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仙台市障害者就労⽀援センター「はたらポート仙台」のご紹介

設置主体：仙台市

場 所：仙台市泉区泉中央２−１−１
泉区役所東庁舎５Ｆ

電 話：０２２−７７２−５５１７

H P：https://www.sendai-wsc.jp

障害のある⽅へ
・就職準備のサポート ・就職活動のサポート
・就職後のサポート

【企業の⽅へ】
・採⽤準備のサポート ・採⽤活動のサポート
・採⽤後のサポート

https://www.sendai-wsc.jp/


1.組織内部への意識啓発

〇組織内部への意識啓発のためのご支援

採⽤ご担当者様への採⽤までのフ
ローや障害者雇⽤に必要な基礎知
識に関する情報提供

「障害理解を深める勉強会」の
開催（⼀般的なもの）

先進的に障害者雇⽤をしている企
業や就労移⾏⽀援事業所等への⾒
学の場のご提供

各種セミナー、研修会のご案内



〇どのような業務を想定するか？

⼀般の⽅が従事する業務と同じ内容で募集をかけ、そこから必要な配慮を⾏う、
もしくは多くの障害のある⽅が対応できるよう仕事を切り出し新たに障害者雇
⽤専⽤の業務を作り出すパターンがあります。

既存の業務に合わせて募集 新たに仕事を切り出して募集

or

2.仕事の切り出し



〇仕事の切り出しアンケートの例



〇A企業での仕事の切り出し例
作業内容 難易度 頻度・量 時間帯 マニュアル

1 郵便仕分け 易 週一・少ない なし あり

2 社内便用封筒の作成 易 月一以下・少ない なし あり

3 宅急便業者への送り状手配 易 週一以下・少ない なし あり

4 備品の在庫確認（文具） 易 週一・少ない なし あり

5 備品の不足の発注 普 週一・少ない なし あり

6 伝票の整理 切分 易 毎日・多い なし なし

7 伝票の発送 難 週一 なし あり

8 コピー機 用紙補充 易 毎日・多い なし なし

9 社内アンケートの集計 易 月一以下・多い なし なし

10 印刷作業 易 毎日・多い なし あり

11 提出書類の提出状況確認 易 月一・多い なし あり

12 社内書類のファイリング作業 易 毎日・多い なし あり

13 出荷証明書の作成・宅急便での送付 易 毎日・多い なし あり

14 発注書の入力作業 難 毎日・多い あり～12:00 あり

15 メンテナンス依頼書の社内システムへの入力 難 毎日・少ない あり あり

16 エクセル作成の提案書の写真・文字の修正や差し替え 難 毎日・少ない あり なし

17 社内システム帳票出力 易 毎日・多い あり あり

18 社内システム売上伝票出力 易 毎日・多い あり あり

19 品質証明書の発行・宅配便での発送 易 毎日・少ない 締切あり あり

20 伝票処理 難 毎日・多い 締切あり あり

21 特定顧客指定書式 請求書発行 普 月一以下・少ない 締切あり あり

22 売上伝票の得意先へのＦＡＸ 普 週一・少ない 締切あり あり

23 請求書の社内センターへの発送 普 月一以下・少ない 締切あり あり



〇障害者雇用＝単純作業？

障害がある⽅の仕事＝単純作業ではありません。エクセルやワードが⾮
常に得意だったり、プログラミングなどの専⾨性が⾼い⽅もおり、さまざ
まな分野で活躍されています。また、複雑な⼯程の作業もそれを⼯程ごと
に分解したうえでお願いすることで、定型作業が得意な⽅も⼒を発揮する
ことができます。

