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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、実際に雇用するための採用手順、採

用後の雇用管理（マネジメント）のポイントを紹介しています。

「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。

既に雇用をしている企業のご担当者さまにもご利用いただけるよう、巻末

に面接チェック表などの様式例をまとめた資料編もご用意いたしましたので

ご活用ください。

【雇用受入れマニュアルの活用方法】

○本書は「発達障がいやその雇用管理に関する基本的な知識」、「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」、「雇用管理のポイント」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、採用までの流れから、雇用管理
までをまとめた「実務編」です。「基礎編」となる「発達障がい者雇用ガイド
ブック」には、発達障がい者雇用の先進的な事例も紹介されていますので、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

１．発達障がいの基礎知識

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。

＜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」

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。
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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。

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。

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。
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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。

◆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

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。

◆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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◆特定の分野に優れた能力 ／ 「曖昧な表現」の理解が苦手

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。

◆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。
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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。

３）職場で想定されるコミュニケーション上のトラブル

▼「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

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。

▼「言葉の裏の意味の理解」が苦手

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

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。

役員も出席する会議の席で…

▼「常識」「暗黙のルール」の理解のズレ

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
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▼「曖昧な表現」の理解が苦手

曖昧な表現や基準が明確でない指示に関して、相手の思いや意図を推し測るこ

とに苦手さがあります。私たちが日常的に使っている表現の中にも、判断基準が

明確でない「曖昧な表現」が実はたくさんあります。以下のような伝え方では、

意図が正しく伝わらず、伝え手の期待するリアクションが得られないことがあり

ますので注意しましょう。

例）

・「ちゃんとやってよ！」

・「きれいにしておいて」

・「適当にまとめておいてくれればいいから」

・「この前のあれ、持ってきて」

期待どおりにならないことは伝える側にとってもストレスですし、発達障がい

のある人にとっても、自分なりに理解しようとした結果、怒られるようなことが

続いてしまうのはストレスです。相手に求めること、期待するアウトプットのレ

ベルを具体的な言葉で表現し、ミスコミュニケーションによる不要な衝突を避け

ましょう。

▼感覚の過敏さ

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。
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４）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。

業務指示書

■ 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。



13

■ 「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。

■ 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。

■ 感情をはさまず、簡潔明瞭に伝えること

発達障がいのある方は、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）
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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。

５）適性を発揮しやすい仕事、苦手な仕事

■ 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

※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。

■ 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

■ 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
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■ 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

■苦手とされる業務

その場の状況に応じた臨機応変な対応や判断を求められる業務に苦手さがあり

ます。また、優先順位付け・段取りが不得意な人が多いため、スケジュール管理

（特に複数の業務を並行して把握する必要のあるもの）を伴う業務にも、苦手さ

があります。

例） 電話対応、マニュアルを適用できない接客業務、プロジェクトマネジメントなど
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１）採用の手順

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。

２．採用までの流れ

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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④募集活動・見学会

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、18～19頁に掲載され

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などの支援機関にも

連絡をして相談するのも一つの方法です。

ある程度の応募者が集まったら、見学会を行うこともお勧めです。実際に職場を見

に来てもらい、会社のPRをすると同時に、応募者に会う機会の一つになります。見学

会については、22～23頁をご参照ください。

見学会を実施する際は、公開求人の場合は、あらかじめ求人票に見学会を実施する

旨の記載をしておきます。非公開求人の場合は、支援機関に情報提供しておくとよい

でしょう。

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14～15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。

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。詳細は24

頁以降に記載しています。

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。面接チェック表は本マ

ニュアル巻末の資料にありますので活用してください。
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⑥雇用開始・定着支援

雇用することが決まったら、その方のプロフィールを関係部署で共有するとともに、

指導担当者を１名決定します。指導担当者は人事担当者ではなく、実際に業務の調整

をしたり、障がいのある人からの業務確認や、報告、質問等に対応する職員の方をお

勧めします。

また面接で確認した配慮事項や特性に合わせて、机の配置や最終的な業務スケジュ

ールの調整をしていきます。ジョブコーチ制度などを活用することもお勧めします。

２）就労支援機関
発達障がいのある人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

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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【主な就労支援機関のご紹介】

障がいのある方の就職や生活の相談、企業の障がい者雇用相談
に応じる「総合窓口」です。雇用の際に利用できる制度や助成
金などの情報提供を行います。

障害者就業・生
活支援センター
（県内７か所）

発達障がい者への支援を総合的に行う専門的機関です。発達障
がい者やその家族からの相談に応じるとともに、就労支援など
を行っています。

発達障害者
支援センター
（県内３か所）

障害者に対する専門的な職業リハビリテーションサービス、事
業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関
係機関に対する助言・援助を行っています。

障害者職業
センター

（県内１か所）

【障害者就業・生活支援センター一覧】 ※お近くのセンターにご連絡、ご相談ください。

名称 運営主体 住所 電話

みやざき障害者就業・
生活支援センター

社会福祉法人

宮崎県社会福祉
事業団

〒
 
880-0902

宮崎市大淀4丁目6番28号（宮交シティ
内2F） 

(0985)63-1337

みやこのじょう障害者
就業・生活支援セン
ター

社会福祉法人
奨禮会

〒885-0071
都城市中町1街区7号 IT産業ビル1F

(0986)22-9991

こばやし障害者就業・
生活支援センター

社会福祉法人
燦燦会

〒886-0008
小林市本町32

(0984)22-2539

ひゅうが障害者就業・
生活支援センター

社会福祉法人
浩和会

〒883-0021
日向市大字財光寺桃ノ木515番地1

(0982)57-3007

のべおか障害者就業・
生活支援センター

社会福祉法人
高和会

〒882-0836
延岡市恒富町3丁目6-5

(0982)20-5283

たかなべ障害者就業・
生活支援センター

社会福祉法人
光陽会

〒884-0002
児湯郡高鍋町大字北高鍋1091-1
高鍋電化センタービル1F

(0983)32-0035

にちなん障害者就業・
生活支援センター

社会福祉法人
にちなん会

〒887-0021
日南市中央通2-5-10

(0987)22-2786



① 繰り返し行う仕事

② やらなければならないが後回しにしてしまう仕事（社員が時間外に行っていた

仕事など）

③ プロセスや業務を細分化できる仕事

④ 単純だが時間がかかる仕事

⑤ 比較的量の多い仕事
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１）担当業務選定のポイント

３．業務切り出しのポイント

発達障がいのある人の中には、スキルが高い人も多いのですが、「既存職種の
欠員補充として採用」することはお勧めしません。発達障がいのある人が取り組
むことができる業務を社内の中から切り出して、業務を新たに選定することをお
勧めします。発達障がいのある人が適性を発揮しやすい業務は14～15頁をご参照
ください。業務を選定する際のポイントは以下のとおりです。

業務選定のポイント

＜ノンコア業務を切り出す＞

A課 コア業務
ノンコア
業務

「既存業務をあてはめる。」のではなく、発達障がいのある人が得意とする業務
を切り出します。

社内には多くの仕事が眠っています。選定のポイントに沿って業務を切り出すと、
業務が整理され、業務の効率化にもつながります。一つの業務を一貫して任せるの
が難しい場合は、業務を細分化し、その一部を発達障がいのある人に担当してもら
います。また、特定の部署の中から１人分の業務を切り出すことが難しい場合は、
部署をまたいで、発達障がいのある人に適する業務を集める方法もあります。
上記の条件にあてはまる業務を切り出す際には、巻末資料の業務切り出しシート

