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1 なぜがん対策が必要なの？　

平成20年のがんの罹患者数のうち、およそ３人に１人は15歳～64歳の就労可能な年齢

であると推計されており、その数は増加しています。

⑴ 働く 世代のがん患者は増えている！

平成25年４月１日から高年齢者雇用安定法が施行され、段階的に65歳までの希望する

従業員全員の雇用を企業に義務づける制度が導入されています。

がんは高齢になるほど罹患率があがりますので、今後、がんになる従業員は更に増加

することが予想されます。

⑵ 定年延長に伴いがんになる従業員は更に増えていきます！

●がんの生存率は年々上昇しています。
⑶ がんはもう不治の病ではありません。治療と就労が両立可能な時代です

【 出典】国立がん研究センターがん情報サービス「 がん登録集・統計」

生産年齢人口（ 15歳～64歳）に
おけるがん罹患患者数の増加

高齢者における
がん罹患者数の増加平成20年診断全罹患者数： 749,767人

15～64歳： 233,621人 全体の３１．２%
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平成27年に札幌市が実施した企業向けアンケート調査によると、従業員

者数が少ないほど、がん対策に取り組んでいない結果となっていました。

一方で従業員が少ないほど、従業員のがん罹患が経営へ及ぼす影響が

大きく なる可能性が高く なると考えられます。

いつ・ 誰ががんに罹患するかは誰にもわかりません。企業がこのガイド

ブックのがん対策に取り組むことにより 、万が一従業員が、がんに罹患

しても、事業継続性を担保できる可能性が高まります。中小企業こそがん

対策に取り組むことが大切ではないでしょうか？
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●がん治療においては入院せずに外来で治療している患者が多くなっています。

●32 .5万人が治療と就労を両立している！
仕事を持ちながらがんで通院している人の数は、推計で32 .5万人です。（ 平成22年

国民生活基礎調査による厚生労働省の推計）

がんは必ずしもすぐに離職しなければならない病気ではなく なりつつあります。

【 出典】厚生労働省「 患者調査」

がん（ 悪性新生物）の入院・外来患者数の年次推移

C oum 中小企業にこそがん対策を！
コ ラ

ム



たばこを吸う人は吸わない人に比べて、

がんになるリスクが約1.5倍高まる
［ 国立がん研究センター］

受動喫煙者は肺がんにかかるリスクが

約1.3倍に高まる
［ 厚生労働省］
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2 企業に求められるがん対策って
どんなものがあるの？

たばこは自らの意志でたばこを吸う「 喫煙者」のみならず、他人のたばこの煙を吸わさ

れる「 受動喫煙者」のがんにかかるリスクをも高めます。

従業員ががんにかかるリスクを低下させるためにも、職場の禁煙・ 完全分煙対策に取り

組みましょう。

●がん検診の効果
一般的に、がんを早期に発見できれば治癒も比較的簡単で、早めに職場復帰できます。

※　 がんの治療法やスケジュールには、部位による差、個人差があります

●札幌市におけるがん検診の受診及び実施状況
平成27年に札幌市が実施した市民アンケート 調査によると、９割ががん検診の受診

意向を示している中、実際の受診率は４割程度であり、がん検診を受診しなかった理由と

して最も多かったのは「 定期健診の検査項目に入っていなかったから」でした。

このことから、従業員のがん検診受診を促進するために最も効果的な方法は、定期健診

とがん検診を同時に受診可能

とすることと推測されます。

同年に実施した市内の企業

向けアンケート の結果による

と 、約４ 割の事業所が定期

健診と合わせて全員にがん

検診を実施している一方で、

３割の事業所ががん検診を

実施し ていないと 回答し て

います。

⑴ 従業員を「 がん」から守る

喫煙の害 受動喫煙の害

【 出典】平成27年12月 事業所向けがん対策アンケート（ 札幌市）

事業所におけるがん検診の実施状況

定期健診と
合わせて全員に
がん検診を実施

定期健診とは別に
人間ドック・検査を
実施

定期健診と
合わせて希望者に
がん検診を実施

札幌市が行う
がん検診を
受けるよう
勧めている

いずれも実施
していない

36.5%

4.5%
23.3%

30.4%

5.2%

有効回答数

1,071

ア がんを予防するため、たばこ対策に取り組みましょう。

イ 早期発見・早期治療のため、がん検診を受診しやすい職場環境にしましょう。
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●がんにかかっても働き続けるのが難しいと思う理由
市民アンケート 調査によるとがんにかかっても働き続けるのが難しいと思う 理由

