はじめに

平成２１年３月に告示された特別支援学校高等部学習指導要領に「キャリア教育」の文言が明記され
たことにより，特別支援教育においても早期からの組織的な取組によるキャリア教育の推進が求められ
ました。特別支援教育においては，従来からキャリア教育の意図する部分を重視してきた経緯がありま
すが，改めて教育課程や指導内容等を見直す取り組みが，各地で進められているところです。

福岡市においては，
「夢に向かってチャレンジする子ども」をはぐくむことをめざし，
「個」
「共に」
「社
会へ」をキーワードに，一人一人を大切にした個に応じた教育を行なうこと，障がいの有無にかかわら
ず互いに認め合い，支え合い，学び合う教育を進めること，将来の自立を考えた取組を進めることを重
点とした福岡市特別支援教育推進プラン「福岡いきいきチャレンジプラン～一人一人のニーズに応える
教育～」を策定ました。その柱３「社会へ」の取組７「職場へ」の重点２４「就労に向けたキャリア教
育の推進」には，教職員の障がい者就労に関する理解を高めていくとともに，各特別支援学校の教育課
程をキャリア教育の視点で見直し，児童生徒の発達の状況や特性，将来の希望などを踏まえ，小中高等
部の段階に応じたキャリア教育を進めるために，「教職員のための就労支援ハンドブック」の作成を明
示しています。

この「教職員のための就労支援ハンドブック」は，就労に向けて系統立てたキャリア教育の指導を，
小学部の時から進められるように，「障がい者の就労について」，「支援機関について」，「資料紹介」の
項目で，就労の仕組みや進路指導の流れ，支援機関の紹介を載せています。
学校を卒業したら社会に出て働きたいという夢をもつ児童生徒をさらに増やし，児童生徒の就労の夢
を実現させるために，このハンドブックを活用していただきたいと考えています。

平成２６年３月
福岡市教育委員会
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１． 障がい者の就労について

（１）卒業後の進路について

【１】 卒業後の進路は…？
特別支援学校高等部生徒は，卒業後どのような進路を歩むのでしょうか。
下図（図１）は，特別支援学校卒業生の進路先がまとめられたものです。半数以上の生
徒が卒業後，障がい福祉サービスを利用しています。特別支援学校卒業後すぐに企業等へ
就労している生徒は平成 24 年 3 月卒業生で見てみると約 25％です。例年 20％台を推移し
ている状況です。
◆特別支援学校卒業生の進路先（図１）
就労系障がい福祉サービスから一般就労への移行↓
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障がい福祉サービス（就労系）
・就労移行支援
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・就労継続支援 A 型，福祉工場

約 1.3 万人

・就労継続支援 B 型，旧法授産施設 約 12.9 万人
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※参考：厚生労働省ホームページ 障害者の就労支援対策の現状 障害者就労の現状
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/shurou.html

3 ページの（図２）は特別支援学校卒業後の進路についてまとめたものです。一般就労を
目指す流れと障がい福祉サービスの内容，対象者等を記載しています。

◆一般就労を目指す流れと障がい福祉サービスの内容【例】
（図２）

障害者職業能力開発校
（※22 ページ参照）

名称

自立訓練
（生活訓練）

主として夜間，共同生活を営むべき住居において相談そ
の他の日常生活上の援助を行います。

区分 1 以下に該当する身体障がい者，知的障
がい者及び精神障がい者。

その他

※障がい福祉サービスには介護給付など他のサービスもあります

※参考：厚生労働省ホームページ 障害者福祉 障害福祉サービスの内容
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/naiyou.html

労

企業等に就労することが困難な者であって，
雇用契約に基づき，継続的に就労することが
可能な 65 歳未満の者。

就

学 校

共同生活援助
（グループホーム）

就労移行支援事業所等を利用したが一般企
業等の雇用に結びつかない者や，一定年齢に
達している者などであって，就労の機会等を
通じ，生産活動にかかる知識及び能力の向上
や維持が期待される者。

の

援

就労継続支援 B 型
（非雇用型）

生産活動その他の活動の機会の提供，その他の就労に必
要な知識及び能力の向上のために必要な訓練，その他の
必要な支援を行います。

へ

支

就労継続支援 A 型
（雇用型）

業 等

別

就労移行支援

対象
地域生活を営む上で，身体機能・生活能力の
維持・向上等のため，一定の支援が必要な身
体障がい者。
地域生活を営む上で，生活能力の維持・向上
等のため，一定の支援が必要な知的障がい
者・精神障がい者。
就労を希望する 65 歳未満の障がい者であっ
て，通常の事業所に雇用されることが可能と
見込まれる者。

企

特

障がい福祉サービス（訓練等給付）を利用する場合

自立訓練
（機能訓練）

内容
理学療法，作業療法その他必要なリハビリテーション，
生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行い
ます。
入浴，排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営
むために必要な訓練，生活等に関する相談及び助言，そ
の他の必要な支援を行います。
生産活動，職場体験その他の活動の機会の提供，その他
の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓
練，求職活動に関する支援，その適性に応じた職場の開
拓，就労後における職場への定着のために必要な相談，
その他の必要な支援を行います。
雇用契約に基づき，継続的に就労することが可能な 65 歳
未満の者，右記の対象者に対し，生産活動その他の活動
の機会の提供，その他の就労に必要な知識及び能力の向
上のために必要な訓練，その他の必要な支援を行います。

（１）卒業後の進路について

【２】 卒業後の進路は…？

福岡市生徒の場合

特別支援学校卒業後，多くの生徒が障がい福祉サービスを選択する現状がありますが，
福岡市生徒の場合はどのような進路を歩んでいるのでしょうか。
下グラフ（グラフ１）は福岡市立知的障がい特別支援学校卒業生の一般就労の現状をま
とめたものです。例年 20％前半を推移している現状です。
◆知的障がい特別支援学校卒業生の一般就労の現状
博多高等学園

