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１

計画の背景・経緯
ア 平成１８年４月に施行された障害者自立支援法は、障がいのある人が地域で安心して暮らせる
社会を目指し、就労移行支援事業等を創設するとともに、福祉と雇用の関係機関がネットワーク
を構築し連携するなど、地域移行と就労支援の強化を図ることとしています。
イ 平成１９年１２月に国の障害者施策推進本部で「障害者基本計画における重点施策実施５か年
計画」が決定され、授産施設等で働く障害者の工賃水準を引き上げるため「工賃倍増５か年計画」
による福祉的就労の底上げが掲げられ、
「平成１９年度からの５か年において、官民一体となった
取組を推進し、工賃水準の倍増を図るとともに、一般雇用への移行を進める」ことと示されまし
た。
ウ このような背景から、鳥取県においても平成２０年４月に「鳥取県小規模作業所等工賃３倍計
画（以下「前計画」という。
）」を定め、平成２３年度における県の平均工賃月額の目標を３３，
０００円（平成１８年度の県の平均工賃月額実績：約１１，０００円の３倍）とし、障がいのあ
る人が地域で経済的に自立して生活するために必要な所得を確保できるよう支援を行ってきたと
ころです。
エ また、平成２４年３月に策定した「第３期鳥取県障害福祉計画」でも「障がい者の就労支援は、
一般就労の支援及び福祉的就労の支援の両輪で進める必要があることから、平成２３年度に終期
を迎える『小規模作業所等工賃３倍計画』に代わる工賃向上のための計画を別途定め、福祉的就
労の底上げについても取り組む」と定めました。
オ こうした背景から、
「鳥取県小規模作業所等工賃３倍計画」で取り組んだことの評価を行い、そ
の成果及び反省点を踏まえて、今後の取組の方針等を第２期工賃計画として定めようとするもの
です。
※

一般就労…民間企業等で雇用関係により働くこと。

※

福祉的就労…障害者自立支援法に定める就労継続支援事業所等で働くこと。

２ 第２期の計画の内容
（１）計画の必要性
ア 小規模作業所等においては新体系移行が最優先課題とされ、工賃向上に注力できなかった背景
があると考えられますが、平成２３年度で新体系移行が完了し、これからが「就労継続支援事業
所」としての真価が問われる時期となると考えられます。
イ 確かに、就労継続支援事業所の評価を工賃の額の高低のみで行うことはできませんが、
「工賃」
は「仕事」への関わりを通した障がいのある人の社会参加の度合い、あるいは、障がいのある人
が自己実現を達成するための重要な指標であることは間違いないと考えます。
ウ 「地域で経済的に自立して生活するために必要な所得を確保」という前計画の理念が達成され
ていない状況であり、対象事業所において喫緊の課題であった新体系移行が完了した現段階にお
いて、県が「ようやく工賃向上に向き始めた事業所の意識と実践の歩み」への支援の手を緩める
わけにはいかないと考えます。
（２）計画の期間
ア 平成２４年度～平成２９年度までとします。
イ 計画期間中は、実施状況の点検や評価を行うとともに、必要に応じて、随時計画内容の見直
しを行います。
（３）鳥取県の目標工賃
就労継続支援Ｂ型事業所の全事業所平均額を平成２９年度までに月額３３，０００円以上とす
ることを目指します。
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工賃の月額は「①１時間当たり単価の額×②利用者の出勤率」とも言えることから、この①及
び②の２つの数値を上昇させることを念頭に支援を行うこととします。
なお、
「１時間当たりの単価の額」は、１時間当たり２７５円を目標とします。
３３，０００円/月
＝

２７５円/時

２０日/月×６時間

（４）目標工賃の考え方
「障害基礎年金等の所得と合わせて『地域で経済的に自立して生活するために必要な所得を確
保』する」とされた前計画の目標値は、障がいのある人の自立に向けた理念として引き続き継承
することが必要と考えます。
なお、県内の就労継続支援事業所に対し、
「工賃向上計画」の作成をお願いしたところ、就労継
続支援Ｂ型事業所から提出された「工賃向上計画」の目標工賃の平均額は、月額２１，３９４円
となっています。
これは、
「月額３３，０００円」に満たない金額ではありますが、２４年度から行っている「カ
ルテ・ベンチマーク作成事業」
（詳細は後述。
（４（２）
（ア）
）などにより、各事業所の個別ニー
ズ・課題等を把握し、できる限りその課題等に沿った支援を行い、各事業所の目標額を引き上げ
ることで、県の目標額を達成したいと考えます。
（５）計画の対象事業所
この計画の対象とする事業所は、
「工賃向上計画」を策定し、工賃向上に意欲的に取り組む就労
継続支援 B 型事業所及び就労継続支援Ａ型事業所とします。

