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障がい者新規雇用1,000人創出H28年度アクションプランの概要 

 アクションプランは、障がい者新規雇用1,000人創出に向けたロードマップ（H27年7月策定、H27～30年度の
4年間）の主要な取組である「障がい者の雇用の場の創出」「障がい者の離職防止」「福祉就労から一般就労
への加速」に基づき、平成２８年度の施策と各年度における就業者数の目標人数を示す。 

 

 各圏域への定着支援員、定着支援コ
ーディネーターの配置の充実 

 企業を訪問し、集中的に支援を行う
ジョブコーチ支援の充実 

 訪問型ジョブコーチの人件費及び
養成研修派遣旅費の補助 

 ジョブコーチ活用研修会の開催 

 企業内に障がい者就業促進のため
の支援・相談を行える者の養成 

 障害者職業生活相談員資格認定
講習への参加の働きかけ 

 

 

 障がい福祉サービス事業所の取組
の推進 
 一般就労移行、定着支援に向けた

支援 
 ワークコーポとっとり、農福・水福

連携等モデル的取組の普及 
 障害福祉サービス事業所と企業との

交流促進 
 障害者就業・生活支援センターに

よる企業と障害福祉サービス事業
所との意見交換の場の設置 

 
 企業に対する障がい者雇用に向け

た働きかけ 
 障がい者雇用アドバイザーの設置 

 発達障がい者の就業向けた支援の
検討 

 若年就職困難者就労支援モデル
事業の実施に向けた検討 

 特例子会社設立等の支援 

 就労サポーター配置、特別支援学校
技能検定の実施・普及 

 障がい者向け職業訓練の実施 

障がい者の雇用の場の創出 障がい者の離職防止 福祉就労から一般就労への加速 

1 取組の３つの柱 

2 障がい者就業者数目標人数 

雇用の場の創出、離職防止、一般就労への加速を柱に関係機関の連携により包括的な支援を推進！ 
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区分 H26 H27 H28 H29 H30 計 

就職者数 ５７１人 ６１８人 ６３５人 ６３５人 ２，４５９人 

離職者数 ３５６人 ２８８人 ３３３人 ３７２人 １，３５０人 

純増 ２１５人 ３３０人 ３０２人 ２６３人 １，１０９人 

就業者数 2,545人 2,760人 3,090人 3,391人 3,654人 

関係機関による連携 
・鳥取労働局 
・鳥取県 
・各就業支援機関 
・各福祉機関 
・各教育機関 
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障がい者新規雇用1,000人創出に向けた目標値 

区           分 
 

 ※表中の青字は、「就職者数」及び「障がい者就業者数」の 
   H25→H26伸び率に基づき試算した値等に基づく推計値  
   （労働局によるH27実績の発表が遅れているため） 
 ※表中の赤字は、今後、見込まれる数値等による目標値 

  実績 目標 H27～H30 
４年間の計 年度 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

就業者数 2,024 2,196 2,347 2,545 － － － 3,600   

実雇用率 1.78% 1.80% 1.77% 1.88% 1.99% － － － － 

法定雇用率 1.80% 2.00% － － 

雇用創造による
新規雇用 

雇用創造     

１ 障がい者雇用の場の創出 388 426 437 456 472 492 497 497 1,958 

  特例子会社設立等による一般就労 － － － － - 15 15 15 45 

  特別支援学校（琴の浦）から一般就労   － － － － 34 40 40 40 154 

特別支援学校（既存）から一般就労   48 51 39 48 27 26 26 26 105 

障害者就業・生活支援センターから一般就労 103 97 164 147 147 140 140 140 567 

その他企業依頼による一般就労 237 278 234 261 260 260 260 260 1,040 

  聴覚障がい者手話通訳者派遣事業成果による一般就労 － － － － 4 6 6 6 22 

発達障がい者訓練コース活用による一般就労 － － － － － 5 10 10 25 

２ 障がい者の福祉就労から一般就労への加速 73 68 97 96 99 126 138 138 501 

  福祉から一般就労への移行 73 68 97 96 99 126 138 138 501 

 就職者数 ⑤   461 494 534 552 571 618 635 635 2,459 

定着支援による
離職防止 

 定着支援を実施しない場合の離職者数 ⑥ － － － － 447 436 481 520 1,885 

 定着支援員・ジョブコーチによる定着支援者数 ⑦ － － － － 91 148 148 148 535 

 離職者数（⑥－⑦） ⑧   335 322 383 354 356 288 333 372 1,350 

障がい者就業者
数等 

 純増（⑤－⑧） ⑨   126 172 151 198 215 330 302 263 1,171 

 障がい者就業者数 （（前年度障がい者就業者数）＋⑨）    
 ⑩ 

2,024 2,196 2,347 2,545 2,760 3,090 3,391 3,654   

（注意）⑥＝（（前年度末の障がい者就業者数）＋⑤）×0.129で算出 ※「0.129」…H23～H27年度平均の離職割合（１－（当年度就業者数）／（前年度就業者数＋当 
                                                    年度就職者数））  
     ⑦＝１４８人＝ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁ配置人数（17人）10人（1人当たり支援人数）×0.87（H27鳥取障害者職業ｾﾝﾀｰ定着率） 



