■ 問い合わせ窓口
＜障害者職業カウンセラー職、障害者職業訓練職及び事務職＞
総務部人事課人事第二係 TEL：043-213-6098
＜職業能力開発職＞
総務部人事課人事第五係 TEL：043-213-6129
＜職種共通＞
〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2（高度訓練センター内）
URL：https://www.jeed.go.jp
E−MAIL：saiyou@jeed.go.jp
■ 当機構本部への交通アクセス

•JR京葉線
•JR総武線
•JR総武線

海浜幕張駅 北口から内陸方面（北）へ 徒歩約10分
幕張駅 南口から海岸方面（南）へ 徒歩約20分
幕張本郷駅 からバスで 約15分

※バスをご利用の場合は、幕張本郷駅（JR総武線 幕張駅隣り）南口のロータリー1番線から
〔幕01〕
または〔幕03〕に乗車、バス停「海浜幕張駅」
で下車してください。約5分間隔で運行しております。

当機構のホームページです。

当機構のメールマガジンです。

ぜひご覧ください。

最新の情報をご覧いただけます

URL：https://www.jeed.go.jp

ので、ぜひご登録ください。

Ａ０５

誰もが職業をとおして社会参加できる
共生社会を目指しています

高齢・障害・求職者雇用支援機構とは
当機構は「誰もが職業をとおして社会参加できる共生社会」を目指し、高齢者や障害
者、求職者等に対する総合的な雇用支援を行う厚生労働省所管の独立行政法人です。
具体的には、高齢者や障害者の雇用支援のための相談や助言、助成金の支給、職業

59.0%

（※1）

リハビリテーションの推進、障害者雇用納付金の徴収、また、求職者や在職者等に対

65歳を超えても働きたいと回答した人の割合です。
少子高齢化のなか、日本が活力ある社会を維持するためには、高齢者が長年培った知
識・経験や働く意欲を十分に活かすことができるよう
「生涯現役社会の実現」
を目指す必
要があります。

する職業訓練など、国の高齢者雇用、障害者雇用、職業能力開発施策の多くを、国に代
わって実施しています。

「高齢者雇用に関
当機構では「年齢にかかわりなく働ける企業」の実現を目指して、

我々の使命

等を行っています。
する事業主への支援」

現在、我が国は少子高齢化が進み労働力人口が減少する中、今後も経済社会が発展
していくため、当機構は、高齢者、障害者、求職者を含め働く意欲と能力を持つ全ての

ハローワークで仕事を探している障害者の数です。
共生社会を実現する上で、働くことを希望する障害者が能力を十分発揮し、就労を通じた
社会参加ができるようにしていくことが重要な課題です。
当機構は、障害者雇用納付金制度に基づく障害者雇用納付金の徴収及び助成金等の支
給、広く社会一般に対して障害者雇用への関心と理解を深めるための広報・啓発等を実
施するとともに、障害者及び障害者を雇用する事業主への職業リハビリテーションサー

国民に対して総合的な雇用支援を実施しています。

約33万人

（※2）

当機構が担うこれらの業務や役割は、ますます重要になってきており、国民の期待
に応えられるよう、私たちは責任感、使命感をもって職務に当たっており、誰かの役に
立っていることを実感できる非常にやりがいのある仕事です。

「障害者の雇用支援」
を行っています。
ビスの推進等

■ＩＮＤＥＸ
ハローワークで仕事を探している求職者の数です。

約182万人

（※3）

これらの方々が職業に必要な能力の開発及び向上により職業の安定につながるよう、職
業訓練を的確に実施することが求められています。
当機構では雇用のセーフティネットとしての職業訓練の実施や産業の基盤を支える人材

「職業能力開
の育成等、求職者・在職者・学卒者・事業主等の様々な対象者に向けた
を行っています
発の支援」

高齢・障害・求職者雇用支援機構の概要

…………………………… 1

施設のご紹介…………………………………………………………… 3
職種のご紹介…………………………………………………………… 5
職員の１日 ……………………………………………………………… 7
ワーク・ライフ・バランス ……………………………………………… 15

※1 出所：内閣府「令和元年度 高齢者の経済生活に関する調査」
※2 出所：厚生労働省「令和２年度 障害者の職業紹介状況等」
※3 出所：厚生労働省「一般職業紹介状況（令和２年度）」
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施設のご紹介
★都道府県支部【高】
【障】
【求】 47カ所

★広域障害者職業センター／障害者職業能力開発校【障】 2カ所
（国立職業リハビリテーションセンター、国立吉備高原職業リハビリテーションセンター）

事業主等を対象に高年齢者、障害者の雇用に関する助成金、納付金等の受付、相
談・援助や地方アビリンピックの開催等の啓発業務を行っています。また、求職者
支援制度の周知広報や、求職者支援訓練の実施を希望する機関への相談援助、訓
練計画の受理・審査及び訓練の実施にあたっての助言等を行っています。
この他、各都道府県内における機構業務の総合調整や経理等の管理事務を行っ
ています。

障害者職業センターと障害者職業能力開発校の機能を併せ持ち、全国から職業
訓練上特別な支援を要する障害者を受け入れ、医療との連携を図りながら職業評
価、職業指導、職業訓練等の職業リハビリテーションサービスを提供しています。

