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事業名 障害者等雇用支援事業

平成28年度 31,490千円 （平成27年度 30,280千円）１．予算措置状況
(県単独事業）

事業期間：H27～H29

２．事業の概要
(1) 目的

障害者等、就職に関して特に支援が必要な者への就労支援を総合的に実施するこ
とにより、社会参加と自立を促し、もって本県の雇用状況の全体的な改善を図る。

(2) 現況
沖縄県の民間企業における障害者の実雇用率は、法定雇用率を達成しているが、

、 。未達成企業も約半数であり 障害者雇用の推進についてはまだ不十分な現状がある
本事業を通じ、県内各圏域で障害者雇用に重要な役割を果たす障害者就業・生活支
援センターの機能強化、障害者雇用に関する周知啓発等を行い、障害者雇用の推進
を行う必要がある。

(3) 事業の内容

①障害者等雇用開拓・定着支援事業
県内の障害者就業・生活支援センター（南部・宮古・八重山地区） に、障※１

害者雇用開拓・定着支援アドバイザー4名を配置する。アドバイザーが圏域内の
企業へ障害者雇用の職場開拓の働きかけ、雇用に際しての相談や各種支援制度の
助言、働く障害者の定着支援を行う。
※１ 就業や、生活支援を必要とする障害者に対して、雇用・福祉・教育等の関係機関と連携しながら、

障害者の職業生活における自立を図るために必要な支援（就業、生活に関する指導、助言、職業準備訓練

のあっせんなど）を行う機関。社会福祉法人等の中から県知事が指定、県内5カ所にセンターがある。

【委託先・アドバイザー配置人数】
地区 配置数 委託先

北部 0人 配置なし

中部 0人 配置なし

南部 2人 社福）若竹福祉会（南部地区障害者就業・生活支援センターかるにあ）

宮古 1人 社福）みやこ福祉会（障害者就業・生活支援センターみやこ）

八重山 1人 社福）わしの里（八重山地区障害者就業・生活支援センターどりいむ）

障害者雇用の働きかけやアドバイス〈事業スキーム〉

②障害者等雇用事例周知啓発事業
障害者雇用創出事例等を紹介する情報紙「まじゅんワーク」作成、様々な媒体

を活用した地方アビリンピックに関する広報等を通じ、広く県民、企業に向けた
障害者雇用の意義や実例、助成制度等の周知を行う。

障害者就業･生活支援センター

（障害者雇用開拓･定着支援アドバイザー）
県

委託

事業主

障害者定着支援･相談

＊ＨＷ等、関係機関と連携
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事業名：障害者等雇用支援事業

【委託先】株式会社琉球新報開発
【予算区分】委託料

〈スキーム〉

③障害者雇用関係行事の実施（直接実施、一部委託）
関係機関と連携し、以下の行事を行う。

・沖縄県障害者雇用優良事業所・優秀勤労障害者表彰
・沖縄県障害者技能競技大会（地方アビリンピック）
・障害者合同面接会
・経済団体への障害者雇用要請
・障害者雇用啓発リーフレット作成
※「平成30年度全国障害者技能競技大会」の沖縄県開催が決定された（H26）

【委託先】直接実施、一部を委託予定
【予算区分】委託料、報償費、旅費、需用費、役務費

(4) 期待される事業効果
①障害者等雇用開拓・定着支援事業

障害者就業・生活支援センターへアドバイザーを配置することにより、圏域内
の障害者の職場開拓、働く障害者の定着促進が期待される。

②障害者等雇用事例周知啓発事業
障害者雇用に関連する情報発信を広く行うことにより、社会の広い範囲での障

害者雇用への理解の醸成、障害者の雇用促進が期待できる。

③障害者雇用関係行事の実施（抜粋）
・障害者雇用優良事業所・優秀勤労障害者表彰式
障害者を積極的に多数雇用し障害者雇用促進と職業安定に貢献した優良事業所
や、優秀勤労障害者の表彰を通じ、広く社会一般に障害者雇用に関する周知、
障害者の雇用拡大につながることが期待できる。

・沖縄県障害者技能競技大会（地方アビリンピック）
同大会の実施を通じ、障害者の職業能力の向上、障害者に対する社会の理解と
認識を高め、障害者雇用の促進と地位向上につながることが期待される。

（Ｈ２７）３ 事業実績
活 動 目 標 対 象 H27年度目標値 H27年度実績

アドバイザーによる 参画企業数（延べ） 450社 965社

（延べ）事業所訪問件数

障害者雇用情報紙発行数 県民・企業 約32万部×４回 ４回合計

1,235,145部

障害者雇用啓発セミナー 県民・企業 １回 １回

(400人規模) (565人)

