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4-1 その他業務運営

1-2-1 地域障害者職業センター等における障
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1-2-2 地域の関係機関に対する助⾔・援助等及び
職業リハビリテーションの専⾨的な⼈材の育成

1-2-3 職業リハビリテーションに関する調査・研究及び
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1-3-1 障害者雇⽤納付⾦の徴収並びに障害者雇⽤
調整⾦及び報奨⾦等の⽀給

1-3-2 障害者雇⽤納付⾦に基づく助成⾦の⽀給等

1-3-3 障害者雇⽤に関する各種講習、啓発及び障害
者技能競技⼤会（アビリンピック）等

障害者雇⽤⽀援事業

１．⾼年齢者等に係る雇⽤関係業務に関する事項

⾼年齢者雇⽤⽀援事業

1-1-1 ⾼年齢者等の雇⽤の安定等を図る事業主等に
対する給付⾦の⽀給

1-1-2 ⾼年齢者等の雇⽤に係る相談・援助、
意識啓発等

共通･
管理

２．障害者職業センターの設置運営業務等に関する事項

３．障害者雇⽤納付⾦関係業務に関する事項

1-4-3 在職者を対象とする職業訓練及び事業
主等との連携・⽀援の実施

1-4-4 職業訓練指導員の養成、職業訓練コースの
開発、国際協⼒の推進等

1-6 求職者⽀援制度に係る職業訓練の認定業務等

職業能⼒開発事業

1-4-1 離職者を対象とする職業訓練の実施

1-4-2 ⾼度技能者養成のための職業訓練の実施

４．職業能⼒開発業務に関する事項

６．求職者⽀援制度に係る職業訓練の認定業務等に
関する事項

1-5 障害者職業能⼒開発業務

５．障害者職業能⼒開発業務に関する事項
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○概要
国においては、⾼年齢者の雇⽤の安定等を図ることを⽬的とした給付⾦制度を設けています。
当機構では、⽀給事務（都道府県⽀部における受理・点検業務並びに機構本部における審査・⽀給業務）及び制度の周知・広報を

⾏っています。なお、令和３年度における制度は以下のとおりです。

１ 65歳超雇⽤推進助成⾦
（１）65歳超継続雇⽤促進コース

定年の定めの廃⽌、65歳以上への定年の引上げ、66歳以上の継続雇⽤の制度を導⼊した事業主に⽀給。
（平成28年10⽉19⽇創設、平成29年5⽉1⽇及び平成30年4⽉1⽇に制度改正により助成額等を変更、令和３年４⽉１⽇に制度

改正により助成額変更、他社による継続雇⽤制度の導⼊への助成が追加）
（２）⾼年齢者評価制度等雇⽤管理改善コース

⾼年齢者の雇⽤管理制度の整備等を実施した事業主に⽀給。
（平成31年4⽉1⽇創設、令和2年4⽉1⽇に制度改正により⽀給要件を変更）

（３）⾼年齢者無期雇⽤転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇⽤労働者に転換させた事業主に⽀給。

（平成29年4⽉1⽇創設、平成30年4⽉1⽇に制度改正により⽀給要件を変更）
（４）⾼年齢者雇⽤環境整備⽀援コース

（平成31年３⽉末をもって廃⽌、経過措置により⽀給）

２ ⾼年齢者雇⽤安定助成⾦（平成29年３⽉末をもって廃⽌、経過措置により⽀給）
（１）⾼年齢者無期雇⽤転換コース

1-1-1 ⾼年齢者等の雇⽤の安定等を図る
事業主等に対する給付⾦の⽀給
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評価項⽬Ｎｏ．１－１－１ ⾼年齢者等の雇⽤の安定等を図る事業主等に対する給付⾦の⽀給
⾃⼰評価 B
Ⅰ 中期⽬標の内容
① 給付⾦の説明会の実施回数 毎年度650回以上

※ハローワークの管轄地域ごと（436箇所）、東京都及び政令指定都市ごと（21箇所）、 都道府県全域を対象に四半期ごとに開催（47県×4回）
するものとして設定

② 給付⾦（創設1年⽬を除く）の申請１件あたりの平均処理期間 90⽇以内
※厚⽣労働省が都道府県労働局に対して指⽰している雇⽤関係助成⾦の処理期間の⽬安
（原則2ヵ⽉以内、⼀部3ヵ⽉以内）を踏まえて設定（第3期中期⽬標期間（平成25〜28年度）の平均処理実績 100.9⽇）

（過去の主務⼤⾂評価 Ｈ30年度︓Ｂ、Ｒ１年度︓Ｂ、R２年度︓A）

Ⅱ 指標の達成状況

要因分析（実績値/⽬標値が120％以上⼜は80％未満）

指 標 要 因 分 析（①「制度、事業内容の変更」、②「法⼈の努⼒結果」、③「外部要因」のいずれかに分類して分析すること）
同⼀指標で2年続けて達成度が120％以上⼜は80％未満の場合は、⽬標変更の要否を記載すること。

給付⾦の説明会の実施回数 ②「法⼈の努⼒の結果」③「外部要因」
令和２年度に引き続き令和３年度も新型コロナウイルス感染症感染拡⼤防⽌の観点から、説明会開催会場の収容⼈数を制限する⼀⽅で、開催
回数を増やして対応した結果、実績値120％を超えることとなった。
○⽬標変更の要否（否）
新型コロナウイルス感染症感染拡⼤防⽌の観点から開催回数を特別に増やして対応した結果であり、令和４年度において新型コロナウイルス
感染症感染拡⼤防⽌の観点からこうした対応が必要であるか不明のため。

給付⾦（創設1年⽬を除く）の申請１件
あたりの平均処理期間

⽬標（指標）に対する取組状況 指 標
令和３年度 Ｒ２年度 R１年度 Ｈ30年度

実績値 達成度 達 成 度

・職業安定機関、事業主団体等と連携した事業主説
明会の実施

・事業主説明会における周知⽤資料の作成

給付⾦の説明会の実施回数
（⽬標値 毎年度650回以上）

884回 136.0% 134.5% 117.1% 123.7%

・審査体制や審査点検チェックリストの適宜⾒直し
による効率的な事務の実施

・⽀給要件のポイントや⽀給対象外事例を⼿引に
掲載

給付⾦（創設１年⽬を除く）の申請１
件あたりの平均処理期間
（⽬標値 90⽇以内）

88.1⽇ 102.2% 145.4％ 109.1% 115.1%
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Ⅲ 評定の根拠
根 拠 理 由

コロナ禍で、事業主説明会の参加を控えた事業主
への対応

新型コロナウイルス感染症感染拡⼤により、説明会開催会場の収容⼈数を制限せざるを得なかった。そのため、説明会の参加
を控えた事業主向けの説明⽤動画を作成し、ホームページ及びYouTubeにて配信。制度紹介チラシにQRコード（動画アドレ
ス）を掲載するなど、広報活動に⼒を⼊れた。

効率的な事務の実施、⽀給要件のポイント等の解
説

・申請集中に伴い⽀給処理が滞留しないよう、給付⾦ごとの受付件数、⽀給決定件数及び処理期間の状況を把握するとともに、
受理から⽀給決定までの審査過程ごとに滞留の原因を分析し、審査体制及び審査業務の⾒直し等の必要な対応により処理の遅
滞防⽌に努めた。
・申請者がスムーズに申請できるよう⽀給申請の⼿引きに、⽀給・不⽀給の事例を掲載するなど、分かりやすい内容となるよ
う⼯夫をした。

給付⾦を受給した事業主へのアンケート調査
結果

助成⾦により定年引上げや機械設備・雇⽤管理制度の導⼊等の取り組みに変化があった割合86.7％
令和２年度87.3％

説明動画再⽣回数 令和４年３⽉末11,310回（令和３年５⽉からの累計）

参考指標

参考事項
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・オンライン申請化に向けたコンサルティングを開始、開発業務調達
のための仕様を検討

・事業主説明会の参加を控えた事業主に向けて説明⽤
動画をホームページ及びYouTubeで配信（再⽣回数︓11,310回
［7,034回］※ ）※実施期間︓令和３年５⽉〜令和４年３⽉ [令和２年７⽉〜令和３年３⽉]

