
＜連・絡事項＞   



1 障害者の就労支援の推進等について   

障害者自立支援法においては、障害者がその有する能力や適性に応じて、  

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行う  

こととしており、この実現のための大きな柱の一つとして、就労に向けた  

支援施策を自立支援法の中に規定し、就労に必要な知識能力の向上のため  

に必要な訓練等を行う就労移行支援事業等の創設や、障害者就業・生活支  

援センターの拡充を進めてきたところである。   

就労移行支援事業については、昨年4月の時点で全国に633事業所と  

多くの事業所が設置されているところであり、既に多くの障害者が、就労  

移行支援施設等において一般就労に向けた訓練に取り組んでいるところで  

ある。   

障害者が一般就労するに当た？ては、ハローワーク、地域障害者職業セ  

ンターーや就労・生活支援センター等の雇用支援機関や養護学校等の教育機  

関等の関係機関との連携が最も重要なことから、各事業所に対してこれら  

機関との連携体制の構築を進めるようご指導をお願いする。  

（1）施設外就労・施設外支援の積極的な取組について  

障害者自立支援法においては、障害者が経済的にも地域で自立して暮ら   

すことができるよう、障害者の就労支援を充実強化し、一般就労への移行   

の促進を目指すこととしている。  

就労移行支援事業、就労継続支援事業においては、職場実習や求職活動、   

在宅就労など、事業所以外の場所での活動も重要である。  

このことから、障害者自立支援対策臨時特例交付金事業（基金事業）におい   

て、施設外就労を実施した場合や、施設外就労・施設外支援によって一般   

就労に結びついた場合に助成を行う「施設外就労等に対する助成事業」を   

創設したので、積極的な活用をお願いする。  

（2）「工賃倍増5か年計画」の推進について  

本事業は、平成19年度予算において「工賃倍増計画支援事業」として   

創設され、各都道府県においては、事業の基本となる「工賃倍増5か年計   

画」を策定していただいたところである。  

平成20年度は、事業の本格実施の年度にあたることから、平成20年   

度予算案では、前年度に比べ約3倍に拡充することとしており、経営コン   

サルタントの導入、セミナーの開催等工賃水準の倍増を図るため、官民一  
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体となった取組を積極的に実施していただきたい。   

平成20年度工賃倍増5か年計画支援事業補助単価（案）   

1．基本事業  

以下の区分による都道府県の人口規模に応じた額  

区分A（人口250万人以上）  

90，000千円 （平成19年度：30，000千円）  

区分B（人口100万人以上250万人未満）  

60，000千円 （平成19年度：20，000千円）  

区分C（人口100万人未満）  

30，000千円 （平成19年度：10，000千円）  

ただし、都道府県の人口規模は、平成17年国勢調査を基準とする。  

2．特別事業  

厚生労働大臣が必要と認めた額  

（3）工賃（賃金）の実績報告について  

平成19年度より工賃（賃金）の実績を調査し、昨年10月にその調査結果   

を公表したところである。  

各都道府県においても、調査結果等について公表を行っていただいてい   

るところであり、公表状況については、先日御協力いただいた調査による   

と、平成20年2月15日現在で31道府県が公表しており、そのうち、   

事業所ごとに公表している道府県は23か所となっている（別添資料1）。   

未公表の都府県においては、早急に公表していただきたい。  

また、来年度においても、今年度と同様に工賃（賃金）の実績調査を行うこ   

ととしているが、工賃（賃金）実績は、利用者が事業所を選ぶ基準とな●るもの   

であることから、事業所ごとに公表することが重要であると考えている。  

このため、来年度の調査への御協力をお願いするとともに、その公表に   

当たっては、各事業所に公表の趣旨を理解していただき、事業所ごとの工   

賃（賃金）実績を公表していただくようお願いする。  

調査概要等については以下のとおりであるが、詳細については追って通   

知することとしている。  

① 対象事業所及び施設  

就労継続支援事業所（A型、B型）並びに身体・知的・精神障害者それぞ  

れの入所・適所授産施設、小規模適所授産施設及び福祉工場  

② 対象期間  

平成19年度（平成19年4月～平成20年3月）  

③ 報告方法  
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今年度、各都道府県より報告された実績について、対象事業所及び施   