受託業者

○障害者雇用情報紙作成･配布

○様々な媒体を活用した広報

県

委託

障害者雇用促進、障害者雇用

への理解を醸成する
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事業名：障害者等雇用支援事業

●障害者雇用に関する表彰
○障害者雇用優良事業所（県知事賞 ：１事業所 株式会社プロトデータセンター）
○優秀勤労障害者 （県知事賞 ：１名）
※他に独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構理事長表彰、理事長努力賞表彰等

●障害者技能競技大会
、 、 、○県大会開催種目：ワードプロセッサー パソコンデータ入力 ビルクリーニング

喫茶サービス、表計算、オフィスアシスタント
○参加選手：３４名
※全国障害者技能競技大会（アビリンピック）はＨ２７は開催なし

４ 事業目標
活 動 目 標 対 象 H28年度目標値

参画企業数（延べ） 450社ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる事業所訪問件数(延べ)

障害者雇用情報紙発行数 県民・企業 新聞折込等で発行(約31万部×年2回

５．補足説明
民間企業における雇用状況(1)

平成27年6月1日現在の民間企業 従業員50人以上の企業が調査対象 の障害者実雇用率は2.（ ）

29%で、7年連続で法定雇用率（2.0%）を達成した。実雇用率の全国平均は 1.88％であり、

本県は平成8年以降20年連続で全国平均を上回っている。

なお県内調査対象企業871社中、法定雇用率の達成企業は525社で、60.3％である。

※障害者法定雇用率は平成２５年４月１日より、以下のとおり引き上げとなった。

また、民間企業における事業主の範囲が従業員５６人以上から５０人以上へと拡大された。

事業主区分 従前 現行
民間企業 １．８％ ２．０％
国・地方公共団体 ２．１％ ２．３％
都道府県等の教育委員会 ２．０％ ２．２％

(2)障害者就業・生活支援センター（ナカポツセンター）とは

○就職希望、あるいは在職中の障害のある方が抱える課題に応じ、雇用及び福祉の関係機関

との連携の下、就業・定着支援担当者（沖縄労働局が委託）と生活支援担当者（県障害福

祉課が委託）が協力し、就業面及び生活面の一体的な支援を行っている。

○センターの指定は 障害者の雇用の促進等に関する法律 第27条に基づき都道府県知事 雇、「 」 （

用政策課担当）が行っている。

○厚生労働省では全国すべての障害保健福祉圏域でのセンター設置を目指しており、県内で

は、全圏域に設置済みである。

○県内障害者就業・生活支援センター 指定状況

北部 平成13年4月1日 指定法人：社会福祉法人名護学院

中部 平成16年6月1日 指定法人：社会福祉法人新栄会

南部 平成22年5月1日 指定法人：社会福祉法人若竹福祉会

宮古 平成23年4月1日 指定法人：社会福祉法人みやこ福祉会

八重山 平成23年4月1日 指定法人：社会福祉法人わしの里

雇用対策法第５条、障害者雇用促進第２７条６．関係法令、条例、規則等

沖縄21世紀ビジョン Ⅲ-(10)-ア 雇用機会の創出・拡大と求職者支援
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事業名 職場適応訓練事業費

平成28年度 26,055千円 （平成27年度 26,082千円）１．予算措置状況
（国庫支出金：職場適応訓練費1/2補助）

２．事業の概要
(1) 目的

障害者等の就職困難者を対象として、県と事業所で委託契約を結び、事業所にお
いて実際の業務に係る作業について訓練を行い、訓練生の作業環境への適応を容易
にさせることを目的とする。また、訓練修了後は、当該事業所に訓練生が継続雇用
されることを期待して実施する。

(2) 現況
長年、失業率が全国平均を大きく上回る本県において、雇用対策は重要課題であ

る。障害者雇用の分野においても、近年障害をもつ求職者の数は増加している。
また、本県の民間企業における障害者の実雇用率は2.29％であり、法定雇用率の2.
0％を達成しているが、未達成企業の割合も39.7％とほぼ半数となっている。

