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令和 4年度 9月定例会    一般質問   大塚勝利議員  ＜9月 22日＞      

 

 

 

 

 

 

障がい者等の短時間雇用について 

障がいがある方の中には、障がいの特性やそ

の時の体調・体力の状態から長時間の勤務は

難しくても、短時間であれば働ける方が多く

います。障害者雇用促進法は 2021 年に改正され、

現在法定雇用率は従業員 43.5人以上の企業に対し

て、2.3％（国、地方公共団体は 2.6％）以上の障がい者を雇うことを義務付

けています。しかしながら法定雇用率の算定対象は、週 20時間、企業で一定

期間継続的に雇用することが要件とされているため、20時間未満の短時間雇

用の場合、法定雇用率には算定されず、20時間未満を希望する方が就職でき

ない、いわゆる「週 20時間の壁」が課題となっています。 

また、法定雇用率について不足人数に応じて納付金のペナルティを支払え

ばいいと考える企業も多く、令和 3 年の全国での未達成企業の割合は、53％

と約 5 割となっているほか、1 人も雇用していない企業が未達成企業の

57.7％を占めているのが現状です。 

私は先日、川崎市を視察しました。近年精神障がい者や発達障がいに対す

る認知が広がったこと等から、これらの診断を受けたり、障害者手帳を取得

する方が増加しています。川崎市では長時間働くことが困難なケースが多い

とされる精神障がい者が年間 4～6％ペースで増加する中、平成 28 年から東

京大学先端科学技術研究センターと共同で法定雇用率の対象とならない週 20

時間未満の働き方・雇い方の実現に向けて、短時間雇用創出プロジェクトを

自治体で初めて実施し、障がいのある方の活躍の場の創出に取り組まれてい

ます。 

川崎市と共同で取り組む東京大学の近藤武夫教授は、障がい者の就労を阻
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む要因として、日本型雇用の特徴である「長時間労働」と「職務定義の不在」

を指摘しています。 

従来の雇用制度は「企業が生活保障をすることで働く人の生活を維持する」

という考え方で成り立っています。結果として、労働時間が週 40 時間、年間

12 ヵ月継続して働くことが当たり前になってしまいました。これに準じた形

で障がい者雇用においても、企業が障がいのある人を雇用していると認めら

れるためには、週 20 時間以上働いてもらうことが求められています。障がい

で長く働けない一部の人たちは、雇用対象の枠に入ることができず、本人の

希望にあった求人はありません。そうした人たちの生活保障は生活保護や障

害年金などの公的扶助だけに頼らざるを得ず、不安を抱えながら 20 時間以上

働くことに挑戦するか、働かずに公的扶助で生きていくか、よい選択肢を見

いだせないのが現状です。 

また日本型雇用では、企業に採用されるときに多くの場合、どんな仕事を

するか、「職務」が決まっておらず、採用後、各部署に配置されて仕事が決ま

っていきます。また、定期的に配置転換があり、そのたびに新たな部署で必

要な仕事を柔軟にこなすことが求められます。新規採用では、コミュニケー

ション力も求められます。企業が採用時に職務定義を行わなくても、そうし

た状況に対応可能な人が期待され、その結果、特定の分野でできることがあ

ったとしても、何かできないことや苦手なことがある人は採用されにくい仕

組みになっています。 

そこで川崎市は、短時間就労に着目し、雇用する側には、いつかはやりた

いが、忙しくて手がつかない。簡単な仕事だが、専門技術を持つ社員が残業

して行っていること等職務を切りだし、依頼する職務を明確に定義します。

また障がい者に、その職務以外の仕事を求めず、また職場は障がい者だけで

くくらず、健常者と同じ職場で共に働きます。 

企業側としては社員が様々な仕事を抱えていて、本来取り組みたい業務以

外を任せることで、業務効率の改善、人手不足の解消といった利点があり、

人材、人件費の有効活用、ダイバーシティな組織づくりにもつながります。

働く側としても個々の状況にあわせた働き方ができ、職務が限定されること

から働きづらさを感じていた人の就労機会の創出につながるといったメリッ

トがあります。 
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当然ですが、障がい者雇用・就労の要はマッチングです。川崎市では独自

