
＊人材開発支援助成金
・障害者職業能力開発コース
　障害者の職業能力の開発・向上のために、能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成します。

＊障害者作業施設設置等助成金
＊障害者福祉施設設置等助成金
＊重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
＊重度障害者等通勤対策助成金
＊障害者介助等助成金

事業主向け障害者雇用促進リーフレット

滋賀県は障害者雇用を推進しています

令和２年度障害者雇用支援月間ポスター原画コンテスト 絵画の部
高校・一般 厚生労働大臣賞 「日本の庭師」 田中 瑠菜さんの作品

まず実習の受け入れから始めてみたい

＊トライWORK　(就労体験）
　・障害者が1週間程度の実習を経験するとともに、事業主にも理解を深めてもらいます。
　・就労体験利用者1人につき1日1,000円の謝礼が事業主に支払われます。

＊職場適応訓練
　・障害者が6か月程度の訓練を経験するとともに、事業主にも理解を深めてもらいます。
　・訓練委託先には月額24,000円（重度障害者の場合は25,000円）を限度に委託費が支払われます。

＊障害者委託訓練事業
　・障害者に1～3か月、1か月100時間程度の訓練を企業や民間教育訓練機関等に委託して実施し、雇用の促進を図ります。
　・訓練委託先には月額60,000円（税抜）（中小企業は90,000円（税抜））を限度に委託費が支払われます。

＊総合実務科の職場実習
　・総合実務科では、軽度の知的障害者を対象に１年間の職業訓練を実習しており、一定期間の職場実習を行います。
　・職場実習先には日額1,200円（税抜）の委託費が支払われます。

＊特別支援学校の現場実習
　・企業、事業所等の活動の場をお借りして行う、１～２週間程度の実習を行います。

試行的に雇い入れたい

トライアル雇用助成金
＊障害者トライアルコース
・就職が困難な障害者をハローワーク等の紹介により、原則３か月間の試行雇用（トライアル雇用）することにより、その適性や能力を
見極め、継続雇用への移行のきっかけとしていただきます。
・支給額は、1人につき月額最大40,000 円です。
・有期雇用契約（原則３か月）を締結する必要があります。
（注）精神障害者の場合は、試行雇用期間および支給額が異なります。

＊障害者短時間トライアルコース
・直ちに週 20 時間以上勤務することが難しい精神障害者または発達障害者を、ハローワーク等の紹介により短時間（10 ～20 時間
未満）の試行雇用から開始し、障害者の職場への適応状況や体調などに応じてトライアル雇用期間中に 20 時間以上の雇用を目指し
ていただきます。
・支給額は、支援対象者１人につき、月額最大40,000 円です。
・有期雇用契約（3か月から12か間）を締結する必要があります。

指導のポイントや雇用管理の留意点などを教えてほしい

＊ジョブコーチ（専門の支援員）による支援
・一定の期間、ジョブコーチが職場を訪問し、事業主には作業の提案や障害特性をふまえた仕事の教え方などを、障害者には同僚との
関わり方や効率の良い作業方法等をアドバイスします。（標準 2～ 4か月）

＊雇用管理に関する相談
・雇用管理上の課題改善に向けた相談、助言、研修等をとおし体系的に支援を行います。

障害者を雇用したときに活用できる助成金を知りたい

＊特定求職者雇用開発助成金
　・障害者を雇用したとき→特定就職困難者コース

ハローワーク等の紹介により、障害者を継続して雇用する事業主に対して支給されます。支給額および助成対象期間は対象労働者 
の類型と企業規模に応じて定められています。

　・中小企業で初めて障害者を雇用するとき→障害者初回雇用コース
障害者雇用の経験のない中小企業（障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5 ～300人の企業に限ります）が、ハローワ
ーク等の紹介により、雇用率制度の対象となる障害者を初めて雇用し、支給対象期の末日まで法定雇用率を達成している場合、
120万円が支給されます。

　・発達障害者・難病患者を雇用するとき→発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
障害者手帳を持たない発達障害者や難病のある方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て支給されま
す。支給額および助成対象期間は対象労働者の類型と企業規模に応じて定められています。

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：滋賀障害者職業センター

窓口：滋賀障害者職業センター

窓口：各ハローワーク

窓口：各ハローワーク

窓口：各ハローワーク

窓口：各ハローワーク

窓口：高等技術専門校米原校舎

窓口：高等技術専門校草津校舎

窓口：各特別支援学校

雇い入れた障害者の日常生活の相談に乗ってほしい

各支援機関の主な役割

＊就業面での支援
・職場定着に向けた支援や、障害特性をふまえた雇用管理について事業所に対する助言を行います。

＊生活面での支援
・地域生活、生活設計に関する助言を行います。

先進的な取組を行っている企業について知りたい

＊全国の事業所の取組事例・ノウハウ等各種資料を紹介しています。
　（障害者雇用事例リファレンスサービス就業支援ハンドブック　障害別マニュアル等）
・詳細は、( 独 )高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。
　⇒　http://www.jeed.or.jp/disability/data/handbook/index.html

＊滋賀県内の先進的な障害者雇用の事業所名を紹介しています。
・滋賀県のホームページ上で「滋賀県障害者雇用優良事業所等知事表彰」と入力して検索してください。

税制上のメリットについて知りたい

＊障害者を多数雇用するなど、障害者の雇用や就業に積極的な企業は、税制優遇制度を利用する事ができ
ます。

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：（独）高齢・障害・求職者
　　　雇用支援機構滋賀支部

障害者の職場定着のために活用できる助成金を知りたい

＊障害者雇用安定助成金
・障害者職場定着支援コース
　雇用する障害者の特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等、職場定着のための措置を行う事業主に対し
て援助します。支給額は措置毎に異なります。

・障害者職場適応援助コース
　職場適応・定着に困難を抱える障害者に対して、地域センターが作成または承認する支援計画に該当する支援を職場適応援助者に
行わせた事業主に対し、援助します。

　（注）障害者雇用安定助成金については、見直しにより、2021年度（令和 3 年度）４月から、改正・廃止・他機関への移管が実施され
る予定です。詳しくは、ハローワークまたは滋賀労働局職業安定部職業対策課にお問い合わせください。

窓口：各ハローワーク

その他の助成金について知りたい

窓口：滋賀労働局職業安定部職業対策課

○上記制度はいずれも2021年1月現在です。
○各助成金については支給要件があります
　ので、まずはお近くのハローワークまたは
　各窓口にお問い合わせください。

雇用関係助成金
厚生労働省/事業主の方のための雇用関係助成金

厚生労働省のホームページ上で「障害者雇用に係る税制上の優遇措置」と入力して検索してください。
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障害者雇用は関係機関が連携し地域で支えます。
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障害者雇用に関しては
まずは最寄りの働き・暮らし応援センターまたは ハローワークにご相談ください。

求人や助成金についてのご相談は・・・
ハローワーク

大津公共職業安定所 大津市打出浜 14-15 ☎ 077-522-3773　部門コード 31#

・求人、助成金、雇用管理支援

・職業相談、職業紹介、求人開拓

・求職者支援訓練

・雇用保険

大津公共職業安定所高島出張所 高島市安曇川町末広 4-37 ☎ 0740-32-0047
長浜公共職業安定所 長浜市南高田町辻村 110 ☎ 0749-62-2030
彦根公共職業安定所 彦根市西今町 58-3 ☎ 0749-22-2500　部門コード 31#
東近江公共職業安定所 東近江市八日市緑町 11-19 ☎ 0748-22-1020　部門コード 31#
甲賀公共職業安定所 甲賀市水口町本町 3-1-16 ☎ 0748-62-0651
草津公共職業安定所 草津市野村 5-17-1 ☎ 077-562-3720　部門コード 31#

定着支援や雇用管理についてのご相談は・・・
障害者働き・暮らし応援センター

おおつ働き・暮らし応援センター“Hatch( はっち )” 大津市京町 3-5-12 森田ビル 5階
☎ 077-522-5142    【就業面での支援】

・就職に向けた準備
・就職活動の支援 
・事業所に対する助言 
・職場定着に向けた支援
・関係機関との連絡調整

【生活面での支援】
・ 地域生活、生活設計に
関する助言

湖南地域働き・暮らし応援センター“りらく” 草津市大路２丁目 11-15
☎ 077-567-1120

甲賀地域働き・暮らし応援センター 甲賀市水口町暁 3-44
☎ 0748-63-5830 

東近江圏域働き・暮らし応援センター“Tekito-（テキトー）” 近江八幡市上田町 1288-18　2階
☎ 0748-36-1299 

働き・暮らしコトー支援センター 彦根市大藪町 2638 番地
☎ 0749-21-2245 

はたらき・くらし応援センターこほく 長浜市小堀町 32-3 ながはまウェルセンター内
☎ 0749-64-1216

湖西地域働き・暮らし応援センター 高島市今津町住吉 2丁目 11－ 2
☎ 0740-22-3876 

障害福祉サービス事業所や障害者雇用企業との連携についてのご相談は・・・
NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター

