
令和元年度 滋賀県障害者雇用対策本部 

第２回本部員会議 次第 

 

開催日：令和元年 12 月 24 日(火) 

                                                 県政経営会議終了後  

      開催場所：特別会議室 

 

  １ 開会 

    

 

２ 議 題 

 

(1) 障害者活躍推進計画作成指針について 

 

   

(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 報 告 

 

(1) 関係団体への要請活動の実施状況について 

 

〈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    元年度報告等スケジュール 

資料 1-3    障害者雇用促進法改正ポイント 

  資料 2-1-1 県庁における障害者雇用推進に向けた取組について 

  資料 2-1-2 障害者雇用のあり方検討 WT における検討状況 

    資料 2-2  病院事業庁における障害者雇用のあり方検討状況について 

    資料 2-3  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   関係団体への障害者雇用に関する要請活動の実施状況について 

 

参考 1    滋賀県障害者雇用対策本部設置規程 

参考 2-1   滋賀局支援機関向けワークショップチラシ 

参考 2-2    ハローワークサービス刷新周知リーフ 

参考 2-3    県市町再依頼Ｑ＆Ａ（ 常時勤務する職員関係） 

参考 2-4    令和元年厚生労働省告示第 197 号 

参考 2-5    令和元年厚生労働省告示第 198 号 



障害種別就職件数の推移（件数） 

Ⅰ.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 

  

 

 就労パスポートは、働く上での自分の特徴やアピールポイント、希望する配慮など
を就労支援機関と一緒に整理し、就職や職場定着に向け、職場や支援機関と必要な
支援について話し合う際に活用できる情報共有ツールです。 
・支援機関向けワークショップを1月に県内３箇所で開催 
・事業主向け活用セミナーも開催予定 

(1)就労パスポート普及事業の推進 

１．障害者雇用の現状 

（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．障害者雇用促進の新たな取組 

令和元年12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２年１月６日よりハローワークのシステムとハローワークインターネットサービ
スが新しくなります。 
・障害者に配慮した事業所や求人の情報が充実します。 
・登録する求職登録項目が充実し、よりきめ細やかな就職支援が可能になります。 
・障害に配慮した事業所、求人の情報を詳細にアピールできるようになります。 

(２)ハローワーク業務・システムの見直し 

HMGQSA
スタンプ



Ⅱ.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12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 

10月31日 再確認後の通報を報告 

12月   地方公共団体、独立行政法人、民間企業公表 

９月26日 厚生労働省から通報対象となる職員の再確認要請があり、
再確認を依頼（全国、全機関） 

HMGQSA
スタンプ



Ⅲ.障害者雇用促進法改正の取組 
    ～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１２月に障害者活躍推進計画作成指針（告示）［※参考資料2-5］を定め、手引
き作成。１月に労働局向けブロック説明会。１月下旬から地方公共団体向け説明会開催予定。   
 これらを踏まえ、３月中に障害者活躍推進計画の作成と公表を頂くこととなります。 

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。 

２．職員任免状況の公表 

 
〔施行日〕 
 改正省令施行日（９月６日）から３月を超えない範囲内（12月５日まで） 
〔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必要。 
 民間同様に５人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。令和３年３月３１日までは経過措置あり。 

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（９月５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を完了頂いています。 

３．障害者雇用推進者の選任 

令和元年12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。 

資料1-3 



①職員アンケートの実施結果や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に
係る検討を進めているところ。現時点での検討状況は別添のとおり。

②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、現在、計画内容の検討を行っているところ。

※①の取組内容を「障害者活躍推進計画」に盛り込んでいく予定

(１) 障害者採用試験の実施による正規職員の採用
・従来、身体障害者のみを対象としていた障害者採用試験の受験対象者を、今年度から知的障害者および
精神障害者も受験可能としたところ。

・その結果、今年度は採用予定人員３人程度の募集に対して、身体障害者６人、知的障害者２人、精神障
害者25人の合計33人（H30：身体障害者６人） の申し込みがあり、合格者は４人（身体障害者１人、
精神障害者３人）となったところ。

(２) チャレンジ雇用の拡大
・平成30年度からチャレンジ雇用を実施し、非常勤職員として障害者を累計３人雇用。

・次年度は、各所属への配属と併せて、「（仮称）オフィスサポートセンター」を試行的に設置する予定。
（各課に共通する定型業務（文書収発、データ入力等）を切り出し、業務集約を行うことで、
障害者の働きやすい職場環境の実現を目指すもの。）

・上記の新たな取組も含めて、チャレンジ雇用の採用人数および受け入れ所属を拡大して実施予定。

※チャレンジ雇用とは、厚生労働省が府省・自治体に実施を呼びかけている制度であり、障害者を１年
以内の期間を単位として、非常勤職員として雇用し、１～３年の業務の経験を踏まえ、ハローワーク
等を通じて一般企業等への就職につなげるもの。

３ 障 害 者 雇 用 の あ り 方 検 討 Ｗ Ｔ に お け る 検 討 状 況

２ 障 害 者 雇 用 率 の 達 成 に 向 け た 取 組

県 庁 に お け る 障 害 者 雇 用 推 進 に 向 け た 取 組 に つ い て

令和元年6月1日現在（当初報告）

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％

令和元年6月1日現在（修正後）

障害者雇用率 2.34 ％
(法定雇用率2.5％、不足人数6.5人）

（内訳）知 事 部 局：2.62％

企 業 庁：5.13％

病院事業庁：1.09％

１ 障 害 者 雇 用 率 の 状 況

＜修正の概要＞
障害者雇用率の算定対象となる「常時勤務する職員」

について、厚生労働省から示された解釈に従い、当初の
通報において算定対象としていなかった非常勤職員のう
ち、該当する職員を対象に追加したもの。

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％

資料２－１－１



障害者雇用のあり方検討ＷＴにおける検討状況

分野 検討事項       具体的な取組内容

障害者採用試験のあり方検討

●障害者採用試験については、従来の身体障害者に加え、知的障害者

   および精神障害者にも対象を拡大

○職域の拡大を踏まえた試験制度等の改善

○「ステップアップ制度」や「プレ雇用制度」に係る情報収集

障害を有する職員に係る的確な状況把握 ●定期的な面談の実施等、的確な状況把握の実施

職員の意識改革に向けた研修の実施

●全職員向け「統一テーマ研修（滋賀県障害者差別のない共生社会づくり

 条例について～障害のある人により良い対応をするために、職員として

 必要な視点～)」の実施

●幹部職員向け「障害の社会モデル」研修の実施

●関係所属人事担当者向け「障害者しごとサポーター養成講座（滋賀

 労働局主催）」の実施

○全職員向け「障害者雇用促進研修」の実施

　