うちの職場には障害のある
方にやってもらえるような
単純な仕事はないなあ



〇仕事の工程を分解する例

12

＜カップラーメンを手分けして作る＞

１．包装をはがす
２．カップラーメンのふたを半分はがす

３．熱湯を容器の内側の線のところまで注ぐ
４．ふたをする
５．タイマーで３００を押す
６．タイマーのスタートを押す

７．タイマーが鳴ったらストップを押す
８．ふたを開けてかき混ぜる

A班

B班

C班



職業適性や希望
に基づき応募先
選定。

これまでの経験
や障害特性を把
握。訓練。

企業

業務や作業環境
を確認。

障害者雇用に適
した業務環境を
ご提案。

本人・就労支援施設

３.切り出した仕事に即した人材探し

切り出した仕事や職場環境を確認させていただき、ハローワークに求
⼈情報を出していただいた後、各就労⽀援機関に当センターから周知
をさせていただいています。応募希望者が⾒つかった後、⾒学・実習
を通して⾯接に進むという流れを企業の皆様にはご案内しています。

かけはしに

〇当センターでのご支援



〇障害特性と業務のマッチング

職場の中で障害特性に配慮し、その⼈の得意なところと業務をマッチング
させることが障害のある⽅にとって働きやすい環境、企業にとって戦⼒と
なる⼈材につながります。

⼀度に複数の指
⽰をすると理解
が難しいが、マ
ニュアルを⾒な
がら集中して作
業を⾏っている。

抽象的な指⽰は
苦⼿だが、具体
的に指⽰をもら
うことでパソコ
ンのスキルを活
かし事務作業を
している。

体調の波はある
が、定期通院や
⾯談で不安を軽
減しながら接客
の仕事をしてい
る。

例えば…

など



〇求人情報の周知先「移行支援事業所」について

出典：障害者の就業状況等に関する調査研究2017年4月（独立行政法人高
齢・障害・求職者支援機構 障害者職業総合センター）より

【サービス内容】
就労を希望する障害者に対し、
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、就職後における職場への
定着のために必要な⽀援（6か
⽉）を⾏う。

移行支援事業所

【仙台市内の事業所数】
37事業所（R4.3.1時点）

定着支援の有無による定着率の比較
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チャレンジドジャパンのご紹介
運営主体：株式会社チャレンジドジャパン
・障害者総合⽀援法に基づく「就労移⾏⽀援事業」「就労定着⽀援事業」を実施。全国に
24事業所。
・仙台市内には3事業所を展開
・各センターで20〜30名の障がいのある⽅が⽇々PC訓練、ビジネスマナー、コミュニ
ケーションなどの就労訓練を⾏っている。