現状・課題と平成２８年度の取組内容 
取組方針 現状・課題 Ｈ２８年度の取組の方向性・主な施策 （赤字：新規・拡充） 

障がい者の雇用の場の
創出 

 法定雇用率２％の達成まであとわず
か（H27.6.1現在障がい者実雇用率は
１.９９％） 

 半数近い企業が法定雇用率が未達成
（H27.6.1達成企業割合：５４.８％） 

 障がい者雇用に対する企業の理解を
得るには、企業トップに対する働き
かけが重要 

 発達障がい者の就労に関する支援施
策が不十分 

 企業に対する障がい者雇用に向けた働きかけ 
 障がい者雇用アドバイザー配置事業、障がい者雇用推進啓発

事業、職場開拓支援員配置事業、障がい者職場実習事業、就
労促進セミナー事業 

 発達障がい者の就業に向けた支援の検討 
 若年就職困難者就労支援モデル事業 

 特例子会社設立等の支援 
 特例子会社設立等助成金事業 

 就労サポーター配置、特別支援学校技能検定の実施・普及 
 就労サポーター事業、県版特別支援学校技能検定実施事業 

 障がい者向け職業訓練の実施 
 障がい者職業訓練事業 

障がい者の離職防止 

 精神障がい者の就職者数が増加（Ｈ
23：166人→Ｈ26：266人）する一方
で、短期間で離職する者も多い。
（１年後で５０％以上） 

 県版ジョブコーチセンターが設置完
了（Ｈ26：西部、Ｈ27：中部） 

 ジョブコーチによる訪問支援は障が
い者の職場定着の向上に有効 

 各圏域への定着支援員、定着支援コーディネーターの配置の
充実 
 障害者就業・生活支援センター定着支援員配置事業、特別支

援学校生徒の職場定着推進事業 
 企業を訪問し、集中的に支援を行うジョブコーチ支援の充実 

 訪問型ジョブコーチ設置促進事業、訪問型ジョブコーチ養成研
修派遣事業、ジョブコーチ活用研修会事業、県版ジョブコーチ
センター設置事業 

 企業内に障がい者就業促進のための支援・相談を行える者
の養成 
 障害者職業生活相談員資格認定講習への参加の働きかけ 

福祉就労から一般就労
への加速 

 福祉施設から一般就職する障がい者
は増加傾向（Ｈ23：73人→Ｈ26：96人） 

 障がい者が円滑に一般就労に移行で
きるよう障害福祉サービス事業所の
職員の資質向上が必要 

 障がい者の職域拡大に向けた農業、
漁業分野での就労を促進する取組の
支援が必要 

 障がい福祉サービス事業所の取組の推進 
 農福連携マルシェ促進事業、就労移行・定着支援セミナー開

催事業、とっとりモデルの共同受注体制構築事業、農福連携
推進事業、水福連携モデルエリア運営事業 

 障害福祉サービス事業所と企業との交流促進 
 障害者就業・生活支援センターによる企業と障害福祉サービ

ス事業所との意見交換の場の設置 
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平成28年度障がい者の就業支援関係事業① 

