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本書は 6 つの章で構成されています。障害者雇用の中で発達障害を持

つ人の就労の現状を知ろうとしても、いくつかの個々の事例はわかって

も全体像をつかむのは難しいという現状があります。発達障害に関する

書籍は数々ありますが、いざ就労という場面ではどのようなことが問題

になるのか、どのように本人の不安や困りごとを聞き出すのか、その方

法は具体的には示されていません。企業の採用担当者が書籍から読み

とった特性の特徴だけでは、日常の職場で起こりうる問題を想像するこ

とは難しいでしょう。本書は、新任の採用担当者向けに、面接問答例か

ら採用に関わる業務全般に及ぶ実務に役立つ内容を中心としています

が、加えて発達障害を持つ当事者や医療機関、あるいは支援機関などが

活用できるリソースに関する情報も紹介しています。

昨今、職場ではメンタルの悩みを抱える社員の増加が報告されていま

すが、その中にはかなりの割合で、二次障害から発達障害が判明した人

たちがいることが最近になって知られてきました。本書は、現在職場で

悩みを抱える社員への対応にも役立つことでしょう。

障害者雇用はカリスマ経営者の鶴の一声で急速に進むこともあります

が、多くの場合、採用担当者の熱意と手腕なしには進みません。本書で

紹介する豊富な事例が採用のヒントとなり、間接的に採用を後押しする

ことになれば幸いです。

本書が発達障害への理解を促進し、さらに雇用を推し進める機運の高

まりの一助となり、インクルージョンの実現に少しでもつながっていく

ことを願ってやみません。

本書で伝えたいこと
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発達障害の概要

「発達障害」とは ADHD（注意欠陥・多動性障害）、LD（学習障害）、

自閉症、アスペルガー症候群＊などの総称です。発達障害という言葉が

広く知られるようになったのは、この 10 年のことではないでしょうか。

学校や職場で人間関係などがうまくいかず、孤立する人、あるいはひき

こもってしまう発達障害を持つ人がいることがメディアなどで取り上げ

られ、社会的認知度が上がりました。しかし、発達障害を診断できる専

出典：国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害者情報・支援センターHPより

学習障害 LD
● 「読む」、「書く」、「計算する」
等の能力が、全体的な知的
発達に比べて極端に苦手

注意欠陥・多動性障害 ADHD
● 不注意（集中できない）
● 多動・多弁（じっとしていられない）
● 衝動的に行動する
　（考えるよりも先に動く）

それぞれの障害の特性

広汎性発達障害

知的な遅れを
伴うことも
あります

知的な遅れを
伴うことも
あります

● 基本的に、言葉の発達の遅れはない
● コミュニケーションの障害
● 対人関係・社会性の障害
● パターン化した行動、
　興味・関心のかたより
● 不器用（言語発達に比べて）

自閉症

アスペルガー症候群

● 言葉の発達の遅れ
● コミュニケーションの障害
● 対人関係・社会性の障害
● パターン化した行動、
　こだわり

図1 発達障害とは－それぞれの障害の特性

障害者雇用と発達障害
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最近は心の問題だけでなく、さまざまな場面で「カウンセリング」と

