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はじめに

企業のコンプライアンス意識の高まりなどにより、企業等で働く障がい者

の数は着実に増えています。そのような中、発達障がいのある人の雇用に関

心を持つ企業等も増えていますが、その障がい特性やコミュニケーションの

とり方については、あまりよく知られていないのが実状です。

本書は、これから発達障がい者を雇用しようとする企業等の皆さまに、発

達障がいの特性、コミュニケーションのとり方、適性を発揮しやすい業務等

に関する基礎知識を提供するとともに、県内で実際に発達障がいのある人を

採用した企業の事例も紹介しています。

「発達障がいって、どんな障がいなの？」という方や「是非当社でも採用

を考えたい。」という方々の参考資料として、ご覧いただければ幸いです。

【発達障がい者雇用ガイドブックの活用方法】

○本書は「発達障がいの特性や発達障がいのある人の雇用管理に関する基

本的な知識」､「雇用事例」､「雇用を始めるにあたっての具体的な手順

や就労支援機関情報」を掲載しています。関心のあるところからお読み

ください。

○本書は、発達障がいのある人の雇用について、そのポイントのみをわか

りやすくまとめたものです。より詳しく知りたいという方は、「発達障

がい者雇用受入れマニュアル」を併せてご覧ください。

○障がい者の雇用に関しては、職場の理解が非常に重要です。本書を是非、

職場内で回覧いただくなどして、理解を深める取り組みを進めていただ

ければ幸いです。

平成27年11月

宮崎県福祉保健部 障がい福祉課
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１）発達障がいとは

文部科学省が平成 2 4年に実施した通常の学級に在籍する発達障がいの可能性のある児童

生徒に関する調査によると、知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難

を示すとされた児童生徒の割合は推定値で 6 . 5％となっています。

発達障がいとは、先天的な脳の機能障がいです。企業で働く発達障がいの

ある人の中には「精神障害者保健福祉手帳」を持つ方もいます。そのため、

うつ等を代表とするその他の精神疾患と混同されてしまうことがありますが、

発達障がいは、生まれながらにして脳の発達領域（認知、学習、言語、社会

性、運動、手先の細かな動き、注意力、行動コントロール）に何らかの困難

が生じている障がいであり、後天的な精神疾患とは異なります。

（参考）

発達障害者支援法（平成 1 7年 4月施行）において、発達障がいは「自閉症、アスペルガー症候

群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であ

ってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。

１. 発達障がいの基礎知識

＜発達障がいの概念図＞
出典：厚生労働省ホームページ：パンフレット「発達障害の理解のために」
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自閉症スペクトラム障がい

これまでの自閉症やアスペルガー症候群などの診断カテゴリーの境界が

明確ではないことから、これを「連続体（英語で“スペクトラム”）」と

捉え、2013年に公表された現在の国際的診断基準「ＤＳＭ－５」において

「自閉症スペクトラム障がい」と定義されました。

前掲の＜発達障がいの概念図＞に示されている自閉症、アスペルガー症

候群が含まれる広汎性発達障がいとほぼ同じカテゴリーを指しており、以

下の３つの領域において、何らかの困難さを持った障がいです。

これらの障がいに基づくこだわりの行動は、それぞれに関係があり、障

がい特性の現れ方や組み合わせが人それぞれであるため、その障がいの理

解と支援に難しさがあります。

①社会性の障がい

他人との社会的関係性を構築することに困難さが見られます。殻に閉じこもった

り、引きこもったりという消極的行動のみでなく、道で見知らぬ人に突拍子もなく

声をかけてしまったりするなど、相手との距離感が分からないゆえに現れてしまう

行動も、社会性の障がいの特徴です。

②コミュニケーションの障がい

言語習得が遅れているのではなく、コミュニケーションの「質」に偏りや奇妙さ

のある障がいです。やたら難しい言葉を知っていて学者のような話し方をしたり、

自分の興味関心のあることだけ矢継ぎ早に話すなど、コミュニケーションが一方的

になってしまいがちです。また、相手の表情から意図を察するなど、言葉によらな

いコミュニケーション（非言語コミュニケーション）に苦手さがあるのも特徴です。

③想像力の障がい

経験の応用や、臨機応変な対応が苦手であるため、決められた一連の動き（ルー

ティン）であることを好みます。目に見えない「前提」や「暗黙の了解」を想像す

ることに困難があり、字義通りに受け止めるため、周囲からは非常識に見える行動

をとってしまうのもこの障がいの特性によるものです。
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学習障がい（LD）

