はじめに

本冊子は、当法人が、大阪府の雇用創出基金事業地域人づくり事業（雇用拡大プ
ロセス）「支援学校卒業生職場定着支援者育成事業」の受託者として、本事業で得
た成果等をふまえ、各校における障がいのある生徒の職場定着支援の充実に生かし
ていただけるよう作成したものです。
 障がいのある生徒の就職率は、法定雇用率の改定や、各校における職場実習先、
就労先の開拓等の就労支援の充実により上昇傾向にあります。一方で、平成  年
４月に施行される「障害者差別解消法」及び「改正障害者雇用促進法」では、国の
行政機関や地方公共団体等及び民間事業者に対して、障がいを理由とする差別の禁
止と、障がい者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置（合理的配慮
の提供義務）が求められています。
このような状況もふまえつつ、このたび、本事業を通して行ってきた職場定着支
援を「事例」として取りまとめ、先生方の進路指導等の参考となるよう本冊子を編
纂いたしました。「Ⅰ．職場定着支援事例の活用にあたって」では、職場定着支援
の基本となる考え方や知識を中心に記述いたしました。「Ⅱ．就労後のつまずきと
職場定着支援事例」では、就労直後に起きやすいつまずきと、職場定着支援につい
て取りまとめました。「Ⅲ．すぐに使える様式・資料」では、職場定着支援のため
に活用できる様式や資料をまとめています。
職場定着支援では、就労先で卒業生が落ち着いて働くことができる環境を整え、
本人だけでなく企業側にも安心を感じてもらうことが大切です。そのためには、学
校や障害者就業・生活支援センターをはじめとする地域の支援機関が、連携を密に
して、何か課題が生じたら、すぐに対応できるような体制を構築しておくことが重
要となってきます。卒業生が元気に働く姿を見ることで、生徒の就労意欲を高め、
企業の障がい者雇用の拡大につながることが期待できます。
 本冊子が活用され、障がいのある生徒が、就労、職場定着を経て、社会的自立を
めざす中で、人と出会い、つながり、地域の中でいきいきとして生活を送ることを
心から願っています。
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就労することは、生徒の生活環境や人間関係、金銭管理など、様々な変化を
伴うものである。こうした変化に対応しながら、学校とは違う環境で働き続け
るためには、在学中からの「準備」が必要である。
学校における就労支援は、生徒が職に就くことがゴールではなく、生徒が働
き続けることができるための『職場定着支援の第一歩』という意識を持つこと
が大切である。
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概要

（１）社会人としての基礎を築く
 障がいのある生徒が就労するためには、挨拶、身だしなみ、持ち物や時間の
管理、体調管理などの基本的な生活習慣を含めた「社会人としての基礎」を築
くことが大切である。
また、「障害者の職場定着支援のために」（平成  年３月 障害者職業総合
センター発行）の「職場定着課題アンケート結果」では、「コミュニケーショ
ン」「職場のルールの順守」、「健康面の自己管理」などの課題があげられてい
る。在学中にこれらの課題に対応するためのトレーニングを行うことは、就労
のためだけでなく、職場定着のためにも必要なことである。

ここでは、以下の「学校から始まる職場定着支援の流れ」に示す、（１）社
会人としての基礎を築く、
（２）就労先（職場実習先）のマッチング、
（３）移
行支援の、それぞれの段階で取り組むべき職場定着支援の内容を述べていく。



学校から始まる職場定着支援の流れ

（１）社会人としての基礎を築く



①生徒の実態・課題把握
 自立にむけて取り組むべき課題の把握




②個別の教育支援計画の作成と共有
課題をふまえた目標設定と情報共有
③目標達成に向けた取組み
基礎的・汎用的能力の育成




⑤評価の共有と支援の改善

次の目標・支援のてだての検討



④目標達成の状況について評価
学年・学期ごとの評価

教員は、学校での授業や休憩時間、行事、部活動など学校生活全般にお
いて、生徒の実態を把握しておくことが大切である。
また、就労に向けての職種の適性、課題、必要と思われる支援内容を職
場実習や作業学習等により把握し、担任や学年担当教員、教科担当者と情
報共有しておくことが重要である。

（２）就労先（職場実習先）のマッチング
①生徒の適性・就労希望の把握



②就労先（職場実習先）の検討

⑥職場実習の評価と共有

③企業（職場実習先）との調整

⑤職場実習の実施



移行支援へ

   ●生徒及び保護者との面談によるニーズの把握ᴾ
面談では、生徒・保護者から、就労についての希望や考えをしっかり把
握しておくことが大切である。職種の希望があっても、企業での業務内容
は多岐にわたっているので、生徒・保護者のイメージしている仕事とは異
なることもあり、ていねいな聞き取りを行うことが重要である。
その際に、学校生活の様子や、今までの職場実習での様子等をていねい
に伝えながら、職場環境や通勤時間、通勤方法等の希望を聞き取り、職場
実習先のマッチングにむけて学校と家庭で情報共有しておくことが大切で
ある。就労希望については、職場実習等の経験を通じて変化していくこと
もあるので、聞き取りは一度で終わることなく、常に本人の希望を確認し
続けることが大切である。
また、生徒・保護者の話を傾聴することに努めるとともに、肯定的に話

④職場環境の共有


（３）移行支援




ᵋᴾ 自立にむけて取り組むべき課題の把握ᴾ ᴾ ᵋᴾ

ᴾ ᴾ ●学校生活を通じた適性等の把握ᴾ




①生徒の実態・課題把握ᴾ ᴾ

①個別の移行支援計画の作成

②関係機関への引き継ぎ

③フォローアップ
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を進めるなどの配慮のもと、生徒・保護者とともに就労について考える姿
勢が大切である。あわせて、教員が「この職場は向いていないであろう」
と考えていても、職場実習中の指導や、業務内容の調整等の工夫により就
労できる可能性は十分にあり、生徒の力を最大限引き出すために必要な支
援のてだてを考えることが重要である。
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ᴾ ②個別の教育支援計画の作成と共有ᴾ

ᵋᴾ 課題をふまえた目標設定と情報共有ᴾ –ᴾ

●就労に向けた支援のための計画の作成と共有ᴾ
就労に向けて在学中に取り組むべき目標を「個別の教育支援計画」と、
その内容をふまえた「個別の指導計画」にまとめ、学校と家庭の連携のも
と、指導・支援を進めることが大切である。
あわせて、生徒が就労のイメージを描きやすくするために、外部講師を
依頼するなど、必要に応じて関係機関と連携するのも効果的である。この
ような指導プログラムを盛り込むことで、就労に向けた取り組みをより高
めることが期待できる。また、目標達成に向けた具体的なてだてや取り組
みについて、生徒・保護者と共有しておくことが大切である。

イ．身だしなみ
在学中から、社会人として身だしなみを整えることの大切さを学ぶこと
は、働くための基礎となるものである。日常の服装、頭髪などの身だしな
みを整えることは、さまざまな人との接点がある職場において重要なこと
であり、職場で好感をもって受け入れられる大切な要素の一つである。

〇登校前のチェック
    ・歯磨き、洗顔
    ・爪の長さ
    ・頭髪
・服装（襟、ポケット、シャツ）
・ハンカチ、ティッシュペーパー
・靴の汚れ                   



③目標達成に向けた取組みᴾ
ᴾ

  など


ᵋᴾ 「基礎的・汎用的能力」の育成ᴾ –ᴾ

●基礎的・汎用的能力ᴾ

ウ．時間や持ち物の管理

ᴾ ᴾ ᴾ  文部科学省は、「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方に

就労を継続するためには、時間に余裕をもって行動することや仕事と休
憩の気持ちの切り替え、持ち物の整理整頓など、時間や予定の管理、持ち
物の管理が大切である。

  ○時間の管理と気持ちの切り替え
    ・遅刻せずに登校できているか

ついて」（平成  年１月  日中央教育審議会答申）のなかで、「コミュ
ニケーション能力」、「熱意・意欲」、「行動力・実行力」等の『基礎的・
汎用的能力の育成』を行うことは、「学校と社会・職業との接続を考える上
で意義がある」と述べている。このことから、障がいのある生徒が、卒業後
に働き続けるためには、職業教育や職場実習に限らず、学校生活全般におい
て生徒の自立に向けた取り組みを行っていくことが必要である。「基礎的・
汎用的能力」の育成に向けて、以下に参考として指導の項目例等をあげる。

ア．挨拶
コミュニケーションの入り口として、まず身につけておきたいのは時と
場合に応じた挨拶である。（下線部も忘れずに。）

    ・授業時間と休憩時間の切り替えができているか
  
   ○持ち物の管理
     ・整理整頓ができているか
・忘れ物がないか
・不必要な物を持っていないか



など
・朝          「おはようございます」


また、始業５分前までに、必要な準備を完了して、気持ちにゆとりを持て
るようにすることも大切である。具体的には、以下のようなことがある。

・昼          「こんにちは」
・夜          「こんばんは」
・教えてもらったとき  「ありがとうございます」
・先に帰るとき     「お先に失礼します」
・会社の人が帰られるとき「お疲れさまでした」
        など




















○始業までに確認しておくこと
 ・トイレを済ませる
 ・身だしなみを整える
 ・必要な道具等の準備をする

    ・その日に行う内容を確認する
など
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ᴾ ②個別の教育支援計画の作成と共有ᴾ

ᵋᴾ 課題をふまえた目標設定と情報共有ᴾ –ᴾ

●就労に向けた支援のための計画の作成と共有ᴾ
就労に向けて在学中に取り組むべき目標を「個別の教育支援計画」と、
その内容をふまえた「個別の指導計画」にまとめ、学校と家庭の連携のも
と、指導・支援を進めることが大切である。
あわせて、生徒が就労のイメージを描きやすくするために、外部講師を
依頼するなど、必要に応じて関係機関と連携するのも効果的である。この
ような指導プログラムを盛り込むことで、就労に向けた取り組みをより高
めることが期待できる。また、目標達成に向けた具体的なてだてや取り組
みについて、生徒・保護者と共有しておくことが大切である。

イ．身だしなみ
在学中から、社会人として身だしなみを整えることの大切さを学ぶこと
は、働くための基礎となるものである。日常の服装、頭髪などの身だしな
みを整えることは、さまざまな人との接点がある職場において重要なこと
であり、職場で好感をもって受け入れられる大切な要素の一つである。

〇登校前のチェック
    ・歯磨き、洗顔
    ・爪の長さ
    ・頭髪
・服装（襟、ポケット、シャツ）
・ハンカチ、ティッシュペーパー
・靴の汚れ                   



③目標達成に向けた取組みᴾ
ᴾ

  など


ᵋᴾ 「基礎的・汎用的能力」の育成ᴾ –ᴾ

●基礎的・汎用的能力ᴾ

ウ．時間や持ち物の管理

ᴾ ᴾ ᴾ  文部科学省は、「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方に

就労を継続するためには、時間に余裕をもって行動することや仕事と休
憩の気持ちの切り替え、持ち物の整理整頓など、時間や予定の管理、持ち
物の管理が大切である。

  ○時間の管理と気持ちの切り替え
    ・遅刻せずに登校できているか

ついて」（平成  年１月  日中央教育審議会答申）のなかで、「コミュ
ニケーション能力」、「熱意・意欲」、「行動力・実行力」等の『基礎的・
汎用的能力の育成』を行うことは、「学校と社会・職業との接続を考える上
で意義がある」と述べている。このことから、障がいのある生徒が、卒業後
に働き続けるためには、職業教育や職場実習に限らず、学校生活全般におい
て生徒の自立に向けた取り組みを行っていくことが必要である。「基礎的・
汎用的能力」の育成に向けて、以下に参考として指導の項目例等をあげる。

ア．挨拶
コミュニケーションの入り口として、まず身につけておきたいのは時と
場合に応じた挨拶である。（下線部も忘れずに。）

    ・授業時間と休憩時間の切り替えができているか
  
   ○持ち物の管理
     ・整理整頓ができているか
・忘れ物がないか
・不必要な物を持っていないか



など
・朝          「おはようございます」


また、始業５分前までに、必要な準備を完了して、気持ちにゆとりを持て
るようにすることも大切である。具体的には、以下のようなことがある。

・昼          「こんにちは」
・夜          「こんばんは」
・教えてもらったとき  「ありがとうございます」
・先に帰るとき     「お先に失礼します」
・会社の人が帰られるとき「お疲れさまでした」
        など




















○始業までに確認しておくこと
 ・トイレを済ませる
 ・身だしなみを整える
 ・必要な道具等の準備をする

    ・その日に行う内容を確認する
など

-4-4-

-5-5-

エ．体調管理 

  ○報、連、相

   自分の体調は、自分にしかわからない。毎日働き続けるためには、生活
リズムを整えておくことが大切である。また、余暇を楽しむことは、心身に
好影響を与え、仕事のモチベーションを高めることにつながる。しかし、休
日だからといって夜遅くまで起きていて、次の日に遅刻することは避けなけ
ればならない。
また、体調が悪い時に無理をすると、一緒に働く人に心配をかけたり、作
業を失敗しやすくなったりしてしまうことがあるため、睡眠や食事、休養を
きちんと取り、体調を整えておくことが大切である。

                               

    仕事を円滑に進めるためには、周りの人との連携が大切である。特に
「報告、連絡、相談」は、職場の方と連携して仕事を進めるうえで大切
なことである。

報告
連絡
相談

「作業が完了しました。」
「作業を失敗してしまいました。」
「電車が遅れているのため、到着が少々遅れます。」
「体調不良のため、本日は欠勤します。」
「作業が終わりましたが、次は何をすればよいですか。」
「この作業がうまくいかないのですが、教えてください。」
など

オ．交通機関の利用
  職場への通勤には、公共交通機関を利用することが考えられる。その場合
には、複数の交通機関を乗り継ぐこともあるため、時間に余裕をもって行動
し、目的地に指定時間までに到着できるように自宅の出発時間を設定する必
要がある。また、電車等の遅延や運休の時に、どのような対応をすればよい
かについても知っておくことが大切である。

○準備時間も考え、起床時刻・自宅の出発時刻を決めているか
○緊急時の対応（交通機関の遅延・運休など）
   ・連絡できるように、会社の電話番号を控えているか
・事前に代替手段の確認はできているか
・緊急時に駅員などに問い合わせることができるか
                                 など


カ．ビジネスマナー
職場は学校と違い、いろいろな年齢・立場の人と一緒に働く環境が考えら
える。ビジネスマナーは、職場内だけでなく、社会人として身につけておき
たい。ここでは、職場におけるビジネスマナーについてふれておく。
 
○ルールを守る
    社会人としての法令順守は当然であるが、就業規則を守ることも大切
である。また、正当な理由のない遅刻や欠勤、早退をしないことや、一
つひとつの作業に定められた順序をしっかりと理解する必要がある。




  ○仕事中の態度
    ・職場の方との協調
仕事は周りの人と協調して行うことが大切である。仕事の進め方
や考え方などに違いがあったときには、冷静に話し合うことが必要
である。また、別の人に相談することも有効である。
・休憩時間中の態度
休憩時間中であっても「会社の一員」であることを忘れない。携
帯電話でゲームばかりしていたり、身だしなみを崩したりしている
様子も、職場の方や、お客様から見られていることを意識しておく。   
など


④目標達成の状況について評価ᴾ ᴾ

ᵋᴾ 学年・学期ごとの評価ᴾ –ᴾ

●目標設定に沿った評価
学期末や学年末に、取り組んだ内容について「どの程度目標を達成した
か」を評価する。その際には、本人、保護者、担任、各教科・クラブ担当
者等、多様な視点からの意見を参考にして、総合的に評価することが大切
である。
  