NPO法人　滋賀県社会就労事業振興センター 草津市大路 2-11-15
☎ 077-566-8266 

・就労移行支援事業所等の連携
・障害者雇用事業所や経済団体との連携

ジョブコーチ支援や助成金についてのご相談は・・・
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構滋賀支部

滋賀障害者職業センター 草津市野村 2-20-5　　☎ 077-564-1641 職業相談・ジョブコーチ支援・事業主支援 
高齢・障害者業務課 大津市光が丘町 3-13　☎ 077-537-1214 助成金申請の受付・相談  

訓練修了者の採用をお考えの方は・・・
滋賀県立高等技術専門校

テクノカレッジ米原 米原市岩脇 411-1　  ☎ 0749-52-5300 職業訓練  テクノカレッジ草津 草津市青地町 1093　☎ 077-564-3296

滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課  ☎ 077-528-3759（障害者雇用全般）☎ 077-528-3755（職業訓練関係） 
令和３年（2021年)３月発行
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・地域生活、生活設計に関する助言を行います。

先進的な取組を行っている企業について知りたい

＊全国の事業所の取組事例・ノウハウ等各種資料を紹介しています。
　（障害者雇用事例リファレンスサービス就業支援ハンドブック　障害別マニュアル等）
・詳細は、( 独 )高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。
　⇒　http://www.jeed.or.jp/disability/data/handbook/index.html

＊滋賀県内の先進的な障害者雇用の事業所名を紹介しています。
・滋賀県のホームページ上で「滋賀県障害者雇用優良事業所等知事表彰」と入力して検索してください。

税制上のメリットについて知りたい

＊障害者を多数雇用するなど、障害者の雇用や就業に積極的な企業は、税制優遇制度を利用する事ができ
ます。

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：（独）高齢・障害・求職者
　　　雇用支援機構滋賀支部

障害者の職場定着のために活用できる助成金を知りたい

＊障害者雇用安定助成金
・障害者職場定着支援コース
　雇用する障害者の特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等、職場定着のための措置を行う事業主に対し
て援助します。支給額は措置毎に異なります。

・障害者職場適応援助コース
　職場適応・定着に困難を抱える障害者に対して、地域センターが作成または承認する支援計画に該当する支援を職場適応援助者に
行わせた事業主に対し、援助します。

　（注）障害者雇用安定助成金については、見直しにより、2021年度（令和 3 年度）４月から、改正・廃止・他機関への移管が実施され
る予定です。詳しくは、ハローワークまたは滋賀労働局職業安定部職業対策課にお問い合わせください。

窓口：各ハローワーク

その他の助成金について知りたい

窓口：滋賀労働局職業安定部職業対策課

○上記制度はいずれも2021年1月現在です。
○各助成金については支給要件があります
　ので、まずはお近くのハローワークまたは
　各窓口にお問い合わせください。

雇用関係助成金
厚生労働省/事業主の方のための雇用関係助成金

厚生労働省のホームページ上で「障害者雇用に係る税制上の優遇措置」と入力して検索してください。

事
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　所

相談

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

働き・暮らし応援センター

障害者職業センター

高等技術専門学校

職場適応訓練

トライアル雇用

トライWORK

委託訓練

各種助成金

障害者の生活・就労支援、事業所への助言等

ジョブコーチ支援

採

　
　
　用

継
続
雇
用

採 用 活 動 支 援 職 場 定 着 支 援
障害者雇用は関係機関が連携し地域で支えます。

何から
始めれば
いいの？

現在雇用している
障害のある
従業員について
相談したい

障害者雇用に関しては
まずは最寄りの働き・暮らし応援センターまたは ハローワークにご相談ください。

求人や助成金についてのご相談は・・・
ハローワーク

大津公共職業安定所 大津市打出浜 14-15 ☎ 077-522-3773　部門コード 31#

・求人、助成金、雇用管理支援

・職業相談、職業紹介、求人開拓

・求職者支援訓練

・雇用保険

大津公共職業安定所高島出張所 高島市安曇川町末広 4-37 ☎ 0740-32-0047
長浜公共職業安定所 長浜市南高田町辻村 110 ☎ 0749-62-2030
彦根公共職業安定所 彦根市西今町 58-3 ☎ 0749-22-2500　部門コード 31#
東近江公共職業安定所 東近江市八日市緑町 11-19 ☎ 0748-22-1020　部門コード 31#
甲賀公共職業安定所 甲賀市水口町本町 3-1-16 ☎ 0748-62-0651
草津公共職業安定所 草津市野村 5-17-1 ☎ 077-562-3720　部門コード 31#

定着支援や雇用管理についてのご相談は・・・
障害者働き・暮らし応援センター

おおつ働き・暮らし応援センター“Hatch( はっち )” 大津市京町 3-5-12 森田ビル 5階
☎ 077-522-5142    【就業面での支援】

・就職に向けた準備
・就職活動の支援 
・事業所に対する助言 
・職場定着に向けた支援
・関係機関との連絡調整

【生活面での支援】
・ 地域生活、生活設計に
関する助言

湖南地域働き・暮らし応援センター“りらく” 草津市大路２丁目 11-15
☎ 077-567-1120

甲賀地域働き・暮らし応援センター 甲賀市水口町暁 3-44
☎ 0748-63-5830 

東近江圏域働き・暮らし応援センター“Tekito-（テキトー）” 近江八幡市上田町 1288-18　2階
☎ 0748-36-1299 

働き・暮らしコトー支援センター 彦根市大藪町 2638 番地
☎ 0749-21-2245 

はたらき・くらし応援センターこほく 長浜市小堀町 32-3 ながはまウェルセンター内
☎ 0749-64-1216

湖西地域働き・暮らし応援センター 高島市今津町住吉 2丁目 11－ 2
☎ 0740-22-3876 

障害福祉サービス事業所や障害者雇用企業との連携についてのご相談は・・・
NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター

NPO法人　滋賀県社会就労事業振興センター 草津市大路 2-11-15
☎ 077-566-8266 

・就労移行支援事業所等の連携
・障害者雇用事業所や経済団体との連携

ジョブコーチ支援や助成金についてのご相談は・・・
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構滋賀支部

滋賀障害者職業センター 草津市野村 2-20-5　　☎ 077-564-1641 職業相談・ジョブコーチ支援・事業主支援 
高齢・障害者業務課 大津市光が丘町 3-13　☎ 077-537-1214 助成金申請の受付・相談  

訓練修了者の採用をお考えの方は・・・
滋賀県立高等技術専門校

テクノカレッジ米原 米原市岩脇 411-1　  ☎ 0749-52-5300 職業訓練  テクノカレッジ草津 草津市青地町 1093　☎ 077-564-3296

滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課  ☎ 077-528-3759（障害者雇用全般）☎ 077-528-3755（職業訓練関係） 
令和３年（2021年)３月発行



＊人材開発支援助成金
・障害者職業能力開発コース
　障害者の職業能力の開発・向上のために、能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成します。

＊障害者作業施設設置等助成金
＊障害者福祉施設設置等助成金
＊重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
＊重度障害者等通勤対策助成金
＊障害者介助等助成金

事業主向け障害者雇用促進リーフレット

滋賀県は障害者雇用を推進しています

令和２年度障害者雇用支援月間ポスター原画コンテスト 絵画の部
高校・一般 厚生労働大臣賞 「日本の庭師」 田中 瑠菜さんの作品

まず実習の受け入れから始めてみたい

＊トライWORK　(就労体験）
　・障害者が1週間程度の実習を経験するとともに、事業主にも理解を深めてもらいます。
　・就労体験利用者1人につき1日1,000円の謝礼が事業主に支払われます。

＊職場適応訓練
　・障害者が6か月程度の訓練を経験するとともに、事業主にも理解を深めてもらいます。
　・訓練委託先には月額24,000円（重度障害者の場合は25,000円）を限度に委託費が支払われます。

＊障害者委託訓練事業
　・障害者に1～3か月、1か月100時間程度の訓練を企業や民間教育訓練機関等に委託して実施し、雇用の促進を図ります。
　・訓練委託先には月額60,000円（税抜）（中小企業は90,000円（税抜））を限度に委託費が支払われます。

＊総合実務科の職場実習
　・総合実務科では、軽度の知的障害者を対象に１年間の職業訓練を実習しており、一定期間の職場実習を行います。
　・職場実習先には日額1,200円（税抜）の委託費が支払われます。

＊特別支援学校の現場実習
　・企業、事業所等の活動の場をお借りして行う、１～２週間程度の実習を行います。

試行的に雇い入れたい

トライアル雇用助成金
＊障害者トライアルコース
・就職が困難な障害者をハローワーク等の紹介により、原則３か月間の試行雇用（トライアル雇用）することにより、その適性や能力を
見極め、継続雇用への移行のきっかけとしていただきます。
・支給額は、1人につき月額最大40,000 円です。
・有期雇用契約（原則３か月）を締結する必要があります。
（注）精神障害者の場合は、試行雇用期間および支給額が異なります。

