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調査結果 

 

○障がい者の任免状況の通報事務手続きの流れ 

 
 

担当者が起案の後、関係職員からの査閲を経て、課長が決裁する。 

 

山形県事務代決及び専決事務に関する規程（昭和28年12月県訓令第49号）により、障

がい者の任免状況の通報事務は、「所管する事務及び事業に係る通知又は照復をするこ

と」として、課長の専決事項として取り扱ってきた。 

 

○山形県事務代決及び専決事務に関する規程（昭和28年12月21日山形県訓令第49号） 

（専決事務） 

第４条 副知事、部長及び課長限りで専決することができる事務は、別表第１及び別表

第２のとおりとする。 

別表第１（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、事務主任者、業務管理者及び業務総括者の定義については次のとおり。 

 

○山形県業務管理規程（平成20年８月29日山形県訓令第28号） 

（事務主任者） 

第２条 所属長（本庁の課長、総合支庁の課長及び事務所長並びに出先機関（総合支庁を

除く。）の長をいう。以下同じ。）は、所属職員の事務分担の決定等により分担された事

務を処理する者として事務主任者を指名するものとする。 

（業務管理者及び業務総括者） 

第３条 所属長は、所管する事務ごとに業務管理者及び業務総括者を指名するものとする。 

２ 業務管理者は、事務主任者が作成する文書等の点検を行わなければならない。 

３ 業務総括者は、事務主任者が行う事務の処理状況等を確認し、必要に応じて当該事務

の遅延等を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

  

事務主任者 

起案 

業務管理者 

（係員） 

査閲 

業務総括者 

（係長） 

査閲 

主査 

査閲 

課長補佐 

査閲 

副主幹 

査閲 

課長 

決裁 

事務の種類 事項 

決裁区分 

本庁 

副知事 

専決事項 

部長 

専決事項 

課長 

専決事項 

その他 ４ 所管する事務及び事業に

係る通知又は照復をするこ

と。 

  ○ 

資料３ 
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○次のとおりヒアリングを行った。 

 

❏ヒアリング対象職員：事務主任者（起案者）、業務管理者（係員）、業務総括者（係長）、

人事管理主査、課長補佐（人事担当）、副主幹（兼）課長補佐及

び課長並びに管理監督職員 

❏対象職員数：61名 

❏ヒアリング期間：平成30年11月22日（木）～29日（木） 

❏質問項目（以下のとおり） 

 