他の5校

（グラフ１）
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※参考：文部学省ホームページ 学校基本調査 調査の結果 統計表一覧
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm

5 ページでは，平成 24 年度福岡市立特別支援学校卒業生の進路状況をまとめています。
特別支援学校高等部へ進学する生徒が年々増えており，就労者数は伸びているが，就労率
は伸び悩んでいるという現状があります。
また，就労先の職種は年々増えてきています。これまで，工場内作業や飲食関係など片
寄が見られましたが，ここ数年で職種の広がりがみられます。企業のニーズに応えられる
ような様々な力を身につけることが求められていると同時に，生徒の得意なことを生かす
ことができる活躍の場が増えてきている現状があります。
さらに，就労者の数だけではなく，就労希望者が少ない現状があります。そのため，今
後の課題として就労希望者を増やすことが挙げられます。
「将来，働きたい」「卒業後，こ
んな生活をしたい」など，生徒の働きたいという意欲をはぐくむことが求められています。

◆平成 24 年度

福岡市立特別支援学校高等部卒業生の進路状況
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洗車
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（１）卒業後の進路について

【３】 進路支援担当教諭について
各特別支援学校には進路支援担当の教諭が在籍しています。進路支援担当教諭は進路学
習会・研修会等の実施，進路相談・懇談への対応，進路に関する情報収集，支援機関との
情報交換などを行っています。また，福祉施設や企業などで実習を行う際は，実習の計画・
実施において学校の窓口を担っています。

活動

詳細

内容
実習希望調査・進路懇談

事前・定例の活動

実習説明
進路学習会の企画
求人情報や企業情報の収集

準備段階・不定期の

職場開拓・実習の依頼

活動

計画的に実施する。希望する職種や
勤務条件等を確認する。
計画的に実施する。生徒・保護者を
対象に行う。
各種求人情報や支援機関などから
の情報を収集する。
収集した企業情報を基に電話や訪
問で依頼する。
可能な限り事前に体験し，課題や職

職員の体験や視察の計画

務を分析する。また，配慮事項を把
握し，実習内容等を提案する。

面談

実習の対応
実習支援・巡回指導

面談練習を経て，本人と事業所の方
との顔合わせを行う。
ジョブコーチの手法を取り入れて
行う。
実習の評価をもとに課題や適性を

実習後の対応

反省会・御礼

明確にする。3 年生の場合，受け入
れ先へ採用可・不可の判断を仰ぐ。

雇用面談会・実習面談会
インターンシップ（※8 ページ参照）

随時の対応

就労に関する手続き支援
福祉サービス利用に関する

各面談会への引率，支援を行う。生
徒の希望等に対して，卒業後の就労
や，体験の機会として支援する。
進路先決定に関する手続きや連絡
を行う。

手続き支援
支援機関との連携

進路に関する情報交換や支援に関
する連携を行う。

進路指導・支援は，進路担当教諭だけが行うものではありません。担任，保護者の協力
が必要不可欠であるため，学校全体で取り組むことが求められています。
◆実習の流れと主なやりとりの流れ（例）
①実習希望調査・
実習生プロフィール

企

業

開

拓
②実習受入の相談

実習受入れの相談
③実習日程等の
打ち合わせ
④実習日程等の連絡

学校担当者との
事前打ち合わせ

事前学習

実

人
・

学

習

本人・保護者との
事前打ち合わせ
（面
談）

保
者

開 始

護

校

習

先

実

⑦巡回指導

反

省

会

事後学習
⑧評価表の返送

⑨雇用の可能性等・情報交換

評価表の作成・送付

※参考：平成 25 年度

本

⑤実習前書類の提出
⑥実習依頼書・評価表渡し

「博多高等学園」

進路支援係

実習の流れ

資料

（１）卒業後の進路について

【４】 在学中の実習について
前期実習・後期実習
学校内で行います

特別支援学校高等部生徒は様々な実習で経験を積
み，就労の準備をしています。実習は大きく「校内実
習」と「校外実習」の２種類があり，１年間を通して
実習を行っている学校と，実習期間を設けて実習を行

校 内 実 習

っている学校があります。実習期間を設けている学校
では，１年生の時は校内で作業学習を中心とした実習
を，２年生では校外に出て公園清掃などの実習を，３
農園作業に取り組む生徒

学校を職場に見立て，農
園芸，木工，窯業などのグ
ループに分かれて，一日を
通し作業学習に取り組みま
す。教員が指導を行ないま
す。

年生では福祉施設，企業・事業所などでの実習を行っ
ています。
一般就労を目指している生徒については，全ての学
校で，１年生の時から企業・事業所での実習を行うこ
とができます。

校 外 実 習

清掃実習

福祉サービス事業所実習

企業実習・庁内インターシップ

地域（公園や学校周辺）

福祉施設・訓練機関

企業・福岡市役所

で行います

で行います

で行います

公園で清掃に取り組む生徒

軽作業に取り組む生徒

校外実習の第一歩として
行います。グループで公園
や学校周辺の清掃を行い，
校内での作業学習に加え，
校外での取組の機会を増や
していきます。学校によっ
て実施の有無が異なりま
す。教員が指導を行ないま
す。

福祉サービス事業所での
実習は，高等部卒業後の進
路として適切であるかをお
互いに判断するために実施
することが多いようです。
そのため，進路先候補を絞
り込んだ上で実習を行いま
す。

（及び出先機関）

車内清掃に取り組む生徒

体験的実習や雇用に向け
た実習など，段階に応じて
行われます。期間は数日か
ら２週間程度の場合が多い
ようです。雇用に向けて繰
り返し実習を行う場合があ
ります。実習先の方の指示
で作業できる力が求められ
ています。

