障がい者就労支援に関する施策体系

資料５－１
労働雇用課

未就労
22人

（H26.6.1：50人以上の事業所、県・市町村機関等）

福祉就労 4,443人（H27.3.31現在）

福祉就労

特別支援学校

（就労移行・就労継
続・自立訓練等）

生徒に対する雇用支援
271人

生徒への適切な進路指導、職場開拓、現場
実習等実施
新 ○特別支援学校就労コーディ

県の取り組み

障がい者総合支援センター
（就業・生活支援センター）

労

○登録施設から優先的に物品を調達
（H26調達実績 7,238千円）
障

求職登録

障

・・・・人材育成課

＜求人開拓・マッチング＞

＜求人開拓・マッチング＞

○求職登録者に職業を紹介する

○就労移行支援事業所等に対する一
般就労促進のための研修会等の開催
○障がい者や企業に対する就労移行
支援事業所に関する説明会の開催

○適切なマッチング困難な場
合、求職者の条件に応じた求
人開拓・マッチングを依頼

求人開拓員（5人）

卒業者に
占める率 2.0％

訓練等斡旋

8人

（大学・短大・
各種学校等）

人

職業紹介機関
無料職業紹介事業 労
ハローワーク（国）

○求職登録者に職業を紹介する
○個々の条件に応じた求人開拓
○雇用に係る啓発、具体的提案
○ハローワーク求人情報の活用

（予算額7,898千円）

○企業への障がい者雇用の啓発

・・・・特別支援教育課

連携

就労移行機能強化事業

進学

・・・・障がい者支援課

特

障害者就業支援ワーカー（26人）

（予算額 12,710千円）

○産業現場等における実習
・福祉・労働・企業連携強化

障

○相談・情報提供・訓練等の斡旋

○事業所間連携を支援し、共同販売等

ネーターの配置

○産業現場等における実習事業

障

・・・・労働雇用課

○就業支援（職業紹介機関へつなぐまでの支援)及び生活支援

障がい者多数雇用事業所等
優先発注 （登録16施設）

工賃アップ推進

H26
年度
卒業
377人

連携

労

短期トレーニング斡旋

特別支援学校就労支援総合事業

卒業者に
占める率 71.9％

就労移行支援施設
就労継続支援施設 等

＜凡例＞
事業所管課
相談・
求職登録

卒業者に
占める率 5.9％

就業相談
就業支援

家庭（在宅）

（在宅就労含む）

生活支援

県内の障がい者就労の現状
障害者数（H27.3.31現在）
・身体 96,123人
・知的 17,544人
・精神 16,315人（手帳交付者）
・
35,055人（入院・通院者）
一般就労6452.5人

就職

特

民間事業所・官公庁等

一般就労
障がい者職場実習支援事業

卒業者に
占める率 20.2％

（予算額 45千円）

県立以外の特別支援学校及び特別支援
学級生徒の職場実習を支援する

76人

法定雇用率
(H25.4～）
民間企業 2.0%
公共団体 2.3%

労

一般就労の現状
県内の民間事業所における障害者雇用率は1.96%で前年比0.08
ポイント上昇したが、法定雇用率を達成している事業所は、全体の
57.2%で、4割以上の事業所で法定雇用率を達成していない。

法定雇用率

法定雇用率達成企業
雇用率（H26.6.1） 障がい者数（H26.6.1)
（機関）割合

民間企業

2.00%

1.96%

５，４４７．５人

57.2%

県・市町村機関

2.30%

2.29%

７３１．５人

85.8%

教育委員会
（県・長野市）
地方独立行政法人等

2.20%
2.30%

2.01%
1.46%

２５５．５人
１８．０人

50.0%
50.0%

障害者雇用率 民間 1.96%(H26.6.1)

国事業

県事業

各種助成金制度

障害者優先調達推進法に基づく障がい者就労施設等からの
物品等の調達等の推進

○障害者雇用納付金制度による
雇用率達成事業主調整金
（超過1人当たり2万7千円）

○対象となる施設
・就労移行支援事業所、就労継続支援事業所など障害者総合
支援法に基づく事業所・施設等
・障がい者を多数雇用する企業（障害者雇用促進法に基づく特
例子会社、重度障害者多数雇用事業所）等
○調達の対象
・物品：事務用品、書籍、小物雑貨、その他の物品
・役務：印刷、クリーニング、清掃・施設管理、情報処理、
障

○特定就職困難者雇用開発助成
金（120万円（中小企業））
○障害者初回雇用奨励金
中小企業による初めての障害者
雇用（120万円） など

○障害者トライアル雇用奨励金
（4万円/月)