として、治療・ 通院のために休むことが難しいこと、治療に利用できる勤務制度がない

ことなどが挙げられています。

⑵ 従業員が「 がん」になっても守る

有効回答数

1,066
有効回答数

1,066

【 出典】平成27年12月 事業所向けがん対策アンケート（ 札幌市）

【 出典】平成27年12月 事業所向けがん対策アンケート（ 札幌市）
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治療と仕事の両立が体力的に難しいから

治療・通院のために休むことが難しいから

がん等の治療の際に利用できるような
勤務制度・仕組みがないから

●治療と就労の両立のための対策をしている企業
企業向けアンケート 調査によると、約６割は、罹病時等の休職・ 勤務形態等について

特に規定していない状況であり 、治療と就労の両立ができる職場づく りへの取組に

ついては、約９割の企業が未検討でした。

罹病・怪我時の休暇・休職・
勤務形態を就業規則等で規定しているか

仕事とがん治療の両立ができる
職場づくりへの考え・取組状況

規定
している

必要性を感じている・
すでに具体的に
取り組んでいる

まったく必要性を
感じない

必要性を
感じている・
取組を検討中

あまり
必要性を
感じていない

必要性を感じているが
未検討

特に規定
していない
（ 個別対応）

43.9%

5.7%

69.7%

15.2% 8.3%

1.0%

56.1%

治療と就労の両立支援が必要です。
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3 がん対策に取り組む
企業と従業員のメリット

がんに罹患した従業員を

継続雇用することにより 、

代替職員の採用・育成コス

ト を削減できます。

従業員へ安心感を与える

ことにより 、モチベーショ

ンや生産性、人材定着率の

向上が期待できます。

がん予防や早期発見に

取り組むことで、がん罹患

者の減少、治療期間の

短縮等によるコスト の減少

が期待できます。

⑵ 従業員のメリット

⑴ 企業のメリット

がんの予防と

早期発見・早期治療による

健康の増進

メリット

1

経済的な安心感や

モチベーションの向上

メリット

3 生きがいとしての

就労による社会貢献

メリット

4

治療に関する配慮・

支援体制があることにより、

安心して治療ができる

メリット

2

コスト削減と生産性の向上

メリット

1

従業員が突然欠けても事業が継続

できるよう、事前に計画しておく こと

で事業継続性を担保できます。

事業継続性の
担保

メリット

2

今後就労人口の減少が予測される中、従業員

を大切にする企業であることをPRすることに

より、就労希望者の増加が期待できます。

最近話題の「 健康経営」の

推進につながります。

企業イメージの向上

メリット

3



その他、プラチナかつ、がん患者の積極的雇用に努め、

特に功績があると認められた認定企業については表彰制度があります。

ゴールド プラチナ
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4 「 札幌市がん対策認定企業」に認定されると
認定クラス別にこんな優遇制度が！

認定された企業は札幌市ＨＰ上で、企業名、事業内容等のほか、ご希望に応じて企業ＨＰと

のリンクを貼ることも可能です。

また、特徴的な取り組みをされている企業については、別途ＨＰ上で紹介するとともに、

本市より、連携報道機関への取材依頼も提案します。

⑴ 札幌市HP等で紹介いたします

ゴールド以上の企業については、各担当課において直接、指名競争入札の参加者や随意

契約の相手方を選定できる契約手続きを実施する際、優先的に選定するよう努めます。

⑷ 契約上の優遇制度（ ゴールド以上）

本市の認定企業要件のうち、休暇制度及び勤務制度を規定する際に北海道労働局が

所管する障害者雇用安定助成金の障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース（ 10万円）

が適用される可能性があります。詳しい要件・申請方法等は９頁を参照してく ださい。

⑸ 障害者雇用安定助成金（ 北海道労働局所管）の対象となる場合も

札幌市がん対策認定企業の認定を受けた企業のうち、

ゴールド以上の企業については、札幌認定マークを、印刷物

やＨＰに掲載することができます。

掲載を希望される企業は、別途認定マーク届出書を提出

してく ださい。

⑶ 認定マークの使用許可（ ゴールド以上）

市内ハローワーク（ ハローワーク札幌・ ハローワーク札幌北・ ハローワーク札幌東）の

求人票の備考欄に「 札幌市がん対策認定企業」と表示することができます。（ ご希望の場合

は、求人申込の際、求人申込書の備考欄に「 札幌市がん対策認定企業」と記載してく ださい。）

⑵ 求人の際にも「 札幌市がん対策認定企業」であることを
アピールできます



※胃部エックス線検査(バリウム検査)は40歳以上・１年に１回の実施も可能とする
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5 札幌市がん対策認定企業になるためには