生徒の企業実習を通して寄せられた声を紹介します。感想からも企業実習が，生徒の意
欲や力を高め，企業や保護者の就労に対する理解を深める重要な機会となっていることが
わかります。
◆生徒より
→達成感や期待感など働く意欲について寄せられています。
・ はじめは自分のことをこなすだけで精一杯で，大変な思いをしただけであったが，２日
目，３日目と日を追うごとに，自分から進んで働けるようになったり，人の役に立つこ
とでうれしさや喜びを感じたりし，自分自身が大きくなったと感じた。
・ 働くということは社会に貢献するという意味を持っていたことに気づいた。
・ 今まで将来のことを考えていなかったけれど，少しは考えてみないといけないと思った。
どんな職業を目指すのか考える機会になった。
◆生徒を受入れた企業より
→障がいの理解や会社の期待との一致について寄せられています。
・ 子どもたちは可能性があり，その可能性を周りの大人たちで応援することが大切である
と感じた。
・ 子どもたちを迎えることで，職場が活気づくなど従業員も勉強になった。
・ 子どもたちは３日目からかわる。３日目には１日目，２日目の経験から自分で仕事を始
める。そこで次の段階に進み，難しいことをするようになり自信をつけていった。また
そのことでやり遂げた達成感を味わっていた。
◆保護者より
→働くことについての意識や子どもの自立について寄せられています。
・
・

家では頼りなく感じていた子どもが，大きな声を出し，生き生き働いている姿を見て
感動した。
帰宅すると，目を輝かせて「今日はこんなことしたよ」と熱く語っていた。普段とは
違った視点から見た世界が新鮮だったようだ。

◆教職員より
→小中高の連携やキャリア教育について寄せられています。
・ 生徒が企業や事業所で生き生き働く姿が見られた。認めてもらうことで積極性が出てき
た。
・ 各受入れ先を巡回訪問し，企業や事業所との交流を通じ，見聞が広がり，地域との連携
の必要性，生徒観，教育観などの意識改革の契機となっている。
・ 事前指導における意識付けの徹底，事後指導における今後の学習への継続性の強化を図
りたい。

（２）障がい者の雇用について

【１】 雇用の形態について

一般就労

障がい者の雇用の形態は大きくわけて，一般就労と福祉的就労（※11 ページ参照）があ
ります。ここでは，一般就労について紹介します。一般就労には，一般雇用と障がい者雇
用があります。それぞれの雇用の違いは下図（図１）にまとめています。
◆一般雇用と障がい者雇用について（図１）
一般雇用
◆一般の方と同様の形で就労する方法。基本的には障
がいを伝えないクローズ就労。
一般就労
◆雇用主との雇用契約が
成立され，最低賃金法な
どの労働法規の対象と
なる。
◆会社の一員としての責
任と役割が求められる。

◆職場の方に障がいを伝えて働いている人もいるが，
この場合一般雇用のため，障がい者雇用のサービ
ス・支援は受けられない。

障がい者雇用
◆障がいがあることを前提として働く雇用形態。（企
業が障がい者雇用として算定率の対象とするため
には，障がい者手帳の有無や就労時間などの一定の
条件を満たす必要がある。※12 ページ参照）
◆障がい者就労の様々なサービス・支援を受けること
が可能。
◆労働条件や労働時間，仕事上でのサポートなど，配
慮してもらうことが可能。
◆「障がい者雇用＝障がいを開示するオープン就労」
だが，全ての従業員に開示しない場合もある。

障がい者雇用といっても，雇用主がすべての個人のニーズにあわせてくれるわけではあ
りません。また，雇用主に障がいの理解があるとは限りません。
雇用主，就労者ともに相互の理解と努力が必要です。自分の障がいを認識し，相手に伝
えていく努力をすることが重要になります。

（２）障がい者の雇用について

【２】 雇用の形態について

福祉的就労

福岡市立特別支援学校卒業生の中には，病気や障がいに配慮してもらいながら働く場が
提供される福祉的就労へと進路を進める生徒もいます。
福祉的就労は，雇用契約が結ばれる就労と，契約が結ばれない就労があり，個人のニー
ズにあわせた利用が可能となります。
福祉的就労を含む障がい福祉サービスを利用する場合については，下図（図１）にまと
めています。詳細は，各申請窓口に確認しましょう。
◆障がい福祉サービス利用までの流れ【例】
（図１）

申 請
（情報提供・相談）

各区保健福祉センター福祉・介護保険課（精神障がいは各区健
康課）でサービス利用についての情報提供や相談及び申請の受付
を行います。申請後，現在の障がいの状況について訪問等により
調査を行います。

審

調査の結果と医師意見書をもとに，審査会において審査・判定
し，どれくらいサービスが必要な状態か（障がい支援区分）が決
められます。

査

・ 判

定

（※平成 26 年度より障がい程度区分から障がい支援区分へ変更）

決

契

定

約

・通

知

障がい支援区分（障がい児については障がいの種類・程度），
介護している人や居住等の状況，申請者のサービスの利用意向
などをもとにサービスの種類，支給量及び支給期間等を決定し
ます。支給が決定された人には受給者証を交付します。

締

結

受給者証等に記載されているサービスについて事業者・施設
に利用の申し込みを行い，契約を結びます。

サービスの利用

サービスを利用するときは，所得等に応じた負担額を事業
者又は施設に支払います。所得等に応じた負担額よりもサー
ビスに必要な費用の 1 割が低い場合は，低い方の額の負担と
なります。

※参考：「福岡市の障がい福祉（第 30 版）
」（平成 25 年 7 月発行）

（２）障がい者の雇用について

【３】障がい者雇用に関する制度について
障がい者の雇用を促進するため，障がい者の雇用に関する様々な法律や制度があります。
ここでは，障がい者の雇用に関する制度や助成金の一部について説明します。
※参考：「事業主と障害者のための雇用ガイド 障害者の雇用支援のために」
平成 20 年，厚生労働省 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

