障害者雇用
のすすめ

山梨労働局・ハローワーク（公共職業安定所）

R4.8.19 改訂版
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１

障害者雇用について考えてみましょう
障害者雇用というと、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
障害のある人を雇わなければいけないということはわかっているけれど「どのような仕事ができ
るのか」「会社の利益につながるのだろうか」となかなか一歩を踏み出せないところがあるのでは
ないでしょうか。
しかし実際は、事務、販売、製造からシステムエンジニアなどの専門職まで、さまざまな職種で
障害のある人が活躍しています。障害者雇用を積極的に進めている企業は、障害のある人の「でき
ないこと」ではなく、「できること」に目を向けています。その人の能力を活かせる仕事を切り出
し、能力が発揮できる職場環境を整備することで、その人に活躍の場を与えると同時に、企業の利
益につなげているのです。これは、多様な価値観や属性を持つ人材活用の考え方にも通じます。
また、障害者雇用をきっかけに社内のコミュニケーションが活性化した、雰囲気が明るくなった
という声が聞かれます。障害のある方に必要な配慮を与えることが障害のない人への配慮につな
がったり、障害のある人の存在が周囲に刺激を与えたりする話も良く聞かれます。
さまざまな支援機関が雇用のお手伝いをしますので、ぜひ障害者雇用の取組をお願いいたします！

障害者雇用を理解するキーワード
障害のある人も障害のない人たちと同じように生活、活動できる「完
全参加と平等」の社会を実現することが重要
共生社会
の実現
障害があっても働く意欲と能力をもっているならば、誰もが職業を通
して社会参加できる「共生社会」をつくる

企業の社
会的責任
CSR(Corpo
rate Social
Responsib
ility)

企業は、利益を追求するだけでなく、顧客、投資家、労働者、地域
社会などのステークスホルダー(利害関係者）との適切な関係の下
に経営していく
コンプライアンス(法令遵守)
法令違反は企業の信頼を失墜し企業経営に大きなダメージ
環境問題への取り組み、地域貢献などと同様に、障害者の人材活
用、法令遵守の取り組み

ダイバー
シティ

社員一人ひとりが持つ様々な違い（性別・国籍・年齢・学歴や職歴な
ど）を受け入れ、それぞれを価値として活かすことで企業の競争力に
活かす
「はじめからわかる 障害者雇用 事業主のためのQ&A集」より

２

障害者雇用に関係する法令

障害者雇用促進法（障害者の雇用の促進等に関する法律）
○
○
○
○

昭和５１年１０月～ 身体障害者を対象とする雇用率制度を創設
平成２５年４月～ 法定雇用率の引上げ（1.8％→2.0％）
平成２７年４月～ 障害者雇用納付金対象企業の拡大（常用労働者100人
を超える企業）
平成２８年４月～ 雇用分野における障害を理由とする差別の禁止・合理
的配慮の提供義務
平成３０年４月～ 算定基礎に精神障害者を加えて法定雇用率を算定（法
定雇用率の引き上げ 2.0％→2.2％）
令和３年３月～
法定雇用率の経過措置廃止（2.2％→2.3％）

○
○

障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等）
○

平成２８年４月～ 差別的取扱いの禁止、合理的配慮の不提供の禁止
（民間事業者は努力義務）

障害者虐待防止法（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等
に関する法律）
○ 平成２４年１０月～ 障害者虐待の禁止、障害者虐待防止のスキーム等

障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律）
○

就労系福祉サービス（就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、
就労継続支援B型事業）から一般就労への移行

障害者優先調達推進法（国等による障害者就労施設等からの物品等の
調達の推進等に関する法律）
○

平成２５年４月～

国、独立行政法人等の公契約における障害者の就業を
促進するための措置競争参加資格を定めるに当たって、
法定雇用率を満たしていること等に配慮する等の措置
を講ずるよう努める

３

障害者雇用義務（法定雇用率）
「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての
事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

障害者の雇用により、以下のことが期待されます
共生社会の実現

・障害に関係なく、意欲や能力に応じて、誰もが職業を通して社会
参加できる「共生社会」の実現につながります。

労働力の確保

・障害者の「できること」に目を向け、活躍の場を提供することで、
企業にとっても貴重な労働力の確保につながります。

生産性の向上

・障害者がその能力を発揮できるよう職場環境を改善することで、
他の従業員にとっても安全で働きやすい職場環境が整えられます。

法定雇用率は、令和3年３月１日から以下のようになっています
（
事業主区分

民間企業
国、地方公共団体等
都道府県等の教育委員会

法定雇用率
）内の人数以上が報告対象企業となります。

平成30年
3月末まで

平成30年
４月１日以降

令和3年
３月1日から

2.0％
(50.0人）
2.3％
(43.5人）
2.2％
(45.5人)

2.2％
(45.5人)
2.5％
(40.0人)
2.4％
(42.0人)

2.３％ (43.5人）
2.６％ (38.5人)
2.５％ (40.0人)

従業員４３．５人以上の事業主は、従業員の２．３％（法定雇用率）に相当
する以上の障害者を雇用しなければなりません。
たとえば・・・常用労働者数１２０人の企業の場合
（１２０人×２．３％＝２．７６人≒２人（小数点以下は切り捨て）
→すなわち、障害者雇用率制度においては２人以上の障害者を雇用しなければなりません。
○雇用義務を履行しない事業主は、ハローワークから雇入れ計画作成命令などの行政指導を受け
るとともに、その後も改善が見られない場合は、企業名が公表されます。

４

障害者である労働者のカウント方法
障害者雇用率制度において、重度障害者を雇用すると1名につき2名分の障害者とし
てカウントすることができます（ダブルカウント）。
30時間以上に満たない勤務の障害者を雇用した場合には、1名につき0.5人分の障害
者としてカウントすることができます。（精神障害者のカウントに一部特例あり）

1週間の所定労働時間
障害種別

30時間以上

20～30時間内
(短時間労働
者）

身体障害者
身体障害者手帳を所持し、障害者等級が3～6級の労働者

１人

０．５人

身体障害者 重度
身体障害者手帳を所持し、障害等級が1級か2級の労働者

２人
（ﾀﾞﾌﾞﾙｶｳﾝﾄ）

１人
（ﾀﾞﾌﾞﾙｶｳﾝﾄ）

知的障害者
・療育手帳を所持し、「B」判定で、「重度知的障害者判定」を受
けていない労働者
・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉セン
ター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる
判定書を所持している労働者

１人

０．５人

知的障害者 重度
・療育手帳を所持し、「A(または重度・最重度）」判定の労働者
・地域障害者職業センター実施する「重度知的障害者判定」
「（職業的）重度」と判定された労働者

２人
（ﾀﾞﾌﾞﾙｶｳﾝﾄ）

１人
（ﾀﾞﾌﾞﾙｶｳﾝﾄ）

１人

０．５人

精神障害者
精神障害者保健福祉手帳を所持している労働者

※精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者
① 通報年の3年前の年に属する6月2日以降に雇入れられた者であること
② 通報年の3年前の年に属する6月2日より前に雇入れられた者で、同日
以降に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

１人

令和5年3月31日までに雇入れられた労働者が対象

上記の障害者種別に含まれれば、障害者雇用率にカウントできる場合があります。
※正社員以外の労働者

※トライアル雇用中の労働者

※休職中の労働者

※退職予定の労働者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の取得手続きや障害種別・程
度に応じた各種サービスについては、市役所又は町村役場の障害福祉担当にお問合
せください。
※労働者のカウントに対して、ご不明な点は、ハローワークにお問合せください。

５

障害者雇用率達成指導の流れ
実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「雇入れ
計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導。