⑤評価の共有と支援の改善ᴾ ᴾ

ᵋᴾ 次の目標・支援のてだての検討ᴾ –ᴾ

●評価の共有と評価をふまえた更なる実態把握・目標設定ᴾ
懇談等の機会に、生徒・保護者と目標達成の状況を共有する。この評価を
もとに、新たな目標設定を行い、生徒、保護者、教員が共通の認識を持ち、
更なる指導・支援にあたることが大切である。ᴾ
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エ．体調管理 

  ○報、連、相

   自分の体調は、自分にしかわからない。毎日働き続けるためには、生活
リズムを整えておくことが大切である。また、余暇を楽しむことは、心身に
好影響を与え、仕事のモチベーションを高めることにつながる。しかし、休
日だからといって夜遅くまで起きていて、次の日に遅刻することは避けなけ
ればならない。
また、体調が悪い時に無理をすると、一緒に働く人に心配をかけたり、作
業を失敗しやすくなったりしてしまうことがあるため、睡眠や食事、休養を
きちんと取り、体調を整えておくことが大切である。

                               

    仕事を円滑に進めるためには、周りの人との連携が大切である。特に
「報告、連絡、相談」は、職場の方と連携して仕事を進めるうえで大切
なことである。

報告
連絡
相談

「作業が完了しました。」
「作業を失敗してしまいました。」
「電車が遅れているのため、到着が少々遅れます。」
「体調不良のため、本日は欠勤します。」
「作業が終わりましたが、次は何をすればよいですか。」
「この作業がうまくいかないのですが、教えてください。」
など

オ．交通機関の利用
  職場への通勤には、公共交通機関を利用することが考えられる。その場合
には、複数の交通機関を乗り継ぐこともあるため、時間に余裕をもって行動
し、目的地に指定時間までに到着できるように自宅の出発時間を設定する必
要がある。また、電車等の遅延や運休の時に、どのような対応をすればよい
かについても知っておくことが大切である。

○準備時間も考え、起床時刻・自宅の出発時刻を決めているか
○緊急時の対応（交通機関の遅延・運休など）
   ・連絡できるように、会社の電話番号を控えているか
・事前に代替手段の確認はできているか
・緊急時に駅員などに問い合わせることができるか
                                 など


カ．ビジネスマナー
職場は学校と違い、いろいろな年齢・立場の人と一緒に働く環境が考えら
える。ビジネスマナーは、職場内だけでなく、社会人として身につけておき
たい。ここでは、職場におけるビジネスマナーについてふれておく。
 
○ルールを守る
    社会人としての法令順守は当然であるが、就業規則を守ることも大切
である。また、正当な理由のない遅刻や欠勤、早退をしないことや、一
つひとつの作業に定められた順序をしっかりと理解する必要がある。




  ○仕事中の態度
    ・職場の方との協調
仕事は周りの人と協調して行うことが大切である。仕事の進め方
や考え方などに違いがあったときには、冷静に話し合うことが必要
である。また、別の人に相談することも有効である。
・休憩時間中の態度
休憩時間中であっても「会社の一員」であることを忘れない。携
帯電話でゲームばかりしていたり、身だしなみを崩したりしている
様子も、職場の方や、お客様から見られていることを意識しておく。   
など


④目標達成の状況について評価ᴾ ᴾ

ᵋᴾ 学年・学期ごとの評価ᴾ –ᴾ

●目標設定に沿った評価
学期末や学年末に、取り組んだ内容について「どの程度目標を達成した
か」を評価する。その際には、本人、保護者、担任、各教科・クラブ担当
者等、多様な視点からの意見を参考にして、総合的に評価することが大切
である。
  

⑤評価の共有と支援の改善ᴾ ᴾ

ᵋᴾ 次の目標・支援のてだての検討ᴾ –ᴾ

●評価の共有と評価をふまえた更なる実態把握・目標設定ᴾ
懇談等の機会に、生徒・保護者と目標達成の状況を共有する。この評価を
もとに、新たな目標設定を行い、生徒、保護者、教員が共通の認識を持ち、
更なる指導・支援にあたることが大切である。ᴾ
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（２）就労先（職場実習先）のマッチング
就労先や職場実習先のマッチングのために、生徒には職場の様子を、会社担
当者には生徒の様子を、それぞれ的確に伝えることが大切である。また、「職
場では生徒にどの程度求められるのか」、
「職場ではどのような支援をしてもら
うことが可能であるか」など、生徒の適性と職場環境のマッチングや必要とな
る支援について、常に考えておくことが大切である。

表１ 職種・働く場所・作業内容・職場環境の例①
どんな仕事か

○小売店
（売り場・バックヤード）
販売




接客

 ①生徒の適性・就労希望の把握ᴾ

どんな場所か

・スーパーマーケット
 ・ホームセンター
 ・家電量販店

○飲食店

  授業や行事などの学校生活全般について、担任、学年担当教員、授業担当
者、分掌など、多くの教員で情報を共有し、生徒の様子を多面的にとらえる
ことが大切である。
  就労先や職場実習先のマッチングの際には、
「立った状態または座った状態
での仕事」、「他人とのコミュニケーションが必要な仕事」、「暑いまたは寒い
環境での仕事」、「繰り返し、または、臨機応変に対応する仕事」など、職場
の環境について、
「できること、やりたいこと、にがてなこと」などを具体的
に聞き取っておく。次頁の表１、表２に示す例のように、それぞれの職種で、
「どんな作業を行うのか」、「どんな職場環境なのか」を具体的につたえてお
くことが重要である。
  


・レストラン

どんな作業か

どんなことを求められるか

・お客様の応対

・挨拶、声出し

・店内、商品位置案内

・言葉づかい

・商品管理

・身だしなみ（頭髪、服装）

・店内外清掃

・立ち作業

・カート回収

・商品の陳列、運搬

・青果、鮮魚加工

・賞味期限管理

・伝票管理

・製品番号の転記

・ポップ作成

・店内や商品位置の把握

・袋詰め、パッキング

・注文を確認する

○厨房
 ・レストラン
 ・社員食堂
 ・ホテル
調理

食品加工


○工場
 ・製造ライン

○バックヤード

・立ち仕事
・野菜、鮮魚等のカット
・食材の盛り付け
・食器等洗浄
・仕分け
・お客様の応対
 （レストラン等）

・スーパーマーケットの

・暑さ寒さ対策
・身だしなみ（頭髪、服装）
・清潔管理
・洗剤の使用
・割れ物の扱い
・食器洗浄機の使用
・お客様の応対
・目盛を読む

（惣菜部門）



・立ち仕事

○工場
製造

・製造ライン


リサイクル

・加工場

○農場

・部品の加工補助

・暑さ寒さ対策

・生産ライン補助

・大きな音

・検品、計数

・独特な匂い

・仕分け、梱包

・数をかぞえる

・収納箱の組み立て

・手先での細かい作業

・物品解体

・重量物の運搬

・シュレッダー処理

・屋外での作業

・栽培、収穫

（土や虫への慣れ）
・洗剤の使用

・データ入力、照合
・書類整理
○オフィス
事務


○工場（事務）

・封入
・ラベル貼り
・スキャニング
・電話応対
・室内清掃
・メール便の集配
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・座ってする仕事
・静かな環境での作業
・挨拶、返事、愛想
・ていねいな言葉づかい
・計数、並べ替え、仕分け
・書類の確認
・電話の取次、伝言
・漢字やローマ字、数字の読
み上げ

（２）就労先（職場実習先）のマッチング
就労先や職場実習先のマッチングのために、生徒には職場の様子を、会社担
当者には生徒の様子を、それぞれ的確に伝えることが大切である。また、「職
場では生徒にどの程度求められるのか」、
「職場ではどのような支援をしてもら
うことが可能であるか」など、生徒の適性と職場環境のマッチングや必要とな
る支援について、常に考えておくことが大切である。

表１ 職種・働く場所・作業内容・職場環境の例①
どんな仕事か

○小売店
（売り場・バックヤード）
販売




接客

 ①生徒の適性・就労希望の把握ᴾ

どんな場所か

・スーパーマーケット
 ・ホームセンター
 ・家電量販店

○飲食店

  授業や行事などの学校生活全般について、担任、学年担当教員、授業担当
者、分掌など、多くの教員で情報を共有し、生徒の様子を多面的にとらえる
ことが大切である。
  就労先や職場実習先のマッチングの際には、
「立った状態または座った状態
での仕事」、「他人とのコミュニケーションが必要な仕事」、「暑いまたは寒い
環境での仕事」、「繰り返し、または、臨機応変に対応する仕事」など、職場
の環境について、
「できること、やりたいこと、にがてなこと」などを具体的
に聞き取っておく。次頁の表１、表２に示す例のように、それぞれの職種で、
「どんな作業を行うのか」、「どんな職場環境なのか」を具体的につたえてお
くことが重要である。
  


・レストラン

どんな作業か

どんなことを求められるか

・お客様の応対

・挨拶、声出し

・店内、商品位置案内

・言葉づかい

・商品管理

・身だしなみ（頭髪、服装）

・店内外清掃

・立ち作業

・カート回収

・商品の陳列、運搬

・青果、鮮魚加工

・賞味期限管理

・伝票管理

・製品番号の転記

・ポップ作成

・店内や商品位置の把握

・袋詰め、パッキング

・注文を確認する

○厨房
 ・レストラン
 ・社員食堂
 ・ホテル
調理

食品加工


○工場
 ・製造ライン

○バックヤード

・立ち仕事
・野菜、鮮魚等のカット
・食材の盛り付け
・食器等洗浄
・仕分け
・お客様の応対
 （レストラン等）

・スーパーマーケットの

・暑さ寒さ対策
・身だしなみ（頭髪、服装）
・清潔管理
・洗剤の使用
・割れ物の扱い
・食器洗浄機の使用
・お客様の応対
・目盛を読む

（惣菜部門）



・立ち仕事

○工場
製造

・製造ライン


リサイクル

・加工場

○農場

・部品の加工補助

・暑さ寒さ対策

・生産ライン補助

・大きな音

・検品、計数

・独特な匂い

・仕分け、梱包

・数をかぞえる

・収納箱の組み立て

・手先での細かい作業

・物品解体

・重量物の運搬

・シュレッダー処理

・屋外での作業

・栽培、収穫

（土や虫への慣れ）
・洗剤の使用

・データ入力、照合
・書類整理
○オフィス
事務


○工場（事務）

・封入
・ラベル貼り
・スキャニング
・電話応対
・室内清掃
・メール便の集配
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・座ってする仕事
・静かな環境での作業
・挨拶、返事、愛想
・ていねいな言葉づかい
・計数、並べ替え、仕分け
・書類の確認
・電話の取次、伝言
・漢字やローマ字、数字の読
み上げ

表２ 職種・働く場所・作業内容・職場環境の例②
どんな仕事か

どんな場所か

○倉庫
物流


○工場（出荷業務）

どんな作業か

どんなことを求められるか

・ピッキング

・リストを見て選ぶ

・物品の運搬

・配置を覚える

・作業場の清掃

・台車を使う

・箱詰め

・数を数える

・伝票の管理

・整理整頓

・レンタル品の洗浄

・重量物の運搬

・在庫品整理

・漢字、数字、ローマ字、記

・ギフト商品の箱詰め

号を読む

ᴾ ②就労先（職場実習先）の検討ᴾ
  就労先や職場実習先の検討では、生徒の希望・適性から大きく外れる職場
を避けること以外に、「大きな音がにがてな生徒は騒音の激しい職場を避け
る」、「喘息発作のある生徒は埃っぽい職場を避ける」などの基本的なジョブ
マッチングが必要である。加えて、聞き取った就労希望により、必要に応じ
て職場開拓を行い、
「どのような職場か」、
「どのような人たちが働いているか」、
「どのような仕事を担当するのか」、「作業やコミュニケーションで、どれく
らいの力を求められるか」などの情報からジョブマッチングを行っていく。
  また、生徒が担当する業務だけではなく、企業の YGD ページ等を参考に、
「企業全体の業務」についても情報を収集し、生徒に「どのような業務を行っ
ている企業で職場実習を行うのか」を伝えておくことも大切である。

○建物内
・オフィスビル
・ホテル
・介護施設

清掃

○屋外
 ・公園
 ・駅構内
 ・緑地
 ・建物周辺

○洗車

○ビル等の清掃

・ゴミ回収

・立ち仕事



・道具の使い分け、手入れ

○ホテル清掃

・作業の順序が決まっている

 ・リネン回収

・時計を見て行動する

 ・アメニティ補充

・暑さ寒さ対策

 ・ベッドメイク

・洗剤、水の使用



・来館者等への挨拶・会釈

○緑地管理
・花壇の植栽、剪定
・落ち葉の回収

・仕分け
○クリーニング工場

③企業（職場実習先）との調整ᴾ

 掃き掃除、拭き掃除

・機械の操作
クリーニング



・廊下、階段清掃

（種類、サイズ、色）
・しわ伸ばし
・衣類等のたたみ

・暑さ対策
・立ってする仕事
・作業の順序が決まっている
・ていねいさ
・服の裾や縁をあわせて畳む
・作業効率

・利用者との交流

介護

・レクリエーション

・挨拶

・介護補助

・言葉づかい

○特別養護老人ホーム

・施設の清掃

・明るい笑顔

○病院

・リネン交換、洗濯

・体調管理

・花壇の管理

・安全管理

・屋外清掃

・暑さ寒さ対策

生徒・保護者・企業が感じる「職場実習についての不安」を把握し、事前に
取り除くことができるように努める。
  企業担当者との打合せの際には、生徒の情報は口頭のみで伝えようとせず、
本人の様子や配慮事項をまとめた「実習生プロフィール票」を作成し、説明
の際に提示することは有効な手段である。引率教員が実習生プロフィール票
の内容をきちんと把握するとともに、困ったときに質問できる担当者（キー
パーソン）を決めてもらえるように依頼しておくことも大切である。
実習生プロフィール票の作成・活用の際には、個人情報保護の観点から、生
徒・保護者に内容の確認・了承を得ることと、企業に渡す際には「職場実習後
に回収する」などの対応が必要である。
  また、雇用条件の調整をするときのことを考えて、就労した場合の勤務時
間や業務内容等を、職場実習の際に試すことができるようにしておくことも
大切である。
  
  【関連ページ】2 実習生プロフィール票 様式例


ᴾᴾ
ᴾ

ᴾ

・洗車

- 10 - 10 -

- 11 - 11 -

表２ 職種・働く場所・作業内容・職場環境の例②
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「企業全体の業務」についても情報を収集し、生徒に「どのような業務を行っ
ている企業で職場実習を行うのか」を伝えておくことも大切である。
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・介護施設

清掃

○屋外
 ・公園
 ・駅構内
 ・緑地
 ・建物周辺

○洗車

○ビル等の清掃

・ゴミ回収

・立ち仕事
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・作業の順序が決まっている

 ・リネン回収

・時計を見て行動する
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・暑さ寒さ対策
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・来館者等への挨拶・会釈

○緑地管理
・花壇の植栽、剪定
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・暑さ対策
・立ってする仕事
・作業の順序が決まっている
・ていねいさ
・服の裾や縁をあわせて畳む
・作業効率

・利用者との交流

介護

・レクリエーション

・挨拶

・介護補助

・言葉づかい

○特別養護老人ホーム

・施設の清掃

・明るい笑顔

○病院

・リネン交換、洗濯

・体調管理

・花壇の管理

・安全管理

・屋外清掃

・暑さ寒さ対策

生徒・保護者・企業が感じる「職場実習についての不安」を把握し、事前に
取り除くことができるように努める。
  企業担当者との打合せの際には、生徒の情報は口頭のみで伝えようとせず、
本人の様子や配慮事項をまとめた「実習生プロフィール票」を作成し、説明
の際に提示することは有効な手段である。引率教員が実習生プロフィール票
の内容をきちんと把握するとともに、困ったときに質問できる担当者（キー
パーソン）を決めてもらえるように依頼しておくことも大切である。
実習生プロフィール票の作成・活用の際には、個人情報保護の観点から、生
徒・保護者に内容の確認・了承を得ることと、企業に渡す際には「職場実習後
に回収する」などの対応が必要である。
  また、雇用条件の調整をするときのことを考えて、就労した場合の勤務時
間や業務内容等を、職場実習の際に試すことができるようにしておくことも
大切である。
  
