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滋賀県内の公的機関における平成 30 年６月１日現在の

障害者の任免状況等の集計結果について 
－公的機関における実雇用率は全体的に上昇－ 

 

 

 滋賀労働局（局長 石坂弘秋）では、このほど滋賀県の機関、市町等の機関、滋賀県教育委員会及び

地方独立行政法人等から通報・報告された障害者の任免状況等をとりまとめましたので、公表します。 

 公的機関等は、障害者の雇用の促進に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。）第

40 条、第 43条に基づき毎年、障害者である職員の任免等を、厚生労働大臣に通報・報告しなければなら

ないこととされています。 

 今回の集計結果は、同法に基づき通報・報告された平成 30 年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、

精神障害者の雇用の状況について、集計したものです。 

 

 【集計結果の主なポイント】 
 
  滋賀県内の公的機関等における雇用状況 

 
（法定雇用率(注 1) 2.5％、県教育委員会は 2.4％）  

 

１ 滋賀県の機関 

・雇用障害者数 103.0 人（98.0 人）、実雇用率（注 2）2.56％（2.48％） 
 

２ 滋賀県教育委員会 

・雇用障害者数 168.5 人（151.5 人）、実雇用率 2.07％（1.85％） 
 

３ 市町等の機関 

・雇用障害者数 344.0 人（321.0 人）、実雇用率 2.49％（2.32％） 
 

４ 地方独立行政法人等 

・雇用障害者数 51.0 人（41.0 人）、実雇用率 2.00％（1.59％） 
 

※（ ）は前年の値 

 

 なお、民間企業における障害者の雇用状況については、データ入力のための作業ツールの不具合によ

り、平成 31 年３月末までに公表する予定です。 
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（注1）法定雇用率 

 民間企業、国、地方公共団体等は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、 

それぞれ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならない

こととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。）である（なお、平成30年３月まで、精神障

害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は

雇用率に算入することができる）。 

 

            一般の民間企業 ……………………… 2.2％［2.0％］ 

  ○ 民間企業 ………    （45.5人［50人］以上規模の企業） 

            特殊法人等 …………………………… 2.5％［2.3％］ 

                    労働者数40.0人［43.5人］以上規模の特殊法人、 

               独立行政法人、国立大学法人等 

  〇 国、地方公共団体  …………………………………………… 2.5％［2.3％］ 

       （40.0人［43.5人］以上規模の機関） 

  ○ 都道府県等の教育委員会  …………………………………  2.4％［2.2％］ 

       （42.0人［45.5人］以上規模の機関） 

 

     ※（  ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を 

雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。 

    ※［  ］内は、平成30年３月までの値である。 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

         身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                  ＋失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

障害者雇用率＝  

                常用労働者数 − 除外率相当労働者数 ＋ 失業者数 

 

   ※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の 

    障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。 

     

（注2）実雇用率 

以下の算定式により算出する。 
 
        身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

実雇用率＝  

                       常用労働者数 
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平成30年公的機関等の障害者任免状況通報書等 

滋賀県内の集計結果( 概要 ) 

 

 
 

１．地方公共団体における雇用状況  （4～6頁参照） 

地方公共団体（県・市町、公立病院等）の機関において雇用されている障害者の数は 

615.5人で、前年（570.5人）より45.0人増加した。 

各機関の実雇用率は、滋賀県の機関が2.56％、滋賀県教育委員会が2.07％、市町等の23

機関が2.49％であった。 

滋賀県の機関では、障害者の雇用にかかる不足数は0.0人で、達成しているが、滋賀県教

育委員会においては、26.5人の不足となっている。 

市町等の機関においては、全体で11.0人不足し、大津市、米原市、多賀町、日野町およ

び竜王町が未達成となっている。公立甲賀病院組合においては、6.1現在未達成であったが、

公表日時点で達成している。 

 

２．地方独立行政法人等における雇用状況 （7頁参照） 

   地方独立行政法人等に雇用されている障害者の数は51.0人で、前年（41.0人）より10.0

人増加した。 

地方独立行政法人等においては、全体で11.0人不足し、地方独立行政法人市立大津市民病

院が未達成となっている。国立大学法人滋賀医科大学および公立大学法人滋賀県立大学にお

いては、6.1日現在未達成であったが、公表日時点で達成している。 

    

 

  



１．地方公共団体における状況（概況）

① ② ③

法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職
員数

障害者の数 実雇用率

（人） （人） （％）

4,029.0 103.0 2.56

(3,957.0) (98.0) (2.48)

8,143.5 168.5 2.07

(8,171.5) (151.5) (1.85)

13,799.0 344.0 2.49

(13,831.0) (321.0) (2.32)

2,554.0 51.0 2.00

(2,580.5) (41.0) (1.59)

337,872.0 8,244.5 2.44

(336,880.0) (7,951.5) (2.36)

665,709.0 12,670.0 1.90

(668,289.5) (12,385.5) (1.85)

1,060,809.5 25,241.5 2.38

(1,130,049.5) (25,859.0) (2.29)

注1 平成30年12月10日までの通報・報告（修正含む）に基づき集計している。

注2 下段（　　）は平成29年６月１日現在の数値である。

注3 平成29年6月1日現在の法定雇用率は2.3％である。

注4 平成29年6月1日現在の法定雇用率は2.2％である。

(注4)

(注3）

区分 備考

(注3）

(注4)

