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第１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11月30日（金）午後１時30分～３時15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  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 委員長の互選 

    菊川明委員を委員長に選出した。 

  ② 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。 

  ③ 審議 

 

 

菊川委員長 

【障がい者雇用に係る不適切な計上に至った経過及び原因の検証】 

 

はじめに、事務局から、障害者雇用率制度や本県の障害者雇用率の状況、職

員への聞き取りの結果について説明を受けた後、委員の皆様から御意見をいた

だきたいと思います。 

それでは、事務局から御説明をお願いします。 

 

人事課長 （資料に基づき、障害者雇用率制度や本県の障害者雇用率の状況、職員への聞

き取りの結果について説明） 

 

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

せいただければと思います。事務局への御質問がありましたら、併せてお願い

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

からお願いできますでしょうか。 
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黒沼委員 私どもの組織は、障がい者の方々が日々就労している施設であり、山形県内

にＡ型、Ｂ型合わせて130事業所ほどあり、そこでだいたい4,000人くらいの方

が就労しています。その中で就労移行という事業もありまして、これは就職を

目指す方々ですけれども、平成29年４月１日の状況で、県内に44箇所、345名

ほどの障がい者の方々が就職を目指して頑張っています。そういう方々の就労

を、自立や自活、社会復帰を含めて支援している組織になっています。説明を

聞いていて気になったのは、資料３において、異動などが原因と思うが、「覚

えていない」や「認識していない」といったことが、結構多いと感じたところ

でした。そもそも障がい者雇用について意識や関心が低いのかなと聞きながら

感じました。国で法律で定めた法定雇用率を、クリアしてなかったことは、当

事者としてショックであり、すごく悲しいことと感じております。これをきっ

かけに前向きにどんどん進めていっていただければいいのかなと思います。も

うちょっと意識や関心を高くもっていただければありがたいと思います。 

 

菊川委員長  ありがとうございました。続いて、花輪委員お願いいたします。 

花輪委員 なかなかチェック機能が働いていないのかなと思います。不適切に障がい者

として計上されていた人数が大変多く、びっくりしております。上司の方にな

りますと、具体的に確認する術はないわけですから、スタートの時点での認識

が必要だと思います。質問ですが、民間企業の場合にはいろいろ指導がなされ

るわけですけど、チェックはどのようにしているのでしょうか。 

 

人事課長 障害者雇用率、雇用状況に関しては、山形労働局が直接民間事業所に対し、

実施しておりますので、県としてはしていません。 

 

花輪委員  要するに、内部だけの指導ではなく、他でチェックするということだと思い

ます。県の場合は県で終結しているので、このようなことになるのではないか

と。民間については、労働局が実際にチェックしていると思いますし、そうい

う仕組みの問題もあるのかなという気がします。申し訳ありませんが、前年度

を踏襲するという、体質の問題なのかなと思っておりました。ただ、黒沼委員

もおっしゃったように、これを機会に、かなり認識が改まるであろうと思うし、

今後に向けては、こういう問題が公になって、大変良かったと思います。チェ

ック機能を具体的に考えていくということに尽きると思っています。 

 

総務部長 御質問についての補足ですが、労働局においては民間事業所に対しては確認

をしているということを、報道の限りではあるが、聞いたことがあります。た

だ、山形県庁に対して労働局が積算について確認に来たことはないと、今確認

をしました。そのあたり、民間と公共部門との差は実態としてあったと思って
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います。 

 

