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1-2-1 地域障害者職業センター等における
障害者及び事業主に対する専⾨的⽀援

○概要
・障害者の個々の特性に応じた⽀援の実施

関係機関と連携しながら、他の機関では⽀援が困難な個別性の⾼い⽀援を必要とする精神障害者、発達障害者及び⾼次脳機能障害者を重点的
に受⼊れ、職業評価の実施及び職業リハビリテーション（以下「職リハ」という。）計画に基づく、個々の障害者の特性や⽀援の状況等に応じ
たきめ細かな⽀援を実施しています。

「職リハ」･･･障害者が適当な就業の場を得、かつそれを継続することができるようにするための職業的サービスである職業指導、職業訓練等
「職業評価」･･･個々の障害者に対して、聞き取り調査や⼼理検査、職業適性検査等を通じ、きめ細かに特性等を把握するとともに、対象者

の職場適応上の課題への対処⽅法、事業主に配慮を求める事項等の整理を⾏うもの
「職リハ計画」･･･職業評価により把握した情報と、労働市場の状況や個々の障害者の置かれている状況等を総合的に勘案しながら、職業的

⾃⽴を図っていくために必要な⽀援内容等を明⽰したもの
・障害者の雇⽤管理に関する専⾨的な⽀援の実施

ハローワークとの連携等により、障害者雇⽤に係る事業主への⽀援を⾏っています。
・職業準備⽀援の推進

基本的な労働習慣の体得や職業に関する知識の習得等の⽀援により、就労の可能性を⾼め、就職等に向かう次の段階への移⾏の促進を図っ
ています。

・ジョブコーチ⽀援の推進
職場に適応できるよう障害者及び事業主に対して障害特性を踏まえた直接的・専⾨的な⽀援を実際の職場で⾏っています。また各地域にお

いて、地域障害者職業センター（以下「地域センター」という。）の配置型ジョブコーチが、訪問型・企業在籍型ジョブコーチと連携し⽀援
を実施しています。

＜ジョブコーチ（職場適応援助者）の種類＞
・配置型ジョブコーチ・・・地域センターに配置しているジョブコーチです。
・訪問型ジョブコーチ・・・障害者の就業⽀援を⾏う社会福祉法⼈等に配置されているジョブコーチです。
・企業在籍型ジョブコーチ・・・障害者を雇⽤する企業に配置されているジョブコーチです。

・精神障害者の総合雇⽤⽀援の推進
精神障害者及び事業主を対象に、主治医との連携の下で、「雇⽤促進」「職場復帰」「雇⽤継続」に向けた専⾨的・総合的な⽀援を⾏って

います。

重要度︓⾼ 難易度︓⾼
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評価項⽬Ｎｏ．１－２－１ 地域障害者職業センター等における
障害者及び事業主に対する専⾨的⽀援

（過去の主務⼤⾂評価 Ｈ30年度︓Ａ、R１年度︓Ａ、R２年度︓Ａ）⾃⼰評価 A
重要度 ⾼
難易度 ⾼

Ⅰ 中期⽬標の内容
① 職リハサービスを実施した精神障害者、発達障害者及び⾼次脳機能障害者の数 96,000⼈以上（毎年度19,200⼈以上）

※精神障害者、発達障害者及び⾼次脳機能障害者の利⽤者の実績（平成25〜28年度の年間平均19,193⼈≒19,200⼈）を踏まえて設定。

② 障害者の雇⽤管理に係る⽀援の実施事業所数 91,000所以上（毎年度18,200所以上）
※障害者の雇⽤管理に係る⽀援を実施した事業所数の実績（平成25〜28年度の年間平均18,194所≒18,200所）を踏まえて設定。

③ 職業準備⽀援の修了者のうち精神障害者、発達障害者及び⾼次脳機能障害者の就職率 67%以上
※職業準備⽀援の修了者のうち精神障害者、発達障害者及び⾼次脳機能障害者の就職率の実績におけるトリム平均値
（最⼩、最⼤値を除外した上での平均値。平成24〜28年度の年間平均67.2％）を踏まえて設定。

④ ジョブコーチ⽀援終了者のうち精神障害者、発達障害者及び⾼次脳機能障害者の⽀援終了６か⽉後の職場定着率 85％以上
※ジョブコーチ⽀援事業の終了者のうち精神障害者、発達障害者及び⾼次脳機能障害者の職場定着率の実績におけるトリム平均値
（平成24〜28年度の年間平均85.9％）を踏まえて設定。

【重要度︓⾼】⼀億総活躍社会の実現に向け、特に精神障害者等に対する個別性の⾼い雇⽤管理や職場適応を実現するための質の⾼い⽀援ニーズが増加しており、
これに応えることは極めて重要であるため。

【難易度︓⾼】精神障害者等の個別性の⾼い⽀援を必要とする障害者への⽀援の⼀層の重点化を図りつつ、それ以外の障害者についても他の機関と連携しながら的
確な⽀援を実施するとともに、⽀援実施事業所数の増加を⽬指し、かつ、就職率、職場定着率を⾼い⽔準で維持することは、⾼度な専⾨性に加え、
創意⼯夫、きめ細やかな対応を必要とするため。
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Ⅱ 指標の達成状況

⽬標（指標）に対する取組状況 指 標
令和３年度 Ｒ２年度 Ｒ１年度 Ｈ30年度

実績値 達成度 達 成 度

・他の機関では⽀援が困難な個別性の⾼い⽀援を必要
とする障害者に対する専⾨的⽀援

・個々の障害者の特性等に応じた職リハ計画及び同計
画に基づくきめ細かな職リハサービスの実施

職リハサービスを実施した精神障害者、
発達障害者及び⾼次脳機能障害者の数
（中期計画期間中に96,000⼈以上
（毎年度19,200⼈以上））

19,458⼈ 101.3% 93.9% 110.4% 110.3%

・事業主ニーズを踏まえた専⾨的⽀援の積極的実施
・事業主⽀援ワークショップの開催
・障害者雇⽤⽀援⼈材ネットワーク事業の実施

障害者の雇⽤管理に係る⽀援の実施事
業所数
（中期計画期間中に91,000所以上
（毎年度18,200所以上））

20,472所 112.5% 86.6% 107.1% 105.4%

・課題事項別に再構成したカリキュラムから、柔軟に
講座等を選択し組み合わせ、個別性の⾼い個別カリ
キュラムを策定

・就職実現に向けた取組

職業準備⽀援の修了者のうち精神障害
者、発達障害者及び⾼次脳機能障害者
の就職率（⽬標値 67%以上）

72.1％ 107.6％ 102.7％ 105.1％ 108.4％

・精神障害者、発達障害者等への的確なジョブコーチ
⽀援の実施

・配置型ジョブコーチと社会福祉法⼈や企業等のジョ
ブコーチとの協同⽀援

ジョブコーチ⽀援終了者のうち精神障
害者、発達障害者及び⾼次脳機能障害
者の⽀援終了６か⽉後の職場定着率
（⽬標値 85％以上）

89.8％ 105.6％ 104.0％ 104.0％ 103.6％

要因分析（実績値/⽬標値が120％以上⼜は80％未満）

指 標 要 因 分 析（①「制度、事業内容の変更」、②「法⼈の努⼒結果」、③「外部要因」のいずれかに分類して分析すること）
同⼀指標で2年続けて達成度が120％以上⼜は80％未満の場合は、⽬標変更の要否を記載すること。

職リハサービスを実施した精神障害者、発
達障害者及び⾼次脳機能障害者の数

障害者の雇⽤管理に係る⽀援の実施事業所
数

職業準備⽀援の修了者のうち精神障害者、
発達障害者及び⾼次脳機能障害者の就職率

ジョブコーチ⽀援終了者のうち精神障害者、
発達障害者及び⾼次脳機能障害者の⽀援終
了６か⽉後の職場定着率
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Ⅲ 評定の根拠
根 拠 理 由

他の機関では⽀援が困難な個別性の⾼い⽀援を
必要とする障害者に対する専⾨的⽀援の実施

・精神障害者、発達障害者等に対し、研究部⾨が開発した評価ツールや、キャリア講習（例︓職務の棚卸し）、職場
対⼈技能トレーニング（例︓暗黙知の⾒える化トレーニング）等を取り⼊れ、個々の特性やニーズに応じた個別性の
⾼い⽀援を実施し、利⽤者より⾼い満⾜度が得られた。
・コロナ禍により施設への通所を制限せざるを得ない中で、対⾯⽀援や集合形式でのグループワーク等に代わる⽀援
を全国の地域センターで共有・検討し、テレワークなどの新しい⽣活様式にも対応できる⽀援を実施した。
・オンライン⽀援のガイドラインを整備し、利⽤者の同意を得たうえでオンラインによる相談を⾏った。

事業主のニーズを踏まえた専⾨的⽀援の積極的
実施

・障害者雇⽤の取組が進んでいない事業主等に対して、地域センターが提供できる⽀援内容（他社情報の提供、職務
創出、職場実習の受⼊等）を提案しつつ、相談・助⾔を⾏う「提案型の事業主⽀援」の全国展開に向け、提案書を提
⽰する事業主像及び効果的に提⽰するタイミングについて整理し、全国の地域センターにおいて共有を図った。
・事業主⽀援強化に向けて、業務進捗状況を踏まえ、重点的に取り組む事項（納付⾦関係業務と連携し、障害者職業
⽣活相談員資格認定講習等あらゆる機会を捉えて、積極的に事業主に働きかける等）を指⽰し、それらを通じて把握
した事業主のニーズをもとに具体的な⽀援につなげた。また検討会を開催し、コロナ禍における在職障害者の新たな
職務創出やテレワークへの対応に係る報告書を作成・活⽤することにより、事業主のニーズに応じて的確に⽀援を実
施した。これら取組結果として、⽀援実施事業所数については過去最⾼の実績となった。

職業準備⽀援修了者に係る就職率およびジョブ
コーチ⽀援事業終了者の職場定着率の向上

・職業準備⽀援では、感染症対策としてストレスマネジメントの講座等をオンライン配信するとともに、就職活動の
⽀援では、オンライン⾯接を想定した⽀援を実施した。
・ジョブコーチ⽀援では、コロナ禍により訪問による対⾯⽀援が制限されたため、訪問頻度や期間が空いても振り返
りが可能となるようツール（体調チェックシート、業務⽇誌）の活⽤に加え、電話やメール、オンライン相談を組み
合わせた効果的な⽀援を実施した。
・障害者の雇⽤促進や職場定着が求められる中で、ジョブコーチ⽀援終了者の職場定着率については過去最⾼の実績
となった。

地域センター利⽤者（障害者）アンケート結果
（「⽀援は⼤変効果があった」「⽀援は効果があっ

た」旨評価」）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
効果があったと評価 96.0% 96.4% 96.5% 94.5％

地域センター利⽤者（事業主）アンケート結果
（「⽀援は⼤変効果があった」「⽀援は効果があっ

た」旨評価）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
効果があったと評価 92.6% 91.9% 91.7% 92.4％

参考指標

参考事項
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主な取組内容① ◆個々の障害者の特性等に応じた職リハ計画と
きめ細かな職リハサービスの実施

○障害者の個々の特性に応じた⽀援の実施

➊精神障害者、発達障害者及び⾼次脳機能障害者の対象者数
19,458⼈ [18,036⼈]

