに 50%前後であるが学校生活の範四番において通院しなければな

らない児童生徒数や心身状祝，組職種の配置状況・職務内容など，いわゆる学校校務組識体制!

によって決定されるケースが多い。介護職員の職務内容は，児童生徒の障害種別・障害の程度，

学校規模，学校管理職の職務命令によって，業務として位置づいたり，あるいは位置づかなかっ

たりするなど，各学校において統ーしていないのが現状である。いずれにしても，介護職員は，

日々，通常日課や非常に込み入った変期的日諜に沿った業務スケジュールの中で，児童生徒の

表 6 介護職員の業務内容(複数掴答)

項 自 計(件) 割合(%)

スクールパス乗率介助・事内介助 20 40.0 

登校介助(下校介助)・衣服の着脱 40 80.0 

授業場面における介助・移動介助
49 98.0 

学校外での学習の介助

排i設介助(排法事前挙後介助) 41 82.0 

食事介効・食事の準備後始末 43 86.0 

体調函・行動笥に配患を要する児童生
27 54.0 

徒への介効・通院介助

教材・教具・備品など整理整頓業務 23 46.0 

授業・学習の準備後始米(含:授業中) 29 58.0 

打ち合わせ・引き継ぎ 24 48.0 

帳簿・日誌など関係書類記入・整理 18 36.0 

事務部に関する業務 10 20.0 

その他の業務 10 20.0 

ム仁3、 計 334 

(出所)表 Iに同じ ※表中の「介助」は援助」を含む
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関 1-1 介護職員の克業生徒介助・援助業務における他職種とのチーム編成(1)

軍裏主ru I IJ，:t. I 

C裏表配

i養護教諭!務室聾締 i

亡主主む 仁監萎ヨ

じ盤u [裏表配

m 任l鐙住1主笠ti:11fi任If担任i担 佼 | 担 任
副担任i冨u担任同U担任|苗u担任!富U1担任!富u抱佼|闘担任
介護職員 i介護職員げト護職員 j介護磯良 i介護職員[介護職員|笑習助手

児童 1I児童 1川腿1I生徒 1I生徒1 I 生徒 1I生徒I
児童2 I児童2 け盟2 I生徒2 I生徒2 I生徒2 I生徒2
児童ま3I 児童量3 け思議3I 生徒3 I 生徒3I 生徒3I 生徒3
}思議4 I児叢4 け鵠4 I生徒4 I生徒4 I生徒4 I生徒4
児童量5 I 児童量5 I 9思議5 I 生徒5 I 生徒5 I 生徒5 I 生徒5
3櫨 6 I 児童量6 川時6 I 生徒6 I生徒6 I生徒6 I生徒8

舎務主任
舎監
舎 軍主
専 門 指 導 員
寄宿舎指導員
寄宿舎指導員
寄宿舎指導員
宅寄宿舎指導員
寄宿舎指導員
容綴舎指導員

寄宿舎指導奥
寄宿舎指導員

児重量l 
児童2
児童3
Y1l'!量4
児童5
3思議8
生徒l
生徒2
生徒3
生徒4
生徒5

6 

1.学級単位でチームを組むが，心身の状況や日常生活の課題によって学級枠を超え偲別的介助援助にさ当たる
ケースもある

にスクールパス添乗業務，主主下校介助・援助主主務は，学級に関係なくすべての児愛生徒の状況を把握しながら
11'っている

(注)図における配霞職員数・生徒数については，チーム編成を分かりやすくするため，実際の数と異なっている
(出所)2003向き絞り言問主主

臨 1-2

鐙重量

介護職員の児叢生徒介助・援助業務における他職種とのチーム編成(2)

濯議議議日

仁亙豆重コ 仁臨む

仁亙菱重コ 亡家養護コ

担任
磁担任

舎務主任
舎 E主
舎監
専 門 指 導 員

寄宿舎指導員
寄翁舎指導員

寄宿舎指導員
寄翁舎指導員

寄宿舎指導員
寄宿舎指導員
寄宿舎指導員
宅寄宿舎指導員

}思議l
匁鷺2
児童量3
児童量4
3思議5
児童量8
生徒l
生徒2
生徒3
生徒4
生徒5
生徒6

-学級に所属せずに，複数の学級の!尽主量生徒にまたがって，児主主主主徒の笑態に即して，学習中の介助・援助を行っ
ている

(注)額における自己澄磯良数・生徒数については，チーム編成を分かりやすくするため，実際の数と異なっている
(出所)2003関き取り調査

心身状況に応じて介助・援助を行っている。スクールパス添乗業務がない介護職員とスクール

パス添乗業務がある介護職員の各々の業務に要する時間は，表 7-1，表 7-2の通りであり，項

目である業務の内容は，次の通りである。

まず，スクールパスのない学校の登下校介助については，靴を脱ぐ介助・援助からはじまっ

て玄関から教室までの移動介助，衣服の着脱，排池介助から成り立っている。また rスクール

パス添乗介助・援助J は，登下校時の保護者との51き継ぎ，登校後の担任との引き継ぎ業務が

含まれる。「授業時間・休み時間介助・援助」とは，授業時間及び「授業時間と授業時間との間

の休み時間」における介助・援助のことである。もっと具体的にいうと学習時開会般の介助・

援助，移動介助・張助，排波介助・援助，給水介助・援助，教材教具などの準備・後始末など，

介助・援助のための毘接業務も含まれる。したがって，表 7-1の「授業準備J r清掃・洗議作

項目は，生徒登下校前後，これらの業務が日常的に時間設定されているケースである。
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表 7-1 スクールパス添乗業務がない介護職員の業務等に饗する時間
(単位:時間)

授業時間・休
食苓主事f総 寄宿舎業務

NO 主主校介助 み時間介効・
食事介助

下校介助 授業準備
退院介効

メ仁入35ロjiト
援助

l 0.5 3.5 1.0 0.5 0.5 6.0 

2 0.5 5.0 1.0 0.5 0.5 7.5 

3 0.5 4.5 1.0 0.5 0.5 0.5 7.5 

4 0.5 4.5 1.0 0.5 0.5 7.0 

5 0.5 5.0 1.0 0.5 0.5 7.5 

6 0.5 3.5 1.0 0.5 0.5 。.5 1.0 7.5 

7 0.5 
4‘5 

1.0 0.5 0.5 7.0 

8 。.5 3.0 1.0 0.5 0.5 5.5 

9 0.5 4.0 1.0 0.5 0.5 1.0 7.5 

10 0.5 4.0 1.5 0.5 0.5 7.0 

11 0.5 3.0 1.5 0.5 0.5 1.0 7.0 

12 0.5 4.5 1.0 0.5 。司5 0.5 7.5 

13 0.5 3.0 1.0 0.5 0.5 2.0 7.5 

14 0.5 4.0 1.0 0.5 0.5 1.0 7.5 

15 0.5 4.0 1.0 0.5 1.5 7.5 

16 0.5 3.0 1.0 0.5 1.0 1町。 7.0 

17 0.5 4.0 1.0 。.5 0.5 6.5 

18 0.5 3.5 1.0 。。 0.5 1.5 7台。

19 0.5 4.0 1.0 0.5 0.5 6.5 

20 0.5 3.0 1.0 0.5 1.5 0.5 7.0 

21 0.5 4.5 0.0 0.5 1.5 7.0 

22 0.5 3.5 1.5 1.0 0.5 7.0 

23 0.5 4.0 1.0 1.0 0.5 7.0 

24 0.5 4.0 1.0 0.5 0.5 6.5 

25 。‘5
3唱。 。‘。 。.5 0.5 1.0 2.0 7.5 

26 0.5 3.0 1.0 0.5 1.5 0.5 7.0 

27 0.5 3.5 1.0 0.0 0.5 2.0 

28 0.5 2司5 1.0 0.0 1.0 1.0 。.5 1.0 

平均業務時間 0.5 3.8 Iρ 0.5 。7 7.1 

(出所)表 1に向じ

食事準備，食事介助は，実際の食事介助の他に，食事専用机・椅子のセット，食事エプロン・

食事用具のセット，後始末，食事中の排池介助・援助が含まれている。なお，表の業務項目の

中には，行事前など不定期に行っている業務，夏季・冬季休業中に行っている事務部関係の業

務，環境整備業務は含まれていない。「打ち合わせ」については，職員朝会，小学部・中学部・

高等部ごとの打ち合わせ，グループ。ごとの打ち合わせに加え，介護部のある場合，介護部打ち

合わせなどである。業務に要する時間の合計のフち， 5.5時間， 6時間， 6.5時間というケース

については，スクールパス職員会議，学部会議，教員を主体とした職員研修へ参加しているた

めである。なお，介護職員の職務内容の時間的な割合は，この表からも明らかなように児童生

徒の介助・接効が圧倒的に多い。

介護職員の中には，こうした各学校の笑情に伴う柔軟性のある職務内容を逆手に取られ，児
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表 7-2 スクールパス添乗業務がある介護職員の業務等に饗する時間
(単位:時限)