３ 小規模作業所等工賃３倍計画の評価
（１）前計画の概要
ア 前計画の名称
鳥取県小規模作業所等工賃３倍計画
イ

前計画の期間

平成１９～２３年度

ウ

前計画の対象事業所
・就労継続Ａ型事業所
・就労継続Ｂ型事業所
・授産施設（小規模通所授産施設を含む。）
・小規模作業所のうち、障害者自立支援法で規定する新事業体系への移行計画を策定し、かつ
工賃引上げに意欲的に取り組む事業所

エ 前計画の目標工賃
（ア）平成２３年度の目標工賃 月額３３，０００円以上
（イ）目標工賃の算出方法
障害基礎年金等の所得と合わせて「地域で経済的に自立して生活するために必要な所得を
確保できる」ための金額を月額１０万円と設定し、これと障害基礎年金２級相当額６６，０
００円／月の差額とし、平成１８年度の県平均工賃額１１，０００円／月の約３倍である
３３，０００円／月を目標として設定。
（ウ）前計画における県の支援の考え方
県の目標工賃を目安に、各事業所の現状等を参考に独自の事業計画及び工賃引上げ計画の
作成が必要。県は各対象事業所の主体的な取組に対して支援。
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オ

前計画の取組の方向性
・一般就労への移行を優先させた上で、工賃向上に向けた取組を行う。
・意識改革の推進、経営ノウハウの導入、地域との連携推進という視点を持って取り組む。
・小規模作業所等の新事業体系への移行も推進していく。
【参考】本県と国・他県との前計画の内容の比較
名
称
平成１８年度工賃
目 標 工 賃
対 象 事 業 所

鳥
取
県
工賃３倍計画
１０，９８３円／月
３倍（約 33,000 円/月）
就労継続Ｂ型
入所・通所授産施設
小規模通所授産施設
小規模作業所

国 ・ 他 県
工賃倍増５か年計画
１２，２２２円／月（国）
２倍（約 25,000 円/月(国)）
就労継続Ｂ型
入所・通所授産施設
小規模通所授産施設

（２）前計画期間中の平均工賃実績について
ア 平均工賃月額の推移
（ア）工賃月額
鳥取県の小規模作業所等の平均工賃月額は、平成１８年の１０，９８３円から毎年着実に
工賃が向上し、平成２３年度で１５，２９２円（＋４，３０９円）となりました。（図１）
現下の厳しい経済状況を反映して、他県では工賃が伸び悩んでいるところもある中で、本
県は毎年着実に工賃が向上しています。

また、小規模作業所を除いた施設の平均工賃月額は、１５，４６２円となりました。
この小規模作業所を除いた施設の平均工賃月額が全国と比較できる数値となりますが、厚
生労働省が発表した平成２３年度までの各都道府県別工賃月額を高額順に並べたものは図２
のとおりであり、本県は上位から９位となりました。
なお、本県以外の各都道府県は、
「平成１８年度の工賃実績額を倍増させる」という目標を
定めましたが、これを達成した都道府県はありません。
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（図２）

（イ）工賃月額算出基礎（年間工賃支払総額及び年間工賃支払対象延べ人数）の推移
平均工賃月額はつぎのとおり算出されます。
Ａ 工賃支払総額
○

（その年度に工賃として支払った額の全事業所の合計額）

平均工賃月額 ＝
Ｂ 工賃支払延人数（その年度の各月に工賃を受け取った利用者数の合計）
○
平均工賃月額の算出基礎である○
Ａ 年間工賃支払総額、○
Ｂ 年間工賃支払対象延べ人数の推

