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1 方針 の 目的
この基本方針 は､前回方針 の運営期 間にお ける状況を踏 まえ､今後の障害者雇
用対策の展 開の在 り方 について､事業主､労働組合､障害者その他 国民一般 に広
く示す とともに､事業主が行 うべ き雇用管理 に関す る指針 を示す ことによ り､障
害者 の雇用の促進及びその職業の安定 を図ることを 目的 とす るものである｡
2 方針のね らい
我が国における障害者施策については､ ｢
障害者基本法｣ (
昭和 45年法律第 8
4号)､同法 に基づ く障害者基本計画等 に沿 って､障害者の 自立及び社会参加 の

支援等のための施策 の総合的かつ計画的な推進 がなされてい るところであ り､そ
の基本的な考 え方 は､障害者が社会の一員 として社会経済活動 に参加 し､働 く喜
びや生きがいを兄いだ してい くとい うノーマ ライゼーシ ョンの理念 に沿った社
会 を実現す ることである｡
このよ うな考 え方の下に､障害者 の雇用施策 については､同計画等 を踏 ま え､
昭和 35年法律第 1
23号｡以下 ｢
法｣
｢
障害者 の雇用の促進等 に関す る法律 ｣ (
とい う ｡ )及び法 に基づ く ｢
障害者雇用対策基本方針 ｣ (
運営期 間平成 1
5年度
か ら平成 20年度 まで)に基づき､職業 を通 じての社会参加 を進 めていけるよ う､
各般 の施策 を推進 してきた ところである｡
その結果､この運営期間中においては､障害者 の就労意欲 の高ま りに加 え､c

SR (
企業 の社会的責任)‑の関心の高ま り等 を背景 として､積極的に障害者雇
用に取 り組む企業が増加す る等 によ り､障害者雇用は着実に進展 してきた｡
そのよ うな中で､精神障害者 について､就 労意欲の高ま りが見 られ る中､その
雇用 を促進す る必要性が高まっていた こと､地域 における重要 な雇用の場である

8年以降実雇用率 は上昇 しているものの全体的には障
中小企業 において､平成 1
害者雇用の改善は遅れてお り､中小企業 にお ける障害者雇用 を促進す る必要があ
ること等 を踏 まえ､ さらに障害者雇用施策 を進 める必要が生 じた｡

これ らを背景に､平成 1
7年 の法改正において､精神 障害者 を雇用率の算定対
象 とす るとともに､自宅等で就業す る障害者 に仕事 を発注す る企業に対す る支援
制度 を創設 した｡
さらに､平成 20年 に法 を改正 し､障害者雇用納付金制度の適用対象 をこれ ま
で暫定的に適用除外 されてきた中小企業にまで拡大す る とともに､短時間労働者
を雇用義務 の対象 に加 える等､障害者雇用の一層 の促進 を図ることとしてい る｡
9年 1
2月 には､障害者基本計画の前期 (
平成 1
5年度か ら平成 1
9
また､平成 1

年度 までの 5年間)にお ける施策の推進 を踏 まえ､さらに同計画に基づ く施策 を
着実に推進す るため､後期 (
平成 20年度か ら平成 24年度 までの 5年間)におけ
福祉 か ら雇用‑』推進 5か年計
る重点施策実施 5か年計画 を策定 したほか､ ｢『
画 ｣ を策定 した｡
これ らの計画においては､平成 25年度 に雇用障害者数 を 64万人 とす るこ と､
平成 20年度か ら平成 24年度 までの累計で公共職業安定所 を通 じた障害者就職件
数 を 24万件 とす ること､平成 23年度までに年間 9千人の障害者 を福祉施策か ら
一般雇用‑移行す ること等 を 目指す こととしてお り､その 目標 の達成 に努 めるこ
ととす る｡
一方､企業の実雇用率 について見ると､平成 1
7年度以降は上昇 を続 け､平成 2
0年度 には過去最高 となる 1
.59% となった｡ しか し､法定雇用率を依然下回って

お り､特に中小企業にお ける障害者雇用の改善が遅れてい るほか､経済情勢全般
が厳 しくなる中で､障害者 を取 り巻 く雇用環境は依然 として厳 しいもの となって

いる

｡

また､教育及び保健福祉 の分野では､特別支援教育の推進等 を内容 とす る ｢
学
昭和 22年法律第 26号)の改正等が行 われ たほか､ ｢
障害者 自立支
校教育法｣ (
平成 1
7年法律第 1
23号)が施行 され､ ｢
福祉 か ら雇用‑ ｣ の移行 の推
援法 ｣ (
進等､障害者 がその能力や適性 に応 じて 自立 した 日常生活や社会生活 を営む こと
ができるよ う支援 を行 うこととした｡また､ ｢
発達障害者支援法 ｣ (
平成 1
6年
67号)が制定 され､就 労の支援等 を通 じて､発達障害者の 自立及び社会
法律第 1

参加 に資す るよ うその生活全般 にわたる支援 を図 ることとされた｡今後､
.こ うし
た施策 の進展に伴い､障害者 の就業ニーズは一層高まることが予想 され る.
この よ うな状況 を踏まえ､障害者の雇用の促進 のため､雇用率制度 による指導
を強化 してい くとともに､障害者雇用納付金制度 の適用対象の拡大 (
常用労働者
を 201人以上雇用す る事業主 については平成 22年 7月 1日､常用労働者 を 1
01
人以上雇用す る事業主については平成 27年 4月 1日施行)や除外職員制度及び
除外率制度の段階的縮小の着実な実施､特例子会社 の活用等 によ り､障害者 の職
場 を拡大す る

｡

さらに､精神障害者 について雇用義務の対象 とす るための環境が早急 に整 うよ
う､雇用支援 を一層推進す ることとす る｡
また､厳 しい経済情勢 にかんがみ､職場定着支援や生活面 も含 めた支援等 によ

り､障害者 の雇用 の継続 ･安定を図 るとともに､障害の種類及び程度 に応 じたき
め細かな対策 を､総合的かつ計画的 ･段 階的に推進 してい くこ とが必要 である｡
特 に､障害の重度化や障害者 の高齢化 の進展等 を踏 まえる と､雇用 ､福祉等の
関係機 関が密接 に連携す るとともに､福祉 ､教育等の関係者 も含 め､地域 におい
て就労支援 を担 う人材 を育成す ること等 によ り､障害者 が､その意欲 ･能力に応
じて ｢
福祉 か ら雇用 ‑ ｣ 移行 できるよ うに してい く必要 がある｡
さらに､障害者 の雇用 の促進及びその職業の安定を図 るためには､事業主をは
じめ とす る国民一般 の障害者雇用‑の理解 が不可欠であるこ とを念頭 に置 きつ
つ､引き続 き人権 の擁護 の観点 を含 めた障害の特性等 に関す る正 しい理解 を促進
す ることが重要である｡