NO 
スクールパス 授業時間・休み 食率態依

授業準備 打合わせ
i脊絡・

部活動
苦手綴会業務

合計
乗降介助・援劾 待問介助・援助 食事介効 洗i送作業 i通院介助

l 2.5 2.5 1.0 1.0 7.0 

2 2.5 3.5 1.0 。‘5 7.5 

3 4.0 2.0 1.0 0.5 7.5 

4 2.5 4.0 0.0 0.5 7.0 

5 3.0 3.0 1.0 0.5 7.5 

6 3.5 2.0 1ρ 0.5 7.0 

7 4.0 2.0 1.0 0.5 7.5 

8 3.0 3.5 0.5 。.5 7.5 

9 4.0 2.0 1.0 。.5 7.5 

10 3.5 2.5 1.0 0.5 7.5 

11 4.0 2.0 1.0 0.5 7.5 

12 4.5 1.5 1.0 0.5 7.5 

13 4.5 2.0 仏5 7.5 

14 4.0 2.0 1.0 0.5 7.5 

15 3.0 3.0 1.0 0.5 7.5 

16 3.0 3.0 1.0 0.5 7.5 

平均業務時間 3.5 2.5 0.9 0.5 7.4 

(出所)表 1に同じ

童生徒の介助・援助業務が軽視され， もっぱら他の学校業務に就くケースや r管理職が変わる

たび，職務内容の方針が変更になる。元に戻ることもある」という回答のように，数年ごとに

職務内容が変更されるケースもあった。勤務時間の大半を事務室で事務補助業務を命じられた

り教育環境整備の業務を命じられたりするケースはその典型例である 12 調査によると，これら

の介護職員は r一日の業務内容」項目の記載こそなかったが，自由記述欄において「スクール

パス以外，介護員としての仕事が決まっていない事務職でも教育職でもない中途半端な職種J

「範囲，責任，内容ともあいまいで何をすべきなのか，どこまでやってよいのかを自分なりに確

立するまで大変。しかも，管理職や一緒に学級に入る先生も立場を理解していない事が多く常

に悩むJ r責任は結構重い。範鴎が広すぎるJ と回答している。

また，介護職員は学校管理職をはじめ他職種から職務に関する共通理解が得られにくい環境

の中でもチームを組み業務を推進しているが，専門性を持った職種として捉えられていないた

め，見童生徒の介助・援助に支障を来しているケースも多い。ある道央の養護学校男性介護職

員は，こうしたケースに対して「前回寄っていたことと，今国と違ったりするので『これがい

いな』と思って行動すると，また違うことを言われたりする。スクールパス以外の業務確立，

見直しJ と自答している。また，複数の道南・道北養護学校に勤務する男性介護職員は「介護

職の仕事内容がそれぞれの学校によって違っていて，他校の方と話をしてもなかなか同じ内容

の話にはならない。自校においてもどこまで仕事なのか，気がついた事からしているが，

が増えるばかりに思える。教師にも理解されていないと思う」という f滋みや「介護職員として

の業務としては，色々な仕事をしている O 介護職員を自由にその学校に任せすぎる。学校側の

いいように使われている」と現在の学校体制における業務を疑問視する自答を寄せている。

前述したように介護職員の職務は，北海道教育委員会の規定によって，その内容が「児童生
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徒の介助・援劾にあたること」となっている。ただ，事務部，寄宿舎が所管する事務補助業務

や庶務的業務，他職種の学校現業職員とともに行う定期的な一般業務，学校行事前や夏季・冬

季休業中などに学校職員が分担して行う環境整備業務などは，児童生徒の学習活動にとって欠

かせない業務にもなっている O しかし，学校体制の中で組識として全職員が行う定期的業務は

さておき，児童生徒が登校しているときの事務部，寄椙舎が所管する業務遂行は，あくまでも

児童生徒の直接的な介助・援助業務の優先が前提条件になる。こうして職務内容の基本的規定

及び合意がなされているにもかかわらず， 日常的に児童生徒の介助・援助業務より事務補助業

務や庶務的業務を担わされているケースもあった。このように学校管理職を含めた他職種の学

校職員が介護職員に対する職務内容を十分に理解していないケースや，学校内において職務内

容が確立されておらず不安定な立場にあるケースは，介護職員の身分や地位を後退させ，結果

的に児童生徒の発達と成長にマイナスの影響として現れている。

(2) 業務遂行上の課題

こうして各学校閣のみならず職場内においても，介護職員の職務内容が明確化されていない

状況は， 日々における具体的業務の指示系統にも現れている。「調査」の「業務指示」項目では，

50人中 31人 (62.0%)が教育職(教務部・担任など)の指示を受けながら業務を遂行している

(表 8)。そして， 50人中 47人 (94.0%)の介護職員は，教務部・担任からの指示を受けている

が，富・襲・養護学校の場合，担任がークラスエ子均で2人から 4人いることから，授業場閣に

おける介助・援助業務では，同時間帯に被数の担イ壬からそれぞれ質の異なる指示があったり，

同じ事柄に対して複数の担任から処理の仕方が違う指示があったりすることが多い。そのほか

不定期ではあるが，教務部・担任以外の他職種職員から介助・援助に関する業務指示が出され

ることもあり，担任の指示同様に各々の格差が非常に大きい中で遂行する場前もある。また，

業務遂行の指示は，当日の朝に決定することも少なくない。しかし，介護職員はこうした状況

表 8 介護職員に対する業務指示

項 日 計(件) 割合(%)

事務職(事務長・事務主任) 1 2.0 

教育職(教頭) 1 2.0 

教育職(教頭)・その他 1 2.0 

教育職(教務部・担任など) 31 62.0 

教育職(教務部・担任など)・介護職 2 4.0 

教育職(教務部・担任など)・事務職 2 4.0 

教育職(教務部・担任など)・(自分) 1 2.0 

教育職(教頭・担任など) 6 12.0 

教育職(教頭・担任など)・事務職 2 4.0 

教育職(教頭・担任など)・事務職 1 2.0 

教育職(教頭・担在・養護教)・事務職 1 2.0 

教育職(教頭・担任)・寄宿舎指導員 1 2.0 

メ仁~ 計 50 100.0 

(出所)表 1にi可じ
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下でも臨機応変に対応しているが，常に見叢生徒に視点を当てて責任を持って業務を推進して

いく上での眼界も感じている。「指示がバラバラ。どの指示に従えばよいか分からないJ (道南

養護学校女性介護職員)， r子ども一人一人に指導計揺があるが，それに基づいた援助という行

為が体系的な中でとれていないJ(道央養護学校男性介護職員)， r児童生徒に対するアプローチ

の仕方に対しては，ともすると捜数の教員から，複数の指示となって表れることもめずらしく

ないJ (道北養護学校女性介護職員)とする介護職員の意見からは，系統性に乏しく単発的な業

務指示の様子を読み取ることができる。一方，業務の指示は「事務職(事務長・事務主任)Jr教

育職(教務部・担在など)・事務職J r教育職(教頭・担任)・事務職」など各職場の職務内容に

よって異なる傾向も見られた。介護職員の中には，業務内容に応じて教育職(教頭・担イ壬・養

護教)・事務職など一日に H献重から指示を受けているケースもあった。

このように富・聾・養護学校は，様々な職種の職員が共関して障害のある児童生徒の発達と

成長の支援・援助する場であるにもかかわらず，介護職員が介助・援助業務を中心とした職務

を遂行する過程で r介護職員と職務とその専門性に関する共通理解の欠如」や「援線的で境線

しがちな業務指示系統」などの問題が明らかになった。したがって，こうした問題が専門性を

生かし他耳献重との連携の中で推進されることが少なしそれが，長期にわたって未解決状態が

続くケースも多いことから，介護職員の職務遂行に対する自信と責任にも比較的大きな変化を

生じさせている。

以下 r調査」の「他職種と連携するうえで、の配慮事項」を関う項目に対する自答は，次の二

点に分類することができる。第ーには，密接な連携が必要で、ある他職種としての教員に対して

「指示，指導にしたがう J r余計なことは雷わない」という介護職員の職務遂行上のスタンスで

ある。「何をすればよいかよく聞き指導を仰ぐ」または「担任の指導のもとに勤しという囲答

や「余計なことはせず，教員の指導に対して迷惑にならないようにふるまう」という意見は，

その代表例である。これはある意味において介護職員の知識，技術，技能といった専門性と特

性が他職種職員の担う職務と連動させて計画的な学校教育活動の中で十分に生かされていない

ことを意味している。第二には，未だ多くの学校で介護職員の職務内容について共通理解が関

られていないため，職場内で多数を占める教員などの他職種職員が学校組織運営上における最

小限の基本的指示系統を拡大解釈して，業務全体に対する一方的指示に終始しがちな実態であ

る。こうした結果が r説明を聞いてから意見する。クラスのやでは裏方に徹するJ r教員の指

示に従い教員より偉そうにしない。自分の立場を考えるJrあくまでも先生方の教育に対する考

え方に添う」という意識を介護職員に持たせたといえる。また r余計なことは言わない，開か

ない。それぞれの領域に踏み込まない」という毘答や「たとえどんな教員でも立てます。謙虚

にそれぞれの立場をたてていく」という回答に見られるような姿勢が連携の配慮事項になるこ

とで，その延長線上に，介護職員は「意見を持たない職員」というイメージが作り上げられて

きたことも事実である。第三には，連携にあたり介護職員が現業職員を除く他職種の職員に対

して，遠慮しがちに控え自に業務に取り組まざるを得ない現状である。このことが「介護職員

は意見・考えを言う立場にない」という回定観念を作りだしたともいえる O すなわち r教員と

の舗値観の違いを知り，少しでも近づくようにしている」という声のように，介護職員はこれ

まで他耳献震の職員と対等のテーブルにつき， 自らの身分，地位，職務内容や児童生徒の介助・

援助のあり方などに関して意見を述べ， と自信を持って職務を遂行する機会を与えられて

こなかったのである。ある知的障害養護学校では，意見を言う機会があっても r子どものこと
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について必死で勉強し，医学・福祉・教育的視点から対等に先生と意見交換してきたが，最後

は議論が十分で、ないまま，担任の権限でで、事が進められることが多いで、すJ(道東の養護学校男f

介護職員)というケ一スもあつた。

ただ，一方で、は，全国的に学校現業職員の定数削減，民関委託が推進される中，介護職員が

霊かれている状況を改養し，意見が言える雰囲気作りや民主的な職場改革に取り組んである

ケースもある。表 8の業務指示のうち r教育職(教務部・担イ壬など)・介護職」の「介護職J

とは，業務に関して教育職(教務部・担任など)から r本日の予定J 1"週間予定J 1"月間予定J

に関する大枠の指示を受けた後，介護職員が他職種学校職員と並列的立場A で連携しながら計閥

的に業務を推進しているケースである。すなわち，業務内容に関する概括的な指示・連絡を受

けた後は，介護職員同士が主体的に判断しながら児童生徒の介助・援助にあたっている O この

実施校であり，道央の中心校でもあるす養護学校では，介護職員の長年にわたる職場改革によっ

て校務分掌の中に「介護員部」が位置づけられ，教育職の指示を受けながらも，地方において

介護職員の主体f生と専門性が発揮しながら業務を推進している 13 介護職員の多くは，職場内で

同職の仲間が少なく四面楚歌的な環境のもと，働く意欲を失いがちな状況の中にあって， T養

護学校のように飽職種からの理解を含めた職場の民主的改善を視野に入れながら，障害のある

児童生徒の介助・援助にあたっている。既に数校の介護職員は自らの職場において教員との間

で「どんな小さなことでも，連絡を密にし，児童生徒のことに関しては，共通理解を深める」

「共通理解の上で活動にかかわる J 1"協力。チームワーク。生徒第一J を確認しながら業務を進

めている実践も報告されている。

介護職員が，職場内で自らの意見・考えを言う場の確保は，表9からも読みとれるように 50

人中1"十分確保されているJが4人 (8.0%)，1"はぽ，確保されている」が 13人 (26.0%)で

あり，合計 17入 (34.0%) と低い数値を示しているものの，道南・道東養護学校の介護職員は

「以前に比べ，少しずつ広がりを見せ始めている」として評価している。ただ，そうした反面「あ

まり意見・考えを言う場が確保されていない」が9人 (18.0%)，1"ほとんど意見・考えを言う

場が確保されていないJ が 5人 (10.0%)，1"意見を言う場すらない」が 1人 (2.0%) と，合計

15人 (30.0%)に達している調査の結来は，未だ，一定数の職場において職務遂行上の意見が

出せない状況になっていることを示している。

表s職場における意見・考えを言う場の確保

項 目 計(件) 割合(%)

