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第1部 

障害者の就労と雇用の動向 
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「ノーマライゼーション（※）」理念の浸透 
※ 障害者などが地域で普通の生活を営むことを当然とする 
福祉の基本的考え  

障害福祉施策の歴史 

【H15】 

【S56】 
障害者基本法 
（心身障害者対策基本法 
として昭和45年制定） 


 

身体障害者福祉法 
（昭和24年制定） 

知的障害者福祉法 
（精神薄弱者福祉法 
として昭和35年制定） 

精神保健福祉法 
（精神衛生法として 
昭和25年制定） 


 


 


 

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行 

【H18】 

障
害
者
総
合
支
援
法 

施
行 

支
援
費
制
度
の
施
行 

精神衛生法から
精神保健法へ 

【S62】 

精神薄弱者福祉法から
知的障害者福祉法へ 

【H10】 

精神保健法から 
精神保健福祉法へ 

【H7】 

利用者が 

サービスを選択
できる仕組み 

３障害 
共通の 
制度 

国
際
障
害
者
年 
 

完
全
参
加
と
平
等 

地域生活
を支援 

心身障害者対策基本
法から障害者基本法へ 

【H5】 

“ 

” 

障害者基本法
の一部改正 

【H23】 

共生社会
の実現 

難病等を 
対象に 

地域社会に 

おける共生
の実現 

【H25】 
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障害者施策を３障害一元化 

就労支援の抜本的強化 

安定的な財源の確保 

・養護学校卒業者の５５％は福祉施設に入所 

・就労を理由とする施設退所者はわずか１％ 

・新規利用者は急増する見込み 

・不確実な国の費用負担の仕組み 

利用者本位のサービス体系に再編 

・ 障害種別ごとに複雑な施設・事業体系 

・ 入所期間の長期化などにより、本来の施設目
的と利用者の実態とが乖離 

自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現 

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に 

支給決定の透明化、明確化 

・全国共通の利用ルール（支援の必要度を判定   

 する客観的基準）がない 

・支給決定のプロセスが不透明 

法律による改革 

制定前 

制定前 

制定前 

制定前 

  

・ ３障害ばらばらの制度体系 

 （精神障害者は支援費制度の対象外） 

・実施主体は都道府県、市町村に二分化 

 

制定前 

○３障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に 

○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバック 
 アップ 

○３３種類に分かれた施設体系を再編し、日中活動支援と 
 夜間の居住支援を分離 
  あわせて、「地域生活支援」「就労支援」のための事業や 
 重度の障害者を対象としたサービスを創設 
○規制緩和を進め既存の社会資源を活用 

○新たな就労支援事業を創設 
○雇用施策との連携を強化 

○支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）を 
 導入 

○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化 

○国の費用負担の責任を強化（費用の１／２を負担） 
○利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みに 

「障害者自立支援法」のポイント 
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11,945人/年 

特別支援学校 
卒業生19,439人/年 

5,387人/年 

 障害福祉サービス（就労系） 

918人/年 

一般就労への
移行の現状 

就職 

就労移行支援                 約２．３万人 

就労継続支援Ａ型、福祉工場          約２．４万人 

就労継続支援Ｂ型、旧法授産施設   約１６．０万人 

（平成２４年１０月） 

雇用者数 

約４０．９万人 

 

地域 

生活 

企 業 等 

ハローワークから
の紹介就職件数 

７７，８８３人 

（平成25年 
    6月1日時点） 

（平成２５年度） 

（平成25年3月卒） 

               

小規模作業所 約０．６万人 

地域活動支援ｾﾝﾀｰ    

（平成２４年４月） 

○ 「福祉」、「教育」、「医療」から「雇用」への移行について、更なる拡大が必要。 

雇用施策の対象となる障害者数／地域の流れ 

           ① 特別支援学校から一般企業への就職が約２７．７％  障害福祉サービスが約６１．４％ 

           ② 障害福祉サービスから一般企業への就職が年間 １．３ ％（Ｈ１５） →３．７％（Ｈ２４） 

 

障害者の一般就労への移行状況 

就職 

※50人以上企業 

就労系障害福祉サービス 

から一般就労への移行 
 

1,288人/ H15  1.0 

2,460人/ H18  1.9 倍 

3,293人/ H21  2.6 倍 

4,403人/ H22  3.4 倍 

5,675人/ H23  4.4 倍 

7,717人/ H24  6.0 倍 
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平成19年度 603 (100.0) 148 (100.0) 1,232 (100.0) 平成19年度 6,848 (100.0) 2,476 (100.0) 22,657 (100.0)

20 867 (143.8) 216 (145.9) 1,805 (146.5) 20 11,123 (162.4) 3,943 (159.2) 36,620 (161.6)

21 1,250 (207.3) 328 (221.6) 2,891 (234.7) 21 14,920 (217.9) 6,409 (258.8) 62,590 (276.3)

22 1,371 (227.4) 451 (304.7) 3,564 (289.3) 22 15,520 (226.6) 8,451 (341.3) 78,469 (346.3)

23 1,557 (258.2) 629 (425.0) 4,590 (372.6) 23 16,465 (240.4) 12,414 (501.4) 100,385 (443.1)

【出典】　社会福祉施設等調査（各年10月1日現在）で、障害者支援施設の昼間実施サービスを除く
　　 注）　旧法から新体系に移行する前の事業所は含まれない

就労移行支援 就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型

事業所数の推移 利用者数の推移

就労移行支援 就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型

  障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス 

   就労移行支援事業 就労継続支援Ａ型事業 就労継続支援Ｂ型事業 

事 

業 

概 

要 

就労を希望する６５歳未満の障害者で、通常
の事業所に雇用されることが可能と見込まれ
る者に対して、①生産活動、職場体験等の活
動の機会の提供その他の就労に必要な知識
及び能力の向上のために必要な訓練、②求
職活動に関する支援、③その適性に応じた
職場の開拓、④就職後における職場への定
着のために必要な相談等の支援を行う。 

（利用期間：２年） 

※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認
められた場合に限り、最大１年間の更新可能 

通常の事業所に雇用されることが困難であ
り、雇用契約に基づく就労が可能である者に
対して、雇用契約の締結等による就労の機
会の提供及び生産活動の機会の提供その
他の就労に必要な知識及び能力の向上のた
めに必要な訓練その他の必要な支援を行う。 

 

 

（利用期間：制限なし） 

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇
用契約に基づく就労が困難である者に対して、就
労の機会の提供及び生産活動の機会の提供そ
の他の就労に必要な知識及び能力の向上のため
に必要な訓練その他の必要な支援を行う。 