４．分かりやすい作業手順の作成

•作業手順を視覚化し、作業の支援となるようなわかりやすいマ
ニュアルを作成することで、業務をスムーズに行う方法



４．分かりやすい作業手順の作成

•例



４．分かりやすい作業手順の作成

【障がいのある方の理解を深めるための○○化】

①定型化

• 複雑な工程や複数の作業を行う事で手順の抜けがある場合もあるため、反
復できるような内容を設定することが有効です。

• また、作業手順について教える人ごとに手順が異なると混乱に繋がるため
手順を統一し誰が教えても同じ方法であることでことが有効です。



４．分かりやすい作業手順の作成

【障がいのある方の理解を深めるための○○化】

②ルール化

• 発達障害の特性として暗黙の了解を理解することが難しいため、守るべき
ことや仕事の工程をルールとして決めていただくことが有効です。

③外在化

• 作業手順が複雑なものは写真や図を使ったマニュアルを作るなど目に見え
る形にしてもらうことで理解が深まります。

• また、自身の考えをうまく伝えることができない場合にも、話を聞く中で
一緒に考えを紙に書いて行ったり、図式化することが有効です。



４．分かりやすい作業手順の作成

【作業指示のポイント】

・スモールステップの目標設定

・正のフィードバックと行動強化

少しずつ達成可能で具体的な目標を持つことで、自信をつけながら成長することができ
ます

目標を達成したり、望ましい行動をした場合は（できるだけ早く）肯定的な評価をす
ることで今後もその行動を行うこと（行動強化）に繋がります。

ただし、実際の職場では「やってみないとわからない」という
声も… ⇒職場実習の提案



５．職場実習の支援

【1年以上働き続けている方】

•関係機関の支援を受けていない方 52.2%

•関係機関の支援を受けている方 70.3％

（平成29年9月 厚生労働省職業安定局 「障害者雇用の現状等」
より）



５．職場実習の支援

【チャレンジドジャパン仙台3事業所の定着率】

2019～2020年勤務開始の方

•就職者 64名 うち退職者8名 定着率87.5％

•実習あり 51名 うち退職者3名 定着率94.1％

•実習なし 13名 うち退職者5名 定着率61.5％

（2022/3/15現在）



５．職場実習の支援

【職場実習とは】

障がいのある方を一定期間職場に受け入れ、職場での実務を体験
させて、相互理解を深めること

⇒障がいのある方にとっては、「自分が出来るかどうか」「続け
ていけるかどうか」の見極めとして

⇒職場にとっては、「仕事ぶりはどうか」「人柄はどうか」「働
いたとしたらどういう配慮が必要か」の見極めとして

採用・就労継続
見学・
打ち合わせ

実習 応募



５．職場実習の支援

【職場実習から応募、採用までの流れの例】

•本人、企業担当者、支援機関で打ち合わせ
• 3日間、5時間の実習でファイリングやシュレッダーを行う
•実習終了後に良い点、課題点含め担当者から評価をフィードバック
•本人応募希望し、書類応募。採用面接
•内定し、勤務開始⇒定着支援へ

採用・就労継続
見学・
打ち合わせ

実習 応募



６．職場定着等の支援

•障がいのある方が働く際、環境の変化で生活リズムや体調の崩
れなどが起こる場合も少なくありません。このような生活面の
問題を解決するのが就労定着支援です。

【職場定着支援を行う機関】

•仙台市障害者就労支援センター
•就労移行支援事業所（県内61か所）
•ハローワーク
•（障害者職業センター/就業・生活支援センター）



６．職場定着等の支援

【職場定着の支援を受けたい場合は…？】

•元々就労移行や就労支援センターを利用していた方
•⇒そのまま就労移行や就労支援センターの職場定着を利用

•既に就労中の方が定着支援を受けたい場合
•⇒仙台市障害者就労支援センターに相談



６．職場定着等の支援

•福祉職員が企業を訪問して本人・担当者と面談
•また、TELや来訪による相談

・どのような配慮を
すべきか…
・他の社員にはどの
ような説明をすべき
か…
・業務の指示の仕方
はどうすべきか…

・職場になじめるだ
ろうか…
・仕事はうまくやっ
ていけるだろうか…

＋生活面の課題

企業より

本人より
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仙台市自閉症相談センター「ここねっと」のご紹介

