障害者の就業支援のために開発された主なアセスメントツールについて
ツール

ワークサンプル幕張版
（MWS）

幕張ストレス・疲労ア
セスメントシート
（ＭＳＦＡＳ）

ナビゲーションブック

対象者

障害者全般

精神障害者
等

発達障害者
等

資料２

実施主体

目的

手法

タイミング

地域障害者職業セ
ンター / 一部の就
労移行支援事業
所 / 一部の障害
者就業・生活支援
センター等

就労支援の場において、OA・事務作業や実務
作業を通じて障害の状況や作業能力を把握す
るとともに、補完手段の確立のための支援方法
検討するために活用。
評価として用いる簡易版と、作業能力向上・補
完手段の確立等のための訓練版がある。

支援者がさまざまな作
業種目の検査ツールを
用いて実施

職業評価
職業準備段階、職場
復帰段階等における作
業支援

地域障害者職業セ
ンター /
一部の就労移行支
援事業所 等

職業相談にあたり、①基本情報を収集し、②
自己理解を促進し、③ストレス・疲労の具体的
な対処方法を検討するために活用。

障害者が主体的に記
入する利用者用シート
と支援者が主体的に記
入する支援者用シート
があり、どちらも協同で
作成する。

職業相談・職業評価

地域障害者職業セ
ンター /
一部の就労移行支
援事業所 / 一部の
障害者就業・生活
支援センター 等

職業相談等にあたって、①障害者自身の理解
をより深めるとともに、②障害者自身の特徴や
セールスポイント、障害特性、職業上の課題、
事業所に配慮してほしいこと等をまとめて、事業
主や支援機関に説明する際に活用。

障害者自身の気付きと
支援者によるアセスメン
ト等を通じて、障害者
本人が主体的に作成

職業相談
就職・職場復帰段階

個別支援計画の作成
段階、支援期間中の
諸段階

一定期間経過した後の
訓練・就業状況等を振
り返る際（年3回程
度）

就労移行支援のため
のチェックリスト

障害者全般

就労移行支援事
業所 等

就労移行支援事業所等が個別支援計画を作
成し、就労支援サービスを進めていく中で、対象
者が就労に移行するための現状を把握する。

実施主体者が一定期
間対象者を観察し、
「日常生活」「職場での
対人関係」「職場での
行動・態度」等に関する
チェックリストに沿って作
成

就労支援のための
チェックリスト（訓練生
用及び従業員用）

特別支援学校
生徒、訓練生、
福祉機関利用
者（訓練生
用）
在職障害者
（従業員用）

教育・訓練、福祉
機関の作業指導や
訓練等の担当者
（訓練生用） /
職場の雇用管理・
指導担当者（従
業員用）

教育・訓練場面において、就労に向けた課題を
具体的にして効果的な支援を行う。（訓練
用）
就労の場において、就労を継続するに当たり課
題を具体的にして、効果的な指導、職場適応
や作業能率の改善に役立てる。（従業員用）

実施主体者が一定期
間対象者を観察し、
「日常（職業）生活」
「対人関係」「作業力」
「作業（仕事）への態
度」に関するチェックリス
トに沿って作成
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障害者の就業支援における主なアセスメントツールの例①
ワークサンプル幕張版（ＭＷＳ）

○ 就労支援の場において、障害者の職業能力を評価することに加え、作業上必要となるスキルや補完手段の方
法などを把握し、支援するためのツールとしてＪＥＥＤが開発。
○ OA作業（数値入力や検索修正など）、事務作業（物品請求書作成や作業日報集計など）、実務作業（ピッキ
ングやプラグタップ組立など）の３分類、16のワークサンプルで構成され、評価のための簡易版と、訓練・補
完手段獲得等のための訓練版がある。
○ 利用者の希望職種なども踏まえつつ、障害特性や作業能力等把握したい事項によりワークサンプルを選択し、
実施する。

（出典）障害者職業総合センター「ワークサンプル幕張
版（MWS）改訂・新ワークサンプル開発のご案内」
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障害者の就業支援における主なアセスメントツールの例②
幕張ストレス・疲労アセスメントシート（ＭＳＦＡＳ）第３版
○ 就労支援の場において、ストレス・疲労を把握し、対処方法を検討するツールとして、ＪＥＥＤが開発。
○ カテゴリーごとにシートが構成されており、本人の特性に応じて第２版や第３版（Ⅰ）～（Ⅳ）各シートを
柔軟に組み合わせて活用する。
○ 職業相談にあたり、①基本情報を共有し、②自己理解を促進し、③具体的な対処方法を検討するために、各
場面で活用できる。
（例）第３版 （Ⅳ）うつ病（求職者）シートＦの一部

