
事業主向け障害者雇用促進リーフレット

障害者雇用支援月間ポスター原画コンテスト　絵画の部　中学校
厚生労働大臣賞「家具職人」　新倉政亮さんの作品

滋賀県は障害者雇用を推進しています

まず実習の受け入れから始めてみたい

試行的に雇い入れたい

窓口：各ハローワーク

窓口：各ハローワーク

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、原則最長 3 カ月間の試行的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、試行雇用期間及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又は発達障害者を、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ヶ月から12ヶ月間）を締結する必要があります。

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

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ヶ月）

＊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。

窓口：各ハローワーク

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→特定就職者困難者コース
　ハローワーク等の紹介により、障害者を雇用する事業主に対し、一定の条件に基づいて一定期間援助します。

・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、一定の条件
に基づいて一定期間援助します。対象労働者の類型と企業規模に応じて、30万円から120万円が支給されます。

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：各ハローワーク

窓口：テクノカレッジ米原

窓口：(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構滋賀支部

窓口：各特別支援学校

　

＊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ヶ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。

＊障害者職場実習支援事業
・障害者を雇用したことがない事業主、精神障害者を雇用したことがない事業主が、障害者の受入れを進めるために、就職
を目指す障害者を対象として職場実習を計画し、実習生を受入れる場合に、障害者職場実習受入謝金等を支給します。

＊障害者委託訓練事業
・障害者に1～3ヶ月、1ヶ月100時間程度の訓練を民間企業等に委託して実施し、技能の習得を図ります。
・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。

窓口：テクノカレッジ草津

検索

窓口：各ハローワーク

窓口：滋賀労働局職業安定部職業対策課

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

詳しくは、 雇用関係助成金

窓口：（独）高齢・障害・求職者
　　　雇用支援機構滋賀支部

○上記制度はいずれも2020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、もしくは各窓口にお問い合わせください。

＊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。

その他の助成金について知りたい
＊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

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。
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。

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

雇い入れた障害者の日常生活の相談に乗ってほしい
＊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。

2020年3月発行

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

滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課　☎077-528-3758（障害者雇用全般）　☎077-528-3755（職業訓練関係）

テクノカレッジ米原
テクノカレッジ草津

米原市岩脇 411-1
草津市青地町 1093

☎0749-52-5300
☎077-564-3296

職業訓練

求人や助成金についてのご相談は・・・

大津公共職業安定所

長浜公共職業安定所
彦根公共職業安定所
東近江公共職業安定所
甲賀公共職業安定所
草津公共職業安定所

大津公共職業安定所高島出張所
大津市打出浜 14-15 

長浜市南高田町辻村 110  
彦根市西今町 58-3  
東近江市八日市緑町 11-19  
甲賀市水口町本町 3-1-16  
草津市野村 5-17-1  

高島市安曇川町末広 4-37 
☎0749-62-2030  
☎0749-22-2500  
☎0748-22-1020  
☎0748-62-0651  
☎077-562-3720  

☎0740-32-0047

ハローワーク

おおつ働き・暮らし応援センター

湖南地域働き・暮らし応援センター

東近江圏域働き・暮らし応援センター

働き・暮らしコトー支援センター

はたらき・くらし応援センターこほく

湖西地域働き・暮らし応援センター

甲賀地域働き・暮らし応援センター

【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 

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

滋賀障害者職業センター
高齢・障害者業務課

草津市野村 2-20-5
大津市光が丘町 3-13

職業相談・ジョブコーチ支援・事業主支援

助成金申請の受付・相談
☎077-564-1641
☎077-537-1214 

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

 各支援機関の主な役割

訓練修了者の採用についてお考えの方は・・・

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

滋賀県立高等技術専門校

部門コード31#

部門コード31#

☎077-522-3773 

・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

大津市京町3-5-12　森田ビル5階
☎077-522-5142
守山市梅田町2-1セルバ守山201号室
☎077-583-5979
甲賀市水口町水口6200　甲賀合同庁舎本館1階
☎0748-63-5830
近江八幡市上田町1288-18　2階
☎0748-36-1299
彦根市西今町87-16　NaSu8-103
☎0749-21-2245
長浜市小堀町32-3 ながはまウェルセンター内
☎0749-64-1216
高島市今津町住吉2丁目11－2
☎0740-22-3876

草津市大路2-11-15
☎077-566-8266

NPO法人
滋賀県社会就労事業振興センター

・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

障害者雇用は関係機関が連携し地域で支えます。

相談

採用活動支援 職場定着支援
生活支援

働き・暮らし応援センター

トライＷＯＲＫ

障害者職業センター

高等技術専門校

ジョブコーチ支援

委託訓練

障害者の生活・就労支援、事業所への助言等

トライアル雇用

各種助成金職場適応訓練
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障害のある従業員に
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事業主向け障害者雇用促進リーフレット

障害者雇用支援月間ポスター原画コンテスト　絵画の部　中学校
厚生労働大臣賞「家具職人」　新倉政亮さんの作品

滋賀県は障害者雇用を推進しています

まず実習の受け入れから始めてみたい

試行的に雇い入れたい

窓口：各ハローワーク

窓口：各ハローワーク

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、原則最長 3 カ月間の試行的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、試行雇用期間及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又は発達障害者を、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ヶ月から12ヶ月間）を締結する必要があります。

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

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ヶ月）

＊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。

窓口：各ハローワーク

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→特定就職者困難者コース
　ハローワーク等の紹介により、障害者を雇用する事業主に対し、一定の条件に基づいて一定期間援助します。

・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、一定の条件
に基づいて一定期間援助します。対象労働者の類型と企業規模に応じて、30万円から120万円が支給されます。

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：各ハローワーク

窓口：テクノカレッジ米原

窓口：(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構滋賀支部

窓口：各特別支援学校

　

＊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ヶ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。

＊障害者職場実習支援事業
・障害者を雇用したことがない事業主、精神障害者を雇用したことがない事業主が、障害者の受入れを進めるために、就職
を目指す障害者を対象として職場実習を計画し、実習生を受入れる場合に、障害者職場実習受入謝金等を支給します。

＊障害者委託訓練事業
・障害者に1～3ヶ月、1ヶ月100時間程度の訓練を民間企業等に委託して実施し、技能の習得を図ります。
・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。

窓口：テクノカレッジ草津

検索

窓口：各ハローワーク

窓口：滋賀労働局職業安定部職業対策課

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

詳しくは、 雇用関係助成金

窓口：（独）高齢・障害・求職者
　　　雇用支援機構滋賀支部

○上記制度はいずれも2020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、もしくは各窓口にお問い合わせください。

＊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。

その他の助成金について知りたい
＊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

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。
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。

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

雇い入れた障害者の日常生活の相談に乗ってほしい
＊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。
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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

滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課　☎077-528-3758（障害者雇用全般）　☎077-528-3755（職業訓練関係）

