
令和元年度 滋賀県障害者雇用対策本部 

本部員会議 次第 

 

開催日：令和元年８月６日(火) 

                                                   県政経営会議終了後 

       開催場所：特別会議室 

 

  １ 本部長挨拶 

    

 

２ 議 題 

 

(1) 障害者雇用の現状について 

  

 

 

(2) 県庁における障害者雇用のあり方検討状況について 

 

 

 

(3) 経済団体への要請活動について 

 

 

 

〈配付資料〉 

 資料 1-1    障害者雇用の現状と雇用促進の取組 

 資料 1-2   令和元年度障害者雇用状況報告等にかかるスケジュールについて 

 資料 1-3  障害者雇用促進法の改正のポイント 

 資料 1-4  障害者紹介状況公表資料 

 資料 1-5  障害者雇用促進法改正概要 

 資料 2-1-1 県庁における障害者雇用のあり方検討状況について 

 資料 2-1-2 県庁における障害者雇用のあり方検討状況について 

    資料 2-2-1 病院事業庁における障害者雇用のあり方について 

    資料 2-3-1 教育委員会における障害者雇用のあり方検討状況について 

    資料 2-3-2 滋賀県教育委員会における障害者雇用推進に向けた取組 

  資料 3-1   経済団体への障害者の雇用確保の要請について 

  資料 3-2    障害者の雇用確保に関する要請書（案） 

 

  参考 1    滋賀県障害者雇用対策本部設置規程 

  参考 2    令和元年度障害者雇用関連施策 

  参考 3    令和元年度障害者雇用の促進について（通知） 



障害種別就職件数の推移（件数）障害種別就職件数の推移（件数）

精神･発達障害者の職場定着の課題を解消するため、事業主の理解に加え、これら

障害者と共に働く一般労働者がその障害特性等について正しく理解し、職場での応
援者となるような効果的な啓発の機会を提供

障害者雇用の現状と雇用促進の取組障害者雇用の現状と雇用促進の取組

(1)障害者の雇用率達成企業の割合は、54.8％
実雇用率は2.23％で過去最高、全国平均2.05％を上回る

(2) 就職件数は、1,278件で過去最多を9年連続更新

2. 県内ハローワークにおける職業紹介状況

県内企業の障害者雇用率達成割合を高めるため、障害者雇用ゼロ企業などを重点
対象として、企業のニーズに沿った支援と指導を実施

(1)県内企業の理解促進と達成割合の向上

(2)精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催と推進

１．障害者雇用の現状

身近な地域おいて雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関のネットワークを形
成し、就業面と生活面にわたる一体的な支援を実施

(3)障害者就業・生活支援センターにおける支援
（働き・暮らし応援センター）

（平成30年6月１日現在）

（平成30年度）

平成30年度制度改正により調査対象企業の雇用者数の下限を50人から
45.5人に変更（法定雇用率2.0% → 2.2％）
対象企業数 789 → 888 に増加
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2．障害者雇用促進の取組

令和元年8月 滋賀労働局

1. 障害者雇用率達成状況
民間企業の雇用率達成割合・実雇用率の推移
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令和元年度 障害者雇用状況報告等にかかる
スケジュールについて

令和元年度 障害者雇用状況報告等にかかる
スケジュールについて

令和元年8月 滋賀労働局

【制度趣旨】
障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり
得る機会を確保することとし、常用労働者の数に対する割合（障害
者雇用率）を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すこと
により、それを保障。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」第38条、第43条

６月11日～13日 都道府県機関・民間・市町機関へ
報告・通報依頼

７月16日 雇用状況報告（民間）・任免状況通報（国、都道府県、
市町機関）期限日

夏～秋 国の行政機関公表

12月 地方公共団体、独立行政法人、民間企業公表
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障害者雇用促進法改正のポイント
～法改正に基づく公務部門に対する措置について～

障害者雇用促進法改正のポイント
～法改正に基づく公務部門に対する措置について～

〔施行日〕
令和２年4月1日
〔措置内容〕
厚生労働省にて本年11月頃障害者活躍推進計画作成指針（告示）を定め、説明会を実施
予定。これらを踏まえ、障害者活躍推進計画の作成を進めて頂くこととなります。施行日（令和2年4
月1日） の時点で作成・公表が完了した状態となっている必要があります。

１．障害者活躍推進計画

〔施行日〕
公布日（6月14日）から3月を超えない範囲内において政令で定める日
〔措置内容〕
令和2年の任免状況通報から適用。公表時期は適宜判断。
今年度国の機関は前倒し公表を予定。地方公共団体等は例年通り12月予定。

２．職員任免状況の公表

〔施行日〕
公布日（6月14日）から３月を超えない範囲内において政令で定める日
〔措置内容〕

障害者の職業生活に関する相談及び指導等を行う障害者職業生活相談員の選任が完了している
必要があります。
民間同様に一定数以上の障害者を雇用する事業所において選任が義務づけられます。
①厚生労働大臣が定める資格認定講習を受講した職員 又は
②省令で定める資格を有する職員（障害者雇用促進法施行規則第39条）
から選任することとされています。
その資格認定講習については来年度から実施予定です。今年度の暫定的取扱い等につい
ては検討中です。

４．障害者職業生活相談員の選任（資格要件）

〔施行日〕
公布日（6月14日）から３月を超えない範囲内において政令で定める日
〔措置内容〕
障害者の雇用の促進及び継続を図る業務を行う障害者雇用推進者の選任が完了している必要が
あります。

３．障害者雇用推進者の選任

令和元年8月 滋賀労働局

【改正の概要】
国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関す
る措置を講ずる。令和元年6月7日に可決成立し、同月14日に公布。
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滋 賀 労 働 局
働きやすい滋賀をめざして

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

障害者の就職件数、過去最多を 9年連続更新 
～平成 30年度における障害者の職業紹介状況等～ 

 

 滋賀労働局（局長 石坂 弘秋）では、平成 30 年度における県内のハローワークの支援

による障害者の職業紹介状況等をとりまとめましたので、公表します。 

就職件数は、1,278 件（対前年度比 6.7％増）で、過去最多を 9 年連続で更新しました。 

障害種別の就職件数では、精神障害者が 515 件で全体の 40.3％を占めています。 

ハローワークは今後も関係機関（障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、福

祉施設、特別支援学校等）との連携により、就職前のカウンセリングから就職後の職場定着

までの継続的な支援に取組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀労働局職業安定部職業対策課 

課         長   間 塚  恒 夫 

課 長 補 佐   今 宿  裕 子 

地方障害者雇用担当官   橋 本  光 敏 

（電話）０７７－５２６－８６８６ 

（直通）０７７－５２６－８２５２ 

 

 

 

 
 
 

１ 障害種別の就職件数 

精神障害者 515 件(前年に比べ 2.4％増）、知的障害者 333 件(同 11.4％増）、

身体障害者 324件(同 6.9％増）、その他の障害者 106件(同 14.0％増） 
 

２ 産業別就職件数 

「医療、福祉」（305 件）が最も多く、次いで「製造業」（283 件）、「卸売業,小

売業」（165件）となっている。 
 

３ 職業別就職件数 

「運搬・清掃・包装等の職業」（478 件）が前年度と同様に最も多く、次いで

「事務的職業」（223件）、「生産工程の職業」（211件）となっている。 
 

４ 就職率（※）（県内と全国平均） 

県内の就職率は 54.0％で、全国平均の 48.4％を 5.6ポイント上回っている。 

（※）就職率＝就職件数／新規求職申込件数×100 

 

滋賀労働局発表 

令和元年 6 月 20 日（木） 
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前年度比 前年比 前年度比 前年度差

平成　21年度 1,426 4.9 1,656 9.2 561 ▲ 6.5 39.3 ▲ 4.8
22年度 1,664 16.7 1,734 4.7 718 28.0 43.1 3.8
23年度 1,823 9.6 1,826 5.3 771 7.4 42.3 ▲0.8
24年度 1,978 8.5 1,861 1.9 870 12.8 44.0 1.7
25年度 2,014 1.8 1,962 5.4 902 3.7 44.8 0.8
26年度 2,070 2.8 2,200 12.1 944 4.7 45.6 0.8
27年度 2,066 ▲ 0.2 2,191 ▲ 0.4 1,074 13.8 52.0 6.4
28年度 2,051 ▲ 0.7 2,571 17.3 1,168 8.8 56.9 5.0
29年度 2,215 8.0 2,634 2.5 1,198 2.6 54.1 ▲ 2.9
30年度 2,368 6.9 3,038 15.3 1,278 6.7 54.0 ▲ 0.1

　　　　　　　*就職率=就職件数/新規求職申込件数

（就職件数及び新規求職申込件数の推移）

※就職率の前年度差は小数点以下の端数処理により一致しない場合がある

就職率（%、ﾎﾟｲﾝﾄ）

１　概況（全体）

新規求職申込件数（件） 有効求職者数（３月末・人） 就職件数（件）
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前年度比 前年比 前年度比 前年度差

平成21年度 656 ▲ 0.3 819 6.5 216 ▲ 19.4 32.9 ▲ 7.8
22年度 732 11.6 813 ▲ 0.7 284 31.5 38.8 5.9
23年度 703 ▲ 4.0 780 ▲ 4.1 265 ▲ 6.7 37.7 ▲ 1.1
24年度 772 9.8 784 0.5 302 14.0 39.1 1.4
25年度 720 ▲ 6.7 782 ▲ 0.3 276 ▲ 8.6 38.3 ▲ 0.8
26年度 686 ▲ 4.7 810 3.6 287 4.0 41.8 3.5
27年度 678 ▲ 1.2 803 ▲ 0.9 328 14.3 48.4 6.5
28年度 605 ▲ 10.8 907 13.0 316 ▲ 3.7 52.2 3.9
29年度 650 7.4 909 0.2 303 ▲ 4.1 46.6 ▲ 5.6
30年度 641 ▲ 1.4 966 6.3 324 6.9 50.5 3.9

　　　　　　　*就職率=就職件数/新規求職申込件数

（就職件数及び新規求職申込件数の推移）

※就職率の前年度差は小数点以下の端数処理により一致しない場合がある

就職率（%、ﾎﾟｲﾝﾄ）

２　障害種別の職業紹介状況

新規求職申込件数（件） 有効求職者数（３月末・人） 就職件数（件）
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（２）　知的障害者

