




(別紙)

難病忠者の安定的な就職に向けた支援実施要領新旧対照表 (平成 25年 5月 16日 付け職発 0516第 1号 「難病患者の安定的な就職に向けた支

援の実施について」別添。平成 29年 3月 31日 改正)

新

難病患者の安定的な就職に向けた支援実施要領

一部改正

一墨改正

最終改正

平成 25年 5月 16日

平成 27年 4月 10日

平成 28年 4月 1日

31日

1 趣旨

近年、公共職業安定所 (以下 「安定所」という。)における難

治性疾患患者、いわゆる難病患者の新規求職申込件数及び就職件

数は増加 し、難病忠者であつて就労を希望する者に対する支援の

ニーズが高まっているところである。このため、地域においては、

各都道府県が設置する「難病相談支援センター」が難病患者・家

族等に対 し、療養、日常生活、就労等に関する相談・援助、情報

提供を実施 してお り、就労に関する相談等については、安定所と

の連携を図つてきたところである。

(略 )

このような状況を踏まえ、安定所 と難病相談支援センタと等専

十日

難病患者の安定的な就職に向けた支援実施要領

一部改正

量盗改正

平成 25年 5月 16日

平成 27年 4月 10日

平成 28年 4月 1日

1 趣旨

近年、公共職業安定所 (以下 「安定所」 とい う。)における難

治性疾患患者、いわゆる難病忠者の新規求職申込件数及び就職件

数は増加 し、難病忠者であつて就労を希望する者に対する支援の

ニーズが高まっているところである。このため、地域においては、

各都道府県が設置する「難病相談二支援センター」が難病患者・

家族等に対 し、療養、日常生活、就労等に関する相談・援助、情

報提供を実施 してお り、就労に関する相談等については、安定所

との連携を図つてきたところである。

(略 )

このような状況を踏まえ、安定所 と難病相談上支援センター等



専門支援機関の連携を強化するとともに、難病患者の雇用促進を

図ることとする。

4 難病患者就職支援ネットワークの構築

難病患者の安定的な就職を効果的・効率的に推進するため、安

定所、難病相談上支援センター、独立行政法人高齢・障害・求職

者雇用支援機構地域障害者職業センター (以下 「地域障害者職業

センター」という。)、 障害者就業 ,生活支援センター、医療機関

等地域の関係機関より構成 される「難病患者就職支援ネットワー

ク」を構築 し、当該ネットワークを通 じて相互の施策の理解促進

を図るとともに、必要な情報を共有 し、難病忠者の就職支援に係

る具体的な連携体制を確立する。

(1)難病相談上支援センターとの連携関係の構築

各労働局は、難病相談上支援センターが設置される地域を管

轄する安定所を当該センターの連携安定所 (以下「連携安定所」

という。)に指定するとともに、出張相談の実施等により、円

滑な連携・協力関係を構築 し、難病患者の就労支援を効果的 。

効率的に行 う。また、連携安定所以外の安定所においても、難

病相談上支援センターと緊密に連携 して、難病息者の支援が効

果的に推進されるよう努める。

(2)(略 )

(3)「難病患者就職支援連絡協議会」の開催

2～ 3 (略 )

門支援機関の連携を強化するとともに、難病患者の雇用促進を図

ることとする。

4 難病患者就職支援ネットワークの構築

難病患者っ安定的な就職を効果的・効率的に推進するため、安

定所、難病バロ談支援センター、独立行政法人高齢・障害・求職者

雇用支援機構地域障害者職業センター (以下「地域障害者職業セ

ンター」という。)、 障害者就業・生活支援センター、医療機関等

地域の関係機関より構成 される「難病患者就職支援ネッ トワー

ク」を構築 し、当該ネ ットワークを通 じて相互の施策の理解促進

を図るとともに、必要な情報を共有 し、難病患者の就職支援に係

る具体的な連携体制を確立する。

(1)難病相談支援センターとの連携関係の構築

各労働局は、難病相談支援センターが設置される地域を管轄

する安定所を当該センターの連携安定所 (以 下「連携安定所」

とい う。)に指定するとともに、出張相談の実施等により、円

滑な連携・協力関係を構築 し、難病息者の就労支援を効果的・

効率的に行 う。また、連携安定所以外の安定所においても、難

病相談支援センターと緊密に連携 して、難病患者の支援が効果

的に推進されるよう努める。

(2)(略 )

(3)「難病患者就職支援連絡協議会」の開催

2～ 3 (略 〕



地域の関係機関による「難病忠者就職支援連絡協議会」 (以

下 「協議会」という。)を設置 し、開催する。協議会の事務局

はサポーターを配置する安定所 (又 は設置労働局の職業安定

部)に置く。

(略 )

5 地域の関係機関と連携 した就労支援の実施

(1)職業準備支援、就労移行支援等の活用

難病患者の中には、就業経験が少ないため、就職に向けた職

業準備性が十分でない者もいることから、本人の状況を十分に

把握 し、必要に応 じて、地域障害者職業センタ▼の職業評価、

職業準備支援等への誘導はもとより、難病相談支援センターや

障害者就業 ,生活支援センターと連携 し、就労移行支援や相談

支援を行 う就労移行支援事業者、相談支援事業者及び地域活動

支援センター (I型)等に関する情報提供や当該機関べの誘導

を行 う。

(略 )