＊障害者短時間トライアルコース
・直ちに週 20 時間以上勤務することが難しい精神障害者または発達障害者を、ハローワーク等の紹介により短時間（10 ～20 時間
未満）の試行雇用から開始し、障害者の職場への適応状況や体調などに応じてトライアル雇用期間中に 20 時間以上の雇用を目指し
ていただきます。
・支給額は、支援対象者１人につき、月額最大40,000 円です。
・有期雇用契約（3か月から12か間）を締結する必要があります。

指導のポイントや雇用管理の留意点などを教えてほしい

＊ジョブコーチ（専門の支援員）による支援
・一定の期間、ジョブコーチが職場を訪問し、事業主には作業の提案や障害特性をふまえた仕事の教え方などを、障害者には同僚との
関わり方や効率の良い作業方法等をアドバイスします。（標準 2～ 4か月）

＊雇用管理に関する相談
・雇用管理上の課題改善に向けた相談、助言、研修等をとおし体系的に支援を行います。

障害者を雇用したときに活用できる助成金を知りたい

＊特定求職者雇用開発助成金
　・障害者を雇用したとき→特定就職困難者コース

ハローワーク等の紹介により、障害者を継続して雇用する事業主に対して支給されます。支給額および助成対象期間は対象労働者 
の類型と企業規模に応じて定められています。

　・中小企業で初めて障害者を雇用するとき→障害者初回雇用コース
障害者雇用の経験のない中小企業（障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5 ～300人の企業に限ります）が、ハローワ
ーク等の紹介により、雇用率制度の対象となる障害者を初めて雇用し、支給対象期の末日まで法定雇用率を達成している場合、
120万円が支給されます。

　・発達障害者・難病患者を雇用するとき→発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
障害者手帳を持たない発達障害者や難病のある方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て支給されま
す。支給額および助成対象期間は対象労働者の類型と企業規模に応じて定められています。

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：滋賀障害者職業センター

窓口：滋賀障害者職業センター

窓口：各ハローワーク

窓口：各ハローワーク

窓口：各ハローワーク

窓口：各ハローワーク

窓口：高等技術専門校米原校舎

窓口：高等技術専門校草津校舎

窓口：各特別支援学校

雇い入れた障害者の日常生活の相談に乗ってほしい

各支援機関の主な役割

＊就業面での支援
・職場定着に向けた支援や、障害特性をふまえた雇用管理について事業所に対する助言を行います。

＊生活面での支援
・地域生活、生活設計に関する助言を行います。

先進的な取組を行っている企業について知りたい

＊全国の事業所の取組事例・ノウハウ等各種資料を紹介しています。
　（障害者雇用事例リファレンスサービス就業支援ハンドブック　障害別マニュアル等）
・詳細は、( 独 )高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。
　⇒　http://www.jeed.or.jp/disability/data/handbook/index.html

＊滋賀県内の先進的な障害者雇用の事業所名を紹介しています。
・滋賀県のホームページ上で「滋賀県障害者雇用優良事業所等知事表彰」と入力して検索してください。

税制上のメリットについて知りたい

＊障害者を多数雇用するなど、障害者の雇用や就業に積極的な企業は、税制優遇制度を利用する事ができ
ます。

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：（独）高齢・障害・求職者
　　　雇用支援機構滋賀支部

障害者の職場定着のために活用できる助成金を知りたい

＊障害者雇用安定助成金
・障害者職場定着支援コース
　雇用する障害者の特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等、職場定着のための措置を行う事業主に対し
て援助します。支給額は措置毎に異なります。

・障害者職場適応援助コース
　職場適応・定着に困難を抱える障害者に対して、地域センターが作成または承認する支援計画に該当する支援を職場適応援助者に
行わせた事業主に対し、援助します。

　（注）障害者雇用安定助成金については、見直しにより、2021年度（令和 3 年度）４月から、改正・廃止・他機関への移管が実施され
る予定です。詳しくは、ハローワークまたは滋賀労働局職業安定部職業対策課にお問い合わせください。

窓口：各ハローワーク

その他の助成金について知りたい

窓口：滋賀労働局職業安定部職業対策課

○上記制度はいずれも2021年1月現在です。
○各助成金については支給要件があります
　ので、まずはお近くのハローワークまたは
　各窓口にお問い合わせください。

雇用関係助成金
厚生労働省/事業主の方のための雇用関係助成金

厚生労働省のホームページ上で「障害者雇用に係る税制上の優遇措置」と入力して検索してください。
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障害者職業センター

高等技術専門学校

職場適応訓練

トライアル雇用

トライWORK

委託訓練

各種助成金

障害者の生活・就労支援、事業所への助言等

ジョブコーチ支援
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採 用 活 動 支 援 職 場 定 着 支 援
障害者雇用は関係機関が連携し地域で支えます。

何から
始めれば
いいの？

現在雇用している
障害のある
従業員について
相談したい

障害者雇用に関しては
まずは最寄りの働き・暮らし応援センターまたは ハローワークにご相談ください。

求人や助成金についてのご相談は・・・
ハローワーク

大津公共職業安定所 大津市打出浜 14-15 ☎ 077-522-3773　部門コード 31#

・求人、助成金、雇用管理支援

・職業相談、職業紹介、求人開拓

・求職者支援訓練

・雇用保険

大津公共職業安定所高島出張所 高島市安曇川町末広 4-37 ☎ 0740-32-0047
長浜公共職業安定所 長浜市南高田町辻村 110 ☎ 0749-62-2030
彦根公共職業安定所 彦根市西今町 58-3 ☎ 0749-22-2500　部門コード 31#
東近江公共職業安定所 東近江市八日市緑町 11-19 ☎ 0748-22-1020　部門コード 31#
甲賀公共職業安定所 甲賀市水口町本町 3-1-16 ☎ 0748-62-0651
草津公共職業安定所 草津市野村 5-17-1 ☎ 077-562-3720　部門コード 31#

定着支援や雇用管理についてのご相談は・・・
障害者働き・暮らし応援センター

おおつ働き・暮らし応援センター“Hatch( はっち )” 大津市京町 3-5-12 森田ビル 5階
☎ 077-522-5142    【就業面での支援】

・就職に向けた準備
・就職活動の支援 
・事業所に対する助言 
・職場定着に向けた支援
・関係機関との連絡調整

【生活面での支援】
・ 地域生活、生活設計に
関する助言

湖南地域働き・暮らし応援センター“りらく” 草津市大路２丁目 11-15
☎ 077-567-1120

甲賀地域働き・暮らし応援センター 甲賀市水口町暁 3-44
☎ 0748-63-5830 

東近江圏域働き・暮らし応援センター“Tekito-（テキトー）” 近江八幡市上田町 1288-18　2階
☎ 0748-36-1299 

働き・暮らしコトー支援センター 彦根市大藪町 2638 番地
☎ 0749-21-2245 

はたらき・くらし応援センターこほく 長浜市小堀町 32-3 ながはまウェルセンター内
☎ 0749-64-1216

湖西地域働き・暮らし応援センター 高島市今津町住吉 2丁目 11－ 2
☎ 0740-22-3876 

障害福祉サービス事業所や障害者雇用企業との連携についてのご相談は・・・
NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター

NPO法人　滋賀県社会就労事業振興センター 草津市大路 2-11-15
☎ 077-566-8266 

・就労移行支援事業所等の連携
・障害者雇用事業所や経済団体との連携

ジョブコーチ支援や助成金についてのご相談は・・・
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構滋賀支部

滋賀障害者職業センター 草津市野村 2-20-5　　☎ 077-564-1641 職業相談・ジョブコーチ支援・事業主支援 
高齢・障害者業務課 大津市光が丘町 3-13　☎ 077-537-1214 助成金申請の受付・相談  

訓練修了者の採用をお考えの方は・・・
滋賀県立高等技術専門校

テクノカレッジ米原 米原市岩脇 411-1　  ☎ 0749-52-5300 職業訓練  テクノカレッジ草津 草津市青地町 1093　☎ 077-564-3296

滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課  ☎ 077-528-3759（障害者雇用全般）☎ 077-528-3755（職業訓練関係） 
令和３年（2021年)３月発行



好事例① 株式会社ホリゾン本社びわこ工場
住　　所

業務内容

高島市新旭町旭1600

製本関連機械・製本システム機、紙工機器、
特殊印刷機の開発・製造・販売

410名（うち、身体障害3名、知的障害2名、
　　　  精神障害１名）【令和3年１月１日現在】

社 員 数

好事例①

採用から定着までの流れ 企業の考え方

養護学校
（高等部）の実習
受入れ（5日間）

トライＷＯＲＫ
の実施

（２週間程度）

面接

ハローワークを通して、トライアル雇用の実施
（３か月）。業務の適正判断を行う。

働き・暮らし応援センター等の関係機関を含め、
定着に向けた支援を図る。

　採用するにあたり、障害の有無は関係ありません。実
習等を通じて、本人の適性を判断し、当社の業務、社風
に合致している人を採用しています。
　採用後は、従業員が継続的に働くことができるよう、
職場全体で取り組んでいます。
　当社は、企画・設計・製造・販売を一貫して社内で
行ってるため、ルーチンワークは少ないですが、多種多
様な業務があるため、仕事の切り出しや配置転換を行
うことで、本人の適性に合った業務を行ってもらってい
ます。