前年度比 前年比 前年度比 前年度差

平成21年度 341 16.4 421 11.1 178 15.6 52.2 ▲ 0.4
22年度 400 17.3 438 4.0 197 10.7 49.3 ▲ 2.9
23年度 385 ▲ 3.8 388 ▲ 11.4 246 24.9 63.9 14.6
24年度 401 4.2 372 ▲ 4.1 219 ▲ 11.0 54.6 ▲ 9.3
25年度 423 5.5 347 ▲ 6.7 238 8.7 56.3 1.7
26年度 473 11.8 427 23.1 244 2.5 51.6 ▲ 4.7
27年度 419 ▲ 11.4 408 ▲ 4.4 258 5.7 61.6 10.0
28年度 458 9.3 475 16.4 296 14.7 64.6 3.1
29年度 476 3.9 564 18.7 299 1.0 62.8 ▲ 1.8
30年度 468 ▲ 1.7 618 9.6 333 11.4 71.2 8.4

　　　　　　　*就職率=就職件数/新規求職申込件数

（就職件数及び新規求職申込件数の推移）

※就職率の前年度差は小数点以下の端数処理により一致しない場合がある

就職率（%、ﾎﾟｲﾝﾄ）新規求職申込件数（件） 有効求職者数（３月末・人） 就職件数（件）
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（３）精神障害者

前年度比 前年比 前年度比 前年度差

平成21年度 338 1.2 356 13.7 138 ▲ 8.6 40.8 ▲ 4.4
22年度 431 27.5 410 15.2 201 45.7 46.6 5.8
23年度 603 39.9 555 35.4 224 11.4 37.1 ▲ 9.5
24年度 694 15.1 621 11.9 302 34.8 43.5 6.4
25年度 739 6.5 724 16.6 340 12.6 46.0 2.5
26年度 771 4.3 836 15.5 366 7.6 47.5 1.5
27年度 805 4.4 832 ▲ 0.5 417 13.9 51.8 4.3
28年度 793 ▲ 1.5 999 20.1 467 12.0 58.9 7.1
29年度 891 12.4 955 ▲ 4.4 503 7.7 56.5 ▲ 2.4
30年度 1,000 12.2 1,181 23.7 515 2.4 51.5 ▲ 5.0

　　　　　　　*就職率=就職件数/新規求職申込件数

（就職件数及び新規求職申込件数の推移）

就職率（%、ﾎﾟｲﾝﾄ）新規求職申込件数（件） 有効求職者数（３月末・人） 就職件数（件）

138

201
224

302

340

366

417

467

503
515

338

431

603

694

739

771

805 793

891

1,000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度（件）

就職件数

新規求職申込件数

5



　（４）その他の障害者

前年度比 前年比 前年度比 前年度差

平成21年度 91 21.3 60 9.1 29 7.4 31.9 ▲ 4.1
22年度 101 11.0 73 21.7 36 24.1 35.6 3.8
23年度 132 30.7 103 41.1 36 0.0 27.3 ▲ 8.4
24年度 111 ▲ 15.9 84 ▲ 18.4 47 30.6 42.3 15.1
25年度 132 18.9 109 29.8 48 2.1 36.4 ▲ 6.0
26年度 140 6.1 127 16.5 47 ▲ 2.1 33.6 ▲ 2.8
27年度 164 17.1 148 16.5 71 51.1 43.3 9.7
28年度 195 18.9 190 28.4 89 25.4 45.6 2.3
29年度 198 1.5 206 8.4 93 4.5 47.0 1.3
30年度 259 30.8 273 32.5 106 14.0 40.9 ▲ 6.1

　　　　　　　*就職率=就職件数/新規求職申込件数

（就職件数及び新規求職申込件数の推移）

　

　　　

※就職率の前年度差は小数点以下の端数処理により一致しない場合がある

　　（注）「その他の障害者」とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等を保有しない者であって、発達障害、高次脳機能障害

　　　     難治性疾患等により、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である。

新規求職申込件数（件） 有効求職者数（３月末・人） 就職件数（件） 就職率（%、ﾎﾟｲﾝﾄ）
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合 計 2,368 合 計 3,038 合 計 1,278
身 体 障 害 者 641 身 体 障 害 者 966 身 体 障 害 者 324
知 的 障 害 者 468 知 的 障 害 者 618 知 的 障 害 者 333
精 神 障 害 者 1,000 精 神 障 害 者 1,181 精 神 障 害 者 515

そ の 他 の 障 害 者 259 そ の 他 の 障 害 者 273 そ の 他 の 障 害 者 106

※就職件数構成比の合計は、小数
第２位を四捨五入しているため、
100.1となります

　 新規求職申込件数

                      就職件数

　３　就職件数等における障害種別の割合

新規求職申込件数 有効求職者数（３月末現在） 就職件数

            有効求職者数

身体障害者

641件

27.1%

知的障害者

468件

19.8%

精神障害者

1,000件

42.2%

その他の

障害者

259件

10.9%

身体障害者

966人

31.8%

知的障害者

618人

20.3%

精神障害者

1,181人

38.9%

その他の

障害者

273 人

9.0%

身体障害者

324件

25.4%

知的障害者

333件

26.1%

精神障害者

515件

40.3%

その他の

障害者

106件

8.3%
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4　産業別の就職状況

〈産業別にみたときの特徴〉

○産業別割合では、「医療,福祉」（305件、23.9％）「製造業」（283件、22.1％）「卸売業,小売業」(165件、12.9％）
  「サービス業」(144件、11.3％）における就職件数が多い。

○障害種別割合で見ると
　「身体障害者」は、「医療,福祉」（76件、23.5％）「製造業」（57件、17.6％）での就労割合が高く、
　「知的障害者」は、「製造業」（108件、31.8％）「医療,福祉」（71件、21.3％）「卸売業,小売業」（46件、13.8％）で
　の就労割合が高い。
　「精神障害者」は、「医療,福祉」（131件、25.4％）「製造業」（97件、18.8％）「卸売業,小売業」（73件、14.2％）での
　就労割合が高い。　
　　
　　
　　
　　

農，林，漁業 

0.8% 

建設業 

2.7% 

製造業 

22.1% 

電気・ガス 

・熱供給 

・水道業0.1% 

情報 

通信業 

0.2% 

運輸業，郵便業 

4.0% 

卸売業，小売業 

12.9% 

金融業，保

険業 

0.7% 

不動

産

業，

物品

賃貸

業 
0.4% 

学術研究，専門 

技術サービス業 

1.5% 

宿泊業， 

飲食サービス業 

3.4% 

生活関連サービス業， 

娯楽業 

3.2% 

教育， 

学習支援

業 
5.3% 

医療，福祉 

23.9% 

複合サー 

ビス事業 

1.3% 

サービス業 

11.3% 

公務・その他 

6.3% 
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5　職業別の就職状況

〈職業別にみたときの状況〉

○職業別割合では、「運搬・清掃・包装等の職業」（478件、37.4%）の割合が大きく、「事務的職業」（223件、17.4％）
　　「生産工程の職業」（211件、16.5％）「サービスの職業」（137件、10.7％）の順になっている。

○前年度と比べると、「保安の職業」や「輸送・機械運転の職業」の就職件数の伸びが大きい。

※上記グラフの構成比は、小第２位を四捨五入しているため、合計が99.6となっています。

専門的･技術的職業 
4.9% 

事務的職業 
17.4% 

販売の職業 
4.6% 

サービスの職業 
10.7% 

保安の職業 
1.4% 

農林漁業の職業 
2.0% 

生産工程の職業 
16.5% 輸送・機械運転 

の職業 
4.1% 

建設・採掘 

の職業 
0.5 % 

運搬・清掃・包装等の 

職業 
37.4% 

管理的職業 
0.1% 
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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要

障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、

国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずる。

改正の趣旨

１．障害者の活躍の場の拡大に関する措置

⑴ 国及び地方公共団体に対する措置

① 国及び地方公共団体の責務として、自ら率先して障害者を雇用するように努めなければならないこととする。

② 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針に基づき、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとし、国及び地方公共団体は、同指針に即し

て、障害者活躍推進計画を作成し、公表しなければならないこととする。

③ 国及び地方公共団体は、障害者雇用推進者（障害者雇用の促進等の業務を担当する者）及び障害者職業生活相談員（各障害者の職業生活に

関する相談及び指導を行う者）を選任しなければならないこととする。

④ 国及び地方公共団体は、厚生労働大臣に通報した障害者の任免状況を公表しなければならないこととする。

⑤ 国及び地方公共団体は、障害者である職員を免職する場合には、公共職業安定所長に届け出なければならないこととする。

⑵ 民間の事業主に対する措置

① 短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者（特定短時間

労働者）を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みを創設する。

② 障害者の雇用の促進等に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること等の基準に適合する中小事業主（常用労働者300人以下）

を認定することとする。

２．国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置

⑴ 厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収の規定を設ける。

⑵ 国及び地方公共団体並びに民間の事業主は、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認に関する書類を保存しなければならないこととする。

⑶ 障害者雇用率の算定対象となる障害者であるかどうかの確認方法を明確化するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地

方公共団体に対して、確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとする。

改正の概要

施行期日

平成32年4月1日（ただし、１．⑴①及び２．⑴については公布の日、１．⑴③④⑤並びに２．⑵及び⑶については公布の日から起算して３

月を超えない範囲内において政令で定める日）

資料1－5



障害者雇用をめぐる現状・課題と対応（改正法の概要）

国・地方公共団体 民間
障害者の任免状況について、再点検結果を公表（H30.8）

多くの機関において、対象障害者の不適切な計上があり、
法定雇用率を達成していない状態であることが明らかになった。

関係閣僚会議で「基本方針」を決定し、取組を開始（H30.10）

※ 同方針において、引き続き、法的整備を視野に入れた検討を行う旨を表明

企業努力の積み重ねにより、障害者雇用は着実に進展

精神障害者や中小事業主における障害者雇用に課題

短時間であれば就労可能な
障害者等の雇用機会の確保

精神障害者や重度障害者を
含めた、

障害者雇用の計画的な推進
対象障害者の不適切計上の

再発防止

週20時間未満の障害者を
雇用する事業主に対する
特例給付金の新設

国等が率先して障害者を
雇用する責務の明確化
「障害者活躍推進計画」の
作成・公表の義務化
障害者雇用推進者・
障害者職業生活相談員の
選任の義務化

報告徴収の規定の新設
書類保存の義務化
対象障害者の確認方法の
明確化

⇒ 適正実施勧告の規定の新設

中小企業における
障害者雇用の促進

中小事業主（300人以下）
の認定制度の新設

（H29.6.1時点） 実雇用率 不足数

国 2.50% ⇒ 1.17% 2.0人 ⇒ 3,814.5人

地方公共団体 2.40% ⇒ 2.16% 677.0人 ⇒ 4,734.0人

雇用者数は、15年連続で過去最高を更新

（H20： 32.6万人 ⇒ H30： 53.5万人）

ハローワークにおける障害者の年間就職件数は、9年連続で増加

（H19： 45,565件 ⇒ H29： 97,814件）

現
状

課
題

対
策(

改
正
法
案
概
要)

