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就労支援ネットワーク 連絡会
アンケート報告書

令和4年9月29日
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アンケート概要

■調査目的

東大阪市就労支援ネットワーク連絡会は、働こうとする障害者を支援する者（支援者）の情報ネット

ワークとして発足した。これまで、障害者雇用全般における地域課題の共有、課題解決に向けた協議、

研修・勉強会などを実施してきている。

今回のアンケートは、新型コロナウイルス等により状況が変化する中、改めて地域課題の吸い上げを

行うこと、全体定例会における研修・勉強会テーマ設定に活用することを目的に実施したものである。

■調査依頼数

雇用企業32社 支援機関171事業所

東大阪市に所在している、もしくは東大阪市障害者就業・生活支援センターJ-WATが関わりを持つ企

業・事業所へメール・FAX・手渡し等でチラシを配布する他、J-WATのホームページ上でも一般公開

し、アンケートの告知を行った。

■調査方法

Google formを用いたWEBアンケート

■調査機関

令和4年7月15日（金）～8月21日（日）

■回答状況

雇用企業8社（回答率3.9%） 支援機関25事業所（回答率12.3%）
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就労支援ネットワーク 連絡会
アンケート結果

企業対象
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事業所の概要
１．貴事業所の所属をお教えください（8件の回答）

２．事業所の所在地を教えてください（8件の回答）

企業

※項目３については事業所名をお聞きした質問のため、非公開とします
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採用した方の属性
４．障害者雇用として採用した方の障害種別を教えてください。（7件の回答）

■数としては「知的障害者」の採用が最も多かった。質問９「障害者雇用のきっかけ」の回答で、

「学校からの紹介」が最も多かったことが関係するとと推察される。企業の採用パターンとして、特
別支援学校在学中から職場実習を受け入れ、新卒採用を行うことも多いためである。

■とは言え、知的障害以外の項目も大差はなく、障害種別に係わらず、広く雇用している企業が多い
印象を受ける。

企業

身体障害者

知的障害者

精神障害者

発達障害者

難病患者
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採用した方の属性
５．障害者雇用として採用した方の雇用形態を教えてください。（8件の回答）

■8社中7社から「パート勤務」の回答があった。体調や状況に合わせ、勤務時間や作業内容の調整が

しやすいためだと推察される。

■特例子会社からは「正社員」の回答もあった。

企業

正社員

契約社員

パートタイム（週30時間以上）

パートタイム（週30時間未満20時間以上）

パートタイム（週20時間未満）

嘱託社員
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障害者等雇用においての利点
６．障害者等雇用において事業所としての利点を教えてください。（自由記述）

【社会貢献・社会との繋がり】

• 障害を持つ人の賃金保障ができる。

• 社会貢献、社員の障害者の理解と受容

• 社会を構成する企業として、障害者の方への働く場所と仕事を提供し、社会に貢献
できていること。

• 支援機関，学校等との人的なつながり

【事業所内の変化・業務改善】

• 仕事の切り分け、業務分担の検討機会になる

• ダイバーシティへの理解浸透、交流による風土の変化

• 軽作業従事者として、貢献してくれている

• 細かい部分での配慮

【その他】

• 特例子会社であり特に利点は感じられません。

企業
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通常業務以外の活動
７．通常業務以外で事業所が行っている活動を教えてください。（8件の回答）

■いずれの企業も、障害者の受け入れに向け、何らかの動きを取っていることが分かった。

■特に「職場実習・職場見学」については回答をいただいたすべての企業が実施している。受け入れ
前にいくつかの段階を踏みながら進めていく傾向にあるのかもしれない。

企業

障害者の採用・雇用に関する直接相談の受付

職場実習、職場見学などの受け入れ

福祉就労の提供（業務依頼、内職依頼等）

社内研修の参加

社外研修の参加

障害者雇用従業員への余暇活動

地域への啓発、周知活動（ふれあいまつり等出店など）

行政・福祉機関等と連携のため協議会、ネットワークの参加
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通常業務以外のサポート
８．障害者雇用において、業務以外のサポートはありますか？（3件の回答）