職域の拡大 ○個々の障害の状況に応じた職域の拡大

チャレンジ雇用の拡大
●会計年度任用職員制度への円滑な移行

○雇用人数および受入れ所属の拡大

業務集約等による障害者の働きやすい

職場環境の整備

○「(仮称)オフィスサポートセンター」の試行的設置

 （各課に共通する定型業務（文書収発、データ入力等）を切り出し、

  業務集約を行うもの）

職場環境の整備（バリアフリー化等）

●県有施設におけるバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の進捗状況

 調査を実施

○上記調査のとりまとめ結果について情報共有の上、さらなる取組を推進

勤務時間や休暇制度等に係る改善 ●柔軟な勤務時間制度の試行および導入検討

相談体制・フォロー体制の充実

●障害者職業生活相談員の選任

○障害を有する職員向け相談体制の構築

○受け入れ所属向け支援体制の構築

○外部の関係機関との連携体制の構築

【参考】滋賀県庁における障害者雇用の目指す姿

仕事

人

環境

※凡例 ●今年度中に実施予定or実施済み

○実施に向けて検討

＜取組の視点＞

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

資料２－１－２



病院事業庁における障害者雇用のあり方検討状況について

１．障害者雇用の現状

工程

２．障害者雇用率の達成に向けた取組

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% 7.5人 1.09% 9.5人

（令和元年6月1日現在・再確認後）

項目 R元年10～12月 R２年1～3月 R２年上半期 R２年下半期
チャレンジ雇用の拡大

医療現場における
障害者雇用

職員意識の醸成

受入体制・就労現場確認 採用 勤務 勤務継続

医療現場業務の切り出し
就労体系の検討

制度設計・関係機関との調整 取組試行・業務実施

(１) 採用計画

(２) チャレンジ雇用（事務補助）の継続・拡大

(３) 医療現場における障害者雇用

〇 ワーキングチームの議論を踏まえ、次の２つの方法により、
障害者雇用を進める。
①チャレンジ雇用の継続・拡大
②医療現場における障害者雇用

〇 これらの取組を着実に進め、令和３年６月時点の法定
雇用率達成を目指す。

中堅・管理者向け勉強会 研修実施

３．障害者雇用の質の確保に向けた取組
(１) 現在実施中の取組

(２) 職員支援のための体制構築

(３) 職員意識の醸成

R1.6実績 R2.6見込み R3.6見込み
①チャレンジ雇用 1.0人 6.0人 6.0人

②医療現場業務 － － 5.5人

雇用率 1.09％ 1.81% 2.62％
不足数 9.5人 4.5人 －

〇 チャレンジ雇用制度を活用し、事務補助のための非常勤職員として２名雇用している。【経営管理課、総合病院】
〇 １月より受入所属を拡大し、さらに４名雇用する。 【経営管理課、総合病院、小児保健医療センター、精神医療センター】

〇 障害者雇用に積極的な奈良県立医科大学附属病院を訪問調査し、その結果をワーキングチームおよび県立病院運営会議
で報告・共有した。
〇 今年度内に、ワーキングチームにおいて医療現場業務の切り出しを行い、あわせて就労体系の検討を行う。
〇 次年度に試行し、令和３年度の本格実施を目指す。

〇 支援者と日報の共有や定例の打合せを実施するなどフォロー体制を構築している。
〇 自分のペースで進められる業務を任せるなど、業務内容を見直している。

〇 職場定着のため、職員を支援する専門職員を配置するとともに、職員支援体制の拡充について検討する。
〇 病院内の各専門職の協力を得て、職場定着のための支援体制を整えていく。

〇 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。

資料２-２



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

障害者雇用の現状

障害者雇用率

障害者雇用率 ２.07 ％
(法定雇用率2.4％）

（内訳）教育職員 1.53 ％
事務職員 8.62 ％

平成30年6月1日現在 令和元年6月1日現在(当初報告)

障害者雇用率 2.38％
(法定雇用率2.4％、不足人数1.5人）

（内訳）教育職員 1.30 ％
事務職員 15.08 ％

資料 ２ － ３

＜修正の概要＞
障害者雇用率の算定対象となる「常時勤務する職

員」について、厚生労働省から示された解釈に従い、
任用期間が連続しない（いわゆる「空白期間」のあ
る）臨時講師等（1,745人）を対象に追加したもの。

○ 雇用率は改善したものの、依然として法定雇用率を下回っている。

○ 事務職員に対し、教育職員（主に教員）の雇用率が1.30％と低い。

障害者雇用により目指す姿

〇障害者がいきいきと活躍できる場の拡大
職員の約９割を占める教員としての障害者雇用の推進を中心的な取組としつつ、教員以外の職においても障害者雇用が推進

されるよう、職域の一層の充実に取り組む。

＜法定雇用率遵守に当たっての考え方＞
教育職員の障害者雇用率が低く、その向上を目指す必要があるが、新たに教員免許を取得する障害者が少ないなど、有資格者

が限られる全国的な状況を踏まえ、教員志望者の裾野の拡大までを視野に入れ、中長期的に取り組む。併せて、教員以外の職域
で障害者雇用を推進することにより、教育委員会全体として法定雇用率の遵守を図る。

障害の有無にかかわらず、誰もがいきいきと働くことができる教育委員会

〇障害者が働きやすい職場づくり
障害のある職員が能力を発揮し、働きがいのある職業生活を実現できるよう環境整備を図るとともに、障害のない職員におい

ても、障害のある職員と互いに活かし合うことができる、働きやすい職場づくりに向けて、ソフト・ハードの両面から取り組む。

令和元年度の取組

〇教員採用選考試験における障害者特別選考の試験内容の改善 → 志願者2名増(8名→10名)・３名合格

〇小中学校事務職員の障害者採用試験の対象を知的障害者、精神障害者にも拡大 → 志願者※24名増(4名→28名)・２名合格
※小中学校事務職員を第2希望、第3希望とした者も含む。

〇非常勤職員の採用(「県立学校事務補助員」設置等)
→ R1.6.1時点の不足人数に対して、R1.12.1までに相当する人数の雇用を完了

〇非常勤職員の会計年度任用職員への円滑な移行および処遇の適正化

〇関係機関との連携、職場適応支援員の配置 → 障害者である非常勤嘱託員の中途離職率が7.8％に低減(R元.10月まで)
(参考)H30における障害者である非常勤嘱託員の中途離職率 19.0％

〇障害者職業生活相談員の選任

○ 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が占めているが、新たに教員免許を取得する障害者が全国的にも
少ないなど有資格者が限られており、教員として障害者雇用を推進するのが困難な状況。