を活用してみてください。
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２）業務の細分化、切り出し方

発達障がいのある人が、一貫して担当することが難しいような専門的な業務に
ついては、業務を細分化したなかで、対応可能な業務を切り出していきます。

例） 経理業務の場合

経理
業務

・データ入力
・振込リストを作成
・領収書整理
・請求書発行
・伝票整理
・現金精算 など

細分化

・データ入力
・請求書発行
・現金精算

・振込リストを作成
・領収書整理
・伝票整理

一つの業務又は特定の部署では十分な業務が切り出せない場合、他の業務又は
他の部署にまたいで業務の細分化を行って、発達障がいのある人の１日分の業務
を集めます。

３）業務スケジュール作成の手順
業務について、次の手順で１日のスケジュールとして組み立てていきます。
業務が細切れになるほど、指示出しやホウレンソウの回数が増えることにより、

業務管理側の負担が増えます。このため、ある程度のボリュームがある業務を核と
して、スケジュールの空いている時間をスポット業務で埋めていきましょう。

① 仕事の
リストアップ

② 核となる仕事を
決める。

③ スポットの仕事
を組み合わせる。

④ 確認

・部署に関係なく、できる仕事をリストアップ
・出せるものは全て出してみる。

・２時間程度のボリュームがある仕事を選定
・可能なら毎日ある仕事（難しい場合は曜日固定でも
可）

・３０分程度の仕事を、核となる仕事に組み合わせる。
・スケジュールに入らないものは、予備の仕事（手が
空いた時に行う仕事）にしておく。

・業務スケジュールに、不都合なところなどがないか
を確認する。

・仕事の準備に必要なものなどを確認する。
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発達障がいのある人は、想像することに不得意さがあるため、求人情報のみで応

募することに不安を感じる場合があります。一般的な採用フローにはあまり盛り込

まれないイベントですが、百聞は一見にしかずで、職場見学を通じて、職場環境や

働くイメージが明確になり、応募してもらいやすくなるのでお勧めです。

◇コラム ～職場見学会のポイント～

◆当日までに準備すること

① 支援機関からの「プロフィール票」

障がい特性による得意なこと・不得意なことや、過去に経験した仕事内容など

をまとめた「プロフィール票」の提出をお勧めします。各支援機関が独自の様式

を持っていますが、複数の支援機関から統一した様式で提出してもらいたい場合

は、企業側で作成した様式への記載を依頼することも可能です。巻末資料編の記

入例を参考にしてみてください。

② 実習業務スケジュールの決定

見学会参加者に、次のステップとして「実習」を行うことを説明します。切り

出した業務の中から、実習で実施するものを決定し、参加者に伝えてイメージを

もってもらえれば、実習への応募につながる可能性も高くなります。実習時間は

１日４～６時間で、最短でも土日を挟んで１週間程度の実施をお勧めします。

実習受入れについては、24頁以降に詳しく記載しています。

③ 会社説明資料

参加者に会社概要を説明するための資料として、会社パンフレットや、新卒・

中途採用時に使用しているものを活用すればよいでしょう。

④ 場所の確保

参加人数にもよりますが、応募者本人に加えて、支援機関担当者が同行するこ

とも考えて、ある程度の広さの会議室をおさえてきましょう。

⑤ 社内周知

フロア見学を伴いますので、実施日時を社内でも周知しておきましょう。
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13:00～ 開始 ／ 社員あいさつ

13:05～ 会社概要の説明

13:15～ 実習業務の説明

13:25～ 参加者の自己紹介

13:35～ 質疑応答

13:45～ 社内見学

14:00 終了

◆モデルスケジュール

◆見学会当日に確認しておくべきこと

見学会参加者は、実習候補者であり、最終的には採用候補者となります。職場環

境を見てもらうための見学会ではありますが、受入れ側の立場からも、候補者の以

下のポイントについて観察しておくとよいでしょう。

・本人の働く意欲

・支援機関担当者と本人との関わり方

「支援者や家族に言われたからなんとなく参加した」という程度の動機では、長

く働くことはできません。また、長く働く上で頼りにしたいのが支援機関の担当者

です。企業目線で、必要な時にサポートをしてくれる存在であるかどうか、コミュ

ニケーションの中で確認をしておきたいポイントです。
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１）実習企画のポイント

４．実習受入れ

発達障がいのある人は障がい特性が見えにくく、また、特性の現れ方も人それ

ぞれです。面接だけで採用の可否を判断してしまうと、企業が求める人材像と障

がいのある方の適性が合わない、いわゆる雇用のミスマッチにつながりかねませ

ん。そのため、是非、実習を実施することをお勧めします。

実習
の日程

【日数】 ３日間～10日間程度
【時間】 １日４時間以上

実際の業務スケジュール通りでなくても可

雇用後、業務上で対応する人が、実習で対応することをお勧めします。
人的・物的環境も含めた適性を見るためです。

＜実習のメリット＞
▼ 実習参加者の得意、不得意を知ることができる。
▼ 実際にどのような仕事ができるかを見ることができる。
▼ 自社に合った人材かどうかを確認することができる。
▼ 社員の障がい者雇用への理解促進につながる。（不安解消※）

※ 実習をすることが決まったら、

・実習日程（期間、時間など）
・実習生の名前、顔写真などごく簡単なプロフィール

を受入担当部署だけではなく、広く周知して、発達障がいのある人を受け入れる
雰囲気づくりを進めます。社員は、どのような障がいを持つ人が、やってくるの
か分からないことで不安を抱くものです。社員に向けて、職場実習説明会を行う
ことも有効です。
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職場実習には雇用を前提としない体験実習もありますが、採用活動の中で、雇用

につなげるための実習を行うのであれば、きちんとした準備をしておくことが必要

です。企業にとっても、参加する応募者にとっても、共に長く働くことができるか

どうかを見極めるための貴重な時間です。目的に沿って、準備を整えましょう。

２）実習前日までに準備しておきたいこと

＜準備すること・もの＞

▼ 実習中のルール
▼ 実習業務に必要な備品
▼ 社員への周知
▼ 評価のポイントの明確化
▼ 誓約書

▼実習中のルール

実習とはいえ、その期間中は社内のルールに従っていただくことになります。社
内での決まりごと、設備の使用方法、実習のスケジュールや、緊急時の連絡先など
を明記したものを準備しておきましょう。実習初日はこれをもとに、30分程度のオ
リエンテーションの実施をお勧めします。

▼必要な備品の準備

パソコンや作業着など、実習業務に必要な備品を準備しておきます。使用上の諸
注意がある場合は、「実習中のルール」にも記載しておきましょう。

▼評価のポイントの明確化

採用を決める際には、パソコンの技術など、職務スキルに着目しがちですが、
発達障がいのある人と共に働く上では、コミュニケーションの取り方が重要なポ
イントです。コミュニケーションが「取れる、取れない」ではなく、どのような
場面が苦手なのか、どのような配慮があれば共に働くことができるのか、実習期
間中に明確な基準をもって評価をしましょう。評価者が複数名の場合、個人の印
象によって評価が左右しないように、評価表を作成して基準を明確化しておくこ
とも必要です。

実習評価表のサンプルと、チェックポイントについては31頁～32頁で詳しく解
説します。
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▼誓約書