移は図３のとおりです。
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①工賃支払総額
工賃支払総額は約２億１千７百万円（平成１８年度）から、約３億 7 千０百万円（平成
２３年度）と約１億５千３百万円増加しています。
これは、前計画期間中に、小規模作業所等で障がいのある人が働くことにより手にする
ことのできた所得が、１億円以上増えたということであり、本県の障がいのある人に分配
される所得が増えたことになります。
なお、就労継続支援Ａ型事業所及び知的障害者福祉工場を加えた場合は、約２億７千４
百万円（１８年度）から、約５億４千６百万円（平成２３年度）と約 2 億７千２百万円増
加しています。
②工賃支払対象延べ人数
工賃支払対象延べ人数は、約１万８千人（平成１８年度）から、約２万４千人（平成２
３年度）と６千人増加しています。
これは、前計画期間中に、多くの障がいのある人に対して、就労の場が提供されたこと
を意味しています。
なお、就労継続支援Ａ型事業所及び知的障害者福祉工場を加えた場合は、約１万９千人
（平成１８年度）から２万７千人（平成２３年度）と約８千人増加しています。
（ウ）平均工賃月額の区分別事業所数
平均工賃月額の区分別事業所数及び割合の推移は図４のとおりです。
平成１８年度には平均工賃月額が１０，０００円以上の事業所が４２．３％と半数以下で
したが、平成２３年度では７７．１％にまで増加しています。
逆に、平均工賃月額が２0,000 円以上の事業所数は１０～１５と大きな変化はありません。
（図４の○
Ａ）
また、平均工賃月額が５，０００円未満の事業所数については、平成１８年度の１６から
は減少しているものの、平成２０年度以降は１０程度が続いており、大きな変化はありませ
ん。
（図４の○
Ｂ）
このことから、次のことが言えます。
①１万円未満であった事業所の多くが１万円台まで向上しており、これが本県全体の工
賃の向上につながっている。
②「工賃向上」に意識を傾けて取り組めば、１万円台に引き上げることは数年で達成で
きる。
③しかしながら、２万円以上の事業所数に大きな変化がないことから、平均工賃月額を
２万円台にするのは困難であり、
「２万円の”壁”」が存在している。
③平均工賃月額が５千円未満の事業所数にも大きな変化が見られないことから、これら
の事業所には工賃向上の取組を阻害する要因がある。

-6-

（図４）

前計画の目標であった「月額３３，０００円」以上の工賃を支払った事業所数は、各年度
において大きな変化は見られませんが、月額３３，０００以上を支払った事業所で工賃を受
け取った利用者の合計人数は１８４人（平成１８年度）から、６６９人（平成２３年度）に
増加しています。
平均工賃月額 33,000 円以上の
事業所数
上記事業所の工賃支払延人数

18 年度

19 年度

20 年度

21 年度

22 年度

23 年度

２

５

４

３

４

２

１８４

４９８

５４３

５６８

６２３

６６９

平成１８年度と平成２３年度の工賃月額別の事業所分布の状況は図５のとおりです。
全体的に工賃が増加している傾向がうかがえます。しかし、県の平均工賃月額以上の事業
所の割合は、いずれの年度においても３０％台であり、６割以上の事業所が県の平均額以下
という結果になりました。

（図５）

イ 計画期間中に取り組んだ事業
（ア）実施した事業
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前計画期間中に県が実施した事業は、別添資料のとおりです。
計画当初には、ビジネスの基礎を学ぶ研修などが中心でしたが、中小企業診断士等による
事業所経営相談やデザイナー等の商品開発に関する相談など、次第に「経営」を念頭に置い
た事業を展開してきています。
平成２２年度からは、計画対象施設の経営安定化のため、運転設備資金の無利子貸付制度
や新商品開発を行う際の助成制度を創設したほか、新たな就労の場として農林水産業分野へ
の展開を図るため、農福連携モデル事業に取り組んできたところです。
（イ）事業の評価
各年度に県の事業を利用した事業所の平成２３年度における平均工賃月額及び平成１８年
度からの工賃向上額は概ね全事業所平均よりも高いことから、県の支援策として一定程度は
評価できると考えられます。
（円）
県の事業を利用した事業所
の平成 23 年度平均工賃月額
県の事業を利用した事業所
の工賃向上額
（参考）
全事業所の工賃向上額