(3) 事業の内容
公共職業安定所の求職者のうち職場適応訓練が必要な者に対し、公共職業安定所

長が訓練受講指示を行い、県が訓練を事業主に委託実施する。
訓練期間は６カ月以内（重度障害者など、特に公共職業安定所長が必要と認めた

場合は１年以内）である（訓練結果が良好な場合は、訓練期間満了前に雇用関係を
。結ぶことができる。）

訓練を受託した事業主には職場適応訓練費、訓練生には職場適応訓練手当を支給
する。

、 、 。なお 雇用保険受給者に係る職場適応訓練は 平成20年度から国が実施している

○訓練手当（訓練生に支給）
（那覇市内居住者 ・ (那覇市外居住者・未成年)基本手当：日額3,930円 日額3,530円）

受講手当：日額500円 （上限：40日） 通所手当：月額42,500円（上限）

○訓練費（事業主に支給）
月額25,000円（重度障害者 ・24,000円（重度障害者以外））

〈事業スキーム〉

　　　　　　　　　⑦訓練費支給
⑦ 訓練手当支給

　　④委託契約締結

　①求職票提出 　①求人票提出

　②事業所紹介・受講指示 　②人材紹介

　③職場適応訓練申込書 　③職場適応訓練受託申込書

　④職場適応訓練実施決定通知書

　⑥訓練手当請求書 　⑥訓練費請求書

　　　　　　　　⑤　職場適応訓練実施

　　　　　　　　⑧　雇い入れ（訓練終了後）

求
　
　
　
職
　
　
　
者

事
　
　
業
　
　
主

公
共
職
業
安
定
所

沖縄県

書類
送付
③⑥

書類
送付
④
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事業名：職場適応訓練事業費

共済費、報償費、需用費、委託料①予算区分：
沖縄県②実施主体：
国庫（１／２）※需用費は補助対象外③補 助 率：

(4) 期待される事業効果
事業所は訓練期間中、訓練生の職務態度や適性を見極め、訓練生の程度に応じ

た作業の検討を行い、雇用に向けた検討を行うことができる。また訓練生は、訓
練期間中に訓練手当の支給を受けることができ、事業所の実際の雰囲気、作業内

、 。容を体験することでスキルアップが図れ 雇用に向けて検討を行うことができる

３ 事業実績

項 目 活 動 指 標 H26 H27
訓練受講者数 訓練人数 12人 25人

訓練終了後の雇用継続者数 訓練修了後の就職者数 4人 9人

４．活動目標

項 目 活 動 指 標 H28目標値
訓練受講者数 訓練人数 30人

訓練終了後の雇用継続者数 訓練修了後の就職者数 15人

５．補足説明

(１）訓練対象者
次のいずれかに該当する者であって、公共職業安定所長が職場適応訓練を受講す

ることを指示した者。
①身体障害者、知的障害者、精神障害者
②県内在住の30歳未満の者で常用雇用を希望し、安定した職業についていない者
③僻地又は離島居住者で学校卒業後1年を経過し、かつ安定した職業についていな
い者

④中高年齢失業者等求職手帳所持者
⑤母子家庭の母等
⑥その他
※実際の職場適応訓練受講者は、障害者のみとなっている。

６．関係法令・条例・規則等
雇用対策法第５条・雇用対策法第18条

沖縄21世紀ビジョン Ⅲ-(10)-ア 雇用機会の創出・拡大と求職支援
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事業名 ひとり親世帯就職サポート事業

平成28年度 49,894千円１．予算措置状況
(沖縄振興一括交付金 8/10補助)

事業期間：H27～H29
※ ～ に実施の「戦略的雇用対策事業」の分離事業 （平成 年度 千円）Ｈ２４ Ｈ２６ ２７ ６２，４００

２．事業の概要
(1) 目的

子育てと就業との両立が困難であることや、就業に必要な機会を必ずしも十分に
有してこなかったこと等の理由により不安定な雇用形態となりがちなひとり親世帯
に対し、就職支援を行うことにより沖縄県の雇用状況の改善を図る。

(2) 現況
（ ） 、 、沖縄県のひとり親 母子及び父子 家庭については 出現率が全国の２倍であり

児童扶養手当受給率が全国１位である。
（ひとり親世帯の出現率）

父子世帯：0.90%(沖縄)、0.48%(全国)、母子世帯：5.462%(沖縄)、2.65%(全国)
（就労している者のうち正規職員として就労している者）

父子世帯：53.8%(沖縄)、67.2%(全国)、母子世帯：39.4%(沖縄)、39.4%(全国)
※沖縄県数値は「平成25年度沖縄県ひとり親世帯等実態調査報告書」

