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はじめに
全国の障害者職業能力開発校の入校者のうち、精神障害者の入校者数は大幅に増加しています。
現在、我が国の精神障害者数は約 320 万人以上と推計されており、精神障害者の職業訓練ニーズは
非常に高く、就職により効果的に結びつく職業訓練の実施が求められています。
この実情を受けて、職業能力開発分野においても精神障害者を対象とする職業訓練対策の拡充が
図られ、精神障害者を受け入れる職業能力開発施設は少しづつ増加しているところです。
しかしながら、現状としては精神障害者を対象とした訓練コースを設置しているのは一部の障害
者校であり、障害者委託訓練の受講者に占める精神障害者の受講者数も増加、その他の障害者校も
他の障害を持つ者と一緒に職業訓練を実施する等、受け入れながら体制の準備を進めているところ
です。
一方、一般の訓練校において、精神障害者対象の専門訓練コースではなく、既存の訓練コースで
受け入れを行うケース、また、訓練実施後に障害がわかるケースも散見されるようになってきまし
た。
これらの精神障害者の職業訓練について現状の実態を把握し、それぞれの状態に対して考慮すべ
き効果的な訓練手法・体制等について検討・検証するための資料の一つとして、全国の職業能力開
発施設の現状を調査し、その結果を報告書として取りまとめました。
本報告書が、国及び都道府県等の行政機関をはじめ職業能力開発関係機関及び民間職業訓練機関
が行う精神障害者に対する効果的な職業訓練の実施に関する基礎資料として活用され、職業能力開
発が一層発展することを期待するものであります。
おわりに、本研究にご助言を頂いた厚生労働省の関係者及び研究会の委員各位の他、各地への訪
問調査時にご協力いただいた多数の関係各位に心から感謝の意を表するとともに、今後とも日本の
職業能力開発の発展のためにご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げる次第であります。
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