に創設した求人開拓、職業紹介を行う「企業応援センターかわさき」がハブ

となり、就労支援機関である 33 か所の就労移行支援事業所、3 か所の地域就

労援助センターと連携する中、これまで 20 時間以上の就労につながらなかっ

た方を対象に、企業開拓から、業務の切り出し、見学、実習、応募と求人か

ら決定まで約 2 か月間、きめ細かいプロセスを経ることで、定着率は 6 割と

高く、企業が確実に彼らを戦力として雇用し続けています。 

一方、就労時間が週 2 時間から 6 時間と少しずつ増えている方は多くなっ

ていますが、就労時間は週 10 時間未満が 9 割と、国が目指す 20 時間へのス

テップアップは難しい現状がありますが、これまで、働きたくても働く場

所・機会のなかった方々の雇用の創出に着実につながっています。視察を通

して、それぞれの希望や特性に応じた働き方を自ら選べるよう、選択肢の一

つとして、短時間雇用が確保されていることは重要であることを認識しまし

た。現在、短時間雇用の取り組みは、川崎市をはじめ、神戸市、渋谷区など

他の地域へ広がりを見せています。 

まず、本県の障がい者雇用の現状について伺います。 

令和 3 年福岡労働局の調査によると、民間企業に雇用されている障がい者

は 19,058 人で、前年より 2.2％増加し過去最高となりました。雇用者のうち、

身体障がい者 11,916 人（対前年比 1.2％減）、知的障がい者 3,839.5 人

（5.4％増）、精神障がい者 3,302.5 人（12％増）と、なっています。知的障

がい者、精神障がい者が増加しています。 

そこで、本県の法定雇用率を達成している企業の割合と、未達成の企業の

中で障がいのある方を全く雇っていない企業がどれくらいあるのか、また民

間企業の障害者雇用率の達成状況について併せて伺います。さらに本県は法

定雇用率達成に向けてどのように取り組んでいるのか伺います。 

次に、本県が今年度から飯塚市、大牟田市で取り組んでいる短時間雇用の

モデル事業について伺います。 

短時間雇用の普及の鍵は、就労希望者、企業双方に短時間雇用の制度の浸

透、特に企業における職務の明確化、就労希望者と企業のマッチングを図る

支援機関が重要です。 

本県では大牟田市、飯塚市の 2 市でモデル事業の取り組みが始まりました
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が、企業への短時間雇用の働きかけ、就労希望者と企業のマッチングを図る

ためにどのように取り組まれているのか、お尋ねします。 

また、本県では、対象者を障がい者に限定せず、生活困窮者や、難病患者、

ひきこもり等の就労困難者も対象としていますが、どのような体制で取り組

まれるのか、伺います。 

次に、短時間雇用の働き方は週 20 時間以上の雇用と比較した場合、短時間

であるために経済的に十分な自立にはつながりづらいと考えますが、本県が

取り組む短時間雇用のモデル事業ではどのように考えるのか、知事の見解を

伺います。 

次に、障害者雇用率制度の見直しについて伺います。 

年金を十分に受給できない高齢者は年金の不足を補う為に希望すれば、一

日 3～4 時間、週に 3～4 日程度働くことができ、高齢者は労働力不足の企業

にとって戦力となっています。一方、障がい者が同様の時間数で仕事を探す

と、週 20 時間の壁に阻まれ、結果として、働く意欲・能力を持ち、短時間な

らば働けるにもかかわらず、働く機会が得にくい矛盾が生じています。 

厚生労働省の労働政策審議会は本年 6 月、国や自治体、企業に義務付けら

れている障がい者雇用の法定雇用率について、短時間雇用を算定基準に加え

るよう政府への意見書をまとめました。現在、国では法改正へ向けて動きが

ありますが、県としてどう考えるのか、知事の所見を求めます。 

 

【服部知事の答弁】 

① 県の障がい者雇用の現状と取り組みについて  

公表されている昨年度の障がい者雇用率は、 

対象企業 4, 118社のうち、 

・達成企業は、2, 056社で 49.9% 

・未達成企業は、2, 062社で 50.1% 

となっています。 

また、障がいのある方を一人も雇用していない企業は、1,144社で、未達成

企業の 55.5%となっています。 

県内民間企業における障がい者雇用率は、法定雇用率 2.3%に対して 2.21%

となっており、障がいのある方の働きたいという希望を一人でも多く実現す
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るためにも、引き続き、きめ細かに支援を行っていく必要があります。 

