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祝 全障研第 43 回全国大会 ｉｎ いばらき 2009 
 
 

私たちは 障がいのある人の 

        雇用を進めます 

＝ 障がい者雇用 Ｑ ＆ Ａ 版 ＝ 

 

 

 

 
 
 
 
全国障害者問題研究会茨城支部では、全障研茨城大会を支える要員の方々への支援（お

弁当、Ｔシャツ）として、「私たちは障がいのある人の雇用をすすめます」とのキャッチ

コピーに賛同いただける企業から広告を募集いたしました。労働組合、民主団体等からも

募集しました。ご協力いただいたみなさまにこころから感謝申し上げます。 
私たちは、ここ数年間、茨城県内にある企業の障がい者雇用状況を、いわゆる「障害者

法定雇用」を中心に、調査研究してきました。それらをもとに、障がい者の雇用をいま一

段進めるために、１０項目の問答を、広告とあわて掲載いたしました。ご活用いただけれ

ば幸いです。 

09 年８月 

全国障害者問題研究会茨城支部 
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Ｑ１ 民間企業では、障がい者を雇用しなくてはいけないのですか？ 
 
Ａ 日本では、障がい者の雇用について、「障害者の雇用の促進等に関する法律」が定め

られています。その法律の「第５条 事業主の責務」に「障害者の雇用に関し･･･協力する

責務を有する」と書かれています。そして、民間企業には、1.8％の障がい者法定雇用率が

定められ、障がい者雇用が義務付けられています。これにより従業員 56 人以上の企業に 1

人以上の障がい者を雇用する義務が生じます。 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律 

（第５条 事業主の責務） 

 すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者であ

る労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を

有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与える

とともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めな

ければならない。 
 
 近年、企業の側からも、「企業の社会的責任（ＣＳＲ Corporate Social Responsibility）」

との考えから、障がい者雇用への取り組みも増えています。ＣＳＲとは、企業は社会的存

在として、最低限の法令遵守や利益貢献といった責任を果たすだけではなく、市民や地域、

社会の顕在的・潜在的な要請に応え、より高次の社会貢献や配慮、情報公開や対話を自主

的に行うべきであるという考えのことです（＠ＩＴ情報マネジメント用語事典

http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/csr.html より）。企業は、利潤追求を目的としてい

ますが、企業においても人権意識を高め、地域社会へ貢献する社会的責任（ＣＳＲ）も同

時に持っています。障がい者の雇用も企業の社会的責任として位置づけられます。 
 茨障研の調査※では、「障がい者が働くことは人間としての基本的権利であり、この権

利は社会的に保障されなければならない」との質問に、回答のあった 245 企業の 96％が「そ

う思う」と肯定的に回答しています。さらに、76％が「障がい者を雇用し、就労を支援す

ることは企業の義務である」と答えています。こうした回答から、かなりの民間企業で、

障がい者雇用は当然だとする意識が共有されつつあることがわかります。 

県民は、ＣＳＲに取り組み、障がい者雇用をすすめる企業をこそ、信頼し評価していま

す。 
  ※ 全国障害者問題研究会茨城支部『障害者の人権としての「雇用問題」－障害者法

定雇用率の達成をめざす調査研究－』（平成 18 年度茨城県人権啓発等事業報告書）

2007 年 3 月 28 日。 

 

http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/csr.html
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Ｑ２ 障がい者が働くといっても、長時間の労働を強いられたり、給料が不当に低賃金だ

