
平成２７年度 障がい者就業支援推進のため実施する主な事業 
番号 区分 事業等の名称 予算額（千円） 担当課 備考 

１ 障がい者雇用の場の
創出 

特例子会社設立等助成金事業 ６２，５００ 就業支援課 ６月補正 

２ 障がい者ソーシャルコミュニティビジネス支援事業 １０，０００ 就業支援課 

３ 法定雇用率適用全企業への障がい者雇用プラス
１名の働きかけ事業 

－ 就業支援課 

４ 障がい者雇用推進啓発事業  １，０６０ 就業支援課 

4-1 精神障がい者の就業啓発資料の作成 － 就業支援課 検討中 

５ とっとりモデルの共同受注体制構築事業 ２４，５１５ 障がい福祉課 ６月補正 

６ 水福連携モデルエリア運営事業 １１，２８７ 障がい福祉課 ６月補正 

７ 鳥取県特別支援学校技能検定実施事業  ２，８５７ 特別支援教育課 

８ 就労サポーター事業 １５，９３７ 特別支援教育課 

９ 就労促進セミナー事業    ５１０ 特別支援教育課 

１０ 障がい者の福祉就労
から一般就労への加
速 

発達障がい者の就業に向けての訓練コースの検
討 

－ 障がい福祉課 
就業支援課 

検討中 

１１ 就労移行・定着支援セミナー開催事業  １，１３３ 障がい福祉課 

１２ 障がい者の離職防止 障害者就業・生活支援センター体制強化事業 １４，０４２ 就業支援課 

１３ 県版ジョブコーチセンター設置事業 １５，１８２ 就業支援課 

１４ 特別支援学校生徒の職場定着推進プロジェクト  ４，６４９ 特別支援教育課 H27新規 

１５ 障がい者雇用を支える
連携体制の強化 

障がい者就労ネットワーク会議    ９１３ 就業支援課 
障がい福祉課 

１６ 鳥取労働局・鳥取県の雇用対策協定締結 － 就業支援課  

１ 

資料２ 



＜１ 特例子会社設立等助成金事業＞ 

 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の分割支給とす  

           る。 

 ウ 対象となる施設 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であること） 
 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 
 
 
 
 
 
 
 

【事業概要】 

【進捗状況】 

 特例子会社又は企業内障がい者がい者多数雇用施設の設置を支援し、障がい者の新規雇用を創
出していくことを目的として助成金を創出する。 

就業支援課 

     【予算額】          ６２，５００千円 

【実施】 

 
（委員からの意見） 
・障がい者の雇用に視点を置いた特例子会社では、
一般的に障がい者の雇用数も多く、かつ定着率も高い。 

 特例子会社に特化した助成制度を充実し、新たな設
立、進出を促進する。 

 

２ 



＜２ 障がい者ソーシャルコミュニティビジネス支援事業＞ 

（１）前年度事業からの変更点 

  ア 予算を債務負担行為で組むことにより、申請・交付決定から１年間を補助対象期間とした。（従来は年度末まで） 
 

 イ 身体障がい者の場合、施設改良（トイレ・出入口のバイアフリー化等）に多大の経費が必要で、従来の対象額５０ 

   万円まででは事業着手に踏み切れないとの意見を受けて、改修費を３００万円まで拡大した。 

 
（２）創業補助事業の内容 （本年度４月に制度改正済） 
 ア 対象者：創業と同時に１名以上の障がい者を雇用し、起業しようとする者（障がい者自ら起業の場合も対象） 
 イ 対象経費：創業時に必要な一般管理費等    

 ウ 補助率：２／３ 
 エ 上限額：５，０００千円 
 オ 補助対象期間：交付決定から１年間  

【事業概要】 

【進捗状況】 

 障がい者の雇用活性化のために、障がい者自らの起業、障がい者を雇用しての企業の創業につい
て、その活動を後押しすることにより、県経済の活性化・障がい者雇用の場の創出に資する。 

 
（委員からの意見） 
・障がい者と事業者が連携して就労の場を作ることが必要。 

・事業所が障がい者を雇用するばかりでなく、障がい者と
連携して新しいビジネスを展開していくということも、共生
社会の中での一つのあり方。 

・障がい者と主婦、若者、学生等が連携して創業、起業を
行える環境作り必要。 

就業支援課 

 

