
都道府県教育委員会の
障害者雇用事例



事例１：埼玉県教育委員会「チームぴかぴか」
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1 趣旨
特別支援学校高等部の卒業時点で一般就労ができなかった生徒
や早期に離職した卒業生を県教育委員会が最長1年間、会計年度
任用職員として雇用（週5日・6時間勤務）し、一般就労に必要な能
力を「働きながら学ぶ」もの。

２設置状況
「チームぴかぴか南部」（特別支援教育課の隣室）

平成26年度開設、定員12名、事務系作業が中心。
「チームぴかぴか北部」（県立総合教育センター内）

平成28年度開設、定員12名、清掃・環境整備作業。

４採用プロセス
１月に募集要項を県内特別支援学校に通知するとともに、希望
のある高等学校、支援機関等に送付。採用実習、書類選考、面接
により決定（欠員があれば年度内でも採用）。

３支援体制
各拠点4名の支援員を配置（会計年度職員・再任用職員）



業務内容
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・県庁内各課（知事部局を含む）から受注するゴム印押し、封入、
文書仕分け、シュレッダー処理、名刺作成等を受注。
・郵便物の集配等の作業。
・リサイクル関係業務（ゴミ箱に入れる新聞折り、シュレッダー文書
の封筒から使用済み切手の切り出し、コピー用紙の袋を再利用した
庁舎内売店の買物袋の作成等）

・庁舎内のほか、近くにある近代美術館や県立高校等に出向いて、
シュレッダー等の業務を定期又はスポットで実施。

・館内外の清掃、植栽、除草。
・清掃は別の会計年度任用職員が行なっているため、対象外の
部分を清掃。

・センター農場の除草も行う。

２.チームぴかぴか北部

１.チームぴかぴか南部



職場の状況
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チームぴかぴか南部



「働きながら学ぶ」仕組み

１.アセスメントの開始
選考・面接結果の活用、特別支援学校・支援機関からの情報収集・連携、

日常業務から職業スキルを把握、生活ノートで基本的生活習慣を
把握、研修・面談を通じて課題・就労意欲を把握

生活全体を見通して上で「本人のやりたい仕事」を探求

5

職場見学、面接、巡回指導、会社との情報交換等

2.「チームぴかぴか」での勤務、職業スキルの習得

4.企業でのスキルアップ研修

3.職業マッチング

5.就労（トライアル雇用等）・定着支援



障害者雇用促進に向けたモデル事業

6

２.教職員の研修、保護者・企業等見学の受入れ

１.特別支援学校在校生の実習受入れ

特別支援学校在校生の学びの場として、令和3年度には30件
以上の実習を受け入れている。
特別支援学校の高等部1年生〜3年生の実習を受け入れるほか、
普通高校の生徒で障害者手帳を持っている生徒についても、
長期休みを使って実習を受け入れている。

学校現場のキャリア教育・職業教育・進路指導の充実のため、
特別支援学校の教員を対象に研修を受け入れている。
障害者雇用の理解を広げるため、保護者や企業の担当者を対
象に見学を受け入れている。



事例２：千葉県教育委員会の取り組み
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「パートナーズオフィス」の業務例
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簿冊の作成 簿冊のPDF化 定型ゴム印の押印

データの入力 宛名ラベル貼り 督促状発送補助



「クリーンメイトセンター」の業務例

11

窓清掃 除草

垣根づくり綴じ込み

移動用公用車
（１０人乗り）
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事例３：東京都教育庁サポートオフィス「パレット」
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新たな障害者雇用の場として集約型のオフィス
を設置し、障害者の障害特性に配慮した「職場
環境」と「仕事内容」、「支援体制」を確保するこ
とで、誰もが働きやすい環境を整備する。