 

 

 

（利用期間：制限なし） 

対 

象 

者 

① 企業等への就労を希望する者 

 

① 就労移行支援事業を利用したが、企業
等の雇用に結びつかなかった者 

②  特別支援学校を卒業して就職活動を
行ったが、企業等の雇用に結びつかな
かった者 

③ 企業等を離職した者等就労経験のある
者で、現に雇用関係の状態にない者 

 

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一
般企業に雇用されることが困難となった者 

② 就労移行支援事業を利用（暫定支給決定にお
ける利用を含む）した結果、本事業の利用が適
当と判断された者 

③ ①、②に該当しない者で、50歳に達している
者、又は障害基礎年金1級受給者 

④ ①、②、③に該当しない者で、協議会等からの意見
を徴すること等により、一般就労への移行等が困難
と市町村が判断した者 

  （平成２７年３月末までの経過措置） 

報酬 

単価 

７４７単位 （平成26年4月～） 

※ 利用定員が21 人以上40 人以下の場合 

５２６単位 （平成26年4月～） 

※ 利用定員が21 人以上40 人以下の場合 

５２６単位 （平成26年4月～） 

※ 利用定員が21 人以上40 人以下の場合 
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就労系の障害福祉サービスから一般就労への移行率と移行者の推移 
①一般就労への移行率 

旧授産施設 
・福祉工場 

0% 10% 20%

平成２４年 

20.2％ 

3.5％ 

1.4％ 

3.7％ 

0% 10% 20%

平成２３年 

1.0％ 

20.1％ 

3.7％ 

1.6％ 

3.6％ 

0% 10% 20%

平成２２年 

1.0％ 

16.4％ 

2.5％ 

1.4％ 

2.9％ 

0% 10% 20%

平成２１年 

1.0％ 

12.1％ 

2.2％ 

1.1％ 

2.2％ 

0% 10% 20%

平成２０年 

1.5％ 

10.0％ 

2.4％ 

1.4％ 

2.2％ 

0% 10% 20%

平成１８年 

2.0％ 

0% 10% 20%

平成１５年 

1.3％ 

0% 10% 20%

平成１２年 

就労移行 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

全 体 

自立支援法によ
る新体系 

②一般就労への移行者数 

一般就労への 
 移行者数 1,288人 

（1.0倍） 

2,460人 
（1.9倍） 

3,000人 
（ 2.3倍） 

3,293人 
（2.6倍） 

4,403人 
 
（3.4倍） 

5,675人 
 
（4.4倍） 

7,717人 
 
（6.0倍） 

平成15年度 平成18年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

【データの出典】社会福祉施設等調査 

1.4％ 
※平成23年度末に 
  新体系へ移行 
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障害者雇用の状況 

○ 民間企業の雇用状況  
   雇用者数 43.1万人 （身体障害者31.3万人、知的障害者9.0万人、精神障害者2.8万人） 
  実雇用率 1.82％ 法定雇用率達成企業割合 44.7％  
○ 25年4月に引き上げた法定雇用率（2.0％）には届かないものの、雇用者数は11年連続で過去最高  
  を更新。障害者雇用は着実に進展。 

 （平成26年6月1日現在） 

(注1) 平成22年度の改正前の制度に基づいて実雇用率を推計した場合、平成23年度は1.75%、平成24年度は1.79%である。 
(注2) 重度障害者である身体障害者及び知的障害者は２人、短時間労働者である障害者は0.5人としてカウントしている。 
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-10
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440

昭和52年 55 58 61 平成元年 4 7 10 13 16 19 22 25

精神障害者 

知的障害者 

身体障害者 

実雇用率（％） 

法定雇用率1.5％ 

法定雇用率1.6％ 

法定雇用率1.8％ 

法定雇用率2.0％ 

（H10 .7.1） 

（H25.4.1） 

（S63 .4.1） 



雇用障害者数における障害種別ごとの重度障害等の実人数について 

精神障害者 
32,643人 

合計 344,852人 

知的障害者（重度） 
19,618人 

（知的障害者の24.6%） 

知的障害者（重度以外） 
60,047人 

身体障害者（重度） 
96,062人（身体障害者の41.3%） 

 （平成26年6月1日現在） 

身体障害者（重度以外） 
136,482人 

9 
(注) 重度障害者である身体障害者及び知的障害者を２人としてカウントせず、１人としてカウントしている。 
   また、短時間労働者である障害者を0.5人としてカウントせず、１人としてカウントしている。 



38,882  
43,987  45,565  44,463  45,257  

52,931  
59,367  

68,321  
77,883  

84,602  

97,626  
103,637  107,906  

119,765  
125,888  

132,734  

148,358  
161,941  

169,522  

179,222  

8.4 
13.1 

3.6 
▲ 2.4 

1.8 

17.0 
12.2 

15.1 14.0 
8.6 

-5.0

15.0

35.0

55.0

75.0

95.0

115.0

135.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

ハローワークにおける障害者の職業紹介状況 

 ○ 平成26年度の就職件数・新規求職者数は、前年度から更に増加。   
 ○ 特に、就職件数は84,602件と５年連続で過去最高を更新。 

就職件数の前年度比（％） 

就職件数（件） 

新規求職申込件数（件） 

0 

100 

（件） 

（％） 
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ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況 

知的障害者 身体障害者 

23,834  

25,490  24,535  
22,623  

22,172  
24,241  

24,864  
26,573  

28,307  
28,175  

62,458  

62,217  
61,445  

65,207  
65,142  

64,098  
67,379  

68,798  

66,684  

65,265  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

就職件数 

新規求職申込件数 

10,154  

11,441  

12,186  
11,889  11,440  

13,164  

14,327  

16,030  

17,649  

18,723  

20,316  

21,607  
22,273  

24,381  
25,034  

25,815  
27,748  

30,224  
30,998  

32,313  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

新規求職申込件数 

就職件数 
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ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況 

精神障害者 
その他 

（発達障害、高次脳機能障害など） 

4,665  
6,739  

8,479  
9,456  

10,929  
14,555  

18,845  

23,861  

29,404  

34,538  

14,095  

18,918  

22,804  

28,483  

33,277  

39,649  

48,777  

57,353  

64,934  

73,482  

0
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50,000

60,000

70,000
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新規求職申込件数 

就職件数 

229  317  365  495  
716  

971  

1,331  

1,857  

2,523  

3,166  

757  
895  

1,384  

1,694  

2,435  

3,172  

4,454  

5,566  

6,906  

8,162  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

新規求職申込件数 

就職件数 
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ハローワークの障害種別の職業紹介状況 
（就職件数） 