十分確保されている 4 8.・O

はぽ確保されている 13 26.0 

ふつう 16 32.0 

あまり確保されていない 9 18.0 

ほとんど確保されていない 5 10.0 

その他(意見を浅う場すらない) I 2.0 

未回答 2 4.0 

メι'i 計 50 100.0 
(出所)表 lに河じ
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5.児童生徒への介劫・援助とその専門性

様々な職種の学校職員が担っている職務は，教員が教室において児童生徒を対象に行う授業

のみではなしそれぞれの分担の中で児童生徒の登校時から下校時に至るまでの学校生活全体

にわたっている。とりわけ，介護職員の職務内容は児童生徒に対して直接的な介助・援助が大

部分を占める業務である。したがって，児童生徒から学校生活にとって欠かせないスタップと

して慕われ，信頼関係を築きながら学校生活全般において，コミュニケーション能力をはじめ

とした援助技術を駆使して遂行される介護職員の職務は，高い専門性が求められることは言う

までもない140 こうしたことから，介護職員の職務は，安全で快適な学習場所並びに居場所とし

ての学校において，児童生徒がのびのび個性を発措することを援助する専門的な発達支援業務

として捉えることができる o 介護職員の職務おける専門性は，排池介助，食事介助，スクール

パス添乗介効など児童生徒の学校生活活動のあらゆる場閣で発揮されている。以下，こうした

日々の介助援助業務をベースとして，介護職員への開き取り調査によって明らかになった専門

性を①学習及ぴ登下校における介助・援助の専門性，②学校生活活動全般にわたる専門的知識

と援助技術，③家産・地域と学校をつなぎ支援する専門性，④卒業後の地域生活，福祉施設生

活を視野に入れた作業学習・職場実習への援助，の 4点の視角から検討したい15

(1 ) 学習及び登下校における介助・援助の専門性

-養護学校の介護職員は，表7のように午前・午後における業務のうち，かなりの時

間にわたって援業時間の援助に入っている。授業中の業務である児童生徒への援助・アブロー

チについて，ある介護職員は r授業は，当然，教員が組み立てる立場にあると思う。授業内容

についての組み立ても同様だ、と思う。介護職員が授業に入る場合はあくまでも護助である。教

員は指導案を書いて授業を行うことになるが，介護職員i丸児童生徒が楽しく参加できるお膳

立てすることであると思う J と語っている。こうした授業中における役割分担態勢の中で介護

職員は，教員など他職種の職員，そして時には教室でわが子に匿療ケアを行う保護者の動きを

総合的に見極め，的確で、迅速な判断をしながら，見童生徒の心身の状況を把撮しながら効果的

な援助を1Tっている。

授業場面では，心身の状況を把寵しながら学習効果を上げるために，児童生徒とともに雰囲

気を盛り上げながら，他方では，体調不調サインや排波サインなどの清報をリアルタイムで祭

知している。例えば，健康前から定期的にトイレに行く必要性のある養護学校の重複障害児童

生徒に対しては，途中で教室を抜ける時の気持ちを十分に受け止めながら，その気持ちを

して援助にあたっている。また，当日の心身の状況から長時間の学習に課題があり， トイレが

近い生徒については，訴えに応、じるかたちで「排准」と気分転換を臨ることを目的とした「お

はなしJ に一定の時間を費やし，気持ちを切り替えてから教室に戻り効果が上げているケース

もある。

介護職員が学校外において教育的視点を視野に入れた職務として，児童生徒の生命の安全に

を持ちながら遂行している業務には，登下校・放課後介助，スクールパス介助及び援助が

ある。児童生徒は心身状況，体調等によって前日と全く違っていたり，あるいはその日の登校

後，ちょっとした出来事による心身の変化が言問金となって，精神的に不安定な状況になった

りするケースが多い。こうした心身の変化については，寄宿舎から学校へ登校する児童生徒の
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場合，寄宿舎指導員から引き継ぎを受けて対応している。また，スクールパスで登校してくる

生徒の心身の状況については，保護者からの引き継ぎのほか，スクールパス乗降及び乗車中の

きめ細かい介助・援助を行っている(表 10)。特に，引き継ぎについては， 日常生活活動全般の

援助技術，健康安全への配癒事項が含まれているため，寄宿舎指導員や保護者との児童生徒の

心身状況を把握するための専門性が求められる。そして，介護職員が担っているスクールパス

添乗及び登下校の業務は，児童生徒の生命・健康・安全を左右させるための介助・援助である

ことから，その心身の微妙な変化に気づき，学級担桂，養護教諭に引き継ぐなど適切に対処で

きる総合的判断力を有していることが不可欠で、ある o 介護職員は，スクールパス添乗中に，見

童生徒の健康状態が急変したときは，救急、率を呼ぶときもある。

また，登校中のスクールパスの中で少し気持ちが沈みがちであると思われる児童生徒に対し

ては，話を開いて励ましの言葉がけをしたり，肩に手を添えてリズムをとりながら耳元で好き

な歌を口ずさんだり，一人一人に合った介助・援助を行っている。こうした個々に対する場面

に応じたコミュニケーションやスキンシップなど援助技術を駆使したアプローチは，帰りのス

クーlレパスの中でも向様である。学校の中で楽しい出来事があった児童生徒はスクールパスの

中で介護職員に向かい r今日，こんないいことがあったんだよ」と話しかける o これに対して

介護職員は「そうなの。本当によかったね」と心から共感する o また，学校の中である失敗を

して，それを気にして沈みがちな児童に対しては「先生だって，失敗することもあるよJ r先生

も失歎するのJ rそうだよ」とさり気ない会話の中で気持ちをほぐし，スクールパスを降りる頃

には，笑い顔になっていることもある。こうしたスクールパスでの介護職員の働きかけは，児

童生徒にとっては「明日も，明るく学校へ行こう J ，-明日もがんばるぞ」という内閣から湧く意

表 10 スクールパス添乗業務の原期的チェックポイント

項 自 チェック事項・配患のポイント

指定場所到着 -一定時間以上，著い所または寒い所で待たなかったか

-顔名，体調はどうか

送迎車乗車時 -危険がないように介助しているか

送迎車発車前 -産席に確実に座ったか

.JA位ノ〈ランスのとれる姿勢で、鹿っているか

-安全確認は確実に行ったか

-生徒個々に合った言葉がけができたか

移動時(車内) -車内の温度は適温か

-姿勢に無理はないか

-緊張感はないか

-体調に変化はないか

-乗車時間は所定の時間を超えていないか

学校到着時 -乗り物酔いなど体調に変化はないか

-移動による心身の状況に変化はないか

送迎率蜂幕時 -危険のないように介助しているか

送迎車降率後 -学校内の安全な場所まで移動介助ができたか

-車内を出発前と同じ状態になるよう確認したか

こうした配慮、事項を基礎にして，生徒一人一人に応じたコミュニケーションをとり，きめ細か

くかかわりあいながら，介助・援効を行っている

(出所) r2003年介護職員への磯場訪問による開き取り調査」
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欲につながっている。

(2) 学校生活活動会般にわたる専門的知識と援助技術

障害のある見童生徒の多くは，医療面の課題を抱え， ともすると極度の不安を要因として心

理的に不安定となり， 日々の学習や学校生活そのものへの意欲が薄れていくケースもあるo 介

護職員は，食事介助，排液介助をはじめとした日常生活活動全般にわたる援助によってともに

過ごす時間も多く信頼関係を築いていることから，児童生徒から相談を受けることが多い。こ

うした克童生徒の不安に対する内面的な発信としての素直な気持ちゃ想いを的確に察した相

談・援助は，以下の養護学校における 2事例のように心理閣における専門的アプローチの方法

及び児童期，思春期における棺談援助技術が必要になってくることは言うまでもない。

① 心理的安定を困るための専門的アブローチ

療育センターを併設している肢体不自由養護学校を中心とした盲・聾・養護学校では，入退

院を操り返し，手術後の見童生徒が多い。また，様々な医療的配慮を要する見重量生徒も学んで、

いる。こうした児童生徒は両親から離れて治療に専念しながらも，小学生・中学生・高校生と

して意欲的に学校生活を送っているケースが多い。ただ，住み慣れた故郷や家族から離れて，

整形外科を中心とした大きな手術を繰り返しているため，寂しくて心が沈みがちになったり，

精神的に不安定疲状が現れたりするケースが多くみられる o こうした児童生徒の心身状況に対

して，介護職員は，-こうした緊張と不安を抱く克童生徒に対しては，心理的なフォローが必要

であり，カウンセラー的な手法で接することが重要になってくるJ(石狩管内肢体不自由養護学

校:20歳代女性介護職員)と話すなど，学校生活を送る上での前提となる緊張と不安の緩和を

目指した援助の必要性を強調している。また，-抵抗力が弱<，体調が悪いケースもあるので，

時には養護教諭的なスタンスに立たなければならないこともある」と付け加えている O

特に大きな手争t&や複雑な治療をしなければならない児童生徒の手術前後を含めた不安は生命

の危険を感じ取り綴限に近い状況にある。介護職員は教員など他職種の職員と共同で心身の苦

痛を十分に受け止め，少しでも不安感を取り除くような接しかたをしたり，それを和らげるよ

うな時間をタイムリーに設定したりしながら，希望を持って楽しく学校生活が送れるようなき

め細かい援助を行っている。

また，通院介助・援助などは，養護教諭とともに行うケースが多いが，通院途中や待合室で

の待ち時間における治療への不安・恐怖を和らげるためのかかわり方によって，児童生徒が安

心して勇気を持って受診することに大きな役割を来たしている。こうしたコミュニケーション

の取り方は，相当の信頼関係と援助技術を必要とする。したがって児童生徒全体の心身の状況

を把握しながら，主として心理的安定を図ることを自指して援助をする介護職員の存夜は非常

に大きいと考える o かつて，整形外科手術のため長期入院を余儀なくされ養護学校に転校した

ことのある母親たちは，介護職員を「子どもたちの心の支えとして慕われ，かっ，子どもたち

全体を見渡すことが出来る先生J として，その役割を高く評価している。

争 児童期，思春期における棺談援助技術

瞭害のある児章生徒のやには，活動範囲の制約を受けていることから，思春期であるが放の

反抗や甘えたいけど甘えられない状況を自ら無理に抑えようとする領向がある。それが，かえっ
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て不安を助長し行動に出てしまうケースも多く見受けられる o この場合，児童生徒は担任に言