■ここで回答いただいたのは、ほとんどがA型事業所であった。

一般企業では生活面の把握や支援までは行わず、支援機関と協働しているのではないかと思われる。

企業

居住に関するサポート（住まい探し、家賃債務保証等）

家族に関するサポート（家族との連絡）

友人、知人との関係の調整やサポートｌ

家計に関するサポート（家計の相談、納税相談等）

社会参加に関するサポート（趣味、地域活動、ボランティア活動）

各種制度等の利用（障害者手帳、障害年金等の申請補助、行政手続きサポート）

医療に関するサポート（通院同行、医療機関とのやりとり、入院時のサポート等）

他の日常生活に関するサポート（金銭管理、買い物、調理等）

警察とのやりとりｌ

上記それぞれについて「具体的にこれをサポート」ではありませんが、

どれについても相談があればいったんは受けます。
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障害者雇用のきっかけ
９．障害者雇用の従業員との最初の関わりについて教えてください。（8件の回答）

■８社中５社が、学校からの紹介をきっかけにして受け入れたことがある。支援機関やハローワークがき
っかけと回答したのはそれぞれ３社に留まっており、どちらかと言うと、新卒・若年者を重視して受け入
れる傾向にあると思われる。

企業

市役所等、行政機関からの紹介

支援機関からの紹介

企業面接会、企業説明会の参加者

家族、知人、従業員からの紹介

テレビ、新聞、雑誌、書籍等情報から直接問い合わせ

ホームページ等への問い合わせ

行政機関・民間が運営する情報サイトからの問い合わせ

インターネット上の口コミ

学校からの紹介

ハローワークからの紹介

ハローワーク以外の職業紹介業からの紹介

法務省関係
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障害者雇用の連携先
１０．連携したことのある福祉機関等をチェックしてください。（7件の回答）

■7社からの回答で36のチェックがついており、各企業が様々な連携先を持っていることが窺える。

■7社中６社が、就業・生活支援センターとの連携を挙げている。これは、支援学校を卒業した方の定着
支援を就業・生活支援センターが引き継ぐためであると考えられる。

■送り出し元の就労移行・就労定着支援事業所や学校との連携を行っている企業も、それぞれ４社ずつあ
った。

企業

自立訓練事業所

就労移行支援事業所・定着支援事業所
就労継続支援A型事業所

就労継続支援B型事業所
相談支援事業所（基幹相談・委託相談・計画相談）

行政機関（福祉事務所・保健センター等）

学校等教育機関

医療機関・デイケア
グループホーム

その他の障害福祉サービス
障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター
就労訓練施設等（能力開発校、ポリテクセンター、ITステーション、技専校等）

専門分野の支援機関（発達障害、視覚障害、聴覚障害、高次脳機能障害等）

ハローワーク等、無料職業紹介

有料職業紹介業（atGP、パーソル、パソナ等）

生活困窮者等の自立支援機関
法務省関係
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障害者雇用における課題
11-1．障害者雇用において課題と感じる事柄にチェックしてください。

（8件の回答）

■8社からの回答で23のチェックがついており、各企業が複数の課題を抱えていることが分かる。

■特に作業スキルに関連する課題を挙げる企業が多かった。次ページの自由記述項目も併せて見ると、障
害特性や理解力に応じた指導方法に悩むケースが多いようであった。

■その他、金銭管理や災害時の対応、将来的な独立など、生活面の課題も挙がっている。質問8の回答と
照らし合わせると、生活面の直接的なサポートは行っていないものの、気には留めている場合が多いと
思われる。

企業

支援機関との連携の仕方

社内部門ごとの障害理解・受容

作業スキル向上・指導方法

人間関係

生活面・健康面

災害訓練・金銭トラブル

従業員の加齢による能力低下への対応 精神障がいを

持った人への雇用の可能性 障がい者指導員の育成
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障害者雇用における課題
11-2．上記ご回答いただいた項目で、具体的な内容をお教えいただけますか？