テクノカレッジ米原
テクノカレッジ草津

米原市岩脇 411-1
草津市青地町 1093

☎0749-52-5300
☎077-564-3296

職業訓練

求人や助成金についてのご相談は・・・

大津公共職業安定所

長浜公共職業安定所
彦根公共職業安定所
東近江公共職業安定所
甲賀公共職業安定所
草津公共職業安定所

大津公共職業安定所高島出張所
大津市打出浜 14-15 

長浜市南高田町辻村 110  
彦根市西今町 58-3  
東近江市八日市緑町 11-19  
甲賀市水口町本町 3-1-16  
草津市野村 5-17-1  

高島市安曇川町末広 4-37 
☎0749-62-2030  
☎0749-22-2500  
☎0748-22-1020  
☎0748-62-0651  
☎077-562-3720  

☎0740-32-0047

ハローワーク

おおつ働き・暮らし応援センター

湖南地域働き・暮らし応援センター

東近江圏域働き・暮らし応援センター

働き・暮らしコトー支援センター

はたらき・くらし応援センターこほく

湖西地域働き・暮らし応援センター

甲賀地域働き・暮らし応援センター

【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 

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

滋賀障害者職業センター
高齢・障害者業務課

草津市野村 2-20-5
大津市光が丘町 3-13

職業相談・ジョブコーチ支援・事業主支援

助成金申請の受付・相談
☎077-564-1641
☎077-537-1214 

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

 各支援機関の主な役割

訓練修了者の採用についてお考えの方は・・・

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

滋賀県立高等技術専門校

部門コード31#

部門コード31#

☎077-522-3773 

・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

大津市京町3-5-12　森田ビル5階
☎077-522-5142
守山市梅田町2-1セルバ守山201号室
☎077-583-5979
甲賀市水口町水口6200　甲賀合同庁舎本館1階
☎0748-63-5830
近江八幡市上田町1288-18　2階
☎0748-36-1299
彦根市西今町87-16　NaSu8-103
☎0749-21-2245
長浜市小堀町32-3 ながはまウェルセンター内
☎0749-64-1216
高島市今津町住吉2丁目11－2
☎0740-22-3876

草津市大路2-11-15
☎077-566-8266

NPO法人
滋賀県社会就労事業振興センター

・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

障害者雇用は関係機関が連携し地域で支えます。

相談

採用活動支援 職場定着支援
生活支援

働き・暮らし応援センター

トライＷＯＲＫ

障害者職業センター

高等技術専門校

ジョブコーチ支援

委託訓練

障害者の生活・就労支援、事業所への助言等

トライアル雇用

各種助成金職場適応訓練

所
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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



事業主向け障害者雇用促進リーフレット

障害者雇用支援月間ポスター原画コンテスト　絵画の部　中学校
厚生労働大臣賞「家具職人」　新倉政亮さんの作品

滋賀県は障害者雇用を推進しています

まず実習の受け入れから始めてみたい

試行的に雇い入れたい

窓口：各ハローワーク

窓口：各ハローワーク

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、原則最長 3 カ月間の試行的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、試行雇用期間及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又は発達障害者を、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ヶ月から12ヶ月間）を締結する必要があります。

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

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ヶ月）

＊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。

窓口：各ハローワーク

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→特定就職者困難者コース
　ハローワーク等の紹介により、障害者を雇用する事業主に対し、一定の条件に基づいて一定期間援助します。

・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、一定の条件
に基づいて一定期間援助します。対象労働者の類型と企業規模に応じて、30万円から120万円が支給されます。

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：各ハローワーク

窓口：テクノカレッジ米原

窓口：(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構滋賀支部

窓口：各特別支援学校

　

＊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ヶ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。

＊障害者職場実習支援事業
・障害者を雇用したことがない事業主、精神障害者を雇用したことがない事業主が、障害者の受入れを進めるために、就職
を目指す障害者を対象として職場実習を計画し、実習生を受入れる場合に、障害者職場実習受入謝金等を支給します。

＊障害者委託訓練事業
・障害者に1～3ヶ月、1ヶ月100時間程度の訓練を民間企業等に委託して実施し、技能の習得を図ります。
・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。

窓口：テクノカレッジ草津

検索

窓口：各ハローワーク

窓口：滋賀労働局職業安定部職業対策課

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

詳しくは、 雇用関係助成金

窓口：（独）高齢・障害・求職者
　　　雇用支援機構滋賀支部

○上記制度はいずれも2020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、もしくは各窓口にお問い合わせください。

＊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。

その他の助成金について知りたい
＊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

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。
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。

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

雇い入れた障害者の日常生活の相談に乗ってほしい
＊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。
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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

滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課　☎077-528-3758（障害者雇用全般）　☎077-528-3755（職業訓練関係）

テクノカレッジ米原
テクノカレッジ草津

米原市岩脇 411-1
草津市青地町 1093

☎0749-52-5300
☎077-564-3296

職業訓練

求人や助成金についてのご相談は・・・

大津公共職業安定所

長浜公共職業安定所
彦根公共職業安定所
東近江公共職業安定所
甲賀公共職業安定所
草津公共職業安定所

大津公共職業安定所高島出張所
大津市打出浜 14-15 

長浜市南高田町辻村 110  
彦根市西今町 58-3  
東近江市八日市緑町 11-19  
甲賀市水口町本町 3-1-16  
草津市野村 5-17-1  

高島市安曇川町末広 4-37 
☎0749-62-2030  
☎0749-22-2500  
☎0748-22-1020  
☎0748-62-0651  
☎077-562-3720  

☎0740-32-0047

ハローワーク

おおつ働き・暮らし応援センター

湖南地域働き・暮らし応援センター

東近江圏域働き・暮らし応援センター

働き・暮らしコトー支援センター

はたらき・くらし応援センターこほく

湖西地域働き・暮らし応援センター

甲賀地域働き・暮らし応援センター

【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 

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

滋賀障害者職業センター
高齢・障害者業務課

草津市野村 2-20-5
大津市光が丘町 3-13

職業相談・ジョブコーチ支援・事業主支援

助成金申請の受付・相談
☎077-564-1641
☎077-537-1214 

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

 各支援機関の主な役割

訓練修了者の採用についてお考えの方は・・・

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

滋賀県立高等技術専門校

部門コード31#

部門コード31#

☎077-522-3773 

・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

大津市京町3-5-12　森田ビル5階
☎077-522-5142
守山市梅田町2-1セルバ守山201号室
☎077-583-5979
甲賀市水口町水口6200　甲賀合同庁舎本館1階
☎0748-63-5830
近江八幡市上田町1288-18　2階
☎0748-36-1299
彦根市西今町87-16　NaSu8-103
☎0749-21-2245
長浜市小堀町32-3 ながはまウェルセンター内
☎0749-64-1216
高島市今津町住吉2丁目11－2
☎0740-22-3876

草津市大路2-11-15
☎077-566-8266

NPO法人
滋賀県社会就労事業振興センター

・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

障害者雇用は関係機関が連携し地域で支えます。

相談

採用活動支援 職場定着支援
生活支援

働き・暮らし応援センター

トライＷＯＲＫ

障害者職業センター

高等技術専門校

ジョブコーチ支援

委託訓練

障害者の生活・就労支援、事業所への助言等

トライアル雇用

各種助成金職場適応訓練

所

業

事

用

採

用

雇

続

継

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



事業主区分
法定雇用率

2018年（平成30年）4月1日以降 2021（令和3年）年4月までに

2.3％2.2％民間企業

2.6％2.5％国、地方公共団体等

2.5％2.4％都道府県等の教育委員会

2018年（平成30年）4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。

注目

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「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、2018 年 4 月 1 日から次のように変わりました。