設ごとに一覧表にとりまとめた様式を送付するので、当該様式を加筆   

修正の上、報告。  

④ 提出期限   

平成20年5月30日（金）  

（4）障害者就業・生活支援センター事業について  

本事業は、平成20年度予算案において、新規増分として70か所を計   

上し、全国205か所で実施できることとしたところであり、先日の選定   

作業を終え、新規センターが設置される都道府県に対しては労働部局を通   

じて連絡しているところである（平成19年度の135か所については別   

添資料2）。  

本事業は、障害者の職業生活を支援する上で重要な役割を担っており、   

今後、全障害保健福祉圏域に設置することとしているので、各都道府県に   

おいては、来年度以降の計画的な設置について御配慮をお願いしたい。  

（5）「就労移行支援のためのチェックリスト」の利用状況調査の結果について  

障害者の一般就労に向けた支援の強化が図られる中、労働部局と福祉部   

局がそれぞれ持っている障害者雇用に関する各種情報やノウハウを共有し、   

密接に連携しながら、それぞれの役割を果たしていくことが求められてい   

る。  

このため、障害者の就労支援を行う機関が、個別支援計画の作成をはじ   

めとするサービスを密接に連携しながら実施できるよう、共通して利用で   

きる支援ツールとして「就労移行支援のためのチェックリスト」を平成1   

8年に作成したところである。  

先日、．このチェックリストの利用状況調査を行い、別添資料3のとおり   

結果を取りまとめたので、御参考の上、各事業所に対し積極的に活用する   

よう御指導をお願いしたい。  

（6）就労支援事業会計処理基準への移行の際の積立金等の取扱いについて  

平成18年10月に制定した「就労支援の事業の会計処理の基準」に基   

づく会計処理については、最も早い場合には平成19年度決算から適用さ   

れることとなる。  

これに伴い、従来の授産施設会計基準から就労支援事業会計処理基準へ   

移行した場合の積立金及び引当金の取扱いが問題となるが、これについて   

は別添資料4のとおり取り扱うこととするので、各事業所に対する周知等  
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をお願いしたい。  

（7）事業所への発注促進策について   

① 障書者の「働く場」への発注促進税制  

既に昨年末の担1昔会議でおホししているが、、n成20隼度税制改il二に  

おいて、障ノ害者の「働く場」へ業務の発注を行った企業に対する税制優  

遇の什組みを創設する㌢定となっているところである。  

具体的な税制優遇の内容については別添資料5のとおりであるが、事  

業者が取引先を開拓する際に清川することができるものと考えているの  

で、各自治体におかれては、、1う税rIiりの内容をよく御理解の仁、事業者や  

企業に対して積極的に周知を行うよう努めていただきたい。  

② 地方自治法施行令の改1仁  

平成20年2月26針廿障地発第0226001与チ・障障発第0226001引こよ   

りお知らせしているところであるが、地ノノ山治法施行令の・部を改正す   

る政令が成立し、普通地ノブ公共川体の契約が随意契約によることができ   

る場合として、これまでの「障害者支援施設等においてその活動の成果   

として製作された物ポーを買い入れる契約」に、「障害者支援施設等から役   

務の捉供を受ける契約」が追加されたところである（3月1日施行）。  

各自治体におかれては、当改正の内容をよく御理解の仁、適切に活用   

されるよう努めていただきたい。（別添資料6）  
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（別添資料1）  

平成18年度工賃（賃金）公表状況  

事業所（施設）ごとに公表している都道府県一覧  

都道府県   エ賃を公表しているHPアドレス   

北海道  http：／／www．pref．hokkaido．1gjp／hf／shf／ko－Chin．htm   

茨城県  http：／／ww軋Prefjbarakijp／bukyoku／hoken／shofuku／」iritu－Shien／kouchin／H18kouchin－tOP．htm   

