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箕箕面市が提案するモデル事業の概要

11 22

全国で８０ヶ所程度の「社会的雇用モデル事業所」を展開することにより、賃金補填などを伴う
「社会的雇用」が障害者就労施策にもたらす効果を実証的に検証し、我が国における保護雇用（社会
的雇用・社会支援雇用）の制度化に向けた課題を整理します。

国が８０ヶ所程度の「社会的雇用モデル事業所」
を指定

モデル事業の概要

事業所の
①障害者への賃金補填
②事業所の運営経費 に対して支援を実施

負担割合は、
国：１／２、都道府県：１／４、市町村１／４

予算規模：１０億円

概ね２５００万円×８０カ所×国負担１／２

規模や内容により、実際には１事業所あたり
１８００万円～４５００万円程度の幅があるもの
と想定

33 44

賃金補填による障害者自身の働く意欲への影響
や、共に働く非障害者の意識の変化

検証事項

対象とすべき障害者や事業所の要件など、保護
雇用（社会的雇用、社会支援雇用）の制度化に
あたっての課題整理

想定される事業所

最低賃金の減額特例を受けている就労継続支
援Ａ型

最低賃金の１／４以上の工賃を支払っている就
労継続支援Ｂ型

大阪府箕面市や滋賀県など、自治体独自の制
度として賃金補填を実施している事業所 1



社社会的雇用制度の実例

２．箕面市における「障害者事業所」

１．箕面市の「障害者事業所」制度の概要

滋賀県の「社会的事業所」制度の概要
職業的重度障害者を４人以上（かつ３割以上）雇用
している事業所が対象

障害者への支払賃金の４分の３相当額を助成

援助者と作業設備に対しても定額補助を支給

11

22

33

現在、４事業所が稼働しています

障害者従業員を５人以上２０人未満（かつ５割以上）
雇用している事業所が対象

運営費（障害者賃金補填含む）、管理費等を助成

（上限：年間118万円／人）

現在現在現在現在、、、、３３３３市市市市でででで７７７７事業所事業所事業所事業所がががが稼働稼働稼働稼働、、、、
５２５２５２５２名名名名のののの障害者障害者障害者障害者がががが就労就労就労就労

※助成の財源は、県と市が２分の１ずつ負担（一部例外あり）

（１事業所あたりの助成額は、箕面市の６割程度の金額）
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社社会的雇用が生み出すコスト削減効果
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65万人 117万人

65万人 17万人 107万人

17万人

不明
6万人

現在

一般就労 福祉的就労 非就労

試 算 （試算モデル：箕面市在住・38歳・身体障害者手帳1級所持者

社会的雇用制度を利用して就労した場合の
社会的コスト

社会的雇用制度のコスト ： 171,680円

その他の支援のコスト ： 255,660円

（ヘルパー派遣）

（賃金補填＋事業所運営助成等）

22 非就労の場合の社会的コスト

A モデルケース１
（生活保護受給者）

B モデルケース２
（在宅）

C モデルケース３
（生活介護に通所）

ヘルパー派遣 383,490円

生活保護費 70,040円
ヘルパー派遣 255,660円 ヘルパー派遣 255,660円

ガイドヘルパー 244,640円 生活介護 170,000円

送迎 10,000円453,530円 500,300円
435,660円

との差＝就労による効果1 ▲26,190 円／月 ▲72,960 円／月 ▲8,320 円／月

平均35,823円／月×12月×10万人＝42,987,600,000円

10万人の

雇用創出

427,340円／月

社会的雇用制度を創設することで新たなコストが発生しても、非就労のかたにかかっている生活保護や
日中活動のコストが減るため、社会的コスト全体（国・都道府県・市町村）を削減することができます。

3

１０万人の非就労障害者が就労にシフトすると社会的雇用

10万人
年間430億円の社会的コスト削減につながります！



社社会的雇用の政策的意義
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65万人 非就労 117万人 （うち57万人が一般就労を希望）17万人 不明
6万人