精神障害者である短時間労働者であって、
新規雇入れから3年以内の方又は精神障害者
保健福祉手帳取得から3年以内の方
かつ、
2023年3月31日までに、雇い入れられ、精
神障害者保健福祉手帳を取得した方

◆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。

あわせて、精神障害者である短時間労働者（※）に関する算定方法を、以下のように見直します。

※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。
【問合せ先】滋賀労働局職業安定部職業対策課　☎077－526－8686

雇用率算定方法
対象者
1人につき〔　　 〕　0.5 → 1

※先の条件を満たしていても対象に
ならない場合もあります。詳細は
ハローワークにお尋ねください。

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

検索しごとサポーター

●今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が従業員50人以上から45.5人以上に変わりました。
●更に2021年4月までに、0.1%引上げ（範囲が従業員43.5人以上）となります。

事例紹介① 北川ラベル印刷株式会社
米原市吉槻1354

印刷業
92名（うち、知的障害４名、精神障害２名）

 【令和２年１月１日現在】

企業の考え方

住　　所

業務内容

社 員 数

採用から定着までの流れ

働き・暮らし応援センターと雇用につ
いて相談

働き・暮らし応援センターが会社を見
学。会社の業務内容とマッチすると見
込まれる求職者を紹介・相談

トライ WORK※１を利用し会社業務に
対する適正の見極め

働き・暮らし応援センターと連携して
定着支援

障害者の従事する仕事の概要
食品ラベルの印刷業、機械操作、
出荷準備等

本事例の障害者
精神障害者、発達障害者

雇用に伴って生じた課題や対応

その他行っていること

・障害のある社員にとって「支援してほしいこと、支援してほしくないこと」をあらかじめ社員に周知しています。そうする

ことで、共に働く社員たちは、彼らを「障害者」と特別に意識せず関わることができています。

・社内の表彰制度を設置し、就労意欲の維持を図っています。

※1　トライWORKとは、事業主、障害者双方の理解を深めるため、1週間程度の実習を行う制度。

　障害者雇用を始めたきっかけは、障害者雇用義務の
対象となったことです。
　障害のある社員と一緒に働く中で、社員の苦手なと
ころだけでなく、良いところ（得意なところ）を発見
するようになりました。
　現在では、障害の有無は関係なく、個性として捉え、
得意な業務を担当してもらっています。社員のできる
ことを増やしていくのも企業の責任だと考えています。

従業員の声
・今の仕事が楽しく、やりがいを感じています。

できないことが、できるようになることが面白
いです。今後は、少しでもミスがなくなるよう、
上達してきたいです。

（入社 11 年目の A さん）
・自分が担当した印刷物が出荷されると、とても

うれしいです。仕事もだんだんと慣れてきて、
楽しく感じています。

（入社 4 年目の B さん）

・体調管理が難しく、一日中勤務することが難しい日々
が続いた。

・同僚の反応を過度に気にしてしまう等、コミュニケー
ションを図ることが難しかった。

・上司に向かって、舌打ちする等、働く上で一般的なルー
ルを知らないことがあった。

・半日勤務等、勤務時間を調整することで、継続的に勤
務できるよう対応した。

・作業現場の配置換えを行うことで、本人だけでなく、
同僚にとっても働きやすい環境を整備した。本人が職
場環境に慣れたことで、徐々に同僚とコミュニケーショ
ンを図れるようになった。

・障害者だからと特別視するのではなく、働く上で大切
なことは、なぜ大切なのかを伝え、注意した。

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

事例紹介② クリモトポリマー株式会社滋賀工場
高島市マキノ町下開出3－1

ポリエチレンパイプ等の製造・販売
31名（うち精神障害2名）

 【令和2年1月1日現在】

企業の考え方

住　　所

業務内容

社 員 数

採用から定着までの流れ

働き・暮らし応援センターに雇用につ
いて相談

働き・暮らし応援センターが会社業務
内容に見合う求職者を紹介・面談

トライ WORK（10 日間）実施。適性
の見極め

ハローワークを通してトライアル雇用※2
の実施（3ヶ月）

働き・暮らし応援センターと連携して、
生活面からの支援及び定着支援の実施

雇用に伴って生じた課題や対応

※２　試行的雇用をすることによって、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する制度。

　以前は、障害者を雇用していませんでした。同じ人、
同じ郷土でありながら、企業としての社会的責任を
果たす必要があると思い障害者雇用を始めました。
　当時社内には不安の声もありましたが、根気よく
説得し現在に至っています。周囲の社員の協力によ
り、現在では、人にやさしく思いやりのある職場の
文化が出来ていると考えます。

・コミュニケーションが取れない。

・働くことに対して自信がない。

・障害者への指導方法がわからない。

・社員としての自覚と自信を持ってもらい
たい。

・繁忙期に残業できるのかわからない。

・障害者に対する安全対策が十分でない。

・朝の挨拶『おはようございます。ご安全に』をするよう指導した。

・スキルアップ教育の計画立案および実施。( 年単位 )
　閑散期を利用して、障害者のペースで作業を習熟できる期間を設けた。

約 3～4 ヶ月後、徐々に作業効率があがり、本人に『やれば出来る』
という達成感の意識付けができた。

・作業リーダーに対して社内教育を実施し、介助者としての注意事項を
遵守するようにした。（休憩時間の管理、作業で失敗しても怒らない。
感情的にならない。等）

・全社員対象の研修に出席させる。
　安全対策会議、品質管理教育、コンプライアンス教育 ( 年 2 回 ) にお

いて、全員でグループ討議を行い、全員に発言の機会を与える。

・残業は、本人との面談結果に応じて実施。本人が残業できると言った
としても、無理をしていないか、毎日、声掛けをする。

・障害者目線での安全対策の実施。
　段差の解消、非常停止ボタンの大型化、作業しやすいように軍手から

作業手袋へ変更、安全メガネの配布、フォークリフト鍵置き場、歯止
めの実施等

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

障害者の従事する仕事の概要
　生産したポリエチレンパイプをお客様のご要望に応じた切断や穴開け等の加工作業をしています。C さんは、
2018 年フォークリフト技能講習を受講しました。

事例紹介③ 株式会社ピアライフ
大津市衣川1－18－31

不動産業
30名（うち、身体障害1名、精神障害1名）

 【令和2年1月1日現在】

企業の考え方

住　　所

業務内容

社 員 数

採用から定着までの流れ

就労移行支援事業所※3 等から、トライ
WORKの依頼。

当事者との面談、会社見学による、業務の
適性判断および本人の求職意思の確認。ハ
ローワークへ求人票を提出し、適性試験で
の採用判断後、障害者トライアル雇用開始。

働き・暮らし応援センターや所属していた
事業所と連携して、当事者の働き方支援。
当事者およびジョブコーチ等との協議を経
て、時短勤務から雇用開始。

定着支援のため助言などを受けながら、社
内体制の整備と当事者の働きやすさの改善。
当事者の自立に向けて、ジョブコーチ等と
の面談の間隔を、一週間から半月、一か月、
三か月、半年と広げながら定着を図る。