→ 採用方法の不断の工夫改善による教員志望の障害者の確保や、教職の魅力、障害者の活躍の可能性について発信を十分
に行うなどして、中長期的に教員採用選考試験の志願者の増加につなげる取組が必要。

〇 各種非常勤職員としての障害者雇用に当たっては、障害者雇用本来の理念に沿い真摯に取り組む必要がある。
→ 障害の特性や障害者の能力発揮に配慮し、障害者の活躍に向けた観点から職域の充実に取り組むことが必要。

〇 障害者の離職率の一層の低減に向けて、障害のある教職員の離職の防止と職場への定着に向けた取組を図る必要がある。

課題

障害者雇用率 2.54％
(法定雇用率2.4％）

（内訳）教育職員 1.34 ％
事務職員 16.41 ％

令和元年6月1日現在(修正後)



〇サポート態勢の構築
・関係機関（ハローワーク、障害者就労支援機関等）との連携強化
・職場適応支援員の配置拡大、研修等の実施
・チャレンジ雇用の障害者への支援員の配置（業務集中処理組織の試行で検証）

〇柔軟な勤務時間の検討
〇ICT機器や各種支援機器等の導入検討

〇障害理解、必要な配慮に関する知識等の普及
・障害理解を促進し、障害者が働きやすい環境整備に向けた研修の実施（知事部局と合同）
・障害理解をテーマとした職場研修の実施

〇支援態勢の構築
・障害者職業生活相談員を中心とした支援体制の整備
・職場適応支援員の巡回支援による障害者の職場における上司や同僚への支援
・障害を有する職員に向けた相談体制の構築

〇 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

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

障害者が働きやすい施設整備の推進

目 指 す 姿 の 実 現 に 向 け た 障 害 者 雇 用 の 取 組
（ ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 検 討 内 容 ）

教員としての障害者の雇用の拡大
〇採用前の取組

・教員志望者の裾野の拡大
（高校段階）「高校生のための教師塾」における、障害のある教員と高校生の交流

障害者の活躍事例や配慮事項についての発信
（大学段階） 教職課程設置大学との緊密な連携

障害のある学生の「滋賀の教師塾」への加入促進
〇採用段階の取組

・教員採用試験制度の更なる見直し、周知方法の改善
〇採用後の取組

・障害者が働きやすい職場づくり（→２）

職域の充実（非常勤職員としての雇用を含む。）

障害者がいきいきと活躍できる場の拡大

〇職域の維持・拡大
・障害者チャレンジ雇用（事務局）
・農場業務嘱託員、県立学校業務嘱託員、県立学校事務補助員

〇業務集中処理組織（「(仮称)オフィスサポートセンター」）の設置検討

〇会計年度任用職員制度への円滑な移行・処遇適正化

〇非常勤職員からの「ステップアップ雇用」の研究

教員以外の職での障害者の雇用の拡大
〇学校事務職員

・障害者を対象とした小中学校事務職員採用試験の改善検討
・交流人事等、学校事務職員のキャリアプランの充実に向けた検討

〇実習助手・司書等
・障害者特別選考や障害者対象試験実施の検討

・継続的な配置、人材の確保
・更なる職域拡大の検討

１

〇教員採用選考試験における障害者特別選考、小中学校事務職員の障害者採用試験の継続実施および改善検討
〇高校生、大学生を対象とした教員志望者増加策の実施
〇教員、小中学校事務職員以外の職での障害者採用の検討
〇「(仮称)オフィスサポートセンター」）の試行的設置（知事部局と合同）
〇関係機関との連携や職場適応支援員の配置の継続と取組強化
〇障害理解の向上に向けた研修の実施
〇県立学校施設のバリアフリー化の順次実施
〇非常勤職員からの「ステップアップ雇用」の研究

令和２年度に行う取組



担当部局 要請方法 要請先 要請団体数

総合企画部 発出
公社、公益社団法人等、

公益財団法人
15

総務部 発出 教育関係団体、大学法人 4

文化スポーツ部 手交 公益財団法人 3

手交 一般社団法人

発出
公益社団法人等、公益財団法人、

環境保全団体、林業団体

手交 健康医療福祉関係団体

商工観光労働部 手交 経済団体 7

手交 農業関係団体

発出
一般社団法人、公益財団法人、

農業関係団体

発出 公益社団法人等、建築関係団体

手交 一般社団法人

手交 教育関係団体、公益財団法人等

発出 公益財団法人

関係団体への障害者雇用に関する要請活動の実施状況

琵琶湖環境部 18

健康医療福祉部

発出
社会福祉法人、公益社団法人等、

公益財団法人、NPO法人、
健康医療福祉関係団体 54

教育委員会事務局 5

１４０団体に要請活動実施

農政水産部 22

土木交通部 13

資料3
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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 

 



 障害のある方の就労パスポート 
  

 支援機関向けワークショップ  を開催します！ 
 

  労働局・ハローワークでは、支援機関の方々を対象に、就労パスポートの作成・活用イメージを 
 深めていただくための体験・参加型ワークショップを開催します。 

厚生労働省・滋賀労働局・ハローワーク 

就労パスポートとは… 

 障害のある方々の雇用が年々増加している中、ハローワークと地域の就労支援
機関との連携による支援を活用している場合には職場定着率が高くなる傾向にあ
ります。 
  

 このため、厚生労働省では、障害のある方が、働く上での自分の特徴やアピー
ルポイント、希望する配慮などを就労支援機関と一緒に整理し、就職や職場定着
に向け、支援機関や職場と必要な支援などについて話し合う際に活用できる情報
共有ツール「就労パスポート」を作成しました。 

（詳しくは裏面をご参照ください） 

様式、活用ガイドラインは 
厚生労働省ホームページからダウンロード！ 

 厚労省 就労パスポート 検索 

  就労パスポート 支援機関向けワークショップの概要 

  内 容（ 予 定 ） 
  

   ① 就労パスポートについて〔説明 30分〕 
 

 ② 就労パスポートを作ってみよう、使ってみよう〔演習 60分〕 
   - 様式を実際に記入し、参加者間でお互いに説明することを通じて、就労 
         パスポートの特徴を体感します（障害のある方へ就労パスポートを紹介 
         する際の参考に）。 
  

 ③ 実際にどんな場面で、どう使う？〔意見交換 15分〕 
     - 障害のある方を支援する立場同士で意見交換し、就労パスポートの活用方法などに 
         関するイメージをより深めます。 
 

