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１．研究背景①
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発達障害者の就労状況と課題

• 2000年代頃から発達障害者の一般就労に関する
支援の利用が増加（若林 2020）

• 2018年に、従業員5人以上の事業所で雇用され
ている発達障害者は39,000人（推計値）（厚生
労働省 2019：19）

• 就職した発達障害者の1年後の職場定着率は
71.5％で、約3割が就職後1年で離職（障害者職
業総合センター 2017：22）
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１．研究背景②
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発達障害学生の就労状況（2019年度）と課題

• 高等教育機関に在籍する発達障害学生は7,065
人（障害学生に占める割合18.8％）で、毎年増
加傾向（日本学生支援機構 2020：10）

• 卒業者は979人（68.2％）で、最高学年の発達
障害学生の約3割は卒業していない（日本学生支
援機構 2020：63）

• 卒業者のうち４11名（42.0％）の約4割は進学
したり、定職に就いたりしていない（日本学生
支援機構 2020：63）
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１．研究背景③
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発達障害者支援と関連法

• 2000年代に就労支援を利用する発達障害者が増加した
背景には、下記の関連法の整備が関連（若林 2020）
 2002年「障害者基本計画」
 2004年「障害者基本法」の改正
 2004年「発達障害者支援法」の制定
 2005年「障害者雇用促進法」の改正

（厚生労働省 2006：1）

• 近年、高等教育機関に在籍する発達障害学生が増加した
背景には、下記の関連法の整備が関連（日本学生支援機
構HP）
 2014年「障害者の権利に関する条約」の批准
 2016年「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の

合理的配慮規定の施行
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2.研究目的
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以上の背景から、本報告は、発達障害者の
就労を通した社会参加、自立の促進に資する
ため、就労支援の今後の展望と課題を施策動
向から明らかにすることを目的とする。

なお、本報告における、就労支援とは、就
労準備に資するキャリア教育及び、就労の安
定及びキャリア開発に資する生涯学習の内容
を含めた、各ライフステージを通じての概念
とする。
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3.研究の視点および方法
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目的達成に当たっては、関連する雇用・福祉・教育の関

連施策の俯瞰的整理が重要になると考える。そこで、次の
手続きで整理、考察を行った。

（Ⅰ）発達障害者の就労の実態と課題の整理

（Ⅱ）国連の障害者権利条約の採択以降の、
関連する雇用・福祉・教育の関連施策の
動向の整理

（Ⅲ）発達障害者の就労支援に関する
課題と展望の考察

（Ⅰ）（Ⅱ）は、行政資料と、先行研究を用いた文献レ
ビュー、（Ⅲ）は、それをふまえた整理、考察を行った。



4

© Presentation Design

4.倫理的配慮
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本研究は、人を対象せず、また調査を伴わ
ない文献研究であり、プライバシーの保護、
個人の特定等に抵触しないことを確認した。

また、一般社団法人日本社会福祉学会研究
倫理規定を遵守して研究を実施した。
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5.研究結果①
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（Ⅰ）発達障害者の就労の実態と課題

• 2018年に、従業員5人以上の事業所で雇用され
ている発達障害者は39,000人（推計値）（厚生
労働省 2019：19）（再掲）

• 就職した発達障害者の1年後の職場定着率は
71.5％で、約3割が就職後1年で離職（障害者職
業総合センター 2017：22）（再掲）

• 発達障害者の職業生活の満足度の調査では、
「今の仕事を続けたい」と思わない人が22.1％
（「どちらでもない」「あまりそう思わない」「そう思わない」の

合計）（障害者職業総合センター 2015：62）
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5.研究結果②
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• 発達障害者の平均勤続年数は3年4カ月で、身体
障害者10年2カ月、知的障害者7年5カ月と比べ
短い（厚生労働省 2019：9,13,23）

• 発達障害者を雇用している事業所で、雇用上の
課題がある事業所が69.5％ （厚生労働省
2019：24）

• また、発達障害者は手帳を持つ場合は、知的障
害か精神障害にカウント、手帳を持たない場合
はその他の障害にカウントされる。そのため、
発達障害の就労の実態が見えにくいという課題
が指摘（清野・小川 2020）
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5.研究結果③
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（Ⅱ）雇用・福祉・教育の関連施策の動向