栃木県  http：／／www．pref．tochigijp／   

群馬県  http：／／www．pref．gunmajp   

神奈川県  http：／／www．pref．kanagawajp／osirase／syogaifukusi／suisin／koutin／koutin．html   

新潟県  http：／／www．pref．niigata．1gjp／HTMLSimple／kobetuhyou．pdf   

富山県  http：／／www．pref．toyamajp／   

長野県  http：／／www．pref．naganoJp／syakai／fukusi／osirase／sienhou，htm＃getsugaku－kotin   

静岡県  http：／／www．pref．shizuokajp／kousei／ko－310／shougaipln／plan／loho．htm   

三重県  http：／／www．pref．miejp／TOPICS／2007080303．htm   

大阪府  http：／／www．pref．osakajp／shogaifukushi／syurou／1usan／index－3．html   

兵庫県  http：／／web．pref．hyogojp／hw20／hw20＿000000005．html   

奈良県  http：／／www．pref．narajp／syogaif／1youhou／1youhou．htm   

和歌山県  Webmaster＠pref．wakayama．IgJP   

鳥取県  http：／／www．pref．tottorijp／shougaihukushi／oshirase／index．htm   

http：／／www．pref．shimane．1gjp／肝e／fukushi／syougaiパiritsu＿Shien＿hou／sisetuitiran／kouchin．data／hl  

島根県     8kouchin．pdf   

岡山県  http：／／www．pref．okayamajp／soshiki／detaiJ．html？lifid＝15576   

広島県  http：／／www．pref，hiroshima．1gjp／   

香川県  http：／／www．pref．kagawajp／shogaihukushi／fukushLioho－hp／   

高知県  http：／／www．pref．kochijp／～shougai／oshirase／H18kouchin．htm   

佐賀県  http：／／www．pref．saga．［gjp／web／2695．html   

長崎県  http：／／www．pref．nagasakijp／syogai／sisetu－」igyousyo／pdf／paymenし18．pdf   

宮崎県  http：／／www．pref．miyazaki．1gjp／contents／org／fukushi／shogai／kouchinJisseki／pageOOO37．htm［   
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（別添資料2）  