平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

１６，６２９

１７，２８４

１５，９８４

１５，３０３

１５，１６３

＋５，７４６

＋２，５４７

＋２，８５９

＋１，９８０

＋５６５

＋４，３０９

＋２，６５１

＋２，５１０

＋１，８５５

＋８６３

なお、平成２３年度の「鳥取県版事業棚卸し」で、工賃３倍計画事業等の事業評価が行わ
れましたが、その評価は次のとおりです。

小規模作業所等工賃３
倍計画事業

評価
結果
改善
継続

鳥取発！農福連携モデ
ル事業

改善
継続

鳥取県障害福祉サービ
ス事業所ハートフルサ
ポート事業

改善
継続

事業名

総括コメント
・施設が障がい者の居場所から働く場所へと変わっている。これに対
応して、事業所は施設運営をビジネスとして自立させるための改革
を進める必要がある。
・そのために、競争意識を持った運営、事業所間のネットワーク化の
検討など、従来の枠を超えた取り組みが必要である。
・事業の必要性は高い。
・モデル事業の実施をとおして、農福連携にとどまらず、障がい者の
一般雇用につながる制度の検討をしていくことが必要である。
・マッチングセンターにおけるノウハウの蓄積や機能の向上を図るこ
とやデータベース化することなどにより、実績を出していける制度
設計をしていくことが必要である。
・成果を出すためには、制度活用後も市町村や民間（金融機関）と連
携しながら、事業所の自立に向けたフォローをすることが必要であ
る。

（３）前計画下で工賃実績が高い事業所、工賃向上額が多い事業所の特徴
前計画下における工賃実績の高い事業所、あるいは、工賃向上額が多い事業所を分析すると次
のことが言えます。
ア 経営理念や経営理念に基づく経営計画・事業計画等が定められ、事業所の中にある程度浸透
している。
イ 事業所の職員の資格取得や研修受講を奨励するなど人材の内部育成を行うほか、必要があれ
ば外部登用を行うなど人材確保に積極的である。
ウ 「ビジネス」の意識があり、自主事業があり、販路もある程度確立している上、さらなる販
路開拓や営業活動に積極的である。
ただ、一方で、２４年度に中小企業診断士が個別事業所を訪問調査し、個々の事業所の課題等
をまとめた「カルテ・ベンチマーク作成事業」によると、工賃実績が高い事業所であっても、次
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のような課題があることが分かりました。
ア 経営理念や事業計画の実行管理や定期的見直し（ＰＤＣＡサイクル）が行われていない。
イ 創業者である理事長や施設長の後継者が育っていない事業所が多い。
つまり、今後は次のような視点が必要であると考えられます。
①事業所の経営基盤の確立・強化
②事業所職員の人材育成
③ビジネスの観点を踏まえた製品・サービスを提供できる体制づくり

（４）前計画の評価
ア 本県における小規模作業所等の工賃は（２）のとおり、目標としていた「平成２３年度にお
いて月額３３，０００円」を達成できませんでした。
イ その理由は次のとおりと考えられます。
① 現下の厳しい経済状況の影響が小規模作業所等にも及び、思うように工賃向上につな
がらなかったこと。
② 授産施設（小規模通所授産施設を含む。
）や小規模作業所は、障害者自立支援法に基
づく障害福祉サービス事業所への移行（以下「新体系移行」という。
）を喫緊の課題と
とらえ、工賃向上よりも新体系移行を優先し、工賃向上の取組が遅れたこと。
③ 前計画期間初期においては、「工賃３倍」のネーミングが先行流布し、前計画の趣旨
を「全事業所が工賃を３倍にすること」と誤認したり、工賃を向上させること自体を是
としない事業所もあり、事業所の工賃向上の取組開始が遅れたこと。
ウ

しかしながら、現下の経済状況を反映して他県では工賃が伸び悩んでいるところもある中
で、本県は毎年着実に工賃が向上していることから、前計画における成果は一定程度あったと
考えます。

エ

県の事業を利用した事業所の平成２３年度における平均工賃月額及びの工賃向上額は概ね
全事業所平均よりも高いことから、県の支援策として一定程度は評価できると考えられます。

オ

前計画期間の後半においては、
「工賃３倍」に対する反駁も薄らぎ、工賃を向上させること
に対して事業所の理解が進んでると感じられます。事業所の中には、工賃向上に意欲的に取り
組み、
「ビジネス」の視点をもって事業所運営を行う事業所も出てきています。