　新型コロナウイルス感染症対策用のアイシールドを製
作しています。困った時や次に取り組むことなど、上司に
確認しています。毎日、楽しく働いています。
　　　　　　　　　　　　　　　 （入社４年目のＡさん）

本事例の障害者
（知的障害者）

の声

雇用に伴って生じた課題や対応

生じた課題・障害の特性 課題への対応・障害特性への配慮等

周りの音、人の話し声が気になり、
業務に集中できない。

耳栓やヘッドフォンを使用することを許可し、集中して業務を行
うことができる環境を整えた。

毎日、当日の業務内容をノートに書き出してもらい、振り返りを行
うことで、作業手順を覚えてもらった。

本人の体調に合わせて、勤務時間を徐々に長くする等、柔軟に勤
務時間を変更した。またリワークの際には、主治医・産業医 と相
談し、勤務時間を調整した。

指示通りの方法で業務を行うことがで
きず、独自の方法で業務を行ってしまう。

臨機応変な対応が苦手である。（本人を
支援しようと同僚も苦慮していた。）

業務内容、作業手順を覚えることが苦手
である。

体調を崩しやすく、8 時間勤務が難しい。
（休職することもある。）

ジョブコーチ支援を活用し、ジョブコーチの見守りの中、本人に業
務を行ってもらった。その中で、指示通り業務を行う必要性を再認
識してもらう等の対応をしている。

モノづくりの会社であるため、作業が多種多様であり、本人の適性
にあった部署への配置転換を行った。同じことを繰り返し正確に
行う部署であるため、本人が得意とする分野（正確にコツコツ取り
組む）で活躍してもらっている。

その他行っていること 職場の従業員に、本人の障害特性を共有し、職場全体で定着支援を行っている。

好事例② 社会福祉法人慈惠会ゆいの里
住　　所

業務内容

守山市洲本町１

特別養護老人ホーム等高齢者福祉事業

220名（うち、知的障害２名、 精神障害３名
　　　　　　　　　　　【令和３年１月１日現在 】

社 員 数

採用から定着までの流れ 企業の考え方

雇用について、働き・暮らし応援センターや
高等養護学校と相談

施設見学や障害の特性に合わせた実習を実施

ハローワークへ求人票を提出

就職後も、働き・暮らし応援センターや
ジョブコーチなどと連携し継続就労に向けた

サポートを実施

　ご利用者一人ひとりの生活を支えるには、様々な支

援が必要です。専門職でしかできない支援もあります

が、人材不足の中、障害がある方や高齢の方などにも、

負担なくできる仕事を担っていただくことが出来れば

と考えています。

生じた課題・障害の特性 課題への対応・障害特性への配慮等

困っていることなどを、口に出して伝える
ことが苦手。

定期的に本人から話を聞く機会を設ける。 支援機関にも入ってい
ただき、本人が職場に直接言いにくいことを聞いていただく。

本人に対して、仕事に負荷がないか、勤務時間や日数に負担がな
いかなど話を聞き、仕事内容や時間・日数を調整する。

人と上手く関われない所がある。また、 
些細なことでも、本人にとっては不安要 
素になってしまう。

精神的に不安定であり、体調を崩しやす
く、頻繁に仕事を休むことがある。

部署異動は極力行わず、職員となじみの関係を作る。新しい仕事
をしてもらうときには、職員が一緒に、確認しながら行う。

　知的障害。 高等養護学校に在学の時より、実習を繰

り返し行い、卒業後、介護職として就職。現在、勤務年

数 6 年 10 か月。思っていることをうまく人に伝えるこ

とが苦手です。

本事例の障害者

　介護（入浴・食事等）・補助（シーツ交換・掃除・配膳・

下膳）業務を担当。

障害者の従事する仕事の概要

　中学校の頃から、福祉の仕事に就こうと思っていま

した。覚えることも多く大変ですが、利用者さんとかか

わることがとても楽しいです 。 

　　　　　　　　　　　　　（入社 6 年目の Bさん）

当事者の声

雇用の分野における合理的配慮の提供は、
障害者雇用促進法に基づく事業主の義務です。

【募集および採用時】

・障害者と障害者でない人との均等な機会を確保するための措置

【採用後】

・障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情

を改善するための措置

合理的配慮とは

　事業主は、障害者から支障となっている事情や必要な配慮を求める意思の表明があった場合には、障害

者と話し合い、 その意向を十分尊重した上で、「過重な負担」にならない範囲で対応する必要があります。

【対象となる事業主の範囲】

・事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主が対象

【対象となる障害者】

・障害者手帳を持っている方に限定しない

・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

生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方が対象

対　象

【募集および採用時の合理的配慮の例】

・視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行う

・聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行う

【採用後の合理的配慮の例】

・肢体不自由がある方に対し、机の高さを調整することなど作業を可能にする工夫を行う。

・知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひ

とつずつ行ったりするなど作業手順を分かりやすく示す。

・精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮する

・発達障害がある方に対し、感覚過敏を緩和するため、サングラスの着用や耳栓の使用を認める等の対応を行う。

★あらゆる障害がある方に対して、本人のプライバシーに配慮したうえで、他の労働者に対し、障害の内容や

必要な配慮等を説明する 。　

●事業主が障害のある労働者に合理的配慮を提供する際に、参考となる事例が紹介されています。
・「合理的配慮指針事例集」厚生労働省ホームページ
・「みんな輝く職場へ～事例から学ぶ合理的配慮の提供～」
　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ

●「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」を制定しています。
　　障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら
　共に生きる社会（共生社会）の実現を目指しています。
　　専門の相談員が合理的な配慮の提供や、障害を理由とする差別に関する
　相談を受け付けています。
　滋賀県障害者権利擁護センター（健康医療福祉部障害福祉課内）
　TEL：077-521-1175 　FAX：077-528-4853 　メール：ec0006@pref.shiga.lg.jp

合理的配慮の具体例

厚生労働省HP

滋賀県HP

独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用
支援機構 HP

2021年（令和3年）3月1日から
障害者の法定雇用率が引き上げになりました

　障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、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（障害者雇用率制度）。この法定雇用
率が、令和 3 年 3月1日から以下のように変わりました。

▶従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
　今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
　従業員 45.5人以上から 43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
　　◆ 毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
　　◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

◆内　　容：「精神疾患（発達障害を含む）の種類」「精神・発達障害の特性」、

　　　　　　「とも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：60分～ 120 分程度（講義 45分～ 75分、質疑応答 15分～ 45分程度、応相談）

◆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、障害者と一緒に働いているかどうかは問いません。

※「精神・発達障害者しごとサポーター」は特別な資格制度等ではありません。また、本講座の受講により職場

の中で障害者に対する特別な役割を求めるものではありません。

精神・発達障害者の雇用でお困りのことがあれば、保健師や臨床心理士の有資格者等に相談できます。

また併せて、下記の点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。

【問合せ先】滋賀労働局職業安定部職業対策課　☎077-526-8686

事業主区分

民間企業

国、地方公共団体等

2.2％

2.5％

2.4％

2.3％

2.6％

2.5％都道府県等の教育委員会

法　定　雇　用　率

2021年 2 月 28 日まで 2021年 3月1日以降

留　意　点 対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がりました。

障害のある方を雇用している、または雇用しようとしている事業主の皆さまへ

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座（出前講座）のご案内
ハローワークから講師が事業所に出向きます。社員研修等にもご利用ください。

しごとサポーターポータルサイトを開設しました。

受講者の声をはじめ、幅広い情報をご覧いただけます。

※ 講師は以下のハローワークに配置しています。お気軽にお問合せください。

ハローワーク大津 (担当エリア : 大津・高島・甲賀所管内 ) 　☎077-522-3773

ハローワーク彦根 (担当エリア : 彦根・長浜・東近江所管内 ) ☎0749-22-2500

ハローワーク草津 (担当エリア : 草津所管内 )                      ☎077-562-3720

※その他不明な点は、滋賀労働局職業安定部職業対策課まで  ☎077-526-8686

しごとサポーター

雇用に伴って生じた課題や対応



好事例① 株式会社ホリゾン本社びわこ工場
住　　所
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高島市新旭町旭1600

製本関連機械・製本システム機、紙工機器、
特殊印刷機の開発・製造・販売

410名（うち、身体障害3名、知的障害2名、
　　　  精神障害１名）【令和3年１月１日現在】

社 員 数
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働き・暮らし応援センター等の関係機関を含め、
定着に向けた支援を図る。

　採用するにあたり、障害の有無は関係ありません。実
習等を通じて、本人の適性を判断し、当社の業務、社風
に合致している人を採用しています。
　採用後は、従業員が継続的に働くことができるよう、
職場全体で取り組んでいます。
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行ってるため、ルーチンワークは少ないですが、多種多
様な業務があるため、仕事の切り出しや配置転換を行
うことで、本人の適性に合った業務を行ってもらってい
ます。

　新型コロナウイルス感染症対策用のアイシールドを製
作しています。困った時や次に取り組むことなど、上司に
確認しています。毎日、楽しく働いています。
　　　　　　　　　　　　　　　 （入社４年目のＡさん）