平成１７年度 平成２６年度 

全 数 

３８，８８２件 

全 数 

８４，６０２件 

身体障害者 

61.3％ 

23,834件 

知的障害者 

26.1％ 

10,154件 

精神障害者 

12.0％ 
4,665件 

その他 

0.6％ 

229件 

精神障害者 

40.8％ 
34,538件 

知的障害者 

22.1％ 

18,723件 

その他 

3.7％ 

3,166件 

身体障害者 

33.3％ 

28,175件 
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障害者のうち、左記
に該当しない者 
  
 ・発達障害者 
 ・難治性疾患患者 
 等 

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の障害（以下「障害」と総称
する。）があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく
困難な者           （法第2条第１号） 

障害者のうち、身体障害
がある者であって別表に
掲げる障害があるもの  
               （法第2条第2号） 

障害者のうち、知的障害
がある者であって省令
（※１）で定めるもの 
       （法第2条第4号） 
  

※１ 知的障害者更生相談所等 
  により知的障害があると判  
  定された者 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

その他 

精神障害者保健 
福祉手帳所持者 

障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象 

（雇用義務等に係る規定の精神障害者である労働者についての適
用に関する特例）  

事業主が精神障害者である労働者を雇用しているときにおける同
項（第43条第1項）の規定の適用については、・・・当該事業主が・・・

当該精神障害者である労働者の数に相当する数の身体障害者又
は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。 
                               （法第71条第１項） 
※当該規定における「精神障害者」は、法第69条の規定により「精神障害者保健福祉
手帳所持者」に限定している。 

事業主は、･･･その雇用する身体障害者又は知
的障害者である労働者の数が、その雇用する
労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以
上であるようにしなければならない。  
                  （法第43条第1項） 

雇用義務の対象 実雇用率算定の対象 

障害者 

障害者のうち、精神障害がある者であって
省令（※２）で定めるもの （法第2条第6号） 
※２ 次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可 
  能な状態にあるもの 

※①～③の手帳所持者
を除く。 

  ①統合失調症 
  ②そううつ病(そう    
   病･うつ病を含む) 
  ③てんかん 

※平成30年から雇用義務の対象 
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  障害者雇用率達成指導の流れ 

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「雇入れ計画」の 
着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 

雇用状況報告（毎年６月１日の状況） 

雇入れ計画作成命令（２年計画） 

雇入れ計画の適正実施勧告 

特別指導 

企業名の公表 

（障害者雇用促進法 第４３条第７項） 

※ 翌年１月を始期とする２年間の計画を作成するよう、 
 公共職業安定所長が命令を発出（同法第４６条第１項） 

※ 計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な実施を 
 勧告（計画の１年目終了時）（同法第４６条第６項） 

※ 雇用状況の改善が特に遅れている企業に対し、公 
 表を前提とした特別指導を実施（計画期間終了後に 
 ９か月間） 

※ （同法第４７条） 

公表の状況 ： 25年度0社、24年度0社、23年度 3社、22年度 6社、21年度 7社、20年度 4社、19年度 2社、
18年度 2社、17年度 2社、16年度 2社、15年度 1社、14年度 1社、13年度 0社 
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障害者雇用促進法の主な改正経緯 

○ 昭和５１年改正（雇用義務化、納付金制度の創設） 

 ・身体障害者の雇用義務化         ・重度身体障害者のダブルカウント 
 ・身体障害者雇用納付金制度の創設   ・知的障害者を雇用している場合の納付金減額、助成金支給 

○ 昭和６２年改正（法の対象を全ての障害者に拡大） 

 ・法律の題名変更（身体障害者雇用促進法→障害者雇用促進法） 
 ・知的障害者を実雇用率にカウント    ・職業リハビリテーションを法律上規定 
 ・特例子会社制度を法律上規定 

○ 平成４年改正（重度化への対応） 

 ・重度知的障害者のダブルカウント    ・重度障害者である短時間労働者を実雇用率にカウント 
 ・精神障害者を雇用している場合の助成金支給 

○ 平成９年改正（知的障害者の雇用義務化） 

 ・知的障害者の雇用義務化    ・精神障害者である短時間労働者を雇用している場合の助成金支給 

○ 平成１４年改正（障害者就業・生活支援センター事業の創設） 

 ・障害者就業・生活支援センター事業の創設 
 ・職場適応援助者事業を法律上規定    ・除外率制度の原則廃止         

○ 平成１７年改正（精神障害者に対する雇用対策の強化） 

 ・精神障害者を実雇用率にカウント    ・在宅就業障害者支援制度を創設 

○ 平成２０年改正（中小企業における雇用促進） 

 ・障害者雇用納付金制度の適用対象を拡大 
 ・短時間労働者の雇用義務化 

○ 平成２５年改正（障害者権利条約対応と精神障害者の雇用義務化） 

 ・雇用分野における差別の禁止・合理的配慮の提供義務   ・精神障害者の雇用義務化 



１．障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応 

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要 

 雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善する
ための措置（合理的配慮の提供義務）を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者
を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。 

（１）障害者に対する差別の禁止 
 雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。 
 
（２）合理的配慮の提供義務 
 事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。 
ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。 
  
 （想定される例） 
 ・ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること 
 ・ 知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること 
 

→（１）（２）については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において 
  具体的な事例を示す。（平成27年３月25日に公布） 
  
（３）苦情処理・紛争解決援助 
 ① 事業主に対して、（１）（２）に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。 

 ② （１）（２）に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例（紛争調整委員会による調停
や都道府県労働局長による勧告等）を整備。 

２．法定雇用率の算定基礎の見直し 

 法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。ただし、施行（Ｈ30）後５年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定
基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。 

３．その他 

 障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。 

  施行期日：平成28年4月1日（ただし、２は平成30年4月1日、 ３（障害者の範囲の明確化に限る。）は公布日（平成25年6月19日）） 
 

    ※ 改正法の関係資料は、厚生労働省ＨＰ「障害者雇用対策」 （http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html）

に掲載中。 
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  障害者権利条約の批准について 

○ 障害者権利条約は、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための
包括的・総合的な国際条約であり、2006（平成18）年12月に採択さ
れる。 

 

○ 我が国は、同条約に2007（平成19）年に署名し、同条約の批准に
向けて法整備を進め、法整備の一つとして「障害者の雇用の促進等に
関する法律」で所要の改正を行った（2013（平成25）年６月成
立）。 