  【関連ページ】2 実習生プロフィール票 様式例
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（３）移行支援

④職場環境の共有ᴾ
打合せで決まった内容や、職場の雰囲気などについて、本人、保護者にて
いねいに説明を行う。普段と違う環境であっても、生徒が落ち着いて行動で
きるように、持ち物や作業内容だけではなく、「会社についたら、まず、ど
こに向かえばよいのか」、
「昼食はどこで食べるのか」、
「職場実習日誌はいつ
記入して、誰に確認を取ればよいか」など、１日の流れに見通しが持てるよ
うに説明しておくことが大切である。

生徒が就労し、社会に出ていくときには、それまでの生活環境や人間関係の
大きな変化が予想される。就労した生徒がつまずくケースには、職場での人間
関係づくりや、仕事が思い通りにいかなくなったときに、いつ、どこに、何を
相談すればよいのかわからずに思い詰めてしまうことがある。
卒業後に安心して社会人として生活していくために、就労後のサポートを行
う機関を学校が把握しておき、適切な時期に、ていねいに引き継いでいくこと
が大切である。



  【関連ページ】2 職場実習確認メモ 様式例


①個別の移行支援計画の作成と引継ぎᴾ

⑤職場実習の実施ᴾ
   学校とは異なる場所・人間関係で取り組む職場実習は、生徒にとって貴
重な経験の場である。巡回指導の際には、作業の様子だけではなく、職場
の方とのかかわり方や、挨拶の声の大きさ、姿勢などについて生徒の様子
を把握し、他の教員と情報共有を図る。さらに、企業の担当者から実習の
様子を聞き取り、就労に向けての課題があれば、
「どのように指導・支援す
るとよいか」についてのてだてを提案することも大切である。
   また、職場実習先を訪問する際には、生徒に「職場実習中は会社の一員
であること」を意識づけるためにも、生徒の名前の呼び方や声かけのしか
たについて気をつけることが大切である。

 個別の移行支援計画は「個別の教育支援計画」のうち、次のライフステー
ジへのスムーズな移行を目的に、支援学校では高等部で作成され、本人・保
護者に返却されるものである。個別の移行支援計画には、就労にむけて学校
で取り組んできた内容や、就労後の配慮や支援のてだてを具体的に記入して
おくことが大切である。
また、進路先や支援機関等への引き継ぎ資料として活用するためには、本
人・保護者に、了承を得ておくことが必要である。








 ⑥職場実習の評価と共有ᴾ

ᴾ

   職場実習先から聞き取っておきたい評価項目については「基礎的・汎用
的能力」や「職場環境への対応」などがあげられる。具体的には「挨拶」、
「返事」、「マナー」や「業務とのマッチング」が考えられる。生徒の適性
を判断するためにも、企業に「実際にその会社で働くこと」を想定して評
価をしていただくよう依頼する。
また、職場実習の振り返りを通して生徒自身が評価したものを記録してお
き、就労先を検討する際の参考として使用することも大切である。



【関連ページ】2 職場実習評価票 様式例
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ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
    
【参考】個別の支援計画障害のある子どもを生涯にわたって支援
（独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 YGD ページより抜粋）

 【関連ページ】2、 個別の教育支援計画 個別の移行支援計画  様式例
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（３）移行支援

④職場環境の共有ᴾ
打合せで決まった内容や、職場の雰囲気などについて、本人、保護者にて
いねいに説明を行う。普段と違う環境であっても、生徒が落ち着いて行動で
きるように、持ち物や作業内容だけではなく、「会社についたら、まず、ど
こに向かえばよいのか」、
「昼食はどこで食べるのか」、
「職場実習日誌はいつ
記入して、誰に確認を取ればよいか」など、１日の流れに見通しが持てるよ
うに説明しておくことが大切である。

生徒が就労し、社会に出ていくときには、それまでの生活環境や人間関係の
大きな変化が予想される。就労した生徒がつまずくケースには、職場での人間
関係づくりや、仕事が思い通りにいかなくなったときに、いつ、どこに、何を
相談すればよいのかわからずに思い詰めてしまうことがある。
卒業後に安心して社会人として生活していくために、就労後のサポートを行
う機関を学校が把握しておき、適切な時期に、ていねいに引き継いでいくこと
が大切である。



  【関連ページ】2 職場実習確認メモ 様式例


①個別の移行支援計画の作成と引継ぎᴾ

⑤職場実習の実施ᴾ
   学校とは異なる場所・人間関係で取り組む職場実習は、生徒にとって貴
重な経験の場である。巡回指導の際には、作業の様子だけではなく、職場
の方とのかかわり方や、挨拶の声の大きさ、姿勢などについて生徒の様子
を把握し、他の教員と情報共有を図る。さらに、企業の担当者から実習の
様子を聞き取り、就労に向けての課題があれば、
「どのように指導・支援す
るとよいか」についてのてだてを提案することも大切である。
   また、職場実習先を訪問する際には、生徒に「職場実習中は会社の一員
であること」を意識づけるためにも、生徒の名前の呼び方や声かけのしか
たについて気をつけることが大切である。

 個別の移行支援計画は「個別の教育支援計画」のうち、次のライフステー
ジへのスムーズな移行を目的に、支援学校では高等部で作成され、本人・保
護者に返却されるものである。個別の移行支援計画には、就労にむけて学校
で取り組んできた内容や、就労後の配慮や支援のてだてを具体的に記入して
おくことが大切である。
また、進路先や支援機関等への引き継ぎ資料として活用するためには、本
人・保護者に、了承を得ておくことが必要である。








 ⑥職場実習の評価と共有ᴾ

ᴾ

   職場実習先から聞き取っておきたい評価項目については「基礎的・汎用
的能力」や「職場環境への対応」などがあげられる。具体的には「挨拶」、
「返事」、「マナー」や「業務とのマッチング」が考えられる。生徒の適性
を判断するためにも、企業に「実際にその会社で働くこと」を想定して評
価をしていただくよう依頼する。
また、職場実習の振り返りを通して生徒自身が評価したものを記録してお
き、就労先を検討する際の参考として使用することも大切である。



【関連ページ】2 職場実習評価票 様式例


- 12 - 12 -

ᴾ
ᴾ
ᴾ
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【参考】個別の支援計画障害のある子どもを生涯にわたって支援
（独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 YGD ページより抜粋）

 【関連ページ】2、 個別の教育支援計画 個別の移行支援計画  様式例
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②関係機関への引き継ぎᴾ

ᴾ ●障害者就業・生活支援センター
就労先で働き続けるためには、職場での環境を整えることとあわせて、日
常生活についても基礎を築くことが大切であるが、卒業生の支援について、
学校だけで対応することが難しい現状がある。
障害者就業・生活支援センターは、障がい者の職業生活における自立を図
るため、雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関との連携のもと、障が
い者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行っ
ている。

●ハローワーク（公共職業安定所）ᴾ
障がいのある生徒の雇用条件については、学校が保護者と連携しながら、
慎重に検討しなければならない。特に雇用期間、賃金、就業時間、福利厚生
等については、本人・保護者が十分に理解できるように説明をする必要があ
る。そのためにも、ハローワーク（公共職業安定所）から発行される求人票
により、雇用条件等をていねいに確認し、企業から提示された内容等につい
て、疑問を感じた場合は、教員だけで対応するのではなく、ハローワークに
相談することが大切である。



ハローワークを利用するためには、「求職申込み」をして、ハローワーク
カードの交付を受ける必要がある。なお、ハローワークには障がいのある方
の職業相談窓口が設置されているので、求職申込みの際には、居住地を管轄
するハローワークに問い合わせる。

【関連ページ】 2 求人票の見方
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【参考】障害者就業・生活支援センターの概要（厚生労働省YGDページより抜粋）


障害者就業・生活支援センターからの支援を要するときには、生徒・保護
者が管轄のセンターに申請・登録をする必要がある。その際には、本人・保
護者の同意のもと、登録の時期などを管轄の障害者就業・生活支援センター
に相談のうえ、学校での様子を把握している教員が同席し、就労後の支援に
ついても情報共有することが望ましい。就労後の支援のてだてについても、
表３に示す内容を中心に、必要に応じて生徒の様子を担当者に引き継いでお
くことも大切である。
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●地域障害者職業センター

表３ 就労後の支援にむけて引き継ぐポイント
指示の理解（数・言葉・図形）、指示の変更に対
作業面 する反応、注意・修正時の態度、手先の器用さ、
体の使い方、作業の速度、集中の持続、安全意識
生徒の様子

挨拶・返事、報告・連絡・相談、対人関係、
社会面 ルールの順守、こだわり、仕事の責任感、協調性、
積極性
生活面

基本的な生活習慣、身体的配慮（アレルギー、定
期通院、服薬管理、発作）、体力

   就労にむけての相談、職業能力等の評価、就職前の支援から就職後の職
場適応のための援助、職場復帰の支援等、個々の障がい状況に応じた継続
的な支援を行っている。

  【地域障害者職業センターYGD ページ】
JVVRUYYYLGGFQTLRNQECVKQP

【関連ページ】2 大阪府内の地域障害者職業センター 一覧


●大阪府障がい者自立相談支援センター

遅刻や欠席の状況、集団での様子、一人での様子、授業や
学校での様子

行事・部活動への取組み、休み時間・給食時間の過ごし方、
得意なこと、にがてなこと

職場実習での様子

職種・作業内容、実習先からの評価と課題、教員からの評
価と課題、向いている職種・作業

卒業後の支援

就労先の基本情報、障がい者雇用の有無・状況、勤務条件、
人事担当者名・職場の責任者名、職種と課題、就労先での
支援内容、生活面での支援内容

その他

日常生活の基盤、自立に向けた本人・保護者の意向

   大阪府内（大阪市・堺市を除く）に居住の１８歳以上の身体障がい・知
的障がいのある方への相談・援助について、市町村からの依頼に基づき、
技術的な援助や助言、情報提供などを行っている。
また、障がいのある方の地域生活の支援と、地域での相談支援に携わる
方の人材育成に関する研修、および、身体障がい者手帳・療育手帳の発行事
務を行っている。
 
【大阪府障がい者自立相談支援センターYGD ページ】
 JVVRYYYRTGHQUCMCNILRLKTKVUWUQFCP




また、就労後の支援体制を整えるために、学校、就労先、障害者就業・生
活支援センターで調整を行っておくことが理想である。その際に、就労先に
ハローワークや障害者就業・生活支援センターの担当者と同行訪問し、就労
後に起こりうる課題や支援の方法、相談窓口についての情報共有を行ってお
くことが大切である。

●地域就労支援センター
  地域就労支援コーディネーターが就労についての相談を受け、市町村が実
施する職業能力開発講座への案内等を行う。

【大阪府地域就労支援センターYGD ページ】
JVVRYYYRTGHQUCMCNILRMQ[QVCKUCMWUJKGPEGPVGT



【関連ページ】 2 大阪府内の障害者就業・生活支援センター一覧



●一般社団法人おおさか人材雇用開発人権センター（ᵡᵋᵱᵲᵣᵮ）
●市町村障がい者相談支援事業所

障がい者をはじめとする就労困難者の就労支援、職場定着支援を行ってい

   障がいのある方や、家族等からの相談に応じたり、障がい福祉サービス

る。就労に向けて模擬職場実習やビジネスマナー講座（初級・中級）を実施
したり、学校や関係機関と連携して、就労・職場定着支援を行っている。

【一般社団法人おおさか人材雇用開発人権センターYGD ページ】
JVVRYYYEUVGRQTLRQXGTXKGYJVON

の情報を提供している。

 【大阪府 福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 YGD ページ】
   JVVRYYYRTGHQUCMCNILRMGKMCMWUWKUJKPMCPMQWVGDKMKJVON
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③フォローアップᴾ
  フォローアップは、生徒が就労できたところで支援を完全に終了してしま
うのではなく、在学時に行っていた支援の質や量を変えて、長く支えていく
ことを意味する包括的な言葉である。生徒が働き続けるためにも、支援機関
に引き継ぐだけでなく、「困ったときは卒業しても学校に遠慮なく相談に来
ても良い」というメッセージを生徒・保護者に伝えて、心のよりどころとし
ての機能を果たすことも大切である。
また、「学校が送り出した生徒」という意識を持って定期的に就労先と連絡
を取ることで、学校に対する企業の信頼を得ることができ、職場体験実習の受
入れや、新たな障がい者雇用の機会の創出も期待できる。










Ⅱ．就労後のつまずきと
 職場定着支援事例






 本事業では、支援学校等の卒業生が就労した企業を訪問し、勤務状況や態度、
仕事場での課題を聞き取り、本人との面談を行ってきた。
職種や本人の特性によって、相談ケースは様々であったが、その中でも多く
の事例に共通していた職場定着支援について、
「就労後すぐに起きやすい事例」
と「就労後半年以降に起きやすい事例」について、７事例を紹介する。事例の
エッセンスを「職場定着支援のポイント」として掲載しているので、「Ⅲ．す
ぐに使える様式・資料」とあわせて読んでいただきたい。

○就労後すぐに起きやすい事例
 （１）障がい理解の促進とマッチング
 （２）職場実習と就労の違いに戸惑う
 （３）生活の基礎と仕事の責任感
 （４）業務中のけが等による休職と復帰

○就労後半年以降に起きやすい事例
 （５）メモの活用とスキルアップ
 （６）仕事の慣れと職場での態度
 （７）配置換えと引き継ぎ
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○就労後すぐに起きやすい事例

（１）障がい理解の促進とマッチング



 

事例

会社として、初めての障がい者雇用であったが、本人の特性を学校から

 しっかりと伝えていたこと、障害者就業・生活支援センターに引き継いで
 いたこと、ジョブコーチ支援を受けたことなどにより、順調に業務に取り

組むことができている。


 

【解説】

初めて障がい者雇用に取り組む会社では、
「障がい特性とはどのよう

なものか」、「どのようなことができるのか」、「学校ではどのような取

り組みをしているのか」などについて疑問や不安を持たれていること

が多い。





 それぞれの主張
 






 会社担当者
  






障がいのある方を雇用するにあたって、担当者であ
る自分が不安であったし、その他の社員はもっと不安
を感じていた。学校見学や、就労後の支援機関からの
サポートにより、社員として順調に成長してくれてい
て、雇ってよかった。


 職場定着支援の例



 【職場実習にむけて】
 ・学校見学の実施

以前にも職場実習の受け入れを検討したが、現場の賛成が得られずにで

きなかったことがあったため、学校見学により学校の取り組みを見学して

もらい、職場実習でできる仕事があるか見立ててもらう。

・職場実習の事前打合せ時に生徒からプレゼンテーション

   授業で取り組んだ成果を、生徒自身が作品や写真を使って紹介する。
 
 【入社後の定着支援】
    障害者就業・生活支援センターへの引き継ぎを行う。その際に、会社の

担当者として「本人がスムーズに業務を行うことができるようになるため

に、会社として何をすればよいか詳しく知りたい」という要望について、

障害者就業・生活支援センター担当者より「ジョブコーチの活用」の提案

があり、入社当初から活用している。



 職場定着支援のポイント


学校の取り組みや、学校だからこそ見ることができる生徒の様子について、

企業からの見学を受入れることも有効な方法である。学校・会社の都合にあ

わせて日程調整や見学内容の検討が必要となるが、生徒の生き生きとした様


 子を見ていただく良い機会である。








 作業がうまくできなかったときも、周りの人からこ
まめに声を掛けてもらって気持ちが楽になった。

また、採用人事担当者から、現場の担当者に生徒の様子が伝わるように、
実習生プロフィール票を活用することや、機会があれば職場の見学に生徒を
同席させておきたい。

本人
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初めて障がい者雇用に取り組む会社では、
「障がい特性とはどのよう

