
 1 

令和 3年神奈川県議会本会議第 3回本会議	 産業労働常任委員会	

	

令和 3年 12 月 10 日	

西村委員	

	 まず、報告資料の企業倒産件数について何点か伺います。今ちょうどゼロゼ

ロ融資のお話が出ました。同じ懸念だと思います。そろそろ返済しなければい

けないが、でも、こんないい条件のものを急に返済と言われても、影響が出て

いるのではないかというのが正直なところ、心配なところだと思います。なの

で、倒産に影響しているのかどうかを伺います。	

	 県内の 10 月の倒産件数、負債総額は、ともに先月から増加をしています。11

月の件数は減少したが負債総額は増加をしています。昨年度実施した緊急的な

金融支援、今申し上げたいわゆるゼロゼロ融資の返済の影響がどのように出始

めていると考えたほうがいいのですか。	

金融課長	

	 11 月の県内倒産件数が 30 件で、減少したのですが、この情報の基である東京

商工リサーチに確認したところ、原因としては次の点が考えられるということ

です。	

	 赤字累積などによる既往のしわ寄せ、これが15件で最大だということでして、

続いて販売不振という理由が 11 件で続くという状況です。９月以降はこの既往

のしわ寄せが販売不振を上回る状況が続いていまして、コロナ禍の長期化もあ

り、息切れ的に倒産する企業が目立ってきている状況だと伺っています。	

	 ゼロゼロ融資等の影響の関係ですが、昨年度、神奈川県中小企業制度融資で

はトータルで３万 3,000 件もの融資を実施させていただいておりますので、正

確な数字は持っていませんが、倒産された企業の中には当然融資を活用されて

いる方がいるのだろうとは思われます。	

	 しかし、金融機関や保証協会も先ほどもありましたように、条件変更、いわ

ゆるリスケには柔軟に対応していると聞いておりますので、返済開始が倒産に

直結した原因という状況ではないと捉えております。	

西村委員	

	 しつこいようですが、今、条件変更、リスケは柔軟に行われているとの答弁

がありましたが、企業から申出があった場合、リスケというのはおおむねとい

うか全部と言ってもいいかもしれませんが、認められるものですか。	

金融課長	

	 新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、金融庁が都度金融機関に対して、

事業者に対する柔軟な取扱いについて最大限の配慮という要請も出しています。

そういったこともあり、金融機関も柔軟に対応している、認めている状況だと

承知しております。	

西村委員	

	 その場での金融機関に負担はないのでしょうが、長いお付き合いとなったと

きに、果たしてどうなるのか心配に思ったりするのですけれども、先ほど倒産

の原因のうち、既往のしわ寄せという言い方をされていましたが、この既往と

はいつの時点を指しているのでしょうか。	
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金融課長	

	 東京商工リサーチに確認したところ、既往とは数か月単位の話ではなくて、

通常は２年から３年程度を指すとのことでした。	

	 したがって、ここに来て残念ながら倒産に至った企業は、コロナ禍以前から

の業績不振による赤字累積が理由となって倒産したケースが多いという状況か

と存じます。	

西村委員	

	 今の御答弁によると、今回コロナ禍により、より柔軟に、スムーズに資金を

調達できるような融資が国の施策で始まり、それに県も乗っかったと。ところ

が、そもそも経営状況が厳しかった企業は、今倒産に至ったとのことですが、

それだけではなくて、コロナ禍がどう影響したのか、状況の把握はできていま

すか。	

金融課長	

	 倒産情報は、情報会社から仕入れるしかない状況ですが、東京商工リサーチ

によりますと、11 月の倒産件数 30 件のうち、新型コロナウイルス関連倒産とい

う分類があり、それは７件でした。	

	 この新型コロナウイルス関連倒産とは、まさしく新型コロナウイルス感染症

の影響が倒産の主たる要因、もしくは一因であると、破産管財人の弁護士など

がそのように言ったものを分類しているとのことでして、新型コロナウイルス

関連倒産を含む全ての倒産について、詳しい情報は明らかになっていないので、

コロナ禍がどう影響したのかを把握することは困難な状況です。	

	 なお、販売不振も一つ理由としてありましたが、これはコロナ禍が多分に影

響しているものと思われますが、それもコロナ禍に端を発したものなのか、そ

れともコロナ禍以前のものなのかという情報までは把握できていないというこ

とでした。	

西村委員	

	 東京商工リサーチによるとという御答弁になるということは、やはりなかな

か実質的なものを県が掌握をすることは難しいのだろうなと思いつつも、例え

ば、倒産された件数とかは数で挙げられましたが、どのような地域で、どのよ

うな業界で起こっているのかという情報の収集とか検証は県できますか。	

金融課長	

	 その原因の理由別や地域別といったものは、各情報会社から入手することが

できますので、把握は可能です。	

西村委員	

	 推測になってしまうのかもしれませんが、できるだけいろいろな情報を収集

されておいて、今後も緊急事態等に対応できるようなデータは集めておいたほ

うがよいのではと思います。	

	 ゼロゼロ融資をはじめとする昨年度の緊急的な融資支援は、コロナ前から課

題があった企業を含めて事業者の資金繰りを一時的に緩和したと。それは認め

られるのですが、倒産抑制に一定の効果をもたらしたのですが、今後、返済が

積み重なってくるとまた倒産や廃業を余儀なくされる事例が増加をしてくるの

ではないかと懸念するところです。県としてどのように支えていこうとされて
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いるのか、伺います。	