★地域障害者職業センター
【障】 52カ所

★職業能力開発総合大学校

これから働こうとする、
または働いている障害者に対して、職業相談・職業評価、
職業準備支援、
ジョブコーチ支援、
リワーク支援等、障害者雇用の促進や、職場定着
のための支援を行っています。
また、障害者を雇用する企業や、障害者の就労を支援する関係機関の方に対し
て、相談・助言を行っています。

我が国全体の職業訓練の基盤整備と質の維持・向上を図っていくため、職業訓
練指導員を養成し、
またはその能力の向上に資するための訓練及び職業能力の開
発及び向上に関する調査・研究等を行っています。

★職業能力開発促進センター、訓練センター
【求】 63カ所
求職者の方々を対象とし、早期再就職に必要な技能・技術、関連知識を習得する
ための職業訓練（離職者訓練）や、在職者の方々を主な対象とし、仕事を遂行する上
で必要な専門知識及び技能・技術の向上を図るための職業訓練（在職者訓練）、事
業主の方々等に対する従業員の人材育成における課題解決のための能力開発に
関する相談、職業訓練指導員の派遣、施設設備の開放等を行っています。
（愛称：ポリテクセンター）

1カ所

※
【高】
：高齢者雇用の支援 【障】
：障害者及び事業主等に対する支援 【求】
：求職者・学卒者・在職者及び事業主等に対する支援
※各施設の所在地等は当機構ホームページ（https://www.jeed.go.jp/location/index.html）をご覧ください。

全国各地の施設において、高齢者、障害者、求職者、事業主等の
利用者に対して、様々なサービスを提供しています。

★職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校【求】 25カ所
技術革新に対応できる高度な知識と技能・技術を兼ね備えた実践技能者(テク
ニシャン・エンジニア)の育成、さらに、職業能力開発大学校においては、産業界や
地域のニーズに応じて、新製品の開発、生産工程の構築等に対応できる将来の生
産技術・生産管理部門のリーダーとなる人材の育成を行っています。
（愛称：ポリテクカレッジ）
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●…都道府県支部
●…地域障害者職業センター
●…職業能力開発促進センター、
訓練センター
●…職業能力開発大学校、職業能
力開発短期大学校
●…広域障害者職業センター／
障害者職業能力開発校
●…職業能力開発総合大学校
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OCCUPATIONS

職種のご紹介
事務職

利用者との相談業務

職業能力開発職

総務・経理関係事務

【事務系総合職】として、総務・経

【雇用のセーフティネットとして

理といった組織運営に関する事務

の職業訓練】を担い、早期再就職や

や、当機構が担う高齢者雇用・障害

レベルアップを目指す求職者や在

者雇用・職業能力開発等に関する

職者等に対して、
「ものづくり」
に関

様々な事業の実施
（啓発イベント等

する技能・技術、知識を習得できる

の企画・開催、
助成金の支給、
求職者

よう職業訓練（ハロートレーニン

支援訓練実施の支援、
地方施設の運

グ）を行います。また、企業に対し

営等）など、多岐に渡る業務に携わ
り、
我が国の雇用支援を支えます。

離職者に対する早期再就職のための職業訓練

て、従業員の人材育成における課
題解決のための能力開発に関する

（法学部、経済学部、文学部等、学

相談や企業への技術支援や共同開

部・学科を問わず様々な職員が在

発を行うなど、
「ものづくり指導の

籍しています）

プロフェッショナル」
です。
（工学部において、機械、電気、電子
情報、建築の関連学科を学んだ職
員が多く在籍しています）

アビリンピックの運営開催

学校運営に
関する事務

在職者を対象とした技能向上を
図るための職業訓練
啓発業務

広報誌の発行

障害者職業カウンセラー職

障害のある方に対する就職の相談

職場で必要とされる
コミュニケーションの支援

高度なものづくりを支える人材の育成

障害者職業訓練職
【日本の障害者雇用を推進】する

【障害者に特化した職業訓練】を

ため、直接的・専門的な支援を行い

担い、技能・技術を習得した上で就

ます。障害者に対して、就職相談や

職や職場復帰を目指す障害者に対

職業能力等の評価、就職準備から

して職業訓練（ハロートレーニン

職場適応に至るまで、
個々の障害を

グ）
を行います。
特に、
重度の視覚障

踏まえた多様な支援を行いつつ、

害者や上肢障害者、
精神障害者や発

障害者雇用を進める企業に対して、

達障害者、高次脳機能障害者など、

障害者の雇用管理上の課題に応じ
た体系的な支援を行います。さら

就職するための職業訓練の実施

職業訓練を行う上で特別な支援を
必要とする障害者に対する職業訓

に、
関係機関等に対して支援技法の

練に力を入れています。さらに、他

助言や普及も行う「職業リハビリ

の障害者職業能力開発校等に対し

テーションの専門職」
です。

て、
先導的な職業訓練の指導技法の

（心理学、
教育学、
社会学、
社会福祉学

普及に取り組んでいます。

のほか、学部・学科を問わず多様な

（事務科、情報処理科の職業訓練指

背景のある職員が在籍しています）

導員免許がある方を含め、
熱意のあ
る職員が多く在籍しています。
）

就職後、職場を訪問して相談・助言
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障害者雇用に関する事業主への支援