雇用に伴って生じた課題や対応

※３　就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練等を行う事業所。

　働きづらさを抱えた多様な人たちの働く場をつくり出すこと
も企業の役割と考え、初めは障害者作業所への委託業務から始
めました。段階的に、職場体験の受け入れ、時短雇用、障害者
の正社員雇用と、今では手帳を持たない引きこもりや発達障害
などの多様な人たちの活躍できる場づくりを目指しています。

・聴覚障害者にとって会議や討論会などで
の情報保障が確保されにくかった。

・精神障害や発達障害などの多様な障害は、
他の者にとって理解されづらく「何でこ
んなこともできないのか」「さぼっている
のか」などの誤解を受けやすい。

・15年間もの間、引きこもっており、頭髪
も脱毛するくらい内面的な症状がある人
を採用したが、業務に適応できるか心配
だった。

・対面での口話に配慮することはもちろんのこと、タブレットやスマー
フォンなどを活用し、ＵＤトークなどのコミュニケーションソフト
( 会話を文字に置き換える機能 ) を利用するなどの職場環境の整備を
図った。

・自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害 (ADHD)、学習
障害などの多様な発達障害や精神障害のある人たちの特性や症状を理
解するために、社内勉強会や、合理的配慮の研修会などを開催した。

・本人が得意とするパソコン等の情報処理の業務を行う中で労働意欲が
生まれ、仲間からも信頼、頼りにされることで今ではなくてはならい
存在 ( 勤続 13 年目課長職 ) となった。

　脱毛の症状も無くなり、労働が人を輝かせる実感を得た。

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

障害者の従事する仕事の概要
　入社当初は不動産賃貸事務職での定型業務から始めた
が、今（入社 5 年）では、状況に応じて、口話、手話、
筆記などを使い分けて、店頭接客対面業務をしている。

本事例の障害者
　聴覚障害 2 級（生まれつき音が全く聞こえない）、聾話
学校や家庭で手話と口話を習得。対面での口話でも慣れた
相手なら半分程度理解できる能力があります。

当事者の声
　入社以降、毎日朝礼が始まる前に手話教室の時間をもらっ
ています。皆さんと少しずつ手話での会話ができるようにな
り、仕事をする上でも、とても嬉しいです。
　障がいも一つの個性として、一人ひとりの得意不得意をお
互い補い合える職場であることが、ここまで仕事を続けてこ
れた理由の一つです。このピアライフで私だからこそ出来る
ことを見出し、役に立つことができるよう頑張っています。
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　※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。
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※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。
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※先の条件を満たしていても対象に
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●今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が従業員50人以上から45.5人以上に変わりました。
●更に2021年4月までに、0.1%引上げ（範囲が従業員43.5人以上）となります。

事例紹介① 北川ラベル印刷株式会社
米原市吉槻1354

印刷業
92名（うち、知的障害４名、精神障害２名）

 【令和２年１月１日現在】

企業の考え方

住　　所

業務内容

社 員 数

採用から定着までの流れ

働き・暮らし応援センターと雇用につ
いて相談

働き・暮らし応援センターが会社を見
学。会社の業務内容とマッチすると見
込まれる求職者を紹介・相談

トライ WORK※１を利用し会社業務に
対する適正の見極め

働き・暮らし応援センターと連携して
定着支援

障害者の従事する仕事の概要
食品ラベルの印刷業、機械操作、
出荷準備等

本事例の障害者
精神障害者、発達障害者

雇用に伴って生じた課題や対応

その他行っていること

・障害のある社員にとって「支援してほしいこと、支援してほしくないこと」をあらかじめ社員に周知しています。そうする

ことで、共に働く社員たちは、彼らを「障害者」と特別に意識せず関わることができています。

・社内の表彰制度を設置し、就労意欲の維持を図っています。

※1　トライWORKとは、事業主、障害者双方の理解を深めるため、1週間程度の実習を行う制度。

　障害者雇用を始めたきっかけは、障害者雇用義務の
対象となったことです。
　障害のある社員と一緒に働く中で、社員の苦手なと
ころだけでなく、良いところ（得意なところ）を発見
するようになりました。
　現在では、障害の有無は関係なく、個性として捉え、
得意な業務を担当してもらっています。社員のできる
ことを増やしていくのも企業の責任だと考えています。

従業員の声
・今の仕事が楽しく、やりがいを感じています。

できないことが、できるようになることが面白
いです。今後は、少しでもミスがなくなるよう、
上達してきたいです。

（入社 11 年目の A さん）
・自分が担当した印刷物が出荷されると、とても

うれしいです。仕事もだんだんと慣れてきて、
楽しく感じています。

（入社 4 年目の B さん）

・体調管理が難しく、一日中勤務することが難しい日々
が続いた。

・同僚の反応を過度に気にしてしまう等、コミュニケー
ションを図ることが難しかった。

・上司に向かって、舌打ちする等、働く上で一般的なルー
ルを知らないことがあった。

・半日勤務等、勤務時間を調整することで、継続的に勤
務できるよう対応した。

・作業現場の配置換えを行うことで、本人だけでなく、
同僚にとっても働きやすい環境を整備した。本人が職
場環境に慣れたことで、徐々に同僚とコミュニケーショ
ンを図れるようになった。

・障害者だからと特別視するのではなく、働く上で大切
なことは、なぜ大切なのかを伝え、注意した。

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

事例紹介② クリモトポリマー株式会社滋賀工場
高島市マキノ町下開出3－1

ポリエチレンパイプ等の製造・販売
31名（うち精神障害2名）

 【令和2年1月1日現在】

企業の考え方

住　　所

業務内容

社 員 数

採用から定着までの流れ

働き・暮らし応援センターに雇用につ
いて相談

働き・暮らし応援センターが会社業務
内容に見合う求職者を紹介・面談

トライ WORK（10 日間）実施。適性
の見極め

ハローワークを通してトライアル雇用※2
の実施（3ヶ月）

働き・暮らし応援センターと連携して、
生活面からの支援及び定着支援の実施

雇用に伴って生じた課題や対応

※２　試行的雇用をすることによって、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する制度。

　以前は、障害者を雇用していませんでした。同じ人、
同じ郷土でありながら、企業としての社会的責任を
果たす必要があると思い障害者雇用を始めました。
　当時社内には不安の声もありましたが、根気よく
説得し現在に至っています。周囲の社員の協力によ
り、現在では、人にやさしく思いやりのある職場の
文化が出来ていると考えます。