精神障害者 10,697⼈ [ 9,840⼈］
発達障害者 7,789⼈ [ 7,244⼈］
⾼次脳機能障害者 972⼈ [ 952⼈］

（参考︓地域センター対象者数 27,147⼈ [26,326⼈］）

数値⽬標の達成状況 ※[  ]は前年度実績

⽬ 標︓19,200⼈
達成度︓101.3％

○職業評価の実施、職リハ計画の策定
・⼀般的な障害種別ごとの特性や⽀援のポイントをベースにしながら、個々

の障害者の特性や状況を把握するとともに、就職に向けての考えや要望を
的確に把握

・研究部⾨が開発した評価ツールや、模擬的な作業場⾯を積極的に活⽤し、
数⽇かけて職業評価を⾏い、時間経過に伴う⾏動の変化や対⼈⾯での特徴
等をきめ細かに把握

・地域センター内のケース会議で複数のカウンセラーが多⾓的に検討した上
で職リハ計画案を作成

・⽀援の状況を的確に把握することで職リハ計画を柔軟に⾒直し
・インフォームドコンセントの徹底による対象者の希望や意⾒の反映

地域センター対象者数の推移

○地域のセーフティネットとしての均等・公平な職リハサービスの実施
・就労⽀援機関の整備が進み、雇⽤障害者数も増加する中、他の機関では

⽀援が困難な個別性の⾼い⽀援を必要とする障害者の⽀援を積極的に実施
・ハローワーク等の関係機関との連携による就労⽀援ネットワークの強化に

加え、 就労⽀援機関への助⾔・援助により、どの地域でも適切な職リハ
サービスを受けられる環境を整備

・遠隔地に居住し、通所が困難である障害者の⽀援ニーズに応じて、オンラ
インによる相談⽀援等を実施

・新型コロナウイルス感染症による影響を受け離職した障害者に対する再就
職の⽀援を実施

うち

11,770 11,686 9,840 10,697 

8,318 8,464 
7,244 7,789 

1,087 1,051 

952 
972 

8,499 7,783 

6,767 
6,243 

1,287 1,185 

932 
898 

1,016  756 

591 
548 

31,977  30,925 
26,326  27,147 

0

5,000
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25,000

30,000

35,000

H30 R1 R2 R3
精神障害 発達障害 ⾼次脳機能障害 知的障害 ⾝体障害 難病・その他

66.2%
21,175⼈

68.5%
18,036⼈

68.6%
21,201⼈

71.7%
19,458⼈

（⼈）

コロナ

新規 コロナ
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職業準備⽀援

※特定の特性や課題に対して、⼀律の⽀援⽅法で画⼀化していることを⽰すものではない地域センターにおける障害者に対する⽀援の流れの例

発達
障害者

精神
障害者

⾼次
脳機能
障害者

ハローワークとの緊密な連携 職場開拓 職業紹介 ケース会議出席

障害者就業・⽣活⽀援センターや医療機関等との緊密な連携 （⽣活⽀援）（医療情報） 職場定着⽀援

・習得した対処スキル活⽤の
⽀援

・⾃信の回復に向けた⽀援

・⾃らのコミュニケーションの特徴の
把握、職場での対処スキルの習得⽀援

・できていることをフィードバック

職業準備⽀援

・作業⽀援により職業上の強み･弱みを
フィードバック

・講座や相談による働き⽅の価値観の整
理、適性のある職種や労働条件の検討

・作業⽀援によりミスの原因を明らか
にし、作業⼿順書の活⽤や環境調整等
により、作業の正確性を向上

ジョブコーチ⽀援
職場適応指導

求職活動に係る⽀援

・作業⼿順書の活⽤による
安定した作業遂⾏の⽀援

・事業主に対する指⽰の出し
し⽅や環境調整の提案

・不安やストレスの確認及び
軽減

・職務遂⾏状況のフィード
バックによる不安の解消

・本⼈への不安やストレス、
対処法活⽤の確認

・事業主に対して復職後の
フォローに関する助⾔

就職

復職に係る⽀援 復職

・ストレス対処⽅法の習得⽀援
・体調･服薬チェック表の活⽤⽀援

・本⼈への補完⼿段の活⽤
に係る定着⽀援

・事業主に対する指⽰の出
し⽅や職務設定等の助⾔

・医療機関との連携による、補完⼿段の
習得⽀援

・事業所と復職後の職務内容や就業時間
等の調整

リワーク⽀援

・本⼈への対処⽅法活⽤の
確認

・事業主に対して関わり⽅
や休憩の取り⽅等の助⾔

〜Ａさんの場合〜
上司や同僚を怒らせることが多く、
⾃信を喪失

職業相談・職業評価
職リハ計画の策定

〜Ｂさんの場合〜
注意が散漫になりがち、物事が整理
できない

〜Ｃさんの場合〜
⾃⼰の現状からかけ離れた条件で
就職しては、ストレスを溜め込み
離転職を繰り返す

〜Ｄさんの場合〜
ストレスへの脆弱性がありメンタ
ル不調により休職。復職に不安を
感じている

職場で必要なコミュニケーション
スキルの習得及び⾃⼰肯定感の醸
成

職務遂⾏上の課題の整理と、苦⼿
な⾯の対処スキルの習得

希望職種における必要なスキルの
洗い出し、⾃⾝の職業上の強み･弱
みの整理

復職に向けた体調管理、ストレス
への対処⽅法の獲得

【職業上の課題】 【⽀援⽬標】

〜Ｅさんの場合〜
在職中に発症し、休職中
物忘れが多い、ミスが⽣じる

障害状況及び職務遂⾏上の課題の
整理、補完⼿段の習得

・作業⽀援等を通じたストレスや疲労等の
フィードバックと対処⽅法の習得⽀援

〜Ｆさんの場合〜
些細なことで落ち込む・怒りが⽣
じる、集中が続かない

障害の⾃⼰認識を深める、ストレ
スや疲労への対処、アンガーコン
トロールの⽅法等の獲得

求
職
活
動
に

係
る
⽀
援

就職

○きめ細かな職リハサービスの実施等
・さまざまな特性が個々によって異なる精神障害者、発達障害者及び⾼次脳機能障害者等に対して、その特性と職業上の課題等を的確に把握し、それ

ぞれの⽬標に応じた個別性の⾼い⽀援を実施。例えば就労移⾏⽀援事業所や病院デイケアの通所等と組み合わせた職業準備⽀援の提案を⾏い、就職
⽀援を⾏うなどハローワークや障害者就業・⽣活⽀援センター、医療機関等との緊密な連携のほか、事業所に対する雇⽤管理⾯の助⾔等の⽀援によ
り、就職・職場定着まで切れ⽬のない⽀援を実施

・研究部⾨が開発した⽀援技法やマニュアル等を活⽤した専⾨的な⽀援を実施
・精神障害者等のうち特に困難性の⾼い者に係る効果的な⽀援⽅法を検討するために、就職や職場定着等に⾄らなかった者の具体的な状況について、

地域センターに実施した調査結果の分析と研究報告も踏まえ、より効果的な⽀援を提供できるよう職業準備⽀援等のメニューの⾒直しを図った

職
場
実
習
︑
⾯
接
同
⾏
︑

定
期
的
な
相
談
等
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特性 ⽀援の困難性 ⽀援のポイント 新しい⽣活様式への対応例

精神障害
・疲れやすい、緊張が強い
・障害理解が深まりづらい
・⾃信を喪失しやすい 等

疾病の状況を把握しながら、気分や
体調の浮き沈みへの対応等に向け、
相談の機会等をこまめに設定する必
要がある

個々のストレス要因や疲労のサイン、
考え⽅や認識の仕⽅の傾向等を把握す
るとともに、その特徴の理解を促しつ
つ対処法等を検討

・感染症予防対策のため、対⾯による相談の頻度や時間を減らす必要がある
が、不安を感じやすい対象者に対し、事前の電話やメールを活⽤し、⽀援
の進め⽅等今後の⾒通しを伝えることで不安を軽減した

・テレワークが想定される対象者に対し、⾃宅において疲労や体調の把握がで
きるようにするため、モニタリングシートを活⽤して、セルフマネジメント
スキルを⾼める⽀援を実施した

発達障害

・⾏動のこだわり
（変化への対応が苦⼿）

・相⼿の気持ちが読み取りづら
い、関係構築が苦⼿

・能⼒がアンバランス、⾃⼰と
他⼈との認識がズレやすい

望ましい⾏動や考え⽅の提案・助⾔
を⾏う場合、気づきを促すなど時間
をかけて本⼈が的確に理解・認識で
きるよう個別に対応する必要がある

個々の⾏動やコミュニケーション、社
会性等の特徴を把握するとともに、そ
の特徴の理解を促しつつ対処法等を検
討

・視覚的な情報処理を得意とする特性を持つ対象者に対しては、対⾯で相談
が⾏えない場合、電話相談を⾏う前にメールでポイントを視覚化して共有
することで理解の促進を図った

・テレワークが想定される対象者に対し、模擬的なテレワーク場⾯を設定し、
その中で把握された課題や対策等をナビゲーションブックにまとめた

⾼次脳機能
障害

・新しい作業が覚えられない
・注意の集中や配分が苦⼿
・受障後の能⼒を客観的に捉

えにくい

個別の障害状況及び職務上の課題や
対応の仕⽅が個別に異なるため、時
間をかけてその把握と対処⽅法の検
討・定着を⽀援する必要がある

個々の障害状況と職務上の課題を把握
するとともに、その特徴の理解を促し
つつ補完⼿段の習得を⽀援

・記憶障害のある在職中の対象者が、テレワークへの変更となるに際し、従
来の業務に加え、オンラインでコミュニケーションを取る時に必要となる
Web機器の使⽤⽅法について、ジョブコーチ⽀援にて新たに⼿順書を作成
し、導⼊する⽀援を実施

障害種別ごとの特性や⽀援のポイント

○新しい⽣活様式への対応
感染防⽌対策を徹底する他、利⽤者サービスの低下を防ぎながら様々な取組を実

施した。なお、地域センター内でのクラスター感染は発⽣していない

業務説明会
・会場の受け⼊れ⼈数等を制限せざるを得ないため、機構本部が作成した地域セン

ターを紹介する動画をホームページに公開し、併せて⽀援ニーズをチェックする
アンケート等を掲載し、⽀援ニーズの把握に努めた

職業相談／職業評価
・Web会議機器の利⽤に関するガイドラインを整備したうえで、オンラインによる

相談を⾏った
・対⾯の時間を減らす⼯夫として、相談で使⽤する調査票等は事前送付やホーム

ページに掲載し、来所⽇に持参してもらい、職業相談、職業評価を実施した
職業準備⽀援／リワーク⽀援
・密を避けるために午前⼜は午後の⼆部制に分ける、講座を時間差で実施するなど

の⼯夫を⾏った
・テレワークなどの新しい⽣活様式にも対応できる⽀援を実施した
・ストレスマネジメント講座等を、オンライン配信した

障害のある⽅の新しい⽣活様式に対応した⽀援事例 コロナ

コロナ

〜テレワークが想定される対象者に実施したカリキュラム例〜

地域センターへ
作業開始および
体調について
メールで報告

●ホームワーク課題を設定
・受講した講座資料のまとめ
・書籍を読んでの感想
・エクセルを使⽤した課題 等

地域センターへ
作業終了および
体調について
メールで報告

●オンラインやDVDを活⽤した講座の実施
・ストレスマネジメント講座
・問題解決技能トレーニング 等

講座で学んだことを在宅場⾯で実践

在宅で実施

・オンラインによる個別相談や少⼈数でのミーティング等により、
テレワークにおける困り感の共有や対処⽅法等を検討

・対象者のニーズに応じ、把握された課題や対策等はナビゲーショ
ンブックに整理
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・令和３年３⽉の法定雇⽤率0.1%引上げを踏まえるとともに、業務進捗状況に基づ
き、重点的に取組む事項を指⽰。納付⾦業務と連携し、障害者職業⽣活相談員資格
認定講習等あらゆる機会を捉えて、事業主⽀援を積極的に展開。事業主が障害者雇
⽤に関する⾃らの課題や取組事項を整理できるよう「相談・⽀援ツール」を活⽤。
さらに、事業主⽀援ニーズが特に⾼い13センターを参集し、検討会を開催。障害者
雇⽤の取組が進んでいない事業主等に対して、地域センターが提供できる⽀援内容
（他社情報の提供、職務創出、職場実習の受⼊等）を提案しつつ、相談・助⾔を⾏
う「提案型の事業主⽀援」の全国展開に向け、提案書を提⽰する事業主像及び効果
的に提⽰するタイミングについて整理し、全国の地域センターにおいて共有

・新型コロナウイルス感染症による新たな課題に直⾯する事業所への⽀援のため、在
職障害者の職務創出やテレワークに係る事業主への⽀援等にかかる検討会を開催し
て報告書に取りまとめ、全国の地域センターに展開

・精神障害者の雇⽤が進む中、事業主⾃らが特性に応じた雇⽤管理を⾏いたいとの
ニーズを踏まえ、事業主が精神障害者の職場適応措置を適切に実施できるように、
事業主の取組内容を整理した「取組計画」を策定するとともに、その取組みに必
要なノウハウを提供する体系的な助⾔・援助を、全国で計画的かつ積極的に展開

取組計画策定⽀援事業所数 71所［67所］
・新型コロナウイルス感染症対策等のため、訪問によらない電話やメールによる⽀援

の他、希望する事業所に対してはオンラインによる⽀援を実施

❷⽀援実施事業所数
20,472所 [15,766所]

数値⽬標の達成状況 ※[  ] は前年度実績

⽬ 標︓18,200所
達成度︓112.5％

○障害者の雇⽤管理に関する専⾨的な⽀援の実施

◆専⾨的⽀援の実施主な取組内容②

⽀援実施事業所数の推移

◆事業主⽀援ワークショップ
・障害者雇⽤に課題を有する事業所を集め、その課題改善に向けた端緒を探ることを

⽬的として計画的に実施 ⇒ 実施回数 144回 [131回]
◆障害者雇⽤⽀援⼈材ネットワーク事業

・⺠間企業の障害者雇⽤管理の経験者等を障害者雇⽤管理サポーターとして⼈材登録
し、事業主が抱える課題に応じて実務的な助⾔・援助を実施

・障害者雇⽤⽀援ネットワークコーディネーターが、困難な課題を抱える事業主に
対して相談・援助を実施するとともに、ハローワークや事業所等が開催する講習
の講師として参加

相談・援助実施件数︓608件［413件］ セミナー等での講師回数︓56回［54回］

提案型事業主⽀援相談ツール

コロナ

事業主のニーズに応じた「相談・⽀援ツール」の活⽤事例

状況︓障害者雇⽤率を満たしていないため、何とか雇⽤率を達成したい。事業主

ニーズ ⽀援の提案・提供内容

①
理
解
を

深
め
る

②
職
務

の
選
定

③
受
⼊
態
勢

の
整
備

④
採
⽤

活
動

⑥
職
場

定
着

ステップ

障
害
者
雇
⽤
の
各
段
階
に
合
わ
せ
た
情
報
や
⽀
援
の
提
案
・
提
供

⑦
キ
ャ
リ
ア

形
成

・雇⽤した障害のある⽅が活躍でき
る環境を整えるためにはどうした
らよいのか

・バリアフリーの職場環境はどのよ
うに進めたらよいか。

・配慮や指導はどのように進めたら
よいか。

・作業の教え⽅に問題はないか
・安定した継続雇⽤を図りたい

・どのように募集したらよいのか
・採⽤可否の判断は何を基準にした

らよいのか

・雇⽤形態や就業時間などの設定は
どうすればよいのか

・現場でともに働く従業員の不安を
解消したい

・資格が必要または専⾨性が⾼い職
務が多いのだが、どんな職務が任
せられるのか

・障害者雇⽤をどのように進めてい
けばよいのか

・経営層に障害者雇⽤の必要性を認
識してもらいたい

・事業主⽀援ワークショップ等の参加
により他社の情報の収集に協⼒

・経営層向けに「障害者雇⽤の意義と
メリット」の社内説明会を提案、講
師として協⼒

⑤
環
境

整
備

・同業他社の雇⽤事例の情報提供
・事業所に出向き、職務創出の助⾔や

リストアップの協⼒

・ハローワークを交えて相談し、労働
条件等をまとめられるよう助⾔

・受⼊部署社員向けに「障害とは何
か」「接し⽅」などの社員研修を提
案、講師として協⼒

・職場実習を提案、実施の協⼒
・⾯接実施に当たっての留意点を助⾔

・ジョブコーチ⽀援を活⽤し、実践の
中で助⾔、管理体制整備に係る提案

・障害者就業・⽣活⽀援センターに登
録し、⻑期のフォローアップを提案

・先⾏事例等の情報提供
・⽬標管理や定期⾯談に係る助⾔

・障害者雇⽤納付⾦制度に基づく助成
⾦を案内

・ジョブコーチ⽀援の提案

過去最⾼
19,185 19,492 

15,766 

20,472 

0

16000

18000

20000

H30 R1 R2 R3（所）

18,200
過去最⾼

新規 コロナ
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794 838 655 759 

1,113 1,111 
965 1,026 

170 128
118 146

2,339 2,258 
1,917 

2,102 

72.6% 70.4% 68.8% 72.1%

0%

30%

60%

0

1,000

2,000

3,000

H30 R1 R2 R3
精神障害 発達障害
⾼次脳機能障害 知的障害
⾝体障害 難病・その他
精神・発達・⾼次脳機能障害者の就職率

（⼈）

○職業準備⽀援の推進

＜精神障害＞
・うつ病等の気分障害の求職者の増加を踏まえ、ストレス対処等の適応⼒向上を図る専

⽤の「気分障害者適応⽀援カリキュラム」に係るプログラムを的確に実施
-リワーク⽀援で培ったうつ病等の利⽤者に対する⽀援技法やノウハウを有効活⽤し、
キャリア講習やアンガーコントロール、⽇常⽣活の⾃⼰管理等も取りいれた⽀援を実施