《施策の基本理念》 社会連帯の理念に基づく事業主の共同の責務として、障害者雇用を促進

精神障害者の年間就職件数は増加しているが、雇用者数がまだ少ない

ハローワークにおける精神障害者の就職 4万5千件（障害者全体の半分）※H29

⇔雇用者数（精神障害者） ６.７万人（障害者全体の1割） ※H30

精神障害者は、短時間労働者の割合が多い （3割）

⇔身体障害者 1割、知的障害者 2割 ※H30

中小企業における障害者雇用が進んでいない

実雇用率：全体 2.05%

⇔100人以上300人未満 1.91%、45.5人以上100人未満 1.68%  ※H30

※法定雇用率 2.3％（H30.4～ 2.5％）
（ただし、都道府県等の教育委員会は 2.2％（H30.4～ 2.4％））

①チェック機能の強化
②法定雇用率の速やかな達成に向けた計画的な取組
③国・地方公共団体における障害者の活躍の場の拡大
④公務員の任用面での対応等

［再点検前 ⇒ 再点検後］



国及び地方公共団体と民間事業主との法改正事項に係る適用状況の比較

法案において規定する項目
国・地方公共団体への適用 民間事業主への適用

現行 改正案 現行 改正案
１．障害者の活躍の場の拡大に関する措置

⑴①国及び地方公共団体の責務 ー 国等が率先して雇用する責務を法
律上明確化★ ー ー

⑴②障害者活躍推進計画の作成・公表 ー 障害者活躍推進計画の作成・公
表を義務付け★ ー ー

⑴③障害者雇用推進者の選任 ー 全ての国及び地方公共団体に選
任を義務付け

一定規模以上の企業に選任の
努力義務あり （引き続き努力義務）

⑴③障害者職業生活相談員の選任 ー 一定数以上の障害者を雇用する
事業所に選任を義務付け

一定数以上の障害者を雇用す
る事業所に選任義務あり （引き続き義務）

⑴④障害者任免状況の自ら公表 ー 任免状況の自ら公表を義務化 ー ー

⑴⑤解雇の届出 ー 障害者を免職する場合は公共職
業安定所へ届出を義務付け★

障害者を解雇する場合は公共
職業安定所へ届出義務あり （引き続き義務）

⑵①週20時間未満の特例給付金 ー ー
（障害者の特性に応じた雇用推進）

ー
週20時間未満の雇用障害者
の数に応じて、障害者雇用納
付金を財源とする特例給付金
を支給する仕組みを創設

⑵②中小事業主の認定制度 ー ー ー 障害者雇用に関する優良な事
業主の認定制度を創設

２．国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置

⑴厚生労働大臣による報告徴収 ー 厚生労働大臣による報告徴収が
できる規定を新設

厚生労働大臣による報告徴収
等の規定あり （引き続き規定）

⑵対象障害者の確認書類の保存 ー 義務規定を新設 （省令に義務規定あり） 義務規定を新設

⑶対象障害者の確認方法 ー 規定を新設
適正実施勧告も規定★ ー 規定を新設

は、民間事業主よりも強い規定。 は、民間事業主に並ぶ規定。
★は、「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」（平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定）の内容に上乗せする規定。



障害者活躍推進計画の作成・公表

○ 法定雇用率を達成していない国及び地方公共団体の機関においては、法定雇用率の速やかな達成に向けた取組を進めることが求
められている一方で、障害者が活躍しやすい職場づくりや人事管理を進める等、雇用の質を確保するための取組を確実に推進すること
が必要である。

○ このため、国及び地方公共団体の機関において、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画
（障害者活躍推進計画）を作成・公表することとする。

○ また、国及び地方公共団体の機関が適切に計画を作成・実施することができるよう、厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針
に基づき、障害者活躍推進計画の作成に関する指針を示すこととする。

● 国及び地方公共団体の機関は、障害者活躍推進計画作成指針に即して、障害者活躍推進計画を作成・公表。

● 国及び地方公共団体の機関は、毎年少なくとも１回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況を公表。
● 厚生労働大臣は、国又は地方公共団体の求めに応じ、障害者活躍推進計画の作成に関し必要な助言を行うことができる。

障害者活躍推進計画の概要

計画期間：概ね２～５年間
障害者活躍推進計画における取組例
（１）障害者の活躍推進に関する基礎的事項

① 組織内の体制整備のための取組、② 障害者雇用に関する理解促進のための取組、③ 職務の選定・創出のための取組
（２）障害者の採用に関する事項

① 募集・採用に関する取組、② 職員の任用上の措置
（３）障害者が職場定着し活躍できる職場づくりに関する事項

① 職場環境整備のための取組、② 人事労務管理に関する取組

＜障害者活躍推進計画の概要イメージ＞



短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者（特定短時間労働者）の雇用に対する支援

＜労働政策審議会障害者雇用分科会意見書で提言された具体的な枠組み＞

• 週所定労働時間20時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例的な給付金を事業主に支給する。
• 雇用率制度のカウント対象とする常用労働者については、職業的自立の目安である週20時間以上の労働者とする枠組みを維持する。
• 支給額の単価は、調整金・報奨金の単価、週20時間～30時間の短時間労働者の雇用率カウント（0.5）との均衡等を踏まえ、調整金・報奨金

の単価の４分の１程度とする。
• 中長期にわたり20時間以上の勤務に移行できない者等も見られることを踏まえ、支給期間を限定しないこととする。
• 週20時間未満の雇用に対する支援が、週20時間未満の安易な雇用促進にならないよう、支給対象となる雇用障害者の所定労働時間の下限につ

いて、トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）における下限が10時間であることを踏まえ、10時間とする。
※ 具体的な要件や単価については、省令で規定する予定。

＜各制度の対象者イメージ＞

○ 現行の障害者雇用率制度等においては、職業的自立を促す観点から、週所定労働時間20時間未満での働き方は支援の枠組み
の対象とされていない。一方で、就労希望を有する精神障害者等が大幅に増加傾向にあり、その中には、障害の特性から、週所定労
働時間20時間未満であれば就労可能な障害者も一定程度見られる。

○ 短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会の確保を支援するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内
にある者（特定短時間労働者）を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例的な給付金を事業主に支給す
る仕組みを創設する。

週所定労働時間 雇用率制度 障害者雇用納付金
障害者雇用調整金

週20時間未満の
特例給付金

30時間以上 ○ ○ ×

20時間以上30時間未満 ○ ○ ×

10時間以上20時間未満 × × ○
○ 対象となる
× 対象とならない



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の創設

○ 中小事業主については、法定雇用義務が課されているにもかかわらず依然として障害者を全く雇用していない企業（障害者雇用ゼ
ロ企業）が多い等、障害者雇用の取組が停滞している状況にある。

○ このため、従来の制度的枠組みに加え、個々の中小事業主における障害者雇用の進展に対する社会的な関心を喚起し、障害者
雇用に対する経営者の理解を促進するとともに、先進的な取組を進めている事業主が社会的なメリットを受けることができるよう、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を創設する。

＜考えられる優良中小事業主の認定制度に係る評価項目例＞

１．障害者雇用の推進体制の整備 ６．障害者を採用し、活躍を推進するための計画立案
２．障害者雇用に関する理解浸透 ７．募集・採用の取組
３．職務の選定・創出 ８．職場定着の取組
４．職場環境の整備 ９．関係機関との連携
５．雇用管理の充実

※具体的な評価項目については、法案成立後に検討。

＜企業規模別の障害者雇用状況＞

実雇用率 雇用率達成企業割合 雇用率未達成企業のうち
雇用ゼロ企業割合

全体 2.05% 45.9% 57.8% (100%)
45.5～100人未満 1.68% 44.1% 93.7% (82.1%)
100～300人未満 1.91% 50.1% 30.8% (17.7%)
300～500人未満 1.90% 40.1% 1.3% (0.2%)

500～1,000人未満 2.05% 40.1% 0.1% (0.0%)
1,000人以上 2.25% 47.8% 0.1% (0.0%) 平成30年6月1日現在

＜認定のメリット＞

○ 自社の商品、広告等への認定マークの使用
○ 認定マークの使用によるダイバーシティ・働き方

改革等の広報効果
○ 障害のない者も含む採用・人材確保の円滑化
○ 好事例の相互参照・横展開 等



県庁における障害者雇用のあり方検討状況について 

 

１ 障害者雇用に係る取組状況 

（１）障害者採用試験の実施 

・身体障害者を対象とした職員採用試験を平成４年度から毎年度実施(累計 44 人) 

・令和元年度実施の採用試験から、知的障害者、精神障害者にも対象を拡大 

（２）チャレンジ雇用の実施 

 ・平成 30 年度から非常勤職員として知的障害者、精神障害者の雇用を開始(累計３人) 

（平成 31 年１月には、身体障害者にも対象を拡大） 

（３）障害者雇用率の状況（知事部局(企業庁および病院事業庁を含む)） 

・令和元年６月１日現在の障害者雇用率は 2.52％（法定雇用率：2.5％） 

※令和元年７月 10 日付けで厚生労働大臣に報告 

 

２ 障害者雇用のあり方検討ワーキングチーム（以下「ＷＴ」という。）における検討 

障害者雇用率の達成に留まらず、障害のある職員もない職員もともにいきいきと働

く県庁の実現を目指し、関係部局の職員で構成するＷＴを設置し、県庁における障害

者雇用の目指す姿等について、検討を進めているところ。 

（１）主な検討課題 

・滋賀県庁における障害者雇用の目指す姿 

・障害者雇用に係る現状分析、課題への対応策の検討、職員の意識改革 

・その他障害者雇用のあり方検討に関する必要な事項 

（２）構成部局 

 ・知 事 部 局（総務課、人事課、障害福祉課、労働雇用政策課） 

 ・各任命権者（企業庁、病院事業庁、議会事務局、教育委員会事務局、 

人事委員会事務局、県警本部警務課） 

（３）検討実績 

5/27 第１回ＷＴ会議 (滋賀県社会就労事業振興センター長講演、目指す姿議論) 

6/25 第２回ＷＴ会議 (滋賀労働局地方障害者雇用担当官講演、目指す姿議論） 

7/16 第３回ＷＴ会議 (目指す姿とりまとめ（別添資料参照）、職員アンケート 

および先進団体調査についての情報共有） 

 