障害者の雇用ステージを段階的に設定し、障害
者一人ひとりが自らの障害特性や職務遂行能力
等に応じた職を選択できる環境を整備する。



「パレット」の概要
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１ スタッフ

教育事務サポーター（会計年度任用職員）
勤務実績により4回まで再任用可能。期間終了後に再度の応募可能。

４ 支援体制

障害者雇用インストラクター ２８名（主任５名含む）

３ 選考方法

書類選考・面接・実地選考（新卒・既卒とも５日間実施）

２ 障害種別（令和4年5月の在籍状況）
１０３名（精神６割、知的３割、身体１割）
他に常勤職にステップアップした職員 10名（精神８、知的１、身体１ ）

５ 勤務場所

新宿NSビル（都庁第２庁舎隣り）
都庁舎に出向いて行う作業もある

選考を受けて常勤職にステップアップすることも可能。



仕事の内容

パレットで行う仕事は、教育委員会内からの受注業務であり、本庁のほか
一部都立学校からも依頼を受けている。

開設当初は文書封入やシュレッダーなどの単純作業が多かったが、教育
庁職員からの信頼を得てきたことに伴い、報酬関係や人事関係の資料作
成など、個人情報・機密情報の業務も多く携わっている。

定期的に、コンプライアンスやビジネスマナー、パソコンの研修などを行い、
更なる信頼とスキルの獲得に向けて取り組んでいる。

仕事は、パレット内のみならず、業務の受注・納品で都庁舎内を日々行き
来しているほか、都庁舎内で業務を行うなど、教育庁職員と直接やり取り
する業務も増えてきている。

教育庁職員にとっては、これまでやってきた作業や下資料の作成などを
パレットに依頼することで、メイン業務に集中できるため、生産性の向上
や積極的な業務依頼につながっている。
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具体的な業務例
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採用が決まった方には、採用までに地域の就労支援機関に
登録してもらうようお願いしている。

パレットでは職場における支援を行い、生活面の支援は就
労支援機関で対応してもらうなど、ネットワーク支援も活用し
ながら教育事務サポーターが安心して働ける環境整備を目
指している。

就労支援機関との連携
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事例４：神奈川県教育委員会「サポートオフィス」
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「神奈川県教育委員会障がい者活躍推進計画」により、障がい者の活躍推進
に向けた取組の一つとして、令和2年7月に設置。
「チャレンジ雇用（事務サポーター・学校技能サポーター）」と「働きやすさと定
着を意識した雇用（学校業務サポーター・ICT支援員）」という2つの雇用形態４職
種において、柔軟で多様な勤務形態が選べる会計年度任用職員（週20時間〜
29時間勤務）により、障がい者雇用を実施。

民間企業等への就職を目指す障が
いのある人を対象に就労経験の機会
を提供

勤務時間や通勤緩和等に配慮する

ことを通して、働き続けられ、定着で
きる雇用を実現

「神奈川県教育委員会サポートオフィス」

事務サポーター 学校技能サポーター 学校業務サポーター ICT支援員

《チャレンジ雇用》 《働きやすさと定着を意識した雇用》

期間満了後、再度の採用応募不可 期間満了後、再度の採用応募可能

【雇用期間】 1年以内（勤務実績により2回まで再度任用可能）

実態として勤務者の約３分の２は、精神保健福祉手帳の所持者が占めている。



チャレンジ雇用
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【勤務場所】

【業務内容】

・かなエール（県庁東庁舎11階）
・総合教育センターサポートオフィス
・教育事務所
（県立学校や社会教育施設に現地集合
又は現地解散で業務を行うこともある）

紙資料のPDF化、 PC入力、印刷、封入、
文書発送準備等の軽作業、在庫管理、
研修室の消毒作業など

【勤務場所】

【業務内容】

・県立学校
・総合教育センター
（任用当初の勤務地は総合教育セン
ター（研修）、その後、勤務状況に応じ
て県立学校へ配置）

校舎・校地の清掃・美化、
樹木の手入れ・除草、小破修繕等

【支援指導体制】
・かなエールとセンターサポートオフィス
マネージャーが常駐して支援指導

・教育事務所
週１〜2回マネージャーが巡回して相
談に応じる

【支援指導体制】

・マネージャーが週１回程度勤務校を
巡回して相談に応じる

事務サポーター 学校技能サポーター

（日常の業務は、勤務校の技能員と
一緒に行う）
（仕事上の配慮等については、本人、
勤務校の管理職、サポートオフィス
で話し合って対応を検討）



チャレンジ雇用での一般就労に向けた取り組み
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○チャレンジ雇用は、3年以内に民間企業等での就職を目指すものであるた
め、マネージャーの支援内容としては、就労に関する指導に加え、ハロワー
クへの同行、履歴書の書き方指導等も行っている。