 

※ ○ 労働・雇用分野については、公共・民間部門での雇用促進等のほか、 

    ① あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに 

      安全・健康的な作業条件を含む。）に関する差別の禁止 

    ② 公正･良好な労働条件、安全・健康的な作業条件及び苦情に対する救済についての権利保護 

    ③ 職場において合理的配慮が提供されることの確保 

     等のための適当な措置をとることにより、労働についての障害者の権利の実現を保障・促進。 

 

○ こうした法整備を行い、2014（平成26）年１月20日に批准され、
同年2月19日に同条約は我が国について効力を発生した。 

 

○ なお、2014（平成26）年3月現在で、世界143の国及び地域が批准
している。 

18 



現在、内閣府で差別解消のための「基本方
針」を策定中。 

 差別的取扱いの禁止 
 合理的配慮の不提供の禁止 

法的義務 

 ○ 平成２５年６月に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を制定 

 
○ 差別解消のための「基本方針」を策定 
  （本年２月２４日に閣議決定）。 
 

○ 「基本方針」に即して、各府省庁等において
本年夏目処で、 

  ・ 国・地方公共団体等の取組に関する要領 
  ・ 事業分野別の指針 
  を作成予定。 

平成１９年に署名した「障害者権利条約」の批准に向けた法整備 

○ 差別的取扱いの禁止 

○ 合理的配慮の不提供の禁止 

雇用分野以外の全般について 

内閣府 

法的義務 

国・地方公共団体等は法的義務 
民間事業主は努力義務 

 ○ 平成２５年６月に、「障害者の雇用の促進等に関する法律」を一部改正し、以下の規定を新設。 

 
○ 必要があると認めるときは、事業主に対

し、助言、指導又は勧告を実施。 
 

○ 労働政策審議会 障害者雇用分科会の
意見を聴いて、「指針」を策定 

  （本年３月２５日に策定）。 

○ 障害を理由とする差別的取扱いの禁止 

○ 合理的配慮の提供義務 

雇用分野（事業主） 

厚生労働省 

法的義務 

平成２８年４月施行 

法的義務 

平成２８年４月施行 
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    障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について 



 
                                  
（１）基本的な考え方 
 

○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。 
 

○ 対象となる障害者の範囲 ： 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の障害が
あるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが
著しく困難な者。  

        

⇒ 障害者手帳所持者に限定されない。 
○ 障害者であることを理由とする差別（直接差別）を禁止。 
 （車いす、補助犬その他の支援器具などの利用、介助者の付き添いなどの利用を理由とする不当な不利益取扱いを含む） 

 
○ 事業主や同じ職場で働く者が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要。 

（２）差別の禁止 
 

○ 募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの各項目において、障害者であることを理由に障害者を排
除することや、障害者に対してのみ不利な条件とすることなどが、差別に該当するとして整理。 

  例：募集・採用 

   イ 障害者であることを理由として、障害者を募集又は採用の対象から排除すること。 
   ロ 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 
   ハ 採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用すること。 
 
○ ただし、次の措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 

   ・ 積極的差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと。 
   ・ 合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果、異なる取扱いを行うこと。 
   ・ 合理的配慮の措置を講ずること。 など 

障害者差別禁止指針 

  障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、 
事業主が講ずべき措置に関する指針（概要） 

 

20 



                          
  
  ・ 単に障害者だからという理由で、障害者を募集の対象としないこと。 
  ・ 単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ特定の資格を有することを応募要件とすること。 
  ・ 採用基準を満たす者が複数名存在した場合に、その労働能力等に基づくことなく、障害者でない者から順番に採用すること。 

差別に該当すると考えられる例（１） 
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１ 募集及び採用 

２ 賃金 

 ・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ賞与を支給しないこと。 
 ・ 昇給に当たって、障害者に対してのみ試験を課すこと。 
 

３ 配置 

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、特定の仕事を割り当てること。 
 （合理的配慮として、障害者本人の障害特性や労働能力、適性等を考慮して特定の仕事を割り当てる場合を除く。） 
・ 営業職への配置に当たって、障害者に対してのみ資格取得を条件とすること。 
・ 営業職への配置の基準を満たす労働者が障害者を含めて複数いる場合に、障害者でない者から順番に営業職に配置すること。 
 

４ 昇進 

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を昇進の対象としないこと。 
・ 障害者に対してのみ上司の推薦を昇進の要件とすること。 

・ 昇進基準を満たす者が障害者を含めて複数いる場合に、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害
者でない者を優先して昇進の対象とすること。 

５ 降格 

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ降格の対象とすること。 

・ 障害者でない者については成績が最低の者のみを降格の対象とするが、障害者については成績が平均以下の者を降格の対象と
すること。 

・ 降格基準を満たす者が障害者を含めて複数いる場合に、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を
優先して降格の対象とすること。 



差別に該当すると考えられる例（２） 
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６ 教育訓練 

・ 一定の職務に従事する者を対象とする教育訓練を行うに当たって、障害者でない者は教育訓練の対象としているが、障害者は教育
訓練の対象としないこと。 

・ 一定の職務に従事する者を対象とする教育訓練を行うに当たって、労働能力等に基づくことなく、障害者については、障害者でない
者と比較して長い勤続年数を教育訓練の受講要件とすること。 

 

７ 福利厚生 

・ 企業が福利厚生の措置を行っている場合に、単に障害者だからという理由で、当該福利厚生の措置の対象としないこと。 
・ 私的保険制度の補助、奨学金の支給等の福利厚生の措置を行っている場合に、障害者に対してのみ、特別な条件を付すこと。 

・ 障害者と障害者でない者が等しく要件を満たしているにも関わらず、障害者でない者を優先して住宅資金の貸付等の福利厚生の措
置の対象とすること。 

８ 職種の変更 

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者だけを総合職から一般職に変更させること。 
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者だけを、一般職から総合職への変更の対象から排除すること。 
・ 一般職から総合職への職種の変更に当たって、障害者に対してのみ長期の勤続年数の要件を付すこと。 

９ 雇用形態の変更 

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者だけを、フルタイムからパートタイムに変更させること。 

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者だけを、パートタイムからフルタイムへの変更の対象から排除
すること。 
・ パートタイムからフルタイムへの変更の基準を満たす労働者の中から、障害者でない者を優先してその対象とすること。 

