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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皆様のお手伝いをしますので、ぜひ障害者雇用に取り組んでみてくださ
い！

○障害者雇用状況

注：実雇用率とは、実際に企業で働いている障害者の割合をいいます。平成22年７月の制度改正により、算
定方法が変わったため（短時間労働者の算入、指定業種に対する除外率の引き下げなど）、平成23年とその
前年までの数値を単純に比較することはできません。

障害者雇用について考えてみましょう

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１．９２％ ※（全国平均１．９２％）、障害者法定雇用率が達成できて
いる企業割合が５６．３％（全国平均４８．８％）となっていますが法定雇用率２．０％には達し
ておらず、平成30年4月に予定している更なる法定雇用率の引き上げに向けた取組が課題となって
います。 ※平成２８年６月１日現在の数値
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Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26
障害者雇用数 877 834 939 955 1018.01081.51057.51108.01136.01279.01258.51344.01442.01541.01645.5
山梨県雇用率 1.48 1.45 1.47 1.50 1.55 1.62 1.52 1.61 1.67 1.67 1.69 1.70 1.79 1.83 1.92
全国雇用率 1.47 1.48 1.46 1.49 1.52 1.55 1.59 1.63 1.68 1.65 1.69 1.76 1.82 1.88 1.92
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共生社会の実現

企業の社会的責任

CSR(Corporate Social 
Responsibility)

ダイバーシティ

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

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

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 3

障害者雇用を理解するキーワード



○ 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（激変緩和措置有り））
○ 平成３５年４月～ 激変緩和措置の終了（法定雇用率の引き上げ）

○ 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）

○ 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

○ 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

○ 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）
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障害者雇用促進法（障害者の雇用の促進等に関する法律）

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）

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）

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）

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）

障害者雇用に関係する法令



雇用・就労は、障害のある人の自立・社会参加のための重要な柱です。障害者法は、障害のあ
る人が能力を最大限発揮し、適性に応じて働くことができる社会を目指し、さまざまな制度につ
いて規定しています。

障害者雇用率制度

従業員５０人以上の事業主は、従業員の２．０％（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。
※ 障害者雇用率制度の算定対象となる障害者は、原則として身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳を持つ人に限ります。

たとえば・・・常用労働者数１２０人の企業の場合
（１２０人×２．０％＝２．４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。

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
※従業員１００人超２００人以下の事業主は、平成３２年３月３１日まで月額４０,０００円

○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

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

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。

障害者雇用を促進するための制度

平成30年4月より法定

雇用率が引き上がり対

象企業が拡大します
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「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。

障害についての基礎知識

障害種別

○統合失調症、そううつ病（そう病・うつ病を含む）、てんかんなど。
○精神的、身体的にも疲れやすい傾向があるため、短時間勤務からはじめ、体力の状況をみな
がら勤務時間を徐々に延長するといった工夫や、通院など健康管理面の配慮を行うことで、
様々な職種での就労が可能です。
○原則として「精神障害者保健福祉手帳」や医師の診断書、意見書などにより確認を行いま
す。
※障害者雇用率にカウントできるのは「精神障害者保健福祉手帳」所持者に限ります。

知的障害

○身体障害者福祉法施行規則別表「身体障害者障害程度等級表」の１級～６級の身体障害のあ
る者及び７級の障害が２つ以上重複している者。
　　・・・たとえば視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害など。
○原則として「身体障害者手帳」によって確認を行います。

　全盲、弱視、視野狭窄（見える範囲が限定されている）など。
就労支援機器（拡大読書器、パソコンの音声化ソフトなど）の発達もあり、ヘルスキーパー
（企業内理療師）のほか事務職での採用など、職域が広がっています。

視覚障害

　聴感覚に何らかの障害があるために全く聞こえないか、または聞こえにくいことをいいま
す。
　手話、筆談、口話（相手の口元を見て、内容を理解する方法）などのコミュニケーション
の方法がありますが、いずれもできる人とできない人がいます。近年は、店頭での販売業務
に携わるなど、職域が広がっています。

聴覚障害

　脳出血・脳梗塞・くも膜下出血などの頭部外傷、脳腫瘍の後遺症として発症することが多
くあります。脳の全体的あるいは部分的な損傷にともなって発症します。
　その症状は様々ですが、記憶・注意などの認知機能の障害があげられます。
・・・たとえば「記憶と学習の障害」（古い記憶は残っているのに新しいことが覚えにく
い。）、 「注意力・集中力の低下」（気が散りやすく疲れやすいために１つの行動（課題）
を続けることが難しくなる）、など。
　指示をメモにとることや、仕事の手順を明確にするなどの配慮で就労が可能です。

高次脳機
能障害

その他の障害

障害の範囲・障害特性等

精神障害

○発達障害、難病、高次脳機能障害などの障害をお持ちの方も、支援の対象としています。

　自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害
などであって、その症状が通常低年齢において発現する障害を有するもの。
　障害の内容により、個別の対応が必要になります。