ア 札幌市内に本店や支店、事務局などの事業所を有している事業主

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（ 平成3年法律第77号）第３条又は

第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、

代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者ではないこと

⑴ 応募資格

ア 治療と就労の両立支援

●がんに罹患した際の相談窓口の設置
　 　 　・従業員ががんに罹患した際に支援を受けるための窓口を設置する

　 　 　・ 設置について従業員に周知する など

●休暇制度及び勤務制度
　 　 　・就業規則に次のうち１つ以上の休暇制度及び勤務制度を規定する

●対応手順書（ 様式１－２）の策定
従業員ががんに罹患した際の企業における対応について、手順書を策定する

イ 受動喫煙対策（ ①に取り組むこと。可能であれば②に取り組むこと。）
①事業所内を完全分煙とする
②事業所内を全面禁煙（ 建物内禁煙又は敷地内禁煙）とする

ウ がん検診の受診促進（ ①に取り組むこと。可能であれば②に取り組むこと。）
①札幌市がん検診と健診を同時に受診可能にする、業務時間内の札幌市がん検診
受診を認めるなど、受診しやすい環境を整備すること。

②事業者負担で下表の５つのがん検診を実施する。（ 従業員の自己負担額は基準負担
額以下とすること、胃がん検診の検査方法についてはどちらか一つの検査方法のみ

でも可能とする。）

⑵ 認定要件（ 詳細については右記⑷のＨＰを参照してく ださい。）

時間単位又は半日単位の年次有給休暇・ 傷病休暇、病気休暇・ 時差出勤制度・ 在宅勤務（ テレ

ワーク）・ 試し出勤制度・短時間勤務制度（ 育児･介護休業法に基づく ものを除く ）

検診項目 検査方法 対象年齢等基準負担額 受診間隔

胃がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

子宮がん検診

乳がん検診

胃部エックス線検査※（ バリウム検査）
胃内視鏡検査

①胸部エックス線検査
②喀痰細胞診(問診により実施)
便潜血検査（ ２日法）

子宮頚部細胞診

マンモグラフィ検査

40歳代 …①２方向撮影
50歳以上…②１方向撮影（ 原則）

2,200円

基準なし

①無料
①+②400円

400円

1,400円

① 1 ,800円
② 1 ,400円

50歳以上

40歳以上

20歳以上の女性

40歳以上の女性

２年に１回

１年に１回

２年に１回

未満

3,500円

頸



http:/ / www.city.sapporo.jp/ hokenjo/ ninteikigyou.html
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⑶ クラス分類