ったりという、虐待や人権侵害の事件も起きていますが･･･。 
 
Ａ 先に述べたように、「企業の障がい者雇用は当然」という意識が広まっているにもか

かわらず、他方で、就労している障がい者への虐待や差別、解雇問題など、人権にかか

わる事態が発生しています。（最近、障がい者の “一般就労”だけが強調される傾向に

ありますが、その問題点はＱ８でとりあげます。） 
  いま大切なことは、「障害者が働く」ことを基本的権利として認めるとともに、その

権利を保障する実際的な手だてを講ずることだと考えます。 
国際的機関の ILO（国際労働機関）は、ILO 憲章に基づき達成すべき今日的な主目標

として「ディーセント・ワーク（decent work）の実現を！」と呼びかけています。日本

政府は、これを「働きがいのある人間らしい仕事」と訳して、その内容を以下のように

整理、説明しています。人々が働きながら生活している間に抱く願望、すなわち、①働

く機会があり、持続可能な生計に足る収入が得られること、②労働三権などの働く上で

の権利が確保され、職場で発言が行いやすく、それが認められること、③家庭生活と職

業生活が両立でき、安全な職場環境や雇用保険、医療・年金制度などのセーフティーネ

ットが確保され、自己の鍛錬もできること、④公正な扱い、男女平等な扱いを受けるこ

と、といった願望が集大成されたものである、と。 

ILO は、障害者権利条約の起草のために「ディーセント・ワークへの障害者の権利」

（2003 年）という観点から、ディーセント・ワークの権利性を強調しています。そうい

った権利性と一体として「ディーセント・ワーク」が提起されていることに、注目する

必要があります。日本政府の内容説明にも「労働三権などの働く上での権利が確保」な

どに、それは反映されています。（decent とは「（社会的規準からみて）ちゃんとした、

品位のある、見苦しくない」などが本来の意味で、そこから「正規の」「法定基準がし

っかりしている」という意味で使われていると考えられます。日本政府の「働きがいの

ある人間らしい仕事」とし、「働きながら・・抱く願望」と説明している点は、権利性

を曖昧にした解釈として気になります。） 

ともあれ、障がい者の一般就労を考えるとき、ILO が提起しているディーセント・ワ

ーク実現のための４つの条件（下記）をしっかりと保障することは大切です。これは国

際的な潮流として、わが国にも強く要請されているものです。 

「各国は、以下の４つの状況に照らし、国内事情等に応じそれぞれに達成可能な目標

を立てることが重要である。 
(1) ILO で制定された労働に関する国際的な基準（条約等）の適用状況 

(2) 雇用と収入の確保の状況 

(3) 社会的保護や社会保障の適用状況 

(4) 政労使三者を含む関係者による対話促進の状況」 
―厚生労働省のホームページより 

国連の「障害者の権利条約」には、「障害者が、奴隷の状態又は隷属状態に置かれない

こと及び他の者と平等に強制労働から保護されることを確保する」とあり、わが国でもそ

の具体化が求められています。なおＱ６も参照してください。 
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Ｑ３ 茨城の民間企業の障がい者雇用の状況はどうなっていますか？ 