（事務主任者） 

○ 障害者雇用率算定の対象となる障がい者の範囲をどのように認識していたのか。 

○ 障害者雇用率算定の対象となる障がい者に該当することを、どのような方法で確認し

判断したのか。また、その方法で確認した理由は何か。 

○ 障がい者数の把握に当たって、「改正身体障害者雇用促進法の施行について」（昭和51

年10月１日職発第447号労働省職業安定局長通知）は参照していたか。 

○ 前任者からどのような引継ぎがなされていたのか。 

○ 前年度に雇用率算定の対象とされた者については、改めて雇用率算定の対象に該当す

るか確認していたか。確認していなかったとすれば、その理由は何か。 

○ 障害者雇用率を引き上げるため、意図的な対応を行ったことはあるか。 

※以下は平成１７年度以降の関係職員のみ 

○ 障がい者数の把握に当たって、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイド

ライン」（以下「ガイドライン」という。）は参照していたか。 

○ ガイドラインにおいて、障害者雇用率制度の対象となる障がい者の範囲は障害者手帳

又は障害者手帳の代わりとなる指定医等の診断書等によって確認すべきこととされて

いたことを認識していたか。 

○ 障害者手帳又は障害者手帳の代わりとなる指定医等の診断書等によって確認しな

かった理由は何か。 
 

（事務主任者以外） 

○ 障害者雇用率算定の対象となる障がい者の範囲をどのように認識していたのか。 

○ （管理監督者／課長／副主幹（兼）課長補佐／課長補佐（人事担当）／人事管理主査

／係長／業務管理者）として、どのような確認を行っていたか。 

○ 障害者雇用率を引き上げるため、意図的な対応を行った事例を把握しているか。 

○ 障害者雇用率の水増しを指示したことはないか。 

※以下は平成１７年度以降の関係職員のみ 

○ 障がい者数の把握に関し、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライ

ン」（以下「ガイドライン」という。）が存在することを認識していたか。 

○ ガイドラインにおいて、障害者雇用率制度の対象となる障がい者の範囲は障害者手帳

又は障害者手帳の代わりとなる指定医等の診断書等によって確認すべきこととされて

いたことを認識していたか。 

○ 障害者手帳又は障害者手帳の代わりとなる指定医等の診断書等によって確認が行わ

れていなかったことを認識していたか。  
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（１）事務主任者に対する調査（対象者28名） 
質問内容 回答状況 

１ 障害者雇用率算定の対象となる障が

い者の範囲をどのように認識していた

のか。 

・障害者雇用促進法別表又は身体障害者障害

程度等級表に該当する障がいを有する者と

認識。（７名） 

・基本は手帳所持者だが、障害者雇用促進法

別表又は身体障害程度等級表に照らして障

がいを有すると考えられる者も該当すると

認識。（11名） 

・基本は手帳所持者だが、医療機関の診断書

によって障がいを有すると確認できる者を

含む。（３名） 

・手帳所持者のみ。（１名） 

・身体障がい者と知的障がい者が対象。（１名） 

・覚えていない。（５名） 

２ 障害者雇用率算定の対象となる障が

い者に該当することを、どのような方法

で確認し判断したのか。 

また、その方法で確認した理由は何

か。 

（方法） 

・職員調査票の記載内容を基に判断。（24名） 

・職員調査票に加えて、休暇取得申請時添付

の診断書によって判断。（２名） 

・前年度作成された名簿を引き継いだ。（１

名） 

・覚えていない。（１名） 

（理由） 

・前任者からの引き継ぎによる。（21名） 

・前年度の書類を参考にした。（３名） 

・覚えていない。（３名） 

・（理由について回答なし）（１名） 

３ 障がい者数の把握に当たって、「改正

身体障害者雇用促進法の施行について」

（昭和51年10月１日職発第447号労働省

職業安定局長通知）は参照していたか 

・参照した。（６名） 

・参照していない。（８名） 

・参照したが内容は覚えていない。（１名） 

・覚えていない。（13名） 

 

 

４ 前任者からどのような引継ぎがなさ

れていたのか。 
・職員調査票を基にして障がい者を確認する

と引き継いだ。（18名） 

・記憶が定かでないが口頭で引き継いだ。（２

名） 

・前年度の文書綴りを参考とした。（５名） 

・覚えていない。（３名） 

５ 前年度に雇用率算定の対象とされた

者については、改めて雇用率算定の対象

に該当するか確認していたか。確認して

いなかったとすれば、その理由は何か。 

（確認の状況） 

・確認した。（８名） 

・確認していない。（17名） 

・覚えていない。（３名） 
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（確認していない理由） 

・一度障がい者として把握されていれば障が

いの程度が変更となることはほとんどな

いとの認識。（５名） 

・前年度に作成された名簿を使用するため、

前任者がしっかり確認しているとの認識。

（８名） 

・引き継ぎにより確認不要と考えていた。（１

名） 

・制度の認識不足により、歴代の手法に準じ

た。（２名） 

・覚えていない。（４名） 

 