番
号 

区分 事業の名称 事業の概要 予算額
（千円） 

担当課 備考 

１ 障がい者
の雇用の
場の創出 

特例子会社設立等助成金
事業 

障がい者の新規雇用に向けた特例子会社又は企業内障
がい者多数雇用施設の設置の取組を支援するため、助成
金を支給する。 

２１，２５０ 就業支援課 

２ 障がい者雇用アドバイザー
配置事業 

障がい者雇用アドバイザーを県庁に配置し、企業トップ等
に障がい者の新規雇用に向けた働きかけ等を行う。 

４，７９５ 就業支援課 Ｈ28
新規 

３ 職場開拓支援員配置事業 障がい者就業・生活支援センターに職場開拓支援員を配
置して、職場実習先の開拓等を行う。 

１４，９９３ 就業支援課 

４ 障がい者職場実習事業 職場実習の受入事業所に対して謝金を支給することにより、
障がい者雇用の促進を図る。 

１，８６９ 就業支援課 

５ 障がい者雇用推進啓発事
業 

障がい者雇用の好事例集などの作成、企業向け研修会等
を開催等、啓発事業を行う。 

１，０６０ 就業支援課 

６ 若年就職困難者就労支援
モデル事業（日本財団との
共同プロジェクト） 

発達障がい者など就職困難な若者の就労に向けた相談機
能の強化や訓練など就労に向けた支援をワンストップで提
供できるモデルを構築する。 

検討中 
 
就業支援課 Ｈ28

新規 

７ 障がい者職業訓練事業 就職に必要な知識・技能を習得を目的として、障がい者を
対象とした職業訓練を産業人材育成センターで実施する。 

３６，４９２ 労働政策課 

８ 県版特別支援学校技能検
定実施事業 

特別支援学校の生徒が身に付けた知識、技能、態度等を
一定の基準により評価し、認定するため、技能検定を行う。 

６０４ 特別支援教
育課 

９ 就労サポーター事業 知的障がい者等の就労に関する実務経験を有する者を非
常勤職員として特別支援学校に配置する。 

１６，１６１ 特別支援教
育課 

１０ 就労促進セミナー事業 特別支援学校の取組等を企業に周知するためのセミナー
を開催し、障がい者雇用に向けた理解啓発を促進する。 

５４７ 特別支援教
育課 

１１ 障がい者
の離職防
止 

障害者就業・生活支援セン
ター定着支援員配置事業 

障害者就業・生活支援センターに就職した者の定着支援を
専門に行う職員を配置し、職場定着を支援する。 

１４，１３７ 就業支援課 

１２ 県版ジョブコーチセンター
設置事業 

県中部及び西部地区に県版ジョブコーチセンターを設置し、
ジョブコーチ支援を行う。 

１５，２６２ 
 

就業支援課 

6 



平成28年度障がい者の就業支援関係事業② 

番
号 

区分 事業の名称 事業の概要 予算額
（千円） 

担当課 備考 

１３ 障がい者
の離職防
止 

訪問型ジョブコーチ設置促
進事業 

訪問型ジョブコーチを配置する社会福祉法人等に対してそ
の活動費の一部を助成し、定着支援を行う障がい者の数を
増やす。 

１３，４４０ 就業支援課 Ｈ28
新規 
 

１４ 訪問型ジョブコーチ養成研
修派遣支援事業 

ジョブコーチ資格取得のため、訪問型ジョブコーチ養成研
修に職員を派遣する社会福祉法人等に旅費の助成を行う。 

３９０ 就業支援課 Ｈ28
新規 

１５ ジョブコーチ活用研修会事
業 

企業等にジョブコーチ制度の理解と普及につなげていくこと
を目的とした研修会を開催する。 

４９２ 就業支援課 Ｈ28
新規 

１６ 障がい者職業生活相談員
の選任促進 

高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う障害者職業生活
相談員資格認定講習への参加を法定雇用率適用の全企
業に案内し、資格取得を働きかける。 

－ 就業支援課 Ｈ28
拡充 

１７ 特別支援学校生徒の職場
定着推進事業 

琴の浦高等特別支援学校に定着支援コーディネーター（非
常勤職員）を配置し、卒業生や企業への支援を行って、職
場への円滑な移行と定着を図る。 

８，４８５ 特別支援教
育課 

１８ 福祉就労
から一般
就労への
加速 

企業と障害福祉サービス事
業所の交流促進 

企業見学会のほか、各圏域毎に企業と障害福祉サービス
事業所の意見交換の場を設けて、両者の交流促進を図る。 

－ 就業支援課 Ｈ28
拡充 

１９ 就労移行・定着支援セミ
ナー開催事業 

障がい者が円滑に職場に適応できるよう障害福祉サービ
ス事業所等の支援員などを対象とした研修を行う。 

１，１３３ 障がい福祉
課 

２０ とっとりモデルの共同受注
体制構築事業 

複数の障害福祉サービス事業所が一緒に作業を行う共同
作業場を設置し、障がい者の工賃向上や一般就労を促進
する。 

２１，６５２ 障がい福祉
課 

２１ 
 

農福連携推進事業 障がい者の農業分野への就労を促進するため、障害福祉
サービス事業所と農家の農作業受委託のマッチングを行う。 

８，４３９ 障がい福祉
課 

２２ 水福連携モデルエリア運営
事業 

漁業者との連携のもと水産加工品の製造スキームが構築
されている共同加工場の運営を支援する。 

８７９ 障がい福祉
課 

２３ 農福連携マルシェ促進事
業 

農業に取り組む障がい者就労移行支援事業所による市場
を開催し、障がい者の職域拡大や工賃向上を図る。 

６，０００ 障がい福祉
課 

Ｈ28
新規 7 



①事業内容 
ア 支給条件  
「特例子会社」を設立する場合又は「企業内障がい者多数雇
用施設」を設置し、かつ新規正規雇用の障がい者が５人以上
であること。 

イ 支給時期  
事業開始の日から６か月後に１／２、１年６か月後に１／４及
び２年６か月後に１／４を分割支給 

ウ 対象施設  
作業施設、管理施設、福祉施設及びそれに関連した設備・備
品（当該施設・設備等が事業主自ら所有するもの） 

エ 支給例 
 （中小企業の場合）投資額１５百万円以上、新規雇用障が
い者５人以上で助成額7,500千円 

②進捗状況 
 １社（倉吉市）が申請済（H２８年３月） 
 継続して申請を受付中 

目的・概要 

事業内容等 

「特例子会社」又は「企業内障がい者多数雇用施設」の設
置を支援し、障がい者新規雇用の創出を支援していくこと
を目的として助成金を支給する。 
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平成28年度の主な事業（就業支援課①） 