在職者に対する職業訓練の実施

支援方法を検討するケース会議

6

私は現在、青森職業能力開発短期大学校にて、学務援助課援助係員として働いてい
ます。援助係の主な仕事は、中小企業で働いている従業員の方々のスキルアップを目
的とした
「在職者訓練（能力開発セミナー）」及び教室や実習場を企業の方に貸し出す

わたしの1日／事務職

9 : 30

「施設貸与」の事務手続きになります。
さらに、企業からの人材育成に関する相談や技

10 : 00

術支援に関する相談についての窓口となっています。日々、多くの相談を受けるに当

昼食

たって、企業の方からの当校への強い信頼を感じます。
それも当校が30年以上にも

普段は、学生食堂にて昼食をとっていま
す。栄養バランスも考えられている上、
値段も手頃で一人暮らしの私にとって
は非常に助かっています。

渡って、広く津軽地域の人材育成や技術支援を担ってきた賜物だと思います。現在、私
もその当校の一員として業務に当たっていることを誉としつつ、
これまで築いてきた企
業からの信頼を損なわないよう身の引き締まる思いです。
また、当校のある青森県五所川原市は、春には桜まつり、夏には立佞武多、秋には藁
焼き、冬には地吹雪というように四季の移ろいと歴史ある文化を色濃く感じさせる街で
す。関東出身の私にとっては全てが新鮮で赴任前の不安など今はどこにもありません。
現在は、
このような素晴らしい環境の中で仕事ができることに感謝をして日々業務に励
んでいます。

受講者募集チラシの作成
課内ミーティング

能 力 開 発 セミナ ー（ 以 下 、セミ
ナー）の広報のため年度当初に全
コースが載ったパンフレットを県
内各企業に配布します。
さらに、毎
月、開催日が近づいてきたコース
についてもチラシを作成し、重ねて
周知します。

上司に対して、仕事の進
捗状況を報告します。そ
の際に、仕事の上で抱え
ている悩みの相 談にも
乗って頂きます。

9:00

10:00

9 : 00

11:00

12 : 15

休日の過ごし方

青森職業能力開発短期大学校

尊敬する上司の下、
スキーの特訓をしています。
青森県に住んでから初めて滑ったスキーも、今で
はだいぶ上達しました。

（平成28
（2016）
年採用）

12:00

11 : 00

13:00

14:00

13 : 00

15:00

16:00

15 : 00

17:00

17 : 00

朝礼

在職者訓練等委員会

終業時間

毎朝、事務室にて朝
礼を実施します。自ら
の予定を報告するだ
けでなく、会 議 や他
の職員の予定などを
確認します。

セミナーの受講者数や満足度について取りまと
めた資料を提示し、更なる受講者数の増加や満
足度の向上に向けて今後の対策を検討します。
また、団体・事業所訪問した際に把握した企業の
ニーズなどの情報を共有します。

次の日のセミナーや施設貸与の準備をして
帰宅します。校内は広いので、セミナーの受
講者の方が迷わないよう会場までの案内
板を設置します。

8 : 45

会議資料の作成

団体・事業所訪問
主にセミナーの広報のため県内各企業や事業主団体を
訪問します。直接訪問することで企業の抱えている問題や
ニーズを把握することにつながるため、積極的に訪問する
よう心がけています。

ラジオ体操

職員会議等で説明する資料を作成し
ます。
表やグラフなどを用いて視覚的にも
分かりやすい資料にしています。

イベント
例年9月に実施する学園祭は校をあげ
てのイベントであるため、全職員が協
力して盛り上げます。
さらに、オープン
キャンパスや地元の祭りへの参加など
一年を通して数多くのイベントに参加
します。

ラジオ体操から一日が始まります。特に冬場は冷え込む
ので、体を温めてけがの無いよう努めます。
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私は、福井障害者職業センターに所属し、
「職業相談・職業評価」
を主に担当しています。
これは、就
職を希望している障害のある方に対し、相談や作業検査等を行い、働く上で得意なことや苦手なこと

わたしの1日／障害者職業カウンセラー職

を整理し、
どのようなサポートがあると安定して働けるのかを利用者と一緒に考えるものです。来所さ
れる方は、働くことについて不安を抱えていることが多いため、相談しやすい雰囲気を作るように心掛
けています。最初は相談方法などがわからず不安でしたが、1年目に同期と一緒に学んだ研修や職場
の先輩からの指導を通して学んでいきました。
利用者の就職が決まった時や、
相談を開始した当初は
不安を強く感じていた方が、支援を受けることにより徐々に自信をつけて就職活動を行う姿を見た時
等は、
とてもやりがいを感じます。

昼食

8 : 45

私が就職活動を行っていた時は、全国転勤をする必要があることや、専門性の高い業務内容に自
分が対応できるのか不安を感じていました。
赴任先の福井県には、
当機構に入構するまで一度も訪れ

昼食は自席でとることが多いですが、
外食することもあります。
この日は、出
張の後に先輩と食事をしました。

出勤、今日の予定の確認
出勤後は、自分の予定や職員の予定を確認したり、
ご相談をする利用者の状況を確認しています。その
日の仕事を円滑に進めるために、事前の準備を大切
にしています。