実習業務の中で、個人情報や機密事項に触れる可能性があるなど、誓約書の取り

交わしが必要と判断される場合は準備しておきましょう。インターンやアルバイト

の採用の際に使用している書類があれば、それを使用して構いません。本人の捺印

が必要であれば、実習初日に印鑑を持参してもらえるよう、参加者に伝えておきま

す。

実習に係る誓約書 

 

 

私は、            社の実習に参加するにあたり、下記の事項を理解した 

うえで、確実に約束を守ることを誓います。 

 

 

 

記 

 

 

1. 貴社で働くにあたっての基準となるルールを社員同様に守り、担当者の指揮に従って 

目的に沿うよう誠実に実習をします。実習中に知った情報を業務中、業務外、あるいは 

実習終了後を問わず、第三者に話したり書類を見せるなどの行為はしません。 

2. 実習に関する提出書類には、虚偽の記載は一切しません。 

実習期間中、体調不良など、急に休まなければならなくなった場合は、ただちに担当者 

へ連絡します。 

3. 実習期間中に発生した著作権及び所有権の全ては、貴社にあります。 

4. この誓約書に定めていないことについては、担当者の指示を仰ぎその指示に従います。 

5. 万が一、実習先企業で実習生として不適当であると判断された場合には、実習期間中で 

も実習を中止されても異議を唱えません。また、その場合は実習先企業などのきまりに 

基づく処分、法律に乗っ取った対応に従います。 

6. 上記に関するトラブルについての管轄は東京地方裁判所とします。 

7. この誓約に定めていない事柄と、この誓約書の運用、解釈に疑わしいものが生じた場合、 

法令または慣習に従い協議の上、誠意をもって解決します。 

以上   

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

実習者氏名                 印   
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３）プロフィール票の見方

実習参加者の基本的な特性を把握しておくため、予め支援機関を通じてプロフィー
ル票を提出してもらいましょう。支援機関によって書式は様々ですが、チェックすべ
きポイントを押さえて、気になる箇所は支援担当者に確認しておくのがよいでしょう。

    【プロフィール票】

＜記入日＞

フリガナ

氏名

生年月日

度　・　級

住所

通勤時間

連絡先 ① （自宅・携帯） ② （自宅・携帯）

性格（長所）

性格（短所）

例）

例）

有効な指示の
仕方

企業での
就労経験

直近の
就労期間

有
 ・
無

業務内容

パソコンスキル

法人名

事業所名

ご担当者名

住所

TEL FAX

緊急時連絡先

 mail

応募企業名：

年　　　　　月　　　　　日

得意なこと

得意な事柄 具体的な内容

細かい照合など 照合作業・文字校正など

最寄り駅 線

分

駅

〒

　　     年　　    月から
　　     年　  　  月まで

自宅から会社まで

※上記で連絡がつかない場合

苦手なこと

苦手な事柄 配慮した方がいいこと・対応例

電話や大きな話し声 状況によって耳栓を使用

男   ・   女

通勤手段 電車　　・　　バス　　・　　車　　・その他

都・県

年　　　　月　　　　日　　　　歳

区

証明写真

(可能でしたら、
顔写真を

お貼り下さい)

性別

＠

使用可能なソフト
Word ・Ecxel ・PowerPoint ・Illustrator ・他（　　　　　　　）

   ＜支援担当者＞

*このプロフィール票は今回の応募企業のみに限定して使用いたします。

手帳取得日

分類

等級

　　　年　　　　月

障がい内容

昭和
平成
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原因は明確ではありませんが、発達障がいのある人は疲れやすい傾向があり

ます。脳がストレスや環境の変化に弱いことが原因の一つではないかと言われ

ています。本人が希望する場合でも、あまりにも通勤時間が長い場合は（目安

として１時間を超える場合）、本当に通い続けることができるのか、支援機関

の意見や、実習の様子を見て、見極める必要があります。

チェックポイント

「学習障がい（LD）」「注意欠陥多動性障がい（ADHD）」など、特定の診断

名が付くことがありますが、多くの場合、診断名単独の障がい特性だけでなく、

自閉症スペクトラムを含む広汎性発達障がい全般の特性を併せ持っていると考

えられます。同じ診断名でも特性の現れ方は人それぞれであるため、診断名だ

けに着目するのではなく、本人の得意・不得意を見極めることが必要です。

社内の業務の中に、適性を発揮できるものがないか、切り出した業務以外の

業務をもう一度見直してみましょう。

苦手なことを、「出来ないこと」と一括りにするのではなく、障がい特性に

より出来ないことと、何らかの対応・配慮があれば出来る（出来るようになっ

ていく）ことに分けて考えましょう。雇用する上では、本人の成長を期待する

ことも必要です。

就労期間を確認するとともに、その期間が、障がいをオープンにした上での

就業であったのか、障がいを周囲又は本人も分からない状態での就業であった

のかを確認しましょう。障がいに対する理解・配慮のない職場を転々としてし

まい、在職期間の短い職歴を重ねている人もいます。

今回、障がいをオープンにした初めての就業となるのであれば、環境次第で

長期間就業できる可能性があります。一方で、オープンにしていた職場でも長

く続かなかった経歴がある場合、その要因を確認して、職場環境整備の参考に

する必要があります。
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４）実習中の配慮事項

◆社内設備の説明

初日のオリエンテーションで、実習中のルールと共に、社内設備の説明をしてお

きましょう。トイレの場所や、プリンターやセキュリティカードの使い方（必要に

応じて）を伝えておけば、その都度、案内をする必要もなくなります。昼食をとる

場所についても、お昼休憩の時間の決まりとともに伝えておきましょう。

◆特別な配慮がある場合の社内周知

聴覚に過敏さがあり耳栓を使用して業務にあたるなど、特別な配慮が必要な場合

には、同じフロアの社員にその旨を周知しておきましょう。不要な誤解や不安を避

けるためです。

◆支援機関担当者の訪問頻度の確認・調整

障がいのある方の支援機関の担当者が、実習の様子を見ることを希望される場合

があります。特性を踏まえた指示の出し方など、本人をよく知る支援者ならではの

視点からのアドバイスを受けることができます。しかし、雇用後に共に働くのは社

員の皆さんですので、指示出しそのものを支援者任せにしてはいけません。こちら

も練習のつもりで、アドバイスを受けながら、指示は直接、社員から出すようにし

ましょう。

なお、支援者の訪問頻度が高い場合は、本人がどれだけやっていけるかを確認す

るための実習でもあることから、訪問回数を調整しましょう。
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実習中によくある質問