（１）特例子会社設立等助成金事業 21,250千円 

目的・概要 

障がい者雇用アドバイザーを県就業支援課に１名配置、 
企業トップ等に対して障がい者の新規雇用の働きかけ等
を行う。 

事業内容等 

①事業内容 
ア  障がい者雇用アドバイザー 
 配置場所： 商工労働部雇用人材局就業支援課 
 氏   名： 小林 博（こばやし ひろし） 

イ 活動計画 
 県内の障がい者法定雇用適用企業（425社）のうち、障が

い者の雇用実績のない企業（127社）を重点的に訪問 

 企業トップ又は人事責任者に障がい者雇用の理解と必要

性を周知 

 経営者が抱く障がい者雇用に関する不安の解消 

 助成制度等について助言を行い、障がい者雇用を促進 

 ハローワークや障害者就業・生活支援センター、障害福祉

サービス事業所との連携 等 

②進捗状況 
 ６３社・施設訪問（H２８年５月１７日現在） 

（２）〔新〕障がい者雇用アドバイザー  
        配置事業 

4,795千円 



目的・概要 

事業内容等 

障がい者の職場実習先を開拓し、障がい者と企業とのマ
ッチングを行い新規雇用に繋げる「職場開拓支援員」を各
障害者就業・生活支援センターに配置する。 
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平成28年度の主な事業（就業支援課②） 

（３）職場開拓支援員配置事業 14,993千円 

目的・概要 

障がい者の職場実習を受け入れた事業所及び職場実習
者に対して、それぞれ謝金または奨励金を支給し、障が
い者雇用の促進を図る。 

事業内容等 

（４）障がい者職場実習事業 1,869千円 

①事業内容 
ア 配置人数  
３名（各障害者就業・生活支援センター１名） 

イ 業務内容  
 職場実習先の開拓及び障がい者と企業のマッチングを行う。 
 障がい者からの相談に応じ、その就業及び日常生活上の問
題について必要な指導・援助等を行う。 

 事業主に対して障がい者の就職後の雇用管理に関する助言
を行う。 

 障がい者に対して職業訓練や職場実習をあっせんする。 
 障がい者雇用支援者に関する情報収集及び提供ならびに障
がい者雇用支援者に対して研修を行う。 

 ハローワーク、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医
療施設、特別支援学校等との連絡会議を開催するなどして
連携を図る 等。 

 
 
 

①事業内容 
ア 謝金 

1,000円／１日（事業者に支給） 

イ 奨励金 

1,000円／１日（職場実習者に支給） 

 

②実績（平成２７年度） 
ア 職場実習件数 

１３９件（うち、就職決定９４件） 

イ 支出額 

謝 金    697,000円 

奨励金   800,000円 

 

 

 



目的・概要 

事業内容等 

障がい者雇用好事例集などを作成するとともに、障がい
者雇用を進めるための企業見学会を開催する。 

平成28年度の主な事業（就業支援課③） 

（５）障がい者雇用促進啓発事業 1,060千円 

目的・概要 

離職を繰り返す就職が困難な若者や受容していない発達
障がい者等の掘り起しを行い、就労に向けた相談機能を強
化するとともに、オフィス型の訓練施設を設置する。 

事業内容等 

（６）〔新〕若年就職困難者就労支援モデル    
        事業（日本財団との共同プロジェクト） 

（検討中）千円 

①事業内容 
ア 障がい者雇用好事例集 
平成２６年度版を更新、新たに障がい者雇用を行った企
業を掲載 

イ 精神障がい者・発達障がい者就労支援ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 
離職率の高い精神障がい者等を雇用するための「就労
支援ガイドブック」を作成し、企業の経営者や人事担当に
啓発に活用  

  ウ 障がい者雇用を進めていく企業研修会 
障がい者雇用優良事業所の見学会を実施 

  エ 初めて障がい者を雇用した事業所のための研修会 
企業等の悩み等にその場で助言できる研修会を開催 

 
 
 
 
 
 
 

①事業内容（案）～現在日本財団と検討中～ 

ア はーとふる就労相談 
＜対象者＞ ・発達障がいを受容している若者、受容していない若者 
          ・精神障がい者、知的障がい者等のうち無職者（離職者） 
          ・コミュニケーションの苦手な若者、その保護者  等 
＜実施内容＞・若年就職困難者や働きたい障がい者の掘り起し 
         ・就労等に関するよろず相談（出張・巡回相談を含む） 
         ・専門就労支援機関の紹介 
         ・ジョブトレーニングセンターの訓練のあっせん 等 