たことがありませんでしたが、
先輩のカウンセラーや嘱託職員に地域事情や魅力を教えていただくこと
で、徐々に不安は解消していきました。
また、業務については、先輩カウンセラーから助言を頂ける環
境であることや、
充実した研修制度があることで、
日々勉強しながら仕事をすることができています。
当機構の魅力は、
障害のある方、
企業の方、
関係機関の方等、
様々な側面から障害者雇用をサポー
トできることであると感じています。

休日の過ごし方
福井障害者職業センター

12 : 15

9:00

10:00

8 : 50

11:00

12:00

10 : 00

（平成29
（2017）
年採用）

13:00

14:00

13 : 30

休日を利用して、福井市内の武道館で開かれている弓道教室に通って
います。先生から技術を教えていただくことは楽しいですし、教室でで
きた友人と食事や旅行に出かけることは、良い気分転換になっていま
す。先日は、友人の車に同乗して越前ガニを食べに行ってきました。初
めて食べましたが、甘くてとても美味しかったです！その土地の美味し
い食べ物に出逢えることも、全国各地で勤務できる魅力だと思います。

15:00

16:00

15 : 30

17:00

17 : 00
終業時刻

ミーティング
朝礼後は毎日、職業準備支援（一般企業での就職を目指す障
害のある方が、最大で3カ月程度職業センターに通所し、様々
な作業や講座を受講しながら就職への準備をするプログラ
ム）
を利用している方について、職員間で支援の進捗状況を共
有し、支援方法を検討しています。

特別支援学校の生徒に対する職業ガイダンス
障害のある方が学んでいる特別支援学校を訪問し、就職に
向けた心構えや職場のマナー等について講義をしました。
職業ガイダンスを通して、障害のある方が就職を前向きに
考えられるように、内容や説明の仕方を工夫しています。

障害者職業カウンセラー職のメンター制度
他の施設の先輩に業務上の悩みなどを相談できる制度があります。
＜メンター＞東京障害者職業センター多摩支所
（平成25
（2013）
年採用）

障害者職業カウンセラーって何だろう？と悩み多き時期に、
メンターに親身になって
相談していただき、先輩や同期とのつながりが仕事のモチベーション維持に繋がること
を実感しました。更に数年後に今度は自分がメンターという立場で、後輩の皆さんとも
つながりをつくれたことが自分自身の励みになりました。顔の見えるつながりを増やす
こと、
そしてつながり続けることをこれからも大切にしたいです。

9

終業後は、先輩のカウンセラーと
食事に行ったり、翌日に備えて自
宅でゆっくりしています。最近は、
自宅の近所にある家庭料理が食
べられるお店で夕食をとることが
マイブームになっています。

職業評価結果のパソコンへの入力作業
職業相談・職業評価
利用者から、働く上での希望、不安に
感じていること、障害の状況や配慮が
必要になること等を、丁寧にお聴きす
ることを心がけています。
また、様々な
検査や作業を行い、
どのような仕事で
あれば力を発揮することができるか
確認しています。

本日行った職業評価の結果を、パソコンを用い
て所定の様式に入力します。相談の内容や作業
場面の様子を、文章で表現することは意外に難し
いものだと感じています。
また、働く上で得意なこ
とや苦手なことを整理して、
どのようなサポートが
あると安定して働けるのかを考えることについて
も、現在勉強中です。

10

私は現在、広島職業能力開発促進センターに所属し、居住系の職業訓練指導員として勤
務しています。

わたしの1日／職業能力開発職

主に、求職者の方を対象に再就職のための知識・技能を指導しています。
センターでは、
受講生の年齢層が10〜60代と幅広く、
専門的な内容をわかりやすく伝えることは大変だなと
感じますが、指導していく中で
「もっとやってみたい！」
「面白い！」
などの声を頂くと、指導員に
なってよかったと感じます。
私は就職活動をしていく中で、人に何かを教える、人の人生に関わることのできる仕事と
いうことで魅力を感じていました。
しかし、
全国転勤ということで初めは不安に思ったこともあ

9 : 00

りました。実際に赴任してみると、訪れたことのない広島県でしたが施設の先輩方に観光地
へ連れて行って頂いたり、受講生から広島のおいしいお店をおすすめされたり、楽しく過ご
すことができています。
（広島のカープ熱は凄まじいです。笑）不安は最初だけでなんとかな

午前の訓練

るものだなと感じています。

住環境計画科の訓練を
担 当しています 。今 回
は、給湯配管に使用され
る銅管の接合方法を指
導しています。実習も伴
う訓練なので、危険なポ
イントを理解してもらう
と共に、危険予知活動を
行い、未然に災害を防止
しています。

9:00

10:00

11:00

12:00

休日の過ごし方
広島職業能力開発促進センター

休日は島へサイクリングに行くことが
あります。広島県はサイクリングロード
が整備されているので走りやすいで
す。
アップダウンが激しい島は、疲れま
すが良いリフレッシュとなっています。