いにくい悩みや不安を，介護職員には素直にうち明けてくれることが多く，甘えと反発など素

直な気持ちをストレートに出すケースもある。また，児童生徒のおかれている状況によっては，

「友達がいないとき一時的な友達のかわり(友達もどき)にもなる J '応急、処援として，友達的

な話し相手になることもある J(石狩管内絞体不自由養護学校:30歳代女性介護職員)としてい

る。また，そればかりではなし介護職員の職業的，社会的経験をふるに生かして，時にはあ

えて厳しさを持って援助にあたっていることが障害のある児童生徒との信頼関係を強閣にして

いるケースが多い。これらの例からも明らかなように，介護職員の児童生徒への援助業務は，

「安心して充実した学校生活を送るJ ことにも直結していると考える。

このように介護職員の援助業務が児童生徒に浸透し効果を上げているのは， とりもなおさず

介護職員の幅広く温かい人間性をベースとした専門的知識と技術に裏付けられているからであ

る。こうした背景には，介護職員は，援助場周によって，いい意味で『信頼のおける大人J W話

線を同じくして棺談に乗ってくれる介護の先生~ W人生の先輩』として接していることがうまく

作用している。そのスタンスが児童生徒にとって非常に有効となっているJ (空知管内養護学

校:20歳代男性介護職員)という昭答に示される視点を持った護助技術がある O つまり，介護

職員は児童生徒の心身状況に応じて「お兄さん的スタンスで、の費助J'人生の先輩としての護助」

「友達感覚的視点を取り入れた援効」を巧みに使い分けながら援助を行っている o 生活環境的に

も制約を受けている児童生徒にとって，心情を的確に把握した介護職員の接助は，大きな意味

を持っているといえる。

③ 重い障害のある児童生徒の特性を把握した接助

-養護学校に勤務する介護職員は，比較的障害Aの重い児童生徒あるいは重度重複障害

のある児童生徒を担当して，その一人ひとりの心身の特性を把援しながら，授業場面における

援助や，心の不安を軽減しながら安心して学習に参加する護助を行っているo また，食事介助

は，きざみ食J '一口食J など食形態にも配慮、して， コミュニケーションをとりながらよく噛

んで食べることが出来るょっな介助を行っている。排池介助は，おむつや尿とりパットの装蕩

などの介助技術の他に，排池行為に最も重要である全身緊張を弛めるための，適切な言葉がけ

等による援助を日常的にきめ細かく行っている。

特に，吉学校での介助・援助を例にとると，視覚障害がある場合，歩行をはじめ心身の不安

感からくる偶々の行動パターンなども的確に把擁することが必要なり，また，自間的な傾向が

強〈感情の起伏が激しししかもその間隔が短いため集団的な学習に課題が残る児童生徒の場

合は，その生徒の実態を把握しながら心の平静さを取り戻すなど適切に援効している。このよ

うに，児童生徒の実態把提をはじめとして，教員など他職種のスタッフと連携をとりながら行っ

ている介護職員の介助・援助は，信頼関係を前提とした関係性の中で，一人一人の児童生徒が

安心して活動するために必要不可欠である。

(3) 家窟・地域と学校をつなま支援する専門性

地域で学ぶ児童生徒の発達及び成長を願い学校の教育を効果的に推進するためには，その大

部分を学校が担うのではなく，家庭や地域の教育力を生かし，連携をとっていくことが必要で、

ある。こうした役割は，すべての学校職員がその職務のなかで，家庭・地域社会との結合を関っ
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ていく役割がある。特に，介護職員は，スクールパスによる登下校介助・援助や，排t世・食事

などの日常生活活動の介助・援助業務も担っていることから，家庭との連携は不可欠で、あるo

日常の業務の中において介護職員は，児童生徒の心身の様子を的確に伝える役割も担ってい

るが，積み重ねられた信頼関係が講築されてくるにつれ介護の知識・技術について相談される

ことが多い。

保護者は，障害のあるわが子の家庭生活上の問題をはじめ，毘療・福祉など現実の諜題や，

将来に向けての不安など様々な悩みを持ち，学級担任や進路担当教諭に相談することが多い。

ただ，保護者は，身近な生活上の問題を話したり， 日常の生活の出来事を開いてもらったりす

る相手として，介護職員を選定するケースが多い。保護者が介護職員を選定する基準として，

自は，児童生徒の学校生活活動の細部にわたってトータルに把握していること，二点目は

教育的視点のみならず，生活的被点・介護的調点を持ち合わせていることである。

こうしたことから保護者たちは介護職員を「保護者の立場や考えを理解してくれる介護の先

生f私たちの目線になって話を開いてくれて，しかも社会的な事柄を理解している介護の先生」

「家族やこの子の兄弟のこと，挙げ勾の果てには，身体に優しい料理の作り方なども教えてくれ

る介護の先生J と評価していることが多い。学校では，一見すると何でもない日常的な出来事

として見過ごしがちであるが，母親が子どもの日常生活において気になる出来事や，人に胸の

内を話したいことがある時，気軽に話せる信頼関係のある介護職員の存在は欠かせない。この

ように気軽に話すことの出来る職員が学校に存在することは，まず，保護者の精神面における

安定感、が違い，そのことが児童生徒との家庭における接し方にもゆとりが出来てくる。これは

保護者との関係性が子どもの成長・発達にとってよく作用している典型例である。

母親は自分の腕の内を話すことが出来る信頼関係のある介護職員に対して r自分の気持ちが

整理でき，かっ安心で、きる介護の先生」と ている。つまり r話すことによって自分の気持

ちを整理してくれる職員」ではなし「話すことによって自分の気持ちが務理できる職員」とし

ての存在意義は，非常に大きいと考える。

6 .介護職員と教育訓練の諸問題

(1 ) 介助・援勧業務とこれまでの職業経鹿及び教育訓練

「調査」における職業経験・ボランティア活動が介護職員への職務に役立ちを問う項目では，

50人中， 37人 (74.0%)が「役に立っている」と答えた。なお r役立っていない」とする回

答者は 4人 (8.0%)，未盟答者は 9人 (18%)であった。また r調交」の介護職員採用前の職

業調査項目では，回答者 50人のうち 39人 (78.0%)が豊富な職業経歴を持っていることが分

かった(表 11)。

「保育代替→給食センター→道立高校授業料徴収員→介護職員J r障答者施設指導員→花屋→

介護職員J r自衛隊→病院勤務→介護職員」など教育現場をはじめ近接分野としての福祉・医療

職場に勤務した経歴を持つ介護職員は 12人 (24.0%)であった。このうち教育・福祉・医療分

野に勤務経験のうち，寄宿舎指導員，施設指導員，保育士など高齢者・障害児者の介護・援助

業務を行っていた介護職員は 5人であり，これまでの職業経験を現在の職務に直結させて児童

生徒の介助・援助業務を行っている O 他の 7人は，前職が直接的に生徒に接する機会が少ない

職務である高等学校公務補，授業料徴収協力員であった。ただ，これらの職種は生徒の学校生
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活を支援する学校職員であり，学校職場の組機体制をすでに理解していたため，比較的スムー