知的発達の遅れがないにも関わらず、学習能力（読み、書き、計算など）の一部

に、困難さやアンバランスさがみられる障がいです。脳機能の障がいにより物の見

え方（視空間認知）が異なることが原因ではないかと言われています。

医療機関を受診した際の状況や医師の判断によって、特定の診断名が付けられ

ますが、発達障がいのある人は様々な特性を併せ持ち、またその現れ方も様々で

す。雇用現場での活用を目的とした本書では、自閉症スペクトラム障がいの特性

に焦点をあてて解説しています。

注意欠陥多動性障がい（ADHD）

注意を持続することに困難さがあり、忘れ物やケアレスミスを繰り返してしまう

（不注意）、じっとしていられず順番待ちが苦手（多動性）、後先考えない発言や

行動をとってしまう（衝動性）などの特徴がみられる障がいです。
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２）発達障がいに見られやすい特性

発達障がいは、得意な能力と不得意な能力のアンバランスが顕著に現れます。“彼

の能力からすれば、この仕事は任せても大丈夫だろう。”と周囲の期待が高くなりが

ちですが、思わぬところで、仕事上のつまずきが生じることがあります。

アンバランスの現れ方は人によって様々ですので、それぞれの方の強みや課題を把

握することが重要です。以下に挙げる特性についても、発達障がいのある人すべてに

当てはまるわけではなく、また、どの特性が当てはまるかも人によって異なります。

その人の得意・不得意な能力を丁寧に把握することが必要です。

発達障がいのある人の中には、物事の細かい部分によく気が付き、書類上のミスを

見つけるのが得意な人がいます。その反面、全体概要を把握したり、見えていないこ

とを想像したりすることが不得意な人も多いという傾向が見られます。

締め切りから逆算してスケジュールを組み立てることや、先を見通して今の仕事の

やり方を工夫するということは苦手ですが、ゴールの見えている仕事については集中

力を発揮して、丁寧に取り組むことができる人もいます。

◆細かいことによく気がつく ／全体把握が必要な「段取り」「先読み」の苦手さ

◆視覚と聴覚の情報処理のアンバランス

個人差はありますが、耳で聞いたことを記憶したりイメージしたりすることが苦手

な人が多く見られます。言葉で指示されると、すぐに忘れてしまったり、実際にどの

ように手を動かせばよいかがイメージできなかったりすることもあります。

このことで、単に記憶力が低いと判断するのではなく、目に見える情報については

記憶・理解する能力が高い場合があります。そのような人にとっては、フローチャー

トなど、目で確認できる指示内容を提示することによって、仕事の内容をより正確に

理解することができ、スムーズに業務を進めることができます。

（※真逆の特徴として、耳からの情報の方が入りやすい人もいます。）
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興味・関心のある分野へのこだわりが強いため、特定の分野については驚くべき