ア 応募資格・要件の確認

左記⑴の応募資格に該当することを確認のうえ、⑵の認定要件を満たすように取り
組みます。

イ 申請様式

下記ＨＰより申請様式を入手してく ださい。

●申請書（ 様式１－１）　 　 　 ●対応手順書（ 様式１－２）
ウ 申請窓口及び申請書様式に関するお問い合わせ先

●札幌商工会議所 産業部 生活・サービス産業課

〒060-8610 中央区北1条西2丁目北海道経済センター TEL. 011-231-1374

●札幌商工会議所 中小企業相談所

西支所　〒063-0051 札幌市西区宮の沢1条1丁目1-3 宮の沢1条ビル3階 TEL. 011-665-6431

豊平支所 〒062-0932 札幌市豊平区平岸2条5丁目2-14 第5平岸グランドビル5階 TEL. 011-823-7166

札幌駅北口支所　〒060-0809 札幌市北区北9条西3丁目10-1 小田ビル3階 TEL. 011-756-9181

白石支所　〒003-0026 札幌市白石区本通17丁目南5-15 白石商工センター TEL. 011-862-7255

エ 認定書の交付

札幌市より認定書が交付され、札幌市ＨＰに公表されます。

オ その他詳細について

制度要綱及び申請書式等は下記ＨＰをご参照く ださい。　 　 　 　

⑷ 申請の流れ（ 詳細については下記ＨＰ参照）

【 問い合わせ先】札幌市保健所健康企画課 健康推進係 TEL. 011-622-5151

札幌市がん対策認定企業

認定要件ア～ウを満たすこ

と 。ただしイ及びウについ

ては①を満たせばよい
シルバーに加え、事業者負

担のがん検診又は全面禁

煙のいずれか１つを実施す

る。（ イ及びウの②のいず
れか１つを満たすこと）

シルバーに加え、事業者負

担のがん検診及び全面禁

煙の両方を実施する。（ イ

及びウの②を満たすこと）

シルバー ゴールド プラチナ

る。(イの②及びウの②の
いずれか１つを満たすこと)

両方の②を満たすこと)



①事業者や人事労務担当者などからの両立支援に関する相談に応じます。
②事業場を訪問し、状況にあった具体的な助言等を行います。
また、治療と就労の両立への理解を促す教育を実施します。

③従業員が治療を受けながら仕事を続けるための、事業場と患者（ 従業員）、医療機関
と連携し、調整支援をします。また、両立支援プラン作成の助言を行います。

④事業者等に対する啓発セミ ナーも実施可能です。

企業で行われている「 健診」は、労働安全衛生法に基づき事業者が実施する「 健診」と40歳から74歳に

医療保険者が実施する「 特定健診」があります。「 健診」の内容は、問診、身体計測、尿検査や血液検査等で

す。「 がん検診」はがんによる死亡率を減少させることを目的としており、国によると、死亡率が減少する科

学的根拠を持つがん検診は、７頁の表のみとされています。

がん検診の導入には下図のように主に３つのパターンがあります。がん検診を導入していない企業は、是

非導入を検討してく ださい。

①職場の健診項目に
追加して実施

②健康保険組合が提供する
がん検診を追加実施

事業者(一部)負担でがん検診を実施できる

③札幌市がん検診を
追加実施

事業者負担でがん検診を
実施するのは難しい…

9

6 その他関連する相談・問い合わせ先

北海道産業保健総合支援センターでは、両立支援促進員が両立支援を検討する企業を

無料で支援しています。

●名 称：独）北海道産業保健総合支援センター

●住 所：〒060-0001 中央区北１条西７丁目１番地 プレスト 1・７ビル２階

●T E L： 011-242-7701（ 利用時間：平日８時30分～17時15分）

⑴ 治療と就労の両立支援を検討する企業のための支援体制

●名 称：北海道労働局職業安定部職業対策課雇用対策係（ 障害担当）

●住 所：〒060-8566 北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎

●T E L： 011-709-2311（ 内線3684）

⑵ 障害者雇用安定助成金についての問い合わせ及び申請先 (本社が道内企業の場合)

「 健診」と「 がん検診」はどう違うの？導入するためには？C oum
コ ラ

ム



⑴ 目的
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する事業主に対して助

成するものであり、労働者の雇用維持を図ること

⑵ 概要
以下の「 対象事業主」に該当する事業主が、「 対象労働者」の障害や傷病の特性に応じた「 両立支援制

度」を導入・実施した場合に10万円を支給する。

⑶ 対象事業主
雇用保険適用事業所の事業主等が対象。詳細は下記HPにてご確認く ださい。

⑷ 対象労働者
障害のある労働者又は傷病を負った労働者（ がん含む）が対象。詳細は下記HPにてご確認く ださい。

⑸ 両立支援制度
ア 両立支援制度整備計画の認定

以下の①～④の全てに該当する両立支援制度の導入を内容とする両立支援制度整備計画を作成し、労
働局に提出してその認定を受けること。

①事業主が雇用している対象労働者または新たに雇い入れる対象労働者の、障害や傷病に応じた治
療のための配慮を行う制度であること。（ 時間単位又は半日単位の年次有給休暇、傷病休暇・ 病気

