Ｒ３年度就労移行等連携調整事業の取組み
府全域の一般就労人数の増加・就労定着の促進を図るため、府として質の高い就労支援にかかる「障がい者就労支援ガイドブック」を作
成。就労移行支援事業所・就労定着支援事業所の支援員、とりわけ経験の浅い支援員をターゲットとし、気軽に手に取り現場の実践につな
げられることを主眼に置いた。
＜ポイント＞
 H30~R2年度まで実施した府内事業所へのアドバイザー派遣を通じて得た知見を踏まえ、培ってきたノウハウを見える化。
 就労支援に必要となる基本的な技術や心構え、参考となる視点、実践的なツール等を盛り込んでいる。
 作成にあたっては、就労支援関係団体から構成する検討委員による検討会を５回開催し、協議の上内容を決定。
 素案の段階でアドバイザー派遣を活用し、府内８事業所から意見を聴取し、その内容を反映。
府内就労系サービス事業所・関係各所へ配布し、活用を図り、さらなる一般就労の増加・就労定着の促進

【作成検討会委員】
1

分類

所属

名前

移行・就Ａ・定着

ＮＰＯ法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク

金塚 たかし

移行・就Ａ・就B・定着 社会福祉法人加島友愛会
事
3
移行・就Ａ・就B・定着 社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会
業
4 所 移行・就Ａ・就B・定着 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会
2

5

（敬称略）

移行・就Ａ・定着

移行・定着
支
7
中間支援組織
援
機
8 関 中間支援組織
6

酒井 大介
酒井 京子
園部 勝彦

矢野紙器株式会社

川﨑 敏行

ＮＰＯ法人クロスジョブ

濱田 和秀

ＮＰＯ法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク

茂木 省太

大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組
合（エルチャレンジ）
上国料 洋子

9

就ポツ

大阪市障害者就業・生活支援センター

前野 哲哉

10

就ポツ

高槻市障害者就業・生活支援センター

陸野 肇

大阪障害者職業センター

永岡 靖子

ＮＰＯ法人障害者自立生活支援センター・スクラム

姜 博久
家坂 友之

関
11 係 職業センター
12 機 相談支援
関
13
相談支援
14

企業

合同会社まぁーるい心
公益社団法人全国障害者雇用事業所協会／大阪
府中小企業家同友会

15

労働局

大阪労働局職業安定部職業対策課

職業対策課長

大阪市障がい者施策部障がい支援課

障がい支援課長

大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課

自立支援課長

行
16 政 市町村
17
都道府県

奥脇 学

【検討会開催状況】
▶第１回 令和３年５月20日
・手引きの方向性
初心者向けの基本的なもの、さっと読めるもの
アドバイザー派遣で受けた質問を集約
・今後のスケジュール確認

▶第２回 令和３年７月21日
・手引きの大まかな構成の検討
就職（定着含む）までの流れをカテゴリー分け
必要な項目を検討（制度、連携、参考資料等）
▶第３回 令和３年９月30日
・項目ごとの執筆担当者の決定
・手引きの具体的な作成方法
▶第４回 令和３年12月14日
・手引き素案についての意見交換
参考資料の示し方、表記ゆれ
・アドバイザー派遣について
▶第５回 令和４年２月21日
・アドバイザー派遣によって得られた事業所から
の意見を反映した手引き案についての意見交換
・アドバイザーからの意見