カ 前計画の残された課題としては、次の点が挙げられます。
①２万円以上の事業所数に大きな変化がないことから、「２万円の”壁”」を乗り越える支援
策が必要である。
②１万円未満の事業所数は減少しているものの、６割以上の事業所が県の平均額以下であるこ
とから、引き続き、
「工賃向上」の阻害要因を明らかにし、これを解決する手段が必要であ
る。
キ これらの点を解決するためには、次のような視点が必要である。
①事業所の経営基盤の確立・強化
②事業所職員の人材育成
③ビジネスの観点を踏まえた製品・サービスを提供できる体制づくり
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４ 計画推進の取組の方向性等
（１）取組の前提
ア 就労を希望する障がいのある人の雇用形態については、本人の希望や適性にもよりますが、
最終形としては、福祉的就労よりも一般就労（高い工賃が支払われる就労継続支援Ａ型事業所
を含む。）がより望ましい形態であると考えます。
イ よって、前計画に引き続き、一般就労への移行を優先させた上で、工賃の向上に向けた取組
を行うこととします。
（２）取組の方向性
前計画の課題から見えてきた新たに定める計画の方向性等を次のとおりとします。
ア 事業所の経営基盤確立・強化のための支援
イ 事業所の人材育成等の支援
ウ ビジネスの観点を踏まえた製品・技術開発と販路・受注拡大の支援
ア

事業所の経営基盤確立・強化のための支援
① 事業所の経営理念等の再確認
○ 小規模作業所等から新体系移行した事業所も多く、まだ就労継続支援事業所としての運
営が定着していない事業所が見受けられます。
○ これまで、
「新事業体系への移行」が最優先課題であったために、事業所の「経営理念」
や「経営方針」あるいは「事業計画」などが確立されていない事業所が見受けられます。
○ 経営理念や事業計画を再確認、あるいは再構築し、この経営理念等を軸に事業所を経営
ていく意識を職員全員が保有することが重要であり、県は、経営理念や事業計画などを再
確認・再構築する機会を提供します。
② 事業所の主体的取組意識の醸成
○ 工賃向上のためには、事業所による「主体的な」取組が不可欠です。県はその取組を尊
重し、支援することになります。
○ そのためには、事業所の経営者をはじめ、職員、利用者の家族、そして利用者本人によ
る事業所全体で「工賃アップ」の目標、課題、取組内容などの共通認識を持つことが重要
です。
各事業所で目標、課題、取組内容などを定めた「工賃向上計画」を着実に推進する体制
づくりが必要であり、県は事業所が計画の推進ができるよう、可能な限り個別の支援を行
います。
③ 関係者の意識の定着
○ 新体系移行が進んだことや前計画の趣旨が正しく認識されていく中で、
「居場所」として
の”作業所”から「職場」としての”事業所”へと意識が変わったことが感じられます。
○ 県はこの意識が定着するよう意識啓発等を行います。
（県の取組）
（ア）個別事業所の現状分析・目標設定支援
県・事業所及び支援機関であるＮＰＯ法人鳥取県障害者就労事業振興センターが、事
業所に関する情報の共有を図り、個々の事業所に必要な支援を的確に提案、実行してい
くための基盤を整えます。事業所の現状の「見える化」を行うとともに、事業所の各年
ごとの目標設定等のベンチマークを作成し、的確な事業所運営を支援します。
（障がい者
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就労継続事業所工賃３倍計画事業（事業所カルテ・ベンチマーク作成事業）
）
（イ）アドバイザーの派遣
前計画期間中に引き続き、中小企業診断士等をアドバイザーとして委嘱し、事業所等
へ派遣します。
（障がい者就労継続事業所工賃３倍計画事業（アドバイザー派遣事業）
）
（ウ）サービス管理責任者ワークショップの開催
事業所の経営計画や事業計画等に関するワークショップを開催し、事業所自らによる
経営ビジョン、事業改善計画を作成することにより、サービス管理責任者の資質向上を
図ります。
（地域生活支援事業［障がい者福祉従事者等研修事業］
（サービス管理責任者
等研修））
（エ）事業所の運転設備資金の無利子融資制度の運用
事業所の運営資金や設備経費に充当するための資金を無利子で融資する制度を運用し、
事業所の財務体質の強化を図ります。
（鳥取県障害福祉サービス事業所ハートフルサポー
ト事業（障害福祉サービス事業所運転設備資金融資制度）
）
（オ）目標工賃を達成した事業所への助成
前年度実績より工賃月額を２０％以上増加させることを目標にした就労継続支援Ｂ型
事業所が、その目標を達成した場合に補助金を支給します。
（障がい者就労継続事業所工
賃３倍計画事業（目標工賃達成助成事業））
イ