障害者数 205万人（15～64歳）

一般就労一般就労 福祉的就労福祉的就労

・最終目標ではあるが、ハードルが高い
・中軽度の障害程度が多いのが現状

・賃金が低く、障害者の経済的自立に至らない
・保護的・訓練的な側面が強い

一般就労に至らない、しかし「働きたい思い（意欲）」を持つ障害者が地域で自立して生活するための基盤

社 会 的 雇 用社 会 的 雇 用

現在

労働に軸足 22 経済的自立が可能な賃金保障 33 重度の場合も、障害に合わせた
環境整備・職種開拓

障害者の選択肢を増やす

労働意欲があり、自立をめざす障害者に
ふさわしい選択肢を提供できる

障害者の社会参加を増やす

受け皿が増えることにより、就労できる
障害者の総数が増える

就労モデルを作り上げる

重度障害者の就労モデルを社会的雇用で
作り上げ、一般就労に適用できる

福祉的就労から社会的雇用へシフト 非就労から福祉的就労へシフト 非就労から一般就労へシフト

中間的な就労の場の
欠 如

新たな選択をすることで 社会資源のパイを増やすことで 就労モデルの形成により

・働く喜び、労働者としての自己肯定感
・地域での自立した生活
・タックスペイヤーになり得る人の増加

・支援学校等の卒業生の行き先を確保
・日中活動の場を確保、家族の負担も軽減

・企業の負担感を軽減し、一般就労を促進
・障害者権利条約の「合理的配慮」を具現化
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社社会的雇用によるコスト削減の仕組み

非就労の障害者にかかる福祉コスト

国 1/2 都道府県 1/4 市町村 1/4

社会的雇用で働く障害者にかかる福祉コスト

国 都道府県 市町村

社会的雇用のコスト

社会的雇用が
ない現状

国制度として
社会的雇用を
実施した場合

ちなみに
市単独で
社会的雇用を
実施した場合

国
都道
府県 市町村

負担割合が同じなら、総コストが減れば
国・都道府県・市町村すべてのコストが減る

社会的雇用で働く障害者にかかる福祉コスト

国 都道府県 市町村

社会的雇用のコスト

市町村

市町村の負担だけが
大幅に増大

社会的雇用のコストを
市町村だけで負担すると、

国
都道府県
市町村

： ▲215億円

： ▲107.5億円

： ▲107.5億円

国
都道府県
市町村

： ▲1,355億円

： ▲ 677.5億円

：＋ 1,602.5億円

5,780億円

2,890億円 1,445億円 1,445億円

3,070億円

1,535億円 767.5億円 767.5億円

2,280億円

1,140億円 570億円 570億円

3,070億円

1,535億円

2,280億円

2,280億円

▲430
億円

10万人

767.5億円 767.5億円
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現状では
箕面市だけが

６千万円以上
の負担増

箕箕面市でのコスト変化の現状

６５人の非就労の障害者にかかる福祉コスト

大阪府 約1/4

社会的雇用で働く障害者にかかる福祉コスト

国 大阪府

社会的雇用のコスト

社会的雇用が
なかったら

箕面市単独で
社会的雇用を
実施している
現状
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国 約1/2

1億9097.6 万円 9044.6 万円

1億9941.5 万円 1億 452 万円

9970.7 万円 4985.4 万円

(▲9126.9万円) (▲4059.2万円)
1億5437.4 万円

箕面市 約1/4

箕面市 箕面市

それぞれ
国：３.９千万円
府：１.４千万円
市：１.７千万円

以上の
コスト軽減効果

もし国制度なら・・・

3億7523 万円

9380.8 万円

(＋ 6056 .6 万円)

4985.4 万円 1億 452 万円

※ 障害福祉サービスの負担割合は、概ね国1/2、府1/4、市1/4。
ただし、生活保護費の負担割合は、国3/4、市1/4

社会的コストは
７千万円以上
減っている

箕面市の障害者事業所では６５人の障害者が雇用されています。その結果社会的コストは７千万円以上
削減されていますが、箕面市だけが６千万円以上の負担をしています。

仮に社会的雇用が国制度だった場合、
この部分のコストを国・府・市で按分

（ 生活介護、昼間のヘルパー、生活保護など）

（朝と夜のヘルパーなど、非就労でも就労でも共通） （賃金補填、運営補助など）

社会的雇用社会的雇用社会的雇用社会的雇用でででで働働働働くくくく障害障害障害障害
者者者者にかかるにかかるにかかるにかかる福祉福祉福祉福祉コストコストコストコスト

