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障がい者新規雇用1,000人創出H2９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２９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

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

障がい者仕事サポーターの養成
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と障害
者就業・生活支援センターの連携

発達障がい者訓練モデルの普及
オフィス型ジョブトレーニングの横
展開

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！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 ５９７人 ６４６人 ７８１人 ７９０人 ２，８１４人

離職者数 ４３２人 ４１８人 ４１８人 ４４３人 １，７１１人

純増 １６５人 ２２８人 ３６３人 ３４７人 １，１０３人

就業者数 2,545人 2,710人 2,938人 3,301人 3,648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

年度
Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

４年間の合計

（H27,28の実績及び
H29,30の目標値）

実績 目標 実績 目標 実績 目標

就業者数 2,347 2,545 2,903 2,710 3,090 2,938 3,301
3,600
以上

実雇用率 1.77% 1.88% － 1.99% － 2.11% － －

法定雇用率 2.00% －

雇用創造による
新規雇用

①障がい者雇用の場の創出 437 456 563 498 492 562 643 652 2,355

特例子会社等、農業参入企業による一般就労 － － 30 0 15 5 30 30 65

特別支援学校（琴の浦）から一般就労 － － 36 34 40 30 40 40 144

特別支援学校（既存）から一般就労 39 48 40 27 26 29 26 26 108

障害者就業・生活支援センターから一般就労 164 147 165 147 140 145 170 1７0 632

その他企業による一般就労 234 261 280 286 260 347 355 364 1,352

聴覚障がい者手話通訳者派遣事業による一般就労 － － 12 4 6 6 8 8 26

発達障がい者訓練コース活用による一般就労 － － － － 5 0 14 14 28

②障がい者の福祉就労から一般就労への加速 97 96 113 99 126 84 138 138 459

福祉から一般就労への移行 97 96 113 99 126 84 138 138 459

③就職者数 （①＋②） 534 552 676 597 618 646 781 790 2,814

定着支援による
離職防止

④定着支援を実施しない場合の離職者数 － － 428 578 386 643 685 729 2,635

⑤定着支援員・ジョブコーチによる定着支援者数 － － 110 146 148 225 267 286 924

⑥離職者数 （④－⑤） 383 354 318 432 238 418 418 443 1,711

障がい者
就業者数等

⑦純増 （③－⑥） 151 198 358 165 380 228 363 347 1,103

⑧障がい者就業者数 （（前年度障がい者就業者数）＋⑩） 2,347 2,545 2,903 2,710 3,090 2,938 3,301 3,648 －

⑨離職率 （１－（当年⑧）／（前年⑧＋当年③）） 14.0% 12.2% 9.9% 13.7% 7.2% 12.5% 11.2% 10.8% －

※表中の青字は、過去３年間の「就職者数」及び「障がい者就業者数」の伸び率を参考に、試算した数値に基づく推計値（労働局によるH28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



現状・課題と平成２９年度の取組内容
取組方針 現状・課題 Ｈ２９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％を達成（H28.6.1現在
障がい者実雇用率は２.１１％）
約４割の企業が法定雇用率が未達成
（H28.6.1達成企業割合：５９.１％）
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
かけが更に重要
発達障がい者の就労に関する支援施
策の更なる取組が必要

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、障がい者就労ネットワーク
事業、就労促進セミナー事業

発達障がい者訓練モデルの普及
発達障がい者訓練モデル普及事業

特例子会社設立等の支援
特例子会社設立等助成金事業
農業参入企業による障がい者就労促進事業

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

障がい者のスキルアップ等
就労支援プログラム開発事業、障がい者雇用ステップアップ事
業、障がい者職場実習事業、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→Ｈ27：278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）
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
職場定着のためには、障がい者が働
く現場での支援が必要

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、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

仕事サポーター養成、障害者職業生活相談員資格認定講習

福祉就労から一般就労
への加速

福祉就労から一般就労する障がい者は伸
び悩み（Ｈ26…96人、Ｈ27…99人、Ｈ
28…84人）
円滑な一般就労への移行は障害福祉サー
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
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、ごきげんマルシェ促
進事業、研修受入謝金等の支給事業

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 5

平成29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。

１３，１２５ 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。

４，３０３ 就業支援課

３ 障害者就業・生活支援セン
ター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 障がい者の職場実習を受け入れた事業所及び実習者に対
して、謝金または奨励金を支給し雇用の促進を図る。