本事例の障害者
（知的障害者）

の声

雇用に伴って生じた課題や対応

生じた課題・障害の特性 課題への対応・障害特性への配慮等

周りの音、人の話し声が気になり、
業務に集中できない。

耳栓やヘッドフォンを使用することを許可し、集中して業務を行
うことができる環境を整えた。

毎日、当日の業務内容をノートに書き出してもらい、振り返りを行
うことで、作業手順を覚えてもらった。

本人の体調に合わせて、勤務時間を徐々に長くする等、柔軟に勤
務時間を変更した。またリワークの際には、主治医・産業医 と相
談し、勤務時間を調整した。

指示通りの方法で業務を行うことがで
きず、独自の方法で業務を行ってしまう。

臨機応変な対応が苦手である。（本人を
支援しようと同僚も苦慮していた。）

業務内容、作業手順を覚えることが苦手
である。

体調を崩しやすく、8 時間勤務が難しい。
（休職することもある。）

ジョブコーチ支援を活用し、ジョブコーチの見守りの中、本人に業
務を行ってもらった。その中で、指示通り業務を行う必要性を再認
識してもらう等の対応をしている。

モノづくりの会社であるため、作業が多種多様であり、本人の適性
にあった部署への配置転換を行った。同じことを繰り返し正確に
行う部署であるため、本人が得意とする分野（正確にコツコツ取り
組む）で活躍してもらっている。

その他行っていること 職場の従業員に、本人の障害特性を共有し、職場全体で定着支援を行っている。

好事例② 社会福祉法人慈惠会ゆいの里
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守山市洲本町１

特別養護老人ホーム等高齢者福祉事業

220名（うち、知的障害２名、 精神障害３名
　　　　　　　　　　　【令和３年１月１日現在 】
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　ご利用者一人ひとりの生活を支えるには、様々な支

援が必要です。専門職でしかできない支援もあります

が、人材不足の中、障害がある方や高齢の方などにも、

負担なくできる仕事を担っていただくことが出来れば

と考えています。

生じた課題・障害の特性 課題への対応・障害特性への配慮等

困っていることなどを、口に出して伝える
ことが苦手。

定期的に本人から話を聞く機会を設ける。 支援機関にも入ってい
ただき、本人が職場に直接言いにくいことを聞いていただく。

本人に対して、仕事に負荷がないか、勤務時間や日数に負担がな
いかなど話を聞き、仕事内容や時間・日数を調整する。

人と上手く関われない所がある。また、 
些細なことでも、本人にとっては不安要 
素になってしまう。

精神的に不安定であり、体調を崩しやす
く、頻繁に仕事を休むことがある。

部署異動は極力行わず、職員となじみの関係を作る。新しい仕事
をしてもらうときには、職員が一緒に、確認しながら行う。

　知的障害。 高等養護学校に在学の時より、実習を繰

り返し行い、卒業後、介護職として就職。現在、勤務年

数 6 年 10 か月。思っていることをうまく人に伝えるこ

とが苦手です。

本事例の障害者

　介護（入浴・食事等）・補助（シーツ交換・掃除・配膳・

下膳）業務を担当。

障害者の従事する仕事の概要

　中学校の頃から、福祉の仕事に就こうと思っていま

した。覚えることも多く大変ですが、利用者さんとかか

わることがとても楽しいです 。 

　　　　　　　　　　　　　（入社 6 年目の Bさん）

当事者の声

雇用の分野における合理的配慮の提供は、
障害者雇用促進法に基づく事業主の義務です。

【募集および採用時】

・障害者と障害者でない人との均等な機会を確保するための措置

【採用後】

・障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情

を改善するための措置

合理的配慮とは

　事業主は、障害者から支障となっている事情や必要な配慮を求める意思の表明があった場合には、障害

者と話し合い、 その意向を十分尊重した上で、「過重な負担」にならない範囲で対応する必要があります。

【対象となる事業主の範囲】

・事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主が対象

【対象となる障害者】

・障害者手帳を持っている方に限定しない

・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

生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方が対象

対　象

【募集および採用時の合理的配慮の例】

・視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行う

・聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行う

【採用後の合理的配慮の例】

・肢体不自由がある方に対し、机の高さを調整することなど作業を可能にする工夫を行う。

・知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひ

とつずつ行ったりするなど作業手順を分かりやすく示す。

・精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮する

・発達障害がある方に対し、感覚過敏を緩和するため、サングラスの着用や耳栓の使用を認める等の対応を行う。

★あらゆる障害がある方に対して、本人のプライバシーに配慮したうえで、他の労働者に対し、障害の内容や

必要な配慮等を説明する 。　

●事業主が障害のある労働者に合理的配慮を提供する際に、参考となる事例が紹介されています。
・「合理的配慮指針事例集」厚生労働省ホームページ
・「みんな輝く職場へ～事例から学ぶ合理的配慮の提供～」
　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ

●「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」を制定しています。
　　障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら
　共に生きる社会（共生社会）の実現を目指しています。
　　専門の相談員が合理的な配慮の提供や、障害を理由とする差別に関する
　相談を受け付けています。
　滋賀県障害者権利擁護センター（健康医療福祉部障害福祉課内）
　TEL：077-521-1175 　FAX：077-528-4853 　メール：ec0006@pref.shiga.lg.jp

合理的配慮の具体例

厚生労働省HP

滋賀県HP

独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用
支援機構 HP

2021年（令和3年）3月1日から
障害者の法定雇用率が引き上げになりました

　障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、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（障害者雇用率制度）。この法定雇用
率が、令和 3 年 3月1日から以下のように変わりました。

▶従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
　今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
　従業員 45.5人以上から 43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
　　◆ 毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
　　◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

◆内　　容：「精神疾患（発達障害を含む）の種類」「精神・発達障害の特性」、

　　　　　　「とも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：60分～ 120 分程度（講義 45分～ 75分、質疑応答 15分～ 45分程度、応相談）

◆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、障害者と一緒に働いているかどうかは問いません。

※「精神・発達障害者しごとサポーター」は特別な資格制度等ではありません。また、本講座の受講により職場

の中で障害者に対する特別な役割を求めるものではありません。

精神・発達障害者の雇用でお困りのことがあれば、保健師や臨床心理士の有資格者等に相談できます。

また併せて、下記の点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。

【問合せ先】滋賀労働局職業安定部職業対策課　☎077-526-8686

事業主区分

民間企業

国、地方公共団体等

2.2％

2.5％

2.4％

2.3％

2.6％

2.5％都道府県等の教育委員会

法　定　雇　用　率

2021年 2 月 28 日まで 2021年 3月1日以降

留　意　点 対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がりました。

障害のある方を雇用している、または雇用しようとしている事業主の皆さまへ

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座（出前講座）のご案内
ハローワークから講師が事業所に出向きます。社員研修等にもご利用ください。

しごとサポーターポータルサイトを開設しました。

受講者の声をはじめ、幅広い情報をご覧いただけます。

※ 講師は以下のハローワークに配置しています。お気軽にお問合せください。

ハローワーク大津 (担当エリア : 大津・高島・甲賀所管内 ) 　☎077-522-3773

ハローワーク彦根 (担当エリア : 彦根・長浜・東近江所管内 ) ☎0749-22-2500

ハローワーク草津 (担当エリア : 草津所管内 )                      ☎077-562-3720

※その他不明な点は、滋賀労働局職業安定部職業対策課まで  ☎077-526-8686

しごとサポーター

雇用に伴って生じた課題や対応



好事例① 株式会社ホリゾン本社びわこ工場
住　　所

業務内容

高島市新旭町旭1600

製本関連機械・製本システム機、紙工機器、
特殊印刷機の開発・製造・販売

410名（うち、身体障害3名、知的障害2名、
　　　  精神障害１名）【令和3年１月１日現在】

社 員 数

好事例①

採用から定着までの流れ 企業の考え方

養護学校
（高等部）の実習
受入れ（5日間）

トライＷＯＲＫ
の実施

（２週間程度）

面接

ハローワークを通して、トライアル雇用の実施
（３か月）。業務の適正判断を行う。

働き・暮らし応援センター等の関係機関を含め、
定着に向けた支援を図る。

　採用するにあたり、障害の有無は関係ありません。実
習等を通じて、本人の適性を判断し、当社の業務、社風
に合致している人を採用しています。
　採用後は、従業員が継続的に働くことができるよう、
職場全体で取り組んでいます。
　当社は、企画・設計・製造・販売を一貫して社内で
行ってるため、ルーチンワークは少ないですが、多種多
様な業務があるため、仕事の切り出しや配置転換を行
うことで、本人の適性に合った業務を行ってもらってい
ます。

　新型コロナウイルス感染症対策用のアイシールドを製
作しています。困った時や次に取り組むことなど、上司に
確認しています。毎日、楽しく働いています。
　　　　　　　　　　　　　　　 （入社４年目のＡさん）