「 （ ）」 「 」※全国数値は 平成23年度全国母子世帯等調査 厚生労働省 調査結果を 平成23年度国民生活基礎調査

の世帯数で除して算出

(3) 事業の内容
託児機能付の基礎研修と３か月の短期雇用契約に基づく職場訓練を実施する。
①対象者 ひとり親世帯の父母等
②定 員 年間70人

(１時間当たり880円支給)③手当等 基礎研修期間：訓練生へ手当を支給
（企業に雇用されるため企業から給与職場訓練期間：訓練生への手当は支給しない

の支給がある）

（上限26,000円/月）訓練生へ保育料の支援を行う
(1日当たり2,000円 上限4万円/月)受入事業所へ訓練委託料を支給 、

〈事業スキーム〉

事業イメージ

沖
縄
県

採用予定のある
企業等

子育て中の
ひとり親家庭求職者

○委託事業者
◆求職者募集、選考、企業開拓、
研修実施、職場訓練の進捗管理、
未就職者へのフォロー、不安定な
雇用形態の者の多いひとり親世帯
を継続雇用につなげる支援等

◆基礎研修中の託児支援
※認可外保育施設指導監督基準に
基づき有資格者を配置

・基礎研修（託児機能有り）
・訓練生には1時間あたり880円の
訓練手当支給。

継続雇用へ

申
込

申
込

子育てに
理解のある企業

委託

国 8/10 県2/10

・3か月間の短期雇用契約に
基づく職場訓練
・受入企業等へは、1日2,000円の
訓練委託料を支給。
・フォローアップ研修
職場訓練中、働く意欲を高める
ために月１回程度実施
・子育て支援
子どもを保育園や学童保育に
預けた場合等に１月あたり
26,000円を上限として
保育料等の支援を行う。



- 46 -

事業名：ひとり親世帯就職サポート事業

委託料①予算区分：
(公社)沖縄県母子寡婦福祉連合会(代表法人)、(株)琉球新報開発②委 託 先：
募集、選考、研修実施、職場訓練事業所開拓等③委託内容：

(3) 期待される事業効果
基礎研修の実施と3か月の職場訓練による技能向上、職場環境への適応により、

訓練先での継続雇用が図られひとり親世帯の就職率の向上、世帯収入の安定につな
がる。

３． 事業実績
座学研修 職場訓練 就職者数 就職率 職場訓練先への 職場訓練先への

開始者数 実施者数 継続雇用者数 継続雇用率

Ｈ27目標 60人 60人 42人 70% 30人 50%

Ｈ27実績 63人 63人 54人 86% 34人 54%

※雇用形態別に見ると就職者数の内訳は下記のとおりとなっている。

〈就職者総数 ：５４名（派遣社員、パート等を含む）〉
〈就職者の雇用形態〉
正 社 員：１０名（職場訓練先 ７名、訓練先以外３名）
契約社員：１２名（職場訓練先１１名、訓練先以外１名）
パ ー ト：２３名（職場訓練先１６名、訓練先以外７名）
派 遣： ２名（２名とも訓練先以外へ就職）
不 明： ７名（７名とも訓練先以外へ就職）

．事業目標（H28年度）４
座学研修 職場訓練 就職者数 就職率 職場訓練先への 職場訓練先への

開始者数 実施者数 継続雇用者数 継続雇用率

70人 70人 49人 70% 35人 50%

５．補足説明
、 （ ） 。 、(1)平成27年度から 訓練手当支給を基礎研修中 ５日又は21日 も対象とした 保育料支援は

訓練生１名当たり25,000円から、子ども１名当たり月額26,000円に増額し、職場訓練中の支

援を充実させている。

(2)子育てに理解のある企業を中心に企業開拓を行っている。

(3)職場訓練先での継続雇用を促進するため、職場訓練中に定期的な面談やフォローアップ研修

を行い就職への意欲を高めると同時に、子育てと仕事の両立を図るため、ひとり親家庭が利

用可能な日常生活支援事業などの制度や、病児保育やファミリーサポートの活用方法の周知

に努めている。

(4) 事業の変遷

H24 戦略的雇用対策事業（子育て の就職技術力向上支援事業） 職場訓練 月 定員100名ママ １ヶ

H25 戦略的雇用対策事業（子育て の就職サポート事業） 職場訓練 月 定員 60名ママ ３ヶ

H26 戦略的雇用対策事業（子育て の就職サポート事業） 父子家庭を追加 定員 60名ママ

H27 ひとり親世帯就職サポート事業 定員 60名

H28 ひとり親世帯就職サポート事業 定員 70名

６．関係法令、条例、規則等
雇用対策法第５条

沖縄21世紀ビジョン Ⅲ-(10)-ア 雇用機会の創出・拡大と求職支援
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事業名 高齢者雇用対策事業

