
就業・生活相談事業所の役割と
障害特性について

-精神障害のある方を中心に

NPO法人きなはれ
就業・生活応援プラザとねっと
センター長 重泉 敏聖



就業・生活応援プラザとねっと

【住所】

札幌市中央区北1条西20丁目1-1ラントレボー-601 

【利用時間】

月～金

10時00分～18時00分
※相談は予約制です

【付加事業】

拠点事業

ジョブサポーター

地域活動支援センター（就労者支援型）

就業体験事業



札幌市障がい者就業・生活相談支援事業実施要項より

第1条：札幌市障がい者就業・生活相談支援事業は、障

がい者の民間企業等への就職又は雇用継続のために、当

該障がい者の自己決定と主体性を尊重しつつ、就業と同

時に日常生活の支援を行い、併せて関係諸機関、地域市

民と連携し、障がい者の雇用推進と職場定着を図ること

を目的とする。

(利用対象者)：支援事業を利用する対象者は、原則として市
内に在住し、民間企業等への就職又は雇用の継続を希望する
障がい者、関係者等とする。





電話相談(個人)

面談(インテーク・アセスメント）

就労移行支援事業所・多
機能型事業所(アセスメ
ント・モニタリング)

障害者職業センター
(アセスメント・モニタリ

ング)

ハローワーク等を活用し一般
就業へ(アセスメント・モニタリ

ング)

定着支援・転職支援・離職支援（アセスメント
・モニタリング）

ジョブコーチ・
ジョブサポーター



電話相談(企業・相談者)

面談(課題の整理）

職場定着支援
ジョブコーチ・
ジョブサポーター

障害者職業センター
(アセスメント・モニタリ

ング)
医療機関(デイケア)



障害者総合支援法における就労系障害福祉サービ
ス

就労移行支援事業
(規則第6条の9)

就労継続支援Ａ型事業
（規則第6条の10第1項）

就労継続支援Ｂ型事業
（規則第6条の10第2項）

就労定着支援事業
(規則第6条の10)