能力を発揮し、難しい熟語や専門用語を多用される人がいます。

その一方で、曖昧な表現（「適当に」「見栄えよく」など）に対する理解が苦手

で、相手の表情や、前後の会話の文脈から相手の意図をくみ取ることができず、コ

ミュニケーションが上手くいかないということが起こります。

◆特定の分野に優れた能力 ／ 「曖昧な表現」の理解が苦手

◆客観視が苦手 ／ マイペースに信念をつらぬく

自分の行動や発言が、周りの人にどのように受け取られるかを想像することが苦

手な人がいます。悪気がないにも関わらず、場にそぐわない行動や発言をしてしま

い、周囲から「変わった人」「空気が読めない」などと言われ、浮いてしまうこと

があります。この他にも、普段の何気ない態度など、周囲が注意しづらいことであ

ることも多く、本人も気づいて修正することができないため、いつまで経っても改

まらず、周囲との関係がぎくしゃくする要因に発展してしまうこともあります。

一方で、一般常識や周りの意見に流されず、独自のこだわりを持つ姿勢が強みと

なり、特定の分野で能力を発揮して活躍する人も多くいます。

◆ルールを重んじる ／ 「常識」「暗黙のルール」の理解のズレ

決められたルールのもとで働くことには安心感を持ち、真面目にルールを守りま

す。その反面、例外的なことがあったり、相手の立場によってルールが流動的にな

ることに対応できない場合があり、建前や立場といった目に見えないことに配慮し

た行動をとることが苦手です。また、曖昧な指示をはっきりさせようとすることな

どにより、「融通がきかない」と思われてしまうこともあります。社会生活を送る

上で、経験の中で自然に理解していく常識や、人間関係の暗黙のルールが身につい

ていないことにより、周囲との関係に溝をつくり、本人に“生きづらさ”を与えて

しまうことも少なくありません。
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◆感覚の独特さ

聴覚、視覚、触覚、味覚などが独特である人がいます。特定の音や臭いを嫌ったり、

感覚の過敏さゆえに特定の道具や食事にこだわる人もいます。あまりにも偏った食の

好みや、場所や道具の好き嫌いが、「わがまま」と受け取られてしまい、周囲の誤解

を招くこともあります。

例）・雷の音に異様なほどの恐怖心があり、雷雨予報の日は朝から会社に行けない。

・特定の柔軟剤以外の匂いに吐き気を感じ、洗濯のやり直しを家族に求める。

・体臭や口臭に敏感で、団体行動を拒む。

◆動作のぎこちなさ

体のバランスがとれず、歩き方や座る姿勢がぎこちなくなってしまう人がいます。

学校生活ではこれが、体育の不得意さにつながり、同級生にからかわれてしまうこと

があります。また、ぎこちなさが手先の不器用さに現れる人もいます。知的な能力と

は関係なく、ミミズが這ったような字を書いたり、靴紐が結べなかったりする人もい

ます。

一方で、楽器を弾いたり、絵を描いたり、特定の分野の指使いにおいて、器用さを

発揮する人もいます。



9

１）職場で想定されるコミュニケーション上のトラブル

▼「言葉の裏の意味の理解」が苦手

▼「段取り」「先読み」の苦手さ

優先順位を決めて段取りすることが苦手

発達障がいの一般的な特性に起因して、職場で想定されるコミュニケーション上

のトラブルを紹介します。

２. 発達障がい者とのコミュニケーション

複数のことを同時に考えることが苦手なた

め、一つひとつは問題なくできる業務である

のに、依頼が重なったことが原因で進め方が

分からなくなってしまうことがあります。複

数の仕事をまとめて依頼するのではなく、ひ

とつの仕事が終わったら次の仕事を依頼する

などの工夫をしましょう。どうしても、まと

めて仕事を依頼しなければいけない場合は、

優先順位を決めて依頼したり、期日を明確に

伝えたりすることが必要です。

相手の言葉の意図を汲み取ることが苦手な人が多く、「言わなくても分かるだろ

う」ということも、はっきり伝えなかったためにミスコミュニケーションとなって

しまうことがあります。本人も「言葉通りに」理解はしているので、受け答えの様

子から理解しているように思えたことも、結果的に理解が大きくズレている場合が

あります。相手を気遣った回りくどい表現が、コミュニケーションの溝を広げるこ

ともあるため、依頼したいことなどは、的確に伝えることが必要です。

言葉の理解が素直（字義通りに受け止める）
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▼「客観視」が苦手。相手の気持ちや場の空気が読めない

