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第２回山形県障がい者雇用に係る検証委員会 会議録 

 

１ 日 時 

  平成30年12月26日（水）午後１時30分～２時50分 

２ 場 所 

  山形県庁 502会議室 

３ 出席者等（敬称略） 

(1) 出席した委員 

菊川 明  黒沼 祐蔵  澤邉みさ子  花輪 敏男  三井 嬉子 

(2) 出席した職員（課長以上） 

  総務部長 大森 康宏  総務部次長 泉 洋之  人事課長 髙橋 正美 

４ 会議概要 

 (1) 開会 

 (2) 委員紹介 

 (3) 挨拶 

 (4) 議事 

  ① 委員会の公開 

    菊川委員長から委員会の公開について委員に諮られ、公開で進めることが了承された。 

  ② 報告 

 

人事課長 

【職員の懲戒処分について】 

（資料に基づき、職員の懲戒処分について説明） 

 

菊川委員長  ただいまの事務局からの報告について、委員の皆様からご意見等ありますで

しょうか。無ければ次に進みます。 

 

  ③ 審議 

菊川委員長 【再発防止の取組みについて】 

 審議に移ります。再発防止の具体的な取組みについてですが、初めに事務局

から説明を受けた後に、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。そ

れでは事務局から説明をお願いします。 

 

人事課長 

 

（資料に基づき、再発防止の取組みについて説明） 
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菊川委員長  ただいまの事務局の説明を受けまして、委員の皆様の意見やお考えをお聞か

せいただきたいと思います。なお、事務局に質問があれば合わせてお願いいた

します。発言の順番は私から指名させていただきたいと思います。最初に黒沼

委員からお願いします。 

 

黒沼委員  再発防止ということでは、適切かと感じました。チェックシートに関しては、

国の様式を使うということなのでしょうか。 

 

人事課長 厚生労働省作成の様式の活用を考えています。 

黒沼委員  １の（２）ですが、「ガイドラインに係る研修会を開催し、理解を深める」

ということで平成30年12月６日に関係職員が参加して、研修会を実施されたよ

うですが、内容は制度に関するものだったのでしょうか。 

 

人事課長  前回の検証委員会の資料でもお配りしたガイドラインの内容に則しまして、

最初から関係するところを確認しながら進めたものであり、ガイドラインその

ものの内容確認をしたところです。また、ガイドラインの内容に加えまして、

いわゆる障害者差別禁止法及び障害者雇用促進法の障がい者に対する合理的

配慮の内容についても研修で確認をしております。 

 

黒沼委員  内部研修も大変大事なことですけれども、障がい者の働いている所を実際に

視察することも非常に大事なことだと思っております。少しでも理解を促進す

るということで、そういったものも取り入れていただければと思います。 

 

菊川委員長  続いて澤邉委員お願いします。 

澤邉委員  この形で進めていただければと思います。今回は新たなスタートであり、こ

のまま取り組んでいけば大丈夫だと思いますが、段々形だけになっていってし

まい、どうしてこういうことをしたのか、これは何を狙って、考えて行ってい

るのかという基本的なところも、長い期間を経て忘れてしまうかもしれませ

ん。そういうところを要所で確認し、形骸化しないようにお願いします。 

 

菊川委員長  ありがとうございました。引き続きまして、花輪委員からお願いします。 

 

花輪委員  再発防止の取組み及び処分について、山形県としては非常に迅速に対応して

おり、問題意識を強く持っているということについては、大変良いことだと評

価します。 

ガイドラインにしっかり沿っていくということ、さらに書類の保存、チェッ
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クシートを活用し、複数でチェックしていくという点がポイントだと思いま

す。また、黒沼委員から意見があったように、現場の様子をよく知るというこ

とが大事だと思います。生の声と言いますか、現状をしっかり把握することは

とても必要なことですので、再発防止に向けた取組みへとつなげていただけれ

ばと思います。 

 

菊川委員長  ありがとうございます。続いて三井委員お願いします。 

三井委員  山形県だけではなく、中央省庁も大変なことになっているというニュースを

見聞きしますと、山形県の対応が本当に早く、年内にこういう対応ができたと

いうことは良かったと思っております。しかし、再発防止はここで見直しをし

ても数年経ったらまた機械的になる可能性があると思います。 

そのため、例えば２年に一度ずつ担当者は必ず研修をするとか、ルーティン

として必ず振り返りを行うシステムを作るとよいのではないかと思います。 

また、継続した研修の場を作ることが良いと思います。私も障がいのある方

とスポーツをするプログラムを全国で展開しており、現場を見ていただくとい

うことがすごく大事であると思っております。こういうことが起こったのは、

障がいのある方がどういう方で、何ができて何ができないかということを把握

できなかったということが問題の根本にあったと思います。例えば、研修の中

で障がい者の方と一緒に何かをしたり、見たりするということをしていただけ

ると良いと思いました。 

 

