
機関名 豊中市 教育委員会 市議会事務局 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局  

消防局 上下水道局 市立豊中病院 

任命権者 豊中市長 教育委員会 議会の議長 選挙管理委員会 代表監査委員 消防長  

上下水道事業管理者 病院事業管理者 

計画期間 令和２年（２０２０年）４月１日～令和６年（２０２４年）３月３１日 

課題  豊中市においては、障害者任免状況通報の対象となる機関（豊中市、教育委員会、

上下水道局、市立豊中病院）の 4 機関全体としては障害者雇用率を達成しているが、

教育委員会及び市立豊中病院の 2 機関について、各機関だけで雇用率の達成には至っ

ていない状況である。 

 障害者の採用については、市長部局において身体障害者等を対象として試験を実施

し、採用者を各機関へ出向させる方法をとっているが、試験を実施しても当該障害者

の応募が少なく、採用に至らない年度もあり、障害者雇用率を達成するためには、よ

り多くの方が受験しやすい環境を整備していくことが必要である。 

目標 ① 採用に関する目標 

【実雇用率】（各年 6月 1日） 

市全体として法定雇用率を上回るとともに、各任命権者機関単位でも法定雇用率を上

回ることを目標とする。（令和元年度現在法定雇用率 2.5%） 

豊中市 2.6%以上   （令和元年度 2.78％） 

教育委員会 法定雇用率以上（令和元年度 2.11％） 

上下水道局 法定雇用率以上（令和元年度 2.75％） 

市立豊中病院 法定雇用率以上（令和元年度 1.67％） 

合算 2.6%以上   （令和元年度 2.55%） 

※ 豊中市、教育委員会、上下水道局、市立豊中病院は人的関係が緊密であることか

ら、障害者の雇用の促進等に関する法律（以下、法という。）第 42 条に基づく特

例により 4 機関合算で法定雇用率の達成をめざしている。 

 

【採用選考試験受験者数】 

より多くの方が受験していただけるような採用選考試験をめざします。 

豊中市 身体障害者を対象とした採用選考試験 応募者数 

〇 常勤職員 

募集人数の 2 倍以上 （令和元年度 1 倍） 

〇 会計年度任用職員 

  募集人数の 2 倍以上 （令和元年度 1 倍） 

② 定着に関する目標 

障害があっても働きやすい職場づくりをめざします。 

全機関共通 不本意な離職者を極力生じさせない。 
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③ キャリア形成に関する目標 

【精神障害者チャレンジ雇用職員の民間企業等への就業移行者数】 

精神障害者チャレンジ雇用事業により採用した会計年度任用職員について、企業等へ

の就職につなげます。 

豊中市実施       3 名 

【知的障害者就労支援事務の従事業務件数】 

知的障害のある職員について、再生紙回収、連絡便配達、印刷、事務補助などの業務

に円滑に従事できるように、就労支援を行います。 

豊中市実施       200 件 

④ 職場の障害者に対する理解促進に関する目標 

【職場における障害者の理解研修会の実施】 

障害者の就労についての理解と認識を深めるための研修を実施します。（研修は豊中市

の全機関の職員が受講対象です。） 

全機関共通 年 1 回以上実施 （令和元年度 1 回 ） 

⑤ 障害者の活躍の場の拡大推進に関する目標 

【障害者職場体験実習受け入れ】 

一般就労を希望する障害のある人などの就労体験の場として、市機関の課等において

業務を体験（1 ヶ月以内）する機会を提供します。 

全機関 〇 実習職場数 

28 か所 （平成 30 年度 23 か所） 

〇 実習人数 

  38 人  （平成 30 年度 30 人） 

【障害者優先調達推進法に基づく調達指針の運用】 

障害者就労施設の提供する物品・サービスを豊中市において優先的に調達します。 

全機関 〇障害者就労施設等から市が調達した物品の額 

現水準以上（平成 30 年度 3,007,435 円） 

〇障害者就労施設等から市が調達した役務の額 

  現水準以上（平成 30 年度 29,115,783 円） 

  