障害者就業一生活支援センター 一覧 （計135センター）  

（平成19年4月現在）  

都道府県   センター名   運営法人   センター所在地  事業開始時期   

北海道  札幌陣がい者就業・生活支援センター   （社福）愛和福祉会   札幌市北区   平成14年5月  

小樽後志地域障害者就業・生活支援センターひろ  
ば   

（社福）後志報恩会   小樽市   平成16年7月  

___t__ 

函館障害者就業・生活支援センターすてつぶ  （社福）情愛会  函館市   平成17年4月  

くしろ・ねむろ障害者就業・生活支援センターぷれ  
ん  

釧路市  平成18年4月  

十勝地域障害者就業・生活支援センターだいち   （社福）憲誠会   帯広市   平成19年4月   

青森県  津軽障害者就業・生活支援センター   （社福）七峰会  弘前市   平成14年5月  

青森藤チャレンジド就業・生活支援センター   （社福）藤聖母園   青森市   ⊆      平成18年4月  

障害者就業・生活支援センター みなと   （医）清照会   n          八戸市 平成19年4月  

岩手県  胆江障害者就業・生活支援センター   （社福）愛護会  奥州市  平成14年5月  

宮古地区チャレンジド就業・生活支援センター   （社福）若竹会   宮古市  

盛岡広域障害者就業一生活支援センター   （社福）千晶会  盛岡市   ト平成18年4月  

一関広域障害者就業・生活支援センター   （社福）平成会   一関市  

宮城県   （社福）石巻祥心会   石巻市  

県北地域福祉サービスセンター障害者就業・生活 セン 
支援ター   

平成16年4月  

県南障害者就業・生活支援センター「コノコノ」   （社福）白石陽光園   白石市  

秋田県  秋田県南障害者就業・生活支援センター   （社福）慈泉会   仙北郡美郷町  平成15年4月  

ウ工ルビューいずみ障害者就業・生活支援センター  （社福）いずみ会   秋田市   平成16年4月   

山形県  置賜障害者就業・生活支援センターサポートセン ターおきたま  （社福）山形県社会福祉事業団  長井市   平成14年5月  

村山障害者就業・生活支援センタージョブサポート ぱ  （社福）山形県社会福祉事業団  山形市   
る  

平成16年4月  

庄内障害者就業・生活支援センターサポートセン  
ターかでる   

平成18年4月   

福島県  いわき障害者就業・生活支援センター   （社福）いわき福音協会   いわき市   平成14年5月 

県中地域障害者就業・生活支援センター   （社福）ほっと福祉記念会   郡山市   平成16年4月  

会津障害者就業・生活支援センター   （社福）若樹会   会津若松市   平成18年4月   

茨城県  水戸地区障害者就業・生活支援センター  （社福）水戸市社会福祉事業団  平成14年7月  

慶育会障害者就業せ活支援センターなか声   （社福）慶育会   筑西市   平成16年4月  

障書者就業・生活支援センターかい   （社福）白銀会   石岡市   平成19年4月   
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センター名  運営法人  センター所在地  事業開始時期  

栃木県  とちぎ障害者就業・生活支援センター  （社福）せせらぎ会  下都賀郡壬生町  平成14年5月  
’▼‾  l  、    Tll‾▲  

両毛圏域障害者就業・生活支援センター  （社福）足利むつみ会  平成19年4月  

群馬西部地区障害者就業・生活支援センター   【（社福）はるな郷  平成14年5月  

障害者就業一生活支援センター  
平成16年7月  

㌣わ‾く堅  
支  障害者就業■生活  

ター みずさわ  馬郡吉岡町  平成19年4月  

亨iニン貢し  
（NPO）東松山障害者就労支 ター  

障害者就業・生活支援センター ZAC  山市   平成15年4月  

＿∴ ▼  ‾ ▼● ■   、  

．≡三デ■．雲量ミ  
久喜市  

障害者就業・生活支援センター こだま  （社福）美里会  平成16年10月  

埼葛北障害者就業・生活支援センタ  更平成19年4月  （社福）啓和会  

障害者就業・生活支援センター あかね園  （社福）あひるの会  

L       ．▼  
一一    －                 ■ ■  

障害者就業・生活支援センター 千  
アセンター  PO）ワークス未来千葉  千葉市美浜区1平成16年4月  

障害者就業1生活支援センター ビック・ハート  （社福）実のりの会  平成18年4月  

【東総障害者就業．生活支援センタニ  （社福）ロザリオの聖母会   匝瑳市   平成19年4月  

東京都センタ‾ワ‾キング■トライ閥福）ジ工イ■エイチ■シイ板橋会板橋区  平成14年5月  

障害者就業・生活支援センターアイーキャリア （NPO）障害者支援情報センター …世田谷区   平成16年4月  

＿ ＿＿＿＿＿  ∴        ．＿．  
■              ■                   ■  

三二〒  
ニミ‾三三こ≒   

l   一  

障害者就業・生活支援センター オープナー  （社福）多摩綜欄亭協会  

障害者就業一生活支援センターWEL’sTOKYO  （NPO）WEL’s新木場  

二真玉  
平成19年4月  

十¶【－一  

（社福）よるべ会  

」…≡H  
神奈川県  障害者支援センター ぽけっと  平成17年4月  

障害者就業・生活支援センター こしじ  （社福）中越福祉会  長岡市  平成15年1月  

業・生活支援センター ハート  ）県央福祉会  平成16年7月  

障害者就業・生活支援センターアシスト  のぞみの家福祉会  平成17年4月  

障害者就業・生活支援センター さくら  （社福）さくら園  平成19年4月  

富山障害者就業・生活支援センター  （社福）セーナー苑  

高岡障害者就業・生活支援センター  （社福）たかおか万葉福祉会  平成16年10月  

新川障害者就業・生活支援センター  社福）新川むつみ園  

1  

」  

金沢障害者就業・生活支援センター  社福）金沢市社会福祉協議会  

こまつ障害者就業・生活支援センター  （社福）こまつ育成会  

福井障害者就業・生活支援センター ふつとわーく  （社福）福井県福祉事業団  

障害者就業・生活支援センター 陽だまり  （社福）八ヶ岳名水会  
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都道府県   センター名   運営法人   センター所在地  事業開始時期   