発達障害

　「難病」とは医学的に明確に定義された病気の総称ではなく、治療が難しく、慢性の経過
をたどる疾病を総称して用いられてきた言葉です。
　個人の疾患、症状によって配慮事項は異なりますが、例えば通院への配慮、就業中の服薬
の配慮、通勤や治療のための柔軟な就業時間の設定などにより、就労が可能です。

難病

　障害の原因・部位・程度によりさまざまな障害があります。
個人の状況に合わせて、できる範囲で物理的環境の整備をすることで、就労が可能です。

肢体不自由

　心臓機能障害、腎臓機能障害など、生命の維持に関わる重要な機能の障害。通院や治療機
器の装着などが必要となります。
　また、疲れやすい傾向がある人もおり、無理のない勤務態勢などの配慮が必要ですが、中
途障害者も多く、豊富な職務経験のある人もいます。

内部障害

身体障害

○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、精神保健指定医又は障害者職
業センター（以下「知的障害者判定機関」）によって知的障害があると判定された者。
○知的な発達に遅れがあり、意思交換（言葉を理解し気持ちを表現することなど）や、日常生
活（お金の計算など）が苦手なために援助が必要なことがあります。障害の程度、能力、意
欲、体力などは個人差があります。
従来からの定型業務に加え、事務補助や介護などの業務にも職域が広がっています。
○原則として「療育手帳」や知的障害者判定機関の判定書によって確認を行います。
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障害者雇用を進めるに当たっては、さまざまな支援機関や制度をご利用いただけます。
５・６ページでそれぞれの詳細を紹介しています。

障害者雇用は初めてなので、

何から始めたらよいか相談したい

● まずはハローワークへご相談ください。
ご利用いただける支援制度の案内や、必要に応
じて専門機関の紹介をしています。

障害のある人をどのような職務に

従事させたらよいか知りたい

● 障害者雇用に取り組む事業所の好事例を紹
介している障害者雇用リファレンスサービスや
各種マニュアルをウェブ上でご覧いただけま
す。（→９ページ「２．雇用ノウハウ」参照）

● ハローワークや地域障害者職業センターで
は職務の切り出しのご相談にも応じています。

障害のある人を募集したい

● 就職を希望している障害者の多くは、ハ
ローワークに求職登録していますので、まずは
ハローワークにご相談ください。

● 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。

いきなり障害のある人を雇うのは

不安なのですが・・・

● 障害者雇用への不安を解消するために、まず
は短期の試行雇用（トライアル雇用）の形で受け
入れる障害者トライアル雇用事業（障害者トライ
アル雇用奨励金）をご利用ください。
（→10ページ「３．助成金など」参照）

● 障害のある人を雇い入れた後も、必要に応じ
てハローワークや障害者就業・生活支援センター
の担当者が職場を訪れ、業務に適応できるよう職
場定着指導を行っています。

● 地域障害者職業センターでは、事業所に職場
適応援助者（ジョブコーチ）を派遣して障害者・
事業主に直接的・専門的な援助を行っています
（ジョブコーチ支援事業）。

障害のある人を雇用した場合に

活用できる助成制度はありますか

● さまざまな助成制度をご利用いただけます。
（→10ページ「３．助成金など」参照）

障害者雇用に対する各種支援

8



１．主な支援機関

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奈良支部 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。

２．雇用ノウハウ

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。

URL：http://www.ref.jeed.or.jp/

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。

リファレンスサービス 検索

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.or.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。
URL：http://www.kiki.jeed.or.jp/ 就労支援機器 検索
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３．助成金など
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

② 障害者雇用納付金制度に基づく助成金

障害者作業施設設置等助成金

障害者介助等助成金
職場において障害者の支援を行う人（手話通訳者など）を雇い入れた場
合などに、その費用の一部を助成

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

※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。

③ 税制上の優遇措置

※ 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。

※ 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。

○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

○問い合わせ先：ハローワーク

○問い合わせ先：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

○問い合わせ先：ハローワーク

障害者トライアル雇用奨励金

障害者初回雇用奨励金
（ファースト・ステップ奨励金）

特定求職者雇用開発助成金

発達障害者・難治性疾患患者
雇用開発助成金

障害者職場定着支援奨励金

ハローワーク等の紹介により障害者を原則３か月間、試行（トライ
アル）雇用する事業主に対し、対象者１人当たり月４万円（短時間
は２万円）を支給【精神障害者を初めて雇用する場合は月８万円】

障害者雇用の経験がない中小企業で、初めての雇入れにより法定雇
用障害者数以上の障害者を雇用した場合に１２０万円を支給

ハローワーク等の紹介により障害者を雇用する事業主に対し助成

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
い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対し助成

障害者の職場適応・職場定着を図るため、障害者を雇い入れ、かつ、
その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に
対して助成
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管轄ハローワーク
圏域の障害者就業・生活支

援センター等

協力企業

障害者の職場実習（職場体験）を
受け入れてみませんか？

「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。

「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。

障害のある方が、社会の一員として働き、地域に貢献できるよう、地域で育てていくこ
とが大切だと考えています。「社会の役に立ちたい！」という気持ちに、障害のあるなし
は関係がありません。