菊川委員長 最後になりますが、三井委員お願いします。 

三井委員 私は、スペシャルオリンピックスという団体に25年以上関わってきた中で、

知的障がいをもつ人と関わってきたので、それ以外の障がいのある方との関係

はよく分かりませんが、今の説明を伺って最初に感じたのは、もし私が県の職

員で仕事をしていて、その立場にいたら、きっと同じことをしてただろうと思

います。40年前に制度が施行されて、最初に担当した方が、次の方に引き継い

だら、最初の数年は御担当者の方の意識の高さによって、調べたり、自分で勉

強したり、なぜ法定雇用率ができたのか、というところまで掘り下げて調べる

方も当然いらっしゃると思いますが、40年が過ぎてしまった今になれば、私が

職員として働き、担当する立場になっても、残念ながら同じようなことをして

いただろうなと、最初に感じました。どうしてそうなるのか、要するに、数字

合わせで、何％雇用しなければいけないという、それに合わせる形になってし

まったことが、私は残念です。知的障がいのある方と関わっている限りにおい

ては、彼らは独特の個性を持っていて、彼らができることがあります。健常者

の人たちが、投げ出してしまうような仕事をしっかりとできる人たちであり、

時間はかかるが、一度覚えたこと、しっかり身につけたり覚えたりしたことは、

一切敬遠することなくできる人たちです。精神障がいの方も身体障がいの方に

もそれぞれの個性があって、それに合った仕事さえあれば、本当に仕事ができ

る人たちなのに、それを活かさないで、数字合わせに走ってしまったことが、

根本にあるのではないかと思い、本当に残念です。 

今回こうしてオープンになったことを受けて、彼らの障がいと言われるもの

の個性は、本当はそれは健常者の人たちにない特性みたいなものがあり、それ

を活かすような仕事、彼らが社会に入っていけるような指導、そういうことが

できていけば、いいきっかけになるのではないかと思っています。 

 

花輪委員 雇用率は、知事部局ではと報道されていたが、県の全体で考えればいいのか、

例えば、民間であれば、特例子会社を作って、そこに障がい者の方が集まって

できるような仕事をやって、それも全部会社としてカウントされことになりま

すが、県の組織の中で、全体で考えていいのですか。 

 

人事課長 制度上は、任命権者毎に計画的に雇用していくものになっています。これま

で、知事部局等と申し上げてきていますが、山形県の場合は、病院事業局、企

業局と知事部局の３つの任命権者のトータルの実績ということで、この数字に

なっています。教育委員会は教育委員会で達成に向け取り組んでいます。基本
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は任命権者毎ですが、人事異動などがあって、人の動きが頻繁に行われるとこ

ろは一緒に取り組むことができるということもあり、病院事業局、企業局と一

緒に進めてきました。さらに小規模の各任命権者がありますが、職員数が一定

規模でなければ、義務化がなされないので、小規模の任命権者は特段の計画は

立てずに対応しています。地方公共団体には特例子会社の制度はないので、純

粋に県で採用する人だけを計上する制度になっています。 

 

菊川委員長 御意見ありがとうございました。私からも一言申し上げますが、まず、資料

に対する質問を１点。資料２、８ページの法定雇用率についてですが、昭和39

年までは0.93で、法定雇用率を下回っていますが、40年になると一気に1.50と

上がって、その後もずっと継続しているようですが、50年も前の話なので、資

料がなかったかもしれないが、どうして突然法定雇用率になったのか、原因な

どつかんでいますか。 

 

人事課長 大変申し訳ありませんが、大変古いもので、確認はとれておりません。 

菊川委員長 分かりました。昔のことですので、そうだと思います。 

弁護士として資料３を拝見すると、「通知やガイドラインを担当者が見てい

ない」、「ほとんど読んでいない」など、制度、法令に対する理解、認識が欠け

ていたのではないかと思われます。黒沼委員からもありましたが、総務部、県

全体として障がい者雇用への理解が欠けていたのかなと感じました。 

各委員から、大変貴重な御意見を頂戴しました。まとめてみますと、黒沼委

員から出た、総務部、県全体としての障がい者への雇用の理解が欠けていたと

いうのが、まず１番の大きな不適正計上の原因でないかと。それから、通知や

ガイドラインを見ていない、読んでいないといった、制度に対する認識が欠け

ていたという点がありました。ですので、私は制度、法令の研修会を開いて、

がっちり勉強していただきたいと思います。平成17年にガイドラインが示され

たというきっかけがあったにもかかわらず、当事者間の引継ぎにより漫然とず

さんな事務処理が行われ続けていたことが、やはり要因だということかと思い

ます。これは花輪委員、三井委員からも御指摘ありました。それから、担当者

まかせで、上司の制度に対する理解が全く不足していた、よってチェック機能

が全く働かされてこなかったということのようですね。花輪委員から貴重な御

意見いただきました。総じて、今までの意見を集約させてもらうと、以上だと

思いますがいかがでしょうか。 
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三井委員 障がい者雇用に関することへの理解がなかったということの根本には、障が