・給付⾦制度の改正等について、ホームページ、定期刊⾏誌、
メールマガジン等を通じて周知

・現況調査実施回数 937回 [462回]
・不正受給を⾏った事業主名等を公表する制度による不正受給の抑⽌
・不正受給が判明した件数 ０件 [０件]

○給付⾦の⽀給業務

主な取組内容

◆助成⾦等の早期⽀給ニーズへの対応

◆効果的な周知・広報

◆適正な⽀給業務の実施

・前年度の約４倍の⼤量申請の処理に対応するため、機構本部の
横断的な審査応援体制を構築し、早期の⽀給に尽⼒

・審査･点検チェックリストの適宜⾒直しによる⽀部の受理点検及び
本部審査の迅速化

・申請書の記⼊⽅法説明動画をホームページ及びYouTubeで配信
・審査・点検マニュアルの⾒直しや、新任給付⾦業務担当者研修、

給付⾦業務担当者研修会の実施による⽀部窓⼝サービスの質の向上

件数 ⾦額（千円）

給付⾦の⽀給 6,780[1,829] 7,102,014[1,778,691]

⽀給に係る審査業務の流れ

⽀部 本部

・申請書類の受理・点検
・⽀給要件確認

（都道府県労働局への
雇⽤保険データの照
会、事業主訪問による
現況調査等）

・申請書類等を本部送付

審査

・⽀給要件の確認（提出書
類に基づく審査、⽀部を
通じた事業主への疑義
照会等）

⽀給決定

・⽀給決定、
送⾦⼿続等

給付⾦活
⽤の背景

現状 〇法定の健康診断は実施しているが、⽣活習慣病予防等は、従業員
⾃⾝の健康管理に委ねている。

〇⾼齢従業員を対象に、⽣活習慣病検診を実施する制度を導⼊するこ
とで、⾼年齢者の職場定着と雇⽤機会の増⼤を図りたい。

〇継続的に健康状態を把握し、⽣活習慣病の予防について必要な指導
を実施することにより、⾼齢従業員が健康に働き続けるための環境を
整えることができ、⾼年齢者の職場定着につながっている。

給付⾦活
⽤の効果

⽀給額(中⼩企業の場合)︓対象経費(みなし費⽤50万)×助成率(60%)＝30万円

⾼年齢者評価制度等雇⽤管理改善コースの活⽤事例

「給付⾦によって定年引上げや機械設備・雇⽤管理制度の導⼊等
の取組に変化があった」 86.7％［87.3％］

制度利⽤者へのアンケート実施

❶給付⾦説明会実施回数
884回［874回］

❷給付⾦（創設１年⽬を除く）の申請１件あたりの平均処理期間
88.1⽇［61.9⽇］

数値⽬標の達成状況 ※ [  ]内は前年度実績

⽬標︓650回 達成度︓136.0％

⽬標︓90⽇以内 達成度︓102.2％

新規

⽀給件数及び相談・問合せ件数の推移

参考:⽀給件数の推移 参考:相談･問合せ件数の推移

⾼年齢者雇⽤安定法の改正（令和３年４⽉１⽇施⾏）に伴い、65歳超継続雇
⽤促進コースの⽀給額等が変更されるとともに、事業主ニーズが⾼まった影
響で、令和３年度は⽀給件数及び相談・問合せ件数が⼤幅に増加
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1-1-2 ⾼年齢者等の雇⽤に係る相談・援助、
意識啓発等

○概要
・65歳超雇⽤推進プランナー及び⾼年齢者雇⽤アドバイザーによる制度改善提案、相談・援助の実施

「⽣涯現役社会の実現」に向け、定年延⻑、継続雇⽤延⻑、⾼齢者の雇⽤管理の改善や多様な就業機会の確保に関する
相談・援助を⾏っています。

＜⾼年齢者雇⽤アドバイザー（以下「アドバイザー」という。）＞
・機構が委嘱している⾼齢者雇⽤に関する専⾨的知識・経験を有する外部専⾨家。社会保険労務⼠等。

＜65歳超雇⽤推進プランナー（以下「プランナー」という。）＞
・アドバイザーのうち⼀定の基準を満たした者で、主に定年延⻑、継続雇⽤延⻑に係る制度改善提案を⾏う。

・65歳超雇⽤推進プランナー及び⾼年齢者雇⽤アドバイザーのサービスの質の向上
スキルアップのための研修などを通じて、プランナー及びアドバイザーのサービスの質の向上に取り組んでいます。

・⾼年齢者雇⽤に関する実践的⼿法の開発・提供・普及
⾼齢者雇⽤推進に向け、専⾨的相談・援助を⾏うための実践的⼿法の開発を⾏うとともに、ホームページやセミナー等を

通じて、その成果の提供・普及を図っています。

・⽣涯現役社会の実現に向けた啓発広報活動
⾼年齢者就業⽀援⽉間である10⽉に「⾼年齢者活躍企業フォーラム」を開催し、優良事例の表彰等を⾏うとともに、

改正⾼年齢者雇⽤安定法をテーマにシンポジウムを開催し、学識経験者による講演や企業による事例発表を⾏っています。
また、定期刊⾏誌「エルダー」の発⾏等により、広く⾼齢者雇⽤に係る啓発広報活動を⾏っています。

重要度︓⾼ 難易度︓⾼
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評価項⽬Ｎｏ．１－１－２ ⾼年齢者等の雇⽤に係る相談・援助、意識啓発等

⾃⼰評価 S

Ⅰ 中期⽬標の内容
① 事業主に対する65歳を超えた継続雇⽤延⻑・65歳以上への定年引上げに係る制度改善提案件数30,000件以上

※第4期中期⽬標期間からの新たな⽬標指標であり、「⾼年齢者の雇⽤状況」集計の調査対象である従業員数31⼈以上の企業の約15万社のうち、65歳を
超える継続雇⽤制度⼜は65歳以上の定年制度を講じていない企業数約12万社全社を対象に第4期中期⽬標期間中にアプローチを⾏い、その4分の1に
おいて具体的な制度改善提案による働きかけを⾏うことを⽬標に⽔準を設定

② 制度改善提案により⾒直しを進めた事業主の割合 40％以上

※第3期中期⽬標期間における「⾼年齢者等の雇⽤に係る技術的問題全般に関する相談・援助」を実施した事業主に対する追跡調査において「雇⽤管理改
善を検討している」等の回答の直近実績（平成28年度︓37.5％）を踏まえて設定

（過去の主務⼤⾂評価 Ｈ30年度︓Ｓ、Ｒ１年度︓Ｓ、R２年度︓Ｓ）

【重要度︓⾼】労働⼒⼈⼝が減少している中で我が国の成⻑⼒を確保していくためには、⾼年齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる環境の整備が必
要であり、「働き⽅改⾰実⾏計画」(平成29年３⽉28⽇働き⽅改⾰実現会議決定)に盛り込まれた「65歳以降の継続雇⽤延⻑や65歳までの定年
延⻑を⾏う企業への⽀援を充実し、将来的に継続雇⽤年齢等の引上げを進めていくための環境整備を⾏っていく」ことに直接寄与する業務であ
り、極めて重要な業務であるため。

【難易度︓⾼】65歳を超えた継続雇⽤延⻑・65歳以上への定年引上げについては、事業主にとっては⾼年齢者等の雇⽤の安定等に関する法律（昭和46年法律
第68号）で定める法定義務を超えた取組であることに加え、⼈件費の増加等を勘案した重⼤・慎重な経営判断を要する⼈事制度の改正を伴うも
のであり、取組を進めていくに当たっての難易度が特に⾼いため。

重要度 ⾼
難易度 ⾼
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Ⅱ 指標の達成状況
⽬標（指標）に対する取組状況 指 標

令和３年度（速報値） R２年度 R１年度 Ｈ30年度

実績値 達成度 達 成 度

・事業主に対する65歳を超えた継続雇⽤延⻑・65歳
以上への定年引き上げに係る制度改善提案の実施

・65歳超雇⽤推進プランナー及び⾼年齢者雇⽤アド
バイザーへの研修等の実施

制度改善提案件数
(⽬標値 中期計画期間中に
30,000件(年間 6,000件))