（自由記述）

【作業スキル・指導方法】

• 作業修得が困難な従業員に対する指導方法または工夫改善への取り組み

• 発達障害社員への複合作業習得方法

• 作業スキルを向上させる為に様々考えて関わってはいるものの、なかなか習得できないこと。

【人間関係】

• 社内でも人事異動・障害社員との接点の濃淡での障害理解・受容への差

【支援機関との連携の仕方】

• 同じ職場で作業する従業員がどのように接するべきか？NG行動やこれまでの経緯をふまえた接し方

を学校側と事前共有を密にすべきかと考えている。

• 支援機関による支援の濃淡

【生活面・健康面】

• 生活面での独立生活を希望する従業員へのケア（会社ではほぼできない 崩れだすと復活できない）

• 特に知的障害メンバーの思春期への対応

【その他】

• 災害時訓練は行っても、実際にどうなるかがわからないことが不安。

• 保険証を利用するなどして金銭トラブルがおこるなど、皆なる可能性がある。

• 聴覚障害者への支援（本人たちはできていると思っているが、ぜんぜんな部分が多々・・・）

企業
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企業の状況
12．貴社の管理・指導担当の人的充足度合いを教えてください。（8件の回答）

13.新型コロナウィルス感染拡大に伴う、具体的影響・対応を教えてください。
（8件の回答）

企業

従業員及び管理・指導者の減少

従業員及び管理・指導者の増加

事業売り上げの減少

事業所の一時閉鎖

業務及び活動の一部制限

在宅勤務、在宅サポートの開始・強化

新規採用受け入れの停止または制限

屋内での作業の停止または制限

支払う給与の減少
実習受け入れの停止や制限

対面での定期面談の制限

「一時的な」従業員の減少 リクレーション等社内イベント停止

による従業員のストレス増加 社員間コミュニケーション減少
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就労支援ネットワーク 連絡会
アンケート結果

支援機関対象
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事業所の概要
１．貴事業所の所属をお教えください（25件の回答）

２．事業所の所在地を教えてください（25件の回答）

支援機関

※項目３については事業所名をお聞きした質問のため、非公開とします

自立訓練事業所

就労移行支援事業所

就労継続支援A型事業所

就労継続支援B型事業所

就労定着支援事業所

委託相談支援事業所

一般/特定相談事業所

グループホーム
項目外の障害福祉サービス

行政機関（福祉事務所・保健センター等）

教育機関

医療機関・デイケア

公的な就労訓練機関（能力開発校、ポリテクセンター、ITステーション、技専校等）

ハローワーク、無料職業紹介

有料職業紹介（atGP、パーソル、パソナ等）

障害者雇用管理サポーター
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対象者の属性
４．就労支援・定着支援の対象者の属性を教えてください。（24件の回答）

■数としては「精神障害者」の受け入れを行っている事業所が最も多かった。ただ、各事業所複数の
対象を挙げており、状況に応じて様々な障害等の受け入れを行っていることが分かる。

■「身体障害者」の受け入れが少ないのは、民家や雑居ビルを利用しており、多目的トイレなどの環
境調整が構造上難しい事業所が一定数あるためだと考えられる。

支援機関

障害者（主に身体障害）

障害者（主に知的障害）

障害者（主に精神障害）

障害者（主に発達障害）

障害者（その他特定していない）

難病当事者

生活困窮者等

65歳以上の高齢者

刑務所、少年院、更生施設出所者等
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事業所の活動
5．事業所が行っている活動を教えてください。（23件の回答）

■今回アンケートでは「就労継続支援B型事業所」「就労移行支援事業所」からの回答が多かったこ
ともあり、「雇用・就労に関する一般的な相談、アセスメント」「施設内での作業・訓練・実習」は
70％を超える事業所が行っていると回答。

■その他の項目は事業所によって様々であり、それが事業所ごとの特色に繋がっていると思われる。
一方で、「行いたいが、マンパワー不足などで難しい」項目もあると考えられ、その場合は就業・生
活支援センターや地域のネットワークでカバーしていく必要がある。

