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２００８・１１・１３ 

東京都産業労働局に対する要望書への回答説明会記録 
 
１．日時：平成２０年１１月１３日（水） １１：００～１２：００ 
２．場所：東京都庁第一本庁舎 ２５階 １０８会議室 
 
 ＜産業労働局 出席者＞  
 産業労働局 雇用就業部 能力開発課 
同     雇用就業部 就業推進課 

 同     雇用就業部 労働環境課 
 
＜東京 LD親の会連絡会出席者＞ 
くじら   ３名 

けやき   ４名 

にんじん村 ４名 

 
要望書回答【就労・雇用関係要望項目】 
１．国または国に準ずる機関等への働きかけ 回答：（雇用就業部就業推進課） 

（１）障害者の雇用の促進等に関する法律 

発達障害を加えるには法改正が必要なので、都としても今後も国に要望をしていきます。 

（２）公共職業安定所 

公共職業安定所では就労支援ということで特別支援学校など関係機関と連携して一体となっ

た支援を実施していると聞いています。都としても今後も国に要望をしていきます。 

（３）雇用率のカウント 

国、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に要望を伝えます。 

（４）「障害者試行雇用事業」「若年者トライアル雇用」の拡充促進 

トライアル雇用ですが、昨年度は 8000 人、今年度は 9500 人と拡充しており今後も拡充いてい

くと聞いています。 

（５）職場適応援助者（ジョブコーチ）事業の充実 

障害者職業総合センターと地域の就労支援センターと仕事を住み分けしてきています。障害者

職業総合センターは就職のより困難性の高い障害者（精神障害者、発達障害者、難病）の方々

に対する専門的支援を実施する所という提言がなされています。 

今後、障害者職業センターのジョブコーチは、こうした流れの中でより重度の方、またより就

労の難しい方を対象に支援を行っていきます。 

都独自にジョブコーチを養成する東京ジョブコーチ支援事業は、（財）しごと財団に全額都が

補助する形で進めています。ＬＤ等発達障害の方にも対応出来るようにしていきます。 

 

２．職業教育の充実と求職活動への準備段階における支援 回答：（雇用就業部就業推進課） 

各特別支援学校等に障害者雇用促進ハンドブックを配布しています。 
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３．相談体制の整備と多様かつ効果的な職業訓練、職場実習制度の充実 回答：（雇用就業部 
 能力開発課） 

（１）多様なニーズに対応した委託訓練の拡充 

ＬＤ等発達障害の方単独では行っていませんが、知的障害の方、精神障害の方、発達障害の方

との混合訓練は行っています。今後も様々な障害者の皆様に対応できる職業訓練を目指してい

きます。 

（２）障害者委託訓練コーディネーター 

（財）東京しごと財団心身障害者職能開発センター委託訓練班において月２回の割合で会議を

行っています。会議の中で情報の共有化をしています。 

今年度より月１回の割合でカウンセラー（臨床心理士）による専門的見地からの助言指導を受

けています。新たなコーディネーターについては様々な障害に対応した職業訓練に理解のある

方の配置をおこなっています。 

（３）東京都障害者職業能力開発校等 

国立職業リハビリテーションセンターで２コース行っています。 

都としては、国の成果と動向を見極めてまいりたいと思います。 

 

４．就業・生活支援事業の拡充と整備 回答：（雇用就業部就業推進課） 

（１）障害者就業・生活支援センターの拡充と一体的支援の充実 

今年度は１箇所増、（５箇所で実施）タラント（talant）八王子を拠点に南多摩地域を対象に

事業をしていく。 

「実績」 

・タラントは出来たばかりで実績は無し 

・ワーキング・トライ 登録者数 5人 相談件数 219 件 就職者数 0人 

・アイーキヤリア 登録者数 5人 相談件数 369件 就職者数 5人 

・オープナー 登録者数 2人 相談件数 6件 就職者数 0人 

・WEL'S TOKYO 登録者数 2人 相談件数 3件 就職者数 2人 

・合計 登録者数 14人 相談件数 597 件 就職者数 7人 

※相談件数は延べ件数 

（２）区市町村障害者就労支援事業への指導助言 

福祉保健局が所管する事業。 

①②③ 回答：（福祉保健局 障害者施策推進部 自立生活支援課） 

レベルアップ事業の中で行っている。 

 

５．雇用・就業関係機関職員や事業所に対する理解と啓発の充実 回答：（雇用就業部就業推進課） 

（１）障害者雇用促進ガイドブックについて 

今年１０月に改定しました。昨年より１０ページ増やし内容を充実させました。 

（２）雇用・就業関係機関職員に対する研修でＬＤ等発達障害への理解の充実を図ってください。 

シンポジウムや企業見学会を開催しています。 

（３）事業所に対する理解と啓発 

東京経営者協会、東京商工会議所、中小企業家同友会などに障害者雇用促進ハンドブックを配
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布しています。また各会員企業に配布できるよう相当部数を配布しています。 