8,342件 139.0% 131.7%* 197.0%* 149.5%*

・提案内容の質の向上のため、⽀部による事前チェッ
ク、本部における事後確認の実施

・効果的な制度改善提案となるよう企業の関⼼事項
（法改正、賃⾦・評価制度、安全衛⽣・健康管理
等）の提供

制度改善提案により⾒直しを
進めた事業主の割合
(⽬標値 40％以上)

64.0％ 160.0% 152.5%* 165.3% 163.5%

*令和４年度に修正

指 標 要 因 分 析（①「制度、事業内容の変更」、②「法⼈の努⼒結果」、③「外部要因」のいずれかに分類して分析すること）
同⼀指標で2年続けて達成度が120％以上⼜は80％未満の場合は、⽬標変更の要否を記載すること。

制度改善提案件数 ②「法⼈の努⼒結果」
コロナ禍において、オンラインによる相談・助⾔などの新しい⽣活様式に対応した取組により、積極的に事業主へアプローチを⾏った結
果、例年と同程度のアプローチ数となり、⽬標値を超える提案ができた。
③「外部要因」
令和３年４⽉に改正⾼齢法が施⾏され、事業主の関⼼度が⾼まったことから、コロナ禍であっても⽬標値を超える提案が実施できた。
○⽬標変更の要否【否】
これまでは、⽐較的⾼齢者雇⽤に関⼼があった企業が制度改善提案を受け⼊れてきたことが、⾼い⽔準での⽬標達成につながってきた⼀
因として挙げられる。コロナ禍にあって経営環境が厳しい企業も多くみられる中で、今後は、より⾼齢者雇⽤に関⼼が低い企業や、⾼齢
者雇⽤が進まない企業（業種）等へのアプローチ、制度改善提案を⾏うこととなり、⽬標達成が難しくなることが予想されるため。

制度改善提案により⾒直しを進めた事業主
の割合

②「法⼈の努⼒結果」
プランナー等に対して、知識・技能の習得等の研修を⾏うほか、実践的ツールとして作成した⾃学⾃習⽤のテキストを配付するなど、制
度改善提案の質の向上を図ったことにより、企業内での制度改善提案の受⼊れが進んだことから⽬標値を達成することができた。
③「外部要因」
上記同様に令和３年４⽉に改正⾼齢法が施⾏され、企業内での制度改善提案に係る検討が進んだことから⽬標値を達成することができた。
○⽬標変更の要否【否】
これまでは、⽐較的⾼齢者雇⽤に関⼼があった企業が制度改善提案を受け⼊れてきたことが、⾼い⽔準での⽬標達成につながってきた⼀
因として挙げられる。コロナ禍にあって経営環境が厳しい企業も多くみられる中で、今後は、より⾼齢者雇⽤に関⼼が低い企業や、⾼齢
者雇⽤が進まない企業（業種）等へのアプローチ、制度改善提案を⾏うこととなり、⽬標達成が難しくなることが予想されるため。

要因分析（実績値/⽬標値が120％以上⼜は80％未満）
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Ⅲ 評定の根拠
根 拠 理 由

制度改善提案の実績確保に係る取組 ・コロナ禍にありながらも、政府⽅針（ニッポン⼀億総活躍プラン等）を踏まえて設定した⽬標値を堅持するべく、積極的
に事業主へアプローチを⾏った結果、前年度を上回る制度改善提案を実施し、改正⾼齢法施⾏に伴う事業主の関⼼の⾼まり
に的確に応えることができた。
・改正⾼齢法施⾏に伴う70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずる措置の努⼒義務化を受け、法改正の趣旨と内容
の周知・広報を⾏い、努⼒義務確保のための提案を⾏った。

提案内容の質の向上に向けた取組 コロナ禍で経営環境が厳しい事業主も多くみられる中でも、以下の取組により制度改善を進める事業主の割合を達成するこ
とができた。
・都道府県⽀部による事前確認に加えて、機構本部において提案内容の事後確認を⾏い、プランナー等に対し個別に助⾔を
⾏うなどきめ細かいフィードバックを⾏い、提案内容の質の向上に努めた。
・プランナー等に対して、企業訪問時におけるノウハウ等の助⾔・研修や好事例紹介等を⾏うほか、実践的ツールとして作
成した⾃学⾃習⽤のテキストを配付することにより、スキル向上を図った。

制度改善提案の対象である31⼈以上の企業
のうち「定年なし」「65歳以上定年」「希
望者全員65歳を超えた継続雇⽤制度」をい
ずれも導⼊していない企業へのアプローチ

平成30年度 29,855件*、 令和元年度 33,612件*、 令和２年度 31,420件*、 令和3年度 29,085件
（速報値）

※「⼈⽣100年時代構想会議」、「ニッポン⼀億総活躍プラン」を踏まえ、2018年度から2021年度の４年間で、
約12万社にアプローチすることとなっており、⽬標値に達している。

参考指標

参考事項 *令和４年度に修正
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○⾼年齢者雇⽤に係るプランナー・アドバイザーの制度改善提案等
主な取組内容①

・プランナー・アドバイザーによる⾼年齢者等の雇⽤に関する専⾨
的・技術的な相談･援助を実施。70歳までの就業機会の確保を満
たす取組に係る具体的な制度改善提案を実施

プランナー
（450名[470名]）

アドバイザー
（77名[53名]）

（社会保険労務⼠、中⼩企業
診断⼠、⾏政書⼠等を委嘱）

事業主・企業を複数回訪問し、社員の年齢構成、⾼齢社員の活⽤状況、課題等を把握し、その
企業に合う70歳までの定年延⻑、70歳までの継続雇⽤延⻑等を提案するとともに、
改定に伴う具体的な進め⽅や運⽤⽅法を併せて提案

・⾼齢者雇⽤に係る⼈事・賃⾦・退職⾦制度、職場改善、職域開発、能⼒開発、健康管理
等に関する相談・援助

①訪問企業を選定し、
訪問を要請

③報告・確認 ②訪問、聞き取り、相談・助⾔、制度改善提案

④フォローアップの実施
機構

（６５歳超雇⽤推進コーディネーター）

制度改善提案件数
8,342件[7,903件]

制度改善提案に向けたアプローチ29,085件[31,420件]
「⼈⽣１００年時代構想会議」の議論、「ニッポン⼀億総
活躍プラン」を踏まえ、２０１８年度から２０２１年度の
４年間で、制度改善提案の対象である３１⼈以上の企業の
うち、「定年なし」「６５歳以上定年」「希望者全員６５
歳を超えた継続雇⽤制度」をいずれも導⼊していない企業
約１２万社全てにアプローチすることとしている。 64.0%

[61.0％]
4.3%

[4.0%]

31.7%

[35.1％]

提案後のフォローアップの結果

・定年を引上げ
・継続雇⽤の延⻑
・基本⽅針の決定
・経営層と話し合い 等

機構がアプローチする企業 約120,000社
31⼈以上規模全企業 約150,000社31⼈以上規模全企業 約150,000社

H30年度実績
29,855件

R1年度実績
33,612件

制度導⼊済
企業数
30,000件

R２年度実績
31,420件

➊ 制度改善提案件数 8,342件
❷ 提案を受けて⾒直しを進めた割合

数値⽬標の達成状況
[7,903件]

64.0％

⽬ 標︓6,000件
達成度︓139.0％

⽬標︓40％ 達成度︓160.0％
[61.0%]

◆プランナー・アドバイザーによる制度改善提案等

訪問等による相談・助⾔
31,420件[30,886件]
23,675事業所[23,681事業所]
うち、制度改善提案につながりそうな
ものは、再訪問して制度改善提案を実施

⾒直しを進めた

現状把握、情報収集を⾏った

その他

［ ］内は昨年度実績

・オンラインによる相談・助⾔の実施
・プランナー・アドバイザーに対する

オンライン利⽤のためのセキュリティ
指導、オンラインによる相談・助⾔
の対応例の共有

・訪問企業への⾝体的距離確保の依頼

※平成30年度から令和２年度実績について、令和４年度に修正

新しい⽣活様式に対応した取組 コロナ

R３年度実績
29,085件

アプローチ済 企業 123,972社

（注︓令和３年度実績は速報値）
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A社の例︓廃棄物処理業、従業員34⼈、60歳定年・希望者全員63歳、さらに基準を設けて65歳まで継続雇⽤プランナー・アドバイザーによる制度改善提案
雇⽤⼒評価チェックリスト（イメージ図）