金融課長	

	 緊急事態宣言が解除され、経済が動き出したところですが、新たに変異株の

話も飛び込んできている状況でして、先行きが見通せない状況かと存じます。

今後、業績を回復することができなければ、倒産や廃業が増加するおそれがあ

るものと捉えておりまして、こうしたことから、金融支援だけではなく、経営

改善や新事業展開などの本業支援がより重要だと考えています。	

	 金融面においては、保証料負担を優遇して、新事業展開対策や事業改善を行

う新事業展開対策融資を積極的に活用いただくことで支援を続けていきたいと

考えています。	

	 さらに、条件変更を行った企業や代位弁済に陥った企業については、経営改

善や企業再生を金融面からサポートするメニューも別途用意していますので案

内したいと考えています。	

西村委員	

	 繰り返しになりますが、要望として申し上げておきたいと思います。	

	 国主導の各種支援策によって倒産件数はある意味最低水準にとどめることが

できたことは私も認めます。ただ、本日はゼロゼロ融資で伺いましたが、これ

だけではなくて、国のいろいろな支援策も徐々にこれから終了に向かっていく

中において、経済をもう一回活性化しようとなれば、同業者間の競争激化も飲

食店や観光業などで今後起こってくると思うところです。	

	 収益力が回復しなかったら、また倒産件数が上がってしまうだろうし、経営

者にとってこれからが事業継続に向けての正念場となるわけです。先ほどもお

話をした、県が可能ないろいろな情報集積をしておき、危機的状況下において

どのように企業を支援していったらいいのか、参考としていただくことが重要

になってくると思います。	

	 これは産業労働局全体に関わるお話だと思うのですが、将来に向けてこうい

った情報の収集、分析、検討を行っていただきますようお願いをいたします。	

	 もう１つは、報告資料に民間企業における障害者雇用状況が記載されていま

す。県内、全国ともに年々障害者の雇用率は増えている。しかし、障害者雇用

の促進に当たっては、雇用率を上げるだけではなくて、障害者一人一人が自ら

の特性に合った業務を行い、生き生きと働く、こういったことが重要であろう

かと思います。	

	 中でも課題と考えるのは、平成 30 年から法定雇用率の算定基礎に加えられた

精神障害者の雇用と職場定着であろうかと思います。近年就労を希望する精神

障害者の方々が増えていますが、一方で、様々な事情により辞職する人も多い

と伺っています。	

	 そこで、まず、実際に雇用されている精神障害者の人数と、ここ数年はどの

ような傾向で推移しているのか、伺います。	

障害者雇用促進担当課長	

	 神奈川労働局において、毎年６月１日現在で取りまとめている障害者雇用状

況によりますと、令和２年６月１日現在で、県内企業に雇用されている精神障

害者の数は約 4,900 人です。	



 4 

	 ここ数年の推移ですが、平成 30 年は約 3,800 人、令和元年は約 4,400 人、毎

年 500 人から 600 人程度増えている状況で、５年前、平成 27 年の約 2,200 人と

比べると現在２倍以上となっています。	

西村委員	

	 それでは、雇用されている精神障害者のその後の定着状況を教えてください。	

障害者雇用促進担当課長	

	 こちらは神奈川県単独のデータがありませんので、全国のデータになります

が、平成 30 年に国が実施した障害者雇用実態調査によりますと、精神障害者の

平均勤続年数は３年２か月となっています。これは身体障害者の平均勤続年数

である 10 年２か月、知的障害者の７年５か月と比較して短くなっています。	

	 また、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が平成 29 年に公表した調査結果

によりますと、障害者が雇用されてから１年後の定着率は、身体障害者が 60.8％、

知的障害者が 68.0％であるのに対して、精神障害者は 49.3％と、精神障害者の

みが５割を下回っている状況です。	

西村委員	

	 これも先ほどの質問と一緒ですが、なかなか情報収集は難しいとは思います

が、県独自の数というものも出せるような工夫をぜひ御検討をいただきたいと

いうふうに思います。	

	 精神障害者の職場定着が難しい理由としてはどのようなことが考えられるの

でしょうか。	

障害者雇用促進担当課長	

	 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が昨年公表した調査結果によりますと、