平成28年度 16,607千円 （平成27年度 17,817千円）１．予算措置状況
（県単独事業）

２．事業の概要
(1) 目的
定年退職者等の高年齢者に対して、地域に密着した臨時的、短期的な仕事を提供

し、高年齢者の生きがいの充実や社会参加を促進するとともに、年金等社会制度改
革に円滑に対応させる。

(2) 現況
昭和57年の那覇市シルバー人材センター設置を皮切りに、現在では県内１７市町

村（11市３町３村）にシルバー人材センターがある。また、平成9年には各市町村シ
ルバー人材センターをとりまとめ、活動支援等を行うシルバー人材センター連合も
設立された。しかし、全国のシルバー人材センター設置率81.3％に対し、県内は
41.5%と依然として低いことから、未設置町村に対する設置に向けた働きかけが必要
である。

(3) 事業の内容
シルバー事業の健全な発展を図るため、県シルバー人材センター連合及び新設シ

ルバー人材センターの管理費、事業費に対して補助を行う。また、シルバー人材セ
ンター事業の拡充・強化、全国並みの設置率に向けて、未設置町村への設置促進を
図る。

〈事業スキーム〉

補助金①予算区分：
沖縄県シルバー人材センター連合、新設シルバー人材センター設置市町村②補助対象：

③補 助 率：-

(4) 期待される事業効果
本補助金の交付により、県内のシルバー人材センターの体制が強化され、シルバ

ー人材センターの会員数や契約金額等の拡大に繋がり、高年齢者の生きがいの充実
や社会参加の促進が図られる。

（17センター分）３ 事業実績
H27実績活動目標 対 象 活 動 指 標

5,842人会員数 シルバー人材センター連合等 シルバー人材センター会員数

県

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合

新設シルバー人材センター設置市町村補助(3年)

補助

未設置町村設置の働きかけ

設置の働きかけ



- 48 -

事業名：高齢者雇用対策事業

４ 事業目標
H28目標活動目標 対 象 活 動 指 標

5,900人会員数 シルバー人材センター連合等 シルバー人材センター会員数

５．補足説明
年度 過去３年間

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度項 目

５,５５５人 ５，６６９人 ５，８４２人１．シルバー人材センター会員数

２,３５１百万円 ２，４０５百万円 ２，４１０百万円２．シルバー人材センター契約金額

(1) 市町村シルバー人材センター設置促進強化について
失業率が全国平均を大きく上回る本県において、高齢化社会への移行に対応する

、 。ことを目的とした シルバー人材センター事業の全県的な拡充は必要不可欠である
そのため新設の市町村シルバー人材センターに対して、早期に運営基盤を強化す

ることを目的に 「沖縄県高年齢者就業機会確保事業費補助金（新設シルバー人材セ、
ンター分 」に基づき、３年間を限度に運営費等の助成を行っている。なお、補助団）
体が複数ある場合は、予算額の1/2の額を対象団体で案分、残りの1/2の額を4月1日
現在の会員数の割合で案分して算出する。

(2) シルバー人材センター設置状況（17市町村において設置済み）
市部(11)

○那覇市 (公社)那覇市シルバー人材センター 設立S57.4.22

○宜野湾市 (公社)宜野湾市シルバー人材センター H2.2.16

○石垣市 (公社)石垣市シルバー人材センター H4.9.1

○浦添市 (公社)浦添市シルバー人材センター S63.4.30

○名護市 (公社)名護市シルバー人材センター H21.2.22

○糸満市 (公社)糸満市シルバー人材センター H3.12.1

○沖縄市 (公社)沖縄市シルバー人材センター S59.5.16

○豊見城市 (公社)豊見城市シルバー人材センター H16.4.1

○うるま市 (公社)うるま市シルバー人材センター H1.1.13

○宮古島市 (公社)宮古島市シルバー人材センター H4.9.11

○南城市 (公社)南城市シルバー人材センター H20.2.27

国頭郡(0)

中頭郡(4)

○読谷村 読谷村シルバー人材センター H27.3.13

○北谷町 (公社)北谷町シルバー人材センター H13.4.1

○中城村 中城村シルバー人材センター H24.11.15

○西原町 (公社)西原町シルバー人材センター H5.11.1

島尻郡(1)

○八重瀬町 八重瀬町シルバー人材センター H19.11.20

宮古郡(1)

○多良間村 多良間村シルバー人材センター H21.2.23

八重山郡(0)

沖縄県シルバー人材センター連合 H9.2.25

６．関係法令・条例・規則等
雇用対策法第５条・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

沖縄21世紀ビジョン Ⅲ-(10)-ア 雇用機会の創出・拡大と求職者支援