 
Ａ 全国障害者問題研究会茨城支部では、障がい者の雇用を権利保障として位置づけ、茨

城県内の民間企業の障がい者法定雇用率（1.8％）未達成企業を、茨障研のホームページ（「茨

障研」で検索）で公開※してきました。 
茨城県の民間企業の実雇用率は 1.54％（2008 年 6 月 1 日現在）で、全国第 33 位です。

すでにいくつかの県（山口県 2.22％、大分県 2.20％、佐賀県 2.13％、福井県 2.02％、長

崎県 2.01％％など 10 県）では、法定雇用率 1.8％を超えています。仮に県内企業が 1.8％

を達成すると、新たに 851.5 人の障がい者雇用の道が拓かれます。これは、実現している

県があることを考えると、実現可能な目標です。 
県内の未達成企業は 534 企業で、達成企業は 574 企業でした。法定雇用率達成企業の割

合は 51.8％です。この割合は、県内の半数以上の企業が法定雇用率を達成し、全国平均

（44.9％）を上回るものです。 

法定雇用率達成企業の割合は全国水準よりも高いにもかかわらず、実雇用率は全国レベ

ルより低位にあります。この要因は、「0 人雇用企業」と「不足数－0.5 人又は 1 人－」

（0.5 人とは、就労時間が 20～30 時間の精神障害者 1 人を 0.5 人分としてカウントする

ことによる）の企業が、全国平均より高い％であることによります。つまり、裏を返せば、

茨城県では、法定雇用率未達成企業のうち、「一人も障がい者を雇用していない」企業、

あるいは「あと一人雇用すれば達成できる」企業が多いこと、したがって「一人は雇用す

る」また「あと一人雇用する」が「法定雇用率」を改善するための重点課題といえます。

規模別で見ると、「56 人～99 人」規模企業の実雇用率は最も低い 1.27％でした。厚生労

働省では、雇用率達成指導の強化策として、障がい者を雇用していない「０人雇用企業」

と「不足人数の多い企業」への指導を強めると言っています。 

県内の「０人雇用企業」は 354 企業あり、ほとんどは 300 人未満規模の企業です。6 年

間続けて全く雇用なしの「0 人雇用企業」は 67 企業ありました。「障がい者に合う仕事

の発見」「相談できる窓口の開設」とのニーズに応えた施策が必要です。 

不足人数が多い（5人以上）企業は 18 企業あり、10 人以上不足する企業は 3企業です。

「障がい者を雇用したい」との回答も多く、「障がい者に合う仕事の発見」「トライアル

雇用の充実」「助成金制度の手続きや期間の改善」のニーズがあります。 

障がいのある人たちが、生き生きと働ける企業は、誰もが生き生きと働ける企業です。

障がい者雇用へ「はじめの一歩」、そして「次の一歩」を踏み出すことを、心から願って

います。 

  ※ 全国障害者問題研究会「茨城県における障害者雇用の現状と課題―2003 年～2008
年、企業・法人等別にみる雇用率達成状況の経過分析―」2009 年 3 月。茨障研のホ

ームページ（「茨障研」と検索）でご覧いただけます。 
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Ｑ４ 最近、障害者雇用促進法が改正されたと聞きましたが、ポイントはなんですか？ 
 
Ａ 厚生労働省のホームページに、改正の要点が掲載されています。それによれば、ポイ

ントは、「障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大」「短時間労働（週所定労働時間 20
時間以上 30 時間未満）が障害者雇用率制度の対象」「障害者雇用率の算定の特例の創設」

の 3 点です。 
☆ 障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。 

・常用雇用労働者 201 人以上の事業主平成 22 年７月～ 
・常用雇用労働者 101 人以上の事業主平成 27 年４月～ 

☆ 短時間労働（週所定労働時間 20 時間以上 30 時間未満）が障害者雇用率制度の対象

となります。（平成 22 年７月～） 
常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を 0.5 カウン

トとしてカウントすることとなります。 
☆ このほか、障害者雇用率の算定の特例を創設します。（平成 21 年４月～） 
・企業グループ算定特例 
・事業協同組合等算定特例 

と説明されています。 
障害者雇用納付金制度とは、事業主間の経済的負担を調整する観点から、雇用障がい者

数が法定雇用率（1.8％）に満たない事業主から、その雇用する障がい者が１人不足するご

とに１月当たり５万円を徴収し、それを原資として、法定雇用率を超えて障がい者を雇用

する事業主に対し、障害者雇用調整金（超過１人につき１月当たり２万７千円）や助成金

を支給する仕組みです。この障害者雇用納付金の徴収は、1977 年以降、経過措置として、

常用雇用労働者を 301 人以上雇用する事業主のみを対象としてきました。しかし、近年、

障がい者の雇用が着実に進展する中で、中小企業における障がい者雇用状況の改善が遅れ

ており、障がい者の身近な雇用の場である中小企業における障がい者雇用の促進を図る必

要があることから、2010 年７月から常用雇用労働者が 201 人以上 300 人以下の事業主へ、

2015 年４月から、常用雇用労働者が 101 人以上 200 人以下の事業主に、障害者雇用納付

金制度の対象が拡大されます。なお、制度の適用から５年間は、納付金の減額特例が適用

されます。 
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Ｑ５ 「雇用納付金の拡大」は、どの程度の影響を持ちますか？ 

 

