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転職の背景 
―転職したいと考える人は多い

厚生労働省の若年者雇用実態調査（2015 年）によると、民間企業で

働く若手社員の４人に１人が「転職したい」と考えています。性別では、

男性で 22.0%、女性で 31.3％と、男性より女性の割合が多くなります。

転職を希望する理由は、「賃金の条件」「労働時間・休日・休暇」といっ

た労働環境がトップ、その次に「自分に合った仕事がしたい」等のやり

がいを求める項目が続きます。この結果からも、ほとんどの人が職場で

何らかの不平不満を持ち、転職を希望していることがわかります。障害

者雇用枠で就業する発達障害のある人も、この報告と同じようにさらに

活躍できる環境を求め、転職を望むのは当然のことです。

図3 定年前に転職しようと思う理由別の若年正社員割合（複数回答）
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発達障害のある人の転職事情

発達障害のある人の転職では、一般雇用枠から障害を開示して障害者

雇用枠の求人に応募する人もいれば、あるいは障害者雇用枠から一般雇

用枠へという場合もあります。前向きな理由で転職を希望する場合、就

業中に業務に必要な資格の取得や自己啓発に力を注いでいる人は、転職

の成功につながりやすいと言えます。

以下、再就職に成功した方々の事例から、発達障害のある人の転職事

情をみてみましょう。

● Ａさんの場合（30 代前半　男性　アスペルガー症候群）

中小企業（正社員）⇒大企業（契約社員→１年後に正社員）
【雇用形態】一般就労→障害者雇用
【年収】現状キープ

「大学卒業後、アルバイト勤務を経て従業員数 50 名ほどの中小企業に

就職しました。主に総務と経理を担当していましたが、このくらいの規

模の企業の社員は一つの担当業務だけではなく、何でもこなさなければ

なりません。元々要領のよいほうではありませんが、朝は早めに出勤し、

毎日の残業も含めて、一生懸命に真面目に取り組んでいることで、直属

の上司の覚えがよく、なんとか働き続けることができました。

発達障害がわかったのは結婚してからのことです。妻からコミュニ

ケーションの取り方や、親戚との付き合い方など、何かおかしいのでは

ないか、一度調べてみたらと言われ、受診したところ発達障害と診断さ

れました。診断を受けたこと自体は特にショックを受けることもなく、
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素直に受け入れました。しかし、その企業で勤務を続けることには不安

を覚えました。30 代になればマネジメントを求められるようになりま

すが、自分にはそれが難しいことがわかっていました。これまでは早出

や残業で補ってきましたが、マネジメントとなるとごまかしようがあり

ません。規模の小さい企業での自分の行く末は見つけられませんでした。

そこで、勤め人としての自分の将来を考え、一つの業務を長く担当す

る職種に就けないかと考えました。そして、障害者雇用への応募を決意

しました。採用選考は順調に進み、内定が出ました。転職して最初の１

年間は契約社員という待遇でしたが、家族を養う必要もあり、現在の年

収は譲れないところでした。結果的には前職の年収を考慮してもらえま

したので、職種、年収ともに希望通りの転職となりました。経理の経験

が活かせる職場に配属され、安定した勤務が可能となりました。１年後

には正社員に登用され、安心して勤務を継続できています」

● Ｂさんの場合（20 代後半　女性　アスペルガー症候群）

中堅企業（契約社員→正社員）⇒大企業（正社員）
【雇用形態】障害者雇用
【年収】現状よりアップ

「新卒で入社した企業では新入研修もなく、上司や先輩からマンツー

マンの指導を受け、給与計算や雇用保険手続を担当していました。自社

だけではなく、グループ会社の業務も担当していたため、忙しく、残業

時間数も多い職場でしたが、業務に習熟し、専門知識を身につけたいと

週末は社会保険労務士の資格取得のために勉強を続けました。

そして、社会保険労務士試験に無事合格し、資格を取得することがで

きました。このまま業務を続け、キャリアアップしていくことを少しも

疑っていませんでしたが、会社の事情で雇用保険手続の業務は外部にア
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ウトソーシングされることになりました。その結果、これまでの多忙な

状態から一転、手持ち無沙汰な時間を持て余すようになりました。

入社して２年以上が経過し、十分に経験を積んでいたこともあり、転

職を考えるようになりました。就業しながら履歴書、職務経歴書作成の

準備を始め、業務に支障の出ない範囲で、週末に開催される就職面接会

への参加を中心に転職活動を行い、内定を得ることができました」

● Ｃさんの場合（30 代後半　女性　ADHD、アスペルガー症候群）

大企業（契約社員→正社員）、派遣社員、アルバイト⇒中小企業（正
社員）
【雇用形態】一般就労→障害者雇用
【年収】現状よりアップ

「一通りの対応力と、パソコンのスキルがあったことから、大手企業

では契約社員として働き始め、その後、正社員に登用されました。とこ

ろが、非常に残業の多い職場であったため、少しずつ疲労が重なり、燃

え尽き症候群のような状態になってしまい、退職せざるを得なくなりま

した。通院、治療後の数年間は長期派遣就労を継続していました。やが

て、二次障害の原因として発達障害があることが判明しました。

そして、自身の特性を理解するとともに、体調をコントロールしなが

ら、自分に合う職種で長く働きたいと考え、その選択肢として、障害者

雇用枠への応募を考えるようになりました。以前に比べると長期派遣の

仕事が決まりにくくなり、生活のためにやむなくアルバイトを始め、就

業しながら転職活動を続けました。アルバイトはシフト制の勤務であっ

たことから、平日昼間の面接に対応しやすいという点で助かりました。

その後、理解のある企業との出会いがあり、まったく未知の業界への挑

戦ですが、正社員としての採用が決まりました」
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● Ｄさんの場合（20 代　男性　広汎性発達障害）