休暇（ 取得条件や取得中の処遇（ 賃金の支払いの有無等）は問わない）などの休暇制度や、フレック

スタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務（ テレワーク）、試し出勤制度などの勤務制

度など）

②雇用形態を問わず適用される両立支援制度であること。
③当該制度が実施されるための合理的な条件（ 両立支援制度を労働者に適用するための要件および
基準、手続き等）が労働協約または就業規則に明示されていること。

④対象労働者（ 傷病を負った労働者）に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書
に関する費用を事業主が負担するものであること。

イ 両立支援制度の導入・実施

上記アの両立支援制度整備計画に基づき、当該両立支援制度整備計画の実施期間内に、両立支援制度

を導入し実施する(対象労働者に実際に適用される)こと。

⑹ 受給手続
ア 両立支援制度整備計画の作成・提出

イ 両立支援制度の導入

ウ 両立支援制度の実施

エ 制度導入助成の支給申請

オ 助成金の支給（ 10万円）

障害者雇用安定助成金（ 障害･治療と仕事の両立支援制度助成コース）

以下のHPにある「 雇用関係助成金のご案内（ 詳細版）パンフレット 」のう ち、P8～P10及びP146～

P150参照

http://www .mhlw .go.j p/general/seido/j osei/kyufukin/koyouantei.html

以下のHPを参照

http://www .mhlw .go.j p/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163400.html

北海道労働局職業安定部職業対策課雇用対策係（ 障害担当）

〒060-8566 北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎 TEL. 011-709-2311（ 内線3684）
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１ 制度概要

２ 詳細について

３ 申請様式

４ 申請先（ 本社が道内企業の場合）



治療と職業生活の両立に関する支援制度・機関
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治療と職業生活の両立について、労働者や事業者が利用できる

主な支援制度及び支援機関の一覧

公的医療保険の担当窓口申請窓口

公的医療保険の被保険者・被扶養者支援対象者

同一月に支払った医療費の自己負担額が一定金額（ 自己

負担限度額）を超えた場合に、超過分が後で払い戻される

制度。自己負担限度額は被保険者の年齢・ 所得状況により

設定されている。診療月から払い戻しまでは通常、3か月

以上かかる。

支援内容

高額療養費

制度

公的医療保険の担当窓口申請窓口

公的医療保険の被保険者・被扶養者で70歳未満の者支援対象者

事前に発行された本認定証を医療機関等に提示すること

で、高額療養費制度を利用する場合に、1か月間の窓口で

の支払いが自己負担限度額以内に抑えられる。

支援内容

限度額適用

認定証

公的医療保険の担当窓口申請窓口

公的医療保険の被保険者・被扶養者支援対象者

同一月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額

を超えた場合に、当座の支払いに充てる資金として、高額療

養費支給見込額の8割相当の貸付を無利子で受けられる。

支援内容

高額療養費

貸付制度

居住する都道府県の担当窓口申請窓口

B型・ C型ウイルス性肝炎患者支援対象者

自己負担割合を軽減し、また同一月に支払った医療費の

自己負担額が一定金額（ 自己負担限度額）を超えた医療費

の助成を受けられる。

支援内容

肝炎患者

（ B型・ C型）

に対する医療費

助成制度

地方公共団体の担当窓口申請窓口

国が指定した難病（ 小児慢性特定疾患）の患者のうち一定

の基準を満たす者

支援対象者

自己負担割合を軽減し、また同一月に支払った医療費の

自己負担額が一定金額（ 自己負担限度額）を超えた医療費

の助成を受けられる。

支援内容

難病（ 小児慢性

特定疾病）の

患者に対する

医療費助成制度

所轄税務署の担当窓口申請窓口

確定申告を行った納税者支援対象者

同一年に自身または配偶者・ その他親族のために支払っ

た医療費のうち、一定金額分の所得控除を受けられる。
支援内容

確定申告による

医療費控除

公的医療保険の担当窓口申請窓口

公的医療保険の被保険者・被扶養者で1年間に医療保険・

介護保険の両方で自己負担があった者
支援対象者

医療保険・ 介護保険の自己負担額の合算が基準額を超え

た場合、超過分の払い戻しを受けられる。
支援内容

高額医療・

高額介護

合算療養費制度

医療費

類 型 制 度 概要（ 両立支援と関連する部分）

１ 労働者が利用できる支援制度・機関

（ １） 利用可能な支援制度
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居住する市区町村の担当窓口申請窓口