Q.付きっきりで様子を見ていなければいけないのでしょうか？

実習生が、担当する業務に慣れてきたら、ある程度は任せて問題ないでしょう。

質問がある時は声をかけるように伝えて、実習生が適切なタイミングで「ホウ

レンソウ」できるかどうかを見極めることも、実習中に確認しておきたいポイン

トのひとつです。また、集中力が途切れていないか、指示と違うことを勝手に行

っていないかなど、業務中の様子を評価の視点で確認しておきましょう。

Q.１〜２日の短期実習ではいけないのですか？

環境の変化を苦手とする障がい特性のある人は、緊張しやすく、初日は本来の

力を発揮できないまま終わってしまうこともあります。ようやくいつもどおりの

対応ができるようになってきたところで実習が終わってしまっては、的確な評価

ができません。また、慣れが出てくる３日目以降の集中力や体力等を確認してお

くことで、長く働く上での注意や配慮事項を双方で認識することができます。可

能であれば、土日（休日）を挟む１週間程度を実習期間とし、休み明けの体調や

業務に取り組む姿勢なども確認しておきたいところです。

Q.昼食に誘ってもよいのでしょうか？

断ってもよい（強制ではない）ということを伝えた上で、誘うことは問題ない

でしょう。しかし、実習中は慣れない環境にあり、本人の気づき以上に疲労・緊

張状態にあると考えられます。社員にとっては雑談も息抜きになりますが、コミ

ュニケーションが苦手な発達障がいのある方にとって、雑談は難しい課題である

ということも多々あります。昼食時には一人で息抜きをするなど、体と脳を休め

る時間を積極的に取ってもらうといった配慮も必要です。

Q.本人が体の不調を訴えた場合、どのように対応すればよいのでしょうか？

少し休憩をとれば回復するものなのか、帰宅しなければならない程度の不調な

のか、まずは本人に確認をしましょう。いずれの場合も、支援機関担当者に報告

し、体調不良の原因や対処方法について情報を共有しておきます。長期的に働い

てもらう上での配慮事項を確認しておく必要があります。
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*該当する欄に○をつける

できている 概ねできている 改善の余地あり

1 報・連・相 自分から進んでできた 指摘があるとできた 自分からできなかった

2 修正する力
注意や指示変更を修正して行うこ
とができた

ときどき、注意や指示変更を修正
できないことがあった

注意や指示変更をほとんど修正でき
なかった

3 指示理解 指示を正しく理解できた 時々間違えることがあった 自己流にやってしまうことが多かった

4 集中力 集中が継続していた
ときどき、集中しなくなることがあっ
た

集中が継続しなかった

5 協調行動
担当者や他者との協調行動が取
れた

時々協調行動がとれなかった 常にマイペースであった

6 体力 １日中働き続ける体力があった 半日、働き続ける体力があった
すぐ疲れてしまい働き続ける体力が
なかった

7 身だしなみ
当社の平均社員レベルに達してい
る

やや気になる点はあるものの改善
は見込まれる

当社の求めるレベルには遠い
(具体的に：　　　　　　　　　　）

8

9

10

★良かった点

★気になった点

記入日　：　      年　   月　  日

記入者：部署　

遅刻：　　 日(理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　）　

早退：　　 日（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

［例］挨拶の声が小さかった。

氏名：

実習評価表

実習者氏名  

実習期間 平成    年　 月  日～平成    年   月    日　（    日間 ）

勤務状況

出勤：　   日　　欠勤：　　　  日（理由：　　　　　　　　　　　　　　　）

５）実習評価表

評価の基準は、予め明確にしておきましょう。「なんとなくいい人だった。」、

「特に問題なさそう。」という曖昧な評価をしてしまうと、雇用のミスマッチにつ

ながりかねません。また、基準を設けることで、複数名が評価に関わる場合も、個

人の主観に左右されない、共通の基準での評価が可能になります。
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チェックポイント

発達障がいのある人は、「知らないからできない」ことが意外と多くあります。

今現在、できていないことを減点方式で評価してしまうと、採用できる人材の幅

を狭めてしまいます。改善の余地がある点は実習中に本人にもフィードバックし、

その上で、最終的な評価をすることをお勧めします。

専門的なスキルを評価するよりも、まず、「社会性」や「コミュニケー

ション」に関するポイントを見ます。発達障がいのある人が苦手とする分

野であり、かつ、長く働く上で重要となるポイントです。「できている」

「概ねできている」「改善の余地あり」などの基準で評価しますが、より

基準を明確にするために、それぞれの項目で具体的な判断基準を明記して

おきましょう。そうすることで、複数名で評価する場合にも、基準がぶれ

ることを防ぐことができます。

会社の文化として求められるポイントがあれば、判断基準に盛り込みま

しょう。（例：大きな声で朝のあいさつをする、フロアですれ違ったら声

をかけ合う。）一般採用で求められる基準そのものを、発達障がいのある

人の採用時にどの程度求めるのか、事前に検討しておくことも必要です。

その他、評価できるポイントを書き留めておきます。また、実習初日に

はできていなかったことが、実習中のやりとりを通じて改善されたなど、

長期的に働く中で成長が見込めることについても評価するとよいでしょう。

何度指導しても改善されないことや、コミュニケーション上、気になる

ことを書き留めておきましょう。支援機関担当者に確認し、効果的な指導

方法（伝え方）を教えてもらうこともできます。また、業務に支障はない

けれどもコミュニケーション上、業務管理担当者がどうしても気になって

しまうこともあります。相性の問題ではありますが、長く共に働くことを

考えると、それも含めて採用の判断をすることをお勧めします。
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▼面接官は複数名で実施する。

発達障がいのある人の言動は、様々な捉え方が
できるため、一人で面接を行うと評価が偏ってし
まう可能性があります。また、障がいに対する先
入観に左右されることもありますので、面接官は
複数名で構成し、それぞれの評価を出し合うとよ
いでしょう。

短時間の面接だけで、採用時の評価をすること
には限界があります。実習に立ち会った担当者も
面接官として構成するか、実習の様子を見ていな
い役員のみで面接を行う場合は、事前に実習中の
評価を実習担当者と共有しておく必要があります。

▼評価基準を決めておく。

「いい人だった。」という感覚的な評価が、採用の基準とされることもあります
が、障がいのある人の採用については、特に、企業としての採用基準を明確にして
おくことをお勧めします。例えば、「お客様への挨拶」を企業文化として大切にし
ているのであれば、障がいのある社員であってもそれは同じように求められます。
そうすると、「挨拶」はひとつの評価基準となります。あとは、どの程度の「挨拶
」を求めるのか、期待する評価基準を決めておくとよいでしょう。評価基準が決ま
ったら、それを共通の評価フォーマットにして面接時に使用します。面接評価表は
巻末資料編に掲載していますので参考にしてください。

５．面接のポイント
採用時の情報収集が不十分だったために、採用した企業も本人も、採用後に苦労

することがあります。発達障がいのある人は、障がい特性やそれによる不得意なこ
とが見た目に分かりにくいため、特に採用前の情報収集・確認が重要となります。
確認不足等による雇用のミスマッチを防ぎ、企業も本人にとっても、よかったと

思える採用となるよう、以下のポイントを押さえて面接を実施しましょう。

＜面接のポイント＞
▼ 面接官は複数名で実施する。
▼ 評価基準を決めておく。（共通評価フォームの作成）
▼ 長期雇用を見据えて必要な情報収集をきちんと行う。



34

① 障がいの自己理解（自分の障がいをどのように理解しているか）

障がいを受入れ、正しく理解している人は、自分の苦手な部分への対処
方法を持っています。また、会社として配慮すべき点も分かりやすいので、
長期的に共に働くことを前提に環境を整えることができます。

② 労働意欲（働く動機）

働くことに対する意欲があれば、少々の失敗やつまづきにもくじけたり
せず、長期にわたって働くことができます。他の人から働くように言われ
たのでなんとなく就職活動をしている人は、働くための準備がまだ十分で
はないと言えるでしょう。

③ 生活基盤・健康管理

働くことができなくなる理由の多くは、生活の乱れに原因があります。
生活基盤が整っているか、家族や周囲との人間関係が良好で働くことをサ
ポートしてくれる人がいるかなど、障がいのある人が長く働く上では重要
なポイントとなります。

