
支援機関＆支援制度紹介
兵庫県内の障害者雇用に関する支援機関や支援制度などをご紹介します（P28 ～ 36）。
障害者雇用をお考えの際は、ぜひ活用のご検討をおすすめします。先に、主なものをご紹介します。

就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある人（登録制）に対し、窓口での相談や職場・家庭訪問などを行う、地域の
中核的支援機関で、県内に10箇所あります。具体的支援としては、職業準備訓練、企業での実習、就職活動支援、就職後の職場定着支
援等とともに、障害のある人各々の特性を踏まえた雇用管理についての事業主への助言などを行います。

企業での就労を希望する65歳未満の障害のある人（利用申請、利用料が必要）を対象に、就労に必要な知識及び能力向上のために必要
な訓練、企業での実習、就職活動支援、就職後の職場定着支援などを行います。

障害者雇用で具体的な課題を有し支援を必要としている事業主に対する相談・助言、障害のある人の職場適応のためのジョブコーチ支援、う
つ病の人のリワーク（職場復帰）支援などを行います。また、障害者雇用納付金等の申告・申請受付、各種助成金の申請受付等も行います。

事業主等が、就職が困難な障害者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により一定期間試行雇用する場合に、助成金
を支給します。精神障害のある人を試行雇用する場合は週10時間以上の短時間雇用から対象となります。この他にも各種事業主向け助
成事業があります。詳しくは、お近くのハローワークまたはハローワーク助成金デスクにお問い合わせください。

兵庫県、兵庫労働局では、障害者の職場実習事業を、企業と障害のある人のマッチングから行っています。障害者雇用を検討してみたいが、い
きなり雇用には踏み切れない場合など、ぜひ窓口までお問い合わせください。下記２事業は、職場実習後の雇用を前提とはしていません。

連携

ハローワーク

障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター

県

労働局

発達障害者
支援センター

就労移行支援
事業所等

医療機関

特別支援学校
専門支援依頼

専門支援依頼

発達障害者の雇用相談支援

雇用相談

雇用相談

雇用相談支援

事業委託求職登録

求職登録

雇用相談

対象者
送出し

発達障害者の雇用相談

普及啓発

発達障害者の
生活等相談支援

事業主障害者

就職相談支援、
求人登録・職業紹介、
合同面接会

ジョブコーチ支援、
リワーク支援、各種助成

求人登録・雇用相談

トライアル雇用奨励金等各種助成、
職業紹介、合同面接会

雇用相談・職場定着支援

指定
事業委託

対象者
送出し

就職・職場定着支援

診療・相談助言

専門支援
依頼

【障害者雇用に係る関係機関と主な支援イメージ】

名称 主な所管事務 電話番号
兵庫障害者職業センター 相談・助言、ジョブコーチ支援、リワーク支援等 078-881-6776
高齢・障害者業務課 障害者雇用納付金等の申告・申請受付、各種助成金の申請受付等 078-325-1792

事業名 実施主体 窓口 電話番号
障害者しごと体験事業 兵庫県 兵庫県社会福祉事業団（総合リハビリテーションセンター能力開発部） 078-927-2727
障害者職場実習「いっぽ」 兵庫労働局 兵庫労働局職業安定部職業対策課 078-367-0810

障害者就業・生活支援センター（P35 参照）

就労移行支援事業所（P36 参照）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部（P35 参照）

障害者トライアル雇用事業（P31 参照）

職場実習
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障害者雇用のために利用できる
サービスや支援策

障害者雇用に先駆的に取り組んでいる事業所の好事例を、ホー
ムページで紹介しています。
業種や障害種別、従業員規模などを細かく指定して検索するこ
とができます。

障害者雇用に関する問題点の解消のためのノウハウや具体的な
雇用事例を、業種別・障害別にまとめたマニュアルを配信してい
ます。
ほかにも、障害者の雇用管理や雇用形態、職場環境、職域開発
などについて、事業所が創意工夫して実践している取組を、テー
マ別にまとめた事例集も紹介しています。