雇入れ計画作成命令（２
年計画）

雇用状況報告（毎年６月
１日の状況）

※翌年１月を始期とする２年間の計
画を作成するよう、公共職業安定所
長が命令を発出（同法第46条第1
項）

（障害者雇用促進法第43条第7項）

雇入れ計画の適正実施
勧告

特別指導
※雇用状況の改善が特に遅れてい
る企業に対し、公表を前提とした特
別指導を実施（計画期間終了後に９
か月間）

※計画の実施状況が悪い企業に対
し、適正な実施を勧告（計画の１年
目12月）（同法第46条第6項）

企業名の公表
（同法第47条）
※不足数の特に多い企業について
は、当該企業の幹部に対し、厚生労
働省本省による直接指導も実施して
いる。

６

障害者雇用納付金制度
障害者雇用について、事業主間の経済的負担を調整する観点から、常時雇用している障害者の数
が雇用義務数（法定雇用障害者数）を下回っている事業主（従業員１００人超）は、不足する人数
に応じて障害者雇用納付金を納める必要があります。
この納付金を財源に、雇用義務数を上回っている事業主に対して障害者雇用調整金、報奨金、各
種の助成金を支給しています。
障害者を雇用するには、作業施設・設備の改善や職場環境の整備など、経済的負担が伴います。
この制度は障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図り
つつ、障害者雇用の水準を高めることを目的としています。

従業員１００人超の事業主
○障害者雇用納付金（法定雇用率未達成事業主）
不足１人につき月額５０,０００円 納付
○障害者雇用調整金（法定雇用率達成事業主）
超過１人につき月額２７,０００円 支給
○特例給付金（週10～20時間未満で働く障害者を雇用する事業主）
対象者１人につき月額７,０００円 支給
※週所定労働時間20時間以上の障害者の人月数が上限

従業員１００人以下の事業主
○報奨金（一定水準を超えて障害者を雇用する事業主）
超過１人につき月額２１,０００円支給
○特例給付金（週10～20時間未満で働く障害者を雇用する事業主）
対象者１人につき月額５,０００円 支給
※週所定労働時間20時間以上の障害者の人月数が上限

障害者雇用納付金は罰則ではありません
納付したからといって障害者雇用義務を免れることができるもの
ではありません。
詳しくは、高齢・障害・求職者雇用支援機構 山梨支部 （０５５－２４２－３７２３）まで。

７

障害者雇用状況
障害者雇用率
障害者の雇用は近年着実に進展しており、山梨県内においては企業に雇用されている障害者の率
を示す「障害者雇用率」が2.16％（全国平均2.20％）、障害者法定雇用率が達成できている企業
割合が57.3％（全国平均47.0％）となっています。しかしながら、法定雇用率2.3％には届いて
おらず、今後、雇用率達成に向けた取組が課題となっています。

民間企業の障害者実雇用率及び達成企業割合
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山梨

障害者の職業紹介状況（山梨県）
各ハローワークを通じた障害者の就職件数は、前年度の744件から5件増加し、749件（対前年
度比0.7％増）となり、２年ぶりの増加となった。新規求職申込件数は1,580件で、前年度から
183件増加（対前年度比13.1％増）となった。
就職件数については、身体障害者、知的障害者、その他の障害者では減少したが、精神障害者は
増加となった。

年次推移
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職業別の就職状況（令和３年度）
職業別では、「事務的職業」（214件、28.6％）の割合が大きく、
「運搬・清掃・包装等の職業」（176件、23.5％）、「生産工程の職業」（101件、13.5％）、
「サービスの職業」（73件、9.7％）が続いている。
障害種別でみると、身体障害者、精神障害者、その他障害者については「事務的職業」（身体障
害者、65件、37.1％、精神障害者、112件、29.9％、その他障害者、25件、34.7％）、
「運搬・清掃・包装等の職業」（身体障害者、26件、14.9％、精神障害者、86件、22.9％、
その他障害者、20件、27.8％）の割合が、知的障害者では、「運搬・清掃・包装等の職業」
（44件、34.6％）、「生産工程の職業」（22件、17.3％）の割合が高い状況となっている。
管理的職業, 1件, 0.1%
分類不能の職
業, 0件, 0.0%

建設・採掘の
職業, 8件,
1.1%

専門的・技術
的職業, 57件,
7.6%

(凡例)

運搬・清掃・包
装等の職業,
176件, 23.5%
事務的職業,
214件, 28.6%

輸送・機
械運転
の職業,
22件,
2.9%

管理的職業

農林漁業の職業

専門的・技術的職業

生産工程の職業

事務的職業

輸送・機械運転の職業

販売の職業

建設・採掘の職業

サービスの職業

運搬・清掃・包装等の職業

分類不能の職業

保安の職業

生産工程の職
業, 101件,
13.5%

販売の職
業, 29件,
3.9%

農林漁業の職
業, 55件, 7.3%

サービスの職
業, 73件, 9.7%

保安の職業,
13件, 1.7%

※ 数値は就職件数及び職業別構成比。

身体障害者

6.3%

知的障害者

その他の障害者

5.5%

14.9%

27.8%
29.9%

37.1%

6.9%

9.1%
22.9
%

9.4%

34.6
％

6.9%
9.1%

精神障害者

5.5%

34.7%

11.0%
14.7%

11.1%

11.0%

10.9%

8.8%

17.3%

9.1%

6.3％

8.3%

※ 数値は職業別構成比(％)。ただし、５％以上の職業についてのみ記載。
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5.6%

障害特性の理解と必要な配慮
「障害のある人」と言っても、さまざまな障害特性があります。特性を理解して、雇用につなげ
てください。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下「障害者法」）においては、「障害者」を「身体
障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業
生活を営むことが著しく困難な者」と定めています。

身体障害者の障害特性
障害種類
•

視覚障害

一般的な特性等
•
•

視力、視野に障害があります
見え方の個人差があるため、確認
をお願いします

配慮・理解いただきたいこと
•
•

パソコンの画面拡大、音声化
ソフトなどの活用で、職域が
広がります
職場内での移動時に危険がな
いか確認をお願いします

•

聴覚障害

•

障害になった時期によって、主な
コミュニケーション手段が異なり
ます（手話、口話（口元を見て読
み取る、筆談）

•

情報が伝達されずに疎外感を
感じることがあるため、配慮
をお願いします

•

肢体不自由

•

先天性、後天性（事故や病気）に
より様々な障害があります

•

できること、難しいことは個
人差があります。個人の状況
に合わせて、できる範囲で物
理的な環境の整備をお願いし
ます

•

内部障害

•

心臓、腎臓などに障害があり、定
期通院や治療機器の装着が必要で
す

•

一見して見えない障害のため、
個人の状況に合わせて、通院
時間の確保や物理的な環境の
整備をお願いします
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知的障害者の障害特性
一般的な特性

