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本日の流れ
•中学卒業後

•高校の種類

•就労支援のためのチェックリスト

•障害をオープンにするか、クローズにするか

•トライアル雇用

•障害別の雇用件数・平均の収入額

•福祉サービス

•就労支援

•就労に向けてできること

• feelでの取り組み



学校園に通っているより、
働いている方が2倍長い

• 0歳（保育園、幼稚園）～15歳～22歳（中学・大学までとして）

約20年間通います。

その後、

• 就職 15歳～22歳から60歳～65歳（70年）

約40～50年間働きます。



• 文部科学省（特別支援教育資料平成27年度）の報告によれば、中学校の

特別支援学級を卒業したお子さんのうち、進学する子どもの割合は94.1％

• 進学：特別支援学校の高等部に63.4％

高校等に30.6％

⚫ 他の進路としては、教育訓練機関等が2％、就職が0.8％、社会福祉施設

などへの入所・通所およびその他が3.0％

中学卒業後の状況



高校の種類
（授業日数、授業を行う時刻による分類）

• 全日制

中学と同じように昼間に学習し、在籍期間は3年間。

• 定時制

本来は、働きながら学ぶ生徒のためのもので、ほとんど夜間に学習し4年間

が多いが、多部制のところもある。

• 通信制

自宅学習が主で必要に応じて学校に登校する。３年から4年の在籍。

• 単位制

通信制高校や一部の全日制高校、定時制高校で導入されている制度、必須科

目を含む74単位以上を取得することで卒業できるという制度。

例えば
•
ガー症候群、
•
•
•
•
•
※
実施した調査による



中学卒業後の進路

通信制

メリット
・自宅で学習できる
・対人関係のトラブルが少ない
・卒業までの期限がないので自分の
ペースで学習できる
・高校中退者でも再入学して卒業で
きる
・技能連携校(働くための技術を獲得
する）に平行して通える

デメリット
・学校生活を通した交友関係はでき
にくい
・社会性が育ちにくい
・高校生という自覚が育ちにくい
・自宅学習のためさまざまな誘惑が
あり挫折しやすい

定時制

メリット
・午前・午後・夜間の好きな時間に
通える
・授業以外の時間を自由に使うこと
ができる
・さまざまな年代の人と交流できる
・技能連携校(働くための技術を獲
得する）に平行して通える

デメリット
・卒業まで4年かかるところが多い
・生徒の年代が違うことでトラブル
になる場合がある
・時間の自由があるので、さまざま
な誘惑がある

全日制

メリット
・普通高校、工業高校、商業高校、
農業高校などがあり、選択の幅が広
い
・授業以外の時間を自由に使うこと
ができる
・友人ができ交友関係が広がる
・部活動などを通して社会性が身に
つく

デメリット
・授業の進み方が早い
・人間関係でトラブルになる場合が
ある
・いじめや孤立化する場合がある
・個別支援が受けにくい



特別支援学校、高等特別支援学校（高等部のみ）

メリット
・個々の障害の程度に合わせたカリキュラムで、専門
性を持った先生からきめ細かい指導が受けられる
・職業教育が受けられる
・大学を受験する資格がある

デメリット
・通常学級の子ども、同世代の子どもと触れあう機会
が少ない
・障害の程度によっては入学できない可能性がある
・高卒の資格はもらえない

高等専修学校

メリット
・興味のあることを選べる
・大学を受験する資格がある
（就業年数が3年以上必要等）
・教科学習ではなく、医療・農
業・事務等といった仕事に結び
つく専門的な知識を学べる

デメリット
・興味のあることが変化した場
合は継続が難しい
・学習内容が専門的なため大学
入試で不利
・高卒の資格はもらえない



通級指導とは、通常学級に在籍し、発達障害
などの子どもを対象に、特性に合わせて対人関
係、コミュニケーションといった個別指導を行
い、学習、生活上の困難の克服または改善を目
指す。
学校教育法施行規則が改正され、２０１８年

度から高校でも実施が可能になった。

学習障害（ＬＤ）や注意欠陥多動性障害（Ａ
ＤＨＤ）など、県内の公立小中学校で通級指導
を受ける児童・生徒は年々増え、２０１７年度
は２６７５人に上り、高校での支援を不安に思
う生徒らが多い。２０１６年度に通級指導を受
けた中学３年生は約２００人おり、約半数が県
立高校に進んでいる。