ズに介護職員の職務を理解し業務を遂行していくケースが多かった。

他方，など教育・福祉・医療関連分野以外での職業経塵を持つ介護職員は 27人 (54.0%)で

あった。職業経歴は i外援見習い→販売員→彫刻工房→介護職員Ji眼鏡癌→広告代理→スキー

指導員→介護職員J i調理師→観光施設→介護職員」など，比較的高度な技術を要する仕事に就

いていたケースもあった。介護職員は，こうした技術や技能を作業学習，職場実習，調理学習，

スキー学習の介助・援助を過して児童生徒のために役立てている。また iゅうせん→建築→郵

政→介護職員J i食品製造→介護職員J i電力会社→介護職員」という職業経歴を持つ介護職員

は，職場実習での働き方，心構え，会社でのマナーなど自らの体験をもとにして，生徒に語り

かけている o 道央知的障害高等養護学校数校の介護職員による卒業後の地域生活及び福祉施設

生活を視野に入れた作業学習及び、職場学習への支援・援助は，以下の通りである。

-養護学校に通う生徒は，その生徒の心身の状況に応じてや学部段階から将来の社会

生活，職業生活を視野に入れながら学習や実習を積み重ねている。将来の生活の向けた職業に

関する学習はその導入段階として「色々な職業・仕事があることを知ること J iその職業・仕事

をするために，どこでどのような人たちが髄いているのか」などを理解することを目的として

組み立てられている。学校では，こうした学習の段階的応用発展として，木工，絢芸，縫工，

工業，クリーニング，印刷など職業に関する学習を行っている。また，将来において様々な経

験を経てきた人や年齢の異なる人とともに地域生活，社会生活，そして職業生活を送っていく

ための地域生活・語祉作業所，一般企業，福祉施設など学校外での実習も中学部段階から取り

入れられ高等部 3年次には通算数ヶ月に及ぶ場合もある。

このように池域生活及び福祉方面設生活を視野に入れた実際の職業に関する学習や作業学習，

そして職場実習の準備段階としての事前学習は，地域生活，社会生活，そして職業生活を展望

した現実に見合った学習内容であることがポイントである。介護職員はこうした学習場面での

介助・援助を日常的に行っているが，これまでのボランティア活動と経験職業経験を生かしな

がら i地域生活訓練作業所，職場・施設実習先」に関する学校への情報提供 i作業場・職場

での仕事の準備，段取り，作業予)1頂J i小企業，個人経営の商践での働きかた」などをアドバイ

スして生徒の学習効果を高めている。

介護職員がa主的に参加している青少年活動をはじめ，地域でのボランティア活動(ホーム

ヘルプ。ボランティア・介助の有償ボランティア・幼稚関見と遊ぶボランティア・廃品回収活動・

町主催ボランティア)は，生徒が卒業後の生活を視野に入れた地域の人々との交流学習先，地

域の企業，作業所での職場実習先との関係性をより密接にするためのネットワークづくりにも

役立っている。地域で廃品田収・ 1)サイクル活動を行っている日高管内の養護学校男性介護職

員は i障害のある卒業生が地域で生き生きと暮らしていくためには，養護学校と地域のつなげ

る活動が不可欠で、ある。こうした活動を通して『うちの会社， うちの施設でも職場実習を受け

入れます』という声が広がってきた」とその必要性を語っている。

また，介護職員自らの豊富な職業経験と作業学習，職場実習とそれに関連する学習について

lは比土丸 i色々な体験や技能.技術.知識。医療.木工.鉄工.陶芸.電機.屋外作業一般が作業学

習に役立つているJi職業経験で

るJ などと語り，これまでの職業経験が生徒の学習に効果を発揮していると評価している o

徒にとって苦手な作業学習やはじめての慣れない雰囲気と身近に接することが少ない大人の中
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表 11 介護職員の職業経麗

性別
年齢層 介護職員

前職
年数

前々職
年数

前前々職
年数

(代) 経験(年) (年) (年) (年)

1.男性 20 5.0 農業建築 0.9 

2. 男 'I~主 20 7.0 スポーツクフブ 1.0 

3. 男性 30 0.5 製造業 13.0 

4. :5号f生

記
11.0 彫刻工房 1.0 販売員 0.5 外壁見習 0.3 

5. 男性 0.5 スキー員 0.5 広告代理 9‘O めがね庖 2.5 

6. 男性 2.0 コンク 1) ト鮒 7.0 自動車製造 1.0 自動車製造 2.0 

7. 男性 30 6.0 認礎的 13.0 Gスタンド 1.0 Gスタンド 1.0 

8. 男性 40 3.0 道前校公務補 13.0 臨時公務員 4.0 水道工事活 4.0 

9. 男性 40 4幽O 道高校公務補 8.0 送局校公務補 14.0 }吉良 7.0 

10. 男性 40 10.0 臼品管内病院 2.0 防衛隊 7.0 

11.男性 40 11.0 郵政省 6.0 建築関係 2.0 ゅうせん 3.0 

12. 男性 40 16.0 臨時公務補 7.0 電気工事庖 2.0 室内装飾 2.0 

13. 男性 40 20.0 配管業 1.0 関空兵 4.0 コカコーフ 2.0 

14. 男性 40 19.0 市役所 2.0 

15. 男性 50 6.0 道立公務補 16.0 会社営業 12.。
16. 5引生 50 26.0 建築大工 10.0 民芸木彫 10.0 

17. 男性 50 24.0 会社員 10.0 

18. 男性 50 繋備工 17.0 

19. 男性 50 20.0 製造業 7.0 電機底良 3.0 

20. 男性 50 26.0 開発局 4.0 開発農業 6.0 

21.男性 50 24.0 大工 13.0 木工会社 3.0 

22 男性軒 23.0 観光施設 5.0 議礎部 10.0 

23. 6.0 寄宿舎寮母 17.0 

24. 3.0 運転技術長 13.0 営業率運転手 12.0 

25.女性 30 3.0 事務員 2.0 団体職員 5.0 

26.女性 30 5.0 花屋バイト 0.3 施設指導員 2.0 

27.女性 30 3.5 道臨時職員 2.0 信ffl金感 7.0 

28.女性 40 25.0 アルバイト 2.0 

29.女性 40 23.0 保育園 2.0 市営ノ〈ス 2.0 

30.女性 40 10.0 文具パート 3.6 農業 10.6 学校事務生 3.6 

31.女性 40 22.0 北大医学部 4.0 

32.女性 50 25.0 人事課事務 8.0 

33. 女性 50 22.0 代替寮母 1.0 寮母ノ ト 1.0 家事従事 5.0 

34. 女性 50 27.0 会社員 3.0 

35. 女性 50 24.0 一般事務

36. 女性 60 27.0 土木現業所 3.0 自営業 11.0 

37. 女性 60 23.0 授業料徴収員 5.0 給食センター 4.0 保育代替 4.0 

38. 女性 60 23.0 食品製造 10.0 家事

39.女性 60 28.0 電力会社

(出所)表 uこ同じ
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での職場実習は大きな不安を拾えている。ただ，そんなときも，緊張と不安が交錯する生徒は，

介護職員が豊富な職場経験で得た「働くことの厳しさと喜び、」や仕事の失敗，成功体験談を開

き，それを追体験しながら作業学習，職場実習への心構えを培っている。

(2) 介護職員の職務と教育訓練の重要性

介護職員が児童生徒に対して行う介助・援助は，その心身状況に応じて実態に的確に把握す

ることから始まる。特に，比較的障害が重く心身の状況に課題が多い児童生徒に対しての学習，

排准，食事の介助・援助や強度行動障害があったり自問的傾向が強く不定期にパニックを起こ

したりする児童生徒の介助・援助は，健鹿，安全にかかわることが多いため詳細な資料に基づ

く把握のための研修が必要となる。また，心身の状況に配慮を要する生徒は，障害の一般的特

徴を把握する他，就学前の資料，家庭での状況など生育塵などに基づいた研修など実態把擦に

関する研修が不可欠で、ある。「調査」における研修に関する項目の中で，介護職員は， 日々，児

童生徒の介助・援助の当たるため I障害の特性，性格を理解J I子どもの家庭環境の把握J I生

徒が援助を必要としている函を把撮」を挙げ実態把握に関する研修の必要性を強調している。

また，介護職員は実態把握のための基礎的研修と並行しながら Iリアルタイムで変イじする見童

生徒の実態についての観察と把握についての研修も欠かせない」として一日一日変化する児童

生徒の心身の状況に関する研修を希望していた。すなわち，学習活動，日常生活活動において，

介護職員は児童生徒が何を求めているのか観察して読み取る方法や I椙予の気持ちになって接

することが大切だと思っているので，好きなこと，嫌いなことをまずっかむJIやたらと声をか

けないようにし，よく生徒の行動を観察することJという実態把彊が必要不可欠で、ある o また，

「無理を押しつけないで児童生徒の求めていることを的確に捉える」など児童生徒個々の状況に

応じた対応を迫られることもある。こうした状況に対して介護職員は，介助・援助場面におけ

る実態把握や観察を集約して，正規に位置づけられた O]Tではないが，放課後の短い時聞の中

で能力・技能形成のための研修を行っている。

また，富学校に通う児主主生徒の介助・援助は，点字，自杖歩行に関する基礎的知識・技術・

技能が必要であり，また，聾学校に通う児童生捷の介助・援効は，口話法，手話，補報器に関

する基礎的知識・技術・技能が必要で、ある。このように，介護職員の介助・接助に関する業務

t::J:， 児童期，青年期の発達及び成長過程にある児童生徒が対象であることから，健康安全面，

介護福祉的視点を踏まえながら，これに合わせて教育的視点を持った専門性が求められると同

時にタイムリーに素早く判断することが求められる。こうした意味でも介護職員の介助・援助

は知識，技術，技能に加え熟練を要する業務であるといえる。したがって，障害のある

徒の状況を的確に把握しながらの業務を繰り返し，その蓄積されていく技術や技能を維持また

は高度イじさせながら，多様なニーズに応えていくためには研修・教育訓練が不可欠で、ある。こ

うすることによって，介護職員は児童生徒のかすかな表情や変化から介助・援助の糸口をつか

んでいくようになる。函館地誌養護学校女性介護職員は研修・教育訓練の重要性について保護

との関係性も含めて次のように述べている。

「保護者は，職員だから何でも知っていると患い質問をしてきます。そんなとき何も答えられ

ないのでは閤ります。保護者に不安を持たせてもいけません。そのためにも，専門性が必要に

なってきます。また，時じ方向性のもとで個々の障害を見つめる“自"を持ちたいと患います。

そのためには，研修が必要になってきます。どんな障害があっても，接するにあたり，どんな
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配躍をしなければならないかを知りたいのです。学校に勤務する上で，どんな職種も専門性が