l法人

• 平成１７年９月法人設立
• 発達障害（主に知的遅れなし）の方々への日中活動、相談、放課後、余
暇、就労、居住などの各種サービス （登録者 約５００名）

• 対象は２～６０歳位のご本人とその家族、支援者
• 仙台市(若林区中心)と富谷市で活動

www.coconet.or.jp
l相談部門

• 本人、家族、支援者からの相談支援（対人・生活・余暇・就労相談）
• 地域の機関（保育、教育、医療、労働等）からの相談、研修依頼対応

2021/12/22 NPOここねっと



７．生活面の支援

家族

健康

地域

対人

進路

収入

仕事

項目 支援内容

①家族
・家族関係調整

・親亡き後の準備

②対人関係
・交友関係調整

・人付き合いのスキル

③障害受容
・本人･家族の受容

・障害者手帳・福祉制度の利用

④余暇
・週末の過ごし方

・ストレス発散方法

⑤衣食住
・単身生活スキル

・身辺自立、食事

⑥健康･医療
・体調・服薬管理

・生活リズム

⑦地域
・近所付き合い調整

・サービス調整

⑧収入･支出
・金銭管理

・年金手続き

⑨学校･仕事
・進学・職業選択

・就労継続・キャリア形成

⑩進路
・将来設計

・引っ越し、進学、就職

障害
受容

衣食
住

余暇求人
検索

就労
制度

職場
定着

雇用
契約 職場

実習

企業
開拓

面接
応対職業

技能

生活支援

就労支援
雇用支援2016/11/18

就労後の生活支援メニュー



雇用後の予想される変化

l近隣トラブル（ゴミ、生活音、利用者間）

l家庭環境の変化（兄弟の結婚、独立、両親のﾘﾀｲｱ）

l家族の病気、死亡などによる支援力の低下 など

l人事異動

l業務内容の変化

l本人への慣れ

l本人への期待 など

l仕事へのﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ

l余暇時間の減少

l健康状態の変化

l異性/経済的問題 など

①職場 ②本人

③住居・家庭

2016/11/18



やるべきこととやりたいことの時間の関係

←
 

!
"
#
時
間

睡 眠

身の回りの事(食事、身だしなみ、家事、手続き関連など）

やりたいこと(趣味など)

やるべきこと(仕事など)

多数派の人の場合

信州大学医学部付属病院：本田秀夫作



やるべきこととやりたいことの時間の関係

←
 

!
"
#
時
間

睡 眠

身の回りのこと
(食事、身だしなみ、家事、手続き関連など）

やりたいこと(趣味など)

やるべきこと(仕事など)