一般就労新卒で入社し、最初の配属先で１年間の勤務後に異動になり

ました。新しい配属先の上司が威圧的なタイプで、何をやっても怒られ

てばかりということが続き、次第に気持ちが落ち込むようになりまし

た。通院し、短期間休職することにより回復しましたが、気持ちの落ち

込みの原因が上司である以上、復職すればまた体調が悪化するので環境

を変えたいと転職を考えるようになりました。活動を開始しましたが、ま

たすぐに辞めてしまうと思われるようで、良い結果は得られていません。

● Ｅさんの場合（20 代　男性　広汎性発達障害）

中小企業（正社員）⇒中小企業（契約社員）
【雇用形態】一般就労→障害者雇用

一般就労で入社し、支店に配属されました。支店の規模が小さかった

ため、周囲が見渡せる環境でなんとか仕事をこなしていました。本社に

異動後、それまでに対応していなかった業務や会議での議事録作成など

で負荷がかかり、質と量の両方に対応できず、これ以上周囲に迷惑をか

けてはいけないと退職に至りました。

その後、障害者雇用枠で再就職し、現在の業務内容に問題はありませ

んが、業務量が極端に少なく時間を持て余してしまう状態が続いていま

す。そのため、もう少し仕事のやり甲斐を感じられる業務に就きたいと

転職を考え、面接会に参加しましたが、次の選考に進むことができませ

んでした。企業は業務の切り出しに苦労しているため、本人の希望を満

たす業務が用意できるかどうかで二の足を踏むかもしれません。豊富な

就労経験があることは有利ですが、転職理由が選考の結果を左右するた

め、その理由によっては、求職中の人に比べ、就業中の人が内定を得る

確率がよいとは言い切れません（p.95）。
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発達障害のある人は転職が多い？

発達障害のある人は転職回数が多いと言われています。著者がお会い

した方々の中にも職務経歴書に何枚にもわたって、それまでの職歴を記

載されている方がいました。発達障害のある人には正直な人が多く、経

験した仕事は包み隠さずすべて記載しようとすることも特性の一つで

す。これに対して、一般就労では職務経歴を正直に記載しない（詐称）

人が存在することも確かです。発達障害のある人の転職理由についての

アンケート結果をみてみましょう（図４）。この調査では、自閉症スペク

トラム障害と ADHD によって転職理由が異なるかどうかを調査していま

す。双方とも「仕事がこなせなかった」「職場の人間関係」「精神的にし

んどくなった」が上位に入りますが、「職場の人間関係」に関しては有

意差があり、自閉症スペクトラムで多くなっています。

図4 発達障害のある人の転職理由
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休職中にかかった医療機関で、うつ病や発達障害の診断を受けるこ

とは珍しいことではありません。転職が必要になる場合もあります

が、それ以前に診断内容について、自分自身が理解し受け入れられ

ているかを考えてみましょう。

診断の受け止め方

ここ最近、発達障害に関する報道機会も増え、インターネットを含め

て巷には情報が溢れかえるようになりました。そのため、医療機関の受

診前から「自分はもしかしたら発達障害なのではないか？」と考える人

もいるかもしれません。しかし、なかには発達障害という診断結果に当

惑する人もいることでしょう。

「○○障害」と言った、ある特定の疾患や障害の診断を受けることは、

一つのレッテルが貼られるということです。それまでの自分を失ってし

まったように感じる喪失体験でもあります（喪失による症状は『発達障

害の人の面接・採用マニュアル』〔弘文堂，2013，p.40〕を参照）。したがっ

て、その喪失体験を受け入れ、新しい自分としての一歩を踏み出すまで

には、ある程度の時間と本人の努力が必要です。喪失から抜け出す過程

は、能動的な作業なのです。この過程を疎かにすると、将来的に自分の

生きていく方向を見失い、後悔を繰り返すことになり得ます。そうなら

ないためにも、まずは自分自身が診断をどう受け止め（処理し、受け入

れ）ているのか、しっかり認識するようにしましょう。

A

Q
休職中に発達障害と診断されました。自分に
合った仕事に就くために、転職した方がよい
でしょうか？
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発達障害についての理解度

診断を受け止めたら、次にすべきことは、発達障害について正しく理

解しているかどうかの確認です。

神経発達症群 特性

知的能力障害群
Intellectual Disabilities

従来「知的障害」、「精神遅滞」と呼ばれていたもの。DSM-5 では、
単に知能指数（IQ）で重症度を分類せずに、社会性、自立能力と
いった総合的な生活適応能力を重視し、学習能力やコミュニケー
ション能力によって、その人を総合的に評価するという視点に移
行した。