計画対象事業所の人材育成等の支援
① 事業所の主体的取組を行う人材育成の支援
② 事業所職員等の役割に応じた人材育成の支援
○ 「働きたい」という障がいのある人のニーズに応え、良質な就労支援サービスを提供す
るためには、直接利用者を支援する人材の育成は重要な項目となります。
○ 就労継続支援事業所では、施設長、サービス管理責任者、職業指導員・生活支援員がそ
れぞれの立場で良質な支援を提供するためには、研修受講等による意識改革・スキル向上
が必要となります。
○ 県においては、それぞれの役割に合わせて、主体的な支援ができるよう事業経営や意識
改革などの研修機会を提供します。
（県の取組）
（ア）トップセミナーの開催
事業所の経営者・施設長を対象とし、事業所の経営力・福祉支援力等に関する研修を
開催し、自主的な「工賃向上」の取組を促します。
（障がい者就労継続事業所工賃３倍計
画事業（トップセミナー開催事業）
）
（イ）事業所職員研修
利用者を身近で支援する職業指導員等に対し、障がいのある人が働くことの意義に関
する研修や、ビジネスマナーを習得するための研修を実施します。
（障がい者就労継続事
業所工賃３倍計画事業（事業所職員研修開催事業）
）

ウ

ビジネスの観点を踏まえた製品・技術の提供体制の確立と販路・受注拡大の支援
① 経営ノウハウの導入
○ 就労継続支援事業所では、積極的に経営ノウハウの習得を行い、事業所の経営力を強化
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する必要があります。
○ そのためには、経営分析、経営管理（原価計算、価格設定、販売量・製造量の設定、マ
ーケティングなど）等のビジネスの観点を導入したすることが重要であり、一般市場で評
価されるべく、製品・サービスの技術を精錬する必要があります。
② 事業の継続的見直し
○ 現在行っている就労事業についても、不断の見直しが必要であり、日々、
「計画（Plan）
→実行（Do）→評価（Check）→改善（Act）
」の PDCA サイクルを回し、かつ、向上
させていくことが必要です。
○ たとえ、順調な事業であっても、変化する経済状況に対応できる準備を整えておくこと
が必要です。
③ 専門家ノウハウの習得
○ 前計画期間中において、経営、デザイン等のアドバイザーを事業所に派遣しています。
製造、デザイン、販売戦略などのノウハウを一層推進する必要があります。
④ 一般消費者を意識した商品開発
○ バザー等に頼らず、一般消費者に評価され、一般市場で売れるような商品づくりを行う
必要があります。
⑤ 企業等との協働連携
○ 企業等から適正価格での仕事の受注を進める必要があります。
○ 単発的な下請け的仕事にとどまらず、今後は企業等と協働した新規事業の展開や企業等
への事業提案など、
「ビジネスパートナー」として企業と連携できることを目標とした取組
が求められると思われます。
⑥ 県・市町村等による優先調達の推進（官公需の拡大）
○ 事業所の売上向上のためには、行政機関からの仕事の受託、事業所の商品・サービス等
の購入機会を拡大する必要があります。
○ 平成２５年４月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する
法律（以下「障害者優先調達推進法」という。）
」が施行され、県や市町村等に対し、就労
継続支援事業所等からの物品等の調達方針を作成し、かつ、調達実績を公表することにな
りました。
○ 県は、この法律に基づく措置を行うことはもちろんのこと、全市町村においてこの法律
に基づく調達方針の作成・実績公表等を着実に行っていただくよう働きかけを行います。
※