定型発達の人の場合

ストレス発散

少数派（特性のある人）の場合

ストレス

信州大学医学部付属病院：本田秀夫作



生活実態例
Aさん Bさん Cさん Dさん Eさん Fさん Gさん

収入
１３．５万
・福祉就労（＠7）
・障害年金（＠6.5）

１５．５万
・一般就労（非正規
＠9）
・障害年金（＠6.5）

１９．５万
・一般就労（正規＠
13）
・障害年金（＠6.5）

１５．５万
・一般就労（非正規
＠9）
・障害年金（＠6.5）

９万
・一般就労（非正規
＠9）

１０～１１万
・生活保護

１４．５万
・失業保険（＠8）
・障害年金（＠6.5）

住まい 賃貸アパート単身 賃貸アパート単身 賃貸アパート単身 賃貸アパート単身 実家 グループホーム グループホーム

家族関係

世帯状況
両親他界 良好 良好 不仲 良好 不仲 不仲

福祉的

サポート
• 余暇活動支援
l 相談支援

• 余暇活動支援 • 余暇活動支援 • 余暇活動支援
l 相談支援

• 余暇活動支援
• 余暇活動支援
• 生活訓練支援
l 相談支援

• 余暇活動支援
• 生活訓練支援
• 就労支援
l 相談支援

余暇
日帰り温泉

ひとりカラオケ
旅行
「爆買い」

特売

外食
知恵の輪

YouTube

自転車

アニメ声優ライブ

イベント仲間と飲み
会

ラブライブの聖地

巡礼

YouTube

ネットゲーム

ひとりカラオケ

プラモ作り



就業生活の維持には生活支援、余暇支援が欠かせない！

職場の不調を職場だけで抱えず、地域の障害者相談支援事業所へ。



参考：障害者相談支援事業所一覧

青葉区

障害者相談支援事業所 ふらっと青葉 022-265-5320

障害者相談支援事業所 ほっとすぺーす 022-225-6551

障害者相談支援事業所 とびら 022-261-3664

宮城野区

障害者相談支援事業所 ハンズ宮城野 022-295-7440

障害者相談支援事業所 つるがや地域生活支援センター 022-388-4388 

障害者相談支援事業所 宮城野雲母倶楽部＋らiふ 022-254-6757

障害者相談支援事業所 「ホープ」 022-293-1051

若林区

障害者相談支援事業所 ぴあら若林 022-282-5188

障害者相談支援事業所 てれんこ 022-716-8152

障害者相談支援事業所 くれよん 022-282-4671

太白区

障害者相談支援事業所 ハンズ太白 022-308-8834

障害者相談支援事業所 向日葵ライフサポート 022-741-2880 

障害者相談支援事業所 サポートはぎ 022-302-7460

泉区

障害者相談支援事業所 ふらっと泉 022-771-2728

障害者相談支援事業所 ソキウス 022-718-0768 

障害者相談支援事業所 ピース・スマイル 022-378-3630



８．就業継続が困難な場合の退職・再就職
支援（復職支援）
p精神・発達障害者に増える「過剰適応」による離職

l過剰適応とは、

•過剰適応的に頑張っているが、ついに仕事の負担に耐えられなくな
り、行動化や身体化症状が出現して挫折するもの（1994杉山・高橋）

•対人関係は受け身的で穏やかな受動タイプでは、学校生活への過
剰適応に疲れ次第に不登校状態に陥る（2004高橋）

→しばしば「うつ病」と誤診されるが、ベースに発達障害の特性・気質
があることが多い。



過剰適応は仕事に限ったことではない

l事例A：仕事のへの過剰適応
• 入社１日目から全エネルギーを職場適応に投入。周囲からみると“うまく適応している”、
“順調に慣れてきている”。その後も「適」評価により、仕事の要求水準が上昇。昼休み
も気を張り続け、半年後に急に出社できなくなる。周囲は兆候を見逃すが、本人は継続
的に消耗し続けていた。

l例B：単身生活への過剰適応
• 仕事と単身生活を同時に開始した青年。「自立とは毎日料理を作ることだ」、「来客時に
はお茶菓子を出さねければならない」等に縛られ、手を抜けず、睡眠不足・不眠に陥り、
欠勤が続いた。

l事例C：家族の期待への過剰適応
• 「正社員になり、安定した収入を得て、３０歳には家族を持つべき」という家族の期待・
価値観を真に受け、正社員になるが、ライフイベントがノルマ化され、期待に応えられ
ず体調の不調を訴える。



主なリワーク支援機関

医療リワーク 職リハリワーク 職場リワーク 福祉リワーク

実施機関 医療機関
障害者

職業センター
企業内、EAPなど 就労移行支援

事業所

費用 健康保険 労働保険 企業負担
国福祉財源負担
（１割上限本人負担）

対象 休職者
休職者
事業主

休職者
休職者
事業主

主な内容
精神科治療

デイケアプログラム
リワークプログラム 産業医・カウンセ

ラー等による指導
リワークプログラム

公務部門は
財源の関係で利用不可



復帰にあたって

n職業面でできること
• リワークを活用する
• 要求水準を下げる

• ただし、本人合意が前提
• 環境を変える・調整する

• 同環境へ戻ることで過剰適応記憶が復活
n生活面でできること
• 家族関係の調整

• 家族の要求水準を下げる（家族の想いや価値観に配慮）
• 衣食住の調整

• 時短方法の提案、福祉サービスの活用
• 医療連携



まずは、休職にいたらないための予防

職場定着には、仕事以外の課題が関連することも

外の目を活用して、兆候を早期に発見



参考：休職から職場復帰の流れ
第１
ステップ

病気休業開始及び休業中のケ
ア

• 病気休業開始時の労働者からの診断書の提出
• 管理監督者によるケア及び事業場内産業保健スタッフ等によるケア
• 病気休業期間中の労働者の安心感の醸成のたウめの対応

第２
ステップ

主治医による職場復帰可能の
判断

• 労働者からの職場復帰の意思表示と職場復帰可能の判断が記された診断書の提出
• 産業医等による精査
• 主治医への情報提供

第３
ステップ

職場復帰の可否の判断及び職
場復帰支援プラン作成

• 情報の収集と評価（労働者の職場復帰に対する意思の確認、産業医等による主治医から
の意見収集、労働者の状態等の評価、職場環境等の評価）

• 職場復帰の可否についての判断
• 職場復帰支援プランの作成（職場復帰日、管理監督者による就業上の配慮、人事労務管理
上の対応、産業医等による医学的見地からみた意見、フォローアップ）

第４
ステップ

最終的な職場復帰の決定
• 労働者の状態の最終確認
• 就業上の配慮等に関する意見書の作成
• 事業者による最終的な職場復帰の決定

職場復帰

第５
ステップ

職場復帰後のフォローアップ

• 疾患の再燃・再発
• 勤務状況及び業務遂行能力の評価
• 職場復帰支援プランの実施状況の確認
• 治療状況の確認
• 職場復帰支援プランの評価と見直し
• 職場環境等の改善等
• 同僚等への配慮等

厚生労働省HPより