支援者（相談）用シート

利用者用シート
Ａ

自分の生活習慣・健康状態を
チェックする

Ｂ

ストレスや疲労の解消方法を
考える

Ｃ

ソーシャルサポートについて
考える

Ｄ

これまで携わった仕事につい
て考える

Ｅ

病気・障害に関する情報を整
理する

Ｆ

ストレスや疲労が生じる状況
について整理する

G

医療情報整理シート

H

ストレス・疲労に関す
る探索シート

I

服薬／治療・リハビリ
の経過整理シート

J

支援手続きの課題分析
シート

K

対処方法の検討シート

L

支援計画立案シート

M

フェイスシート

（出典）障害者職業総合センター「幕張ストレス・疲労アセスメントシート MSFASの活用のために」
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障害者の就業支援における主なアセスメントツールの例③
ナビゲーションブック
○ 障害者自身の特徴やセールスポイント、障害特性、
職業上の課題、事業所に配慮してほしいこと等をま
とめて、事業主や支援機関に説明する際に活用する
ツール。
○ 障害者自身の気づきと支援者によるアセスメント
等を通じて、障害者本人が主体的に作成する。
○ 発達障害者向けのツールとしてＪＥＥＤが開発し
たものだが、発達障害者以外も利用できる。

（出典）障害者職業総合センター職業センター支援マニュアルNo.１３「発達障害者のワークシステム・サポートプログラム
作成と活用」

ナビゲーションブックの
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障害者の就業支援における主なアセスメントツールの例④
就労移行支援のためのチェックリスト
○ 就労移行支援事業者が対象者について支援すべき事項を明らかにするためのツールとして、ＪＥＥＤが作成。
○ 「必須チェック項目」（個別支援計画を策定するに当たって重視すべき項目）と、「参考チェック項目」
（就労移行支援をよりよく進めるために参考となる項目）があり、個別支援計画を作成し、就労支援サービス
を進めていく中で、対象者が就労に移行するための現状を把握することができる。
必須チェック項目

日常生活

・起床 ・生活リズム ・食事 ・服薬管理 ・外来通院
・体調不良時の対処 ・身だしなみ ・金銭管理
・自分の障害や症状の理解 ・援助の要請 ・社会性

働 く 場 で の ・あいさつ ・会話 ・言葉遣い
対人関係
・非言語的コミュニケーション ・協調性
・感情のコントロール ・意思表示 ・共同作業
働 く 場 で の ・一般就労への意欲 ・作業意欲 ・就労能力の自覚
行動・態度 ・働く場のルールの理解 ・仕事の報告 ・欠勤等の連絡
・出勤状況 ・作業に取り組む態度 ・持続力
・作業速度 ・作業能率の向上 ・指示内容の理解
・作業の正確性 ・危険への対処 ・作業環境の変化への対
応
各項目について、５段階又は２段階のチェックを行う。
参考チェック項目
・仕事の自発性 ・仕事の準備と後片付け ・巧緻性 ・労働福祉的知識
・家族の理解 ・交通機関の利用 ・指示系統の理解 ・数量、計算 ・
文字

（出典）障害者職業総合センター「就労移行支援のためのチェックリスト」
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障害者の就業支援における主なアセスメントツールの例⑤

就労支援のためのチェックリスト

○ 特別支援学校や職業訓練機関、福祉施設等の利用者について就労に
向けた課題と効果的な支援を明らかにするための訓練生用版チェック
リストを、また在職障害者の就労継続に向けた課題と効果的な指導等
を明らかにするための従業員用版のチェックリストをＪＥＥＤが作成。
○ 訓練生用チェックリストにおいては、一定期間の観察のもとに、日
常生活、対人関係、作業力、作業への態度について、4段階でチェッ
クする。時系列で同じ内容をチェックすることで改善の様子や支援の
効果が見られる。従業員用チェックリストにおいては、職業生活、対
人関係、作業力、仕事への態度についてチェックする。

（出典）障害者職業総合センター「就労支援のためのチェックリスト活用の手引き」

6

6