（平成27
（2015）
年採用）

13:00

14:00

15:00

13 : 20

15 : 10

12 : 35

8 : 45

17 : 00

翌日の 訓 練 準 備 や資 料 作
成、訓練記録作成など様々
な業務を行います。業務の
ほとんどは訓練を行っている
ため、効率よく作業する必要
があります。

昼食

毎朝、全職員が参加する朝礼があります。施設全体の予定などを確認します。

16 : 00

17:00

訓練準備・事務処理

お昼はお弁当を持ち寄り、職場の女性陣で
食事をとっています。
この日は、旅行の計画
を立てながら食事をしました。

朝礼

16:00

補講
午後の訓練
午前の続きの訓練です。作業に慣れ
てきた頃が一番気が抜けやすいの
で、再度危険ポイントや内容を確認し
て作業に取り組みます。

受講生の資格取得支援や、訓練内容を予
習復習する方へのサポートを行います。

終業時刻
翌日の準備を終え帰宅します。自転車で通
勤しているので、原爆ドームを横目に広島
の街並みを感じながら帰ります。

11

12

私は、
前職でものづくりに関わる仕事をするうちに、
人と接する事や後輩に仕事を教えたり
する事が好きな自分に気づき、
職業訓練指導員になろうと思いました。
特に障害者職業訓練
職を志望した理由は、様々な障害や年齢、経歴など幅広い方々へ個別に対応する職務内容

わたしの1日／障害者職業訓練職

である事を知り、
私自身も訓練生と個々に深く関わって指導できる事は納得した仕事の進め
方が出来ると考えたからです。
私は、現在、国立職業リハビリテーションセンターでDTP・Web技術科の訓練を担当して
います。
当科の訓練生はDTP・Webの分野に関する知識や技能を習得し、
就職を目指してい
ます。
自分自身の障害と向き合い、努力している訓練生の姿を見ると何とか力になりたいと
いう気持ちがこみ上げてきます。
思うように指導ができず、
自分の力不足を痛感する時もあり
ますが、
職員同士で協力して問題解決をしていける環境があるので安心して仕事に取り組め

9 : 00

ています。
訓練が思うようにいかない事もありますが、
訓練生の成長を感じた時に、
喜びとや
りがいを感じます。

午前の訓練

障害者職業訓練職は、
訓練生一人ひとりの夢の実現に向けて共に考え、
共に歩んでいくと
いうとてもやりがいある仕事です。

当センターでは、障害状
況等に応じて個別訓練
を行っています。写真は、
新たな単元に入った時
に、パソコンとホワイト
ボードを使って、Webに
関する説明を行っている
様子です。

休日の過ごし方
国立職業リハビリテーションセンター

退勤後には職場の同僚と地元のテニススクールに
通っています。
また、休日には仲間たちと職場にあるテ
ニスコートでテニスをすることもあります。最近では、
同僚とウォーキングを兼ねて、ポケモンＧＯに興じる
事もあります。体を動かしたり、運動後に同僚と食事を
したりして心身ともにリフレッシュしています。

（平成28
（2016）
年採用）

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

13 : 05

15:00

13 : 20

12 : 20

8 : 50

17 : 00

訓練終了後は訓練状況の記
録、資料作成、訓練課題の添
削等を行います。業務時間
のほとんどは訓練を行って
いるため、効率良く他の業務
を行う必要があります。また
会議や研修等も行うこともあ
ります。

昼食は、職場の同僚と一緒に食べています。
午前中の情報共有をしたり、
ざっくばらんな
意見や自分の考えや気持ちを話し合ったり、
気を使うことなく食事ができ、
リラックスでき
るひと時です。

毎朝、朝礼を行った後、訓練生が記載した生活日誌の確認を行っています。訓
練を実施する前にその日の体調や気分の確認を行うことで、安定して訓練に取
り組めるようにしています。

16 : 00

17:00

事務作業等

昼食

朝礼・生活日誌の確認

16:00

午後の訓練
ミーティング
各訓練生の就職活動・訓練状況等に
ついて話し合います。昼食時とは一転
して仕事モードに切り替えて、午後の
訓練につなげます。

写真は、訓練生が作り上げたサイトの不具
合がないかの確認の様子です。実際の業
務を想定し、ユーザーの視点を意識しなが
ら、
クライアントの希望を実現できているの
かを確認しています。

