参考文献
障害者職業総合センター研究部門が取りまとめた報告書・資料等
（http://www.nivr.jeed.or.jp/research/report/seishin.html）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者雇用に関する様々なテーマの調査研究を実施して
います。過去１０年の間に取りまとめられた調査研究報告書等の中から、
「精神障害者」に関する報告書等を
ご紹介します。

調査研究報告書
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113

SSTを活用した人材育成プログラムに関する研究
－ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー（試案）の作成－

2013年

109

精神障害者の雇用管理のあり方に関する調査研究

2012年

108

精神障害者の常用雇用への移行のための支援に関する研究

2012年

107

企業に対する障害者の職場定着支援の進め方に関する研究

2012年

精神障害者の雇用促進のための就業状況等に関する調査研究

2010年

93の2

特別の配慮を必要とする障害者を対象とした、就労支援機関等から事業所への移行段階に
おける就職・復職のための支援技法の開発に関する研究（第２分冊 復職・職場適応支援編）

2010年

93の1

特別の配慮を必要とする障害者を対象とした、就労支援機関等から事業所への移行段階に
おける就職・復職のための支援技法の開発に関する研究（第１分冊 就職・職場適応支援編）

2010年

90

精神障害者に対する就労支援過程における当事者のニーズと行動の変化に応じた支援技術
の開発に関する研究

2009年

70

精神障害者の職業訓練指導方法に関する研究
－技能訓練と職業生活支援－

2006年

65

精神障害者へのジョブコーチ支援の現状
－職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援事業を対象とした調査結果－

2005年

64

精神障害者等を中心とする職業リハビリテーション技法に関する総合的研究（活用編）

2004年

57

精神障害者等を中心とする職業リハビリテーション技法に関する総合的研究（最終報告書）

2004年

54

精神障害者の雇用管理と就業支援

2003年

95
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76

精神障害者・発達障害者の雇用における課題と配慮の推進に関する調査研究

2013年

71

医療機関における精神障害者の就労支援の実態についての調査研究

2012年

70

精神障害を有する求職者の実態に関する調査研究

2012年

66

職場における心の病の多様化と事業主支援に関する研究

2012年

63

気分障害を有する者への雇用促進・雇用継続支援技法に関する研究

2012年

60

ディーセント・ワークの実現を視野においた「障害管理」に関する研究

2011年

59

認知に障害のある障害者の自己理解促進のための支援技法に関する研究

2011年

53

うつ病を中心としたメンタルヘルス不全による休職者の職場復帰支援の実際と課題に関す
る文献研究

2010年

52

雇用対策上の精神障害者の認定のあり方に関する調査研究

2010年

37

継続して医療的ケアを必要とする人の就業を支える地域支援システムの課題に関する調査

2007年

31

新たな地域精神保健福祉の動向
－日本におけるACT（包括型地域生活支援）プログラムでの取り組み－

2005年

各種教材・ツール・ マ ニ ュ ア ル 等
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41

ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー（試案）
－SST研修資料集－

2013年

38

精神障害者雇用管理ガイドブック

2012年

33

幕張ストレス・疲労アセスメントシート MSFASの活用のために

2010年

29

精神障害者窓口相談ガイドブック

2009年

28

就労支援ハンドブック

2009年

19

精神障害者に対する効果的な職業訓練を実施するために
－指導・支援者のためのQ&A－

統合失調症者を支えるために

2006年

77

地域障害者職業センター
都道府県における職業リハビリテーションサービスの中核として、ハローワークなどの関係機関と緊密な連携を図
り、障害者に対して専門的な職業リハビリテーションサービスを行うとともに、事業主に対して雇用管理に関する相
談・援助を行っています。また、地域の関係機関に対して職業リハビリテーションに関する助言・援助を行っています。