・コミュニケーションが取れない。

・働くことに対して自信がない。

・障害者への指導方法がわからない。

・社員としての自覚と自信を持ってもらい
たい。

・繁忙期に残業できるのかわからない。

・障害者に対する安全対策が十分でない。

・朝の挨拶『おはようございます。ご安全に』をするよう指導した。

・スキルアップ教育の計画立案および実施。( 年単位 )
　閑散期を利用して、障害者のペースで作業を習熟できる期間を設けた。

約 3～4 ヶ月後、徐々に作業効率があがり、本人に『やれば出来る』
という達成感の意識付けができた。

・作業リーダーに対して社内教育を実施し、介助者としての注意事項を
遵守するようにした。（休憩時間の管理、作業で失敗しても怒らない。
感情的にならない。等）

・全社員対象の研修に出席させる。
　安全対策会議、品質管理教育、コンプライアンス教育 ( 年 2 回 ) にお

いて、全員でグループ討議を行い、全員に発言の機会を与える。

・残業は、本人との面談結果に応じて実施。本人が残業できると言った
としても、無理をしていないか、毎日、声掛けをする。

・障害者目線での安全対策の実施。
　段差の解消、非常停止ボタンの大型化、作業しやすいように軍手から

作業手袋へ変更、安全メガネの配布、フォークリフト鍵置き場、歯止
めの実施等

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

障害者の従事する仕事の概要
　生産したポリエチレンパイプをお客様のご要望に応じた切断や穴開け等の加工作業をしています。C さんは、
2018 年フォークリフト技能講習を受講しました。

事例紹介③ 株式会社ピアライフ
大津市衣川1－18－31

不動産業
30名（うち、身体障害1名、精神障害1名）

 【令和2年1月1日現在】

企業の考え方

住　　所

業務内容

社 員 数

採用から定着までの流れ

就労移行支援事業所※3 等から、トライ
WORKの依頼。

当事者との面談、会社見学による、業務の
適性判断および本人の求職意思の確認。ハ
ローワークへ求人票を提出し、適性試験で
の採用判断後、障害者トライアル雇用開始。

働き・暮らし応援センターや所属していた
事業所と連携して、当事者の働き方支援。
当事者およびジョブコーチ等との協議を経
て、時短勤務から雇用開始。

定着支援のため助言などを受けながら、社
内体制の整備と当事者の働きやすさの改善。
当事者の自立に向けて、ジョブコーチ等と
の面談の間隔を、一週間から半月、一か月、
三か月、半年と広げながら定着を図る。

雇用に伴って生じた課題や対応

※３　就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練等を行う事業所。

　働きづらさを抱えた多様な人たちの働く場をつくり出すこと
も企業の役割と考え、初めは障害者作業所への委託業務から始
めました。段階的に、職場体験の受け入れ、時短雇用、障害者
の正社員雇用と、今では手帳を持たない引きこもりや発達障害
などの多様な人たちの活躍できる場づくりを目指しています。

・聴覚障害者にとって会議や討論会などで
の情報保障が確保されにくかった。

・精神障害や発達障害などの多様な障害は、
他の者にとって理解されづらく「何でこ
んなこともできないのか」「さぼっている
のか」などの誤解を受けやすい。

・15年間もの間、引きこもっており、頭髪
も脱毛するくらい内面的な症状がある人
を採用したが、業務に適応できるか心配
だった。

・対面での口話に配慮することはもちろんのこと、タブレットやスマー
フォンなどを活用し、ＵＤトークなどのコミュニケーションソフト
( 会話を文字に置き換える機能 ) を利用するなどの職場環境の整備を
図った。

・自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害 (ADHD)、学習
障害などの多様な発達障害や精神障害のある人たちの特性や症状を理
解するために、社内勉強会や、合理的配慮の研修会などを開催した。

・本人が得意とするパソコン等の情報処理の業務を行う中で労働意欲が
生まれ、仲間からも信頼、頼りにされることで今ではなくてはならい
存在 ( 勤続 13 年目課長職 ) となった。

　脱毛の症状も無くなり、労働が人を輝かせる実感を得た。

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

障害者の従事する仕事の概要
　入社当初は不動産賃貸事務職での定型業務から始めた
が、今（入社 5 年）では、状況に応じて、口話、手話、
筆記などを使い分けて、店頭接客対面業務をしている。

本事例の障害者
　聴覚障害 2 級（生まれつき音が全く聞こえない）、聾話
学校や家庭で手話と口話を習得。対面での口話でも慣れた
相手なら半分程度理解できる能力があります。

当事者の声
　入社以降、毎日朝礼が始まる前に手話教室の時間をもらっ
ています。皆さんと少しずつ手話での会話ができるようにな
り、仕事をする上でも、とても嬉しいです。
　障がいも一つの個性として、一人ひとりの得意不得意をお
互い補い合える職場であることが、ここまで仕事を続けてこ
れた理由の一つです。このピアライフで私だからこそ出来る
ことを見出し、役に立つことができるよう頑張っています。



事業主区分
法定雇用率

2018年（平成30年）4月1日以降 2021（令和3年）年4月までに

2.3％2.2％民間企業

2.6％2.5％国、地方公共団体等

2.5％2.4％都道府県等の教育委員会

2018年（平成30年）4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。

注目

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「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、2018 年 4 月 1 日から次のように変わりました。

精神障害者である短時間労働者であって、
新規雇入れから3年以内の方又は精神障害者
保健福祉手帳取得から3年以内の方
かつ、
2023年3月31日までに、雇い入れられ、精
神障害者保健福祉手帳を取得した方

◆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。

あわせて、精神障害者である短時間労働者（※）に関する算定方法を、以下のように見直します。

※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。
【問合せ先】滋賀労働局職業安定部職業対策課　☎077－526－8686

雇用率算定方法
対象者
1人につき〔　　 〕　0.5 → 1

※先の条件を満たしていても対象に
ならない場合もあります。詳細は
ハローワークにお尋ねください。

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

検索しごとサポーター

●今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が従業員50人以上から45.5人以上に変わりました。
●更に2021年4月までに、0.1%引上げ（範囲が従業員43.5人以上）となります。

事例紹介① 北川ラベル印刷株式会社
米原市吉槻1354

印刷業
92名（うち、知的障害４名、精神障害２名）

 【令和２年１月１日現在】

企業の考え方

住　　所

業務内容

社 員 数

採用から定着までの流れ

働き・暮らし応援センターと雇用につ
いて相談

働き・暮らし応援センターが会社を見
学。会社の業務内容とマッチすると見
込まれる求職者を紹介・相談

トライ WORK※１を利用し会社業務に
対する適正の見極め

働き・暮らし応援センターと連携して
定着支援

障害者の従事する仕事の概要
食品ラベルの印刷業、機械操作、
出荷準備等

本事例の障害者
精神障害者、発達障害者

雇用に伴って生じた課題や対応

その他行っていること

・障害のある社員にとって「支援してほしいこと、支援してほしくないこと」をあらかじめ社員に周知しています。そうする

ことで、共に働く社員たちは、彼らを「障害者」と特別に意識せず関わることができています。

・社内の表彰制度を設置し、就労意欲の維持を図っています。

※1　トライWORKとは、事業主、障害者双方の理解を深めるため、1週間程度の実習を行う制度。

　障害者雇用を始めたきっかけは、障害者雇用義務の
対象となったことです。
　障害のある社員と一緒に働く中で、社員の苦手なと
ころだけでなく、良いところ（得意なところ）を発見
するようになりました。
　現在では、障害の有無は関係なく、個性として捉え、
得意な業務を担当してもらっています。社員のできる
ことを増やしていくのも企業の責任だと考えています。