障害者の就労を支援する機器をホームページに写真や動画で紹介
しています。
また、一定期間（原則6ヶ月間）、機器の無料貸出も行っています。

障害者に適した職務や雇用事例などを知りたい方へ

障害者リファレンス 検索
URL➡ https://www.ref.jeed.or.jp

障害者　ハンドブック・マニュアル 検索
URL➡ https://www.jeed.or.jp/disability/data/

就労支援機器 検索
URL➡ https://www.kiki.jeed.or.jp

上記のほかにも、ハローワークや地域障害者職業センターでは、障害者が従事する職務の切り出しの相談も
受け付けています。

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者雇用に取り組む事業所の好事例の紹介や、きめ細かなマニュアルを
配信しているほか、就労支援機器の無料貸出を行っています。
これらのサービスについては、下に紹介する（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。

障害者雇用リファレンスサービス

障害者雇用ハンドブック・マニュアル

就労支援機器の紹介・無料貸出
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障害者雇用のために利用できる
サービスや支援策

精神•発達障害者しごとサポーターは、職場の中で、精神障害、発達障害のある方々を温かく見守り、支援する応援者です。
精神障害、発達障害のある方々が安定して働き続けるためのポイントの一つは「職場の同僚や上司がその人の障害特性につ
いて理解し、共に働く上での配慮があること」です。
労働局・ハローワークでは、一般の従業員の方を主な対象として、精神障害、発達障害に関して正しく理解いただき、職
場における応援者（精神•発達障害者しごとサポーター）となっていただくための講座を行っています。

ハローワークから講師が事業所に出向きます。また、精神障害者・発達障害者の雇用でお困りのことがあれば、精神保健福
祉士や臨床心理士などが相談対応することも可能です。
最寄りのハローワークにお問い合せください。

「精神 • 発達障害者しごとサポーター」は、特別な資格制度等ではありません。
また、本講座の受講により、職場の中で障害者に対する特別な役割を求めるものでもありません。

精神・発達障害者しごとサポーターの養成

お問い合わせ
兵庫労働局 職業安定部 職業対策課
電話：078-367-0810

内容
「精神疾患（発達障害を含む）の種類」、「精神•発達障害者の特性」、「共に働く上でのポ
イント（コミュニケーション方法）」等について

メリット
精神•発達障害についての基礎知識や、一緒に働くために必要な配慮などを、短時間で
学ぶことができます。

講座時間 90分程度（講義75分、質疑応答15分程度）

受講対象
企業に雇用されている方を中心に、どなたでも受講可能です。
今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問いません。

※受講された方には、「精神・発達障害者しごとサポーターグッズ」を進呈します（数に限りがあります）。

平成 29 年度から、全国の都道府県労働局で、精神 • 発達障害者しご
とサポーター養成講座が始まっています。
平成 31年 3 月末までに、各労働局において計 2633 回の講座を開催
し、すでに 70,700 人の方にサポーターとなっていただいています。

精神・発達障害者しごとサポーターとは

事業所への出前講座もあります

【養成講座の概要】
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助成金等制度
障害者を雇い入れた堤合に受けられる助成金

就職が困難な障害者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間雇用を行う事業主に対して助成されます。

発達障害者や難治性疾患患者を、ハローワーク等の紹介により、※継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主
に対して助成されます。

直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者や発達障害者について、3〜12 か月の期間をかけながら20時
間以上勤務を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成されます。

高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、※継続して雇用する労働者として雇い入れた事
業主に対して助成されます。

対象労慟者 精神障害者以外の場合 精神障害者の場合

助成額
（助成期間）

支給対象者1人につき、
月額最大4万円（最長3か月間）

支給対象者1人につき、3か月間は月額最大8万円、
4か月目以降は月額最大4万円（最長6か月間）

対象労慟者 短時間労働者以外の場合 短時間労働者の場合

助成額
（助成期間） 大企業： 50万円（1年）／中小企業：120万円（2年） 大企業：30万円（1年）／中小企業：80万円（2年）

※雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、その雇用期間が継続して2年以
上であることが確実と認められること

対象労慟者 身体・知的障害者
（短時間労働者以外）

重度障害者等（重度障害者、45歳以上の障害者）  
精神障害者（短時間労働者以外）

障害者
（短時間労働者）

助成額
（助成期間）

大企業：50万円（1年）
中小企業：120万円（2年）

大企業：100万円（1年6か月）
中小企業：240万円（3年）

大企業：30万円（1年）
中小企業：80万円（2年）

※雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、その雇用期間が継続して2年以
上（重度障害者等を短時問労働者以外で雇い入れる場合にあっては3年以上）であることが確実と認められること