事
業
概
要

通常の事業所に雇用されることが可能と見込

まれる者に対して、①生産活動、職 場

体験等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、②求職活動に関する 支

援、③その適性に応じた職場の開拓、

④就職後における職場への定着のため に

必要な相談等の支援を行う。

（標準利用期間：２年）

※ 必要性が認められた場合に限り、最大１年間の

更新可能

通常の事業所に雇用されることが困

難であり、雇用契約に基づく就労が可能

である者に対して、雇用契約の締

結等による就労の機会の提供及び生

産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

必要な訓練等の支援を行う。

（利用期間：制限なし）

通常の事業所に雇用されることが困難 で

あり、雇用契約に基づく就労が困難である

者に対して、就労の機会の提供 及び

生産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

援を行う。

（利用期間：制限なし）

就労移行支援、就労継続支援、生活介

護、自立訓練の利用を経て、通常の事

業所に新たに雇用され、就労移行支援

等の職場定着の義務・努力義務である

６月を経過した者に対して、就労の継

続を図るために、障害者を雇用した事

業所、障害福祉サービス事業者、医療

機関等との連絡調整、障害者が雇用さ

れることに伴い生じる日常生活又は社

会生活を営む上での各般の問題に関

する相談、指導及び助言その他の必要 な

支援を行う。

（利用期間：３年）

対
象
者

① 企業等への就労を希望する者

※平成30年4月から、65歳以上の者も要

件を満たせば利用可能。

① 移行支援事業を利用したが、企業

等の雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活

動を行ったが、企業等の雇用に結

びつかなかった者

① 就労経験がある者であって、年齢や体

力の面で一般企業に雇用されることが困 難

となった者

② 50歳に達している者又は障害基礎

年金1級受給者

① 就労移行支援、就労継続支援、生

活介護、自立訓練の利用を経て一般

就労へ移行した障害者で、就労に伴

う環境変化により生活面・就業面の

課題が生じている者であって、一般

就労後６月を経過した者

③ 就労経験のある者で、現に雇

用 関係の状態にない者

※平成30年4月から、65歳以上の者も

要件を満たせば利用可能。

③ ①及び②に該当しない者で、就労

移行支援事業者等によるアセスメント

により、就労面に係る課題等の把握

が行われている者

報

酬

単

価

５０２～１，０９４単位／日
＜定員20人以下の場合＞

※定員規模に応じた設定

※就職後６月以上の定着率が高いほど高い 報

酬

３２４～６１８単位／日
＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

※利用定員、人員配置に応じた設定

※平均労働時間が長いほど高い報酬

５６５～６４９単位／日
＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

※利用定員、人員配置に応じた設定

※平均工賃月額が高いほど高い報酬

１，０４５～３，２１５単位／月
＜利用者数20人以下の場合＞

※利用者数に応じた設定

※就労定着率（過去３年間の就労定着支援

の総利用者数の う ち前年度末時点の就労

定着者数）が高いほど高い報酬



求職活動のみではなく、定着支援も行います



ジョブサポーター(ジョ
ブコーチ)





１．精神疾患を抱える職員が体調をくずした場合の対
応

数日の休暇で回復し、職務に戻れる場合は問題な
いのですが、体調不良が長き、長期間休まざるを得な
い状況になってしまった場合は、通常業務について組
織的な対応が必要になります。

日頃から行っておくと良いことや必要な準備、対応
の工夫等ありましたら教えていただきたいと思います。



一口に精神障がいと言っても・・・
精神保健福祉法

「精神障害者とは、統合失調症、精神作用物質による
急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質そ
の他の精神疾患を有する者をいう。

・医療にかかっている精神疾患者 約392万4千人
(30人に1人）

疾患も様々
・統合失調症、注意欠如・多動性障害、素行障害、学習障害、
食行動障害、うつ病性障害、持続性抑うつ障害、双極性障害、

社交不安障害、パニック障害、強迫性障害、適応障害、心的外
傷後ストレス障害、アルコール依存、境界性パーソナリティ障害、
間欠性爆発性障害、過食性障害、不眠障害・・・等々



基本的な事

・診断名は、人を分類してレッテルを張る目的で
はありません。対象者の理解を深めるための
手段（手掛かり）にすぎません。同じ診断名で
あっても、一人一人違いがあります。

・精神障がいの場合、診断名（見立て）が変化
することがしばしばあります。診断名にとらわれ
すぎずに、対象者に寄り添うことで、理解が深
まります。

鎌田 隼輔平成28年度自立支援l協議会障がい者支援員養成研修「精神障が
い者について」より抜粋
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資料：厚生労働省「患者調査」より

厚生労働省障害保健福祉部で作成
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○統合失調症

schizophrenia
schizo=裂ける、分裂する
phreni=心
ａ=症状
「考え方、感情をまとめて総合的に判断したり、
心の調和を保つことができなくなった状態を示
す」