④ 支援機関（支援者）との連携

課題が発生した際に、本人が相談できる相手や場所があるかどうか確認
をしておきます。障がいのある・なしに関わらず、働く上で、課題や悩み
事は避けられません。職場では相談できない悩み事等を受け止めてくれる
第三者の存在が、雇用継続の大きな手助けになります。

▼長期雇用を見据えて必要な情報収集をきちんと行う。

障がいに関することや、生活に関する踏み込んだことは、質問を躊躇してしまいがちで

すが、雇用のミスマッチを防ぐために、双方にとって必要な確認事項です。「答えたくな

ければ構いません。」「少し突っ込んだことをお伺いいたしますが、」などと、断りを入

れた上で質問をするとよいでしょう。

質問する際のキーワード

「私たち（会社）が、あなたに長く働いてもらうための職場環境や体制を整えるため

に、あなたの障がいについて少し教えてください。」

特に確認をしておきたい情報は以下の４つです。



35

６．雇用管理のポイント

１）職場体制作り

いよいよ、発達障がいのある人を採用するにあたって、体制作りのポイントとな

るのが「キーパーソン」の存在です。障がいのある人を雇用することについて、社

内の理解を深めていくことは、もちろん重要ですが、企業規模・組織体制によって

は、多くの社員が共通の理解をもつことは簡単ではありません。

このため、採用された人の得意なこと・苦手なことを把握したキーパーソンが業

務管理を行うことにより、安定した雇用管理体制を構築することができます。

◆特定の部署に配属し、その部署の業務を任せる場合

該当部署の中からキーパーソンを選出します。その部署が、発達障がいのある人

の採用に関わっていない部署である場合、採用選考時に把握できている本人の得意

なこと・苦手なことを共有しておくことと同時に、キーパーソンが対応に迷った際

に相談できる人事の窓口を、予め明確にしておくことをお勧めします。

例）３部署に３人の発達障がいのある人をそれぞれ配置

【A課】

【B課】

【C課】

キーパーソン

人事部
相談窓口
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◆複数の部署から横断的に受託した業務を任せる場合

特定の部署からの業務の切り出しだけでは一人分の業務スケジュールが割り当て

られない場合、複数の部署から切り出した業務を組み合わせて、障がいのある人の

業務スケジュールを作ることになります。複数の部署から指示が出て、障がいのあ

る人が混乱してしまうことを防ぐため、配属部署にキーパーソンを配置し、日々の

管理や、各部署からの依頼業務の調整を行います。キーパーソンは、各部署からの

依頼業務の概要（必要スキル、手順、納期）を把握したり、質問の仲介をしたりす

る必要がありますが、慣れてきたら、細かい質問事項などは各部署業務担当者と障

がいのある人とで直接やりとりできるよう促しても構いません。

コミュニケーションが上手くいかない場合はフォローに入れるよう、双方のサ

ポートをキーパーソンが行います。

例）発達障がいのある人を人事部所属にし、各部署の業務を受託

人事部ノンコア業務

ノンコア業務

ノンコア業務

A課

B課

C課

キーパーソンを孤立させない。

発達障がいのある人の業務管理を行うキーパーソンには、マネジメントのノウ

ハウが蓄積されます。自分自身の成長にもつながる機会である一方、慣れるまで

は悩みや苦労も付きものです。

そのような場面では、悩みや課題を共有できる上司・同僚の存在が大きな支え

になります。キーパーソンが複数名いる場合は、キーパーソン同士の情報共有、

意見交換の場を定期的に設けることも有効です。課題解決が必要な場合には、専

門支援機関のサポートも活用しましょう。
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２）業務マネジメントにおける１０のポイント

１ 業務の全体像を明確にしておく。

業務管理者が、業務上の判断基準や納期等の求められているオーダーをはっきり

理解していないと、指示内容を示す言葉が「曖昧」になってしまい、発達障がいの

ある人が指示を受け止める際に、理解にズレが生じやすくなります。

指示段階での混乱を避けるためにも、予め、業務管理者が業務の全体像を明確に

理解しておく必要があります。

２ 指示はできるだけ視覚情報で伝える。

発達障がいのある人は、一般的に、耳からの情報を処理することが苦手な人が

多く、視覚優位といって、目からの情報の方が理解しやすいので、メール、作業

指示書・手順書（マニュアル）、ホワイトボードなどを使ったコミュニケーショ

ンを心掛けましょう。口頭で伝えたことも、確認の意味も含めてメールで残して

おくなどすると、お互いに間違いがありません。耳からの情報処理を得意とする

聴覚優位の人もいますが、何かミスが発生した場合に、「言った・言わない」の

トラブルになる可能性もあるため、何らかの方法で指示した内容は残しておいた

方が良いでしょう。

作業指示書、手順書（マニュアル）などは、標準的なものを作成して、使用す

る人に加筆修正してもらう方法もあります。

３ 定量的・具体的に伝える。

「あれ」「適当に」「きれいに」など、抽象的な表現を理解することが苦手な

人があるので、判断にズレが生じないよう数値で表現したり、固有名詞を使って

具体的に指示を出すことを意識しましょう。

例：「間違っているところをチェックしてください。」 ×

⇒「３箇所チェックしてください。１つ目は…。

それが終わったら２つ目は…」
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４ 急なスケジュールの変更はなるべく避ける。

会社組織においては、やむを得ず急なスケジュール変更が生じることも少なく

ありませんが、発達障がいのある人は、急な予定変更や、それに対する臨機応変

な対応に苦手さがあるので、できるだけ担当業務に影響が生じないよう、通常よ

りも納期に余裕をもたせるなど、工夫するとよいでしょう。

どうしてもスケジュールの変更が必要な場合は、優先順位を伝えて、スケジュ

ールを再調整することをお勧めします。変更に伴い、中断しなければならない作

業がある場合は、「中断して構わないこと」、「それよりも優先すべき作業があ

ること」などを具体的に伝え、スケジュールが変更になったことを理解してもら

いましょう。

５ 報告のルールを決め、進捗を管理する。

誰に、いつ、どうやって（メール、書面、口頭など）業務報告をするのか、予

め、ルールとして決めておくと、業務管理側の負担が軽減されます。また、万が

一、ミスがあった場合でも、早い段階での修正対応が可能となります。

ただし、「何かあったら言ってください。」という指示では不十分です。以下

のようなコミュニケーションのズレが生じる可能性があります。

●指示「困ったことがあったら質問してください。」

→ 業務上、問題となる状況となっているが、自分自身が困る状況ではなかったので、
質問しなかった。

●指示「終わったら○○さんに報告してください。」

→ ○○さんが席を外していたので、誰にも報告しなかった。

こうしたコミュニケーションのズレを防ぐためにも、

報告のルールはできるだけ詳細に決めておくことが望まれます。

６ 職場のルールを明確に伝える。

暗黙のルールや習慣は、言語化して伝えましょう。周りの雰囲気を感じて、

周囲に合わせることは不得意ですが、明確に伝えれば、「ルール」を守るとい

う意識は非常に高いものがあります。
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７ 指摘は 「その場で、明確に」