地域障害者職業センター一覧
北海道障害者職業センター
北海道障害者職業センター旭川支所
青森障害者職業センター
岩手障害者職業センター
宮城障害者職業センター
秋田障害者職業センター
山形障害者職業センター
福島障害者職業センター
茨城障害者職業センター
栃木障害者職業センター
群馬障害者職業センター
埼玉障害者職業センター
千葉障害者職業センター
東京障害者職業センター
東京障害者職業センター多摩支所
神奈川障害者職業センター
新潟障害者職業センター
富山障害者職業センター
石川障害者職業センター
福井障害者職業センター
山梨障害者職業センター
長野障害者職業センター
岐阜障害者職業センター
静岡障害者職業センター
愛知障害者職業センター
愛知障害者職業センター豊橋支所
三重障害者職業センター
滋賀障害者職業センター
京都障害者職業センター
大阪障害者職業センター
大阪障害者職業センター南大阪支所
兵庫障害者職業センター
奈良障害者職業センター
和歌山障害者職業センター
鳥取障害者職業センター
島根障害者職業センター
岡山障害者職業センター
広島障害者職業センター
山口障害者職業センター
徳島障害者職業センター
香川障害者職業センター
愛媛障害者職業センター
高知障害者職業センター
福岡障害者職業センター
福岡障害者職業センター北九州支所
佐賀障害者職業センター
長崎障害者職業センター
熊本障害者職業センター
大分障害者職業センター
宮崎障害者職業センター
鹿児島障害者職業センター
沖縄障害者職業センター

78

〒001-0024
〒070-0034
〒030-0845
〒020-0133
〒983-0836
〒010-0944
〒990-0021
〒960-8135
〒309-1703
〒320-0865
〒379-2154
〒338-0825
〒261-0001
〒110-0015
〒190-0012
〒252-0315
〒950-0067
〒930-0004
〒920-0856
〒910-0026
〒400-0864
〒380-0935
〒502-0933
〒420-0851
〒453-0015
〒440-0888
〒514-0002
〒525-0027
〒600-8235
〒541-0056
〒591-8025
〒657-0833
〒630-8014
〒640-8323
〒680-0842
〒690-0877
〒700-0821
〒732-0052
〒747-0803
〒770-0823
〒760-0055
〒790-0808
〒781-5102
〒810-0042
〒802-0066
〒840-0851
〒852-8104
〒862-0971
〒874-0905
〒880-0014
〒890-0063
〒900-0006