伊藤順一郎（2005）『統合失調症』講談社



・100人-120人に1人掛かると言われている

・発症しやすいのは10代後半の思春期から20
代と言われている

・「育て方」、「環境」、「遺伝」の問題だけで発症
につながるのではなく、学校生活・社会生活か
ら生じるストレスなども関係があり、様々な要因
が関与している

鎌田 隼輔平成28年度自立支援l協議会障がい者支援員養成研修「精神障
がい者について」じより抜粋



・こんな症状があります・・

①陽性症状

○幻聴幻覚・・・見えないものが見える。（周りには）聞こえないもの
が聞こえる。

○妄想・・・現実には起っていないことを正しいと思い込む

○思考障害・・・考えがまとまらない。

②陰性症状

○感情鈍麻・・・何を見ても体験しても喜怒哀楽の感情がわかない

○思考の困難・・・考えがまとまらず頭が働かない

○意欲の欠如・・・何かをする意欲がわかない

鎌田 隼輔平成28年度自立支援l協議会障がい者支援員養成研修「精神障
がい者について」じより抜粋



病気の経過

病気の経過により前兆期・急性期・消耗期・回復期にわけられます。

こころの健康情報局すまいるナビゲーター http://www.smilenavigator.jp



悪化の兆候

・薬を飲まない（通院しなくなる）

・睡眠がとれない

・人の話が聞けなくなる

・感情の起伏が激しくなる

鎌田 隼輔平成28年度自立支援l協議会障がい者支援員養成研修「精神障
がい者について」じより抜粋



症状への対応

・「監視されている」、「付け狙われている」
本人なりの辛さを訴えている。本人にとっては真実なので、聞く
方は受け止め共感する姿勢が大切。

○「それはとてもつらいことですね」、「それは不安ですよね」

×「そんなバカな話はない」、「そんな風に考えてはいけない」

・話に繋がりがなく、何を話したいかわからない

主語を確認しながら、受け止め、「～したいんですね、～しても
らいたいんですね」と反映的に



早期発見、早期治療が大切

・まずは精神科、神経科、精神神経科などへの受診が必
要

・本人が調子がおかしい、眠れないなどの不調を感じてい
る場合は、受診を勧めるのも一つ（家族の協力や関係機
関の協力も必要な場合あり）

・本人が調子の悪さの自覚がない場合には、周囲からも伝
えることも必要：「周りからは疲れているように見えますよ」



9か月後の再発率…26.5％

低EEグループ内再発率 8.1% 高EEグループ再発率…45.7％

薬をきちんと飲
んでたグループ
…6.7％が再発

薬をきちんと飲
んでいなかった
グループ

…16.7％が再発

薬をきちんと飲
んでいたグルー
プ…40．0％が再

発

薬を飲んでいな
かったグループ
…60.0％が再発

伊藤順一郎（2005）『統合失調症』講談社



心配「しすぎ」や、期待「しすぎ」がストレスになることも…

私がこんなに頑張って
いるのに、なぜわかって
くれないのだろう。

「努力していない」、「根
性がない」

この人は、駄目なのだ
から、私が頑張らなくて

は

怠け者になった

性格が悪くなった

病気は私の接し方、育
て方が悪かったからだ

批判や
敵意

心配のしすぎ

伊藤順一郎（2005）『統合失調症』講談社



うつ病





うつ病
＝病気

持続性や重症
度、経過などが
含まれる

うつ
＝気分

こころの状態で
いわば生理的
な現象



• うつ病 うつ

強さにおいて、はるかに強く
持続において、はるかに長く
苦しさにおいて、はるかに苦しく
生活の支障は、はるかに大きい

挫折、心配、不安、失敗、悩み

うつ病 気分（日常的な憂鬱観）
強い（しばしば妄想的） 強さ 弱い（現実からずれない）

大きく阻害される 日常生活 それほど阻害されない

良いことがあってもよくならない 状況変化の影響 良いことがあると少し良くなる

人に接するのを嫌がる 対人接触 人に頼りたがる

まったくやりたがらない 仕事、趣味 やっていたほうが気がまぎれる

はっきりしていない きっかけ はっきりしている

理解できないことが多い 周囲の了解 十分理解できる

長く続く（2週間以上） 持続 時間経過とともに忘れる

よく効く 抗うつ薬 効かない

しばしば自殺に至る 自殺 比較的まれ

野村 総一郎（2018）『入門 うつ病のことがよくわかる本」から引用



原因

遺伝

幼少時の環境

脳機能
性格

現在の環境

DNAレベル

学習して得
たもの

物の考え
方捉え方

職場や
家庭

ストレスになる出来事
家族や親しい人の死、別
離といった喪失体験、慢

性的疲労、身体的病気、
経済的不安、職場や近
隣の人との人間家系の
難しさ

環境の変化
職場での異動、転職、結

婚や転居など

ストレス

野村 総一郎（2018）『入門 うつ病のこと
がよくわかる本」より抜粋



地域によるうつ病の違い

冬季うつのハイリスク地域

秋田、札幌の割合が高いが、鹿児島県奄美市

も高い→日照時間の影響が考えられる

年間平均気温
北海道 *+,-./人1第*位4 ,-5度
秋田県 */:-*.人1第:位4 **-;度
岩手県 */.->>人1第;位4 */-.度

?@病患者数1人口*万人GHI4

石原 佳奈 大西 佳菜美 奥田 千晶他：環境によるうつ病発症率の違い
http://archive.jikeigroup.net/data_con/uploads/2017/03/2016_ocmw.pdf