い者に対する理解がないということが、一番大もとにあると思います。もっと

障がいを持った人たちのことを正しく身近に理解ができると、雇用に関しても

進んでいくと思います。制度の問題ではなく、たぶん、人の問題のように感じ

ます。どのような制度ができてもそこを理解してもらわないと、制度はうまく

働かないと思います。 

 

菊川委員長 県全体として、障がい者に対する理解が欠けていた、それによって障がい者

雇用への理解が当然欠けていたということ、ですね。そのように訂正させてい

ただきます。 

 

黒沼委員 国では「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成28年に施

行され、山形県でも同年同月に「山形県障がいのある人もない人も共に生きる

社会づくり条例」が施行されています。雇用というのは、立派な社会参加であ

り、共生社会を目指すということを県、県民でやろうということで考えたわけ

であり、そういったことを就労に関して怠ったのは、非常に重いと感じていま

す。国民の三大義務、教育、勤労、納税とありますが、障がい者の方々も雇用

されて税金を納めたいという方はたくさんいます。そういう雇用の機会を奪う

ようなことはしないようにお願いしたい。これからどんどん前に進めていかれ

れば、法定雇用率をクリアすると思っており、期待しています。 

 

菊川委員長 ありがとうございました。 

 

 

 

菊川委員長 

【再発防止に向けた取組み】 

 

次に再発防止に向けた取組みに関して、議論していただきたいと思います。

事務局から説明をお願いします。 

 

人事課長 （資料に基づき、再発防止に向けた取組について説明） 

総務部長 先程の不適切な計上に関する菊川委員長からの発言を踏まえて補足をさせ

ていただきます。制度は充実しているので、研修会をして勉強をという趣旨で

の発言であったかと思います。読めば分かる、非常に分かりやすいガイドライ

ンでありますので、内部でも改めて、人事課、総務部長、次長が、ガイドライ

ン、法令について勉強する機会を設けたいと考えております。 

また、障害者雇用率に関して、課長の専決事項として取り扱っていますが、

重要な調査については部長決裁と、一段上で決裁するという規定になってござ
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います。これだけ大きな問題となったことを鑑みて、今後、毎年６月１日現在

の通報、障害者雇用率の報告に関しては、来年度からは部長決裁という取扱い

とさせていただきたいと考えております。 

 

菊川委員長 ただ今の事務局の説明を受けまして、委員の皆様の考えをお聞かせいただき

たい。黒沼委員、お願いします。 

 

黒沼委員 障がいを持っている方はすごくデリケートな方が多いので、この辺のところ

はしっかり守っていただけるとありがたいと思います。 

 

菊川委員長 続いて、花輪委員お願いします。 

 

花輪委員 今回のことがあったので、今後は、ガイドラインに沿った運用がなされると

思いますし、それに尽きます。さらに、チェック機能というところを組織とし

て、考えていただきたいと思います。 

 

菊川委員長 どうもありがとうございました。続いて、三井委員。 

 

三井委員 個人情報に関しては、もちろん非常にセンシティブなこともあり、本人だけ

でなく御家族の方も神経質になる方もいらっしゃることもよく分かります。分

かった上で申し上げますが、一般の人に対しての個人情報と全く同じく扱うと

いう感覚がある意味、大事ではないかと思います。障がいのある方だからとい

って、腰が引けたり、考えすぎたりということでなくて、全く同じように扱う

ことが大事だと思います。 

 

菊川委員長 ガイドラインの中にもきちんと書いてありますが、障がい者手帳を確認する

ことが原則なので、障がい者である旨の申告を強制するとか、あるいは手帳の

取得を強要するとか、決してしてはならないということ。それから、手帳を持

っていても、それを拒んだ場合はそれも強制できないので、それは守っていか

なければならないということです。 

 

菊川委員長 ③ 今後の採用のあり方 

 

採用のあり方について、事務局から説明をお願いします。 

 

人事課長 （資料に基づき、今後の採用のあり方について説明） 
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菊川委員長  ただ今の事務局の説明を受け、委員の皆さんから忌憚のない意見をお聞かせ

いただきたい。 

 