8年 1
2月 に国連総
このほか､適正な雇用管理 の確保 とい う観 点か らは､平成 1
9年 9月に我 が国 も署名 した障害者 の権利 に関す る条約 (
以
会で採択 され､平成 1
下 ｢
障害者権利条約 ｣ とい う｡)に対応す るため､障害 を理 由 とす る差別 の禁止､
職場 にお ける ｢
合理的配慮 ｣の提供等 について､国内法制 の整備 に向けた検討 を
行 う｡また､企業内での障害者‑の暴行その他 の雇用管理等 に問題 のある事案が
発生 してお り､ この よ うな行為 を防止す るための取組 を進 める必要 がある｡
3 方針 の運営期 間

4年度 までの 4年 間 とす る｡
この方針 の運営期 間は､平成 21年度か ら平成 2
第 1 障害者の就業の動 向に関す る事項

1 障害者人 口の動 向
(
1
) 身体障害者人 口の動 向
我 が国の 1
8歳以上の身体障害者数 は､平成 1
8年 において､在宅 の者 3
4
8万
3千人 (
平成 1
8年厚生労働省 ｢
身体障害児 ･者実態調査 ｣) ､施設入所者 8

万 1千人 (
平成 1
8年厚生労働省 ｢
社会福祉施設等調査 ｣ ) となってお り､平

3年 時 (
それぞれ 3
2
4万 5千人 (
平成 1
3年厚生労働省 ｢
身体障害児 ･者実
成1
8万 1千人 (
厚生労働省調べ)) と比べて､在 宅の者 については
態調査｣)､1
増加 してお り､施設入所者 については減少 している｡
在宅 の者 について程度別 の状況 (
平成 1
8年) をみ る と､ 1級及び 2級 の重

67万 5千人 となってお り､重度身体障害者 は身体障害者総数
度身体 障害者 は 1
8.1% を占め､平成 1
3年 の 45.1
% と比べ､3.
0ポイ ン トの増加 とな り､重
の4
度身体障害者 の割合が増加 してい る｡

8年) をみ る と､65歳以上の者 が 221万人 とそ
また､年齢別 の状況 (
平成 1
3.5% (
平成 1
3年 と比べて 1.7ポイ シ ト上昇) を占めてお り､一段 と高齢
の6
化 が進 んでい る｡
(
2) 知的障害者人 口の動 向

1
8歳以上)は､平成 1
7年 において､在宅 の者 2
9万人 (
平成
知的障害者数 (
1
7年厚 生労働省 ｢
知的障害児 (
者)基礎調査 ｣)､施設入所者 1
2万人 (
厚生

労働省調べ) となってお り､平成 1
2年時 (
それぞれ 22万 1千人 (
平成 1
2年

2万 1千人 (
厚生労働省調べ))
厚生労働省 ｢
知的障害児 (
者)基礎調査｣)､1
と比べて､在宅の者 については増加 してい る｡
在宅の者 について程度別 の状況 をみ る と､最重度 の者 4万人､重度の者 7万
4千人､中度 の者 7万 9千人､軽度 の者 6万 3千人 となってい る (
平成 1
7年

厚生労働省 ｢
知的障害児 (
者)基礎調査 ｣) ｡
(
3
) 精神 障害者人 口の動 向

7年 において､在宅 267万 5千人 (
平成 1
7年厚生労働
精神 障害者数 は平成 1
省患者調査)､精神科病院入院 35万 3千人 となってい るが､ この うちには､
統合失調症､気分 〔
感情〕障害 (
そ ううつ病 を含 む ｡ )､神経症､てんかん等
種 々の精神疾患 を有す る者 が含 まれてい る｡
昭和 25年法律第 1
2
また､ ｢
精神保健及 び精神 障害者福祉 に関す る法律 ｣ (

3号) に基づ く精神障害者保健福祉手帳 は､平成 1
9年 3月末現在で 44万 3千
人 に対 して交付 されてお り､その内訳 を障害等級別 にみ ると､ 1級 (
精神 障害
であって､日常生活 の用 を弁ず ることを不能 な らしめる程度 の もの)の者 は 7
万 9千人､ 2級 (
精神 障害であって､ 日常生活 が著 しい制 限を受 けるか､又 は
日常生活 に著 しい制 限を加 えることを必要 とす る程度 の もの)の者 は 27万 1
千人､3級 (
精神障害であって､日常生活若 しくは社会生活 が制 限を受 けるか､
又 は 日常生活若 しくは社会生活 に制限を加 えるこ とを必要 とす る程度 の もの)
平成 1
9年度厚 生労働省 ｢
保健 ･衛生行政業
の者 は 9万 3千人 となってい る (
務報告 ｣)

｡

2 障害者 の就業の動 向
(
1
) 障害者 の就業状況

8年厚生労働省 ｢
身体障害児 ･者実態調査 ｣
身体障害者 の就業者数 (
平成 1
による推計)は､平成 1
8年 において 71万 1千人 と推計 され､平成 1
3年 にお
ける 73万 8千人 (
平成 1
3年厚生労働省 ｢
身体 障害児 ･者 実態調査 ｣) と比べ
て減少 してお り､就業率 は 20.
4% と平成 1
3年 と比べて 2.9ポイ ン ト低下 して
い る｡

7年厚生労働省 ｢
知 的障害児 (
者)基礎調査 ｣
知的障害者の就業者数 (
平成 1
による推計)は､平成 1
7年 において､1
5万 7千人 と推計 され､平成 1
2年 にお
ける 1
3万 8千人 (
平成 1
2年厚生労働省 ｢
知的障害児 (
者 )基礎調査 ｣ ) と比
べて増加 してい る｡
(
2) 障害者 の雇用状況

5年 に 5人以上 の常用労働者 を雇用 してい る事要所 を対象 に行 われ た
平成 1
｢
障害者雇用実態調査 ｣ (
平成 1
5年厚生労働省 ) に よれ ば､常用雇用 されて
い る障害者 は 49万 6千人であ り､内訳 は､身体 障害者 36万 9千人､知的障害
者 11万 4千人､精神 障害者 1万 3千人 となってい る｡

56人以上の常用労働者 を雇用 してい る事業所 の平成 20年 6月 1日時点 にお

ける障害者の雇用状況を見ると､実雇用率は前回の障害者雇用対策基本方針
5年度か ら平成 20年度まで)の運営期間中に､1
.
48% か ら 1
.5
9% に上
(
平成 1