３ 

     【予算額】          １０，０００千円 

【実施】 



＜３ 法定雇用率適用全企業への障がい者雇用プラス１名の働きかけ事業＞ 

 事業内容 

  ア 依頼時期  

  「精神障がい者就業ガイドブック」「ともに働く仲間のために」 
  「障がい者雇用関係助成制度のご案内」が出来上がってから 

  依頼開始とする。（予定：平成２７年９月－１２月） 
 

 イ 依頼者 

   雇用人材局就業支援課職員、 

   中部総合事務所地域振興局中部振興課職員及び 

   西部総合事務所地域振興局西部観光商工課職員 
 
※ 法定雇用率未達成企業に対しては、各所管のハローワークが指導・訪問の予定で 
  あり、県の取組と併せて、法定雇用率適用全企業の訪問となる。 

【事業概要】 

【進捗状況】 

 障がい者雇用においては、雇用実績ゼロの企業に新規障がい者が就職した場合に比べて、複数人
の雇用実績があり、支援ノウハウ等の蓄積された企業に障がい者が就職した場合の方が、その後の定
着、障がい者本人の充実感等が概して高い傾向となることが知られている。 

 県内民間企業の障がい者雇用率２．０％早期達成のため、県内の法定雇用率達成企業約２００社に
対して、プラス１名の障がい者雇用増を、雇用人材局、中部総合事務所及び・西部総合事務所で実
施する。 

就業支援課 

 

４ 

【実施】 



＜４ 障がい者雇用推進啓発事業＞ 

（１）企業を対象とした障がい者雇用の好事例集「ともに働く仲間のために」 
  【実施予定】 
 ○対象：企業経営者、人事担当者 
   ※現行の１３事例⇒毎年度、半分程度更新予定 

  

（２）企業を対象としたマンガによる精神障がい者の就業啓発資料【実施予定】 
 ○対象：企業経営者、人事担当者、企業雇用者 

   ※内容については、関係機関と連携して協議中 
    

（３）障がい者雇用を進めようとしている企業研修会【１１月実施予定】 
 ○対  象：企業経営者、人事担当者 

 ○場   所：県内３地区で時期をずらして開催  

【事業概要】 

【進捗状況】 

 
（委員からの意見） 
・障がい者雇用や、就労移行を促進するための啓発に取
り組む 

・企業向けに障がい者雇用に係る研修会の開催や実際
の就労支援事業所の見学会等を行う 

・周囲の職員の理解を進めるためのパンフレット・リーフ
レットがあれば、企業内での精神障がい者に対する普
及・啓発が進む 

障がい者の適性や能力に応じた仕事の内容と実績、障がいの種類とそれに応じた対応（サポート）の方法などを企
業に広く紹介し、理解してもらうことで、障がい者雇用への不安を軽減し、雇用の拡大、安定と継続を促進していく。 

就業支援課 

 ５ 

  
      【予算額】          

雇用事例紹介 

研修会開催 

PR！！ 

１，０６０千円 

【実施】 



＜４－１ 精神障がい者の就業啓発資料の作成＞ 

 企業を対象とした精神障がい者の雇用に関する意識啓発、周知のため、マンガを活用したパンフ
レットを作成。 

 

 ○対象：企業経営者、人事担当者 
  ※鳥取労働局と連携し、掲載内容について検討。 
  ※手に取りやすく読みやすいものとし、内容も企業経営者等にも理解してもらいやすいものとする。 

  ※企業訪問の際に配布。関係機関等へも配布し、啓発を進める。 

【事業概要】 

【進捗状況等】 

 精神障がい者雇用率全国１位を目指し、精神障がい者の雇用を推進するため、マンガ版啓発パン 
 
フレットを鳥取労働局と連携し作成する。 
 
 [精神障がい者雇用率（H26実績）]         [精神障がい者雇用率（H30目標）] 
  ・鳥取：０．１７                      ・鳥取：０．３６ 
  ・全国：０．１２                      ・全国：０．２０ 
                                 ※平成２７年度鳥取県雇用施策実施方針 

就業支援課 

 