Ａ 民間企業の雇用率の実態から見てみましょう。茨障研の調査では、2006 年現在で、法

定雇用率未達成企業 501 企業のうち、4 年間連続する法定雇用率未達成企業は 203 企業あ

り、501 企業の 41％でした。その 203 企業のうち「一度も改善傾向が見られなかった企業」

（以下，「改善されない企業」と呼ぶ）は、144 企業ありました。この数値は、4年間連続

する未達成企業の 71％にあたります。 

この「改善されない企業」の実態について調べます。「改善されない企業」の 96％が「300

人未満規模」の企業です。100 人未満は 40％（「56～99 人」規模企業で 58 企業）です。 

また、「改善されない企業」（144 企業）のうち 121 企業（84％）は「0人雇用企業」で

した。121 企業を、規模別で見ると、120 企業が 300 人以下企業で占め，そのうち 166 人以

下企業（56 人以上）は 90％を占めていました。 

 こうした結果から、雇用納付金の拡大の施策、常用雇用労働者が 101 人以上への事業主

への拡大（2015 年４月から）は、改善されない企業 60％が対象（100 人未満企業 58 企業・

40％を減じた）をとなり、雇用の困難な小規模企業に対する、雇用開拓のためのきめ細か

で具体的な援助･指導と並行して行われれば、雇用率向上の一定の効果を持つと予想できま

す。 

 

表 1 企業規模別「改善されない企業」 

規模別（算定労働者数） 企業数（144） ％(/144) 

56～ 99 人 58 企業 40％ 

100～299 人 80 企業 56％ 

300～499 人 4 企業 3％ 

500～999 人 2 企業 1％ 

1000 人以上 0 企業 0％ 

 

表 2  規模別「改善されない」「0人雇用企業」 

規模 雇用すべき数 企業数 %（／121） 

56～111 人 1 人 72 企業 60％ 

112～166 人 2 人 34 企業 30％ 

167～222 人 3 人 11 企業 9％ 

223～277 人 4 人 3 企業 2％ 

278～333 人 5 人 1 企業＊ 1％ 

＊算定労働者数が 314 人規模の企業 

 

※ 船橋秀彦「障害者法定雇用率未達成企業に関する一考察（第二報）－障害者法定雇用

率が改善されない企業の実態」（日本特殊教育学会神戸大会、2007年9月） 
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Ｑ６ 国連の「障害者の権利に関する条約」では、障がい者雇用はどう位置づけられてい

ますか？ 
 
Ａ 2006 年 12 月に国連で「障害者の権利に関する条約」が採択されました。日本政府は、

2007 年 9 月に署名し、現在、条約の採択に向けて動いています。この「障害者の権利に関

する条約」では、障がい者の雇用における「直接的差別」「間接的差別」の禁止に加え、

「職場において合理的配慮(Reasonable Accommodation)が障害のある人に提供されるこ

と」をあげ、障害者の権利が実質的に保障される内容として「合理的配慮」という考え方

を提起しています。大事なことはこの「合理的配慮」がない状態は、「障害に基づいた差

別」としていることです。 

「第二十七条 労働及び雇用」（外務省仮訳）には、「障害者が他の者と平等に労働に

ついての権利を有することを認め」、以下の差別禁止を掲げています。 
（a） 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、

昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。）に関し、障害を理由とする差別を

禁止すること。  

（b） 他の者と平等に、公正かつ良好な労働条件（例えば、均等な機会及び同一価値の労

働についての同一報酬）、安全かつ健康的な作業条件（例えば、嫌がらせからの保

護）及び苦情に対する救済についての障害者の権利を保護すること。  

（c） 障害者が他の者と平等に労働組合についての権利を行使することができることを確

保すること。 

（略） 

（g） 公的部門において障害者を雇用すること。  

（h） 適当な政策及び措置（積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含めることが

できる。）を通じて、民間部門における障害者の雇用を促進すること。  

（i） 職場において合理的配慮が障害者に提供されることを確保すること。  

ここでは、特に「職場において合理的配慮が障害者に提供されることを確保すること」

が注目されます。これは、企業に合理的配慮義務が生じ、合理的配慮の欠如が、差別に当

たるという考え方で、これまでの日本にはない考え方だからです。合理的配慮とは、「特

定の場合において必要とされる、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人

権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調

整であって、不釣合いな負担を課さないものをいう」（第 7 回国連･特別委員会）とされ、

合理的配慮がない状態も「障害に基づいた差別」と考えられます。 

※ 玉村久二彦「国連・障害者権利条約における『合理的配慮』規定の推移とその性格」

（『障害者問題研究』第 34 巻第 1号、2006 年） 
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Ｑ７ どうして障がい者雇用は改善しないのですか？ 

 