必要になってきます。また，自分の学校の生徒についてしか，知らないと苦うわけには，いか

なくなってきています。仕事を長くしていると，視野が狭くなり，しかも，何でも知っている

かのような態度のなってしまいかねません。毎日が勉強です。今の地位に甘んじていられませ

んJ

(3) 介護職員が必婆とする教育部i練

なお， における児童生誌の介助・援助を中心とした業務を推進する中での課題につい

ては，第一に「介護の知識・技術・技能などに関する研修・教育訓練J を挙げる介護職員が多

かった。その前提となる業務上の課題に関する具体的内容は r専門的なこと(病気，麻療に対

する対応、)についての理解が足りないJr生徒をどのように理解していくか迷う Jr校種が変わっ

て2年目だが子どもの障害理解がなかなか深まらないJ r自分自身のスキル不足J rスクールパ

スという動く個室で、の児童生徒への対応のしかたが十分で、ない」などであった。このことが臼々

の職務を遂行するうえで不可欠な研修・教育訓練を必要としている要閣にもなっているo また，

一方で、は rまだまだ，児童生徒の障害について深く把握していないことや無知の部分があるの

で，少しでも知識として頭に入れなくてはという気持ちでいます(講習会等があれば受講した

いです)現在は肢体不自由児とかかわっていますが，障害の違う学校も視察訪問してみたいで

すJ (道央養護学校女性介護職員)という意見のように，障害のある児童生徒への幅広い知識・

技術習得など，自らの資費向上に対する課題や，将来，障害種別が異なる学校へ異動したとき

の職務遂行上の戸惑わないための研修受講を課題にしているケースもあった。介護職員が参加

を希望する研修・教育訓練の主な内容は次の通りである o

-克章生徒の基本的な障害の特徴及びそれに伴う介助の仕方についての講習

・紋体不自由児に対する介護の仕方，接し方(菊脱，排池，移動)。学校，施設等の訪問研修

.発作時に適切に対応ができるようになりたい

・動作訪11練法の研修。 自立活動やストレッチなどの監学的な講義があれば

・介護員の専門性に関する研修。介護体験実習。介護技術に関する研修

-特殊教育センターでの研修より，実際の現場での研修

-全般の基礎的なこと。職務向上に関する全ての研修。多種，多様の欝寄の知識

-肢体不自由児における身体の訓練の仕方，色々なタイプの発作に対する対処の仕方

・介護職員の専門牲に関する研修。介護体験実習。介護技術に関する研修

(4) 介護職員の教宵訓練と学校体制

ただ，介護職員の研修・教育訓練ニーズが高いにもかかわらず，機会の確保については r調

によると rあまり確保されていない」と「ほとんど確保されていない」が合わせて 30人

(60.0%)に達し，多くの介護職員が研修・教育訓練を受講したくても，受講できる環境にない

ことが明らかになった(表 12)。研修・教育訓練の受講が難しい要因としては r予算が割り当

てられていないので，行く機会がないJ r介護職員に研修権はあるのでしょうかJ r北海道教育

委員会が主催する特殊教育センターでの介護職員研修があるが，あとの研穆はほとんどない」

「研修・講習の情報が伝わらないJ r年次有給休暇を使用して自分でお金を出して行っている」

「必要な研修なのに r休みを取ってまで……』とか言われるのなら，今後行けないような気がし
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ますJ など各学校の実態が示すように，介護職員の研修・教育訓練の機会及び研修権を保障す

る研修体制になっていないためである。

介護職員の中には，研修・教育訓練が確保されない中においても，自らが見室生徒の発達と

成長を援効する職務を扱っているという使命感から，適切に介助・援助を行うため私費で短期

大学・大学(通信教育)，夜間専門学校に在籍して教育訓練を受けているケースもある。ここを

卒業，修了した場合は教員免許，保育士，福祉関連免許，訪問介護員(ホームヘルパー)など

の資格取得が取得できるからである。

このように介護職員の職場における研修が確立されていない背景の一つには，介護職員によ

る盲・聾・養護学校に通う児童生徒に対する学校生活活動全体の介助・護助，心身の安定を促

しながらの介助・援助の業務が表面化しづらい状況に置かれているためである o 介護職員によ

る保護者及び地域住民の理解と共感を獲得しつつある職務が，あまり表面イちすることなく現在

に至っているのは，介護職員を含めた学校現業職員の定数削減，民間委託推進の問題と密接に

関連してくるからである。つまり，介護職員が職務を遂行するうえでの研修・教脊訓練の必要

性と，児童生徒の発達及び、成長を促す介護職員の教育的機能が明らかにすることは，現在，推

し進められている定数削減，民関委託推進に少なからず影響を及はすからである。これまで介

護職員は研修・教育訓練がほとんど確保されていない中で， 30年前の道立学校配置以降，表面

化することのない介助・援助業務が積み重ねられ，その結果として卒業生たちは充実した学校

生活を送り，夢と希望を胸に「生きるカ」を身につけて学会から巣立っていった。学校現業職

員の定数削減，民間委託が具体化している今日において，介護職員はこれまで蓄積してきた介

助・援助業務を，他職種の学校現業職員及び教員とともに社会的に明らかにするため，労働組

合運動，地域の教育運動の展開などを通して，研修を受ける権利の獲得とその具体化，あるい

は，研修・教育訓練の確保と制度化が図られると考える 16

これまで学校教育職場においては，職種の異なる学校現業職員同士とそれ以外の学校職員同

士がどんな問題意識と課題合持って，児童生徒に配慮をしながら職務を遂行しているのかにつ

いての'情報交換，共通理解の場があまりにも少なかった。したがって，必然的に学校における

介護業務，環境務備業務，給食調理業務，教育技能業務は，地域社会をはじめ社会全体に発信

し評価の機会を設定するなど社会的にアピールしていく活動が少なくなり，その存在感が薄く

理解度が低い状況におかれてきた。また，近年，障害のある児童生徒の児童期，青年期の学校

生活は，家族，地域社会状視の変化によって， もはや福祉領域，陸療領域，労働領域など隣接

する各分野との連携を抜きにして成立しない段階に入ってきている。

こうした介護職員の研修・教育訓練体制の未確立に危機感を抱く介護職員有志と他職種職員

有志は，自らの職務内容に関する学習と介護職員の専門性を高めるための研修・教育訓練のあ

り方に関する研究を目的として， 2004年 1月 r北海道官・襲・養護学校介護員研究協議会」を

立ち上げ本格的に調交・研究をはじめている 170
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表 12 研修・講習の機会

項 自 計(件) 割合(%)

十分確保されている O 0.0 

ほぽ確保されている 5 10.0 

ふつう 11 22.0 

あまり確保されていない 16 32.0 

ほとんど確保されていない 14 28.0 

その他(プライベートな研修で満足) 1 2.0 

未回答 3 6.0 
メ口L 50 100.0 

(出所)表 lに同じ

7.介護職員の労働条件改善と地位向上

全道の道立盲・翠・養護学校で働く介護職員の職務内容については，スクールパス添乗介助・

援助がある学校と，スクールパス添乗介助・援助がない学校によって大きく異なる。ただ，何

れの学校においても介護職員は，児童生徒の多様な心身の状況を把握しながら，分刻みの介効・

援助業務を行っている。スクールパス添乗業務のある介護職員の場合は，スクールパスでの介

助・援助業務を行った後は，すぐに準備を整えて授業時間，休み時間の介助・援助にあたり，

引き続き食事準備，食事介助・援助にあたっている。また，スクールパス添乗業務のない介護

職員の場合は，午前中のほとんどの時鵠を登校介助から引き続く授業時間の介助・援助業務を

行っているo介護職員の業務は午前，午後を通してこうした過響スケジュールであることから，

自らの休憩・休息時間や打ち合わせ時間も十分で、ないことが多い(表 13)。

「調査」における「働きがいのある職業・地位向上のために必要なこと」についての項目では，

「専門職としての教育研修の充実J39人 (78.0%)を筆頭に「業務(職務)内容の見直しと学校

における専門職としての地位確保J30 件 (60.0%)，I介護職員の横のつながり・連携，学習の

機会充実J24人 (48.0%)I賃金水準の引き上げ等労働条件の改善J24人 (48.0%)などが高

い割合を示した(表 14)0ここでは，勤務する学校が独自に規定した職務内容に装づいて，専門

職と認められず研修がないままに，過重労働に苦悶する介護職員の実態が鳴らかになった。た

だ¥このような労働密度が極めて高いなど労働条件が悪化する中にあっても，介護職員は児童

生徒の発達と成長に喜びと働きがいを感じながら日々の業務を積み重ねてきた(表 15)。

学校現業職員としての介護職員がこうした労働条件を改善していくためには，これまで以上

に他耳献重の学校職員とともに共同での運動を展開していく必要があると考える。憲法第 28条で

は，労働者の団結権，団体交渉権，争議権を保障しているが公務員の場合は制限されている o

ただ，学校現業職員の場合は非現業職員と労働関係を定めた法捧がそれぞれ異なるが，地方公

営企業労働関係法第 55条で認められている労働組合において，非現業職員に保障されていない

毘体交渉権及ぴ労働協約締結権が保障されている 18

「謂査」における「労働組合の加入有無」を問う項目にでは， 50人中，詩人 (30%)が加入，

35人 (70%)が未加入であったが，すでに動き始めている定員削減，民間委託の問題点を各労

働組合の中で明らかにするとともに，これを団体交渉事項に加える方向性で早急、に検討してい
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若葉 13 介護職員業務の流れと時間ごとの介助・援助内容

7 : OO~ 7: 30 
7 : 30~ 8: 00 
8: 00-8: 30 
8 : 30~ 9: 00 
9: 00-9: 30 
9:30-10:00 
10:00-10:30 
10:30~11:00 

11 : 00-11 : 30 
11 : 30~12 : 00 
12: 00-12 : 30 
12:30~13:00 

13: 00-13 : 30 
13 : 30~14 : 00 
14:00~14:30 

14:30~15:00 

15 : 00~15 : 30 
15 : 30~16 : 00 
16 : 00~16 : 30 
16: 30~17: 00 

出勤
職員打ち合わせ
登校介助
衣服着脱・排池介助
授業・休み時間の
介助・援助
(衣服の養脱・排波介
助・給水介助など介護
業務を含む)
食事準備
食事介助

授業・イ木み時間の
介助・援助
(排池介助を含む)
衣服着脱・排池介助
帰りの会・下校介効
後片づけ・記録記入
ケース検討会議
退勤

スクールパス添乗業務がある介護職員の業務

時間

7 : OO~ 7: 30 
7 : 30~ 8: 00 
8 : OO~ 8: 30 
8 : 30~ 9: 00 
9 : OO~ 9: 30 
9: 30-10 : 00 
10 : 00~10 : 30 
10 : 30~11 : 00 
11 : 00~11 : 30 
11: 30~12: 00 
12: 00-12 : 30 
12 : 30~13 : 00 
13 : 00~13 : 30 
13 : 30~14 : 00 
14 : 00-14 : 30 
14:30~15:00 

15 : 00~15 : 30 
15 : 30~16: 00 
16: 00~16: 30 
16 : 30~17 : 00 

打ち合わせ
スクールパス乗車ー介助
スクールパス乗車介助
スクールパス乗車介助
スクールパス下車業務
授業・イ木み時開の
介助・援助
(衣服の着説・排法介
助・給水介助など介護
業務を含む)
食事準備
食事介助
スクールパス乗車準備
スクールパス乗車介助
スクールパス乗車介効
待機〈パス第 2便〉
スクールパス来事介助
スクールパス乗車介助
スクールパス下車業務
退勤

休怠、の草寺関は，含まれていない

出勤
授業・業務準備
職員打ち合わせ
登校介助
授業・休み時間の
介助・援助
(衣臓の着脱・排准介
助・給水介助など介護
業務を含む)