なものか」、「どのようなことができるのか」、「学校ではどのような取

り組みをしているのか」などについて疑問や不安を持たれていること

が多い。





 それぞれの主張
 






 会社担当者
  






障がいのある方を雇用するにあたって、担当者であ
る自分が不安であったし、その他の社員はもっと不安
を感じていた。学校見学や、就労後の支援機関からの
サポートにより、社員として順調に成長してくれてい
て、雇ってよかった。


 職場定着支援の例



 【職場実習にむけて】
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以前にも職場実習の受け入れを検討したが、現場の賛成が得られずにで

きなかったことがあったため、学校見学により学校の取り組みを見学して

もらい、職場実習でできる仕事があるか見立ててもらう。

・職場実習の事前打合せ時に生徒からプレゼンテーション

   授業で取り組んだ成果を、生徒自身が作品や写真を使って紹介する。
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    障害者就業・生活支援センターへの引き継ぎを行う。その際に、会社の

担当者として「本人がスムーズに業務を行うことができるようになるため

に、会社として何をすればよいか詳しく知りたい」という要望について、

障害者就業・生活支援センター担当者より「ジョブコーチの活用」の提案

があり、入社当初から活用している。



 職場定着支援のポイント


学校の取り組みや、学校だからこそ見ることができる生徒の様子について、

企業からの見学を受入れることも有効な方法である。学校・会社の都合にあ

わせて日程調整や見学内容の検討が必要となるが、生徒の生き生きとした様


 子を見ていただく良い機会である。








 作業がうまくできなかったときも、周りの人からこ
まめに声を掛けてもらって気持ちが楽になった。

また、採用人事担当者から、現場の担当者に生徒の様子が伝わるように、
実習生プロフィール票を活用することや、機会があれば職場の見学に生徒を
同席させておきたい。

本人
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○就労後すぐに起きやすい事例

（２）職場実習と就労の違いに戸惑う



事例


職場実習の時には自分から挨拶をすることができ、作業が完了すると自
 分から指示を聞くなど一生懸命な姿を見ることができていたが、入社して

２ヶ月が経つと、職場実習の時にできていた「元気のよい挨拶や、めりは

りのある動作」が見られなくなり、仕事に対する「一生懸命さ」が伝わっ

てこなくなった。
 


【解説】

入社直後に「職場実習の時にできていたことが就労してからできな

くなっている」と、会社の担当者から連絡が入ることがある。そのよ

うな相談の背景には、本人が「職場実習の時よりも仕事量が増えた」、

「職場実習のような終わりが見えず、ずっと働くことが不安」、「よく

怒られるようになった」などの思いを持っていることが多い。




 それぞれの主張


同じ社員になったのだから、これぐらいはやってもら

わないと・・・。忙しくても、ていねいに説明している

のだが。他のみんなは、同じ説明でわかってくれている。

本人も「はい、わかりました。」と言っているのになあ。

 会社担当者
 

入社してから、やらないといけないことが増えてきた。
 指示されることも多くなって、途中でわからなくなって
 しまうときもあるけど、返事はしておかないと怒られる
 だろうし・・・。

本人
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 職場定着支援の例

 １．本人と支援者が面談し、会社で困っていることがないかを聞き取った。


その結果、以下のようなことがわかった。

・職場実習の時と比べて、作業内容が増えて戸惑っている。

・職場実習は２週間だけだったが、今は終わりがないので不安である。

・返事をしなければならない気持ちが強くて、わかっていなくても

「はい」と返事をすることがある。


・「大丈夫？」と声をかけられると、「きちんとやりなさい」と言われて

いる気がして、焦ってしまう。



２．本人から聞き取ったことを会社の担当者に伝え、「指示の仕方や声かけ

の時に気をつけること」について、以下のようなお願いをした。

・一度に多くの指示があると混乱してしまうため、仕事に慣れるまでは、

細かく区切って指示を出していただく。


・作業を時間で区切って、できたときには「できました」と作業の完了報

告をさせてから、次の作業を指示していただく。

・本人が「このやり方で大丈夫」と感じられるように、できたことについ

てはこまめにほめていただく。




 職場定着支援のポイント



  このような事例では「本人と会社担当者が共通認識を持てるようにするこ
と」が必要である。具体的には、以下のようなてだてがある。

  ①本人が職場や仕事に対して感じていることを聞き取る。
   ＊本人が本音で話すことができる環境を整える。
  ②本人から聞き取った内容を、
「自分が頑張って解決しなければならない課
題」、「職場の方に協力をお願いして解決をめざす課題」に整理する。
  ③現時点での課題について、職場の方と情報共有し、支援のてだてを検討
する。
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○就労後すぐに起きやすい事例

（３）生活の基礎と仕事の責任感


事例

 

入社して１ヶ月が経ったころに、友だちと夜遅くまで遊んでいたら、最
 終電車にも乗り遅れてしまい、自宅に帰れなくなってしまった。

自宅や会社で怒られるのが嫌だったから、自宅に戻らず、会社を無断欠

勤してしまった。


 

【解説】

入社してしばらくは順調に勤務していたのに、１ヶ月が過ぎようと








した頃、会社側から「特に理由もなく『休みます』と連絡が入ったり、
無断の遅刻・欠勤が増えてきて困っている。」という相談を受けること
がある。在学時と卒業後で、生活環境が大きく変わる場合（一人暮ら
しを始めるなど）には、このような事例が起きることがある。



 それぞれの主張
 


 連絡なく休むと、
「何かあったのかな」と心配するの

と、
「休んだ分の仕事は誰がするのか」ということをわ

かってほしいけれど、どうしたらいいかなぁ。

 会社担当者
 

友達と遊ぶのが楽しくて、家に帰るお金が無くなっ

たなんて、家の人にも怒られるし・・・会社も休んで

しまおう。


本人
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 職場定着支援の例
 

今回の事例では、本人に「無断欠勤してはいけないこと」を伝えることが大

 切である。しかしながら、本人は「怒られること」に対して拒否感を示してい
 ることから、本人が納得しやすい環境を整えるために、以下について、支援者
 が本人・会社と調整を行った。


 ・本人にとっての「キーパーソン」（信頼をおける人）の協力を仰ぐ

＊入社後まもなくは、教員・保護者が担うことも必要であるが、徐々に支

援機関にも担ってもらえるように引き継ぐ。



  ・「欠勤した時の周りへの影響」を認識しやすいよう、本人の仕事内容を明

確にして、担当している仕事に自信を持てるよう声をかけるなどの支援を

お願いする。



職場定着支援のポイント

 

このような事例では、以下の内容が関係していることがある。

 
 ○生活環境の変化
「社会人＝自分の思った通りに時間を使える」というイメージから生活リ


ズムが乱れてしまう。
 ○金銭感覚の未熟さ、管理不足

初めて受け取る給料の額が、今までの小遣いの額と違いすぎて、気持ちが
大きくなり友達に食事をおごるなどして、すぐに使い切ってしまう。
○なぜ働くのかという認識不足
「何のために働くのか」について考えることができておらず、給料の使い
道や管理の仕方を考えていない。
○働くことの責任感の不足
自分が無断で休むことで、周りにどのような影響があるのか、周りがどの
ような気持ちになるのかについて捉えることができていない。
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○就労後すぐに起きやすい事例

（４）業務中のけが等による休職と復帰


事例

 

入社して１ヶ月の頃、一生懸命に働くあまり、無理をして重い物を運ん
 だことが原因で、腰に痛みが起きてしまった。

しばらくは、我慢して働いていたが、家に帰ると腰が痛くて動けない日々

が続いていた。

病院受診の結果、手術を勧められたが、長い期間休んでしまうと退職と
 
 なってしまうと思い、会社になかなか言い出せなかった。


【解説】

就職後、思わぬ事故にあったり、病気にかかったりすることがある。

労災等の申請の手続きを行うことにより、職場での配慮をしてもらえ






るが、本人がうまく症状を伝えられず、病院に行くために休むことを
遠慮して、無理して出勤することも考えられる。



 それぞれの主張
 

本人は普段通りに出勤して、作業も真面目に取り


組んでいたので、痛みを我慢しているなんて気づか

なかった。言ってくれればよかったのに。

 会社担当者
  

腰が痛くなったときは、
「我慢すればすぐ治る」と

思ってやりすごしたけど、その時に言えばよかった

かもしれない。でも、１週間も前のことで、しかも

長く休まなければならないなんて、どのように相談

すればよいかわからない。
本人
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 職場定着支援の例
 


 ○支援者が会社への対応の確認
  本人は、今回のような怪我は今まで経験したことがなく、また、入社後す





ぐの時期であった。労災の制度等がどのようなものであるか、また、どのよ
うに手続きをすればよいかの知識がなかったため、手術にかかる費用や時間
などで不安を感じていたようである。



 ○本人の気持ちの安定
  労災の制度等に関する手続きや、療育中の休業等にも対応してもらえるこ
 とを伝え、職場復帰に向けての見通しを持てるようにした。



 職場定着支援のポイント
 


職場定着のためには、突発的なことが起こったときに、どこに、何を相談








すればよいのかを伝えておくことや、労災保険についても生徒・保護者が十
分に理解をしておく必要がある。

また、会社や支援機関への引き継ぎの際に、定期的な通院や服薬管理など
についても、必要に応じて支援機関や会社の担当者に伝えて、入社後の対応

を相談しておくことも大切である。
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○就労後半年以降に起きやすい事例

（５）メモの活用とスキルアップ











事例

家電量販店に就労して半年が経ったころ、基本的な仕事の流れを覚え
て、商品の陳列や荷受の仕事を一人で行うことが増えて、会社としてはス
キルアップのために、メモを活用できるように指導したいと考えている。
しかしながら、メモを取ることに時間がかかったり、自分で取ったメモ

を、後日確認するとわからなくなってしまったりしているため、どのよう
 
に指導すればよいか悩んでいる。


【解説】

メモを活用することは、多くの就労先で取り組まれていることであ

る。相手の話を聞いてメモをとることについて、以下のようなつまず

きが考えられる。

  ○ていねいに書こうとして、時間がかかってしまう




  ○どのような項目をメモに記入すればよいかわからない
 ○メモ取りに集中してしまい、相手への応答ができていない


 ○メモに記入したことを忘れてしまう



それぞれの主張

 

メモを取ることができれば、お客様への対応の時に


役に立ち、できることが増えて自信につながると思う

から、ぜひやってほしい。


会社担当者

 

「メモを取る」と言われても、何をどう書いたらよ

いかわからないし、書くのに時間がかかってお客様を

待たせてしまう。



職場定着支援の例

 
 １ 本人のメモを記入する様子を見て、課題を見つける。

    ○メモを取るのに時間がかかる。（相手を待たせてしまう。）

    ・話をされたことを一言一句、すべて書こうとしている。

    ・漢字を使おうとするが、思い出せずに悩んでしまう。

    ○いつ、どこで書いたメモなのか、わからない。
        ・日付や場所等を記入せず、メモの空いているスペースに記入して

いくので、過去の内容と新しい内容が混ざってしまう。














２ メモを有効に活用するための助言を行う。
   ・メモは自分がわかりやすい書き方でよい。
・漢字を使わなくてよい。
   ・大事なことだけを書く。
（商品名、型番、色、いつまでに、だれに、どこに）など。
   ・メモを書き始めるときに、その日の日付と時間を書く。
   ・メモの内容を、その場で復唱して、相手に聞いてもらう。



職場定着支援のポイント

 

話を聞きながら、要点をメモにまとめるためには、何をメモに残すかを明確

 にしておく。

 メモにまとめるポイントとして、以下の内容（５Ｗ３Ｈ）をあらかじめ記入
欄を作っておき、必要な箇所に書き込む方法がある。
  
   ５Ｗ             ３Ｈ
 ① いつ  （時間）     ①どのように （方法）
   ② どこで （場所）     ②どのくらい （数量）
   ③ だれが （相手）     ③いくらで  （値段）
   ④ なにを （品物）
   ⑤ なぜ  （理由）

本人
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○就労後半年以降に起きやすい事例

（５）メモの活用とスキルアップ











事例

家電量販店に就労して半年が経ったころ、基本的な仕事の流れを覚え
て、商品の陳列や荷受の仕事を一人で行うことが増えて、会社としてはス
キルアップのために、メモを活用できるように指導したいと考えている。
しかしながら、メモを取ることに時間がかかったり、自分で取ったメモ

を、後日確認するとわからなくなってしまったりしているため、どのよう
 
に指導すればよいか悩んでいる。


【解説】

メモを活用することは、多くの就労先で取り組まれていることであ

る。相手の話を聞いてメモをとることについて、以下のようなつまず

きが考えられる。

  ○ていねいに書こうとして、時間がかかってしまう




  ○どのような項目をメモに記入すればよいかわからない
 ○メモ取りに集中してしまい、相手への応答ができていない


 ○メモに記入したことを忘れてしまう



それぞれの主張

 

メモを取ることができれば、お客様への対応の時に


役に立ち、できることが増えて自信につながると思う

から、ぜひやってほしい。


会社担当者

 

「メモを取る」と言われても、何をどう書いたらよ

いかわからないし、書くのに時間がかかってお客様を

待たせてしまう。



職場定着支援の例

 
 １ 本人のメモを記入する様子を見て、課題を見つける。

    ○メモを取るのに時間がかかる。（相手を待たせてしまう。）

    ・話をされたことを一言一句、すべて書こうとしている。

    ・漢字を使おうとするが、思い出せずに悩んでしまう。

    ○いつ、どこで書いたメモなのか、わからない。
        ・日付や場所等を記入せず、メモの空いているスペースに記入して

いくので、過去の内容と新しい内容が混ざってしまう。














２ メモを有効に活用するための助言を行う。
   ・メモは自分がわかりやすい書き方でよい。
・漢字を使わなくてよい。
   ・大事なことだけを書く。
（商品名、型番、色、いつまでに、だれに、どこに）など。
   ・メモを書き始めるときに、その日の日付と時間を書く。
   ・メモの内容を、その場で復唱して、相手に聞いてもらう。



職場定着支援のポイント

 

話を聞きながら、要点をメモにまとめるためには、何をメモに残すかを明確

 にしておく。

 メモにまとめるポイントとして、以下の内容（５Ｗ３Ｈ）をあらかじめ記入
欄を作っておき、必要な箇所に書き込む方法がある。
  
   ５Ｗ             ３Ｈ
 ① いつ  （時間）     ①どのように （方法）
   ② どこで （場所）     ②どのくらい （数量）
   ③ だれが （相手）     ③いくらで  （値段）
   ④ なにを （品物）
   ⑤ なぜ  （理由）

本人
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○就労後半年以降に起きやすい事例

（６）仕事の慣れと職場での態度



事例


スーパーマーケットに入社して３年め、仕事にも慣れてきて、余裕が出
 てきた反面、業務時間中でも「面倒くさい」、
「疲れた」などの発言が見ら
 れるようになった。そのことについて、他部署から配属された先輩従業員

に度々注意されるが、その都度口論となってしまう。また、業務時間中で

も不機嫌な態度をとってしまい、お客様への対応にも表れてしまう。
 


【解説】

お客様に応対する職場では、言葉や表情、姿勢などが会社の評判に

つながっていくことをていねいに伝えておくことが必要である。しか

しながら、入社直後は緊張感により抑えられていた感情が、仕事や職
















場環境に慣れるにつれて、勤務態度に出てしまうことがある。そのよ
うなときに同僚からの指摘を受け入れることができず、感情的に不安
定になることがある。
。

それぞれの主張

職場に慣れてきて、自分の気持ちを相手に伝えたり、場
を明るくしようとする心遣いはありがたい。しかし、いろ
いろな思いがあったとしても、お客様の前では絶対に不機
嫌な態度をとってほしくないなぁ。