◆障がい者雇用率制度
事業主は，障がい者雇用率（法定雇用率）によって計算される法定雇用障がい者数以
上の障がい者を雇用しなければならないことが定められています。

法定雇用障がい者数
（企業が雇用しなければならない障がい者数）

企業における雇用障がい者数

≧

企業全体の常用労働者の総数
（短時間労働者は 0.5 でカウント）

×

法定雇用率

※小数点以下は切り捨て。そのため 49 人以下の企業
は法律上，障がい者の雇用義務はない

雇用者数のカウント方法
常用労働者
（週 30 時間以上）

労働者
障がい種

身体

知的

身体

短時間労働者
（週 20 時間以上 30 時間未満）

知的

程度

重度

重度以外

算定数

1 人を
2 人として
算定

1 人を
１人として
算定

精神

身体

知的

精神

重度
1 人を
１人として
算定

1 人を
１人として
算定

1 人を
0.5 人として
算定

法定雇用率
事業主区分

～平成 25 年 3 月 31 日

平成 25 年 4 月 1 日以降

民間企業
国，地方公共団体等

1.8％
2.1％

2.0％
2.3％

都道府県等の教育委員会

2.0％

2.2％

※法定雇用率は，少なくとも 5 年ごとに，この割合の推移を考慮して政令で定めることとされている

【例】
A 社 労働者
500 人
B 社 労働者 2，000 人

障がい者 13 名雇用
障がい者 15 名雇用

500 人×2.0％＝10 人→雇用率達成企業
2，000 人×2.0％＝40 人→雇用率未達成企業
【25 名不足】

◆障害者雇用納付金制度
「障害者雇用納付金制度」では，障がい者雇用率未企業からの納付金徴収や，障がい者
を多く雇用している企業の経済的負担の軽減に関することが定められています。障がい者
の雇用に伴う経済的な負担のアンバランスを調整しつつ，全体として障がい者雇用の水準
を高めることを目的とする制度です。

独立行政法人

障害者雇用納付金の徴収
1 人当たり

月額 50,000 円

常用労働者が 200 名を超える事
業主（※）で，法定雇用率が未
達成の事業主は障害者雇用納
付金の納付が必要

障害者雇用
調整金の支給

高齢・障害者雇用支援機構
（※20 ページ参照）

納付金は罰金ではないため，支
払ったからといって雇用義務を免
れるものではない。

報奨金
の支給

在宅就業障害者
特例調整金
の支給

在宅就業障害者
特例報奨金
の支給

各種
助成金
の支給

常用労働者
200 名 以 下
で一定数を
超えて障が
い者を雇用
している事
業主の申請
に基づき支
給。

障害者雇用納付
金申告対象事業
主で，在宅就業
障がい者に一定
要件の仕事を発
注した場合に支
給，又は納付金
が減額。

報奨金支給対象
事業主で，在宅
就業障がい者に
一定要件の仕事
を発注した場合
に支給。

障がい者の雇
用に伴い，施
設・設備の整備
や特別な雇用
管理を行った
場合に，その経
済的負担を軽
減するために
費用の一部を
助成。

1 人当たり
月額 27,000 円

常用労働者が 200
名を超える法定雇
用率達成事業主
（※）の申請に基
づき支給。

※納付金・調整金の対象は、平成 27 年 4 月より 100 名を超える事業主に拡大

◆特例子会社制度

障がい者の雇用の促進及び安定を図るため，事
業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社

親会社

を設立し，一定の要件を満たす場合は，特例とし
てその子会社に雇用されている労働者を親会社に
雇用されているものとみなして，実雇用率を算定
できることとしています。

・意思決定機関の支配
・役員派遣等
特例子会社

障がい者にとっては，雇用機会の拡大が図られ
たり，配慮された職場環境の中で力を発揮できた
りなどのメリットがあります。

→特例子会社を親会社に合算して
実雇用率を算定
※福岡県内には 12 社
（平成 25 年 5 月現在）

２． 支援機関について

（１）支援機関一覧

支援機関一覧
福岡には様々な支援機関があります。生徒は，これらの機関から様々な支援を得て就労
へと進路を歩んでいきます。
この一覧は，障がい者の就労に関わる主な支援機関です。
「こんなときはどこへ相談した
らいいんだろう…」と相談先が分からない場合は，17 ページを参考にされてみてください。

名称

所在地
電話番号

（厚生労働省）

福岡市中央区赤坂 1-6-19

福岡中央公共職業安定所

092-712-8609（部門コード 44＃）

（厚生労働省）

福岡市東区千早 6-1-1

福岡東公共職業安定所

092-672-8609（部門コード 42＃）

（厚生労働省）

春日市春日公園 3-2

福岡南公共職業安定所

092-513-8609（部門コード 44＃）

（厚生労働省）

福岡市西区姪浜駅南 3-8-10

福岡西公共職業安定所

092-881-8609（部門コード 42＃）

（設置母体等）

A

B

C

（独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構）

福岡障害者職業センター

092-752-5801

（国立県営）

北九州市若松区大字蜑住 1728-1

福岡障害者職業能力開発校

093-741-5431

（福岡県立）

福岡市東区千早 4-24-1

福岡高等技術専門校

092-681-0261

（福岡県委託事業）

D

障害者就業・生活支援センター
野の花

E

F

福岡市中央区赤坂 1-6-19 5 階

福岡市西区姪浜駅南 2-8-15
092-885-9987

（福岡市）

福岡市博多区千代 1-21-16

福岡市障がい者就労支援センター

092-643-0071

（福岡市）

障がい者相談支援センター等

【就職を希望されている障がいのある方へ】

※資料：福岡市保健福祉局障がい者部障がい者在宅支援課（平成 25 年 8 月作成）

（２）支援機関紹介

A.