症状

悲哀

気分が重たい、何をし
ても寂しい、悲しいとい
う気持ちが拭いされな
い。自己を過小評価し
悲観し、絶望感を抱く

イライラ
うつ病初期に「なにかやら
なければ」という焦燥感が
募り、ひどくイライラするこ
ともある。じっとしていられ
ず、意欲が空回りする。

空しさ
状態が悪化すると、喜びや
悲しみという感情が感じら
れなくなる。何もかもがむ
なしく感じられ、生きること
に意味が感じられなくなる

意欲の喪失
何の希望も面白さもなく、意欲
がわかない。仕事、家事、食
事、入浴等の基本的生活習慣
もできなくなることもある。

一方で「やらなくてはいけな
い」という思いも強く、思うよう
にできない自分を責める

野村 総一郎（2018）『入門 うつ病のことがよくわかる本」より抜粋



症状

思考の障害

頭の中で悲観的な考えが回り、そこか
ら抜け出すための発想の転換ができな
い。自分でも「頭が働かない」「考えがま
とまらない」など感じるようになり、「死ん

だら楽」と思えてくる

知覚の障害

感覚が鈍くなり、知覚で話していても
遠くで声が聞こえている感じがする。
時間がなかなか進まないように感じ
ることもある。現実感に乏しく、自分
が自分でないような感覚を持つこと
もある。

妄想

事実とかけ離れた考えを持つこともある。お金に困っ
ていないのに「破産する」と思い込む貧困妄想、些細
なことに囚われ「自分は迷惑ばかりかけてきた」と悔
やむ罪業妄想、自分は病気ではないかという心気妄
想、などの妄想を抱くのが、うつ病の特徴

認知の障害
現実を正しく認識することができず、
様々なことがあっても悲観的な事し

か目に入らない。周囲が説得しても、
訂正できず「どうしようようもない」と
絶望する

野村 総一郎（2018）『入門 うつ病のことがよくわかる本」より修正・抜粋



主な身体症状

眠れない
寝付いても、すぐに目が覚めてしまう。
早朝に目が覚めてしまい、寝れなく
なる人もいる。例外的に一日中眠た

くてたまらないこともある

息苦しさ

発汗

手足のしびれ

痛み
頭や背中、腰、間接などが痛
む。痛みを感じる部分が一定
せず、転々と移り変わる

食欲不振
食べることに意欲がわかず、何を食
べてもおいしく感じられない。食べる
量が減り、痩せていくのが一般的。
食欲がいつもよりますのは例外的。

のどのつまり感

のぼせ、ほてり

性欲低下

月経不順

野村 総一郎（2018）『入門 うつ病のことがよくわかる本」より抜粋



休み
たい

休め
ない

やらな
くては

できない

つらい

負の循環

野村 総一郎（2018）『入門 うつ病のことがよくわかる本」
より抜粋



うつ病チェック表

１ □気分の落ち込みが続いている

憂うつで気分が落ち込んでおり、何をしても気持ちが晴れない。今までにないくらいさびしくなったり、絶望
的な気持ちになる。

２ □何事にも興味がもてず、楽しいはずのことが楽しめない

自分が大好きだったことに対して興味が失われ、少しも楽しめない。また、以前は美味しいと思えていたも
のも、今は美味しいと感じられない

３ □よく眠れていない
眠たいのに眠れない。寝つきが悪かったり、寝付いてもすぐに目が覚める。あるいは、逆に寝すぎてしまう。

４ □食欲がない。または、食べ過ぎてしまう
食欲が落ち、体重が減っている。あるいは、逆に食欲が出て食べ過ぎてしまう

５ □疲れやすい。または、気力がない

ちょっと家事をしたり、数時間働いただけで疲れ切ってしまったり、気力がなくなる。休んでも疲れが取れな
い。



６ □思考力や集中力が落ちている

考えがまとまらず判断がつかなかったり、簡単な事でもパッと決められなくなる。また、集中してテレビを見
たり、新聞や本を読むのがつらい。

７ □動作や話し方がゆっくりになっている
周りの人が気付くほど、働いたり話したりすることがゆっくりになっている

８ □何でも自分のせいにし、責めてしまう（自責感）
「自分はだめな人間だ」「家族や周りの人に申し訳ない」などと思う

９ □生きていても、しかたがないと思う
死んだ方がマシだと思ったり、自分のことを傷つけようとしたことがある

1と2のどちらかに当てはまり、かつ、1-9のチェッ
ク項目のうち、5つ以上の症状がある

症状が一日中、かつ、2週間以上続いてい
る

うつ病の可能性があります 尾崎紀夫監修（2016）『別冊
NHKきょうの健康 よくわかる

うつ病』NHK出版



うつ病が疑われたら・・・

・精神科、心療内科、メンタルクリニック等を受診す
る

・かかりつけ医に相談する

うつ病のサインがあっても、本人は「病気ではなく、なまけ」「薬なんか効かない」など、
否定的な考えに赴きがちで、受診したがらないことが多い。本人が困っている症状を改
善することを目的に受診を勧めるのもよい。