６ 

【検討中】 



＜５ とっとりモデルの共同受注体制構築事業＞ 

○共同作業場（仮称：鳥取ワークセンター）の設置・運営 

 ・共同作業場の設置 【１０月予定】 
 ・障害福祉サービス事業所への説明会 【実施済】 
 

○官公需コンタクトセンターの設置・運営 

 ・コンタクトセンター（１人役）共同作業場との連携を図りながら受発注調整を行うためのコンタクトセン 

  ター担当（１人役）を配置 【配置済】 
  （官公庁等からの受注に対する迅速な対応体制や単独事業所が受託できる発注案件（小ロッド発  

   注等）の効率的な実施を図るため体制を強化） 

【事業概要】 

【進捗状況】 

 障がいのある者の工賃向上や一般就労を促進するための環境強化を図ることを目的に、単独の障
害福祉サービス事業所では処理することができない企業等からの受託作業の大量受注案件を処理す
るため、全国初となる複数の事業所が一緒になって作業を行う共同作業場（仮称：鳥取ワークセン
ター）を設置する。  

障がい福祉課 

 

７ 

     【予算額】          ２４，５１５千円 

【実施】 



＜６ 水福連携モデルエリア運営事業＞ 

○共同加工場の設置及び運営 【９月設置】 
 運営主体：ＮＰＯ法人ライヴ 

 ※運営にあたっての参加事業所の調整等はＮＰＯ法人鳥取県障害者就労事業振興センターが支援 

 

○設置及び運営にあたっての県の支援 

 ＮＰＯ法人ライブに対し補助金を交付 

 （１）共同加工場の設置経費 

 （２）共同加工場の運営経費 

【事業概要】 

【進捗状況】 

 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）をベースに、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設置に補
助する。  

障がい福祉課 

 

８ 

     【予算額】          １１，２８７千円 

【実施】 



＜７ 鳥取県特別支援学校技能検定実施事業＞ 

企業団体等と連携した特別支援学校版の技能検定を次のとおり実施予定 
 ○実施時期 １２月３日（木）予定 
 ○実施内容 清掃部門検定 
 ○参加校   県内の特別支援学校生徒 
 ○実施概要 
   ＜マスター検定＞ 
    ・床及び机上清掃 
    ・じゅうたん及び窓枠清掃（新種目） 
   ＜チャレンジ検定＞ 
    ・床清掃 
    ・じゅうたん清掃（新種目）  

【事業概要】 

【進捗状況】 

○特別支援学校に在籍する生徒が身に付けた知識、技能、態度等を検定で発揮し認定されることに
より、「働く力」「働く意欲」等の一層の向上を図る。 

○特別支援学校の生徒の職業に関わる技術や取組姿勢を一定の基準により評価し認定することで、
企業の雇用促進につなげる。 

特別支援教育課 

９ 

 【予算額】          

技能向上 

働く力・意欲向上 

職業的自立 
社会参加 

２，８５７千円 

【実施】 



＜８ 就労サポーター事業＞ 

〈平成２１年度〉 

○県内で２名を県立知的障がい特別支援学校２校（東部担当と中・西部担当）に非常勤職員として
配置した。 ※高等学校の就職支援相談員（キャリアアドバイザー）と同様の雇用形態 
〈平成２２年度～平成２５年度〉 
○県内で３名を県立知的障がい特別支援学校３校（各圏域担当）に非常勤職員として配置した。 
〈平成２６年度〉 

○琴の浦高等特別支援学校に専属の就労サポーターを配置し、第１期卒業生の全員就労に向け
て体制を整備した。 

【事業の目的】 

【進捗状況】 

県立特別支援学校高等部生徒の就労促進を図るため、知的障がい者等の就労に関する実務経験
を有する者などを就労サポーターとして特別支援学校４校に配置し、以下のような業務を行う。 
（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 

特別支援教育課 

 １０ 

      【予算額】        １５，９３７千円 

【実施】 



＜９ 就労促進セミナー事業＞ 

各圏域の特別支援学校が共催して開催している。 
＜東部地区＞ 鳥取盲学校・鳥取聾学校・鳥取養護学校・白兎養護学校 
開催日：平成２７年７月９日（木） 
会場：白兎養護学校 
＜中部地区＞ 倉吉養護学校・琴の浦高等特別支援学校 
開催日：平成２７年６月４日（木） 
会場：琴の浦高等特別支援学校 
＜西部地区＞ 鳥取聾学校ひまわり分校・皆生養護学校・米子養護学校 
開催日：平成２７年９月１４日（月） 
会場：米子養護学校 

【事業の目的】 

【進捗状況】 

（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。 

特別支援教育課 

 １１ 

      【予算額】        ５１０千円 

【実施】 



12 

【事業概要】        

【経緯】 

 