本事例の障害者
（知的障害者）

の声

雇用に伴って生じた課題や対応

生じた課題・障害の特性 課題への対応・障害特性への配慮等

周りの音、人の話し声が気になり、
業務に集中できない。

耳栓やヘッドフォンを使用することを許可し、集中して業務を行
うことができる環境を整えた。

毎日、当日の業務内容をノートに書き出してもらい、振り返りを行
うことで、作業手順を覚えてもらった。

本人の体調に合わせて、勤務時間を徐々に長くする等、柔軟に勤
務時間を変更した。またリワークの際には、主治医・産業医 と相
談し、勤務時間を調整した。

指示通りの方法で業務を行うことがで
きず、独自の方法で業務を行ってしまう。

臨機応変な対応が苦手である。（本人を
支援しようと同僚も苦慮していた。）

業務内容、作業手順を覚えることが苦手
である。

体調を崩しやすく、8 時間勤務が難しい。
（休職することもある。）

ジョブコーチ支援を活用し、ジョブコーチの見守りの中、本人に業
務を行ってもらった。その中で、指示通り業務を行う必要性を再認
識してもらう等の対応をしている。

モノづくりの会社であるため、作業が多種多様であり、本人の適性
にあった部署への配置転換を行った。同じことを繰り返し正確に
行う部署であるため、本人が得意とする分野（正確にコツコツ取り
組む）で活躍してもらっている。

その他行っていること 職場の従業員に、本人の障害特性を共有し、職場全体で定着支援を行っている。

好事例② 社会福祉法人慈惠会ゆいの里
住　　所

業務内容

守山市洲本町１

特別養護老人ホーム等高齢者福祉事業

220名（うち、知的障害２名、 精神障害３名
　　　　　　　　　　　【令和３年１月１日現在 】

社 員 数

採用から定着までの流れ 企業の考え方

雇用について、働き・暮らし応援センターや
高等養護学校と相談

施設見学や障害の特性に合わせた実習を実施

ハローワークへ求人票を提出

就職後も、働き・暮らし応援センターや
ジョブコーチなどと連携し継続就労に向けた

サポートを実施

　ご利用者一人ひとりの生活を支えるには、様々な支

援が必要です。専門職でしかできない支援もあります

が、人材不足の中、障害がある方や高齢の方などにも、

負担なくできる仕事を担っていただくことが出来れば

と考えています。

生じた課題・障害の特性 課題への対応・障害特性への配慮等

困っていることなどを、口に出して伝える
ことが苦手。

定期的に本人から話を聞く機会を設ける。 支援機関にも入ってい
ただき、本人が職場に直接言いにくいことを聞いていただく。

本人に対して、仕事に負荷がないか、勤務時間や日数に負担がな
いかなど話を聞き、仕事内容や時間・日数を調整する。

人と上手く関われない所がある。また、 
些細なことでも、本人にとっては不安要 
素になってしまう。

精神的に不安定であり、体調を崩しやす
く、頻繁に仕事を休むことがある。

部署異動は極力行わず、職員となじみの関係を作る。新しい仕事
をしてもらうときには、職員が一緒に、確認しながら行う。

　知的障害。 高等養護学校に在学の時より、実習を繰

り返し行い、卒業後、介護職として就職。現在、勤務年

数 6 年 10 か月。思っていることをうまく人に伝えるこ

とが苦手です。

本事例の障害者

　介護（入浴・食事等）・補助（シーツ交換・掃除・配膳・

下膳）業務を担当。

障害者の従事する仕事の概要

　中学校の頃から、福祉の仕事に就こうと思っていま

した。覚えることも多く大変ですが、利用者さんとかか

わることがとても楽しいです 。 

　　　　　　　　　　　　　（入社 6 年目の Bさん）

当事者の声

雇用の分野における合理的配慮の提供は、
障害者雇用促進法に基づく事業主の義務です。

【募集および採用時】

・障害者と障害者でない人との均等な機会を確保するための措置

【採用後】

・障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情

を改善するための措置

合理的配慮とは

　事業主は、障害者から支障となっている事情や必要な配慮を求める意思の表明があった場合には、障害

者と話し合い、 その意向を十分尊重した上で、「過重な負担」にならない範囲で対応する必要があります。

【対象となる事業主の範囲】

・事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主が対象

【対象となる障害者】

・障害者手帳を持っている方に限定しない

・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

生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方が対象

対　象

【募集および採用時の合理的配慮の例】

・視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行う

・聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行う

【採用後の合理的配慮の例】

・肢体不自由がある方に対し、机の高さを調整することなど作業を可能にする工夫を行う。

・知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひ

とつずつ行ったりするなど作業手順を分かりやすく示す。

・精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮する

・発達障害がある方に対し、感覚過敏を緩和するため、サングラスの着用や耳栓の使用を認める等の対応を行う。

★あらゆる障害がある方に対して、本人のプライバシーに配慮したうえで、他の労働者に対し、障害の内容や

必要な配慮等を説明する 。　

●事業主が障害のある労働者に合理的配慮を提供する際に、参考となる事例が紹介されています。
・「合理的配慮指針事例集」厚生労働省ホームページ
・「みんな輝く職場へ～事例から学ぶ合理的配慮の提供～」
　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ

●「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」を制定しています。
　　障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら
　共に生きる社会（共生社会）の実現を目指しています。
　　専門の相談員が合理的な配慮の提供や、障害を理由とする差別に関する
　相談を受け付けています。
　滋賀県障害者権利擁護センター（健康医療福祉部障害福祉課内）
　TEL：077-521-1175 　FAX：077-528-4853 　メール：ec0006@pref.shiga.lg.jp

合理的配慮の具体例

厚生労働省HP

滋賀県HP

独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用
支援機構 HP

2021年（令和3年）3月1日から
障害者の法定雇用率が引き上げになりました

　障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、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（障害者雇用率制度）。この法定雇用
率が、令和 3 年 3月1日から以下のように変わりました。

▶従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
　今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
　従業員 45.5人以上から 43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
　　◆ 毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
　　◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

◆内　　容：「精神疾患（発達障害を含む）の種類」「精神・発達障害の特性」、

　　　　　　「とも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：60分～ 120 分程度（講義 45分～ 75分、質疑応答 15分～ 45分程度、応相談）

◆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、障害者と一緒に働いているかどうかは問いません。

※「精神・発達障害者しごとサポーター」は特別な資格制度等ではありません。また、本講座の受講により職場

の中で障害者に対する特別な役割を求めるものではありません。

精神・発達障害者の雇用でお困りのことがあれば、保健師や臨床心理士の有資格者等に相談できます。

また併せて、下記の点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。

【問合せ先】滋賀労働局職業安定部職業対策課　☎077-526-8686

事業主区分

民間企業

国、地方公共団体等

2.2％

2.5％

2.4％

2.3％

2.6％

2.5％都道府県等の教育委員会

法　定　雇　用　率

2021年 2 月 28 日まで 2021年 3月1日以降

留　意　点 対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がりました。

障害のある方を雇用している、または雇用しようとしている事業主の皆さまへ

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座（出前講座）のご案内
ハローワークから講師が事業所に出向きます。社員研修等にもご利用ください。

しごとサポーターポータルサイトを開設しました。

受講者の声をはじめ、幅広い情報をご覧いただけます。

※ 講師は以下のハローワークに配置しています。お気軽にお問合せください。

ハローワーク大津 (担当エリア : 大津・高島・甲賀所管内 ) 　☎077-522-3773

ハローワーク彦根 (担当エリア : 彦根・長浜・東近江所管内 ) ☎0749-22-2500

ハローワーク草津 (担当エリア : 草津所管内 )                      ☎077-562-3720

※その他不明な点は、滋賀労働局職業安定部職業対策課まで  ☎077-526-8686

しごとサポーター

雇用に伴って生じた課題や対応



好事例① 株式会社ホリゾン本社びわこ工場
住　　所

業務内容

高島市新旭町旭1600

製本関連機械・製本システム機、紙工機器、
特殊印刷機の開発・製造・販売

410名（うち、身体障害3名、知的障害2名、
　　　  精神障害１名）【令和3年１月１日現在】

社 員 数

好事例①

採用から定着までの流れ 企業の考え方

養護学校
（高等部）の実習
受入れ（5日間）

トライＷＯＲＫ
の実施

（２週間程度）

面接

ハローワークを通して、トライアル雇用の実施
（３か月）。業務の適正判断を行う。

働き・暮らし応援センター等の関係機関を含め、
定着に向けた支援を図る。

　採用するにあたり、障害の有無は関係ありません。実
習等を通じて、本人の適性を判断し、当社の業務、社風
に合致している人を採用しています。
　採用後は、従業員が継続的に働くことができるよう、
職場全体で取り組んでいます。
　当社は、企画・設計・製造・販売を一貫して社内で
行ってるため、ルーチンワークは少ないですが、多種多
様な業務があるため、仕事の切り出しや配置転換を行
うことで、本人の適性に合った業務を行ってもらってい
ます。

　新型コロナウイルス感染症対策用のアイシールドを製
作しています。困った時や次に取り組むことなど、上司に
確認しています。毎日、楽しく働いています。
　　　　　　　　　　　　　　　 （入社４年目のＡさん）