 

 

 

 

アンケートの回答概要（主な意見） 

・施設の改善（手すりの設置等）を望む意見 

・勤務時間制度、勤務日数、休暇等の配慮を望む意見 

・障害の状況の理解を望む意見 
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（４）今後の検討事項 

・アンケートの分析結果や今後実施予定の先進団体等への訪問調査結果等を踏まえ、

制度や合理的配慮等の改善を検討する。 

・障害者雇用促進法の一部改正を受け、今年度中に「障害者活躍推進計画」を策定し、

公表する必要があることから、計画内容の検討を行う（国が策定予定の「障害者活

躍推進計画作成指針」が令和元年 11 月に告示される予定）。 



県庁における障害者雇用のあり方検討状況について

・業務上の配慮の状況
・勤務や配慮に係る意見・提案等

障害者雇用率の状況
平成30年6月1日現在

障害者雇用率 2.52％ (法定雇用率2.5％）

（内訳）知事部局：2.75 ％、企業庁：4.55 ％、 病院事業庁：1.28 ％

２ 職員アンケートの実施

調査内容

１滋賀県庁における障害者雇用の目指す姿

令和元年6月1日現在（厚生労働大臣への報告値）

障害者雇用率 2.52％ (法定雇用率2.5％）

（内訳）知事部局：2.78 ％、企業庁：5.13 ％、病院事業庁：1.06 ％

今後の検討事項３

＜障害者雇用の意義＞

○誰もが働きやすい職場の実現
障害を有する職員にとって働きやすい職場とすることは、全ての職員に

とっても働きやすい職場の実現につながる。
○ダイバーシティ（多様な人材の活用）の実現

多様な人材が活躍する組織となることで、組織の視野が広がり、幅広い観
点から施策立案を行うことが可能になり、県民サービスの向上につながる。
○共生社会の実現

全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格
と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す滋賀県として、率先
垂範する取組となる。

こんな県庁を目指します！

障害の有無に関わらず全ての職員が

・持てる能力を最大限発揮し、やりがいをもって働き続けられる県庁

・自分らしさや強み、個性を活かし合える県庁

＜取組の視点＞

主な意見

県庁で働く障害を有する職員に関する状況を把握し、改善すべき点を分析す
るため、障害者手帳等を有する職員およびその上司を対象に、次のとおりアン
ケートを実施したところ。

○施設の改善を望む意見
・トイレ等への手すりの設置 ・廊下における照度の確保
・庁内放送における音量の調整

○勤務時間制度、勤務日数、休暇等の配慮を望む意見
・通勤時間帯の混雑を避けるための柔軟な勤務時間制度の創設

○障害の状況の理解を望む意見
・外見からは理解が得られにくい障害(内部障害等)に関する職員の理解向上

○その他
・加齢とともに障害が悪化する傾向にあるため、将来の体調面が不安
・日頃から相談しやすい環境にあるので十分満足

障害者活躍推進計画の策定（障害者雇用促進法の一部改正）
・計画内容を検討の上、今年度中に計画を策定・公表

職員の意識改革に向けた研修の実施および相談員の設置
・統一テーマ研修や管理職向け研修の検討・実施
・障害者職業生活相談員の設置および人材育成
職域の拡大
・先進団体や民間企業への訪問調査結果を踏まえ、職域の拡大を検討
ハード・ソフト両面からの職場環境の整備
・庁舎のバリアフリー化の推進
・柔軟な勤務時間制度の検討・創設

人

仕事

環境

障害者雇用のあり方検討ワーキングチームにおける検討内容

資料２－１－２



病院事業庁における障害者雇用のあり方について

障害者雇用の現状

工程

病院事業庁の取組

機関名 法定雇用率 障害者の数 実雇用率 不足数
病院事業庁（単独) 2.5% 6人 1.06% 8人

（令和元年6月1日現在）

１．ワーキングチームの設置 ○ 障害のある人もチームの一員となって、ともにいきいきと働ける職場づくりを目指す

項目 令和元年7～9月 令和元年10～12月 令和２年1～3月 令和２年度

チャレンジ雇用の拡大
（事務補助）

病院独自の取組

職員意識の醸成

業務の切り出し 受入体制・就労現場確認 採用 勤務 勤務時間延長

先進地視察
医療系業務の切り出し
就労体系の検討

制度設計 取組試行・業務実施

２．チャレンジ雇用の継続・拡大（Ｈ30～） ３．病院独自の障害者雇用

４．中長期的取組 ○ 常勤職員の採用について検討（資格職採用試験のあり方等）

○ チャレンジ雇用を活用し、非常勤職員として雇用。
（経営管理課１名、総合病院１名）

○ 事務部門に在籍し、主に事務補助業務に従事。
○ 精神医療センターデイケア係の支援を受けて、日報の共有や定例
の打ち合わせなどのフォロー体制を構築。

【病院における障害者雇用の先進例】
・業務の種類、量ともに豊富な医療系の業務で職域開発。
（ベッドメイク、車椅子等の清掃、入院申込書のチェックなど）
・ジョブコーチと障害者によって構成される係を設置し、病棟など医療現場
に出向いて就労。

① 病院の医療系業務において障害者雇用を推進する。
② 各病院の様々な業務に従事するため、また、障害者への支援を充実
させるため、障害者の就労体系について検討する。

③ 障害者とともに働ける職場づくりのため、職員意識の醸成に努める。
多くの専門職が在籍している利点を活かし、よりよい雇用をめざす。

中堅・管理者向け勉強会

【今後の進め方】
・現在のチャレンジ雇用について検証を行ったところであり、これを踏まえ
未実施の所属における雇用を推進する。
・受入体制や業務内容を改善し、さらに働きやすい職場をめざす。
・本人の意向を踏まえつつ、担当業務のレベルを上げて、職業能力
の向上につなげるとともに、チャレンジ雇用卒業のあり方を検討する。
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教育委員会における障害者雇用のあり方検討状況について 

＜県教育委員会障害者雇用ワーキンググループ活動状況＞ 

 

１ 趣旨 

・ 教育委員会における課題を整理し、望ましい障害者雇用の姿を実現してい

くため、県教育委員会障害者雇用推進ワーキンググループ（WG）を設置。 

 ・「雇用の確保」および雇用後の「職場定着支援（働きやすい体制の整備)」

の両面から、課題を洗い出し、改善策を検討。 

 ・国における障害者雇用のあり方の検討や法改正に対応し、制度面をはじめ、

教育委員会として取り組むべき障害者雇用のあり方について検討。 

 

２ 構成員 

教育総務課、教職員課、特別支援教育課の各関係職員（計９名） 

 

３ 検討テーマ 

 （1）障害者がいきいきと活躍できる場の拡大（雇用の確保） 

   ・正規教職員としての障害者雇用の推進方策 

(障害者人材の確保策、採用方法のあり方、市町教委との連携のあり方、 

県立学校卒業生の教員志望者等の増加策 等) 

・非常勤嘱託員(チャレンジ雇用等)から正規職員への登用 

・業務集中処理組織（事務集約オフィス）の設置検討 

（2）障害者が働きやすい職場づくり（職場定着支援） 

・必要な環境整備（ハード・ソフト）の取組 

 

４ 活動状況 

 開催日 出席者 内容 

第１回 H31.4.22 ６名 WGの立ち上げ、進め方の確認、検討テーマ・役割分担の決定、 

現状分析 

第２回 R1. 5.28 ８名 以下の２テーマについて意見交換 

・正規教職員としての障害者雇用の推進方策 

・業務集中処理組織の設置検討 

第３回 R1. 6.20 ７名 以下の２テーマについて意見交換 

・正規教職員としての障害者雇用の推進方策 

・業務集中処理組織の設置検討 

視察 R1. 7.8-9 ２名 業務集中処理組織を設置する先進都県の視察、取組状況聴取 

・東京都教育庁サポートオフィス「パレット」 

・埼玉県教育委員会事務集約オフィス「ハーモニー」 

R1. 7.26 ３名 障害者雇用に係る先進県の視察 

・山口県（教員採用、業務集中処理組織設置、実習助手の正

規雇用等） 
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５ 課題と今後の方向性 

・教育委員会における職員の約９割は資格職種である教員であり、正規職員 

として資格を有する障害者を一定数雇用することが困難な状況。  

・正規教職員の障害者雇用を進めていくためには、将来の教員志望者増加策を

含めて、中長期な取組が必要。加えて、教員養成、募集・採用、採用後の支

援等の総合的な取組が必要であり、本ＷＧの主テーマとして引き続き議論し、

有効な手立てを検討していく。 

 ・一方、今後、法定雇用率の引き上げが見込まれる中、中短期的な取組とし

て、障害者の雇用を拡大するとともに、障害者が働きやすい環境を整備す

る点において、業務集中処理組織（事務集約オフィス）の設置が有効と考

えている。 

・今後、予算面や、業務集中処理組織の設置を通じて、どのように障害のある

職員とない職員がともに働ける場を確保するかなど、引き続き議論していく。 

 ・これらの検討結果をもとに、障害者がいきいきと活躍できる場を拡大する

とともに、障害者が働きやすい職場づくりを通じて、障害のある職員も、

ない職員もともにいきいきと働ける県教育委員会を実現するための方策に

ついてまとめていく。 

 



滋賀県教育委員会における障害者雇用推進に向けた取組

○ 職場適応支援員の採用・配置拡大
○ 職場適応支援員の研修・専門性のあり方検討
○ 勤務時間の弾力化等の検討
○ ICT機器や各種支援機器等の導入検討

○ 障害者理解等を促進する研修の実施

○ 障害のある教職員の人事配置面での配慮の検討
○ 関係機関（ハローワーク、障害者就労支援機関等）との連携
○ 人事管理上の配慮措置の検討（例：休憩時間の弾力的な設定など）
○ 周囲の教職員からの有効なサポートの在り方の検討

