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令和 2

　ノーマライゼーションの理念の浸透から障害のある人々の社会参加が進み、企

業や地域などさまざまな場所で活躍する人も増え、同時に就職を希望する人も多

くなっています。

　地域のネットワークも拡大しており、ジョブコーチ制度や実習制度、委託訓練

といった就労を支援する仕組みも普及してきています。また、企業においても、大

企業を中心とした特例子会社の設立が進むなど、障害のある人々の働く場は拡大

しております。

　しかし、このような状況があるものの、障害者が生き生きと働き、生活していく

ためには事業主やそこで働く人、地域の人々の理解と支援が必要です。

　東京都では、企業における障害者雇用を促進し、また、職場定着を図るため、障

害者雇用を支援する制度や関係機関などを紹介したハンドブックを作成してい

ます。

　特に、表紙のキャッチフレーズ「理解・チャレンジ・そして笑顔」は、事業主の

方が障害者雇用や障害者の能力・特性を「理解」し、障害者雇用へ積極的に「チャ

レンジ」していただくことで、障害のある人も、ない人も共に働く、明るい「笑顔」

のある職場が増えていくことへの希望がこめられています。

　ぜひ、職場において、このハンドブックを活用し、障害のある人々の社会参加や

働くことについてご理解いただくとともに、一人でも多くの障害者の雇用をお願

いいたします。
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東京都内における障害者数（令和2年3月末現在）

東京都内の民間企業の実雇用率、障害者の就職件数

聴覚・言語障害
51,646（11％）

1級 7,353（6%）
視覚障害 
37,862（8%）

　令和元年度都内ハローワークにおける障害者の職業紹介状況（東京労働局発表）

令和元年「障害者雇用状況」集計結果（東京労働局発表）
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※7「新規雇入れから3年以内」又は「精神障害者保健福祉手帳の取得から3年以内」の者は1カウント
※6 週20時間未満の労働者については、雇用率にカウントできない。
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地方公共団体、民間企業などが労働者を雇い入れる場合には、「障害者の雇用の促進等に関する
法律」（障害者雇用促進法）に定める法定雇用率を上回る障害者を雇用しなければならないことと
されています。

民間企業の法定雇用率は 2.2％であり、45.5 人規模以上の企業は、この法律に基づいて障害
者を雇用する義務があります。なお、令和 3 年 4 月までには法定雇用率は 2.3％、企業規模は
43.5 人以上になります。

しかし、令和元年 6 月 1 日現在の民間企業の実雇用率を見ると、全国では 2.11％、東京都に
ついては 2.00％と、法定雇用率は達成されていない状況となっています。

東京都内における障害者数を身体障害、知的障害（愛の手帳）、精神障害の障害別手帳の交付状
況からみると、以下のとおりとなっています。



東京都内における障害者数（令和2年3月末現在）

東京都内の民間企業の実雇用率、障害者の就職件数

聴覚・言語障害
51,646（11％）

1級 7,353（6%）
視覚障害 
37,862（8%）

　令和元年度都内ハローワークにおける障害者の職業紹介状況（東京労働局発表）

令和元年「障害者雇用状況」集計結果（東京労働局発表）

2.06
2.09

2.13

2.22

1.88

1.71
1.77

1.07
1.12

1.81 1.84

1.68
1.70

1.03 1.05

※7

※7「新規雇入れから3年以内」又は「精神障害者保健福祉手帳の取得から3年以内」の者は1カウント
※6 週20時間未満の労働者については、雇用率にカウントできない。

1.94
2.00

1.83

1.16

資料：福祉保健局「福祉・衛生行政統計」

。平成25年から平成30年までは「50～300人未満」

令和元年

令和
元年

45.5

7,000

7,500

2.28

総　数
464,733人
（100％）

内部障害
144,879

（31％）　

肢体不自由
230,346（50％）

総　数
78,583人
（100％）

最重度・重度
       23,462
　　    （30%）

中度 18,151
　　（23%）

  軽度
36,970
（47%）

総　数
127,505人
（100％）

2級 65,404
（51%）

　3級
 54,748
（43%）

6,809

1,529

1,826

182

3,272

6,494

2,938

1,509

1,873

174

7,282

1,706

1,831

3,540

205

1,600

1,819

3,763

7,467

285



障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要

障害者雇用促進法の概要

※

※「新規雇入れから3年以内」又は「精神障害者保健
　福祉手帳の取得から3年以内」の者は1カウント



障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要

障害者雇用促進法の概要

※

※「新規雇入れから3年以内」又は「精神障害者保健
　福祉手帳の取得から3年以内」の者は1カウント

区分 現行（％） 令和3年４月までに
民間企業 2.2％ 2.3％

官公庁 2.5％ 2.6％

一部の教育委員会 2.4％ 2.5％

特殊法人 2.5％ 2.6％

　上記の雇用率に基づき、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲は、従業員 45.5 人
以上です。また、その事業主には、以下の義務があります。
◆毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。　

　事業主は、毎年 1 回 6 月 1 日現在の身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用に
関する状況（障害者雇用状況報告書）を本社の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し
て報告しなければなりません。
　報告義務のある事業主は、法定雇用障害者数が 1 人以上となる事業主、すなわち常用雇
用労働者数（除外率により除外すべき労働者数を控除した数）が 45.5 人以上の事業主です。

（官公庁、特殊法人は 40 人以上、一部の教育委員会は 42 人以上）
　障害者雇用率未達成の事業主で一定の基準を下回る事業主に対しては、公共職業安定所
長が「障害者の雇入れに関する計画書」の作成を命令します。
　なお、行政の指導にもかかわらず障害者雇用に適正に取り組まなかった企業については、
その旨を厚生労働大臣が公表します。

◆障害者雇用推進者（→P24）を選任するよう努めなければなりません。

●雇用義務制度
　事業主に対し、障害者雇用率（法定雇用率）に相当す
る人数以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者の雇
用を義務づける。
　（※）平成 30 年 4 月から精神障害者が雇用義務の対
象に加えられました。（雇用率への算定は平成 18 年 4
月から開始しています。）
　なお、障害の程度や労働時間により雇用率への算定（カ
ウント）が異なります。



障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の内容



障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の内容

　雇用の分野で障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供が義務となりました。
　（平成28年４月１日から施行）



障害者雇用促進施策を障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進



障害者雇用促進施策を障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進

●納付金制度
　障害者の雇用に伴う事業主間の経済的負担の調整を図る。（→P26）

●職業リハビリテーションの実施
　地域の就労支援関係機関において障害者の職業生活における自立を支援

☆ハローワーク（→P51）　

　障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓等

☆地域障害者職業センター（→P55・56）

　専門的な職業リハビリテーションサービスの実施

　（職業評価、準備訓練、ジョブコーチ等）

☆障害者就業・生活支援センター（→P57～ 60）

　就業・生活両面にわたる相談・支援



障害者総合支援法における就労支援に関する事業

3　就労定着支援事業
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3　就労定着支援事業
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障害者虐待防止法

障害者福祉施設

障害者福祉施設
障害者福祉施設

　また、平成30年度より、受注内容を対応可能な複数の障害者福祉施設にあっせん仲介する共
同受注窓口ができましたので、ご活用ください。
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うつ病は、気分が極端に沈む抑うつ状態が長く続く病気です。うつ状態の兆候である遅刻が増える、
顔色が冴えない等の変化を見逃さないことが重要です。

うつ病について

　うつ状態と躁状態を繰り返す病気です。躁状態では本人が病気に気づきにくいため、周囲が気づくこ
とも大切です。

双極性障害（躁うつ病）について

◇時に強い倦怠感がでる場合があるので、仕事がつらいときは休ませるなどの配慮をしましょう。
◇一見症状がわかりにくいので、本人や主治医から症状や職場において必要な配慮などの聞き取りを行いましょう。
◇勤務内容・勤務条件が身体的に過重なものとならないようにするとともに、勤務と治療が両立できるよう配
慮しましょう。

　義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の
方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方がいます。
　そうした方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、
援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマークです。
　職場等にヘルプマークを身に着けている方がいる場合は、ご配慮をお願いし
ます。

　東京都では、初めて精神障害者を雇用する企業の方向けに、代表的な精神障害の症状や、精神障害者の採
用・定着支援について、わかりやすくまとめた冊子を発行し、TOKYOはたらくネットに掲載しています。
URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/shien/

精神障害者雇用ミニハンドブック

　内部障害とは、からだの内部に障害がある状態のことで、外見からは見えないため、まわりの人に理
解してもらいにくい障害です。種類としては、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、膀胱・
直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害（HIV）、肝臓機能障害があります。

　精神障害者については、本人が自らの病気の症状や特性を理解することで、就労することの難しさを
軽減できます。本人が自分自身の状態について正確な判断ができない場合でも、さまざまな支援機関を
上手に利用しながら、本人がひとりで悩まずに済むように配慮して、指導・援助を行います。支援体制
を確保することにより、その能力を十分に発揮させることが可能です。

る



うつ病は、気分が極端に沈む抑うつ状態が長く続く病気です。うつ状態の兆候である遅刻が増える、
顔色が冴えない等の変化を見逃さないことが重要です。

うつ病について

　うつ状態と躁状態を繰り返す病気です。躁状態では本人が病気に気づきにくいため、周囲が気づくこ
とも大切です。

双極性障害（躁うつ病）について

◇時に強い倦怠感がでる場合があるので、仕事がつらいときは休ませるなどの配慮をしましょう。
◇一見症状がわかりにくいので、本人や主治医から症状や職場において必要な配慮などの聞き取りを行いましょう。
◇勤務内容・勤務条件が身体的に過重なものとならないようにするとともに、勤務と治療が両立できるよう配
慮しましょう。

　義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の
方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方がいます。
　そうした方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、
援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマークです。
　職場等にヘルプマークを身に着けている方がいる場合は、ご配慮をお願いし
ます。

　東京都では、初めて精神障害者を雇用する企業の方向けに、代表的な精神障害の症状や、精神障害者の採
用・定着支援について、わかりやすくまとめた冊子を発行し、TOKYOはたらくネットに掲載しています。
URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/shien/

精神障害者雇用ミニハンドブック

　内部障害とは、からだの内部に障害がある状態のことで、外見からは見えないため、まわりの人に理
解してもらいにくい障害です。種類としては、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、膀胱・
直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害（HIV）、肝臓機能障害があります。

　精神障害者については、本人が自らの病気の症状や特性を理解することで、就労することの難しさを
軽減できます。本人が自分自身の状態について正確な判断ができない場合でも、さまざまな支援機関を
上手に利用しながら、本人がひとりで悩まずに済むように配慮して、指導・援助を行います。支援体制
を確保することにより、その能力を十分に発揮させることが可能です。

る



在宅就業支援団体を介して発注する場合

支援

支援

支援

就業場所：
自宅

就業場所：福祉施設

P69

P53

P52

のある

①社会性、②コミュ二ケーション、③イマジネーションのすべての領域で障害がみられる
ものをいいます。知的障害を伴うことが多くみられます。
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支援

支援

支援

就業場所：
自宅

就業場所：福祉施設

P69

P53

P52

のある

①社会性、②コミュ二ケーション、③イマジネーションのすべての領域で障害がみられる
ものをいいます。知的障害を伴うことが多くみられます。
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1. 障害者雇用納付金制度
　法定雇用率未達成の事業主から納付金を徴収し、障害者を多く雇用する事業主
に調整金・報奨金等を支給する制度です。
○障害者雇用納付金制度の概要 →P26
○障害者雇用納付金制度に基づく助成金 →P27

5. 各種制度等
○東京ジョブコーチ職場定着支援事業 →P40
○企業見学支援事業、東京しごと財団障害者職場体験実習 →P41
○障害者雇用ナビゲート事業 →P42
○職場内障害者サポーター事業 →P43
○障害者の態様に応じた多様な委託訓練 →P44
○精神障害者社会適応訓練事業 →P45
○第 3 セクター方式による重度障害者雇用モデル企業の育成 →P45

3. 障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置 →P38

4. 東京都障害者雇用優良取組企業の顕彰制度 →P39

2. 各種助成金
（１）国の助成金

○特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース） →P28
○特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース） →P28
○特定求職者雇用開発助成金（障害者初回雇用コース） →P28
○トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース） →P29
○トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース） →P29
○障害者雇用安定助成金（Ⅰ障害者職場定着支援コース） →P30
○障害者雇用安定助成金（Ⅱ障害者職場適応援助コース） →P32

（２）東京都の助成金
○東京都中小企業障害者雇用支援助成金 →P34
○東京都障害者安定雇用奨励金 →P35
○東京都難病・がん患者就業支援奨励金 →P36

（３）（公財）東京しごと財団の助成金
○東京しごと財団職場体験実習助成金 →P37



【手話通訳要約筆記等担当者の委嘱】

不足する障害者

特例給付金の支給

●週10～20時間未満の障害者を雇用する
事業主の申請に基づき、支給上限人数ま
での額を支給

P53



【手話通訳要約筆記等担当者の委嘱】

不足する障害者

特例給付金の支給

●週10～20時間未満の障害者を雇用する
事業主の申請に基づき、支給上限人数ま
での額を支給

P53

障害者を労働者として雇い入れまたは継続雇用を図る
ため、その障害種類や程度に応じた適切な雇用管理の
ために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業
主に対して助成

　障害者の雇用にあたり、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を行うための特別な措置を実施
する事業主等を対象とした障害者雇用納付金制度に基づく助成金が設けられています。

　障害者を雇用したことがない事業主、精神障害者を雇用したことがない事業主が、障害者の受
入を進めるため、就職を目指す障害者を対象として職場実習を計画し、実習生を受入れた場合に、
謝金等を支給します。



特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース）

特定求職者雇用開発助成金（障害者初回雇用コース）

トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）

イ　紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望する者
※パート・アルバイト等を含め、学校在学中のパート・アルバイト等は除く。
ロ　紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
※離職が2回以上又は転職が2回以上あることを指す。
ハ　紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
※パート・アルバイト等を含め一切の就労をしていないことを指す。

トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）

P69

　発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い
入れる事業主に対して助成するものであり、発達障害者や難治性疾患患者の雇用と職場定着の促進を
図ることを目的としています。
　事業主の方からは、雇い入れた労働者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
　また、雇入れから約６か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

　雇用保険の適用事業の事業主であって、ハローワーク等の紹介により、身体障害者、知的障害者ま
たは精神障害者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、65 歳以上に達するまで継続して雇用し、
かつ、当該雇用期間が継続して２年以上であることが確実であると認められる事業主に対して、賃金の
一部を助成する制度です。
　なお、対象労働者の雇入れ前後６か月間に当該雇入れに係る事業所で、雇用する被保険者を事業主
の都合により解雇したことがない等の一定の要件を満たすことが必要です。



特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース）

特定求職者雇用開発助成金（障害者初回雇用コース）

トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）

イ　紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望する者
※パート・アルバイト等を含め、学校在学中のパート・アルバイト等は除く。
ロ　紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
※離職が2回以上又は転職が2回以上あることを指す。
ハ　紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
※パート・アルバイト等を含め一切の就労をしていないことを指す。

トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）
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障害者雇用安定助成金（Ⅰ障害者職場定着支援コース）
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主