６ 障害者雇用率を引き上げるため、意図

的な対応を行ったことはあるか。 

・意図的な引き上げを行っていない。（27名） 

・覚えていない。（１名） 

※以下は平成１７年度以降の関係職員のみ 

７ 障がい者数の把握に当たって、「プラ

イバシーに配慮した障害者の把握・確認

ガイドライン」（以下「ガイドライン」

という。）は参照していたか。 

・参照していた。（７名） 

・参照していない。（４名） 

・覚えていない。（１名） 

・障がい者に該当することの確認・判断の作

業をしていない。（１名） 

８ ガイドラインにおいて、障害者雇用率

制度の対象となる障がい者の範囲は障

害者手帳又は障害者手帳の代わりとな

る指定医等の診断書等によって確認す

べきこととされていたことを認識して

いたか。 

・認識していた。（６名） 

・認識していない。（７名） 

９ 障害者手帳又は障害者手帳の代わり

となる指定医等の診断書等によって確

認しなかった理由は何か。 

・ガイドライン上の取扱いがある一方で、職

員調査票を基にする方法しかないとの認

識。（１名） 

・ガイドライン上の取扱いの範疇として、職

員調査票に基づく運用を踏襲。（１名） 

・ガイドラインとの関連性を意識せず、職員

調査票を基にする方法を踏襲。（５名） 

・ガイドラインの認識がなく、確認していな

い。（５名） 

・障がい者に該当することの確認・判断の作

業をしていない。（１名） 
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（２）決裁関係者（事務主任者及び決裁権者を除く）に対する調査 

（対象者45名） 
質問内容 回答状況 

１ 障害者雇用率算定の対象となる障が

い者の範囲をどのように認識していた

のか。 

・障害者雇用促進法別表又は身体障害者障害

程度等級表に該当する障がいを有する者

と認識。（２名） 

・基本は手帳所持者だが、障害者雇用促進法

別表又は身体障害者障害程度等級表に照

らして障がいを有すると考えられる者も

該当すると認識。（17名） 

・基本は手帳所持者だが、医療機関の診断書

によって障がいを有すると確認できる者

を含む。（５名） 

・手帳所持者のみ。（６名） 

・厚生労働省からの通知によって範囲が決 

まっている。（２名） 

・適切に把握していると認識。（１名） 

・職員調査票に障がいの記載のある者を対象

と認識（１名） 

・障害者手帳等で何らかの証明がなされてい

る者（１名） 

・「障がい者」である職員を計上するという

認識。（１名） 

・身体障がい者及び知的障がい者が対象（１

名） 

・身体障がい者、知的障がい者又は精神障が

い者（１名） 

・特に認識がない。（４名） 

・覚えていない。（３名） 

 

２ （副主幹（兼）課長補佐／課長補佐（人

事担当）／人事管理主査／係長／業務管

理者）として、どのような確認を行って

いたか。 

・法定雇用率を達成しているか。（10名） 

・どういった職員が対象となっているか。（１

名） 

・雇用率の積算方法の確認。（14名） 

・昨年度の対象者との比較。（１名） 

・障がい者名簿の確認。（７名） 

・通常の決裁と同様に確認し、障害者の範囲

など詳細には確認していない。（９名） 

・厚生労働省への報告の考え方の確認。（１

名） 

・覚えていない。（２名） 

３ 障害者雇用率を引き上げるため、意図

的な対応を行った事例を把握している

か。 

・把握していない。（44名） 

・覚えていない。（１名） 
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４ 障害者雇用率の水増しを指示したこ

とはないか。 

・指示したことはない。（44名） 

・覚えていない。（１名） 

※以下は平成１７年度以降の関係職員のみ 

５ 障がい者数の把握に関し、「プライバ

シーに配慮した障害者の把握・確認ガイ

ドライン」（以下「ガイドライン」とい

う。）が存在することを認識していたか。 

・認識していた。（５名） 

・認識していたが、詳細までは承知していな

い。（３名） 

・認識していない。（30名） 

・覚えていない。（２名） 

６ ガイドラインにおいて、障害者雇用率

制度の対象となる障がい者の範囲は障

害者手帳又は障害者手帳の代わりとな

る指定医等の診断書等によって確認す

べきこととされていたことを認識して

いたか。 

・認識していた。（２名） 

・認識していたが、引き継ぎのとおりでよい

と考えていた。（３名） 

・認識していない。（34名） 

・覚えていない。（１名） 

 

７ 障害者手帳又は障害者手帳の代わり

となる指定医等の診断書等によって確

認が行われていなかったことを認識し

ていたか。 

・認識していた。（６名） 

・認識していない。（29名） 

・職員調査票による確認と認識。（３名） 

・引き継ぎのとおりでよいとの認識。（１名） 

・覚えていない。（１名） 
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（３）決裁権者に対する調査（対象者５名） 
質問内容 回答状況（主なもの） 