▼「常識」「暗黙のルール」の理解のズレ

▼感覚の過敏さ

１対１の場面では“よし”とされても、場

面が違えば控えるべき発言を、「いつもの通

り」発言してしまい、場の空気を悪くしてし

まうことがあります。その状況を客観視する

ことも苦手なため、相手の顔が曇っていたり、

周りが焦っていても本人は気が付きません。

本人には、悪意も、結果的であれ相手の立場

を悪くしてしまったという認識もないのが特

徴です。“少し変わった人”として周囲に受

け入れられればよいのですが、相手の気持ち

を汲まない発言が重なり、職場で孤立してし

まうケースも少なくありません。

白黒はっきりしている「ルール」には含まれ

ない「暗黙の了解」を認識することが苦手です。

周囲の様子を見れば察知できるようなことも、

本人の理解がズレてしまい、周りが戸惑う行動

につながることも少なくありません。「決まり

ごと」には厳格な方が多いので、「職場での約

束事・ルール」として明文化して伝えることで、

周囲との違和感を埋めていきましょう。

自宅で考えごとをする時のスタイル

聴覚が過敏なため、電話の音や、他の人が慣れてしまう程度の微小な機械音が気に

なってしまい仕事に支障が出る人もいます。業務に支障があれば、座席の配置を考慮

したり、周囲の理解を得てヘッドホンや耳栓を使用してもらうことをお勧めします。

一方、感覚を受取りにくい人もいて、自分自身の疲労を認識できないほど、長時間、

集中してしまうのは、この特性によるものです。体の疲労に気付かないまま、出勤で

きないほど、体調を崩してしまうこともあります。一定時間、業務を継続したら必ず

休憩をとるなど、ルールを決めて、体を休めることが必要です。

役員も出席する会議の席で…
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２）コミュニケーション課題への対応方法

発達障がいのある人は、外見からはその障がい特性が見えにくいことから、本人

も周囲も障がいに気づいていない、あるいは気づくのが遅れることに、その対応の

難しさがあります。悪気のない本人の言動等が周囲にフラストレーションを与えて

しまい、職場での軋轢につながってしまうことも少なくありません。職場に馴染め

ないことが原因で、「うつ」などの二次障がいを発症してしまう場合もあります。

発達障がいの特性を相互に理解することで、円滑なコミュニケーションを築くこと

ができ、共に働く人の心の安定にもつながります。

■ 視覚による指示出し

耳からの情報の受取りを苦手とし、視覚

により得られる情報の方が理解しやすい特

性（視覚優位）があります。メールやホワ

イトボードなどを使ってのコミュニケーシ

ョンを心掛けるとよいでしょう。

業務手順が明記された指示書やマニュア

ルがあれば作業時に間違いがありません。

完璧なマニュアルを用意しようとすると

周囲の負担になりますが、たたき台を作っ

て、修正・加筆を本人に任せることもお勧

めです。

■ 優先順位や手順を明確にした指示

先の見通しを立てることが苦手であるため、「段取り」をすることに困難さがあ

ります。自己判断が求められる臨機応変な対応も苦手であるため、複数の指示を出

す際には、優先順位を示すことをお勧めします。
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■ 指示内容、指示系統の統一