昇 し､法定雇用率未達成企業の割合は 57.5% か ら 55.1% に低下 してい る｡企
.
42%
00‑29
業規模別の状況 を見 ると､56‑99人規模 の企業の実雇用率は 1
∫､1
9人規模では 1
.33%､
300‑499人規模 では 1
.54%､
5
00‑999人規模では 1
.59% ､
1
,000人以上規模では 1
.
78% と､いずれ も法定雇用率 (
1
.
8%) を下回ってい

る｡従来は規模 の小 さい企業で実雇用率が高 く､規模 の大きい企業で実雇用率
が低い とい う傾 向にあったが､近年は規模 の小 さい企業の実雇用率の低下が顕
著であ り､実雇用率が上昇す る傾 向にある規模 の大きい企業 と規模 の小 さい企
業で実雇用率の逆転が見 られ る｡
一方､公共職業安定所における障害者である有効求職者は 1
5万 2千人 (
辛
成 20年 1
2月現在)であるが､その うち身体障害者は 8万 6千人､知的障害者
は 3万 2千人､精神障害者 は 3万 3千人 となってお り､知的障害者及び精神障
害者の占める割合が年 々増加 している｡また､身体障害者の うち重度身体障害
者数は約 3万 7千人 となっている｡
さらに､障害者 の解雇者 については､平成 1
9年度における公共職業安定所
に届け出 られた障害者解雇者数は 1
,523人であるが､平成 20年に入 り雇用情
勢が厳 しくなっている中で､1
2月現在 で 1
,411人 となってお り､前年度 同月ま
で との比較で約 32.9%増加 している｡
第 2 職業 リハ ビリテー シ ョンの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講 じよ

うとする施策の基本 となるべ き事項
障害者の就労意欲が高まってきている一方､障害の重度化や障害者 の高齢化 が進
展す るとともに､発達障害､難病等の慢性疾患､高次脳機能障害等障害が多様化 し
てきている｡これ らに対応 して､障害者や事業主の職業 リハ ビリテーシ ョンに対す
る需要は多様化 ､複雑化 してお り､このよ うな中で､福祉 ､保健 ･医療､教育等の
関係機 関と連携 しなが ら､障害の種類及び程度 に応 じた職業 リハ ビリテー シ ョンの
措置 を総合的かつ効果的に実施 し､障害者の職業的 自立を進 めてい くことが重要 と
なっている｡今後は､こ うした観点か ら､以下に重点を置いた施策の展開を図って
い くものとす る｡
1 障害の種類及び程度 に応 じたきめ細やかな支援技法等の開発､推進

職業 リハ ビリテー シ ョンの措置の総合的かつ効果的な実施 を図るためには､そ
の開発を進 めるとともに､職業指導､職業訓練､職業紹介､職場定着 を含 めた就
職後の助言指導等各段階 ごとにきめ細か く各種 の支援 を実施 してい くこ とが重
要である｡また､技術革新､企業形態の変化､高齢化等企業を取 り巻 く環境 が変
化す る中で､障害者 の職業生活 における諸問題 に適切 に対応 してい く必要 もある｡
このため､障害者職業総合セ ンターにおいて､発達障害､難病等の慢性疾患､高
次脳機能障害等障害の多様化‑の対応 を含 め､障害の種類及び程度 に応 じた職業

リ‑ ビリテ‑シ ョンの技法等の開発 に努めるとともに､広域障害者職業セ ンター
とも連携 を図 りつつ､地域障害者職業セ ンターが中核 となって関係行政機 関､企
業 との密接 な連携の下に職業 リハ ビリテーションを推進す る｡
2

きめ細かな支援が必要な障害者 に対す る職業 リハ ビ リテーシ ョンの推進
発達障害､難病等の慢性疾患､高次脳機能障害等障害が多様化 してきている中

で､障害者 を雇用に結びつ け､職場 に定着 させ るためには､地域の福祉､教育等
の関係機 関 と連携 しなが ら､個 々の障害者の障害の特性及び職場の状況を踏まえ
た専門的できめ細やかな人的支援 を行 う必要がある｡その際､知的障害者や精神
障害者等一般雇用に就 き､又は職場 に定着す るためたきめ細かな支援が必要な障
害者 については､実際の職場環境 の中での基本的な労働習慣 の習得等が重要であ
り､ トライアル雇用やチャ レンジ雇用等を通 じて､実際の作業現場を活用 した職
業 リハ ビリテーシ ョンを引き続 き推進す る｡
このため､障害者が就職 を 目指 して実習を行ってい る現場や雇用 されて働いて
い る職場 において職場適応援助者 (
ジ ョブコーチ)による専門的な支援 を行 うほ
か､公共職業安定所が中心 となって地域で ｢
障害者就労支援 チーム｣ を編成 し､
就職か ら職場定着まで一環 した支援 を行 う｢
チーム支援｣を推進す ることによ り､
障害者 の就職及び職場定着の促進 を図る｡
特に､特別支援学校の生徒 の企業‑の就労を進 めるため､生徒一人一人の将来
の就労に向けた個別の教育支援計画 を作成 ･活用す る際に､雇用､福祉等の関係
機 関において教育機 関 と十分 な連携 ･協力を図る等､在学 中か ら卒業後を通 じた
支援 を行 う｡また､現在の厳 しい雇用情勢の中､在学 中の職場実習が就職 に結び
付かない事例 も見 られ ることか ら､特別支援学校 と連携 しなが ら､特別支援学校
生徒 に対す るきめ細かな支援 を行 う｡
3 職業能力開発の推進

障害者 が職業に就 くために必要な能力 を習得す る機会 を確保す るため､一般 の
公共職業能力開発施設 における施設 ･設備面でのバ リアフ リー化 を推進す るとと
もに､障害者 に配慮 した訓練 内容 の訓練科の設置等 を進 め､障害者 の受入れ を一
層促進す る｡
一般の公共職業能力開発施設 において受講す ることが困難な重度障害者等 に
対 しては､障害者職業能力開発校 において､障害の重度化 ･多様化等障害の特性
や程度 に配慮 した訓練 を実施す るとともに､サー ビス経済化や情報化の進展 に対
応 した訓練科 目の設定､見直 し等 を進 める｡特に､職業訓練上特別な支援 を要す
る障害者 に対す る1
時害特性や企業ニーズに対応 した職業訓練 を推進す る｡ また､
よ り効果的な訓練 を推進す るため､障害の特性や程度 に応 じそのハ ンデ ィキャッ
プを補 うための訓練支援機器等 の整備や人的支援 を行 うとともに､重度身体障害
者､知的障害者､精神障害者 ､発達障害者等に対応 した訓練手法の充実 ･向上､
民間外部講師の活用等に努 める｡
加 えて､技術革新 に伴 う職務 内容 の多様化等に対応 し､在職す る障害者の職業