１，８６９ 就業支援課

５ 障がい者雇用推進啓発事
業

障がい者雇用優良事業所等の知事表彰、企業見学交流会
等のセミナー開催及び障害者就業・生活支援センター等の
ホームページの運営を行う。

１，９３６ 就業支援課

６ 発達障がい者訓練モデル
普及事業

発達障がい者等を対象に「クロスジョブ米子」で実施してい
るオフィス型ジョブトレーニングの手法を県内福祉サービス
事業所等へ横展開を図る。

２，３８５ 就業支援課 H29
新規

７ 障がい者雇用ステップアッ
プ事業

地域における障がい者の就労支援の現状・課題や雇用の
ミスマッチの原因等について実態調査を行い、解決策を検
討する。

２，０２７ 就業支援課 H29
新規

８ 職業準備性を高める就労
支援プログラム開発事業

障がい者が一般就労する前に身に付けておく技能（あいさ
つ、身だしなみ、コミュニケーション等）を習得するためのプ
ログラムを開発し、普及を図る。

８９２ 就業支援課 H29
新規

９ 障がい者就労ネットワーク
事業

聴覚障がい者の就労支援（手話通訳者等の派遣）及び発
達障がい者に対する就労支援を行うためのネットワーク会
議を県内３か所で開催する。

１，３０１ 就業支援課 H29
拡充

１０ 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。

３８，１０５ 労働政策課
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平成29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

１１ 障がい者
の雇用の
場の創出

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。

６２３ 特別支援教
育課

１２ 就労サポーター配置事業 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。

１５，６６４ 特別支援教
育課

１３ 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。

６１１ 特別支援教
育課

１４ 農業参入企業による障が
い者就労促進事業

農業参入する企業による事業展開の中で、積極的な障が
い者の受け入れを図る企業を支援する。

２２，５００ 障がい福祉
課

H29
新規

１５ 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

１６ 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。

１５，２００ 就業支援課

１７ 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。

１７，４７２ 就業支援課 H29
拡充

１８ 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

１９ とっとり障がい者仕事サ
ポーター養成事業

企業内に障がいを正しく理解し、日常的に障がい者を現場
で支援する「とっとり障がい者仕事サポーター」を新たに養
成し、障がい者の職場定着及び活躍できる体制を構築する。

１，８３１ 就業支援課 Ｈ29
新規

２０ 定着支援コーディネーター
配置事業

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。

９，３８４ 特別支援教
育課 7

平成29年度障がい者の就業支援関係事業③

番
号

区分 事業の名称 事業の概要 予算額
（千円）

担当課 備考

２１ 障がい者
の離職防
止

職業教育スキルアップ事業 特別支援学校教員３名をジョブコーチセミナーに派遣し、生
徒の現場実習や進路指導の質の向上を図る。

５３６ 特別支援教
育課

２２ 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

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

２３ 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

２４ 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。

２１，４３２ 障がい福祉
課

２５ 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。

１０，３７６ 障がい福祉
課

２６ ごきげんマルシェ促進事業 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。

７，８８７ 障がい福祉
課

２７ 研修受入謝金等の支給事
業

県内の就労移行支援事業所の職員が、県外の先進的な取
組をしている就労施行支援事業所に研修派遣された場合、
研修受入事業所に対して謝金を研修派遣事業所に旅費相
当額を支給する。

５４０ 障がい福祉
課

H29
新規
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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
㈲ドアーズ(倉吉市）…障がい者５名雇用（H28.9～）

㈱フジオファーム（北栄町）…事業認定済（H28.10）

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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１ 特例子会社設立等助成金事業 13,125千円

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 活動内容
県内の障がい者法定雇用適用企業（423社）のうち、障が

い者の雇用実績のない企業（107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実績（平成２８年度）
187社を訪問（H28実績）

２ 障がい者雇用アドバイザー 配置事業 4,303千円

平成２９年度の主な事業（雇用の場の創出①）

（就業支援課） （就業支援課）

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２９年度の主な事業（雇用の場の創出②）

３ 障害者就業・生活支援センター職場開拓支
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２８年度）
ア 職場実習件数

１５３件（うち、就職決定７６件）

イ 支出額

謝 金 846,000円

奨励金 916,000円

（就業支援課） （就業支援課）



目的・概要

事業内容等

障がい者優良事業所等の知事表彰や企業見学交流会等
のセミナーを開催する。

平成２９年度の主な事業（雇用の場の創出③）

５ 障がい者雇用推進啓発事業 1,936千円

目的・概要

発達障がい者等を対象に「クロスジョブ米子」で実施している「
オフィス型ジョブトレーニング」の内容や手法について、広く企業
や当事者、家族等にＰＲするとともに県内福祉サービス事業所
等に横展開を図る。