公共職業安定所（ハローワーク）

公共職業安定所は国（厚生労働省）が設置する行政機関で，地域の総合的雇用サービス
機関として，仕事をお探しの方・事業主の方に対して様々なサービスを行っています。通
称は，ハローワークです。
障がい者専門窓口では，障がいについて専門的な知識をもつ担当者が，仕事に関する情
報の提供や，就労に関する相談に応じるなどの支援を行っています。
【このうような相談に応じています】
◆仕事をしたいが，不安がある
・仕事の探し方や履歴書の書き方など，仕事に関するさまざまな相談ができます。
・生活面を含む幅広い支援を希望される方には ，「障害者就業・生活支援センター」
（※24 ページ参照）などの支援機関を案内してくれます。
・障がい者を対象とした求人の情報を提供してくれます。
◆どのような仕事が向いているかわからない
・障がいの状況やこれまでの経験などを聞きながら，アドバイスを受けられます。
・職業能力や仕事の適正などを把握するため，必要に応じて専門機関（地域障害者職業セ
ンター ※20 ページ参照）による職業評価（無料）を案内してくれます。
・就職のために新たな技能を身につけたい方は，職業訓練（無料）を案内してくれます。
◆採用面接で，自分のことをうまく説明する自信がない。
・求人に応募する際，配慮を必要とする内容などをハローワークから求人企業に説明して
くれます。
・希望に応じて，ハローワークや就労支援機関の担当者が採用面接に同行してくれます。
◆就労しても長続きしないのではないか，心配。
・就労後も，ハローワークや就労支援機関が，電話や訪問を通じて継続的に支援してくれ
ます。
・専門的な知識をもった援助者（ジョブコーチ）が就労先を訪問し，職場に適応できるよ
う，さまざまな支援を行う制度を紹介してくれます。
※参考：ハローワークインターネットサービス ハローワーク障害者専門窓口のご案内
https://www.hellowork.go.jp/member/sy_guide.html

【このようなサービスも行っています】
●就職面接会の実施
障がい者を対象とした就職面接会を実施しています。開催日時等については，開催地の
各都道府県労働局のホームページをご覧ください。
●インターネットサービス
インターネットで求人情報を検索することが可能です。全国のハローワークが受理した
求人情報のうち，求人企業がハローワークホームページに掲載を希望している，障がい者
のための求人を検索することができます。
また求職情報を掲載することも可能です。ハローワークで求職登録をし，インターネッ
トにおいて本人の求職情報が掲載されることを希望している旨の申し出をした方を，障が
い者求職情報検索の対象者として掲載しています。
URL

https://www.hellowork.go.jp/member/sy_guide.html

ハローワーク福岡中央
窓口取扱時間

平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

〒810-8609 福岡市中央区赤坂 1-6-19
TEL 092-712-8609

FAX

092-711-1192

＜管轄地域＞
福岡市中央区，博多区，城南区，
早良区，南区（那の川 1～2 丁目）
，
糟屋郡（志免町，須恵町，宇美町）

ハローワーク福岡東
平日午前 8 時 30 分～午後 6 時 00 分 ＜管轄地域＞
福岡市東区，宗像市，古賀市，福津市
〒813-8609 福岡市東区千早 6-1-1
糟屋郡（篠栗町，新宮町，久山町，
TEL 092-672-8609 FAX 092-672-3000
粕屋町）
窓口取扱時間

ハローワーク福岡南
平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 ＜管轄地域＞
福岡市南区（那の川 1～2 丁目を除く）
，
〒816-8577 春日市春日公園 3-2
筑紫野市，春日市，大野城市，
TEL 092-513-8609 FAX 092-574-6554
太宰府市，筑紫郡
窓口取扱時間

ハローワーク福岡西
窓口取扱時間

平日午前 8 時 30 分～午後 6 時 00 分

〒819-8552 福岡市西区姪浜駅南 3-8-10
TEL 092-881-8609

FAX

092-883-5871

＜管轄地域＞
福岡市西区，糸島市

（２）支援機関紹介

B.

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは，公共職業安定所（ハローワーク ※18 ページ参照）との密
接な連携のもと，障がい者に対する専門的な職業リハビリテーションを提供する施設です。
全国 47 都道府県に設置されており，設置及び運営は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機
構（※）が行っています。
※

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構とは…
高齢者の雇用の確保，障がい者の職業的自立の推進，求職者その他の労働者の職業能力

の開発及び向上のために，高齢者，障がい者，求職者，事業主等の方々に対して総合的な
支援を行っている厚生労働省が所管する独立行政法人。

【このような相談対応・サービスを行っています】
◆障がいのある方へ
○職業相談・職業評価
就労の希望などを把握した上で，職業能力等を評価し，必要な相談・指導を行い，こ
れらを基に就労して職場に適応するために必要な支援内容・方法等を含む，個々人の状
況に応じた職業リハビリテーション計画を策定。
○職業準備支援
ハローワークにおける職業紹介，ジョブコーチ支援等の就労に向かう次の段階に着実
に移行させるため，センター内での作業体験，職業準備講習，社会生活技能訓練を通じ
て，基本的な労働習慣の体得，作業遂行力の向上，コミュニケーション能力の向上を支
援。
○職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業
障がい者の円滑な就労及び職場適応を図るため，事業所にジョブコーチを派遣し，障
がい者及び事業主に対して，直接的，専門的な援助を実施。
○精神障がい者総合雇用支援
精神障がい者及び事業主に対して，主治医等の医療関係者との連携の下，精神障がい
者の新規雇入れ，職場復帰，雇用継続のための様々な支援ニーズに対して，専門的・総
合的な支援を実施。
など