官公需…国や公団、地方公共団体等が、物品を購入したり、サービスの提供を受けたり、工
事を発注したりすること。

（県の取組）
（ア）見本市の開催・商談会への参加支援
事業所の製品のＰＲ等のための見本市を開催するほか、一般企業の参加する商談会へ
の参加支援を行います。
（障がい者就労継続事業所工賃３倍計画事業（販路・受注拡大推
進事業））
（イ）関西圏域各県合同コンテストへの参加支援
関西圏域の府県が合同で開催しているスイーツコンテストに参加するため、県内の予
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選会を開催するとともに、県代表の事業所が決勝に出場するための支援を行います。
（障
がい者就労継続事業所工賃３倍計画事業（関西圏域各県合同コンテスト参戦事業）
）
（ウ）事業所の新商品開発の支援
事業所が、工賃向上のために新商品・新サービス等を開発するための経費の助成を引
き続き行います。
（鳥取県障害福祉サービス事業所ハートフルサポート事業（障害福祉サ
ービス事業所新商品開発支援補助金））
（エ）事業所と協働連携する企業への補助金
工賃向上のためには、企業と連携することが重要であることから、あらかじめ事業所
と協働連携して新商品の開発等を行う企業に対し、開発経費等の助成を行います。
（鳥取
県障害福祉サービス事業所ハートフルサポート事業（障害福祉サービス事業所協働連携
補助金））
（オ）施設外就労促進のための環境整備
施設外就労等を促進するため、施設外就労等の受け入れ企業に対して、受け入れのた
めに必要な設備改修経費等を助成します。（障がい者就労環境改善事業）
※

施設外就労…利用者と職員がユニットを組み、企業から請け負った作業を企業内で行う（企
業内就労）

（カ）就労事業の設備等の基盤整備
事業所の就労事業等の拡充・充実を図るために必要な施設・設備等の整備の経費を助
成します。
（鳥取県社会福祉施設等施設整備事業）
（キ）農林水産業分野の就労拡大支援
障がいのある人の農林水産業分野への就労促進のための仲介（マッチング）の支援を
行うとともに、作業単価の高い農作業や年間を通じた農作業が受託できる支援を行いま
す。（農福連携推進事業）
（ク）振興センターの機能強化のための人員配置
企業・事業所への企画商品の提案等を行い、工賃向上のための取組を強化するため、
ＮＰＯ法人鳥取県就労事業振興センターに機能強化のための職員を配置します。
（障がい
者就労継続事業所工賃３倍計画事業（振興センター機能強化事業）
）
（ケ）官公需の推進及び共同受注窓口の設置
本県においては、就労継続支援事業所で働く障害のある人の経済的自立及び就労機会
の確保のため、全国に先駆けて事業所等への優先発注の取組を進めており、平成２２年
度から部局ごとに発注目標額及び発注実績額を毎年度公表しています。
平成２５年４月に障害者優先調達推進法が制定され、今後は県だけでなく、市町村や
国の機関等もこれまで以上に事業所から製品・サービスの調達が求められることとなり
ます。
こうした状況下にあって、本県は他の行政機関等の模範となるようより一層の事業所
の製品・サービスの調達に取り組みます。
また、ＮＰＯ法人鳥取県障害者就労事業振興センターに「共同受注窓口」を設置して、
行政機関等と事業所とのマッチングのほか、単独の事業所では対応が難しい発注に対し
て、事業所が共同して対応するためのコーディネートを行います。
（障がい者就労継続事
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業所工賃３倍計画事業（共同受注窓口設置事業）
）
また、市町村に対しても、障害者優先調達推進法に基づく「調達方針」を定め、積極
的に事業所等の製品・サービスの調達を実施してもらうよう働きかけます。
（３）各事業所の工賃向上計画の策定
以上のような取組の視点を実行あるものにしていくためには、各事業所における「主体的」な
取組が必須条件となります。
前計画の評価でも述べたように、
「工賃」は「仕事」への関わりを通した障がいのある人の社会
参加の度合い、あるいは、障がいのある人が自己実現を達成するための重要な指標です。
各事業所における現状分析とあるべき方向性を事業所自身が定めることが必要です。
各事業所がそれぞれの経営理念等に基づいて、工賃向上に関する計画書を定め、現状分析と今
後の課題を明らかにし、経営者・職員・利用者等が共通理解をもって取り組むことを促します。