食事準備
食事介助

授業・休み時間の
介助・援助
下校介助
寄宿舎入港準備
入浴介助
日誌記入・後片づけ
学部・職員会議
退勤

スクールパス乗車介助
スクールパス乗車介助
スクールパス乗車介助
スクールパス乗率介助
スクールパス下率介助
授業・休み時間の
介助・按助

(衣服の議脱・排池介
助・給水介助など)
食事準備
食事介助
排被介助
食事後片づけ・下校準備
教室整理整頓・清掃
休憩・休息、
退勤

出勤
職員打ち合わせ
登校介助
衣服着脱・排波介助
授業・休み時隈の
介助・援助
(衣服の着脱・排j世介
助・給水介助など介護
業務を含む)
食事準備
食事介助
排波介助

授業・休み時間の
介助・援助

(おれ俊介助を含む)
下校介助
教材づくり
教護清掃・会議出霜
退勤

出勤・打ち合わせ
授業・休み時間の
介助・援助
(衣服の着脱・排液介
助・給水介助など)
食事準備
食事介助
排液介助
パス乗車介助(低学年)
スクールパス乗車介助
スクールパス来事介助
パス来事業務(高学年)
スクールパス乗車介助
スクールパス乗車介助
スクールパス乗車介助
日誌、記入・打ち合わせ
退勤

・休恕・休息、の時聞は，各職場において設定されているが，党議生徒の心身状況，介助・緩助主主務内容の役格か

ら，定時にとることは機めて難しいのが実情である

(出所)差是 1に向じ
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表 14 働きがいのある職業・地位向上のために必要なこと

項 目 i計(件) I割合(%)

黄金水準ヲiき上げ等労働条件改善 24 I 48.0 

39 I 78.0 

23 I 46.0 

介護職の横のつながり・連携，

機会の充実

業務(職務)内容の見直しと

ける専門職としての地位確保

介護職の業務の重要性について

活動

その他

メL
口

(出所)表 11ニ同じ

百十

24 

30 

16 

1 

157 

48.0 

60.0 

32.0 

2.0 

く必要性がある。その場合，学校現業職員は団体交渉権を持つという既得権を生かして現業職

員以外の教職員と共同し，地域住民の理解を得ながら労働組合間の域を越えて共通の問題に取

り組むことが重要であると考える。ここで，あえて学校現業職員以外の職員と地域住民の共同

と理解を強調したのは，介護職員が学校内外での存在感が簿く，職務内容，労働実態及び拾え

る問題点があまり明らかになっていないためである o 定員削減，民間委託の問題は見室生徒の

充実した学校生活と発達・成長をはじめ学校職員の教育的機能，地域住民の生活，文化，福祉

に大きな影響を及ぼすからである。「調査」での「職場内・職場外の介護職員に対する正しい理

解・評価」に関する項目は rあまり理解・評価されていないJ r理解・評価されていない」を

合わせると 21人 (42.0%) となり，介護職員に対する職場内・外の理解・評価が少ないことが

明らかになった。こうしたことから，学校現業職員と他職種職員，そして地域住民との共通理

解を留りながらの運動が不可欠で、あると考える。

表 15 介護職員の仕事の喜び・やりがい

.生徒と関わっているときが一番楽しい

-生徒が色々な話，相談などをしてくれる時

・見童生徒とのかかわりの中で，お互いに気持ちゃ感じたことを，ほんのわずかでも分かり合

えたのかなと実感した時。自分の行動や言動によって，児童生徒の新しい動きや表情が発見

できたとき

-先生方とともに子どものため取り組んでいたことが子どもの成長につながったと感じられた

とき

・児童生徒とのかかわりの中で生まれる人間関係

-子どもたちに接して通じたときです。自信を持って仕事が出来ること

・幼稚部からみるので卒業時にいろいろなことが出来るようになり，うれしく思います

どもの笑顔を見た時や，活動のお手伝いをしている時，新しい発見をしたとき(子どもの

可能性を見つけられたとき)

-信頼されて，穏やかな表情の喜びをみる時，排地が自立したとき
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で出来なかったことを，毎日の積み重ねにより自分の介助で色々な面が出来

るようになっ

・子供たちが楽しそうにしている時。少しずつでも成長が感じられる時

・自分の経験が，子どもたちに主喜んで、もらえた時

-子どもたちが喜々として，学習，遊び等に参加している持

-勤務校にもよるが，私はこの学校で子どもたちと一緒にいる時間が喜びであり，やりがいが

あります。子どもたちの笑顔が多い時。少しの変化がみられた時など

いること。生徒と心が通じ合えること。生徒と一緒に泣いたり，笑ったり，

楽しい毎日を過ごしています

・日々の援助の積み重ねている中で成巣が出た

自分が多少なりとも役立つていると感じ

-目と自で話が出来ること。児童生徒が成長していることに気がついた時

・子どもたちと接していて，成長していく姿を一

・子どもたちと接する時，主喜んでくれること。 トイレ介助など失欺しなかった時，言葉が出る

ようになった時，会話ができるようになった時

していく過程

もてのない裸の付き合いができること o 子どもは好きです

・子どもの笑顔，喜び?。自分を信頼できる一人に選んでくれたこと

.児童や生徒の成長を実感した時

・子どもたちと楽しく遊んだり，行事とか出かけたり，子どもたち
やりがい

おわりに

しく過ごしている姿が

現在，政府によって推し進められている「構造改革」路線のもと，全国の公立学校では，

校業務の民営化・集約イちが進み，そして株式会社における競争精神の導入などが進められてい

る。こうした現状は北海道においても例外でなく， 2004王子 1月，北海道教育委員会から北海道

高等学校教職員組合，北海道学校職員労働組合，北海道教職員組合の各組合に提示された「特

殊教育諸学校の実習助手・介護員の配寵」によると定数については大幅削減の内容になってい

る。すなわち，介護員配霞については r王子成 14年度予算要求時に財政課査定があり，併設高

等部(肢体不自由)は，小中学部においても定数措置がされていることから，配置を見複す。

現員を保障するが，総定数を 7名減とする o 平成 17王子度にも配護の見渡しを行い，総定数 11名

減とすることとされており，同様に現員保障，退職不補充することとなっている。このため，

最終的な条例定数は 109名となることとなる(平成 36年度)。なお，平成 16年度以降，再麗用

の非常勤職員の退職者があることから，退職不補充とする」という内容である。
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また，これまでみてきたように，介護職員は，各学校内部における職務内容が不明確であり，

概して「他職種職員の指示どおりに業務を推進するため専門性が求められない，研修の必要性

のない職種」という悶定観念が定義するやで，児童生徒の成長と発達を願って職務を遂行し，

それを積み重ねてきた。こうした介護職員の職務は，児童生徒たちの成長・発達にとっ

であり，他職種職員に取って代わることができない「介護職員の専門性に裏付けられた職務」

であることを職場内及び地域社会にも情報発信して波及させていく必要がある。現代社会は資

格社会と規定される昨今 r専門性Jという言葉が教育・福祉分野でも脚光を浴びているが r専

門性J r専門職」というと「資務の裏付けがあるもの」に思って語られるケースが多い。ただ，

児童生徒の健康安全という生命にかかわる寅任を背負って介助・援助している介護職員の業務

と専門性を関連させて考えた場合，介護職員は日々の業務及び Q]Tの中で「専門性Jを身につ

ける努力をしている O したがって，単純に「資格のみの取得J と結びつけた身分・地位確立の

運動を展開は，教育訓練期間の賃金保障を含め大きな課題があると考える。これまで述べたよ

うに，今後，介護職員の「専門性」を考えていく場合は，これまでの職務を揺ぎないものとし

ながら，これまでの職務内容を見つめ直し洗い蔵して，新しい視点を取り込みながら検証，再

構成していく必要があると考える。

更に，職務に関する新しい視点を構築するには，これからの特殊学校の動向を把寵する必要

がある。すなわち盲・聾・養護学校は，数年後に「特別支援学校J として衣替えをする。この

学校のコンセプトは「地域の中の学校J r地域に鴎かれた学校J r地域の障害児者のセンター的

役割を担う学校J r陸療・福祉・労働・保健などと連携した学校J r児叢生徒を生涯というスパ

ンで考え実践する学校」である。富・聾・養護学校の役割が地域密、港型への転換は，当然，地

域の樟害児者や高齢者が学校を利用して学習することになる。また主に週伺聞かは児童生徒

が居住地域の学校で学習することにもなり，既に実殖に移されてされている。こうしたことを

総合的に考えたとき，今以上に確実に増える学校業務を，現在の教職員で担うことになる。し

たがって，今後，学校職員の職麓毎に職務見直し行われることは想像に難くないが，介護職員

自らの手によってこれまでの児童生徒に対する業務及ぴ実践を検証し，研究・研修の深化，学

習の積み重ねを通して職務の再構築を図っていかなければならないと考える。

< $~主>

1. ~主回進午編「教育をになう人々 J (1980年 9月，青木番}苫)において，芝郎氏と笑践家を含めた研究グ、ルー

プは，学校現業職員である学校給食職員，学校用務員，学校警備員のそれぞ、れの磯穣について，その形成過

程と役割，そして労働条件と権利について論じている。また，二宮淳美「学校給食の公共性と民間委託J (W自

治体の公共，'1設と民間委託~ 2000 '"f. 8月， 自治体研究校， 130~ 155 Ji)では，学校給食民間委託化の関連で学

校給食労働のt待費と専門性及びヲこどもの発達と未来を担う給食労働について論じている。これら学校現業職

員が担っている学校給食労働，学校環境整基繍労働，学校警備労働などは， ともに児童生徒の人権や発途を保

障する教脊的に意義のある労働として位置つ、けられる。ただ，学校現業職員の磯稔は多岐にわたり，職務内

容も様々である。このため，筆者は学校現業職員の児童生徒の学校生活を含めた生活全体を支媛，援助する

地域社会を中心とした社会的役割や将来的な方向性を示す上で，現主主職ぎを職穣の職務内容を分析してみる必

要件Aがあると考えた。そうしたことから，学校現業職員のゆでも，米研究の分野である学校教育における介

助・援助を主として児童生徒の心身両拐にかかわる業務を担う介護職員の介護労働に注白した。

2.各都府巣立，市立盲・重量・養護学校への電話及び、郵送による f2003介護戦長調己競に関する開き取り誠盗(独

自)Jでl丸米自己震の高・議・養護学校があるなど，配置状況について会図的に格差が大きしこれが研究対

象として佼澄づけが難しい一因になっていると考える。近年は特殊学級に非常勤介効職員(採用された市町
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村によって現業職員の身分であったり，一般非常勤職の身分であったり獲用条件はまちまちである)として