に対して助成し、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

対象措置と対象労働者
職場定着支援計画の認定＊を受けた上で、対象労働者に対して、以下の職場定着に係る措置を

実施し、６か月以上職場に定着させた場合に助成金を支給します。
＊職場定着支援計画は、計画の開始日の前日から起算して１か月前までに管轄労働局に提出してください。

対象となる職場定着に係る措置 措置の概要 対象労働者

　措置1

柔軟な時間管理・休暇取得

通院による治療等のための有給休暇
の付与、勤務時間の変更等の労働時
間の調整を行うこと

措置の開始日の時点で、
次のいずれかに該当する方
◆身体障害者　
◆知的障害者
◆精神障害者
◆発達障害者
◆難治性疾患のある方
◆高次脳機能障害のある方

　措置2

短時間労働者の勤務時間延長

週所定労働時間が 20 時間未満の労
働者を 20 時間以上に、30 時間未
満の労働者を 30 時間以上に延長す
ること

　措置3

正規・無期転換

有期契約労働者を正規雇用や無期雇
用に、無期雇用労働者を正規雇用に
転換すること

　措置4

職場支援員の配置

障害者の業務の遂行に必要な援助や
指導を行う職場支援員を配置するこ
と

　措置5

職場復帰支援

中途障害等により休職を余儀なくさ
れた労働者に対して、職場復帰のた
めに必要な職場適応の措置を行い、
雇用を継続すること

職場復帰の日の時点で、
次のいずれかに該当する方
◆身体障害者
◆精神障害者
◆難治性疾患のある方
◆高次脳機能障害のある方

　措置6

中高年障害者の雇用継続支援

中高年障害者に対して雇用継続のた
めに必要な職場適応の措置を行い、
雇用を継続すること

措置開始の時点で※に該当し、満
45歳以上かつ勤続10年以上の方

　措置7

社内理解の促進

雇用する労働者に対して、障害者の
就労の支援に関する知識を習得させ
る講習を受講させること

事業所に雇用される労働者

※複数の措置を組み合わせて計画を作成することができます。
※社内理解の促進は、１～６の措置と組み合わせた場合にのみ助成対象となります。
※障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業（Ａ型）の利用者として雇用されている方は対象とはなりません。



障害者雇用安定助成金（Ⅰ障害者職場定着支援コース） 支給額
支給額は、対象となる措置により異なります（下記は一例です）。
支給期間は１年間（措置４は２年間）で、支給対象期（６か月単位）ごとに支給します。

この他にも支給要件があります。詳しくは、東京労働局または最寄りのハローワークへお問い
合わせください。

措　置 支給額 各支給対象期における
支給額

措置1
柔軟な時間管理・休暇取得

８万円
（6 万円）

4 万円× 2 期
（3 万円× 2 期）

措置2
短時間労働者の勤務時間延長
（20時間未満→30時間以上の場合）

重度身体障害、
重度知的障害、
精神障害の場合

54 万円
（40 万円）

27 万円× 2 期
（20 万円× 2 期）

上記以外の場合 40 万円
（30 万円）

20 万円× 2 期
（10 万円× 2 期）

措置3
正規・無期転換
（有期雇用→正規雇用の場合）

重度身体障害、
重度知的障害、
精神障害の場合

120 万円
（90 万円）

60 万円× 2 期
（45 万円× 2 期）

上記以外の場合 90 万円
（67.5 万円）

45 万円× 2 期
（33.5 ※万円× 2 期）

※第 2 期は 34 万円

措置4
職場支援員の配置
（雇用で職場支援員を配置する場合）

短時間労働者以外の者 4 万円／月
（3 万円／月）

24 万円× 4 期
（18 万円× 4 期）

※精神障害の場合は 6 期

短時間労働者 2 万円／月
（1.5 万円／月）

12 万円× 4 期
（9 万円× 4 期）

※精神障害の場合は 6 期

措置5
職場復帰支援

6 万円／月
（4.5 万円／月）

36 万円× 2 期
（27 万円× 2 期）

措置6
中高年障害者の雇用継続支援

70 万円
（50 万円）

35 万円× 2 期
（25 万円× 2 期）

措置7
社内理解の促進　（講習に計20万円以上を要した場合）

12 万円
（9 万円）

注（　）内は中小企業以外の事業主に対する支給額になります。



企業に雇用される障害者に対して、訪問型職場適応援助者または企業在籍型職場適応援助者に
よる支援を実施する事業主に対して助成し、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的と
しています。

対象労働者
次の①～⑦のいずれかに当てはまる方

①　身体障害者
②　知的障害者
③　精神障害者
④　発達障害者
⑤　難治性疾患のある方
⑥　高次脳機能障害のある方
⑦ 　①～⑥以外の障害者であって、地域センター（※）が作成する職業リハビリテーション計

画で、訪問型職場適応援助者による支援が必要であると認められる方
　　（※）独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地域障害者職業センター

障害者雇用安定助成金（Ⅱ障害者職場適応援助コース）

職場適応援助者による支援内容

訪問型職場適応援助者による支援 企業在籍型職場適応援助者による支援

支援計画に記載された対象労働者の職場適応を図る
ための以下の①～⑧の支援

支援計画に基づく対象労働者の職場適応を図るため
の以下の①～④の支援

①支援計画書の策定
②支援総合記録票の策定
③支援対象労働者に対する支援
④支援対象事業主に対する支援
⑤家族に対する支援
⑥精神障害者の状況確認
⑦地域センターが開催するケース会議への出席
⑧ その他の支援（地域センターが、職業リハビリテー

ション計画に基づき必要と認めた支援）

①支援対象労働者と家族に対する支援
②事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整
③関係機関との調整
④ その他の支援（地域センターが必要と認めて支援

計画に含めた支援）



支給額
●訪問型職場適応援助者による支援

支援計画に基づいて支援を行った期間を対象として、申請事業所ごとに初めて実施する支援
の開始日から３か月ごとに支給します。

支給額は以下の①と②の合計です。
　①支援計画に基づいて支援を行った日数に、以下の日額単価を掛けて算出された額
　　・1 日の支援時間（移動時間を含む）の合計が４時間以上の日 16,000 円
 （ただし、精神障害者への支援を行った場合は、３時間以上の日）
　　・1 日の支援時間（移動時間を含む）の合計が 4 時間未満の日 8,000 円
 （ただし、精神障害者への支援を行った場合は、３時間未満の日）
　② 訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修

の修了後 6 か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の 2 分の 1 の額

●企業在籍型職場適応援助者による支援
支給額は以下の①と②の合計です。

　① 「支給額」に示す対象労働者 1 人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された
月数（上限 6 か月）を掛けた額

対象労働者
支給額（1人あたり月額）

障害の種別 雇用形態

精神障害者
短時間労働者

以外の者

中小企業

12 万円

中小企業
以外

9 万円

短時間労働者 6 万円 5 万円

精神障害者以外
短時間労働者

以外の者 8 万円 6 万円

短時間労働者 4 万円 3 万円

　② 企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成
研修の修了後 6 か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の 2 分の 1 の額

この他にも支給要件があります。詳しくは、東京労働局または最寄りのハローワークへお問
い合わせください。



東京都中小企業障害者雇用支援助成金

URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/chushou_shien/

東京都障害者安定雇用奨励金

ハローワークへ
特開金の申請を
行う

特開金の支
給決定通知
受領

東京都へ特開
金支給決定通
知書（写）を送
付

特開金の支
給決定通知
受領（※1）

東京都へ特開
金支給決定通
知書（写）を送
付（※1）

URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/

特開金の支給申
請書（写）を添え
て、東京都へ奨励
金の申請を行う

特開金の支給申
請書（写）及び支
給決定が下りて
いる場合は支給
決定通知書（写）
を添えて、東京
都へ奨励金の申
請を行う

（※１） 奨励金申請後に特開金の支給決定が下りた場合。
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●趣旨・目的  大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業に対して、国の助
成である特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コースまたは発達障害
者・難治性疾患患者雇用開発コース）（P28）の支給対象となる障害者を支
給対象期間満了後も引き続き雇用する場合に、さらに都独自の賃金助成を行
い、併せて、相談員の巡回訪問により、障害者雇用の拡大と職場定着の一層
の促進を図ります。

●助成要件 ・  障害者を雇用し、国（ハローワークに支給申請書を提出）の特定求職者雇
用開発助成金（特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者
雇用開発コース）を受給し、特定求職者雇用開発助成金が満了となった後
も、引き続き雇用を継続する事業主であること。

 ・ 中小企業であること（ただし、特例子会社を除く）。
 ・ 当該障害者が東京都内の事業所に勤務していること。
 ・  障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談

を受けること。
 ・ 当該障害者が就労継続支援 A 型事業所の利用者でないこと。
 ・  過去 5 年間に労働関係法令、障害者虐待防止法、その他重大な法令違反等

がないこと。
●助成内容  6 か月ごとにまとめて支給いたします。支給対象期間は最長 3 年間です。
 ・ 重度障害者等・・一人当たり　月額 5 万円（3 年総額 180 万円）
 ・ 上記以外・・・・一人当たり　月額 3 万円（3 年総額 108 万円）

●手　　続  特定求職者雇用開発助成金の助成対象期間満了前、または満了後４か月以内
に「継続雇用計画書」を作成・押印のうえ、特定求職者雇用開発助成金の「第
1 期支給決定通知書」の写しを添付して、担当までご提出ください。
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東京都障害者安定雇用奨励金

ハローワークへ
特開金の申請を
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特開金の支
給決定通知
受領

東京都へ特開
金支給決定通
知書（写）を送
付

特開金の支
給決定通知
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金支給決定通
知書（写）を送
付（※1）
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特開金の支給申
請書（写）を添え
て、東京都へ奨励
金の申請を行う

特開金の支給申
請書（写）及び支
給決定が下りて
いる場合は支給
決定通知書（写）
を添えて、東京
都へ奨励金の申
請を行う

（※１） 奨励金申請後に特開金の支給決定が下りた場合。
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● 趣旨・目的
東京都は、障害や難病のある方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現

を目指しています。このため、安定的な雇用と処遇改善に取り組む企業を応援し、奨励金を支給
します。
● 支給の要件
　以下の（１）又は（２）に該当し、それぞれの要件をすべて満たすこと。（この他にも要件が
あります）
（１）雇入れの場合：障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合

①一週間の所定労働時間が 20 時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること。
②雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を５％以上上回る額であること。
③雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること。
　·昇給制度　·賞与制度　·通院有給休暇又は病気有給休暇制度　·テレワーク制度　·フレックスタイム制度
　·通勤緩和制度　·時間単位での年次有給休暇制度　·永年勤続表彰制度
④雇入れ後６か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること。
⑤ 特定求職通知者雇用開発助成金（特定就職困難者コース又は発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース）の
　支給決定を受けていること。

（２）転換の場合：障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
①有期雇用労働者を無期雇用（一週間の所定労働時間 20 時間以上）に転換していること。
② 転換後の賃金が、転換前の賃金より５％以上昇給していること又は最低賃金を 10％以上上回っていること及び転

換後も常に継続して最低賃金を５％以上上回る額であること。
③から⑤まで、上記「（１）雇入れの場合」と同様。
⑥転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去３年以内の有期契約労働者であって、転換日から
　６か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること。

● 事業の内容
　○手続の流れ　※どちらの奨励金も東京都への申請時にハローワーク へ特開金の申請手続きを終えていることが必要です。

　○支給金額
　（１）雇入れの場合　　障害者等一人当たり 150 万円（大企業は 100 万円）を支給。

さらに、精神障害者を正規雇用・無期雇用で雇入れた場合は上記金額に 30 万円を加算 ( 企業規模不問）。
　（２）転換の場合　　　障害者等一人当たり 120 万円（大企業は 100 万円）を支給。

さらに、精神障害者を正規雇用・無期雇用に転換した場合は上記金額に 30 万円を加算（企業規模不問）。

● 利用方法
本事業の利用をご希望の事業主の方は、雇入れ日又は転換日から６か月経過し、かつ雇入れ又

は転換後６か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して、２か月以内に下記担当まで郵送また
は持参でご申請ください（郵送の場合は「消印有効」とします）。

ただし、賃金支払の実績が８割未満（精神障害者の場合は６割未満）となる月がある場合は、
その月を除いて、雇入れ日又は転換日から６か月経過し、かつ雇入れ又は転換後６か月分の賃金
を支給した日の翌日から起算して、２か月以内に申請してください。

申請に必要な様式等は、以下のホームページからダウンロードできます。



東京都難病・がん患者就業支援奨励金

東京都産業労働局　雇用就業部　就業推進課　障害者雇用促進担当
〒163-8001　東京都新宿区西新宿２-８-１　東京都庁第一本庁舎 2１階北側
TEL 03－5321－1111（代）　37－771 ～ 775（内）
URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/

 東京しごと財団職場体験実習助成金● 趣旨・目的
東京都は、難病やがん患者の方が、疾患があっても安心して活躍できる社会の実現を目指して

います。このため、新規雇入れ、雇入れからの職場定着、発症時や再発における休職からの職場
復帰、復職後の就業継続といった各場面において、治療と仕事の両立に向けて積極的に取り組む
事業主を対象に奨励金を支給し、難病やがん患者の方が職場で安心して活躍できる環境整備づく
りを支援しています。
● 支給要件（このほかにも要件があります）
　1.　採用奨励金【企業規模不問】

難病・がん患者を週所定労働時間 10 時間以上の労働者 ( 就労継続支援 A 型事業所利用者として雇用
される者は除く。) として新たに雇入れ、治療と仕事の両立に向けて支援計画を策定し、その計画に基
づき、６か月以上雇用を継続したこと。

　2.　雇用継続助成金【中小企業事業主のみ】
週所定労働時間 20 時間以上で継続的に雇用されている労働者（就労継続支援 A 型事業所利用者とし

て雇用されている者は除く。）が、発症等により連続して２週間以上休職した後、労働者の復職時に治療
と仕事の両立に向けて支援計画を策定し、その計画に基づき、６か月以上雇用を継続したこと。

　3.　制度導入加算【企業規模不問】
上記の雇入れ又は復職に併せて、新たに治療と仕事の両立に配慮した勤務・休暇制度などを導入する

こと。
● 事業の内容
　○手続の流れ

　○支給金額
　１．採用奨励金

・雇入れ時の週所定労働時間 20 時間以上勤務：60 万円／人
・雇入れ時の週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満勤務 ：40 万円／人

　２．雇用継続助成金
・復職時の週所定労働時間 20 時間以上勤務：60 万円／人
・復職時の週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満勤務 ：40 万円／人