得意なこと

•

生まれつきの障害

•

時間をかけて作業に習熟

•

基礎学力や記憶力の障
害

•

慣れてしまえば安定して
作業ができる

•

繰り返すことで、習熟
できることが多い（一
般的に、単純繰り返し
作業は得意）

•

変化の少ない作業、反復
作業が得意

•

言葉での指示よりも、実
際に作業のやり方を見せ
てもらう方が有効です

•

明確な決まりやルールを
守ろうとする人が多い

•

車の運転ができる、パソ
コンを使える、スマート
フォンが扱えるなど、能
力の個人差があります

•

基本的に障害が進行す
ることはない

•

療育手帳を取得できる
（知能検査と社会生活
能力で判定）

配慮・理解いただきたいこと
•

一般的に計算や難しい漢字の
読み書きは苦手ですが、パソ
コンを使えるレベルの人もい
ます

•

分かりやすい平易な言葉で、
具体的に説明をお願いします

•

自分の気持ちや言葉を言語化
して伝えることが苦手なため、
作業日誌は自由記述のみでな
く、チェックリスト形式が有
効

•

臨機応変な判断、急な変化へ
の対応が苦手ですが、判断基
準が明確であれば対応可能

精神障害者の障害特性
一般的な特性
•

統合失調症、うつ病、躁
うつ病などにかかってい
る人で、病気が慢性化し
ている（後天性）

•

通院と服薬により、症状
が安定し、就労できる人
が多い

•

知的な能力は普通な人が
多い

•

ストレスに弱い、疲れや
すい人が多い（疲れやす
さへの配慮が必要）

•

精神障害者保健福祉手帳
を取得できる（※障害を
開示して就職する場合、
主治医から就労可能な条
件を確認している）

得意なこと
•

実直で慎重な人が多い。
決まりやルールを遵守
しようとする傾向

•

慣れてくると、過去の
知識や経験を活かせる
ようになります

•

•

配慮・理解いただきたいこと
•

定期的な通院（月１～２回程
度）と服薬が必要

•

疲れやすさがあるため、長時
間の残業は配慮が必要

•

短い時間から、徐々に
延ばしていくことが有
効

極端に責任を持たせられたり、
プレッシャーがかかることは
苦手な人が多い

•

知的能力に問題がない
人が多い。作業マニュ
アルを読んで理解し、
正確に実行できます

新しい環境・人に慣れるまで
は、緊張が強いため、慣れる
までは、できている時に言葉
で承認すると自信が持てます

•

他者への適度な気遣いが苦手
（気を遣いすぎて疲れたり、
逆に気がつかなかったり）
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発達障害者の障害特性
一般的な特性
•

•
•
•

•

•

得意なこと

コミュニケーションが苦手。 •
抽象的な表現や指示は理解
しづらい
•
言語指示よりも視覚的に見
える形の指示が有効
服薬が有効な場合もある
（定期的な通院が必要）

•

新しい環境、人に慣れるま
でに時間がかかる人が多い。
段階的に教える等の配慮が
•
必要
障害に気づかず就労し、離
転職を繰り返している人も
いる（成人してから診断さ
れる例）

•

精神障害者保健福祉手帳を
取得できる

配慮・理解いただきたいこと
•

抽象的な表現や指示は理
解しづらいため、できる
だけ具体的に指示してく
ださい

•

言語指示よりも視覚的に
見える形の指示が有効

マニュアル化された作業
•
は得意。一旦習得すると、
正確に取り組めます
•
一般的には、対人業務よ
りは、対物業務（身体、
手腕作業など）、事務作
•
業（電話対応の少ないも
の）が得意

服薬している人は定期的
な通院が必要

決まりやルールを強く遵
守しようとする傾向
知的な障害はなく、健常
者以上の専門知識やスキ
ルを持っている人もいま
す

物の置き場所、作業手順
等を整理（構造化）して
もらうと、対応できる幅
が広がる

急な予定変更は苦手なた
め、前もって伝えてもら
うと対応可能
新しい環境、人に慣れる
までに時間がかかるため、
段階的に教える等の配慮
をお願いします

高次脳機能障害者の障害特性
一般的な特性
•

脳出血や脳梗塞、外傷（交通事
故等）による脳の損傷が原因

•

身体の麻痺が残る場合と、身体
の麻痺はなくても、言語障害、
記憶障害、注意障害、意欲障害
などが残る場合があります

•

損傷した脳の場所によって、症
状や程度が異なる

•

受傷直後は症状が重いが、時間
の経過、リハビリによって、
段々と回復してくる。１～２年
経ってからも緩やかに回復して
くる人もいます

•

精神障害者保健福祉手帳または
身体障害者手帳を取得できる

得意なこと
•

•

新しい事柄を覚え
ることは難しくて
も、過去に記憶し
ている事柄を活か
して働ける場合が
あります（例：
元々やっていた仕
事の知識が保たれ
ている）
物の置き場所、作
業手順等を整理
（構造化）しても
らうと、対応でき
る幅が広がる
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配慮・理解いただきたいこと
•

身体的な疲労だけでなく、
「脳の疲労」を感じる場
合がある（集中力が無く
なる、ミスが増えるな
ど）。その場合は、休憩
を取ると回復できやすい

•

後遺症から生じる困った
状態を補うための方法
（代替手段）を身に付け
ることが重要（例：記憶
障害→メモを取る習慣、
注意障害→見落としを無
くすためのチェックリス
ト活用など）

障害者雇用に対する各種支援
企業の障害者雇用の流れ

支援機関と支援の内容

制度・助成措置の活用

ハローワーク
障害者雇用の検討

受入れ部署の決定

募集
面接

雇用率達成指導
雇用に関する相談
精神・発達障害者しごと
サポーターの養成

地域障害者職業センター
障害特性に応じた職務の相談
(仕事の切り出し等）
管理者、社員に対する研修

ハローワーク
障害者求人の受理
障害者の紹介
面接同行
トライアル雇用の手続き

20
頁

地域障害者職業センター

高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者介助等助成金の申請

職場における障害
者の把握・確認（年
間）
24頁

障害者就業・生活支援センター
家庭訪問などによる生活相談

１４

21
頁
⑦障害者雇用
安定促進助成金
山(梨県）

職場定着
雇用継続

ジョブコーチ支援
職場定着支援
職場復帰支援
（リワーク支援）

22
頁

⑥障害者介助等助成金

⑤特定求職者
雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金の申請
精神障害者雇用トータルサポーター
による支援

18
頁

④ジョブコーチ支援

③トライアル雇用
助(成金）

雇用に関する助言
面接同行
ジョブコーチ支援

ハローワーク
職場適応

②職場実習制度
※職場実習は雇用ではあ
りませんので賃金は発生し
ません。雇用する場合に
は、別途、ハローワークの
紹介により雇用を決定して
ください。
・職場実習（労働局）
・職務試行法（地域障害者
職業センター）

16頁

地域障害者職業センター

雇用

① 障害者雇用
事業所見学

20
頁

精神・発達障害者しごとサポーターを養成しませんか？
職場の中で、精神障害、発達障害のある方々を温かく見守り、支援する応援者
である精神・発達障害者しごとサポーターを養成しませんか？

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座の概要
◆内
容 ： ｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」、「精神・発達障害の
（予 定）
特性」、｢共に働く上でのポイント（コミュニケーション方法）」
等について
◆メリット ： 精神・発達障害についての基礎知識や一緒に働くために必要な
配慮などを短時間で学ぶことができます。
◆講座時間 ： 90～120分程度（講義75分、質疑応答15～45分程度）を予定
◆受講対象 ： 企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。
※ 今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問いません。
※ 講座の開催日程は、都道府県労働局職業安定部職業対策課にお問い合わせください。
※ 受講された方には、「精神・発達障害者しごとサポーターグッズ」を進呈予定です
（数に限りがあります）。

事業所への出前講座
もあります

ハローワークから講師が事業所に出向きます。また、精神・
発達障害者の雇用でお困りのことがあれば、精神保健福祉士
や臨床心理士の有資格者などに相談できます。

障害特性に応じた職務の相談（仕事の切り出し等）

山梨障害者職業センター

目 的
・ 障害者雇用経験の少ない企業向けに、新規に障害者を雇用する際のポイントを説明、具体
的な職務の提案、雇用の進め方についての助言を行います

実施手順
・ 企業を訪問し、現状や障害者雇用の考え方について聞き取り、実際の作業内容を把握します
・ 障害者が適応できそうな職務内容についてご提案します
・ 雇用に際して必要な社内体制整備についてご提案します
・ 人事担当者や現場の従業員向けの研修を行います