１０ 退職の勧奨 

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者のみを退職の勧奨の対象とすること。 

・ 障害者でない者については成績が最低の者のみを退職の勧奨の対象とするが、障害者については平均以下の者を退職の勧奨の
対象とすること。 

・ 退職の勧奨の対象となる基準を満たす者が障害者を含めて複数いる場合に、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという
理由で、障害者を優先して退職の勧奨の対象とすること。 



差別に該当すると考えられる例（３） 
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１１ 定年 

・ 障害者でない者には定年を定めない一方で、障害者のみ定年を60歳と定めること。 
・ 障害者でない者の定年は65歳とする一方で、障害者の定年は60歳とすること。 
 

１２ 解雇 

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、解雇の対象とすること。 

・ 障害者でない者については成績が最低の者のみを解雇の対象とするが、障害者については成績が平均以下の者を解雇の対象と
すること。 
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を優先して解雇の対象とすること。 

１３ 労働契約の更新 

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ、労働契約を更新しないこと。 
・ 労働契約の更新の際、障害者に対してのみ、一定以上の成績を上げていることを条件とすること。 
・ 労働能力等に基づくことなく、障害者でない者を優先して労働契約更新の対象とすること。 



 （１）基本的な考え方 
 

○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。 
 

○ 対象となる障害者の範囲 ： 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の障害
があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むこと
が著しく困難な者。  

        

⇒ 障害者手帳所持者に限定されない。 
 
○ 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの。 
 

 
 
（２）合理的配慮の内容 

   ○ 合理的配慮の事例として、多くの事業主が対応できると考えられる措置の例を「別表」として記載。 

（別表の記載例） 

【募集及び採用時】 
 ・ 募集内容について、音声等で提供すること。（視覚障害） 
 ・ 面接を筆談等により行うこと。（聴覚・言語障害）     など 

【採用後】 
  ・ 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。（肢体不自由） 
  ・ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。（知的障害） 
  ・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。（精神障害ほか） など   

 合理的配慮指針 

雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保 
又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を 

改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針（概要）  
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 （４）過重な負担 

○ 合理的配慮の提供の義務は、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合を除く。 
 事業主は、過重な負担に当たるか否かについて、次の要素を総合的に勘案しながら個別に判断する。 
 
    ① 事業活動への影響の程度、  ②実現困難度、  ③費用・負担の程度、  

    ④ 企業の規模、  ⑤企業の財務状況、  ⑥公的支援の有無 
 

○ 事業主は、過重な負担に当たると判断した場合は、その旨及びその理由を障害者に説明する。その場合でも、
事業主は、障害者の意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮の措置を講ずる。 

 
（３）合理的配慮の手続 

○ 募集・採用時 ： 障害者から事業主に対し、支障となっている事情などを申し出る。 
   採  用  後 ： 事業主から障害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認する。 

○ 合理的配慮に関する措置について、事業主と障害者で話し合う。 

○ 合理的配慮に関する措置を確定し、講ずることとした措置の内容及び理由（「過重な負担」にあたる場合は、その
旨及びその理由）を障害者に説明する。採用後において、措置に一定の時間がかかる場合はその旨を障害者に説明
する。 

  ※ 障害者の意向確認が困難な場合、就労支援機関の職員等に障害者の補佐を求めても差し支えない。 

 

（５）相談体制の整備 

○ 事業主は、障害者からの相談に適切に対応するために、必要な体制の整備や、相談者のプライバシーを保護する
ために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知する。 

〇 事業主は、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止を定め、当該措置を講じていることについて、労働者に
周知する。                                                                など 

25 



合理的配慮の具体例（指針別表の事例１） 

26 

障害区分 場面 事 例 事例集 
 ページ 

視覚障害 募集及び採
用時 

・ 募集内容について、音声等で提供すること。 

・ 採用試験について、点字や音声等による実施や、試験時間の延長を行
うこと。 

５ 

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 
・ 拡大文字、音声ソフト等の活用により業務が遂行できるようにすること。 
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 
・ 職場内の机等の配置、危険箇所を事前に確認すること。 

・ 移動の支障となる物を通路に置かない、机の配置や打合せ場所を工
夫する等により職場内での移動の負担を軽減すること。 

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、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こと。 

 
 

６ 
 

聴覚・言語
障害 

募集及び採
用時 

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 
・ 面接を筆談等により行うこと。 

１５ 

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 
・ 業務指示・連絡に際して、筆談やメール等を利用すること。 
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 
・ 危険箇所や危険の発生等を視覚で確認できるようにすること。 

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、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こと。 

 

１７ 



 合理的配慮の具体例（指針別表の事例２） 
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障害区分 場面 事 例 事例集 
 ページ 

肢体不自由 募集及び採
用時 

・ 面接の際にできるだけ移動が少なくて済むようにすること。 ２５ 

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 

・ 移動の支障となる物を通路に置かない、机の配置や打合せ場所を工
夫する等により職場内での移動の負担を軽減すること。 

・ 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。 
・ スロープ、手すり等を設置すること。 
・ 体温調整しやすい服装の着用を認めること。 
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、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こと。  

 

２６ 

内部障害 募集及び採
用時 

・ 面接時間について、体調に配慮すること。 ３５ 

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 
・ 本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること。 

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、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こと。 

 
 

３６ 



 合理的配慮の具体例（指針別表の事例３） 
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障害区分 場面 事 例 事例集 
 ページ 

知的障害 募集及び採
用時 

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 ４２ 

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 
・ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。 

・ 図等を活用した業務マニュアルを作成する、業務指示は内容を明確に
し、一つずつ行う等作業手順を分かりやすく示すこと。  

・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、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こと。 

 

４３ 

精神障害 募集及び採
用時 

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 ５０ 

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 

・ 業務の優先順位や目標を明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順を
分かりやすく示したマニュアルを作成する等の対応を行うこと。 

・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 
・ できるだけ静かな場所で休憩できるようにすること。 
・ 本人の状況を見ながら業務量等を調整すること。 

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、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こと。 

 

５１ 



 合理的配慮の具体例（指針別表の事例４） 
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障害区分 場面 事 例 事例集 
 ページ 

発達障害 募集及び採
用時 

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 

・ 面接・採用試験について、文字によるやりとりや試験時間の延長等を
行うこと。 

５９ 

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 

・ 業務指示やスケジュールを明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順
について図等を活用したマニュアルを作成する等の対応を行うこと。 

・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 

・ 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
の対応を行うこと。 

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、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こと。 

 

６１ 

難病に起因
する障害 

募集及び採
用時 

・ 面接時間について、体調に配慮すること。 
・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 

６８ 

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 
・ 本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること。 

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、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こと。 

 
 
 