65歳を超えても活躍してもらうために、どう取り組
むかを考えるヒントを⾒出す

⼈員フロー図（イメージ図）
企業の労働⼒動向の推移を分かりやすく⽰した

・企業の現状・課題を踏まえ、希望者全員を70歳までの継続雇⽤と基準該当者を75
歳までの継続雇⽤制度を提案

・提案にあたっては、①労働⽣産性の向上や職場の活性化、スキル・ノウハウの伝承
のしやすさ、企業イメージと社員定着率のアップ等期待できる効果と②制度改定に
向けて社内で⾏うべきことなどを記載。

・ヒアリングシートに基づき、現状・課題を聞き取り

・雇⽤⼒評価チェックリストで企業⾵⼟、働きやすさ、戦⼒化の度合いなどを把握

・⼈員フロー図で⼈材過不⾜の推移を予測

・参考となる企業事例を提供

→以下の課題が把握された。
・⾼齢者雇⽤に係る各種制度が明確化されていないことによる⾼齢社員のモチベーショ

ンの低下、企業全体の⼠気の低下
・経験や知識の継承、教育訓練・⾃⼰啓発⽀援が課題 など

→⾼齢者を活⽤する戦略・評価や処遇及び仕事内容は平均値を上回るものの、能⼒開発に
関して低い数値であった。

→10年後には、⼈材不⾜が深刻化することが「⾒える化」された。

→同じ業種、規模の企業事例を知ることにより、実感を持って、定年延⻑・継続雇⽤延⻑
を考えることができるようになった。

課題・ニーズの把握、情報提供

制度改善提案を受けて、定年延⻑等と併せて⼈事諸制度の⾒直しを進めた事例
賃⾦制度等の改定

提案内容︓65歳以上への定年引上げ及び70歳までの就業機会確保について制度改善提案を⾏い、
併せて資格等級制度に基づく賃⾦・賞与制度や、⼈事評価制度及び表彰制度等を提案した。
提案後の企業による⾒直し︓66歳定年に改め、70歳までの継続雇⽤制度（基準該当者）を明確化
し、⼈事評価制度及び介護職への資格等級制度に基づく賃⾦制度を導⼊したほか、事務職等への資
格等級制度に基づく賃⾦制度や表彰制度の導⼊への対応を進めている。

B社の例︓介護事業、従業員74⼈、60歳定年・希望者全員63歳、さらに基準を設けて65歳まで継続雇⽤

・提案後フォローアップを実施し、さらなる課題があれば、把握
・提案後さらに企業より要請があれば、引き続き相談・助⾔等のサービスの提供
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①⾼年齢者雇⽤アドバイザー
資格認定講習(43⼈[65⼈])(年１回)

②⾼年齢者雇⽤アドバイザー
基本研修Ⅰ(65⼈[50⼈])(年１回)

③⾼年齢者雇⽤アドバイザー
基本研修Ⅱ(63⼈[50⼈])(年１回)

主な取組内容②

○サービスの質の向上及び実践的⼿法の開発等

◆実践的⼿法の開発、普及等

○産業別ガイドライン策定⽀援

【『70歳雇⽤推進事例集2022』】

本部による指導、情報提供等
⾼年齢者ゼネラルアドバイザー（機構本部）

による提案内容の確認・指導

アドバイザー・プランナーメールマガジンに
よる情報提供

最新の知識から実践的ノウハウまで体系的に習得
◆サービスの質の向上を図るための研修、情報共有等

例年機構本部での集合研
修を実施していたが、新
型コロナウイルス感染拡
⼤防⽌のため、機構本部
と都道府県⽀部等をオン
ライン接続し、オンライ
ン研修を実施した。

新しい⽣活様式に対応
した取組 コロナ

○『70歳雇⽤推進事例集2022』の作成
・改正法における努⼒義務を満たした法⼈の事例を掲載。
・⼈事管理制度、⾼齢社員戦⼒化、健康管理・安全衛⽣などについて

紹介。

○実践的ツールの開発、調査研究
・アドバイザー・プランナーの⾃学⾃習⽤に、⾼齢社員の賃⾦に

関するテキストを作成

・産業ごとに異なる⾼齢化の状況や経営環境等を踏まえ、⾼齢者雇⽤に
係る課題解決に取り組む産業団体を⽀援（2年間）

・新規団体︓とび・⼟⼯⼯事業、機械⼟⼯⼯事業、建設基礎⼯事業、
鉄リサイクル業、⻭⾞製造業、⾷品リサイクル業

・継続団体︓（令和３年度にガイドラインを策定）
患者等給⾷業、廃⾷⽤油リサイクル業、保育サービス業

・団体会員企業の約９割が「役に⽴った」と回答

基礎的な知識・技能を付与し、資格を認定

基本的な知識、技能の修得（委嘱１年⽬）
Ⅰ︓雇⽤制度、職場改善、 能⼒開発、

企業への働きかけ⽅
Ⅱ︓賃⾦制度、制度導⼊に結びつける

提案⽅法

労働法規、賃⾦評価制度等のより実践的な
内容のカリキュラムを実施

④65歳超雇⽤推進プランナー
5年次研修(66⼈[71⼈])(年１回) 課題解決のノウハウの共有

（委嘱後経過５年ごと）

スキルアップ応⽤研修A
(72⼈)(年１回)

企業に対し有償サービスである＜就業意
識向上研修＞を効果的に提供するための
より⾼度な対応⼒を修得する。

スキルアップ応⽤研修B
(256⼈)(年１回) 令和2年10⽉にリリース

した雇⽤⼒評価ツールの
活⽤事例を学び、ツール
を活⽤した企業⽀援の⽅
法を修得する。

ブロック別経験交流会
（６回[６回]）

プランナー等の⾃主的勉強会
（本部職員等の派遣︓２回[１回]）
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・⾼年齢者活躍企業コンテスト表彰式
・トークセッション（講評・企業事例発表・質疑応答）の実施

コーディネーター︓藤村博之⽒ 法政⼤学経営⼤学院教授

・新型コロナウイルス感染症対策として、無観客開催、オンライン
形式にて開催 （被表彰企業、事例発表企業はWeb会議システム
にて遠隔参加）

・ライブ配信、及び後⽇オンデマンド配信を実施
（アンケートによる満⾜度︓100％ [95.4%]）

○⽣涯現役社会の実現に向けた啓発広報活動

◆⾼年齢者就業⽀援⽉間（10⽉）における取組
○⾼年齢者活躍企業コンテスト

○⽣涯現役社会の実現に向けた地域ワークショップの開催

◆⾼年齢者の雇⽤に係る好事例の収集・提供

・19社を表彰

○シンポジウムの実施（東京、宮崎、岩⼿、岐⾩、⼤阪）

◆マスメディア等による啓発広報活動
○新聞への掲載
・企業の取り組み紹介を含むコンテスト

の実施結果を⽇経新聞に掲載（全1５段)