１５

仕事の切り出しの例
身体障害者が担当していた作業で、精神障害者や発達障害者を雇用する
社内アンケートを実施。複数の部署、社員から簡易な仕事を切り出してもらい、一人分の作
業を作り出してもらう方法（例：コピー、スキャナー作業、郵便物の仕分け、配送作業、社
内便の配達、シュレッダー作業、在庫補充などをまとめて担当）
社員が行う一連の作業のうち、一部を除いて担当してもらう方法（例：外線電話対応を除外
して、事務を担当。データ入力作業を専門に担当）
従来、外部に委託していた作業を直接雇用に切り替える方法（清掃作業、社屋内外の営繕作
業、データ入力、名刺やパンフレット等の印刷作業など）

職場実習制度
職場実習（職場体験）【山梨労働局】
「会社で働く」ことを目指して、日々福祉施設等で仕事をしている障害のある方がたくさんいま
す。
その中には、「働いてみたいけど、会社がどんなところなのかわからない」「会社で働きたいけれ
ど、自分に自信がなくて働く勇気が持てない」など、「会社で働きたい」という希望を持ちながらも
不安があり、なかなか前に進めないという方がいます。
また、企業の皆さまにとっては、社内で障害者を理解する機会にもなります。

「山梨労働局」では、障害のある方に仕事の体験をさせていただける企業を募集しています。
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職務試行法【山梨障害者職業センター】
目

的

山梨障害者職業センターと企業で実習契約。企業の作業場所をお借りして、対象者の特性や
作業能力を把握することが目的です。
期間・時間
１日～15日間（１日単位で設定可能）

・１日４～６時間程度

実施手続き
・事前に対象者の登録、職業相談・評価を行います。
・事前に企業と打ち合わせのうえ、実施契約を結びま
す。
備 考
・対象障害者の作業中や通勤途上の事故、怪我に対して、災害見舞金制度が適用されます。
・必要に応じて、企業に対して協力謝金を支払います（１日＠980円×日数分）。
・雇用前の実習ですので、賃金は発生しません。
・基本的には、山梨障害者職業センターの業務時間内で実習時間を設定します。
（9時～17時、月～金曜日）
・担当職員が、状況観察のため訪問します。
職場実習支援事業【高齢・障害者業務課】
内

容

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の皆様が、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、障害者職場実習受入謝金等を支給します。
期間・時間
１週間～1か月（５～２０日間程度）
備

・１日当たり３時間程度～

考

・

障害者を雇用したことがない事業主や、初めて精神障害者を雇用しようとする事業主
に限ります。
・ 企業に対して協力謝金を支払います（職場実習受入謝金：実習対象者１名につき１日
５，０００円。限度額・回数：同一年度で 50万円。同一年度 2回まで。）
・ 謝金等を受給するためには、定められた要件を満たす必要があります。
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ジョブコーチ支援
障害者の職場適応を容易にするため、障害者が働いている現場に
職場適応援助者(ジョブコーチ）を派遣し、
・障害者に対する業務遂行力やコミュニケーション能力の向上支援
・事業主や同僚などに対する職務や職場環境の改善の助言
を行う制度です。

◎支援内容
・業務遂行力の向上支援
・職場内コミュニケーション能力の向上支援
・健康管理、生活リズムの構築支援

・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言
・配置、職務内容の設定に関する助言

事

業

主

(管理監督者・人
事担当者)

障

害

者

ジョブコーチ

同
僚

上
司
同
僚

家族
・ 障害の理解に係る社内啓発
・ 障害者との関わり方に関する助言
・ 指導方法に関する助言

・安定した職業生活を送るため
の家族の関わり方に関する助言

◎標準的な支援の流れ
集中支援

不適応課題を分析し、
集中的に改善を図る
週３～４日訪問

フォロー
アップ

移行支援

支援ﾉｳﾊｳの伝授やｷｰﾊﾟｰｿ
ﾝの育成により、支援の
主体を徐々に職場に移行
週１～２日訪問

支援期間１～８ヵ月（標準２～４ヵ月）（地域センターの場合）

１８

数週間～数ヶ月
に一度訪問

精神障害者雇用トータルサポーターについて
ハローワークにおいて、求職者本人に対するカウンセリングや就職に向けた準備プログラムを実施するとともに、
事業主に対して、精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の業務を実施します。

精神障害者

ハローワーク
専門援助部門

アウトリーチによる
企業への働きかけ
・課題解決のための相談援助

○緊張感や不安感が非常に強い者
○生活面での課題がある者
○離転職を繰り返す者
○障害受容や認知が十分でない者
○安定所以外の支援機関の援助が
得られない者

地域障害者職業センター
支援修正

業務内容

・個別定着支援
・医療機関と企業の橋渡し業務
・先進事例の収集

精神障害者雇用
トータルサポーター
・精神保健福祉士
・臨床心理士

等

精神障害者に対する支援
・ カウンセリング
・ 就職準備プログラムの実施
・ 職場実習のコーディネート
・ 専門機関への誘導
・ フォローアップ

支援依頼

専門機関
・職業評価
・準備支援
・ジョブコーチ

連 携
障害者就業・生活支援センター、就労移行支
援事業所、医療機関 等

１９

さまざまな助成制度をご利用いただけます。
障害者の雇用を促進するためのさまざまな支援制度があります。ここではその一例をご紹介します。

①

障害者雇用のための助成金

※助成を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
①特定求職者雇用開発助成金
特定就職困難者コース

障害者をハローワーク等の紹介により継続して雇用する事業主に対し助成

発達障害者・難治性疾患患者 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
雇用開発コース
継続して雇用する事業主に対し助成
②トライアル雇用助成金
障害者トライアルコース

ハローワーク等の紹介により障害者を一定期間試行雇用する事業主
に対して助成

※ 上記以外の助成金もあります。
詳しくはハローワークまたは山梨労働局職業対策課 （０５５-２２５-２８５８）まで。

②

障害者の雇用環境整備の助成金

キャリアアップ助成金
障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主
に対して助成

※ 上記以外の助成金もあります。
詳しくはハローワークまたは山梨労働局職業対策課 （０５５-２２５-２８５８）まで。

③

障害者雇用納付金制度に基づく助成金

①障害者作業施設設置等助成金

障害者が作業しやすいような施設設備（スロープや特殊設備など）
を設置した場合、その費用の一部を助成

②障害者介助等助成金
職場介助者の配置または委嘱 職場において障害者の支援を行う人（手話通訳者など）を雇い入れ
助成金
た場合などに、その費用の一部を助成
職場支援員の配置助成金
職場復帰支援助成金
③職場適応援助者助成金

雇用する障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置した事業
主に対して助成
中途障害者等に対して、療養のための休職後の職場復帰後の本人の
能力に合わせた職域開発その他職場復帰のために必要な措置を講じ
た事業主に対して助成
職場適応援助者による援助を必要とする障害者のために、職場適応
援助者による支援を実施した事業主に対して助成

※ 上記以外の助成金もあります。
詳しくは高齢・障害・求職者雇用支援機構 山梨支部 （０５５－２４２－３７２３）まで。

④ 税制上の優遇措置
○事業所税の軽減措置などがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
URL：http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/intro-yugusochi.html
①、②の支給要件・支給額などの詳細は、ハローワーク等で配布しているパンフレット
「雇用関係助成金のご案内～雇用の安定のために～」をご覧ください。
③の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/intro-yugusochi.html