６９ 



  合理的配慮の具体例（指針別表の事例５） 
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障害区分 場面 事 例 事例集 
 ページ 

高次脳機能
障害 

募集及び採
用時 

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 ７３ 

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 

・ 仕事内容等をメモにする、一つずつ業務指示を行う、写真や図を多用し
て作業手順を示す等の対応を行うこと。 

・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 
・ 本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること。 

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、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こと。 

 
 
 
 
 

７４ 



参考資料 

（障害者差別禁止指針） 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-
Shokugyouanteikyoku/0000082149.pdf 
 
（合理的配慮指針） 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-
Shokugyouanteikyoku/0000082153.pdf  
 
（障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A） 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-
Shokugyouanteikyoku/0000088851.pdf 
 
（合理的配慮指針事例集） 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-
Shokugyouanteikyoku/0000093954.pdf  



  苦情処理・紛争解決援助について 

障害者である
労働者 

事業主 紛争 

自主的解決 

紛争調整委員会（労働局長の委任によるもの）*  

企 業 

調停委員による調停・調停案の作成・受諾勧告 
都道府県労働局長による紛争当
事者への助言・指導・勧告 

解決しない場合 

都道府県労働局 

◎ 事業主は、障害者に対する差別や合理的配慮の提供に係る事項について、障害者である 
  労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るよう努める。   
◎ 当該事項に係る紛争は、個別労働紛争解決促進法の特例を設け、都道府県労働局長が 
  必要な助言、指導又は勧告をすることができるものとするとともに、新たに創設する調停制度 
  の対象とする。 
  

* 必要があると認めるときは、当事者又は障害者の医療等に 
  関する専門的知識を有する者などの意見を聴くことが可能  
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  法定雇用率の算定基礎の見直しについて 

 ◎ 法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者を追加 【施行期日 平成30年4月1日】。  

 ◎ 法定雇用率は原則５年ごとに見直し。 

  ⇒ 施行後５年間（平成30年4月1日～平成35年3月31日まで）は猶予期間とし、精神障害者の 
    追加に係る法定雇用率の引き上げ分は、計算式どおりに引き上げないことも可能。  
  ※ 具体的な引上げ幅は、障害者の雇用状況や行政の支援状況等を踏まえ、労働政策審議会障害者雇用分科会で議論。 

【法定雇用率の算定式】 

 身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

＋  失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

常用労働者数 － 除外率相当労働者数 ＋ 失業者数  
法定雇用率   ＝ 

【激変緩和措置の内容】 

追加 

○ 平成25年4月1日～平成30年3月31日 

    身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率（2.0％）    
○ 平成30年4月1日～平成35年3月31日 
    身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率と 
    身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率との間で政令で定める率    
○ 平成35年4月1日以降 

    身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率 
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  法定雇用率の対象となる障害者の範囲の変遷 

昭和51年 
10月 

昭和63年 
4月 

平成10年 
7月 

平成18年 
4月 

実雇用率に追加 
 

精神障害者を雇用した場合
は、身体障害者又は知的障
害者を雇用した者とみなす。 

 

実雇用率に追加 
 

知的障害者を雇用した
場合は身体障害者を雇
用した者とみなす。 

法定雇用率の算定基礎の対象 
「身体障害」のみ 

 昭和51年、身体障害者を対象とする雇用率制度を創設。平成10年には、知的障害者を法定雇用率の算定

基礎の対象に追加。さらに、平成30年４月から、精神障害者を法定雇用率の算定基礎の対象に追加（※）。 

 
※ 施行後５年間は激変緩和措置として、身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率と身体障害者・知的

障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率との間で政令で定める率とする。 

法定雇用率の算定基礎の対象 
「身体障害」と「知的障害」 

法定雇用率の算定
基礎の対象 

「身体障害」と「知的
障害」と「精神障害」 

平成30年 
4月 

各企業が雇用する障害者の割合（実雇用率）を計算する
際の対象には、知的障害者を昭和63年に、精神障害を平
成18年に追加。 

精神障害者 

知的障害者 

身体障害者 
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第2部 
 

医療現場での障害者雇用の
可能性を探る 
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• 障害者を雇用する余裕のある大手企業の      
工場も支店もない。 

• 雇用の場自体が少なく、地域経済の停滞や
地域人口の減少で閉鎖する事業所もある。 

• 産業といっても、雇用吸収力のあるのは農林
水産業、介護・医療業くらい。 

• 一般就労を希望する障害者が少なく、就労支
援機関も少ない。 

 

地方での雇用開拓は難しいのか 
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地方での雇用開拓の可能性 

• 農林水産分野での雇用（農障連携） 

  農林水産業での人材不足の充足 

   障害特性に合う作業が多い 

  「農業分野における障害者就労マニュアル」 
     http://www.maff.go.jp/j/keiei/kourei/syougai/pdf/2008.pdf 

• 高齢者サービス分野での雇用（障高連携） 

  日常生活に必要なちょっとした支援（買物宅配等） 

• 医療機関での雇用 

  病院は「仕事の宝庫」 

   様々な業務の切り出しが可能 
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• 「当院の使命は障害者を雇用することではない」 

• 「患者に何かあったら誰が責任を取るのか」 

• 「国家資格のある障害者を募集しているが、応募が
ない」 

• 「ハローワークにお願いしているが、希望に合う人を
紹介してくれない」 

• 「院内に障害者にできる仕事が見当たらない」 

• 「障害者にできそうな清掃・洗濯・厨房などは既に外
注してしまっている」 

 
38 

障害者雇用に対する医療現場の反応 



39 

こんな医療機関もあります 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発行の「働く広場」2012年12月号から転載 



「院内スタッフに歓迎される障害者雇用」とは？ 

従来、看護師等の職員が業務の片手間に 

行っていた作業を切り出し、 

障害のあるスタッフが行う業務として 

集中・再編成することによって、 

雑務から解放され本来業務に専念できる 

職員から歓迎され、 

医療機関の業務の効率性が向上するような 

障害者雇用 
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病院で障害者雇用を進める意義 

１．地域社会への貢献の観点 

 

２．業務の効率化の観点 

 

３．コンプライアンスの観点 

 

４．経済的な損失の回避の観点 

 

 
41 



１．地域社会への貢献の観点 

  医療機関は、疾病の予防、治療、リハビリテーション等を通
じて、地域住民の健康福祉水準の維持向上に貢献することを
使命としている。 

 

 障害者雇用の対象となるのは、医療サービスを現在受けてい
たり、過去に受けたことのある方々であり、障害者雇用を進め
ることは、医療機関に関わりのある方々に働く機会を提供する
ことを通じ、地域社会に貢献すること。 