• 2018年4月から、兵庫県の高校では通級指導をモデル実施する県立高校

が９校。各校に教員を１人ずつ配置。

対象校は、

①宝塚西（宝塚市）②西宮香風（西宮市）③阪神昆陽（伊丹市）

④氷上西（丹波市）⑤篠山産業（篠山市）⑥西脇北（西脇市）

⑦伊和（宍粟市）⑧村岡（香美町）⑨但馬農業（養父市）

• 週１～２コマの予定で、参加できるのは原則、各校に在籍している生
徒で、保護者の同意が必要。

• 生徒１人ずつ指導計画を作成し単位の認定もある。２０１４年度から
先行実施している西宮香風高校は、生徒に自身の障害や特性を理解さ
してもらい、読み書きやコミュニケーションなどの訓練に取り組んで
いる。



高校 参考資料

• 兵庫県播磨高等学校（全日制）

• 神戸国際大学付属高等学校（全日制）

• 神戸野田高等学校（全日制）

• 兵庫県立飾磨工業高等学校（全日制・単位制）

• 兵庫県立錦城高等学校（定時制）

• 第一学院高等学校（通信制・単位制）

• 星槎国際高等学校（通信制・単位制）

• クラーク記念国際高等学校（通信制・単位制）

通信制のサポート校（放課後等デイサービス）

• 兵庫明石高等学院（波の家）

• 代々木高校明石サポート校（いろえんぴつ）



就労支援のための訓練生用チェックリスト



職業準備性のピラミッド



おやつ（金銭感覚） 紐結び（手先・靴）

お盆洗い（家事）
紙・封筒（事務作業）
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急に 何かが とおります



ブドウ



障害をオープンにするか、
クローズにするか

•一般枠
（アルバイトや、パートを含む）

•障害者枠
（アルバイト、パート、トライアル雇用）

〇障害者手帳の所持が必須。

※障害者の雇用対策としては、障害者雇用促
進法において、まず、企業に対して、雇用す
る労働者の２．２％に相当する障害者を雇用
することを義務付けています（障害者雇用率
制度）。



トライアル雇用とは

メリット デメリット

ハローワーク等で常用雇用を目的としたトライアル求人を募っている企業に、経験不足でも原則３カ
月間その企業でお試しで働いてみる制度です。障害者トライアル雇用というものもあります。
※助成金も申請すれば、出るようです。

就労経験のない職種や業務でも応募できる。
職業経験、知識や技能不足であっても応募
ができる。
トライアル雇用期間は３ヶ月あるので仕事
や企業について理解を深めることができま
す。そのため、実際のイメージとは相違し
ていたなどを無くすことができます。
常用雇用へ移行した場合は、本人と会社が
お互いを理解しているため、安心 して仕事
を続けることができる。
書類選考はなく面接選考になる。

企業側に適正でないと判断されれば、
否応なしに３カ月で失業となる。
常用雇用されない場合には短期間の職
歴として残ってしまうので、次の求人
応募の際に悪い印象を与える可能性も
ある。
トライアル雇用の認知度が低いため、
選べる企業が少ない。



障害別の雇用件数・平均の収入額

※平成27年5月13日 厚生労働省発行 報道資料

•身体障害者

平均月収 22.3万円

•知的障害者

平均月収 10.8万円

•精神障害者

平均月収 15.9万円

※厚生労働省「平成25年 障害者雇用実態調査」



障害をオープンにする場合

メリット デメリット

ハローワークにて、障害者求人を応募す
ることができます。
職場で「病気のことが知られるので
は？」という不安を抱かなくて済みます。
月の通院時間を確保することができます
し、昼間の服薬にも気遣いがいらなくな
ります。
苦手な仕事やできない仕事を理解しても
らいやすいため、得意な仕事をいかして
働くことができます。
障害者に対するさまざまな支援制度を利
用することができます。

障害者求人は一般求人に比べて、求人
数が少なく就職活動の幅がせまくなり
ます。
職場で”障害者”として見られたり、扱
われたりすることがあります。
仕事内容は軽作業のものが多く、任せ
られる仕事が限られてしまう場合があ
ります。



障害をクローズにする場合

メリット デメリット

一般求人の方が障害者求人よりも数が
多いため、就職したいと思う会社が比
較的見つけやすい。
いろいろな種類の仕事を任せられるた
め、それらに取り組むことができ、で
きる仕事の幅が広がっていきます。
周囲の人に自分が障害者であることを
知られていないため、一般人として働
けますし、一般人として扱ってもらえ
ます。

周りに気を遣いながら通院や服薬をしない
といけませんし、場合によっては通院する
ことができないといった状況になることも
あります。
仕事で疲れたときに、適度に休憩をいただ
くことができにくくなりますし、会社に
よっては、残業や休日出勤などを指示され
ることがあります。
自分にとって難しいと思われる仕事を頼ま
れたときでも、場合によって引き受けなけ
ればなりません。