◆個々の⽀援ニーズ等に対応した⽀援の実施主な取組内容③

職業準備⽀援対象者数、
精神障害者・発達障害者・⾼次脳機能障害者の就職率の推移

＜発達障害＞
・⾃らの特徴やセールスポイントを振り返り、その内容を事業所に依頼する配慮事項と

併せて整理するナビゲーションブックの作成⽀援
・職場におけるコミュニケーション⼒を⾼められるよう、研究部⾨によって改良された

「職場対⼈技能トレーニング（暗黙知の⾒える化トレーニング）」の技法を活⽤し、
⾔語化されないコミュニケーションスキルの習得を⽀援

88.8
%

92.0
%

❸職業準備⽀援の修了者のうち精神障害者、発達障害者及び
⾼次脳機能障害者の就職率 72.1％ [68.8％]

※[  ]は前年度実績数値⽬標の達成状況

＜⾼次脳機能障害＞
・記憶障害や注意障害など、個々の状態に応じた補完⼿段の習得⽀援

相談⽀援 相談⽀援による客観的な⾃⼰像の形成

1か⽉⽬ 2か⽉⽬ 3か⽉⽬

安定した通所を⽬指す
週2~3⽇、半⽇のみのスタート
も可能

安定した就労⽣活を送るため
に必要な情報提供、働き⽅の
スタイルを検討

２か⽉⽬の作業内容に加え、
職場実習や就職活動の打ち合
わせ等

求職活動
ハローワークとの連携により⽀援

ジョブリハーサル
ストレス状況を想定した作業継続⼒の向上

キャリア講習、ストレス対処
「職務の棚卸し」「⽇常⽣活の⾃⼰管理」
「ストレスマネジメント」など

67.0％

90.7
%

職業上の課題把握と改善
・各種作業体験
・複数⼈で役割分担しながらの作業等
・マニュアル作成技能等

職業に関する
知識の習得

・模擬⾯接
・障害の開⽰等

社会⽣活技能の向上
・対⼈技能訓練等
・ストレス対処講習
・ジョブリハーサル
・キャリア講習等
・問題解決技能

個々のニーズや課題に応じて各⽀援を組み合わせ、⽀援期間や
詳細な⽀援内容を提案。個別⾯談等も実施しながら柔軟に対応
するなど個々の特性に応じたきめ細かな⽀援を実施。

個別⾯談

求職
活動
⽀援

個々のニーズ等に対応した個別カリキュラムの設定

◆就職実現に向けた取組主な取組内容④

個々の障害特性や職業上の課題、⽀援ニーズ等に応じて、課題事項別に再構成した⽀援
メニューを柔軟に組み合わせ策定した個別カリキュラムによる⽀援

⽬ 標︓67% 
達成度︓107.6％

91.9
%

・ハローワークを交えたケース会議の計画的実施
・オンライン⾯接を想定した⽀援（Web会議機器を利⽤しての⾯接の練習等）
・職業準備⽀援期間中から地域センターのジョブコーチが関わり、ジョブコーチ⽀援へ

の円滑な移⾏を促進

新規
コロナ
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959 894 749 779 

1,117 1,159 
964 1,019 

169 156
104 142

3,497 3,321 
2,656 2,746 

88.1% 88.4% 88.4%
89.8%

80.0%

90.0%

0

2,000

4,000

H30 R1 R2 R3
精神障害 発達障害
⾼次脳機能障害 知的障害
⾝体障害 難病・その他
精神・発達・⾼次脳機能障害者の定着率

（⼈）

68.4
%

○⽀援対象者数 2,746⼈ [2,656⼈]（うち配置型のみ 2,026⼈ [1,821⼈]
訪問型ジョブコーチ等との協同⽀援 720⼈ [835⼈]）

○事業主に対して⽀援対象者の特性を踏まえた雇⽤管理上の留意点や⽀援⽅法等を伝達
し、段階的に⽀援主体をジョブコーチから事業所内の⽀援体制へ移⾏（ナチュラルサ
ポート）

○相談⽀援を中⼼としたジョブコーチ⽀援の実施
新型コロナウイルス感染症拡⼤により、訪問による対⾯⽀援が制限される中、訪問頻
度や期間が空いても振返りを可能とするためのツール（体調チェックシート、業務⽇
誌）の活⽤に加え、電話やメール、オンライン相談等を組み合わせた⽀援を実施

＜精神障害＞
・相談⽀援場⾯での「ストレス対処講習」等の実施、ストレスや疲労を⾃ら把握できる

ようにするモニタリングシートを活⽤したセルフマネジメントスキルを付与
・リワーク⽀援終了後職場復帰する際に、必要に応じてジョブコーチ⽀援による職務再

設計や雇⽤管理に関する助⾔等を実施
＜発達障害＞
・それぞれの職場で求められるコミュニケーションに関するアドバイス、効率的･効果

的な作業の進め⽅に関する⽀援等
＜⾼次脳機能障害＞
・復職に伴う個々の障害の状況に応じた職務の再設計、補完⼿段の定着促進等
○⽀援終了後の計画的なフォローアップ

フォローアップ対象者数 4,194⼈ [4,153⼈]

○ジョブコーチ⽀援の推進

❹ジョブコーチ⽀援終了者のうち精神障害者、発達障害者及び
⾼次脳機能障害者の⽀援終了６か⽉後の職場定着率

89.8％ [88.4%]

数値⽬標の達成状況

主な取組内容⑤ ◆個々の対象者の態様に応じた⽀援の実施

64.2
%

※[  ]は前年度実績

⽬標︓85% 達成度︓105.6％

・訪問型及び企業在籍型ジョブコーチとの協同⽀援により、アセスメントや⽀援のポイ
ント等に関する助⾔を実施することで⽀援の質の向上を図りつつ、地域の就労⽀援
ネットワーク資源を有効に活⽤して効率的な就労⽀援を実施

・ジョブコーチ⽀援事業推進協議会の実施により、地域センターを中核としたジョブ
コーチ⽀援ネットワークの機能を強化

58回開催、延べ1,133⼈参加 [58回、延べ1,035⼈]

66.5
%

85.0％

オンラインを活⽤したジョブコーチ⽀援事例

◆社会福祉法⼈や企業等のジョブコーチとの協同⽀援の推進主な取組内容⑥

ジョブコーチ⽀援対象者数、精神障害者・発達障害者・⾼次
脳機能障害者の職場定着率の推移

コロナ

コロナ

ジョブ
コーチ関係機関

事業所
担当者 本 ⼈

⼈事
担当者 オンライン相談

事業所、本⼈と
は、電話やメー
ルでも相談

情報共有

ジョブコーチが訪問できない
期間は、体調チェックシート
や業務⽇誌を活⽤

オンラインを活⽤
することで、遠⽅
の⼈事担当者等も
⾯談に参加

70.6
%

過去最⾼

過去最⾼
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2,625 2,618 
1,943 2,169 

84.8% 84.1%
86.7% 87.7%
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70%
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90%

0
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1,500

2,000

2,500

3,000

H30 R1 R2 R3
対象者数 復職率

(％)

○精神障害者の総合雇⽤⽀援の推進

○個別で実践的なリワークプログラム
・円滑な職場復帰と復職後の職場適応のため、⾃分のキャリアについての価値観や、職

場や社会での役割とそれへの対処⼒についての意識を促すために、職業経験の浅い休
職者等のために研究部⾨が開発したワーク基礎⼒形成⽀援や対象者⾃⾝が⽬的意識を
持ち適切な⽣活習慣を維持することを⽬指す⽇常⽣活基礎⼒形成⽀援の技法を活⽤

・発達障害の傾向がある対象者には、⽇常的な場⾯での出来事等から特性を整理する
「特性チェックシート」や、課題点の客観視が苦⼿な場合は発達障害者向け「在職者
のための情報整理シート」を活⽤して振り返る等、研究成果を取り⼊れ特性や課題に
応じた個別対応を実施

○医療機関等との連携による⽀援の実施
・医療機関によるリワークプログラムやデイケアとの連携・役割分担により、対象者へ

の医療的な情報等の提供を得ながら、医療機関では対応が困難な事業主に対する⽀援
やそのノウハウを活かしたリワーク⽀援を展開

精神障害者総合雇⽤⽀援
雇⽤前 雇⽤後

雇⽤促進
⽀援

職場復帰⽀援
(リワーク⽀援)

雇⽤継続
⽀援

リワーク⽀援対象者数・復職率の推移

(⼈)

主な取組内容⑦ ◆⽀援ネットワークの構築・整備による精神障害者の
雇⽤の促進及び定着に向けた取組の強化

・ハローワーク・医療機関等とより⼀層緊密に連携し、精神障害者の雇⽤促進、職場復
帰及び雇⽤継続⽀援を強化

・精神障害者総合雇⽤⽀援の対象事業所数 5,317所［5,000所］
・医療機関等との連携構築のため障害者雇⽤⽀援連絡協議会を効果的に運営
・精神障害者の雇⼊れ後の雇⽤管理に課題を有する事業主に対して、機構の強みを活か

し、ジョブコーチ⽀援を活⽤するなど、ニーズに応じていつの時点からでも実施可能
な⽀援を積極的に展開し、職場定着を推進

- ジョブコーチ⽀援を雇⽤後に実施した精神障害者数 779⼈ [749⼈]
- 精神障害者のジョブコーチ⽀援終了６か⽉後の職場定着率 86.1％ [85.7％]
・厚⽣労働省がとりまとめた「就労パスポート」について、個々の障害者のニーズに

応じて活⽤を⽀援するとともにその普及等に継続的に協⼒

リワーク⽀援対象者数
2,169⼈ [1,943⼈]

復職率 87.7％ [86.7％]

※[  ]は前年度実績

◆リワーク⽀援の推進主な取組内容⑧

※リワークとは、「復職」のReturn to Work（ﾘﾀｰﾝ ﾄｩ ﾜｰｸ）
を意味しています。

休職者に対するリワーク⽀援事例

ホームワーク課題の⼀例

コロナ

〜新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた⽀援メニュー〜
新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた⽀援として、以下の取り組み

を⾏った。

◆在宅で取り組める課題の設定
・貸出⽤書籍の整備
・ホームワーク課題の設定
・体調管理等を⾃⾝で振り返りができる活動

記録等を提案（⽇常⽣活基礎⼒形成⽀援の技
法を活⽤）

◆オンラインを活⽤した⽀援
・オンラインによる個別⾯談
・ストレスマネジメント講座等をオンライン配信することで、⾃宅等での

視聴が可能になった
・職場復帰後の業務においてリモート機器の使⽤が想定されたことから、

リモート機器の体験利⽤を⾏った

過去最⾼

※令和元年度まではアセスメント等を⾏った者を対象としていたが、令和２年度から
はプログラムを開始した者を対象とした計上⽅法に変更。
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1-2-2 地域の関係機関に対する助⾔・援助等及び
職業リハビリテーションの専⾨的な⼈材の育成

○概要
・地域の関係機関に対する助⾔・援助等

地域の関係機関において効果的な⽀援が⾏われるよう、障害者就業・⽣活⽀援センター等を対象に、職リハの実施⽅法等に関する専
⾨的・技術的な助⾔・援助を⾏っています。

① 技術的助⾔︓職リハサービスの⾒直し、⽀援ツール利⽤⽅法などの説明、解説等
② 協同⽀援︓関係機関職員と障害者職業カウンセラーとの協同⽀援を通じた説明、解説等
③ 実 習︓地域センターが⽀援する場⾯での関係機関職員の体験を通じた説明、解説等
就労移⾏⽀援事業所等の就業⽀援担当者を対象に実務的研修を実施し、職リハに関する実践的な知識・技術等の習得を進めるととも

に、地域の関係機関との会議等を実施し、障害者の就業⽀援に関する共通認識の形成を図ることにより、地域の職リハネットワークの
形成を図っています。

・職リハの専⾨的な⼈材の育成
障害者就業・⽣活⽀援センター、就労移⾏⽀援事業所、その他医療、福祉等の⽀援担当者等を対象に、次の専⾨的・技術的研修を

実施し、職リハの専⾨的な⼈材の育成を⾏っています。
① ジョブコーチの養成及び⽀援スキル向上のための研修
② 障害者就業・⽣活⽀援センターの就業⽀援担当者を対象とした研修
③ 就業⽀援スキル向上研修
④ 就業⽀援課題別セミナー

重要度︓⾼
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評価項⽬Ｎｏ．１－２－２ 地域の関係機関に対する助⾔・援助等及び
職業リハビリテーションの専⾨的な⼈材の育成

⾃⼰評価 A 重要度 ⾼

Ⅰ 中期⽬標の内容
① 職業リハビリテーションに関する助⾔・援助等を実施した就労移⾏⽀援事業所等の設置総数に占める割合 51％以上

※職業リハビリテーションに関する助⾔・援助等を実施した就労移⾏⽀援事業所等の設置総数に占める割合の実績（平成25〜28年度の年間平均47.4％）
を踏まえて設定

② 助⾔・援助等を受けた関係機関に対する追跡調査において「⽀援内容・⽅法の改善に寄与した」旨の評価 80％以上
※職業リハビリテーションに関する助⾔・援助等を受けた関係機関に対するアンケート調査において「助⾔・援助が有⽤であった」旨の回答の実績

（平成25〜28年度の年間平均97.3％）を踏まえ、その約8割（77.8％）を⽬安に設定

③ ジョブコーチ養成研修及び同スキル向上研修の受講者数 3,000⼈以上（毎年度600⼈以上）
※ジョブコーチ養成研修及び同スキル向上研修の受講者数の実績（平成25〜28年度の年間平均304⼈）を踏まえ、その約２倍（600⼈）を⽬安に設定