能力の向上 を図るための在職者訓練を実施す るほか､事業所において も在職障害
者 に対す る効果的な職業能力開発が行われ るよ う､関係機関との密接 な連携の下
に､事業主や障害者 に対す る相談､援助等の支援 を行 う｡
また､それぞれの地域 において障害者 に可能な限 り多 くの訓練機会 を提供でき
るよう､民間の教育訓練機 関や社会福祉法人､ N PO (
特定非営利活動法人)､
事業主等､多様 な職業能力開発資源 を活用 した委託訓練を幅広 く実施す る｡特に､
障害の重度化 ･多様化等が進んでいる特別支援学校の生徒については､在学 中か
ら訓練機会の提供 を行 う｡また､インターネ ッ トを活用 し､在宅で も随時能力開
発ができるよ う訓練機会の提供を行 う｡
さらに､｢
福祉 か ら雇用 ‑ ｣の移行 を促進す るため､他の就労支援機 関や福祉､
教育等の関係機 関 との連携を 図 り､職業訓練の受講 を促進す る｡

4 実施体制の整備
障害者の職業的 自立を進 めるためには､障害者が生活 している地域社会におい
て､福祉､保健 ･医療､教育等の関係機 関 との緊密 な連携の下に､きめ細かな職
業 リハ ビリテーシ ョンの措置を提供 してい くとともに､各支援機 関が役割分担 を
しつつ個々の障害者 のニーズに対応 した長期的な支援 を総合的に行 うためのネ
ッ トワークを地域 ごとに構築す ることが重要である｡このため､公共職業安定所､
障害者職業セ ンター を始 めとする職業 リ‑ ビリテ‑シ ョン実施機 関において従
来 よ りも専門的な相談 ･援助 を行 う等職業 リハ ビリテーシ ョンの措置 を充実す る｡
また､障害者 が､雇用の分野 と福祉の分野 との間を円滑に移行できるよ うにす る
ためにも障害者 の雇用 を支援するネ ッ トワー クの形成等を進 め､教育､福祉及び
医療 ･保健機 関 との連携 を強化す る｡
特に､地域 レベル では､雇用､福祉､保健 ･医療､教育等の関係機 関 との連携
を図 りつつ就業面 と生活面の双方の支援 を一体的かつ総合的に提供す る障害者
就業 ･生活支援セ ンターを､全障害保健福祉圏域‑の設置に向けて計画的に設置
す るとともに､就職後 の職場定着 も含 めた支援 ニーズや支援実績等 に応 じた支援
員の加配等 による支援体制の充実を図る｡
また､職業 リ‑ ビリテ‑シ ョンの措置 の開発 を推進す るため､障害者職業総合
セ ンター等の機能強化 を図 り､職場にお ける人的支援 を強化す るため職場適応援
助者 (
ジ ョブ コーチ)の積極的な育成 を図る｡
5 専門的知識 を有す る人材の育成
障害の重度化､発達障害､難病等の慢性疾患､高次脳機能障害等障害の多様化､
障害者の高齢化が進展 し､必要 とされ る障害者 の職業 リハ ビリテー シ ョンも多様
化､複雑化 してい る中で､障害の種類及び程度 に応 じたきめ細かな職業 リハ ビリ
テーシ ョンの措置 を講ず るためには､これ らの障害の特性や措置に関す る専門的
知識 を有す る人材 の育成が重要である｡ このため､公共職業安定所職員､障害者
職業相談員､障害者職業カ ウンセ ラー､職場適応援助者 (
ジ ョブ コーチ)､就業
支援担当者等 に対 して必要な知識の付与､専門的技法の指導等 を行 い､職業 リハ

ビリテ‑シ ョンに従事す る人材 の養成 と資質向上をよ り一層積極的かつ着実に
推進す る｡ また､これ とあわせて､ ｢
福祉か ら雇用‑ ｣ の移行 を促進す るため､
障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターにおいて､障害者就業 ･生
活支援セ ンター､就労移行支援事業所等地域の関係機 関で就労支援に従事す る者
に対す る研修 を実施す る等､その資質の向上を図る｡
さらに､法に基づき企業が選任す る障害者職業生活相談員等の資質の向上にも
努 め､産業医の活用を図る｡
なお､これ らの専門的知識 を有す る人材の育成に当たっては､障害者 自身の有
す る経験や実際に障害者 が雇用 されている事業所 において経験的に獲得 された
知識 ､技法等の活用を図る｡

6 進展す る ITの積極的活用
近年急速に進展す る ITの利用 ･活用が障害者の働 く能力 を引き出 し職業的 自
立 を促す効果は大きい ことか ら､その積極的な活用 を図る｡
第 3 事業主が行 うべき雇用管理に関 して指針 となるべ き事項

事業主は､関係行政機 関や事業主団体の援助 と協力の下に､以下の点に配慮 しつ
つ適正な雇用管理を行 うことによ り､障害者が男女 ともにその能力や適性が十分発
揮でき､障害のない人 とともに生 きがいを持って働 けるよ うな職場作 りを進 めると
ともに､その職業生活が質的に向上 され るよう努めるもの とす る｡
1 基本的な留意事項

(
1
) 採用及び配置

障害者個々人の能力が十分発揮できるよ う､障害の種類及び程度を勘案 した
職域 を開発す ることにより積極的な採用 を図る｡また､採用試験 を行 う場合に
は､募集職種の内容や採用基準等 を考慮 しつつ､応募者 の希望 を踏まえた点字
や拡大文字の活用､手話通訳者等の派遣､試験時間の延長や休憩の付与等､応
募者の能力を適切 に評価できるよ うな配慮を行 うよ う努 める｡
さらに､必要に応 じて職場環境 の改善を図 りつつ､障害者個々人の適性 と能
力 を考慮 した配置 を行 う｡
(
2) 教育訓練の実施

障害者 は職場環境や職務 内容 に慣れ るまでよ り多 くの 日時を必要 とす る場
合 があることに配慮 し､十分な教育訓練の期間を設 ける｡
また､技術革新等 により職務内容が変化す ることに対応 して障害者の雇用の
継続が可能 となるよ う能力向上のための教育訓練の実施 を図る0
これ らの教育訓練の実施 に当たっては､障害者職業能力開発校等関係機 関で
実施 され る在職者訓練等の活用 も考慮す る｡
(
3) 処遇