 職場定着支援の例


 今回の事例では、支援者が本人の話を聞き、
「面倒くさい」という発言が「職
 場を和ますための冗談」であることが分かった。また、言い合いになったとき

に「冗談だ」と伝えているが、相手は聞いてくれず、そのうちイライラが募り、

不機嫌になっていたようである。

 このことから、支援者と本人で「嫌なことがあったときに気分転換できる方

 法」について相談して、以下の２つの方法を行うこととした。













・外の景色が見える場所で静かに過ごす。
・深呼吸を５回する。
また、本人と職場の方で「気分転換のルール」を相談し、
①気分転換したいときには担当者に声をかける
②時間を決めて気分転換をして、その後の１時間は頑張って取り組む
の２点を約束した。


 職場定着支援のポイント

このような事例では、以下のような内容が関係していることがある。

 ○職場での緊張の維持


仕事や職場環境に慣れてきたころに、
言葉遣いや身だしなみなどが乱れる
ことがある。何気ない一言や態度によってトラブルに発展することがある。
○特定の人とのトラブル
当事者同士が、お互いのコミュニケーションの取り方（敬語や話すタイミ

会社担当者

ング、話す内容などの違い）が原因でトラブルになる場合と、障がい特性の

  


仕事を明るく楽しくしようと思っているのに、いつも

 細かいことを言われてイライラする。仕事にも身が入ら
 ないから、なんとかしてほしい。

理解が十分でない中で、トラブルに発展する場合がある。

 どちらの場合についても、他の従業員と協力して働くことができるように、
会社の担当者に本人の特性をていねいに伝えて、配慮をしていただけるように
本人

お願いしておくことが大切である。
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○就労後半年以降に起きやすい事例

（６）仕事の慣れと職場での態度



事例


スーパーマーケットに入社して３年め、仕事にも慣れてきて、余裕が出
 てきた反面、業務時間中でも「面倒くさい」、
「疲れた」などの発言が見ら
 れるようになった。そのことについて、他部署から配属された先輩従業員

に度々注意されるが、その都度口論となってしまう。また、業務時間中で

も不機嫌な態度をとってしまい、お客様への対応にも表れてしまう。
 


【解説】

お客様に応対する職場では、言葉や表情、姿勢などが会社の評判に

つながっていくことをていねいに伝えておくことが必要である。しか

しながら、入社直後は緊張感により抑えられていた感情が、仕事や職
















場環境に慣れるにつれて、勤務態度に出てしまうことがある。そのよ
うなときに同僚からの指摘を受け入れることができず、感情的に不安
定になることがある。
。

それぞれの主張

職場に慣れてきて、自分の気持ちを相手に伝えたり、場
を明るくしようとする心遣いはありがたい。しかし、いろ
いろな思いがあったとしても、お客様の前では絶対に不機
嫌な態度をとってほしくないなぁ。


 職場定着支援の例


 今回の事例では、支援者が本人の話を聞き、
「面倒くさい」という発言が「職
 場を和ますための冗談」であることが分かった。また、言い合いになったとき

に「冗談だ」と伝えているが、相手は聞いてくれず、そのうちイライラが募り、

不機嫌になっていたようである。

 このことから、支援者と本人で「嫌なことがあったときに気分転換できる方

 法」について相談して、以下の２つの方法を行うこととした。













・外の景色が見える場所で静かに過ごす。
・深呼吸を５回する。
また、本人と職場の方で「気分転換のルール」を相談し、
①気分転換したいときには担当者に声をかける
②時間を決めて気分転換をして、その後の１時間は頑張って取り組む
の２点を約束した。


 職場定着支援のポイント

このような事例では、以下のような内容が関係していることがある。

 ○職場での緊張の維持


仕事や職場環境に慣れてきたころに、
言葉遣いや身だしなみなどが乱れる
ことがある。何気ない一言や態度によってトラブルに発展することがある。
○特定の人とのトラブル
当事者同士が、お互いのコミュニケーションの取り方（敬語や話すタイミ

会社担当者

ング、話す内容などの違い）が原因でトラブルになる場合と、障がい特性の

  


仕事を明るく楽しくしようと思っているのに、いつも

 細かいことを言われてイライラする。仕事にも身が入ら
 ないから、なんとかしてほしい。

理解が十分でない中で、トラブルに発展する場合がある。

 どちらの場合についても、他の従業員と協力して働くことができるように、
会社の担当者に本人の特性をていねいに伝えて、配慮をしていただけるように
本人

お願いしておくことが大切である。
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○就労後半年以降に起きやすい事例

（７）配置換えと引き継ぎ


事例

 

事務関係の職場に就労し、書類整理等の仕事を担当することになった。

聴覚障がいがあるが、相手とのコミュニケーションは口話を中心に行っ
 ている。入社直後は学校からの引き継ぎがあり、会社主催で手話の学習会

を行ったりしていたが、入社して３年が経ったころに職場での担当部署が

変わり、新たな部署での人間関係を築いていくことになった。
 

【解説】









入社して数年経つと、配置換えの可能性がある。職場環境の変化は、
本人の不安につながることがあり、その不安をできるだけ和らげるよ
うに支援することが重要である。支援の方法について、入社時には学
校が引き継ぎをおこなうが、入社後もすぐに対応できるよう、支援機
関に引き継いでおくことが大切である。



 それぞれの主張
 





 会社担当者


職場定着支援の例

 
 卒業時に管轄の障害者就業・生活支援センターに登録する際、

学校から本人
 の特性について細やかな引き継ぎがあったことで、スムーズに連携・対応をす
 ることができた。新しい部署での定着のために、本人、支援機関、前の部署と
 新たな部署の担当者の４者でケース会議を設定し、以下の２つについて情報共
 有を行った。
 
  ①本人の障がい特性と、今までの部署で行ってきたコミュニケーションの

手段を確認した。











   ・通常は「ゆっくり話す」ことによって、口の動きを見て会話ができ
ていた。
   ・細かい指示があるときには、内容を書いた紙を渡すことで理解でき
ていた。
 ②新しい部署で、どのような対応ができるかを確認した。
   ・新しい部署の担当者より「前の部署で取り組んでいたことを、その
ままできるようにする」と、本人に伝えていただいた。
   ・いつでも筆談ができるように、当該部署の全員がメモとペンを持ち
歩くように働きかけることになった。


職場定着支援のポイント

 

同じ会社でも配置換えで環境が変わることに不安を感じて、つまずく場合も

会社としては障がい者雇用を積極的に進めていきた
いが、一緒に働いたことがなく、どのようなことが必
要なのか不安がいっぱい。どんなことが必要なのかを
知りたい。
。

 あるが、入社後数年が経っていて、学校だけで対応するのは難しいことがある。
 そのようなときのフォローアップのためにも、卒業時に地域の障害者就業・生

活支援センターなどの支援機関に引き継いでおくことが大切である。

 ○支援機関への登録
  ・本人、保護者、教員、支援機関の担当者との面談を設定する。

 

前の部署ではとても働きやすかったけれど、新たに

所属する部署には、どんな人がいて、何をするのか想

像がつかなくて、やっていけるのか心配。



  ・個別の移行支援計画等を作成し、本人・保護者の了承のもとで、支援機
関の担当者に引き継ぎ、支援のてだてや時期について相談する。
  
○支援機関と就労先の引き継ぎ
・学校も加わって、会社と支援機関の引き継ぎを行う。  
本人
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○就労後半年以降に起きやすい事例

（７）配置換えと引き継ぎ


事例

 

事務関係の職場に就労し、書類整理等の仕事を担当することになった。

聴覚障がいがあるが、相手とのコミュニケーションは口話を中心に行っ
 ている。入社直後は学校からの引き継ぎがあり、会社主催で手話の学習会

を行ったりしていたが、入社して３年が経ったころに職場での担当部署が

変わり、新たな部署での人間関係を築いていくことになった。
 

【解説】









入社して数年経つと、配置換えの可能性がある。職場環境の変化は、
本人の不安につながることがあり、その不安をできるだけ和らげるよ
うに支援することが重要である。支援の方法について、入社時には学
校が引き継ぎをおこなうが、入社後もすぐに対応できるよう、支援機
関に引き継いでおくことが大切である。



 それぞれの主張
 





 会社担当者


職場定着支援の例

 
 卒業時に管轄の障害者就業・生活支援センターに登録する際、

学校から本人
 の特性について細やかな引き継ぎがあったことで、スムーズに連携・対応をす
 ることができた。新しい部署での定着のために、本人、支援機関、前の部署と
 新たな部署の担当者の４者でケース会議を設定し、以下の２つについて情報共
 有を行った。
 
  ①本人の障がい特性と、今までの部署で行ってきたコミュニケーションの

手段を確認した。











   ・通常は「ゆっくり話す」ことによって、口の動きを見て会話ができ
ていた。
   ・細かい指示があるときには、内容を書いた紙を渡すことで理解でき
ていた。
 ②新しい部署で、どのような対応ができるかを確認した。
   ・新しい部署の担当者より「前の部署で取り組んでいたことを、その
ままできるようにする」と、本人に伝えていただいた。
   ・いつでも筆談ができるように、当該部署の全員がメモとペンを持ち
歩くように働きかけることになった。


職場定着支援のポイント

 

同じ会社でも配置換えで環境が変わることに不安を感じて、つまずく場合も

会社としては障がい者雇用を積極的に進めていきた
いが、一緒に働いたことがなく、どのようなことが必
要なのか不安がいっぱい。どんなことが必要なのかを
知りたい。
。

 あるが、入社後数年が経っていて、学校だけで対応するのは難しいことがある。
 そのようなときのフォローアップのためにも、卒業時に地域の障害者就業・生

活支援センターなどの支援機関に引き継いでおくことが大切である。

 ○支援機関への登録
  ・本人、保護者、教員、支援機関の担当者との面談を設定する。

 

前の部署ではとても働きやすかったけれど、新たに

所属する部署には、どんな人がいて、何をするのか想

像がつかなくて、やっていけるのか心配。



  ・個別の移行支援計画等を作成し、本人・保護者の了承のもとで、支援機
関の担当者に引き継ぎ、支援のてだてや時期について相談する。
  
○支援機関と就労先の引き継ぎ
・学校も加わって、会社と支援機関の引き継ぎを行う。  
本人
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Ⅲ．すぐに使える様式・資料




 

ここでは、これまで述べてきた職場定着支援について、以下のような場合に
活用できる様式例や資料をまとめている。

  ○会社や支援機関への引き継ぎ資料として使える様式











  （１）個別の教育支援計画（個別の移行支援計画） 様式例
  （２）実習生プロフィール票 様式例











 ○会社の様子を生徒・保護者と共有するときに使える様式
  （３）職場実習確認メモ 様式例
  （４）職場実習評価票 様式例
 ○雇用条件等を確認するときの資料
  （５）求人票の見方
○管轄する支援機関等を知りたいときの資料
 （６）大阪府内のハローワーク（公共職業安定所）一覧
 （７）大阪府内の障害者就業・生活支援センター一覧
 （８）大阪府内の地域障害者職業センター一覧
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Ⅲ．すぐに使える様式・資料




 

ここでは、これまで述べてきた職場定着支援について、以下のような場合に
活用できる様式例や資料をまとめている。

  ○会社や支援機関への引き継ぎ資料として使える様式











  （１）個別の教育支援計画（個別の移行支援計画） 様式例
  （２）実習生プロフィール票 様式例











 ○会社の様子を生徒・保護者と共有するときに使える様式
  （３）職場実習確認メモ 様式例
  （４）職場実習評価票 様式例
 ○雇用条件等を確認するときの資料
  （５）求人票の見方
○管轄する支援機関等を知りたいときの資料
 （６）大阪府内のハローワーク（公共職業安定所）一覧
 （７）大阪府内の障害者就業・生活支援センター一覧
 （８）大阪府内の地域障害者職業センター一覧

- 35 -- 34
34 --
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○会社や支援機関への引き継ぎ資料として使える様式

（１） 個別の教育支援計画（個別の移行支援計画） 様式例
㻌

㻌

進路先や支援機関への引き継ぎ資料とする場合に

㻌

は、本人・保護者の了承を得ておく必要がある。㻌

個別の移行支援計画㻌
生徒㻌
氏名㻌

●●㻌 ●●㻌

進路懇談㻌
㻌
入学時㻌

１年末㻌
㻌
２年末㻌

㻌
３年㻌

クラス㻌

１年㻌 㻌 組㻌

２年㻌 㻌 組

３年㻌 㻌 組

記入者（担任）㻌

□□㻌 □□㻌

△△△㻌 △△㻌

□□□㻌 㻌 □□㻌

実習の記録（校内実習、職場・体験・現場実習等）㻌
実習先㻌
期間㻌

２年㻌

後期校内実習㻌
木㻌 工㻌
体験実習㻌
○○工業所㻌

６月１２日から㻌
１０日間㻌
（欠席１日）㻌

体験実習㻌
△△食品㻌

作業・職業生活㻌
（能率・集中など）㻌
指示・理解㻌
（数・言葉・図など）㻌
対人関係㻌
（挨拶・返事・報告など）㻌

その他㻌
（特記事項）㻌

㻌



教育㻌

相談機関名㻌
○株式会社 㼛㼞△福祉事業所㻌
□□グループホーム㻌
△△クリニック（耳鼻科）㻌
〇〇医院（主治医㻌 アトピー）㻌
大阪府立〇〇支援学校㻌

担当者㻌



㻌

㻌

㻌

担任㻌 ○○㻌
進路㻌㻌△△㻌

㻌
㻌

福祉㻌
大阪府障がい者自立支援相談センター㻌



▲▲公共職業安定所㻌

労働㻌

１０時～１５時まで、計４時間。ﾊﾞﾘ取りについては、ほぼ指示通りできたが集中力に欠く時が
ある。（居眠り）計量については、誤りが多かったがマグネット利用（１０単位）でほぼ定着し誤
りが減る。本人からはこの仕事は好きでないとの感想がある。㻌
９時～１６時までの立ち作業をこなす。ライン作業による冷凍食品の梱包補助（ダンボール
㻌㻝㻜 月 㻝㻢 日から㻌
組み立て・配送準備）㻌
㻝㻜 日間㻌
２週目はスピードにはついていけていたが、まだ従業員とのコミュニケーション（報告・連絡・
（欠席 㻜 日）㻌
相談）には課題が残る。工場内の制服の整えにも時間がかかる。運搬の力は十分あり。㻌


医療㻌



㻌

大阪障害者職業センター㻌

働く場の紹介窓口  求職登録  年 月 日
㻌

□□保健所㻌

□□市障がい者相談支援センター㻌 〇〇〇㻌

身体や心など健康に関する相談窓口

㻌

職場の悩み、働きたいと思った時の相談窓口
登録面談   年  月  日
地域で生活していく上での悩みや心配事の
相談解決の助言を受けたい時や、地域の余暇
支援活動に参加したい時の窓口

㻌

（身体・知的）㻌

＊進路先や各機関と相談されるときに御活用ください。㻌
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職業自立支援・リワーク（再就職）支援
職業上の重度判定   年  月  日

㻌

㻌

   

連携内容㻌
卒業後の日中活動の場㻌
※「住まいの場」を併用する場合は記載㻌
アレルギー性鼻炎㻌
アトピー性皮膚炎㻌
卒業後、何か困ったことや分からないことなど、
相談があれば、ご連絡下さい。㻌
生活全般で困った時や福祉サービスを受け
たい時の相談窓口
（地域支援課）
（知的障がい者支援課）