イ はーとふるオフィス（オフィス型ジョブトレーニングセン  
  ター） 
＜実施内容＞・専門相談 
         ・職業能力評価（職業適性） 
         ・個別支援計画作成 
         ・就労訓練（オフィス環境で就労イメージを作る） 
         ・セミナー開催（パソコン講座、ビジネスマナー、コミュニ    
                      ケーション能力の向上、生活講座等） 
         ・職場実習、求職活動、等 

  

設置時期：秋以降で検討中 10 



目的・概要 

事業内容等 

就職した障がい者の定着を専門的に支援する「定着支援
員」を各障害者就業・生活支援センターに配置する。 

平成28年度の主な事業（就業支援課④） 

（11）障害者就業・生活支援センター定着支援員 
    配置事業 14,137千円 

目的・概要 

鳥取障害者職業センター（鳥取市）に配置型ジョブコーチが
５名配置され、県内全域にジョブコーチ支援を実施している
が、高まるニーズに対応するため、県西部・中部に県版ジョ
ブコーチセンターを設置する。  

事業内容・進捗状況 

（12）県版ジョブコーチセンター設置事業 15,262千円 

①事業内容 
ア 中部地区 
県中部の障害者就業・生活支援センターくらよしと一体的運用を
目指して「県版ジョブコーチセンターくらよし」を設置（H27.４） 

イ 西部地区 
県西部の障害者就業・生活支援センターしゅーと一体的運用を
目指して「県版ジョブコーチセンターあしすと」を設置（H26.４） 

 

       ②進捗状況 
        ア 配置人数（平成28年４月現在） 

         配置型ジョブコーチ（単県）…２名 
                          （中部１名、西部１名）          
         訪問型ジョブコーチ（その他）…４名 
                          （中部２名、西部２名）  

        イ 活動実績（平成27年度の被支援者数） 
           ２９名（中部２２名、西部７名） 
 

①事業内容 
ア 配置人数  
３名（各障害者就業・生活支援センター１名） 

 

イ 業務内容  
 新規就業した障がい者を中心に、巡回指導を行い、職場定
着が図られるよう必要な支援を行う。 

 障がい者からの相談に応じ、その就業及びこれに伴う日常
生活上の問題に対して、必要な指導等を行う。 

 事業主に対して障がい者の就職後 
  の雇用管理に関する助言を行う。 
 障がい者に対して職業訓練や職場 
  実習をあっせんする。 
 障がい者雇用支援者に関する情報 
  収集及び提供ならびに障がい者雇 
  用支援者に対して研修を行う。 
 ハローワーク、地域障害者職業セン 
  ター、社会福祉施設、医療施設、特 
  別支援学校等との連絡会議を開催 
  するなどして連携を図る 等 

事業内容等 
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目的・概要 

事業内容等 

訪問型ジョブコーチを配置する社会福祉法人等に対して
その人件費の一部を助成し、定着支援を行う障がい者の
数を増やし、職場定着の支援体制を強化する。 
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平成28年度の主な事業（就業支援課⑤） 

（13）〔新〕訪問型ジョブコーチ設置促進 
         事業 

13,440千円 

目的・概要 

（14）〔新〕訪問型ジョブコーチ養成研修  
       派遣支援事業 

390千円 

①事業内容 
ア 補助額  

1,344千円／名×10名 
イ 対象者 
国の資格認定を受けた訪問型ジョブコーチを配置する社会
福祉法人等  

ウ 条件 
訪問型ジョブコーチ1人当たりの被支援者数が10人以上であるこ
と（10人未満の場合は補助金を人数に応じて按分） 
訪問型ジョブコーチの被支援者のうち、半数以上は補助金の交
付を受ける法人等が運営する事業所以外の出身者であること。 

 

②進捗状況 
補助金交付要綱を策定中 
（対象事業所には事前説明済） 
 
 

事業内容等 

訪問型ジョブコーチを増員することにより、県内の障がい者
雇用・定着が推進されることを目的として、訪問型ジョブコー
チの養成研修に職員を派遣する法人等に対して、その派遣
費用を補助する。 

①事業内容 
ア 補助額  

130千円／名×３名 
イ 対象者 
各障害者就業・生活支援センター所長の推薦を受けた者（研修受講後
に最も多く、訪問型ジョブコーチ活動を行うことが期待できる者） 

ウ 条件 
研修を受講した者が所属する社会福祉法人等は、鳥取労働局に「訪
問型職場適応援助促進助成金受給資格」の申請を行い認定を受ける
こと。 

 

②進捗状況 
研修参加者を募集中 
 
 

 