菊川委員長  ありがとうございました。私からも一言申し上げますと、各委員の方々から

ご意見が出されたように、一番最初は障がい者の方を理解するということから

出発してほしいということです。障がい者の方々と言っても、身体障がい者の

方もいれば、知的障がい者の方、それから精神障がい者の方、あるいは発達障

がい者の方、それぞれ個性があると思いますので、そのことを県全体としてま

ず理解していただきたいと思います。そのための方法を何とか探してほしいと

思います。 

 

菊川委員長  そのほかにございませんか。では次に進みます。 

 

人事課長 【法定雇用率達成に向けた障がい者雇用の取組みについて】 

（資料に基づき、法定雇用率達成に向けた障がい者雇用の取組みについて説

明） 
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菊川委員長 ただいまの事務局の説明を受けて、委員の皆様のお考え等を聞かせていただ

きたいと思います。まず、黒沼委員からお願いします。 

 

黒沼委員 職域の拡大、採用方法、環境整備等々、素晴らしいと思っております。掘り

起こしは、なかなか難しいところがたくさんあります。県の場合は出先機関も

含めて、たくさんの働く場所があると思います。前回の委員会では農福連携の

話をしましたが、山形県は海にも面していますので、漁業に関しても福祉的作

業の場があるのではないかと感じたところです。水産業といったものも含めて

職域の拡大につながるところもあると思っています。 

 前回も話しましたが、トライアル雇用も非常に大事ですが、インターンは、

例えば学生であれば席を学校に置いて、どういう仕事の中身なのか体験できる

ことになります。トライアル雇用の場合は、企業側に立っての訓練ということ

になりますので、是非インターンシップを取り入れていただきたいと思ってい

ます。学生だけでなく、中途障がいの方々も沢山おります。例えば病気、交通

事故、農作業等により障がいを負ってしまった人には、働きたいという願いが

あって、その人に合わせた働き先があれば、なお良いということです。環境整

備については、例えば、障がい者の方が採用された場合、自分の使い慣れたパ

ソコン、あるいは器具などが、服務に関する規程によって使えないということ

になるのでしょうか、それとも、柔軟に対応し、その人が使い慣れた物も持ち

込まれるようになるのでしょうか。そういった点も検討していただきたい。 

アドバイザーの委嘱についてですが、検証委員会を今回で終了ということに

せず、続けていただき、専門家の方から集まっていただいて助言を得ながら、

障がい者の方が働きやすい、やりがいのある職場づくりを進めていくことが必

要と思っています。 

 

菊川委員長 ありがとうございました。続きまして、澤邉委員、お願いします。 

 

澤邉委員 中央省庁では、この度まとめて採用するとのことですが、試験の方法につい

て、今まで、身体障がいの方を中心としていたものが、知的、精神、発達障が

いの方も対象となった時に、どのような試験が行われるのかと、非常に興味を

持っておりました。通常の学力試験であったならば、やはり知的障がいの方だ

と難しいところがあるかと思いますが、知的障がい、精神障がい、発達障がい

の方々、それぞれ働くことに長けています。様々な特徴を持っているという点

もあります。そういった障がいのある方たちの良いところを見つけられるよう

な採用試験を行っていただければと思います。 

 中央省庁でも、先日、雇用率が半分に満たなかったという報告がありました。

障がいのある方が十分に働くことができていない一方で、比較的配慮が少なく

雇用できる方の取り合いになるという感じもします。そういうことを含め、是
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非、幅広い方々に働いていただけるような採用方法、また、働き方におきまし

ても、環境整備のところで冬季の通勤について話がありましたが、通勤が困難

な方もいるので、在宅勤務などの働き方の可能性を見出していただいて、県庁、

行政においてこそ重度の障がいのある方など、今までなかなか働く場に恵まれ

なかった方々を採用する工夫をしていただけないかと思っています。民間企業

は納付金制度がありますので、雇用率を上げてきていると思います。民間とは

仕事内容が異なるということがあると思いますが、民間企業等で工夫されてい

る方法を県でも採用していただければと考えております。 

アドバイザーについてですが、障がい者の方と共に働く同僚、上司の理解促

進を含めて、民間で実施しているジョブコーチ制度のようなものについて、そ

の時々に一緒に働く方と、いかにお互いの関係を作っていけるかが、長く働け

るコツであると思います。アドバイザーに、そういった役割を果たしていただ

ければと考えています。 

 