○ エレベータや多目的トイレの整備など県立学校におけるバリアフリー化の推進

現状

障害者雇用率 ２.07 ％
（内訳）教育職員 1.53 ％

事務職員 8.62 ％

（平成30年6月1日現在）
＜障害者雇用を取り巻く全国の動き＞

○地方公務員法、障害者雇用促進法の改正
○法定雇用率の引き上げ（R3.４までに2.5％へ）
○国（文科省）における障害者雇用推進プラン取りまとめ

（令和元年6月1日現在：厚生労働大臣への報告値）

正規教職員
＜教員としての雇用＞

○採用前の取組
（高校や大学段階からの）教員志望者増加策

○採用段階の取組
教員採用試験制度の更なる見直し

○採用後の取組
障害者が働きやすい職場づくり（→２）
市町教育委員会との連携の在り方

＜教員以外の職での雇用＞

○教員免許を必要としない職での新たな採用枠の設置検討

１

非常勤職員

２障害者が働きやすい職場づくり

障害者本人への支援

職場等への支援

支援体制の構築

障害者が働きやすい施設整備の推進

障害者がいきいきと活躍できる場の拡大

障害者雇用率 2.54％ (法定雇用率2.4％達成）

（内訳）教育職員 1.34 ％

事務職員 16.41 ％

教育委員会ワーキンググル―プにおける検討内容

業務集中処理組織（事務集約オフィス）の設置検討

※東京都教育庁サポートオフィス「パレット」
の取組例

課題

総合的かつ中長期的な
取組が必要

＜雇用拡大に向けたH31.1以降の取組＞
○障害者チャレンジ雇用 + 5人（H30比）
○県立学校事務補助員（R1新） +37人（H30比） +4６人の新たな雇用
○県立学校業務嘱託員 + ４人（H30比） ※実人数ベース

○障害者が働きやすい職場づくり（→２）
○会計年度任用職員制度移行に向けた職の再構築
○非常勤嘱託員から正規教職員への登用策(ステップアップ）

○事務局・県立学校における業務の集中化による障害者雇用拡大
○ 中長期的に取り組む正規教職員の雇用拡大に向けた取組

（大学等への働きかけ・教員の仕事について魅力をアピール）

○ 業務集中処理組織（事務集約オフィス）の在り方検討
→予算面や、ノーマライゼーションの観点から、障害のある職員とない職員がとも

に働く機会をどのように確保するかについて、全庁的な議論が必要。

（文科省においても設置予定）
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経済団体への障害者の雇用確保の要請について 

 

１ 趣旨 

 一人でも多くの障害者が、その希望と能力に応じて多様な働く場に参画し、力を発揮で

きる環境づくりには、経済団体の協力が不可欠である。 

 このため、各経済団体に対して、障害者の一層の雇用の促進と定着に向けた積極的な取

組について協力依頼を行い、県内の障害者雇用の促進と安定を図ることを目的とする。 

 

２ 実施内容 

 経済団体に対して、障害者の雇用確保に関する要請書を手交する。 

 

３ 要請先経済団体 

 滋賀経済団体連合会および経済６団体 

経済６団体：滋賀県商工会議所連合会、滋賀県商工会連合会、滋賀県中小企業団体中央会、

滋賀経済同友会、一般社団法人滋賀経済産業協会、公益社団法人びわこビジターズビュー

ロー 

 

４ 実施状況 

 平成 25年４月の法定雇用率の引上げに伴い、平成 24年度より要請活動を開始。 

  

５ 今年度の実施について 

 昨年６月１日現在の県内の民間企業の実雇用率は 2.23%と、県全体で法定雇用率 2.2％を

達成しているが、雇用率達成企業割合は 54.8%と４割強の企業が未達成の状況である。 

 さらに、令和３年４月までに、法定雇用率が 2.3%に引き上げられるとともに、障害者の

雇用義務のある事業主の範囲も、45.5 人以上から 43.5 人以上に広がる。 

 このようなことから、県内の事業主に対し、障害者の一層の雇用促進と定着に向けた積

極的な取組を促進していただく必要があるため要請を行う。 

 ・８月 27 日（火）16：00～ 

  由布副知事から、滋賀経済団体連合会 大道会長に対して、要請書を手交予定 

 ・８月 27 日以降、労働雇用政策課長から、各経済６団体に対して、要請書を手交予定 
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障害者の雇用確保に関する要請書（案） 

 
 
平素は、障害者雇用の促進について格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

本県における民間企業に雇用されている障害者数については、平成30年6月1日現在で、

実雇用率 2.23%となりましたが、法定雇用率達成企業の割合は 54.8％であり、半数近くの

企業で未達成となっている状況です。 

県といたしましては、さらなる障害者雇用の促進を図るため、知事を本部長として、労

働、教育、福祉をはじめとする県関係部局および滋賀労働局で組織する「滋賀県障害者雇

用対策本部」において、一体的かつ総合的な取組を進めているところです。 

また、今年度から、県庁内にワーキングチームを設置し、法定雇用率の達成に留まるこ

となく、障害の有無に関わらず全ての職員がいきいきと働く県庁の実現を目指して、検討

を進めているところです。 

貴連合会の構成団体および企業の皆様には、障害者の雇用促進と安定に、これまでもさ

まざま御尽力を賜っているところでありますが、一人でも多くの障害者が、その希望と能

力に応じて多様な働く場に参画し、力を発揮できる環境づくりを進めていくため、各構成

団体および企業に対し、障害者の一層の雇用促進と定着に向けた積極的な取組を促してい

ただきますよう、特段の御配慮をお願い申し上げます。 

 

 

令和元年８月 27 日 

 

滋賀経済団体連合会会長  大道 良夫 様 

 

   

 
 

 滋賀県知事   三日月 大造 

滋賀県障害者雇用対策本部長  
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○滋賀県障害者雇用対策本部設置規程 

平成27年４月１日 

／滋賀県訓令第３号／企業庁訓令第３号／病院事業庁訓令第３号／教育委員会教育長訓令

第３号／警察本部訓令第15号／ 

改正 平成27年12月28日／訓令第42号／企業庁訓令第14号／病院事業庁訓令第13号／教

育委員会教育長訓令第22号／警察本部訓令第34号／ 

平成28年４月１日／訓令第８号／企業庁訓令第４号／病院事業庁訓令第４号／教育委員会

教育長訓令第４号／警察本部訓令第12号／ 

平成29年３月31日／訓令第４号／企業庁訓令第３号／病院事業庁訓令第３号／教育委員会

教育長訓令第３号／警察本部訓令第12号／ 

平成30年６月１日／訓令第19号／企業庁訓令第４号／病院事業庁訓令第４号／教育委員会

教育長訓令第９号／警察本部訓令第18号／ 

平成30年７月20日／訓令第23号／企業庁訓令第８号／病院事業庁訓令第８号／教育委員会

教育長訓令第13号／警察本部訓令第23号／ 

平成30年８月20日／訓令第32号／企業庁訓令第15号／病院事業庁訓令第14号／教育委員

会教育長訓令第21号／警察本部訓令第29号／ 

滋賀県障害者雇用対策本部設置規程を次のように定める。 

滋賀県障害者雇用対策本部設置規程 

（設置） 

第１条 障害者の雇用に係る施策について連絡調整を図り、総合的かつ効果的な推進を図る

ため、滋賀県障害者雇用対策本部（以下「対策本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 対策本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 障害者の雇用の推進に関する総合調整に関すること。 

(2) 経済団体、福祉団体等の関係機関との連絡調整に関すること。 

(3) その他障害者の雇用について必要な事項に関すること。 

（構成） 

第３条 対策本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 本部長 

(2) 副本部長 

(3) 本部員 

参考１ 
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(4) 幹事 

２ 本部長は、知事をもって充てる。 

３ 副本部長は、副知事をもって充てる。 

４ 本部員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てるほか、滋賀労働局職業安定部長

に委嘱する。 

５ 幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てるほか、滋賀労働局職業安定部職業

対策課長に委嘱する。 

６ 本部長は、第４項および前項に定めるもののほか、必要と認める者を本部員または幹事

に命じ、または委嘱することができる。 

（一部改正〔平28／訓令８／企業庁訓令４／病事庁訓令４／教育長訓令４／警本

訓令12／・平30／訓令19／企業庁訓令４／病事庁訓令４／教育長訓令９／警本訓

令18／〕） 

（構成員の職務） 

第４条 本部長は、対策本部の事務を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、

商工観光労働部を担任する副知事である副本部長がその職務を代理する。 

３ 本部員は、それぞれの職務に応じて所掌事務を行う。 

４ 幹事は、それぞれの職務に応じて本部員を補佐し、所掌事務を行う。 

（一部改正〔平27／訓令42／企業庁訓令14／病事庁訓令13／教育長訓令22／警本

訓令34／・平30／訓令19／企業庁訓令４／病事庁訓令４／教育長訓令９／警本訓

令18／・平30／訓令23／企業庁訓令８／病事庁訓令８／教育長訓令13／警本訓令

23／・平30／訓令32／企業庁訓令15／病事庁訓令14／教育長訓令21／警本訓令29

／〕） 

（会議） 

第５条 対策本部の会議は、本部員会議および幹事会議とし、本部長が招集する。 

２ 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、第２条に規定する事項につい

て審議決定する。 

３ 幹事会議は、幹事で構成し、第２条に規定する事項について協議する。 

（一部改正〔平30／訓令19／企業庁訓令４／病事庁訓令４／教育長訓令９／警本

訓令18／〕） 

（庶務） 
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第６条 対策本部の庶務は、健康医療福祉部障害福祉課、商工観光労働部労働雇用政策課ま

たは教育委員会事務局特別支援教育課において処理する。 

（一部改正〔平30／訓令19／企業庁訓令４／病事庁訓令４／教育長訓令９／警本

訓令18／〕） 

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

付 則 

この訓令は、平成27年４月１日から施行する。 

付 則（平成27年／訓令第42号／企業庁訓令第14号／病事庁訓令第13号／教育長訓

令第22号／警本訓令第34号／） 

この訓令は、平成28年１月１日から施行する。 

付 則（平成28年／訓令第８号／企業庁訓令第４号／病事庁訓令第４号／教育長訓

令第４号／警本訓令第12号／） 

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

付 則（平成29年／訓令第４号／企業庁訓令第３号／病事庁訓令第３号／教育長訓

令第３号／警本訓令第12号／） 

この訓令は、平成29年４月１日から施行する。 

付 則（平成30年／訓令第19号／企業庁訓令第４号／病事庁訓令第４号／教育長訓

令第９号／警本訓令第18号／） 

この訓令は、平成30年６月１日から施行する。 

付 則（平成30年／訓令第23号／企業庁訓令第８号／病事庁訓令第８号／教育長訓

令第13号／警本訓令第23号／） 

この訓令は、平成30年７月20日から施行する。 

付 則（平成30年／訓令第32号／企業庁訓令第15号／病事庁訓令第14号／教育長訓

令第21号／警本訓令第29号／） 

この訓令は、平成30年８月20日から施行する。 

付 則（平成31年／訓令第６号／企業庁訓令第５号／病事庁訓令第５号／教育長訓

令第５号／警本訓令第10号／） 

この訓令は、平成31年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

（一部改正〔平28／訓令８／企業庁訓令４／病事庁訓令４／教育長訓令４／警本
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訓令12／・平31／訓令６／企業庁訓令５／病事庁訓令５／教育長訓令５／警本訓