 対 象 

    雇用・福祉・医療などの機関において障害のある方の就労支援に携わっている方        

就職活動や職場定着に向けた情報共有ツール 

 第1回 大津会場 （ハローワーク大津） 

     日時：令和２年１月17日（金） 13:30～15:30 
 

 第2回 彦根会場 （ハローワーク彦根） 
     日時：令和２年１月24日（金） 13:30～15:30 
 

 第3回 草津会場 （ハローワーク草津） 
     日時：令和２年１月29日（水） 13:30～15:30   

HMGQSA
スタンプ



就労パスポートの利活用にあたって 

 作成・更新した就労パスポートは、障害のある方本人が保管します。また、事業主や支援機関に提供す
る場合、提供の範囲は本人の意向によります。 

 就労パスポートは採用選考時の必須提出書類ではありません。 

 事業主や支援機関に対して記載内容を説明する際、基本的には本人が主体となって行いますが、本人が
支援機関に説明の支援を依頼することがあります。 

就労パスポートについて  

 様式は、障害のある方が安定して働き続ける上で自己理解を深めることが望まれ、かつ、事業主など
に理解してもらうことが望まれる項目（希望する配慮、職場環境整備など）で構成されています。  

就労パスポート 

働く上での 

  ・自分の特徴 

  ・アピールポイント 

  ・希望する配慮  

            など 

         各支援機関による就労パスポート作成支援、就職・定着支援 

障害のある方

一人ひとりの

特徴に即した

職場環境整備 

事業主、職場の
上司・同僚など 

体調把握、作業指示、コミュ
ニケーション、合理的配慮の
検討などの参考に 

雇用管理上の配慮の実施状
況確認、ステップアップに
際して必要な配慮の検討 
などの参考に 

職場定着！ 

職場定着に向けた連携 

自己理解を 
深める 

事業主などに 
わかりやすく伝える 

障害のある方 

さまざまな 
体験 

ふり返り 

職場実習前、 
採用面接時、就職時 

就職後 

利用者の声 

 障害のある方より 

 支援者と話し合いながら就労パスポートを作成するなかで自分のことが整理でき、自己理解につながりま
した。自分の特徴と今までよりもうまくつき合いながら働けそうです。 

 採用面接の時や、職場で環境が変わる時（上司の異動時など）に、就労パスポートの内容を伝えることで、
自分のことをよりわかってもらいやすくなると思います。 

 

 事業主より 

 支援機関より 

 就労パスポートの記載内容を参照することによって、関係者（障害のある方本人、人事担当者、上司、支援
機関）が共通認識をもちながら本人の特徴に応じたかかわり方などについて話し合うことができます。 

 障害のある方本人と一緒に作成することで、本人の状況をより深く理解できました。 

 チェック項目が具体的に複数あるので、障害のある方本人、支援機関、事業主とで話し合う際に、共通認識
をもちやすいです。 



○ 求人票の様式が変わり、労働条件やＰＲ情報など求人情報がより詳細になります。

○ ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからインターネットを通じて、ハローワーク内に
設置されたパソコン（検索・登録用端末）と同じ情報を見ることができるようになります。

○ ハローワーク内に設置されたパソコン（検索・登録用端末）の操作方法が、タッチパネル式からマウ
ス・キーボード式に変わり、フリーワード検索などさまざまな条件で検索できるようになります。

○ 公的職業訓練（ハロートレーニング）なども検索できるようになります。

仕事をお探しの皆さまへ

2020年１月6日からハローワークの利用方法が変わります

労働条件やPR情報など求人情報が充実します

2020年１月６日に、ハローワークのシステムとハローワークインターネットサービス
が新しくなります。
ポイント① 新しい求人票で、求人情報がより充実します
ポイント② 新サービス「求職者マイページ」で、お仕事探しがより便利になります

52010

5201

「正社員登用」「受動喫煙
対策」「必要なＰＣスキ
ル」「固定残業代」などの
情報が新たに追加されます。

「地図」「画像情報」「事業
所ＰＲ情報」など、求人票に
掲載されない情報も、ハロー
ワーク内のパソコン（検索・
登録用端末）やハローワーク
インターネットサービス上で
見ることができるようになり
ます。

労働条件など求人情報が両面
に掲載されます。

新求人票イメージ（表）
（裏）

ハローワークインターネットサービス上に「求職者マイページ」を開設すると、ご自宅のパソコンや
タブレット、スマートフォンから以下のサービスを利用いただけるようになります。

※ 「求職者マイページ」を開設するには、ハローワークへの求職登録が必要です。また、マイページを開設する際、ログインアカウントとして使用するメー
ルアドレスが必要です。ハローワークの窓口でご登録ください。

○ 求人の検索条件や気になった求人を保存できます。

○ ハローワークでご紹介した求人内容や応募履歴を確認することができます。

○ 登録した希望条件や求職番号をいつでも確認できます。

○ メッセージ機能により、ハローワークからの紹介で応募した求人企業とやりとりできます。
※ メッセージをやりとりできるのは、応募した求人企業が「求人者マイページ」を開設している場合に限られます。

「求職者マイページ」の開設で、お仕事探しがより便利になります

＜マイページ開設手順＞

マイページ
開設完了

パスワード登録
認証キー入力

メールで
認証キーを

受信

登録したメールアドレス
を入力

利用規約などに同意

「求職者マイページ開設
（パスワード登録）」ボタンを

クリック

ハローワークインター
ネットサービスに

アクセス

ハローワーク窓口で
メールアドレスを

登録

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 刷職01
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52010

5201

ＵＩＪターン歓迎

求職者マイページに連絡

HMGQSA
スタンプ



厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

○ ハローワーク内に設置されたパソコン（検索・登録用端末）で、求職申込み情報を入力（仮登録）できる
ようになります。

※ 求職申込書（筆記式）もご用意しています。

○ ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからでも、求職申込み情報の入力（仮登録）がで
きるようになります。

正式なお申込みには、最寄りのハローワ
ークにお越しいただく必要があります。

ご自宅などで事前登録することで、ハロ
ーワークにお越しになられた際によりスム
ーズにお手続きできます。

※ 雇用保険受給手続きなど、住所を管轄するハローワ
ークでしか行えない手続きもあります。

※ 求職申込み情報の入力（仮登録）完了後14日以内（期
限日が閉庁日の場合は前開庁日まで）にハローワーク
にお越しください。

○ 現在、ハローワークをご利用（求職登録）
いただいている場合は、2020年１月以降に
あらためて手続きする必要はありません。

求職の申込み方法が変わります

求職申込み手続きの流れ

ハローワーク内のパソコン（検索・登録用端末）で
求職申込み情報を入力（仮登録）する
※「求職申込書」（筆記式）もご用意しています

窓口で求職申込みの手続きを行う
（申込み内容の確認や希望条件の確認など）

求職申込み手続き完了（ハローワーク受付票を交付）

（希望する場合）求職者マイページを開設する

ご自宅のパソコンやスマートフォンから
ハローワークインターネットサービスに

アクセスし、
求職申込み情報を入力（仮登録）する

○ 現在ご利用いただいている求職公開サービスは、2019年12月末をもって終了します。

○ 2020年１月６日から、新たなサービスが始まります。ハローワークインターネットサービスを通
じて、求人企業に対してあなたの経歴や専門知識、資格や希望条件などをアピール（求職公開）で
きるようになります。求人企業に対してどのような情報を公開するかはご自身で選択することがで
きます（氏名や連絡先など個人が特定できる情報は公開されません）。