(2)職場定着に向けた支援

ア 職業紹介等に当たつての留意点

(略 )

なお、職業紹介において、求職者が難病患者というだけで

採用に対 し消極的な姿勢をみせる求人事業所もあるため、 6

により事業主に対 して 日頃から難病忠者の雇用促進への理

解を図る。

地域の関係機関による「難病忠者就職支援連絡協議会」 (以

下 「協議会」という。)を設置 し、必要に応 じて開催する。協

議会の事務局はサポーターを配置する安定所 (又 は設置労働局

の職業安定部)に置く。

(略 )

5 地域の関係機関と連携 した就労支援の実施

(1)職業準備支援、就労移行支援等の活用

難病患者の中には、就業経験が少ないため、就職に向けた職

業準備性が十分でない者もいることから、本人の状況を十分に

把握 し、必要に応 じて、地域障害者職業センターの職業評価、

職業準備支援等への誘導はもとより、難病相談上支援センター

や障害者就業・生活支援センターと連携 し、就労移行支援や相

談支援を行 う就労移行支援事業者、相談支援事業者及び地域活

動支援センター (I型)等に関する情報提供や当該機関への誘

導を行 う。

(路 )

(2)職場定着に向けた支援

ア 職業紹介等に当たつての留意点

(略 )

なお、職業紹介において、求職者が難病患者というだけで

面接を断る求人事業所もあるため、6に より事業主に対 して

日頃から難病患者の雇用促進への理解を図る。



イ 採用後の支援

(略 )

このため、難病相談上支援センター、地域障害者職業セン

ター、障害者就業・生活支援センター、ジョブコーチ支援実

施機関、本人の主治医等医療機関等と連携 しながら、仕事の

負担や職場への適応状況、通院や休憩時間の確保、服薬管理

等が十分配慮されているかどうかに留意 し本人や事業所に

対 して支援を行 う。

(略 )

(3)医療、保健福祉等の関係機関と連携 した就職支援の実施

ア 関係機関との連携体制の構築

(略 )

このため、安定所は、地域の医療、保健福祉等の関係機関

との間で、個々の難病忠者について支援に必要な情報を適切

に共有できるよう、 日頃から緊密に意思疎通を図るととも

に、難病相談上支援センターや障害者就業・生活支援センタ

ーと連携 して、本人や事業所に対 して必要な支援が途切れな

いよう、支援全体をコーディネー トする。

イ チーム等による個別支援の実施

(略 )

さらに、安定所のチーム支援は、難病患者の就職 。職場定

着にとって効果的であるので、サポーターの支援対象者につ

いても積極的にチーム支援の対象とする。チームの構成に当

たつては、必要に応 じて難病相談上支援センター、地域障害

イ 採用後の支援

(田各)

このため、難病相談支援センター、地域障害者職業センタ

′  ―、障害者就業・生活支援センター、ジョブコーチ支援実施

機関、本人の主治医等医療機関等と連携 しながら、仕事の負

担や職場への適応状況、通院や休憩時間の確保、服薬管理等

が十分配慮 されているかどうかに留意 し本人や事業所に対

して支援を行 う。

(略 )

(3)医療、保健福祉等の関係機関と連携 した就職支援の実施

ア 関係機関との連携体制の構築

(略 )

このため、安定所は、地域の医療、保健福祉等の関係機関

との間で、個々の難病忠者について支援に必要な情報を適切

に共有できるよう、日頃から緊密に意思疎通を図るととも

に、難病相談支援センターや障害者就業。生活支援センター

と連携 して、本人や事業所に対 して必要な支援が途切れない

よう、支援全体をコーディネエ トする。

イ チーム等による個別支援の実施

(略 )

さらに、安定所のチーム支援は、難病患者の就職・職場定

着にとって効果的であるので、サポーターの支援対象者につ

いても積極的にチーム支援の対象とする。チームの構成に当

たっては、之、要に応 じて難病相談支援センター、地域障害者



職業センター、障害者就業・生活支援センターに加え、主治

医や保健所等の医療機関の協力を要請するとともに、サポー

ターも参画する。また、チーム支援において特定求職者雇用

開発助成金 (発達障害者・難治性疾患忠著雇用開発コース)

についても利用を図る。

6 事業主等に対する理解促進等の取組み

(1)周知・啓発

事業主にとつては難病の症状の特性や雇用管理に関する知

識・ノウハ ウが十分に蓄積 しておらず、雇入れや職場定着につ

いての負担や不安が大きいところである。一方で(難病患者の

雇用については事業所の理解が不可欠であることから、各種セ

ミナー等集団的な手法を用いた周知 ,啓発はもとより、求人開

拓等個別の事業所への訪問等の機会を捉え、症状の特性や雇用

管理のノウハウ、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)を始めとする各種助成金、ジョ

ブコーチ等の支援制度等について情報提供を行 うことにより、

難病患者に対する理解を深めるための啓発を行 う。

(2)(略 )