主な取組内容③

○⾼年齢者活躍企業フォーラム

・専⾨家による講演、⾼齢者雇⽤の先進事例の発表等
・43都道府県※5都府県はシンポジウムを開催

参加者2,183⼈［2,093⼈］
（アンケートによる満⾜度︓ 85.0 %［82.7%］）
・うち10県では動画配信も実施

（ライブ配信・後⽇オンデマンド配信）

◆定期刊⾏誌「エルダー」の発⾏

・感染症の感染拡⼤防⽌対策を講じた上で全国５箇所において開催
テーマは「⾼年齢者雇⽤安定法改正 意欲ある⾼年齢者の活躍のために」

（東京）「⾼年齢者雇⽤安定法改正 70歳までの就業機会実現のために」
（宮崎、岩⼿、岐⾩、⼤阪）、内容は改正⾼年齢者雇⽤安定法の説明、学

識経験者による講演、企業による事例発表、パネルディスカッション等

・５箇所全てにおいてライブ配信、及び後⽇オンデマンド配信を実施
・来場者数・配信視聴者数2,525⼈
（アンケートによる満⾜度︓ 92.1 %[76.9%］）

【(株)ベルジョイスの事例】

背景

取組
事項

効果
等

60歳以上社員が約３割を占め、店
舗運営にシニア層の技術を活かす
必要がある

シニア層のモチベーションアップ。
若⼿社員への指導により若年層とシ
ニア層とが相互研鑽

65歳への定年延⻑、60〜65歳の選
択定年制の導⼊。シニア層が若⼿社
員への技術伝承と教育⾯の役割

コロナ

○70歳雇⽤事例サイト
・⾼年齢者活躍企業コンテスト⼊賞企業の事例概要をホームページに公開

掲
載
記
事

▶

コロナ

コロナ

○企業の⼈事労務担当者等に⾼齢者雇⽤について
のノウハウ・情報等を提供（毎⽉52,000部発⾏）

○中⾼年齢層従業員の「⽣涯キャリア形成」を⽀
援する⽣産性向上⽀援訓練の募集案内を掲載

＜アンケートをもとに誌⾯を充実・改善＞
（アンケートによる有⽤度︓ 92.3％[91.5%]）
・「⼈事労務担当者のための年⾦⼊⾨」など、

読者のニーズに対応した特集記事を提供
・65歳超雇⽤を推進する企業の経営者等のイン

タビュー記事の巻頭掲載の他、企業事例を多数掲載

【明治安⽥⽣命保険(相)の事例】

背景

取組
事項

効果
等

要員構成の年齢的な偏りに対応す
るため早期から段階的に取り組み
を進める

シニア層は⻑く働ける職場を歓迎。
若年層にもシニア層の頑張りに刺激
を受けるという好影響を及ぼした

65歳への定年延⻑、役職定年制の
廃⽌に続き、今年度より嘱託再雇⽤
の年齢上限を70歳に引き上げ

（岩手・飲食
料品小売業）
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1-3-1 障害者雇⽤納付⾦の徴収並びに障害者
雇⽤調整⾦及び報奨⾦等の⽀給

○概要
・障害者雇⽤納付⾦の徴収及び障害者雇⽤調整⾦､報奨⾦等の⽀給業務

納付⾦制度は、事業主間の障害者雇⽤に伴う経済的負担の調整を図ることを⽬的に、常⽤雇⽤労働者が100
⼈を超える事業主を対象に、法定雇⽤率（2.3%。令和3年2⽉までは2.2%）未達成の事業主から納付⾦（不⾜
１⼈当たり⽉５万円。）を徴収するとともに、障害者雇⽤調整⾦（超過１⼈当たり⽉２万７千円）、報奨⾦
（超過１⼈当たり⽉２万１千円）等を⽀給しています。
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評価項⽬Ｎｏ．１－３－１ 障害者雇⽤納付⾦の徴収並びに障害者雇⽤調整⾦及び報奨⾦等の⽀給
⾃⼰評価 B
Ⅰ 中期⽬標の内容
① 障害者雇⽤納付⾦に係る事業主説明会開催回数 毎年度480回以上

※障害者雇⽤納付⾦にかかる事業主説明会開催回数の実績
（平成25年度473回、平成26年度477回、平成27年度707回、平成28年度601回）を踏まえて設定

② 障害者雇⽤納付⾦の収納率 99％以上
※障害者雇⽤納付⾦の収納率の実績（平成25〜28年度の年間平均99.92％）を踏まえて設定

（過去の主務⼤⾂評価 Ｈ30年度︓Ｂ、Ｒ１年度︓Ｂ、R２年度︓B）

⽬標（指標）に対する取組状況 指 標
令和３年度 Ｒ２年度 R１年度 Ｈ30年度

実績値 達成度 達 成 度

・障害者雇⽤納付⾦の申告期限（5⽉15⽇）を考慮し、毎
年2⽉、3⽉に集中的に実施

・令和４年度申告・申請における変更点や申告・申請で誤
りの多い事項等を重点的に解説

・わかりやすい事業主説明会資料を作成

障害者雇⽤納付⾦に係る事業主説明会
開催回数
(⽬標値 毎年度480回以上）

620回 129.2％ 129.0% 72.3% 121.3%

・未納付事業主に対して電話、⽂書、訪問による納付督
励・督促を積極的に実施

障害者雇⽤納付⾦の収納率
(⽬標値 99％以上)

99.66％ 100.7％ 100.7% 100.7% 100.8%

Ⅱ 指標の達成状況

要因分析（実績値/⽬標値が120％以上⼜は80％未満）
指 標 要 因 分 析（①「制度、事業内容の変更」、②「法⼈の努⼒結果」、③「外部要因」のいずれかに分類して分析すること）

同⼀指標で2年続けて達成度が120％以上⼜は80％未満の場合は、⽬標変更の要否を記載すること。
障害者雇⽤納付⾦に係る事業主説明会
開催回数

②「法⼈の努⼒結果」③「外部要因」
令和２年度に引き続き令和３年度も新型コロナウイルス感染症感染拡⼤防⽌の観点から、説明会開催会場の収容⼈数を制限する⼀⽅で、開
催回数を増やして対応した結果、実績値120％を超えることとなった。
〇⽬標変更の要否【否】
新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の観点から開催回数を特別に増やして対応した結果であり、令和４年度において新型コロナウイルス感
染症感染拡⼤防⽌の観点からこうした対応が必要であるか不明のため。

障害者雇⽤納付⾦の収納率
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Ⅲ 評定の根拠
根 拠 理 由

障害者雇⽤納付⾦制度に対する適切な周知、
理解の促進

障害者雇⽤納付⾦に係る事業主説明会は、新型コロナウイルス感染症感染拡⼤防⽌の観点から、説明会開催会場の収容⼈
数を制限せざるを得ず、代替措置として開催回数を増やして開催した。なお、事業主説明会に参加できない事業主に対し
ては、YouTubeで配信している制度・⼿続等の説明動画を閲覧するよう勧奨した。

納付⾦の的確な徴収に向けた取組 期限を過ぎても納付しない事業主に対して電話等により積極的に納付督励を実施した。

事業主の利便性の向上 事業主の利便性向上のため、申告・申請及び納付をインターネットで簡便に⾏える電⼦申告申請及び電⼦納付の利⽤を
広く周知し、利⽤件数が電⼦申告申請 13,372件（前年度11,112件）、電⼦納付16,052件（同13,108件）にそれぞれ
増加した。

参考指標

参考事項
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○障害者雇⽤納付⾦の徴収及び障害者雇⽤調整⾦､報奨⾦等の⽀給業務

主な取組内容
◆障害者雇⽤納付⾦制度に対する適切な周知、理解の促進

・国税︓97.9％
・労働保険︓98.0％

租税公課の収納率
（令和２年度）

❶事業主説明会の開催回数 620回［619回］

❷収納率 99.66 ％ [99.73％]

数値⽬標の達成状況 ※ [  ]内は前年度実績
⽬ 標︓480回
達成度︓129.2％

⽬標︓99％ 達成度︓100.7％

納付⾦納付対象事業主数、収納率等

調整⾦及び報奨⾦等⽀給額・⽀給事業主数

◆調査の効果的かつ的確な実施
・納付⾦制度の適正な運営を図るため、事業主調査を実施

(調査実施件数 10,932件 ［9,141件］）
・事業主の保管する賃⾦台帳、障害者⼿帳の写し等により、労働者数、

障害者数を確認
・的確な調査を⾏うため、多様な調査事例を共有し、調査チェックリス

トを活⽤
・調査業務担当者を対象とした研修を実施

事業主数
（件）

納付確定額
（百万円）

収納額
（百万円）

収納率
（％）

27,553
[27,657]

36,408
[34,587]

36,283
[34,494]

99.66
[99.73]

事業主数（件） ⾦額（百万円）

24,867[17,459] 28,156[25,236]

・事業主説明会において、障害者法定雇⽤率の引き上げ等を含め、フ
ローチャートや具体的なケースの記⼊例によりわかりやすく説明。

・記⼊説明書においても、申告・申請時に誤りが多い箇所について詳し
く説明した具体例等を記載するとともに、新型コロナウイルス感染症
に関連する取扱いについてのＱ＆Ａ集を追加。