菊川委員長 ありがとうございました。続きまして、花輪委員お願いします。 

 

花輪委員 職域の拡大ということは、とても大事だと思います。今まで身体障がい者の

方が中心でしたので、知的障がい、精神障がい、その中に発達障がいの方も含

まれますが、これらの方が非常に少なく、この方たちの仕事について頑張って

考えなければならないと思っています。 

 そもそも障がい者雇用については、欧米では福祉や会社の社会貢献という視

点ではなく、障がい者を雇用した方が、能率が上がり、経済効果があるものと

考えられています。それは、合理性、効率性をよく考えるようになり、パワー

ハラスメントが減るなど、経済活動がアップするという認識です。障がい者の

ために何とかしないとという福祉的な視点ではなく、その人の個性を十分に発

揮できるようにし、全体としてもプラスになるという発想が必要だと思いま

す。 

県庁の中で、自分の職場でどういった仕事ができるかと考えると、特に、知

的障がいの方や精神障がいの方がどのように働けるかについては難しいこと

だと思います。先程、黒沼委員が現場に行くということが大事だと言いました

が、仕事に障がい者を合わせるという発想ではなく、その人ができる仕事は何

であるかと、人に仕事を合わせるということだと思います。 

 各人を見て、その人はどういう仕事ができるか、どういう補助があれば、ど

の位の仕事ができるかという視点がないと、できる業務がないと思います。 

 障がい者の方は、一人ひとり個性が違い、その個性が強いのですが、適切な

補助があればきちんと仕事ができます。その視点を持つために、現場を見るこ

と、関係者と話合いをすることが必要だと思います。つまり、職の掘り起こし

については、仕事に人を合わせるのではなく、その人に合った仕事を探してい
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くという視点が必要です。福祉関係事業所と連携することが、その点では大事

になってくると思います。 

発達障がいの方は非常にたくさんいます。教育界では、通常の学級に6.5％

いるだろうと言われている現状があります。高校でも大学でも、どんな職場に

も発達障がいの方がいます。知的には問題がないので、仕事をする能力には問

題ないのですが、特別な配慮が必要です。 

発達障がいの方の手帳は、精神障害者保健福祉手帳として交付されるため、

取得に抵抗があり、手帳取得まで至りません。また、本人が障がいを自覚して

いないので、診断を受けないということがあります。このことは福祉や労働分

野だけの問題でなく、教育、医療分野と一体になって取り組んでいかないとい

けないことだと思っています。 

業務の掘り起こしについては、雇用側の視点だけでなく、障がい者側からの

視点を持って探さないと見つかっていかないだろうと思います。現場の方々と

の連携を取っていただきたいと思います。 

 

菊川委員長 ありがとうございました。続いて三井委員お願いします。 

三井委員 身体障がいの方に関しては、働く場所が車椅子であっても自由に動けるよう

に、インフラを整備することが大事だと思っています。知的障がいのある人た

ちは、一人ひとり違いますが、それぞれが素晴らしい個性を持っていて、仕事

が合い、良い指導者に出会えれば、素晴らしい仕事をします。今、花輪委員が

おっしゃったように、仕事を探す、掘り起こすというよりも、人を探して、そ

の人が何ができるかを考え、こういった仕事ができるといったようなマッチン

グをすることが一番確実であり、どちらにとっても幸せなことかと思います。 

 例えば、知的障がい者の方で素晴らしい絵を描くことができる人がいれば、

県の広報担当の職員として広報の絵やポスターを手がけてもらうということ

が考えられます。私としては、できれば、「障がいのある職員が描いた」とい

うことは表に出さず、問い合わせがあった時に実はということで言うのはよい

ですが、障がい者が作ったもの、描いたものということを売りにはしてほしく

ないと思います。彼らにはそれだけの力はあって、すばらしいポスターを作れ

る人がたくさんいると思います。 

今日は早く来て、県庁食堂で時間を過ごしていました。食堂は業務委託して

いるのでしょうけれども、あのような職場も良い職場ですので、サービス業、

清掃、植栽といったもの、身近なことではありますが、そういうこともできる

と思います。彼らの個性にあった仕事はたくさんあると思います。養護学校で、

あまり職業訓練をしていないことをずっともったいない時間と感じていまし

たので、学校と連携をとって、学校での職業訓練の時間をしっかり作っていく

と、すぐに仕事につながるということも考えております。 
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菊川委員長 ありがとうございました。私からも一言申し上げたいと思いますが、正職員