◆事業主の方へ
○障がい者の採用計画立案，職設定への助言，各種情報提供
○障がい者雇用に係る受入準備のための助言，研修講師派遣
○募集，採用活動に対する助言
○継続雇用，雇用管理のための助言
○休職中の従業員の職場復帰に係る助言
○事業主支援ワークショップの実施

など

◆関係機関の方へ（就労支援機関等）
○関係機関が実施する個別の就業支援計画の策定等に関する助言
○研修講師の派遣
○関係機関の支援対象者への共同支援等による支援方法に係る援助
○第 1 号職場適応援助者養成研修の実施
○関係機関の職員の知識・技術等の向上のための就業支援基礎研修の実施
○地域の職業リハビリテーションネットワーク構築を目的とした「地域職業リハビリテー
ションフォーラム」の開催
など
※参考：独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構ホームページ
福岡障害者職業センター 支援サービス等
http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/fukuoka/40_fukuoka.html

福岡障害者職業センター
開庁日時

午前 8 時 45 分～午後 5 時 00 分（土日祝，年末年始休暇を除く）

〒810-0042 福岡市中央区赤坂 1-6-19 ワークプラザ赤坂 5 階
TEL

092-752-5801 FAX

092-752-5751

メール fukuoka-ctr@jeed.or.jp
福岡障害者職業センター 北九州支所
〒802-0066 北九州市小倉北区萩埼町 1-27
TEL

093-941-8521 FAX

093-941-8513

メール kitakyusyu-ctr@jeed.or.jp

（２）支援機関紹介

C.

障害者職業能力開発校

障害者職業能力開発校は，障がいのある方が様々な職業についての知識や専門的な技術，
技能を習得するための施設です。職業能力開発促進法に基づいて国が設置し，県が委託を
受けて運営しています。
障害者職業能力開発校は，国立 13 校，都道府県立 6 校の計 19 校が設置されています。
障害者職業能力開発校一覧（平成 21 年 4 月 1 日現在）
・北海道障害者職業能力開発校

・愛知県立愛知県心身障害者コロニー春日台職業訓練校

・青森県立障害者職業訓練校

・京都府立城陽障害者高等技術専門校

・宮城障害者職業能力開発校

・大阪障害者職業能力開発校

・中央障害者職業能力開発校

・兵庫障害者職業能力開発校

・千葉県立障害者高等技術専門校

・兵庫県立障害者高等技術専門学院

・東京障害者職業能力開発校

・吉備高原障害者職業能力開発校

・神奈川障害者職業能力開発校

・広島障害者職業能力開発校

・石川障害者職業能力開発校

・福岡障害者職業能力開発校

・静岡県立あしたか職業訓練校

・鹿児島障害者職業能力開発校

・愛知障害者職業能力開発校
※参考：厚生労働省ホームページ 障害者職業能力開発校一覧
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/career-syougaisya/shokunoukou.html

【福岡障害者職業能力開発校について】
福岡障害者職業能力開発校では，身体障がい者の方を対象とした訓練を6科目，知的障が
い者の方を対象とした訓練を1科目実施しています。交通が不便な方には校内に寮設備があ
ります。
●主な対象者
・身体障がい者…身体障害者手帳を取得されている方，または取得可能な方
・知的障がい者…療育手帳を取得されている方，または児童相談所，障害者更生相談所，
障害者職業センター等で発行される知的障がい者と認める判定書を提出
できる方
●募集区分
・中卒…義務教育修了者（卒業見込含む）又はこれと同等の学力を有する方
・高卒…高校卒業程度（卒業見込含む）又は同等の学力を有する 18 歳以上の方

訓練

訓練科目

期間

定員

主な

備考

対象者

コンピュータ製図科

1年

20 名

高卒

身体・その他の障がい者対象

プログラム設計科

2年

20 名

高卒

身体・その他の障がい者対象

商業デザイン科

1年

20 名

高卒

身体・その他の障がい者対象

OA ビジネス科

1年

20 名

高卒

身体・その他の障がい者対象

福祉住環境科

1年

20 名

高卒

身体・その他の障がい者対象

流通ビジネス科

1年

30 名

中卒

総合実務科

1年

20 名

中卒

身体・その他の障がい者対象（25 名）
重度視覚障がい者対象（5 名）
知的障がい者対象

【よくある質問】
Q．

1 日の授業時間は？

A．

授業は月～金曜日までで，8 時 40 分～15 時 55 分までの 7 時限です。

Q．

授業料はどれくらい？

A．

入校料，授業料は無料です。
（ただし，教科書代や作業服代は実費になります。
）

Q．

勉強しながら，雇用保険が受けられますか？

A． 雇用保険受給者で，
「公共職業安定所」の指示を受けて入校した場合は，修了まで延
長されます。
Q．

選考方法は？

A．

筆記試験（国語・数学），面接です。総合実務科は筆記試験（基本的な読み書き，計
算）と面接・保護者との面談を行います。

※参考：福岡県の職業訓練 福岡障害者職業能力開発校
http://www.fukuoka-kunren.net/pr-shogai.html

福岡障害者職業能力開発校
〒808-0122 北九州市若松区大字蜑住 1728 番地 1
TEL

093-741-5431 FAX

093-741-1340

メール shougaishanoukai@pref.fukuoka.lg.jp
ホームページ

http://www.fukuoka-kunren.net/

専門校 PR

（２）支援機関紹介

D.