④ ジョブコーチ養成研修及び同スキル向上研修の受講者の所属⻑に対する追跡調査において
「障害者の職場定着に寄与した」旨の評価の割合 80％以上

※ジョブコーチ養成研修及び同スキル向上研修の受講者の所属⻑に対するアンケート調査における「実務において役⽴っている」旨の評価の実績
（平成25〜28年度の年間平均95.0％）を踏まえ、その約８割（76.0％）を⽬安に設定

【重要度︓⾼】⼀億総活躍社会の実現に向け、障害の有無に関係なく、希望や能⼒、適性等に応じて活躍できる社会としていくことが求められる中、地域
の就労⽀援機関や企業が相互に連携し、障害者雇⽤に独⾃に取り組めるような環境・体制整備をさらに進めることが望まれるところであり、
そのための基礎となる職業リハビリテーションに係る⼈材の育成や⽀援ノウハウが⼗分でない就労移⾏⽀援事業所等に対する助⾔･援助等を
推進していくことは極めて重要であるため。

（過去の主務⼤⾂評価 Ｈ30年度︓Ｂ、R１年度︓Ｂ、R２年度︓Ｂ）
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Ⅱ 指標の達成状況
⽬標（指標）に対する取組状況 指 標

令和３年度 Ｒ２年度 Ｒ１年度 Ｈ30年度

実績値 達成度 達 成 度

・地域の関係機関に対する助⾔・援助等の実施 職業リハビリテーションに関する助
⾔・援助等を実施した就労移⾏⽀援事
業所等の設置総数に占める割合
（⽬標値 51％以上）

63.2％ 123.9％ 107.8% 116.7% 112.5%

・関係機関への効果的な助⾔・援助
・実務的研修等の実施

助⾔・援助等を受けた関係機関に対す
る追跡調査において「⽀援内容・⽅法
の改善に寄与した」旨の評価
（⽬標値 80％以上）

96.3％ 120.4％ 119.9％ 120.8% 120.1%

・職業リハビリテーションの専⾨的な⼈材の育成
・ジョブコーチの養成及びスキル向上のための研修の

実施

ジョブコーチ養成研修及び同スキル向
上研修の受講者数
（⽬標値 中期計画期間中に3,000⼈
以上（毎年度600⼈以上））

677⼈ 112.8％ 61.0％ 153.8％ 139.2％

・訪問型職場適応援助者養成研修及びスキル向上研修
の実施

・企業在籍型職場適応援助者養成研修及びスキル向上
研修の実施

ジョブコーチ養成研修及び同スキル向
上研修の受講者の所属⻑に対する追跡
調査において「障害者の職場定着に寄
与した」旨の評価の割合
（⽬標値 80％以上）

96.6％ 120.8％ 122.9％ 122.9％ 124.4％

要因分析（実績値/⽬標値が120％以上⼜は80％未満）

指 標 要 因 分 析（①「制度、事業内容の変更」、②「法⼈の努⼒結果」、③「外部要因」のいずれかに分類して分析すること）
同⼀指標で2年続けて達成度が120％以上⼜は80％未満の場合は、⽬標変更の要否を記載すること。

職業リハビリテーションに関する助⾔・援
助等を実施した就労移⾏⽀援事業所等の設
置総数に占める割合

②「法⼈の努⼒結果」
コロナ禍においては、助⾔・援助等の⼀部をオンラインにより実施するなど⼯夫した結果、感染症予防対策のため来所による参加を躊躇して
いた関係機関にとっての安⼼感や、施設の体制上移動を含めた⻑時間の参加が難しかったことへの負担軽減につながり、⽀援を希望する関係
機関が増えた。

助⾔・援助等を受けた関係機関に対する追
跡調査において「⽀援内容・⽅法の改善に
寄与した」旨の評価

②「法⼈の努⼒結果」
「就労⽀援ネットワークが⼗分に機能していない圏域の中核的な役割を期待される機関」及び「ノウハウが不⾜している新設された就労移⾏
⽀援事業所等」に対して、各関係機関の個別ニーズに応じた助⾔・援助等を実施したことや、関係機関が関⼼の⾼いテーマを設定した集合形
式の実習を積極的に実施したためと考えられる。

ジョブコーチ養成研修及び同スキル向上研
修の受講者数

ジョブコーチ養成研修及び同スキル向上研
修の受講者の所属⻑に対する追跡調査にお
いて「障害者の職場定着に寄与した」旨の
評価の割合

②「法⼈の努⼒結果」
質の⾼い研修を計画、提供した結果、当該各研修により習得したスキル等が実際の⽀援現場で活⽤・発揮され、具体的な成果につながってい
るものと考えられる。
○⽬標変更の要否【否】︓当該各研修受講者の就労⽀援経験、技術等は個⼈差が⼤きいため、どの受講者にとっても有⽤なものとなるよう、
実施内容や⽅法について様々⼯夫しながら実施している。そのような⼯夫の結果、本指標において90%を超える評価をいただいているが、
受講者層は都度変化するものであることから、⾼い⽔準の結果を維持し続けることは容易ではなく、現⾏の⽬標（指標）は妥当であると考え
るため。
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Ⅲ 評定の根拠
根 拠 理 由

地域の関係機関に対する助
⾔・援助等の実施

・新しい⽣活様式への対応とともに、今後さらに地域の関係機関への助⾔・援助等を幅広く展開することを⾒据え、オンライン活⽤に
関するガイドラインを定め、⼀部助⾔・援助で導⼊するなどの取り組みを⾏った。その結果、感染症予防への安⼼感に加え、施設の体
制上利⽤を躊躇していた関係機関において移動の負担等の軽減につながり、⽀援を希望する関係機関が増えた。
・「就労⽀援ネットワークが⼗分に機能していない圏域の中核的役割を期待される機関」及び「ノウハウが不⾜している新設された就
労移⾏⽀援事業所等」に対して重点的に助⾔・援助等を実施し、地域の就労⽀援の基盤強化に貢献した。

ジョブコーチの養成及びス
キル向上のための研修の実
施

・事前の申込状況からは平成30年度（達成度139.2％）に迫る受講者数が⾒込まれたものの、コロナ禍により、開催会場での定員制限
や必須となっている事業所実習の受⼊れ事業所からの辞退等があり、受講者の受⼊れ⼈数を制限せざるを得ない状況であった。このよ
うな状況の中で、例年より開催回数を増やす（年間10回→11回）、複数の研修室をライブ映像で繋げる設備を活⽤する、事業所実習先
の受⼊れ事業所を新たに依頼するなどの取り組みを⾏うなど、可能な限り受講者ニーズに応えるべく⼯夫に努め、前年度から受講者数
を⼤きく回復させ⽬標を達成した。

助⾔・援助を受けた関係機
関及びジョブコーチ養成研
修、同スキル向上研修受講
者に対する調査における評
価

・ジョブコーチ養成研修受講者へのアンケートでは、「普段、経験をもとに業務を⾏っているが、今回の研修でその理論がわかり、よ
かった。」といった研修の質の⾼さに対する回答や、「コロナ禍で他者との交流の機会が少ない中、対⾯による開催により集中⼒やモ
チベーションのアップにもつながり有意義だった。」、「感染防⽌対策を講じており、安⼼して受講することができた。」といった研
修機会確保について評価する回答があった。

政策提⾔に向けた取組
（職リハ⼈材の育成の取組
を通じて蓄積された専⾨性
の活⽤）

・厚⽣労働省において従来の施策の範囲にとらわれず障害者本⼈を中⼼としたシームレスな就労⽀援の実現に向けた検討が進められる
中で、厚⽣労働省からの要請を受け、雇⽤施策と福祉施策の連携強化に関する国の施策検討の場（「障害者雇⽤・福祉施策の連携強化
に関する検討会」「雇⽤と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会」）に、職リハ⼈材の育成
に関する専⾨家として参画し、職リハ⼈材育成のために実施する研修の内容や⽅法について提案を⾏い、今後の⽅針の取りまとめに寄
与した。

地域の関係機関に対する助⾔・
援助を⾏った実機関数

2,132機関（障害者就業・⽣活⽀援センター及び就労移⾏⽀援事業所）となり、対前年⽐で12.9％増加

ジョブコーチ養成研修及びスキ
ル向上研修の開催回数

ジョブコーチ養成研修 11回（計画数11回）（前年度８回（計画数10回）（４回中⽌ ２回臨時開催））
同スキル向上研修 ４回（計画数４回）（前年度３回（計画数４回）（１回中⽌））

参考指標

参考事項
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ハローワーク

障害者就業・
⽣活⽀援センター

就労移⾏⽀援
事業所等

教育機関医療機関

事業主障害者

ノウハウを活⽤

研修・
ノウハウ提供

研修・
ノウハウ提供

地域センター 総合センター
研究成果・⽀援技法の普及

ノウハウ
を活⽤

ノウハウ
を活⽤

研修・
ノウハウ提供

研修・
ノウハウ提供

研修・
ノウハウ提供

○助⾔・援助の効果的な実施
・「就労⽀援ネットワークが⼗分に機能していない圏域の中核的役割を期待される機

関」及び「ノウハウが不⾜している新設された就労移⾏⽀援事業所等」に対して重
点的に助⾔・援助等を実施し、地域の就労⽀援の基盤強化に貢献

・個々の関係機関の要請に基づいてセンターの⽀援場⾯を活⽤した実習を⾏うほか、
関係機関が関⼼の⾼いテーマを設定した集合形式の研修を積極的に実施、またその
⼀部をオンラインにて実施

○地域の関係機関に対する助⾔・援助等

➊職業リハビリテーションに関する助⾔・援助等※1

を実施した就労移⾏⽀援事業所等※2

の設置総数に占める割合
63.2％ [55.0％]

❷助⾔・援助等を受けた関係機関に対する追跡調査
において「⽀援内容・⽅法の改善に寄与した」旨
の評価
96.3％ [95.9％]

数値⽬標の達成状況 ※[  ] は前年度実績

⽬標:80％ 達成度:120.4％

◆関係機関への効果的な助⾔・援助主な取組内容①

助⾔・援助等を実施した就労
移⾏⽀援事業所等の実機関数 2,132所

就労移⾏⽀援事業所等の
設置総数 3,371所

※1︓「助⾔・援助等」とは、技術的助⾔や協同⽀
援等による”助⾔･援助業務”と、就業⽀援基
礎研修等による”実務的研修”を指す

※2︓「就労移⾏⽀援事業所等」とは、”障害者就
業・⽣活⽀援センター”と、”就労移⾏⽀援事
業所”を指す

○マニュアル・教材の作成・提供
・職リハの基本的ノウハウをまとめた就業⽀援ハンドブック等の改訂とホームページ

への掲載、メールマガジン等による周知
○実務的研修
・職リハの基本的知識・技術等の習得を図る「就業⽀援基礎研修」を各地域センター

で、障害種別ごとの就業⽀援の専⾨的な知識・実践的な技術等の習得を図る「就業
⽀援実践研修」（対象:２年以上の実務経験者）を14エリアに分けて全国で実施
- 受講者数 2,802⼈、アンケートでの有⽤度 98.5％ [2,676⼈、98.4％]

◆実務的研修等主な取組内容②

教育機関に対する助⾔･援助等の取組
県教育委員会やハローワークと連携し、⼀般⾼校の進路指導担当者向け研修会において、障害者雇

⽤に関する⽀援や進め⽅について研修を実施。また、⼤学におけるキャリア⽀援センターや障害学⽣
⽀援センターと協同し、就職活動の進め⽅や障害者⽀援制度に関するセミナーを開催した。

助⾔･援助等種別 ⽀援内容 障害者就業・
⽣活⽀援センター

就労移⾏
⽀援事業所

技術的助⾔ ⽀援技法等の説明・解説 267所 [238所] 632所 [480所]

協同⽀援
事業所に出向き、カウンセ
ラーと協同で⽀援しながら
説明・解説

163所 [158所] 268所 [271所]

実習 職業評価や職業準備⽀援の
観察・模擬体験等 122所 [123所] 459所 [378所]

実務的研修 就業⽀援基礎研修・実践研
修等 157所 [158所] 1,298所 [1,132所]

328所［318所］ 1,804所［1,570所］

※3︓ 都道府県ごとの実機関数の総数

関係機関に対する助⾔･援助等の実績
○⽀援内容別の実機関数※3

助⾔・援助等種別の重複を除く実機関数

就労⽀援ネットワークによる⽀援体制と助⾔・援助の相関図

〜新しい⽣活様式に対応した助⾔・援助の対応例〜
【現状と課題】

実務的研修や実習（レディメイド型研修）については、ニーズはありつつも⻑時
間の枠組みになってしまうことなどから、地域センターへの訪問や地域センター
職員の施設訪問を敬遠する動向が⾒られた。

【⼯夫】
研修や実習（レディメイド型研修）を通じた助⾔・援助については、同⼀機関か
ら多数の⽀援者の受講ニーズがあった場合も、同じ内容を複数回に分け実施した
他、会場とオンラインの参加併⽤を⾏う、予め開催回数を増やすなどの⼯夫を
⾏った。なお、個別ケースを通じた助⾔・援助においても、対⾯によらない⽅法
（メールや電話、オンライン）を活⽤し、個々のニーズに対する⽀援技法等の助
⾔を実施した。

⽬標:51％ 達成度:123.9％

コロナ

コロナ
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○ジョブコーチの養成及び⽀援スキル向上のための研修
・ジョブコーチ養成研修

コロナ対策により１回あたりの受講定員を制限せざるを得ないため、年度当初の
段階で予め追加開催（５⽉）を設定して受講機会を確保
- 受講者数 600⼈、アンケートでの有⽤度 99.3％ [329⼈、 98.3 ％]

・ジョブコーチ⽀援スキル向上研修
- 受講者数 77⼈、アンケートでの有⽤度 100.0％ [37⼈、100.0％]

・サポート研修の実施
研修修了後に、実際の⽀援事例を⽤いたケーススタディや問題解決に資する意⾒
交換等を全国の地域センターで実施
- 受講者数 1,571⼈ [1,644⼈]

・訪問型 ︓ ４回[３回]
・企業在籍型︓ ４回[３回]