Ａ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」（「障害者雇用促進法」）では、障がい者の

法定雇用率を、一般の民間企業で 1.8％とし、56 人以上の企業では１人以上の障がい者を

雇用することになっています。しかし、この法律は成立以来これまで一度も完全に守られ

たことがありません。ではどうして障がい者雇用は改善しないのでしょうか？その原因を、

未達成企業の年間変動から探ってみましょう。 
 前年に「未達成」だった企業が翌年にどう変わったか、また当年の「未達成企業」がそ

の前年はどうだったのかを、2006 年と 2007 年の間で比較してみます（図 1）。 
 
その結果、以下のこと

がわかりました。 
①「未達成から達成に転

じた」企業（2007 年）は

前年の「未達成企業」の

約 1／５（93/501）あり、

これら企業の積極的な

取り組みがうかがわれ

ました。 

② 前年の「未達成企

業 」 の う ち 、 70 ％

（352/501）が翌年（2007

年）も「未達成企業」と

なり、それはまた当年の

「未達成企業」の 68％

（352／519）にあたります。「未達成企業」の２／３以上が固定化した「前年に続く

未達成」企業でした。 

③ 当年（2007 年）の「未達成企業」にはまた、「新規の未達成企業」（125）が加わ

っています。企業数では「未達成から達成に転じた」企業数を上回っているのです。

それらは 300 人以下の小規模企業で、とくに「100 人未満の企業」（71％、88 企業）

の多くは、先年に「56 人未満以下の企業」であったと推測されます。 
つまり、「改善された企業」と同数以上の「新規に未達成企業に加わる企業」があり、

その多くが未達成企業予備軍とも呼べる「56 人以下企業」からの新規に加入すると推定さ

れたのです。 
障害者雇用促進法に基づく法定雇用率は、「56 人未満企業」には適用されません。この

雇用率制度は「（1.8%などの）割当制度」であり、個人の権利保障制度ではないからです。

その点から考えると、障害者雇用促進法のみでは、改善が難しい課題となります。 

国連で発効した「障害者の権利に関する条約」では「差別禁止」を基本とした「合理的

配慮の提供」を求めています。雇用率制度（割当制度）を完全実施するうえでも、割当雇

用制度と「差別禁止」を基本にした「合理的配慮の提供」という権利保障の視点を併せて

導入することが、障がい者雇用率改善のためにも必要であることが示唆されます。 
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Ｑ８ 障がい者雇用の施策はどう進んでいますか？ 雇用にあたって、「はじめの一歩の

ために」どんな配慮を障がい者にしたら良いのですか？ 

 

Ａ１ わが国では、「障害者基本計画」（2002 年策定）によって、「障害の有無にかか

わらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合う共生社会」を目指しています。

そして、「障害者基本法」（2004 年改正）によって、「障害者が差別されることなく、

社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現」が求め

られています。この「共生社会」の実現に、障がい者雇用の促進は欠かせません。そのた

めに、わが国では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」によって、民間企業に 1.8％
の障がい者雇用義務を課しています。また、９月を「障害者雇用支援月間」（主管：厚生

労働省障害者雇用対策課）と位置づけて、障がい者雇用を支援しています。 

茨城県策定の『障害者プラン』でも、「障がい者雇用率 1.8％」の達成を掲げています。 
 近年、特に、障がい者の“一般就労”が声高に叫ばれています。「再チャレンジ支援策