支援機関

雇用・就労に関する一般的な相談、アセスメント

就労定着における相談対応、カウンセリング等

各種の講座やグループワーク等の開催（SST等）

施設内での作業・訓練・実習

施設外での作業・訓練・実習
資格取得支援

雇用前の企業実習、企業見学など協力先の開拓

求人の開拓、職業紹介

ハローワーク、他事業所への相談同行

企業訪問、企業実習への同行支援

ジョブコーチ支援

他事業所への指導、助言等

地域等における啓発、周知活動（ふれあいまつり等への出店など）

当事者支援に関するスタッフ研修、職員研修

地域の協議会やネットワーク会議への参画
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事業所の活動
6．就労支援と合わせて行っている支援活動（18件の回答）

■質問5と比較すると回答数自体が減少しており、就労系事業所では生活支援までは行っていない傾
向がある。就労支援と生活支援を切り分けている場合もあると思われるが、質問10「支援者の人的
充足度合い」では半数を超える事業所が「支援者数が充足していない」と回答していることもあり、
マンパワー不足も背景にあると考えられる。

■サービス利用にもかかわる「各種制度の利用」については、ほとんどの事業所が行っていると回答。

支援機関

居住支援（住まい探し、家賃債務保証等）

家族支援（家族関係の調整、家族の問題に対して関わり）

友人、知人との関係調整や支援ｌ

金銭に関わる支援（家計管理の相談、納税相談、給付金手続き等）

社会参加支援（趣味、地域活動、ボランティア活動）

各種制度の利用（障害者手帳、障害年金等の申請補助、行政手続き支援）

医療的支援（通院同行、医療機関とのやりとり、入院時の支援等）

他の日常生活の支援（移動、買い物、調理等）
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利用のきっかけ
7．支援対象者が貴事業所の利用に至った最初のきっかけを教えてください。

（23件の回答）

■「福祉サービス事業所からの紹介」の回答が最も多く、相談⇔通所の双方で連携しているパターン
が多いと推察される。その他、行政機関や就業・生活支援センターからの紹介も多いようである。

■「貴事業所からの働きかけ」による利用も30％あり、アウトリーチを行っている事業所が一定数あ
ることが分かる。

■元々の項目に「医療機関」を設定していなかったが、「その他」の自由記述として「医療機関」を
挙げている回答が3つあった。医療と福祉は今後も密に連携していく必要があると考えられる。

支援機関

市役所等、行政機関からの紹介

自治体等が運営する支援機関からの紹介

福祉サービス事業所からの紹介

就業・生活支援センターからの紹介

貴事業所からの働きかけ

家族、知人、従業員からの紹介

テレビ、新聞、雑誌、書籍等情報から直接問い合わせ

ホームページ等への問い合わせ

行政機関・民間が運営する情報サイトからの問い合わせ

インターネット上の口コミ
学校からの紹介

ハローワークからの紹介

ハローワーク以外の職業紹介業からの紹介

病院からの紹介
医療機関・DCなどからの紹介

協力医療機関からの紹介
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連携先
8．支援活動において連携や活用する福祉機関等をチェックしてください。

（24件の回答）

■「相談支援事業所（基幹相談・委託相談・計画相談）」と「障害者就業・生活支援センター」が同
率で最も多かった。

■24件の回答（複数回答可）で合計170という数字が出ており、各機関が様々な繋がりを持ちながら
支援を行っていることが分かる。

支援機関

自立訓練事業所

就労移行支援事業所・定着支援事業所

就労継続支援A型事業所

就労継続支援B型事業所

相談支援事業所（基幹相談・委託相談・計画相談

グループホーム

その他の障害福祉サービス

行政機関（福祉事務所・保健センター等）

学校等教育機関

医療機関・デイケア

障害者就業・生活支援センター

障害者職業センター
就労訓練施設等（能力開発校、ポリテクセンター、ITステーション、技専校等）

専門分野の支援機関（発達障害、視覚障害、聴覚障害、高次脳機能障害等）

ハローワーク等、無料職業紹介

有料職業紹介業（atGP、パーソル、パソナ等）

生活困窮者等の自立支援機関
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就労支援における課題
9-1．就労支援に取り組む中で、課題と感じる事柄にチェックしてください。

（23件の回答）

■各事業所、複数の課題を挙げている。最も多かったのは「利用者の就労意欲や意識の促し」であっ
た。他に多かった回答としては、「雇用事業所との連携」「人間関係・孤立・孤独の問題」などがあ
った。いずれも就職前・後に係わらず、課題となりやすい。