発達障がいのある人に対して、複数の人が指示を出したりすると、ニュアンスの僅

かな違いを言葉通りに受け止めてしまい、誰のどの指示に従ってよいのか、どう対応

していいかが分からなくなり、本来のパフォーマンスが発揮できないことがあります。

このため、できるだけ、業務を指導する担当者を一本化するとともに、業務ごとに

指示者が変わる環境であれば、業務の進捗状況を見ながら、次の指示を出すようにす

ることをお勧めします。

■ 「ホウレンソウ （報告・連絡・相談）」の徹底

発達障がいのある人の受け答えの様子から、理解できているだろうと思うことでも、

基本的な「ホウレンソウ」を行うよう、指導を徹底しておくことをお勧めします。進

捗報告のタイミングや、判断に迷った際の相談方法（誰に、どのような手段で）など、

予めルールとして決めておきましょう。口頭で報告することが苦手な方の場合は、決

まった様式で日報、週報を提出してもらうことで、進捗管理を行うことが有効です。

■ 感情をはさまず、簡潔明瞭に伝えること

発達障がいのある人は、曖昧な表現や、相手の感情を推察したり、意図をくみ取る

ことなどが苦手なため、簡潔明瞭な表現で伝えることをお勧めします。

例）「これも別に悪くはないのだけれど。もう少し、綺麗にしてくれると嬉しいなぁ。」

・悪くはない…「悪い」ではないので指摘されていることに気付けません。

・もう少し、綺麗に… 程度が曖昧であるため、どれくらいかというイメージがつきません。

・嬉しいなぁ…「○○だと嬉しいなぁ」という表現を、依頼であると認識できない場合があ

ります。

例）「この状態ではまだ完成として認められません。半角と全角の英数字が混ざっている

ので、全て半角に統一して下さい。」

（パソコンによるデータ入力時のフォント統一の指示）



※注：発達障がいのある人（主にADHDの人など）には、「不注意さ」を強い障がい特性として持っている人も
います。その人にとっては最も苦手な業務となりますので、その人の特性を見極めることが重要です。

■ 細部への注意と正確さが要求される業務

細かいところに「こだわり」をもつ特性は、間違いを許せない「厳密さ」と「正

確さ」という強みとなって業務に活かされます。うっかり見落としてしまいがちな

データの処理や、照合作業など、ミスなく正確にやり遂げることができます。

例） 数値データ入力、文書入力、資料のファイリング・スキャニング、書類照合作業など
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本人や職場の少しの工夫でコミュニケーションの課題に対応することができれば、

障がい特性を強みにして働くことも可能です。個人差はありますが、発達障がいのあ

る人が能力を発揮しやすい業務を紹介します。

■ 定型的な繰り返し業務

「いつも通り」であることを好み、定型的な業務や飽きてしまいそうな反復作業

にも、高い集中力をもって取り組むことができます。

例）物流倉庫でのピッキングやライン作業、研究検査、設備点検、

郵便物の受取り・仕分け・送付、店舗での品出し、コピーなど

３. 適性を発揮しやすい業務



■ 明確な手順が定められた業務

臨機応変な対応がその場その場で求められる業務には苦手さがある反面、予め手順

が定められた業務については、抜けや漏れといったミスなく、丁寧にやり遂げること

ができます。

また、興味や関心のある分野において突出した知識をもち、ＩＴ関連の業界で活躍

する人も少なくありません。

例）パソコンの初期設定・キッティング、ソフトウェア開発・検証、

プログラミング、ＩＴサポート、サーバー監視、翻訳など

■ 数字や統計データを扱う業務

個人の感情や、曖昧な対応が入り込む余地がない、明確な事実を扱うような業務に

おいては能力が発揮されやすく、機械的な暗記を得意とすることから、専門的な資格

を取得している人もいます。

例）財務、会計、給与計算、伝票照合、勤怠集計など

14



会社の方針として、社会貢献の観点から、発達障がいのある人の
雇用を開始しました。以前から、聴覚障がいのある人を雇用してい
たこともあり、弊社の業務に対応可能な方であれば、積極的に受入
れていこうという考えでした。
そのようなタイミングで、みやざき障害者就業・生活支援センタ

ーから紹介があり、初めて発達障がいのある方を採用することとな
りました。コミュニケーションの取り方や指示の出し方に最初は不
安もあったので、ジョブコーチ制度を利用しました。最初の２週間
は本人の業務の様子をみてもらい、伝わりやすい指示の出し方など、
本人への関わり方について助言をいただきました。その後も、ジョ
ブコーチに電話で相談したり、打ち合わせを重ねたりすることで、
不安も少しずつ解消されました。発達障がいに関する書籍も参考に
しましたが、何よりも、目の前にいる方を理解しようと、日々のコ
ミュニケーションの中で向き合ったことが、本人の理解につながり、
今では、本当に「素直」な人だなぁ、という印象です。
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１）株式会社アメニティー・エクスプレス

ゼネラルマネージャー（ＧＭ）
北野 純 さん

使用する機械に、手順が図や表・写真で記されたマニュアルを貼って、
それを見ながら作業をしています。これは障がいのある方の受入れ時に
作成したものですが、その他の社員にも分かりやすく、作業ミスが減り、
結果として職場全体の作業効率向上につながりました。