(本部で各２回、⼤阪で各２回実施)

４⽇程度

＜ジョブコーチ⽀援スキル向上研修＞

・訪問型 ︓ ３回
・企業在籍型︓ ３回

全国の地域センターで半⽇程度

＜⽀援スキル向上研修修了者サポート研修＞

訪問型︓実務経験１年以上
企業在籍型︓実務経験１年以上

・訪問型 ︓ 11回 [８回]
・企業在籍型︓ 11回 [８回]
（集合研修は本部で各７回、⼤阪で各４回実施）

集合研修４⽇
＋実技研修は地域センターで４⽇程度

＜ジョブコーチ養成研修＞

・訪問型 ︓ ３回
・企業在籍型︓ ３回

全国の地域センターで半⽇程度

＜養成研修修了者サポート研修＞

【ステップ１】

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

H30

R1

R2

R3

養成研修（配置型） スキル向上研修（配置型）

養成研修（訪問型） スキル向上研修（訪問型）

養成研修（企業在籍型） スキル向上研修（企業在籍型）

835⼈

923⼈

（⼈）

○職リハの専⾨的な⼈材の育成

主な取組内容③ ◆医療・福祉等分野の⽀援担当者等を対象とした職リハに
関する専⾨的、技術的研修の実施

❸ジョブコーチ養成研修及び同スキル向上研修の受講者数
677⼈ [366⼈] 

❹ジョブコーチ養成研修及び同スキル向上研修の受講者の所属⻑に対する
追跡調査において「障害者の職場定着に寄与した」 旨の評価の割合
96.6％ [98.3%] 

数値⽬標の達成状況 ※[  ] は前年度実績

⽬標︓600⼈ 達成度︓112.8％

⽬標︓80％ 達成度︓120.8％

ジョブコーチを養成するための研修受講者数の推移

366⼈

コロナ

677⼈

＜ジョブコーチ養成研修体系イメージと実施状況＞ 【ステップ２】
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・障害者職業カウンセラーとして必要な能⼒について、採⽤後の年次に応
じた専⾨研修（１･３･５･９年次）や各職場でのOJTにより養成

・特に、的確な事業主⽀援を実施する上で必要な能⼒を確実に習得でき
るようにするため、前年度までの試⾏実施を踏まえ、「事業主⽀援Ｏ
ＪＴ」を本格的に実施

対象︓３年以上の実務経験者
職リハの実践に有効な知識及び技術の習得

対象︓新任担当者
業務遂⾏上必要な知識及び技術の習得

◆障害者職業カウンセラーの養成・研修主な取組内容⑤

新型コロナウイルス感染症に対する研修対応について
・新型コロナウイルス対策から、定員を制限する⼀⽅、ジョブコーチ養

成研修においては例年より１回多く開催し、受講機会を確保
・受講者の希望や研修内容等に応じて、⼀部の研修においてはオンライ

ンまたは、オンラインと集合型の「ハイブリッド」にて実施
・機構本部において前年度整備した複数の研修室等をライブ映像で繋げ

る設備を適宜活⽤
・地域センターの実技研修における事業所実習の実施回数を増やし、受

講者ニーズへ迅速に対応
・共⽤部などの定期的なアルコール消毒等
・受講者への検温及び体調チェック
・座席へのアクリル板の設置やソーシャルディスタンス等を考慮した配

席を実施

・

○障害者就業・⽣活⽀援センター職員研修
・障害者就業・⽣活⽀援センターにおいて、障害者の就業⽀援に携わる

職員に対し、必要な知識や技術の習得と資質の向上を図るための研修
を受講者の希望や研修内容等に応じて⼀部オンラインにて実施

・就業⽀援担当者研修
・主任就業⽀援担当者研修
・就業⽀援スキル向上研修

- 受講者数 175⼈、アンケートでの有⽤度100.0％ [39⼈、100.0 ％]

○医療・福祉等分野における職リハ実務者の養成研修
・医療・福祉等の関係機関の就業⽀援担当者に対し、職リハに関する知

識や障害者の就業⽀援に必要な技術の習得と資質の向上を図る研修を
実施

・ステップアップ⽅式で実施し、知識や実務経験に応じて段階的に受講
可能

・就業⽀援スキル向上研修（オンラインにて実施）
- 受講者数 18⼈、アンケートでの有⽤度 100.0％ [７⼈、100.0％]

・就業⽀援課題別セミナー（オンラインにて実施）
- 受講者数 33⼈、アンケートでの有⽤度 96.0％ [17⼈、100.0％]

就業⽀援基礎研修

就業⽀援実践研修

就業⽀援スキル向上研修
就業⽀援
課題別セミナー

実
務
的
研
修
で

実
施(

再
掲)

対象︓３年以上の実務経験者
実施場所︓本部（千葉県）
研究・技法開発の成果に基づい
た専⾨的な知識・スキルの習得

対象︓２年以上の実務経験者
実施場所︓全国１4エリア

対象︓就業⽀援初任者
実施場所︓各地域センター

職リハに係る新た
な課題やニーズに
対応した知識・ス
キルの習得 ステップ１

ステップ2

ステップ3

主任就業⽀援担当者研修
就業⽀援担当者研修

就業⽀援スキル向上研修

複数の研修室等をライブ映像で繋げる
設備を活⽤

新規

新規

新規

コロナ

コロナ

コロナ

◆国の施策検討の場へ参画主な取組内容④
・厚⽣労働省が主催する「障害者雇⽤・福祉施策の連携強化に関する検討

会」ワーキンググループや同検討会の下に開催された「雇⽤と福祉の分
野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部
会」の職リハ⼈材の育成に関する専⾨アドバイザーとして参画

・障害者の就労⽀援に係る⼈材の育成に関する国の施策検討に協⼒

コロナ
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1-2-3 職業リハビリテーションに関する調査・
研究及び新たな技法等の開発の実施と
その普及・活⽤の推進

○概要
・職リハに関する調査・研究の実施

職リハに関する施策の充実や、地域センターを始め障害者就業・⽣活⽀援センター等の就労⽀援機関における⽀援技術の
向上のため、以下の内容を重点に研究を⾏っています。

1 発達障害、精神障害、⾼次脳機能障害及び難病者等の職リハに関する先駆的研究
2 職リハ業務を⾏う地域センター等の現場の課題解決に資するための研究
3 地域の就労⽀援機関向けの有効な⽀援ツール等の開発のための研究
4 国の政策⽴案に資する研究

・職リハ技法の開発及び普及
障害の重度化・多様化によりこれまでの⽀援では効果が現れにくい発達障害、精神障害、⾼次脳機能障害者等に対する

⽀援技法の開発・改良を⾏うとともに、地域センター等に対してこれらの⽀援技法の普及講習を実施しています。
・研究・開発成果の積極的な普及・活⽤

研究・開発成果は、調査研究報告書、マニュアル等に取りまとめ、関係施設、⾏政機関、事業主等に配布するとともに、
「職業リハビリテーション研究・実践発表会」等における研究や実践活動の成果発表を通じて普及を⾏っています。

・実践的⼿法の開発・提供
障害者の職域拡⼤、雇⽤に関する問題点の解消⽅法等に関して、雇⽤好事例集やマニュアル等を事業主に提供しています。

難易度︓⾼
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評価項⽬Ｎｏ．１－２－３ 職業リハビリテーションに関する調査・研究及び
新たな技法等の開発の実施とその普及・活⽤の推進

⾃⼰評価 A （過去の主務⼤⾂評価 Ｈ30年度︓Ａ、Ｒ１年度︓Ｂ、R２年度︓A）

Ⅰ 中期⽬標の内容
① 外部の研究評価委員による各研究テーマの評価の平均点 5点以上

※各研究テーマに対する外部の研究評価委員の評価の実績（平成25〜28年度の年間平均5.14点）を踏まえて設定
② 外部の研究評価委員の評価を受ける研究テーマ数 25本以上（令和３年度は５本）

※外部の研究評価委員の評価を受ける研究テーマ数の実績（平成25〜28年度の年間平均5.25本）を踏まえて設定
③ マニュアル、教材、ツール等の作成件数 30件以上（毎年度６件以上）

※マニュアル、教材、ツール等の作成件数の実績（平成25〜28年度の年間平均６件）を踏まえて設定

【難易度︓⾼】これまでの⽀援技法では対処困難な事例等について、その課題解決に資するための最新の知⾒の集約、新たな技術・⽀援ツール及び先駆的な技法の開発が求められ
ることに加え、外部の研究評価委員による評価に関する指標において全ての外部の研究評価委員から１点以上の評価を得、かつ、うち３分の２の委員から最⾼の評
価である２点を得るという極めて⾼い⽬標を設定するため。

難易度 ⾼

⽬標（指標）に対する取組状況 指 標
令和３年度 Ｒ２年度 R１年度 Ｈ30年度

実績値 達成度 達 成 度

各研究テーマに対する外部の研究評価
委員の評価
（⽬標値 平均点５点以上）

5.80点 116.0% 106.7% 96.0% 105.7%

外部の研究評価委員の評価を受ける研究
テーマ数
（⽬標値 中期計画期間中に25本以上)

５本 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

・研究発表会の開催、学会等での発表、各種研修での講
義、インターネット等を活⽤した情報提供等を実施

・マニュアル、教材、ツール等については、厚⽣労働省等
研究要望先からの意⾒を踏まえ、職業リハビリテーショ
ンの関係者や事業主にとって利⽤しやすい成果物を作成

マニュアル、教材、ツール
等の作成件数
（⽬標値 中期計画期間中に30件以
上(年間 6件以上)）

６件 100.0％ 150.0％ 116.7％ 150.0％

Ⅱ 指標の達成状況

・中期計画に掲げる事項に重点を置いて調査・研究を実
施

・総合的な研究テーマについてプロジェクト⽅式による
研究を実施

・研究計画を、厚⽣労働省、広域・地域センター及び障
害者就業・⽣活⽀援センターの要望を踏まえて作成

・定期的な進捗管理
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Ⅲ 評定の根拠
根 拠 理 由

質の⾼い調査・研究の実現に向けた取組 ・職リハに関する施策の充実や就労⽀援機関における⽀援技術等の向上のために最新の知⾒を集約した質の⾼い研究成果が得られ
るよう、各研究テーマにおいて研究委員会⼜は有識者ヒアリングの実施を必須とし、外部専⾨家の意⾒を踏まえて調査の内容・実
施⽅法・分析の視点等を精査するとともに、研究担当者を中⼼に、厳格に進捗管理を⾏い、報告書が年度内に完成するよう、内容
を精査する期間を確保した。
・研究計画の策定にあたり、厚⽣労働省の要望、地域センター等現場のニーズや要望を踏まえて、複数の研究員が部⾨横断的に意
⾒交換を⾏い、研究の視点や⼿法について議論を⾏った。

職業リハビリテーション研究・実践発表会及び⽀
援技法普及講習の実施等、普及活動の取組

・職リハ研究・実践発表会は、コロナ対策として参加⼈数を制限して開催するとともに、ホームページ上で動画及び発表資料のほ
か新たに基礎講座の動画を掲載した。
・研究成果を普及させる観点から、地域センター等と共同で20地域の就労⽀援機関・事業主等を対象に、研究者⾃ら講師としてオ
ンライン形式⼜は現地に赴いて、研究成果を発表した。
・広域・地域センター職員向けの⽀援技法普及講習は⼤幅に拡充して実施。関係機関職員向けの同講習は対⾯及びオンラインによ
る講習の実施に加え、対⾯による講習の内容を分かりやすく説明した⾳声付動画をホームページに掲載した。
・研究・技法成果の周知リーフレットを作成しプレスリリースを⾏うとともに、障害のある学⽣に就職⽀援を⾏う⼤学のキャリア
センターに就労⽀援のリーフレットを送付する等、必要な情報を的確に届けられるよう⼯夫しながら広く周知を⾏った。

政策提⾔に向けた取組
（職リハに関する調査・研究及び新たな技法等の
開発の取組を通じて蓄積された専⾨性の活⽤）

・労働政策審議会障害者雇⽤分科会において、今後の障害者雇⽤施策の検討が進められる中で、「障害者の週20時間未満の短時間
雇⽤に関する調査研究」の説明を要請されて報告し、今後の議論のための有効な情報提供ができた。また、「精神障害者である短
時間労働者の雇⽤に関する実態調査〜雇⽤率算定⽅法の特例が適⽤される労働者を中⼼として〜」で⾏った調査の分析結果資料を
要請され、資料の提供を⾏った。
・厚⽣労働省からの要請を受け、「社会保障審議会児童部会⼩児慢性特定疾患児への⽀援の在り⽅に関する専⾨委員会」「厚⽣科
学審議会疾病対策部会難病対策委員会」に、難病について⻑年研究している研究者の⽴場から委員として参画し、職業リハビリ
テーション推進の観点から発⾔を⾏った。

参考指標

指 標 要 因 分 析（①「制度、事業内容の変更」、②「法⼈の努⼒結果」、③「外部要因」のいずれかに分類して分析すること）
同⼀指標で2年続けて達成度が120％以上⼜は80％未満の場合は、⽬標変更の要否を記載すること。

各研究テーマに対する外部の研究評価委員
の評価
外部の研究評価委員の評価を受ける研究
テーマ数
マニュアル、教材、ツール等の作成件数

要因分析（実績値/⽬標値が120％以上⼜は80％未満）

参考事項
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➊外部の研究評価委員による各研究テーマの評価の平均点 5.80点 [ 5.33点 ]
❷外部の研究評価委員の評価を受ける研究テーマ数 ５本 [ ６本 ]

○職リハに関する調査・研究の実施
⽬標︓５点以上 達成度︓116.0％

⽬標︓５本 達成度︓100.0％

※[  ]は前年度実績数値⽬標の達成状況

研究テーマ 概要 評価結果 計 主な評価コメント

①精神障害者である短時間労働者の雇
⽤に関する実態調査〜雇⽤率算定⽅
法の特例が適⽤される労働者を中⼼
として〜

2023 年３⽉までの暫定措置である「精神障害者である短時間労働者の算定⽅法に係
る特例措置」暫定期間終了後の取扱いに係る施策の企画⽴案に資するため、①精神障
害者を雇⽤する企業の状況及び特例措置の適⽤状況、②特例措置が適⽤されている事
業所の精神障害者の雇⽤や特例措置に関する認識・意⾒、③特例措置が適⽤されてい
る事業所で働く精神障害者の雇⽤状況や働き⽅に関する考えなどを把握する。