○就職に向けた職場実習は、地域の就労支援機関等に担ってもらうため、
チャレンジ雇用の採用時に支援機関がない人については、支援機関に登録
することを推奨している。

○チャレンジ雇用は3年以内だが、途中で民間企業等に就職する人や福祉事
業所の利用を希望して退職する者もいる。

○チャレンジ雇用終了後の進路として、制度としてステップアップの仕組みは
ないが、再度の応募が出来る学校業務サポーターの選考を受け、職種変更
する人もいる。
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【勤務場所】

【業務内容】

・県立学校
・教育関係機関（県立図書館、県立博物
館等）

印刷、PC入力、書類の整理、シュレッダー、
郵便物の仕分け・配布、図書室関係業務、
会計業務（出入金）、清掃・消毒業務等

【勤務場所】

【業務内容】

・県立学校（高等学校、中等教育学校及
び特別支援学校）
（１週間の勤務日数を踏まえて、1校又
は2校で勤務）

ICT機器のセッティング、
機器の保守管理、学校HPの管理、
動画コンテンツの作成等

【相談支援体制】

・各勤務地には相談に対応する職員が
いる。
・令和４年度から相談支援担当マネー
ジャーを総務室に配置し、電話相談や
巡回相談を実施。

【相談支援体制】

・各勤務地には相談に対応する職員が
いる。
・日常の業務について指示を出す職員
がいる。
・令和４年度から相談支援担当マネー
ジャーを総務室に配置し、電話相談や
巡回相談を実施。

働きやすさと定着を意識した雇用

学校業務サポーター ICT支援員



事例５：大阪府教育庁「ハートフルオフィス」
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「大阪府教育庁ハートフルオフィス」では、療育手帳を持っている府立学校
の新卒者を対象に、非常勤作業員として最長2年間雇用し、一般企業等へ
の就職に向けた支援を行なっている。

大阪府教育センター内で、事務補助などの業務を行いながら、就職に向け
た研修のプログラムなどを受けることが可能。

・基本的生活習慣の確立
・作業技術の獲得
・ビジネスマナーの習得

準備期
（６ヶ月間）

ステップアップ期
（６ヶ月間）

就職活動期
（１２ヶ月間）

・協調性や集中力の向上
・コミュニケーション能力の向上
・企業見学
・職場体験学習①

・後輩指導
・職場体験実習②
・就職活動

就職



冊子の封入・テープ留め、宛名ラベル貼り、

研修資料の印刷とセット、逓送用封筒の補
修、アンケートなどのデータ入力、インデッ
クス作成等 近隣の府立学校での作業（冊子袋詰

め、研修資料作成など）、アンケート
仕分け・入力、シュレッダー作業、教
育庁における依頼業務等

執務室での業務

出張業務

センター内の各室に届いた逓送便の配達
及び回収、資料の配架、ポスターの掲示等

植栽などの環境整備、教科書見本など
図書の運搬と整理、研修室の机と座席
の消毒作業、朝礼や終礼での司会、電
話対応等

逓送業務

その他

業務内容

業務とは別に研修（ストレスマネジメント
研修、アンガーマネジメント研修、就労
セミナー、リフレーミング研修、人権研
修）を実施



訓練生の採用等
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ウ.訓練生

イ.採用試験

カ.その他

筆記試験、実技、面接の3つで判定

職場体験業務（年間10日限度）は出張扱い

定員 7名（今後15名まで増員予定）

オ.スタッフ

5名（指導主事2名・支援員3名）

特別支援学校の新卒に限らず、療育手帳の所持者なら普通学校の
新卒も対象にしている

ア.対象

エ.勤務時間

週30時間（原則9時15分〜16時の実働6時間）



事例６：鳥取県教育委員会「ワークセンター」
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県立学校及び事務部局に知的障がい者及び精神障がい者等を会計年度任用職員
として配置している。一部を除き各職場に業務支援員（会計年度任用職員）を併せ
て配置している。