（委員からの意見） 
・発達障がい者の就労支援に対する行政の
関与が薄いと感じている。 

 発達障がい者の場合、障がいを受容できても、就業のためには、社会に適応するための訓練の場が必要となるが、 

県内には発達障害に特化した訓練コース実施機関は存在しない。 

 このため、既存の「就労移行支援事業所」等の中で、発達障がい者に特化した訓練コースを設定する事業者に支
援を行う等、訓練コースの設置に向けての検討を行っていく。  

障がい福祉課・就業支援課 【検討中】 ＜１０ 発達障がい者の就業に向けての訓練コースの検討＞ 

○本実施会議の中で、発達障がい者就労支援に関する支援ネットワーク構築の提言を受ける。（各圏域ごとに障害 

 者就業・生活支援センターを中心に「支えるネット」構築⇒全県での情報共有・施策検討の場として「発達障がい者 

 就業支援全県ネットワーク会議」設立：昨年度２月） 
 

○初回全県ネットワーク会議で整理された問題点として、 

 ① 発達障がい者訓練コースの設置 

 ② 「保幼⇒小⇒中⇒高・特別支援学校⇒大・就職先」と各段階での「発達障がい者の支援情報の引き継ぎ」が実 

   施されているか。 

 ③ 発達障がいに対する知識・理解の普及啓発 

 の３項目が浮かび上がってきた。 

 

１２ 



＜１１ 就労移行・定着支援セミナー開催事業＞ 

 

 

 

障がい者就労支援セミナー（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、実践発表 等 

＜開催時期＞ 
  未定 
 

 

 

【事業概要】 

【進捗状況】 

（委員からの意見） 
・就労移行支援事業所等で、利用者の方
の働きたいという意欲を把握し、マッチン
グを図り雇用に結びつけることが必要 

  障がい者の一般就労移行支援を行う上での基礎となる視点や姿勢、技法について、演習、グルー
プワーク、講習方式を取り入れながら学び、議論し、日々の実践へと繋がるセミナーを開催する。 

障がい福祉課 

１３ 

【予算額】        １，１３３千円 

【実施】 



＜１２  障害者就業・生活支援センター体制強化事業＞ 

 

 各障害者就業・生活支援センターに定着支援員を配置（計３名）し、就職初年度の者を中心に定着支援【実施済】 
 

【事業概要】 

【進捗状況】 

 

 
（委員からの意見） 
各特別支援学校と、各就業・生活支援セン
ターに定着支援員の配置 

・ 卒業後、一般企業に就労した生徒の職
場定着を図るための支援員配置が必要 

・ 各就業・生活支援センターに、職場定着
を一層図るための定着支援員配置が必要 

 

 現在、障害者就業・生活支援センターには、しらはま、くらよし、しゅーとにそれぞれ７人、６人、８人の支援員を配置
し、障がい者の就業支援にあたっている。その役割は、就労支援、生活支援、発達障がい者就労支援、アセスメント
及び職場開拓という区分となる。就職者のその後の在職率を高めるためには、就職先の事業所を定期的に訪問し、
定着支援を行うことが効果的である。 

 そこで、定着支援を専門とする支援員を各センターに配置することにより、特別支援学校卒業生も含めて円滑な定
着支援が可能となる。【実施済】 

就業支援課 

       【予算額】           １４，０４２千円 

【実施】 

１４ 



＜１３  県版ジョブコーチセンター設置事業＞ 

【事業概要】 

 

（特別支援学校ＰＴＡ連合会からの意見） 
・県西部に県版ジョブコーチセンターがＨ２６
年度設立されたが、中部圏域にはない。 

・この地域も「琴の浦高等特別支援学校」がＨ
２８年３月初めての卒業生を社会に送り出す予
定であり、ジョブコーチニーズは極めて高い。 

 

○障がい者の就職初期段階、あるいは就職後最初のトラブル発生段階において、ジョブコーチ（職場適応援助者）支

援を実施した場合、定着率が劇的に改善することが知られている。（平成２６年度：鳥取障害者職業センタージョブコー

チ支援終了６か月後の定着率84.2%） 

○鳥取障害者職業センター（鳥取市）には、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。近年、ジョブコーチ制度の有効性が知られるにつき、そのニーズが高まってきており、このニーズに対応し、