長野県  上小地域障害者就業・生活支援センター SHAKE  （社福）かりがね福祉会   上田市  平成14年10月  

松本圏域障害者就業・生活支援センター あるぷ  （社福）安曇野福祉協会  安曇野市  平成17年1月  

長野圏域障害者就業・生活支援センター ウィズ  （社福）ともいき会   平成19年4月  

岐阜県  岐阜障害者就業・生活支援センター   

山ゆり障害者就業・生活支援センター   長野市  平成14年5月 平成16年4月  

静岡県  平成14年10月  

医療法人社団至空会  

障害者就業・生活支援センターひまわり   （社福）あしたか太陽の丘  岐阜市  平成17年4月  

富士障害者就業・生活支援センタジ  富士市  平成18年4月  
兵松市   平成16年4月  

6   （社福）ハルモニア  障害者就業■生活支援センター だんだん     「  
藤枝市     平成19年4月  口多地域障害活ク  （社福）愛光園  

なごや障害者就業・生活支援センター   （社福）共生福祉会  

一皿一 十  

j西三河障害者就業・生活支援センター「輪輪」  （社福）愛恵協会  
1名古屋市中村区 平成17年4月  

平成19年4月  
＋…一－  ‾‾」¶【【■【W‾Ⅶ－ ‾‾‾】■  】   

十‾‾‾‾‾‾  
（社福）四日市市社会福祉協議会 四日市市   平成14年10月  

伊勢志摩障害者就業・生活支援センターブレス  四日市障害者就業・生活支援センター  平成16年4月  
岡崎市  

恒者讐竺舌支援セント（甲竺  （社福）しがらき会   j甲賀市  平成14年5月  

「  

（社福）ひかり福祉会  平成16年7月  

おおつ障害者就業・生活支援センター   
彦根市            （NPO）おおつ「障害者の生活と労 働」協議会  大津市   

平成18年4月  

‖  

湖西地域障害者就業・生活支援センター   湖東地域障害者就業・生活支援センター  （社福）ゆたか会  高島市   平成19年4月  

（社福）京都障害児福祉協会   京都市北区   平成15年4月  

京都府  京都障害者就業・生活支援センター         障害者就業・生活支援センター はぴねす   （社福）南山城学園   城陽市   平成16年4月  

障害者就業・生活支援センター わかば   （社福）みずなぎ学園   舞鶴市   平成18年4月  

大阪府  大阪市障害者就業・生活支援センター   
（社福）大阪市障害者福祉■スポー  

平成14年5月  
ツ協会   

北河内乗障害者就業・生活支援センター   （社福）大阪知的障害者育成会  大東市   平成16年4月  

南河内南障害者就業・生活支援センター   （社福）大阪府障害者福祉事業団  富田林市  平成17年4月  

すいた障害者就業・生活支援センター   （社福）ぷくぷく福祉会  吹田市  平成18年4月  

高槻市障害者就業・生活支援センター   （社福）花の会  高槻市  平成18年4月   
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センター名  運営法人  センター所在地  事業開始時期  