の採用について、今年度の試験を踏まえて改善していくとのことですが、受験

者から試験内容についてアンケート調査をしてもらえないかと思います。どの

ような試験がいいのか、澤邉委員がおっしゃったように、障がい者の方々は

色々な個性をお持ちであり、その個性、特性を見分けるような試験が果たして

できるかどうか分からないですが、そういった工夫、改善をしてほしいと思い

ます。そのためには、アドバイザーの方から試験の内容について、どういう試

験を実施したらよいか、アドバイスを得られればよいのではないかと思いまし

た。 

 

黒沼委員 環境整備について、身体障がい者の場合は、職場の最も近い駐車場を確保し

ていただけると、車椅子の方や足の不自由な方などが、非常に楽になるそうで

すので、合理的配慮の１つとして、例えばこの庁舎に勤める場合は１番近いと

ころに、駐車スペースを確保していただければと思います。 

また、精神障がい、発達障がいの方々は、リカバリールームのような場所が

あれば、大変楽になるという話も聞いたことがあります。仕事に集中できる時

間が決まっているということもあり、気持ちをオン、オフにするに当たって、

そういった部屋があると次に働く力が沸いてくるという話を聞いたことがあ

ります。そういった点も採用していただければと思います。 

採用された方々が定着できるような、障がい者の方々を県民の皆さん一人ひ

とりが理解できるようなことも、県庁での雇用をきっかけにできれば良いと感

じました。 

 

菊川委員長 他にございますか。それでは次に進みます。 

 

 

菊川委員長 

【報告書（案）について】 

澤邉委員から御意見をお願いします。 

 

澤邉委員 私としては、この報告書案で良いと思っています。後は、これを実質的に進

めていくことと、意見が出されているとおり形だけにしないで、現場に即した

実戦的な取組みをする機会を作っていただき、たくさんの障がい者の方と、県

庁の仕事や職場の方と出会う機会があれば良いと思います。 

 

花輪委員 今から進めていくことが大事だと思います。雇用する側だけで行っても難し

いので、労働、福祉、教育、医療が一体となって取り組むべきであると思って

います。福祉・教育サイドの今までの取組みは、就労斡旋型でしたが、提案型

であるべきだと思っています。例えば、この生徒はこういう補助があるとこれ

位の仕事ができますと、売り込むぐらいの気持ちであるべきと思っています。
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数年前に厚生労働省の話合いのときに、提案型就労を提案して、厚生労働省の

方も大変喜んでくれました。この人はこういうことができると提案していくと

いうことが大事だと思っています。 

発達障がいのことを例に挙げますと、自覚が無いことが一番の問題です。自

己理解は大人になってからでは遅く、小さい頃からの自己理解を丁寧にしてい

かないといけません。これは教育の仕事と思っております。 

発達障がいの方が手帳を取得するに当たり、都道府県で取得しやすさに差が

あります。実は、山形県の場合は、発達障がいを診断できる医師が圧倒的に少

ない状況です。だから、手帳取得者がいないということなのです。県全体とし

て、そこをカバーしていくことを考えていかないと、掛け声だけで、上手く雇

用が拡大しないだろうと思っています。労働、福祉、教育、医療が一体となっ

て、障がい者雇用に取り組んでいくべきです。 

さらに、これらの対応は継続的に行っていく必要があります。今回の問題が

あったから、花火を一発打ち上げて終わりということではなくて、徹底的にす

るために、専門家チームを作って様々な角度から考えていくということが必要

ではないかと思います。民間企業であれば納付金を納めなければならない状態

がずっと続いていたのですから、それ位の経費をかける覚悟で、今後の雇用の

あり方を県全体で取り組んでいくことが必要ではないでしょうか。 

取組みを継続していく必要があり、継続できるシステムを考えるべきだと思

っています。そうでないと、形だけになってしまいます。障がい者の雇用につ

いては、県がモデルになるようにと思っています。 

 

菊川委員長 総括について御意見をいただきたいと思います。総括ですので抽象的な文言

にならざるを得ませんが、これまでの議論を総括したものです。だいたい網羅

されていると思いますがいかがでしょうか。 

 

三井委員 「法定雇用率を達成しただけでなく、そのことが継続される」という文言が

入るとよいと思います。 

 

菊川委員長 「法定雇用率を達成し、それを継続していくことは当然のこととして」とい

う文言を入れさせていただきます。 

それでは、この総括で整理していきます。細かい文言については委員長に一

任させていただきたいと思います。 

 

 

５ 閉会 