　３．制度導入加算
・上記「採用奨励金」又は「雇用継続助成金」に加算して、１制度導入で 10 万円　最大 30 万円

● 利用方法
本事業の利用をご希望の事業主の方は、雇入れ日（又は復職日）の翌日から起算して２か月以内に「支

援計画書」等を提出してください。（上記図のとおり、その後、「支給申請書」「実績報告書」等を提出
していただきます。）

申請に必要な様式等は、以下のホームページからダウンロードできます。

①採用奨励金の場合

東
京
都

事
業
主

採用内定 雇入れの日 6か月経過した日

２か月以内 1か月以内1か月以内

応募者の採用選考を
行う

必要な場合には、
職員による就業場所
訪問等を行う

支援計画書
等提出

支給申請書
等提出

実績報告書等提出

支給決定
通知書送付

額の確定通知書
送付・

奨励金支払いへ

②雇用継続助成金の場合

東
京
都

事
業
主

復職決定 復職の日 6か月経過した日

２か月以内 1か月以内1か月以内

連続して
２週間以上休職中
の労働者に対して
復職の準備を
進める

必要な場合には、
職員による就業場所
訪問等を行う

治療と仕事の両立に配慮
した勤務・休暇制度などを
新たに検討し・導入する
（※制度導入加算分）

治療と仕事の両立に配慮
した勤務・休暇制度などを
新たに検討し・導入する
（※制度導入加算分）

支援計画書
等提出

支給申請書
等提出

実績報告書等提出

支給決定
通知書送付

額の確定通知書
送付・

助成金支払いへ

医師の診断書・意見
書をもとに事業主と
労働者で就業上の配
慮事項等について話
し合いを行い、支援
計画書を策定する

医師の診断書・意見
書をもとに事業主と
労働者で就業上の配
慮事項等について話
し合いを行い、支援
計画書を策定する
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 東京しごと財団職場体験実習助成金
就労を目指す障害者を職場体験実習生として受け入れた中小企業等に対して「東京しごと財団職場体験実習

助成金」を支給します。
助成金の主な内容は次のとおりです。

対象企業

 ●本社又は事業所が東京都内にあること。
 ● 申請日以前直近の 6 月 1 日現在において、短時間労働者※以外の常時雇用する労働者の数と

短時間労働者（1 人を 0.5 カウント）の数の合計が 300 人以下であること。
　（特例子会社を除く）
※ 短時間労働者とは常時雇用する労働者のうち、1 週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の

労働者をいいます。

助成額 ６０，０００円（同一年度の利用は１企業１回まで）

主な支給要件

●申請日以前直近の６月１日現在において、下記の（ア）（イ）いずれかを満たす企業等
　（ア）障害者を雇用していない又は法定雇用率未達成の企業等
　（イ）雇用する障害者とは異なる障害種別の実習生を受け入れた企業等
●都内実習場所で、1 日あたり 4 時間以上かつ 5 日以上の実習を実施すること
●障害者雇用支援アドバイザーの支援を受け、障害特性に配慮した実習を行うこと
　など　　　　
※助成金の支給にあたっては他にも要件があります。



特定機械装置の割
増償却
（税務署）

障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置 東京都障害者雇用優良取組企業の顕彰制度 令和2年6月現在

TOKYOはたらくネット  URL  https://www.hataraku.metro.lg.jp/shogai/shien/award/

障害者を雇用する事業所にかかわる税制上の優遇措置は、租税特別措置法、所得税法、法人税
法および地方税法により講じられています。その概要は次のとおりです。

1.  青色申告者であること
2.  次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
　①障害者雇用割合が 50％以上
　② 障害者を 20 人以上雇用しており、かつ障害者雇用割合が

25％以上
　③ 常時雇用する障害者等が20人以上でその障害者等のうち重

度身体障害者等の割合が 55％以上であり、かつ、その年
の 12 月 31 日（個人）又は事業年度終了の日（法人）に
おいて常時雇用する障害者数が法定雇用障害者数以上

3.   その年の指定期間内または前年以前 5 年内（個人）、その
事業年度の指定期間内またはその事業年度開始の日前
5 年以内に開始した各事業年度（法人）において取得、
製作した機械および装置で障害者が労働に従事する事
業所にあることにつき公共職業安定所の長による証明を
受けたものであること

4.   上記３の資産の取得等に際して、一定の特別償却等の
適用を受けていないこと

障害者雇用納付金制度に基づく次の助成金を受けて固定資
産の取得または改良をした事業主
1. 障害者作業施設設置等助成金
2. 障害者福祉施設設置等助成金
3. 重度障害者等通勤対策助成金
4. 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 

1. 障害者を 20 人以上雇用※

2. 雇用割合が 50％以上※

3.  重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給し
て令和 3 年 3 月 31 日までの間に取得した事業用施設 

（事業の用に供するものに限る。）
4.  取得者が取得の日から引き続き 3 年以上当該施設を当

該事業所の事業の用に供したとき

1.  障害者を 20 人以上雇用※

2.  雇用割合が 50％以上※

3.   重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給し
て令和 3 年 3 月 31 日までの間に取得した事業用家屋

（事業の用に供するものに限る。）

障害者を雇用

次に掲げる要件をすべて満たすこと
1. 障害者を 10 人以上雇用※

2.  雇用割合が 50％以上※

3.   重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の受給

普通償却限度額の12％の
割増償却ができる。



特定機械装置の割
増償却
（税務署）

障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置 東京都障害者雇用優良取組企業の顕彰制度 令和2年6月現在

TOKYOはたらくネット  URL  https://www.hataraku.metro.lg.jp/shogai/shien/award/

●趣旨・目的  優良な取組を行う企業に「障害者雇用エクセレントカンパニー賞」を授与す
ることで、障害者が職場でいきいきと活躍することができる環境を整備して
いきます。さらに、受賞企業の取組を広く紹介し、障害者雇用に関する周知
啓発を行います。

●応募要件 次に揚げる要件をすべて満たしていること。
（1） 当該年度及び過去 1 年間において、障害者法定雇用率を達成していること。

   ただし、就労継続支援 A 型事業所利用者は、本事業の障害者雇用率の算定に含め
ない。

 （2） 当該年度及び過去 1 年間において、労働関係法令の違反がないこと。
 （3）  その他の法令上又は社会通念上、表彰するにふさわしくないと判断される状況に

ないこと。
 （4） 都内に本社又は事業所があること。
 （5）  以下に掲げるいずれか又は複数の障害者雇用に係る特色ある優れた取組をおこ

なっていること。
  ア　重度障害者や職業的困難度の高い障害者を積極的に雇用している。
  イ　障害者の特性を理解し、個々の特性に適した業務を提供している。
  ウ　障害に応じた職場環境の整備を行っている。
  　　（バリアフリー化、休憩室の設置、治具の整備等）。
  エ　障害者の能力開発やキャリアアップ、処遇改善に積極的に努めている。
  オ　障害者と健常者が共に働く仲間として、ノーマライゼーションの
  　　理念が浸透している。
●メリット その 1） 東京都知事の表彰状を贈呈します。
 その 2） 事例集・「TOKYO はたらくネット」に取組内容を紹介します。
 その 3） 東京都事業への参加の機会が増加します。
●申請方法 応募は、募集期間内に、下記の書類を用意して事務局へ郵送してください。

　・ 申請書（様式 1）
 　・  次の項目について規定されている書類（例：就業規則、給与規定等）
   就業時間、休憩時間、休日、休暇制度、給与（基本給、賞与等）、定期昇給等
 　・ 申請書（様式 1）に記入した内容の詳細がわかる資料
 　・ 要件該当申告書（様式 1 別紙）
 　・  推薦書（様式 2）（区市町村の障害者就労支援機関等から推薦がある場合）
 　・  会社案内（会社概要がわかる資料）



各種制度等

東京ジョブコーチ職場定着支援事業

ご相談・申込み　東京ジョブコーチ支援センター
TEL　03－3378－7057　FAX　03－3378－7058

まずは東京ジョブコーチ支援
センターにお電話ください。

東京ジョブコーチ支
援センターのコー
ディネーター・担当
東京ジョブコーチが
が就業先等を訪問
し、支援内容の事前
打合わせをします。

■支援終了から６ヶ月後
に、定着状況を確認し
ます。
■新たな課題が生じた場
合は、ご相談ください
（再支援も検討します）。

定着確認（再支援）支援計画打合わせ （再支援）

企　業　等

設　置　者

支援機関等

東　京
ジョブ
コーチ
支援セ
ンター

打合わせ結
果から、担
当東京ジョ
ブコーチが
支援計画を
作成します。

支援計画を
もとに、担
当東京ジョ
ブコーチが
就業先で支
援をします。

　障害者を雇用する企業がスムーズに受け入れられるように、また、障害者が円滑に働き続ける
ことができるように、都独自の「東京ジョブコーチ※」が訪問し、障害者の作業適応支援や、職
場内の環境調整など、職場定着に向けた支援をします。
　※「東京ジョブコーチ」は（公財）東京しごと財団が認定した職場適応支援者です。

■支援対象者
　都内在住又は在勤の障害者で、原則として就業中又は就職が決定している方

■支援内容
　① 支援対象者が作業等に適応・定着するために必要とされる体制づくり等の支援
　②支援対象者を雇用する企業の従業員への理解促進・環境調整
　③支援対象者の業務内容の検討・組立
　④コミュニケーション支援
　⑤作業習得支援
　⑥通勤支援
　⑦支援対象者及び企業等への相談支援

■支援回数・支援期間、頻度
　①支援回数 おおむね 20 回（20 日）以内
　②支援期間、及び頻度　 個別に必要な期間を設定します。
　　 （例：20 日連続、週に 1 回ずつ等）

■利用料
　無料

■利用のながれ
　まずは、東京ジョブコーチ支援センターへお電話ください。



各種制度等

東京ジョブコーチ職場定着支援事業

ご相談・申込み　東京ジョブコーチ支援センター
TEL　03－3378－7057　FAX　03－3378－7058

まずは東京ジョブコーチ支援
センターにお電話ください。

東京ジョブコーチ支
援センターのコー
ディネーター・担当
東京ジョブコーチが
が就業先等を訪問
し、支援内容の事前
打合わせをします。

■支援終了から６ヶ月後
に、定着状況を確認し
ます。
■新たな課題が生じた場
合は、ご相談ください
（再支援も検討します）。

定着確認（再支援）支援計画打合わせ （再支援）

企　業　等

設　置　者

支援機関等

東　京
ジョブ
コーチ
支援セ
ンター

打合わせ結
果から、担
当東京ジョ
ブコーチが
支援計画を
作成します。

支援計画を
もとに、担
当東京ジョ
ブコーチが
就業先で支
援をします。

企業見学支援事業

東京しごと財団障害者職場体験実習

東京しごと財団では、障害者が職場で働くイメージを構築できるように、障害者雇用に先進的
に取り組む企業等の企業見学を行っています。

■支援対象
①都内企業の人事担当者等
②一般就労を目指す障害者及びその就労支援機関支援者

東京しごと財団では「障害者雇用を検討している企業」と「就労を目指す障害者」を結びつける、
職場体験実習事業を実施しています。

障害者雇用支援アドバイザーによる個別支援
障害者雇用支援アドバイザーが、実習のための業務の切出しや実習運営の留意点について丁寧に助

言いたします。また「職場体験実習受入企業」に登録していただければ、地域の就労支援機関を通じ
て実習希望者を募ることができます。障害者雇用支援アドバイザーが地域の就労支援機関と企業の仲
立ちもしますので安心して実習を行うことができます。

■支援対象
実習生の受入れを検討中の都内企業

職場体験実習面談会（年8回）・職場体験実習ミニ面談会（年4回）
職場体験実習面談会は、障害者の職業準備性及び企業等の雇用準備性をより高めるため、企業で実

習を行いたい障害者と障害者を受入れたい企業等のマッチングを図る場として開催しています。

■支援対象
①実習受入れを希望する都内企業等
②東京都内の就労支援機関から推薦された障害者等

職場体験実習保険
職場体験実習中の障害者の安全等を確保するため、また、企業が実習を安心して受け入れられるよう、

職場体験実習生（就労支援機関）の申請により、普通傷害保険・賠償責任保険に加入することで、職場
体験実習の負担軽減を図っています。

■支援対象
就労を目指して企業等において実習を行う障害者で、次の①②のいずれも満たす方を対象として

います。
①都内在住又は実習先となる企業等の所在地（実習場所）が都内である方
②都内支援機関等に登録している方



障害者雇用ナビゲート事業

障害者就業支援課雇用促進係

アフター
フォローアップ

・個別電話相談
　（随時）
・アフターフォロー
　アップ研修
　（2時間）

職場内障害者サポーター事業

（4 時間）養成講座
6時間×2日間

「雇用ナビゲートの件」

　障害者を初めて雇用することを検討している中小企業等に経験豊富なナビゲーターが訪問して、
雇用前の準備から雇用後の定着支援まで伴走型の一貫した支援（ナビゲート）を行います。

■支援対象
　次の要件のいずれかを満たす都内に事業所がある中小企業等※

　① 現在、障害者を雇用していないこと。
　② はじめての精神障害者雇用を検討していること。

※ 雇用状況報告ベースで従業員 300 人以下の企業等。ただし特例子会社は対象外となります。
※ この他にも要件があります。詳しくはお問合せください。

ナビゲーター

ナビゲーター

ナビゲーター

■支援内容・支援期間
　ナビゲーターがそれぞれの現状に応じた支援計画を策定して、雇用前の準備段階から雇用後の定着支援ま
で一貫したサポート※を行います。なお、雇用後のサポートは、最長で採用後 3 年間となります。
※ 雇用後のサポート（採用以降の支援）は、一部企業で要件があります。

事業



障害者雇用ナビゲート事業

障害者就業支援課雇用促進係

アフター
フォローアップ

・個別電話相談
　（随時）
・アフターフォロー
　アップ研修
　（2時間）

職場内障害者サポーター事業

（4 時間）養成講座
6時間×2日間

「雇用ナビゲートの件」

　障害者を初めて雇用することを検討している中小企業等に経験豊富なナビゲーターが訪問して、
雇用前の準備から雇用後の定着支援まで伴走型の一貫した支援（ナビゲート）を行います。

■支援対象
　次の要件のいずれかを満たす都内に事業所がある中小企業等※

　① 現在、障害者を雇用していないこと。
　② はじめての精神障害者雇用を検討していること。

※ 雇用状況報告ベースで従業員 300 人以下の企業等。ただし特例子会社は対象外となります。
※ この他にも要件があります。詳しくはお問合せください。

ナビゲーター

ナビゲーター

ナビゲーター

■支援内容・支援期間
　ナビゲーターがそれぞれの現状に応じた支援計画を策定して、雇用前の準備段階から雇用後の定着支援ま
で一貫したサポート※を行います。なお、雇用後のサポートは、最長で採用後 3 年間となります。
※ 雇用後のサポート（採用以降の支援）は、一部企業で要件があります。

事業

企業における自立的な障害者支援を推進するため、企業の人事担当者や障害者と一緒に働く
職場の社員を対象に、障害者支援のノウハウが学べる養成講座を実施します。さらに、講座修了
者が「職場内障害者サポーター」として、職場の障害者の支援活動を６か月間行った場合、企業
に対し奨励金を支給します。

■養成講座受講要件
　・勤務地が東京都内の方
　・障害のある社員と原則として同一の事業所に勤務（予定）している方
　・障害のある社員に対する支援活動を十分に行うことができる方
■職場内障害者サポーター養成講座
　・実施回数： 年間 20 回程度　
　・講座内容： 障害者雇用の現状、障害の特性、就労現場見学、障害特性に合わせた指導・管理、
 社内理解の促進、業務の切り出し、サポーター活動について
■支援活動
　・  養成講座修了後、支援計画を策定して「職場内障害者サポーター」として登録し、職場の

障害者を 6 か月間支援していただきます。
　・  ６か月の間に、専門知識を有した支援員が月１回程度職場を定期訪問し、「職場内障害者サ

ポーター」をバックアップします。また、支援スキルのブラッシュアップのためのフォロー
アップ研修を受講していただきます。

　・  6 か月間の支援活動終了後は、障害者雇用に関する課題や支援策の相談が可能な「個別電
話相談」や支援について理解を深める「アフターフォローアップ研修」を何度でもご利用
いただけます。