１

R３年度就労移行等連携調整事業「障がい者就労支援ガイドブック」概要
序
章

就労支援員としての心構え
・社会福祉の仕事とは
・就労へのステップ
・信頼とパワーバランス

就労までの流れ① 「入所」
・インテークの対応～利用につなげるために～
・初期アセスメントのポイント

第
一
章

就労までの流れ②「個別支援計画の作成」（入所から就労前実習まで）
・個別支援計画 入所時の作成ポイント
・個別支援計画 所内訓練時の作成ポイント
・個別支援計画 体験実習時の作成ポイント
・個別支援計画 求職活動時の作成ポイント
・個別支援計画 就労前実習時の作成ポイント
就労までの流れ③「面談のポイント」（就労支援で使えるテクニック）
・面談のポイント・コツ①理解しやすい伝え方
・面談のポイント・コツ②質問は具体的に
・面談のポイント・コツ③一つひとつを丁寧に
・面談のポイント・コツ④見える化
就労までの流れ④「所内訓練」
・所内訓練で大事なことは？
・プログラムでは何をするのか？
・作業はどこからもらえるのか？
参考資料：職業準備性ピラミッド
就労までの流れ⑤「体験実習」
・体験実習の目的
・企業開拓はどうするのか？
・体験実習の期間や実習形態
・実習の評価は誰が行うのか？（自己評価と他己評価、企業からのフィードバック）
・実習時に準備するもの
就労までの流れ⑥「教えて社長‼～企業の視点から～」
・実習ってどのような種類があるの？
・実習時に企業が求めること（本人、支援者）
・採用面接で企業が求めること（本人、支援者）
・雇用後に企業が求めること（本人、支援者）
就労までの流れ⑦「求職活動」
・求職活動っていつするの？～タイミングの見極め～
・求職活動ってどうするの？～求職活動の流れについて解説～
・就職先はどう決める？
・支援者がするべきことは？（HW同行、面接で必要な準備、面接練習等）
参考資料：本人の強み、弱みを伝える際に使えるツールについて紹介
就労までの流れ⑧「就労前実習」
・マッチングとは？
・支援者が行うこと
・不採用だった時はどうするか？

就労までの流れ⑨「就労・定着」
・雇用が決まったら？（雇用契約書の確認等、支援機関が行うこと）
・雇用後の支援について（6ヵ月定着、合理的配慮についての考え方、企業への伝え方）
・雇用後に使える事業は？（ジョブコーチ、就労定着支援事業）

・就労系サービスのシフトチェンジ
・背景とニーズ

第
二
章

地域連携について
・関係機関との連携～なぜ連携が必要なのか～
・関係機関とタッグを組む
・就労支援の際に活用出来る機関は？
・上手に連携するために
・支援機関につなぐタイミング
就労支援の「Q＆A」
・利用期限が間近になった方への対応は？
・利用者のモチベーションを上げるには？
・早期就職を希望する方への対応は？
・ビジネスマナーは不十分だが「仕事ならできる」と言う方への対応は？

第
三
章

・64歳で利用を希望された方への対応は？
・やりたい仕事がコロコロ変わってしまう方への対応は？
・学習は積極的だが、自分と向き合わず、発信もせず、嫌なことがあると休む方への対応は？
・要求、要望が多い方への対応は？
・学習になかなか身が入らない方への対応は？
・やりたいことしかしない方への対応は？
・支援者との距離が近い方への対応は？
・勝手に求職活動を行う方への対応は？
・利用日数が増えない方への対応は？
・クレームが多い方への対応は？
・ハローワークはどう活用すれば良い？
・求人について教えて！障がい者枠と一般枠って何が違うの？
・地域の支援機関と集まったり情報交換したい。また、横のつながりを作りたい。
良い方法は？
・障がいの理解や受け止め方、良い伝え方は？

第
四
章

大阪府の取組み
・ハートフル条例
・障害者等の職場環境整備等支援組織（障がい者分野）
・知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃業務
・福祉のてびき 等

第
五
章

参考資料集
・就労パスポート
・実習生調書、実習依頼書、実習評価表
・企業のアセスメントシート
・就労サポートカード 等
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Ｒ３年度就労移行等連携調整事業の取組み
(１)質の高い就労支援にかかる障がい者就労支援ガイドブックを作成
１ 作成検討委員会による作成。
２ 府内全８地域ブロックの８事業所にアドバイザーを派遣し、ガイドブック素案に対する意見を聴取。
⇒ ガイドブックに反映
アドバイザー派遣(実地支援)先２事業所とそのアドバイザーによる報告会開催し、69人受講。＜配信：３/18～31＞
(２)研修による人材の育成とその普及
１ 動画配信による就労支援力向上研修 414人受講。＜配信：２/14～３/31＞
２ Zoomによる双方向研修 3/1 オンライン講義及びグループワーク 42人受講。

【就労支援力向上研修】

【アドバイザー派遣報告会】

■第１回（Youtube講義）
事業概要・「障がい者就労支援ガイドブック」について
■第２回（Youtube講義・Zoomによる双方向研修）
１ 「企業と関わる・企業を知る」～企業実習先など開拓方法、そのコツ～
２ 障がい者雇用の失敗事例から学ぶ
３ ケーススタディ
■第３回（Youtube講義）
「他機関との連携を図る」
～就労系サービス以外の事業所や支援機関の紹介、連携の方法～
■第４回（Youtube講義）
「就労系サービス事業所のサービス管理責任者としての基礎知識」
～就労アセスメントについて～ ～各種制度の概要～