障害者個々人の能力の向上や職務遂行の状況を適切 に把握 し､適性や希望等
も勘案 した上で､その能力に応 じ､キャ リア形成 にも配慮 した適正な処遇 に努

める｡
なお､平成 20年の法改正により､平成 22年 7月か ら､重度でない身体障害
者又は知的障害者 である短時間労働者 について も実雇用率の算定対象 となる｡
障害者である短時間労働者が通常の所定労働時間働 くこと等 を希望す る旨の
申出があった ときは､事業主は､当該障害者の有す る能力に応 じた適正な待遇
を行 うよう努 めることとされている (
法第 80条)

｡

社会保険料負担 を免れ る

目的で､その雇用す る障害者の勤務形態を一方的に短時間労働 に変更す ること
は､不適切な待遇 に当たるものであ り､本人の希望､能力等 を踏まえた適切 な
待遇に努める｡
(
4) 安全 ･健康の確保

障害の種類及び程度 に応 じた安全管理 を実施す るとともに､職場内における
安全を図るために随時点検 を行 う｡また､非常時においても安全が確保 され る
よ う施設等の整備 を図る｡
さらに､法律上定め られた健康診断の実施はもとよ り､障害の特性 に配慮 し
た労働時間の管理等､障害の種類及び程度 に応 じた健康管理の実施 を図る｡
(
5
) 職場定着の推進

障害者の職業の安定を図るためには､雇入れの促進 のみな らず､雇用の継続
が重要であることか ら､障害があるために生 じる個 々人の課題 を把握 し､適正
な雇用管理 を行 うことにより､職場‑の定着 を図る｡
また､法に基づ き企業が選任す ることとされている､障害者 の雇用の促進及
びその雇用の継続のための諸条件の整備 を図る等の業務 を行 う障害者雇用推
進者や､障害者 の職業生活 に関す る相談及び指導 を行 う障害者職業生活相談員
について､雇用す る労働者の中か らその業務 に適 した者 を選任 し､障害者就
業･
生活支援セ ンター と連携 しつつ､生活面 も含 めた相談支援 を図るとともに､
職場適応援助者 (
ジ ョブ コーチ)を活用す ることや障害者が働 いている職場 内
において関係者 によるチームを設置す ること等によ り､障害者 の職場定着の推
進 を図る｡
(
6) 障害及び障害者 についての理解の促進

障害者が職場に適応 し､その有す る能力 を最大限に発揮す ることができるよ
う､職場内の意識啓発 を通 じ､事業主 自身はもとよ り職場全体の､障害及び障
害者 についての理解や認識 を深 める｡
(
7
) 障害者の人権の擁護

企業内で､障害者‑の暴行 ･暴言､年金の詐取等雇用管理等 に問題 がある行
為が行われた場合 には､適切な対応 を図るとともに､再発防止 に向けた周知 ･
啓発を行 う｡
また､雇用管理や解雇 ､労働条件等で問題が生 じてお り､企業内では解決が
困難な場合 には､その問題解決及び再発防止のために､公共職業安定所 と関係
機 関が連携す る障害者雇用連絡会議 ､各都道府県労働局に設置 されてい る紛争

調整委員会や都道府県労働委員会 によるあっせん等 を活用す る

｡

2 障害の種類別 の配慮事項

(
1
) 身体障害者
身体障害者 については､障害の種類及び程度が多岐にわた ることを踏 まえ､
職場環境 の改善 を中心 として以下の事項に配慮す る｡
平成 1
4年法律第 4
なお､イか らハまでに関 して､ ｢
身体障害者補助大法 ｣ (
0月 よ り､常用労働者 を 56人以上雇用 してい
9号)の改正によ り､平成 20年 1

る事業主並びにその特例子会社及び関係会社は､その事業所 に勤務す る身体障
害者 が身体障害者補助犬 (
盲導犬､介助犬及び聴導犬 をい う ｡ )を使用す るこ
とを拒 んではな らないこととされ､また､その他 の事業主 について も拒まない
よ う努 めることとされてお り､同法に基づ き適切 に対応す る｡
イ

視覚障害者 については､通勤や職場内における移動がで きるだけ容易にな
るよ う配慮す る｡
また､視覚障害者の約 60% を重度障害者が占めることを踏 まえ､個々の
視覚障害者 に応 じた職務 の設計､職域 の開発 を行 うとともに､必要 に応 じて､
照明や就 労支援機器等施設 ･設備 の整備や､援助者 の配置等職場 における援
助体制の整備 を図る｡
さらに､実態 として､あん摩 ･は り ･きゅ うといったいわゆるあはき業に
お ける就 労に大きく依存せ ざるを得 ない状況にあることか ら､‑ルスキーパ
ー (
企業 内理療師)や特別養護老人ホームにおける機能訓練指導員 としての
雇用等､職場の拡大に努 める｡
ロ 聴覚 ･言語障害者 については､個々の聴覚 ･言語障害者 に応 じて職務 の
設計 を行 うとともに､光､振動､文字等､視覚等 による情報伝達の設備 の
整備や ､手話のできる同僚等の育成 を図ること等 によ り職場 内における情
報 の伝達や意思の疎通 を容易 にす る手段 の整備 を図 る｡ そのほか､会議 ､
教育訓練等 においで 情報が得 られ るよ う､手話通訳者や要約筆記者 の配置
等職場 における援助体制の整備 を図る｡
ハ

肢体不 自由者 については､通勤や職場内における移動 ができるだけ容易
になるよ う配慮す るとともに､職務 内容､勤務条件等 が過重 なもの とな ら
ない よ う留意す る｡また､障害 による影響 を補完す る設備等 の整備 を図る｡
心臓機能障害者 ､腎臓機能障害者等 のいわゆる内部障害者 については､

ニ

職務 内容､勤務条件等が身体的に過重 なもの とな らない よ う配慮す るとと
もに､必要に応 じて､医療機 関 とも連携 しつつ職場 にお ける健康管理のた
めの体制 の整備 を図る｡
ホ

重度身体障害者 については､職務遂行能力に配慮 した職務 の設計 を行 う
とともに､就労支援機器 の導入重作業 を容易 にす る設備 ･工具等の整備 を
図 る｡また､必要に応 じて､援助者 の配置等職場 にお ける援助体制 を整備

す る｡

さらに､勤務形態 ､勤務場所等 に も配慮す る｡
へ

中途障害者 については､円滑な職場復 帰 を図 るため､全盲 を含 む視 覚障
害者 に対す るロー ビジ ョンケアの実施等 ､パ ソコンや OA機器等 の技能習
得 を図 る とともに､必要 に応 じて医療 ､福祉 等 の関係機 関 とも連携 しつつ､
地域障害者職 業セ ンター等 を活用 した雇 用継続 のための職業 リハ ビ リテ
ー シ ョンの実施 ､援助者 の配置等 の条件整備 を計画的に進 める｡