２０

【令和２年10月現在】

【特定求職者雇用開発助成金のご案内】
〇特定就職困難者コース

※

障害者を、ハローワーク等 の紹介により、継続して雇用する労働者（雇用保険の一般被保険者）とし
て雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。
※ ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者
または無料船員職業紹介事業者

対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が、支給対象期（６か月）ごとに支給されます。
※（ ）内は中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。

【短時間労働者以外】
対象労働者

支給額

助成対象期間

支給対象期ごとの支給額

身体・知的障害者

120（50）万円

２年（１年）

30万円 × ４期
（ 25万円 × ２期 ）

重度障害者等（重度障害者、45歳以上の
障害者、精神障害者）

240（100）万円

３年
（１年６か月）

40万円 × ６期
（ 33万円※× ３期 ）
※第３期の支給額は34万円

【短時間労働者】
対象労働者
障害者

支給額

助成対象期間

支給対象期ごとの支給額

80（30）万円

２年（１年）

20万円 × ４期
（ 15万円 × ２期 ）

〇発達障害者・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（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース）」は、障害者手帳を持たない発達障害や難
病のある方を雇い入れる事業主に対して助成し、発達障害や難病のある方の雇用と職場定着を促進するためのものです。
対象労働者

短時間労働者
以外の労働者

企業規模

助成対象
期間※５

中小企業以外

１年

中小企業

支給総額※６
第１期

第２期

50万円

25万円

25万円

２年

120万円

30万円

30万円

中小企業以外

１年

30万円

15万円

15万円

中小企業

２年

80万円

20万円

20万円

第３期

第４期

30万円

30万円

20万円

20万円

短時間労働者

支給要件などが変更される場合があります。

詳しくはハローワークまたは山梨労働局職業対策課 （０５５-２２５-２８５８）まで。

２１

平成 27 年 5 月 1 日以降の雇入れの場合

障害者雇用安定促進助成金のご案内
～県では障害者の継続雇用を支援します～
ハローワークの特定求職者雇用開発助成金（特開金）の支給対象期間が満了した後も、引き続
き障害者を雇用する中小企業事業主に対し、１０万円を限度に山梨県が助成金を交付します。
※対象となる労働者を平成 27 年 4 月 30 日以前に雇入れている場合は取り扱いが異なります。

対象者ごとの助成金の額
（１）勤務時間が週 20～30 時間未満の重度障害者等（重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者、４５歳以上の
身体障害者、４５歳以上の知的障害者）を引き続き雇用する場合
→ １人につき １０万円
（２）重度障害者等以外（４５歳未満の身体障害者、４５歳未満の知的障害者）を引き続き雇用する場合
→ １人につき ５万円
（３）助成対象期間は、特開金支給対象期間の終了日が属する月の翌月から６か月です。
国の特定求職者雇用開発助成金
対象区分 （勤務時間）

山梨県の障害者雇用安定促進助成金
支給対象期間

(週30時間以上)

３６月

(週20～30時間)

２４月

(週30時間以上)

２４月

重度障害者等

対象区分 （勤務時間）

特開金
受給終了

(週30時間以上)

重度障害者等
(週20～30時間
(週30時間以上)

重度障害者等以外

重度障害者等以外
(週20～30時間)

２４月

(週20～30時間)

交付対象期間
助成金額

*
対象外
６月
助成金10万円
６月
助成金5万円

＊勤務時間が週30時間以上の重度障害者等を対象とする障害者雇用安定促進助成金は、特定求職者雇用開発助成金の支給対象期
間が2年間から3年間に延長されたことにより、助成対象外となります。

交付の要件 次の（１）から（５）のすべてに該当する事業主
１
２
３

４
５

雇用保険の適用事業主であること。
資本の額若しくは出資の総額が３億円を超えない事業主又は常時雇用する労働者の数が３００人
を超えない事業主であること。
山梨県内在住の障害者を、ハローワーク又は適正な職業紹介事業者の紹介により常用労働者（１
週間の所定労働時間が２０時間未満の者を除く。）として県内の事業所に雇用し、特開金の受給
終了後も引き続き雇用する事業主であること。
特開金を支給対象期間満了日まで受給していること。
県版ジョブコーチ等による職場定着のための巡回訪問の受け入れに同意すること。

手続き等
〇交付要件を満たす事業主の方は、特開金支給対象期間の終了後２か月以内に「継続雇用計画書」に、
次の書類を添付し、下記までご提出ください（郵送可）。
・特開金の支給決定通知書（最終期以前のもので可）の写し
・交付対象者であることを証する書類（障害者手帳等）の写し
・障害者雇用安定促進助成金に係る情報提供承諾書（裏面をコピーしてご利用ください。）〇継続
雇用計画書の到着後、連絡の上、当該事業所を県版ジョブコーチ等が巡回訪問します。
〇助成対象期間の経過後、改めて交付申請書を提出していただきます。
※その他ご不明な点は、お気軽にお問い合せください。
【お問い合せ・提出先】〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号
山梨県産業労働部 産業人材育成課 技能振興担当
TEL：055-223-1566 FAX：055-223-1560

２２

雇用の分野で

障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務になりました
「障害者の雇用の促進等に関する法律」を改正 平成28年４月１日から施行

雇用の分野での障害者差別を禁止
雇用の分野での合理的配慮の提供義務
相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
対象となる障害者は、
○ 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能に障害があるため、長期に
わたり職業生活を営むことが著しく困難な方。
○ 障害者手帳を持っている方に限定されません。

【差別の主な具体例】
募集・採用の機会

○ 身体障害、知的障害、精神障害、車いすの利用、人工呼吸器の使用などを
理由として採用を拒否すること など

賃金の決定、教育
訓練の実施、福利
厚生施設の利用な
ど

障害者であることを理由として、以下のような不当な差別的取扱いを行うこと
○ 賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと
○ 研修、現場実習を受けさせないこと
○ 食堂や休憩室の利用を認めない など

◆禁止される差別に該当しない場合
○ 積極的な差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと
たとえば・・・障害者のみを対象とする求人（いわゆる障害者専用求人）

○ 合理的配慮に応じた措置をとった結果、障害者でない人と異なる取り扱いとなること
たとえば・・・研修内容を理解できるよう、合理的配慮として障害者のみ独自メニューの研修をすること

【合理的配慮の主な具体例】
募集・採用の配慮

○ 問題用紙を点訳・音訳すること、試験などで拡大読書器を利用できるよう
にすること、試験の回答時間を延長すること、回答方法を工夫すること
など

施設の整備、援助
を行う者の配置な
ど

○ 車いすを利用する方に合わせて机や作業台の高さを調整すること
○ 文字だけでなく口頭での説明を行うこと、口頭だけでなくわかりやすい文
書・絵図を用いて説明すること、筆談ができるようにすること
○ 手話通訳者・要約筆記者を配置し派遣すること、雇用主との間で調整する
相談員を置くこと
○ 通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること など

◆合理的配慮は個々の事情がある障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべきものです。
合理的配慮は、障害者一人ひとりの状態や職場の状況などに応じて求められるものが異なり、多様で個別
性が高いものです。したがって、具体的にどのような処置をとるかについては、障害者と事業主とでよく話
し合ったうえで決めて頂く必要があります。
◆合理的配慮は「過重な負担」にならない範囲で事業主に講じていただくものであり、合理的配慮の提供義
務については、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすことになる場合は除くこととしています。