社会的雇用社会的雇用社会的雇用社会的雇用ののののコストコストコストコスト 合計合計合計合計
社会的雇用社会的雇用社会的雇用社会的雇用がないがないがないがない
場合場合場合場合とのとのとのとの差差差差

国国国国 9970.7 万円 5226 万円 1億5196.7 万円 ▲3900.9 万円

大阪府大阪府大阪府大阪府 4985.4 万円 2613 万円 7598.4 万円 ▲1446.2 万円

箕面市箕面市箕面市箕面市 4985.4 万円 2613 万円 7598.4 万円 ▲1782.4 万円

※平成２１年度決算（助成対象６５人）より算出



社社会的雇用制度についての議論（抜粋）①
障害者制度改革の推進のための基本的な方向について（平成２２年６月２９日）
閣議決定（「労働及び雇用」の項目から）

いわゆる福祉的就労の在り方について、労働法規の適用と工賃の水準等を含めて、推進会議の意見を踏まえるとともに、障がい者
制度改革推進会議総合福祉部会（以下「総合福祉部会」という。）における議論との整合性を図りつつ検討し、平成２３年内にその結論
を得る。

障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）（平成２２年６月７日）
障がい者制度改革推進会議（「労働及び雇用」の項目から）

福祉的就労の在り方について、労働法規の適用も含め、雇用施策における位置付けを検討するとともに、いわゆる「最低賃金減額特
例措置」については、賃金補填等の所得保障に係る新制度との整合性を図った上で、重度障害者の雇用の確保に留意しつつ、当該
措置の適用の在り方について検討する。また、就労継続支援や就労移行支援の対象となる「障害者」の範囲や利用者負担等の問題に
ついては、総合福祉部会等において検討する。

障害者も障害のない人も対等な立場で一緒に働くことができる形態の職場を設置している者に対し、その運営に要する賃金を含む経
費の一部を補填するいわゆる「社会的事業所」について、地方公共団体における先進的な取組を参考にしつつ、その一層の普
及がされるよう必要な措置を講ずる。併せて、障害者に多様な就労機会を提供するため、協同労働等の仕組みの構築等必要な措置
を講ずる。

障害者制度改革の推進のための第二次意見（平成２２年１２月１７日）
障がい者制度改革推進会議（「労働及び雇用」の項目から）

現在は分立している労働施策と福祉施策を一体的に展開できる仕組みを創設し、必要な支援によって労働能力が十分に発揮
され、働くことを希望する障害者が可能な限り働く場から排除されることなく一般労働法規の対象となるようにすべきである。
これにより、労働者としての権利が保障され、公正かつ良好な労働条件、安全かつ健康的な作業条件、及び人権侵害を含む苦情に対
する救済制度の下で、障害者が安心して働くことができるようにする必要がある。併せて、生計を維持するための賃金補填等によって
所得が保障されるよう、適切な措置が講じられるべきである。

障害者が自由に選択し、又は納得できる労働に就けるよう、企業や公共機関での雇用に加え、自営・起業、社会的事業所や協同組合
での就業、並びに在宅就労等を含む、多様な就業の場が創出されると共に、そこで就業する障害者が生計を立て得る適切な仕事を
安定確保するための仕組みが整備されなければならない。 7



社社会的雇用制度についての議論（抜粋）②

基本法には次の観点を盛り込むべきである。
・ 労働施策と福祉施策を一体的に展開する仕組みを整備することにより、可能なかぎり障害者が障害のない人と平等に一般労働法規
の適用が受けられるようにするとともに、生計の維持可能な賃金の確保等のために必要な支援を受けられるようにすること。