○ ご希望の方は、2020年１月６日以降、窓口にお申し出ください。

現在、求職公開サービスを利用されている皆さまへ

職業相談、求人情報提供、職業紹介などの各種サービスをご利用いただけます

求職申込み情報の入力画面イメージ

※ 入力完了後14日以内に
ハローワークへ



障害のある求職者の皆さまへ 

 

 ハローワークに登録する求職登録項目が充実し、よりきめ細かな就職支援が可能になります。 

 

 

 

 
 

 

【新しい求職登録項目】 

「障害の種類、障害部位や診断名などの詳細」「障害に関する確認書類（任意）」「職業評価（任意）」「就労上の配慮が必要な事

項（任意）」「利用している就労支援機関、医療機関（任意）」「障害年金、その他の支給の有無（任意）」 等 

 
 

 

ハローワークに登録する求職登録項目が充実します 

  厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL011120障01 

◆ハローワークからのお願い 

 2020年１月以降、皆様がハローワークに来所された際に、すでに求職登録を行っ
ている場合でも、新しくなった求職登録項目について職員からお聞きする場合があ
ります。よりきめ細かな就職支援を行うため、支障のない範囲でお答えいただくよ
うお願いします。 

 

 ハローワーク内のパソコン（検索・登録用端末）や自宅のパソコンなどから、障害者に配慮した
事業所や求人の情報（求人・事業所PR情報）をより詳しく知ることができるようになります。 

障害者に配慮した事業所や求人の情報が充実します 

【事業所ＰＲ情報】 
○ 企業在籍型ジョブコーチの有無 
○ エレベーターの有無 
○ 階段の手すりの有無 
○ バリアフリー対応トイレの詳細 
○ 建物内の車いす移動の可否 
○ 点字設備の有無 
○ 休憩室の有無 
○ 障害者に配慮したその他の施設・設備 等 

【求人ＰＲ情報】 
○ 障害者に実施している合理的配慮の例 
○ 障害者の就労や定着に関するサポート体制 
○ 障害者雇用の担当者からのメッセージ 
○ 障害のあるスタッフからのメッセージ 
○ 障害者雇用に関するアピールポイント 

 

○ ハローワーク内に設置された端末又は自宅のパソコン等から求職申込み情報を入力（仮登録）する
ことが可能になります。なお、お申し込み内容の確定はご自宅の住所を管轄するハローワーク※にお
越しいただく必要があります。ハローワークの所在地等の情報は、厚生労働省のホームページでご
案内しています。 

  

 （※）ハローワークでは、地域の就労支援機関等と連携して、就職に向けた準備から職業紹介・就職後の職場定着まで一貫した支援
を実施しています。そのため、お住まいの地域を管轄するハローワークでの求職登録をお願いしています。ただし、ご自宅や利用し
ている支援機関等からの交通の利便性等から、管轄のハローワーク以外のハローワークの方が利用しやすい場合はこの限りではあり
ません。 

求職申込みについて 

ハローワーク  所在地 検索 

ポイント③ 障害者に配慮した事業所や求人を探しやすくなります 

【その他のお知らせ】 
○「求職者マイページ」の開設によるお仕事探しや、新しい「求職公開サービス」のご利用も可能になります。 
○2020年１月以降、求人の検索画面が変わり、同じ画面から障害者専用求人と一般求人を検索できるようになります。 
 障害者専用求人を検索する場合は、検索画面で「障害のある方のための求人」にチェックを入れてください。 

＜検索画面イメージ＞ 



ハローワークインターネットサービス上に「求人者マイページ」を開設すると、会社のパ
ソコンから次のサービスを利用いただけます。
※ 「求人者マイページ」を開設するには、ハローワークで事業所登録の手続きを行う必要があります。
※ 「求人者マイページ」を開設するにあたり、ログインアカウントとして使用するメールアドレスが必要です。

○ 求人申込み
※ 申込み内容をハローワークで確認後に受理・公開します。
※ 次の要件に該当する場合は、マイページでの求人情報の入力（仮登録）後、14日
以内にハローワークにお越しのうえ、本登録の手続きを行う必要があります。

○ 申し込んだ求人内容の変更、求人の募集停止、
事業所情報の変更など
※ マイページから求人内容の変更などのサービスが利用ができるのは、2020年1月
以降に受理した求人に限ります。

○ 事業所の外観、職場風景、取扱商品などの画
像情報の登録・公開
※ ハローワーク内のパソコン（検索・登録用端末）だけでなく、ハローワークイン
ターネットサービス上でも公開できるようになります。

○ ハローワークからご紹介した求職者（応募者）の紹介状の確認、選考結果（採用・不採用）
を登録（ハローワークに連絡）
※ 紹介状の確認や選考結果の登録ができるのは、2020年1月以降に受理した求人に限ります。
※ 求人が無効となった場合、紹介状の確認、選考結果の登録はできなくなります。

○ メッセージ機能（ハローワークからご紹介した求職者（応募者）とのやりとり）
※ メッセージ機能を活用して応募者とやりとりできるのは、2020年1月以降に受理した求人（有効中）で、応募者が「求職者マイページ」を開設してい
る場合に限られます。

○ 求職情報検索
※ 有効中の求人がない場合は利用できません。
※ ハローワークに登録している求職者のうち、経歴、専門知識、資格や希望条件などの求職情報を求人者にＰＲ（公開）することを希望している方々の
情報を検索できます。氏名、連絡先など個人が特定される情報は公開されません。なお、求職者に対して直接リクエスト（求人への応募依頼）すること
はできません。ハローワークで求職者の希望条件などを確認したうえでご案内しますので、ハローワークにご相談ください。

事業主の皆さまへ

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 刷事03
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2020年１月６日からハローワークの利用方法が変わります

会社のパソコンから、
求人申込みや内容変更などの手続きを行えるようになります

求人申込み（仮登録）の入力画面イメージ

＜マイページ開設手順＞
ハローワークの窓口で開設手続きを行います。

パスワード登録
認証キー入力

認証キー受信

※ 上記の方法のほか、会社のパソコンからハローワークインターネットサービスにアクセスし、ログインアカウント（メールアドレス、パスワード）を登録、事業所情報・求人情報
を入力（仮登録）後、ハローワークにお越しのうえ窓口で本登録手続きを行い、マイページを開設する方法もあります。