 

 多くの地域住民が患者や家族の立場で出入りする医療機関
において、障害のあるスタッフが働いている姿を見てもらえば、
障害があっても工夫すれば十分戦力になることの啓発効果は
大きい。 
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２．業務の効率化の観点 

 障害者雇用が進んでいる事業所では、障害のあるスタッフが
従事する仕事を切り出す過程で、業務の見直し・再編が進み、
全体として業務の効率化が進む効果がある。 

 

 看護師等が毎日行う仕事の中には、国家資格を有する職員
が行う必要のないものも含まれており、障害者雇用を始めるこ
とで、こうした作業から看護師等が解放されれば、国家資格を
活かす業務に専念でき、残業も減らせる。 

 

 障害者雇用を進めることにより、職場の環境が改善されてい
けば、看護師等の離職も減り、新たな人材確保もしやすくなる。 
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３．コンプライアンスの観点 

 民間事業所に適用される法定雇用率は、平成25年4月に1.8%
から2.0%に引き上げられたが、精神障害者が法定雇用率の算
定基礎に追加されるのに伴い、平成30年には現行より更に引
き上げられることが確実。 

 

 従って、現在は法定雇用率を達成している事業所でも、離職
後の補充分に加え、更に雇用を進めないと未達成状態になる
可能性。 

 

 加えて、医療業の除外率は、平成16年4月に40％に引き下げ
られ、更に平成22年７月に30％に引き下げられた。除外率によ
る下駄を外せば、2.0％でも実態は1.4％に過ぎない。今後、除
外率は段階的にゼロに近づいていくので、現状からのハードル
は他業種以上に高いことに十分留意する必要。 
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４．経済的な損失の回避の観点 

 雇用不足数1名あたり月5万円（年間60万円）の納付金を納付

する義務が課せられているが、納付金を納付しても雇用率未達
成に伴う行政措置（雇入計画策再命令、事業者名公表）が免除
されるわけではなく、単純に資金が外部に流出。 

 

 納付義務は、常時雇用する職員が200人を超える事業者（法
人単位）に限られていたが、平成27年4月から100人を超える事
業者にまで対象が拡大。 

 

 障害者の雇用には人件費等のコストが伴うが、納付金の削減
に加え、ハード面の環境整備や支援者の配置等に対する助成
もあり、これらを上手に活用すれば、負担は更に軽減。 

45 



（参考）診療報酬上の扱い 

 障害者雇用で切り出される業務は、一般的には診療報酬で
評価されず（つまり収入面では貢献しない）、業務全体の効率
化が進むことを通じて経営に貢献すると考えられている。 

 

 例外的に、障害のある職員（非常勤を含む）を病棟に配置して
看護師の負担を軽減する業務に従事させる場合は、看護補助
者として「急性期看護補助体制加算」や「看護補助加算」の必
要人数にカウントできることがある。 

 

 この場合は、障害者雇用を進めることが診療報酬の加算の取
得や維持にも貢献することになる。 
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「職員に歓迎される障害者雇用」の進め方 

１．先行事例に学ぶ 

２．業務の切り出し 

３．人材の募集 

４．職場実習 

５．院内の意識啓発 

６．採用 

７．採用後の仕事の習得 

８．定着支援 

９．離職・転職の支援 
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１．先行事例に学ぶ 

 何より大切なことは、病院内で障害者雇用を本格的に進める
ことについて、共通認識に基づく確固たる意思決定がされるこ
と。 

 

 ハローワークからの指導を受けての 「やらされ感」で取り組
むのではなく、障害者雇用を機会に業務全体の効率化を図るこ
とで 「職員に歓迎される障害者雇用」 が実現できることの「納
得感」を持って取り組むことがポイント。 

 

 実際に先行事例の医療機関を訪問し、看護部門や事務部門
の職員から直接話を聞き、イメージを実感することが何より大
切。人事担当者に加え、少なくとも看護部長と事務部長は、先
行事例を実際に見に行くべき。 

48 



２．業務の切り出し 

 今や知的障害や精神障害（発達障害を含む）も視野に入れた
人材確保を考えないと、法定雇用率の達成は難しい状況。 

 

 そのためには、業務を再整理して、比較的単純な作業に整理
する「業務の切り出し」が不可欠。この過程では、業務の内容を
詳細に把握する必要があるため、業務の効率化を進める契機
となる。 

 

 検討作業に看護部長等に加わってもらい、病棟や外来で看護
師の業務負担を軽減するため、看護師でなくてもできる単純作
業を切り出してもらい、それを障害のあるスタッフの仕事として
いくことで、「職員に歓迎される障害者雇用」が実現できる。 
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３．人材の募集 

 第1のルートは、ハローワークからの紹介。ハローワークを使

いこなすことは必要だが、障害者雇用が「売り手市場」の現在
では、ハローワークに求人表を提出して待つだけの姿勢では不
十分。 

 

 第2のルートは、特別支援学校の在学生の現場実習を受け入

れることで開拓されるルート。若干時間はかかるが確実な供給
源であり、中長期的な関係づくりは不可欠。 

 

 第3のルートは、地域の就業支援機関からの職場実習を受け
ることで開拓されるルート。この10数年の間に、ハローワーク以

外に障害者の就業支援機関が整備されてきたことで、事業者
が安心して雇用できる環境が地域の中に整ってきた。 
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４．職場実習 

 知的障害や精神障害（発達障害を含む）は障害の状況が外
見からは判断できないため、面接だけで採用を決めるのにはリ
スクを伴う。 

 

 一定期間の職場実習を経て、仕事や職場への適合性を見た
うえで採用を決めると、現場の職員の納得感も得やすい。雇用
される障害者にとっても、自分に向いている仕事なのか、長く働
けそうな職場なのか事前に判断でき、定着率も高くなる傾向。 

 

 職場実習には、ハローワークが窓口となり事業所と本人の双
方に訓練費や手当が支給される実習もあるが、一般的には就
業支援機関が実施主体となり、訓練費も手当も支給されない実
習が行われている。ハローワーク以外の実習を受ける場合は、
その旨を予めハローワークに伝えておくと良い。 
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５．院内の意識啓発 

 家族等身近に障害のある方がいればともかく、医療スタッフ
が一般的に障害のことを理解しているわけではない。 

 

 障害のあるスタッフが働く特定の部門だけでなく、医療機関全
体に対して、職員に対する事前の意識啓発を行う必要がある。 

 