終業時刻
一日の仕事を終え、帰宅します。私は徒歩5
分ほどの職員宿舎に住んでいます。

13

14

WORK LIFE BALANCE

ワーク・ライフ・バランス
仕事と家庭生活の主な両立支援制度
出産する場合

産前産後休暇

育児休業

産前7週間、産後8週間
（※労働基準法では、産前休業を6週間、産後休業を8週間と定めている）

子が1歳に達するまでの1年間を限度
（特に必要と認められる場合は、最長2歳まで延長可能）

小学校就学前の子どもを
養育する場合

３歳未満の子どもを養育、
又は父母などを介護する場合

育児短時間勤務

時間外勤務（超過勤務）の免除

勤務時間を1日4時間（週20時間）、又は1日5時間（週25時間）に短縮

東京障害者職業センター
（障害者職業カウンセラー職

１歳未満の子どもを養育する場合

小学校就学前の子どもを養育、
又は父母などを介護する場合

育児部分休業

平成13
（2001）
年採用）

時間外勤務（超過勤務）は月24時間・年150時間以内に制限

小学校就学前の子どもを
看護する場合

配偶者、父母、子、配偶者の父母などを
介護する場合

子の看護休暇

介護休業

年5日まで（対象となる子が2人以上の場合は年10日）

対象家族1人につき通算して365日を限度

小学校就学前の子どもを養育、
又は父母などを介護する場合

介護部分休業
1日の勤務時間の一部（2時間以内）を勤務しないことが可能

早出遅出勤務

介護休暇

始業・終業時刻を変更して勤務

年5日まで（対象者が2人以上の場合は年10日）

小学校入学まで活用できる制度（例）
誕生
産前休暇

産後休暇

1歳（2歳）
育児休業

（事務職

平成26
（2014）
年採用）

時間外勤務（超過勤務）の制限

1日の勤務時間の一部（2時間以内）を勤務しないことが可能

私は、現在4才になる双子の子育てをしながら、東京障
害者職業センターの障害者職業カウンセラーとして利用
者の方々の就職相談、支援を行っております。
出産直後は慣れない子育てに追われ、
「職場復帰して仕
事と子育てとを両立できるのか？」と不安な気持ちで
いっぱいでしたが、復帰して約半年間は育児短時間勤務
（1日5時間勤務）、2年間は育児部分休業（30分間の部分
休業）を活用させていただき、
「子育てしながら働く」
こと
に少しずつ慣れることができました。
また、子どもが2才
になるまでは特に子どもの急な発熱などで休まざるを得
ないことが多く、周囲に迷惑をかけてしまうことが申し訳
なく、後ろめたい思いを感じたこともあったのですが、
「そういう時はお互い様、私たちがフォローするから」
と
上司や同僚の皆さんから温かな声かけをいただき、安心
して仕事を続けることができました。
始めは保育園に行くときに泣いてぐずっていた子供た
ちも、今では「きょうも、そうだんのおしごとがんばって
ね！」
と笑顔で応援してくれています。平日は、仕事と家事
で手一杯ですが、休日には、子供たちが大好きな絵本を
一緒に楽しんだり、ママサークルで子供たちと一緒に
歌ったり、ダンスしたりなどリフレッシュし、
ドタバタなが
らも楽しい日々を送っています。
先輩カウンセラーの中には働きながら子育てをしてい
る方も多く、保育園のこと、家事の時短方法など色々と相
談に乗っていただくことができることも、不安なく働き続
けることができることにつながっていると思います。

経理部会計課

3歳

小学校入学

育児短時間勤務／育児部分休業

時間外勤務の免除

時間外勤務の制限

私は長男が生まれ、生後1カ月から2カ月までの1カ月
間、当機構の制度の一つである育児休業を取得しました。
理由は、初めての育児であり子供の成長を妻のサポー
トをしながら見守りたいと考えたからです。私よりも先に
機構の同期が育児休業を取得したということも後押しに
なりました。取得に至るまでは、1カ月にわたり席を空け
ることや周囲の理解を得られるかが不安でしたが、上司
や先輩に相談させていただき、理解と協力をいただけた
ので、
とてもありがたかったです。取得中は主にオムツ替
えとミルクをあげることを行い、他は家事のサポートをし
ていました。育児をしながら家事をすることは想像以上
に大変で、普段の妻の心身の負担を肌で感じられたこと
が印象に残りました。
また市役所等に提出する子供関係
の書類や学資保険をどうするかなど息子の将来について
妻と二人で話し合えたことも良かったと思っています。1
カ月間は思ったよりもあっという間でしたし、
どれだけ役
に立てたのかは分かりませんが、1年以上たった今でもと
ても大切な時期を家族3人で過ごせた時間だったので、
育児休業を取得して良かったと思っています。
また１カ月
間職場の方にご迷惑をかけてしまったので、今度は自分
が頑張ろうと仕事に対しても前向きになれました。
当機構は普段から職員一人ひとりに対して休暇の取得
や早めの帰宅を促す取組みを行っており、
仕事と家庭との
両立には理解のある働きやすい職場だと思っています。

子の看護休暇

15
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鳥取支部
（平成19
（2007）
年採用）

私は現在、鳥取支部で総務を担当しており、職員の勤怠管理や職員向け研修の企
画といった業務のほか、外部との各種会議の事務局業務や建物・設備の管理業務等
といった施設運営の業務を行っています。
これらはどれも、機構が提供する各種サービスが円滑に運営・提供できるように、
施設全体の体制を整えてサポートする業務です。総務では直接的なサービス提供業
務は行いませんが、支部全体のどの業務にも陰ながら携わることができるというの
が、総務業務の面白いところだと思います。

新たな自分との出会い

事務職

自分で探す仕事のやりがい

先輩職員からのメッセージ

先輩職員からのメッセージ

障害者職業カウンセラー職

大分障害者職業センター
（平成20
（2008）
年採用）

私は学生時代「障害者の自立」
というテーマに興味があり、
また自身のアルバイト
経験より
「就労から得られるものの大きさ」を実感しました。そこで
「障害者の自立に
向けた就労支援を行いたい！」と考えるようになり、縁あって障害者職業カウンセ
ラーとなりました。
入構してこれまで、職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援、
リワーク支援等
様々な業務を担当してきました。利用者の方が希望通り就職出来たり、職場に定着出
来たり、
また担当した企業の障害者雇用がうまくいった際などには非常にやりがい