（１）体制
・障がい者 ５９名
・業務支援員 ２３名

（２）勤務場所
・養護学校、普通高校、農業高校 １７校
うち４校は、他校に出張しての業務実施がある「出張型」

・図書館、東部教育局、中部教育局、教育総務課

（３）実施業務
・給食配膳 ・清掃、除草、圃場管理、農作物への散水、ハウス清掃
・図書の書庫への返却、ラベル貼付 ・点訳、テープ起こし
・データ入力等の事務作業 ・校内実習における補助業務
・正職員の事務補助等

（４）勤務時間及び任期
・週３０時間（１日あたり６時間）
・任期は5年間を限度に更新可能（5年終了後の再度の応募も可能）



「ワークセンター」の推移
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業務支援員が支援にあたって心がけていること（ある学校の例）
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○業務の初めに作業内容を丁寧に説明している。（事務室内で行い、情報

の共有を図る）

○未経験の作業を試しに織り交ぜて、出来ることを増やすよう心がけている。

○体調等の観察に努め、無理のない範囲で作業が進むことができるよう

業務を組み立てている。

○コミュニケーション（声かけ）を大切にし、困ったことを申し出しやすい環境

づくりに心がける。

○補助職員間でのやり取り、コミュニケーションを促せるように、先回りした

指示などを控える。

○業務支援員によって指示や説明が異ならないように、事前に日々すり合

わせをする。

○業務支援員終礼で、日々の補助職員の様子・小さな変化等の共有を行う。

○作業予定表を補助職員に渡し、作業前に補助職員同士で作業の組立てを

まず考えてもらう。その話し合いを尊重し行ってもらうが、状況把握が難しく

アドバイスが必要であれば、その都度行う。
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県庁新館内に執務室を設置し、業務支援員１人（会計年度任用職員）を
配置

１ 業務内容

４ 支援体制

資料等の封入、封筒へのスタンプ押し、封筒への両面テー
プ貼り、簡易なPC入力（会議のテープ起こし、ファイリングした
書類の目次作成等 ）、訂正シール貼り、郵便・逓送便の集配

達、会議・研修資料のコピー、会議・研修等の会場設営、
会議・研修等の受付、シュレッダーなど

２ 任用方法

会計年度任用職員

勤務成績が良好な場合、能力実証の結果、再度の任用を行うことがある
（再度の任用の上限を設定する方向で検討中）

３ スタッフ

５人（知的２人、精神３人） 令和4年4月1日現在

事例７：熊本県教育委員会の「ワークオフィス」



29

スキル・特性の把握

①受領文書の目次作成（受領した文書の日付、文書番号、
表題の入力：Excel）

②文章（約千文字）の入力（Word）
③封筒作成・発送作業
④ファイル作成・訂正シール貼り作業

ア.実技試験

イ.事前記入調書の提出
・性格（長所・短所）
・得意なこと・苦手なこと
・これまで経験したことのある仕事の内容
・働くにあたって配慮をお願いしたいこと
・仕事や体調面で困ったときにサポートしてくれる人や支援機関等
・健康面
体調が悪いとき・悪くなりそうなときのサイン
体調が悪い時の対応策
通院の有無・頻度 等

ウ.個別面接
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インターンシップの受け入れ

一般就労を希望する障がい者で本人及び家族にインターン
シップへの参加意思があり、かつ、県内の以下に掲げる学校・
施設の在籍者、利用者。

①特別支援学校（原則として高等部２年生）
②就労移行支援事業所、就労継続支援事業所（A型、B型）

（２）受入れ期間
３日間程度（午前９時～午後４時まで）

知事部局の人事課において、障がい者インターンシップ事業
を実施しており、その事業の一環としてワークオフィス新館も
実習生を受け入れている。

（１）対象者
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学校現場への教員業務支援員の配置

公募によらない再度の任用は２回を限度

面接において、業務内容の説明を行い、業務遂行可能かを確認

熊本市を除く県内の市町村立学校

教員の負担軽減に資する業務で校長の指示する業務

令和４年度１６３名配置予定（うち障がい者２４名程度）

ア.業務内容

ウ.身分

会計年度任用職員

イ.勤務場所

エ.試験方法

オ.再度の任用

個別面接による口述試験