助成額
（助成期間） 支給対象者1人につき、月額最大4万円（最長12か月間）

トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）1

トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）2

特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）3

特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース）4

障害者を試行的に雇用する事業主の方 ・・・・・・・・・・・・・・・ ①または②の助成
障害者を雇い入れようとする事業主の方 ・・・・・・・・・・・・・・ ③または④の助成金
障害者を初めて雇用する、中小企業の事業主の方 ・・・・・・・・・・ ⑤の助成金

事業主に対して、経済的負担の軽減などのための助成を行っています。
助成金を受給するためには、受給要件や支給申請期間に注意が必要です。ここでは、5種の助成金について概要をご
紹介しますが、各助成金の詳しい内容は、ハローワークにお問い合わせください。
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助成金等制度

障害者の雇用を継続するために受けられる助成金

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部で受け付けている助成金の例

障害者雇用の経験がない中小企業※で、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、
これにより法定雇用義務を達成する事業主に対して助成されます。
※障害者の雇用率制度の対象となる労働者数45.5〜 300人の中小企業

助成額 120万円

障害者雇用安定助成金 
（障害者職場定着支援コース）

職場定着支援計画を作成し、「柔軟な時間管理・休暇付与」「短時間労働者の勤務時間延長」「正
規・無期転換」「職場支援員の配置」「職場復帰支援」「中高年障害者の雇用継続支援」「社内理
解の促進」のいずれかの措置を講じた事業主に対して助成されます。
※助成額は、措置により異なります。

障害者雇用安定助成金 
（障害者職場適応援助コース）

ジョブコーチ（職場適応援助者）による援助を必要とする障害者のために、支援計画に基づ
き企業在籍型ジョブコーチによる支援を実施する事業主に対して助成されます。
※訪問型ジョブコーチについては、ジョブコーチ支援を提供する社会福祉法人等が支給対象となります。

障害者作業施設設置等助成金 障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に
対して助成されます。※助成額は、支給対象費用の2/3です。

障害者介助等助成金
障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を
行う事業主に対して助成されます。
※助成額は、支給対象費用の一部であり、措置ごとに異なります。

重度障害者等通勤対策助成金 障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う事業主に対して助成されます。
※助成額は、支給対象費用の3/4です。

障害者職場実習支援事業 障害者を雇用したことがない事業主または精神障害者を雇用したことがない事業主が、職場
実習を計画し実習生を受け入れた場合に、謝金等を支給するものです。

特定求職者雇用開発助成金（障害者初回雇用コース）5

ハローワーク（地域により労働局）で受け付けている助成金

お問い合わせ
詳しくはハローワークまたはハローワーク助成金デスク（TEL：078-221-5440）まで
※上記以外の助成金もあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

詳しくは（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部 高齢・障害者業務課
（TEL：06-6431-8201）まで　※上記以外の助成金もあります。
https://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/

陣害者を雇い入れる場合だけでなく、障害者を雇用した後に、継続して雇用し続けるための措置を行った場合でも、
様々な助成金が受けられます。助成金を受給するためには、受給要件や支給申請期間に注意が必要です。詳しい内容
は、受付の各機関にお問い合わせください。

お問い合わせ
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募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別が禁止され
ています。

事業主は、合理的配慮として、例えば以下の措置を、過重な負担にならない範囲で提供していただ＜必要があります。

ポイント① 雇用の分野での障害者差別を禁止

ポイント② 合理的配慮の提供義務

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主の障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務が規定
されています。その具体的な内容は、「障害者差別禁止指針」および「合理的配慮指針」に記載されています。
詳しい内容や細かなQ&Aは、厚生労働省のホームページに掲載していますので、「障害者雇用促進法障害者差別禁
止」等で検索してください。

障害者に対する差別の禁止と
合理的配慮義務

募集・採用時

募集・採用時

採用後

採用後

●単に「障害者だから」という理由で、求人への応募を認めないこと
●業務遂行上必要でない条件を付けて、障害者を排除すること

●視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと

●労働能力などを適正に評価すること無く、単に「障害者だから」という理由で、異
なる取扱いをすること

●知的障害がある方に対し、図を活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は
内容を明確にして一つずつ行うなど、作業手順を分かりやすく示すこと
●精神障害がある方等に対し、出退勤時刻・休暇など、通院・体調に配慮すること
●聴覚障害がある方に対し、危険箇所や危険発生を視覚で確認できるようにすること