㻌

△△障害者就業・生活支援センター

地域㻌
家庭㻌

電話番号㻌

㻌

□□市障がい福祉課㻌

  実習の記録は、抜粋して「プロフィール票」に活用することができる
。



支援ネットワーク㻌

主治医㻌

肩幅に両足を開きのこぎりが使えるようになったこと、体力がついたことで、午前中は立ち作
業を続けることができた。㻌
プラスチック成型部品のバリ取り及び計量㻌

福祉サービス利用手続きや通院に係る書類等の記入には、ご家族を含めて支援の継続が
必要である。




立ち作業を１時間程度行うと、机や壁に寄り掛かって作業を中断することがあったため、今
後は立ち作業に慣れることと、体力をつけることが課題である。㻌
ベンチ作り（材木の切断と磨き）。立つ姿勢を良くし、決められた時間作業を続けること。㻌

タイマーの利用したり、作業個数を明確にしておくと、作業スピードを意識して取り組
むことができる。アレルギー体質で手が荒れやすく、扱う素材によっては手袋が必要。
体力があり、１日６時間の立ち仕事も可能。２０NJ の荷物の運搬も可能。
一度に複数の指示を覚えることがにがてで、指示されたことはメモをとる習慣を今後も
育成する必要がある。自分からたずねられないことがあるので、新しい指示には、内容
を理解しているか確認が必要。計数は１０を１つの単位として数えると誤りが少ない。
人当たりがよく、誰とでも友好的な人間関係を築くことが出来る。しかし目上の方への
言葉づかいには課題が残る。初対面の人には、挨拶・報告・応答の声が小さい。









引き継ぎたい支援内容は、抜粋して「プロフィール票」に活用することができる。
 。



ベンチ作り（材木の切断と磨き）。決められた時間、立位で作業を続けること。㻌

１０月１６日から㻌
㻌 １０日間㻌
（欠席１日）㻌

（身だしなみ・通勤など）㻌

進路先㻌

６月１２日から㻌

前期校内実習㻌
㻌 １０日間㻌
木㻌 工㻌
（欠席０日）㻌

㻌 □年㻌 □㻌 月㻌 記入㻌

アトピー性皮膚炎があり、塗り薬を毎晩塗ることが必要。また、アレルギー性鼻炎があ
るので、花粉やほこりが多い季節には、マスクや服薬・点眼薬・点鼻薬等の処置が必要
（服薬、生活リズムなど）㻌
だが、自分から通院する生活習慣がまだ身についていないので声掛け等支援が必要。
気候や場に応じた服装・身だしなみなどには課題が残るので、声かけが必要。
社会生活自立㻌
公共交通機関を使った通勤が可能。自転車の利用も可能。



ボタン電池の袋詰め。大きな声で挨拶、返事をする。数を間違えないよう袋詰めする。㻌
校内の声だし練習では声が出るが、職場では、うなずきだけになる。日によっては数回、数
を間違える。㻌

１年㻌

様式２ 

健康管理・ＡＤＬ㻌

㻌
作業内容・目標㻌 ／㻌 評価（手だて）㻌

５月１０日から㻌
毎水曜９日間㻌
（欠席２日）㻌

１年㻌

２年㻌

への情報提供も含め、保護者から了承をいただいている。㻌

進路先に引き継ぎたい支援内容（社会参加するにあたって）㻌

保護者の希望㻌
進路に関する相談内容と課題㻌
出 来れば 就労 本人が卒業後の社会生活を具体的にイメージできていないた
して欲しい。 め、公共交通機関を使っての自主通学やクラブ活動にも積極的
特になし。
に取り組み、自分に自信をつける。

就 労に結 びつ ２年次には企業での体験実習などにも積極的に取り組みたい。
く 訓練施 設か そのためには、日常から挨拶やていねいな言葉遣いを心がける。
特になし。
企業就労。
通院で体調を整えることにも取り組む。（皮膚科・耳鼻科）

第 一希望 は企 まだ経験したことがない実習先へ行ってみたい。友人のＡ君が
できれば働き 業就労。第二希 行っていた飲食店での実習等。コミュニケーション力を身につ
望 は障害 者職 けるために具体的に学校や家庭で取組めることを相談した。
たい。
業訓練校等。
第 一希望 は企 春の懇談時には、まずは本人の希望する飲食店等でのサービス
業就労。第二希 業を体験して、適性をみることで保護者本人と合意。夏季休業
卒業後すぐは
望は訓練校。第 中に就労移行支援事業所の見学と体験実習を予定する。
自信がないが
三 希望は 就労
働きたい。
各実習における目標と取組み内容、評価等が時系列に沿って
移 行支援 事業
所。
記入してある。評価については、実習日誌の記録や巡回指導

職場実習㻌
◇◇金属（株）㻌

１年㻌

の課題・配慮事項及び支援内容を具体的に記入している。記入内容は、関係機関

㻌

㻌 個別の移行支援計画㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

の様子、作業学習の担当者や企業からの評価をもとに記入。㻌

学年㻌



□年□月版

㻌

進路先への円滑、かつ有効な引き継ぎを行うため、企業・福祉就労するにあたって

本人の希望㻌

㻌
㻌
㻌

㻌

㻌

様式１
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○会社や支援機関への引き継ぎ資料として使える様式

（１） 個別の教育支援計画（個別の移行支援計画） 様式例
㻌

㻌

進路先や支援機関への引き継ぎ資料とする場合に

㻌

は、本人・保護者の了承を得ておく必要がある。㻌

個別の移行支援計画㻌
生徒㻌
氏名㻌

●●㻌 ●●㻌

進路懇談㻌
㻌
入学時㻌

１年末㻌
㻌
２年末㻌

㻌
３年㻌

クラス㻌

１年㻌 㻌 組㻌

２年㻌 㻌 組

３年㻌 㻌 組

記入者（担任）㻌

□□㻌 □□㻌

△△△㻌 △△㻌

□□□㻌 㻌 □□㻌

実習の記録（校内実習、職場・体験・現場実習等）㻌
実習先㻌
期間㻌

２年㻌

後期校内実習㻌
木㻌 工㻌
体験実習㻌
○○工業所㻌

６月１２日から㻌
１０日間㻌
（欠席１日）㻌

体験実習㻌
△△食品㻌

作業・職業生活㻌
（能率・集中など）㻌
指示・理解㻌
（数・言葉・図など）㻌
対人関係㻌
（挨拶・返事・報告など）㻌

その他㻌
（特記事項）㻌

㻌



教育㻌

相談機関名㻌
○株式会社 㼛㼞△福祉事業所㻌
□□グループホーム㻌
△△クリニック（耳鼻科）㻌
〇〇医院（主治医㻌 アトピー）㻌
大阪府立〇〇支援学校㻌

担当者㻌



㻌

㻌

㻌

担任㻌 ○○㻌
進路㻌㻌△△㻌

㻌
㻌

福祉㻌
大阪府障がい者自立支援相談センター㻌



▲▲公共職業安定所㻌

労働㻌

１０時～１５時まで、計４時間。ﾊﾞﾘ取りについては、ほぼ指示通りできたが集中力に欠く時が
ある。（居眠り）計量については、誤りが多かったがマグネット利用（１０単位）でほぼ定着し誤
りが減る。本人からはこの仕事は好きでないとの感想がある。㻌
９時～１６時までの立ち作業をこなす。ライン作業による冷凍食品の梱包補助（ダンボール
㻌㻝㻜 月 㻝㻢 日から㻌
組み立て・配送準備）㻌
㻝㻜 日間㻌
２週目はスピードにはついていけていたが、まだ従業員とのコミュニケーション（報告・連絡・
（欠席 㻜 日）㻌
相談）には課題が残る。工場内の制服の整えにも時間がかかる。運搬の力は十分あり。㻌


医療㻌



㻌

大阪障害者職業センター㻌

働く場の紹介窓口  求職登録  年 月 日
㻌

□□保健所㻌

□□市障がい者相談支援センター㻌 〇〇〇㻌

身体や心など健康に関する相談窓口

㻌

職場の悩み、働きたいと思った時の相談窓口
登録面談   年  月  日
地域で生活していく上での悩みや心配事の
相談解決の助言を受けたい時や、地域の余暇
支援活動に参加したい時の窓口

㻌

（身体・知的）㻌

＊進路先や各機関と相談されるときに御活用ください。㻌
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職業自立支援・リワーク（再就職）支援
職業上の重度判定   年  月  日

㻌

㻌

   

連携内容㻌
卒業後の日中活動の場㻌
※「住まいの場」を併用する場合は記載㻌
アレルギー性鼻炎㻌
アトピー性皮膚炎㻌
卒業後、何か困ったことや分からないことなど、
相談があれば、ご連絡下さい。㻌
生活全般で困った時や福祉サービスを受け
たい時の相談窓口
（地域支援課）
（知的障がい者支援課）

㻌

△△障害者就業・生活支援センター

地域㻌
家庭㻌

電話番号㻌

㻌

□□市障がい福祉課㻌

  実習の記録は、抜粋して「プロフィール票」に活用することができる
。



支援ネットワーク㻌

主治医㻌

肩幅に両足を開きのこぎりが使えるようになったこと、体力がついたことで、午前中は立ち作
業を続けることができた。㻌
プラスチック成型部品のバリ取り及び計量㻌

福祉サービス利用手続きや通院に係る書類等の記入には、ご家族を含めて支援の継続が
必要である。




立ち作業を１時間程度行うと、机や壁に寄り掛かって作業を中断することがあったため、今
後は立ち作業に慣れることと、体力をつけることが課題である。㻌
ベンチ作り（材木の切断と磨き）。立つ姿勢を良くし、決められた時間作業を続けること。㻌

タイマーの利用したり、作業個数を明確にしておくと、作業スピードを意識して取り組
むことができる。アレルギー体質で手が荒れやすく、扱う素材によっては手袋が必要。
体力があり、１日６時間の立ち仕事も可能。２０NJ の荷物の運搬も可能。
一度に複数の指示を覚えることがにがてで、指示されたことはメモをとる習慣を今後も
育成する必要がある。自分からたずねられないことがあるので、新しい指示には、内容
を理解しているか確認が必要。計数は１０を１つの単位として数えると誤りが少ない。
人当たりがよく、誰とでも友好的な人間関係を築くことが出来る。しかし目上の方への
言葉づかいには課題が残る。初対面の人には、挨拶・報告・応答の声が小さい。









引き継ぎたい支援内容は、抜粋して「プロフィール票」に活用することができる。
 。



ベンチ作り（材木の切断と磨き）。決められた時間、立位で作業を続けること。㻌

１０月１６日から㻌
㻌 １０日間㻌
（欠席１日）㻌

（身だしなみ・通勤など）㻌

進路先㻌

６月１２日から㻌

前期校内実習㻌
㻌 １０日間㻌
木㻌 工㻌
（欠席０日）㻌

㻌 □年㻌 □㻌 月㻌 記入㻌

アトピー性皮膚炎があり、塗り薬を毎晩塗ることが必要。また、アレルギー性鼻炎があ
るので、花粉やほこりが多い季節には、マスクや服薬・点眼薬・点鼻薬等の処置が必要
（服薬、生活リズムなど）㻌
だが、自分から通院する生活習慣がまだ身についていないので声掛け等支援が必要。
気候や場に応じた服装・身だしなみなどには課題が残るので、声かけが必要。
社会生活自立㻌
公共交通機関を使った通勤が可能。自転車の利用も可能。



ボタン電池の袋詰め。大きな声で挨拶、返事をする。数を間違えないよう袋詰めする。㻌
校内の声だし練習では声が出るが、職場では、うなずきだけになる。日によっては数回、数
を間違える。㻌

１年㻌

様式２ 

健康管理・ＡＤＬ㻌

㻌
作業内容・目標㻌 ／㻌 評価（手だて）㻌

５月１０日から㻌
毎水曜９日間㻌
（欠席２日）㻌

１年㻌

２年㻌

への情報提供も含め、保護者から了承をいただいている。㻌

進路先に引き継ぎたい支援内容（社会参加するにあたって）㻌

保護者の希望㻌
進路に関する相談内容と課題㻌
出 来れば 就労 本人が卒業後の社会生活を具体的にイメージできていないた
して欲しい。 め、公共交通機関を使っての自主通学やクラブ活動にも積極的
特になし。
に取り組み、自分に自信をつける。

就 労に結 びつ ２年次には企業での体験実習などにも積極的に取り組みたい。
く 訓練施 設か そのためには、日常から挨拶やていねいな言葉遣いを心がける。
特になし。
企業就労。
通院で体調を整えることにも取り組む。（皮膚科・耳鼻科）

第 一希望 は企 まだ経験したことがない実習先へ行ってみたい。友人のＡ君が
できれば働き 業就労。第二希 行っていた飲食店での実習等。コミュニケーション力を身につ
望 は障害 者職 けるために具体的に学校や家庭で取組めることを相談した。
たい。
業訓練校等。
第 一希望 は企 春の懇談時には、まずは本人の希望する飲食店等でのサービス
業就労。第二希 業を体験して、適性をみることで保護者本人と合意。夏季休業
卒業後すぐは
望は訓練校。第 中に就労移行支援事業所の見学と体験実習を予定する。
自信がないが
三 希望は 就労
働きたい。
各実習における目標と取組み内容、評価等が時系列に沿って
移 行支援 事業
所。
記入してある。評価については、実習日誌の記録や巡回指導

職場実習㻌
◇◇金属（株）㻌

１年㻌

の課題・配慮事項及び支援内容を具体的に記入している。記入内容は、関係機関

㻌

㻌 個別の移行支援計画㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

の様子、作業学習の担当者や企業からの評価をもとに記入。㻌

学年㻌



□年□月版

㻌

進路先への円滑、かつ有効な引き継ぎを行うため、企業・福祉就労するにあたって

本人の希望㻌

㻌
㻌
㻌

㻌

㻌

様式１

- 37 -

○会社や支援機関への引き継ぎ資料として使える様式

㻌（２）
所属

実習生プロフィール票

学年

●年

ふりがな

●●●● ●●●●

氏

●● ●●

名

生年月日

●●年●月●日

保護者氏名

●● ●●

障がい者手帳
（種別・程度）

健康管理
身辺自立

日 身だしなみ
常 通勤等の
社会自立
生
活
の
様
子

対人関係
・挨拶
・返事
・報告

様式例

府立〇〇〇学校記入者 〇〇〇〇

●組
居住市
●●市
性別 公共交通機関
● 最寄駅
●●線

●歳

☑療育手帳：Ｂ１
□身体障害者手帳：
肯定的な表現を心掛ける
□精神保健福祉手帳：

・自分から挨拶をすることができる。
・年上の人などへの言葉づかいは不十分な
点があるが、その都度声掛けをすると意識し
て話すことができる。
・初対面の人には緊張のために小さな声に
なってしまうが、相手から声をかけてもらう
と、徐々に緊張がとけて、声量も大きくなる。

●●駅

様式例

会社名

△△株式会社

㻜㻜㻜㻙㻜㻜㻜㻙㻜㻜㻜㻜

担当の方(ふりがな)