・事業主説明会に参加できなかった事業主や事業主説明会の内容をもう
⼀度聞きたいという事業主の要望を踏まえ、パワーポイント資料に説
明⾳声を付した動画をYouTubeで配信。

（再⽣回数4,024回［3,779回］ ）

◆事業主の利便性の向上
・電⼦申告申請の利⽤

13,372件[11,112件] 
・インターネットバンキングによる

電⼦納付の利⽤
16,052件[13,108件] 

◆納付⾦の的確な徴収、調整⾦及び報奨⾦等の適正な⽀給
に向けた取組

・業務マニュアルを活⽤し、適切な徴収・⽀給業務を実施
申告事業主数 51,616件[51,559件]

・未納付事業主に対する積極的かつ継続的な納付督励を実施
電話督励 3,330件 [3,403件] 督励訪問 9件[29件]
督励⽂書・督促状の発出 224件 [268件] 

・再三の納付督励にも応じない事業主に対し、
厚⽣労働⼤⾂の認可を受けて滞納処分を実施４件[３件]

コロナ

◀
申
告
・
申
請
解
説
動
画

コロナ

◀
電
⼦
申
告
・
申
請
シ
ス
テ
ム

制度・⼿続等を
説明する動画を配信
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1-3-2 障害者雇⽤納付⾦に基づく助成⾦の
⽀給等

○概要
国においては、障害者の雇⽤促進及び継続を図るため、障害者雇⽤納付⾦に基づく助成⾦制度を設けています。
当機構では、⽀給事務（都道府県⽀部における受理・点検業務並びに機構本部における審査・⽀給業務）及び制度の

周知・広報を⾏っています。
＜主な助成⾦等の種類と概要＞ 障害者を新たに雇⽤⼜は継続雇⽤する事業主等が次の措置を⾏う場合、その費⽤の⼀部を助成
・障害者作業施設設置等助成⾦

障害者が障害を克服し作業を容易に⾏うことができるよう配慮された施設⼜は改造等がなされた設備の設置・整備
（拡⼤読書器の設置（視覚障害者）、スロープの設置（下肢障害者）等）

・障害者介助等助成⾦
障害者の障害の種類や程度に応じた適切な雇⽤管理のために必要な介助等の措置（重度視覚障害者及び四肢機能障害

者のための職場介助者の配置⼜は委嘱、聴覚障害者のための⼿話通訳・要約筆記等担当者の委嘱等）

・職場適応援助者（ジョブコーチ）助成⾦
職場適応に課題を抱える障害者に対する職場適応援助者（訪問型職場適応援助者、企業在籍型職場適応援助者）によ

る⽀援

・重度障害者等通勤対策助成⾦
重度⾝体障害者、知的障害者、精神障害者⼜は通勤が特に困難と認められる⾝体障害者の通勤を容易にするための措

置（住宅・駐⾞場の賃借等）

・重度障害者多数雇⽤事業所施設設置等助成⾦
重度⾝体障害者、知的障害者⼜は精神障害者を労働者として多数継続して雇⽤し、かつ、安定した雇⽤を継続するこ

とができると認められる事業主による障害者のための事業施設等の整備
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評価項⽬Ｎｏ． １－３－２ 障害者雇⽤納付⾦に基づく助成⾦の⽀給等
⾃⼰評価 Ｂ

Ⅰ 中期⽬標の内容
① 現地調査等による確認を必要とする助成⾦を除く１件当たりの平均処理期間30⽇以内（新規助成⾦は３年度⽬以降から対象）

※助成⾦１件当たりの平均処理期間の実績（平成25年度28.5⽇、 平成26年度29.3⽇、 平成27年度28.6⽇、 平成28年度27.6⽇）を踏まえて設定
② 助成⾦の周知に係る事業主説明会開催回数 700回以上

※障害者助成⾦の周知に係る事業主説明会開催回数の実績（平成25年度721回、 平成26年度712回、平成27年度703回、平成28年度750回）を
踏まえて設定

（過去の主務⼤⾂評価 Ｈ30年度︓Ｂ、Ｒ１年度︓Ｂ、R２年度︓B）

⽬標（指標）に対する取組状況 指 標
令和３年度 Ｒ２年度 Ｒ１年度 Ｈ30年度

実績値 達成度 達 成 度

・障害者雇⽤助成⾦システムを活⽤し⽉ごとの助成
⾦⽀給に係る進捗状況を把握

・制度理解と能⼒向上を図るため、⽀部の助成⾦業
務担当者を対象とした会議・研修を開催

現地調査等による確認を必要とする助
成⾦を除く１件当たりの平均処理期間
（⽬標値 30⽇以内）
（新規助成⾦は３年度⽬以降から対
象）

25.2⽇ 119.0% 115.8% 114.5% 108.7%

・納付⾦の事業主説明会の機会等の場を活⽤し、感
染症対策に留意しつつ助成⾦の事業主説明会を開
催

助成⾦の周知に係る事業主説明会開催
回数 （⽬標値 毎年度700回以上）

935回 133.6% 127.7% 113.1% 133.0%

Ⅱ 指標の達成状況

要因分析（実績値/⽬標値が120％以上⼜は80％未満）

指 標 要 因 分 析（①「制度、事業内容の変更」、②「法⼈の努⼒結果」、③「外部要因」のいずれかに分類して分析すること）
同⼀指標で2年続けて達成度が120％以上⼜は80％未満の場合は、⽬標変更の要否を記載すること。

現地調査等による確認を必要とする助
成⾦を除く１件当たりの平均処理期間

助成⾦の周知に係る事業主説明会開催
回数

②「法⼈の努⼒結果」③「外部要因」
令和２年度に引き続き令和３年度も新型コロナウイルス感染症感染拡⼤防⽌の観点から、説明会開催会場の収容⼈数を制限する⼀⽅で、開催
回数を増やして対応した結果、実績値120％を超えることとなった。
○⽬標変更の要否【否】
新型コロナウイルス感染症感染拡⼤防⽌の観点から開催回数を特別に増やして対応した結果であり、令和４年度において新型コロナウイルス
感染症感染拡⼤防⽌の観点からこうした対応が必要であるか不明のため。
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根 拠 理 由

効率的な助成⾦⽀給業務の実施 助成⾦の早期⽀給に向けて、障害者雇⽤助成⾦システムを活⽤し、⽉ごとの助成⾦⽀給に係る進捗状況を把握するとともに、
遅延が⽣じた場合には、事務処理の⾒直しを⾏うなど改善を図った。また、⽀給業務⼿引き及びチェックリストの活⽤等に
より、適切かつ効率的な点検確認を⾏った。

助成⾦の内容を分かりやすく紹介する事業主説明
会の開催

納付⾦の事業主説明会の機会等の場を活⽤し、感染症対策に留意しつつ助成⾦の事業主説明会を開催した。なお、説明資料
については、助成対象となる措置のポイントに係る記載や助成⾦の活⽤事例を充実させるなどして、分かりやすさの向上を
図った。

参考指標

参考事項

Ⅲ 評定の根拠
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⽀給決定

・⽀給決定、
送⾦⼿続等

◆効果的活⽤に向けた周知・広報

◆適正な⽀給業務の実施

○障害者雇⽤納付⾦に基づく助成⾦の⽀給等

主な取組内容

◆効率的な助成⾦⽀給業務の実施
・障害者雇⽤助成⾦システムを活⽤した⽉ごとの助成⾦⽀給に係る進捗状況の

把握、遅延の⽣じた場合の事務処理の⾒直し・改善
・助成⾦業務担当者会議では、事前に把握した担当者の意⾒・要望を会議の内容

に反映、また、窓⼝対応におけるヒヤリハット事例及び留意点を共有
・助成⾦⽀給事業主に対してアンケート調査を実施し、結果を⽀部にフィー

ドバックし業務改善に活⽤

・申請事業主に対して不正受給を⾏った際の措置を周知するとともに、疑
義案件への厳正な調査・点検・確認作業の実施

・アンケートにより把握した⽀給業務の問題点等について都道府県⽀部に
フィードバックすることによる情報交換の実施

・不正受給が判明した件数 ０件 [０件]