県の制度
OJTによる障がい者就労促進事業
（予算額 6,400千円）

障

○OJT（職場実習）の場の創出とOJTのサポート
○障がい者短期トレーニングによる短期間・短時
間の職場実習をとおして、職種や業務に対する

職業相談・職場復帰支援
長野障害者職業センター
労

（予算額41,482千円）
労

障がい者民間活用委託訓練事業
（予算額 88,233千円）

ジョブコーチ
（障害者職業ｾﾝﾀｰ）

障がい者雇用促進・職場定着支援事業算要求額 89,308千円）
○企業内で障がい者を支援する者（相談員）の養成

トライアル雇用（最大3か月）

適性を確認

労

県民応援減税
○障がい者を新たに雇用する法人等に対する減税（上限30万円）

国の制度

○障害者雇用納付金制度による
施設設置、介助者配置、ジョブ
コーチ支援等に対する助成

障がい者多数雇用事業所等優先発注 （登録9社）
○登録障がい者多数雇用事業者から優先的に物品を調達
（H26調達実績27,411千円）

試し雇用・職業訓練

○雇用された障がい者に対する
業務遂行支援

○NPO法人等に委託して職業訓練を実施
訓練期間原則 ３か月

人

資料５－２
（別紙様式１）

政策税制（独自減税）効果検証シート

担当課 労働雇用課

項

目

障がい者の雇用に係る政策減税

目

的

法人及び個人事業所における障がい者雇用の促進

達成目標等

平成 28 年度

65 件

障がい者の職業紹介状況（長野労働局）

現

年度

新規求職件数

就職件数

就職率

H25

3,410

1,792

52.6%

H26

3,561

1,957

55.0%

状
県が行う無料職業紹介（10 地方事務所）

課

題

目標達成状況

政策減税の
効果の評価

他県での同種
施策実施状況

年度

新規求職件数

就職件数

H25

97

38

H26

117

52

県内民間企業の障がい者実雇用率は 1.96％（H26.6.1 現在：長野労働局発表）
と法定雇用率 2.0％を下回るとともに、法定雇用率達成企業の割合は 57.2％にと
どまり、対象企業の４割以上が法定雇用率に達していないため、更なる障がい者
の雇用促進が求められている。
［実績］平成 25 年度 目標：60 件 実績：12 件 達成率：20％
企業に対する障がい者雇用のインセンティブとしては、障害者雇用促進法に基
づく「障害者雇用納付金制度」があり、対象事業主が平成 27 年４月から拡大され
たものの、常用労働者数が 100 人超の事業主が対象であり、県内企業の多くを占
める 100 人未満の企業に対するメリットは限定的である。
そのため、すべての企業を対象とする本政策減税は、幅広く障がい者雇用を後
押しするツールとして有効と考える。
制度拡充したにも関わらず実績が伸びていない状況に対しては、制度の周知不
足により企業の認知が進んでいないことが主な原因であるとの認識の下、後述の
「制度の周知方法」による周知を強化するとともに、対象障がい者の雇用が継続
される限り翌年度以降も継続申請が可能であることから、受付窓口において申請
者に対して３年間分の申請書類を配布する等により、実績の確保を図ってまいり
たい。
○ハートフル税制（大阪府）
雇用する労働者数が常時 100 人以下の法人で、各事業年度に属する平均雇用障
がい者数が次の数を超えるものに対する法人事業税の減税（現行税率の 9/10）
・平均雇用労働者数が 50 人未満：２人
・平均雇用労働者数が 50～100 人未満：３人
・平均雇用労働者数が 100 人：４人
○障害者雇用促進のための県税特別措置（愛媛県）
常時雇用する労働者数が 50 人未満の企業で、障がい者の雇用を拡大し、基準事
業年度の雇用障がい者数を上回ったものに対する事業税の減税（上回った人数１
人当たり上限を 10 万円とし、現行税率の 1/2）

その他

（別紙様式１のつづき）

法定雇用率達成事業所もしくは常用労働者数 49 人以下の事業所が新たに障
減税制度の内容

がい者を雇用した場合に、雇用した年度の法人事業税・個人事業税の税率を 1/2
にする不均一課税（30 万円を限度）
・改正障害者雇用促進法に基づき、
① 平成 28 年度から障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務が
施行されることから、事業主側が雇用に慎重とならないよう、制度的な後
押しを進める必要がある。
② 平成 30 年度から法定雇用率算定基礎の対象に精神障がい者が追加され、法
定雇用率の上昇が見込まれるため、今後ますますの障がい者雇用の促進を
図る必要性は高まる。
・県では、法定雇用率達成企業の割合を平成 29 年度までに 70％とすることを

延長の理由

目標としている（H26 年度：57.2％）。こうした中、法定雇用率未達成企業のう
ち、雇用障がい者数が１人不足の企業が約７割を占めているため、当該企業に
おける障がい者の雇用を促進することで、法定雇用率達成企業の増加に繋がる。
・さらに、障害者雇用納付金制度のメリットが限定的となる常用労働者数が 50
～100 人未満の企業のうち、法定雇用率の未達成企業は４割を超えているため、
当該企業に対する障がい者雇用のインセンティブとしても必要である。
・事業税の性質上、赤字法人にはなんらインセンティブとはならないが、景気
が回復基調にあり、赤字法人率が減少傾向にあるため、利用者の増加が見込ま
れる（H23 年度：79.5％→H26 年度：74.7％、税務課調べ）
。
・ハローワークに対し、窓口等における求人企業への制度の周知を依頼