 

６．公的支援の実施（助成金） 回答：（雇用就業部就業推進課） 

モデル事業として平成１８年度から開始しています。「東京都職域開拓支援事業」では新規事

業で新たに障害者５名（中小企業は３名）以上を雇用し、他のモデルとなるような事業につい

て経費の一部を助成しています。上限３００万円。 

当初は雇用対象障害者を３障害で考えていましたが、昨年度から手帳のない発達障害者、難病

者も対象にしました。実績としては対象となる発達障害者はいませんでした。 

ただ、規定の労働時間に達していなかったため、対象とはなりませんでしたが、パンの移動販

売事業のなかで、発達障害者の方１名を雇用している事例がありました。 

   

７．公的機関における雇用の促進 回答：（雇用就業部就業推進課） 

産業労働局としては、平成１４年度より知的障害者を対象とした職場実習を毎年行っています。 

今年度より福祉保健局と共同で知的障害者、精神障害者のチャレンジ雇用（４か月間）事業を

行っています。 

発達障害者については、その特性や受け入れ態勢がいまだ未開拓な部分がありますので今後勉

強していきたいと思います。 

 

８．一生涯を通じた支援体制の確立（関係行政機関、区市町村との連携の強化）回答：（雇用就業

部就業推進課） 

発達障害者支援法が施行され国、地方自治体、地域それぞれが早期発見、生活支援、就労支援、

家族に対する支援等、必要な措置を講ずることが明記されています。東京都発達障害者支援セ

ンターの連絡会議に出席して産業労働局として担うべき役割について検討しています。 

 

９．職業教育の充実と求職活動への支援について 回答：（雇用就業部就業推進課） 

教育庁が企画をして、産業労働局が経費を負担する障害者雇用の企業向け普及啓発セミナーを

今年度７月に開催しています。 
個々の教育機関とは各ハローワークが支援し取り組んでいます。 
東京ジョブコーチ支援事業も特別支援学校と連携して卒業生に対して職場定着をするような

検討をしています。 

 

１０．公的支援の実施（助成金）について 回答：（雇用就業部就業推進課） 

今年度から新たな助成金が設立されています。 
※「特例子会社設立支援事業」 
 特例子会社を都内に設立した場合、設立に係る費用の１／２、上限３００万円を支給します。 
※「中小企業障害者雇用助成事業」 
中小企業が障害者を雇用した場合に国の助成金である「特定求職者雇用開発助成金」は通常

１年間（重度の場合１年半）賃金助成金が支払われるがその後は打ち切りになってしまいま

す。都では国の助成金が満了した後でも引き続き障害者を雇用している場合には、その後２

年間賃金助成を行います。 
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重度の障害者には３万円、それ以外は１万５千円の助成。 
合わせて企業への訪問相談も行っています。 
※平成１８年度から実施「東京都職域開拓支援事業」 

新規事業で新たに障害者５名（中小企業は３名）以上雇用し他のモデルとなるような事業に

ついて経費の一部を助成しいています。上限３００万円。今まで９事業を認定し支援を実施。 

３年間時限事業、今年度で終了。継続実施は行わない。 

初年度は１５事業の応募があったが、今年度は応募が４事業だった。 

 

１１．公的機関における雇用の促進について 回答：（雇用就業部就業推進課） 

都の雇用率は２．９０％、９０５人（平成１９年６月現在）（行政機関の法定雇用率は２．１％） 
障害者の内訳は全て身体障害者。 

 
 
 

 