地域における障害者の活躍のために、是非職場実習の機会の提供をお願いします！

職場実習（職場体験）の流れ

山梨労働局職業対策課

求職者（体験者）
（移行・就労支援機関等に登録・
相談している障害のある方）

連

絡

・
調

整

職場実習の受入

・期間 １週間～１ヵ月

・時間 ３時間以上

○企業、求職者の状況

に応じて実施

受入登録手続き

意見交換等の連携

職場実習中の相談・支援

職場実習実施計画書

職場実習実施結果報告

職場実習後のふりかえりなど

登録・相談など

「職場実習実施希望届」提出

【お問い合わせ先】
山梨労働局 職業安定部 職業対策課（０５５－２２５－２８５８）
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障害者雇用に対するお知らせ

平成30年度より法定雇用率（2.0%）が引きあがります！

障害者雇用率制度について

障害者の雇用・就労は、障害のある方の自立・社会参加のための重

要な柱です。「障害者の雇⽤の促進等に関する法律」は、障害のあ

る人が能力を最大限発揮し、適性に応じて働くことができる社会を

目指し、さまざまな制度について規定しています

○ 従業員5０人以上(※１)の事業主は、従業員の2.０%に相当
する数以上の障害者（※２）を雇⽤しなければなりません。

○ 未達成の事業主様におかれましては、早急に管轄のハロー
ワークまでご相談ください。

○ 達成している事業主様におかれましても、障害のある方の
⾃⽴・社会参加を推進するため、なお⼀層の障害者雇⽤の推進
をお願いいたします。

※１ 平成30年度より50人未満（基準は未定）の企業も新たに対
象となる企業があります。

※２ 障害者雇用率制度の算定対象となる障害者は、原則として
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ
人に限ります。

「やまなし障害者雇用推進キャンペーン2016」
（28年12月～29年３月）

～ やまなしで障害のある方の自立・社会参加を進めよう～



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す

【差別の主な具体例】

【合理的配慮の主な具体例】

◆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。

「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

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。

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

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

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

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
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障害者差別禁止指針・合理的配慮指針策定までの流れ

平成18年12月 国連総会で障害者権利条約が採択

平成19年９月 日本が障害者権利条約に署名

平成20年５月 障害者権利条約の発効

平成23年８月 障害者基本法の改正

平成24年６月 障害者総合支援法の成立

平成25年６月
障害者差別解消法の成立
障害者雇用促進法の改正

平成25年11・
12月

衆議院本会議・参議院本会議で障害者権利
条約の締結が承認

平成26年６月
「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁
止・合理的配慮の提供の指針のあり方に関
する研究会」報告書とりまとめ

平成27年３月
「障害者差別禁止指針」・「合理的配慮指
針」を策定
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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）

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）

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）

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 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

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・求職者雇用支援機構山梨支部 055-242-3723 甲府市中小河原町403-1

名称 電話番号 所在地

障害者就業・生活支援センター 陽だまり 0551-45-9901 韮崎市若宮１－２－５０

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4-７-２７ Ａ１０２

障がい者就業・生活支援センター コピット 0553-39-8181 甲州市塩山上於曽933-1

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

訓練施設（障害者を対象とした職業訓練の実施）

名称 電話番号 所在地

山梨県立就業支援センター 055-251-3210 山梨県甲府市塩部４－５－２８

名称 電話番号 所在地

山梨労働局職業安定部職業対策課 055-225-2858 山梨県甲府市丸の内１－１－１１
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山梨障害者雇用推進宣言

山梨障害者雇用推進宣言

当県の障害者雇用の状況については、県内企業の障
害者雇用への理解や障害者自身の就労意欲の高まりな
ども背景に、４年連続で障害者の実雇用率は上昇して
おり、平成28年6月1日時点の県内企業の実雇用率は
１．９２％と過去最高を更新したところである。

しかしながら、いまだに法定雇用率２．０％には届
いておらず、平成30年4月に法定雇用率の更なる引き
上げが予定されていることから、今後も当県の障害者
雇用の状況はますます厳しい状況となることが見込ま
れている。

そのような状況を一刻も早く打開すべく、今後、山
梨県内の関係機関が一丸となって障害者の社会参加と
自立を促進する取り組みを推進し、県内の公的機関及
び民間企業がより多くの障害者の雇用を受け入れ法定
雇用率達成に取り組んでいくことをここに宣言しま
す。

平成28年12月13日
山梨障害者雇用対策協議会委員長

山梨労働局長 能坂 正徳

【山梨障害者雇用対策協議会構成員】

山梨労働局、山梨県経営者協会、山梨県商工会議所連合会、山梨県
商工会連合会、山梨県中小企業団体中央会、山梨県産業労働部、山
梨県福祉保健部、山梨県教育委員会、山梨障害者職業センター、す
みよし障がい者就業・生活支援センター、山梨県立北病院、山梨県立
高等支援学校桃花台学園、甲府公共職業安定所