①事業活動への影響の程度
②実現困難度
③費用負担の程度
④企業の規模
⑤企業の財務状況
⑥公的支援の有無

２３

プライバシーに配慮した障害者の
把握・確認ガイドラインの概要
－事業主の皆様へ－

障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度の適用に当たっては、各事業
主において、障害者である労働者の人数、障害種別、障害程度等を把握・
確認していただく必要がありますが、これらの情報については、個人情報
保護法をはじめとする法令等に十分留意しながら、適正に取り扱っていた
だく必要があります。
また、今般の障害者雇用促進法改正に伴い、精神障害者に対して雇用率
制度が適用されることになりましたが（平成18年4月施行）、特に在職して
いる精神障害者の把握・確認の際は、プライバシーに配慮する必要があり
ます。
このため、障害者本人の意に反した制度の適用等が行われないよう、制
度の対象となるすべての障害者(身体障害・知的障害・精神障害)を対象と
して、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」を策
定しました。
企業の皆様におかれては、このガイドラインにより、障害者の適正な把
握・確認に努めていただくよう、お願いいたします。
このパンフレットは、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」の内
容をより簡潔にまとめたものです。詳細につきましては「プライバシーに配慮した障害者の
把握・確認ガイドライン」をご覧ください。
ご不明な点等につきましては、各都道府県労働局または最寄りのハローワークまでお問い
合わせください。

厚
生
労
働
省
都 道 府 県 労 働 局
公共職業安定所（ハローワーク）
２４

「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」の構成

「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」においては、
障害者雇用促進法に基づいて企業が行う業務の手続に即して、把握・確認の
具体的な手順及び禁忌事項等を示しています。
対象者の把握・確認方法
①障害者の把握・確認(1)
《採用段階で障害者を把握・確認する場合》
※ 具体的には、合同面接会等の機会に障害者雇
用求人に応募する等、採用段階から本人が自ら
障害者であることを明らかにしている場合等が
考えられます。

☞26ページを御覧下さい。

③把握・確認し
た情報の更新

②障害者の把握・確認(2)
《採用後に障害者を把握・確認する場合》
※

☞29ページを御
覧下さい。

具体 的には 以下の 場合 を指し ます。

・ 採用後 に障害 を有する ことと なった 者を把
握 ・確認 する場 合
・ 採用 前や採 用面接 時等 におい ては障 害を有
す ること を明ら かにし てい なかっ たが、 採用
後、明らかにすることを望んでいる者を把
握 ・確認 する場 合

☞27・28ページを御覧下さい。
☞ 2 9 ページを御覧下さい。

④把握・確認に当たっての禁忌事項

把握・確認した情報の処理・保管方法
①処理・保管の具体的な手順

☞30ページを御覧下さい。

②処理・保管に当たっての禁忌事項

☞30ページを御覧下さい。

障害に対する理解や障害者に対する支援策についての理解の普及
☞31ページを御覧下さい。

２５

対象者の把握・確認方法
① 障害者の把握・確認（１）《採用段階で障害者を把握・確認する場合》
採用段階で障害者の把握・確認を行う場合には、以下の手続に従って障
害者の適正な把握・確認に努めてください。
(ⅰ)

利用目的の明示等
○採用決定前から障害者であることを把握している者を採用した場合は、採用決定
後に、その労働者に対して障害者雇用状況の報告等のために用いるという利用目的
等の事項（＊）を明示した上で、本人の同意を得て、その利用目的のために必要な
情報を取得します。
○また、採用決定後の確認手続は、情報を取り扱う者を必要最小限とするため、企
業において障害者雇用状況の報告等を担当する人事担当者から直接本人に対して
行うことが望まれます。

（＊）本人に対して明示する利用目的等の事項
① 利用目的（障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調
整金又は報奨金の申請のために用いること）
② ①の報告等に必要な個人情報の内容
③ 取得した個人情報は、原則として毎年度利用するものであること
④ 利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手
帳の有効期限等について確認を行う場合があること
⑤ 障害者手帳を返却した場合や、障害等級の変更があった場合は、その旨人事
担当者まで申し出てほしいこと
⑥ 特例子会社又は関係会社の場合、取得した情報を親事業主に提供すること
なお、これらに加え、
⑦ 障害者本人に対する公的支援策や企業の支援策
についてもあわせて伝えることが望まれます。

本人の同意を得るに当たって
○ 障害者雇用状況の報告等以外の目的で、労働者から障害に関する個人情報を取
得する際に、あわせて障害者雇用状況の報告等のためにもその情報を用いること
について同意を得るようなことはせず、あくまで別途の手順を踏んで同意を得る
こととします。
例えば、障害者雇用状況の報告等のために用いるという利用目的が、他の多くの事項が記載された
文書の中に記載されており、この利用目的が記載された部分が容易に識別できない書面を、
口頭で補足せずに単に手渡しただけの場合、労働者がその部分に気付かない可能性も考えられます。
このため、企業は、労働者本人が、情報の利用目的及び利用方法を理解したうえで同意を行うこと
ができるよう別途説明を行うなどの配慮を行う必要があります。

２６

② 障害者の把握・確認（２）《採用後に障害者を把握・確認する場合》
採用後に把握・確認を行う場合には、雇用する労働者全員に対して、画
一的な手段で申告を呼びかけることを原則とします。
なお、例外的に、個人を特定して照会を行うことができる場合も考えら
れます。
１．雇用している労働者全員に対して申告を呼びかける場合
(ⅰ)

呼びかけ方法

○ 労働者全員に対して申告を呼びかける場合には、メールの送信や書類の配布等
画一的な手段で行うことを原則とします。
（適切な呼びかけの方法は、以下の事例を参考にしてください。）
【呼びかけ方法として適切な例】
○ 労働者全員が社内LANを使用できる環境を整備し、社内LANの掲示板に掲載する、又は労
働者全員に対して一斉にメールを配信する。
○ 労働者全員に対して、チラシ、社内報等を配布する。
○ 労働者全員に対する回覧板に記載する。
【呼びかけの例として不適切な例】
○ 労働者全員が社内LANを使用できる環境にない場合において、労働者全員に対してメール
を配信する。
○ 障害者と思われる労働者のいる部署に対してのみチラシを配布する。

(ⅱ)

利用目的の明示等

○ 申告を呼びかける際には、障害者雇用状況の報告等のために用いるという利用目
的等の事項（前ページ＊参照）に加えて、「業務命令として、この呼びかけに対す
る回答を求めているものではないこと」を明らかにすることが望まれます。

２．個人を特定して照会を行うことができる場合
○ 障害者である労働者本人が、職場において障害者の雇用を支援するための公的制
度や社内制度の活用を求めて、企業に対し自発的に提供した情報を根拠とする場合
は、個人を特定して障害者手帳等の所持を照会することができます。
（照会を行う根拠として適切な例は、以下の事例を参考にしてください。）
【照会を行う根拠として適切な例】※１
○ 公的な職業リハビリテーションサービスを利用したい旨の申出
○ 企業が行う障害者就労支援策を利用したい旨の申出
【照会を行う根拠として不適切な例】
○ 健康等について、部下が上司に対して個人的に相談した内容
○ 上司や職場の同僚の受けた印象や職場における風評
○ 企業内診療所における診療の結果
○ 健康診断の結果
○ 健康保険組合のレセプト
【個別の状況によっては照会を行う根拠として不適切な場合があり得る例】※２
○ 所得税の障害者控除を行うために提出された書類
○ 病欠・休職の際に提出された医師の診断書
○ 傷病手当金（健康保険）の請求に当たって事業主が証明を行った場合