福祉サービス
自立訓練（機能・生活
訓練）

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期
間、身体機能・生活能力の維持、向上のために必要な支
援、訓練を行う

就労移行支援 一般企業等へ就労を希望する人に、一定期間、就労に必
要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

就労継続支援（Ａ型） 一般企業での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を
提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を
行う

就労継続支援（Ｂ型） 一般企業での就労が困難な人に、就労する機会を提供す
るとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う

就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対
応するための支援を行う



就労移行支援とは

• 目的：働くために必要な知識と能力を高める

• 対象：18歳以上65歳未満の障害や

難病のある方

• 期間：原則24カ月（2年間）

• 工賃：基本的にはない。



就労継続支援について
現時点で一般企業への就職が不安、ある
いは困難な方の働く場所である。

• この2つの事業所の大きな違いは雇
用契約を結ぶか、結ばないか。

• Ａ型：雇用契約を結ぶため、最低
賃金は保障される。

（月平均 68,691円）

• Ｂ型：雇用契約を結ばない。

（月平均 14,190円）



就労定着支援
・仕事でミスが多くて

困っている
・上司や同僚とうまくコミュニ

ケーションがとれない
・体調管理ができず、遅刻や欠

勤が増えてしまう
・せっかく給料をもらっても、

お金の管理ができない

※2018年（平成30年）4月～始まったサービス

就労定着支援では、障害者雇用枠での就労
を含め、一般就労をしている障害のある方
が働きやすくなるような手伝いをしてくれ
ます。
各事業所の担当者が月1回以上のペースで障
害のある方と対面で話し、現在の職場での
環境や生活リズムなどを聞き、どんな課題
があるのかを把握します。
その上で、障害のある方に対する課題解決
のためのアドバイスや、勤務先への訪問、
医療機関や福祉機関との連携を図って、働
きやすい環境へとつなげます。



その他の支援

• 地域障害者職業センター

• 職業能力開発校

• 地域活動支援センター（地域生活支援事業）
障害によって働く事が困難な身体障害者、精神障害者、知的障害者などが利用できる日

中の活動をサポートする福祉施設である。受給者証によって、通うことができる。

• デイケア（精神科）各病院



地域障害者職業センター
就職や職場復帰を目指す障害のある方、障害者雇用を検討してい
るあるいは雇用している事業主の方、障害のある方の就労を支援
する関係機関の方に対して、支援・サービスを提供している

兵庫障害者職業センター（3階）
住所：神戸市灘区大内通５－２－２

・職業相談、職業評価

・職業準備支援
（センター内での作業支援、職業準備講
習カリキュラム等）

・ジョブコーチ（職場適応援助者）によ
る支援



ジョブコーチ（職場適応援助者）とは

• ジョブコーチの支援を受ける場合、地域障害者職業センターでの
評価を受ける必要があります。



障害者職業能力開発校

※兵庫障害者職業能力開発校
住所：伊丹市東有岡４丁目８番地

障害を抱える方に対して、各々に適した普
通・短期の職業教育や仕事に就いている方で
も、今後、より本人の能力を開発することが
できるように訓練を行っています。

訓練期間：原則として1年。

訓練手当：障害者の方の住まいの立地条件や年
齢によって異なります。

住まい（寮）：1級地と2級地、3級地に分れて
おり、それぞれ、日額で4300円、3900円、
3500円程度です。
また、20歳未満の方は、一律3500円程度となり
ます。



今から就労に向けてできること
●小学校低学年

・あいさつ（おはよう・ありがとう・ごめんなど）

・身だしなみ（髪型・服装・爪など）

・話を聞く（目を見る・相手の方に体をむける・話が終わってから質問する）

・生活リズム（食事・就寝、起床時間・ゲームやパソコンの時間）

・好きなこと（興味のあること）、好きな遊びをしる。

●小学校高学年

・できたことを報告する。

・連絡手段をしる。（直接、電話、メール、手紙）

・困ったときに相談する。

・買い物や金銭感覚を身につける。（お小遣い、お手伝い）

・移動手段をしる。（徒歩、自転車、公共交通機関など）



feelでの就労につながる取り組み

• パソコン操作（マウス、検索、ワード、パワーポイント）

• 書類（フォッチキス、折りたたむ）

• 制作（はさみ、のり、テープ）

• お仕事課題（お盆あらい、紐結び、細かいビーズなど）

• SST（あいさつ、ふわふわ言葉、年齢に応じた言葉など）

• 運動（姿勢、目と手の協応）

• ビジョントレーニング（左右上下の見る力、漢字や体の部位）

• ポイントがたまるとシール、けしごむ、名人、達人（≒給与や自尊心）

• 仕事の本 しごと館（小学生向け）13歳のハローワーク（中学生向け）
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