(
2) 知的障害者

知的障害者 については､複雑 な作業 内容や抽象 的 ･椀 曲な表現 を理解 す る
こ とが困難 な場合 が あること､言葉 に よ り意 思表示 をす るこ とが困難 な場合
があること等 と同時 に､十分 な訓練 ･指導 を受 け ることに よ り､障害 のない
人 と同様 に働 くこ とがで きることを踏 ま え､障害者 本人‑ の指導及 び援助 を
中心 として以下の事項 に配慮す る｡
イ

作業工程 の単純化 ､単純作業 の抽 出等 に よる職域 開発 を行 う｡ また､施
設 ･設備 の表示 を平易 な ものに改善す る とともに､作業設備 の換作方法 を
容易 にす る｡

ロ 必要事項 の伝達 に当たっては､分 か りやす い言葉遣いや表現 を用 い るよ
う心がける｡
ハ

日常的な相談 の実施 に よ り心身 の状態 を把握す る とともに､雇 用 の継続
のためには家族等 の生活支援 に関わ る者 の協力 が重要であるこ とか ら､連
絡体制 を確 立す る｡

ニ

重度知 的障害者 については､生活面での配慮 も必要 とされ るこ とを考慮
しつつ､職場‑ の適応や職務 の遂行 が 円滑 にで きるよ う､必要 な指導及 び
援助 を行 う者 を配置す る｡

ホ 十分 な指導 と訓練 を重ね るこ とに よ り､障害 のない人 と同様 に働 くこ と
がで きるこ とを考慮 し､知的障害者 の職 業能力 の 向上に配慮す る｡
また､近年 では､製造業のみ な らず ､サー ビス業や卸売 ･小売業等 ､知
的障害者 が従事す る業種 が拡大 してい る こ とを踏 まえ､知的障害者 の特性
や能力 に応 じた就 業が可能 となるよ う､職 域 の拡 大 を図 る｡
(
3) 精神 障害者

精神 障害者 については､臨機応変 な判 断や新 しい環境‑ の適応 が苦手 であ
る､疲れやす い､緊張 しやすい､精神症状 の変動 に よ り作業効率 に波 がみ ら
れ ることがあ る等 の特徴 が指摘 されてい る こ とに加 え､障害 の程度 ､職 業能
力等 の個人差 が大 きい こ とを踏 まえ､労働 条件 の配慮や障害者本人‑ の相
談 ･指導 ･援助 を中心 として以下の事項 に配慮 す る｡
イ

本人の状況 を踏 ま えた根気強 く分 か りやす い指導 を行 うとともに､ ある
程度 時間 をか けて職務 内容や配置 を決定す る｡

ロ 職務 の難度 を段 階的 に引き上 げる､短 時 間労働 か ら始 めて勤務 時 間 を段
階的 に延長す る､本人 の状況 に応 じ職務 内容 を軽減す る等必要 に応 じ勤務

の弾力化 を図 る｡特 に､当初 は長 時間の勤務 が困難 な精神 障害者 について
は､採 用 に当た り本人 の適性 や状況 を見極 めた上で職務 内容や勤務 時間を
決定 し､採用後 は常用雇用 に移行 で きるよ う､勤務 時間 を段 階的に引き上
げなが ら円滑 に職場 に定着 で きるよ う配慮す る｡
ハ

日常的に心身の状態 を確認 す る とともに､職場 での 円満 な人 間関係 が保
て るよ う配慮す る｡ また､通 院時 間､服薬管理等 の便 宜 を図 る｡

ニ

職場‑ の適応 ､職務 の遂行 が 円滑 にで きるよ う､必要 な指導及び援助 を
行 う者 を配置す る とともに､必要 に応 じて職場適応援助者 (
ジ ョブ コーチ)
の活用 も図る｡

ホ

企業 に採用 され た後 に精神 疾患 を有す るに至 った者 については､企業内
の障害者職業生活相談員や産業 医等 に よる相談 ･指導 ･援助 のほか､地域
障害者職業セ ンターに よる職場復 帰支援 (リワー ク支援)や精神保健福祉
セ ンター による支援等 の活用 に よ り､医療機 関や職 業 リハ ビ リテー シ ョン
機 関 との連携 を図 りなが ら､ 円滑 な職場復帰 に努 める｡

(
4) その他 障害者
発達障害､難病等 の慢性疾患 ､高次脳機 能障害等 に よ り長期 にわた り職業
生活 に相 当の制限を受 け､又 は職 業生活 を営む ことが著 しく困難 な者 につい
ては､個 々の障害の状況 を十分 に把握 し､必要 に応 じて障害 に関す る職場 の
同僚等 の理解 を促進す るための措置 を講 じるとともに､職 場 内の人間関係 の
維持や 当該障害者 に対 して必要 な援助 ･指導 を行 う者 の配置 ､障害状況 に応
じた職務設計､勤務条件 の配慮等 を行 う｡
第 4 障害者 の雇用の促進及 びその職 業の安定 を図 るため講 じよ うとす る施策の基
本 となるべ き事項
障害者 の雇用 の促進及びその職業 の安 定 を図 るに当たっては､今後 とも社会全体
の理解 と協力 を得 るよ う啓発 に努 め､ノーマ ライゼー シ ョンの理 念 を一層浸透 させ
るとともに､この理念 に沿 って､障害者 が可能 な限 り一般雇用 に就 くこ とができる
よ うにす るこ とが基本 となる｡この点 を踏 ま え､公 的機 関 ･民間企 業 に対 して雇用
率達成 に向けた指導 を行 うとともに､更 な る積極 的な障害者雇用 を図 るための取組
を推進す る｡ また､雇用施策 に立 ち後 れ の見 られ る精神 障害者 に重 点 を置 きつつ､
障害 の種類及 び程度 に応 じたきめ細 かな対策 を総合的 に講ず る こ ととす る｡さらに､
厳 しい雇用失業情勢 の結果 ､障害者 の解 雇者数 が増加傾 向にあ る こ とにかんがみ､
障害者 に しわ寄せ がいかない よ う障害者 の雇 用 の維持 ､解雇 の防止及 び再就職対策
を強化す る とともに､中小企業 にお ける雇 用 の促進 ､雇用 の継続 や職場 定着 を図 る
な ど､以下 に重 点 を置 いた施策 の展 開 を図 ってい くもの とす る｡

1 障害者雇用率制度 の達成指導 の強化
法定雇 用率 の達成 に向けて､公 的機 関 については平成 2
4年 度 まで にすべての
機 関にお ける雇用率達成 を図 るこ とを 目標 として､未達成機 関 を公 表す ること等