■次ページより記載している自由記述では、より具体的な課題が挙がってきている。今後、こういっ
た課題への対応スキルが学べるような研修等の機会が必要であると思われる。

支援機関

雇用事業所との連携

他支援機関との連携（行政・HW・教育機関含む）

事業所内の障害理解・受容

障害が関係する生活機能や周辺環境

人間関係・孤立・孤独の問題

利用者の就労意欲や意識の促し

住居や家族関係の問題

職場実習先の開拓

求人開拓

業務マッチングの調整

適職診断やキャリアカウンセリングの見極め・提供

業務指導や能力の見極めや業務確保

訓練及び支援ツールやカリキュラム等の構築

当事者の給与や工賃、所得の問題

職員、利用者の健康問題

管理、指導においてのスキルや意欲
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就労支援における課題
9-2．上記ご回答いただいた項目で、具体的な内容をお教えいただけますか？

（自由記述）

【利用者の就労意欲や意思の課題】

• 就労意欲が日によってまちまち

• 就労を希望している利用者が意欲を持ちながら、自身の状態と就労の目標を合わせていくことに課
題がある方が多いです。

• 家族のサポートが得られない方、育ってきた環境により、偏った職業観をもっていたり、働く大人
のモデルを見たことがない方等に対して、就労意欲をどのように向上させるか

• 人間関係でのトラブルやコロナ禍での孤独・独居への不安感を強く訴える方が多く、以前より就労
に対する意識が低くなっている（就労より立場や権利を訴える）傾向。なかなかモチベーションを
あげにくく、そもそも就労の訓練の場という認識が薄れている。

【孤独、孤立、人間関係】

• 主に定着支援において、当事者が社会の中での居場所が少ないこと。 仕事と家庭の行き来のみとい
う現状。

【雇用事業所との連携】

• 職場での人間関係での悩み事。特に上司。

• 職場支援の経験が乏しいケースが散見される。

支援機関
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就労支援における課題
（前ページからの続き）

【求人開拓・実習先開拓】

• 求人、実習先の開拓がコロナもあり、なかなかスムーズに行かないことがある。

• 実習を受け入れて頂ける企業が無く、開拓するにも、就Bでは職員も限られるので厳しい状況。

• 実習先も店長が変わる等でお店の方針が変わるなど、実習受け入れが難しくなることもあるため、
半永久的に開拓は継続しなければいけない部分が難しい。

【業務マッチングの調整】
• 中度（職業的重度）知的障害の方の就労について（単純作業、軽作業、反復作業等の減少）
• 身体障害（中途障害や身体障害+αある方）の就労について→一般的には「サポートが薄くても良

い」と思われているが、実習先確保、適職へのマッチングに苦労
• 高次脳機能障害の方の復職支援について
• したいことと出来ることの区別をつけられない方が多い。
• 働きたい気持ちはあっても、その自身の能力を客観的にみられず、うまく就労に繋がらない。

【その他】
• 相談支援事業所等を介しての当事者とのマッチング
• 働き続ける中で、本人、家族の高齢化の問題
• キャリアアップの仕組みについて
• 支援者のスキルアップ、人材確保、人材育成について

• 職員の就労支援のノウハウの育成は時間がかかったり、職員の適性もあると感じる。一方就労支援
の実績は残さなければけないため育成に時間をかけることも難しさがあり、即戦力が求められる。
精神障害者の特性を抱えながら雇用に結びつき、定着することの難しさを実感している。

支援機関
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事業所の状況
10．貴事業所における支援者の人的充足度合いを教えてください。（23件の回答）

11.新型コロナウィルス感染拡大に伴う、具体的影響・対応を教えてください。
（22件の回答）

支援機関

利用者及び職員の減少

利用者及び職員の増加

事業売上の減少

事業所の一時閉鎖

業務及び活動の一時制限

在宅勤務、在宅訓練、在宅サポートの開始・強化

新規利用者受け入れの停止または制限

屋内での作業の停止、作業人数の制限

支払う工賃・給与の減少

職場実習や職場見学の実施中止や制限
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就労支援ネットワーク 連絡会
アンケート結果