EX:
病気はさておき、眠れないのは、それだけで疲れますよね。まずは眠れるように、お医
者さんにご相談されてはいかがでしょうか？



周囲の人が気を付けること

○重大な決断は先送りに（症状が悪いとき）

○できるだけ休むことを心がける（症状が悪い
時）

○相談をするときは記録をとっておく

○まずはできる範囲で行ってもらう→状況を見
ながら徐々に量を増やす

EX
：うつ→回復→職場復帰（4時間）→6時間→フル
タイム



うつ病患者への対応のポイント

・時間に余裕を持って聞く

・相手の話をさえぎらない。最後まで聞く。

・「でも」「だけど」など相手の考えを否定、批判
するようなことは言わない

・相手が自分の気持ち、自分の考え方を分って
もらったと思えるような態度を示す

→あいずちをうつ、相手の気持ちを繰りかえす
「辛かったですね」「たいへんでしたね」

・こちらからの説明は間接に明瞭に

鎌田 隼輔平成28年度自立支援l協議会障がい者支援員養成研修「精神障が
い者について」より抜粋



双極性障害（躁うつ病）
～気分爽快、元気いっぱい、意欲満々の層状態と憂うつ、意欲
が無い、億劫で仕方がないうつ状態という正反対の状態を繰り
返す

そう状態

・高揚し、お喋りになる。自分は何でもでき、敬意を払われるべ
きだという万能感をもつ

・注意力が散漫

・物事を楽天的に捉え、出来そうもないことをすぐに決断する

・エネルギーに満ち溢れているため、夜もろくに寝ないで睡眠不
足になる

・睡眠時間が減っているにもかかわらず。その日一日中うまくや
り通すことができるように感じる

・お金を湯水のように使い、借金まですることも

・病気であるという認識がない。

野村 総一郎（2009）『双極性障害のことがよくわかる本」講談社より抜粋



アディクション（嗜癖）＝依存症とは
・アルコール依存症をはじめとするアディクション（嗜癖）は、そ
の背景や進行過程において、共通するものが多くある。

・特徴として、脳の変化による「とりつかれる」「はまる」ものであ
り、進行していく過程において「心身の不安定、日常生活や人
間関係の破綻」を招く

・物質へのアディクション

→アルコール、薬物
・プロセスへのアディクション

→ギャンブル、買い物、盗癖、ネット・ゲーム
・人間関係へのアディクション

→恋愛、DV,虐待

鎌田 隼輔平成28年度自立支援l協議会障がい者支援員養成研修「精神障が
い者について」より抜粋



アディクション（嗜癖）＝依存症とは
・慢性進行性の行動障害（適切な範囲をはるかに超えている）

・身近な家族や他者を巻き込む

・気分を劇的に変化させる作用にはまっていく

・背景に空虚さがある

・問題を否認する言動がある

・再発を繰り返しながらも、必ず回復の可能性がある

≪何を病むのか≫
・罪悪感・自己嫌悪・自己欺瞞・自尊心の低下・・・

・恥とうそ

・生きがいを失う

・身体、家族、が病む

・経済的に行き詰る

・日々の暮らしと人生そのものが破たんする危険性がある

鎌田 隼輔平成28年度自立支援l協議会障がい者支援員養成研修「精神障が
い者について」より抜粋



アディクション（嗜癖）＝依存症とは

・飲酒コントロールの喪失

・意志の力を超えた飲酒欲求、離脱症状

・病気になる前の飲み方には戻れない

・AUDIT
・断酒→節酒へ

鎌田 隼輔平成28年度自立支援l協議会障がい者支援員養成研修「精神障が
い者について」より抜粋



発達障害

「発達障害者とは、発達障害（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
陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で

発現する障害）がある者であって、発達障害及び【社
会的障壁により】日常生活または社会生活に制限を
受けるもの」をいう(発達障害者支援法2条)