１ 障害者雇用率算定の対象となる障が

い者の範囲をどのように認識していた

のか。 

・原則手帳所持者、当分の間は指定医の診断

書等による障がいがあると認められる者。

（１名） 

・原則として手帳所持者だが、身体障害程度

等級表に該当する者との認識。（１名） 

・原則として手帳所持者、それ以外も対象と

なると説明を受けたが詳細はわからない。

（１名） 

・手帳所持者などが該当すると認識。一定の

基準があるだろうと思っていたが、具体的

な内容は承知していなかった。（１名） 

・人事異動に係る職員調書から該当者を拾い

あげていると聞いたが、法律や通知で定め

られている内容まで聞いたことはない。

（１名） 

２ 課長として、どのような確認を行って

いたか。 

・障がい者の範囲について運用上の問題があ

ると認識していなかったので、実務上の取

扱いについて、具体的な勉強や範囲の確認

を行った記憶はない。（１名） 

・制度を踏まえて障がい者の把握がなされて

いると認識していた。（１名） 

・法定雇用率を達成しているかを確認。（１

名） 

・どういった職員が対象となっているかを確

認。（１名） 

・雇用率算定のバックデータを確認した。（１

名） 

３ 障害者雇用率を引き上げるため、意図

的な対応を行った事例を把握している

か。 

・把握していない。（５名） 

４ 障害者雇用率の水増しを指示したこ

とはないか。 

・指示したことはない。（５名） 

※以下は平成１７年度以降の関係職員のみ 

５ 障がい者数の把握に関し、「プライバ

シーに配慮した障害者の把握・確認ガイ

ドライン」（以下「ガイドライン」とい

う。）が存在することを認識していたか。 

・認識していた。（１名） 

・認識していない。（３名） 

・覚えていない。（１名） 

６ ガイドラインにおいて、障害者雇用率

制度の対象となる障がい者の範囲は障

害者手帳又は障害者手帳の代わりとな

る指定医等の診断書等によって確認す

べきこととされていたことを認識して

いたか。 

・認識していた。（１名） 

・認識していない。（４名） 
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７ 障害者手帳又は障害者手帳の代わり

となる指定医等の診断書等によって確

認が行われていなかったことを認識し

ていたか。 

・問題発覚後認識した。（１名） 

・認識していない。（４名） 
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（４）管理監督者に対する調査（対象者４名） 
質問内容 回答状況（主なもの） 

１ 障害者雇用率算定の対象となる障が

い者の範囲をどのように認識していた

のか。 

・障がい者の種別が３種類（身体、知的、精

神）があることまでは承知していたが、そ

れぞれの具体的な範囲、確認方法は知らな

かった。（１名） 

・決裁も回らず、障害者雇用について話題に

なった記憶もないため、認識していない。

（１名） 

・決裁も回らず、障害者雇用率算定について

は適切に処理していると思っていた。（１

名） 

・障害者雇用率算定の話は一切なかったの

で、特に認識していない。（１名） 

２ 管理監督者として、どのような確認を

行っていたか。 

・通報時には雇用率の報告を受けておらず、

確認も行っていない。（日常業務の一環で、

本県の障害者雇用率が法定雇用率を上回

っていることを確認したことはある。）（１

名） 

・決裁も回らず、確認していない。（３名） 

３ 障害者雇用率を引き上げるため、意図

的な対応を行った事例を把握している

か。 

把握していない。（４名） 

４ 障害者雇用率の水増しを指示したこ

とはないか。 

指示したことはない。（４名） 

※以下は平成１７年度以降の関係職員のみ 

５ 障がい者数の把握に関し、「プライバ

シーに配慮した障害者の把握・確認ガイ

ドライン」（以下「ガイドライン」とい

う。）が存在することを認識していたか。 

認識していない。（４名） 

 

 

６ ガイドラインにおいて、障害者雇用率

制度の対象となる障がい者の範囲は障

害者手帳又は障害者手帳の代わりとな

る指定医等の診断書等によって確認す

べきこととされていたことを認識して

いたか。 

認識していない。（４名） 

７ 障害者手帳又は障害者手帳の代わり

となる指定医等の診断書等によって確

認が行われていなかったことを認識し

ていたか。 

認識していない。（４名） 

 