によ り指導を強力に実施す る｡民間企業についても､達成指導を強力に実施す る
とともに､指導にもかかわ らず一定の基準を満た さない企業については､企業名
の公表 を実施す る

｡

この場合､必要に応 じて､特例子会社制度のほか､事業協 同組合等に係 る算定
特例や企業グループに係 る算定特例 といった新たな制度 の積極的な周知 を図 り､
その活用を促す｡
また､除外率制度については､職場環境の整備等 をさらに進めつつ､周知 ･啓
発 を行いなが ら､廃止 に向けて平成 1
6年度 よ り段階的に縮小 を進めることとさ
れてお り､平成 20年の法改正 を踏 まえた更なる縮小 を行 うとともに､今後 も段
階的縮小 を着実に実施す る｡また､国及び地方公共団体の除外職員制度について
も､除外率‑の転換 を図るとともに､企業 との均衡 を配慮 して､同様の方向で進
める｡
さらに､除外率設定業種 にお ける障害者の雇用状況 を把握す るとともに､除外
率設定業種における雇用事例 の収集 ･提供､職域拡大 を図 るための措置等 を推進
す ることによ り､縮小 してい く場合の障害者の雇用促進 につき､支援 を行 う｡

2 事業主に対す る援助 ･指導の充実等
障害者雇用 に関す る好事例 を積極的に周知す るとともに､発達障害､難病等の
慢性疾患､高次脳機能障害等障害が多様化 してきてい るこ とも踏まえ､障害者の
雇用管理 に関す る先進的な知識､情報 を提供す ること等に よ り事業主の取組 を促
進す る｡
また､試行 (トライアル)雇用制度等 を活用 し､障害者雇用の経験のない事業
主に対 しても､障害者雇用 に対す る理解 を深め､障害者雇用 に取 り組むきっかけ
作 りを行 う｡
さらに､平成 20年の法改正による障害者雇用納付金制度 の適用拡大に向けた
中小企業に対す る周知 ･徹底 を行 う中で､障害者雇用 に対す る理解 を促進す ると
ともに､各種助成金や支援制度の活用により､中小企業 にお ける障害者雇用の促
進 を図る｡
このほか､障害者 の職業の安定 を図るためには､雇入れの促進のみな らず､雇
用の継続が重要であることか ら､障害者や事業主に対す る職場適応指導､きめ細
かな相談 ･援助 を行 うとともに､各種助成措置 を充実す ること等により､障害の
種類及び程度 に応 じた適正な雇用管理 を促進す る｡
なお､障害者雇用納付金制度 を適正に運営す ることによ り､障害者雇用に伴 う
事業主間の経済的負担 を調整す るとともに､助成金制度 を活用す ることによ り障
害者 の雇用の促進及び継続 を図る｡特に､平成 20年の法改正による障害者雇用
納付金制度の適用拡大や短時間労働者の雇用率算入 に当たっては､それによ り新
たに納付金 ･調整金 を申告す る必要が生ず る事業主に対 して十分な周知 を行 うと
ともに､独立行政法人高齢 ･障害者雇用支援機構 において も､納付金徴収業務の
適切 な運用を図る｡

障害者雇用納付金の申告 ･納付並びに調整金､報奨金及び助成金の支給 申請手
続については､IT化 を踏 まえた申請方法等によ り､簡素化に努 めることとす る｡
3 障害者の雇用の維持､解雇の防止 と再就職対策の強化

公共職業安定所 において､在職 中の障害者 の状況 の把握 ･確認 に基づき､離職
に至ることを未然に防止す るよ う障害者 に対す る相談や事業主に対す る指導 を
実施す るとともに､やむな く離職に至った場合 には､再就職 に向けた相談援助の
実施等の雇用支援の強化 を行 う｡
また､官公需 にお ける障害者 を多数雇用す る企業及び障害者雇用率達成状況‑
の効果的な配慮の方法について検討す る｡
4 重度障害者の雇用 ･就労の確保

重度障害者 の雇用の場 を確保す るため､助成金制度 も活用 しつつ重度障害者多
数雇用事業所及び特例子会社の設置 を促進す るとともに､第 3セ クター方式によ
る重度障害者雇用企業 による雇用 ･就労の場の確保 を図る｡
また､福祉施設等や特別支援学校か ら一般雇用‑の移行 といった一般雇用に就
くために特に支援が必要な場合 については､移行前の段階か ら障害者 のキャ リア
形成に配慮 した処遇 がな され ることも念頭 に置いて､職場適応援助者 (
ジ ョブコ
ーチ)の活用等福祉機 関等 との連携による雇用支援体制の整備 に努 めるとともに､
職務の見直 し､職域 の拡大､
･
施設 ･設備 の改善の促進､障害者及び事業主に対す
る相談等の施策の充実 を図る｡
5 精神障害者の雇用対策の推進

精神障害者 については､公共職業安定所 を通 じた新規求職 申込件数が近年大幅
に増加 していることと比べ ると､企業における雇用 はそれほど進んでいない状況
にある｡
このため､精神 障害者 を雇用義務 の対象 とす るための療境が早急 に整 うよ う､
段階的に勤務時間を引き上げる等､適切 な雇用管理 により職場‑の定着 を推進す
ることを始め､福祉 ､保健 ･医療等の関係機 関 との緊密 な連携 の下に､障害者就
業･
生活支援セ ンターによる就業面 と生活面の一体的な支援､職場適応援助者 (
ジ
ョブコーチ)によるきめ細やかな人的支援 を含 め､職業 リハ ビリテーシ ョンの措
置の的確 な実施 に努 めるとともに､各種助成措置の活用 も図 りつつ､雇用の促進
及び継続 を図る｡また､職場環境‑の適応 ､適切 な対人関係や労働習慣の形成等
の観点か ら､就労移行支援事業や精神障害者社会適応訓練等 との連携 を図る｡
さらに､障害者団体や精神障害者の雇用 に積極的に取 り組む企業 とも連携 しつ
つ､精神障害者 に関す る好事例の収集 ･提供等 によ り､積極的に啓発 ･広報 を行
い､事業主の理解の促進 を図るとともに､福祉及び保健 ･医療の関係者等 に対 し
て も､精神障害者 の雇用 に関す る取組 を促すための啓発 を行 う｡
加 えて､企業 にお けるメンタル‑ルス対策の推進 を図るとともに､採用後 に精
神疾患を有す るに至 った者 に対す る地域障害者職業セ ンターにおける職場復帰
支援 (リワーク支援) を拡充す る等､支援施策 の推進 を図る｡