～発達障害とは～②
1940年代に報告された障害です。脳の機能障害であると考えられています。

45

発達障害は、３つの特性が組み合わさり、様々な特徴を示します

コミュニケーションの問題

コミュニケーションをとる時
に言葉や表情、ジェス
チャーなどの方法をうまく

使えない。

こだわりの問題

活動や興味の範囲が
限定されている。

社会性の問題

人への関心が乏しすぎたり、
大きすぎたりして、対人関係

がうまく結べない。

※この３つの特徴は、程度の差はあります
が、健常者ももっています。

※健常と障害との明確な境目がないという
見方もあります。

とねっと相談者作成



職場でよくある課題と対応例

46

社会性の問題

◎職場でよくある課題

○指示されているルールは守
れるが、職場の暗黙のルール
に混乱してしまう。

○場の雰囲気を読むことが苦
手で、つい適切でない返事をす
る。

○つい、自己流で行動してしま
う。

○苦手な音などの情報がある
と、必要なことに集中できない。

◎対応例

○確実に守るべき指示は、文
章やメモにして具体的に示す。
○定期的に報告を求める。

○比喩や視線ではなく、直接
的・具体的に説明したり、質問
する。

○落ち着いて集中できる環境を
整える。

など



職場でよくある課題と対応例

47

コミュニケーションの問題

◎職場でよくある課題

○上司や同僚に対する接し方
がうまくできない。
(誰にどのように接してよいか分
からない)
○電話の応対がうまくできない。

○指示が分からないときに、タ
イミング良く質問できない。

○混乱すると大声を出す人もい
る。

など

◎対応例

○それぞれの役割を明示し、接
し方のモデルを示す。

○あえて電話の応対を求めな
い。

○落ち着ける環境を整え、平静
になるのを待つ。

など

とねっと相談者作成



職場でよくある課題と対応例
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こだわりの問題

◎職場でよくある課題

○複数のことを担当すると、ど
れを優先するのか分からなくな
る。

○経験したことがないことを初
めてする時は、とても不安にな
る。

○時間や場所などの予定が変
更になると不安になる。

など

◎対応例

○メモ帳や手帳などを利用して、
担当作業や優先順位を確認す
る。

○指示・例示・研修などにより、
経験を積ませる。
→経験すれば対応できることも
多い。
○変更は早目に伝える。

など

とねっと相談者作成



③ 表情や感情などを読み取ることが困難

l 見たことや聞いたことをそのままの意味で解釈をする

1. 営業、体験入学の説明では成果を上げることができなかった

2. クレーム対応では感情を読み取ることができなかったため、

お客様をさらに怒らせてしまうこともあった

l 表情や感情のほかに行間を読むということも難しい

49
とねっと相談者作成



配慮いただきたいこと

• 期限や優先順位の高さを明確にしていただくこと
によって作業が進めやすくなる

• 文書やメモなどで示していただくことでより作業
がしやすくなる

50

配慮いただくことで自身の能力を十分に発揮できるが、自身で
もメモややらなければいけないこと、今日やることをリストアッ
プして進めていくことを日常化する

とねっと相談者作成



ところで合理的配慮とは・・・

「すべての事業主は…障害者…と障害者でない者との均等な機
会の確保の支障となっている事情を改善するため、労働者の
募集及び採用にあたり障害者からの申し出により当該障害者
の障害特性に配慮した必要な措置を講じなければならず、また、
障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等
な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な
発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障
害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行
に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措
置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負
担を及ぼすことになるときは、この限りでない。」

(厚生労働省：合理的配慮指針 第2より抜粋)



• 発達障害には、五感の過敏さという特性もあ
ります

→視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚等の過敏さ
これらに対する配慮も

職場における一つの

工夫です



• 合理的配慮の例
例：

・提出期限が守れない

→提出期限が守れない原因を一緒に考える
→ボーっとしてしまう。眠い→医療機関への相談を促す。
・仕事の愚痴を聞いてほしい

→時間を決める。
→回数を決める
→あまりにも頻繁な場合や、本人が「もっと聞いてほしい」
という要求がある場合は、医療機関もしくは関係機関へ相
談する

○会社での配慮と、仕事としてやらなくてはならないこと、
守らなくてはいけないことを分ける(本人との相談が必要)



まとめ

・精神疾病・疾患は誰しもに起こりうる身近なも
のであると認識しておくこと

・相談では自分と相手とに逃げ場を作っておく
→決めなくてもよい、「決められないので検討し
たい」等(安易に引き受けない)。
・過度のストレスに弱いあるいはストレスのかけ
すぎで発症してしまう＝社会環境としての問題
（労働環境の整備が必要）

・自分たちだけで考えるのではなく、医療機関、
関係機関と一緒に考えていく必要がある。

→困ったら連絡ください。