札幌市北区北24条西5丁目1-1札幌サンプラザ5階 TEL 011-747-8231
旭川市4条通8丁目右1号ツジビル5階
TEL 0166-26-8231
青森市緑2丁目17番地2号
TEL 017-774-7123
TEL 019-646-4117
岩手県盛岡市青山4丁目12番30号
仙台市宮城野区幸町4丁目6番1号
TEL 022-257-5601
秋田市川尻若葉町4番48号
TEL 018-864-3608
山形市小白川町2丁目3番68号
TEL 023-624-2102
福島市腰浜町23-28
TEL 024-522-2230
茨城県笠間市鯉淵6528-66
TEL 0296-77-7373
栃木県宇都宮市睦町3番8号
TEL 028-637-3216
群馬県前橋市天川大島町130-1
TEL 027-290-2540
さいたま市桜区下大久保136-1
TEL 048-854-3222
千葉市美浜区幸町1-1-3
TEL 043-204-2080
東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル3階 TEL 03-6673-3938
立川市曙町2-38-5立川ビジネスセンタービル5階 TEL 042-529-3341
神奈川県相模原市南区桜台13-1
TEL 042-745-3131
新潟市東区大山2丁目13-1
TEL 025-271-0333
富山市桜橋通り1-18北日本桜橋ビル7階
TEL 076-413-5515
石川県金沢市昭和町16-1 ヴィサージュ 1階
TEL 076-225-5011
福井市光陽2丁目3番32号
TEL 0776-25-3685
山梨県甲府市湯田2丁目17番地14号
TEL 055-232-7069
長野市中御所3丁目2番4号
TEL 026-227-9774
岐阜市日光町6丁目30番地
TEL 058-231-1222
静岡市葵区黒金町59-6大同生命静岡ビル7階
TEL 054-652-3322
名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル4階
TEL 052-452-3541
愛知県豊橋市駅前大通り1-27 MUS豊橋ビル6階 TEL 0532-56-3861
三重県津市島崎町327-1
TEL 059-224-4726
滋賀県草津市野村2丁目20-5
TEL 077-564-1641
京都市下京区西洞院通塩小路下る東油小路町803 TEL 075-341-2666
大阪市中央区久太郎町2-4-11クラボウアネックスビル4階 TEL 06-6261-7005
大阪府堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所会館5階 TEL 072-258-7137
神戸市灘区大内通5-2-2
TEL 078-881-6776
奈良市四条大路4丁目2-4
TEL 0742-34-5335
和歌山市太田130番地の3
TEL 073-472-3233
鳥取市吉方189
TEL 0857-22-0260
島根県松江市春日町532
TEL 0852-21-0900
岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル17階 TEL 086-235-0830
広島市東区光町2-15-55（広島市児童総合相談センター 2階）TEL 082-263-7080
山口県防府市岡村町3-1
TEL 0835-21-0520
徳島市出来島本町1-5 4・5階
TEL 088-611-8111
香川県高松市観光通2丁目5番20号
TEL 087-861-6868
愛媛県松山市若草町7番地の2
TEL 089-921-1213
高知市大津甲770-3
TEL 088-866-2111
福岡市中央区赤坂1-6-19ワークプラザ赤坂5階
TEL 092-752-5801
福岡県北九州市小倉北区萩崎町1-27
TEL 093-941-8521
佐賀市天祐1丁目8番5号
TEL 0952-24-8030
長崎市茂里町3-26
TEL 095-844-3431
熊本市中央区大江6丁目1-38熊本公共職業安定所４階 TEL 096-371-8333
大分県別府市上野口町3088の170
TEL 0977-25-9035
宮崎市鶴島2丁目14-17
TEL 0985-26-5226
鹿児島市鴨池2丁目30-10
TEL 099-257-9240
沖縄県那覇市おもろまち1-3-25沖縄職業総合庁舎５階 TEL 098-861-1254

高齢・障害者雇用支援センター
高齢・障害者雇用支援センターは、地域障害者職業センターの雇用支援課（東京、大阪は支援業務課及び窓口サービ
ス課）の通称です。以下のような、障害者雇用支援業務を実施しているほか、高年齢者雇用に関する相談・援助、各種
給付金の支給申請の受付等の高齢者雇用支援業務を行っています。
○障害者雇用納付金等の申告・申請受付
○各種助成金の申請受付
○障害者雇用に関する講習・啓発活動等
○地方アビリンピックの開催

高齢・障害者雇用支援センター一覧
北海道高齢・障害者雇用支援センター
青森高齢・障害者雇用支援センター
岩手高齢・障害者雇用支援センター
宮城高齢・障害者雇用支援センター
秋田高齢・障害者雇用支援センター
山形高齢・障害者雇用支援センター
福島高齢・障害者雇用支援センター
茨城高齢・障害者雇用支援センター
栃木高齢・障害者雇用支援センター
群馬高齢・障害者雇用支援センター
埼玉高齢・障害者雇用支援センター
千葉高齢・障害者雇用支援センター
東京高齢・障害者雇用支援センター
神奈川高齢・障害者雇用支援センター
新潟高齢・障害者雇用支援センター
富山高齢・障害者雇用支援センター
石川高齢・障害者雇用支援センター
福井高齢・障害者雇用支援センター
山梨高齢・障害者雇用支援センター
長野高齢・障害者雇用支援センター
岐阜高齢・障害者雇用支援センター
静岡高齢・障害者雇用支援センター
愛知高齢・障害者雇用支援センター
三重高齢・障害者雇用支援センター
滋賀高齢・障害者雇用支援センター
京都高齢・障害者雇用支援センター
大阪高齢・障害者雇用支援センター
兵庫高齢・障害者雇用支援センター
奈良高齢・障害者雇用支援センター
和歌山高齢・障害者雇用支援センター
鳥取高齢・障害者雇用支援センター
島根高齢・障害者雇用支援センター
岡山高齢・障害者雇用支援センター
広島高齢・障害者雇用支援センター
山口高齢・障害者雇用支援センター
徳島高齢・障害者雇用支援センター
香川高齢・障害者雇用支援センター
愛媛高齢・障害者雇用支援センター
高知高齢・障害者雇用支援センター
福岡高齢・障害者雇用支援センター
佐賀高齢・障害者雇用支援センター
長崎高齢・障害者雇用支援センター
熊本高齢・障害者雇用支援センター
大分高齢・障害者雇用支援センター
宮崎高齢・障害者雇用支援センター
鹿児島高齢・障害者雇用支援センター
沖縄高齢・障害者雇用支援センター