※ 事業所登録済みの場合は、あらためての事業所登録は不要ですが、内容の確認や不足情報の把握等をさせていただきます。

マイページ
開設完了

登録したメールアドレスの入力
利用規約などに同意

ハローワークインターネット
サービスにアクセス

窓口で
メールアドレスを登録

・ マイページを通じて初めて求人を申し込む場合（窓口でマイページ開設手続きを行った場合を除く）
・ 2020年1月以降、初めて障害者求人を申し込む場合
・ 2020年1月以降、初めてトライアル雇用求人を申し込む場合
・ 2020年1月以降、初めて障害者（短時間）トライアル雇用求人を申し込む場合
・ 過去１年間に求人を申し込んでいない場合
・ マイページを通じて派遣・請負求人を申し込む場合
・ その他、ハローワークが必要と認める場合

窓口で
事業所登録
求人申込み

2020年１月６日に、ハローワークのシステムとハローワークインターネットサービスが新し
くなります。
ポイント① 新サービス「求人者マイページ」で、会社のパソコンから求人の申込みができます
ポイント② 新しい求人票で、より詳細な情報を求職者に提供できるようになります



厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

○ 求人票の様式が変わり、掲載する情報量が増え、求職者に対して求人情報をより詳細に
伝えることができるようになります。
※ 求人票の様式変更については、リーフレット「2020年１月６日から求人票と公開方法が変わります」「2020年１月６日から求人票が変わります」
（その１・その２）」をご覧ください。

○ ハローワークインターネットサービスとハローワーク内のパソコン（検索・登録用端末）が
一本化され、求人情報の内容や検索方法が同じになります。

・ 求人票に掲載する情報のほか、事業所の画像情報や「事業所からのメッセージ」など
のＰＲ情報も提供できるようになります。
※ 画像情報は、「求人者マイページ」から登録する必要があります（表面参照）。

・ ハローワークインターネットサービスでも、ハローワーク内に設置されたパソコン
（検索・登録用端末）と同じ求人情報を提供できるようになります。
※ これまでは、ハローワークインターネットサービスで公開される求人情報は一部に限定されていましたが、ハローワーク内のパソコン（検索・
登録用端末）と同じ情報が公開されるようになります。

・ 求人情報がインターネット上で公開されるタイミングが早くなります。
※ ハローワーク内のパソコン（検索・登録用端末）とハローワークインターネットサービス上で公開されるタイミングが同じになります。

新しい求人票で、より詳細な求人情報を提供できるようになります

○ 会社のパソコンから求人申込み（仮登録）できるようになります。
※ 会社のパソコンから求人を申し込む（仮登録）場合は、「求人者マイページ」を開設する必要があります（表面参照）。
※ 「求人者マイページ」を開設すると、申込み済みの求人情報データ（2020年１月6日以降に申し込んだ求人に限る）を活用（転用）した求人申込みが

できるようになります。

○ ハローワーク内に設置されたパソコン（検索・登録用端末）で求人情報を入力できるように
なります。求人情報の入力（仮登録）後、窓口で本登録の手続きを行います。
※ 「求人申込書」（筆記式）もご用意しています。
※ 窓口で「求人者マイページ」の開設手続きを行うこともできます（表面参照）。

＜求人申込み手続きの流れ＞
～事業所登録が完了している（求人を申し込んだことがある）場合～

ハローワークで手続きする場合会社のパソコンから手続きする場合

ハローワーク内のパソコン（検索・登録用端末）で
求人情報を入力する（仮登録）

※「求人申込書」（筆記式）もご用意しています

窓口で登録手続きを行う
（申込み内容を確認）

求人が受理・公開される
（求人票を交付）

求人者マイページから
求人情報を入力する（仮登録）

ハローワークで申込み内容を確認後、
求人が受理・公開される

（求人票はマイページ又はFAXで送付）

※ 派遣・請負求人を申し込む場合など一定の要件（表面点線枠内を参照）に該当
する場合は、求人情報の入力（仮登録）後14日以内にハローワークにお越しいた
だく必要があります。

※ 申込み内容に不備や不明点等がある場合は、ハローワークにお越しいただく場
合があります。

さまざまな方法で求人を申し込めるようになります

※ 求人者マイページの開設をご希望の場合は、窓口でログインアカウントとして
使用する事業所のメールアドレスをご登録ください。

※ ハローワークに求人を申し込んだことがない場合は、ハローワークで事業所登録の手続きを行う必要があります。詳しくはハローワークにお問い合わせください。

求人者マイページを開設
（ハローワークの窓口で開設手続き）



 
 
 

 2020年１月から、障害者専用求人・一般求人を問わず、障害者の方に配慮した事業所の情
報や求人の内容をより詳細にアピールできるようになります。 

 

＜事業所PR情報としてアピールできる項目＞ 

 ○ 企業在籍型ジョブコーチ※1の有無 

 ○ エレベーターの有無 

 ○ 階段の手すりの有無 

 ○ バリアフリー対応トイレの詳細 

 ○ 建物内の車いす移動の可否 

 ○ 点字設備の有無 

 ○ 休憩室の有無 

 ○ 障害者に配慮したその他の施設・設備等 

 

＜求人PR情報としてアピールできる項目＞ 

 ○ 障害者に実施している合理的配慮※2の例 

 ○ 障害者の就労や定着に関するサポート体制 

 ○ 障害者雇用の担当者からのメッセージ 

 ○ 障害のあるスタッフからのメッセージ 

 ○ 障害者雇用に関するアピールポイント 
 

※１ 企業在籍型ジョブコーチとは、障害者の勤務する職場において、障害者の職場適応に 

  向けた指導や援助を行う専門スタッフのことで、企業に在籍している者のことをいいます。 

※2 障害者雇用促進法に基づき、全ての事業主は、障害者である労働者の能力発揮の支障と 

  なっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した、施設整備、援助者の配置などの 

  必要な措置を講じることとされています。 

 

 

 

 

 

◆ハローワークからのお願い 

 障害者専用求人以外の一般求人を申し込む
場合であっても、障害者の方が応募しやす
いように、可能な範囲で障害者の方に配慮
した事業所の情報や求人の内容の記載を充
実していただくようお願いします。 