例えば、各部署が作成して外部に発信する文書は、必ず総務でも一度確認を行い

を感じますが、反面うまくいかず、頭を抱えてしまうようなことも当然あります。そん

ます。
この確認のためには、総務としての視点を持つだけでなく、各業務の法令や制

な時に新人時代に先輩が教えてくれた「仕事は大変だけど一人で行うわけではな

度についても幅広く把握しておく必要があり、
このことは、自分が直接担当している

い。同僚、上司と一緒に支えあいながら業務を行っていくことが大切」
という言葉を

業務以外についても勉強しようというモチベーションにもつながり、結果としてやり

思い出します。当機構は全国転勤があり、
また様々な部署があります。そのため常に

がいや成長を感じることができています。

周囲には様々な経験を積んできた同僚や上司がおり、困ったときにはすぐに知恵を

日々の業務の中では、自分だけでは解決策が見つけ出せないトラブルなどが発生

貸してくれます。全国転勤がある組織のメリットを感じる瞬間です。

することも多々あります。そのようなときには、周りの先輩や上司に相談をさせても

全国転勤の良さは「様々な土地に住むことで、その土地の人や風土、食べ物等に出

らいますが、今までに豊富な業務経験を積んできたからこその貴重な助言をもらう

会う事」
と表現されることが多いです。私も確かに実感しています。ただし私が特に

ことができ、
いつも助けてもらっています。

実感するのは「新たな自分との出会い」
です。様々な土地で色々な経験をしたり、人と

転勤や部署異動により様々な施設や業務を経験することになりますが、同じ場所・

の出会いがあることで刺激を受け、その都度「新たな自分」
と出会うことができます。

同じ業務だけでは身につけられない経験を積むことができ、なにより、物事を考える

それは具体的には仕事への取り組み方の変化であったり、私生活での楽しみ方で

にあたっての様々な視点を持てるようになると、私自身感じています。視点を変える

あったり、物事の考え方だったりと様々な場面に現れます。

だけで考え方の幅も広がり、同じ業務であっても違う進め方や違う面白さを見つけ
ることができるようになります。
仕事のどこに魅力や面白さを見つけるかは人それぞれです。当機構の職員を目指
す方には、ぜひ高い向上心と積極性を持ち、それをもとに、自分なりの仕事のやりが

今後も業務では壁にぶつかることもあると思います。
しかし、悩みを共有し相談で
きる同僚や上司がいます。慣れた土地を転勤で離れる辛さもあると思います。
しか
し、様々な人や地域との出会い、さらに「新たな自分との出会い」が待っています。以
上のことから、私はこれからの職業人生にますます期待しています。

いを探していっていただきたいと思います。
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中部職業能力開発促進センター
（平成20
（2008）
年採用）

私は学生時代から人に教えることに興味を持ち、大学のオープンキャンパスで電
気の世界に触れ電気に関することを教える職業に就きたいと強く思い、職業訓練指
導員という道を選びました。
職業訓練指導員は「ものづくり」の仕事でもあり、人材を育成する「ひとづくり」
でも
あります。それは、日本の産業を支える「もの」
と
「ひと」の両方に携わるため、多くの
苦労もあります。
しかし、その苦労を乗り越えた先に受講生からの感謝の言葉があ
り、その言葉を聞いたときに自分の仕事の意義を強く感じられる仕事です。
私が特に強く感じた瞬間は入構９年目の時に短期海外派遣を希望し、
カンボジア
で1ヶ月間の職業訓練業務に従事させていただいた時です。
カンボジアでは当然日

先輩職員からのメッセージ

障害者職業訓練職

国立吉備高原職業
リハビリテーションセンター
（平成20
（2008）
年採用）

私は大学生の時に現在所属している国立吉備高原職業リハビリテーションセン
ターを訪問した時「訓練の結果就職を決められた訓練生の笑顔」を見た時に、就職し
新たな道に進みだすその瞬間に立ち会える職業訓練指導員という仕事に魅力を感
じ、
この仕事に就きたいと思いました。
現在は、国立吉備高原職業リハビリテーションセンターで職域開発科に所属し、高
次脳機能障害や発達障害、精神障害の方々を対象とした、小売店業務や清掃業務、物
流業務等への就職を目指した訓練を担当しています。集合訓練ではなく個別訓練を
行っており、訓練生の方と相談をしながら一人一人の能力や就職先に応じて訓練計
画を立て訓練を実施しています。相談の時には口話だけでなく障害に合わせて板書