【質疑応答】 

Ｑ：（けやき） 「東京都職域開拓支援事業」はモデル事業として実施されていると言うことです

が、期間が終われば終了してしまうのでしょうか？今後の展開はどのようになって行くのか教

えてください。 
Ａ：（雇用就業部就業推進課） 「東京都職域開拓支援事業」は１８年度から３年間の時限事業と

して行っており、今年度で最終となる。この事業は今年度実績が厳しく応募が少なく停滞して

いる。毎年６事業を行う計画であった。実績としては初年度６事業、２年目３事業、３年目２

事業であり今年度で終了となる。来年度からは重度障害者向けの実態調査のような事で現地調

査やヒヤリングなどをして好事例のようなものを冊子にまとめることで要求しております。こ

の事業（「東京都職域開拓支援事業」）自体は今年度限りです。 
Ｑ：（けやき） 障害者雇用促進ハンドブックを東京の３つの会送っていただきありがとうござい

ます。私達もあれを参考にしながら進めて行きたいと思います。 
手帳制度について質問いたします。先ほど福祉保健局にもお願いしましたが、知的障害者の判

定基準は東京都の場合ＩＱが７５以下となっており、各会で手帳を取れない人が就労で困って

います。東京は、特例子会社が日本で一番多いと思われるのでが、その中で企業の方でも障害

者がいないという事が言われており、私達も中々就労が上手く行かないと言うことで、その間

に何があるのだろうといつも話合っています。そのあたりもう少し就労がしやすくするために、

精神障害者福祉手帳を取得するというお話もあるのですが、精神障害者の就労に関する企業向

けのハンドブックの中に精神障害はうつ病と統合失調症、てんかんという事が範囲として書か

れていますが、発達障害が明記されていないので企業では精神障害として扱うと言われていま

す。発達障害が精神障害福祉手帳に含まれていることが周知されていません。このあたりの事

を周知して頂きたいと思います。兵庫県・神戸市は発達障害の診断があればサービスが受けら

れます。横浜市では自閉圏であればＩＱ９０以下と言われています。東京都はＩＱ７５という

ことで、出来れば福祉保健局と連携を取ってもう少し幅を持った対応をしていただきたいので、

その辺りについてお話をお願いします。 
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Ａ：（雇用就業部就業推進課） 横浜は、ＩＱ９０でとれるのですか。企業に取って手帳が有るこ