■奨励金
　・支給要件：  「職場内障害者サポーター」が、対象となる障害のある社員を６か月間支援し、　

その社員が職場定着している場合、企業に対し奨励金を支給します。
　・支 給 額： 中小企業 24 万円　大企業・特例子会社 12 万円
　　※１事業所につき１年度あたり１回限り。他にも支給要件があります。



障害者の多様なニーズに対応した委託訓練事業

終了

精神障害者社会適応訓練事業

第3セクター方式による重度障害者雇用モデル企業の育成



障害者の多様なニーズに対応した委託訓練事業

終了

精神障害者社会適応訓練事業

第3セクター方式による重度障害者雇用モデル企業の育成

　精神障害者に対する理解を持つ協力事業所に一定期間通いながら、集中力、対人能力、仕事に
対する持続力及び環境適応能力等を向上させ、社会復帰及び社会経済活動への参加を促進するこ
とを目的に行う訓練です。
・訓練期間は６か月を単位として、必要に応じて最長３年まで更新できます。
詳細は福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課まで（P79）
利用希望者は最寄りの保健所まで　

　東京都では、民間活力を導入して経営を維持しながら、重度障害者がその能力を十分に発揮で
きるような様々な配慮を行った「第三セクター方式による重度障害者雇用モデル企業」の育成事
業を進め、障害者の雇用の場の拡大を図るとともに、特例子会社制度の普及啓発に努めています。



東京ジョブコーチ 職場内障害者サポーター事業

事業所名 高木工業株式会社

規模（従業員数） 1,731 名（令和２年６月現在）

事業の種類 業務請負事業、労働者派遣事業、有料職業紹介事業、スポーツ事業、
保険代理店事業、不動産事業、警備事業等

障害の種別 身体障害、知的障害、精神障害

障害者雇用の
取り組み

　平成 20 年、当時の統括部長（現取締役）が「どんなことがあっても法定雇用
率だけは絶対にクリアしよう。障害のある方に仕事をしてもらう雇用であれば何
人でも雇用していい」と強い決意をもって「障害者雇用推進グループ」を人事部
から独立させて立ち上げたことに始まります。本社や各事業所で雇用を展開し、
令和元年 6 月 1 日現在、全社で 2.43％の雇用率を達成しています。
　身体障害（重度、聴覚、内臓疾患）と精神障害の方の大半は業務請負先、人材
派遣先で、製造系や事務系のしごとをしています。また、本社内では人事部門に
事務補助や清掃担当として知的障害の方と精神障害の方、総務部門に知的と精神
の重複障害の方、契約管理部門に精神障害の方が働いております。
　その他、東京都内と近辺にある各テニススクールでは知的及び精神障害の方々
が、清掃スタッフとして働いています。
　一回働いたけれど何らかの理由で就労継続できず離職に至った方、再チャレン
ジを強く希望される方を積極的に採用したいと考えています。
　「この会社の一員である」と帰属意識をもって働いていただけるかどうかも、採
用時に大切にしている視点です。

利用した経緯と
利用して特に
良かった点

　採用後は障害者就労・生活支援センターや区市町村就労支援センターと連携を
取っており、東京ジョブコーチを利用するかどうかについても相談しています。
　テニススクールで働くＡさんは、支援開始当時、服装など職場が求めるルール
が保たれていませんでしたが、東京ジョブコーチはＡさんに対して仕事に必要な
ルールを身に着けられるよう徹底して教えてくれました。
　ある事業所で働く知的障害のあるＢさんは、始業時間より１時間早く仕事を始
めてしまう状態でしたが、就労時間を変更するという大きな変化をつけることを
東京ジョブコーチの適切なアドバイスにより、本来の時間帯に定着できました。
　東京ジョブコーチに関わっていただいたメリットは、障害特性に適した説明の
仕方や、コミュニケーションの取り方について、本人や周囲の社員に丁寧に教え
ていただけるところです。

利用した
企業の声

　障害のある方でも一定の配慮があれば企業就労できる方はたくさんいらっしゃ
ると思います。会社としては、これからも積極的に雇用していきたいと考えてい
ます。
　専門的なアドバイスをしてくれる東京ジョブコーチの存在は非常にありがた
かったです。各都道府県にも東京ジョブコーチと同様のシステムがあればいいで
すね。



東京ジョブコーチ 職場内障害者サポーター事業

事業所名 株式会社東京システムリサーチ

規模（従業員数） 202 名（令和２年４月現在）

事業の概要 情報サービス業、IT ソリューション事業

職場内障害者
サポーター

佐藤さん（人事担当）

被支援者 30 代男性（発達障害）

利用の経緯と
取り組みの成果

　人事総務部の佐藤さんは、人事部門の立場で障害のある社員と関わることはありましたが、
直接支援の担当になるのは初めてでしたので、より実践的な支援方法を学ぶ必要があると考え
サポーター事業に参加しました。
　佐藤さんはまず、A さんと月 1 回の定期面談を実施し、仕事の課題や悩みなどを聞き、働き
やすい環境を整えていくことにしました。面談には A さんの職場の部門長にも同席してもらい、
A さんの現状を一緒に確認することで、人事と所属部門の双方からの支援を目指しました。初
めて行った面談で A さんから「自分が利用している就労定着支援事業所の就労定着支援員に会
って欲しい」との要請がありました。しかし、「就労定着支援事業所」がどのような場所で、そ
の人と今後どのように関わりを持てばいいのか佐藤さんは分からなかったため、訪問したサポ
ーター支援員に助言を求めたところ、「障害者の安定就労に向けて企業や関係機関と調整しなが
ら、就労面と生活面のサポートを行う支援機関であり、定期的に情報交換を行い、A さんの支
援について連携を図っていくと良い」と勧められました。
　それから間もなく佐藤さんは就労定着支援員と面会し、A さんの障害特性について詳しく話
をしてもらいました。それを聞いて、A さんとの面談の際によく出てくる仕事に対しての悩み
やこだわりは、主にその障害特性からきていると佐藤さんは得心しました。そして、「今担当し
ているプロジェクトが終了したら自分はどうなるのだろう」と、今後についての不安を持って
いることを聞き、A さんの将来的な役割とキャリアパスを真剣に考えていく必要性を感じまし
た。
　佐藤さんが A さんのキャリアパスについてサポーター支援員に相談すると、「発達障害の特
性として、将来像など抽象的なことを想像することは苦手だが、文字に落とし込んで可視化す
ることで考えを整理できるようになる場合が多いので、きっと A さんも理解しやすくなる」と
助言され「キャリアパスチャレンジシート」の作成を提案されました。

■「キャリアパスチャレンジシート」の活用
A さんに業務編と能力開発編の 2 種類の「キャリアパスチャレンジシート」を渡し、目
標とそれを達成するための具体的な行動を記入するように伝え、後日それをもとに面談を
行った。

　そこには、新たな業務へのチャレンジが記入されており、シートの作成は、A さんにとって
自分のキャリアプランを見つめ直す良い機会となったようでした。また佐藤さんや部門長にと
っても、A さんの成長をこれからどのように支援していけば良いかが明確になるという効果も
ありました。「キャリアパスチャレンジシート」によって取り組むべき課題が明確になった A
さんは、今は意欲的に業務に取り組んでいます。佐藤さんは、A さんの活躍の場を一層広げて
いくためにも、所属部門、就労定着支援員とも連携を図り、A さんがいろいろなことにチャレ
ンジできる環境・体制を整えていくことを自身の目標として、取り組んでいきたいと考えてい
ます。

利用した
企業の声

　今までさまざまな講座やセミナーを受講し障害者支援に関する情報を集めてきましたが、そ
こで得た知識をいざ実践しようとすると迷いや不安が出てきて、自分だけではなかなか行動に
移せないことがありました。しかし、サポーター事業ではサポーター支援員が定期的に訪問し
てくれるので、「自分だけではない。何かあれば相談できる」という安心感があり、自分を奮
い立たせることができました。
　障害者雇用を進めるうえで職場の支援や配慮は必要だと思いますが、それは過剰なものでは
なく、ごく自然なものであるべきだと思っています。障害の有無に関係なく、一緒に仕事をす
ることで互いを高め合いながら、本人と会社が成長していくことを願っています。
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訓練内容について
コースの種類 知識・技能習得訓練コース

訓練期間（時間） 160 時間（2 か月）

訓練内容 ①ワード　②エクセル　③パワーポイント　④メール　⑤インターネット

訓練実施企業について
事業所名 田中美郷教育研究所　ノーサイド教育センター

従業員数 ６名（ほかインストラクター 10 名）

訓練実施の経緯

　平成５年、グラウンドワークプロジェクト（福祉業界と企業の合同プロジェクト）の一環と
して、聴覚障害者のためのパソコン通信講習会をパソコンメーカーと合同で開催。２年間で約
500 人が無料で受講し、電話が使えない聴覚障害者の代替ツールとしてのパソコン通信を広め、
生活や仕事上での困難解決の一助となりました。
　このプロジェクトがマスコミで報道されるに及び、多くの自治体からのお問い合わせを頂き、
聴覚障害だけでなく、様々な障害のある方々にパソコン・ワープロを広めるための講習会を受
託することになりました。Windows やインターネットの登場する前の時代のこと、障害者の
ためのパソコンやワープロの講習会は斬新で、他に実施している組織がなく、主催自治体と相
談しながらの手探りの取組でしたが、肢体不自由、知的障害、聴覚障害、視覚障害、精神障害
等様々な障害を持つ受講者に、障害による不自由を克服し、生活を便利に豊かにするためのツー
ルとしてのパソコンの活用を伝えて参りました。
　そのノウハウを、更に多くの障害のある方々の就労のために生かしたいと考え、東京しごと
財団の「知識・技能習得訓練コース」を受託いたしました。

訓練の特色

　様々な障害のある方々への指導は、それぞれの障害について理解していなければできません。
田中美郷教育研究所には、障害児のための教育部門があり、耳鼻咽喉科医師をはじめ、言語聴
覚士、理学療法士、作業療法士、臨床心理士などの専門職が、障害のある子どもたちを指導し
ています。「知識・技能習得訓練コース」を担当するインストラクターが、受講する方々の指
導に迷うことが生じた場合は、これらの専門職に相談しながら、より深く個々の障害を理解し、
適切な対応ができるよう心掛けております。

受講生について
　障害のある方々に学んでいただくには、開催する側が障害を理解し、障害ごとに対応するスキルを持つことが必
要です。このことを、従来より大切にしてきたこともあり、今まで多くの受講生の方々に、お礼の言葉をいただい
ております。そして何より、受講生からの就職決定の連絡を受けることは、私たちの最大の喜びです。
　個々の障害に対応するスキルについて、聴覚障害を例に説明します。
口元を見て話を聞ける方、手話を必要とする方、筆談を必要とする方など、障害によってコミュニケーションの方
法が様々ですので、事前に確認をした上で、それに応じた対応をします。また、パソコンを見て作業しているとき
にはインストラクターの声が届かないことが多いので、ガイダンスのはじめには電気を一度消すなど、進行に配慮
します。座席の配慮と、場合によっては手話通訳、要約筆記、板書を併用します。
　こうしたことに加えて、インストラクターは、障害に対する最新の知識を得ておくだけでなく、障害特性に対応
できるコミュニケーション技術の習得に努力し、受講生それぞれの就労後に生じる可能性のある困難さを把握し、
その事前の解決にも努めながら、日々の講習を進めています。
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訓練内容について
コースの種類 在職者訓練コース

訓練期間（時間） 12 ～ 160 時間（3 か月間）

訓練内容 ①画面読上げソフト・画面拡大ソフト　②ワード　③パワーポイント　④エクセル
⑤インターネット・メール　⑥アクセス（基礎）　⑦ OCR・PDF データ活用

訓練実施企業について
事業所名 （株）視覚障害者就労生涯学習支援センター

規模（従業員数） 1 名（講師 10 名）

訓練実施の経緯

平成 18 年より障害者委託訓練を受託。弊社では、視覚障害者雇用についての理解を深める
ため「視覚障害者雇用就労支援連続講座」の開催、「視覚障害大学生対象のビジネスパソコン技
能と就職活動支援講座」の開催なども行なっており、東京しごと財団より障害者委託訓練の実
施依頼を受け、視覚障害者の訓練のノウハウを活かし「知識・技能習得訓練コース」及び雇用
の継続のための「在職者訓練コース」によるパソコン技能講習を始めることとなりました。

受入後の感想
（訓練後の変化等）

講習は、視覚障害の状況に合わせて、大きくすれば見える人には画面拡大ソフトにより見た
い部分と画面全体の状況を理解してもらい、まったく見えない人には画面読み上げソフトによ
り漢字選択のための説明や書式の読み上げ、セル位置の説明や数式の読み上げにデータを理解
してもらいます。支援ソフトの多様な技術により視覚障害者の継続就労や新入社員の職場定着
が可能です。事業所から受講者の活躍について報告いただくと講座の意義や必要性を改めて感
じます。

受講生について
障害種別 視覚障害者（進行性障害）

受講の理由

視覚障害の程度によっては、画面の文字やマウスカーソルを拡大して、画面を黒地、文字を
白にするなどの調整をすれば、対応が可能です。しかし、障害が重度化したため、画面文字の
読み上げを行う音声ソフトが必要になりました。

このため、ジョブコーチの方に相談したところ、東京しごと財団の在職者訓練には、音声ソ
フトを習得する訓練があることを知りました。そこで、会社の上司の方の理解もいただき、在
職者訓練を受講することに決めました。

受講後の感想

会社に在籍していることから、訓練を毎日することは難しいため、訓練と会社業務との両立
を図る工夫が必要でした。そのため訓練は午後 12 時 30 分から始め 16 時 15 分に終了とし、
38 日間に設定していただきました。お陰で無事修了することができ、訓練終了後は速やかに
以前のように社内システムなどからマーケットデータを集め、評価・分析業務を行なっていま
す。

また、機器の操作に加えて、視覚障害者の雇用継続・異動、キャリア構築の取組み、さらに
はストレスコントロール（マネージメント）などについても学びました。

このことは、これから働き続けていくうえで、たいへん参考になりました。

受講後について
（就職等の有無等）

遠くから見れば机の上のディスプレイに様々な大きな文字が表示されて行きますが、室内で
それを気にかけるような人はいません。休職前の職場に戻り、情報収集の手法や効率は違いま
すが同じ仕事を行なっています。見にくくなり、なかなか会社に相談できなかった時期を経て、
休職をして視覚的なリハビリ訓練（残存視力の利用方法）やパソコン訓練を受けて復職した経
験を、様々に迷っている人に伝えたいと考えています。
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【開催予定】
第１回　令和２年09月10日～11日
第２回　令和２年10月15日～16日
第３回　令和２年11月19日～20日
第４回　令和２年12月21日～22日
【開催場所】
国立オリンピック記念青少年総合センター
【最 寄 駅】
・小田急線参宮橋駅下車 徒歩7分
・地下鉄千代田線代々木公園駅下車 徒歩10分
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、開催が中止もしくは縮小となる場
合があります。