鳥取障害者職業センターと連携して県内全域に質の高いジョブコーチ支援を提供し、障がい者の雇用定着を推進し

ていく体制を整えるため、県西部・中部に県版ジョブコーチセンターを設置する。  

  

就業支援課 

１５ 

       【予算額】         １５，１８２千円 

【進捗状況】 

（１）県西部へ県版ジョブコーチセンター設置 

   県西部の障害者就業・生活支援センターしゅーと   

 と一体的運用を目指して県版ジョブコーチセンター：  

 「障がい者職場定着推進センターあしすと」を設置済 

 （Ｈ２６．５）  

 

（１）県中部へ県版ジョブコーチセンター設置 

   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：  

 「障がい者職場定着推進センターくらよし」を設置済 

 （Ｈ２７．４）    

《県版ジョブコーチ
センター》 

《障害者就業・生
活支援センター》 

ジョブコーチ 定着支援員 連携 

《企業》 

障  が  い  者 

集
中
支
援 

巡
回
指
導 

○作業遂行力向上 

○職場コミュニケーション 

  能力向上 

○基本的労働習慣の形成 

【実施】 



＜１４ 特別支援学校生徒の職場定着推進プロジェクト（新規）＞ 

 平成２７年１０月１日付けで、県立琴の浦高等特別支援学校に２名の定着支援コーディネーターを
配置する。 

【事業の目的】 

【進捗状況】 

 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。 
＜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、卒業生を支
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。 

特別支援教育課 

 １６ 

      【予算額】        ４，６４９千円 

【実施】 



＜１５ 障がい者就労ネットワーク会議＞ 

障がい者雇用推進実施会議 
※全県域を対象とした障害者就業・生活支援センターを中心に

就労関係機関の連携するネットワーク会議 

【現状・課題】 

【進捗状況】 

 県内３か所にある障害者就労・生活支援センターを含めて、県内に存在する主要な障がい者就労機関が一同に会
し、必要な情報交換が行える場を設ける。（年２回程度） 

（ネットワーク会議） 
 ○開催時期 年２回程度 ○議事内容 障がい者就業を推し進めるための意見交換 

  （障がい者雇用推進実施会議を本ネットワーク会議に代える） 
  これに伴い、会議構成員を全ての障害者就業・生活支援センターに拡大する。 【実施済】 
（ハンドブック） 
 ○各圏域ごとに、障がい者就労施設情報をとりまとめたハンドブックを作成する。 【実施予定】 

就業支援課・障がい福祉課 

連携 

東部地域就労・生活
支援に係る連絡会議 

中部地域就労・生活
支援に係る連絡会議 

西部地域就労・生活
支援に係る連絡会議 

１７ 

（障がい福祉課：９００千円） 
（雇用人材局： １３千円） 

  【予算額】          

 

（委員からの意見） 
・障がい者雇用や就労移行を促進するため
の啓発に取り組む。 

・具体的には、障がい者就労支援施設の情
報を掲載したハンドブックを圏域ごとに発行 

９１３千円 

【実施】 

連携 連携 



＜１６ 鳥取労働局・鳥取県の雇用対策協定締結＞ 

平成２７年度鳥取県雇用施策実施方針を定め、鳥取県と鳥取労働局が一体となって取り組んでいる。 
（１）課題 
  ○５割弱（５０人以上規模）の民間企業において法定雇用率が未達成となっており、企業に対する   
   指導・援助を強化することが必要。 
  ○障がい者の雇用対策については、近年、精神障がい及び発達障がいの求職者が増加している 

   ことから、雇用と福祉、医療の連携による総合的な雇用支援が重要。 
（２）主な取組 
  ア 中小企業に重点を置いた雇用の促進 
  イ 障がい者雇用の更なる促進のための環境整備 
  ウ 精神障がい、発達障がい、難病などの障がい特性に応じた就労支援の推進 
  エ 障がい者の職業能力開発支援の充実 
  オ 障がい者の雇用の場の創出 
（３）目標値 
  ○障がい者就職件数   前年度以上 
  ○障がい者就業者数   平成２８年度末３，３００人 
  ○精神障がい者雇用率  平成３０年６月１日現在 ０．３６％以上 

【事業概要】 

【進捗状況】 

 求職者の就職の促進と魅力ある県内企業の人材確保支援を図るため、雇用対策に関する施策を総
合的、効果的かつ一体的に実施することを目的として、平成２７年３月に締結。  

就業支援課 

１８ 

【実施】 