身体に障害を有する者（ 18歳以上の場合は、身体障害者

手帳が必要）・ 精神疾患のために継続的な通院による医療

を必要とする者

支援対象者

心身の障害の軽減のための医療について、自立支援医療

受給者証を指定自立支援医療機関に提示することにより、

所得等に応じて、自己負担額の軽減措置が受けられる。

支援内容

自立支援

医療制度

協会けんぽ、健康保険組合担当窓口申請窓口

協会けんぽ、健康保険組合の被保険者で、傷病のために

会社を休み、事業主から十分な報酬を得られない者（ ただ

し任意継続の被保険者は対象外）

支援対象者

以下の4条件すべてに該当した場合に、最長1年6か月の

間、1日当たり被保険者の標準報酬日額の3分の2相当額

の支払いを受けられる。

⑴業務外の事由による傷病の療養のための休業である。
⑵就業が不可能である。
⑶連続する3日間を含み4日以上就業できなかった。
⑷休業期間について給与の支払いがない（ 支払額が傷病
手当金の額より少ない場合は差額の支給を受けられる。）。

支援内容

傷病手当金

居住する市区町村の社会福祉協議会申請窓口

⑴必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯（ 市町
村民税非課税程度）。（ 低所得者世帯）

⑵身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けた者、その他現に障害者総合支援法によ

るサービスを利用している等これと同程度と認められる

者の属する世帯。（ 障害者世帯）

⑶65歳以上の高齢者の属する世帯。（ 高齢者世帯）

支援対象者

無利子または低金利で、生活再建に必要な生活費等の

貸付を受けられる。
支援内容

生活福祉資金
貸付制度

医療費

生活支援

類 型 制 度 概要（ 両立支援と関連する部分）

住所のある市区町村の介護保険担当窓口申請窓口

要介護認定等を受けた者支援対象者

要介護認定等を受けた者の必要に応じて、原則１割または

２割の自己負担により、介護サービスを受けることができる。
支援内容

介護保険

制度

年金事務所申請窓口

国民年金法施行令別表の障害等級表1級または2級に該

当する者
支援対象者

認定された障害の等級に応じて、一定額の年金を受給できる。支援内容

障害基礎年金

年金事務所申請窓口

国民年金法施行令別表の障害等級表1級または2級、厚生

年金法施行令別表第1の3級のいずれかに該当する者で、

厚生年金の被保険者である期間に、障害の原因となった

傷病の初診日がある者

支援対象者

認定された障害の等級に応じて、一定額の年金を受給で

きる。なお、障害基礎年金と並行しての受給が可能である。
支援内容

障害厚生年金

年金事務所申請窓口

厚生年金の被保険者である期間に、障害の原因となった

傷病の初診日があり、認定された障害の等級が障害厚生

年金の受給対象外である者

支援対象者

傷病が治った（ 障害が固定した）場合で、労働について何ら

かの制限のある場合に、一時金を受給できる。
支援内容

障害手当金
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がん医療の均てん化等を目的に整備が進められてきた病院