取組内容 

1 障害者の活躍を推進する体制整備 

(1)組織面 （組織面においては、別添「障害者活躍推進計画における体制図」にて補足します。） 

〇 障害者雇用推進者を各機関において下記の者を選任します。 

  豊中市       ・・・総務部長 

  教育委員会     ・・・事務局長 

  市議会事務局    ・・・事務局長 

  選挙管理委員会事務局・・・事務局長 

  監査委員事務局   ・・・事務局長 

  消防局       ・・・消防局長 

  上下水道局     ・・・経営部長 

  市立豊中病院    ・・・事務局長 

〇 豊中市では、雇用する障害者の職場定着の推進を目的として、職場環境づくりと 

職域開発などを協議するため、「障害者職場定着フォロー委員会」を設置しています。

また、同委員会のもとに、本市で雇用する障害者の就労支援を補助する目的として、

「障害者就労支援アドバイスチーム」を設置しています。なお、同委員会の座長は

総務部長とし、市の全機関を対象としています。 

〇 「障害者職場定着フォロー委員会」については年 1 回以上実施し、本計画の実 

施状況等を報告します。 

〇 「障害者就労支援アドバイスチーム」は、総務部行政総務課、人事課、職員課、 

市民協働部くらし支援課、福祉部障害福祉課の職員及び主任産業医から構成されて 

おり、構成員を相談員とした「障害のある職員とその職場の相談窓口」を設置して 

います。 

〇 当計画においては、各機関における担当者、障害者就労支援アドバイスチーム、 

障害のある職員のうち希望する者が参画する「障害者活躍推進計画作成検討会議」 

を設置し、「障害者職場定着フォロー委員会」の意見を参考にし、作成しています。 

（２）人材面 〇 障害者職業生活相談員に選任された職員のうち法に定める資格を有していない者 

について、大阪労働局が開催する障害者職業生活相談員資格認定講習を受講させま 

す。 

〇 「障害者の就労についての理解と認識を深めるための研修」を年１回以上実施し、 

各機関の職員への受講を促します。 

〇 知的・精神障害のある職員が配置されている職場の係長等と障害者就労支援アド 

バイスチームとの「障害者就労支援担当者連絡会」を開催し、障害者就労について 

の情報共有と今後の業務の進め方の検討を行います。 

２ 障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

 〇 障害のある職員の能力や希望も踏まえ、職域開発について検討していきます。 

〇 障害のある新規採用職員について、本人の希望を踏まえて面談を行い、障害者と 

業務の適切なマッチングができているかの点検を行い、必要に応じて検討していき 



ます。 

３ 障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

(1)職務環境 〇 基礎的環境整備として、障害のある職員の配属や要望を踏まえ、設備の改修等を 

検討します。（多目的トイレの設置等実績あり。） 

〇 障害のある職員からの要望を踏まえ、就労支援機器の購入を検討します。（読み上 

げソフト等の導入実績あり。） 

〇 障害のある職員について、本人の希望を踏まえて面談を行い、必要な配慮等につ 

いて把握し、必要な措置を講じます。 

〇 なお、措置を講じるに当たっては、障害のある職員からの要望を踏まえつつも、 

過重な負担にならない範囲で適切に実施します。 

(2)募集・採用 〇 身体障害者を対象とした職員採用選考試験を実施します。また、より受験しやす 

い採用選考試験となるよう募集要件等の見直しについて検討し、受験者数の増加に 

努めます。 

〇 身体障害者を対象とした会計年度任用職員採用選考試験を実施します。また、よ 

り受験しやすい採用選考試験となるよう募集要件等の見直しについて検討し、受験 

者数の増加に努めます。 

〇 精神障害者及び知的障害者を対象とした会計年度任用職員を雇用し、業務を行う 

ことを通じて、企業への就職につなげるチャレンジ雇用事業を実施します。必要に 

応じて、キャリアカウンセリング、仕事紹介等を行います。 

〇 採用選考試験実施に当たり、障害者からの要望を踏まえ、点字試験の実施等必要 

な配慮を行います。 

〇 募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行いません。 

 ・特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。（ただし、「身体障害者対象」 

など、特定の障害者を対象とした試験を除く。） 

 ・自力で通勤できることといった条件を設定する。 

 ・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 

 ・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」といっ 

た条件を設定する。 

 ・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 

(3)働き方 〇 テレワーク勤務や時差出勤制度を試行的に導入し、柔軟な働き方について検討し 

ます。 

〇 スマートオフィスの推進を通じて、障害があっても能力が発揮できる環境の整備 

に努めます。 

〇 年次有給休暇の取得を促進します。 

(4)キャリア形

成 

〇 障害の有無にかかわらず、職場・人事、研修等の連携により本人の意欲や能力を 

最大限引き出す職員の育成を推進していきます。 

〇 精神障害者及び知的障害者を対象とした会計年度任用職員を雇用し、業務を行う 

ことを通じて、企業への就職につなげるチャレンジ雇用事業を実施します。必要に 



応じて、キャリアカウンセリング、仕事紹介等を行います。（再掲） 

(5)その他人事

管理 

〇 新規採用職員の配属及び部署異動においては、職員の適性等を踏まえた配属を行 

います。 

４ その他 

 〇 一般就労を希望する障害のある人などの就労体験の場として市機関を提供するこ 

とにより、障害のある人の就労を促進します。 

〇 障害福祉サービス事業所等の障害者就労施設で就労する障害のある人や在宅で就 

業する障害のある人の経済面での自立を進めます。 

〇 障害者就労施設の提供する物品・サービスを豊中市において優先的に調達するこ

とを進めます。 

〇 障害者就労施設の提供する物品・サービスをホームページなどでまとめ、調達を

促進します。 

 

 



障害者活躍推進計画における体制図

障害者職場定着フォロー委員会
構成：総務部長（座長・雇用推進者）、総務部行政総務課長、総務部人事課長、市民協働部くらし支援課長、福祉部障害福祉課長、
健康医療部保健予防課長、市立豊中病院事務局総務企画課長、教育委員会事務局総務課長、市職員のうちから市長が指名した者

障害者就労支援アドバイスチーム
構成：総務部行政総務課員、総務部人事課員、総務部職員課員、市民協働部くらし支援課員、福祉部障害福祉課員、主任産業医

障害者活躍推進計画作成検討会議
各機関担当者、障害者就労支援アドバイスチーム、

参画を希望する障害のある職員

豊中市
雇用推進者：総務部長

教育委員会
雇用推進者：事務局長

上下水道局
雇用推進者：経営部長

市立豊中病院
雇用推進者：事務局長

市議会事務局
雇用推進者：事務局長

選挙管理委員会
雇用推進者：事務局長

監査委員事務局
雇用推進者：事務局長

消防局
雇用推進者：消防局長

各機関：計画の決定及び推進

・計画案の報告
・計画の実施状況
等の報告

・担当者の参画

アドバイスチームの参画

・計画案の報告

・計画案への意見
・計画の実施状況
等への意見