人事部 ●●●● 様
実習担当 ●●●● 様

緊急連絡先

㻜㻜㻜㻙㻜㻜㻜㻙㻜㻜㻜㻜

所在地

〒000-0000

服のサイズ（上） 有
服のサイズ（下） 有
靴のサイズ
有

貴社のＭサイズの貸与を希望します

実習期間

平成28年●月●日から平成28年●月●日の平日10日間

実習時間

９時から15時30分まで（休憩：12時から13時）

仕事内容

ボルト・ナットの袋詰め、梱包、ラベル貼り

指示理解
・作業
・行動
・数
・時間
・言葉
・図
など

貴社のＬサイズの貸与を希望します
長靴は２６．５cmの貸与を希望します

・一度に複数の指示を覚えることはにがてであるが、
順序に沿って１つずつ増やすと理解して作業に取り組
むことができる。
・指示を受ける際にポケットメモに記録することがで
き、順序を忘れても自分で読み返して思い出すことが
できる。
・緊張していると、理解していなくても「はい」と応答す
ることがあるため、新しい指示を出すときには、指示
の内容を理解できているか確認をとると、安心して作
業に取り組むことができる。
・１００くらいまで数えられるが、マグネット等を用いて
１０をひとつの単位として数えるとより正確に数えられ
る。
・漢字は小学３年生程度のものを理解して書くことが
できる。
・ローマ字は読むのがにがてであり、普段、パソコンの
入力はひらがな入力を使用している。
・表の配列（ロッカーや倉庫の棚などの位置）を覚える
のはにがてあるが、色や絵柄の目印があれば誤りが
ない。

学校での作業
学習の様子

・１日の立ち仕事をこなす体力がある。また、学校では20kg程度の物品の運搬もできている。
・自分が担当する作業に責任を持ち、最後まで取組むことができる。

就労にむけて
課題等

・言葉づかい(敬語の使い方）に注意して話をする。
・報告、連絡、相談を適切なタイミングでおこなうこと。特に相談については、自分から周りの人に声をかけ
られるようになること。

上記以外の
特記事項

職場実習確認メモ

名前

☑製造（プラスチック製品の点検計量等） ２年 １０日間
☑流通・運輸（工場での梱包運送補助）２年 １０日間
☑清掃
（授業としての清掃訓練）
１・２年
毎週
□介護福祉
実習の経験職種
実施学年・日数 □スーパー等の小売店
□福祉施設実習
□事務補助
□その他（
）
□健康である（実習に関して特に配慮の必要な事項なし）
☑特記事項あり
健康上の
・ゴム製品に対してアレルギーがあるため、ゴム手袋の装着に対して配慮が必要。手荒れを防ぐために綿
配慮事項
製の手袋を持参しており、着用の許可があれば自分で判断して対応することができる。
・花粉症の薬を服用しており、副作用のため、眠くなることがある。服薬管理は自分でできている。
・けいれん発作の既往歴がある。最後に起きたのは平成25年３月であり、服薬を続けている。
・温和な性格で、誰とでも友好的な人間関係を築くことができる。
・慣れてくると大きな声で挨拶や返事をすることができる。
行動・性格
・作業中に困ったことがあると、その場で固まってしまうことがあるが、作業の順序を再確認すると安心して
取り組むことができる。

自宅→徒歩→●●バス→●●駅→●●駅→徒歩→事業所
5分
15分
10分
10分
通勤時間 40分

実習先への
通勤方法

（３）

学校電話番号

例：●●が課題であるが、声掛け㻌
㻌 㻌 があれば意識して取り組む
・アレルギー性鼻炎
（自分で手袋やマスクを着用できる）
ことができる
・事前に声掛けがあれば、気候や場に応じた
身だしなみを意識することができる。
・緊急時に自分から電話をかけることができ
る。
・自転車や公共交通機関を利用して一人で
通勤ができる。

○会社の様子を生徒・保護者と共有するときに使える様式

服装

＊この資料は実習終了後に回収させていただきます。
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○○

（●●●●）
（●●●●）

大阪府●●市△△町１－１－１

通勤

普段通りの服装

作業中

会社から作業服を貸していただく

靴

下靴（運動靴）

その他

名札を着用する。会社から作業帽、軍手を貸していただく。

初日

８時45分に１階の事務所を訪ねる
事務所の受付で、名前と職場実習のために来たことを告げて、担当の方
を呼んでいただく

更衣
持ち物

更衣室で着替える。ロッカーを貸していただけるので、鞄などはロッ
カーに入れて、鍵をかける

場所

昼食

弁当を持参する。食堂で他の従業員の方と一緒に食べる

職場実習日誌

初日は、仕事が終わったら記入し、担当の●●様に確認をしてもらう。
２日目からは、出社したら、担当の●●様の机の上に置いておく。仕事
が終わったら日誌を渡してもらえるので、記入して確認をしてもらう。

持ち物

筆記用具、弁当、水筒、職場実習日誌、名札

【メモ】

実習先へ下見をして、通勤経路を記入しましょう

自宅

→
→
自宅から実習先までの時間（

（例）自宅

発→●●駅

（7:40）

（7:59）

発→●●駅

乗換→●●駅

（8:22）

着→実習先

実習先
）分

着

（8:28）
（8:40）
自宅から実習先までの通勤時間（60）分

特になし。

記入日：平成●年●月●日

○○

‐39‐
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○会社や支援機関への引き継ぎ資料として使える様式

㻌（２）
所属

実習生プロフィール票

学年

●年

ふりがな

●●●● ●●●●

氏

●● ●●

名

生年月日

●●年●月●日

保護者氏名

●● ●●

障がい者手帳
（種別・程度）

健康管理
身辺自立

日 身だしなみ
常 通勤等の
社会自立
生
活
の
様
子

対人関係
・挨拶
・返事
・報告

様式例

府立〇〇〇学校記入者 〇〇〇〇

●組
居住市
●●市
性別 公共交通機関
● 最寄駅
●●線

●歳

☑療育手帳：Ｂ１
□身体障害者手帳：
肯定的な表現を心掛ける
□精神保健福祉手帳：

・自分から挨拶をすることができる。
・年上の人などへの言葉づかいは不十分な
点があるが、その都度声掛けをすると意識し
て話すことができる。
・初対面の人には緊張のために小さな声に
なってしまうが、相手から声をかけてもらう
と、徐々に緊張がとけて、声量も大きくなる。

●●駅

様式例

会社名

△△株式会社

㻜㻜㻜㻙㻜㻜㻜㻙㻜㻜㻜㻜

担当の方(ふりがな)

人事部 ●●●● 様
実習担当 ●●●● 様

緊急連絡先

㻜㻜㻜㻙㻜㻜㻜㻙㻜㻜㻜㻜

所在地

〒000-0000

服のサイズ（上） 有
服のサイズ（下） 有
靴のサイズ
有

貴社のＭサイズの貸与を希望します

実習期間

平成28年●月●日から平成28年●月●日の平日10日間

実習時間

９時から15時30分まで（休憩：12時から13時）

仕事内容

ボルト・ナットの袋詰め、梱包、ラベル貼り

指示理解
・作業
・行動
・数
・時間
・言葉
・図
など

貴社のＬサイズの貸与を希望します
長靴は２６．５cmの貸与を希望します

・一度に複数の指示を覚えることはにがてであるが、
順序に沿って１つずつ増やすと理解して作業に取り組
むことができる。
・指示を受ける際にポケットメモに記録することがで
き、順序を忘れても自分で読み返して思い出すことが
できる。
・緊張していると、理解していなくても「はい」と応答す
ることがあるため、新しい指示を出すときには、指示
の内容を理解できているか確認をとると、安心して作
業に取り組むことができる。
・１００くらいまで数えられるが、マグネット等を用いて
１０をひとつの単位として数えるとより正確に数えられ
る。
・漢字は小学３年生程度のものを理解して書くことが
できる。
・ローマ字は読むのがにがてであり、普段、パソコンの
入力はひらがな入力を使用している。
・表の配列（ロッカーや倉庫の棚などの位置）を覚える
のはにがてあるが、色や絵柄の目印があれば誤りが
ない。

学校での作業
学習の様子

・１日の立ち仕事をこなす体力がある。また、学校では20kg程度の物品の運搬もできている。
・自分が担当する作業に責任を持ち、最後まで取組むことができる。

就労にむけて
課題等

・言葉づかい(敬語の使い方）に注意して話をする。
・報告、連絡、相談を適切なタイミングでおこなうこと。特に相談については、自分から周りの人に声をかけ
られるようになること。

上記以外の
特記事項

職場実習確認メモ

名前

☑製造（プラスチック製品の点検計量等） ２年 １０日間
☑流通・運輸（工場での梱包運送補助）２年 １０日間
☑清掃
（授業としての清掃訓練）
１・２年
毎週
□介護福祉
実習の経験職種
実施学年・日数 □スーパー等の小売店
□福祉施設実習
□事務補助
□その他（
）
□健康である（実習に関して特に配慮の必要な事項なし）
☑特記事項あり
健康上の
・ゴム製品に対してアレルギーがあるため、ゴム手袋の装着に対して配慮が必要。手荒れを防ぐために綿
配慮事項
製の手袋を持参しており、着用の許可があれば自分で判断して対応することができる。
・花粉症の薬を服用しており、副作用のため、眠くなることがある。服薬管理は自分でできている。
・けいれん発作の既往歴がある。最後に起きたのは平成25年３月であり、服薬を続けている。
・温和な性格で、誰とでも友好的な人間関係を築くことができる。
・慣れてくると大きな声で挨拶や返事をすることができる。
行動・性格
・作業中に困ったことがあると、その場で固まってしまうことがあるが、作業の順序を再確認すると安心して
取り組むことができる。

自宅→徒歩→●●バス→●●駅→●●駅→徒歩→事業所
5分
15分
10分
10分
通勤時間 40分

実習先への
通勤方法

（３）

学校電話番号

例：●●が課題であるが、声掛け㻌
㻌 㻌 があれば意識して取り組む
・アレルギー性鼻炎
（自分で手袋やマスクを着用できる）
ことができる
・事前に声掛けがあれば、気候や場に応じた
身だしなみを意識することができる。
・緊急時に自分から電話をかけることができ
る。
・自転車や公共交通機関を利用して一人で
通勤ができる。

○会社の様子を生徒・保護者と共有するときに使える様式

服装

＊この資料は実習終了後に回収させていただきます。
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○○

（●●●●）
（●●●●）

大阪府●●市△△町１－１－１

通勤

普段通りの服装

作業中

会社から作業服を貸していただく

靴

下靴（運動靴）

その他

名札を着用する。会社から作業帽、軍手を貸していただく。

初日

８時45分に１階の事務所を訪ねる
事務所の受付で、名前と職場実習のために来たことを告げて、担当の方
を呼んでいただく

更衣
持ち物

更衣室で着替える。ロッカーを貸していただけるので、鞄などはロッ
カーに入れて、鍵をかける

場所

昼食

弁当を持参する。食堂で他の従業員の方と一緒に食べる

職場実習日誌

初日は、仕事が終わったら記入し、担当の●●様に確認をしてもらう。
２日目からは、出社したら、担当の●●様の机の上に置いておく。仕事
が終わったら日誌を渡してもらえるので、記入して確認をしてもらう。

持ち物

筆記用具、弁当、水筒、職場実習日誌、名札

【メモ】

実習先へ下見をして、通勤経路を記入しましょう

自宅

→
→
自宅から実習先までの時間（

（例）自宅

発→●●駅

（7:40）

（7:59）

発→●●駅

乗換→●●駅

（8:22）

着→実習先

実習先
）分

着

（8:28）
（8:40）
自宅から実習先までの通勤時間（60）分

特になし。

記入日：平成●年●月●日

○○
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㻌
担当者名㻌

㻌

大阪府立〇〇学校㻌

㻌

㻌

（５） 求人票の見方

㻌

遅刻回数㻌

評価基準（該当の数字に○）㻌
１．そのつど指示が必要である㻌
２．時々指示を必要とする㻌
３．自分からきちんとする㻌
１．気分のむらがあり、あきやすい㻌
２．声をかければ作業を続けることができる㻌
３．最後まで、がんばってする㻌 㻌
１．確実でない（不良品が多い）㻌
２．時々確認すれば、正確にできる㻌
３．確実にする㻌
１．作業がにがてである㻌
２．大まかな作業ならできる㻌
３．こまかい手先の作業ができる㻌
１．注意散漫で、作業を安全に進められない㻌
２．教えられたことだけは守る㻌
３．危険物を理解し、適切に対処することができる㻌
１．指示の内容を理解できないことが多い㻌
２．時間をかければ、理解できる㻌
３．一度の指示で理解ができる㻌

㻌

欠勤日数㻌

出勤日数㻌





１．作業に対応する体力がない㻌
２．ある程度の体力はある㻌
３．作業に対応できる体力がある㻌

体㻌 力㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
記入者名㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

㻌㻌

㻌

㻌

㻌

JVVRUYYYJGNNQYQTMIQLRFDRUAFCVCAOCVGTKCNANQECNJQUVFQEGZAM[WWU[QMWRFH

㻌㻌

１．挨拶、返事がにがてである㻌
２．相手からの声かけがあると、挨拶、返事ができる㻌
３．挨拶、返事ができる㻌

総㻌 㻌 評㻌
㻌
実習中お気づきにな
られたこと、今後の
課題などをご記入願
います。㻌

あいさつ㻌
返㻌 㻌 事㻌

１．指示を聞こうとしない㻌
指示を受け
２．繰り返しの指示を必要とする㻌
る態度
３．すぐに指示にしたがう㻌

積極性

１．そのつど指示が必要である㻌
２．決められたことはする㻌
３．すすんで作業をする㻌

１．好き嫌いがみられる㻌
対人関係 ２．指導者が入れば他の人と関わることができる㻌
３．誰とでも仲良くできる㻌

㻌㻌

㻌㻌

１．仕事を果たそうとする態度が伝わってこない㻌
２．どうにか責任をはたせる㻌
３．責任感が強い㻌

速㻌 度㻌

責任感㻌

特記事項㻌
㻌㻌

評価基準（該当の数字に○）㻌
１．おそい㻌
２．与えられた仕事はこなせる㻌
３．はやい㻌

評価項目㻌

厚生労働省 YGD ページ「求職申込書の書き方」より抜粋

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

特記事項㻌

㻌

早退回数㻌

午前㻌 㻌 㻌 時㻌 㻌 㻌 分㻌 㻌 㻌 㻌 〜㻌 㻌 㻌 㻌 午後㻌 㻌 㻌 時㻌 㻌 㻌 分まで㻌

○雇用条件等を確認するときの参考資料

理解力㻌

安全性㻌

巧緻性㻌
（器用）㻌

確実性㻌
（正確）㻌

持続性㻌

準㻌 備㻌
（後始末）㻌

評価項目㻌

仕事内容㻌

出勤状況㻌

実習時間㻌

実習期間㻌 平成㻌 㻌 㻌 年㻌 㻌 㻌 月㻌 㻌 㻌 日（㻌 㻌 ）〜㻌 㻌 㻌 㻌 月㻌 㻌 㻌 日（㻌 㻌 ）（合計㻌 㻌 㻌 㻌 日）㻌

事業所名㻌 㻌

実習生名㻌

（４） 職場実習評価票 㻌㻌様式例

職場実習評価票㻌
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㻌
担当者名㻌

㻌

大阪府立〇〇学校㻌

㻌

㻌

（５） 求人票の見方

㻌

遅刻回数㻌

評価基準（該当の数字に○）㻌
１．そのつど指示が必要である㻌
２．時々指示を必要とする㻌
３．自分からきちんとする㻌
１．気分のむらがあり、あきやすい㻌
２．声をかければ作業を続けることができる㻌
３．最後まで、がんばってする㻌 㻌
１．確実でない（不良品が多い）㻌
２．時々確認すれば、正確にできる㻌
３．確実にする㻌
１．作業がにがてである㻌
２．大まかな作業ならできる㻌
３．こまかい手先の作業ができる㻌
１．注意散漫で、作業を安全に進められない㻌
２．教えられたことだけは守る㻌
３．危険物を理解し、適切に対処することができる㻌
１．指示の内容を理解できないことが多い㻌
２．時間をかければ、理解できる㻌
３．一度の指示で理解ができる㻌

㻌

欠勤日数㻌

出勤日数㻌





１．作業に対応する体力がない㻌
２．ある程度の体力はある㻌
３．作業に対応できる体力がある㻌

体㻌 力㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
記入者名㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