 職員への意識啓発のタイミングとしては、職場実習を受ける
職場では職場実習に先立ち行い、それ以外の職場では実際に
採用が決まって働く迄に行うのが望ましい。職員研修等の機会
を設ければ、地域の就業支援機関から講師を派遣してくれる。 

 

 実際上一番効果的なのは、障害のあるスタッフが現場で働く
姿を見てもらうことに尽きる。 

52 



６．採用 

 採用の判断は、面接だけで行うのではなく、職場実習の状況
も踏まえて判断することが望まれる。職場実習の結果を踏まえ、
より適性のある業務で採用する場合もある。 

 

 雇用の形態としては、常勤職員としての雇用のほか、非常勤
職員としての雇用であっても、勤務時間に応じて雇用率にカウ
ントできる。 

 

 賃金については、障害があることのみで一般の職員と差をつ
けるのは適切ではないが、従事する業務の内容（補助業務等）
に応じた賃金表や賃金単価を設けている例も多い。 
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７．採用後の仕事の習得 

 事前の職場実習を行った場合でも、仕事の質や速度を高める
ために作業工程を変更することが必要になったり、当初予定し
た業務以外の業務に変更するような場合もある。 

 

 こうした際には、外部の支援機関からジョブコーチを派遣して
もらうことが可能。 

 

 ジョブコーチは、採用直後だけでなく、仕事が変わり新たな仕
事を習得する際にも利用できる。費用は無料だが、トータルで
派遣日数に上限が設けられている。 
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  職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援 

◎支援内容 

事 業 主 
(管理監督者・人事担当者) 

ジョブコーチ 

障 害 者 

同僚 

同僚 

上司 家族 

・ 障害の理解に係る社内啓発 

・ 障害者との関わり方に関する助言 

・ 指導方法に関する助言 
・安定した職業生活を送るための家族の 
 関わり方に関する助言 

・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言 
・配置、職務内容の設定に関する助言 

・業務遂行力の向上支援 
・職場内コミュニケーション能力の向上支援 
・健康管理、生活リズムの構築支援 

◎標準的な支援の流れ 

 

不適応課題を分析し、 

集中的に改善を図る 

  

 週３～４日訪問 

 

支援ﾉｳﾊｳの伝授やｷｰﾊﾟｰｿﾝ

の育成により、支援の主体

を徐々に職場に移行 

    週１～２日訪問 

 

数週間～数ヶ月 

に一度訪問 

移行支援 集中支援 
フォロー
アップ 

支援期間１～７ヵ月（標準２～４ヵ月）（地域センターの場合）  

◎ジョブコーチ配置数（２６年４月１日現在） 

計１，２３６人 地域センターのジョブコーチ    ３１２人
第１号ジョブコーチ（福祉施設型） ７４４人
第２号ジョブコーチ（事業所型）  １８０人 

支援対象者数  ３，７４９人 

職場定着率（支援終了後６ヶ月）  ８８．２％ 
   （支援終了後６ヵ月：24年10月～25年９月までの支援修了者の実績） 

◎支援実績（２５年度、地域センター） 

 障害者の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣し、 

 ・ 障害者に対する業務遂行力やコミュニケーション能力の向上支援 

 ・ 事業主や同僚などに対する職務や職場環境の改善の助言を実施 
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８．定着支援 

 長期にわたり安定した職業生活を維持するためには、病院側
の雇用管理に加えて、日常生活面を支える支援機関の存在が
必要。 

 

 特別支援学校の卒業生や移行支援事業所から就職した者に
対しては、それぞれの施設から概ね3年間は定着支援の訪問
等が行われることが想定されている。 

 

 地域の就業支援機関に登録されている者に対しては、支援機
関が日常生活面の支援を行っており、職場と家庭との調整も含
めて対応してくれる。長く安定した雇用をしようと考え、地域の
就業支援機関に登録されていることを採用の条件にする事業
者も増えている。 
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  障害者就業・生活支援センター 

業務の内容  就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要
とする障害のある方に対し、センター窓口での
相談や職場・家庭訪問等を実施します。 

＜就業面での支援＞ 

○ 就業に関する相談支援 

 ・ 就職に向けた準備支援（職業準備訓練、 

  職場実習のあっせん） 

 ・ 就職活動の支援 

 ・ 職場定着に向けた支援 

○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏まえ   

 た雇用管理についての事業所に対する助言 

○ 関係機関との連絡調整 

＜生活面での支援＞ 

○ 日常生活・地域生活に関する助言 

 ・ 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理 

  等の日常生活の自己管理に関する助言 

 ・ 住居、年金、余暇活動など地域生活、 

  生活設計に関する助言 

○ 関係機関との連絡調整 

雇用と福祉のネットワーク 

障害のある方 

相談 

地域障害者 

職業センター 

専門的支援 
の依頼 

生活支援 
（生活支援担当者1名） 

就業支援 
（就業支援担当者2～６名） 

ハローワーク 

事業主 

職場適応支援 

求職活動支援 

特別支援学校 
連携 

保健所 
保健サービスの 

利用調整 

福祉事務所 
福祉サービスの 

利用調整 

医療機関 

医療面の相談 

○ 関係機関と 

の連絡調整 

○ 日常生活・ 

地域生活に関 

する助言 

○ 就業に関す 

る相談支援 

○ 障害特性を踏 

まえた雇用管理 

に関する助言 

○ 関係機関と 

の連絡調整 

一 

体 

的 

な 

支 

援 

自立・安定した職業生活の実現 

技術的支援 

就労移行支援
事業者等 

 

基礎訓練の 

あっせん 

対象者の送
り出し 

  【25年度実績】  対象者数  125,286人  
             就職件数    17,408件   就職率 75％ 

 障害者の身近な地域においては、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う 

  「障害者就業・生活支援センター」の設置を拡充 

 21センター（14年5月事業開始時）→ 325センター（27年１月現在） 
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９．離職・転職の支援 

 採用前に職場実習で確認していても、必ずしも十分な評価が
できるとは限らず、雇用した医療機関の側が努力し、本人も頑
張っても、その職場で働き続けることが本人のためにならない
場合もある。 

 

 そのような場合には、いったん職場を離職して、本人の状況
に適した先に移ることが適切。移る先が他の職場でもデイケア
でも、本人にとって望ましい場所につなげるという視点で対応す
ることが必要。 

 

  こうした役割は、雇用の当事者である医療機関では担うこと
はできない。地域の就業支援機関が継続的に支援を行うなか
で対応するからこそ、円滑な離職・転職も可能になる。 
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