※次の場合は、禁止される差別に該当しません。
●積極的な差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと
　例：障害者のみを対象とする求人（いわゆる障害者専用求人）

●合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果として、障害者でない人と異なる取扱いをすること

合理的配慮は障害者一人一人の状態や職場の状況などに応じて求められるものが異なり、多様かつ、個別性が高いも
のです。したがって、具体的にどのような措置をとるかについては、障害者と事業主とでよく話し合った上で決めて
いただく必要があります。
合理的配慮は、個々の事情がある障害者と、事業主との相互理解の中で提供されるべきものであることに充分ご留意
ください。

差別の例

合理的配慮の例
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問い合わせ先一覧
ハローワーク

就職を希望する障害者の紹介や、求人申し込み・障害者雇用に関する各種助成金等の案内等を行います。

名　称 所在地 電話番号

ハローワーク神戸 〒650-0025　神戸市中央区相生町1-3-1 （078）362-8609

ハローワーク神戸　三田出張所 〒669-1531　三田市天神１-５-25 （079）563-8609

ハローワーク灘 〒657-0833　神戸市灘区大内通５-２-２ （078）861-8609

ハローワーク尼崎 〒660-0827　尼崎市西大物町12-41 アマゴッタ2F （06）7664-8609

ハローワーク西宮 〒662-0862　西宮市青木町２-11 （0798）75-6711

ハローワーク姫路 〒670-0947　姫路市北条字中道250 （079）222-8609

ハローワーク加古川 〒675-0017　加古川市野口町良野1742 （079）421-8609

ハローワーク伊丹 〒664-0881　伊丹市昆陽１-１-６ 伊丹労働総合庁舎 （072）772-8609

ハローワーク明石 〒673-0891　明石市大明石町２-３-37 （078）912-2277

ハローワーク豊岡 〒668-0024　豊岡市寿町８-４ 豊岡地方合同庁舎 （0796）23-3101

ハローワーク豊岡　香住出張所 〒669-6544　美方郡香美町香住区香住844-１ （0796）36-0136

ハローワーク豊岡　八鹿出張所 〒667-0021　養父市八鹿町八鹿1121-１ （079）662-2217

ハローワーク豊岡　和田山分室 〒669-5202　朝来市和田山町東谷105-２ （079）672-2116

ハローワーク西脇 〒677-0015　西脇市西脇885-30 西脇地方合同庁舎 （0795）22-3181

ハローワーク洲本 〒656-0021　洲本市塩屋２-４-５ 兵庫県洲本総合庁舎 （0799）22-0620

ハローワーク柏原 〒669-3309　丹波市柏原町柏原字八之坪1569 （0795）72-1070

ハローワーク柏原　篠山出張所 〒669-2341　丹波篠山市郡家403-11 （079）552-0092

ハローワーク龍野 〒679-4167　たつの市龍野町富永1005−48 （0791）62-0981

ハローワーク龍野　相生出張所 〒678-0031　相生市旭１-３-18 相生地方合同庁舎 （0791）22-0920

ハローワーク龍野　赤穂出張所 〒678-0232　赤穂市中広字北907-８ （0791）42-2376

ハローワーク西神 〒651-2273　神戸市西区糀台５-３-８ （078）991-1100

障害者に対する差別の禁止と
合理的配慮義務
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独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 兵庫支部

障害者就業・生活支援センター

名　称 所在地 電話番号

兵庫障害者職業センター 〒657-0833　 
神戸市灘区大内通５−２−２ ハローワーク灘３階 （078）881-6776

高齢・障害者業務課 〒661-0045　 
尼崎市武庫豊町3-1-50 （06）6431-8201

障害者雇用で具体的な課題を有し支援を必要としている事業主に対する相談・助言、障害のある人の職場適応のためのジョブコー
チ支援、うつ病の人のリワーク（職場復帰）支援などを行います。また、障害者雇用納付金等の申告・申請受付、各種助成金の申
請受付等も行います。