障害者全般に関するものを表1示す。

表１ 障害者就労支援に関する関連施策・動向と関連する主な内容

年 施策動向と内容

2006
(H18)

国連総会において「障害者の権利に関する条約」（障害者権利条約）採択
・差別禁止、合理的配慮義務 ・労働の権利、労働環境の改善整備
・障害者の生涯学習の確保が規定
「教育基本法」改正
・教育目標として、「職業・生活との関連の重視」が明記
・生涯学習社会の実現、学習の成果を職場、地域や社会で生かすことができるような
チャンス

「福祉施設、特別支援学校における一般雇用に関する理解の促進等、障害者福祉施策
及び特別支援教育施策との連携の一層の強化について」通達 <厚生労働省>
・福祉的就労から一般雇用への移行の促進等
・雇用と福祉の一層の連携強化
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2007
(H19)

国連アジア太平洋経済社会委員会において「びわこプラスファイブ」採択
・早期発見、早期対応と教育訓練および自営を含む雇用の行動目標の設定
日本が「障害者の権利に関する条約」（障害者権利条約） 署名
障害者施策の「重点施策実施５か年計画」策定」 <障害者施策推進本部>
・障害者権利条約の可能な限り早期の締結を目指して必要な国内法令の整備を図る
・福祉、労働等の関係機関との連携による学校における特別支援教育の体制整備
・障害者雇用率制度を柱とした障害者雇用の一層の促進
教育再生会議第一次報告「社会総がかりで教育再生を ～公教育再生への第一歩～」 <
内閣府>
・教育３法の改正が提言
「学校教育法等」改正
・義務教育の目標に、職業についての知識と技能、勤労を重んずる態度及び将来の進路
を選択する能力を養うことが明記

・特別支援学校制度の新設
・労働関係機関と連携し、就労支援に取り組む
「福祉施設、特別支援学校における一般雇用に関する理解の促進等、障害者福祉施策及
び特別支援教育施策との連携の一層の強化について」改正 <厚生労働省>
・一般雇用や雇用支援策に関する理解促進と就労支援の取組の強化を働きかける「障害
者就労支援基盤整備事業」の実施
・準備段階から職場定着までの一貫した支援を行う「地域障害者就労支援事業」の実施

2008
(H20)

「障害者の権利に関する条約」（障害者権利条約）発効

2009
(H21)

持続可能な開発のための教育（ESD）世界会議において「ボン宣言」採択
・職業訓練や教育にESDを組み込むための連携体制の発展・拡大及びそのための市民社
会、行政、民間企業やNGO等との連携強化

2011
(H23)

「障害者基本法」 改正
・差別禁止の規定
・多様な就業の機会の確保、特性に配慮した職業相談、職業訓練等の施策
・障害者の優先雇用その他の施策 ・事業主による雇用の機会の確保と適正な雇用管理
・精神障害者に発達障害が含まれることが位置づけ
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2012
(H24)

「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告（第一次まとめ）」取りまとめ
<文部科学省>
・中・長期的課題に就職支援等が記述
・外部機関との連携、発達障害者支援、キャリア教育・インターンシップの検討

2013
(H25)

ユネスコ総会において「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するグローバル・ア
クション・プログラム（GAP）」採択
・持続可能な開発へ向けた教育の再方向付け
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）公布
「第３次障害者基本計画」閣議決定
・大学等における支援体制の整備
・大学間や地域のネットワークの形成 ・教員への情報提供、研修
「障害者の雇用の促進等に関する法律」（障害者雇用促進法） 改正
・雇用分野において事業主に対して障害者への差別禁止及び合理的配慮の提供を義務
化

障害者の雇用を支える連携体制の構築・強化について <厚生労働省>
・「福祉」「教育」「医療」から「雇用」への流れを一層促進する目的で取組を実施

2014
(H26)

「障害者権利条約」批准
「障害者の雇用を支える連携体制の構築・強化」の改正について <厚生労働省>
・障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業所等の就労支援機関、特別支援
学校、企業や医療機関、都道府県労働局や安定所が中心となり、地域障害者職業セン
ターと連携を図り取組実施

2015
(H27)