令10／〕） 

知事公室長 総合企画部長 総務部長 文化スポーツ部長 琵琶湖環境部長 健康医療

福祉部長 商工観光労働部長 農政水産部長 土木交通部長 会計管理者 企業庁長 

病院事業庁長 教育委員会教育長 警察本部長 

別表第２（第３条関係） 

（一部改正〔平28／訓令８／企業庁訓令４／病事庁訓令４／教育長訓令４／警本

訓令12／・平29／訓令４／企業庁訓令３／病事庁訓令３／教育長訓令３／警本訓

令12／・平30／訓令19／企業庁訓令４／病事庁訓令４／教育長訓令９／警本訓令

18／・平31／訓令６／企業庁訓令５／病事庁訓令５／教育長訓令５／警本訓令10

／〕） 

知事公室 広報課長 

総合企画部 企画調整課長 人権施策推進課長 

総務部 人事課長 私学・県立大学振興課長 

文化スポーツ部 文化芸術振興課長 

琵琶湖環境部 環境政策課長 

健康医療福祉部 健康福祉政策課長 障害福祉課長 

商工観光労働部 商工政策課長 労働雇用政策課長 

農政水産部 農政課長 

土木交通部 監理課長 

会計管理局 管理課長 

企業庁 経営課長 

病院事業庁 経営管理課長 

教育委員会事務局 教育総務課長 高校教育課長 幼小中教育課長 特別支援教育課

長 

警察本部 警務課長 

 



38事業

779,632 千円

【新規】 3,300 千円 【健福】

8,687 千円 【教育】

【新規】 3,100 千円 【教育】

11,511 千円 【健福】

【新規】 7,194 千円 【健福】

16,929 千円 【商労】

13,709 千円 【商労】

3,563 千円 【商労】

5,000 千円 【商労】

11,100 千円 【健福】

【新規】 5,300 千円 【健福】

6,572 千円 【健福】

2,480 千円 【健福】

3,600 千円 【健福】

7,000 千円 【健福】

1,000 千円 【健福】

【拡充】 3,920 千円 【農水】

383,075 千円 【商労】

【拡充】 2,846 千円 【商労】

― 千円 【土木】

― 千円 【会計】

― 千円 【会計】

55,000 千円 【教育】

【新規】 67,385 千円 【教育】

【新規】 11,585 千円 【教育】

18,228 千円 【教育】

【拡充】 6,467 千円 【総務】

【拡充】 17,840 千円 【教育】

【新規】 1,612 千円 【企業】

【新規】 4,351 千円 【病院】

 ※(47,134) 千円 【県生】

― 千円 【県生】

【新規】 14,138 千円 【健福】

― 千円 【健福】

― 千円 【健福】

63,798 千円 【健福】

9,671 千円 【健福】

9,671 千円 【商労】

― 千円 【総務】

しが障害者施設応援企業認定

障害者就業・生活支援センター事業

 働き・暮らし応援センター事業（定着支援員設置）

 働き・暮らし応援センター事業（職場開拓員設置）

障害者雇用のあり方検討ワーキングチーム会議

建設工事入札参加資格審査に係る優遇制度

県立学校障害者雇用推進事業

障害者チャレンジ雇用推進事業

障害者差別解消総合推進事業

障害者優先調達の促進

社会政策推進に配慮した入札等の実施

学校業務嘱託員（障害者雇用）の任用

学校事務補助員（障害者雇用）の任用

職場適応支援員の任用

ナイスハート物品購入制度

障害者チャレンジ雇用推進事業

障害者チャレンジ雇用推進事業

障害者チャレンジ雇用推進事業

人権啓発活動推進事業

じんけん通信発行事業

発達障害者自立生活移行支援事業

障害者就労移行強化モデル事業

農福連携推進事業

「Made in SHIGA」企業立地助成金

チャレンジドＷＯＲＫ運動推進事業

介護等の場における知的障害者就労促進事業

介護等の場における精神障害者就労促進事業

障害者介護職員養成事業

社会就労事業振興センター運営事業補助金

就労移行支援促進事業

障害福祉サービス事業所の農業技術向上支援事業

障害者委託訓練事業

障害者総合実務訓練事業

職場適応訓練事業

ポテンシャル発見！障害者雇用推進事業

平成31年度予算額　計

大学と地域をつなぐ発達障害キャリア支援事業

職業的自立と社会参加をめざした職業教育充実事業

農福連携推進に係る就農支援モデル事業

障害福祉サービス事業所の仕事おこし支援事業

障害者雇用の推進に向けて

目指す方向
○障害のある人が、その能力と適性に応じ、多様な働く場に参加し、自立した生

活を送ることができる社会づくりをめざします。

平成31年度施策体系

目 標

○障害のある生徒・学生の一般就労への促進

○障害者の知識・能力の向上による一般就労への促進

○障害福祉サービス事業所等から一般就労への促進

○障害者雇用への理解促進と雇用のための受け皿整備の促進

４.障害

者雇用

の理解

促進と

雇用の

受け皿

整備

５．雇用

促進に

向けた総

合的支

３.一般

就労へ

の移行

支援

２.知
識・技

能の向

上

１.教育

現場に

おける

支援

労

働

局

連 携

連 携

参考２



新規拡充
組替 (千円)

1

高等学校・大学
を対象とした発
達障害早期支援
モデル事業

― ― ― 4,000

・南部圏域の大学･私立高校(4校)への支援者支援
２３９回
・湖東圏域における高校･大学支援の後方支援
・「支援アイデア集」の普及と、高校･大学生支援に
かかる縦･横の連携促進を目的とした、学習会の
実施：５０名参加

障害福祉
課

1

大学と地域をつ
なぐ発達障害
キャリア支援事
業

大学に在学する発達障害者に対して、県内大学の進路担当者への助言や、大学
と地域の支援関係者による合同研修会の開催等により、大学から就労にかけての
切れ目のない支援の充実を図る。

新規 3,300 ― ―
障害福祉
課

1

職業的自立と社
会参加をめざし
た職業教育充実
事業

「しがしごと検定」を活用した職業教育の工夫改善、企業の知見をもとにカリキュラ
ム・マネジメントの視点で授業改善を進め、社会的・職業的自立に向けた教育課程
の研究を進める。また、就労アドバイザーを２名配置し、実習先や就職先の拡大を
図る。「しがしごと検定」や「しがしごと応援団」の運営により企業との連携を図りな
がら、生徒の社会的・職業的自立に向けた取組を進める。

8,687 7,331

企業の知見を積極的に学校現場に取り込みなが
ら授業改善を進めるとともに、社会的・職業的自立
に向けた教育課程の研究を進めた。また、前年度
に引き続き就労アドバイザー２名による実習先や
就職先の拡大を図るとともに、「しがしごと検定」や
「しがしごと応援団」の運用などにより、企業との連
携を図りながら、生徒の社会的・職業的自立に向
けた取組を進めた。

特別支援
教育課

1
農福連携推進に
係る就農支援モ
デル事業

働き手が不足している農業分野と、就労先の開拓といった課題を抱える特別支援
教育分野が連携し、双方の課題解決に向け、就農支援システムの構築および農
業従事者の知見を生かした職業教育の充実等に取り組む。

新規 3,100 ― ―
特別支援
教育課

2
障害福祉サービ
ス事業所の仕事
おこし支援事業

事業所で働く障害者の就労収入の向上を図るため、事業所への業務改善指導、
商品開発・販路拡大への助言・指導、事業所職員の工賃向上にかかるスキル向
上のための人材育成研修などを行う。

11,511 10,999

個別指導による事業所への業務改善指導、商品
開発・販路拡大への助言・指導や事業所職員のた
めの人材育成研修（計3回）、農業と福祉の連携に
よる仕事おこしなどを行った。

障害福祉
課

2

障害福祉サービ
ス事業所の農業
技術向上支援事
業

障害者の就労分野での就労促進と事業所の工賃向上を図るため、農業に取り組
む事業所に農業技術の専門家を派遣し、アドバイスを行う。また、農福連携の事
例集を作成し、農業者・福祉事業所へ配布する。

新規 7,194 ― ―
障害福祉
課

2
障害者委託訓練
事業

就職を目指す障害者を対象として、企業、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様
な委託先を活用し、障害者の態様に応じた訓練を実施し、雇用の促進を図る。

16,929 8,629

個々の障害者の態様に応じた訓練内容等のコー
ディネートを行い、知識・技能習得訓練、実践能力
習得訓練を実施し就職の促進を図った。
受講者　18名、中退者　3名、修了者　15名（うち
8名就職）

労働雇用
政策課

2
障害者総合実務
訓練事業

高等技術専門校の施設内において知的障害者を対象とした職業訓練を実施し就
職の促進を図る。

13,709 12,488

総合実務科（販売実務コース・OA事務コース）の
訓練を実施した。
入校者　7名（4月生　6名、10月生　 1名）、中退者
4名、修了者　3名、（うち就職者　5名）

労働雇用
政策課

2
職場適応訓練事
業

障害者に対し、事業所での作業訓練を行い、就労を促進する。 3,563 1,599
一般事業所において実地作業訓練を行い作業環
境への適応を図り就労を促進した。
受講者　2名、就職者 1名、協力事業所　2社

労働雇用
政策課

2
ポテンシャル発
見！障害者雇用
推進事業

障害者に対して就労体験の場を提供することで、就労意欲の向上を図るとともに、
事業所の障害者雇用に対する理解を深め、障害者就労を促進する。

5,000 5,626

【企業との連携によるトライWORK推進事業】
障害者（事業所）に1週間程度の就労（雇用）体験
を提供し、障害者の就労を促進した。
利用者372名、就職者134名、協力事業所221社

労働雇用
政策課

3
介護等の場にお
ける知的障害者
就労促進事業

介護技能等習得研修を修了した知的障害者に対する県独自の資格認定や介護
事業所職員に対する障害の理解などの研修および、有資格者と介護事業所間の
雇用の調整を行い、介護等の場における就労を促進する。

11,100 11,400

【知的障害者への介護技能等習得研修】
　研修修了者：12名
【介護事業所職員向け研修】
介護事業所職員に対し障害特性の理解等の研修
を実施し雇用の整備を図った。
　研修参加者：44名
【就労・雇用等の調整】
　延修了者数：231名。うち94名就職。