どんな仕事を任せても非常に正確に仕上げてくれます。洗濯後のタオル類をまとめて、全自動の機
械でたたむ業務がありますが、重ね方が粗いと仕上がりが崩れます。一つひとつの作業にこだわって、
丁寧に行う本人の特性が、作業上の「強み」として活かされる業務であり、適材適所の配置が実現で
きたと思います。作業スピードもどんどん速くなっており、生産性の向上にも貢献してくれています。

視覚情報で手順を明確化

細部へのこだわりを「強み」として活かせる業務で戦力に！

４. 雇用事例の紹介

■設 立 平成14年1月 （本社）

■従業員数 67人（本社） ／ うち障がい者3人

■事業概要 白衣・老人施設ユニフォームレンタル及び、タオルレンタル、販売

１

２



16

１日の始まりは社内の
掃除から。先に出勤した
社員が掃除済みの場所に
印の付いたエリア表を確
認し、未着手箇所を掃除します。このエリア表は
以前から運用されていたツールですが、障がい者
雇用にも適応できる仕組みでした。

担当業務の中心は洗濯業務。午前中と
昼食後１５時ごろまで行います。手順
が一目でわかるマニュアルが貼られて
いるので、ミスが発生しにくい仕組み
になっています。

全自動たたみ機を使っての
タオルたたみ業務。端をきちんと揃える
か揃えないかで、仕上がりの差は歴然で
す。生産性を上げるためにはスピードも
問われる業務ですが、すっかりベテラン
社員の浜砂さんは、北野ＧＭよりも作業
が速いとのこと。戦力として職場になく
てはならない存在です。

←同僚たちとテレビを観
ながら休憩。母親世代の
パートさんも多い職場で、
我が子のように可愛がら
れています。

15:00

休憩

12:00

休憩 １

２

▶浜砂 圭史郎 さん（在籍９年）

宮崎事業所の中では北野ＧＭに次いで２番目に社歴が長い大ベ
テラン。仕事の正確さに定評があり、後輩社員に業務のレクチャ
ーもしています。最初の頃は、北野ＧＭが他の社員との間に入り、
会話をつないでいたそうですが、もともとの柔らかな性格もあっ
て、今では誰とでも直接コミュニケーションを取りながら業務を
行っているとのこと。お酒も好きで、会社の飲み会にも参加して
います。社員旅行先の福岡で勤続５年の表彰をされた夜は、北野
ＧＭと屋台で乾杯した思い出もあるとか。

忘年会では、アイドルファンの浜砂さんが振付を教
えて、男性社員がダンスに挑戦！ →

出勤

終了



障害者雇用率制度に基づく雇用人数が不足していたため、障がい
者雇用は全社的な課題でしたが、営業職が多い会社の特性上、なか
なか採用を進められずにいました。３ヶ所あったコールセンターを
統一して宮崎に立ち上げることにより、内勤業務がまとまった量と
なったため、業務支援担当者を配置して、かねてから検討していた
障がい者雇用をいよいよスタートしました。
私自身、障がい者雇用が初めてだったので、不安はありましたが、

「仕事をしたいという意欲」のある人の力になりたいという気持ち
の方が強く、初めて発達障がいのある人に会った時も、思ったより
もコミュニケーションが取れることに安心しました。

とはいえ、ともに働く上で分からないことも多かったため、宮崎障害者職業センター
の障害者職業カウンセラーの方に、障がい特性に関する研修を行っていただきました。
今ではその研修内容をもとに、新しいスタッフには私が講師として研修を行っています。
周りのスタッフにとって、この研修が障がいのある人と接する上での安心感につながり、
障がいについて関心を持つきっかけになっているようです。

コールセンター長
伊元 貞治 さん
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２）クルーガーグループ株式会社 宮崎支店

障がいのある社員のために作成したマニュアルもありますが、ご紹介す
る畑さんからは、自分でメモを取りたいとの要望がありました。受け取っ
た情報を、自分で整理し、確認した方が理解しやすいということで、メモ
を取った後は、自分のノートに清書をして、独自のマニュアルとして活用
しています。