２ ２ ２ ６
精神障害者の雇⽤状況ならびに雇⽤⽀援施策は近年劇的な変化
を遂げつつありますが、暫定的な特例措置の継続の是⾮や障害
の対象範囲の問題、重度設定の問題など、検討すべき施策問題
は数多く存在します。今後これらを検討する上で、本研究は根
拠や⽰唆を与えるものと⾼く評価します。

②障害の多様化に対応した職業リハビ
リテーションツールの効果的な活⽤
に関する研究

「セルフマネージメントスキルを活⽤しつつ、必要な⽀援を受けながら⾃⽴した職業
⽣活を送れるよう⽀援することを⽬指した総合的な職業リハビリテーションサービ
ス」である「職場適応促進のためのトータルパッケージ」の活⽤状況や活⽤促進に向
けての課題を整理し、トータルパッケージが効果的に活⽤されるように活⽤促進の⽅
策を検討する。

２ ２ ２ ６
本研究が着⽬したノウハウの伝達は、サービス実践者にとって
も研究者にとっても⼤変重要であり、職業リハビリテーション
の⼈材育成⽅法の在り⽅にも⼀⽯を投じたものとして評価され
るべきものである。

③障害者雇⽤及び雇⽤継続において事
業主が抱える課題の把握⽅法及び提
案型事業主⽀援の⽅法に関する研究

地域障害者職業センターの事業主援助業務の状況を踏まえ、障害者雇⽤の課題を把握
するためのツールを開発するとともに、個別の事業主のニーズ・課題に応じて作成し
た研修プログラムを活⽤した事業主⽀援の試⾏に取り組む。

２ １ ２ ５

提案型事業主⽀援の試⾏に取り組む研究と、企業内で障害者の
⼀般雇⽤を⽀える⼈材の育成（⽀援者社員育成）のための「認
知⾏動療法の４つの技法」の研修を実施し、その有効性を明ら
かにした研究、また「⽀援機関を活⽤した週10時間から始める
障害者雇⽤」を提案した研究は、独創的であり、論理的に⼀貫
性があり、優れていると評価される。

④障害者の週20時間未満の短時間雇⽤
に関する調査研究

週所定労働時間20時間未満で就労している⼜は就労を希望している障害者や、こうし
た障害者を雇⽤している⼜は雇⽤することを検討している企業のニーズや実態を把握
し、週所定労働時間20時間未満での就業実態、⽀援の現場における⼯夫や課題等から
週所定労働時間20時間未満での雇⽤の可能性等について探り、そのために必要な⽀援
や制度のあり⽅を検討する。

２ ２ ２ ６
⽇本の雇⽤⽂化などからも、短時間労働はまだまだニーズがあ
ると思われ、障害者の⽅たちにもフィットする働き⽅、あるい
は段階を踏んだ職業リハビリテーションという捉え⽅からして
も本研究の結果は⽰唆に富んでいると思われる。

⑤⾼次脳機能障害者の障害理解と職業
リハビリテーション⽀援に関する研
究

職業リハビリテーション従事者が⾼次脳機能障害者の⽀援で⽤いている「⾃⼰理解」
の捉え⽅や⽀援の実態及び医療等領域における「障害理解」に関する知⾒や動向につ
いて整理した上で、⾼次脳機能障害者の「⾃⼰理解」と職業リハビリテーション⽀援
の望ましいあり⽅及び残る課題を明らかにする。

２ ２ ２ ６
職業リハビリテーション関係者はもとより、広く⼀般の⽀援者、
医療者に参考になり、きわめて有⽤性・公益性の⾼い研究であ
る。研究のための研究ではなく、実際に⽀援に役⽴つ研究、広
報的な資料にもなりうるという点で⾼く評価できる。

◆令和３年度に終了した研究の概要及び研究評価の内容
※評価点︓２（優れている）１（やや優れている）０（やや劣っている・劣っている）

【精神障害者である短時間労働者の雇⽤に関する実態調査】
・主に以下のような知⾒が得られており、今後の施策検討において活⽤されることが考えられる。
①特例措置の適⽤企業は、それ以外の企業より雇⽤率を達成しやすかったことが⽰されている。
②特例措置について、精神障害者の雇⽤管理に際してその活⽤を考慮した事業所では、考慮しなかった事業所に⽐べ、精神障害者への配慮等の⾏いやすさに関わる項⽬に「当てはまる」回答する傾向があった。
③特例適⽤事業所で働く精神障害者には、労働時間の希望について、「フルタイム勤務への移⾏」と「短時間勤務のまま」という２つの志向性が⽰された。
【障害者の週20時間未満の短時間雇⽤に関する調査研究】
・様々な理由により、週所定労働時間20時間未満の雇⽤を希望している障害者の雇⽤⼜は週所定労働時間20時間以上から20時間未満の雇⽤への移⾏を希望している障害者の継続雇⽤のための⽀援に取り組む上
での参考資料としての活⽤が期待できる。今後の障害者雇⽤施策の検討のため、労働政策審議会障害者雇⽤分科会において、調査結果についての報告を⾏った。

作成した研究成果物と期待される活⽤例
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主な取組内容① ◆令和３年度に実施した研究テーマ
【新規研究テーマ︓５件】
①障害者の雇⽤の実態等に関する調査研究（厚⽣労働省要望）
②テレワークに関する障害者のニーズ等実態調査（厚⽣労働省要望）
③AI等の技術進展に伴う障害者の職域変化等に関する調査研究（厚⽣労働省要望）
④就労⽀援機関における⼈材育成と⽀援ノウハウ蓄積等の現状と課題に関する

調査研究
⑤難病患者の就労困難性に関する調査研究（厚⽣労働省要望）

【継続研究テーマ︓９件】※太字は令和３年度終了研究
⑥精神障害者である短時間労働者の雇⽤に関する実態調査〜雇⽤率算定⽅法の

特例が適⽤される労働者を中⼼として〜（厚⽣労働省要望）
⑦障害の多様化に対応した職業リハビリテーションツールの効果的な活⽤に関

する研究
⑧発達障害のある学⽣に対する⼤学等と就労⽀援機関との連携による就労⽀援

の現状と課題に関する調査研究
⑨就労困難性（職業準備性と就労困難性）の評価に関する調査研究（厚⽣労働省

要望）
⑩障害者雇⽤及び雇⽤継続において事業主が抱える課題の把握⽅法及び提案型

事業主⽀援の⽅法に関する研究
⑪障害者の週20時間未満の短時間雇⽤に関する調査研究（厚⽣労働省要望）
⑫諸外国の職業リハビリテーション制度・サービスの動向に関する調査研究
⑬⾼次脳機能障害者の障害理解と職業リハビリテーション⽀援に関する研究
⑭障害のある労働者の職業サイクルに関する調査研究（第７期）

AI等の技術進展に伴い、障害者の職域にも変化が⽣じていることが予想される。本調査研
究では、障害者が現在従事している業務の状況やAI等の技術進展に伴い障害者の職域がどの
ように変化しているかの把握を⾏うとともに、今後のAI等の技術進展を踏まえた障害者の職
域変化等についての調査研究を⾏う。

研究テーマ内容例①
「AI等の技術進展に伴う障害者の職域変化等に関する調査研究」

○職業リハビリテーションに関する調査・研究の実施
・令和元事業年度⼤⾂評価の指摘を踏まえ、令和３年度から各研究テーマに

おいて研究委員会⼜は有識者ヒアリングの実施を必須とし、外部専⾨家の
意⾒を踏まえ調査の内容・実施⽅法・分析の視点等を精査した。
また、進捗管理表を新たに作成し、研究担当者を中⼼として厳格に進捗を
管理した。

・令和４年度の研究計画の策定に当たり、複数の研究員が部⾨横断的に意⾒
交換を⾏い、議論された内容を踏まえて策定した。

・アンケート調査回答者の負担軽減等を⽬的として、Webでのアンケート調
査を導⼊した（回収率︓Webのみで実施した研究38〜88％、Webと紙媒
体を併⽤した研究20〜64％、紙媒体のみ20〜30％）。

・研究員が、⾃⾝の担当する研究における疑問点等について、他の研究員か
ら助⾔を得て質の向上等を図ることを⽬的として、情報交換会を開催した。

調査・研究実施のプロセス図

・研究⽬的
・研究⽅法
・年次計画

・アンケート調査
・ヒアリング調査
・⽂献調査 等

・データ集計作業
・データ分析
・仮説の検証

・分析結果
・考察
・課題

研究計画の作成

調査等の実施

調査結果の分析

報告書等の作成

外部専⾨家の活⽤

・研究委員会の開催
・個別のヒアリング

↓
聴取した意⾒を踏ま
え、調査の内容・実
施⽅法、分析の視点
等を精査

※

外
部
専
⾨
家
の
意
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つ
い
て
反
映
を
確
認

研
究
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当
者
を
中
⼼
と
し
た
厳
格
な
進
捗
管
理

必
要
に
応
じ
て

本研究は、効果的な職業リハビリテーションの地域普及に向けた就労⽀援機関における⼈
材育成に関する組織的取組、各⽀援者の就労⽀援への動機づけや知識・スキルの向上に向け
た取組の現状と課題を明らかにすることを⽬的とし、もって障害者職業総合センターによる
啓発・研修や地域障害者職業センターによる助⾔・援助のあり⽅の検討に資するものとする。

研究テーマ内容例②
「就労⽀援機関における⼈材育成と⽀援ノウハウ蓄積等の現状と課題に関する調査研究」

※令和３年度から必須

◆質の⾼い調査・研究の実現に向けた取組

○障害者職業総合センターホームページへの掲載
○職業リハビリテーション研究・実践発表会の開催
○関係団体等への成果物の配布
○成果物紹介のリーフレット作成・配布、プレスリリース

成果の普及
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○職リハ技法の開発及び普及

○発達障害者⽀援
「在職中⼜は休職中の発達障害者に対する作業管理⽀援」
の技法開発

主な取組内容②

⾒込まれる効果

テーマ

○関係機関への講習

◆職業リハビリテーション技法の開発

主な取組内容③
○⽀援技法普及講習

技法開発
プロセス

ニーズ及び技法活⽤状況の把握と分析
(地域センター等ヒアリング）

開発計画の策定
（発達・⾼次脳機能・精神）

プログラムの実施
（発達・⾼次脳機能・精神）

技法の開発・改良
成果の取りまとめ

発達障害者の職場適応や職場復帰を進めるためには、苦⼿と⾔われる担
当する作業遂⾏の管理(マネージメント)能⼒を⾼める⽀援が重要

・作業の⼀連の⼯程を的確に処理し、タスクを完了する⼒（作業管理能
⼒）をアセスメントする際の視点や⽅法を整理

・作業管理を⾏う際の課題を把握し、対処⽅法を検討するためのツール
を開発

・作業管理上の課題の傾向を把握し、障害者個々の特徴に応じた対処⽅
法の検討を⾏うためのトレーニング（作業管理課題）を開発

・対象者⾃らが作業管理上の特性を理解するとともに、課題点について
は⽀援者とともに実⾏可能な対処⽅法の検討、習得が可能となる

・⽀援者にとっては、対象者の作業管理能⼒に関するアセスメントの精
度が向上し、より適切な⽀援の実施が可能となる

背景

○⾼次脳機能障害者⽀援

○精神障害者⽀援
ジョブリハーサルの改良技法の内容

技法の内容
「⾼次脳機能障害者の復職における
アセスメント」の技法開発

・うつ病等で休職中の者が、復職に向けて学んだ知識等を職場に近い環境
で検証するために開発した「ジョブリハーサル」に、業務遂⾏⼒に関す
る評価項⽬や、感染症対策のために単独で実施できるタスクワークを取
り⼊れた。また、職位ごとに求められる役割を設定した実施パターンを
設ける等、企業や⽀援機関のニーズを踏まえた改良を⾏った

・⾼次脳機能障害者の復職の際は、休職者と事業主双⽅の情報を幅広く収
集し、復職のタイミングに間に合うよう計画的な⽀援の実施が求められ
ている。そのため、障害特性や⽀援課題に関わる情報の収集・整理、⽀
援課題の把握や⽀援⽅針の策定、⾃⼰理解の促進や企業との情報共有を
円滑に⾏うための⽀援ツールの開発を⾏った

テーマ

テーマ

◆⽀援技法普及講習

技法の内容

→開発した各種ツールやトレーニングの⽅法等を解説した実践報告書
を作成

・早期に⽀援技法を普及するため、全ての広域・地域センターの職員を対
象に拡充し、Web会議システムを活⽤した演習形式の講習を実施

・複数センターが同時に受講できるようにしたことで、効率的に開催
【実績】延べ実施センター 88か所［26か所］

延べ実施回数 32回［26回］
受講者数 延べ⼈数 1,310⼈［429⼈］

・⽀援技法を広範かつ速やかに普及するため、外部の関係機関職員を対象
に、対⾯及びオンラインによる講習を実施。併せて対⾯による講習の内
容を分かりやすく説明した⾳声付動画をNIVRホームページに掲載。

動画再⽣回数 1,283回［2,298回］
・⾳声付動画の周知のため、メールマガジンに案内⽂を掲載。また、障害

者就業・⽣活⽀援センター等には、案内⽂を送付
・講習の障害別内訳︓発達障害２回［１回］、精神障害１回［１回］

拡充
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○地域における職リハ研究発表会
地域センター等と共同で、地域の企業、就労⽀援機関等を対象とし、地⽅会場20か
所[19か所]で実施。そのうち12か所は新型コロナウイルス感染症への対応に考慮し、
オンラインで実施

❸マニュアル、教材、ツール等の作成件数 6件 [９件]

○研究・開発成果の積極的な普及・活⽤、実践的⼿法の開発・提供

主な取組内容④

数値⽬標の達成状況

⽬標︓６件以上 達成度︓100.0％

※［ ］は前年度実績

◆職リハ研究発表会の開催

◆学会等発表、各種研修等講師
○学会等発表︓８件 [12件] ○成果物の展⽰・配付︓５件 [２件]

（⽇本職業リハビリテーション学会、⽇本精神障害者リハビリテーション学会等）
○研修等講師︓119件[99件]（⽇本台湾交流協会GCTF「障害者の権利の実践」セミナー等）