(3)情報提供

難病患者の職業紹介に当たつては、必要に応 じて、特定求職

者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患忠者雇用開発コー

ス)を始めとする各種助成金やジョブコーチ等の支援制度等に

ついて情報提供を行 うとともに、その利用を勧奨する。

者職業センター、障害者就業・生活支援センターにカロえ、主

治医や保健所等の医療機関の協力を要請するとともに、サポ

―ターも参画する。また、チーム支援において発達障害者・

難治性疾患患者雇用開発助成金についても利用を図る。

6 事業主等に対する理解促進等の取組み

(1)周知・啓発

事業主にとつては難病の症状の特性や雇用管理に関する知

識・ノウハウが十分に蓄積 しておらず、雇入れや職場定着につ

いての負担や不安が大きいところである。一方で、難病忠者の

雇用については事業所の理解が不可欠であることから、各種セ

ミナー等集団的な手法を用いた周知・啓発はもとより、求人開

拓等個別の事業所への訪問等の機会を捉え、症状の特性や雇用

管理のノウハウ、発達障害者・難治性疾患息者雇用開発助成金

を始めとする各種助成金、ジョブコーチ等の支援制度等につい

て情報提供を行 うことにより、難病忠者に対する理解を深める

ための啓発を行 う。

(2)(略 )

(3)情報提供

難病患者の職業紹介に当たつては、必要に応 じて、発達障害

者 ,難治性疾患忠者雇用開発助成金を始めとする各種助成金や

ジョブコーチ等の支援制度等について情報提供を行 うととも

に、その利用を勧奨する。



7 特性に配慮した難病患者本人への相談・援助の実施

(略 )

(1)職業相談

(略 )

なお、症状の悪化等により就労が困難 と判断 される場合に

は、本人の症状を勘案 しながら、医療機関や難病相談上支援セ

ンター等の利用を促す。

(2)(略 )

(3)適切な支援機関への誘導      ・

医療機関での受診以外の支援を得ていない者に対 して、難病

相談上支援センター、地域障害者職業センター、障害者就業・

生活支援センター等専門支援機関について情報提供するとと

もに、希望に応 じて誘導する。

(4)(略 )

(5)出張相談及び就職支援セミナーの実施

安定所における求職活動を促進することを目指 して、難病相 |

談上支援センター等潜在的に支援ニーズを有する者が多く集ま

る場所での出張相談及び就職支援セ ミナーを実施する。

8 適用期間

本要領は平成 坐 年 4月 1日 より適用する。

フ 特性に配慮 した難病患者本人への相談・援助の実施

(H各 )

(1)職業相談

(略 )

なお、症状の悪化等により就労が困難 と判断される場合に

|ま 、本人の症状を勘案 しながら、医療機関や難病相談支援セン

ター等の利用を促す。

(2)(略 )

(3)適切な支援機関への誘導

医療機関での受診以外の支援を得ていない者に対 して、難病

相談支援センター、地域障害者職業センター、障害者就業・生

活支援センター等専門支援機関について情報提供するととも

に、希望に応 じて誘導する。

(4)(略 )

(5)出張相談及び就職支援セミナーの実施

安定所における求職活動を促進することを目指 して、難病相

談支援センター等潜在的に支援ニーズを有する者が多く集ま

る場所での出張相談及び就職支援セミナーを実施する。

8 適用期間

本要領は平成 坐 年 4月 1日 より適用する。



別紙

難病患者就職サポーター設置要領

難病患者就職サポーター (以下 「サポーター」という。)の設置

については、職業相談員規程 (平成 13年 1月 6日 厚生労働省訓第

57号 )及び平成 坐 年 1月 20_日 付け職総発 0120第 1号 「職業安定

行政関係の相談員に係る管理業務について」に準ずるほか、この要

領に定めるところによる。

1 職務

(略 )

(1)難病相談支援センター等 との連携に関する業務

(2)～ (4)(略 )

2 任用等

(1)サポーターは、以下のア又はイのいずとかの要件を具備する

者のうちから、都道府県労働局長が任用する。

ア～イ  (略 )

(2)～ (3)(略 )

3～ 4 (略 )

別紙

難病患者就職サポーター設置要領

難病忠者就職サポーター (以下 「サポーター」という。)の設置

については、職業相談員規程 (平成 13年 1月 6日 厚生労働省訓第

57号)及び平成 生 年 1月 16_日 付け職総発 0116第 1号 「職業安定

行政関係の相談員に係る管理業務について」に準ずるほか、この要

領に定めるところによる。

1 職務

(略 )

(1)難病相談・支援センター等との連携に関する業務

(2)～ (4)(略 )

2 任用等

(1)サ ポーターは、以下のア又はイのいずかの要件を具備する者

のうちから、都道府県労働局長が任用する。

ア～イ  (略 )

(2)～ (3)(略 )

3～ 4 (略 )