従業員の声
・今の仕事が楽しく、やりがいを感じています。

できないことが、できるようになることが面白
いです。今後は、少しでもミスがなくなるよう、
上達してきたいです。

（入社 11 年目の A さん）
・自分が担当した印刷物が出荷されると、とても

うれしいです。仕事もだんだんと慣れてきて、
楽しく感じています。

（入社 4 年目の B さん）

・体調管理が難しく、一日中勤務することが難しい日々
が続いた。

・同僚の反応を過度に気にしてしまう等、コミュニケー
ションを図ることが難しかった。

・上司に向かって、舌打ちする等、働く上で一般的なルー
ルを知らないことがあった。

・半日勤務等、勤務時間を調整することで、継続的に勤
務できるよう対応した。

・作業現場の配置換えを行うことで、本人だけでなく、
同僚にとっても働きやすい環境を整備した。本人が職
場環境に慣れたことで、徐々に同僚とコミュニケーショ
ンを図れるようになった。

・障害者だからと特別視するのではなく、働く上で大切
なことは、なぜ大切なのかを伝え、注意した。

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

事例紹介② クリモトポリマー株式会社滋賀工場
高島市マキノ町下開出3－1

ポリエチレンパイプ等の製造・販売
31名（うち精神障害2名）

 【令和2年1月1日現在】

企業の考え方

住　　所

業務内容

社 員 数

採用から定着までの流れ

働き・暮らし応援センターに雇用につ
いて相談

働き・暮らし応援センターが会社業務
内容に見合う求職者を紹介・面談

トライ WORK（10 日間）実施。適性
の見極め

ハローワークを通してトライアル雇用※2
の実施（3ヶ月）

働き・暮らし応援センターと連携して、
生活面からの支援及び定着支援の実施

雇用に伴って生じた課題や対応

※２　試行的雇用をすることによって、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する制度。

　以前は、障害者を雇用していませんでした。同じ人、
同じ郷土でありながら、企業としての社会的責任を
果たす必要があると思い障害者雇用を始めました。
　当時社内には不安の声もありましたが、根気よく
説得し現在に至っています。周囲の社員の協力によ
り、現在では、人にやさしく思いやりのある職場の
文化が出来ていると考えます。

・コミュニケーションが取れない。

・働くことに対して自信がない。

・障害者への指導方法がわからない。

・社員としての自覚と自信を持ってもらい
たい。

・繁忙期に残業できるのかわからない。

・障害者に対する安全対策が十分でない。

・朝の挨拶『おはようございます。ご安全に』をするよう指導した。

・スキルアップ教育の計画立案および実施。( 年単位 )
　閑散期を利用して、障害者のペースで作業を習熟できる期間を設けた。

約 3～4 ヶ月後、徐々に作業効率があがり、本人に『やれば出来る』
という達成感の意識付けができた。

・作業リーダーに対して社内教育を実施し、介助者としての注意事項を
遵守するようにした。（休憩時間の管理、作業で失敗しても怒らない。
感情的にならない。等）

・全社員対象の研修に出席させる。
　安全対策会議、品質管理教育、コンプライアンス教育 ( 年 2 回 ) にお

いて、全員でグループ討議を行い、全員に発言の機会を与える。

・残業は、本人との面談結果に応じて実施。本人が残業できると言った
としても、無理をしていないか、毎日、声掛けをする。

・障害者目線での安全対策の実施。
　段差の解消、非常停止ボタンの大型化、作業しやすいように軍手から

作業手袋へ変更、安全メガネの配布、フォークリフト鍵置き場、歯止
めの実施等

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

障害者の従事する仕事の概要
　生産したポリエチレンパイプをお客様のご要望に応じた切断や穴開け等の加工作業をしています。C さんは、
2018 年フォークリフト技能講習を受講しました。

事例紹介③ 株式会社ピアライフ
大津市衣川1－18－31

不動産業
30名（うち、身体障害1名、精神障害1名）

 【令和2年1月1日現在】

企業の考え方

住　　所

業務内容

社 員 数

採用から定着までの流れ

就労移行支援事業所※3 等から、トライ
WORKの依頼。

当事者との面談、会社見学による、業務の
適性判断および本人の求職意思の確認。ハ
ローワークへ求人票を提出し、適性試験で
の採用判断後、障害者トライアル雇用開始。

働き・暮らし応援センターや所属していた
事業所と連携して、当事者の働き方支援。
当事者およびジョブコーチ等との協議を経
て、時短勤務から雇用開始。

定着支援のため助言などを受けながら、社
内体制の整備と当事者の働きやすさの改善。
当事者の自立に向けて、ジョブコーチ等と
の面談の間隔を、一週間から半月、一か月、
三か月、半年と広げながら定着を図る。

雇用に伴って生じた課題や対応

※３　就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練等を行う事業所。

　働きづらさを抱えた多様な人たちの働く場をつくり出すこと
も企業の役割と考え、初めは障害者作業所への委託業務から始
めました。段階的に、職場体験の受け入れ、時短雇用、障害者
の正社員雇用と、今では手帳を持たない引きこもりや発達障害
などの多様な人たちの活躍できる場づくりを目指しています。

・聴覚障害者にとって会議や討論会などで
の情報保障が確保されにくかった。

・精神障害や発達障害などの多様な障害は、
他の者にとって理解されづらく「何でこ
んなこともできないのか」「さぼっている
のか」などの誤解を受けやすい。

・15年間もの間、引きこもっており、頭髪
も脱毛するくらい内面的な症状がある人
を採用したが、業務に適応できるか心配
だった。

・対面での口話に配慮することはもちろんのこと、タブレットやスマー
フォンなどを活用し、ＵＤトークなどのコミュニケーションソフト
( 会話を文字に置き換える機能 ) を利用するなどの職場環境の整備を
図った。

・自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害 (ADHD)、学習
障害などの多様な発達障害や精神障害のある人たちの特性や症状を理
解するために、社内勉強会や、合理的配慮の研修会などを開催した。

・本人が得意とするパソコン等の情報処理の業務を行う中で労働意欲が
生まれ、仲間からも信頼、頼りにされることで今ではなくてはならい
存在 ( 勤続 13 年目課長職 ) となった。

　脱毛の症状も無くなり、労働が人を輝かせる実感を得た。

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

障害者の従事する仕事の概要
　入社当初は不動産賃貸事務職での定型業務から始めた
が、今（入社 5 年）では、状況に応じて、口話、手話、
筆記などを使い分けて、店頭接客対面業務をしている。

本事例の障害者
　聴覚障害 2 級（生まれつき音が全く聞こえない）、聾話
学校や家庭で手話と口話を習得。対面での口話でも慣れた
相手なら半分程度理解できる能力があります。

当事者の声
　入社以降、毎日朝礼が始まる前に手話教室の時間をもらっ
ています。皆さんと少しずつ手話での会話ができるようにな
り、仕事をする上でも、とても嬉しいです。
　障がいも一つの個性として、一人ひとりの得意不得意をお
互い補い合える職場であることが、ここまで仕事を続けてこ
れた理由の一つです。このピアライフで私だからこそ出来る
ことを見出し、役に立つことができるよう頑張っています。



事業主区分
法定雇用率

2018年（平成30年）4月1日以降 2021（令和3年）年4月までに

2.3％2.2％民間企業

2.6％2.5％国、地方公共団体等

2.5％2.4％都道府県等の教育委員会

2018年（平成30年）4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。

注目

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「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、2018 年 4 月 1 日から次のように変わりました。