目的・概要 

事業内容等 

ジョブコーチ制度の有効性を知ってもらうとともに、ジョブコ
ーチ制度を企業に普及させていくため、障がい者雇用促
進に向けたジョブコーチ支援をテーマとした講演やジョブコ
ーチ支援を活用して障がい者雇用・定着に成果のあった
企業の事例を紹介する研修会を開催する。 
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平成28年度の主な事業（就業支援課⑥） 

（15）〔新〕ジョブコーチ活用研修会事業 492千円 

目的・概要 

（16）〔拡充〕障がい者職業相談員の選任 
         促進 

－千円 

①事業内容 
ア 講習対象者  
一般企業における障がい者雇用に従事する職員 
就労移行支援事業所・B型事業所等の社会福祉法人職員 
障害者就業・生活支援センター職員 
特別支援学校・一般高校の関係職員 等 

イ 開催時期 
平成２８年８月頃 

ウ 開催場所 
県内３か所（東部、中部、西部） 

エ 研修内容 
事例発表（企業におけるジョブコーチ支援の優良事例・成功体験） 

基調講演（企業にとって有用な障がい者雇用に関する事例紹介・情報提供） 

意見交換（参加企業による意見交換会） 

②進捗状況 
研修内容の詳細を検討中 

事業内容等 

障がいのある方が５名以上働く事業所に選任が必要な「障
害者職業生活相談員」の資格取得を働きかける。 

①事業内容 
ア 現状  
２名以上の障がい者雇用実績のある企業（２０７社）に講習の
案内を送付 

イ 今年度（案） 
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構鳥取支部及び労働局と
調整中 

ウ 講習会 
開催日：１０月２７日～２８日 
場所：倉吉市 
主催：（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構鳥取支部 

 

②進捗状況 
案内の内容について調整中 

 
 



コース名 実践能力習得 知識技能習得 早期委託訓練 

対象者 障がい者 
障がい者（特別支援学
校高等部３年生） 

定  員 ３５名 ２０名 １０名 

入校者数 
２名／２コース 

（今後も随時コース設定） 
（募集前） （募集前） 

訓練期間 １～３ヶ月 

訓練内容 企業実習 パソコン活用等 企業実習 

事業内容等 

障がい者を対象にした職業訓練を実施し、就職に必要な知識
・技能の習得の機会を提供するとともに、障がい者の就職の
促進を図る。 
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平成28年度の主な事業（就業支援課⑦・労働政策課） 

（７）障がい者職業訓練事業 36,492千円 

コース名 総合実務科 応用実務科 

対 象 者 
知的障がい者 

（主に特別支援学校卒業未就職者） 
知的障がい者 
（主に離職者） 

定  員 １２名 ３名 

入校者数 ２名 （募集前） 

訓練期間 １年 ６ヶ月（10月開始） 

訓練内容 

●基礎的訓練・・・日常的作業の基本的技能、知識・体力 
          の習得（算数等基礎学力、簡易事務等） 
●実践訓練・・・・・就業が見込まれる職種に関連した実 
          習、企業実習（販売、清掃、調理） 

 左記総合実務科
訓練内容のうち
「実践的訓練」の
み実施 

産業人材育成センター倉吉校で行う職業訓練 

委託訓練（産業人材育成センター各校が、ＮＰＯ法人等へ委託） 

目的・概要 

（18）〔拡充〕企業と障害福祉サービス事業所 
         との交流促進 

-千円 

目的・概要 

障がい者雇用に理解を示している企業と、施設利用者の
一般就労に積極的に取り組む障がい福祉サービス事業
所の意見交換の場を各圏域ごとに設け、両者のマッチン
グを図り、障がい者雇用を推進する。 

事業内容等 

①事業内容 
ア 障がい者雇用のための企業見学会での意見交換  
障がい者の雇用を検討している企業に障がい者雇用の現場
を知ってもらうため開催する「企業見学会」（県内３地区で開
催）において、障害福祉サービス事業所の参加も呼びかけ、
意見交換の場を設ける。 
 

イ 企業と障がい福祉サービス事業所の意見交換会  
障害者就業・生活支援セン 
ターにおいて、障がい者雇用 
を実践している企業と各圏域 
の障害福祉サービス事業所 
に参加を呼び掛けて、１０名 
程度のグループに分かれて 
意見交換を行い、両者のマッ 
チングを図る。 
 
 



 

（１）平成２８年度鳥取県特別支援学校技能検定  
○対 象   特別支援学校高等部生徒 
○実施時期 １０月１３日（木）、１４日（金） 
○検定内容 
   清掃部門 
    マスター検定・・・じゅうたん床清掃及びガラス・窓枠清掃 
               床及び机上清掃 
    チャレンジ検定・・・床清掃 
                じゅうたん床清掃 
   喫茶部門（新種目） 
○審査員  関係協会・企業にお願いする。 
 