共通項目
（就労支援ネットワーク連絡会 全体会・勉強会等について）
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勉強会開催について
就労支援ネットワーク連絡会では定期的に勉強会を開催しております。

勉強会参加にあたりご都合の良い時期を教えてください。

共通項目

企業
（7件の回答）

支援機関
（25件の回答）
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勉強会開催について
勉強会参加にあたり参加しやすい時間帯があれば教えてください。

共通項目

企業
（7件の回答）

支援機関
（23件の回答）
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勉強会テーマについて
勉強会で取り上げてほしい事柄があれば教えてください（自由記述）

▼企業

• 11-2で記載した事柄（企業側が踏み込める範囲、注意事項、日ごろの指導など）

• 従業員の加齢による能力低下への対応の実例 発達障害系の従業員のチーム作業習得へのアプロ
ーチ 他

▼支援機関

【定着支援・企業との関わり】

・ 就労の定着率

• 就労定着事業所を立ち上げるにあたって企業側の問題点や課題や求めていることは何なのかを知
りたい。

• 利用者の事業所及び職場への定着利用の方法

• 精神障害、発達障害の就労支援について。企業に利用者さんをアピールする方法。

共通項目
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勉強会テーマについて
（前ページからの続き）

【就労支援の基本・手法】

• 障害者雇用に関する内容など

• 新人向けの基本的な知識の習得、各障害の知識習得、支援に関する基本的な勉強会等

• 障害特性と職業的課題、支援策について（経験の浅い職員向け）

• 就労能力のアセスメント方法について

• アセスメントの視点（専門的視点）

• 職業評価について

• 現場職員が日々の支援の実践に役立つ具体的な支援方法（前回の職業カウンセリングの研修は大変参
考になった）

• 利用者の段階に応じた就労支援の進め方について

• 9-1にチェックして挙げた内容の勉強会・研修会があればありがたいです。

※9-1で挙げられていた内容：孤独・不安感が増幅し、就労に対する意識・モチベーションが低下傾向

共通項目
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勉強会テーマについて
（前ページからの続き）

【生活支援】

• 障害者の高年齢化に伴う就労、行き場の対応

• 生活支援に関わる各種制度、資源等について

【その他】

• 利用者本位を前提とした就労支援を提供していくものと理解しているが、近頃働く価値観が多様化し
てきていると耳にしますが、ピンときません。その価値観に対応できるために、支援者として学ぶべ
きことは何なのかが知ってみたいです。

• 就労支援事業所と当事者のマッチングを考えていただきたいです

• 就労までの課題に対して、どのような取り組みをし雇用まで結びついたのか様々な事例を聞きたい。

共通項目
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御礼

この度は多くの事業所の皆様から、アンケートの回答にて

就労支援を進める中で事業所が直面する状況をお教えくださり、ありがとうございます。

頂いたアンケートをとりまとめ、分類整理行ったところ大きく3つの方向性で学びのテーマとネット

ワーク（繋がり）の必要性を感じました。

①現場の忙しさなどもあり、障害者の就労支援において制度等の最新情報や基本となる知識の習得の

機会が取れない。

②就労支援の中で事業所利用者や従業員の成長を考え、発展的な指導方法や促し方など一歩深くなる

支援知識や事例を得たい。

③持ち合わせの地域社会資源情報が少なく、困ったときの連携できる先を知りたい。支援者単位での

つながりから何か発展を求めたい。

また、日程につきましても月前半、平日午後開催の希望が一番多い回答でした。

頂きました回答をもとに今年度開催を予定する就労支援ネットワーク連絡会 全体会・勉強会の企画

再考し、今まで以上に必要な情報を提供できる場にいたします。

障害のある方が地域で働き暮らしていくことが、今以上に地域に浸透するよう、引き続き当ネットワ

ーク及び就労支援にお力添えいただきますよう、お願い申し上げます。

令和4年9月29日 東大阪市就労支援ネットワーク連絡会（東大阪市障害者就業・生活支援センターJ-WAT）