資料の電子化業務を任せていますが、優先順位の高いものから順次、一まとまりごとに渡し、
終了後に次のものを渡しています。手渡しするタイミングで進捗管理もできますし、必要があ
ればその際に『報連相』を受けることもでき、本人の安心感にもつながっているようです。

１

２

入社以来書き続けてい
る独自マニュアル。社外
秘なので表紙だけ。→

■設 立 平成7年3月 （本社）

■従業員数 278人（本社）41人（宮崎支店） ／ うち障がい者6人

■事業概要 日本放送協会（NHK）放送受信料の契約・収納業務、衛星契約勧奨・収納勧奨・総数開発勧奨、

コールセンター運営業務、アウトバウンド・インバウンド その他、上記に関わる一切の業務

自身で取ったメモをもとに自分専用マニュアルを作成

業務の依頼は優先順位を明確に

※NHKの営業活動をサポートしている企業です。
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出勤

15:30

休憩

出社、まずは10分間の業務ミーティング。
伊元センター長より、当日の業務スケジュール
の指示を受けます。耳で聞いた情報を畑さん自
身がメモにとり、その日の流れを確認します。
メモが取りやすいように、指示は「ゆっくり」
「具体的に」している、と伊元センター長。

資料をスキャンして、電子化する業務。
その日に電子化する資料を一度に受け取
るのではなく、優先順位が高いものから
順に受取りスキャンします。

契約に関するデータを
パソコンで入力する業務。
入力場所や注意点が異なる３種類の業務を担当
しているため、分かりやすくイラストを多用し
た、『図解マニュアル』を参考に、入力作業を
進めます。

一日の業務報告を上司に口頭で報告。お疲れさまでした。

１

▶畑 宗明 さん（在籍１年３ヶ月）

現在、畑さんが所属するグループは、畑さんを含め４名の
発達障がいのある人が働いており、数か月前から、持ち回り
の“リーダー制”に取り組み始めました。持ち回りでリーダ
ーとなるため、業務や各自の体調について、チーム内での情
報共有・相談が頻繁に行われています。畑さん自身も、気に
なることや体調の変化は、些細な事でも報告するように心が
けているそうです。

チームのみなさんと一緒に業務に取り組む畑さん。
「困ったことがあったりすると、同僚が教えてくれます。」→

２

契約書枚数の確認
作業。翌日、この
書類をもとにコミ
ュニケーターがお

客様に電話するための重要な作業です。
『数え間違えのないように』と指示したと
ころ、畑さん自身が業務効率を考え、『３
０枚』単位で数えてから計算機で足し合わ
せていくと決めて作業しています。５０枚
だと万が一数え直しが発生した際に時間が
かかり、３０枚が一番効率がいいのだそう
です。

17:00

休憩

終了

19:30

休憩



障がいのある人を雇用する時は、以下のような流れで取り組みます。順を追ってい

くつかの行程があり、労力もかかりますが、採用時に適性・能力を把握するとともに、

長く働いてもらうために必要なステップです。

１）雇用の流れ
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５. 雇用しようと思ったら

①社内コンセンサス

障がい者雇用を進めていくためには、経営者等の理解を得て、会社全体で取り組ん

でいくことが必要です。そうすることで、障がい者雇用担当、受け入れ部署の一部の

社員に負担がかかることを防ぐことができます。

②障がい者雇用方針の決定

障がい者雇用を進めていくことが決まったら、次は雇用方針を決めます。実際にど

のような形で雇用を進めていくのか、どのような体制を作っていくのかなどについて

検討します。初めて障がい者雇用に取り組む場合などは、先進的な障がい者雇用企業

などを見学して、イメージを固めていくこともよいでしょう。
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③職務選定・労働条件等の整備