6 発達障害者､難病等の慢性疾患患者等に対す る支援

発達障害者､難病等の慢性疾患患者､高次脳機能障害を有す る者等についても､
発達障害者 に対す る専門的支援カ リキュラムを充実す る等地域障害者職業セ ン
ター等 による職業評価 ･職業準備支援等の実施､障害者就業 ･生活支援センター
よる生活面 も含 めた支援､職場適応援助者 (
ジ ョブコーチ)の活用等､それぞれ
の障害特性等に応 じたきめ細かな職業 リハ ビリテーシ ョンを実施す る｡その際､
発達障害者支援センター､難病相談支援セ ンター､高次脳機能障害支援拠点機 関
等､地域の関係機 関 との連携 を図る｡
また､外見か らは障害があることが分か りにくい､具体的な対応方法が分か ら
ない等､事業主の雇用管理上の不安があることを踏まえ､雇用管理手法の研究､
好事例 の収集 ･提供等によ り､事業主の理解の促進 を図る｡

7 多様 な雇用 ･就労形態の促進
短時間労働､在宅就労等の普及は障害者がその能力や特性 に応 じて働 くための
機会の増大につながるものであ り､必要な支援､環境作 りに取 り組むこととす る｡
特 に通勤が困難な重度障害者等 を念頭 に在宅就業において ITを活用す るとと
もに､自宅等で就業す る障害者 に対 し､仕事の受発注や技能の向上に係 る援助 を
行 う在宅就業支援団体の育成等の支援策 の充実等を図る｡
8 適切 な雇用管理の確保等
雇用の継続 のためには､採用後の雇用環境 を整 えることが重要であることか ら､
障害者権利条約 において規定 されている､個々の状況に応 じて必要な調整 ･変更
等の配慮 を提供す るといった ｢
合理的配慮 ｣ の考え方に留意 しつつ､各種助成金
も活用 しなが ら､採用か ら配置､処遇､教育訓練等の様 々な局面において､きめ
細かな雇用管理が行われ るよ う､事業主の理解の促進 を図る｡
解雇､賃金不払い等の労働条件 の問題 のほか､障害者‑の暴行 ･暴言や年金の
詐取等､雇用管理等に問題が生 じている場合について､紛争調整委員会等による
迅速 な解決 を図るとともに､障害者本人や家族､同僚等の相談 も踏まえ､公共職
業安定所や労働基準監督署等の関係機 関が情報 を共有 しつつ､迅速な問題の把握
及び適切 な対応 を図る｡
9 関係機 関 との連携等
｢『
福祉 か ら雇用‑』推進 5か年計画 ｣に基づき､本人の意欲 ･能力に応 じた

一般雇用‑の移行 を図るほか､特別支援学校等卒業生の雇用 を促進するため､公
共職業安定所 を中心 とした ｢
チーム支援 ｣を推進す ることや､地域障害者職業セ
ンターにおける地域の就労支援 を担 う人材 の育成その他 の関係機 関に対す る助
言 ･援助等 を行 うこと等 によ り､福祉､教育等の関係機 関 との間の連携 ･支援 を
強化す る｡
また､特 に､知的障害者や精神障害者 は､職場環境 を始 め とす る環境 の変化 に
よる影響 を受 けやすいこと､地域 における社会生活面での配慮 が不可欠であるこ
と等か ら､地域 レベルにおいて､障害者就業 ･
生活支援セ ンターや地方公共団体､

社会福祉法人､NPO等の民間部門との連携 も図 りつつ､生活全般 に関わる支援
を行 うこととす る｡
このよ うな点を踏 まえ､障害者の職業生活 に関わる社会環境 を地域に根 ざした
形で､住宅､交通手段等 も含め総合的に整備 してい くことが重要であ り､これに
対す る援助措置の充実に努 める｡
1
0 障害者雇用に関す る啓発､広報

障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るためには､国民一人一人の障害
者雇用や障害者 の職業能力開発､技能の向上の重要性に対す る理解や､障害者が
一定の配慮 ･支援があれば就労や職場復帰が十分可能であることについての理解
を高めることが不可欠であることか ら､事業主団体､労働組合､障害者団体の協
力 も得なが ら､事業主､労働者､障害者本人及びその家族や福祉 ､保健 ･医療､
教育に携わる者等 を含 め広 く国民一般 を対象 とした啓発､広報を推進す る｡
また､実際に多 くの事業主が障害者の雇用に積極的に取 り組んでお り､これ ら
の取組 を好事例 として収集 ･広報等を行 うとともに､このよ うな事業主が社会的
な評価 を得 られ るよ うな広報を推進す ることによ り､障害者雇用の取組 の一層の
拡大を図る｡
11 研究開発等の推進

障害者雇用の実態把握 のための基礎的な調査研究 を計画的に推進す る｡ また､
職業 リハ ビリテーシ ョンの質的向上､職業 リハ ビリテーシ ョンに関す る知識及び
技術の体系化､障害者の職域拡大及び職業生活 の向上を図るため､障害の種類及
び程度 ごとの障害特性､職業能力の評価､職域 の開発 ･拡大､雇用開発等の障害
者雇用に係 る専門的な研究 を事業主団体等の協力 も得て計画的に推進す る｡さら
に､雇用の分野 と福祉 の分野 との間の円滑な移行 を確保す る上での問題等障害者
の雇用に関す る今後の課題 に関す る研究を積極的に推進す るとそ もに､発達障害
者 を含 め､障害者が IT機器 を利用す るための ソフ ト等の開発 に努 めるとともに､
障害の特性 に応 じた効果的な活用及びその指導法の研究開発 に努 める｡
また､発達障害者や難病等の慢性疾患を含 めた障害 ･疾患等について雇用管理
に関す る情報の収集 ､蓄積等に努める｡
併せて､これ らの研究成果 については､十分に施策 に反映 させ るとともに関係者
に積極的に提供す る等､その活用古
手努 める｡
1
2 国際交流､国際的な取組‑の対応等
平成 1
8年 1
2月に国連総会で採択 された障害者権利条約に対応す るため､労
働 ･雇用分野における障害 を理由とす る差別 の禁止､ ｢
合理的配慮 ｣ の提供等に
ついて､障害者団体等の関係者の意見を聴いて､国内法制の整備 に向けた検討 を
行う

｡

また､アジア太平洋障害者の十年最終年会議 で採択 されたびわこミレニアムフ
レームワークに基づ き､開発途上国に対す る職業 リハ ビリテーシ ョン分野の技術
協力､先進諸国 との間で障害者雇用に係 る情報交換や関係者間の相互交流 を進 め

る等我が国の国際的地位 にふ さわ しい国際交流､国際協力 を一層推進す る｡