精神障害者である短時間労働者であって、
新規雇入れから3年以内の方又は精神障害者
保健福祉手帳取得から3年以内の方
かつ、
2023年3月31日までに、雇い入れられ、精
神障害者保健福祉手帳を取得した方

◆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。

あわせて、精神障害者である短時間労働者（※）に関する算定方法を、以下のように見直します。

※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。
【問合せ先】滋賀労働局職業安定部職業対策課　☎077－526－8686

雇用率算定方法
対象者
1人につき〔　　 〕　0.5 → 1

※先の条件を満たしていても対象に
ならない場合もあります。詳細は
ハローワークにお尋ねください。

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

検索しごとサポーター

●今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が従業員50人以上から45.5人以上に変わりました。
●更に2021年4月までに、0.1%引上げ（範囲が従業員43.5人以上）となります。

事例紹介① 北川ラベル印刷株式会社
米原市吉槻1354

印刷業
92名（うち、知的障害４名、精神障害２名）

 【令和２年１月１日現在】

企業の考え方

住　　所

業務内容

社 員 数

採用から定着までの流れ

働き・暮らし応援センターと雇用につ
いて相談

働き・暮らし応援センターが会社を見
学。会社の業務内容とマッチすると見
込まれる求職者を紹介・相談

トライ WORK※１を利用し会社業務に
対する適正の見極め

働き・暮らし応援センターと連携して
定着支援

障害者の従事する仕事の概要
食品ラベルの印刷業、機械操作、
出荷準備等

本事例の障害者
精神障害者、発達障害者

雇用に伴って生じた課題や対応

その他行っていること

・障害のある社員にとって「支援してほしいこと、支援してほしくないこと」をあらかじめ社員に周知しています。そうする

ことで、共に働く社員たちは、彼らを「障害者」と特別に意識せず関わることができています。

・社内の表彰制度を設置し、就労意欲の維持を図っています。

※1　トライWORKとは、事業主、障害者双方の理解を深めるため、1週間程度の実習を行う制度。

　障害者雇用を始めたきっかけは、障害者雇用義務の
対象となったことです。
　障害のある社員と一緒に働く中で、社員の苦手なと
ころだけでなく、良いところ（得意なところ）を発見
するようになりました。
　現在では、障害の有無は関係なく、個性として捉え、
得意な業務を担当してもらっています。社員のできる
ことを増やしていくのも企業の責任だと考えています。

従業員の声
・今の仕事が楽しく、やりがいを感じています。

できないことが、できるようになることが面白
いです。今後は、少しでもミスがなくなるよう、
上達してきたいです。

（入社 11 年目の A さん）
・自分が担当した印刷物が出荷されると、とても

うれしいです。仕事もだんだんと慣れてきて、
楽しく感じています。

（入社 4 年目の B さん）

・体調管理が難しく、一日中勤務することが難しい日々
が続いた。

・同僚の反応を過度に気にしてしまう等、コミュニケー
ションを図ることが難しかった。

・上司に向かって、舌打ちする等、働く上で一般的なルー
ルを知らないことがあった。

・半日勤務等、勤務時間を調整することで、継続的に勤
務できるよう対応した。

・作業現場の配置換えを行うことで、本人だけでなく、
同僚にとっても働きやすい環境を整備した。本人が職
場環境に慣れたことで、徐々に同僚とコミュニケーショ
ンを図れるようになった。

・障害者だからと特別視するのではなく、働く上で大切
なことは、なぜ大切なのかを伝え、注意した。

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

事例紹介② クリモトポリマー株式会社滋賀工場
高島市マキノ町下開出3－1

ポリエチレンパイプ等の製造・販売
31名（うち精神障害2名）

 【令和2年1月1日現在】

企業の考え方

住　　所

業務内容

社 員 数

採用から定着までの流れ

働き・暮らし応援センターに雇用につ
いて相談

働き・暮らし応援センターが会社業務
内容に見合う求職者を紹介・面談

トライ WORK（10 日間）実施。適性
の見極め

ハローワークを通してトライアル雇用※2
の実施（3ヶ月）

働き・暮らし応援センターと連携して、
生活面からの支援及び定着支援の実施

雇用に伴って生じた課題や対応

※２　試行的雇用をすることによって、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する制度。

　以前は、障害者を雇用していませんでした。同じ人、
同じ郷土でありながら、企業としての社会的責任を
果たす必要があると思い障害者雇用を始めました。
　当時社内には不安の声もありましたが、根気よく
説得し現在に至っています。周囲の社員の協力によ
り、現在では、人にやさしく思いやりのある職場の
文化が出来ていると考えます。

・コミュニケーションが取れない。

・働くことに対して自信がない。

・障害者への指導方法がわからない。

・社員としての自覚と自信を持ってもらい
たい。

・繁忙期に残業できるのかわからない。

・障害者に対する安全対策が十分でない。

・朝の挨拶『おはようございます。ご安全に』をするよう指導した。

・スキルアップ教育の計画立案および実施。( 年単位 )
　閑散期を利用して、障害者のペースで作業を習熟できる期間を設けた。

約 3～4 ヶ月後、徐々に作業効率があがり、本人に『やれば出来る』
という達成感の意識付けができた。

・作業リーダーに対して社内教育を実施し、介助者としての注意事項を
遵守するようにした。（休憩時間の管理、作業で失敗しても怒らない。
感情的にならない。等）

・全社員対象の研修に出席させる。
　安全対策会議、品質管理教育、コンプライアンス教育 ( 年 2 回 ) にお

いて、全員でグループ討議を行い、全員に発言の機会を与える。

・残業は、本人との面談結果に応じて実施。本人が残業できると言った
としても、無理をしていないか、毎日、声掛けをする。

・障害者目線での安全対策の実施。
　段差の解消、非常停止ボタンの大型化、作業しやすいように軍手から

作業手袋へ変更、安全メガネの配布、フォークリフト鍵置き場、歯止
めの実施等

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

障害者の従事する仕事の概要
　生産したポリエチレンパイプをお客様のご要望に応じた切断や穴開け等の加工作業をしています。C さんは、
2018 年フォークリフト技能講習を受講しました。

事例紹介③ 株式会社ピアライフ
大津市衣川1－18－31

不動産業
30名（うち、身体障害1名、精神障害1名）

 【令和2年1月1日現在】

企業の考え方

住　　所

業務内容

社 員 数

採用から定着までの流れ

就労移行支援事業所※3 等から、トライ
WORKの依頼。

当事者との面談、会社見学による、業務の
適性判断および本人の求職意思の確認。ハ
ローワークへ求人票を提出し、適性試験で
の採用判断後、障害者トライアル雇用開始。

働き・暮らし応援センターや所属していた
事業所と連携して、当事者の働き方支援。
当事者およびジョブコーチ等との協議を経
て、時短勤務から雇用開始。

定着支援のため助言などを受けながら、社
内体制の整備と当事者の働きやすさの改善。
当事者の自立に向けて、ジョブコーチ等と
の面談の間隔を、一週間から半月、一か月、
三か月、半年と広げながら定着を図る。