国連サミットにおいて「持続可能な開発目標」（SDGs）採択
・包摂的かつ公平で質の高い教育の提供、生涯学習の機会の促進
・健康の確保と福祉の推進 ・不平等の是正
・完全雇用およびディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の推進 ・
平和で包摂的な社会の推進
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2015
(H27)

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」閣議決定
・差別禁止・合理的配慮の提供
・過重な負担の基本的な考え方
国立大学における「国等職員対応要領」雛形 <国立大学協会>
・差別解消に関する推進体制
・合理的配慮の提供 ・相談体制の整備
私立大学等への「文部科学省事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進
に関する対応指針」 <文部科学省>
・差別禁止・合理的配慮の提供
・相談体制の整備

2016
(H28)

「障害者差別解消法」施行
・差別禁止 ・合理的配慮の提供 ・基本方針の作成
・行政機関、各分野の対応要領、対応指針の作成
「発達障害者支援法」改正
・就学前から社会参加までの切れ目ない支援体制の整備
・「個別の教育支援計画」「個別の指導に関する計画」の作成の推進
・個人情報の保護に十分配慮の上、関係機関で支援に資する情報共有の促進
・就労定着の支援を規定 ・事業主による雇用の機会の確保と適正な雇用管理
・大学及び高等専門学校における、「個々の発達障害者の特性」に応じた適切な教
育上の配慮の提供
「文部科学省が所管する分野における障害者施策の意識改革と抜本的な拡充」 <
文部科学省>
・特別支援学校等の学習内容の充実や関係機関の連携
・大学等における支援体制の充実
「特別支援総合プロジェクト特命チーム」設置 <文部科学省>
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2017
(H29) 

「障害者の雇用を支える連携体制の構築・強化について」改正 <厚生労働省>
・高等学校との連携について ＊「通級による指導」の制度化（2018）
・大学との連携について ・就労定着支援事業所について
文部科学大臣メッセージ「特別支援教育の生涯学習化に向けて」 <文部科学省>
・生涯を通じて教育や文化、スポーツなどの様々な機会に親しむ
・教育施策とスポーツ施策、福祉施策、労働施策等との連動
生涯学習政策局に「障害者学習支援推進室」新設 <文部科学省>
・卒業後も含めた切れ目ない支援体制の整備の促進
・障害学生への大学等における支援体制の充実
障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について <文部科学省>
・福祉、保健、医療、労働等の関係部局と連携した進学・就職を含む切れ目ない支
援体制の整備

・障害のある子供たちのキャリア教育の充実や生涯にわたる学習の奨励
「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告（第二次まとめ）」取りまとめ
<文部科学省>
・大学等から就労への移行（就職）
・早期からの多様な職業観に関する情報や機会の提供
・就職支援のための取組や関係機関間でのネットワークづくりの促進
就労系障害福祉サービスにおける教育と福祉の連携の一層の推進について <文部科
学省・厚生労働省>
・特別支援学校等と就労系サービス事業所等の連携を図る
・教育支援計画とサービス等利用計画の共有、連携、活用
・実効性のある就労アセスメントの実施
「障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ」 <厚生労働省>
・条件を満たせば大学最終年度の就労移行の利用を認める
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2018
(H30)

「第４次障害者基本計画」 閣議決定
・雇用・就業、経済的自立の支援
・教育の振興（個別の指導計画・教育支援計画の活用による特別支援教育の充実、障害学生の
支援、生涯を通じた多様な学習活動の充実）
障害者雇用率の引き上げ ＊障害者雇用促進法改正（2013）
・障害者雇用義務の対象に精神障害者が追加
・4月1日から民間企業の法的雇用率2.2％（2020年までに0.1%引き上げ）
「教育と福祉の一層の連携等の推進について」 <文部科学省・厚生労働省>
・学校と障害児通所支援事業所等との関係構築の「場」の設置
・学校と障害児通所支援事業所等との連携の強化
・保護者支援のための情報提供
「第３期教育振興計画」 閣議決定
・障害者の生涯学習の推進（学校卒業後における障害者の学びの支援、切れ目ない支援体制
構築に向けた特別支援教育の充実、大学等における学生支援の充実等）
「学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議」
・学校から社会への移行期に特に必要となる学習 ・各ライフステージの課題に対応するた
めの学習

2019
(R１)