◆インターネット等による情報発信

主な取組内容⑤

◆マニュアル、教材、ツール等の作成
○作成したマニュアル等
・トータルパッケージ学習テキスト/伝達プログラム講師⽤⼿引
・職場適応促進のためのトータルパッケージツールを活⽤した実践事例集
・障害者雇⽤のためのサポートツール及び同チェックポイント別参考資料
・在職中⼜は休職中の発達障害者に対する作業管理⽀援
・ジョブリハーサルの改良
・⾼次脳機能障害者の復職におけるアセスメント

◆事業主のニーズを踏まえた実践的⼿法の開発・提供 マニュアル・教材・ツール等の活⽤状況・効果

◆研究・開発成果の活⽤状況
・調査研究報告書は就労⽀援機関のほか、内容

に応じて⼤学等の教育機関、産業保健・医療
機関にも配付

・調査研究報告書やマニュアル･教材･ツール等
のダウンロード数 134,556件

従来実施していたものに加え、新たに以下の取組を⾏った。
・⼤学のキャリアセンターにリーフレットを送付し、障害のある⼤学⽣に対す

る就職⽀援に参考になる調査研究報告書及びマニュアル・ツール等の情報を
提供

・作成した研究及び技法開発成果物について、機構ニュースによるプレスリ
リースを実施することとした

・研究及び技法開発の成果物のダウンロードランキングをNIVRホームページ
に設け、それを契機に他の成果物の閲覧を促進する取組を実施

・NIVRホームページの改善を⽬的として、閲覧者の意⾒を把握するためのア
ンケートをNIVRホームページ上に設定

○第29回職リハ研究・実践発表会（11⽉）
・新型コロナウイルス感染防⽌対策を講じた上で、規模を

縮⼩し有観客で東京ビッグサイトにおいて開催
ホームページ上に動画及び研究･実践発表資料等を掲載

・参加者数 348⼈ [前年度はNIVRホームページ開催] 
・現地参加者アンケート結果

「⼤変参考になった」「参考になった」と回答96.7%
＜プログラム＞

・特別講演 ・パネルディスカッション（２テーマ）
・研究･実践発表 ⼝頭発表58題 [103題] 

発表資料ダウンロード数︓6,485件［8,175件］

【精神障害者雇⽤管理ガイドブック】
・精神障害者の雇⽤促進のため、障害者雇⽤を検討している企業を訪問する際に、雇⽤のイメー

ジを持っていただくための資料として活⽤しました。（障害者就業・⽣活⽀援センター）
【リラクゼーション技能トレーニングの改良】
・チェックシート等利⽤者様にもわかりやすいため、⾃⾝の特性を再確認しうまくつき合ってい

ける。また周囲にも理解してもらい、過ごしやすい環境づくりに有効活⽤できる。（障害者就
業・⽣活⽀援センター）

【ジョブデザイン・サポートプログラムのカリキュラムの再構成】
・ジョブデザイン・サポートプログラムが⼤変分かりやすく整理されている。具体的な活⽤⽅法

（時間、回数、ポイントなど）があるので、⽀援の場⾯で活⽤する際のハードルが低く、取り
⼊れやすいと感じる。（障害者就業・⽣活⽀援センター）

○障害者雇⽤に関するQ&A
・ホームページ上に公開した内容について、アンケートにより

把握した要望を踏まえて改善
・雇⽤に向けた課題を把握し事業主の⾃発的な取組に活⽤でき

る⾃⼰診断チェックシートを整備
○障害者雇⽤事例リファレンスサービスの充実
・掲載事例数︓ 3,494件 [3,438件]
・全国の事例をデータベース化して雇⽤管理に役⽴つポイント

を具体的に紹介

コロナ

コロナ

新規

新規

新規

新規
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1-５ 障害者職業能⼒開発業務

○概要
・職業訓練上特別な⽀援を要する障害者に対する職業訓練の充実

機構が運営する障害者職業能⼒開発校２校（中央障害者職業能⼒開発校（埼⽟県所沢市）（以下「中央校」という。）、吉備⾼原
障害者職業能⼒開発校（岡⼭県加賀郡吉備中央町）（以下「吉備校」という。）（以下、中央校及び吉備校を併せて「機構営校」と
いう。））は、全国の広範な地域から「職業訓練上特別な⽀援を要する障害者（以下「特別⽀援障害者※」という。）」を積極的に
受け⼊れ、より効果的な指導技法等を開発しながら先導的な職業訓練を実施しています。

具体的には以下のとおりとされています。
①視覚障害１級・２級の者 ②上肢障害１級の者 ③２級以上の両上肢機能障害及び２級以上の両下肢機能障害を重複する者
④脳性まひによる上肢機能障害１級・２級の者 ⑤体幹障害１級・２級であって、特に配慮を必要とする者 ⑥精神障害者 ⑦発達障害者
⑧⾼次脳機能障害者 ⑨重度知的障害者 ⑩知的障害及び⾝体障害の重複障害であって、特に配慮を必要とする者

・就職に向けた取組
ハローワーク等との連携による⽀援や従来の訓練では就職が困難な対象者の就職促進に取り組んでいます。

・障害者に対する指導技法等の開発・普及
先導的職業訓練の実施により得られた指導技法等について、他の障害者職業能⼒開発校及び⼀般の職業能⼒開発校等へ普及を推進

することにより、特別⽀援障害者等向け訓練コースの設置等の⽀援に取り組んでいます。

＜中央校における訓練科＞ 機械製図科、電⼦機器科、テクニカルオペレーション科、建築設計科、DTP・Web技術科、
OAシステム科、経理事務科、OA事務科、職域開発科、職業実務科

＜吉備校における訓練科＞ 機械製図科、電⼦機器科、システム設計科、経理事務科、OA事務科、職域開発科、職業実務科
※「特別⽀援障害者」とは

障害者職業能⼒開発校において重点を置いて⽀援すべき対象者で、以下に該当する者をさします。
（１）⼀般的な集合訓練の実施に困難な⾯があり、障害の態様に応じた個別的対応を特に要する障害者
（２）障害の態様に応じた職業訓練に関わる技法・経験がまだ⼗分蓄積されておらず、新たな技能習得ノウハウの開発・試⾏等の対応を要する障害者
（３）特別な⽀援を要する障害者に対して適切に対応できる精神科医などの専⾨家や⽀援者等との継続的な連携・協⼒を要する障害者

重要度︓⾼
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評価項⽬Ｎｏ．１－５ 障害者職業能⼒開発業務

Ⅰ 中期⽬標の内容
① 職業訓練上特別な⽀援を要する障害者（特別⽀援障害者）の定員に占める割合 60％以上

※特別⽀援障害者の定員に占める割合の実績（平成25〜28年度の年間平均59.6％）を踏まえて設定

② 訓練修了者の訓練終了後3か⽉時点の就職率 75％以上
※訓練修了者の就職率の実績（平成25年度〜28年度の年間平均77.3％）を踏まえて設定

③ 指導技法等の提供に係る⽀援メニュー（「障害者職業訓練推進交流プラザ」「指導技法等体験プログラム」）
の受講機関数500機関以上（毎年度100機関以上）
※「障害者職業訓練推進交流プラザ」（障害者職業能⼒開発校、⼀般の職業能⼒開発校及び都道府県）の受講機関数の実績（平成25〜28年度の年間

平均40機関）にH30以降の拡充を踏まえた「指導技法等体験プログラム」の実施計画数50機関（平成28年度実績44機関の約1.1倍）を加えた90
機関の約1.1倍として設定

④ 指導技法等の提供に係る「職業訓練実践マニュアル」、「指導技法等体験プログラム」及び「専⾨訓練コース設置・運営サポート
事業」の利⽤機関に対して追跡調査を実施し、「⽀援内容・⽅法の改善に寄与した」旨の評価 90％以上

（令和３年度は「職業訓練実践マニュアル」及び「指導技法等体験プログラム」が対象）
※障害者職業訓練に関するマニュアル等の提供等を受けた機関に対するアンケート調査において「マニュアルが有⽤であった」旨の評価の実績（平成25〜28年度

の年間平均92.3％）を踏まえて設定
（注）「職業訓練実践マニュアル」は、冊⼦を作成した年の翌年度に評価することに留意。「専⾨訓練コース設置・運営サポート事業」は、複数年度にわたり実施

するものであり、評価対象となる利⽤機関は年間数件となるため、本中期⽬標期間の終了時にのみ評価することに留意

⾃⼰評価 Ｂ （過去の主務⼤⾂評価 H30年度︓Ｂ、R１年度︓B 、R２年度︓B ）

【重要度︓⾼】「働き⽅改⾰実⾏計画」等を踏まえ、障害者が希望や能⼒、適性を⼗分に活かし、障害の特性等に応じて活躍でき、障害者と共に働くことが当たり
前の社会を⽬指していくため、機構営校においては、先導的な職業訓練の実施を通じて開発した特別⽀援障害者等に対する指導技法等を職業能⼒
開発校等に対してより⼀層普及させるという重要な役割を担っているため。

重要度 ⾼
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Ⅱ 指標の達成状況

⽬標（指標）に対する取組状況 指 標
令和３年度 R２年度 Ｒ１年度 H30年度

実績値 達成度 達 成 度

・特別⽀援障害者の重点的な受⼊れ
・障害特性に配慮した職業訓練の実施

職業訓練上特別な⽀援を要する障害者（特別⽀
援障害者）の定員に占める割合
(⽬標値 60％以上)

56.0％ 93.3％ 98.7% 112.7% 112.0%

・経済・雇⽤失業情勢に対応した就職促進
対策の実施

・特注型企業連携訓練の推進

訓練終了後３か⽉時点の就職率
(⽬標値 75％以上)

74.4％
（4⽉末

速報値）

99.2％
（4⽉末

速報値）

105.1% 97.5% 101.1%

・障害者職業訓練推進交流プラザの開催
・指導技法体験プログラムの実施

指導技法等の提供に係る⽀援メニュー（「障害
者職業訓練推進交流プラザ」「指導技法等体験
プログラム」）の受講機関数
（⽬標値 中期計画期間中に500機関以上（年
間 100機関以上））

144機関 144.0％ 147.0％ 132.0％ 130.0％

・専⾨訓練コースの設置、運営サポート
事業の実施

・職業訓練実践マニュアルの作成と普及

指導技法等の提供に係る「職業訓練実践マニュ
アル」、「指導技法等体験プログラム」及び
「専⾨訓練コースの設置・運営サポート事業」
の利⽤機関に対する追跡調査における「⽀援内
容・⽅法の改善に寄与した」旨の評価
（⽬標値 90％以上）

98.2％
（4⽉末

速報値）

109.1％
（4⽉末

速報値）

110.2％ 111.1％ 111.1％
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指 標 要 因 分 析（①「制度、事業内容の変更」、②「法⼈の努⼒結果」、③「外部要因」のいずれかに分類して分析すること）
同⼀指標で2年続けて達成度が120％以上⼜は80％未満の場合は、⽬標変更の要否を記載すること。

職業訓練上特別な⽀援を要する障害者
（特別⽀援障害者）の定員に占める割合

訓練終了後３か⽉時点の就職率

指導技法等の提供に係る⽀援メニュー
（「障害者職業訓練推進交流プラザ」
「指導技法等体験プログラム」）の受講
機関数

②「法⼈の努⼒結果」及び③「外部要因」
「障害者職業訓練推進交流プラザ」の開催⽅法を新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、例年の参集⽅式から昨年度同様、動画配信
⽅式に変更したことによる参加者の増。
⽬標変更の要否【否】︓平成30年度、令和元年度においては、⼀般校に対して個別訪問を含めた指導技法等体験プログラムの利⽤勧奨等積
極的な広報を⾏った結果、参加者が増加した。令和２年度以降は、コロナの影響により広報活動が難しく、指導技法等体験プログラムへの
参加者が減少した⼀⽅で「障害者職業訓練推進交流プラザ」の開催⽅法を参集⽅式から動画配信⽅式に変更した結果、参加者が増加した。
なお交流プラザは指導技法の実践的なノウハウを⾝につけるため、参加者同⼠の意⾒交換や実際の訓練場⾯を活⽤した演習を⾏う必要があ
るため、次年度以降は原則として、より効果的に⾏うことができる集合形式での開催を検討している。ただし、感染症の動向により定員の
制限をせざるを得ない状態が⽣じることも想定されることから、⽬標変更の必要はないと考えるため。

指導技法等の提供に係る「職業訓練実践
マニュアル」、「指導技法等体験プログ
ラム」及び「専⾨訓練コースの設置・運
営サポート事業」の利⽤機関に対する追
跡調査における「⽀援内容・⽅法の改善
に寄与した」旨の評価

要因分析（実績値/⽬標値が120％以上⼜は80％未満）
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Ⅲ 評定の根拠

根 拠 理 由

特別⽀援障害者の受⼊れ
・例年最も⼊校者が多い４⽉⼊校に向けた、募集から⼊所決定時期である１〜３⽉に緊急事態宣⾔が発令された。
このため４⽉⼊校者が⼤きく落ち込んだことから、募集期間の延⻑や追加募集を⾏った。
・年間を通じ計画的な広報活動を展開し、従来の全国の関係機関への訪問に加えてオンラインによる説明を実施。
訓練の具体的なイメージがわくよう訓練内容等を紹介する動画を活⽤した。また、中央校は訓練体験を伴う⾒学
説明会を定期開催し、吉備校は前年度中⽌したオープンキャンパスを開催した。
・こうした取組により、特別⽀援障害者の定員に占める割合への影響を最低限にとどめ、⼊校⽣全体に占める割
合は74.1％と⾼い⽔準を維持した。

就職への取組
・施設内訓練で習得した技能を実際の職場で活かせるよう⾏う特注型企業連携訓練の対象者を訓練期間の中盤か
ら早期に選定し、事業所とのマッチングに役⽴てた。
・ハローワークのミニ⾯接会情報を定期的に収集し、訓練⽣に提供することに加え、オンラインによる会社説明
会の実施や障害者採⽤準備講座の実施、就職先の地域へ出向いた⾯接同⾏や企業に対して訓練状況説明等、コロ
ナ禍においても⼀⼈ひとりに合わせた丁寧な就職活動⽀援を⾏い、昨年同程度の就職率を維持した。