雇用に伴って生じた課題や対応

※３　就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練等を行う事業所。

　働きづらさを抱えた多様な人たちの働く場をつくり出すこと
も企業の役割と考え、初めは障害者作業所への委託業務から始
めました。段階的に、職場体験の受け入れ、時短雇用、障害者
の正社員雇用と、今では手帳を持たない引きこもりや発達障害
などの多様な人たちの活躍できる場づくりを目指しています。

・聴覚障害者にとって会議や討論会などで
の情報保障が確保されにくかった。

・精神障害や発達障害などの多様な障害は、
他の者にとって理解されづらく「何でこ
んなこともできないのか」「さぼっている
のか」などの誤解を受けやすい。

・15年間もの間、引きこもっており、頭髪
も脱毛するくらい内面的な症状がある人
を採用したが、業務に適応できるか心配
だった。

・対面での口話に配慮することはもちろんのこと、タブレットやスマー
フォンなどを活用し、ＵＤトークなどのコミュニケーションソフト
( 会話を文字に置き換える機能 ) を利用するなどの職場環境の整備を
図った。

・自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害 (ADHD)、学習
障害などの多様な発達障害や精神障害のある人たちの特性や症状を理
解するために、社内勉強会や、合理的配慮の研修会などを開催した。

・本人が得意とするパソコン等の情報処理の業務を行う中で労働意欲が
生まれ、仲間からも信頼、頼りにされることで今ではなくてはならい
存在 ( 勤続 13 年目課長職 ) となった。

　脱毛の症状も無くなり、労働が人を輝かせる実感を得た。

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

障害者の従事する仕事の概要
　入社当初は不動産賃貸事務職での定型業務から始めた
が、今（入社 5 年）では、状況に応じて、口話、手話、
筆記などを使い分けて、店頭接客対面業務をしている。

本事例の障害者
　聴覚障害 2 級（生まれつき音が全く聞こえない）、聾話
学校や家庭で手話と口話を習得。対面での口話でも慣れた
相手なら半分程度理解できる能力があります。

当事者の声
　入社以降、毎日朝礼が始まる前に手話教室の時間をもらっ
ています。皆さんと少しずつ手話での会話ができるようにな
り、仕事をする上でも、とても嬉しいです。
　障がいも一つの個性として、一人ひとりの得意不得意をお
互い補い合える職場であることが、ここまで仕事を続けてこ
れた理由の一つです。このピアライフで私だからこそ出来る
ことを見出し、役に立つことができるよう頑張っています。



事業主向け障害者雇用促進リーフレット

障害者雇用支援月間ポスター原画コンテスト　絵画の部　中学校
厚生労働大臣賞「家具職人」　新倉政亮さんの作品

滋賀県は障害者雇用を推進しています

まず実習の受け入れから始めてみたい

試行的に雇い入れたい

窓口：各ハローワーク

窓口：各ハローワーク

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、原則最長 3 カ月間の試行的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、試行雇用期間及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又は発達障害者を、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ヶ月から12ヶ月間）を締結する必要があります。

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

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ヶ月）

＊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。

窓口：各ハローワーク

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→特定就職者困難者コース
　ハローワーク等の紹介により、障害者を雇用する事業主に対し、一定の条件に基づいて一定期間援助します。

・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、一定の条件
に基づいて一定期間援助します。対象労働者の類型と企業規模に応じて、30万円から120万円が支給されます。

窓口：各働き・暮らし応援センター

窓口：各ハローワーク

窓口：テクノカレッジ米原

窓口：(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構滋賀支部

窓口：各特別支援学校

　

＊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ヶ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。

＊障害者職場実習支援事業
・障害者を雇用したことがない事業主、精神障害者を雇用したことがない事業主が、障害者の受入れを進めるために、就職
を目指す障害者を対象として職場実習を計画し、実習生を受入れる場合に、障害者職場実習受入謝金等を支給します。

＊障害者委託訓練事業
・障害者に1～3ヶ月、1ヶ月100時間程度の訓練を民間企業等に委託して実施し、技能の習得を図ります。
・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。

窓口：テクノカレッジ草津

検索

窓口：各ハローワーク

窓口：滋賀労働局職業安定部職業対策課

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

詳しくは、 雇用関係助成金

窓口：（独）高齢・障害・求職者
　　　雇用支援機構滋賀支部

○上記制度はいずれも2020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、もしくは各窓口にお問い合わせください。

＊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。

その他の助成金について知りたい
＊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

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。
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。

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

雇い入れた障害者の日常生活の相談に乗ってほしい
＊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。

2020年3月発行

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

滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課　☎077-528-3758（障害者雇用全般）　☎077-528-3755（職業訓練関係）

テクノカレッジ米原
テクノカレッジ草津

米原市岩脇 411-1
草津市青地町 1093

☎0749-52-5300
☎077-564-3296

職業訓練

求人や助成金についてのご相談は・・・

大津公共職業安定所

長浜公共職業安定所
彦根公共職業安定所
東近江公共職業安定所
甲賀公共職業安定所
草津公共職業安定所

大津公共職業安定所高島出張所
大津市打出浜 14-15 

長浜市南高田町辻村 110  
彦根市西今町 58-3  
東近江市八日市緑町 11-19  
甲賀市水口町本町 3-1-16  
草津市野村 5-17-1  

高島市安曇川町末広 4-37 
☎0749-62-2030  
☎0749-22-2500  
☎0748-22-1020  
☎0748-62-0651  
☎077-562-3720  

☎0740-32-0047

ハローワーク

おおつ働き・暮らし応援センター

湖南地域働き・暮らし応援センター

東近江圏域働き・暮らし応援センター

働き・暮らしコトー支援センター

はたらき・くらし応援センターこほく

湖西地域働き・暮らし応援センター

甲賀地域働き・暮らし応援センター

【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 

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

滋賀障害者職業センター
高齢・障害者業務課

草津市野村 2-20-5
大津市光が丘町 3-13

職業相談・ジョブコーチ支援・事業主支援

助成金申請の受付・相談
☎077-564-1641
☎077-537-1214 

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

 各支援機関の主な役割

訓練修了者の採用についてお考えの方は・・・

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

滋賀県立高等技術専門校

部門コード31#

部門コード31#

☎077-522-3773 

・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

大津市京町3-5-12　森田ビル5階
☎077-522-5142
守山市梅田町2-1セルバ守山201号室
☎077-583-5979
甲賀市水口町水口6200　甲賀合同庁舎本館1階
☎0748-63-5830
近江八幡市上田町1288-18　2階
☎0748-36-1299
彦根市西今町87-16　NaSu8-103
☎0749-21-2245
長浜市小堀町32-3 ながはまウェルセンター内
☎0749-64-1216
高島市今津町住吉2丁目11－2
☎0740-22-3876

草津市大路2-11-15
☎077-566-8266

NPO法人
滋賀県社会就労事業振興センター

・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

障害者雇用は関係機関が連携し地域で支えます。

相談

採用活動支援 職場定着支援
生活支援

働き・暮らし応援センター

トライＷＯＲＫ

障害者職業センター

高等技術専門校

ジョブコーチ支援

委託訓練

障害者の生活・就労支援、事業所への助言等

トライアル雇用

各種助成金職場適応訓練

所

業

事

用

採

用

雇

続

継

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