〒060-0004 札幌市中央区北4条西4-1 札幌国際ビル4階
TEL 011-200-6685
〒030-0822 青森市中央３-20-2 青森職業訓練支援センター内 TEL 017-721-2125
〒020-0024 岩手県盛岡市菜園1-12-10 日鉄鉱盛岡ビル5階 TEL 019-654-2081
〒980-0021 仙台市青葉区中央3-2-1 青葉通プラザ13階
TEL 022-713-6121
〒010-0951 秋田市山王3-1-7 東カンビル3階
TEL 018-883-3610
〒990-0039 山形市香澄町2-2-31 カーニープレイス山形3階 TEL 023-674-9567
〒960-8054 福島市三河北町7-14 福島職業訓練支援センター内 TEL 024-526-1510
〒310-0803 茨城県水戸市城南1-1-6サザン水戸ビル7階
TEL 029-300-1215
〒320-0811 栃木県宇都宮市大通2-1-5 明治安田生命宇都宮大通りビル2階 TEL 028-610-0655
〒379-2154 群馬県前橋市天川大島町130-1
TEL 027-287-1511
〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-5-5 北浦和大栄ビル5階 TEL 048-814-3522
〒261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3
TEL 043-204-2901
〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12
TEL 03-5638-2794
（ 支 援 業 務 課 ）
墨田公共職業安定所5階
〒231-0003 横浜市中区北仲通4-40 商工中金横浜ビル5階
TEL 045-640-3046
〒951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 ＮＥＸＴ21ビル12階 TEL 025-226-6011
〒930-0004 富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル7階
TEL 076-471-7770
〒920-0856 石川県金沢市昭和町16-1 ヴィサージュ 1階
TEL 076-255-6001
〒910-0005 福井市大手2-7-15 明治安田生命福井ビル10階 TEL 0776-22-5560
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-7-23 鈴与甲府ビル1階
TEL 055-236-3163
〒380-0836 長野市南県町1040-1 日本生命長野県庁前ビル6階 TEL 026-269-0366
〒500-8856 岐阜市橋本町2-20 濃飛ビル5階
TEL 058-253-2723
〒420-0851 静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル7階
TEL 054-205-3307
（静岡障害者職業センターと同一フロア）
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル4階 TEL 052-533-5625
〒514-0002 三重県津市島崎町327-1
TEL 059-213-9255
〒520-0056 滋賀県大津市末広町1-1 日本生命大津ビル3階
TEL 077-526-8841
〒600-8006 京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99 四条ＳＥＴビル5階 TEL 075-254-7166
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-11
TEL 06-4705-6927
（窓口サービス課）
クラボウアネックスビル3階
〒650-0023 神戸市中央区栄町通1-2-7 大同生命神戸ビル2階 TEL 078-325-1792
〒630-8122 奈良市三条本町9-21 JR奈良伝宝ビル6階
TEL 0742-30-2245
〒640-8154 和歌山市六番丁24 ニッセイ和歌山ビル6階
TEL 073-499-4175
〒680-0835 鳥取市東品治町102 鳥取駅前ビル3階
TEL 0857-50-1545
〒690-0887 島根県松江市殿町111 山陰放送・第一生命共同ビル3階 TEL 0852-60-1677
〒700-0907 岡山市北区下石井2-1-3 岡山第一生命ビル4階 TEL 086-801-5150
〒730-0013 広島市中区八丁堀16-14 第2広電ビル7階
TEL 082-511-2631
〒753-0074 山口市中央5-7-3 山口センタービル2階
TEL 083-995-2050
〒770-0823 徳島市出来島本町1-5
TEL 088-611-2388
〒761-8063 高松市花ノ宮町2-4-3 香川職業訓練支援センター内 TEL 087-814-3791
〒790-0006 愛媛県松山市南堀端町5-8 オワセビル4階
TEL 089-986-3201
〒780-0053 高知市駅前町5-5 大同生命高知ビル7階
TEL 088-861-2212
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-1-10 ORE福岡赤坂ビル5階 TEL 092-718-1310
〒840-0816 佐賀市駅南本町5-1 住友生命佐賀ビル5階
TEL 0952-37-9117
〒850-0862 長崎市出島町1-14 出島朝日生命青木ビル5階
TEL 095-811-3500
〒860-0844 熊本市中央区水道町8-6 朝日生命熊本ビル3階 TEL 096-311-5660
〒870-0026 大分市金池町1-1-1 大交セントラルビル3階
TEL 097-548-6691
〒880-0805 宮崎市橘通東5-4-8 岩切第2ビル3階
TEL 0985-77-5177
〒892-0844 鹿児島市山之口町1-10 鹿児島中央ビル11階
TEL 099-219-2000
〒900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎4階 TEL 098-941-3301
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障害者雇用に役立つ資料
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構では、事業主や事業主団体の方々に対し、障害者の雇入れに当たっての工夫・
改善、障害者が能力を発揮して活躍するための実践的なマニュアルや好事例集等の提供のほか、障害者雇用に関する
DVD等の貸出しを行っておりますのでご活用ください。