黒沼委員 私の認識不足でしたが、県庁が障がい者トライアル雇用をしているというこ

とを、今、お聞きしました。就労移行支援に在籍されている方から、県庁は何

をしている所なのかという話をよく聞きます。民間企業だとインターンシップ

という制度により採用前に、会社を理解する機会があります。我々も学生時代

やったようなことだと思いますが。特に県庁あたりにはすごく興味があるよう

ですし。例えば、今、農福連携とか国、県の方でも支援してもらっていますが、

例えば、県の出先機関で農業試験場、園芸試験場など、そういう働く場がデス

クワークに限らずあるのかなと、今聞きながら感じたところでした。県庁にど

ういう仕事があるのかという中身の部分が分からないという方がいらしたの

で、是非トライアル雇用を進めていただき、もう少しきめ細やかな形での説明

があると良いと思います。今後の取組みの中で、正職員の採用ということで、

11月29日、昨日から来月28日までの募集で10名ほど採用予定とのことですが、

これはどのような形で県民に告知しているのでしょうか。 

 

人事課長 トライアル雇用に関しては、実際働いていただいている場所は農林水産部の

試験研究機関であったり、総合支庁の産地研究室というところで、食物の栽培

管理の補助的業務など、現場的な業務をやっていただいています。ハローワー

クでの求人など、外部の方に見えていくところがあるかと思いますので、いろ

いろな形で情報発信できればと思っています。採用の周知方法については、県

のホームページによる情報発信に加え、昨日、受験案内配布と同時に県庁記者

クラブへも情報提供を行い、本日の新聞報道でも取り上げられました。県の出

先機関である総合支庁等の総合案内窓口にも設置するほか、障がい者の方と関

係する団体にも、受験案内を配布したり、特別支援学校や大学を含めて様々な

ところに受験案内を配布してお知らせしています 

 

菊川委員長 続いて、花輪委員お願いします。 

花輪委員 障がい者雇用の問題を考える時に、これからは知的障がいと、精神障がい、

さらに発達障がいという方々のことを十分に考えていくということが大事か

と思います。知的障がい者について、できる仕事が無いというような答えが役

所から来ますが、それはおかしい話であり、私が付き合っている企業では、「ど

んなに機械化が進んでも、人の手が必要なんだ」と言っているところがありま

すし、大企業でも、今、発達障がいのことを研修しています。適材適所という

ことを考えると、向いてる仕事と向かない仕事があり、そういうことをしっか

り見据えていく必要があると思います。日本における障がい児、障がい者の問
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題というのは、どうしても身体障がい者の方にだけ目が向けられますが、例え

ば、バリアフリーと言った時に、スロープや点字ブロックなど、身体障がい者

向けになっており、知的障がい者向けのバリアフリーとしては、案内板にルビ

を振ることでも十分であり、そうすると理解できるということです。就労の問

題も知的障がい者の方の働く場ということを、もっと考えていかねばならない

だろうと思っています。 

先ほど特例子会社の例を出したのは、例えば、事務的なものは難しいけれど

も、公園の管理、印刷関係や郵便物の仕分けなど、いろいろあります。知的障

がい者はさぼったりせず、人よりも丁寧にやったり、繰り返しちゃんと仕事が

できるので、今後、それぞれの職場で知的障がいのある方や発達障がいの方が

働ける業務が無いかという洗い出しをすべきと思います。例えば、１つの課で

は難しいけれども、事務補助みたいなもので印刷の手伝いやコピーなどを、フ

ロア全体で１日勤務するとか、そういう工夫をすれば良いだろうと思います。 

それから、発達障がいについては、今、大人の発達障がいが問題となってい

るが、本人が自覚してないので、当然手帳を取ろうということを考えない。こ

れは自己理解ができていないということ。これは教育の問題で、私は小さい時

から自分を知るということをしっかりと教育していかねばならないと思って

おり、そういう意味で、今からこの障がい者雇用という観点に、知的障がい、

精神障がい、発達障がいの方々の仕事の有り様というか、そういうものを探っ

ていく必要があるのではないかと思っています。 

100人ほど不足しているとのことですが、私は一気に採用するのは反対です。

仕事ができなくても数合わせで何とか雇用するというのは、これは雇用する

側、される側にとってもお互い大変失礼な話であり、やはりきちんと仕事がで

きるという前提がないといけないし、雇用の形態としては正職員でも臨時でも

いいのですが、数合わせのために一気に採用するというのはいかがなものかと

思っています。きちんと仕事ができるという前提がないと、結局、払う給与も

税金ですので、私は数合わせにすべきではないと思っています。やはり一人ひ

とりの個性を見て、こういう仕事だったらできるということを確認して採用す

べきと思います。労働局からはすぐ採用しなさいと言われているとは思います

が、やれる仕事を見て採用していくべきだと思います。一気に採用して今後何

年間か障がい者の方が採用されないということでも困りますし、しっかりとで

きる仕事を見て、採用していくべきだと思っています。 

 