制度の周知方法

・障害者職業生活相談員資格認定講習の参加企業に対する制度の周知
・求人開拓員（労働雇用課）、OJT 推進員（障がい者支援課）及び就労コーディ
ネーター（特別支援教育課）を通じた企業に対する周知
現行減免額（H26 実績）

延長後の減免額見込

延長による
税収減見込額

７件

1,012 千円

65 件 7,231 千円

（別紙様式２）

資料５－３

目的達成のための施策一覧表
達成すべき目的：「中小法人における障がい者雇用の促進」
担当課

労働雇用課

（金額の単位：千円）

区
分

長野県が支援しているもの

内容
H27予算額
内容
○無料職業紹介事業（労働雇用課）
12,710 ○障害者雇用納付金制度（国）
就職困難者（障がい者等）の就職支援のため、地方事務 うち一般財源
常用労働者数が100人以下
所に「女性・障がい者等就業支援デスク」を設置し、求人
12,663 で、雇用障がい者数が一定数を
開拓員（5名）が求職者に対する職業相談、企業の求人開
超えている事業主に対する報奨
拓、就職のあっせんを実施
金の支給
○障がい者雇用促進・職場定着支援事業（労働雇用課）
障害者職域拡大アドバイザーを設置（4か所の地方事
障がい者の雇用を促進するため、①職場において就労・生
活面の一体的な支援を行うキーパーソンの養成研修会、②障
がい者多数雇用事業所の職場見学会、③障がい者雇用事例紹
介や同雇用に係る助成金など各種支援制度の理解を深める障
がい者雇用促進セミナー、④企業と障がい者のマッチングの
場となる合同説明会を民間企業に委託して実施

○障がい者雇用優良事業所等知事表彰（労働雇用課）
歳
障がい者雇用の啓発を図り、雇用の促進と職業の安定に
出 資するため、障がい者を積極的に雇用している事業所及び
を 他の模範となる勤労障がい者に対する知事表彰を実施
伴
う
施 ○障がい者民間活用委託訓練事業（人材育成課）
障がい者の雇用を促進するため、障がい者の能力、適性
策
及び地域の障がい雇用ニーズに対応した職業訓練を企業・
社貴福祉法人等に委託して実施
○ＯＪＴによる障がい者就労促進事業（障がい者支援課）
企業等におけるＯＪＴ（職場実習）を通して、障がい者
本人及びＯＪＴ受入企業がそれぞれの立場から就業に係る
経験を積むことにより、障がい者の一般就労を促進
○特別支援学校就労コーディネーター配置事業
（特別支援教育課）
一般就労を希望する高等部生徒の就労率向上を図るた
め、障がい者雇用に関する知識・経験を有する外部人材を
特別支援学校に配置することにより、就労活動を支援
計
○障害者多数雇用事業者等からの優先的な物品等の調達
（労働雇用課）
県内の障がい者の雇用促進のため、県が随意契約により
歳 物品等の調達や印刷物の発注を行う場合において、障がい
出
者を多数雇用している事業者等を優先的に取り扱う。
を
伴
わ
な
い
施
策

国・市町村が支援しているもの

○障害者優先調達推進法（障がい者支援課）
障がい者就労施設等で就労する障がい者、在宅障がい者
等の自立の促進を図るため、各所属ごとに物品調達等目標
を定めた行動指針を作成するとともに、県が随意契約によ
り物品等の調達や印刷物の発注を行う場合において、障が
い福祉サービス事業所や重度障がい者多数雇用事業所等を
優先的に取り扱う。

及び事業主が行う障がい者に
41,482 配慮した設備・施設の整備に対
（全額国庫） する助成
○特定就職困難者雇用開発
助成金（国）
障がい者を公共職業安定所も
しくは有料・無料職業紹介事業
者の紹介により、継続して雇用
5 する労働者として雇い入れた事
うち一般財源 業主に対する助成金
5
○障害者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨励金（国）

障がい者を公共職業安定所も
88,233 しくは有料・無料職業紹介事業
（全額国庫） 者の紹介により、障がい者を一
定期間雇用する事業主に対する
助成金
6,400 ○職場適応援助者（ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁ）
による支援（国）
（全額国庫）
障がい者が働く職場にジョブ
コーチが出向き、障がい者及び
事業主に対する職場適応の支援
を実施
9,512

うち一般財源

うち一般財源

9,474

158,342
○障がい者雇用率未達成事業主
に対する勧奨状の発出（国）
毎年、常用労働者数50人以上
で法定雇用率が未達成の事業主
に対し、長野労働局長と県知事
の連名で障がい者雇用について
の勧奨状を発出

歳
入
減
と
な
る
施
策

○創業等を行う法人等を応援する県税の特例に関する
条例による法人事業税・個人事業税の減免
（労働雇用課）
法定雇用率達成事業所もしくは常用労働者数49人以下の
事業所が新たに障がい者を雇用した場合に、雇用した年度
の法人事業税・個人事業税の税率を1/2にする不均一課税
（30万円を限度）

▲ 1,012

計
▲ 1,012
※「歳入減となる施策」の額は、平成26年度の応援減税実績額を記載。