事業内容等

６ 〔新〕発達障がい者訓練モデル普及事業 2,385千円

①事業内容
ア 障がい者雇用優良事業者等表彰

障がい者雇用に功績のあった８者を表彰。（Ｈ２８年度は、
工賃向上に成果を上げている事業所の表彰枠を新設。）

イ 障がい者雇用企業見学交流会
障がい者が働く現場の見学及び障がい者雇用の取組み
等を知ることができる企業見学交流会を開催

ウ 就業支援基礎研修・障がい者就業支援説明会
障がい者の就業支援を担当する職員や、障がい者本人
に対するセミナーを開催し、支援者のスキルアップや当
事者の就業への意欲喚起、意識向上を図る

※イ及びウは、労働局及び職業センターと共催

①研修会の開催

②開催時期（予定）
<企業・当事者・家族向け>…東部（８月）、中部（１０月）、西部（６月）
<障がい福祉サービス事業所向け>…西部（１０月）
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種類 対象 目的 内容

企業・
当事
者・家
族向け

企業、当
事者、親、
学校関係
者

○トレーニング効果の周知
○発達障がい者が、企業

の戦力になることを知る
○就労が可能なことの気

付き

○トレーニングの紹介
○講演

・企業（雇用企業）
・親（子どもの就労）
・当事者（就職者）

障がい
福祉

サービ
ス事業
所向け

事業所
（就労移
行、Ａ・Ｂ
型事業
所）、ﾅｶ
ﾎﾟﾂ、ｻﾎﾟ
ｽﾃ等

○トレーニングの紹介
○発達障がい者の支援を

考え直すきっかけの提供
○発達障がい者の支援に

対する助言
○「核」になる事業所の発掘

○クロスジョブの紹介
・支援の考え方等

○講義
・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの紹介

○演習
・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの演習

（就業支援課）
（就業支援課）

目的・概要

事業内容等

障がい者が一般就労するにあたって必要となる基本的な
技能（規則正しい生活習慣、コミュニケーション能力、体調
管理）を習得するためのプログラムを開発し、就業支援施
設や特別支援学校等に広く普及させる。

892千円

①事業内容
ア プログラムの開発

○就労支援のための評価シート（とっとり版）による評価結
果に沿って、障がい者が一般就労するために必要な技
能を習得するためのプログラムを作成する。

イ 会議の開催
○プログラムを実行性のあるものにするため、関係者（※）

会議を開催し、内容を検討する。
（※）…ナカポツ、労働局、ハローワーク、職業センター、就労支援施

設の代表、特別支援学校の代表等

ウ 講習会の開催
○完成したプログラムの普及を図るため、配付先を対象に

説明会を兼ねた講習会を開催する。

②スケジュール
５～９月…検討、検証、修正、１２月…完成、１月以降…講習会

８ 〔新〕職業準備性を高める就労支援プログラ
ム開発事業

目的・概要

事業内容等

障がい者の就労支援に関わる地域ネットワークを活用し
て、各圏域で障がい者の就労支援機関や企業を対象に
実態調査を行い、障がい者の一般就労における課題を明
らかにする。

平成２９年度の主な事業（雇用の場の創出④）

2,027千円

①事業内容
ア 実態調査等の実施
<実態調査の内容>

○県内の就労支援機関（就労移行、Ａ型、Ｂ型）及び特
別支援学校における利用者･生徒の現状と課題

○障がい者雇用事業所及び未雇用事業所における障が
い者雇用の現状と課題

<資料収集等>
○障がい者就労と職場定着（離職防止）に関する現状と

課題

イ 会議の開催・報告書の作成
○関係機関（※）の意見を踏まえて実態調査を行い、報

告書を作成
（※）…ナカポツ、労働局、ハローワーク、職業センター、就労支援

施設の代表、特別支援学校の代表等

②スケジュール
６～８月…調査内容の調整、９月…調査、１２月…報告書の完成 12

７ 〔新〕障がい者雇用ステップアップ事業

（就業支援課） （就業支援課）



目的・概要

事業内容等

聴覚障がい者の就労支援（手話通訳者等の派遣）及び発
達障がい者に対する就労支援を行うためのネットワーク
会議を県内３か所で開催する。

平成２９年度の主な事業（雇用の場の創出⑤）

1,301千円

①事業内容
ア 聴覚障がい者就労支援事業

○聴覚障がい者の就職活動を行う場合等、必要に応じ
て手話通訳者や要約筆記者を派遣し、聴覚障がい者
の就労を支援する。

○平成２９年度より、新たに職場実習を派遣対象とした。

イ 発達障がい者就労支援ネットワーク会議
○発達障がい者個人の支援策を検討するため、障害者

就業・生活支援センターとハローワーク、若者仕事ぷ
らざ、サポステ、エール発達障がい者支援センター、
職業センター、高等学校、特別支援学校等による会議
を開催する。