配澄されるケースが目立っている。正規職員，非常勤職員を含めた各学校の介護職の職名については介護

職員J '介助機具J '介助長」など呼称、が全国的に異なっている。本稿では，これら児窓生徒の介助・援助を

職務とする学校現業職員を「介護職員」と統一して表現した。

なお障努」という表記については，調査した市町村立学校の一部において「障がい」としているケースも

あった。本穏で、は現時点における法律上の表記である「隊寄」とした。

3. Iill答者である 50入の介護戦J!i.が勤務する学校種別は，知的障惑のある児草芝生徒が通う養護学校が 29人

(58.0%)，校体不自由障努のある児童生徒が通う養護学校が 13人 (26.0%) であった。なお， E5学校3人，

譲学校4人，病弱養護学校 I人と羽答者がー桁であるのは，この学校穏が絶対的に少ないためである。調査

は事前に了解をとってから郵送手段(返俗用封徳間封)によって笑絡した。調盗項目は，(j)恭本属性 ②雇

用について ③職務内容④研修・教脊訓練⑤労働条件・身分地位向上など 5項目である。

4. 配号室基準については， 2003年 9月，筆者が実施した北海道教育委員会(介護異人事適正化や業務内容を所

管する北海道教育庁定数管理グループ)への聞き取り務交の沼答結果である。本来障害種別，児童量生徒の

突態，スクールパス添乗業務の有無など各学校の災情を抱援して，総合的に判断する」という基準における

「各学校の実情」の部分には，介護職員の児童生徒に対する介助・援助を中心とした職務内容や業務蚤も検討

項尽に加えられるべきである。しかし，実自己主霊をみると，介護織良の職務は，各学校職場の内部においでさ

え，その内容や三重要性が明確になっていないこともあり，判断基準にならなかったと忍われる。

5. '北海道予算と教管予算(平成 15年度)J (王子成 16年 4月，北海道教育庁財務課)によると，北海道一般会

計予算額に占める教脊授は，平成 14年度当初予算額が 5，591億 905万円平成 15年度第 21ill北海道議会定

例会議決予察額が 5，576億 2，007万円(前年度比較 214億 8，898万河 (3.7%)滅)となっている。なお，北

海道一般会計予算額にδめる教育費の割合は，平成 14年度が総額2兆 9，226億 9，412万円のうち 19.8%，平

成 15年度が2兆 8，485億 7，222万円のうち 19.6%であった。

6. 小i'E裕一他綴「地方公務員の法律全集⑬ r地方交付税法JJ (1992) き、ょうせい

7. 両日掲 '2003介護職員自己号室に関する開き取り調査(抽出)J 

8.鈴木勲綴「逐条学校教育法J (2002)学揚言書房

9.地方公務畏関係研究会「会訂 2液解釈通覧地方公務員関係法J (1993)総会労働研究所，鹿児島重治「遂

条地方公務員法J (1993)学隊舎涛

10. 日本社会事業学校連盟と全国社会福祉協議会の施設協議会連絡会が設立霊した研究会では，介護について「老

齢や心身の障害による日常生活を営むよで，困難な状況にある傍人を対象とする。専門的な対人援助を基盤

に，身体的・精神的・社会的に健康な生活の確保と成長・発達の改善を目指して，利用者が満足でFきる生活

の自立をはかることを百的とする」と規定している O この規定についての解説は，一番ケ瀬康子「介護福祉

学の探求J (2003年 8月，有斐閣)を参照。

11.橋幸ll:労働を扱う労働者の資笈について，主度内閣光氏は「市場化路線のもとで、の福祉労働者の現実J (f社会

福祉労働の専門性と現笑J2002年 4月，かもがわ出版)のなかで，介護労働を含む福祉労働を「福祉労働の

3ベクトル」として論じている。すなわち，①専門性のベクトルエエ人として生きる価伎を深〈渡解でき援劾

できる専門性，②社会的な使命性のベクトルェ福中止労働に主体的にかかわる動機や姿勢。綴織にも偶人にも

必要な資質，③労働条件のベクトルエ裕社労働が人権保際労働の担い手の労働条件確保，としている。

2003年の「鋭室長」において，介護職奥は自らの労働に対して「障害手のある児窓生徒の人権を尊重した職務」

「豊かな人照的資質を持って，児主量生徒とともに学校生活を送り，ミ喜び時には悲しみを共感することが大切」

「いつも，児童生徒のおかれている倍々の状況を把援し，一人一人を尊重しながら， I可じ目線に立って接する

仕事」と答えている。

12. 北海道学校職員労働組合が 2003年 4月に笑施した「介護職長勤務笑態アンケート調交」の給条報告による

と，回答者 59人中 4人が毎日の職務内容(署名務業務・寄宿会業務)との関連で，事務主主(3人)，会務室

( 1入)にそれぞれ自己還されていた。('会務室」とは，若手宿舎職員EI3.を指す)このほか夏郊の日常業務として，

児童生徒の介助・援助業務より「草刈り Jr公用車の洗車，清掃」業務が優先的に組み込まれているケースも

数件あった。

13.養護学校介護部では，その方針として「スクールパスでの言者連絡，意見交換，乗車する児童生徒の健康状
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態，各学部での介助の様子，そして，何よりも，介護職員同会の意志統一を図り， 日々の介護業務に反映さ

せていくことで，行政・教磯良に共通浬解を求め，学校内における介護職員の役割を大きくアピールしてい

くJ (平成 15年度)ことを全職員で確認している。また，スクールパス添乗業務に関しては，校内に「スクー

ルパス遂行委員会」を設置して，介護部をはじめ教頭，事務長，事務主任，各部代表，総務部がお互いに意

見を交換しながら業務推進上の課題解決にあたっている。

14.学校生活において介護職員とかかわりの深い児窓生徒の多くは，介護職員について非常に信頼のおける

いろいろ学ぶことができる先生J r待には優ししそして時には厳しい自らを高めてくれる先生」と諮り，信

頼関係を築いている学校職長のうちでも「なくてはならない存在J として従えていた。また， E言語によるコ

ミュニケーションに談題がある生徒の保護者は「介護の先生の援助によって楽しい学校生汚を送っている」

「子供の気持ちに立った介助をしており，知識・技術もあり，安心できる介護の先生」という感想を述べてい

た。 (2003年 11月，肢体不自由養護学校高等部生徒・保護者への筒き取り調査から)

15. r調査Jの図答者を抽出して聞き取り調芸去を行った。開き取り調査に協力した介護職員は以下の通りである。

φ学習及び:1l:下校における介助・援助の専門性z スクールパス添乗業務のある道央肢体不自由養護学校複数

男性・女性介護職員，②学校生活治動全般にわたる専門的知識と援助技術:療育センター併設の道央肢体不

自由養護学校女性介護磯良，道南的態答高等養護学校男性介護職員，道央高学校女性介護織s!，③家庭・地

域と学校をつなぎ支援する専門性=滋央肢体不自由養護学校女性介護職員，道夫知的j堕答養護学校男性介護

戦貝 (2003年 10月，介護職員間き取り調奈から)

16.学校現業機長である介護職長の研修は，その法的根拠として，地方公務員法・第 3章(機長に適用される

事基準)第 7節「研修及び勤務成綴の評定J (研修)第 39条において「職員には，その勤務能率を発揮及び増

進のために，研修を受ける機会が与えられなければならない。 2.前項の研修は，任命権者に勧告すること

ができる。」と規定している。また，同法第 3霊祭(職員にi盗用される基準)第 6僚の服務(職務に専念する義

務)第 35条で は機長lま，法律又は条例に特別の定めがある場合を除く外，その勤務時間及び職務上の注

意力のすべてをその織資遂行のために用い，主主該地方公共間体がなすべき資を有する職務にのみ従事しなけ

ればならない」と規定している。したがって，研修の期防は職務専念義務が免除になる。

17. 200441月，結成された「北海道富・援・養護学校介護員研究協議会」は，現主王，介護磯良の職務内容，

研修機，スクールパス添乗業務などの問題点など競交研究を際始している。 2003年 HIに結成した研究会発

足のための発起人会には，祭者も発起人として参加し，会民数は， 2004年 4月現在で65人に達した。 年間 2

間金額した研究会の研修参加体制については，当初，年次有給休暇をとっての参加となっていたが，各学校

教育職場段階から「介護職員の専門性を言語めるため研修・教育訓練」の必要性についての運動を言語めること

により，職務専念主義務免除でbの参加が笑現した。今1Hl，介護職員の任命権者である北海道教育委3司会が笑施

する介護職員研修を除いた介護職員の研修・教育訓練が職務専念義務免徐の処理で参加できることは，介護

職員に限らず学校現業職員の研修・教育訓練にとっても非常に大きな意味を持っと考える。

なお， 2004年第 2図介護職員夏季研修会の内容は児童生徒の支援・援助のセンスを磨き，考察カを高め

るJ r介護職長の職務内容(役割)のあり方を考えるJ rスクールパス乗降支援と運行のあり方を考えるJ で

ある。北海道での介護草署員活己資以降，はじめて結成されたこの研究協議会には，北海遊学校職員労働総合，

北海道教職員組合，北海道高等学校教職員組合で活動している介護職員が加入している。

それぞれの労働組合に所属する介護機員がその立場を越えて横断的に集い研修を深め，情報を交換する意

義は大きいと怠われる。また，研究研修を含めたこの活動は，学校現業職員の定数郎滅，民間委託イじが進行

する中で，職務の専門性に~合った研修・教育訓練の確立，労働条件改警，学校職員全体の戦務内容の再構

築を図るため学校内外にアピールしていく意味でもその重要性を増していくと考える。

18. 団体交渉ができる事項，つまり労働協約を締結できる範囲は，地方公営企業労働関係法第 7条によって，

①賃金その他給与，労働待問，休憩，休日及び休暇に関する毒事項，②昇事事， ~経験，転機，免職，休戦，先任

権及ひ懲戒に関する事填，③労働の安全，衛生及び災答補償に隠する苓項，④前項に掲げる以外の労働条件

に隠する事項，がその対象にな