（内閣府）」や「成長力底上げ戦略（内閣府）」の一環として、障がい者の一般雇用が強

調されています。私たちは、「障がい者が働く」ことを、“一般就労”に解消したり、そ

れを中心に据えることは、「障害者基本法」の趣旨にも反するものだと考えます。そうい

う政策的傾向の背景には、国の財源縮小と公費を投入しない人材対策があり、｢福祉から雇

用へ｣といった、“福祉”のお世話にならない、税金を払う障がい者作りが目指されている

ことにも留意が必要です。 

 
Ａ２ 障がいには、大別すると知的障がい、身体障がい、精神障がいがあります。 

 知的障がいのある人は、読み書きや計算は苦手です。雇用にあたっては、作業工程を簡

単にし、手順や見本を示してわかりやすくしてください。作業種としては、オフィス内の

清掃、資源ごみの回収・分別、郵便物の回収・仕分け・配達（メールサービス）、書類の

コピーやシュレッダーかけ等、多彩な業務をどれだけ創造できるかが、障がい者雇用の鍵

です。 

 身体障がいは、障がいの種類、程度によって制限される体の部位や範囲が異なるため状

態は様々です。大きくは、肢体不自由者、内部障がい者、聴覚言語障がい者、視覚障がい

者等に分かれます。肢体不自由者は、個人の状況に応じた物理的な配慮が必要です。内部

障がい者は、疲れやすい傾向がある一方で、外見ではわかりづらいため、周囲の理解や勤

務態勢の配慮（定期的な通院など）が大切です。聴覚言語障がい者には情報保障の配慮を、

視覚障がい者には通路に物を置かない等、職場内配置の配慮が必要です。 

精神障がいのある人は、精神的にプレッシャーを受けるような仕事は苦手です。ストレ

スのない環境が大切です。身体的にも疲れやすい傾向にあることから、雇用形態の配慮（短

時間の軽作業など）が必要な場合もあります。2005 年の法改正により、障がい者雇用率

の適用（手帳保持者）となりました。 

 ほかに、発達障がいなど、これまでの知的障がいの概念に当てはまらない障がい者の労

働の場の保障もますます大切になってきています。発達障がいは知的障がいがないといっ

ても、日常生活における困難さは想像以上のものがあります。特に対人関係の不利、ある

いは特殊な能力の潜在などが、労働保障のためのポイントになります。障害の特性や本人

の気持ちを十分に周囲が理解する中で、「対人関係」や「同僚とのトラブル」を軽減した

いものです。 

※ 障害者施策推進本部「公務部門における障害者雇用ハンドブック」2005 年 3 月 
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Ｑ９ 障がい者雇用についてどんなところに相談したら良いですか？ 

 

Ａ 公共職業安定所（ハローワーク）の役割は、「すべての人々がその能力を最大限に発

揮して働けるようにすると共に、人材を求める企業のニーズに応えること等のために、求

職者と求人者を結びつける職業相談・職業紹介、労働者が失業した場合の失業等給付の支

給、障害者・高齢者などの就職促進のための対策などの業務を行っています」（『2004 茨

城労働局』より）。発達障害者支援法（2004 年）の第十条には「就労の支援」として、「都

道府県は、発達障害者の就労を支援するための必要な体制の整備に努めるとともに、公共

職業安定所、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、社会福祉協議会、

教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に

応じた適切な就労の機会の確保に努めなければならない。」としています。「公共職業安

定所（は）…発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めなければならない」

のです。県内には 13 箇所の公共職業安定所（ハローワーク）（平成 20 年 4 月 1 日現在）

があります。 
水戸 水戸市水府町 1573-1 ☎029-231-6221 常総 常総市水海道天満町 4798 ☎0297-22-8609 
笠間 笠間市石井 2026-1 ☎0296-72-0252 石岡 石岡市東石岡 5-7-40 ☎0299-26-8141 
日立 日立市若葉町 2-6-2 ☎0294-21-6441 常陸大宮 常陸大宮市野中町 3083-1 ☎0295-52-3185 

筑西 筑西市成田 628-1 ☎0296-22-2188 龍ヶ崎 龍ヶ崎市若柴町 1229-1 ☎0297-60-2727 
下妻 下妻市古沢 34-1 ☎0296-43-3737 高萩 高萩市本町 4-8-5 ☎0293-22-2549 
土浦 土浦市真鍋 1-18-19 ☎029-822-5124 常陸鹿嶋 鹿嶋市宮中 1995-1 ☎0299-83-2318 
古河 古河市東 3-7-23 ☎0280-32-0461   

 