②実績（平成２８年度）
ア 聴覚障がい者就労支援事業

20件派遣（うち、6件就職）
イ 発達障がい者就労支援ネットワーク会議

各障害者就業・生活支援センターで適宜開催

９ 〔拡充〕障がい者就労ネットワーク事業
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目的・概要

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。

事業内容・進捗状況

10 障がい者職業訓練事業 38,105千円

産業人材育成センター倉吉校で行う職業訓練

コース名 総合実務科

対 象 者 知的障がい者（特別支援学校卒業未就職者及び離職者）

訓練期間 １年（４月入校）、９ヶ月（７月入校）、７ヶ月（９月入校）

定 員 １５名

入校者数 ４月入校（１０名）、７月入校（募集中）

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専門職業技能（販売、清掃、調理補助、
製造技能、フォークリフト操作）、企業実習。

委託訓練（産業人材育成センター各校が、ＮＰＯ法人等へ委託）

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）

訓練期間 １～３ヶ月

定 員 ３２名 ２０名 １０名

入校者数
１名／１コース

（今後も随時コース設定）
倉吉校（募集中）
米子校（募集前）

（募集前）

訓練内容 企業実習 パソコン活用等 企業実習

（就業支援課）
（労働政策課）

１ これまでの取組状況

（１）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。

（２）平成２１年度事業開始２名配置。平成２２年度以降３名配
置。 Ｈ２６年度より４名配置。

２ 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

１ 平成２９年度鳥取県特別支援学校技能検定
（１） 対象 特別支援学校高等部生徒
（２） 実施時期 １０月５日（木）、６日（金）
（３） 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

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

（１） 実施内容
実施検討部会２回、審査部会各３回（当日審査含む）

（２） 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・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、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。

14

平成29年度の主な事業（雇用の場の創出⑥）

１１ 県版特別支援学校技能検定実施事業 623千円

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・進捗状況

１２ 就労サポーター配置 15,664千円

（特別支援教育課）

（特別支援教育課）



以下の条件を満たす農業参入企業に対し補助金を交付
（１）交付要件（抜粋）

○３年以内に新たに障がい者の正規雇用２０人以上を達
成する計画を持った企業であること

○農作業のための人材として施設外就労等により障がい
者を受け入れる場合は、労務単価として鳥取県最低賃
金を上回る金額を支給すること

（２）対象者 農業参入を検討又は実施している企業
（３）対象事業

障がい者を受け入れた農業経営の開始又は推進する
ための事業

（例）機械・施設の整備又はリースに係る経費等
（４）助成金

60,000千円以上の設備投資で20名以上雇用：30,000千円
75,000千円以上の設備投資で25名以上雇用：37,500千円
90,000千円以上の設備投資で30名以上雇用：45,000千円
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平成29年度の主な事業（雇用の場の創出⑦）

１ これまでの取組について

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。

２ 平成２９年度の予定
○東部

７月１２日（水） 会場：鳥取県立福祉人材研修センター
○中部

６月 ６日（火） 会場：琴の浦高等特別支援学校
〇西部

９月１２日（火） 会場：米子養護学校

目的・概要

事業内容・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。

１３ 就労促進セミナー事業 611千円

目的・概要

障がい者雇用に繋がる新たな農福連携のスキームとして
、農業参入する企業による事業展開の中で、積極的な障
がい者の受け入れを図る企業に対し支援を行う。

事業内容・進捗状況

１４ 〔新〕農業参入企業による障がい者就労促進事業 22,500千円

（特別支援教育課） （障がい福祉課）
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平成29年度の主な事業（離職防止①）
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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。

１５ 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

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し助言を行う。
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、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

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

１６ 県版ジョブコーチセンター設置事業 15,200千円

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29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２８年度の被支援者数）
９２名（中部３１名、西部６１名）

※配置型ジョブコーチの支援者数

事業内容等

（就業支援課）
（就業支援課）



①事業内容
ア 補助額

1,344千円／名×13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実績（平成２８年度）
5法人（ジョブコーチ11名分）に補助
83人の障がい者に対しジョブコーチ支援を実施
（対前年度22名増）

平成2９年度の主な事業（離職防止②）
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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。

1７ 〔拡充〕訪問型ジョブコーチ設置促進
事業

17,472千円

目的・概要

１８ 訪問型ジョブコーチ養成研修派遣
支援事業

390千円

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実績（平成２８年度）
・１名が当該制度を活用し資格取得

（就業支援課） （就業支援課）

①事業内容
ア 研修内容

講義
｢就労場面での障がいの理解」（精神・発達障がいを中心に、
その他の障がいも含める）
当事者発表
精神・発達障がい者を雇用されている企業の担当者と当事
者に、雇用現場における配慮等についてお話いただく。