次に大切なのが職務の選定です。一部署の欠員補充として採用するのではなく、障

がいのある人が取り組むことができる業務の切り出しを行います。ひとつの部署で業

務の切り出しが難しい場合は、部署をまたいで、適する業務を集めて１日の業務スケ

ジュールを作成します。（発達障がいのある人に適している業務は13～14頁を参照）

業務が決まったら労働条件を整えます。業務内容も考慮してどの時間帯に何時間働

いてもらうのか、雇用形態、給料、その他必要スキルなどを決定します。

④募集活動

職務と労働条件が整ったら、いよいよ募集活動です。基本的にはハローワークに求

人票を提出して募集を開始します。ハローワークを中心として、本ガイドブック巻末

に掲載されている障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、発達障

害者支援センターなどにも連絡をして相談するのも一つの方法です。

Aさんの業務

Bさんの業務

Cさんの業務

発達障がいDさんの業務

⑤実習・面接・採用決定

職場で想定されるコミュニケーションや業務に関する課題については、面接だけで

見極めることが難しいため、事前に職場実習を行うことをお勧めします。受入れ側だ

けでなく、本人にとっても職場との相性を見極める貴重な機会となります。

その後、面接を行いますが、実習～面接を通じて確認すべき項目は、「業務スキル

や能力」だけでなく、「意欲」「協調性」など、長く働くために必要な社会性につい

ても確認します。その他にも障がいの自己理解（自身の障がいをどのように理解して

いるか）や職場で配慮すべき事柄も大事な確認ポイントです。



２）就労支援機関

発達障がい者の雇用を支援する機関には様々なものがあり、支援内容も

それぞれ異なります。就労面、生活面、医療面など相談内容によっては相

談先が異なるので、一度確認してみるとよいでしょう。各支援機関は必要

に応じて様々な形で連携をとり、発達障がい者の支援を行っています。

発達障害者
支援センター
（乳幼児期～成人期）

・総合相談
・就労相談

など

ハローワーク
・職業相談
・職業紹介
・雇用相談

など

障害者就業・生活
支援センター

・就労相談
・生活面の相談

など

宮崎障害者
職業センター

・職業評価
・職業準備支援
・ジョブコーチ支援

など

福祉機関
・就労移行
・自立訓練

など

医療機関
・病院

保健機関
・保健所

など

その他機関
・大学（学生相談室）

・若者サポートス
テーション など
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３）支援制度

制度名 内容 お問い合せ先

職場適応援助者（ジ
ョブコーチ）支援事
業

職場にジョブコーチが出向いて、障がいのあ
る方や事業主に対して、雇用の前後を通じて障
がい特性を踏まえた直接的、専門的な支援を行
う。支援期間は、標準的には２～４か月である
が、１～７カ月の範囲で個別に必要な期間を設
定する。

宮崎障害者
職業センター

委託訓練 企業等の現場で、専門支援員等の支援を受け
ながら、１～３か月程度障がい者を訓練生とし
て受け入れ委託訓練を実施する。賃金は必要な
く、訓練生１人に対し、月額６万円又は９万円
の委託料が支給され、訓練終了後に雇用するこ
とも可能。

県障がい福祉課

発達障がい者を雇用する際の支援制度、助成金を紹介します。

①活用できる制度

②活用できる助成金

※助成金支給には要件がありますので、必ずハローワークにご確認下さい。
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制度名 内容 お問い合せ先

トライアル雇用助成
金（障害者トライア
ルコース）
 

就職が困難な障がい者を、ハローワークなど 
の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主
に対して助成されます。※精神障がい者や発達
障がい者については、週20時間未満の短時間ト
ライアルコースもあります。 
 

ハローワーク

　障がい者等の就職困難者を、ハローワークな
どの紹介により、継続して雇用する労働者とし
て雇い入れた事業主に対して助成されます。 

特定求職者雇用開発
助成金（発達障害者
・難治性疾患患者雇
用開発コース） 

発達障がい者や難治性疾患患者を、ハローワ 
ークなどの紹介により、継続して雇用する労働
者として雇い入れた事業主に対して助成されま
す。

ハローワーク

特定求職者雇用開発 
助成金（障害者初回
雇用コース）

障がい者雇用経験のない中小企業で、雇用義
務制度の対象となるような障がい者を始めて雇
用し、これにより法定雇用義務を達成する事業
主に対して助成されます。

ハローワーク

 
特定求職者雇用開発
助成金（特定就職困

難者コース） 

 
ハローワーク 