菊川委員長 続いて、三井委員お願いします。 

三井委員 今、花輪委員がおっしゃったとおりだと思います。今ここで、こういう問題

を検討しているのは、数字合わせをしてきたために、こういう結果が出ている

ためであり、また数字合わせをすることは絶対反対です。外部からワースト２
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や、46番目だったと言われても、すでに公表されていることなので、これを機

会に「山形だから、この県だからこういう取組みをしたんだ」というものがあ

ればいいし、そのようにしないと駄目だと思います。 

何が大事かというと、指導者だと思います。重度の方は、しっかりとした補

助をしなければならないが、知的障がいのある方たちは、時間さえかければ、

必ずできる人たちがたくさんいます。おそらく３分の２ほどの方たちは時間を

かけてきちんとした指導をすれば、しっかりと仕事ができる人たちで、ちゃん

と納税者になれる。そうすると、健康にもなるし、本人も幸せになるし、税金

もちゃんと払ってもらえるし、仕事に見合った給料ももらえる。障がいがある

と何もできない人ということではなく、誇りのある市民として生活ができる方

向に持っていくことが行政としてすごく大事なことと思います。こういうこと

が山形であったことは、きっと何十年か先に、あれがあったから山形は日本一

素晴らしい制度ができたというようになるに違いなく、そうならないともった

いないと思います。身体障がいのある方は自分の意見を自分の口で言えるし、

要求も自分の口で出せるが、知的障がいのある方は、残念ながら、思いをいっ

ぱい持っているが、自分の言葉で口に出すことが非常に困難な方たちなので、

指導者をきちんとつけて、サポート体制を組み、彼らの特性にあった仕事を是

非用意していただければ良いと思います。 

たぶん皆さん御存知かと思うが、チョーク製造の会社で、ほぼ全てを、知的

障がいの方が指導者の下で作っています。そういう例もありますので、是非よ

ろしくお願いします。 

 

菊川委員長 私から一言申し上げます。資料５を拝見すると、身体障がい者の採用につい

て、選考試験による場合で、平成22年から始まっているようですが、受験者数

と比較して採用者が大変少なく、難関となっています。幅広く障がい者を雇用

するという観点から考えると、先ほど黒沼委員の方からもありましたが、障が

い者トライアル雇用を強化してほしいと思います。４ページの一番最後の部分

にあるが、特に民間事業者へ委託している業務も含めて障がい者が従事可能な

業務を掘り起こし当該業務に従事する障害者の募集について検討していくと

ありますので、これが１つのポイントかなと思います。民間事業者に委託をし

ている業務は清掃などいろいろあると思いますが、是非委託しないで障がい者

を採用してもらって、それで仕事をさせてもらいたいと思います。 

他にございますか。 

 

黒沼委員 採用と並行してしなくてはならないのは、環境整備ですが、本庁の中に車椅

子用トイレはいくつありますか。 
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人事課長 １階、２階、３階、レストランのある16階と、４つのフロアに設置していま

す。 

黒沼委員 ４階以上は無いということですか。 

人事課長 ４階から15階の間は無いです。 

黒沼委員 そういう点に配慮すべきということと、あとオストミーの障がいの方が増え

ています。大腸がんで人口肛門を付けてパウチを付けて社会参加される方々。

その方々はどうしても、洗浄ができないと外出ができないです。今、道の駅な

どでは、オストミー対応のトイレがどんどん普及しており、県庁はいろんな人

たちが集まる場所なので、そういった点も是非平行して検討してもらえれば大

変ありがたいと思います。 

 

菊川委員長 これまで大変貴重な御意見ありがとうございました。これまでの意見を整理

させていただいて、次回の検証委員会で行う取りまとめに活かしたいと思いま

す。以上で議事は終了しました。御協力ありがとうございました。 

 

５ その他 

  次回の開催時期について案内 

６ 閉会 