地方独立行政法人等
（法定雇用率2.5%）

(注3）

全
国

都道府県の機関
（法定雇用率2.5％）

都道府県等の
教育委員会

（法定雇用率2.4％）

市町村等の機関
（法定雇用率2.5％）

(注3）

滋賀県の機関
（法定雇用率2.5％）

滋賀県教育委員会
（法定雇用率2.4％）

市町等の機関
（法定雇用率2.5%）

(注3）
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２．各地方公共団体における状況

（１）滋賀県の機関（法定雇用率2.5％）
① ② ③ ④

法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る職員数

障害者の数 実雇用率 不足数

（人） （人） （％） （人）

計 4,029.0 103.0 2.56 0.0

滋賀県知事部局 3,652.5 92.0 2.52 0.0 (注4)

滋賀県議会事務局 41.0 1.0 2.44 0.0

滋賀県警察本部 335.5 10.0 2.98 0.0

（２）滋賀県教育委員会（法定雇用率2.4％）
① ② ③ ④

法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る職員数

障害者の数 実雇用率 不足数

（人） （人） （％） （人）

滋賀県教育委員会 8,143.5 168.5 2.07 26.5

注１

2

3

4 滋賀県知事部局は、滋賀県病院事業庁及び滋賀県企業庁を含む（特例認定を受けている）。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大
臣の認定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体
障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントしている。
　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者、短時間職員である精神障害者（平成27年６月２日以降
に採用された者または平成27年６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者）につい
ては１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5
人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて
得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職
員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

備考区分

区分 備考
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（３）市町等の機関における状況
① ② ③ ④

法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る職員数

障害者の数 実雇用率 不足数

（人） （人） （％） （人）

13,799.0 344.0 2.49 11.0

1,918.0 43.0 2.24 4.0 (注4-①）

高島市役所 512.0 15.0 2.93 0.0 (注4-②）

長浜市役所 1,347.5 34.0 2.52 0.0 (注4-③）

米原市役所 408.5 8.0 1.96 2.0 (注4-④）

彦根市役所 1,098.0 28.0 2.55 0.0 (注4-⑤）

近江八幡市役所 1,098.0 27.0 2.46 0.0 (注4-⑥）

東近江市役所 891.0 24.0 2.69 0.0 (注4-⑦）

甲賀市役所 771.5 20.5 2.66 0.0 (注4-⑧）

湖南市役所 459.5 12.0 2.61 0.0 (注4-⑨）

草津市役所 844.0 25.0 2.96 0.0 (注4-⑩）

守山市役所 683.0 18.0 2.64 0.0 (注4-⑪）

野洲市役所 422.0 11.5 2.73 0.0

栗東市役所 398.5 10.0 2.51 0.0 (注4-⑫）

多賀町役場 169.0 3.0 1.78 1.0

甲良町役場 148.5 4.0 2.69 0.0

豊郷町役場 148.5 3.0 2.02 0.0

愛荘町役場 282.5 7.0 2.48 0.0 (注4-⑬）

日野町役場 391.5 8.0 2.04 1.0 (注4-⑭）

竜王町役場 251.0 5.0 1.99 1.0 (注4-⑮）　

野洲市教育委員会 168.5 4.5 2.67 0.0

高島市民病院 207.5 5.0 2.41 0.0

長浜市病院事業 739.5 19.5 2.64 0.0

公立甲賀病院組合 441.0 9.0 2.04 2.0 (注5） 　

注１

2

3

4

①大津市は、大津市教育委員会及び大津市企業局を含む。

②高島市は、高島市教育委員会を含む。

③長浜市は、長浜市教育委員会を含む。

④米原市は、米原市教育委員会を含む。

⑤彦根市は、彦根市教育委員会を含む。

⑥近江八幡市は、近江八幡市教育委員会及び近江八幡市立総合医療センターを含む。

⑦東近江市は、東近江市教育委員会を含む。

⑧甲賀市は、甲賀市教育委員会を含む。

⑨湖南市は、湖南市教育委員会を含む。

⑩草津市は、草津市教育委員会を含む。

⑪守山市は、守山市教育委員会を含む。

⑫栗東市は、栗東市教育委員会を含む。

⑬愛荘町は、愛荘町教育委員会を含む。

⑭日野町は、日野町教育委員会を含む。

⑮竜王町は、竜王町教育委員会を含む。

5 公立甲賀病院組合は、公表日現在において不足数0.0人となっている。

区分 備考

計

注４の機関は、特例認定を受けている。
特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大
臣の認定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職
員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体
障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントしている。
　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者、短時間職員である精神障害者（平成27年６月２日以降
に採用された者または平成27年６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者）につ
いては１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5
人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて
得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

大津市役所
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３．地方独立行政法人等における状況

① ② ③ ④

法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る職員数

障害者の数 実雇用率 不足数

（人） （人） （％） （人）

計 2,554.0 51.0 2.00 11.0

国立大学法人
滋賀大学

334.0 8.0 2.40 0.0

国立大学法人
滋賀医科大学

1430.5 33.0 2.31 2.0 （注6）

公立大学法人
滋賀県立大学

208.0 4.0 1.92 1.0 （注6）

地方独立行政法人
市立大津市民病院

581.5 6.0 1.03 8.0

注１

2

3

4

5

6 国立大学法人滋賀医科大学、公立大学法人滋賀県立大学は、公表日現在において不足数0.0人となっている。

区分 備考

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知
的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）
を除いた労働者数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間労働者以外の重度身体
障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントしている。
　また、短時間労働者である重度身体障害者及び重度知的障害者、短時間労働者である精神障害者（平成27年６月２日以
降に採用された者または平成27年６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者）に
ついては１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については、法律上、１人を0.5
人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減
じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

「独立行政法人等」は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第１号から第８号までの法人を指す。

独立行
政法人
等

(注1）

地方独
立行政
法人等
(注2)

「地方独立行政法人等」は同令別表第２の第９号から第10号までの法人を指す。
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