２７

※ １ 復職支援制度の利用の申出を根拠に照会を行おうとする場合は、あらかじめ本人の復
職支援を担当している医師の意見を聞くようにします。
※ ２ 労働者本人の障害の受容の状況や病状等によっては、これらの情報をもとに照会を行うこ
と自体が、本人の意に反するようなケースも生じうると考えられる事例です。
これらの情報をもとに照会を行おうとする際には、照会を行うことが適切かどうかの見極め
を企業において個別ケースごとに慎重に行う必要があります。
この場合、企業において本人の障害の受容の状況や病状等を熟知している専門家（保健医療
関係者、例えば産業医（下欄参照）など）がいるときは、そうした者にあらかじめ相談する
ことなどを通じて、照会を行うことが適切かどうかを判断することが考えられます。

(ⅰ) 照会に当たって
○ 照会を行う際には、障害者雇用状況の報告等のために用いるという利用目的
を明示した上で、障害者手帳等の所持の確認を行うこととします。
その際、なぜ当該労働者を特定して尋ねるのか、根拠となる情報を明らかに
し、本人に対して経緯を明確にすることが求められます。
○ また、照会は、企業において障害者雇用状況の報告等を担当する人事担当者
から直接本人に対して行うことが望まれます。
○ 照会に対して、障害者手帳等の所持を否定した場合や、照会に対する回答を拒
否した場合に、回答するよう繰り返し迫ったり、障害者手帳等の取得を強要し
てはいけません。

(ⅱ)

利用目的の明示等

○ 個人を特定して障害者手帳等の所持について照会を行い、その労働者が障害
者手帳等を所持しており、かつ障害者雇用状況の報告等のために用いることに
ついて同意が得られた場合には、利用目的等の事項（３ページ＊参照）を明示
して、その利用目的のために必要な情報の確認を行うこととします。
○ 利用目的等の明示方法については、27ページ(ⅱ)をご参照下さい。
～産業医とは～
産業医とは（労働安全衛生法第13条第1項～第3項）
◎ 事業主は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選任しなければなりません。
◎ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について一定の要件を備えた医師でなければなりません。
◎ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業主に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告がで
きます。
産業医の要件（労働安全衛生法規則第14条第2項）
◎ 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した者
◎ 厚生労働大臣が指定した産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で当該課程を修めて卒業し、
厚生労働大臣が定める実習を履修した者
◎ 労働衛生コンサルタント試験（保健衛生区分）に合格した者など

産業医の職務（労働安全衛生規則第14条第１項及び第15条第１項）
◎ 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に
関すること
◎ 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
◎ 衛生教育に関すること
◎ 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
◎ 少なくとも毎月１回作業場等を巡視し、必要に応じ措置を講じること

産業医が選任されている事業場においては、労働者の健康情報に関する秘密保持や適正な取扱いを徹底するため、健康診断
の結果のうち診断名、検査値等
のいわゆる生データの取扱いについては、産業医等に行わせることが望ましく、産業医等以外の者に健康情報を取り扱わせる
時は、利用目的の達成に必要な範囲に限定されるよう、必要に応じて健康情報を適切に加工した上で提供することとされてい
ます。（「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について（平成１６年１０月２９日付
け基発第1029009号）」より）

２８

③

把握・確認した情報の更新
労働者の障害に関する情報を一度把握・確認した後も、情報に変更があ
る場合は更新が必要です。その際の留意事項は、以下のとおりです。

○ 障害の状態に変更がない限り、把握・確認した情報を毎年度利用すること
ついて、あらかじめ本人の同意を得ておくこととします。
※ ただし、精神障害者手帳の場合は有効期限は2年間であることから、把握・確認した手帳の
有効期限が経過した後に、手帳を更新しているかを確認する必要があります。

また、身体障害者手帳については再認定の条件が付されていることに注意する必
要があります。

④

○

手帳の有効期限や障害程度等の情報に変更がないか確認を行う場合、その
頻度は必要最小限とします。

○

本人に対して、情報の確認を行う理由や、確認を行うに至った経緯を明確
にしつつ、尋ねなければなりません。

○

本人に対して、情報の変更のあった場合には事業主に申し出ることを呼び
かけるとともに、情報の変更を申し出る場合の手続をあらかじめ示してお
かなければなりません。

○

本人から、障害者雇用状況の報告等のために利用しないよう要求された場
合、その求めが適正であると認められるときは、利用を停止しなければな
りません。

把握・確認に当たっての禁忌事項
把握・確認に当たって、どのような場合であっても行ってはならない事項
は以下のとおりです。

○

利用目的の達成に必要のない情報の取得を行ってはいけません。

○ 労働者本人の意思に反して、障害者である旨の申告又は手帳の取得を強要し
てはいけません。
○ 障害者である旨の申告又は手帳の取得を拒んだことにより、解雇その他の不
利益な取扱いをしないようにしなければいけません。
○

正当な理由無く、特定の個人を名指しして情報収集の対象としてはいけません。

○ 産業医等医療関係者や企業において健康情報を取り扱う者は、障害者雇用状
況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金又は報奨金の申請の担
当者から、労働者の障害に関する問い合わせを受けた場合、本人の同意を得ず
に、情報の提供を行ってはいけません。

２９

把握・確認した情報の処理・保管方法

①

処理・保管の具体的な手順
事業主は、労働者から提供された情報を、以下のような手順で適切に処
理・保管する体制を整えていることが求められます。
(ⅰ) 安全管理措置等
○

ある労働者が障害者であることを明らかにする書類を備え付けるとともに、本
人の死亡・退職または解雇の日から３年間保存するものとされています。

○ 障害者雇用状況の報告書等の漏洩防止等、情報の安全管理のために必要な措置を
講じなければなりません。
○ 情報を管理する者の範囲を必要最小限に限定した上で、その範囲を従業員にわ
かるように明確化することや、情報管理者の守秘義務等を定めた個人情報保護法の
取扱いに関する内部規定を整備すること等の措置を講じなければなりません。
○ 他の一般の個人情報とは別途保管することが望まれます。
○ 障害者雇用状況報告の等のために取得した情報を、他の目的のために、本人の同
意なく利用してはなりません。

(ⅱ) 苦情処理体制の整備
○ 把握・確認した情報の取扱いに関する苦情処理の担当者を明らかにするととも
に、苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備に努めることとしま
す。
○ 苦情処理の窓口は、産業医・保健師等・衛生管理者、その他の労働者の健康管理
に関する業務に従事する者との連携を図ることができる体制を整備しておくこと
が望まれます。

②

処理・保管に当たっての禁忌事項
取得後の情報の処理・保管に当たって、行ってはならないことは以下の
とおりです。

○

本人の同意なく、利用目的の範囲を超えて情報を取り扱ってはいけません。

○ 障害者である旨の申告を行ったことや、情報の開示・訂正・利用停止等を求め
たことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしないようにしなければい
けません。

３０

障害に対する理解や障害者に対する支援策についての理解の普及

精神障害者をはじめとする障害者に対する社会の理解を進めていくと
ともに、職場においても障害についての理解が進み、障害者であること
を明らかにして、周囲のサポートを受けながら働くことができるような
職場環境を整備することが必要です。
具体的には、以下のような取り組みを行うことが望まれます。

(ⅰ) 管理職や従業員の意識啓発
○ 同じ職場で働く管理職や従業員が、障害について正しく理解し、適切な雇用管
理上の配慮を行うことができるよう、啓発や研修を行うことが重要です。
○ 精神障害者については、厚生労働省が策定した「心の健康問題の正しい理解の
ための普及啓発指針」（「こころのバリアフリー宣言～精神疾患を正しく理解し、
新しい一歩を踏み出すための指針～」）を社内LANの掲示板への掲載等により、従
業員への周知を行うことが望まれます。
「こころのバリアフリー宣言」は、以下の厚生労働省のホームページに掲載しています。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/03/s0331-4.html#2