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは，就労を希望している障がいのある方，あるいは在職
中の障がいのある方が抱える課題に応じて，雇用及び福祉の関係機関との連携の下，就業
支援担当者と生活支援担当者が協力して，就業面及び生活面の一体的な支援を行います。
都道府県知事が指定した法人（社会福祉法人，特定非営利活動法人，民法法人等）が運
営しています。

就

業

支

生

援

活

支

援

（生活支援担当者 1 名）

（就業支援担当者 2～5 名）
○就業に関する相談支援

○日常生活・地域生活に関する助言

○障がい特性を踏まえた雇用管理に

○関係機関との連絡調整

関する助言
○関係機関との連絡調整

一体的な支援

自立・安定した職業生活の実現

【このような支援を行っています】
＜就業面での支援＞
○就業に関する支援
・就労に向けた相談支援，準備支援（職
場実習または，職業準備訓練のあっせ
ん等）
・就職活動の支援（ハローワークへの同
行等）
・職場定着に向けた支援（職場訪問によ
る適応状況の把握等）
○障がいのある方それぞれの障がい特性
を踏まえた雇用管理についての事業所
に対する助言
○関係機関との連絡調整
※参考：厚生労働省ホームページ

＜生活面での支援＞
○日常生活・地域生活に関する支援
・生活習慣の形成，健康管理，金銭管理等
の日常生活の自己管理に関する助言
・住居，年金，余暇活動など地域生活，生
活設計に関する助言
○関係機関との連絡調整

障害者雇用対策の概要 障害者就業・生活支援センター事業

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/

障害者就業・生活支援センターは，福岡県内には 13 箇所あります。福岡市，糸島市を担
当しているのが障害者就業・生活支援センター野の花です。

※資料：障害者の雇用のために―障害者に新たな雇用の場を―
福岡県福祉労働部労働局新雇用開発課

①障害者就業・生活支援センター野の花

②障害者就業・生活支援センターちどり

③障害者就業・生活支援センターはまゆう

④障害者就業・生活支援センターちくし

⑤障害者就業・生活支援センターちくぜん

⑥障害者就業・生活支援センターぽるて

⑦障害者就業・生活支援センター「デュナミス」 ⑧障害者就業・生活支援センターほっとかん
⑨障害者就業・生活支援センターBASARA

⑩福岡県央障害者就業・生活支援センター

⑪障害者就業・生活支援センターじゃんぷ

⑫北九州障害者就業・生活支援センター

⑬障害者就業・生活支援センターエール

障害者就業・生活支援センター野の花
〒819-0006

福岡市西区姪浜駅南 2-8-15

（※平成 26 年 4 月 1 日より中央区六本松から所在地変更）
TEL 092-885-9987 FAX

092-885-9988

メール pothu.nonohana@globe.ocn.ne.jp
ホームページ http://www.nonohana.or.jp/

（２）支援機関紹介

E.

福岡市障がい者就労支援センター

福岡市障がい者就労支援センターは，障がいのある方の企業就労を進めるために，福岡
市が独自に設置した支援機関です。福岡市が社会福祉法人福岡市社会福祉事業団へ運営を
委託しています。
障がいのある方の就労や職場定着を促進するため，本人，家族及び特別支援学校等の関
係機関や企業の方の相談に応じるとともに，職場で直接仕事の内容などをわかりやすく指
導するジョブコーチを派遣して，就労面と生活面の双方から総合的に支援しています。

就労支援コーディネーター

相談支援担当者。支援計画の作成，企業や関係機関等との連絡調整を行っています。
ジョブコーチ

就労現場での直接支援担当者。障がいのある方と職場に行き，課題や不安の軽減の
ための支援を行っています。
就労支援相談員

企業支援担当者。企業に対し障がい者雇用の総合的なコンサルティングを行ってい
ます。
【このような相談に応じています】
（本人，家族，関係機関の方）
・就労したいけど，どうしたらいいの？
・一人で職場に行くのが不安です。
・悩みを相談する人が職場にいません。
・施設に就労を目指している方がいるので，支援してほしいのですが。
（企業の方）
・障がいのある方を雇用したい。
・障がいのある方はどんな仕事ができますか？
・雇用している方の作業能率があがりません。
・ジョブコーチを派遣してくれませんか。

など

など

【業務内容】
◆総合相談
障がい者の就労全般に関する総合窓口として，障がいのある方及び家族，企業の方など
からの相談に「就労支援コーディネーター」が対応してくれます。関係機関との連携等に
よる職業評価やケアマネジメント手法の活用等により，個別の総合支援計画を策定し，能
力開発からアフターフォローまでそれぞれのニーズや状況に応じた支援が行われます。
◆人的支援（ジョブコーチによる支援）
総合的人的支援を行う「就労支援コーディネーター」と，個別的支援を行う「ジョブコ
ーチ」がペアを組み，企業等との「橋渡し」や「伴走者」の役割を担いながら，一般就労
に向けて直接かつ効果的な支援が行われます。就労意欲の向上を図ることや労働習慣の確
立を目的とする実習についても，必要に応じて，ジョブコーチの派遣が可能です。
◆ネットワーク
「働くこと」に関連する，企業，教育，福祉，医療，労働などをつなぐ「のりしろ」の
役割を担い，既存の社会資源との分担，連携により，福岡市の障がい者就労支援の新たな
連携，協力を図ります。
◆情報提供
センター内にパンフレットなど情報提供スペースが設置されています。ホームページで
は，センターの事業や活動報告などが提供されています。
◆その他
・職場開拓

・企業セミナー

・就労移行支援事業所への技術的支援

・就労支援セミナー
・ビジネス講習

・パソコン講習，サービス業従事者養成研修

・余暇活動支援

※参考：福岡市障がい者就労支援センターホームページ
http://www.fuku-syuuro.or.jp/

福岡市障がい者就労支援センター
開所日 原則として月曜～土曜

午前 8 時 45 分～午後 5 時 45 分

〒812-0044 福岡市博多区千代 1 丁目 21-16
TEL

092-643-0071

FAX 092-643-0072

メール info@fuku-syuuro.or.jp
ホームページ

http://www.fuku-syuuro.or.jp/

など

（２）支援機関紹介

F.