障害者就業・生活支援センターは、障害者の雇用の促進等に関する法律第３３条の規定

に基づいて県知事が指定した社会福祉法人等の法人であり、就職や職場への定着が困難な

障害者を対象として、身近な地域で、雇用、福祉、教育等の関係機関との連携の拠点とし

て連絡調整等を積極的に行いながら、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を

一体的に行います。県内には 7箇所（2009 年 6 月現在）あります。茨城県では、各障がい

福祉圏域に少なくても 1箇所の設置を目標しにしています。 

・水戸地区障害者就業・生活支援センター（水戸市赤塚 1-1 ℡029-309-6630） 

・慶育会 障害者就業・生活支援センターなかま（筑西市茂田 1740 ℡0296-22-5532） 

・障害者就業・生活支援センターかい（石岡市鹿の子 4-16-52 ℡0299-22-3215） 

・障害者就業・生活支援センター かすみ（土浦市真鍋新町 1-14 ℡029-827-1104） 

・かしま障害者就業・生活支援センターまつぼっくり（鹿嶋市宮下 2-1-24 ℡0299-82-6464） 

・つくばライフサポートセンター（つくば市花島新田 7‐3 みどりの A‐79 街区 ℡029－836-7200） 

・町にくらす会 「KUINA」（クイナ）（ひたちなか市長砂字横道宿後 1561-4 ℡029-202-2221） 

 

このほかに、下記の機関があります。 

茨城労働局（水戸市宮町 1-8-31 ℡029-224-6211） 

茨城障害者職業センター（笠間市鯉渕 6528-66）℡0296-77-7373 
茨城県雇用開発協会（水戸市城南 1‐1‐6 ℡029-221－6698） 
各特別支援学校（県内 21 校。県教育委員会特別支援教育課に問い合わせてください） 
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Ｑ１０ 障がい者を雇用すると、どんな援助が受けられますか？ 

 

Ａ 以下のような援助が受けられます。詳しくは、上記に記載した関係機関に問い合わせ

てください。 

職場適応訓練等 

障がい者の能力に適した作業について実施訓練を

行い，それによって職場の環境に適応することを容易

にし，訓練終了後は事業所に引き続き雇用してもらお

うという制度です。 

問い合わせ 
ハローワーク 

職場適応援助者 
（ジョブコーチ） 

障がい者の職場適応のために、職場に出向いて行う

支援。事業所の支援体制を整備し，職場定着を図るこ

とが目的です。 

茨城障害者職

業センター 

障害者試行雇用

事業 
（トライアル雇用） 

障がいに関する知識や雇用経験のないことから障

がい者雇用をためらっている事業所に，障がい者を試

行（トライアル）雇用で受け入れ，本格的な障がい者

雇用に取り組むきっかけづくりを進める。 

 
ハローワーク 

雇用管理サポー

ト事業 

障がい者の雇用管理に関し，特に専門的な支援を必

要とする事業主に対して，医療，社会教育，社会福祉，

心理，職業能力開発，雇用管理等に関する地域の専門

家が，障がい者雇用アドバイザーと連携して，障がい

者の雇用管理を容易にするための援助を行います。 

茨城障害者職業セ

ンター、茨城県雇

用開発協会、東京

駐在事務所 等 

就労支援機器の

貸出 

障がい者の就労を支援する機器や通勤を容易にす

る自動車について一定期間無料で貸出すことにより，

その普及を促進し，障がい者，特に重度障がい者の

方々の雇用促進と雇用継続を図るものです。 

東京駐在事務

所 

特定求職者雇用

開発助成金 

障がい者(精神障がい者を含む)を雇入れる事業主に

対して，その雇入れに係る者に支払った賃金の一定率

が一定期間支給されます。 

ハローワーク 

障害者雇用納付

金制度に基づく

助成金 

障がい者の雇用の促進及び継続を図るために事業

主が，施設・設備の整備等や，雇用管理を行う費用へ

の助成金。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，重度障害者介助等助成金，重度障

害者通勤対策助成金，重度障害者多数雇用事業所施設

設置等助成金，障害者能力開発助成金，障害者雇用支

援センター助成金 

 
茨城県雇用開

発協会 等 

障害者雇用継続

援助事業に基づ

く助成金 

労働災害，交通事故，疾病等による中途障がい者の

雇用を継続するために事業主が，施設・設備の整備等

や職場復帰に当たっての職場適応措置を行う場合の

費用について，助成金を設けています。 
 中途障害者作業施設等助成金，重度中途障害者等職

場適応助成金 

 
茨城県雇用開

発協会 等 

「障害者の雇用支援のために―事業主と障害者のための雇用ガイド」（平成 1７年）よ

り作成 
 