「あの時の、あれが…」という指摘は伝わらないことが多いので、間違いが

あったら、その場で何が問題なのか、どのように対応すればよいのかを明確に

伝えましょう。相手に配慮したつもりで遠まわしな表現をしてしまうと、内容

が正確に伝わらないことがあるので、事実をストレートな表現で伝えましょう。

８ 感情的に怒らない。

指摘することと、感情的に叱責することは全く別のものです。発達障がいの

ある人は、相手の感情の背景にあるものを読み取る・理解することが難しいの

で、怒りの感情をぶつけても業務改善にはつながりません。「怒った」「怒ら

れた」という事実だけが残り、お互いのストレスの原因になるだけで、業務上

の効果もないので、感情的なコミュニケーションは避けましょう。

９ フィードバックは言語化して、こまめに

報告メールへの返信や意識的な声かけ、必要な場合は面談の場を設けましょう。

注意事項だけでなく、プラスの評価をしていることについてもフィードバックが

必要です。「助かるよ」「ありがとう」などの言葉では、評価されていることを

読み取りづらいことがあるので、「会社の期待するレベルを満たしている。」、

「上司として高く評価している。」など、直接的に評価していることを伝える必

要があります。

１０ 障がいがある・なしに関わらない指導・支援

上記１から９までの項目には、一般社員にも適用できるものがあります。

障がい特性による強み・弱みを理解した上で、一般社員と同じように指導並びに

支援していくことが何より大事です。
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業務の進捗を管理するとともに、担当者が指示内容を理解しているか、確認する

ためにも、業務日誌の活用がお勧めです。担当業務の種類や一日のスケジュールに

よっては、日誌ではなく、週報にして管理する方法もあります。

３）業務日誌の活用

9:00 ～ 10:00 郵便の仕分け 完了。宛先不明郵便1通。確認済。

～

～

～

～

～

～

～

管
理
者
の
コ
メ
ン
ト

連
絡
事
項

作
業
内
容

指
摘
さ
れ
た
こ
と

気
に
な

っ
て
い
る
こ
と

業　務　日　誌

名前

日付

体調

年　　　　　　月　　　　　　日　　　　（　　）

良い　　　　　　　５　　　　　４　　　　　３　　　　　２　　　　　１　　　　　　悪い
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チェックポイント

体調を５段階評価で自己申告してもらいます。いつもより悪い場合など、

気になる時には、声をかけて本人に確認してみましょう。

発達障がいのある人の業務日誌は、進捗管理とともに、指示内容の理解

を確認することを目的として運用するとよいでしょう。また、指摘された

内容を正しく理解しているか、理解にズレが生じていないかを確認します。

指摘事項が正確に伝わっていないようであれば、再度、伝え方を変えて理

解を促します。

業務以外でも気になっていることがあれば記載してもらいましょう。発

達障がいの特性に起因して、他の社員が気にならないことでも気が散って

いたり、コミュニケーションの行き違いでストレスを感じていることがあ

れば、早い段階で対応することができます。必要があれば、支援機関担当

者にも報告し、対応についての協力を得ましょう。

報告内容等について、業務管理者のコメントを記載します。曖昧な表現

を避け、できるだけ明確な表現を心がけましょう。担当者が業務にも慣れ

て指示内容の理解に課題等がないのであれば、業務日誌のやり取りにより、

面談の頻度を減らすこともできます。

スケジュールの大幅な変更や、社内ルールの改訂などが予定されている

場合、それが分かった時点で本人に予め伝えておきましょう。

例）９月○日は振替休日で休みになります。代わりに○日（土）が出社日
になります。
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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

４）支援制度

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

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

特定求職者雇用開発
助成金（特定就職困
難者コース 

　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） 

障がい者雇用の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

※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。

 
ハローワーク 
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７．ＦＡＱ

▼業務スキル

Q.どんな仕事を用意すればいいのでしょうか。

障がいによる特性の現れ方は人それぞれであり、能力や適性も異なります。

まずは、「障がいがある人には難しいのではないか」という先入観を持たない

ことから始めましょう。

具体的な仕事を用意するにあたって大切なのは、自社の業務をきちんと把握

しておくことです。予め、業務を細分化して、どの業務に対応できるか、判断

できるようにしておきましょう。いくつかある業務の中にできないものが一つ

あるだけで、「自社では雇用できない」と判断してしまうと、せっかくの採用

の機会を逃してしまいます。既存の業務を発達障がいのある人に任せる仕事と、

その他の社員が専門性を発揮して取り組むべき仕事とに分担ができると、社内

の業務改善にもつながります。

発達障がいのある人に適した業務については、14頁～15頁を参考にしてくだ

さい。

Q.業務中、ずっと付き添っていなければならないでしょうか。

障がい特性の現れ方、得意・不得意な業務によってサポート方法も異なりま

すが、繰り返しの定型業務については、慣れてしまえば経験を積み上げていく

ことができます。

業務終了時と不測の事態が発生した際の「ホウレンソウ」が確実に行えるよ

うになれば、あとは本人に任せても問題ないでしょう。初めて担当する業務に

ついては慣れるまで時間がかかりますが、新入社員であれば誰でも同じことで

す。
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Ｑ．長く働いてもらうために、「無理」をさせたくないのですが、

どのようなことに配慮したらよいのでしょうか。

発達障がいのある人は、根を詰めて仕事をすることで体の疲れに気付かない場合

があります。自覚のないまま「無理」をしてしまい、体調を崩して働けなくなって

しまうのは、障がい特性に起因するものですが、これは職場にも、本人にとっても

望むところではありません。

以下の二つのポイントをおさえて、発達障がいのある人が長く働くことのできる

「環境」を作りましょう。

◆納期まで多少の余裕があり、スケジュール（業務）の調整ができること

◆困ったときに相談できる人や仕組みがあること

一方、「無理をさせない」ことを優先するあまり、いつまでも同じ仕事だけとい

うのでは、成長の機会を逃してしまうことになります。成長を期待して業務を任せ

るとともに、苦手な部分は環境を整えることでサポートをしていきましょう。

Ｑ．職場の環境上、本人が障がい者であることを知らないお客様に、ふいに声をかけ

られる可能性があり、雇用は難しいと思っているのですが？

発達障がいのある人の中には、専門知識を活かして、カスタマーサポート業務な

どで活躍する人もいますが、一般的には、突発的な事態や自己判断が求められる場

面での対応は苦手です。このため、声をかけられた際の対応を決まり事（マニュア

ル）にしておくとよいでしょう。

例）自分では分からないことを聞かれたら、「担当の者を呼んでまいりますので、

少々お待ちください。」と答え、○○さん（特定の人）を呼びに行くなどのル

ールを決めておく。
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▼コミュニケーション

Ｑ．「ホウレンソウ」は必要ですが、こちらが忙しくしている時に

声をかけてきたりとタイミングがズレて困っています。

場の空気や相手の表情から、声をかけるタイミングを推し測ることは、発達障が

いのある人にとって、特に不得意なことの一つと言えるでしょう。別の社員と打ち

合わせをしている時に限って話しかけてくる人に理由を尋ねたところ、「パソコン

に向かっている時は“仕事中”で、他の人と話をしている時は“話していい時間”