このため、県では、障害者就業・生活支援センターを県内 13 カ所に設置し、

障がいのある方の身近な地域で、就業及び生活面での一体的できめ細かな支

援を行っています。 

また、県独自の職業紹介事業として、就職相談からマッチング、就職後の

職場定着支援を一貫して行っています。 

さらに、共同利用型のテレワークオフィス「こといろ」を設置し、障がい

者雇用やテレワークに精通したコーディネーターが、テレワーク可能な業務

の切り出しから採用まで、利用企業を幅広くサポー卜しています。採用後は、

障がいのある社員が安心してテレワーク勤務ができるよう、常駐の支援員が

一人一人の特性に合わせた支援を実施しています。 

 

② 県における短時間雇用の取り組みについて 

県では、今年度から、障がいのある方をはじめ、家庭の事情や健康上の理

由などで、フルタイムで働くことは難しいものの、短時間であれば働くこと

ができる方を対象に、求人企業の開拓、マッチング等の支援を行うモデル事

業を進めています。 

本事業では、企業に対しては、生産性の向上や多様な人材の確保など、短

時間雇用を行うメリットの説明や短時間業務の切り出し支援を行います。 

求職者に対しては、集中できる時間が短い、定型作業が得意など、本人の

適性を把握した上で、求人企業と求職者間の最も働きやすい職場へのマッチ

ングを行います。 

就職後も職場を訪問し、企業と求職者双方の相談を受けながら、就労の定

着を行っていきます。 

本事業は、県内の障がい者施設で組織される福岡県就労支援協同組合が事

業主体となって、大牟田市及び飯塚市で取り組んでおり、事業の実施に対し

県及び日本財団が助成を行っています。 

 

③ 短時間雇用の経済的自立に対する考えについて 

本事業の目的は、障がいをはじめ、様々な事情で週 20 時間以上の就業が難

しく、既存の制度では企業への就職がなかなか進まない方に対し、それぞれ
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の得意分野や適性を活かすことで、短時間で働ける新たな選択肢を提供する

ことにあります。 

例えば、障がいのある方も、障害年金の受給と短時間就労による収入を組

み合わせることで、経済的自立に近づくことが出来ると考えられます。 

年金その他の収入が一人ひとり異なるため、全ての事業利用者が経済的に

自立することは難しいものの、自分の特性を生かして働き、少しでも収入を

得る生活を選択したい方や短時間就労を将来の経済的自立に向けた助走期間

としたい方、そういった方々の希望を叶えることができると考えています。 

 

④ 障害者雇用率制度の見直しに係る県の見解について 

県では、国に対し、週所定労働時間10時間以上20時間未満の障がいのある

方について、障害者雇用率制度の対象に追加するよう要望してきました。 

そのような中、国は、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障がい

者、重度身体障がい者及び重度知的障がい者についても、障がい者雇用率の算入対

象とするよう、今月、労働政策審議会に対し、障害者雇用促進法の改正を諮間し

ました。 

こうした法改正の動きについては、長時間働くことが難しい障がいのある方

が、短時間での切り出しが可能な仕事に従事する場合に、雇用率に反映される

こととなり、就労機会の拡大に資するものと評価しています。 

 

《 要 望 》 

障害者雇用率の拡大について、様々取り組まれていますが、短時間雇用の

取り組みは企業の障がい者雇用の意識改革につながる契機となり、その広が

りは雇用率の拡大にもつながるものと思います。 

国が今月、労働政策審議会に対し、法律の改正案を諮問したとの答弁から

も、法改正は近いと思われます。今後、法改正され、短時間労働者が算定対

象となれば、法定雇用率を達成している企業が 5 割にとどまるなかで、障が

い者雇用に積極的に取り組む企業の増加が想定されます。 

しかしながら、川崎市の視察を通して、現場では、20 時間以上働ける方と

20 時間未満しか働けない方の対象者像には違いがあり、就労能力だけでなく

生活支援の面で配慮が必要で、短時間雇用、特に職務定義の浸透や、20 時間
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未満障がい者のサポート体制などきめ細やかに配慮された体制づくりにはそ

れ相応の時間が必要となります。仮に法改正がなされても、その体制が整わ

なければ、職務を限定しない求人があふれ、障がい者のニーズとかみ合わず、

単に企業の法定雇用率の数合わせに終わるのではないかと危惧します。 

短時間雇用の実現に向けて、国で議論されている短時間雇用が算定対象に

加わる制度的な後押しだけではなく、本県のモデル事業が、今申し上げた視

点で運用され、成果を収めていただき、県内市町村、全国に広がることを期

待し質問を終わります。 

 