イ 開催時期
平成２９年７月、平成３０年２月

ウ 開催場所
県内３か所（東部、中部、西部）

②進捗状況
・開催案内の準備中
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平成29年度の主な事業（離職防止③）

目的・概要

事業内容等

企業内に障がいを正しく理解し、日常的に障がい者を現場
で支援する「とっとり障がい者仕事サポーター」を新たに養
成するための研修会を開催し、障がい者の職場定着及び
活躍できる体制を構築する。

１９ 〔新〕とっとり障がい者仕事サポーター
養成事業 1,831千円

１ これまでの取組について
平成２７年度琴の浦高等特別支援学校に２名配置。平

成２９年度も継続して２名配置予定。

２ 業務内容について
（１） 在学中生徒に対するアセスメントやジョブマッチング、

移行支援の準備
（２） 企業等を定期的に巡回し、生徒の適応状況や企業

のサポート状況等の把握と助言
（３） 卒業生及び企業への直接支援（ケースに応じて）
（４） 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の連携・情報交換

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
「職場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・進捗状況

２０ 定着支援コーディネーター配置 9,384千円

（特別支援教育課）（就業支援課）
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平成2９年度の主な事業（離職防止④、福祉就労から一般就労①）

２２ 企業と障害福祉サービス事業所との交流促進

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 これまでの取組について
（１）これまでの研修派遣により、県内の特別支援学校

において現在、１１名のジョブコーチ資格取得者が
在籍している。

（２）研修を受けた教員の多くは、進路指導主事や高等
部の職業学習のキーマンとして、研修で身に付け
た知識、技能を発揮している。

２ 平成２９年度の取組について
平成２９年度においては、３名の派遣を予定している。

目的・概要

事業内容・進捗状況

特別支援学校教員をＪＣ－ＮＥＴ ジョブコー
チセミナーに派遣し、生徒の産業現場等にお
ける実習や進路指導等の充実を図る。

２１ 職業教育スキルアップ事業 （536千円）

（特別支援教育課）
（就業支援課）

平成29年度の主な事業（福祉就労から一般就労②）

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・進捗状況

○ワークコーポとっとり共同作業場での作業実績（Ｈ２８）
・発注企業数：１５社２１作業
・主な作業内容

果実防御ネット梱包、菓子の箱詰め・箱詰め、販促品
封入、リーフレット封入、ゴム部品のバリ取り、サンプ
ル品封入、説明書封入 等

・参加事業所：１１事業所
・参加事業所の月平均参加日数：１０日～２０日
・１日あたりの平均参加人数：２８人
・企業訪問数：１９８企業（県内・県外）

○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：４１件 ・公的機関：４８件

２４ とっとりモデルの共同受注体制構築事業 21,432千円

とっとり就労支援フォーラム２０１７（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
・実践報告 等
＜開催場所・時期＞

中部 ９月頃

目的・概要

事業内容・進捗状況

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

２３ 就労移行・定着支援セミナー開催事業 1,133千円
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（障がい福祉課）（障がい福祉課）



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。

平成29年度の主な事業（福祉就労から一般就労③）

「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：３０事業所
（１）実施予定時期 平成２９年１０月頃
（２）実施予定場所 鳥取市

目的・概要

事業内容・進捗状況

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。

２６ ごきげんマルシェ促進事業 7,887千円
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目的・概要

事業内容・進捗状況

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。

２５ 農福連携推進事業 10,376千円

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

H28 39 26 47 112 2,273,474 1,320,396 1,889,942 5,483,812

マッチング件数 作業料金

農福連携マッチング実績について

（障がい福祉課）（障がい福祉課）
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平成2９年度の主な事業（福祉就労から一般就労④）

目的・概要

県内の就労移行支援事業所の職員について、県外の先
進的な取組をしている就労移行支援事業所でのインター
ンシップ派遣することで、県内就労移行支援事業所等の
スキルアップを図る。

事業内容・進捗状況

インターンシップ受入事業所に対して謝金をインターンシッ
プ派遣事業所に旅費相当額を支給する。（３名分）

報償費540千円
受入謝金 50千円×３事業所＝150千円
派遣者への奨励金

130千円×３人＝ 390万円
130千円上限（東京都：５泊６日想定）

なお、研修参加を途中で取り止めた場合は、原則として
派遣旅費は支給しない

540千円２７ 〔新〕研修受入謝金等の支給事業

（障がい福祉課）