コミュニケーション症群
Communication 
Disorders

言語取得と使用の障害、構音の不明瞭さ、吃音に加えて、DSM-5
では「社会的（語用論的）コミュニケーション症」が新設された。
これは、一般的に「空気が読めない」と評されるもので、社会的
ルールに沿って自然な流れの中で相互交流することが困難な場合
をいう。自閉スペクトラム症との違いは、こだわりや感覚異常を
認めない点にある。

自閉スペクトラム症
Autism Spectrum 
Disorder : ASD

これまで、自閉症とアスペルガー症候群に二分され、その総称
として「広汎性発達障害（PDD）」の名称が使用されてきたが、
DSM-5 では「自閉スペクトラム症」に総括された。特性としては、
①社会的コミュニケーションおよび相互関係における持続的障害
と、②限定された反復する様式の行動、興味、活動の 2 つにまと
められ、感覚過敏は②に含められた。

注意欠如・多動症
Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder : 
ADHD

日常生活で支障となる、多動性、衝動性、不注意を主症状とする。
DSM-5 では、①発症年齢が 7 歳以前から 12 歳以前へと引き上げ
られ、②症状必要項目が不注意 6 項目以上（17 歳以上は 5 項目
以上）、多動性・衝動性については 6 項目以上（17 歳以上は 5 項
目以上）、③自閉スペクトラム症との並存が認められた、この 3
点が大きな変化といえる。

限局性学習症
Specific Learning 
Disorder

学習障害（LD）と呼ばれてきたもの。DSM-5 では、従来の読み・
書き・計算の障害が学習障害と発達段階に応じて、詳細に評価し
たうえで重症度分類がなされるようになった。それにより、具体
的な支援内容が設定しやすくなったといえる。

運動症群
Motor Disorders

協調運動が苦手で不器用さを症状とする発達性協調運動症、反復
運動を示す常同運動症に加え、DSM-5 では突発的に急速に反復す
る非リズミカルな運動や、発声を示すチック症群が含まれた。

表1 発達障害のバリエーション
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ポジティブな退職理由

転職理由説明の際の注意点

就業中の方の転職の難しさについては p.95 でも記述していますが、

障害者雇用枠で就業する人が転職を考える場合、その転職理由の説明に

は少し注意を払う必要があります。というのは、発達障害のある人には

正直な人が多く、良いことも悪いことも、自分の想いをストレートに表

現してしまうことがありますが、転職理由の伝え方次第で合否の結果が

異なることもあるのです。

中途採用の面接では、必ず「あなたは、なぜ転職しようと思ったので

すか？」と転職の理由を聞かれます。面接官はあなたの今の職場環境が

どのような状況で、上司や同僚がどういう人たちなのかは知りようがあ

りません。採用担当者に理解してもらえるように説明する必要がありま

すが、説明の仕方にはいくつかのポイントがあります。それぞれの退職

理由について、採用担当者がどんな疑問を抱き、何をチェックしようと

しているのかを解説しながら、ポジティブな回答例を紹介していきます。

● 給与について

どんな会社でも、すべての人に満足のいく待遇や環境が備わっている

わけではありません。採用担当者は、現在の職場に対するなんらかの不

平不満を理由に転職する人を採用しても、再び同様の問題に直面すれば、

同じような理由で仕事への意欲をなくし、場合によっては辞めてしまう

のではないかと考えます。ネガティブな理由で転職を希望する応募者の
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採用に対して、担当者が二の足を踏むのも当然と言えます。障害者雇用

枠で就業している人の中には、現在の給与が世間相場からみて低いと感

じている人もいるかもしれません。実家暮らしの場合はなんとかやって

いけても、自立にはほど遠いという現実もあるでしょう。

「自立できる位の給与を望んではいけないのですか？」と思うかもし

れませんが、給与が低いことだけを転職理由にするのは得策とは言えま

せん。採用担当者は、本人の能力や勤務態度の面で給与が低く抑えられ

ているのではないかと疑いを持つ可能性があります。給与への不満を述

べるならば、それを要求するだけの能力があることを相手に納得しても

らわなければなりません。自分の経験や能力に触れながら説明しましょ

う。

【回答例】 「私は○○の業務に△年間従事してきましたので、
経験を活かせる職場を希望しましたが、残念ながら
現在の職場では希望の業務に就けておりません。能
力や実績を正当に評価してくれる環境で働きたいと
考えました」

「一般就労で経理として就業してきましたので、そ
れまでの経験を活かす仕事ができると考えていまし
たが、残念ながら簡単な仕分けの業務しか担当させ
ていただけませんでした。簡単な業務であり、業務
量も少ないため、給与も抑えられています。実家は
地方にあるため、上京してからは自立して生活して
おりますので、経験のある経理業務に就き、一般的
な給与がいただけましたら幸いです」

● 仕事内容について

障害者採用では事前におおざっぱな業務内容を想定するものの、十分

な仕事量を用意することができなかったり、想定していた仕事を本人が
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