地域における障害者支援の中核機関として、雇用・福祉等の関係機関と連携しながら就業面・生活面における一体的な支援等を
行います。

名　称 所在地 電話番号

神戸障害者就業・生活支援センター 〒652-0897
神戸市兵庫区駅南通５-１-１ （078）672-6480

阪神南障害者就業・生活支援センター 〒659-0051
芦屋市呉川町14-９ 芦屋市保健福祉センター１階 （0797）22-5085

阪神北障害者就業・生活支援センター 〒664-0858
伊丹市西台5-1-11 （072）777-8664

加古川障害者就業・生活支援センター 〒675-0002
加古川市山手１-11-10 （079）438-8728

北播磨障害者就業・生活支援センター 〒673-0534
三木市緑が丘町本町２-３ （0794）84-1018

姫路障害者就業・生活支援センター 〒675-0955
姫路市安田3-1 姫路市総合福祉会館内 （079）280-1990

西播磨障害者就業・生活支援センター 〒678-0252
赤穂市大津1327 赤穂精華園内 （0791）43-2393

但馬障害者就業・生活支援センター 〒668-0026
豊岡市元町12-15 （0796）37-8458

丹波障害者就業・生活支援センター 〒669-2314
丹波篠山市東沢田240-１ （079）554-2339

淡路障害者就業・生活支援センター 〒656-1331
洲本市五色町都志大日707 （0799）33-1192
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発達障害者支援センター

就労移行支援事業所

総合リハビリテーション施設

障害者職業能力開発校
職業人としての自立に要する知識の習得や技能・技術の向上を目的とした職業指導や健康指導等を行います。

発達障害者に対する日常生活における相談支援や就労支援、発達障害者を雇用する事業主に対する相談対応等を行います。

就労を希望する 65 歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向
上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場へ
の就労と定着を目指します。兵庫県内には、約 100 事業所あります。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/shurou.html
以下のサイトで福祉サービス、所在地別等で事業所の検索が可能です。
https://www.wam.go.jp/shofukupub/search01.jsp

障害者に対する高度で専門的なリハビリテーションを中心とした保健・医療・福祉の総合的なサービスの提供や、 
障害者の就労支援に関する専門研修やしごと体験事業（障害者職場実習）の実施等を行います。

名　称 所在地 電話番号

ひょうご発達障害者支援センター クローバー 〒671-0122 高砂市北浜北脇519 （079）254-3601

芦屋ブランチ 〒659-0015 芦屋市楠町16-５ （0797）22-5025

加西ブランチ 〒675-2321 加西市北条町高室959-1 （0790）43-3860

豊岡ブランチ 〒668-0065 豊岡市戸牧1029-11 （0796）37-8006

宝塚ブランチ 〒665-0035 宝塚市逆瀬川１−２−１ アピア1 4階 （0797）71-4300

上郡ブランチ 〒678-1262 赤穂郡上郡町岩木甲701-42 （0791）56-6380

保健福祉局障害福祉部
発達障害者支援センター 〒650-0016 神戸市中央区橘通3-4-1

総合福祉センター3階 （078）382-2760

神戸発達障害者東部相談窓口 〒657-0864 神戸市灘区岩屋北町6-1-4
東部在宅障害者福祉センター内1階 （078）882-0010

神戸発達障害者中部相談窓口 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通5-1-1
中部在宅障害者福祉センター内2階 （078）672-6497

神戸発達障害者西部相談窓口 〒655-0893 神戸市垂水区日向2-2-4
垂水日向ビル3階302号 （078）708-6078

神戸発達障害者北部相談窓口 〒651-1245 神戸市北区谷上東町8-21
シャトーノールデュー2 1階 （078）908-6117

名　称 所在地 電話番号

兵庫県立障害者高等技術専門学院 〒651-2134 神戸市西区曙町1070 （078）927-3230

国立県営兵庫障害者職業能力開発校 〒664-0845 伊丹市東有岡４-８ （072）782-3210

名　称 所在地 電話番号

県立総合リハビリテーションセンター 〒651-2134 神戸市西区曙町1070 （078）927-2727
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精神・発達障害者
雇用支援ガイドブック

共に働く明るい職場づくり

一般財団法人 兵庫県雇用開発協会

一般財団法人兵庫県雇用開発協会
〒 650-0025

兵庫県神戸市中央区相生町 1-2-1東成ビル 3 階
TEL 078-362-6583　FAX 078-362-6613

http://hyogo-koyokaihatsu.or.jp

発行：令和 2 年 3 月
このガイドブックは兵庫県の委託を受けて作成したものです。