1 マニュアル、好事例集

障害者雇用に関する問題点の解消
のためのノウハウや具体的な雇用
事例を障害別にコミック形式でま
とめたマニュアル

マニュアル等の資料は、ホームページからダウンロード
（ PDFファイルまたはTEXTファイル）
できます。

はじめからわかる障害者雇用
〜事業主のためのＱ ＆Ａ集〜

障害者雇用マニュアル
コミック版

職場定着推進マニュアル
障害者に適した職務を創出し雇用
拡大を図るためのポイントとして、
受 入 れ 準 備、仕 事 の 選 定、雇 用
管理上の配慮等について解説した
マニュアル

障害者雇用を進めるに当たり職務の選定
や労働条件の検討、職場環境の整備等に
ついて不安や悩みを抱える事業主のため
に、関連情報や具体的方策を30のＱ＆Ａ
を通じてわかりやすく解説したＱ＆Ａ集

障害者雇用資料

検索

2 障害者雇用事例リファレンスサービス
積極的に障害者雇用への取組を行っている全国の事業所
の事例をデータベースに蓄積し、
「障害者雇用事例リファ
レンスサービス」としてホームページで紹介しています。
業種や障害、事業所規模、指定するキーワード等によって
雇用事例を検索することができます。

http://www.ref.jeed.or.jp/

3 DVD等の貸出し
障害者雇用事業所の取組をDVD・ビデオにまとめ事業主に貸し出しています。
障害者が実際に働く姿や職場での具体的工夫の内容を動画でみることができます。
貸出しの概要、リストはホームページに掲載しています。

http://www.jeed.or.jp/disability/data/other/video/list.html

①マニュアル、好事例集
②障害者雇用事例リファレンスサービスについては、
雇用開発推進部雇用開発課へ
T E L：043-297-9513
FAX：043-297-9547
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③DVD等の貸出しについては、中央障害者雇用
情報センターへ
T E L：03-5638-2792
FAX：03-5638-2282