障害福祉
課

3
介護等の場にお
ける精神障害者
就労促進事業

精神障害者の職域を拡大するため、障害の特性に応じた研修プログラムを検討し
実施することにより、介護事業所等での就労促進を図る。

新規 5,300 ― ―
障害福祉
課

3
障害者介護職員
養成事業

障害者の学習速度に合わせた介護職員初任者研修を実施し、障害者の介護の場
への就労を促進する。

6,572 6,572

障害者に対する介護職員初任者研修の実施によ
り、介護人材の確保、就労による障害者の自立、
共生社会構築の推進が図れた。
【参考】
H30　修了者数6名
　　　 うち  5名就職
　　　 うち　1名就職支援中

医療福祉
推進課

3
社会就労事業振
興センター運営
事業補助金

障害者の就労を促進し、安定的な収入の確保による経済的な自立を目的として、
福祉事業所に対して就労支援等を行うとともに企業や福祉、教育、医療等の各分
野とのネットワークの構築に関する事業を行う滋賀県社会就労事業振興センター
に運営に対して助成を行う。

2,480 2,480
福祉事業所に対して就労支援等を行うとともに企
業や福祉、教育、医療等の各分野とのネットワー
クの構築に関する事業の運営を行った。

障害福祉
課

障害者雇用推進事業一覧

備考 所管課
事　業　名
(制度名）

事業内容
（制度内容）

当初予算額

施
策
体
系

平成31年度

最終
予算額
(千円）

平成30年度

事業名(制度名）
実績・成果

１.教育現場における支援
２.知識・技能の向上
３.一般就労への移行支援
４.障害者雇用の理解促進と雇用の受け皿整
備
５．雇用促進に向けた総合的支援



新規拡充
組替 (千円)

備考 所管課
事　業　名
(制度名）

事業内容
（制度内容）

当初予算額

施
策
体
系

平成31年度

最終
予算額
(千円）

平成30年度

事業名(制度名）
実績・成果

3
就労移行支援促
進事業

就労移行支援事業所など障害のある人の就労支援を担う職員の職業評価能力向
上のための研修により、一般就労の促進を図る。また、今年度より新たに出前講
座を行うことにより、より多くの職員の能力向上の機会を提供する。

3,600 3,600

【企業等就労現場実習】
企業の求める人材ニーズなどを把握し適切な支援
の実施を図った。
受講者：24名
【就労アセスメント手法研修】
職業能力評価の向上を図ることにより的確な支援
の実施を図った。
受講者：38人

障害福祉
課

3
発達障害者自立
生活移行支援事
業

・自立訓練(生活訓練・宿泊型）事業を活用した高機能発達障害者に対して、地域
生活へのスムーズな移行のために必要な支援を提供し、地域生活への移行のた
めの支援ノウハウを蓄積するとともに、地域生活に必要な支援について、本人の
理解を進めるためのプログラムの検討を行う。

7,000 7,000

ジョブカレ終了後またはジョブカレ利用相談後の発
達障害者に対する地域移行支援の実施により、自
立した生活の実現。（４例）支援モデルの作成
発達障害者への支援スキルの向上と、支援者ネッ
トワークの強化を図るための事例検討等の学習会
の開催:2回34名参加
発達障害者就労支援に係る学習会の開催：のべ
182名参加

障害福祉
課

3
障害者就労移行
強化モデル事業

障害者が障害者就労継続支援B型事業所から就労移行支援事業所へ移行するス
テップアップを促進する。

1,000 200
障害者就労継続支援B型事業所から就労移行支
援事業所へ移行した障害者：2名

障害福祉
課

4
農福連携推進事
業

事業計画
・農業者と福祉事業所とのマッチング推進
・「農福連携プラットフォーム」の運営

拡充 3,920 3,012

事業名：農福連携推進事業
農福通信や農福連携事例集作成、出前講座等で
周知・啓発を行った。また、農作業受委託のマッチ
ングを進め、新たに１件の受委託契約が成立し
た。

農政課

4
「Made in
SHIGA」企業立
地助成金

成長産業の本社、研究開発拠点、マザー工場等の立地に助成する。
※助成対象企業に障害者雇用制度に基づく法定雇用障害者数以上の雇用義務
の達成を要件としている。

助成金の適用（指定）は平成30年度で終了。今後は指定を行った企業に対する分
割交付。

383,075 142,487

「Made in SHIGA」企業立地助成金
制度の周知広報や市町との連携のもとで事業を
進め、平成30年度は5件の指定を行い、累計22件
の指定となった。

企業誘致
推進室

4
チャレンジドＷＯ
ＲＫ運動推進事
業

障害者の就労に関する事業所や県民の関心を一層深め企業における障害者雇
用を促進するための啓発事業を実施する。(障害者雇用優良事業所等知事表彰、
障害者就職面接会の開催、中小企業等障害者雇用促進事業、リーフレット作成、
じんけんフェスタしが等への出展）

拡充 2,846 2,106

事業所や県民に対し障害者雇用についての啓発
を図った。
・障害者雇用優良事業所等知事表彰：優良事業所
3事業所、優秀勤労者　13名、チャレンジドWORK
推進事業所　4事業所
・就職面接会446名（うち就職78名）、加事業所116
社
・中小企業における障害者雇用を促進するため、
障害者雇用に関する講演、先進的に障害者雇用
に取り組む企業への施策に対して、補助を行っ
た。（先行として５圏域で実施）
・その他、じんけんフェスタしがや県民サロンでの
展示、リーフレットや広報誌での雇用事例紹介等
を行った。

労働雇用
政策課

4
建設工事入札参
加資格審査に係
る優遇制度

滋賀県建設工事入札参加資格審査にかかる主観点数の評価において、「障害者
雇用」の取組を加点評価する。（予定）

― ―

・事業名：建設工事入札参加資格審査
・滋賀県建設工事入札参加資格審査にかかる主
観点数の評価において、「障害者雇用」の取組を
加点評価した。

監理課

4
社会政策推進に
配慮した入札等
の実施

総合評価一般競争入札、プロポーザル方式における落札者決定基準等に、障害
者雇用にかかる取組を評価に付加するよう、実施要領を定めている。

― ―

総合評価一般競争入札、プロポーザル方式にお
ける落札者決定基準等に、障害者雇用にかかる
取組を評価に付加するよう、実施要領を定めてい
る。

管理課

4
ナイスハート物
品購入制度

県が発注する物品の買入れまたは役務の提供（建設工事に係るものは除く）等に
おいて、物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登録された業者のう
ち、県内に本店、支店等を有する障害者実雇用率が2.2％以上の中小企業者およ
び、障害者支援施設等から優先的に物品・役務の調達を行う。

― ―

県が発注する物品の買入れまたは役務の提供
（建設工事に係るものは除く）等において、物品の
買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登録
された業者のうち、県内に本店、支店等を有する
障害者実雇用率が2.2％以上の中小企業者およ
び、障害者支援施設等から優先的に物品・役務の
調達を行った。

管理課

4
学校業務嘱託員
（障害者雇用）の
任用

県立学校における環境整備分野での障害者雇用の推進を図る。 55,000 56,364
学校業務嘱託員（障害者雇用）
・33校で39名(中途退職者を含む)を雇用した。

教職員課

4
学校事務補助員
（障害者雇用）の
任用

県立学校における事務分野での障害者雇用の推進を図る。 新規 67,385 ― ― 教職員課

4
職場適応支援員
の任用

学校の教職員と雇用される障害者の双方を支援し、障害者の円滑な職場適応を
図る。

新規 11,585 ― ― 教職員課

4
県立学校障害者
雇用推進事業

県立学校における農場業務嘱託員を雇用し、農業に関する知識・技術の習得を通
じての就労の機会の拡大につなげる。

18,228 17,385
県立学校障害者雇用推進事業
・5校で10名を雇用した。

教職員課



新規拡充
組替 (千円)

備考 所管課
事　業　名
(制度名）

事業内容
（制度内容）

当初予算額

施
策
体
系

平成31年度

最終
予算額
(千円）

平成30年度

事業名(制度名）
実績・成果

4
障害者チャレン
ジ雇用推進事業

県における障害者雇用の一層の推進を図るとともに、この雇用の経験を通じて、
今後の就職の一助につなげる。
・知事部局　４名（事務補助等）

拡充 6,467 1,859

県における障害者雇用の推進を図ることができ
た。

・知事部局：３名を雇用（事務補助等）

人事課

4
障害者チャレン
ジ雇用推進事業

県における障害者雇用の一層の推進を図るとともに、この雇用の経験を通じて、
今後の就職の一助につなげる。
・教委事務局７名（事務局各課の事務補助等）
・総合教育センター：２名（事務補助、図書室整理業務）
・図書館２名（事務補助、図書館資料整理業務）

拡充 17,840 9,759

県における障害者雇用の推進を図ることができ
た。

・教委事務局（県庁）：３名を雇用（事務局各課の事
務補助等）
・総合教育センター：１名を雇用【司書資格の保有
が条件】（図書室整理業務）
・図書館：２名を雇用（図書館資料整理業務）

教育総務
課

4
障害者チャレン
ジ雇用推進事業

県における障害者雇用の一層の推進を図るとともに、この雇用の経験を通じて、
今後の就職の一助につなげる。
・企業庁経営課：１名（事務補助等）

新規 1,612 ― ―
企業庁経
営課

4
障害者チャレン
ジ雇用推進事業

県における障害者雇用の一層の推進を図るとともに、この雇用の経験を通じて、
今後の就職の一助につなげる。
・経営管理課１名　　・県立総合病院２名（事務補助等）

新規 4,351 71
障害者チャレンジ雇用推進事業
H31.3.18から、経営管理課1名、県立総合病院1名
を雇用

経営管理
課

4
人権啓発活動推
進事業

すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現を目指し、人権尊重意識の高
揚を図るため、多様な人権啓発事業を実施する。

※
(47,134)

※
（45,810）

―

※障害
者雇用
にかかる
抜粋が
困難で
あるた
め、事業
費全体
を掲載し
ていま
す。

人権施策
推進課

5
じんけん通信発
行事業

人権に関するさまざまな分野で取り組んでおられる方にお話を伺い、広く県民のみ
なさんに紹介するとともに、人権について関心を持っていただくきっかけを提供する
ことを目的に、毎月人権施策推進課のホームページ上で発行する。
http://www.pref.shiga.lg.jp/c/jinken/keihatsu/jinkentushin/saishin.html