５

今後の具体的検討課題等
ア 事業所の支援方法
前計画の課題として、
①２万円以上の事業所数に大きな変化がないことから、
「２万円の”壁”
」を乗り越える支援策が
必要である。
②１万円未満の事業所数は減少しているものの、６割以上の事業所が県の平均額以下であること
から、引き続き、「工賃向上」の阻害要因を明らかにし、これを解決する手段が必要である。
と挙げました。
工賃が比較的高い事業所と、工賃が比較的低い事業所の求めるニーズ、抱える課題などは異な
ることが考えられます。
これまでは、全事業所を対象に同じ支援策を行ってきましたが、個々の事業所のニーズや課題
あるいは工賃実績等により事業所を類型化し、そのグループごとに効果的な支援することを検討
します。
また、新商品を開発するための助成を行っていますが、既に事業化されている商品・サービス
の質向上あるいは効率化のための支援制度の創設を検討します。
イ ビジネスを意識した事業展開の支援
就労継続支援事業所は、
「就労の機会」というサービスを提供することが求められる事業所です。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）には、
「訓練」
という文言で記載されてはいますが、事業所の行っている就労事業は社会一般で行われている商
取引・ビジネスに立脚していなければ利益、すなわち工賃の向上はあり得ません。
障害者優先調達推進法が施行されるなど事業所にとっては有利な社会情勢ですが、それに甘え、
商品の改良や提供するサービスを日々精錬する意識を持たなくては、限界があると思われます。
社会経済活動を行う一員として、事業所も「ビジネス」を意識しながら就労事業を展開してい
く必要があります。
「自分たちができる仕事や製品」を中心に考えるのではなく、一般市場を意識し、顧客ターゲッ
トを誰にするのかなどのコンセプトを明確にした商品・サービス提供が必要です。
県はこの「ビジネス」の意識に沿った就労事業を行う事業所のより一層の支援を行います。
ウ モデル的な事業所の育成
県全体の工賃実績を引き上げるためには、研修などの全事業所を対象とした引き上げ施策の他
に、モデルとなる事業所を育成し、地域の他の事業所をリードするモデルケースを育てることも
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必要と思われます。
地域をリードする強い意気込みと実行力を持った事業所が、他県の模範となる取組を行おうと
する場合には、その取組を育成・支援することを検討します。
エ 農福連携のさらなる推進
本県独自の取組として開始した農福連携事業は、障がいのある人の就労範囲が農林水産業分野
に拡大したことなど、大きな成果が出ています。農家と事業所の関係も良好なケースが多く、県
の支援を介さなくても自主的に両者で契約を行うケースが増えています。
ただ、受託できる事業所がある程度固まってきているほか、単発的な農作業の受託では、農作
業の季節的繁閑に左右され、継続した事業所の仕事になっていないという課題があります。
今後、就労継続支援事業所の就労事業として成り立たせるためには、農産物等の加工を求める
農家、あるいは６次産業化の取組の取組を行う農家と事業所との連携のほか、自ら農業を手がけ
る事業所の育成のため、退職された農業改良普及員をアドバイザーとして事業所に派遣し、農業
指導を行うなどの支援を行います。
※

６次産業化…農産物・水産物の生産（１次産業）から食品加工（２次産業）を行い、流通・販売
（３次産業）までを農林水産業者が主体的・総合的に関わることで、付加価値を農
林水産業者が得ることで農林水産業を活性化しようとする取組。

オ 事業所の就労事業のＰＲ
これまでの支援策等により、一般市場でも通用する商品もいくつか生まれており、機会をとら
えて障がいのある方の就労に対する県民の理解浸透を図る必要があります。
平成２６年度に「第１４回全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会」が開催されることとなっ
ており、これを機会に、例えばスイーツコンテストなどを開催し、事業所の商品等の周知を図り
ます。
カ 「障害者総合支援法」の動向を踏まえた対応
平成２５年４月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者
総合支援法）」が施行されましたが、この中で、障がいのある人の就労支援のあり方等については、
「施行後３年を目処として、検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずる」とされて
います。
具体的な内容は今後、国において検討を重ねられることになりますが、その検討状況などの動
向を注視し、適切な対応をします。

６ 計画の推進体制
（１）県
ア 計画に基づき、事業所の要望等を聞き、具体的な取組を事業化して実施します。
イ 市町村においても事業所への支援がなされるよう、協力を働きかけます。
ウ 事業所が策定した「工賃向上計画」が順調に達成できるよう協働して工賃引き上げに取り組
みます。
（２）対象事業所
事業所での工賃向上計画書の達成に向けた取組を目指します。
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