
東京ジョブコーチ職場定着支援事業

【個人情報の取扱いについて】
公益財団法人東京しごと財団では、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号）、
「厚生労働省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」及び関係諸法令等の遵守
徹底を図るとともに、個人情報を適切かつ安全に取り扱うため、個人情報保護基本方針を制定
しています。個人情報の取扱いの詳細はホームページ又は窓口でご確認ください。 

〈発行〉（公財）東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課 企画普及係
〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3　東京しごとセンター８階
TEL：03-5211-2681
HP https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/

東京ジョブコーチのご利用については「東京ジョブコーチ支援センター」まで

☎：03-3378-7057
URL：http://www.ikuseikai-tky.or.jp/~iku-tokyo-jc/

お問い合わせ先

～障害者の職場定着でお悩みの企業の皆さまへ～

貴社の障害者雇用を
「東京ジョブコーチ」がサポートします！

受入れ・仕事の教え方・定着等（テレワーク含む）で悩んでいる職場に、
経験豊富な東京ジョブコーチがお伺いし、一緒に問題解決を図ります。費用は無料です !!

（職場体験実習や特別支援学校卒業生の定着支援にもご利用できます。）

（詳細はHPをご覧ください）

利用者の声

初めての障害者雇用で不安でしたが、事前に本人の
状況や特性を知ることができ、コミュニケーション
も取りやすかった。
業務内容・方法についてもご提案いただき、仕事の
スケジュールも組むことができました。

障害特性と本人の個別特性を
適切に把握され、本人にも分
かりやすく指導していただき、
以前と違い安定した状況にな
りました。

支援の流れ

①相談・申込み
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。

②訪問・打合せ
コーディネーターが
就職先を訪問し、
打合せをします。

⑤定着確認
支援終了から６か月後
定着状況を確認します。
新たな課題が発生した
場合には再支援も可

④支援～支援終了
支援計画に基づき、
支援を実施します。
概ね20回までとしてい
ます。

③支援計画の作成
ご要望をお聴きし、
計画を作成します。

支援の内容例 【その他についてもご相談ください】

受け入れのための業務内容の
検討・組み立ての支援

※テレワークの定着支援は、必要に応じICT分野専門家
も支援をサポート。（オンラインや企業訪問しての支援
となります。）

仕事の教え方・
説明の仕方のアドバイス、
作業マニュアル作成等の

作業習得支援

本人に同行しての会社への通勤支援
社会人・企業人として基本的なマナー・コミュニケーション支援　等

職場適応・定着に関する
お悩み相談、同僚社員への

障害者雇用に対する意識向上等の
体制作りの支援

障害者本人に対して

障害者の就業と企業の雇用を全力サポートします！
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障害者雇用就業サポートデスク
障害者雇用ナビゲート
東京ジョブコーチ

サイようくん

※アートビリティとは、社会福祉法人 東京コロニーの障害者アート専門の芸術ライブラリーです。ⒸArtbility　小幡　真「あじさいとカタツムリ」
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障害者就業支援
事業

いんくる
障害者と企業のための就業支援情報誌 

「いんくる」の名前について
インクルーシブ（包み込む、含んだ、共生）からとっており、一人ひとりの違いを認め、尊重し合い、皆が手を繋ぎひとつになるという意味を込めています。



障害者雇用就業サポートデスク 障害者雇用ナビゲート事業

東京都内に本社又は主たる事務所がある労働者総数300人以下の中小企業等
（但し特例子会社を除く）

※この他にも要件があります。詳しくはお問い合わせください。

～障害者の雇用・就業についてお悩みの皆さまへ～

「障害者雇用就業サポートデスク」が応援します！
～「障害者を雇用したい…でもどうすればいいの？」というお悩みをもった皆さまへ～

貴社の障害者雇用を
「障害者雇用ナビゲート事業」がサポートします！

2022年４月、旧「障害者就業支援情報コーナー」が

「障害者雇用就業サポートデスク」に
生まれ変わりました！

東京しごとセンターの
10階に来てくだサイ！

（公財）東京しごと財団　障害者雇用就業サポートデスク
■所 在 地：〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター10階
■開所時間：平日９時～17時　※土曜・日曜・祝日・年末年始（12月29日～１月３日）はお休み

☎：03-5211-5462
URL：https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/yourself_supporter/information_corner.html

お問い合わせ先

障害者手帳の有無や障害の種別に関わらず、障害のある方やその関係者（家族・友人・知人・就労支援
機関等）、企業などを対象に、それぞれの状況やご希望に応じたご相談を随時承ります。障害理解、
就職活動、障害者雇用に関する資料もご覧いただけますので、お気軽にご利用ください。
※相談無料　※職業紹介は行っておりません

障害者雇用就業サポートデスクとは？

●来所・電話相談に加え、新たに「オンライン相談」ができるようになりました。
　※cisco社 Webex Meetings使用。通信にかかる費用はご相談者様の負担となります。

●一般相談、社会保険労務士等への相談に加え、「障害者テレワークの専門家への相談」を開始
しました。『障害者のテレワークを検討しているが、どのように進めていいか分からない』等、導入
検討段階におけるお悩みから、テレワーク環境の整備や支援機器の活用方法等についてご相談を
お受けします。

どこが変わったの？

すべてのご相談は予約制です（資料の閲覧のみの場合は予約不要）。
まずはお問い合わせください。

●一般相談…月～金曜日　9時～17時

●障害者テレワークの専門家への相談…毎週火曜日　13時～17時
　※一般相談・テレワーク専門相談のご利用は複数回可能（１回あたり最大１時間）
●社会保険労務士等への相談…毎週木曜日　13時～17時
　※ご利用はお一人様・一企業、１回限り（最大１時間）