いう用語を耳にすると思います。そもそも、カウンセリングとはどんな

ことを意味するのでしょうか？

精神科や心療内科で行われる治療には、薬物療法、精神療法の他、社

会復帰のための対応があります。薬物療法は、テレビなどのマスコミで

よく取り上げられていますが、この十数年の間に飛躍的に進歩しまし

た。今までコントロールできなかった症状も緩和させることができるよ

うになり、精神障害を持つ人の中には恩恵を受けている人も多いと思い

ます。薬物には副作用や依存性があり、服薬を恐れている人も多いのは

事実です。しかし、使用量や使用方法を間違えずに、自分に合った薬が

選択できれば、有効だと思います。人事担当者は、薬に対する負のイメー

ジが強く不安な人には、主治医としっかりと話し合う機会を持つよう

に、助言してください。

精神療法は、心理療法またはカウンセリングとも呼ばれ、他人や物事

を自分自身がどう捉えていくか、どう考えていくかに気づき、少しでも

生きやすくなるように修正できるようサポートしていくことです。精神

療法は、対象の大きさにより個人精神療法と集団精神療法に、治療期間

により短期精神療法と長期精神療法に分けられます。また治療方法によ

り、支持療法、表現療法、訓練療法、洞察療法の 4 つに分けられます。

それぞれに特徴があるので、治療対象によりどの方法がよいかを選択し

ていきます。通常は単独で行われるよりも複数の方法や薬物療法と組み

合わせることが多く、その方がより治療効果が上がるとされています。

治療とカウンセリング
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これらは、精神科や心療内科の医師よりも、専門の教育を受けた心理士

が行うことが多いです。

治療により日常生活がある程度送れるようになったら、社会復帰のた

めの対応を治療に加えていきます。この治療は、社会療法や精神科リハ

ビリテーションとも呼ばれます。代表的なプログラムとして、生活技能

訓練、作業療法、デイナイトケアがあります。いずれも医師や心理士に

加え、経験豊かな精神保健福祉士、作業療法士など複数の分野のスタッ

フがチームを組んで実施されます。これらに参加することで、徐々に社

会参加の方法をつかんでいくことが可能になっていきます。

上記の治療法以外に、「電気けいれん療法」があります。この治療法は、

アメリカ映画『カッコーの巣の上で』（1975 年）において強烈な印象を

世間に与えたため、いまだに恐怖を感じている人も多いようです。現在

は、患者を麻酔で眠らせながら電気ショックを与えるマイルドで安全な

治療法になっており、一部の精神疾患には効果があるとされています。

また、病状が不安定なときは、入院が必要な場合もあります。精神科

への入院にはネガティブなイメージを持つ人が多いようですが、入院す

ることで著しく症状が改善し、社会復帰できる場合があることを知って

おきましょう。

発達障害を持つ人の中には、自身の抱えている二次障害の症状を少し

でも軽くするために、定期的に通院治療やカウンセリングを受け、服薬

も含めた体調管理をしている人が少なくありません。治療法をうまく組

み合わせることで、仕事をしやすい体調を維持できるのです。人事担当

者や上司の方には、当事者の特性とともに継続的な治療が必要になるこ

とへの理解を深めてもらい、安定雇用にむけたサポートをお願いしたい

と思います。
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障害者雇用では、応募者は障害を開示して応募します。したがって、