❶平均処理期間 25.2⽇ [25.9⽇]
❷事業主説明会の開催回数 935回［894回］

数値⽬標の達成状況 ⽬ 標︓30⽇以内
達成度︓119.0％
⽬ 標︓700回
達成度︓133.6％

※[ ]は前年度実績 件数 ⾦額（千円）

助成⾦の⽀給等 1,206 [2,154] 416,015 [399,657]

⽀給に係る審査業務の流れ

⽀部 本部

・申請書類の受理・点検
（提出書類の点検、

記載不備の確認）

・申請書類等を本部へ
送付

障害者作業施設設置等助成⾦（第１種作業施設設置等助成⾦）の活⽤
事例

課題改善
に向けた

取組

課題 〇聴⼒に問題はないが、障害特性（聴覚情報処理障害）により
⾳声情報の取捨選択が困難なため、意思疎通に課題があった。

○聞き取りが困難な環境でも快適な聞き取りをサポートする
「デジタルワイヤレス補聴援助システム」（ワイヤレス集⾳マ
イク、受信機等）の効果を就労⽀援機器の無料貸出し制度を利
⽤して確認していただいた上で、本助成⾦の活⽤につなげた。

〇導⼊以前は、資料や筆談形式により業務指⽰等を⾏っていた
が、導⼊後は、通常の会話による意思疎通が可能になり、円滑
な業務遂⾏が可能になった。

助成⾦
活⽤の
効果

対象者︓精神障害（発達障害により精神障害者⼿帳を取得）
業務内容︓事務職

⽀給額︓作業設備の購⼊費⽤の2/3を助成（上限あり）

審査

・⽀給要件の確認（提出書
類に基づく審査、⽀部を
通じた事業主への疑義
照会等）

・オンライン申請化に向けた準備を進め、開発業務調
達のための仕様等を検討

・令和3年4⽉施⾏の新設助成⾦及び制度改正の内容に
ついてホームページで周知

・助成⾦制度に係る説明動画（YouTube）に新設助成⾦
を追加（再⽣回数︓5,983回［3,313回］※）
※実施期間︓令和３年４⽉〜令和４年３⽉ [令和２年10⽉〜令和３年３⽉]

・動画視聴アンケートの意⾒を踏まえ、動画のスライ
ド版をホームページに掲載

・事業主アンケートの意⾒を踏まえ、助成⾦トップ
ページ上部に「様式ダウンロード」等、利⽤頻度の
⾼いコンテンツへのリンクを作成

・助成⾦の利⽤に係るＦＡＱ（よくある質問）の充実
を図り、ホームページで周知

新規

新規

過去最⾼

過去最⾼
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1-3-3 障害者雇⽤に関する各種講習、啓発及び
障害者技能競技⼤会（アビリンピック）等

○概要
・障害者職業⽣活相談員資格認定講習

障害者を5⼈以上雇⽤する事業所では、障害者の職業⽣活全般にわたる相談・指導を⾏う相談員を選任することが義務付けら
れており、その資格認定講習を当機構が実施しています。（12時間（２⽇程度）、雇⽤管理や職場適応等に関する講義、意⾒
交換会等）

・就労⽀援機器の普及・貸出
障害者の雇⽤促進に役⽴つ就労⽀援機器等の展⽰や機器選定等に係る事業主への相談・援助、事業主や事業主団体に対する当

該機器等の無料貸出しを⾏っています。
・障害者雇⽤に係る啓発事業の実施

障害者の雇⽤促進を図るため、９⽉の障害者雇⽤⽀援⽉間を中⼼とする啓発活動を⾏っています。
また、障害者雇⽤事業所の職場ルポ等、最新の雇⽤事例を中⼼に、⾝近な障害者雇⽤問題を取り上げた事業主向けの定期刊⾏

誌「働く広場」を発⾏しています。
・障害者技能競技⼤会（アビリンピック）の開催

アビリンピックは、障害のある⽅々が⽇頃職場などで培った技能を競う⼤会です。障害のある⽅々の職業能⼒の向上を図ると
ともに、企業や社会⼀般の⼈々に障害のある⽅々に対する理解と認識を深めてもらい、その雇⽤の促進を図ることを⽬的として
開催しています。
＜アビリンピックの種類＞
国際アビリンピック・・・概ね４年に１回開催されており、全国アビリンピックで優秀な成績を修めた選⼿を当機構において

⽇本選⼿団として派遣します。
全国アビリンピック・・・都道府県との共催⼜は機構本部の主催により、地⽅アビリンピックの成績優秀者等が都道府県知事

の推薦により参加して開催します。
地⽅アビリンピック・・・各都道府県⽀部が、それぞれの都道府県との共催⼜は後援を得て開催します。
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評価項⽬Ｎｏ． １－３－３ 障害者雇⽤に関する各種講習、啓発及び障害者技能競技⼤会
（アビリンピック）等⾃⼰評価 Ｂ

Ⅰ 中期⽬標の内容
① 障害者職業⽣活相談員資格認定講習の受講者数 28,000⼈以上（毎年度5,600⼈以上）

※障害者職業⽣活相談員資格認定講習の受講者数の実績（平成25〜28年度の年間平均5,185⼈） を踏まえて設定
② アビリンピック来場者に対するアンケート調査における障害者の技能への理解が深まった旨の評価 90％以上

※アビリンピック来場者に対するアンケート調査において「障害者の技能への理解が深まった」旨の評価の実績
（平成25年度、平成26年度、平成28年度の年度平均97.9％）を踏まえて設定

（過去の主務⼤⾂評価 H30年度︓Ｂ、Ｒ１年度︓Ｂ、Ｒ２年度︓Ｂ）

Ⅱ 指標の達成状況

⽬標（指標）に対する取組状況 指 標
令和３年度 Ｒ２年度 Ｒ１年度 H30年度

実績値 達成度 達 成 度

・感染症対策を着実に実施
・オンライン講習の実施
・講習実施回数の追加等により法令遵守のた

め受講が必要な者の受講機会を確保

障害者職業⽣活相談員資格認定講
習の受講者数(⽬標値 中期⽬標
期間中に28,000⼈以上（毎年度
5,600⼈以上））

5,903⼈ 105.4％ 68.0％ 111.2% 110.9%

・⼤会会場へ⼊場できる者を選⼿及び関係者
等に制限したため、アビリンピック来場者
に対するアンケートは実施できず

アビリンピック来場者に対するア
ンケート調査における障害者の技
能への理解が深まった旨の評価
(⽬標値 90％以上)

--.-% --.-% --.-% 110.3% 109.2%

要因分析（実績値/⽬標値が120％以上⼜は80％未満）

指 標 要 因 分 析（①「制度、事業内容の変更」、②「法⼈の努⼒結果」、③「外部要因」のいずれかに分類して分析すること）
同⼀指標で2年続けて達成度が120％以上⼜は80％未満の場合は、⽬標変更の要否を記載すること。

障害者職業⽣活相談員資格認定講習の
受講者数

アビリンピック来場者に対するアン
ケート調査における障害者の技能への
理解が深まった旨の評価

③「外部要因」
新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤防⽌の観点から、⼤会会場へ⼊場できる者を選⼿及び関係者等に制限したため。
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Ⅲ 評定の根拠
根 拠 理 由

○感染防⽌対策を講じた障害者職業⽣活相談
員資格認定講習の実施
○オンライン形式による講習の実施

・マスクの着⽤や定期的な換気、受講者数の調整による実施回数の増など、基本的な感染症拡⼤防⽌策を講じ、
受講者が安⼼・安全に受講できるよう努めた。
・法令遵守のため受講が必要な者に対して、確実に受講機会を提供できるようにした。
・受講機会の確保のため、緊急措置として、全国の受講希望者を対象に機構本部によるオンライン形式の講習を
１⽉と２⽉に実施した。