相談するにはどうしたらいいの？

（公財）東京しごと財団　総合支援部　障害者就業支援課

☎：03-5211-2318（「雇用ナビゲートの件」とお伝えください）

E-mail：s_navigator@shigotozaidan.or.jp
URL：https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/company/grant_business.html

お問い合わせ先

中小企業の皆さまが障害者雇用に安心して取り組めるように、専任ナビ
ゲーターが雇用前の準備から採用後の雇用管理まで一貫した支援をします。
サポートは全て無料です！
また、テレワーク実施に必要な機器等への助成金制度が始まりました。
支給要件等はお問い合わせください。

各企業が抱える課題は異なります。
経験豊富なナビゲーターがそれぞれのニーズに適したご提案を行います。
まずはお気軽にお問い合わせください！

対象企業の要件

支援の流れ

※１ 採用以降の支援は、一部企業で要件あり
※２ ナビゲーターは採用選考（評価）には関わりません
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①雇用前準備
障害者を雇用する前に
知っておくべき知識・
情報を提供し、必要な
準備について支援

③採用後支援※１

採用直後の定着支援と
して、採用した方の障
害特性に応じた制度・
環境の調整や関係機関
との連携等を支援

④定着支援※１

長期的・安定的な雇用
に向けた支援

②採用活動
企業等に応じた求人募
集の方法や採用活動上
のポイントについての
提案等の支援※２

ナビゲーターによる支援

現在、障害者雇用をしていない または
既に障害者（身体、知的）を雇用
しているが、新たに精神障害者を
雇用したい

採用後、最長３年間のサポート



障害者雇用就業サポートデスク 障害者雇用ナビゲート事業

東京都内に本社又は主たる事務所がある労働者総数300人以下の中小企業等
（但し特例子会社を除く）

※この他にも要件があります。詳しくはお問い合わせください。

～障害者の雇用・就業についてお悩みの皆さまへ～

「障害者雇用就業サポートデスク」が応援します！
～「障害者を雇用したい…でもどうすればいいの？」というお悩みをもった皆さまへ～

貴社の障害者雇用を
「障害者雇用ナビゲート事業」がサポートします！

2022年４月、旧「障害者就業支援情報コーナー」が

「障害者雇用就業サポートデスク」に
生まれ変わりました！

東京しごとセンターの
10階に来てくだサイ！

（公財）東京しごと財団　障害者雇用就業サポートデスク
■所 在 地：〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター10階
■開所時間：平日９時～17時　※土曜・日曜・祝日・年末年始（12月29日～１月３日）はお休み

☎：03-5211-5462
URL：https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/yourself_supporter/information_corner.html

お問い合わせ先

障害者手帳の有無や障害の種別に関わらず、障害のある方やその関係者（家族・友人・知人・就労支援
機関等）、企業などを対象に、それぞれの状況やご希望に応じたご相談を随時承ります。障害理解、
就職活動、障害者雇用に関する資料もご覧いただけますので、お気軽にご利用ください。
※相談無料　※職業紹介は行っておりません

障害者雇用就業サポートデスクとは？

●来所・電話相談に加え、新たに「オンライン相談」ができるようになりました。
　※cisco社 Webex Meetings使用。通信にかかる費用はご相談者様の負担となります。

●一般相談、社会保険労務士等への相談に加え、「障害者テレワークの専門家への相談」を開始
しました。『障害者のテレワークを検討しているが、どのように進めていいか分からない』等、導入
検討段階におけるお悩みから、テレワーク環境の整備や支援機器の活用方法等についてご相談を
お受けします。

どこが変わったの？

すべてのご相談は予約制です（資料の閲覧のみの場合は予約不要）。
まずはお問い合わせください。

●一般相談…月～金曜日　9時～17時

●障害者テレワークの専門家への相談…毎週火曜日　13時～17時
　※一般相談・テレワーク専門相談のご利用は複数回可能（１回あたり最大１時間）
●社会保険労務士等への相談…毎週木曜日　13時～17時
　※ご利用はお一人様・一企業、１回限り（最大１時間）

相談するにはどうしたらいいの？

（公財）東京しごと財団　総合支援部　障害者就業支援課

☎：03-5211-2318（「雇用ナビゲートの件」とお伝えください）

E-mail：s_navigator@shigotozaidan.or.jp
URL：https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/company/grant_business.html

お問い合わせ先

中小企業の皆さまが障害者雇用に安心して取り組めるように、専任ナビ
ゲーターが雇用前の準備から採用後の雇用管理まで一貫した支援をします。
サポートは全て無料です！
また、テレワーク実施に必要な機器等への助成金制度が始まりました。
支給要件等はお問い合わせください。

各企業が抱える課題は異なります。
経験豊富なナビゲーターがそれぞれのニーズに適したご提案を行います。
まずはお気軽にお問い合わせください！

対象企業の要件

支援の流れ

※１ 採用以降の支援は、一部企業で要件あり
※２ ナビゲーターは採用選考（評価）には関わりません
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①雇用前準備
障害者を雇用する前に
知っておくべき知識・
情報を提供し、必要な
準備について支援

③採用後支援※１

採用直後の定着支援と
して、採用した方の障
害特性に応じた制度・
環境の調整や関係機関
との連携等を支援

④定着支援※１

長期的・安定的な雇用
に向けた支援

②採用活動
企業等に応じた求人募
集の方法や採用活動上
のポイントについての
提案等の支援※２

ナビゲーターによる支援

現在、障害者雇用をしていない または
既に障害者（身体、知的）を雇用
しているが、新たに精神障害者を
雇用したい

採用後、最長３年間のサポート
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