事業主の皆さまへ 

  厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL011120障02 

入力画面イメージ 
（上）事業所PR情報 （下）求人PR情報 

「求人・事業所ＰＲ情報」により、障害者の方に配慮した事業所・
求人の情報をより詳細にアピールできるようになります 

ポイント③ 障害者の方への配慮事項をより詳細にアピールできるようになります 



Ｑ＆Ａ（「常時勤務する職員」関係）

年度 番号 疑義の内容 回答 備考

元 1 教育委員会で雇用されている非常勤職員（臨時的任用職員）について、令
和元年4月1日～令和2年3月30日（①）の期間で任用し、予算や本人の状況
等について問題が無ければ令和2年4月1日～令和3年3月30日（②）の期間
で任用することが想定される場合、①と②の雇用期間が連続しておらず1
日あくこととなるが、令和元年任免状況報告書において、雇入れの時から
1年を超えて勤務する者（見込みを含む。）として判断されるか。
【補足事項】
・②の任用期間で任用される場合、①の任用期間の最終日の段階で、②の
任用期間の雇用は確定している。
・任用条件通知書には更新がある旨の記載はなく、同じ者が②の任用期間
で任用される場合は更新ではなく新たな採用となる。
・当該パターンで複数回任用されている者が多数を占める。

要領3章第1節ロ（イ）②で「勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令
等において、その雇用が更新されない旨が明示されている場合又は更新の有
無が明示されていない場合であって、類似する形態で雇用されている他の職
員が１年を超えて引き続き雇用されている等の更新の可能性がある実態にあ
る場合」には雇入れから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員
と判断すると記載がある。
当該事例は、①と②の任用期間の間が連続せず1日あいており、更新ではな
く新たな採用という取り扱いではあるが、同様のパターンで複数回任用され
ている者が多数を占める状況を鑑みると、更新の可能性が実態にある場合と
同等であると判断されるため、雇入れの時から1年を超えて勤務する者（見
込みを含む。）として判断される。
また、①の任用期間の最終日の段階で②の任用期間の雇用が確定していると
いう点からも、更新の可能性が実態にある場合と同等であると判断される。

元 2 教育委員会で雇用されている非常勤職員（臨時的任用職員）について、令
和元年4月1日～令和2年3月30日（①）の期間で任用し、予算や本人の状況
等について問題が無ければ令和2年4月1日～令和3年3月30日（②）の期間
で任用することが想定され、任用条件通知書等にて「学校が夏休みの間の
勤務は無い」旨記載がある場合、①と②の雇用期間が連続しておらず、具
体的な労務の提供がない機関が存在するが、令和元年任免状況報告書にお
いて、雇入れの時から1年を超えて勤務する者（見込みを含む。）として
判断されるか。
【補足事項】
・②の任用期間で任用される場合、①の任用期間の最終日の段階で、②の
任用期間の雇用は確定している。
・任用条件通知書には更新がある旨の記載はなく、同じ者が②の任用期間
で任用される場合は更新ではなく新たな採用となる。
・当該パターンで複数回任用されている者が多数を占める。
・学校が夏休みの間も任用関係は存在する。

要領3章第1節ロ（イ）②で「勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令
等において、その雇用が更新されない旨が明示されている場合又は更新の有
無が明示されていない場合であって、類似する形態で雇用されている他の職
員が１年を超えて引き続き雇用されている等の更新の可能性がある実態にあ
る場合」には雇入れから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員
と判断すると記載がある。
また、要領3章第1節ロ（ハ）で「疾病その他の理由によって休職期間中の職
員（育児休業、配偶者同行休業又は自己啓発休業によって休業中の職員も含
む。）は、現実かつ具体的な労務の提供がなく、そのため給与の支払いを受
けていない場合もあるが、各機関との任用関係は維持されているので、常時
勤務する職員として取り扱う。」と記載がある。
当該事例は、①と②の任用期間の間が連続せず1日あいており、更新ではな
く新たな採用という取り扱いではあるが、同様のパターンで複数回任用され
ている者が多数を占める状況を鑑みると、更新の可能性が実態にある場合と
同等であると判断される。
さらに、学校が夏休みの間の勤務が無い状態は、要領3章第1節ロ（ハ）で記
載がある場合と同等であると判断でき、また、①の任用期間の最終日の段階
で②の任用期間の雇用が確定しているという点からも、更新の可能性が実態
にある場合と同等の整理となると考えられ、雇入れの時から1年を超えて勤
務する者（見込みを含む。）として判断される。

HMGQSA
スタンプ



年度 番号 疑義の内容 回答 備考

元 3 会計年度任用職員が、常時勤務する職員に該当するかについて
 
総務省の見解では、平成30年8月22日事務連絡「会計年度任用職員制度の
導入等に向けた質疑応答の追加について」の中で、問９：障がい者を会計
年度任用職員として任用した場合、障害者の雇用の促進等に関する法律に
基づく障害者雇用率の算定対象となる職員に該当するか。に対して、
「単に、任用初年度に1会計年度を任期とする職員は対象とならない」
と回答されており「一年目は母数に入らない」という認識をされている自
治体が多い様子。
昨年度の段階では、総務省と厚生労働省で調整中と聞いていたが、こちら
の案内としては、改正の要領通り「①　勤務条件等説明書等において、そ
の雇用が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されている場合　
ただし、更新回数等の上限が併せて明示されていることにより、１年を超
えて雇用されないことが明らかである場合はこの限りではない（②に該当
する実態にある場合を除く）。場合は、任用初年度であっても、常時勤務
する職員となる」ということでよろしいか。
また、「②　勤務条件等説明書等において、その雇用が更新されない旨が
明示されている場合又は更新の有無が明示されていない場合であって、類
似する形態で雇用されている他の職員が１年を超えて引き続き雇用されて
いる等の更新の可能性がある実態にある場合」という要件について、会計
年度任用職員の制度が平成32年度からであり、類似する形態での雇用であ
ると判断するかどうかは各機関の判断により取り扱っていただく、という
ことでよろしいか。

昨年度末に送付させて頂いた通報の手引きにも「常時勤務する職員」につい
て記載してあるが、当該手引きについては各省庁と協議した上で作成したも
のであり、総務省も確認済みである。そのため、当該手引きに記載があるよ
うに「１年を超えて雇用する見込みのある者」に該当するのであれば、常時
勤務する職員としてカウントすることとなる。

元 4 本務者が休職、病気休暇、研修等で不在の場合の代替職員として、１年を
超えない任期を定めて任用される臨時的任用職員は、「１年を超える雇用
期間を定めて雇用される者」に当たらないことから、算定対象に含まれな
いと解してよいか。

①勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令等において、その雇用が更
新される旨または更新される場合がある旨が明示されている場合
②勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令等において、その雇用が更
新されない旨が明示されている場合または更新の有無が明示されていない場
合であって、類似する形態で雇用されている他の職員が１年を超えて引き続
き雇用されている等の更新の可能性がある実態にある場合
以上の①～②の場合に該当すれば、当該臨時的任用職員であっても、「雇入
れの時から１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員」に当たる。