八尾・柏原障害者就業一生活支援センター   
とよなか障害者就業・生活支援センター  

（社福）信貴福祉会  平成19年4月  

（NPO）豊中市障害者就労雇用支援  
平成19年4月  センター  

川障害者就業・生活支援センター  （社福）加古川はぐるま福祉会  平成14年5月  

（社福）神戸聖隷福   

酉播磨障害者就業・生活支援センター   （社福）兵庫県社会   

淡路障害者就業・生活支援センター   （社福）兵庫県社会   

；神戸障害者就業・生活支援センター            1なら障害者就業・生活支援センターコンパス   （社福）宴楽ゆいの・   

「▼′▼¶¶、‾】一  

∃なら東和障害者就業・生活支援センターたいよう  （社福）大和会   

祉事業団  神戸市兵庫区  平成16年4月  

…赤穂市  福祉事業  平成18年4月  

ー   F  

福祉事業団  平成19年4月  

平成16年4月  
1    ＋【〉   

桜井市  

：‾‾  

平成19年4月  

和歌山県  障害者就業・生活支援センター  

者就業・生活支援センタ「 つれもて  

」（社福）やおき福祉会  

ー  

平成14年5月  

臣和歌山市  平成16年4月  

∃紀中障害者就業・生活支援センターわ  御坊市  

東牟婁圏域障害者就業・生活支援センター  社福）和歌山県福祉事業団   i新宮市  

一  1  
平成19年4月  

一」一  

璽平成15年1月   

平成16年10月  ぺ  

鳥取県障害者就業・生活支援センターしゆ－と  PO）すてつぶ  j米子市  

1   

」鳥取市  
l  

障害者就業・生活支援センター しらはま  土福）鳥取県厚生事業団  

＝二＝三 ＿ミl∴－、＝こ＝ニ童  

」≡≡  
島根西部障害者就業・生活支援センター レント  平成14年5月  

；（社福）親和会  

¶  

（社云妄妄  

こ宣言享÷モ  業・生活支援センターリーフ  平成16年7月  

㌧  

松江障害者就業・生活支援センター  平成17年4月  

岡山県 と岡山障害者就業・生活支援センター  j（社福）旭川荘  
斗■ ▼γ【＋  

（社福）倉敷市総合福  

平成14年5月  

敷障害者就業・生活支援センター  平成16年7月  

者就業・生活支援センター  山社会福祉事業会  平成19年4月  

町障害者就業・生活支援センター  平成14年5月  

A ＝言   

じ   

府中市  平成16年4    東広島市  u j平成19年4   

．dゝ  ＝   

．∠ゝ． コ＝   廃部市  平成14年5     栃野郡松茂町 ‖  平成14年5   

博愛会   三好市  平成17年4   

東部地域障害者就業・生活支援センター  

広島中央障害者就業・生活支援センター  

光栄会 障害者就業・生活支援センター  

障害者就業・生活支援センター「わーくわく」  

障害者就業■生活支援センター「箸蔵山荘」  

害者就業・生活支援センター よりそい   

害者就業・生活支援センター 共生  

社福）柏涛会   

社福）恵愛福祉事業団  

平成18年4月  海部郡美波町  

東かがわ市   平成15年4月   
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都道府県   センター名   運営法人   センター所在地  事業開始時期  

障害者就業・生活支援センター オリーブ   （社福）あゆみの会   高松市  

えひめ障害者就業・生活支援センター   （社福）愛媛県社会福祉事業団  松山市  

障害者就業・生活支援センター あみ   （社福）来島会  今治市  

障害者就業・生活支援センター ラポール   

】高知障害者就業・生活支援センターシャイン  （社福）太陽福祉会  高知市  平成16年4月  
‾ 

n                 忘去者就業・生活支援享年㌫い   （社福）高知県知的障害者育成会  

四万十市              （社福）高知県知的障害者育成会                           香美市     平成19年4月  

障害者就業・生活支援センター「デュナミス」   （社福）上横山保育会  八女郡広川町 平成17年4月  

福岡県央障害者就業・生活支援センター   （社福）鞍手ゆたか福祉会   値方市   
l 

平成1昨4月  

（社福）野の花学園  

たちばな会 障害者就業・生活支援センター   （社福）たちばな全  福岡市西区   平成19年4月         廃野市 l平成14年7月  

ザ 
Pヒ九州障害者就業胡支援センタ‾  （社福）北九 †鳥這市 「平成19年4月  

福，南高愛憐会  早市  一平成14年5月  

長崎県北地域障害者就業・生活支援センター † 北松浦郡佐々町】平成18年4月  

平成，6年4月  

平成17年4月  

す   
t菊  

平成19年4月   

大分市  平成1’4年10月  

いる   
苧 

障害者就業・生活支援センター はぎの   平成18年4月   
熊本県北部障害者就業・生活支援センターがまだ   （社福）菊愛会  這去     大分県  障害者就業・生活支援センター 大分プラザ  （社福）博愛会                障害者就業・生活支援センターサポートネットすま   （社福）大分県社会福祉事業団  宇佐市  