開 催 日： 令和３年2月6日（土）
会     場： 東京障害者職業能力開発校、
 職業能力開発総合大学校
 （東京都小平市）
競技種目：①ワープロ　　　　　②DTP
（予定） ③ホームページ　　　④表計算
 ⑤オフィスアシスタント
 ⑥ビルクリーニング　⑦喫茶サービス
 ⑧パソコン操作（視覚障害者）
 ⑨パソコンデータ入力（知的障害者）
 ⑩データベース　　　⑪ネイル施術
 ⑫製品パッキング　　⑬建築CAD
 ⑭フラワーアレンジメント
 ＊①～⑦、⑩～⑭の競技種目は、身体・
　　 　知的・精神障害者が対象です。
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止
　　 　のため無観客での開催となります。

第19回東京障害者技能競技大会
（東京アビリンピック）開催のご案内

障害者職業生活相談員資格認定講習

詳細は、東京支部高齢・障害者業務課または東京都
産業労働局雇用就業部能力開発課まで（P79）

　東京都及び東京支部では、障害者が、日頃培った技
能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上
を図るとともに、企業や社会一般の人々が障害者に対
する理解と認識を高め、その雇用の促進を図ることを
目的として開催します。皆様のご参加をお待ちしてお
ります！

　詳細は、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ（URL https://www.jeed.or.jp/）をご覧
ください。

https:

障害者雇用支援ネットワークコーディネーターに
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就労支援機関

●機械CADコース
●電子技術・ＣＡＤコース
●FAシステムコース
●組立・検査・物品管理コース

見学説明会を毎月開催しています。

受 講 料 ：無料

5

職業
身体障害、難病、高次脳機能障害、発達障害、精神障害、知的障害のある方

応募される方は見学説明会に参加されることをお勧めします。（事前申込み制）
詳細についての確認は当センターホームページまたは下記お問い合わせ先まで

17

年10回
※新規学校卒業予定者は第6回以降の募集日程で応募の上、翌年度4月入所となり
　ます。



就労支援機関

●機械CADコース
●電子技術・ＣＡＤコース
●FAシステムコース
●組立・検査・物品管理コース

見学説明会を毎月開催しています。

受 講 料 ：無料

5

職業
身体障害、難病、高次脳機能障害、発達障害、精神障害、知的障害のある方

応募される方は見学説明会に参加されることをお勧めします。（事前申込み制）
詳細についての確認は当センターホームページまたは下記お問い合わせ先まで

17

年10回
※新規学校卒業予定者は第6回以降の募集日程で応募の上、翌年度4月入所となり
　ます。

　ハローワークと密接に連携し、障害者の就職や職場定着に関する相談・支援、事業主に対する
障害者雇用の相談・支援、関係機関に対する職業リハビリテーションの技術的助言・援助を行う
専門機関です。

　《障害者に対するサービス》 
■ 職業指導・職業評価

○就職活動を円滑に実施できるように、適切な職業選択が行えるように、また職場で安心し
て働き続けられるように、相談や助言を行います。
○就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基に就職して職場に適応
するために必要な支援内容、方法等を含む、個人の状況に応じた支援計画を策定します。 

■ 職業準備支援
障害者に対して、就職または職場適応に必要となる次の支援を行います。
○障害特性の詳細な把握や職業上の課題の分析とその改善を図るためのセンター内での作業
支援（常設の模擬的就労場面を利用しての作業支援）
○職業に関する知識の習得を図るための支援（職業準備講習カリキュラム）
○アサーショントレーニング等の演習によるコミュニケーションスキルの向上、ストレス対
処、職場での課題に対する自己対処方法と配慮事項を検討するナビゲーションブックの作成

（職場定着に関するスキル向上のための講座・グループワーク）

　《障害者・事業主双方に対するサービス》 
■ 職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援事業

　知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者等が円滑に職場に適応すること
ができるよう、職場にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対して、障害特性を踏ま
えた直接的・専門的な支援を行います。

■ 精神障害者職場復帰支援（リワーク支援）
　うつ病等により休職している方を対象に、職場復帰に向けた事業所・主治医とのコーディ
ネートや、復職に向けたウォーミングアップ等の各種支援を行います。



　《事業主に対するサービス》 
■ 障害者の雇入れ、雇用管理等に関する援助

障害者の雇入れ、配置、職務設計・指導方法等、障害者の雇用管理に係る助言や援助を行い
ます。 

■ 障害者雇用支援人材ネットワーク事業
医療、建築・工学、社会福祉、能力開発、労務管理等、それぞれの領域の専門家と協力して、 
事業主の相談に対する具体的な支援を行います。

■ 事業主支援ワークショップ（雇用管理サポート講習会）
企業の人事、労務担当者に対して、障害特性や雇用管理方法等をテーマにし、講議や意見交
換を通じて実務に役立つ講習会を実施します。

《関係機関に対するサービス》
支援計画の策定や支援の実施方法、他機関との連携方法等の職業リハビリテーションに関す
る技術的な助言・援助及び各種研修を行います。



　地域において、障害者の就労を支援する機関が増えてきています。
　これらは、福祉施設通所者や在宅の障害者などを対象に、より身近な地域においてきめ細やか
な支援を行っていこうとするものです。障害者の方々の雇用を地域の中で考えていくという視点
も重要です。事業主の方々においても、ぜひご協力のほどお願いいたします。

○  一般企業で「働くこと」「働き続けること」を希望している障害のある方に対して、職業の安
定と自立を図るため、就労や生活に関する相談や支援を継続的に行います。

○  これから障害者雇用を始めようとする企業、すでに障害者雇用を行っている企業からの相談
に応じます。

○ 施設職員・障害者雇用支援者の方々への研修や、情報収集および提供を行います。

　障害のある人、ご家族、支援者の方へ
　　・就労生活相談　・雇用支援プランの作成　・職場開拓
　　・就職活動支援
　　・職業準備訓練、職場実習先の情報提供　・職場定着支援

　事業主の方へ
　　・雇用、職場実習に関する相談　・職場定着に関する相談　
　　・情報提供

　「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づいて設置されており、職業生活における自立を
図るために就業およびこれに伴う日常生活支援を行うセンターです。



TEL　FAX　03－6421－8127　E-maiI　i-cari@nifty.com

URL　https://wakakusaf.or.jp

〒158－0083　世田谷区奥沢3－31－4　W.OKUSAWA 4F
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• 西日暮里オフィス
〒116－0013　荒川区西日暮里4－1－20　西日暮里エーシービル205
TEL　03－5809－0849　FAX　03－5809－0949

HP　www.shuro.jp

　利用していただく方への相談・支援を行うこと、事業主に対しての助言を行うこと、および関
係機関と連携することを柱として、障害者の就労を包括的に支援します。
　　障害者の方へ

　・支援対象障害者からの相談に対する指導・助言
　・ハローワーク、障害者職業センター、医療機関などの関係機関との連絡調整
　・障害者職業センターや協力事業所における職業準備訓練および職場実習のあっせんと、　　　　
　　訓練期間中の支援
　・就職後の職場定着支援・職業生活への助言

　　事業主の方へ
　・障害者雇用、雇用管理、職場実習等に関する相談
　・特に障害者雇用に不安や戸惑いを感じている事業主へ
　　の相談・助言及び職務切り出し等の技術的支援
　・障害者の就労・職場定着支援

【就労を希望している障害者と就労支援機関や事業主の皆様への支援をします】
　地域の中で安心して働き、自立した生活を送るために必要なことを共に考えていきます。また、
医療機関との連携も行います。ていねいな相談を行い、信頼関係を作ることを心がけています。
　障害者の方へ

1）就職前相談 ………  ご意向をお伺いし、就職までのプランを提案いたします。
2）就職準備 …………  職業訓練の紹介や企業などでの職場実習を実施します。アセスメン

トを通して、適職を考える等のご相談にのります。
3）求職活動 …………  履歴書・職務経歴書等の作成のアドバイス、各種実習、採用面接の

練習等をハローワークと連携しなが
ら行います。

4）職場定着 …………   ジョブコーチ支援、個別面接や会社
訪問での相談を行います。

　就労支援機関の方へ……  障害者の就労に向けて、アセスメン
トや就労プログラム等のご相談を
行っています。

　事業主の方へ　
1）相　談 ……………  障害者雇用に関わるご相談全般を随

時受け付けています。
2）情報提供 …………  障害をお持ちの方の雇用管理・サポート・各種助成金制度の活用等

必要な情報を提供いたします。
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• 西日暮里オフィス
〒116－0013　荒川区西日暮里4－1－20　西日暮里エーシービル205
TEL　03－5809－0849　FAX　03－5809－0949

　「私たちがサービスを提供するのは、障害のある方と企業の双方です。」
　障害者就業・生活支援センター WEL’S TOKYO の特徴は、障害のある方と企業双方の支援を
することにあります。企業の所在地、求職者、在職者の在住区市を限定せず、ご相談等をお受け
いたします。
　障害のある方・ご家族・支援機関の方へ

・就労相談　・職場実習情報提供
・ハローワーク、職業センター等関係機関との連絡調整
・職業準備訓練のあっせんと職場実習支援　・各種研修

　企業の方へ
・雇用に係る相談　
・ 雇用管理サポート
　（情報提供、職務分析、職場実習支援、研修等ニーズに応じて組み立てます。）

　就労を希望される障害のある方（すでに就労している方を含む）と雇用する事業所とのかけ橋
となる支援を行います。
　障害のある方（手帳の有無は問いません）へ

・ 新規の方はまずお電話かウェブなどでお問い合わせ下さい
・ 就労移行支援事業所などの職業準備訓練機関の紹介
・ 一般事業所での職場実習などの機会提供　・ 就職前後の職場定着支援
・ ハローワークの求人情報を活用した就職活動の支援
・ 就職された方の当事者活動支援　
・ 登録者向けの各種研修の実施

　事業主の方へ
・ 障害者雇用や実習機会の提供に関するご相談　
・ 障害者雇用の職場定着に関するご相談　
・ 各種障害者雇用制度の情報提供

　紹介機関、訓練施設の方へ
・ 職場実習、就職活動、就職後の職場定着支援のご相談
・ 登録の際は、紹介いただく方の情報提供（既往歴、個別評価など）をお願いしています。



都立特別支援学校

あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、企業内ヘルスキーパー、入力事務、包装・梱包等の物流作業等

P76

　一般企業での就労を希望されている障害のある方に、就業とそれに関わる生活面のサポートを地
域の支援機関と連携しながら行います。
　また、事業主の方からの障害のある方の雇用に関するさまざまな相談もお受けします。

障害のある方へ
障害の状況、職業の希望などをお聞きし、一緒に支援計画を立てます。

障害特性の説明、雇用管理サポート、各種雇用制度の情報提供を行います。

TEL　042－553－6320　　FAX　042－513－4620

区市町村障害者就労支援事業実施地区（令和 2 年 4 月現在）51 区市町　［P72～ 74参照］
地域開拓促進コーディネーター配置地区（令和 2 年 4 月現在）44 区市町

相談等は、お住まいの区市町村障害者就労支援センター等まで（P72～ 74)
事業に関するお問い合わせは、福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課まで（P79）



都立特別支援学校

あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、企業内ヘルスキーパー、入力事務、包装・梱包等の物流作業等

P76

　一般企業での就労を希望されている障害のある方に、就業とそれに関わる生活面のサポートを地
域の支援機関と連携しながら行います。
　また、事業主の方からの障害のある方の雇用に関するさまざまな相談もお受けします。

障害のある方へ
障害の状況、職業の希望などをお聞きし、一緒に支援計画を立てます。

障害特性の説明、雇用管理サポート、各種雇用制度の情報提供を行います。



各種機関等

 ※上記の科目は 2020 年度の科目です。

職能開発科

江東特別支援学校  平成30年4月設置
久留米特別支援学校（仮称）

令和3年4月設置予定

都立江東特別支援学校

詳細は、教育庁都立学校教育部特別支援教育課まで（P79）

ビジネスアプリ開発科
（1年）

ビジネス総合事務科
（1年）

ものづくり技術科
（1年）

調理・清掃サービス科
（6ヶ月）

グラフィックDTP科
（1年）

建築CAD科
（1年）

製パン科
（1年）

職域開発科
（6ヶ月）

実務作業科

（1年）
（知的障害者対象）

就業支援科
（3ヶ月）

オフィスワーク科
（6ヶ月）

都立久留米特別支援学校（仮称）

　東京都教育委員会は、平成16年11月に策定した「東京都特別支援教育推進計画」
において、新しいタイプの特別支援学校高等部の設置計画を示しました。新しいタイ
プの特別支援学校高等部は主に中学校の通常の学級や特別支援学級から進学してくる
知的障害が軽度の生徒等を対象とした「就業技術科」と知的障害が軽度から中度の生
徒等を対象とした「職能開発科」を設置し、将来の職業的自立に向けた教育を実施し
ています。



各種機関等

 ※上記の科目は 2020 年度の科目です。

職能開発科

江東特別支援学校  平成30年4月設置
久留米特別支援学校（仮称）

令和3年4月設置予定

都立江東特別支援学校

詳細は、教育庁都立学校教育部特別支援教育課まで（P79）

ビジネスアプリ開発科
（1年）

ビジネス総合事務科
（1年）

ものづくり技術科
（1年）

調理・清掃サービス科
（6ヶ月）

グラフィックDTP科
（1年）

建築CAD科
（1年）

製パン科
（1年）

職域開発科
（6ヶ月）

実務作業科

（1年）
（知的障害者対象）

就業支援科
（3ヶ月）

オフィスワーク科
（6ヶ月）

都立久留米特別支援学校（仮称）
○ 入校は 4 月（調理・清掃サービス科・オフィスワーク科・

職域開発科・就業支援科は 4 月・7 月・10 月・1 月）
○ 訓練期間は 1 年間（調理・清掃サービス科・オフィスワー

ク科・職域開発科は 6ヶ月間、就業支援科は 3ヶ月間）
○ 申し込みは住所地を管轄するハローワーク（中学校、

高等学校、特別支援学校に在校中の方は学校を通じ
て学校の所在地を所管するハローワーク）にて応募
してください。応募者には入校選考を行います。

○授業料は無料。
○修了時には、ハローワークと連携して就職の相談・
支援をします。



実務作業科

P79

900

URL https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/

P40

東京ジョブコーチ支援センター

P43

及び

事業

障害者雇用に関する制度や活用可能な支援等の情報提供 （職
業紹介は行っておりません）（利用は事前予約制です。ただし、
資料は予約なしでご覧いただけます）

P42障害者雇用ナビゲート事業

　その他、詳細は上記都立職業能力開発センターまたはハローワークにお問い合わせください。
　なお、訓練修了生の採用をご検討の際は、都立職業能力開発センターおよびハローワークにお
いて求人を受け付けていますので、ご相談ください。