― ―

じんけん通信において特集記事を掲載し、障害者
雇用への理解促進を図った。
 平成30年12月号「障害のある子どもたちの『はた
らきたい』を『はたらく』へ〔前編〕」
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zinken/3
00387.html
平成31年1月号「障害のある子どもたちの『はたら
きたい』を『はたらく』へ〔後編〕」
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zinken/3
00321.html

人権施策
推進課

5
障害者差別解消
総合推進事業

障害者差別のない共生社会づくり条例の施行に当たり、障害者差別を解消するた
め、障害者差別のない共生社会づくり委員会、障害者差別解消相談員および地域
相談支援員を設置するとともに、障害の社会モデル等の理解を促進するため、障
害の社会モデル研修、出前講座の実施、合理的配慮の助成モデル事業等の取組
を行う。

新規 14,138 ― ―
障害福祉
課

5
障害者優先調達
の促進

県が物品・役務を調達する際に、障害者就労施設等から優先的に調達を行う。 ― ―
優先調達実績額：31,018,536円
発注所属：139/212所属（65.6％）

障害福祉
課

5
しが障害者施設
応援企業認定

企業が障害者施設に対し、物品の購入や役務の提供、資材の提供等の一定の支
援を行った場合に、しが障害者施設応援企業として認定する。

― ―
1社から認定申請があり、しが障害者施設応援企
業として認定された。

障害福祉
課

5
障害者就業・生
活支援センター
事業

福祉圏域ごとに設置する障害のある人の就労と生活の一体的支援を行う国の障
害者就業・生活支援センターに生活相談員を設置し就労を促進する。

63,798 61,621
障害福祉
課

5

働き・暮らし応援
センター事業
（定着支援員設
置）

9,671 9,671
障害福祉
課

5

働き・暮らし応援
センター事業
（職場開拓員設
置）

9,671 8,691
労働雇用
政策課

5
障害者雇用のあ
り方検討ワーキ
ングチーム会議

障害のある職員もない職員もともにいきいきと働く県庁の実現を目指し、関係部局
の職員で構成する「障害者雇用のあり方検討ワーキングチーム」を設置し、県庁に
おける障害者雇用の目指す姿等について検討を行う。

新規 ― ― ― 人事課

国の仕組みである就業・生活支援センターに、県独自に職場開拓と定着支援の機
能を付加し、障害者の就労ニーズと企業の雇用ニーズとのマッチング、職場定着
支援等を一体的に実施する。

センター登録者数
　平成30年度：5,828人
センター利用による新規就職者件数
　平成30年度：433人



障害者就労施設等からの優先調達実績について（地方機関含む）

平成30年度部局別発注実績額

金額 発注所属数 金額 発注所属数
総合政策部 120,344円 5/6 1,345,595円 4/6

総務部 309,261円 4/15 1,023,164円 9/15

県民生活部 2,259,454円 8/9 1,128,942円 7/9

琵琶湖環境部 4,285,082円 12/23 1,841,157円 10/23

健康医療福祉部 7,490,001円 28/28 1,451,891円 11/28

商工観光労働部 3,386,025円 10/12 724,118円 8/12

農政水産部 1,862,156円 16/18 1,836,175円 9/18

土木交通部 3,441,395円 5/16 1,642,333円 8/16

会計管理局 831,469円 1/1 106,681円 1/1

企業庁 0円 0/1 202,608円 1/1

病院事業庁 1,046,209円 1/1 0円 0/1

教育委員会 5,198,849円 45/76 5,148,300円 37/76

県警本部 1,481,528円 1/1 701,440円 1/1

その他行政委員会等 277,295円 4/5 136,497円 3/5

計 31,989,068円 139/212所属 17,288,901円 109/212所属

  その他の行政委員会等内訳･･・議会事務局、労働委員会事務局、監査委員会事務局、人事委員会事務局、収用委員会

障害者優先調達推進法に基づく集計対象 法に基づく集計対象外

部局
障害者就労施設等からの発注 障害者雇用促進事業者からの発注
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                     滋 労 雇 第 5 5 0 号  
滋 障 福 第 1 3 6 2 号  
滋 教 委 特 支 第 4 6 2 号  
令 和 元 年 （ 2 0 1 9） ７ 月 1 6 日   

 

各 部 （ 局 ） 課 長 

各 地 方 機 関 の 長 

教育委員会事務局各課長 

各 県 立 学 校 長 様 

各行政委員会(委員)事務局長 

企 業 庁 長 

病 院 事 業 庁 長 

警 察 本 部 長 

滋賀県障害者雇用対策本部長    

                       知事  三日月 大造 

 

令和元年度障害者雇用の促進について（通知） 

  

 障害者雇用対策本部では、これまで障害者雇用の現状について情報共有を行

うとともに、障害者雇用の促進に向けて各部局が連携して取組を進めてきたと

ころである。 

平成 30 年６月１日現在の県内の障害者の雇用状況は、民間企業の実雇用率が

2.23％、法定雇用率達成企業の割合が 54.8％と、いずれも全国平均を上回るこ

ととなった。  

このような中、平成 30年４月から法定雇用率が民間企業では 2.0％から 2.2％

へと引き上げられた（令和３年４月までにさらに 2.3％に引き上げられる。）。ま

た、１人以上の障害者を雇用する義務が発生する事業主の範囲も、常時雇用す

る労働者 50 人以上から 45.5 人以上の事業主に拡大された。（令和３年４月まで

にさらに 43.5 人以上に拡大される。）さらに、令和元年６月 14 日に公布された

改正障害者雇用促進法（以下「改正法」という。）において、短時間であれば就

労可能な障害者等の雇用機会を確保するための特例給付金や、障害者雇用の促

進等の取組が優良な中小企業の認定制度が新たに創設されるなど、障害者の活

躍の場の拡大を図る絶好の機会となっている。 

さらに、国および地方公共団体の責務として、改正法第６条に自ら率先して

障害者を雇用するよう努めることが明記されるとともに、同第７条の３に、障

害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画（以

参考３ 
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下「障害者活躍推進計画」という。）の作成・公表が規定されるなど、国および

地方公共団体においてより一層障害者の活躍の場の拡大および雇用状況の的確

な把握等に取り組むこととされた。 

本県においても、全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目

的として、平成31年４月１日に「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」

を施行したところである。 

ついては、下記のとおり障害者の自立や社会参加を一層促進し、障害のある

人がその希望と能力に応じて多様な働く場に参画し力を発揮できるよう、全庁

を挙げて障害者雇用の促進に取り組まれたい。 

 

記 

 

１ 県としても、法定雇用率の達成はもとより、民間企業等の模範となるよう、

率先して障害者雇用に努めるとともに、関係団体・機関においても同様の取

組がなされるよう、周知に努められたい。 

 

２ 「障害者雇用のあり方検討ワーキングチーム」においては、障害の有無に

かかわらず全ての職員がともにいきいきと働く県庁の実現に向けた取組につ

いて検討を進め、今年度中に検討結果を取りまとめるとともに、その内容を

新たに策定する「障害者活躍推進計画」等に生かすこと。 

 

３ それぞれの部局において、障害者雇用の促進に資する取組を積極的に行わ

れたい。また、障害者雇用の促進に資する取組を展開するにあたっては、関

係部局が一層緊密に連携して、より効果が広がる取組となるよう努められた

い。 

（例１）ナイスハート物品購入制度（障害者雇用促進事業者等からの優先調達

および障害者支援施設等からの優先調達）の積極的活用  

（例２）プロポーザル等における評価項目（障害者雇用）の加点への配慮 

（例３）関係団体・機関等への啓発 

 

４ 令和２年度の施策構築や予算編成にあたり、それぞれの所管分野において

障害者雇用の促進に資する取組の検討に努められたい。 
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【参考】障害者雇用の現状と課題 

（１）県内概況 

障害者の就職件数は年々増加している。平成 30 年度のハローワークを

通した障害者の就職件数は、1,278 件であり９年連続で過去最多を更新し

た。 

また、就職を希望する障害者が増えている中、就職率は 54.0％となり、

全国平均の 48.4％を上回った。 

一方、平成 30 年６月１日現在、45.5 人以上の民間事業所の実雇用率は

2.23％と法定雇用率を超えたものの、未だに４割以上の企業が未達成と

なっている。 

（２）就労支援の状況 

福祉施設から一般就労へ移行した者は、平成 21 年の 38 人から平成 30

年の 166 人（約 4.4 倍）へと大きく増加している。引き続き、就労支援

を行う障害福祉サービス事業所（220 事業所）における訓練等の質の向上

を図るため、支援を行う職員の研修等に取り組む必要がある。 

また、本県では、平成 17 年度から県内 7圏域で障害者の就労支援を行

う障害者働き・暮らし応援センターを設置しており、同センターの支援

により新規就職に結びついた者は 433 人（平成 30 年度）と前年度実績（427

人）から増加している状況にある。就職後の職場への定着が課題となっ

ていることから、各関係機関との連携を一層強化しながら取組を進めて

いく必要がある。 

一方、企業側においては、雇用義務があるにも関わらず障害者を１人 

も雇用していない企業をはじめ、障害者の雇用経験やノウハウの不足が

原因で、雇用に対する不安を感じている企業も多い。 

県としても、関係機関・団体と連携し、普及・啓発事業や障害者が企

業において就労体験を行う職場実習をさらに推進するなど、不安の払拭

等に取り組んでいく必要がある。 

（３）教育機関の状況 

県立特別支援学校高等部卒業生の一般企業への就職率は、平成 30 年度

は 27.9％と前年度比で 1.7 ポイント減少した。 

平成 29 年度卒業生の就職率の全国平均値は 31.2％であり、その値も

年々上昇していることを踏まえると、本県の状況はまだ厳しく、今後も

生徒が就労への目標と意欲を持って学習に向かうことができる仕組みを

一層充実させていく必要がある。 

 また、高等学校に在籍する障害のある生徒について、学校と関係機関 

との間で、一層の連携強化が必要となっている。 
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（４）啓発活動等の状況 

 企業や一般県民に対して、各種の県発行の広報誌やイベント、テレビ、

新聞等の広報媒体を活用し、障害者雇用への理解と関心を高める施策を

行っているが、まだ十分に雇用へ結びついていない状況にある。このた

め企業のニーズに合ったきめ細かな支援を関係機関・団体と連携して行

う必要がある。 

（５）公的機関における雇用の状況 

平成 30年６月１日現在の公的機関における障害者雇用の状況は次のと

おりである。 

なお、公的機関の法定雇用率は、令和３年４月までに、現行の法定雇

用率からさらに 0.1％引き上げられることになっている。 

 

（平成 30 年 12 月 25 日滋賀労働局発表資料より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)

(注4)

(注3）

区分 備考

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）

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。