障害者職業訓練推進交流プラザの開催及び
指導技法等体験プログラムの実施

・コロナ禍の影響により、障害者職業訓練推進交流プラザは集合形式から動画配信形式に変更した。本来の開催
趣旨である参加者相互の情報交換等は⼗分⾏えなかったが、参加機関数、参加者数ともに３年連続過去最⾼とな
り参加機関の裾野の拡⼤に繋がった。
・指導技法等体験プログラムについては、緊急事態宣⾔の延⻑に備え、⼊⾨コースはオンラインによる実施をあ
らかじめ計画するなど、受講機会の確保に努めた。

参考指標

参考事項
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・訓練⽣募集に係る広報、周知等の募集活動については例年年間を通じて計
画的な全国の関係機関への訪問等により取り組んでいる。緊急事態宣⾔等
の影響で取組を抑制せざるを得ない状況が⽣じたが、各地域、各関係機関
の感染症対策の⽅針等に配慮しつつオンライン等の⼿段も活⽤し、募集活
動を幅広く実施した

・他の障害者校では受⼊れが進んでいない特別⽀援障害者の積極的な受⼊れ
140⼈（定員250⼈中） ⼊校都道府県数 31都道府県
（参考）ほかの障害者校における特別⽀援障害者の定員に占める割合︓令和２年度 39.4％

・新型コロナウイルス感染症による影響等を鑑み、中央校では１⽉に追加募
集を実施するとともに、３⽉⼊校分の募集期間の延⻑を⾏った。また、吉
備校では６⽉⼊校分の募集期間の延⻑を⾏った

・オープンキャンパスについて、新型コロナウイルス感
染拡⼤防⽌の観点から中央校においては中⽌とし、吉
備校においては定員を制限し開催した
【代替措置】
・中央校においては、毎⽉の訓練体験を伴う⾒学説明

会を開催した
・両校において、訓練内容等を紹介する動画をホーム

ページに公開し、具体的に分かりやすく周知した

○特別⽀援障害者に対する職業訓練の充実・就職に向けた取組

主な取組内容① ◆特別⽀援障害者の受⼊れ

特別⽀援障害者に対する職業訓練の⼯夫 〜視覚障害者の例（事業所の新規雇い⼊れに伴う特注型企業連携訓練）〜

・ハローワークから応募
・特別⽀援学校⾼等部を

卒業
・パソコン操作スキルの

向上と、視覚障害者に
特化した⽀援機器等の
訓練受講を⽬的に⼊所

特注型企業連携訓練の実施
〜事前訓練〜
・企業のオンラインシステムについて把握。企業の協⼒を

得て、想定される業務と近似の環境を訓練場⾯で構築
〜企業内訓練〜
・企業で使⽤されているオンラインシステムを実際に使⽤

し、業務を体験

・訓練開始当初は通勤を前提とした事務職への就労に向け、⽀援機器の活⽤
と⼀般的なパソコンソフトの操作について訓練を実施

・就職活動移⾏時、応募した企業から新型コロナウイルスの影響も踏まえ、
リモート機器を活⽤した在宅勤務の提案あり

【オンラインシステムを活⽤した就労に際し直⾯した課題】
・リモートワークの普及に伴い、オンラインシステムの機能が多様化
・就職を希望する企業のオンラインシステムに対応した訓練が必要となった

→特注型企業連携訓練の活⽤

➊特別⽀援障害者の定員に占める割合 56.0％ [59.2％]

特別⽀援障害者の⼊校⽣全体に対する割合 74.1％

数値⽬標の達成状況 ⽬ 標︓60％
達成度︓93.3％

※ [  ]内は前年度実績

主な取組内容② ◆障害特性に配慮した訓練カリキュラム・適切な
訓練科の選択⽀援

・訓練科ごとの技能訓練に加え、障害特性に応じた⽀援を実施
- 精神障害者︓ストレス対処、体調や気分の⾃⼰管理、対⼈関係構築等
- 発達障害者︓コミュニケーションスキル、パーソナルスペースの理解等
- ⾼次脳機能障害者︓記憶⼒、注意⼒低下等を補完する代替⼿段の獲得等

・導⼊訓練等による訓練体験・相談等を通じて、個々の特性や適性を把握し
適切な訓練科の選択⽀援や効果的な個別訓練カリキュラム作成を実施

・新型コロナウイルス感染拡⼤等により、職業訓練実施に⽀障が⽣じる事態に
備えたオンライン訓練について、体制を整備し必要時に実施した

受講者数の推移と新型コロナウイルス感染症の影響

※参考 コロナ

○新型コロナウイルス感染症の影響
・令和３年１〜３⽉に⾸都圏を中⼼に緊急事態宣⾔が発令された。例年最も⼊校者が多い

４⽉⼊校に向けた募集から⼊所決定の時期であるため、４⽉⼊校者が⼤きく落ち込んだ。
・緊急事態宣⾔等中を含め、可能な⼿段を活⽤して年間を通じて計画的に広報活動に取り

組んだ結果、５⽉以降の⼊校者は前年同期を上回る⼊校者となった。
・新型コロナウイルスの影響で⼊校者数は減少したが、特別⽀援障害者の⼊校⽣全体に対

する割合は74.1％と⾼い⽔準を維持した。

訓練内容紹介動画

〜フォロー〜
・業務体験を踏まえ、対応に苦慮した点を重点的に訓練
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○訓練⽣に対する⽀援
・障害特性に応じた社会⽣活技能に係るグループミーティングやセルフ

マネジメント訓練（体調管理）を繰り返し実施
・訓練終了後３か⽉以降も、未就職の訓練⽣に対する就職に向けた相談

⽀援を継続的に実施
・コロナの影響により令和３年度まで訓練期間が延⻑となった訓練⽣を

含めると例年より多い訓練⽣に対し、⼀⼈ひとり
に合わせた丁寧な就職活動⽀援を実施

○企業へのコロナ禍における働きかけ
・雇⽤率未達成企業等を対象とした障害者採⽤準備

講座（訓練⽣によるプレゼンテーション形式での
訓練成果発表など企業に対してアピールする場と
しても活⽤）については、定員等に配慮し開催
（参加企業 70社［ ※中央校、吉備校合計］）

・中央校ではオンラインによる会社説明会を18社実施
・機構職員が訓練⽣の地元である全国各地へ可能な

範囲で出向き、⾯接同⾏や企業に対して訓練状況
等を説明

・求⼈企業がオンラインによる採⽤⾯接を希望の場合
には適宜実施

◆就職への取組主な取組内容④

主な取組内容③ ◆特注型企業連携訓練
・施設内の訓練で習得した技能を実際の職場で活⽤することが困難な特

別⽀援障害者の訓練⽣に対し、雇⼊れを検討している企業での訓練を
組み合わせる事により、当該企業における職務や環境に応じたスキル
の習得を⽀援

・企業内訓練で明らかとなった課題について、
施設内訓練で改善を図り雇⽤可能性を向上

・実施者 37⼈［ 21⼈］／
実施修了者 40⼈［ 20⼈］※修了者のうち５名は令和２年度開始者

・就職者 ●●⼈［ 20⼈］
うち訓練先企業への就職者 ●●⼈［ 16⼈］

➋訓練修了者の訓練終了後３か⽉時点の就職率
74.4％ [78.8％]

数値⽬標の達成状況
⽬ 標︓75％
達成度︓99.2％

※ [  ]内は前年度実績

コロナ禍における就職率向上に係る取組

コロナ

コロナ

コロナ

75.8%

73.1%

78.8%

76.9%

71.5%

77.5%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

Ｈ30 R 1 R 2 R 3

就職率 うち特別⽀援障害者の就職率
(％)

参考︓他の障害者校の就職率 H30:69.9％、R1:64.2％、R2:60.1％
（厚⽣労働省調査「令和２年度公共職業訓練等実績」より）

訓練修了者等の就職率の推移

0%

特注型企業連携訓練 吉備校・中央校 ご案内

会社説明会イメージ（⼿話通訳者による解説）
※⼀部をオンラインにて開催

求⼈情報の収集と情報提供

訓練⽣との職業相談・事業主への相談援助

○会社説明会
企業の⼈事担当者が各訓練校に
来所して実施していた会社説明
会の⼀部をオンラインにて開催
した。

○就職活動
訓練期間の中期の段階から、特注型企
業連携訓練の対象者と事業所のマッチ
ングについて検討を⾏うなど、早期か
らの活動を実施。
○求⼈情報の収集
地域の合同就職⾯接会が中⽌となる中、
ハローワーク等で⾏われるミニ⾯接会
の情報を定期的に収集し、訓練⽣に情
報提供。障害者採⽤準備講座

※４⽉末速報値 ※４⽉末速報値
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➌指導技法等の提供に係る⽀援メニューの受講機関数
144機関 [147機関]

➍指導技法等の提供後の追跡調査で「⽀援内容・⽅法の改善に寄与した」
旨の評価 98.2％ [99.2％]

○職業訓練指導員等を対象に、訓練場⾯の⾒学や訓練体験、実際の指導場⾯や
グループワークを通じた指導技法等の紹介（内容等に応じて⼀部オンライン）

○参加者が知りたい情報を得られるように意⾒交換の機会を設定
実施回数 16回 [17回]

○参加機関 60機関［68機関］（うち⼀般校 32校［34校］）
アンケートによる有⽤度 ●●％ [100.0％] 

数値⽬標の達成状況
○障害者に対する指導技法等の開発・普及等

⽬標︓90％ 達成度︓109.1％

⽬標︓100機関 達成度︓144.0％

※ [  ]内は前年度実績

主な取組内容⑤ ◆障害者職業訓練推進交流プラザ
○障害者職業能⼒開発に携わる者を対象に、新型コロナウイルス感染症の拡⼤

防⽌の観点から、動画配信⽅式にて、⼀般校等からの事例発表や機構営校から
職業訓練実践マニュアルやオンライン訓練の取組等についての紹介を実施

○参加者数 180⼈ [168⼈]
うち障害者校・⼀般校・都道府県 84機関［79機関］
アンケートによる有⽤度 91.5％ [89.5 ％]

○他の障害者校等において、特別⽀援障害者の訓練機会を更に広げられるよう、
これまで機構が蓄積した訓練ノウハウを活⽤し、専⾨訓練コースの設置・運
営を⽀援
⽀援の実施︓６校（継続６校）

うち専⾨訓練コース開設︓新規１校

○令和２年度に作成した「精神障害・発達障害者への職業訓練における導⼊期
の訓練編Ⅲ 」について、広報誌やホームページへの掲載のほか、技法普及を
⾏う場⾯で解説しながらの紹介等、効果的な普及を実施
アンケートによる有⽤度 96.4％ [98.4％]

○令和３年度は、「訓練⽣個々の特性に応じた効果的な訓練実施に向けた取組み〜
基礎編〜」を作成・配布した

・訓練の状況を踏まえ、適応⾯の⽀援のプログラムにグルー プワークを追加
・提供されたツールをアレンジし、実習先の開拓や就職⽀援 を開始

・職業訓練指導員、⽣活⽀援員等職員間の訓練実施状況等の情報共有を電⼦データで
⾏う⽅法へ⾒直し

・パニックを起こす訓練⽣への適切な対応⽅法の習得

・機構営校を参考に、応募書類、選考⽅法を決定
・訓練スケジュールにおける技能訓練内容・適応⾯に関する⽀援プログラム、実習の進め

⽅などを助⾔をもとに決定
・職業訓練には多少の負荷が必要であることを理解
・職種（職業訓練指導員、⽣活⽀援員等）の役割分担と、訓練⽣への対応⽅法を習得
・訓練開始直後に導⼊時の訓練を設定、アセスメントツール活⽤等で円滑な訓練へ繋げる

流れを構築

専⾨訓練コース設置・運営サポート事業
（精神・発達障害者を対象とした訓練コース設置）の事例

● 対象校への訪問等による⽀援 機構営校による⽀援内容
● 機構営校でのOJTによる⽀援 ⽀援の成果

● 試⾏実施状況の確認及び懸案事項に関する整理
● 訓練修了に向けての状況確認及び就職⽀援、適応⽀援に関するツール提供、助⾔

● 開設後の訓練状況の確認及び職員ミーティングに参加し、対応に苦慮している訓練
⽣への対応⽅法など具体的なノウハウを提供

準
備

募
集

選
考

試
⾏
実
施

開
設

● ⼊校選考⽅法や応募書類に関する助⾔
● 訓練スケジュール、訓練内容等に関する助⾔
● 訓練で使⽤する機器、教材に関する情報提供
● 精神障害者・発達障害者に対する職業評価・導⼊訓練場⾯の⾒学と解説
● 就職活動⽀援、関係機関との連携⽅法等に関する助⾔
● 訓練⽣の就職に関するニーズの調査・⽬標設置・職場環境のアセスメント⽅法の解説

プログラム 内容 回数 参加実績

⽀援⼊⾨
コース

精神・発達障害者への職業訓練の
基礎的知識の習得

10回
[６回]

49機関[27機関]
うち⼀般校31校[16校]

専⾨⽀援実践
コース

指導体験等を通じて、精神･発達
障害者の実践的な職業訓練の習得 ４回

[７回]
７機関[17機関]
うち⼀般校０校[9校]

管理・運営
コース

精神･発達障害者の専⾨訓練科の
管理・運営についての情報交換

１回
[２回]

２機関[12機関]
うち⼀般校０校[3校]

導⼊期の訓練
コース

精神･発達障害者の導⼊期におけ
る訓練の解説

１回
[１回]

２機関[７機関]
うち⼀般校１校[３校]

指導技法等体験プログラム コース別実績

○障害者の職業訓練を担う指導員について、計画的な育成に係る取組を試⾏実施
するとともに、令和４年度からの本格実施に向けて、プロジェクトチームにお
いて検討内容を取りまとめ、ガイドライン等を定めた

◆専⾨訓練コース設置・運営サポート事業主な取組内容⑦

◆職業訓練実践マニュアル主な取組内容⑧

指導技法等体験プログラム主な取組内容⑥

◆職業訓練指導員の計画的な育成及び専⾨性の向上主な取組内容⑨

コロナ

新規
コロナ

※上記コースの他に「委託訓練コース」を設置しているが、令和3年度は申込みなし。

※４⽉末速報値※４⽉末速報値
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