・2040年を展望した社会保障・働き方改革の検討
・障害者雇用・福祉連携強化ＰT （雇用施策と福祉施策の連携等）

・「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づく対策の更なる充実・強化につ
いて（公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議）
・公務部門において障害者雇用を推進するために必要な事項とそれに取り組むことを明記

2020
（R2）

・「文部科学省 障害者活躍推進プラン」の取組状況についての公表

【新規】雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業（仮称）
重度障害者等に対する就労支援として、雇用施策と福祉施策が連携し、職場等における介助
や通勤の支援を実施

16

発達障害者に関するものを表２示す。

表2 発達障害者就労支援に関する関連施策・動向

年 内容

2005
(H17)

• 発達障害者支援法の施行
• 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習

障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害を持つ者に対す
る援助等について定めた法律

2010
(H22)

• 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保
健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を
支援するための関係法律の整備に関する法律の公布

• 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化

2016
（H28)

• 発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行
• 発達障害者の支援の一層の充実を図るため、所要の措置を講

じる

次に、雇用・福祉・教育の関連施策の動向を整理
した結果を図１に示す。
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 国際動向 国内動向（全体） 雇用分野 福祉分野 教育分野 
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2013 

     

2014 

     

2015 

     
   

2016 
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2018 

      
  

   

 

 

 

「障害者権利条約」 
採択 

「教育基本法」 
改正 

 

 
福祉施設、特別支援学校における一般雇用に関する理解の促進、連携強化 

 

「びわこプラス５」 
採択 

「障害者権利条約」 
署名 

「重点施策実施 
５か年計画」策定 

教育再生会議 
第一次報告 

「学校教育法等」 
改正 

一般雇用に関する理解の促進、一層の連携強化 

 
「障害者権利条約」

発効 

ESD「ボン宣言」 
採択 

「障害者基本法」 
改正 

「障害者差別解消法」 
公布 

 

「生涯学習の充実」 
第一次まとめ 

「障害者差別解消法」
施行 

ESD に関する GAP 
採択 

雇用を支える連携体制の構築・強化 

「障害者雇用促進法」 
改正 

 
「第３次障害者 
基本計画」 

 

「障害者権利条約」
批准  

障害者雇用を支える連携体制の構築・強化の改正 

「SDGs」 
採択 

差別解消 
「基本方針」 

「国等職員対応要領」 
「対応指針」 

「発達障害者支援法」 
改正 

障害者施策の意識改革
と抜本的な拡充 

「特命チーム」設置 

「生涯学習化に向けて」 

「障害者学習支援推進室」 
新設 

 

「生涯学習の充実」 
第二次まとめ 

 

 

報酬改定等に関するＱ＆Ａ 

「第４次障害者 
基本計画」 

「第３期教育振興計画」 
障害者雇用率 
引き上げ 

「学びの推進に関する
有識者会議」 

 
教育と福祉の連携等の推進 

教育と福祉の連携の一層の推進 

生涯を通じた多様な学習活動の充実 

 

連携体制の構築・強化の改正 

図1 障害者就労支援に関する
関連施策・動向の分野別整理
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６.考察①
（Ⅲ）発達障害者の就労支援に関する課題と展望の考察
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• 実態と課題の整理の結果、発達障害者の就労支援
の課題として、下記が示唆された。

• 離職率の高さ、職場定着率の低さ、高等教育からの
就労への移行の困難さ、満足度の低い障害者の存在、
雇用管理上の課題が多い

• 一方、就労支援のための施策として、障害者雇用率
の改訂、第４次障害者基本計画の支援の成果目標の
設定等のように、就労支援の拡充、教育から就労へ
の移行の促進等、発達障害を含む障害者の就労支援
の体制やサービスの拡充の方向性が確認できた。



10
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６.考察②
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• しかしながら、より具体的な課題である、本人・家族支援
や、効果的な支援方法、手帳や診断、経済的課題について
の具体的な対策は、ほぼ見当たらなかった。

• また、先行研究（清野・小川 2020）で指摘されている発
達障害者の雇用数の公的統計の把握の難しさへの取組はな
く、施策や事業の効果の検証が難しい可能性が考えられる

• 今後、実施されている施策や事業の効果検証を行うととも
に、具体的課題について、実証データに基づく支援方法の
開発や検証、普及等がされ課題解決のための取組が効果的
に実施されることが期待される
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