○コロナ禍における全国アビリンピックの開
催
○全国アビリンピックのLIVE配信及び公式
Webサイト、SNSの開設

・コロナ対策のため、⼤会会場へ⼊場できる者を選⼿及び関係者等に制限して開催した。このような中、前年を
⼤きく上回る選⼿の参加があったほか、前年は実施を⾒合わせた技能デモンストレーションを実施した。
・⼊場に当たっては、事前の登録に加え「コロナウイルスワクチンを２回接種後２週間経過している⽅、⼜は来
場初⽇から原則72時間以内に採取した検体によるPCR検査の結果が陰性であることを証明できる⽅」に限るなど、
万全な感染症拡⼤防⽌策を講じた。
・技能五輪との合同開閉会式及び競技⾵景の様⼦をLIVE配信した。

○アビリンピックプロモーション業務の実施 ・アビリンピックのブランディングの親和性を⾼めるため、マスコットキャラクター「アビリス」を決定し、周
知広報等に活⽤した。
・多くのフォロワーを有するジャーナリストにアビリンピックオフィシャルレポーターにご就任いただき、⼤会
会場において、⼤会の開催趣旨等をより分かりやすく説明するインタビュー形式による動画を作成した。

全国アビリンピックLIVE配信動画視聴者に
対するアンケート調査における障害者の技能
への理解が深まった旨の割合

障害者の技能への理解が深まった旨の割合 98.5%

参考指標

参考事項
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○テーマ︓コロナ禍を乗り越えて〜新しい働き⽅を問う〜
○参加者数︓32⼈[35⼈]
○アンケート結果︓「⼤変良かった」「良かった」

との回答 100.0％[100.0％]

○企業の⼈事労務担当者等に障害者の雇⽤に
ついてのノウハウ、情報等を提供

（毎⽉52,000部発⾏）
○職業⼤が実施する研修コース（精神・発達

障害への配慮等に役⽴つ研修）の募集案内
を掲載

○アンケートによる有⽤度︓82.8％[90.8%]

難聴者向けスピーカー

就労⽀援機器
貸し出し⼀例

➊障害者職業⽣活相談員資格認定講習の受講者数 5,903⼈ [3,806⼈]

○講習での感染拡⼤防⽌のための対応
・マスク着⽤や換気、こまめな消毒、座席の配置の分散、

体調チェックシートの記⼊、意⾒交換におけるグループ
の⼩規模化等の取組など基本的な対策を⾏い、受講者が
安⼼・安全に受講できる講習を実施

〇講習の着実な実施
・講習実施回数 96 回（うち本部開催２回）[93回]
・受講者数 5,903 ⼈ [3,806⼈]
・受講者アンケートによる

｢有⽤であった｣との回答 96.3％ [97.1％]

数値⽬標の達成状況 ⽬標︓5,600⼈ 達成度︓105.4％※[  ]は前年度実績

主な取組内容① ◆障害者職業⽣活相談員資格認定講習の実施

主な取組内容② ◆就労⽀援機器の普及・貸出

主な取組内容③ ◆9⽉の障害者雇⽤⽀援⽉間を中⼼とした啓発活動
○障害者雇⽤優良事業所等表彰式

＜厚⽣労働⼤⾂表彰・機構理事⻑表彰＞
・障害者雇⽤優良事業所表彰︓36件[57件]
・優秀勤労障害者表彰︓32件[44件]

○障害者雇⽤⽀援⽉間における絵画・写真コンテスト⼊賞作品展⽰会
障害者等から募集し⼊賞した作品を全国５会場で展⽰
応募点数︓1,898点［1,206点］
表彰件数︓80件［80件］

◆障害者の職場改善事例の収集等
・令和２年度に収集した職場改善好事例における事業主（⼊賞以外の事業主等を

含む）の取組内容をホームページに追加掲載し、「障害者の労働安全衛⽣対策
ケースブック」を作成して広く周知

◆定期刊⾏誌「働く広場」の発⾏

◆公開座談会の開催

〇就労⽀援機器アドバイザーによる専⾨的な相談・援助や技術指導を実施
・貸出事業所数 183事業所 [195事業所] ・アンケートによる有⽤度 87.4% [88.0%]

コロナ

○感染症影響下の令和３年度実績
・基本的な感染症防⽌対策を講じ、着実に実施したこと

で、コロナ禍前近くの⽔準を達成
・法令遵守の観点から受講が必要な者の受講機会を確保

（2,564⼈︓全受講者の43.4％）

○オンライン講習の実施
・受講機会を確保するための緊急措置として、全国の受講希

望者を対象に、機構本部によるオンライン形式の講習を１
⽉と２⽉に実施

コロナ

6,210 6,225 

3,806 

5,903 

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000

H30 R1 R2 R3

講習受講者数の推移

（⼈）

新規 コロナ

本部によるオンライン形式での講習

過去最⾼

○障害者職業⽣活相談員資格認定講習、就労⽀援機器の普及・貸出、障害者雇⽤に係る啓発事業の実施
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LIVE配信動画視聴者に対するアンケート調査における
障害者の技能への理解が深まった旨の割合 98.5 ％
（アンケート回答数 340件）

○障害者技能競技⼤会（アビリンピック）の開催

❷アビリンピック来場者に対するアンケート調査における障害者の技能への理解が深まった旨の評価 --.-％ [--.-％]

数値⽬標の達成状況 ⽬標︓90% 達成度︓--.- ％

主な取組内容④

※[  ]は前年度（第40回⼤会）実績

・⼤会期間︓令和３年12⽉17⽇〜20⽇
・開催場所︓東京都（東京ビッグサイト）
・実施種⽬︓25種⽬[25種⽬]
・総選⼿数︓370⼈ [330⼈招聘選⼿を含む] 
・来場者数︓選⼿及び関係者等のみ

LIVE配信等ｱｸｾｽ数︓114,310件［93,721件］
・技能デモ ︓ｸﾗﾌﾄﾃｰﾌﾟかごﾊﾞｯｸﾞ製作

OA機器等メンテナンス

・⼤会開催に当たり「新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のための具体的
な措置」を策定し、全ての⼤会関係者が遵守

・具体的には、基本的な感染対策を徹底するほか、来場者をコロナワク
チン接種済み⼜はPCR検査の結果、陰性を証明できる選⼿及び関係者
等のみに制限

・同時開催した技能五輪全国⼤会と⼀体的な運営

◆第41回全国アビリンピック

・アビリンピック公式Webサイト及びSNSの運⽤
- 技能五輪との合同開閉会式（成績発表）、競技等⾵景をLIVE配信

・東京都と連携した広報
- 公式WebサイトやSNSの相互リンク・フォローによる情報発信等

・マスメディア等による紹介
- テレビニュース(NHK地⽅放送ほか)、

地元新聞等(30都道府県)
・アビリンピックプロモーション業務の実施

- マスコットキャラクターの決定
- 多くのフォロワーを有するジャーナリスト
（堀 潤⽒）のオフィシャルレポーター就任

◆周知広報の取組

◆⼤会運営の⼯夫等

・開催状況︓44都道府県で開催 ※中⽌の場合、全国アビリンピック参加選⼿の選考会を開催
・競技参加選⼿数︓2,292⼈ [1,694⼈]
・競技実施種⽬数︓延べ411種⽬ [延べ350種⽬]
・来場者数︓7,722⼈［4,723⼈］※うち35⽀部が無観客開催
・マスコミによる報道︓160件（126件）
・コロナ対策のため、会場⽇程及び競技開始時間をずらした分散開催を実

施したほか、競技課題に取組んだ成果物等をDVD等に保存の上、提出審
査する課題提出型等、できる限り選⼿が⼀堂に会しない形態による⼤会
運営を実施

・ライブ配信、⼤会ダイジェスト映像の制作等、⼤会来場者以外への新た
な周知広報活動の実施

地⽅アビリンピックの開催

※参考 コロナ

・第10回国際アビリンピック（ロシア⼤会）は、令和３年５⽉に開催予定
であったところ新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡⼤の影響を受
け延期。令和４年中の開催に向けて⽇程調整が⾏われたが、ロシア連邦
によるウクライナ侵攻後の国際情勢を受け、国際アビリンピック連合
（IAF）は令和４年４⽉に⼤会の中⽌を決定

国際アビリンピックに向けて（※ロシア⼤会は中⽌）

コロナ

コロナ

コロナ

コロナ

コロナ

洋 裁 パソコン操作製品パッキング

技能五輪全国⼤会との
合同開会式における選⼿宣誓

アビリス
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