㻌㻌

㻌

㻌

㻌

JVVRUYYYJGNNQYQTMIQLRFDRUAFCVCAOCVGTKCNANQECNJQUVFQEGZAM[WWU[QMWRFH

㻌㻌

１．挨拶、返事がにがてである㻌
２．相手からの声かけがあると、挨拶、返事ができる㻌
３．挨拶、返事ができる㻌

総㻌 㻌 評㻌
㻌
実習中お気づきにな
られたこと、今後の
課題などをご記入願
います。㻌

あいさつ㻌
返㻌 㻌 事㻌

１．指示を聞こうとしない㻌
指示を受け
２．繰り返しの指示を必要とする㻌
る態度
３．すぐに指示にしたがう㻌

積極性

１．そのつど指示が必要である㻌
２．決められたことはする㻌
３．すすんで作業をする㻌

１．好き嫌いがみられる㻌
対人関係 ２．指導者が入れば他の人と関わることができる㻌
３．誰とでも仲良くできる㻌

㻌㻌

㻌㻌

１．仕事を果たそうとする態度が伝わってこない㻌
２．どうにか責任をはたせる㻌
３．責任感が強い㻌

速㻌 度㻌

責任感㻌

特記事項㻌
㻌㻌

評価基準（該当の数字に○）㻌
１．おそい㻌
２．与えられた仕事はこなせる㻌
３．はやい㻌

評価項目㻌

厚生労働省 YGD ページ「求職申込書の書き方」より抜粋

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

特記事項㻌

㻌

早退回数㻌

午前㻌 㻌 㻌 時㻌 㻌 㻌 分㻌 㻌 㻌 㻌 〜㻌 㻌 㻌 㻌 午後㻌 㻌 㻌 時㻌 㻌 㻌 分まで㻌

○雇用条件等を確認するときの参考資料

理解力㻌

安全性㻌

巧緻性㻌
（器用）㻌

確実性㻌
（正確）㻌

持続性㻌

準㻌 備㻌
（後始末）㻌

評価項目㻌

仕事内容㻌

出勤状況㻌

実習時間㻌

実習期間㻌 平成㻌 㻌 㻌 年㻌 㻌 㻌 月㻌 㻌 㻌 日（㻌 㻌 ）〜㻌 㻌 㻌 㻌 月㻌 㻌 㻌 日（㻌 㻌 ）（合計㻌 㻌 㻌 㻌 日）㻌

事業所名㻌 㻌

実習生名㻌

（４） 職場実習評価票 㻌㻌様式例

職場実習評価票㻌
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○管轄する支援機関等を知りたいときの参考資料

○管轄する支援機関等を知りたいときの参考資料

（６） 大阪府内のハローワーク（公共職業安定所） 一覧
名称

大阪東

梅田

大阪西

管轄区域
所在地
電話番号
大 阪 市 中 央 区 農 人 橋  －－
城東区 鶴見区 東成区
ピップビル (～(
天王寺区 生野区 中央区

 中央区の管轄区域（安土町、淡路町、和泉町、糸屋町、今橋、上町、内淡路町、内久宝寺町、内
 平野町、内本町、大阪城、大手通、大手前、瓦町、神崎町、北久宝寺町、北新町、北浜、北浜東、
 久太郎町、高麗橋、粉川町、石町、材木町、島町、十二軒町、城見、船場中央、玉造、釣鐘町、天
 満橋京町、常盤町、徳井町、道修町、農人橋、博労町、馬場町、東高麗橋、平野町、備後町、伏見
 町、船越町、法円坂、本町、本町橋、松屋町住吉、南久宝寺町、南新町、南本町、森ノ宮中央、鎗
 屋町、龍造寺町、谷町 ～ 丁目）
西淀川区 此花区 福島区
北区 都島区 旭区

大阪市北区梅田 
大阪駅前第  ビル (

－－

－－
港区 大正区 西区 浪速区 大阪市港区南市岡 
中央区

 中央区の管轄区域（安堂寺町、上本町西、東平、上汐、中寺、松屋町、瓦屋町、高津、南船場、
 島之内、道頓堀、千日前、難波千日前、難波、日本橋、東心斎橋、心斎橋筋、西心斎橋、宗右衛門
 町、谷町 ～ 丁目）
阿倍野区 住吉区 西成区
大阪市阿倍野区文の里 
東住吉区 住之江区 平野区

－－

淀川

吹田市 淀川区 東淀川区

大阪市淀川区十三本町 

－－

布施

東大阪市 八尾市

東大阪市長栄寺 

－－

堺市

堺市堺区南瓦町 
堺地方合同庁舎 ～ 階

－－

岸和田市 貝塚市

岸和田市作才町 

－－

池田

豊能郡 池田市 箕面市 
豊中市

池田市栄本町 

－－

泉大津

泉大津市 和泉市 高石市
泉北郡

泉大津市旭町 

－－

河内柏原

松原市 藤井寺市 柏原市
羽曳野市

柏原市堂島町 

－－

枚方市 交野市 寝屋川市

枚方市岡本町 
ビオルネ・イオン枚方店  階

阿倍野

堺
岸和田

枚方
泉佐野
茨木
河内長野
門真

－－

泉佐野市 阪南市 泉南市 
泉佐野市上町 
泉南郡

－－

茨木市 高槻市 摂津市
三島郡

茨木市東中条町 

－－

河内長野市 富田林市
大阪狭山市 南河内郡

河内長野市昭栄町 

門真市 守口市 大東市 
四條畷市

門真市殿島町  
守口門真商工会館 (
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－－
－－

（７） 大阪府内の障害者就業・生活支援センター 一覧
名称
大阪市障害者就業・生活支援
センター
豊能北
障害者就業・生活支援センター

活動区域
大阪市
池田市
箕面市
豊能町
能勢町

とよなか
豊中市
障害者就業・生活支援センター
すいた
障がい者就業・生活支援センター 吹田市
Ｓｕｉｔａｂｌｅ
高槻市
高槻市
障害者就業・生活支援センター 島本町
枚方市
枚方市
障害者就業・生活支援センター
茨木・摂津
茨木市
障害者就業・生活支援センター 摂津市
寝屋川市
寝屋川市
障害者就業・生活支援センター
北河内西
守口市
障害者就業・生活支援センター 門真市
北河内東
大東市
障害者就業・生活支援センター 四條畷市
支援センターさくら
交野市
東大阪市
障害者就業・生活支援センター 東大阪市
Ｊ－ＷＡＴ
八尾・柏原
八尾市
障害者就業・生活支援センター 柏原市
松原市
南河内北
羽曳野市
障害者就業・生活支援センター
藤井寺市
富田林市
河内長野市
大阪狭山市
南河内南
障害者就業・生活支援センター 河南町
太子町
千早赤阪村
堺市
障害者就業・生活支援センター 堺市
エマリス
泉大津市
泉州北
和泉市
障害者就業・生活支援センター 高石市
忠岡町
泉州中
岸和田市
障害者就業・生活支援センター 貝塚市
泉佐野市
泉南市
泉州南
阪南市
障害者就業・生活支援センター 熊取町
田尻町
岬町

所在地
大阪市天王寺区東上町 
大阪市立中央授産場内

電話番号


箕面市稲 
ふれあい就労支援センター 階



豊中市寺内 
ローズコミュニティ･緑地  階



吹田市元町 
丸二ビル  号



高槻市城北町 
リーベン城北  階
枚方市大垣内 
枚方市役所別館  階
摂津市香露園 
摂津市障害者総合支援センター内
寝屋川市寝屋南 
隆光学園真心ハウス  階
守口市日吉町 
守口市障害者･高齢者交流会館４階



（相談専用）




大東市末広町 
支援センターさくら内



東大阪市高井田元町 



八尾市楽音寺 



羽曳野市白鳥 
セシル古市  号



河内長野市西之山町 



堺市堺区旭ヶ丘中町 
堺市立健康福祉プラザ  階



和泉市府中町 
和泉ショッピングセンター 階



貝塚市堤  番地の 
タケモトビル  階Ａ室



泉佐野市下瓦屋 
泉佐野市立北部市民交流センター 
本館
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○管轄する支援機関等を知りたいときの参考資料

○管轄する支援機関等を知りたいときの参考資料

（６） 大阪府内のハローワーク（公共職業安定所） 一覧
名称

大阪東

梅田

大阪西

管轄区域
所在地
電話番号
大 阪 市 中 央 区 農 人 橋  －－
城東区 鶴見区 東成区
ピップビル (～(
天王寺区 生野区 中央区

 中央区の管轄区域（安土町、淡路町、和泉町、糸屋町、今橋、上町、内淡路町、内久宝寺町、内
 平野町、内本町、大阪城、大手通、大手前、瓦町、神崎町、北久宝寺町、北新町、北浜、北浜東、
 久太郎町、高麗橋、粉川町、石町、材木町、島町、十二軒町、城見、船場中央、玉造、釣鐘町、天
 満橋京町、常盤町、徳井町、道修町、農人橋、博労町、馬場町、東高麗橋、平野町、備後町、伏見
 町、船越町、法円坂、本町、本町橋、松屋町住吉、南久宝寺町、南新町、南本町、森ノ宮中央、鎗
 屋町、龍造寺町、谷町 ～ 丁目）
西淀川区 此花区 福島区
北区 都島区 旭区

大阪市北区梅田 
大阪駅前第  ビル (

－－

－－
港区 大正区 西区 浪速区 大阪市港区南市岡 
中央区

 中央区の管轄区域（安堂寺町、上本町西、東平、上汐、中寺、松屋町、瓦屋町、高津、南船場、
 島之内、道頓堀、千日前、難波千日前、難波、日本橋、東心斎橋、心斎橋筋、西心斎橋、宗右衛門
 町、谷町 ～ 丁目）
阿倍野区 住吉区 西成区
大阪市阿倍野区文の里 
東住吉区 住之江区 平野区

－－

淀川

吹田市 淀川区 東淀川区

大阪市淀川区十三本町 

－－

布施

東大阪市 八尾市

東大阪市長栄寺 

－－

堺市

堺市堺区南瓦町 
堺地方合同庁舎 ～ 階

－－

岸和田市 貝塚市

岸和田市作才町 

－－

池田

豊能郡 池田市 箕面市 
豊中市

池田市栄本町 

－－

泉大津

泉大津市 和泉市 高石市
泉北郡

泉大津市旭町 

－－

河内柏原

松原市 藤井寺市 柏原市
羽曳野市

柏原市堂島町 

－－

枚方市 交野市 寝屋川市

枚方市岡本町 
ビオルネ・イオン枚方店  階

阿倍野

堺
岸和田

枚方
泉佐野
茨木
河内長野
門真

－－

泉佐野市 阪南市 泉南市 
泉佐野市上町 
泉南郡

－－

茨木市 高槻市 摂津市
三島郡

茨木市東中条町 

－－

河内長野市 富田林市
大阪狭山市 南河内郡

河内長野市昭栄町 

門真市 守口市 大東市 
四條畷市

門真市殿島町  
守口門真商工会館 (
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－－
－－

（７） 大阪府内の障害者就業・生活支援センター 一覧
名称
大阪市障害者就業・生活支援
センター
豊能北
障害者就業・生活支援センター

活動区域
大阪市
池田市
箕面市
豊能町
能勢町

とよなか
豊中市
障害者就業・生活支援センター
すいた
障がい者就業・生活支援センター 吹田市
Ｓｕｉｔａｂｌｅ
高槻市
高槻市
障害者就業・生活支援センター 島本町
枚方市
枚方市
障害者就業・生活支援センター
茨木・摂津
茨木市
障害者就業・生活支援センター 摂津市
寝屋川市
寝屋川市
障害者就業・生活支援センター
北河内西
守口市
障害者就業・生活支援センター 門真市
北河内東
大東市
障害者就業・生活支援センター 四條畷市
支援センターさくら
交野市
東大阪市
障害者就業・生活支援センター 東大阪市
Ｊ－ＷＡＴ
八尾・柏原
八尾市
障害者就業・生活支援センター 柏原市
松原市
南河内北
羽曳野市
障害者就業・生活支援センター
藤井寺市
富田林市
河内長野市
大阪狭山市
南河内南
障害者就業・生活支援センター 河南町
太子町
千早赤阪村
堺市
障害者就業・生活支援センター 堺市
エマリス
泉大津市
泉州北
和泉市
障害者就業・生活支援センター 高石市
忠岡町
泉州中
岸和田市
障害者就業・生活支援センター 貝塚市
泉佐野市
泉南市
泉州南
阪南市
障害者就業・生活支援センター 熊取町
田尻町
岬町

所在地
大阪市天王寺区東上町 
大阪市立中央授産場内

電話番号


箕面市稲 
ふれあい就労支援センター 階



豊中市寺内 
ローズコミュニティ･緑地  階



吹田市元町 
丸二ビル  号



高槻市城北町 
リーベン城北  階
枚方市大垣内 
枚方市役所別館  階
摂津市香露園 
摂津市障害者総合支援センター内
寝屋川市寝屋南 
隆光学園真心ハウス  階
守口市日吉町 
守口市障害者･高齢者交流会館４階



（相談専用）




大東市末広町 
支援センターさくら内



東大阪市高井田元町 



八尾市楽音寺 



羽曳野市白鳥 
セシル古市  号



河内長野市西之山町 



堺市堺区旭ヶ丘中町 
堺市立健康福祉プラザ  階



和泉市府中町 
和泉ショッピングセンター 階



貝塚市堤  番地の 
タケモトビル  階Ａ室



泉佐野市下瓦屋 
泉佐野市立北部市民交流センター 
本館
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○管轄する支援機関等を知りたいときの参考資料

（８） 大阪府内の地域障害者職業センター 一覧
名称

所在地

電話番号

大阪障害者職業センター

大阪市中央区太郎町 
クラボウアネックスビル４階

管轄エリア

ハローワーク大阪東、梅田、大阪西、淀川、布施、池田、枚方、
茨木、門真の管轄地域に在住の方、並びに所在する事業主及び関
係機関の方々。

大 阪 障 害 者 職 業 セ ン タ ー 堺市長曽根町


南大阪支所
堺商工会議所会館５階





ハローワーク阿倍野、堺、岸和田、泉大津、河内柏原、泉佐野、
河内長野の管轄地域に在住の方、並びに所在する事業主及び関係
機関の方々。

管轄エリア


参考文献・YGD ページ一覧

  ○「障がいのある生徒のための就労支援のすすめ」
    緊急雇用創出基金事業「障がいのある生徒の雇用実現マッチング委託事業」
    社団法人 おおさか人材雇用開発人権センター（%56'2）
  ○「働く若者のハンドブック」
大阪府 総合労働事務所
JVVRYYYRTGHQUCMCNILRUQIQTQFQMGKJCVWUCJKTGHWTGVQYCMCOQPQAJVON
  ○「求職申込書の書き方」
     厚生労働省 都道府県労働局
JVVRUYYYJGNNQYQTMIQLRFDRUAFCVCAOCVGTKCNANQECNJQUVFQE
GZAM[WWU[QMWRFH
  ○「福祉のてびき」
     大阪府 福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課
     JVVRYYYRTGHQUCMCNILRMGKMCMWUWKUJKPMCPMQWVGDKMKJVON
  ○「障害者の職場定着支援のために 就労支援機関向け資料」
     独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター
     JVVRYYYPKXTLGGFQTLRFQYPNQCFM[QW\CKM[QW\CKRFH
   ○「個別の教育支援計画の趣旨」
     独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所
     JVVRYYYPKUGIQLREOUJVON

「障がいのある生徒の職場定着をめざして」
 年（平成  年） 月発行
この冊子は、雇用創出基金事業地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）「支援学校卒業生
職場定着支援者育成事業」により、一般社団法人おおさか人材雇用開発人権センター
（%56'2）が作成したものです。
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