採用企業側は応募者の障害の内容と現在の状況を十分に知ったうえで、

必要な配慮を正しく理解して採用することが何よりも重要です。「こん

なことを聞いてもよいのだろうか」と躊躇することなく、むしろストレー

トに「障害について質問してよいですか？」と聞くのがよいでしょう。

苦手なことを双方で確認し、本人の欲しい配慮と職場で対応できる配慮

について十分に話し合います。入社してからお互いにこんなはずではな

かったということにならないよう、細かいことも質問し、双方の不安材

料をなくしておきます。また、発達障害を持つ人の中にはうつ病や双極

性障害などの二次障害を持っている人がいます。そのため、発達障害の

診断名と欲しい配慮以外にも二次障害のための通院や服薬も含めた体調

管理について慎重に確認します。就業開始後の対応のためにも、本人が

苦手とする場面や調子を崩すときの前兆などもできる限り詳しく聞いて

おきます。それぞれの内容についての質問例を紹介します。

●障害について

・障害について教えてください。

・診断名を教えてください。

・病気に気づいたきっかけを教えてください。

・いつ頃、障害または病気がわかりましたか？

・そのときはどのような症状でしたか？

・その障害があることにより、仕事をするうえでどのようなことで困り

面接で聞くべきこと
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ますか？

・できないことや苦手なことを教えてください。

●欲しい配慮

・どのような配慮を希望しますか？

・どのような配慮があると働きやすいですか？

●通院について

・通院はありますか？

・月に何回通院していますか？

・通院にはどのくらいの時間がかかりますか？

●服薬管理

・薬を飲んでいますか？

・薬の飲み忘れはないですか？

●体調管理

・症状が安定してからどのくらいの期間になりますか？

・現在睡眠はとれていますか？

・調子を崩しやすい状況や苦手な場面があれば教えてください。

・具合が悪くなったときは自分でわかりますか？

・具合が悪くなったときの兆候があれば教えてください。

・具合が悪くなったときはどのように対応しますか？

●現在の体調の確認

・現在体調はよいですか？

・規則正しい生活を送っていますか？

・フルタイム勤務について主治医はどのような意見ですか？

・健康管理のために何か心がけていることはありますか？

・ストレスを溜めないように何か心がけていることがあれば教えてくだ

さい。
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法定雇用率引き上げによる影響

2013 年 4 月の法定雇用率の引き上げにより、各企業がこれまで以上

に障害者の採用に力を入れるようになりました。著者の周囲でも雇用率

の引き上げに対応した採用数の増加を示すさまざまな状況を見聞きしま

す。障害者専門の人材紹介会社は新規登録者の数が極端に減少したとぼ

やき、これから障害者雇用を考える企業はどの紹介会社に問い合わせて

も人材はすぐに紹介できるかどうかわからないと言われるそうです。

このような障害者人材が見つからないという状況は、2008 年のリー

マンショック以前にもありました。企業の業績が好調で、特に従業員数

を大量に増やしていた自動車業界では、雇用率の分母となる総従業員数

を基準として大量の障害者を雇用する必要がありました。リーマン

ショック直前は金融業界も障害者採用を活発に行っていた時期でした。

障害者雇用は日本経済の影響をもろに受け、「企業の業績の上昇＝従

業員数の増加＝障害者採用の増加」という図式が成り立ちます。今回は

雇用率の引き上げの影響でしたが、どの企業も採用したい人材は概ね採

用されてしまい、現在も求職中の人は企業の求人内容や希望条件にうま

くマッチしないという状況です。また、性別、年齢などによる差別は禁

止されているものの、残念ながら障害者雇用に関しては女性を希望する

企業が多いという現実があります。今回は企業が法定雇用率の引き上げ

を見込み、積極的に障害者採用を進めた結果、一般的な事務能力を持つ

求職者を見つけることが困難な状況となっています。

障害者雇用の動向
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精神障害のある人の雇用の増加

ある企業が半年以内に障害者を採用することを計画し、業務の切り出

しを始め、ハローワークに求人票を提出しました。同時に障害者専門人

材紹介会社にも問合せをしましたが、どの会社も紹介は確約できないと

の回答で、精神障害者の紹介予定派遣サービスの利用も検討しました。

近年、発達障害者専門の人材紹介会社や精神障害者専門の人材派遣会

社が出現していますが、2002 年当時の状況を思い返すと、障害者雇用

の変遷は目を見張るものがあります。障害者雇用といえば長らく身体障

害の人が中心で、その後特例子会社などで知的障害の人の雇用が進み、

2010 年代になると精神障害の人の採用が急速に進んできました。著者

が知る障害者就労移行支援事業所では、2013 年 4 月に約 20 名の利用者

中 7 名の精神障害のある人の就職が決まったそうです。また、厚生労働

省の「平成 24 年障害者雇用状況の集計結果」（同年 11 月発表）によると、

民間企業における雇用状況では雇用障害者数が 38 万 2,365.5 人（前年度

比 4.4% 増）、実雇用率は 1.69%（同 0.04％増）で過去最高でした。雇用

者のうち、身体障害者は 29 万 1,013.5 人（同 2.3% 増）、知的障害者は 7

万 4,743.0 人（同 8.7% 増）、精神障害者は 1 万 6,607.0 人（同 27.5% 増）

と精神障害者の雇用が顕著に増加しました。この数字は法定雇用率 1.8%

当時の結果であり、次回（平成 25 年）の報告では雇用率の引き上げを

見越した企業が採用に努めた結果さらに精神障害者の雇用数が躍進し、

その中に発達障害の人も含まれると推測されます。ここ数年の発達障害

の人の就職状況をみると、障害者雇用の経験の長い大手企業だけでな

く、発達障害の人の受け入れの経験はなくとも採用を検討し始める企業

が増えてきています。ようやく発達障害の人に対する理解が進み始めた

と言ってもよいでしょう。
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