(ⅱ) 企業や障害者本人に対して行われる公的支援の活用
企業や障害者本人に対して行われる公的支援策としては、次のようなものがあり
ます。
精神障害者総合雇用支援による職場復帰支援
ジョブコーチによる職場定着支援
地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等における相談・支援
障害者を雇用する事業主に対する障害者雇用助成金の支給
障害者職業生活相談員による相談・指導（障害者を５人以上雇用する事業所には、配
置の義務があります）

○
○
○
○
○

(ⅲ) 障害者に対する企業独自の雇用支援策
障害者に対する企業独自の雇用支援策としては、例えば、次のような支援策を採
用している企業があります。
○ 通勤が困難な身体障害者である労働者のための在宅勤務制度を設けること
○ 腎臓透析を行っている労働者の通院のためのフレックス勤務制度を設けること
○ 有給休暇の積立日数の限度を超えて、傷病による休業や通院のために有給休暇を積み立
てる制度を設けること
○ 車いすを使用している労働者に自家用車通勤を認め、駐車場を確保すること

３１

中小事業主の皆さまへ

障害者雇用に関する優良な取り組みを行う
中小事業主への認定制度を始めました！
「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」は、厚生労働大臣
が障害者の雇用の促進や安定に関する取り組みなどの優良な中小企業を認定す
る制度です。

認定事業主となることのメリット
認定マークを使用できます！
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象
となります！
日本政策金融公庫の低利融資対象となります！
公共調達などの加点評価を受けられる場合があります！

など

Ｑ 「 認定事業主」になるにはどのような手続きがありますか？
Ａ 都道府県労働局またはハローワークに申請が必要です！

認定の申請は、必要書類を主たる事業所を管轄する都道府県労働局またはハローワークに提
出してください。必要書類は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
審査の結果、認定基準を全て満たしていることが確認された場合は、各都道府県労働局から
認定通知書を交付します。
なお、認定審査には3か月ほどお時間をいただいています。
障害者雇用優良中小事業主

検索

（URL）https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html

この認定制度を通じて、企業の社会的認知度
を高めることができるとともに、地域で認定を
受けた事業主が障害者雇用の身近なロールモデ
ルとして認知され、地域全体の障害者雇用の取
り組みが一層推進されることが期待できます。
また、障害者雇用の促進と雇用の安定を図る
ことで、組織における多様性が促進され、女性
や高齢者、外国人など、誰もが活躍できる職場
づくりにつながります。

企業と障害者が、明るい未来や
社会の実現に向けて
と も に す す む

という思いをこめて、愛称を
「もにす」と名付けました。

詳しくは、山梨労働局職業安定部職業対策課、またはハローワークへお問い合わせください。

３２

３３

主な支援機関について
ハローワーク
ハローワークでは、障害者を対象とした求人の申込みを受け付けています。専門の職員・相談員が就
職を希望する障害者にきめ細やかな職業相談を行い、就職した後は業務に適応できるよう職場定着指導
も行っています。
その他、障害者を雇用する事業主や雇用しようとしている事業主に、雇用管理上の配慮などについて
の助言や、必要に応じて地域障害者職業センターなどの専門機関の紹介、各種助成金の案内を行ってい
ます。また、求人者・求職者が一堂に会する就職面接会も開催しています。

障害者職業センター
障害者職業センターでは、障害者雇用計画の作成、職場配置・職務設計、職場での配慮や業務の指導
方法についての助言、従業員への研修など、事業主に対する相談・援助を行っています。
また、就職した障害者が円滑に職場適応できるよう、事業所に職場適応援助者（ジョブコーチ）を派
遣し、障害のある人を支援するとともに、事業主や職場の従業員に対しても助言を行い、必要に応じて
職務の再設計や職場環境の改善を提案する、ジョブコーチ支援事業を行っています。
その他、高齢・障害・求職者雇用支援機構山梨支部 高齢・障害者業務課では、障害者雇用調整金、
報奨金、助成金などの申請や、障害者雇用納付金の申告の受付を行っています。

障害者就業・生活支援センター
求職中または在職中の障害者が抱える課題に応じて、雇用および福祉の関係機関との連携の下、就業
支援担当者と生活支援担当者が協力して、就業面・生活面の一体的な支援を行います。

※参考文献
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、さまざまな障害者雇用ノウハウの紹介や、障害
者の就労を支援する機器の紹介・貸し出しなどを行っています。ぜひご利用ください。

障害者雇用リファレンスサービス
障害者雇用に先駆的に取り組んでいる事業所の好事例をホームページに紹介しています。業種や障害
ごとに検索することができます。
検索
リファレンスサービス
URL：http://www.ref.jeed.go.jp/

各種マニュアル
障害者雇用に関するノウハウや具体的な雇用事例を業種別・障害別にまとめた『雇用マニュアル』、
障害特性、雇用管理などについてコミック形式で紹介した『コミック版』、障害者の職域拡大について
障害別にまとめた『障害者職域拡大マニュアル』、障害者の雇用管理や雇用形態、職場環境、職域開発
などについて事業所が創意・工夫して実践している取り組みをテーマ別にまとめた『事例集』ほかを紹
介しています。
URL：http://www.jeed.go.jp/data/disability01.html
障害者雇用マニュアル ごあんない
検索

就労支援機器の紹介・貸し出し
障害者の就労を支援する機器をホームページに写真や動画で紹介。また、一定期間（原則６か月）機
器の無料貸し出しも行っています。
検索
就労支援機器
URL：http://www.kiki.jeed.go.jp/

３４

県内の支援機関一覧
ハローワーク（障害者を対象とした求人申し込み、職業紹介、助成金案内）
名称

電話番号

所在地

ハローワーク甲府

055-232-6060

甲府市住吉1-17-5

ハローワーク富士吉田

0555-23-8609

富士吉田市竜ヶ丘2-4-3

ハローワーク大月

0554-22-8609

大月市大月3-2-17

ハローワーク都留

0554-43-5141

都留市下谷3-7-31

ハローワーク塩山

0553-33-8609

甲州市塩山上於曽1777-1

ハローワーク韮崎

0551-22-1331

韮崎市若宮1-10-41

ハローワーク鰍沢

0556-22-8689

南巨摩郡富士川町鰍沢1215

高齢・障害・求職者雇用支援機構 山梨支部（事業主に対する相談援助、ジョブコーチ支
援事業、リワーク支援、障害者雇用納付金制度に関すること）
名称

電話番号

所在地

山梨障害者職業センター

055-232-7069

甲府市湯田2-17-14

高齢・障害者業務課

055-242-3723

甲府市中小河原町403-1

訓練施設（障害者を対象とした職業訓練の実施）
名称
山梨県立就業支援センター

電話番号
055-251-3210

所在地
山梨県甲府市塩部4-5-28

障害者就業・生活支援センター（障害者を対象とした就業面・生活面の一体的支援）
名称

電話番号

所在地

障がい者就業・生活支援センター 陽だまり

0551-45-9901

韮崎市若宮1‐2‐50 ニコリ３F

すみよし障がい者就業・生活支援センター

055-221-2133

甲府市住吉4-7-20

障がい者就業・生活支援センター コピット

0553-39-8181

山梨市下井尻951‐1 マロニエテラス1‐201

障がい者就業・生活支援センター ありす

0555-30-0505

富士吉田市新西原3-4-20

山梨労働局（障害者を対象とした助成金について、障害者の職場実習について）
名称
山梨労働局 職業安定部 職業対策課

電話番号
055-225-2858
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所在地
山梨県甲府市丸の内1-1-11