宮崎県  みやざき障害者就業・生活支援センター   （社福）宮崎県社会福祉事業団  宮崎市   平成15年4月   

鹿児島県  かごしま障害者就業・生活支援センター   （社福）鹿児島県社会福祉事業団  日置郡伊集院町  平成15年10月   

沖縄県  障害者就業・生活支援センターティーダ＆チムチム  （社福）名護学院   名護市   平成14年5月  

中部地区障害者就業・生活支援センター   （社福）新栄会   沖縄市   平成16年7月  

南部地区障害者就業・生活支援センターしごと・せ いかつ支援センタ 
ー群星（むりぶし）   

那覇市  
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（別添資料3）  

障害者の就労移行支援施設における「就労移行支援のための  

チェックリスト」の利用状況アンケート調査結果の概要  

厚生労働省障害福祉言葉  

1．調査の目的   

自立支援法に基づく就労移行支援施設において「就労移行支援のためのチェ  

ックリスト」がどのように活用されているか利用状況を把握することを目的と  

する。  

2．調査の対象   

平成19年10月1日現在の就労移行支援施設に対し調査（施設数は把握  

できていない。）  

3．調査方法  

アンケート調査による調査  

4．調査項目   

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が19年6月に実施した「雇用移行  

支援のためのチェックリスト」利用状況アンケート調査に準じた。  

①チェックリストの利用の有無、利用していない理由、利用見込み  

②利用場面  

③利用目的  

④対象者  

⑤1人あたり利用回数  

⑥項目数  

⑦つけやすさ  

⑧効果的に活用した事例  

⑨チェックリスト見直しに対する意見  

5．調査回収状況  

629事業所から回答。（配布事業所数は把握できていない。ただし、WAM  

ネットの20年1月8日現在の就労移行支援施設663カ所で推計すると約   

95％）  
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6．調査結果  

（1）定員等の状況（平均）  

定員  

現在の利  うら身体  うら知的  うら精神  うら重複  その他  

用吉敷   障害者   障害者   障害者   障害者   

16．3人  14．1人   1．7  8．9人  3．5人  0．6人  0．1人   

定員（16．3人）  

（問1）チェックリストを利用したことがありますか。  

未記入  
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（問1－2）チェックリストを利用したことの無い万のうらその理由は何か  

（問1－3）チェックリストを利用したことの無い方のうち使っていないのは  

なぜか  

（自由記載の主な内容）  

・対象者がまだいない  

・矢］らなかった  

・独自のものを使用している  

・今後利用するかどうか検討中  

・忙しくて手が回らない  

・このチェックリストでは内容   

があわない  

・その他  

（5％）  

（問1－4）チェックリストを利用したことの無い方のうら今後利用してみた  
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※以下使ったことがある事業所に対する質問  

（問2）チェックt」ストはどのような場面で利用していますか。（複数選択可）  

（自由記載の主な内容）  

・アセスメント、モニタリング   

個別支援計画作成時に使用し   

ている。  

・工賃の査定時に使用している。  

・ハローワークヘの提出  

・雇用先への提出  
・職場実習で活用  

・その他  

（問3）どのような目的で利用していますか。（複数選択可）  

その他  

（問4）どのような人を対象に利用していますか。（複数選択可）  

就労が見込  

まれる者  

（20％）  
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（問5）1人あたり何回利用していますか。  

（問6）チェックリストの項目数についてどう思いますか。  

（問7）チェックリストのつけやすさはどうですか。  
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（問8）チェックリストを効果的に活用できた事例はありますか。  

（自由記載の主な内容）  

・評価時  

・目標設定ができた  

・就職活動開始の判断  

・施設外活動での記録  

・アセスメント時  

・ハローワークとの相談  

・就労意欲を引き出す  

・職場定着  

・その他  

（問9）チェックリストの項目を見直すとしたらどのようになおしたらいいか  

ご意見がありましたら自由に記載してください  

（自由記載の主な内容）   

・精神的な支援項目を作ってほしい   

・本人もわかりやすくしてほしい   

・もう少し調査票の工夫をしてほしい   

・項目が多い   

・障害別のものがほしい   

・職種別のものがほしい   

・長所を伸ばすようなテックリストがほしい   

・職場定着がはかれるようなものがほしい   

・企業が使えるようなものがほしい   

・その他  
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