障がい者相談支援センター等

福岡市には様々な相談支援センターが設置されています。各センターは，障がい者が地
域で生活するにあたっての総合相談に応じ，様々な社会資源やサービスを活用できるよう
コーディネートします。
【相談支援事業及び児童発達支援センター事業の委託事業者の位置図】

（

）…センターを設置する施設の名称

※資料：福岡市ホームページより
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/35159/1/siryou2-2.pdf

所在地

対象者区分

センター名等

身体・知的
障がい者

障がい者生活支援相談室

中央区長浜 1-2-8
738-3201

東区知的障がい者相談支援センター

東区三苫 8-105-1
607-3651

博多区知的障がい者相談支援センター
中央区知的障がい者相談支援センター

知的
障がい者

南区知的障がい者相談支援センター
城南区知的障がい者相談支援センター
早良区知的障がい者相談支援センター
西区知的障がい者相談支援センター
東区精神障がい者相談支援センター
博多区精神障がい者相談支援センター
中央区精神障がい者相談支援センター

精神
障がい者

南区精神障がい者相談支援センター
城南区精神障がい者相談支援センター
早良区精神障がい者相談支援センター
西区精神障がい者相談支援センター

発達
障がい者（児）

障がい児

博多区西月隈 5-12-5

589-6292
中央区鳥飼 2-4-16

738-3314
南区清水 1-13-19

511-1286
城南区樋井川 4-1-11

874-7907
早良区百道浜 1-4-1

847-2764
西区今津 4820-2

806-5259
東区香椎駅前 2-1-17 2 階

681-1197
博多区吉塚 3-21-27

409-2478
中央区大宮 2-5-30

401-0016
南区大楠 1-35-17 2 階

791-5733
城南区荒江 1-19-18

845-6800
早良区荒江 2-8-6

831-5111
西区下山門 1-4-25

834-6411

ゆうゆうセンター

中央区地行浜 2-1-6

【発達障がい者支援センター】

845-0040

あいあいセンター

中央区長浜 1-2-8

【心身障がい福祉センター】

737-8771

東部療育センター
こども療育
相談窓口

電話番号

西部療育センター

※参考：「福岡市の障がい福祉（第 30 版）
」（平成 25 年 7 月発行）

東区青葉 4-1-1

410-8151
西区内浜 1-5-54

883-7161

３． 資料紹介

就労支援において活用できる福岡市等の発行物の一部を紹介します。

◆「福岡市の障がい福祉」
福岡市保健福祉局障がい者部障がい者在宅支援課
（平成 25 年 7 月発行）
障害のある方々や、そのご家族などが利
用できる諸施策の概要の紹介と、各種相
談機関や関係施設等の情報がまとめら
れた一冊。年に 1 度発行
○福岡市情報プラザにて配布
○福岡市ホームページ（くらし・手続
き・環境）よりダウンロード可

◆「ジョブコーチ支援・職場開拓のための就労支援マニュアル」
社会福祉法人 福岡市社会福祉事業団 福岡市障がい者就労支援センター
（平成 23 年 3 月 31 日発行）
就労支援に携わる者がどのような支
援をもって支援サービスを提供すべき
か、実践をもとに技術的なノウハウが説
明された一冊。
○発達教育センターにて閲覧可
○福岡市障がい者就労支援センターに
て閲覧可

◆「夢をのせて、未来へ～開所 10 周年記念事例集～」
社会福祉法人 福岡市社会福祉事業団 福岡市障がい者就労支援センター
（平成 23 年 11 月 7 日発行）
開所 10 周年を記念し発行された事例
集。1，000 名を超える就職者を代表し
17 社の企業とそこで活躍している障害
のある方々が紹介された一冊。
○発達教育センターにて閲覧可
○福岡市障がい者就労支援センターに
て閲覧可

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は，事業主や事業主団体の方々に対し，
障がい者の雇用に当たっての工夫・改善，障がい者が能力を発揮して活躍するための実践
的なマニュアルや好事例集等の提供を行っています。下記ホームページからダウンロード
することが可能です。ここではホームページに掲載されている一部を紹介します。
※参考：障害者の雇用支援 各種資料 ハンドブック・マニュアル等
http://www.jeed.or.jp/disability/data/handbook/index.html

◆「新版 就業支援ハンドブック
障害者の就業支援に取り組む方のために」
障がい者の就業支援に取り組む方の入門書として，就業支援の基
礎的な知識，支援の流れ，具体的な支援技法，支援のポイント等に
ついてわかりやすくまとめられています。
◆「障害者雇用マニュアル」

障がい者雇用に関する各種問題点等の解消のためのノウハウや
具体的な雇用事例を，業種別・障がい別にまとめた実践的なマニュ
アルです。コミック形式で紹介した「コミック版」もあります。
◆事例集等

障がい者の雇用管理や雇用形態，職場環境，職域開発などについ
て事業所が創意・工夫して実践している取組を，テーマ別にとりま
とめて紹介した事例集です。

◆「はじめからわかる障害者雇用～事業主のための Q&A 集～」
障がい者雇用を進めるにあたり職務の選定や労働条件の検討，職
場環境の整備等について不安や悩みを抱える事業主のために，関連
情報や具体的方策を 30 の Q&A を通じてわかりやすく解説してい
ます。
◆「障害者職業生活指導員資格認定講習テキスト」
障がい者雇用の理念・現状，障がい者雇用に関する法制度から障
がい者の特徴と雇用上の配慮点まで，障がい者雇用に関する基本事
項をまとめたテキストです。認定講習実施のために作成されていま
す。

教職員のための
就労支援ハンドブック
平成２６年３月
編集・発行

福岡市教育委員会
指導部 発達教育センター
住所 福岡市中央区地行浜２丁目１－６
電話 ０９２－８４５－００１５
http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/hattatuc/
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