本語は通じませんので、英語で受講生に教えていましたが、生徒にうまく伝えられず

をしたり手話をしたりと様々な方法でコミュニケーションをとり、訓練や就職に対す

苦労することが多々ありました。
しかし、身振り手振りを交えながら一生懸命伝える

る希望や不安を聞き取り、訓練生の思いに寄り添った支援を行えるよう心がけてい

と受講生も内容を理解してくれて実習などに真面目に取り組んでくれました。そし

ます。

て、1ヶ月の終わりには受講生から感謝の言葉をいただき、後日、研修を受けた受講

訓練や就職支援は一人で行うのではなく、チームで行っていきます。
どのように支

生が仕事でその経験を活かしていることを聞いたときは自分の仕事が世の中の役

援すればいいのか悩むこともありますが、一人で抱え込まず職員同士（チーム）
で相

に立っていることを感じた瞬間でした。その感動をまた感じたくカンボジアでの経験

談をしながら進めていけるのが、
とても心強いところです。

を活かし今も職業訓練を行う際には、ただ話して教えるのではなく相手に伝わるよ

また転勤があるため、それぞれの地域の特徴を楽しめ、人とのネットワークも広

うに工夫をして、受講生が一つでも多くのことを習得し、職場で活かすことができる

がっていくことで、今まで知らなかった知識を得られることもこの仕事の魅力の一

ように、日々考えながら訓練を行っています。

つです。

最後に、当機構は全国各地で仕事をしますので不安も多くありますが、その分、各
職場で新しい経験や考え方を学ぶことができるチャンスでもあります。
また、プライ
ベートでも各地域のイベントに職場の同僚や地域の方々と一緒に参加することによ
り、地域の文化に触れることができます。
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笑顔での訓練修了を目指して

職業能力開発職

﹁ものづくり﹂と﹁ひとづくり﹂

先輩職員からのメッセージ

職業訓練指導員となり10年以上経ちますが、何よりもうれしいと感じる瞬間は、
やはり訓練生の方が就職を決め笑顔で修了されていかれる姿を見た時です。
それぞれの訓練生の方の人生に就職支援という形で関わるということは、
責任も大
きく大変なこともありますが、
その分やりがいや喜びを感じられる仕事だと思います。
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人材育成のしくみ

Human resource development

当機構では、入構後全職種共通で階層別に実施する研修のほか、採用職種に応じて実施する専門研修など、日々のＯＪ
Ｔと
ともに機構職員としての資質の向上のため、様々な研修を体系的に構築し、職員の人材育成を行っています。

【障害者職業カウンセラー職】

【職業能力開発職】

【障害者職業訓練職】

事務職は、全職種共通研修のほか、配属部署によ
り、各担当業務に関する研修や外部の研修等を受講
する場合があります。

障害者職業カウンセラー職は、最初の1年間は厚生労
働大臣指定講習を受講します。指定講習修了後は、
経験年数に応じた専門研修等を受講します。

職業能力開発職は、指導員養成研修にて職業訓練指
導員免許（国家資格）を取得し、その後は機構独自
の人材育成システムに基づいた階層別、専門研修等
を受講します。

障害者職業訓練職は、障害者支援に係る専門研修の
ほか、訓練技能・技術に関する専門技術研修を受講
します。

＜共通＞○新規採用職員研修

○厚生労働省大臣指定講習 （1年目）
（専門第一期研修）

【事

務

職】

（1年目）

○中堅職員研修

（概ね5年目）

○職場リーダー研修

（概ね9年目）

＜専門＞○フォロー研修

○指導員養成課程研修

（1年目）
（3年目）

前期

6週間（4〜5月）

○業務フォロー研修

後期

7週間（1〜2月）

○技能・技術フォロー研修 （5年目）

（1年目）
○フォローアップ研修

（3年目） 5日間

○指導力向上研修

＜業務＞○業務別研修（経理業務、納付金調査関係業務、
求職者支援訓練業務）等

○専門第二期研修

（5年目） 6日間

○階層別研修

＜外部＞○政府関係法人会計事務職員研修（財務省主催）

○専門第三期研修

（9年目） 5日間

○政府出資法人等内部監査業務講習会
（会計検査院主催）等
1年目

5年目

○専門技術研修

（2年目〜）

※指導員養成課程研修では、修士の学位取得が可能な修士コース（選考
試験有、受講経費自己負担）を受講することも可能です。
（未経験者のみ）

5年目

9年目

5年目

専門第三期研修

職場リーダー研修

専門第二期研修

実地研修︵ＯＪＴ︶

中堅職員研修

1年目

専門第一期研修

専門研修

1年目
新規採用職員研修

階層別研修

職場リーダー研修

概ね
9年目

指導力向上研修

業務フォロー研修

実地研修︵ＯＪＴ︶

指導員養成
課程研修

9年目
技能・技術フォロー研修

3年目

中堅職員研修

1年目

職業大集合研修

課題別研修

新規採用職員研修

専門第三期研修

職場リーダー研修

専門第二期研修

フォローアップ研修

厚生労働大臣指定講習
（専門第一期研修）

中堅職員研修

3年目

後期合同講習

実地研修︵ＯＪＴ︶

外部研修（配属部署による）

1年目

○専門第三期研修 （9年目）
（職業リハビリテーション関係・職業能力開発関係）

（概ね9年目）

1年目

9年目

5年目

前期合同講習

業務別研修（配属部署による）

1年目

○専門第二期研修 （5年目）
（職業リハビリテーション関係・職業能力開発関係）

○専門研修

※指定講習を修了すると、正式に障害者職業カウンセラーとして
勤務することになります。

新規採用職員研修

職場リーダー研修

実地研修︵ＯＪＴ︶

中堅職員研修

1年目

フォローアップ研修

新規採用職員研修

1年目

9年目

○専門第一期研修 （1年目）

専門技術研修
課題別研修

※ 上記は本部において実施する研修で、令和2年度実績です。研修体系については今後変更することもあります。
※ 記載している
「年数」は入構後年数になり、あくまで目安です。産休・育休等取得した場合は翌年度以降となります。

21

22