とでカウントされることにメリットがあると思う。あえて、そういった難しい方を取るという

のは、例えばＣＲＳ見たいな企業社会的責任においてカウントとかではなく、障害のある方と

か難病の方を積極的に受け入れることにより企業イメージを図るというより、多くの企業は手

帳がないとカウント出来ないので結局障害者雇用率を満たせないから、どうしても手帳のある

無しで判断せざるをえない。国の方でも、ある程度発達障害について手帳がなくても認めて行

こうという動きがあるように聞いています。都としても発達障害の判定があればカウントとか

具体的なメリットが示せるようにならないと中々企業にそういった方を薦めづらいです。これ

から積極的に具体的な事が企業に示せるように国に働きかけていきたい。 

Ｑ：（にんじん村） 高校との連携についてですが、特別支援学校との連携をしていると伺ったの

ですが、一般の高校とか職業高校とか定時制高校とかいろいろな高校がありますけれど 私ど

もの会の子はそういう高校に通っている子が多いです。先々就労の場面では困難になる事が多

いです。そういう一般の高校などに対する支援も行って頂きたい。 

Ａ：（雇用就業部就業推進課） 確かに今、発達障害の方は知的障害でなく知的レベルはかなり上

の方が多いということで、どうしても障害者の雇用支援となりますと、特別支援学校を視野に

入れて考えておりますので、中々一般の高校には障害者雇用促進ハンドブックは配ってはいま

せんし、その辺の視点は抜けていたと思います。定時制ですとか、就職に向けた特別なカリキ

ュラムを組んでいるような学校がありますから、そういった学校に、障害者の就業支援制度の

情報を伝えて行くのが必要かなと言うことで検討したいと思います。 
（にんじん村） 

高校の先生方から発達障害の人らしい生徒がクラスにいるとよく聞きます。大学でも学生相談

では、そういうような方が多い。大分そういう子たちが多く、就職もやはり困難をかかえてい

る。その率が高いのではないかと思います。ありがとうございました。 

Ｑ：（けやき） 二点お聞きしたいことがあるのですが。ひとつは４番の就業生活支援事業の拡充

と整備ということで、今年タラントを入れて５か所になったということですね。その中で実際

に先ほどのお話の中で登録している人数が１４人、相談件数５９７件とお聞きしたと思うので

すが、都全体に対して５つ支援機関があって登録人数や件数からいくと何か少し少ないような

気がするのですけれど、その辺をどう判断されているか？人数が多いのか？少ないのか、もっ

と増やす方法を考えているのか？お聞かせください。 
Ａ：（雇用就業部就業推進課） これは東京都の障害者福祉計画に基づいておりまして、その中で

都独自の事業として、障害者就業・生活支援センターと同様の事業を行う区市町村障害者就労

支援事業を各区市町村で実施するとして、平成１４年位から福祉保健局ですすめています。国

は、障害者就業・生活支援センターを全国の障害福祉圏域に１箇所ずつ設置することを目標に

全国で４００箇所の設置をめざしています。一方、都は独自に区市町村に１箇所ずつ障害者就

労支援センターの設置をすすめ、現在までに約４０箇所程度まで設置が進んでおります。それ

とこれが殆ど、競合していまして、こちらの方は今後どうし行くのかといった時に、地域ブロ

ックごとにある程度地域割りを考えて、６か所程度にしましょうという事で計画が出来ており

ます。したがって当面は平成２３年度までに１か所新たに設置する計画で進めております。こ

の障害者就業・生活支援センター事業についてはそういう形ですので、これをどんどん増やし

て行くという考えは今のところありません。 
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（けやき） 

私が言いたかったのは場所が少ないということではなくて、利用者が少ないのではないかとい

う印象で、人を増やす方策を何かを考えていますか。 

（雇用就業部就業推進課） 

こちらの方は、各支援機関さんの方でそれぞれ宣伝しているかと思います。 

相談はかなり受けています。ただし登録までには行かないで終ってしまう人が多いので、本人

の希望もありますので、相談はするけど登録まではしない。色々マンツーマンではやるのは対

人的に苦手な人もいるので、そこまで踏み切れない方もいます。その辺は色々うちの方でも宣

伝はしますけれど、本人の意向もありましてこの程度になっています。今後、精神や発達障害

の方については是非そこについては重点を置いてやって下さいとお願いしますので、声をかけ

て是非進めていくように考えています。 
Ｑ：（にんじん村） 東京都発達障害者支援センター（ＴＯＳＣＡ）に今度、就労担当の方が入っ

たのですが、その辺りの連携はどうなっているのかお聞きしたい。 
Ａ：（雇用就業部就業推進課） ＴＯＳＣＡとは年に２回程度連絡会議がありまして、そこで労働

局の方とか、あるいは特別支援学校の方などが集まって今後どうして行くか会議がありまして、

私もそのメンバーという事で参加させて頂いている。その中で色々向こうの場合は、研修事業

とかそういった事を考えております。その内容などについて話合っています。 

Ｑ：（けやき） 東京障害者職業センターで現在、障害者職業総合センターからの実証という事で、

発達障害の対応もして頂いているのですが、その内容をお聞きしますと自閉症圏がとても多く

てＬＤとかＡＤＨＤの対応が少し少ないように思います。そちらの方も一緒に対応して欲しい

という事を希望しているのですが、東京都としてはどのようにお考えなのでしょうか。 
Ａ：（雇用就業部就業推進課） 東京障害者職業センターの方は確かに研究会の答申にもあります

ように、より重度の対応という事で研究は進めているという事で、まずは、やり易いといって

は何なんですが、発達障害にも色々種類があるので、より指導し易い所からやっているのだと

思います。こちらの方としても職業センターと密接な連携を取っております。都でジョブコー

チ事業をこれから進めていきまして、その関係で向こうは元々ジョブコーチ事業をやっている

ので、その辺で色々教えて頂きたい。うちの方としても当面は、まだ発達障害のような高度な

ものは出来ないけれど今後は、発達障害にも対応したいと思っています。今後とも職業センタ

ーと連携しながら実施していきます。 
Ｑ：（けやき） １１項についてなのですが、先ほどのお話では、２．９％雇用率を満たしている

ということで中身的には身体障害者という事ですが、一般の企業では障害者を就労させるのに

わりと知的障害者、軽度発達障害者を雇用する時に普通の方の働いている内容よりグレードダ

ウンして、その人達に合った格好のものを作って作業するという企業努力でやっている訳です

から、我々にすれば発達障害者の就労の場を増やしたいので、都でも作業の切り出しをして、

発達障害の子供たちを採用していく考えはあるのか？ないのか？ 
Ａ：（雇用就業部就業推進課） 都の職員の採用となりますと、総務局が所管しています。 

そちらの方で採用の方向性だとか、方針だとか、決定をしています。 
（けやき） 

民間ではそういう事をやられているという事を産業労働局から総務局に伝えて頂いて身体障

害者だけでなく、発達障害者の枠を広げてくれるよう働きかけをして欲しい。宜しくお願いし
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ます。 
Ｑ：（けやき） 生活面に対して一生涯の支援体制の確立という事で、９ページの８番の所、就労

に関して就労も大事なのですが、その後自立した生活の確保が出来るようにという事で、新体

制を整えて下さいという要望がありますが、就労継続と自立という事はどうしてもかけ離れた

ものではなくて、一体化されているように感じています。都の中で６か所、就業・生活支援セ

ンターがありますが、就労の方に重点が置かれていて、実際私ども子どもを持っていて生活の

方の支援の方が中々追いついていないように思います。その辺についてどのようにお考えでし

ょうか。 
Ａ：（雇用就業部就業推進課） 生活面での支援は、どちらかというと地域密着型でやっていくも

の。 

障害者就業・生活支援センターは広域支援という性格がありまして福祉計画でも住み分けを図

るため、うちの方はそんなに増やさないで、ある程度広域で支援しています。かたや区市町村

障害者支援事業は、各区市町村に１か所設けるという事で進めておりますので、そちらの方が

どちらかというと生活支援重視で、地域密着型でやって行くという形です。障害者就業・生活

支援センターの方ではどちらかというと精神障害が中心になっているので、広域で通勤支援な

どもやっていたりしますので、確かに生活よりは就業面での支援が多くなると思われます。ど

ちらも生活面と就労面を一体的に支援するしくみに変わりはありませんが、地域密着という視

点にたてば、区市町村事業の方が相応しいかも知れません。 