本事例の障害者
（知的障害者）

の声

雇用に伴って生じた課題や対応

生じた課題・障害の特性 課題への対応・障害特性への配慮等

周りの音、人の話し声が気になり、
業務に集中できない。

耳栓やヘッドフォンを使用することを許可し、集中して業務を行
うことができる環境を整えた。

毎日、当日の業務内容をノートに書き出してもらい、振り返りを行
うことで、作業手順を覚えてもらった。

本人の体調に合わせて、勤務時間を徐々に長くする等、柔軟に勤
務時間を変更した。またリワークの際には、主治医・産業医 と相
談し、勤務時間を調整した。

指示通りの方法で業務を行うことがで
きず、独自の方法で業務を行ってしまう。

臨機応変な対応が苦手である。（本人を
支援しようと同僚も苦慮していた。）

業務内容、作業手順を覚えることが苦手
である。

体調を崩しやすく、8 時間勤務が難しい。
（休職することもある。）

ジョブコーチ支援を活用し、ジョブコーチの見守りの中、本人に業
務を行ってもらった。その中で、指示通り業務を行う必要性を再認
識してもらう等の対応をしている。

モノづくりの会社であるため、作業が多種多様であり、本人の適性
にあった部署への配置転換を行った。同じことを繰り返し正確に
行う部署であるため、本人が得意とする分野（正確にコツコツ取り
組む）で活躍してもらっている。

その他行っていること 職場の従業員に、本人の障害特性を共有し、職場全体で定着支援を行っている。

好事例② 社会福祉法人慈惠会ゆいの里
住　　所

業務内容

守山市洲本町１

特別養護老人ホーム等高齢者福祉事業

220名（うち、知的障害２名、 精神障害３名
　　　　　　　　　　　【令和３年１月１日現在 】

社 員 数

採用から定着までの流れ 企業の考え方

雇用について、働き・暮らし応援センターや
高等養護学校と相談

施設見学や障害の特性に合わせた実習を実施

ハローワークへ求人票を提出

就職後も、働き・暮らし応援センターや
ジョブコーチなどと連携し継続就労に向けた

サポートを実施

　ご利用者一人ひとりの生活を支えるには、様々な支

援が必要です。専門職でしかできない支援もあります

が、人材不足の中、障害がある方や高齢の方などにも、

負担なくできる仕事を担っていただくことが出来れば

と考えています。

生じた課題・障害の特性 課題への対応・障害特性への配慮等

困っていることなどを、口に出して伝える
ことが苦手。

定期的に本人から話を聞く機会を設ける。 支援機関にも入ってい
ただき、本人が職場に直接言いにくいことを聞いていただく。

本人に対して、仕事に負荷がないか、勤務時間や日数に負担がな
いかなど話を聞き、仕事内容や時間・日数を調整する。

人と上手く関われない所がある。また、 
些細なことでも、本人にとっては不安要 
素になってしまう。

精神的に不安定であり、体調を崩しやす
く、頻繁に仕事を休むことがある。

部署異動は極力行わず、職員となじみの関係を作る。新しい仕事
をしてもらうときには、職員が一緒に、確認しながら行う。

　知的障害。 高等養護学校に在学の時より、実習を繰

り返し行い、卒業後、介護職として就職。現在、勤務年

数 6 年 10 か月。思っていることをうまく人に伝えるこ

とが苦手です。

本事例の障害者

　介護（入浴・食事等）・補助（シーツ交換・掃除・配膳・

下膳）業務を担当。

障害者の従事する仕事の概要

　中学校の頃から、福祉の仕事に就こうと思っていま

した。覚えることも多く大変ですが、利用者さんとかか

わることがとても楽しいです 。 

　　　　　　　　　　　　　（入社 6 年目の Bさん）

当事者の声

雇用の分野における合理的配慮の提供は、
障害者雇用促進法に基づく事業主の義務です。

【募集および採用時】

・障害者と障害者でない人との均等な機会を確保するための措置

【採用後】

・障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情

を改善するための措置

合理的配慮とは

　事業主は、障害者から支障となっている事情や必要な配慮を求める意思の表明があった場合には、障害

者と話し合い、 その意向を十分尊重した上で、「過重な負担」にならない範囲で対応する必要があります。

【対象となる事業主の範囲】

・事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主が対象

【対象となる障害者】

・障害者手帳を持っている方に限定しない

・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

生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方が対象

対　象

【募集および採用時の合理的配慮の例】

・視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行う

・聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行う

【採用後の合理的配慮の例】

・肢体不自由がある方に対し、机の高さを調整することなど作業を可能にする工夫を行う。

・知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひ

とつずつ行ったりするなど作業手順を分かりやすく示す。

・精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮する

・発達障害がある方に対し、感覚過敏を緩和するため、サングラスの着用や耳栓の使用を認める等の対応を行う。

★あらゆる障害がある方に対して、本人のプライバシーに配慮したうえで、他の労働者に対し、障害の内容や

必要な配慮等を説明する 。　

●事業主が障害のある労働者に合理的配慮を提供する際に、参考となる事例が紹介されています。
・「合理的配慮指針事例集」厚生労働省ホームページ
・「みんな輝く職場へ～事例から学ぶ合理的配慮の提供～」
　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ

●「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」を制定しています。
　　障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら
　共に生きる社会（共生社会）の実現を目指しています。
　　専門の相談員が合理的な配慮の提供や、障害を理由とする差別に関する
　相談を受け付けています。
　滋賀県障害者権利擁護センター（健康医療福祉部障害福祉課内）
　TEL：077-521-1175 　FAX：077-528-4853 　メール：ec0006@pref.shiga.lg.jp

合理的配慮の具体例

厚生労働省HP

滋賀県HP

独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用
支援機構 HP

2021年（令和3年）3月1日から
障害者の法定雇用率が引き上げになりました

　障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、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（障害者雇用率制度）。この法定雇用
率が、令和 3 年 3月1日から以下のように変わりました。

▶従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
　今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
　従業員 45.5人以上から 43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
　　◆ 毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
　　◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

◆内　　容：「精神疾患（発達障害を含む）の種類」「精神・発達障害の特性」、

　　　　　　「とも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：60分～ 120 分程度（講義 45分～ 75分、質疑応答 15分～ 45分程度、応相談）

◆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、障害者と一緒に働いているかどうかは問いません。

※「精神・発達障害者しごとサポーター」は特別な資格制度等ではありません。また、本講座の受講により職場

の中で障害者に対する特別な役割を求めるものではありません。

精神・発達障害者の雇用でお困りのことがあれば、保健師や臨床心理士の有資格者等に相談できます。

また併せて、下記の点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。

【問合せ先】滋賀労働局職業安定部職業対策課　☎077-526-8686

事業主区分

民間企業

国、地方公共団体等

2.2％

2.5％

2.4％

2.3％

2.6％

2.5％都道府県等の教育委員会

法　定　雇　用　率

2021年 2 月 28 日まで 2021年 3月1日以降

留　意　点 対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がりました。

障害のある方を雇用している、または雇用しようとしている事業主の皆さまへ

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座（出前講座）のご案内
ハローワークから講師が事業所に出向きます。社員研修等にもご利用ください。

しごとサポーターポータルサイトを開設しました。

受講者の声をはじめ、幅広い情報をご覧いただけます。

※ 講師は以下のハローワークに配置しています。お気軽にお問合せください。

ハローワーク大津 (担当エリア : 大津・高島・甲賀所管内 ) 　☎077-522-3773

ハローワーク彦根 (担当エリア : 彦根・長浜・東近江所管内 ) ☎0749-22-2500

ハローワーク草津 (担当エリア : 草津所管内 )                      ☎077-562-3720

※その他不明な点は、滋賀労働局職業安定部職業対策課まで  ☎077-526-8686

しごとサポーター

雇用に伴って生じた課題や対応



＊人材開発支援助成金
・障害者職業能力開発コース
　障害者の職業能力の開発・向上のために、能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成します。

＊障害者作業施設設置等助成金
＊障害者福祉施設設置等助成金
＊重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
＊重度障害者等通勤対策助成金
＊障害者介助等助成金

事業主向け障害者雇用促進リーフレット

滋賀県は障害者雇用を推進しています

令和２年度障害者雇用支援月間ポスター原画コンテスト 絵画の部
高校・一般 厚生労働大臣賞 「日本の庭師」 田中 瑠菜さんの作品

まず実習の受け入れから始めてみたい

＊トライWORK　(就労体験）
　・障害者が1週間程度の実習を経験するとともに、事業主にも理解を深めてもらいます。
　・就労体験利用者1人につき1日1,000円の謝礼が事業主に支払われます。

＊職場適応訓練
　・障害者が6か月程度の訓練を経験するとともに、事業主にも理解を深めてもらいます。
　・訓練委託先には月額24,000円（重度障害者の場合は25,000円）を限度に委託費が支払われます。

＊障害者委託訓練事業
　・障害者に1～3か月、1か月100時間程度の訓練を企業や民間教育訓練機関等に委託して実施し、雇用の促進を図ります。
　・訓練委託先には月額60,000円（税抜）（中小企業は90,000円（税抜））を限度に委託費が支払われます。