実務作業科

P79

900

URL https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/

P40

東京ジョブコーチ支援センター

P43

及び

事業

障害者雇用に関する制度や活用可能な支援等の情報提供 （職
業紹介は行っておりません）（利用は事前予約制です。ただし、
資料は予約なしでご覧いただけます）

P42障害者雇用ナビゲート事業
・東京しごと財団職場体験実習助成金：詳細は P37をご覧ください。

・情報発信：障害者雇用支援月間にあわせてパネル展示等の開催

TEL　03－3378－7057　FAX　03－3378－7058



TEL　03-3844-2212
〒110-0004 台東区下谷1－1－3

詳細は各センターまたは福祉保健局精神保健医療課まで（P79）

詳細は当センターまたは福祉保健局精神保健医療課まで（P79）

高次脳機能障害者のための就労準備支援プログラム・社会生活評価プログラム

03－3235－2955　※電話での相談が難しい場合は FAX　03－3235－2957 まで

s .lg

s .lg

s .lg

〒162-0823　新宿区神楽河岸1－1　東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）12 階～15 階
TEL　03－3235－2946　FAX　03－3235－2968
URL　https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/

https .lg

２

〒１８６-0003　国立市富士見台 2－1－1
TEL　042－573－3311　FAX　042－576－5295

　東京都心身障害者福祉センターは、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所とし
て、補装具の処方・適合判定及び愛の手帳交付に係る判定をはじめとする医学的、心理学的
及び職能的判定を行うとともに、区市町村等への専門的な知識・技術を必要とする相談及び
指導などを行っています。また、身体障害者手帳及び愛の手帳の交付や、東京都重度心身障
害者手当の認定・支給などを行っています。加えて、高次脳機能障害者の支援拠点機関として、
ご本人や家族、区市町村・関係機関等への相談支援などを行っています。

　就労支援については、疑問点や困難ケースについての地域支援機関からの相談に応じるほ
か、身体障害、知的障害、高次脳機能障害の方の職業評価を行います。障害による制限、就
労への準備はできているかどうか、どのような仕事がよいのか、課題は何かなどについて、
通所による評価を地域の支援機関からの依頼により行っています。

■ 高次脳機能障害支援普及事業
　平成 18 年 11 月より障害者総合支援法に基づく高次脳機能障害支援普及事業の支援拠点
機関として、高次脳機能障害者の支援を積極的に進めています。支援の柱は相談支援、支援
ネットワークの構築、都民等への広報、普及 ･ 啓発、人材育成です。



TEL　03-3844-2212
〒110-0004 台東区下谷1－1－3

詳細は各センターまたは福祉保健局精神保健医療課まで（P79）

詳細は当センターまたは福祉保健局精神保健医療課まで（P79）

高次脳機能障害者のための就労準備支援プログラム・社会生活評価プログラム

03－3235－2955　※電話での相談が難しい場合は FAX　03－3235－2957 まで

s .lg

s .lg

s .lg

〒162-0823　新宿区神楽河岸1－1　東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）12 階～15 階
TEL　03－3235－2946　FAX　03－3235－2968
URL　https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/

https .lg

２

　東京都内には都立の総合精神保健福祉センター（中部、多摩）及び精神保健福祉センター
の３つのセンターがあり、地域精神保健福祉活動への支援、精神障害者の社会復帰に向けて
の支援、都民のこころの健康づくりなどを行っています。
　就労関連では就労を希望する精神障害者の相談・援助（下記の通所訓練等）、雇用主・事
業所への技術援助や関係機関の研修、社会適応訓練事業での協力事務所・保健所・利用者へ
の援助等を行っています。

 〈 就労を目的とした通所訓練事業 〉
　中部総合精神保健福祉センターでは就職のための「ワークトレーニングコース」と復職を
目的とした「うつ病リターンワークコース」を行っています。（週 5 日）
　多摩総合精神保健福祉センターでは、主に 40 歳以下の方を対象に、発達障害を持つ方を
含む個別のニーズに応じた段階的なトレーニングを行っています。（週 4 日）
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連絡先一覧8
東京労働局

職業安定部職業対策課
障害者雇用対策係 03（3512）1664

ハローワーク（公共職業安定所）

〒102－8305
千代田区九段南1－2－1
九段第3合同庁舎12階

管　轄　区　域

飯田橋
〒112－8577
文京区後楽1－9－20
飯田橋合同庁舎

03（3812）8609 千代田・中央・文京・島しょ

上　野 〒110－8609
台東区東上野4－1－2 03（3847）8609 台東

品　川 〒108－0014
港区芝5－35－3 03（5419）8609 港・品川

大　森 〒143－8588
大田区大森北4－16－7 03（5493）8609 大田

渋　谷 〒150－0041
渋谷区神南1－3－5 03（3476）8609 渋谷・世田谷・目黒

新　宿
（歌舞伎町庁舎）

（分庁舎）

〒160－8489
新宿区歌舞伎町2－42－10

03（3200）8609 新宿・中野・杉並

池　袋
（本庁舎）
〒170－8409
豊島区東池袋3－5－13

03（3987）8609 豊島・板橋・練馬

王　子 〒114－0002
北区王子6－1－17 03（5390）8609 北

足　立
〒120－8530
足立区千住1－4－1
東京芸術センタ一6～8階

03（3870）8609 足立・荒川

墨　田 〒130－8609
墨田区江東橋2－19－12 03（5669）8609 墨田・ 飾

木　場 〒135－8609
江東区木場2－13－19 03（3643）8609 江東・江戸川

八王子 〒192－0904
八王子市子安町1－13－1 042（648）8609 八王子・日野

立　川
〒190－8609
立川市緑町4－2
立川地方合同庁舎1～3階

042（525）8609
立川・国立・小金井・昭島・小平・
東村山・国分寺・東大和・武蔵村山

青　梅 〒198－0042
青梅市東青梅3－20－７

0428（24）8609 青梅・福生・あきる野・羽村・西多摩郡

三　鷹 0422（47）8609 三鷹・武蔵野・西東京・東久留米・清瀬

町　田 〒
（本庁舎）
194－0022
町田市森野2－28－14
町田合同庁舎1階

042（732）8609 町田

府　中 〒183－0045
府中市美好町1－3－1 042（336）8609 府中・稲城・多摩・調布・狛江

69

〒181－8517
三鷹市下連雀4－15－18
※令和2年12月分庁舎へ移転予定。分庁
舎の住所は、三鷹市下連雀4－15－31

　東京都内に住む難病患者とその家族、関係機関、施設からの電話相談及び来所面談による各種
支援、医療相談会・講演会、日常生活用具の展示等を行っています。

主なサービス内容   
　１）療養相談及び就労相談
 ・ 療養相談・就労相談について、難病相談支援員（看護師等）や難病患者就労コーディネー
  ターが電話や面談（予約制）で対応します。　
  月曜日～金曜日　　午前 10 時～午後 5 時（祝日・年末年始を除く。）
 ※相談受付は午前 10 時から午後 4 時まで
 ・  難病患者就職サポーター（ハローワーク飯田橋に配置）がセンターにて出張相談を行っ

ています。
  相談日：毎月　第 3 金曜日　午前 10 時～午後 5 時（予約制） 
　２）医療相談会・医療講演会（予約制）　
 専門医等による医療相談会や医療講演会を開催します。　
　　 日時、場所はホームページ等に掲載
   ３）日常生活用具展示コーナー
   ４）難病に関する資料の提供

【連絡先等】
〒 113-8431　文京区本郷 3-1-3　順天堂大学医学部附属順天堂医院内（1 号館 2 階）
TEL 03 － 5802 － 1892
URL　 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/nanbyo/portal/center/

center.html
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連絡先一覧8
東京労働局

職業安定部職業対策課
障害者雇用対策係 03（3512）1664

ハローワーク（公共職業安定所）

〒102－8305
千代田区九段南1－2－1
九段第3合同庁舎12階

管　轄　区　域

飯田橋
〒112－8577
文京区後楽1－9－20
飯田橋合同庁舎

03（3812）8609 千代田・中央・文京・島しょ

上　野 〒110－8609
台東区東上野4－1－2 03（3847）8609 台東

品　川 〒108－0014
港区芝5－35－3 03（5419）8609 港・品川

大　森 〒143－8588
大田区大森北4－16－7 03（5493）8609 大田

渋　谷 〒150－0041
渋谷区神南1－3－5 03（3476）8609 渋谷・世田谷・目黒

新　宿
（歌舞伎町庁舎）

（分庁舎）

〒160－8489
新宿区歌舞伎町2－42－10

03（3200）8609 新宿・中野・杉並

池　袋
（本庁舎）
〒170－8409
豊島区東池袋3－5－13

03（3987）8609 豊島・板橋・練馬

王　子 〒114－0002
北区王子6－1－17 03（5390）8609 北

足　立
〒120－8530
足立区千住1－4－1
東京芸術センタ一6～8階

03（3870）8609 足立・荒川

墨　田 〒130－8609
墨田区江東橋2－19－12 03（5669）8609 墨田・ 飾

木　場 〒135－8609
江東区木場2－13－19 03（3643）8609 江東・江戸川

八王子 〒192－0904
八王子市子安町1－13－1 042（648）8609 八王子・日野

立　川
〒190－8609
立川市緑町4－2
立川地方合同庁舎1～3階

042（525）8609
立川・国立・小金井・昭島・小平・
東村山・国分寺・東大和・武蔵村山

青　梅 〒198－0042
青梅市東青梅3－20－７

0428（24）8609 青梅・福生・あきる野・羽村・西多摩郡

三　鷹 0422（47）8609 三鷹・武蔵野・西東京・東久留米・清瀬

町　田 〒
（本庁舎）
194－0022
町田市森野2－28－14
町田合同庁舎1階

042（732）8609 町田

府　中 〒183－0045
府中市美好町1－3－1 042（336）8609 府中・稲城・多摩・調布・狛江
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〒181－8517
三鷹市下連雀4－15－18
※令和2年12月分庁舎へ移転予定。分庁
舎の住所は、三鷹市下連雀4－15－31



労働基準監督署

中　央
〒112－8573
文京区後楽1－9－20
飯田橋合同庁舎6・7階

03（5803）7381 千代田・中央・文京・島しょ

上　野
〒110－0008
台東区池之端1－2－22
上野合同庁舎7階

03（6872）1230 台東

三　田
〒108－0014
港区芝5－35－2
安全衛生総合会館3階

03（3452）5473 港

品　川 〒141－0021
品川区上大崎3－13－26 03（3443）5742 品川・目黒

大　田
〒144－8606
大田区蒲田5－40－3
月村ビル8・9階

03（3732）0174 大田

渋　谷
〒150－0041
渋谷区神南1－3－5
渋谷神南合同庁舎

03（3780）6527 渋谷・世田谷

新　宿
〒169－0073
新宿区百人町4－4－1
新宿労働総合庁舎4・5階

03（3361）3949 新宿・中野・杉並

池　袋
〒171－8502
豊島区池袋4－30ー20
豊島地方合同庁舎1階

03（3971）1257 豊島・板橋・練馬

王　子 〒115－0045
北区赤羽2－8－5 03（6679）0183 北

足　立
〒120－0026
足立区千住旭町4－21
足立地方合同庁舎4階

03（3882）1188 足立・荒川

向　島 〒131－0032
墨田区東向島4－33－13 03（5630）1031 墨田・ 飾

亀　戸
〒136－8513
江東区亀戸2－19－1
力メリアプラザ8階

03（3637）8130 江東

江戸川 〒134－0091
江戸川区船堀2－4－11 03（６６８１）８２１２ 江戸川

八王子 〒192－0046
八王子市明神町3－8－10 042（6８０）８７５２ 八王子・日野・稲城・多摩

立　川
〒190－8516
立川市緑町4－2
立川地方合同庁舎3階

042（523）4472
立川・昭島・府中・小金井・小平・東村
山・国分寺・国立・武蔵村山・東大和

青　梅 〒198－0042
青梅市東青梅2－6－2 0428（2８）0０５８ 青梅・福生・あきる野・羽村・西多摩郡

三　鷹
〒180－8518
武蔵野市御殿山1－1－3
クリスタルパークビル3階

0422（６７）０６５１
三鷹・武蔵野・調布・西東京・狛江・
清瀬・東久留米

町　田
〒194－0022
町田市森野2－28－14
町田地方合同庁舎2階

042（７１８）８６１０ 町田

管　轄　区　域

連絡先一覧8

70

都立職業能力開発センター

障害者訓練施設等

東京障害者職業能力開発校

（公財）東京しごと財団
障害者就業支援課

042（341）1411

03（5211）2681

〒187－0035　小平市小川西町2－34－1　

〒102－0072　千代田区飯田橋3－10－3
　　　　　　　       東京しごとセンター8F　

04（2995）1711〒359－0042　埼玉県所沢市並木4－2　
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労働基準監督署

連絡先一覧8

70

都立職業能力開発センター
中央・城北職業能力開発センター 〒112－0004　文京区後楽1－9－5 03（5800）2611

高年齢者校 〒102－0072　千代田区飯田橋3－10ー3
東京しごとセンター10～12F 03（5211）2340

板橋校 〒174747 －0041　板橋区舟渡2－2－1 03（3966）4131

赤羽校 〒115－0056　北区西が丘3－7－8 03（3909）8333

城南職業能力開発センター 〒140－0002　品川区東品川3－31－16 03（3472）3411

大田校 〒144－0044　大田区本羽田3－4－30 03（3744）1013

城東職業能力開発センター 〒120－0005 足立区綾瀬5－6－１ 03（3605）6140

江戸川校 〒132－0021　江戸川区中央2－31－27 03（5607）3681

台東分校 〒111－0033　台
浅草保健相談センター3～4階

東区花川戸1－14－16 03（3843）5911

多摩職業能力開発センター 〒196－0033　昭島市東町3－6－33 042（500）8700

八王子校 〒193－0931　八王子市台町1－11－1 042（622）8201

府中校 〒183－0026　府中市南町4－37－2 042（367）8201

障害者に関する各種施策、相談等

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
中央障害者雇用情報センター

障害者訓練施設等

東京障害者職業能力開発校

（公財）東京しごと財団
障害者就業支援課

042（341）1411

03（5211）2681

〒187－0035　小平市小川西町2－34－1　

〒102－0072　千代田区飯田橋3－10－3
　　　　　　　       東京しごとセンター8F　

04（2995）1711〒359－0042　埼玉県所沢市並木4－2　国立職業リハビリテーションセンター

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

東京障害者職業センター（上野本所）

〒261－8558
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

〒110－0015
台東区東上野4－27－3
上野トーセイビル 3階

〒130－0022
墨田区江東橋2－19－12
ハローワーク墨田 5階

043（213）6000

03（5638）2792

03（6673）3938

東京障害者職業センター
リワークセンター東京

〒111－0041
台東区元浅草3－18－10
上野NSビル 7階

03（5246）4881

東京障害者職業センター（多摩支所）
〒190－0012
立川市曙町2－38－5
立川ビジネスセンタービル 5階

042（529）3341

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
東京支部

〒130－0022
墨田区江東橋2－19－12
ハローワーク墨田 5階

03（5638）2794
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障害者就業・生活支援センター
ワーキング・トライ

アイ- キャリア

オープナー

03（5986）7551

03（6421）8127

042（577）0079

TALANT（タラント） 042（648）3278

〒174－0072　板橋区南常盤台2－1－7

〒186－0003　国立市富士見台1－17－4

西日暮里オフィス
〒116－0013　荒川区西日暮里4－1－20
西日暮里エーシービル205

03（5259）8372〒101－0054　千代田区神田錦町3－21
ちよだプラットフォームスクエアCN308

03（5837）4495
あだちオフィスあだちオフィス 〒121－083１ 足立区舎人４－９－13

〒158－0083　世田谷区奥沢3－31－4
W.OKUSAWA 4F

〒192－0046　八王子市明神町4－5－3
橋捷ビル4階

けるん 042（553）6320〒197－0022　福生市本町94－9

その他の能力開発施設

視覚障害者 ＯＡ実務科 ４月１年

名称・所在地・電話番号/ＦＡＸ番号 対象者 訓練職種 訓練期間 訓練開始月

（社福）日本視覚障害者職能開発センター
〒160－0003　新宿区四谷本塩町2－5
03（3341）0900／03（3341）0967
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連絡先一覧8