年度 番号 疑義の内容 回答 備考

元 5 手引１３ページに記載される「更新の有無が明示されていない場合であっ
て、類似する形態で雇用されている他の職員が１年を超えて引き続き雇用
されている等の更新の可能性がある実態にある場合」とは、具体的にどの
ような場合を指すのか。

例えば、地方公務員法第22条や地方公務員の育児休業等に関する法律第6条
第１項第２号に基づく臨時的任用は、法制度上、１年を超えて任用すること
ができないが、再度の選考等を経て新たな臨時的任用職員や同種の非常勤職
員として同一の者が２年目以降も雇用されているような実態（前例）がある
場合で、他の臨時的任用職員も同様に２年目以降も雇用される可能性がある
実態にある場合が考えられる。
更に言えば、事務補助等を担当する非常勤職員も会計年度の関係で更新可能
性なしとして採用していることと思うが、翌年度も予算が付けば同ポストで
更新される可能性がある実態や、あるいは同ポストが完全に今年度限りで
あったとしても、他の課室の同種の事務補助担当の非常勤職員として採用さ
れる可能性がある場合も「更新の可能性のある実態」に含まれる。

元 6 ○下記の場合、常時勤務する職員として該当するか否かご教示願う。
１　期間業務職員、任期付職員、再任用職員等で任期の更新によりすでに
１年を超えて雇用されている職員
　　
２　育休代替１年目の職員（２年目の更新があるか不明な場合）

３　育休代替職員（１年を超えて勤務）が任期満了により退職し、翌日か
ら再び育休代替として採用された職員
　⇒新たに採用されたため１年目として考えるのか、継続して雇用してい
ると考えてよいのか？

４　再任用１年目の職員で、次回の任期更新について希望していない職員

５　再任用５年目（65歳）の職員で、制度上その雇用が更新されない職員

６　非常勤職員のうち、委員、顧問又は参与等の職員
　⇒法律上の任用形式及び常勤・非常勤の如何並びに定員内の職員である
か否かを問わないため一週間の所定勤務時間により判断を行う？

　

１　「常時勤務する職員」に該当する。（「通報の手引き」第２の１（１）
③ａ）

２　　①勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令等において、その雇
用が更新される旨または更新される場合がある旨が明示されている場合
　　②勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令等において、その雇用
が更新されない旨が明示されている場合または更新の有無が明示されていな
い場合であって、類似する形態で雇用されている他の職員が１年を超えて引
き続き雇用されている等の更新の可能性がある実態にある場合
以上の①～②の場合に該当すれば、「雇入れの時から１年を超えて引き続き
雇用されると見込まれる職員」に当たる。（「通報の手引き」第２の１
（２）イ）

３　「継続して雇用している」。（「通報の手引き」第２の１（１）③ａ）

４　①勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令等において、その雇用
が更新される旨または更新される場合がある旨が明示されている場合
　②勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令等において、その雇用が
更新されない旨が明示されている場合または更新の有無が明示されていない
場合であって、類似する形態で雇用されている他の職員が１年を超えて引き
続き雇用されている等の更新の可能性がある実態にある場合
以上の①～②の場合に該当すれば、「雇入れの時から１年を超えて引き続き
雇用されると見込まれる職員」に当たる。（「通報の手引き」第２の１
（２）イ）

５　「常時勤務する職員」に該当する。（「通報の手引き」第２の１（１）
③ａ）

６　一週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、
　①勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令等において、その雇用が

更新される旨または更新される場合がある旨が明示されている場合
　②勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令等において、その雇用が
更新されない旨が明示されている場合または更新の有無が明示されていない
場合であって、類似する形態で雇用されている他の職員が１年を超えて引き
続き雇用されている等の更新の可能性がある実態にある場合
以上の①～②の場合に該当すれば、「雇入れの時から１年を超えて引き続き
雇用されると見込まれる職員」に当たる。（「通報の手引き」第２の１
（１）～（２））



年度 番号 疑義の内容 回答 備考

元 6 ○下記の場合、常時勤務する職員として該当するか否かご教示願う。
１　期間業務職員、任期付職員、再任用職員等で任期の更新によりすでに
１年を超えて雇用されている職員
　　
２　育休代替１年目の職員（２年目の更新があるか不明な場合）

３　育休代替職員（１年を超えて勤務）が任期満了により退職し、翌日か
ら再び育休代替として採用された職員
　⇒新たに採用されたため１年目として考えるのか、継続して雇用してい
ると考えてよいのか？

４　再任用１年目の職員で、次回の任期更新について希望していない職員

５　再任用５年目（65歳）の職員で、制度上その雇用が更新されない職員

６　非常勤職員のうち、委員、顧問又は参与等の職員
　⇒法律上の任用形式及び常勤・非常勤の如何並びに定員内の職員である
か否かを問わないため一週間の所定勤務時間により判断を行う？

　

１　「常時勤務する職員」に該当する。（「通報の手引き」第２の１（１）
③ａ）

２　　①勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令等において、その雇
用が更新される旨または更新される場合がある旨が明示されている場合
　　②勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令等において、その雇用
が更新されない旨が明示されている場合または更新の有無が明示されていな
い場合であって、類似する形態で雇用されている他の職員が１年を超えて引
き続き雇用されている等の更新の可能性がある実態にある場合
以上の①～②の場合に該当すれば、「雇入れの時から１年を超えて引き続き
雇用されると見込まれる職員」に当たる。（「通報の手引き」第２の１
（２）イ）

３　「継続して雇用している」。（「通報の手引き」第２の１（１）③ａ）

４　①勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令等において、その雇用
が更新される旨または更新される場合がある旨が明示されている場合
　②勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令等において、その雇用が
更新されない旨が明示されている場合または更新の有無が明示されていない
場合であって、類似する形態で雇用されている他の職員が１年を超えて引き
続き雇用されている等の更新の可能性がある実態にある場合
以上の①～②の場合に該当すれば、「雇入れの時から１年を超えて引き続き
雇用されると見込まれる職員」に当たる。（「通報の手引き」第２の１
（２）イ）

５　「常時勤務する職員」に該当する。（「通報の手引き」第２の１（１）
③ａ）

６　一週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、
　①勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令等において、その雇用が

更新される旨または更新される場合がある旨が明示されている場合
　②勤務条件等説明書、勤務条件確認書、採用辞令等において、その雇用が
更新されない旨が明示されている場合または更新の有無が明示されていない
場合であって、類似する形態で雇用されている他の職員が１年を超えて引き
続き雇用されている等の更新の可能性がある実態にある場合
以上の①～②の場合に該当すれば、「雇入れの時から１年を超えて引き続き
雇用されると見込まれる職員」に当たる。（「通報の手引き」第２の１
（１）～（２））
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