（ 平成27年４月現在で全国422か所）であり、院内のがん相談

支援センターにおいて、がん患者の仕事に関する相談支援を行

い、必要に応じて社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリア

コンサルタント等の就労の専門家による相談への対応を行う。

がん診療連携拠点病院等

がん、糖尿病、脳卒中（ リハ）、メンタルヘルスの４分野について、

休業からの職場復帰や治療と就労の両立支援のモデル事業

を実施し、事例を集積し、医療機関向けのマニュアルの作成・

普及を行う。

労災病院の治療就労両立

支援センター

類 型 名 称 概要（ 両立支援と関連する部分）

医療機関

がん診療連携拠点病院等と連携してがん患者等の就労支援

を行う「 がん患者等に対する就職支援モデル事業」を実施して

おり、専門相談員を配置して、ハローワークでの職業相談の

ほか、がん診療連携拠点病院等において出張相談を行って

いる（ 平成28年全国47か所で実施）。

また、個々の患者の希望や状態に応じた職業紹介のほか、企業に

対する求人条件の緩和指導、患者の就職後の職場定着の支援も

行っている。

さらに、ハローワークに「 難病患者就職サポーター」を配置し、

難病相談・支援センターと連携しながら、就職を希望する難病

患者に対する症状の特性を踏まえたきめ細やかな就労支援

や、在職中に難病を発症した患者の雇用継続等の総合的な

支援を行っている（ 平成27年全国47か所で実施）。

ハローワーク

精神保健福祉に関する相談指導、知識の普及等を行っている

ほか、アルコール関連問題に関する相談指導、心の健康づく り

等の事業を実施している。

精神保健福祉センター

就業支援

居住する市区町村の障害福祉担当窓口申請窓口

身体障害者福祉法別表に定める障害の状態にあると認め

られた者
支援対象者

各自治体が認定基準に該当すると認めた場合に、手帳が

交付される。手帳が交付されると、障害の程度に応じて障

害福祉サービス等が受けられるほか、公共料金、交通機関

の旅客運賃、公共施設の利用料金の割引、各種税の減免

等のサービスを受けることができる。

支援内容

身体障害者手帳

居住する市区町村の障害福祉担当窓口申請窓口

精神保健福祉法施行令に定める１級～３級の精神障害の

状態にあると認められた者
支援対象者

各自治体が認定基準に該当する認めた場合に、手帳が

交付される。手帳が交付されると、公共施設の利用料金の

割引等のサービスを受けることができる。

支援内容

精神障害者
保健福祉手帳

居住する市区町村の障害福祉担当窓口申請窓口

身体障害者、知的障害者、精神障害者又は難病等対象者支援対象者

障害支援区分等に応じて、介護や訓練等の支援を受けられ

る。費用の自己負担は世帯の負担能力に応じた額となる。
支援内容

障害福祉
サービス

生活支援

類 型 制 度 概要（ 両立支援と関連する部分）

（ ２）利用可能な支援機関
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【 雇用管理制度助成】

健康・ 環境・ 農林漁業分野等の事業を営む事業主が、新たに雇用

管理制度（ 治療と職業生活の両立に関する管理者向けの研修制度や、

人間ドック、生活習慣病予防検診等の従業員の健康づく りのための

制度等）の導入・ 実施を行った場合に制度導入助成（ 1制度につき

10万円）を、雇用管理制度の適切な運用を経て従業員の離職率の

低下が図られた場合に目標達成助成（ 60万円）を支給する。

職場定着支援助成金

（ 個別企業助成コース）

健康・ 環境・ 農林漁業分野等の事業を営む中小企業を構成員と

する事業協同組合等が、傘下の中小企業の人材確保や従業員の

職場定着を支援するために中小企業労働環境向上事業を行った

場合に要した費用の一部を助成する。

職場定着支援助成金

（ 中小企業団体助成コース）

事故や難病の発症等による中途障害等により、長期の休職を余儀

なく された労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の

措置を実施し、その雇用を継続した事業主に対して、所定の支給額

を助成する。

※詳細は下記URLをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081479.html

障害者職場復帰支援助成金

制 度 概要（ 両立支援と関連する部分）

産業医、産業看護職、衛生管理者等産業保健スタッフに対して、

専門的研修の実施、専門的相談への対応等を無料で提供する。

また、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や労働者に

対して、長時間労働者に対する面接指導の実施、労働者の健康管理

に係る相談、個別訪問による産業保健指導の実施等を無料で提供

する。

産業保健総合支援センター

（ 地域産業保健センターを含む）

がん診療連携拠点病院等と連携してがん患者等の就労支援を行う

「 がん患者等に対する就職支援モデル事業」を実施しており、専門

相談員を配置して、ハローワークでの職業相談のほか、がん診療

連携拠点病院等において出張相談を行っている（ 平成28年全国

47か所で実施）。

また、個々の患者の希望や状態に応じた職業紹介のほか、企業に

対する求人条件の緩和指導、患者の就職後の職場定着の支援も

行っている。

さらに、ハローワークに「 難病患者就職サポーター」を配置し、難病

相談・ 支援センターと連携しながら、就職を希望する難病患者に

対する症状の特性を踏まえたきめ細やかな就労支援や、在職中に

難病を発症した患者の雇用継続等の総合的な支援を行っている

（ 平成27年全国47か所で実施）。

（ 参考）

「 難病のある人の就労支援のために」（ 2011年４月独立行政法人高

齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合センター）

ハローワーク

機 関 概 要

2 事業者が利用できる支援制度・支援機関

（ １） 利用可能な支援制度

（ ２）利用可能な支援機関
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