■司会者・アドバイザー・派遣を受けた事業所による
ディスカッションを行い、Youtube動画として配信。
１．「障がい者就労支援ガイドブック」の活用について
（読んでみての感想・参考になる部分について、
第2章：地域連携について等）
２．就労支援を行う上での課題について
（各事業所からの課題発表・アドバイザーからのアドバ
イス等）
⇒アドバイザー派遣対象以外の支援力向上と、
ガイドブックの活用促進を図った。
※赤枠は報告会で発表いただいた
敬称略、地域ブロック順

【大阪府のアドバイザー】

【アドバイザー派遣を受けた事業所】

所属

名前

事業所名

地域ブロック

社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会

脇田 哲也

aloha大阪日本橋

大阪市地域／大阪市

ＮＰＯ法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク（JSN） 中井 嘉子

アルバ

豊能地域 ／豊中市

社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会

就労移行支援セルポート吹田

三島地域 ／吹田市

ＮＰＯ法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク（JSN） 松田 琴美

COCO COLOR

北河内地域／枚方市

ＮＰＯ法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク（JSN） 茂木 省太

就労支援センター レジスタ

中河内地域／東大阪市

社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会

ココビジネススクール

南河内地域／富田林市

ＮＰＯ法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク（JSN） 茂木 省太

クローバーワークス

泉北地域 ／和泉市

矢野紙器株式会社 ネクストステージエイブル

就労移行支援サモエド

泉南地域 ／岸和田市

園部 勝彦

安蔵 崇史
川﨑 敏行
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Ｒ３年度就労移行等連携調整事業の取組み
【アドバイザー派遣により得られた事業所からの意見】
＜感想＞
・分かりやすく、必要な時に見直せるのが良い。
・事業所開設時に悩んでいたことが書いてあって、開設時に読みたかった。
・就職に向けてのプログラムが、順序だてて具体的に書いてあり、整理して学べた。
・連携の重要性を知ることができ、今後の支援に活かしたいと感じた。
・強みや配慮事項を整理するツール等の参考資料が参考になった。
・QAは、自分の事業所でも同様のことが起こり、共感することばかり。
・同じ就労移行支援事業所の支援者として、これまでの得たノウハウの蓄積を惜しみ
なく出してくれていると感じた。

＜改善希望＞
・面談のポイント（P.15・16）を、プログラム順に並べてはどうか。
・ハローワークの活用方法、求職や開拓についてもっと詳しく具体的に教えて欲しい。
・他にも参考になる様式が欲しい。
・どの内容も基本的なことなので、もう少し現場の応用的なことを知りたい。
・地域の支援機関の集まりや情報交換・横の繋がりを作る機会・きっかけが欲しい。
・障がいの理解や受け止め方・伝え方について知りたい。
・具体的なケースについてもっと書いてほしい。
（例えば、１人の利用者が相談・見学⇒就職・退所するまで）
・新米サービス管理責任者に向けての内容も入れて欲しい。
・他の事業所の取組み内容を知りたい。

対応
▶反映済み事項
• 面談のポイントを、プログラム順に対応
できるように組み換え。
• ハローワークの活用方法について、p.48
QAに記載。
• 様式「企業のアセスメントシート」追加。
• 地域の支援機関との繫がりのきっかけに
ついて、P.49 QA に記載。
• 障がいの理解や受け止め方・伝え方につ
いて、P.49 QA に記載。

▶R4年度以降手引きへの反映、また
は大阪府研修等でのプログラムを検討
• 具体的なケースを取り上げて、ケースス
タディを行う。
• サービス管理責任者向けや応用的な内容
の研修も検討。
• 研修等で発表いただいた各事業所の取組
みを集約する仕組みを検討。

【配布先・活用方策】
▶配布先
・就労系サービス事業所（移行・定着・就A・就B）・就ポツ・相談支援事業所
▶大阪府研修での活用
就労支援員養成研修・就労支援力向上研修において、内容の解説と実践による意見交換（グループワーク）

▶考えられる活用方策

・新任職員研修、引継ぎ
・事業所内での知識の確認、意識の共有
・市町村就労支援部会等地域のネットワーク会議における勉強会資料 等
本ガイドブックの内容は、経験の浅い支援者向けの、就労支援にかかる基本的な技術に留まっており、本ガイドブックを各事業所の支援のあり
方を考えるきっかけとしていただきたい。

４