目黒区

区市町村障害者就労支援センター

中央区

千代田区

港　区

新宿区

文京区

台東区

墨田区

江東区

品川区

千代田区障害者就労支援センター

中央区障害者就労支援センター 中央区東日本橋2－27－12　
両国郵便局合同建物5階

港区芝1－8－23　
港区立障害保健福祉センター5階

新宿区新宿7－3－29　
新宿ここ・から広場　しごと棟1階

文京区本郷4－15－14
文京区民センター1階

台東区松が谷1－4－12　
松が谷福祉会館6階

墨田区緑4－25－4

江東区東陽4－11－28 
防災センター2階

品川区大崎4－11－12

目黒区中央町2－32－5　
スマイルプラザ中央町1階

就労支援センター　かもめ

公益財団法人　新宿区勤労者・仕事支援センター
就労支援部就労支援課
障害者等就労支援担当

文京区障害者就労支援センター

台東区障害者就労支援室

すみだ障害者就労支援総合センター

江東区障害者就労・生活支援センター

障害者就労支援センター　げんき品川

目黒障害者就労支援センター

千代田区九段南1－2－1　
千代田区役所３階 03（3264）2153

03（3865）3889

03（5439）8062

03（5805）1600

03（5600）2004

03（3699）0325

03（5496）2525

03（5794）8180

03（3200）3316

03（3847）6431

〒102-8688

〒103-0004

〒105-0014

〒160-0022

〒113-0033

〒111-0036

〒130-0021

〒135-8383

〒152-0001

〒141-0032

03（5809）0849
西日暮里オフィス
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03（5728）9135

03（3302）7927

03（5787）4355

03（5494）5581

03（3418）1432

03（5797）2343

03（3462）2513

03（3388）2941

03（5346）3250

03（3985）8330

03（3906）7753

03（3598）3337

03（3803）4510

03（3968）9900

03（3948）6501

03（5681）0133

03（3695）2224

03（5622）6050

042（642）0080

042（525）0884

0422（26）1855

0422（27）8864

0428（25）8510

042（360）1312

042（569）6433



障害者就業・生活支援センター
ワーキング・トライ

アイ- キャリア

オープナー

03（5986）7551

03（6421）8127

042（577）0079

TALANT（タラント） 042（648）3278

〒174－0072　板橋区南常盤台2－1－7

〒186－0003　国立市富士見台1－17－4

西日暮里オフィス
〒116－0013　荒川区西日暮里4－1－20
西日暮里エーシービル205

03（5259）8372〒101－0054　千代田区神田錦町3－21
ちよだプラットフォームスクエアCN308

03（5837）4495
あだちオフィスあだちオフィス 〒121－083１ 足立区舎人４－９－13

〒158－0083　世田谷区奥沢3－31－4
W.OKUSAWA 4F

〒192－0046　八王子市明神町4－5－3
橋捷ビル4階

けるん 042（553）6320〒197－0022　福生市本町94－9

その他の能力開発施設

視覚障害者 ＯＡ実務科 ４月１年

名称・所在地・電話番号/ＦＡＸ番号 対象者 訓練職種 訓練期間 訓練開始月

（社福）日本視覚障害者職能開発センター
〒160－0003　新宿区四谷本塩町2－5
03（3341）0900／03（3341）0967
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連絡先一覧8

区市町村障害者就労支援センター

中央区

千代田区

港　区

新宿区

文京区

台東区

墨田区

江東区

品川区

千代田区障害者就労支援センター

中央区障害者就労支援センター 中央区東日本橋2－27－12　
両国郵便局合同建物5階

港区芝1－8－23　
港区立障害保健福祉センター5階

新宿区新宿7－3－29　
新宿ここ・から広場　しごと棟1階

文京区本郷4－15－14
文京区民センター1階

台東区松が谷1－4－12　
松が谷福祉会館6階

墨田区緑4－25－4

江東区東陽4－11－28 
防災センター2階

品川区大崎4－11－12

目黒区中央町2－32－5　
スマイルプラザ中央町1階

就労支援センター　かもめ

公益財団法人　新宿区勤労者・仕事支援センター
就労支援部就労支援課
障害者等就労支援担当

文京区障害者就労支援センター

台東区障害者就労支援室

すみだ障害者就労支援総合センター

江東区障害者就労・生活支援センター

障害者就労支援センター　げんき品川

目黒障害者就労支援センター

千代田区九段南1－2－1　
千代田区役所３階 03（3264）2153

03（3865）3889

03（5439）8062

03（5805）1600

03（5600）2004

03（3699）0325

03（5496）2525

03（5794）8180

03（3200）3316

03（3847）6431

〒102-8688

〒103-0004

〒105-0014

〒160-0022

〒113-0033

〒111-0036

〒130-0021

〒135-8383

〒152-0001

〒141-0032

03（5809）0849
西日暮里オフィス

大田区 大田区立障がい者就労支援センター

世田谷区障害者就労支援センター
「すきっぷ就労相談室」

世田谷区障害者就労支援センター
「すきっぷ就労相談室」分室「クローバー」

世田谷区障害者就労支援センター
「すきっぷ就労相談室」分室「そしがや」

世田谷区障害者就労支援センター
「しごとねっと」

世田谷区障害者就労支援センター
「ゆに（ＵＮＩ）」

渋谷区障害者就労支援センター　
ハートバレーしぶや

一般財団法人　
中野区障害者福祉事業団

杉並区障害者就労支援センター

豊島区保健福祉部障害福祉課
施設・就労支援グループ

就労支援センター北　ドリームヴイ

就労支援センター北　わくわくかん

荒川区障害者就労支援センター
じょぶ・あらかわ

板橋区障がい者就労支援センター　
ハート・ワーク

練馬区障害者就労支援センター

足立区障がい福祉センター
あしすと雇用支援室

葛飾区障害者就労支援センター

江戸川区立障害者就労支援センター

八王子市障害者就労・生活支援センター
ふらん

立川市障害者就労支援センターはたらこ

武蔵野市障害者就労支援センターあいる

三鷹市障がい者就労支援センターかけはし

青梅市障害者就労支援センター

府中市障がい者就労支援センターみ～な

昭島市障害者就労支援センター　クジラ

〒143-0024

〒156-0055

〒154-0004

〒157-0072

〒154-0004

〒158-0098

〒150-0041

〒165-0026

〒168-0072

〒171-8422

〒114-0034

〒115-0044

〒116-0003

〒174-0063

〒176-0012

〒121-0816

〒124-0012

〒133-0052

〒192-0904

〒190-0023

〒180-0023

〒181-0013

〒198-0042

〒183-0026

〒196-0003

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

北北区区

大田区中央4－30－11

世田谷区船橋5－33－1

世田谷区太子堂2－15－1　
野村三軒茶屋ビル8階

世田谷区祖師谷3－1－3

世田谷区太子堂2－15－1　
野村三軒茶屋ビル8階

世田谷区上用賀5－14－1
上用賀アートホール2階

渋谷区神南1－19－8

中野区新井2－8－13

杉並区高井戸東4－10－26

豊島区南池袋2－45－1

北区上十条2－1－12

北区赤羽南2－6－6　
スカイブリッジビル地下1階

荒川区南千住1－13－20

板橋区前野町4－16－1　
板橋区おとしより保健福祉センター内

練馬区豊玉北5－14－6　
新練馬ビル5階

足立区梅島3－31－19

葛飾区立石5－27－1　
ウィメンズパル2階

江戸川区東小岩６－１５－２

八王子市子安町1－8－3　
コーポ森1階

立川市柴崎町2－10－16 
オオノビル2F

武蔵野市境南町2－5－8　
ヴィラージュ武蔵野102号室

三鷹市下連雀4－15－18
下連雀複合施設2階

青梅市東青梅1－2－5　
東青梅センタービル3階

府中市南町5－38

昭島市松原町3－6－7　
アートヒルズ105

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

八王子市

立川市

武蔵野市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市
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03（5728）9135

03（3302）7927

03（5787）4355

03（5494）5581

03（3418）1432

03（5797）2343

03（3462）2513

03（3388）2941

03（5346）3250

03（3985）8330

03（3906）7753

03（3598）3337

03（3803）4510

03（3968）9900

03（3948）6501

03（5681）0133

03（3695）2224

03（5622）6050

042（642）0080

042（525）0884

0422（26）1855

0422（27）8864

0428（25）8510

042（360）1312

042（569）6433



調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

東大和市

奥多摩町
 （※）

新島村
（※）

※印以外の区市町：障害者就労支援事業を実施　　　※印の町村：障害者就労支援の窓口を設置。

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

清瀬市

東久留米市東久留米市

武蔵村山市

多摩市

稲城市

羽村市

あきる野市

西東京市

日の出町

瑞穂町

連絡先一覧8
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調布市障害者地域生活・就労支援センター
ちょうふだぞう
調布市こころの健康支援センター
就労支援室　ライズ

町田市障がい者就労・生活支援センター
りんく
町田市障がい者就労・生活支援センター
Let's（レッツ）

小金井市障害者就労支援センター　
エンジョイワーク・こころ

小平市障害者就労・生活支援センター
ほっと
日野市障害者生活・就労支援センター
くらしごと

東村山市障害者就労支援室

国分寺市障害者就労支援センター

国立市健康福祉部しょうがいしゃ支援課
相談支援係就労支援担当
福生市障害者自立生活支援センター
「すてっぷ」

狛江市障がい者就労支援センター
「サポート」

東大和市総合福祉センターは～とふる
障害者就労生活支援センター

清瀬市障害者就労支援センター

東久留米市障害者就労支援室　
さいわい

東久留米市障害者就労支援室　
あおぞら

武蔵村山市障害者就労支援センター
とらい

マルシェたま　多摩市障がい者
就労支援センター　なちゅーる
稲城市障害者総合相談センター　
マルシェいなぎ

羽村市障害者就労支援センター　
エール

あきる野市障がい者就労・生活支援センター
あすく

西東京市障害者就労支援センター　
一歩

瑞穂町障害者就労支援センター

日の出町障害者就労・生活支援センター
あるって

奥多摩町福祉保健課福祉係

新島村民生課福祉介護係

〒182-0022

〒182-0024

〒194-0013

〒194-0013

〒184-0013

〒187-0001

〒191-0062

〒189-0014

〒185-0024

〒186-8501

〒197-0004

〒201-0013

〒207-0022

〒204-0021

〒203-0052 

〒203-0052 

〒208-0023

〒206-0011

〒206-0802

〒205-0023

〒197-0804 

〒188-0011

〒190-1211

〒190-0182

〒198-0212

〒100-0402

調布市国領町3－19‐1

調布市布田5－46－1

町田市原町田4－24－6　
せりがや会館1階

町田市原町田4－24－6　
せりがや会館1階

小金井市前原町3－41－15

小平市大沼町2－1－3

日野市多摩平2－5－1　
クレヴィア豊田多摩平の森　
サウスレジデンス1階

東村山市本町1－1－1

国分寺市泉町2－3－8　
国分寺市障害者センター１階

国立市富士見台2－47－1

福生市南田園2－13－1　
福祉センター内

狛江市元和泉2－35－1　
あいとぴあセンター内

東大和市桜が丘2－53－6

清瀬市元町1－9－14

東久留米市幸町3－9－28

東久留米市幸町3－7－7　
ロワ・ヴェール6号館101号

武蔵村山市伊奈平1－64－1

多摩市関戸4－19－5　
市立健康センター4階

稲城市東長沼2107－3　
ヒルテラス稲城103

羽村市神明台1－27－4

あきる野市秋川１－７－６　
リヴェール麗２階
西東京市田無町4－17－14 
西東京市障害者総合支援センター　
フレンドリー内
西多摩郡瑞穂町大字石畑2008　
ふれあいセンター1階

西多摩郡日の出町平井3261－2

西多摩郡奥多摩町氷川1111

新島村本村3－12－8

042（487）4552

042（426）9161

042（728）3161

042（728）3162

042（387）9866

042（316）9078

042（843）1806

042（313）3794

042（300）1500

042（576）2111 
内148

042（539）3217

03（5438）3533

042（516）3983

042（495）0010

042（477）3100

042（476）2625

042（560）7839

042（311）2324

042（379）9234

042（570）1233

042（532）1793

042（452）0095

042（568）0139

042（519）9761

0428（83）2777

04992（5）1856

労働相談情報センター
■電話相談（随時）

■来所相談（予約制）

月～金曜日　AM 9：00～PM 8：00【終了時間】（祝日及び12月29日～1月3日を除く）
土曜日　　　AM 9：00～PM 5：00【終了時間】（祝日及び12月28日～1月4日を除く）

0570－00－6110東京都ろうどう110番

●担当区域（会社所在地）に応じて、各事務所が月曜から金曜日の午前９時から午後５時（終了時間）まで
　実施しています（祝日及び12月29日～１月３日は除く）。

●夜間は、各事務所が担当曜日に午後８時（終了時間）まで実施しています
（祝日及び12月29日～１月３日は除く）。
●予約制のため、必ず事前に予約をしてください。

★夜間来所相談
（予約制）

★土曜来所相談
（予約制）

●土曜日は、飯田橋で午前９時～午後５時（終了時間）まで実施しています
（祝日及び12月28日～１月４日は除く）。
●予約制のため、必ず事前に予約をしてください。

労働相談
情報センター
（飯田橋）

大　崎
事務所

池　袋
事務所

亀　戸
事務所

国分寺
事務所

八王子
事務所

03（3265）6110 月曜
金曜

夜間担当区域（会社所在地）電 話所在地窓 口

火曜

木曜

火曜

月曜

水曜

03（3495）6110

03（5954）6110

03（3637）6110

042（321）6110

042（645）6110

千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、
中野区、杉並区、島しょ

港区、品川区、目黒区、大田区
世田谷区

文京区、豊島区、北区、荒川区
板橋区、練馬区

台東区、墨田区、江東区、足立区、
飾区、江戸川区

八王子市、府中市、調布市、町田市、
日野市、狛江市、多摩市、稲城市

立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、
昭島市、小金井市、小平市、東村山市、
国分寺市、国立市、福生市、東大和市、
清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、羽村市
あきる野市、西東京市、西多摩郡

〒192-0046
八王子市明神町3－5－1

〒185-0021
国分寺市南町3－22－10

〒136-0071
江東区亀戸2－19－1
カメリアプラザ7F

〒170-0013
豊島区東池袋4－23－9

〒141-0032
品川区大崎1－11－1
ゲートシティ大崎
ウエストタワー2F

〒102-0072
千代田区飯田橋3－10－3
東京しごとセンター9F
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、できる限り電話相談をご利用くださいます
ようお願いいたします。
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労働相談情報センター
■電話相談（随時）

■来所相談（予約制）

月～金曜日　AM 9：00～PM 8：00【終了時間】（祝日及び12月29日～1月3日を除く）
土曜日　　　AM 9：00～PM 5：00【終了時間】（祝日及び12月28日～1月4日を除く）