（２）技能検定運営委員会  
   検定実施に係る詳細の決定及び当日の審査 
○実施回数：実施検討部会２回、審査部会各３回（当日審査含む） 
○委員：関係協会・企業、アビリンピック実施関係者、関係学校教 
     員等 
 

目的・概要 

事業内容等 

 特別支援学校に在籍する生徒が身に付けた知識、技能、態度等を、一 

定の基準により評価し、認定する「鳥取県特別支援学校技能検定」を実
施する。 

 検定の内容と評価基準については関係企業や関係協会と協議して設定
し、企業の就労ニーズと生徒の学習を結びつけ、「働く力」「働く意欲」等の
キャリア発達の向上を図ると共に雇用促進につなげる。 

平成28年度の主な事業（特別支援教育課①） 

（８）県版特別支援学校技能検定実施事業 ６０４千円 

目的・概要 

 職場開拓及び就労・実習先の充実のために就労サポータ
ーの配置を行い特別支援学校生徒の企業等への就労を促
進する。 

事業内容等 

就労サポーターの概要 
○知的障がい者等の就労に関する実務経験を有する者などを非  
 常勤職員として配置している。 
○平成２８年度においては白兎養護学校、倉吉養護学校、琴の浦  
 高等特別支援学校の３校に計３名が配置となっている。 
（平成２１年度事業開始２名配置。平成２２年度以降３名配置。） 
 

就労サポーターの業務内容 
（１）就職を希望する生徒の職場開拓 
   業務等（実習先、就労先） 
（２）就労支援会議（校内外）での助言 
（３）作業学習等への助言 
（４）業務日誌の作成・報告 
（５）その他特別支援教育課が学校と 
   協議し必要と認めた業務 
 
 
 

（９）就労サポーター事業 １６,１６１千円 
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 特別支援学校生徒の企業等への就労を促進するため、卒後を豊かに
生活できる学習の充実や各圏域で生徒の働く様子を見てもらい、生徒の
発表を聞いてもらう「就労促進セミナー」を実施している。 

 就労促進セミナーは平成１９年度にスタートし、平成２３年度より３圏域
揃っての開催となった。日程や内容は各圏域ごとに目的に沿ったプログ
ラムが組まれている。 
 

平成２８年度開催予定 
 ○東部   ７月１４日（木） 会場：鳥取県立聾学校 
    実施内容 ・・・生徒意見発表、授業公開、作品展示・販売、 
             卒業生・企業によるパネルディスカッション、 
             各企業・機関との相談窓口開設 
 ○中部   ６月７日（火）  会場：鳥取県立倉吉養護学校 
    実施内容 ・・・生徒意見発表、授業公開、生徒による学校紹介、キャ           
             リアメッセージ、喫茶運営、フォーラムディスカッション 
 ○西部   ９月１４日（水） 会場：鳥取県立米子養護学校 
    実施内容 ・・・検討中 
   
 
  
   
  

目的・概要 

事業内容等 

（１）特別支援学校の生徒の状況を事業所に周知し、障がいへの理解・啓   
   発を促進する。 
（２）本人、障がい者雇用・就労に関わる事業所、卒業生、支援者など、そ  
  れぞれの立場から障がい者の就労促進について、現状や思いを発表  
  し合い、参加者全員が障がい者の就労についての理解を深め、就労   
  促進について考える機会とする。 
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平成28年度の主な事業（特別支援教育課②） 

（10）就労促進セミナー事業 ５４７千円 

目的・概要 

 企業への就職が内定した生徒を中心に、在学中及び卒業以降の
企業や関係機関等との連絡調整等を行い、職場への定着を目指し
た支援体制を構築するため、県立特別支援学校に「定着支援コー
ディネーター」（非常勤）を配置し、校内体制を強化する。 

事業内容等 

 定着支援コーディネーターの業務内容 
 
○企業への就職内定者が卒業後に職場環境に早くから適応できること、   
 企業側が必要な支援方法や環境整備等について学ぶこと等を目的とし  
 て、在学中からアセスメントやジョブマッチング、移行支援の準備等を計 
 画的に進め、フォロー体制を整える。 
 
○卒業後も企業等を定期的に巡回し、生徒の適応状況や企業のサポー 
 ト状況等を把握するとともに、必要に応じて助言を行う。 
 
○ケースに応じて、定着支援コーディネーター自身がジョブコーチ的な役 
 割を果たしつつ、卒業生及び企業を直接支援する。 
 
○障がい者就業・生活支援センターや障害者職業センター等の関係機 
 関と定期的に情報交換を行うとともに、卒業生へのフォローアップ体制  
 を適切に調整する。 

（17）特別支援学校生徒の 
    職場定着推進事業 

８,４８５千円 



とっとり就労支援フォーラム２０１６（仮称） 
【実施予定】 
＜対象者＞ 

 福祉施設職員、企業関係者、特別支援教育に
携わる教職員 など 
＜内容＞ 
 ・基調講演 
  ジョブコーチ支援の可能性 
  とこれからの就労支援に 
  ついて（仮題） 
 ・シンポジウム 等 
 ＜開催時期＞ 
  ９月頃 