なので声をかけるのは今だと思った。」という回答が返ってきた事例があります。

ホウレンソウのタイミングをルールとして予め決めておけば、このようなズレは

防ぐことができます。確認したいこと等については、書き留めておいてもらい、ま

とめて回答する仕組みにしてもよいでしょう。

Ｑ．障がいのある方の身だしなみや、ビジネスマナーについて、

どこまで求めてよいのか分かりません。注意してよいのでしょうか。

これまで身だしなみやビジネスマナーを教えてくれる人がいなかったために「知

らない」からできていないことが多く、なぜ、今の状態ではいけないのかという、

理由と具体的にどのようにすればよいのかを合わせて伝えるとよいでしょう。

例）「お客様によくない印象を与えるので、（ヒゲをきちんと剃る、寝ぐせを直

すなど）してください。」

障がいのある人も、社会人として求められる行動をとるよう注意することは必要

です。
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Ｑ．声を掛ける際に注意すべきことはありますか？

本人に意図したとおりに伝わっていないと思ったら、言い方・表現を変えて、伝

え直せば問題ないでしょう。障がいのある人への何気ない一言が、その人を精神的

な部分で傷つけてしまうのではないかと心配されることが多いようですが、それだ

けで、ショックを受けたり、体調を崩してしまうようなことは、ほとんどありませ

ん。

何らかのストレスが長期的に続いてしまうことが、メンタル面や体の調子を崩し

てしまうことにつながります。気になる様子が見られたら、面談を実施するなどし

てストレスの原因を明らかにし、対策を取りましょう。

Ｑ．昼食や飲み会に誘ってもいいのでしょうか。

「強制ではない」ことを伝え、本人が参加を希望すれば問題ありません。ただし、

参加したことで疲れてしまい、仕事に支障をきたすようなことがあってはいけませ

ん。仕事がきちんとできることが優先する事であり、仕事に支障が出るようであれ

ば、例え参加したくても体調管理を優先すべきであることは、必要があれば、ビジ

ネスマナーとして、教えておくとよいでしょう。
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▼その他

Ｑ．週の後半になると遅刻をしたり、居眠りをしたりします。やる気がない

のでしょうか。

障がい特性により、体が疲れていることに気が付かないほど、長時間、集中して

仕事をしてしまう（過集中）人がいます。このような人は、体が疲れきってしまう

ほど仕事に集中してしまい、週の後半には、体力が続かない状態になって、やる気

がないように見えてしまうのです。発達障がいのある人は、決められた休憩時間で

あれば休めるのですが、業務中に「息を抜く」ことが難しい場合があります。こう

した人には、定期的に短時間の休憩をとることをルールとして決めておくとよいで

しょう。

例）２時間続けて仕事をしたら、１０分間休憩をとる。

Ｑ．通院についてどの程度の配慮が必要なのでしょうか。

通院日と出勤日が重なるようであれば、既存の就業規程にそって休暇を取得して

もらえばよいでしょう。主治医に相談の上、通院日を勤務が休みの日に変更できる

場合もありますので、本人に確認をしてみてください。

Ｑ．本人の障がいについて、どこまで社内周知をしたらよいのでしょうか。

発達障がいは見た目には分かりづらい障がいであるため、障がいがあることを知

らなかったということが原因で、職場の人間関係がうまくいかなかったという事例

が少なくありません。

事前に、配属部署の上司や、業務上関わりのある社員に対し、障がいのある方の

特性等を説明し、必要な配慮事項を確認しておくとよいでしょう。配属予定の部署

を対象に、発達障がいに関する研修などを実施するのも一つの方法です。職場の理

解が、円滑な人間関係を構築することにつながります。
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Ｑ．プライベートの生活リズムが乱れているようなのですが、どこまで関与

していいものでしょうか。

段取りや先を見通すことが苦手であるために、生活のリズムが乱れてしまう人が

います。仕事を終えて帰宅直後にうたた寝したために、夜中に目が覚め、睡眠不足

が原因で、遅刻を繰り返してしまう事例もあります。

業務に集中できていない状況が見られる場合は、面談などを通して、仕事にきち

んと取り組むための生活面でのルールを決めることが必要です。本人だけでは難し

い場合、支援者（家族や就労支援機関の担当者）の協力も得ながら支援しましょう。

例）翌日も仕事のある日は、寝る前に夕食・入浴など必要なことを全て済ませて

から、○時までに就寝すること。インターネットは○分以内にすること。

Ｑ．採用した方の支援機関担当者に、「何かあればいつでもご連絡くださ

い」と言われました。どんなときに連絡すればよいのでしょうか。

就労支援機関への相談のタイミングは、次の２つのケースに大別されます。

◆いつもと違う行動（または反応）がある（あった）とき

◆問題というほどではないものの、気になることが続いたりして、業務の円滑

な遂行や今後働き続けていく上で課題があるとき

例）休憩時間からの戻りがいつも５分遅れてしまう。

障がいがあるから仕方がないのかな、とそのままにせず、共に働く上で気になる

ことがあれば、遠慮なく相談してください。支援機関担当者から、本人の特性を踏

まえたアドバイスが得られることもあります。
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８．資料編

▼業務切り出しシート

対象となる各部門に配布し、まずは考えられる業務を書き出してみます。

【記入例】

業務プロセスの中から、障がい者スタッフの仕事として可能と思われる業務を全て書き出してください。

①時間/日 ②時間/週 ③時間/月 ④その他

1 事務作業 庶務関係業務 書籍、掲示板、備品消耗品類の管理等 2.0

2 資料作成 書類作成業務 ﾜｰﾄﾞ、ｴｸｾﾙ、ﾊﾟﾜﾎﾟ等での各種資料作成 2.0 PC使用

3 データ入力 システム登録 営業が入手した情報の入力作業 1.5 　 PC使用

4 データ入力 報告書作成 競合調査報告書の入力 6.0 PC使用

5 資料作成 チラシ作成 販促チラシの作成 都度発生
PC使用

（イラストレーター）

6 資料作成 ミーティング資料作成 月次ミーティング資料の作成 3.0
PC使用

（パワーポイント）

7 資料作成 アンケート作成 アンケートの質問項目の修正変更 3.0
PC使用
（ワード）

8 資料作成 アンケート集計 アンケートの集計 5.0
PC使用

（エクセル）

9 資料作成 提案書作成 提案書の雛形に金額を記入する 4.00 PC使用

10 研修準備 会場設営、準備 会議室レイアウト変更、資料配布、後片付け 半年に1回

障害者スタッフを職場に受け入れるあたり、不安なこと・ご要望などがありましたら、お書きください。

1 出勤の継続性について不安です。（連続性のある仕事を任せることが可能であるか？）

2 №３，４、８については、現在、派遣スタッフさんにお願いしている業務

3 どの程度の障がいなのか、まだイメージができません

4

5

備考

2016年　　１月　　18日作成　　

作成者：　　宮崎

部門名 マーケティング部　

No 業務分類 業務内容 業務内容詳細

業務量・頻度
①～④のいずれかに記入
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▼プロフィール票（現場での情報共有用）