0570－00－6110東京都ろうどう110番

●担当区域（会社所在地）に応じて、各事務所が月曜から金曜日の午前９時から午後５時（終了時間）まで
　実施しています（祝日及び12月29日～１月３日は除く）。

●夜間は、各事務所が担当曜日に午後８時（終了時間）まで実施しています
（祝日及び12月29日～１月３日は除く）。
●予約制のため、必ず事前に予約をしてください。

★夜間来所相談
（予約制）

★土曜来所相談
（予約制）

●土曜日は、飯田橋で午前９時～午後５時（終了時間）まで実施しています
（祝日及び12月28日～１月４日は除く）。
●予約制のため、必ず事前に予約をしてください。

労働相談
情報センター
（飯田橋）

大　崎
事務所

池　袋
事務所

亀　戸
事務所

国分寺
事務所

八王子
事務所

03（3265）6110 月曜
金曜

夜間担当区域（会社所在地）電 話所在地窓 口

火曜

木曜

火曜

月曜

水曜

03（3495）6110

03（5954）6110

03（3637）6110

042（321）6110

042（645）6110

千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、
中野区、杉並区、島しょ

港区、品川区、目黒区、大田区
世田谷区

文京区、豊島区、北区、荒川区
板橋区、練馬区

台東区、墨田区、江東区、足立区、
飾区、江戸川区

八王子市、府中市、調布市、町田市、
日野市、狛江市、多摩市、稲城市

立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、
昭島市、小金井市、小平市、東村山市、
国分寺市、国立市、福生市、東大和市、
清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、羽村市
あきる野市、西東京市、西多摩郡

〒192-0046
八王子市明神町3－5－1

〒185-0021
国分寺市南町3－22－10

〒136-0071
江東区亀戸2－19－1
カメリアプラザ7F

〒170-0013
豊島区東池袋4－23－9

〒141-0032
品川区大崎1－11－1
ゲートシティ大崎
ウエストタワー2F

〒102-0072
千代田区飯田橋3－10－3
東京しごとセンター9F
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東京都立（総合）精神保健福祉センター
東京都立中部総合精神保健福祉センター

東京都立多摩総合精神保健福祉センター

東京都立精神保健福祉センター

03（3302）7711

042（371）5560

03（3844）2212

〒156-0057 世田谷区上北沢2－1－7

〒206-0036 多摩市中沢2－1－3

〒110-0004 台東区下谷1－1－3

東京都心身障害者福祉センター

東京都心身障害者福祉センター 〒162-0823 新宿区神楽河岸1－1
東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）12階～15階

〒186-0003 国立市富士見台2－1－1東京都心身障害者福祉センター多摩支所

03（3235）2946

042（573）3311

聴覚障害特別支援学校

中央ろう学校

飾ろう学校

03（5301）3031

03（3606）0121

立川ろう学校 042（523）1358

都立特別支援学校（高等部設置校）
視覚障害特別支援学校

文京盲学校 03（3811）5714 八王子盲学校 042（623）3278

都立特別支援学校の就労支援については

東京都特別支援教育推進室 〒162-0817 新宿区赤城元町1－3 03（5228）3433

難病相談・支援センター

東京都難病相談・支援センター 〒113-8431 文京区本郷3－1－3 03（5802）1892

発達障害者支援センター

東京都発達障害者支援センター（TOSCA） 〒156-0055 世田谷区船橋1－30－9 03（3426）2318

志村学園 花畑学園03（3931）2323 03（3883）7200

肢体不自由特別支援学校

光明学園

小平特別支援学校

城南特別支援学校

村山特別支援学校

大泉特別支援学校

墨東特別支援学校

永福学園

03（3323）8421

042（342）1671

03（3734）6308

042（564）2781

03（3921）1381

03（3634）8431

03（3323）1380

北特別支援学校 03（3906）2321

多摩桜の丘学園

あきる野学園

青峰学園

町田の丘学園 042（737）0570

八王子東特別支援学校 042（646）8120

042（374）8111

042（558）0222

0428（32）3811

鹿本学園 03（3653）7355

水元小合学園 03（5699）0141

府中けやきの森学園 042（367）2511
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病弱特別支援学校

光明学園 03（3323）8421 北特別支援学校 03（3906）2321

小平特別支援学校 042（342）1671 墨東特別支援学校 03（3634）8431

知的障害特別支援学校

青鳥特別支援学校 03（3424）2525

王子特別支援学校 03（3909）8777

武蔵台学園 042（576）7491

八王子西特別支援学校 042（666）5600

久留米特別支援学校（仮称） 042（494）0077

しいの木特別支援学校

町田の丘学園

羽村特別支援学校

江東特別支援学校

足立特別支援学校

飾特別支援学校

0436（66）2789

042（737）0570

042（554）0829

03（3615）2341

03（3850）6066

03（3608）4411

白鷺特別支援学校

田無特別支援学校

03（3652）4151

042（463）6262

南大沢学園 042（675）6075

田園調布特別支援学校 03（3721）6861

永福学園 03（3323）1380

練馬特別支援学校 03（5393）3524

七生特別支援学校

墨田特別支援学校

中野特別支援学校

清瀬特別支援学校

港特別支援学校

042（591）1095

03（3619）4851

03（3384）7741

042（494）0511

03（3471）9191

板橋特別支援学校 03（5398）1221

府中けやきの森学園 042（367）2511

あきる野学園 042（558）0222

多摩桜の丘学園 042（374）8111

青峰学園 0428（32）3811

志村学園 03（3931）2323

水元小合学園 03（5699）0141

77



東京都立（総合）精神保健福祉センター
東京都立中部総合精神保健福祉センター

東京都立多摩総合精神保健福祉センター

東京都立精神保健福祉センター

03（3302）7711

042（371）5560

03（3844）2212

〒156-0057 世田谷区上北沢2－1－7

〒206-0036 多摩市中沢2－1－3

〒110-0004 台東区下谷1－1－3

東京都心身障害者福祉センター

東京都心身障害者福祉センター 〒162-0823 新宿区神楽河岸1－1
東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）12階～15階

〒186-0003 国立市富士見台2－1－1東京都心身障害者福祉センター多摩支所

03（3235）2946

042（573）3311

聴覚障害特別支援学校

中央ろう学校

飾ろう学校

03（5301）3031

03（3606）0121

立川ろう学校 042（523）1358

都立特別支援学校（高等部設置校）
視覚障害特別支援学校

文京盲学校 03（3811）5714 八王子盲学校 042（623）3278

都立特別支援学校の就労支援については

東京都特別支援教育推進室 〒162-0817 新宿区赤城元町1－3 03（5228）3433

難病相談・支援センター

東京都難病相談・支援センター 〒113-8431 文京区本郷3－1－3 03（5802）1892

発達障害者支援センター

東京都発達障害者支援センター（TOSCA） 〒156-0055 世田谷区船橋1－30－9 03（3426）2318

志村学園 花畑学園03（3931）2323 03（3883）7200

肢体不自由特別支援学校

光明学園

小平特別支援学校

城南特別支援学校

村山特別支援学校

大泉特別支援学校

墨東特別支援学校

永福学園

03（3323）8421

042（342）1671

03（3734）6308

042（564）2781

03（3921）1381

03（3634）8431

03（3323）1380

北特別支援学校 03（3906）2321

多摩桜の丘学園

あきる野学園

青峰学園

町田の丘学園 042（737）0570

八王子東特別支援学校 042（646）8120

042（374）8111

042（558）0222

0428（32）3811

鹿本学園 03（3653）7355

水元小合学園 03（5699）0141

府中けやきの森学園 042（367）2511
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病弱特別支援学校

光明学園 03（3323）8421 北特別支援学校 03（3906）2321

小平特別支援学校 042（342）1671 墨東特別支援学校 03（3634）8431

知的障害特別支援学校

青鳥特別支援学校 03（3424）2525

王子特別支援学校 03（3909）8777

武蔵台学園 042（576）7491

八王子西特別支援学校 042（666）5600

久留米特別支援学校（仮称） 042（494）0077

しいの木特別支援学校

町田の丘学園

羽村特別支援学校

江東特別支援学校

足立特別支援学校

飾特別支援学校

0436（66）2789

042（737）0570

042（554）0829

03（3615）2341

03（3850）6066

03（3608）4411

白鷺特別支援学校

田無特別支援学校

03（3652）4151

042（463）6262

南大沢学園 042（675）6075

田園調布特別支援学校 03（3721）6861

永福学園 03（3323）1380

練馬特別支援学校 03（5393）3524

七生特別支援学校

墨田特別支援学校

中野特別支援学校

清瀬特別支援学校

港特別支援学校

042（591）1095

03（3619）4851

03（3384）7741

042（494）0511

03（3471）9191

板橋特別支援学校 03（5398）1221

府中けやきの森学園 042（367）2511

あきる野学園 042（558）0222

多摩桜の丘学園 042（374）8111

青峰学園 0428（32）3811

志村学園 03（3931）2323

水元小合学園 03（5699）0141
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区役所、市役所、町村役場
千代田区

中 央 区

港　　区

新 宿 区

文 京 区

台 東 区

墨 田 区

江 東 区

品 川 区

目 黒 区

大 田 区

世田谷区

渋 谷 区

中 野 区

杉 並 区

豊 島 区

北　　区

荒 川 区

板 橋 区

練 馬 区

足 立 区

03（3264）2111

03（3543）0211

03（3578）2111

03（3209）1111

03（3812）7111

03（5246）1111

03（5608）1111

03（3647）9111

03（3777）1111

03（3715）1111

03（5744）1111

03（5432）1111

03（3463）1211

03（3389）1111

03（3312）2111

03（3981）1111

03（3908）1111

03（3802）3111

03（3964）1111

03（3993）1111

03（3880）5111

八王子市

立 川 市

武蔵野市

三 鷹 市

青 梅 市

府 中 市

昭 島 市

調 布 市

町 田 市

小金井市

小 平 市

日 野 市

東村山市

国分寺市

国 立 市

福 生 市

狛 江 市

東大和市

清 瀬 市

042（626）3111

042（523）2111

0422（51）5131

0422（45）1151

0428（22）1111

042（364）4111

042（544）5111

042（481）7111

042（722）3111

042（383）1111

042（341）1211

042（585）1111

042（393）5111

042（325）0111

042（576）2111

042（551）1511

03（3430）1111

042（563）2111

042（492）5111

羽 村 市

あきる野市

瑞 穂 町

日の出町

檜 原 村

大 島 町

新 島 村

三 宅 村

八 丈 町

青ヶ島村

小笠原村

042（555）1111

042（558）1111

西東京市 042（464）1311

042（557）0501

042（597）0511

奥多摩町 0428（83）2111

042（598）1011

04992（2）1443

04992（5）0240

利 島 村 04992（9）0011

04994（5）0981

神津島村 04992（8）0011

04996（2）1121

御蔵島村 04994（8）2121

04996（9）0111

04998（2）3111

03（3695）1111

03（3652）1151

 飾 区

江戸川区

042（378）2111

042（375）8111多 摩 市

東久留米市

武蔵村山市

042（470）7777

042（565）1111

稲 城 市
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ホームページ一覧

東京都庁

東京都産業労働局

東京都福祉保健局

東京都教育委員会

東京労働局

（独）高齢･障害･求職者雇用支援機構

https://www.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/

https://www.jeed.or.jp/

障害者の就業促進については 内37－725

職業能力開発センターについては　 内37－851

技能の振興（アビリンピック）については　 内37－821

労働相談情報センターについては 内37－652

地域での障害者の就労支援及び生活支援については 内33－250

発達障害者の支援については 内33－171

都立特別支援学校の学校設置予定等については 内53－273

東京都の融資制度・産業力強化融資については 内36－831

産業労働局　雇用就業部　就業推進課

産業労働局　雇用就業部　能力開発課

産業労働局　雇用就業部　能力開発課

産業労働局　雇用就業部　労働環境課

福祉保健局　障害者施策推進部　地域生活支援課

福祉保健局 障害者施策推進部 精神保健医療課

教育庁　都立学校教育部　特別支援教育課

産業労働局　金融部　金融課

都庁代 表 代表　03（5321）1111〒163－8001
新宿区西新宿2－8－1

TOKYOはたらくネット

東京障害者職業能力開発校

（公財）東京しごと財団 障害者就業支援課

ハローワークインターネットサービス

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/school/handi/

https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
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区役所、市役所、町村役場
千代田区

中 央 区

港　　区

新 宿 区

文 京 区

台 東 区

墨 田 区

江 東 区

品 川 区

目 黒 区

大 田 区

世田谷区

渋 谷 区

中 野 区

杉 並 区

豊 島 区

北　　区

荒 川 区

板 橋 区

練 馬 区

足 立 区

03（3264）2111

03（3543）0211

03（3578）2111

03（3209）1111

03（3812）7111

03（5246）1111

03（5608）1111

03（3647）9111

03（3777）1111

03（3715）1111

03（5744）1111

03（5432）1111

03（3463）1211

03（3389）1111

03（3312）2111

03（3981）1111

03（3908）1111

03（3802）3111

03（3964）1111

03（3993）1111

03（3880）5111

八王子市

立 川 市

武蔵野市

三 鷹 市

青 梅 市

府 中 市

昭 島 市

調 布 市

町 田 市

小金井市

小 平 市

日 野 市

東村山市

国分寺市

国 立 市

福 生 市

狛 江 市

東大和市

清 瀬 市

042（626）3111

042（523）2111

0422（51）5131

0422（45）1151

0428（22）1111

042（364）4111

042（544）5111

042（481）7111

042（722）3111

042（383）1111

042（341）1211

042（585）1111

042（393）5111

042（325）0111

042（576）2111

042（551）1511

03（3430）1111

042（563）2111

042（492）5111

羽 村 市

あきる野市

瑞 穂 町

日の出町

檜 原 村

大 島 町

新 島 村

三 宅 村

八 丈 町

青ヶ島村

小笠原村

042（555）1111

042（558）1111

西東京市 042（464）1311

042（557）0501

042（597）0511

奥多摩町 0428（83）2111

042（598）1011

04992（2）1443

04992（5）0240

利 島 村 04992（9）0011

04994（5）0981

神津島村 04992（8）0011

04996（2）1121

御蔵島村 04994（8）2121

04996（9）0111

04998（2）3111

03（3695）1111

03（3652）1151

 飾 区

江戸川区

042（378）2111

042（375）8111多 摩 市

東久留米市

武蔵村山市

042（470）7777

042（565）1111

稲 城 市

連絡先一覧8
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ホームページ一覧

東京都庁

東京都産業労働局

東京都福祉保健局

東京都教育委員会

東京労働局

（独）高齢･障害･求職者雇用支援機構

https://www.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/

https://www.jeed.or.jp/

障害者の就業促進については 内37－725

職業能力開発センターについては　 内37－851

技能の振興（アビリンピック）については　 内37－821

労働相談情報センターについては 内37－652

地域での障害者の就労支援及び生活支援については 内33－250

発達障害者の支援については 内33－171

都立特別支援学校の学校設置予定等については 内53－273

東京都の融資制度・産業力強化融資については 内36－831

産業労働局　雇用就業部　就業推進課

産業労働局　雇用就業部　能力開発課

産業労働局　雇用就業部　能力開発課

産業労働局　雇用就業部　労働環境課

福祉保健局　障害者施策推進部　地域生活支援課

福祉保健局 障害者施策推進部 精神保健医療課

教育庁　都立学校教育部　特別支援教育課

産業労働局　金融部　金融課

都庁代表 代表　03（5321）1111〒163－8001
新宿区西新宿2－8－1

TOKYOはたらくネット

東京障害者職業能力開発校

（公財）東京しごと財団 障害者就業支援課

ハローワークインターネットサービス

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/school/handi/

https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
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