＊総合実務科の職場実習
　・総合実務科では、軽度の知的障害者を対象に１年間の職業訓練を実習しており、一定期間の職場実習を行います。
　・職場実習先には日額1,200円（税抜）の委託費が支払われます。

＊特別支援学校の現場実習
　・企業、事業所等の活動の場をお借りして行う、１～２週間程度の実習を行います。

試行的に雇い入れたい

トライアル雇用助成金
＊障害者トライアルコース
・就職が困難な障害者をハローワーク等の紹介により、原則３か月間の試行雇用（トライアル雇用）することにより、その適性や能力を
見極め、継続雇用への移行のきっかけとしていただきます。
・支給額は、1人につき月額最大40,000 円です。
・有期雇用契約（原則３か月）を締結する必要があります。
（注）精神障害者の場合は、試行雇用期間および支給額が異なります。

＊障害者短時間トライアルコース
・直ちに週 20 時間以上勤務することが難しい精神障害者または発達障害者を、ハローワーク等の紹介により短時間（10 ～20 時間
未満）の試行雇用から開始し、障害者の職場への適応状況や体調などに応じてトライアル雇用期間中に 20 時間以上の雇用を目指し
ていただきます。
・支給額は、支援対象者１人につき、月額最大40,000 円です。
・有期雇用契約（3か月から12か間）を締結する必要があります。

指導のポイントや雇用管理の留意点などを教えてほしい

＊ジョブコーチ（専門の支援員）による支援
・一定の期間、ジョブコーチが職場を訪問し、事業主には作業の提案や障害特性をふまえた仕事の教え方などを、障害者には同僚との
関わり方や効率の良い作業方法等をアドバイスします。（標準 2～ 4か月）

＊雇用管理に関する相談
・雇用管理上の課題改善に向けた相談、助言、研修等をとおし体系的に支援を行います。

障害者を雇用したときに活用できる助成金を知りたい

＊特定求職者雇用開発助成金
　・障害者を雇用したとき→特定就職困難者コース

ハローワーク等の紹介により、障害者を継続して雇用する事業主に対して支給されます。支給額および助成対象期間は対象労働者 
の類型と企業規模に応じて定められています。

　・中小企業で初めて障害者を雇用するとき→障害者初回雇用コース
障害者雇用の経験のない中小企業（障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5 ～300人の企業に限ります）が、ハローワ
ーク等の紹介により、雇用率制度の対象となる障害者を初めて雇用し、支給対象期の末日まで法定雇用率を達成している場合、
120万円が支給されます。

　・発達障害者・難病患者を雇用するとき→発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
障害者手帳を持たない発達障害者や難病のある方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て支給されま
す。支給額および助成対象期間は対象労働者の類型と企業規模に応じて定められています。

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：滋賀障害者職業センター

窓口：滋賀障害者職業センター

窓口：各ハローワーク

窓口：各ハローワーク

窓口：各ハローワーク

窓口：各ハローワーク

窓口：高等技術専門校米原校舎

窓口：高等技術専門校草津校舎

窓口：各特別支援学校

雇い入れた障害者の日常生活の相談に乗ってほしい

各支援機関の主な役割

＊就業面での支援
・職場定着に向けた支援や、障害特性をふまえた雇用管理について事業所に対する助言を行います。

＊生活面での支援
・地域生活、生活設計に関する助言を行います。

先進的な取組を行っている企業について知りたい

＊全国の事業所の取組事例・ノウハウ等各種資料を紹介しています。
　（障害者雇用事例リファレンスサービス就業支援ハンドブック　障害別マニュアル等）
・詳細は、( 独 )高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。
　⇒　http://www.jeed.or.jp/disability/data/handbook/index.html

＊滋賀県内の先進的な障害者雇用の事業所名を紹介しています。
・滋賀県のホームページ上で「滋賀県障害者雇用優良事業所等知事表彰」と入力して検索してください。

税制上のメリットについて知りたい

＊障害者を多数雇用するなど、障害者の雇用や就業に積極的な企業は、税制優遇制度を利用する事ができ
ます。

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：（独）高齢・障害・求職者
　　　雇用支援機構滋賀支部

障害者の職場定着のために活用できる助成金を知りたい

＊障害者雇用安定助成金
・障害者職場定着支援コース
　雇用する障害者の特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等、職場定着のための措置を行う事業主に対し
て援助します。支給額は措置毎に異なります。

・障害者職場適応援助コース
　職場適応・定着に困難を抱える障害者に対して、地域センターが作成または承認する支援計画に該当する支援を職場適応援助者に
行わせた事業主に対し、援助します。

　（注）障害者雇用安定助成金については、見直しにより、2021年度（令和 3 年度）４月から、改正・廃止・他機関への移管が実施され
る予定です。詳しくは、ハローワークまたは滋賀労働局職業安定部職業対策課にお問い合わせください。

窓口：各ハローワーク

その他の助成金について知りたい

窓口：滋賀労働局職業安定部職業対策課

○上記制度はいずれも2021年1月現在です。
○各助成金については支給要件があります
　ので、まずはお近くのハローワークまたは
　各窓口にお問い合わせください。

雇用関係助成金
厚生労働省/事業主の方のための雇用関係助成金

厚生労働省のホームページ上で「障害者雇用に係る税制上の優遇措置」と入力して検索してください。
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働き・暮らし応援センター

障害者職業センター

高等技術専門学校

職場適応訓練

トライアル雇用

トライWORK

委託訓練

各種助成金

障害者の生活・就労支援、事業所への助言等

ジョブコーチ支援

採

　
　
　用
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続
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用

採 用 活 動 支 援 職 場 定 着 支 援
障害者雇用は関係機関が連携し地域で支えます。

何から
始めれば
いいの？

現在雇用している
障害のある
従業員について
相談したい

障害者雇用に関しては
まずは最寄りの働き・暮らし応援センターまたは ハローワークにご相談ください。

求人や助成金についてのご相談は・・・
ハローワーク

大津公共職業安定所 大津市打出浜 14-15 ☎ 077-522-3773　部門コード 31#

・求人、助成金、雇用管理支援

・職業相談、職業紹介、求人開拓

・求職者支援訓練

・雇用保険

大津公共職業安定所高島出張所 高島市安曇川町末広 4-37 ☎ 0740-32-0047
長浜公共職業安定所 長浜市南高田町辻村 110 ☎ 0749-62-2030
彦根公共職業安定所 彦根市西今町 58-3 ☎ 0749-22-2500　部門コード 31#
東近江公共職業安定所 東近江市八日市緑町 11-19 ☎ 0748-22-1020　部門コード 31#
甲賀公共職業安定所 甲賀市水口町本町 3-1-16 ☎ 0748-62-0651
草津公共職業安定所 草津市野村 5-17-1 ☎ 077-562-3720　部門コード 31#

定着支援や雇用管理についてのご相談は・・・
障害者働き・暮らし応援センター

おおつ働き・暮らし応援センター“Hatch( はっち )” 大津市京町 3-5-12 森田ビル 5階
☎ 077-522-5142    【就業面での支援】

・就職に向けた準備
・就職活動の支援 
・事業所に対する助言 
・職場定着に向けた支援
・関係機関との連絡調整

【生活面での支援】
・ 地域生活、生活設計に
関する助言

湖南地域働き・暮らし応援センター“りらく” 草津市大路２丁目 11-15
☎ 077-567-1120

甲賀地域働き・暮らし応援センター 甲賀市水口町暁 3-44
☎ 0748-63-5830 

東近江圏域働き・暮らし応援センター“Tekito-（テキトー）” 近江八幡市上田町 1288-18　2階
☎ 0748-36-1299 

働き・暮らしコトー支援センター 彦根市大藪町 2638 番地
☎ 0749-21-2245 

はたらき・くらし応援センターこほく 長浜市小堀町 32-3 ながはまウェルセンター内
☎ 0749-64-1216

湖西地域働き・暮らし応援センター 高島市今津町住吉 2丁目 11－ 2
☎ 0740-22-3876 

障害福祉サービス事業所や障害者雇用企業との連携についてのご相談は・・・
NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター

NPO法人　滋賀県社会就労事業振興センター 草津市大路 2-11-15
☎ 077-566-8266 

・就労移行支援事業所等の連携
・障害者雇用事業所や経済団体との連携

ジョブコーチ支援や助成金についてのご相談は・・・
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構滋賀支部

滋賀障害者職業センター 草津市野村 2-20-5　　☎ 077-564-1641 職業相談・ジョブコーチ支援・事業主支援 
高齢・障害者業務課 大津市光が丘町 3-13　☎ 077-537-1214 助成金申請の受付・相談  

訓練修了者の採用をお考えの方は・・・
滋賀県立高等技術専門校

テクノカレッジ米原 米原市岩脇 411-1　  ☎ 0749-52-5300 職業訓練  テクノカレッジ草津 草津市青地町 1093　☎ 077-564-3296

滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課  ☎ 077-528-3759（障害者雇用全般）☎ 077-528-3755（職業訓練関係） 
令和３年（2021年)３月発行