目的・概要 

事業内容等 

就労支援のあり方やジョブコーチ支援の今後等について
議論を深めることにより、就労支援に携わる者の支援力
の向上を図るとともに、就労支援のさらなる充実を図る 
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平成28年度の主な事業（障がい福祉課①） 

（19）就労移行・定着支援セミナー開催事業 1,133千円 

目的・概要 

障がいのある者の工賃向上や一般就労を促進するため、
企業等からの受託作業の大量受注案件を処理する、複数
の事業所が一緒になって作業を行う共同作業場（ワークコ
ーポとっとり）を運営する。  

事業内容等 

○ワークコーポとっとり共同作業場での作業実績 
   ・発注企業数：８社４７作業（H28.3） 
   ・主な作業内容 
    果実防御ネット梱包、ドライフルーツの箱詰め、チョコ  
   レートの箱詰め、販促品封入、リーフレット封入、ゴム 
   のバリ取り、箱折り、サンプル品封入、説明書封入 等 
 ・参加事業所：１４事業所 
 ・参加事業所の月平均参加日数：９日～１９日 
 ・１日あたりの平均参加人数：３５人 
 ・企業訪問数：３４７企業（県内２１６企業、県外１３１企業） 
 
○受託作業や官公需に関するコンタクトセンターへの問い 
  合わせ件数   ・企業：５９件  ・公的機関：５２件  

（20）とっとりモデルの共同受注体制構築事業 21,652千円 



目的・概要 

事業内容等 

東中西の各福祉保健局でに1名（計3名）のコーディネータ

ーを配置し、仕事を求める就労系障害福祉サービス事業
所と人手を求める農家との農作業受委託のマッチングを
行う。 
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平成28年度の主な事業（障がい福祉課②） 

（21）農福連携推進事業 8,439千円 

目的・概要 

漁業者との連携の下での水産品加工の環境構築が整って
いる障害福祉サービス事業所（NPO法人ライヴ）が水福連携

モデルエリアとして複数の事業所が参加できる共同加工場
を運営することに補助する。  

事業内容等 

御崎漁港（旧中山町地内）内の漁具庫を改修した水産加工
品製造のための共同作業場の設置 
※商 品 （板わかめ、白いかスルメ、乾燥岩もずく等） 
 
○参加事業所４事業所（H28.3） 
 ほっとサロン（大山町）、小竹の郷（大山町）、 
 東伯けんこう（琴浦町）、あそしえ（米子市） 
○参加予定事業所３事業所 
 琴浦ふれあい事業所（琴浦町）、ストーク作業所（大山町）、 
 さんふく（米子市） 
 【延べ184人参加】 
○工賃支払実績 
 開設月（H27.11）：166円/h ⇒ H28.2月実績：317円/h 
 

（22）水福連携モデルエリア運営事業 879千円 

平成22年度に「鳥取発！農福連携モデル事業」を開始し、27
年度までの5年間で566件の農作業をマッチングし、3,000万

円を上回る作業料金が障害福祉サービス事業所に支払わ
れた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東部 中部 西部 計 東部 中部 西部 作業料金合計額

H22 30 34 35 99 2,280,277 638,997 923,893 3,843,167

H23 45 34 38 117 3,085,483 964,104 1,600,952 5,650,539

H24 26 15 29 70 1,552,691 1,398,629 2,057,411 5,008,731

H25 32 27 20 79 1,495,338 2,044,021 1,721,878 5,261,237

H26 38 23 19 80 1,990,795 1,040,435 1,025,496 4,056,726

H27 44 27 50 121 2,032,666 1,575,436 2,717,011 6,325,113

合計 215 160 191 566 12,437,250 7,661,622 10,046,641 30,145,513

マッチング件数 作業料金



「ごきげんマルシェ」の開催＜販売＞ 

農福連携により農業に取り組む事業所が、心を込
めてつくった新鮮な農産物を販売するためのマル
シェを開催する。 
・出店予定事業所数：１５事業所 
（１）実施予定時期 平成２８年８月頃 
（２）実施予定場所 バードハット（ＪＲ鳥取駅前） 
 ※国１０／１０補助事業での採択が執行条件と 
  なっている（現在申請中） 
 
 

目的・概要 

事業内容等 

農業分野での障がい者の就労を支援し、障がい者の職
域拡大や工賃向上を図るとともに、農業に取り組む障が
い者就労支援事業所等によるマルシェを開催する。 
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平成28年度の主な事業（障がい福祉課③） 

（23）〔新〕農福連携マルシェ促進事業 6,000千円 