発達障がいのある方が現場で活躍できるよう、採用活動を経て確認した
情報を現場で共有しましょう。

【記入例】
＜プロフィールシート＞　※社外秘

所属 氏名

【業務スキル】

Excel 関数を用いた表計算、グラフ作成まで可能

Word 文書作成が可能

インターネット検索 特定のキーワードを用いた検索が可能

メール ビジネスメールに不慣れではあるが、送受信など操作に問題はなし

その他 文章入力のみであればパワーポイントも使用可能

口頭でのコミュニケーション理解に時間を要するため、不向き

会議室への案内、お茶出しは可能

ある程度、ひとりで時間管理が可能

進捗を確認しながら業務を進めることが身についている

前職にてデータ照合の経験あり

【得意なこと】

【苦手なこと】

配慮事項

・メモをとる時間を与える
・事前に指示書を作成して渡した方
がミスが少ない

・必要な場合はイヤホン使用を許可
・外線電話から遠い席に配置

【不調時のサイン】

【その他、配慮事項】

【支援機関】※本人の様子を見に来社することがあります

相談窓口：人事部　●●　（内線：　　　　）

企画部 鈴木　一郎

ＰＣ

電話対応

来客対応

時間管理

その他

得意なこと

報・連・相

・PC業務を2時間以上継続すると過集中になりやすい。
　数時間後に頭痛など体調不良に陥ることがあるので、休憩の声掛けが必要です。
・不調時は、「不眠になる」（その他の例：「食欲がなくなる」「業務のヌケモレが通常時より目立つ」など）
　といったサインが表れます。日頃のコミュニケーションの中で様子をチェックしてください。

集中を要する作業後の昼食は、ひとりで採りたいとの希望があります。
人とのコミュニケーションが嫌いなわけではないので、昼食に誘われること自体は嬉しく感じるとのこと。

障害者就業・生活支援センター　●●●
支援担当　▲▲　▲▲　さん

Excelを用いたデータ集計

データの照合

音に敏感で、電話の音が
気になると集中できない

必要に応じてイヤホンを使用

口頭指示の理解
メモを取り、それを見直すことで

ヌケモレを防いでいる

現場で活かせること

Excelを得意としており、業務に慣れれば作業スピードも速く、正確なデータ
集計を行うことができます。他のデータ作成に使った集計方法を、別のデー
タ作成に応用することも可能。几帳面な正確なので、ミスも少ないです。

視覚による判断が優れており、入力データの照合を得意としています。前職
では経理書類の入力データ照合の経験あり。

不得手なこと 自己対策
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▼面接チェック表

確認項目と質問例 確認欄 評価

□理解できた　    □理解できなかった（ように見える）

4
●勤務時間の確認
   今回の募集では○時～○時としているが、可能か？

□大丈夫　    □変更希望（　　　時　～　　　時）

1 本人からの必要書類
　履歴書　・　障害者手帳コピー　・　職務経歴書　・
　HW紹介状　・　支援機関からの紹介状　・その他

2
●仕事内容・ルールの理解を確認
　 会社説明を理解できたか（理解的なかったか）を確認

【退職理由】

5
●休日・残業の確認（必要あれば）
   休日出勤や残業が場合によっては発生するが、可能か？

□できる　    □できない　    □わからない

6
●労働意欲
   なぜ働きたいと思いましたか。働いてどのように成長したいですか？

□理由（　　　　　　　　　　　　　　　）   □言えない

7
●仕事の意欲
   今回の募集の中で、やってみたい仕事はあるか？

□ある（　　　　　　　　　　　　　　　）   □言えない

8

●履歴書に就職歴ありの場合
・この○○会社ではどんな仕事をしていましたか？

【仕事内容】

・退職理由
　「一身上の都合で○ヶ月で辞めていますね？何があったんですか？」

●会社の配慮点
   苦手なことに対して、会社が配慮すべきことはあるか？

□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　）    □なし
□不明

●就職歴なしの場合
・施設でどんな仕事をしているのですか？

【仕事内容】

・仕事は好きですか？何が得意ですか？どんなところが好きですか？

【回答】

9

●周囲のサポート
家族やグループホームの世話人はあなたが働くことを応援してくれていますか？

□はい　    □いいえ（　　　　　　　　　　　　　　）

10

●生活環境の確認
   現在住んでいる住所は実家ですか？など

□実家　    □寮・グループホーム
□一人暮らし　    □その他（　　　　　　　　　　　　　　）

●障害の自己理解
   自分の得意なところは何か（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
   自分の苦手なところは何か（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□理解できている　    □正しく理解していない
□わからない

11

●支援機関の確認
   就職をサポートしてくれる人はいますか？

□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　）    □なし
□不明

＊支援機関なしの場合（身体以外）
   会社としては支援機関に相談したいと思うが、可能か？

□OK　    □NG　    □わからない

12
●相談相手
   仕事や生活で悩みがあった時、相談する人はいますか。それは誰ですか？

□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　）    □なし
□不明

13

●健康管理
＊服薬の有無、薬量、頻度

□服薬している（　　　日　　　錠）
□服薬ない

＊定期通院の有無、頻度
□定期通院している（　　回/週・月・年　）
□定期通院はしてない
□通院先（　　　　　　　　　　　　　　　　　　科）

＊不調時の確認
   不調時のサインは？

□ない
□ある（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊不調時の対処方法は？
□ない
□ある（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●精神疾患の場合
   主治医の意見書などはもらえますか？

□ある
□ない・難しい

条
　
件
　
確
　
認

労
　
働
　
意
　
欲

自
己
理
解

生
活
基
盤

支
 

援
 

体
 

制

健
　
康
　
管
　
理

3
●通勤の確認
   朝のラッシュで通ってくることになるが大丈夫か？（通勤時間や方法を確認）

□大丈夫　    □不安　    □返事がない
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▼試用期間 評価表

採用後、基本的なビジネスマナーやコミュニケーション、仕事に取り組
む姿勢などを観察する際にご活用ください。評価は３段階や５段階にして
しまうと、真ん中の評価「ふつう」に偏ってしまうことがあるため、偶数
段階の評価にすることをお勧めします。

観察月日 観察日時

　 　

できてい

る

ややでき

ている

ややでき

ていない

できてい

ない

できてい

る

ややでき

ている

ややでき

ていない

できてい

ない

1 2 3 4 1 2 3 4

責任感 決められた作業は声をかけなくても行う

就労意欲 働くことに積極的で努力をしている

日常挨拶 必要な時に適切なあいさつができる

コミュニケーション 自分発信でのホウ・レン・ソウができる

協調行動 配慮をしなくても周囲と協調できる

〃 休憩中での過ごし方で周りに迷惑や心配をかけない

意欲 いつも熱心に仕事にとりくむ

〃 どんな仕事でもいやがらずに取り組む

集中力・持続性 時間中は集中して根気よく仕事をする

聞く姿勢 注意や指示を聞く姿勢がある

準備・後片付け 作業準備・片付けがきちんとできる

道具・危険物の扱い 道具・器材などをていねいに扱う

職場ルール 人が作業しているところへの割り込みや声かけが適切にできる

時間の概念 終了時間、完成時間を意識して仕事をしている

指示の理解 業務の指示が理解できている

修正能力 仕事の手順や間違いを自分で修正できる

柔軟性 急な変更等に対応できる

身だしなみ 当社にふさわしい服装の着用ができる

〃 ツメ長、ヒゲ、フケ、体臭、口臭などがない

生活リズム 特段の理由がなく欠勤、遅刻、早退をしない

情緒安定 安定して仕事に取り組んでいる。気分のムラがない。

その他メモ

　　　年　　　月　　　日（　　　）　　　　：　　　～　　　：　　　　

※観察時に、該当する観察項目がなかった場合は無記入

観察担当者

試用期間　観察チェック表

●●さん ●●さん

業務態度

対象者

●●さん

業務能力

●●さん

対象者

観察内容観察項目

生活習慣

自己意識

社会性
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