・ 障害者に対し、障害のない人と平等に多様な就業の場が整備され、また生計を立てうる適切な仕事が安定的に確保される仕組み
が整備されること。

障害者制度改革の推進のための第二次意見（平成２２年１２月１７日）
障がい者制度改革推進会議（「労働及び雇用」の項目から） （前ページからの続き）

障害者基本法に盛り込むべき事項（案）就労・合同作業チーム（平成２２年１１月２２日）
第２６回障がい者制度改革推進会議 松井亮輔委員提出資料

福祉的就労制度にかわるものとして、現在分立している労働施策と福祉施策を一体的に展開できるような仕組み、つまり、福祉的就労に
従事している障害者が、合理的配慮の提供および、必要な支援（生計を維持するための賃金補填などによる所得保障などを含
む。）を継続的に受けながら、労働者保護法が適用される多様な就業の場で働き甲斐のある人間らしい仕事ができる仕組みを
整備する必要がある。

障害者が自由に選択し、または承諾する労働につけるよう、企業や公共機関での雇用に加え、自営・起業、社会的事業所や協同組合
での就業、ならびに在宅就労などを含む、多様な就業の場を積極的に創出するとともに、そこで就業する障害者が生計を立てうる、適
切な仕事を安定確保するための仕組み（ハート購入法など優先発注制度や総合評価入札制度など）を整備しなければならない。

障がい者総合福祉法（仮称）の制定以前に早急に対応を要する課題の整理（当面の課題）（平成２２年６月７日）
障がい者制度改革推進会議 議長宛て 同会議福祉部会 部会長発文書（Ｂ 新法の作成準備のために早急に着手すべき課題：調査、
情報収集、試行事業等から）

B-5 社会的雇用モデル事業の実施
制度創設のために不可欠な「社会的雇用事業所の規定（条件）」、「賃金補填の対象とする障害者の基準」、「労働へのイン
センティブが働く賃金補填システムのあり方」の３点を試行事業を通じて検証。
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障障がい者制度改革推進会議

9

就労合同作業チーム報告書(2011年6月9日)
（抜粋）

Ⅲ 今後の検討課題

全国で80ヵ所程度を指定し、賃金補填（使途に規制がなく、障害従業員の賃金補填にも充当しうる、柔軟な助成措置を含む。）および官
公需や民需の優先発注等を伴う、多様な「就労系事業」（「社会的雇用」・「社会的事業所」・「社会支援雇用」（補足説明参照））が障害者就
労施策にもたらす効果を実証的に検証することにより、同制度化に向けた課題を整理するものである。対象とするのは、①最低賃金の減額
特例を受けている就労継続支援Ａ型事業所、②最低賃金の1／4以上の工賃を支払っている就労継続支援Ｂ型事業所、③箕面市や滋賀
県など、地方公共団体独自の制度として賃金補填を実施している事業所の他、新たに起業する事業所等であり、これらに対し、障害者へ
の賃金補填を含む、事業所への運営費補助（負担割合は、国：1／2、都道府県：1／4、市町村1／4）及び官公需や民需の優先発注などに
よる仕事を確保するための支援を行う。

検証事項は、主に①障害者自身の働く意欲への影響や、共に働く、障害のない者の意識の変化、②対象とすべき障害者や事業所の要
件、③事業者が提示する賃金への影響、④障害者の心身・労働能力の変化の状況、⑤収益の配分とその決定の仕組み、⑥事業者の生産
性・付加価値引き上げの取組、⑦民間企業と就労系事業が連携する取組、⑧総合的アセスメントの仕組みなど、新たな「就労系事業」の制
度化にあたって予想される課題の整理である。

（このモデル事業が必要な背景としては、現在の国の制度では、一般雇用と福祉的就労しか選択肢がなく、しかも賃金（工賃）や位置づ
け（労働者か利用者か）について大きな乖離があることが挙げられる。両者の間に第三の選択肢をつくること、また福祉的就労そのものに労
働法規を適用すること、さらには多様な働き方を保障することなど、種々の検討すべき課題があるが、これらのいずれをも包括して検証する
には、賃金補填等を試験的に行い、各事業のメリット・デメリットを明らかにすると共に、現行の関連施策に与える影響や事業者側への影
響を考慮、分析する必要がある）

１．安定した雇用・就労に結びついていない労働年齢の障害者に適切な就業の機会を確保するための施策についての検討

結論

安定した雇用・就労に結びついていない障害者に適切な就業の機会を確保するため、試行事業（パイロット・スタディ）として賃金
補填等の他、多様な働き方の「就労系事業」を実施する。

説明