精神障害者の離職理由ですが、障害、病気のためが最も多く、次が人間関係の

悪化となっております。	

	 最も多い離職理由であります障害、病気のための要因としましては、精神障

害の原因となる疾患が様々でありまして、環境の変化などによって症状が急速

に悪化する場合があるということが考えられます。	

	 また、次に多い離職理由で、人間関係の悪化については、精神障害は体調が

悪化しても外見から見えづらい、自身から配慮してほしいと言い出せなかった、

周囲の人も体調の悪化に気づかず声がけとかできなかった、というように、お

互いの思いがすれ違ってしまい人間関係に影響が生じる場合があることが考え

られております。	

西村委員	

	 やはり県独自でアンケート調査などができるといいのですが。	

	 こうした課題を踏まえて、県では精神障害者の雇用と職場定着の促進に向け、

どのような取組をされているでしょうか。	

障害者雇用促進担当課長	

	 まず、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加えられた平成 30 年度から、企

業向け精神障害者の雇用と職場定着に特化した研修を開始して、精神障害者の

特性や雇用事例を紹介しております。	

	 また、新たに精神障害者を雇用した中小企業が、雇用した障害者の職場での

相談などに応じるため職場指導員を設置した場合、その費用の一部を補助する
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事業を、同じく平成 30 年度から実施しております。	

	 さらに、精神障害者に限った取組ではございませんが、障害者雇用促進セン

ターによる企業への戸別訪問、出前講座等において、職場で必要となる配慮な

どについて説明し、障害者雇用への理解促進を図っているところです。	

西村委員	

	 今、御答弁の中でもいただいた障害者雇用促進センターは本当に頑張ってい

ただいているなと思います。特に、専門職である福祉職の体制を今後しっかり

させていくことが重要なポイントになるであろうと思います。今、本当にいろ

いろな企業に働きかけをしていただいていることは承知しているのですが、福

祉職の人数や業務体制について伺います。	

障害者雇用促進担当課長	

	 現在、障害者雇用促進センターには、福祉職、常勤職員が６人、会計年度任

用職員が９人、合計 15 人の福祉職が在籍しています。	

	 会計年度任用職員については、今申し上げた９人のうち５人が障害者雇用に

向けた企業支援を担当して、その他の４人については、障害者の職業適性を把

握するために実施している職業能力評価を担当しております。	

	 常勤職員についても企業支援、職業能力評価の業務を担当しております。	

西村委員	

	 常勤でより多く雇っていただいたほうがいいなというのは正直なところです

が、その本意としては、やはり人材の育成であろうかと思います。福祉職には

障害者雇用を促進するための人材育成や、企業訪問等を通じて培ったノウハウ

の共有や蓄積、こういったものが求められると考えるのですが、これはどのよ

うに進めていらっしゃるのでしょうか。	

障害者雇用促進担当課長	

	 センターの福祉職ですが、業務に関係する外部機関の研修やセミナーに積極

的に参加していただくように所属もそれを後押ししておりまして、各自自己啓

発には努めております。	

	 また、担当業務ごとの会議を定期的に行いまして、業務の状況や支援事例な

どを報告し合い、全員で共有する体制を取っております。	

	 そうした会議の際に報告された事例の中で好事例と思われるものについては、

企業向けに行う出前講座の資料に加えたり、さらなる企業の支援の充実につな

げるとともに、内部でのノウハウの蓄積に役立たせるといった工夫もしている

と思っております。	

西村委員	

	 民間企業との折衝をしなくてはいけなかったり、社会保険労務士と相対して

話ができることが望ましかったり、知的障害、身体障害、いろいろな障害の特

性を分かっていないと、いろいろな知識と経験が必要とされる職場であり、そ

れぞれのプロが集まっていらっしゃると伺っていましたが、しっかりとこれ連

携をして、より重層なものにしていただくことと、人材の育成を続けていただ

くということをお願いいたします。	

	 さて、そのセンターでとてもすばらしい講義があるのですが、その１つに、

精神障害者の雇用と職場定着のポイントを企業に対して講義をされるのですけ
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れども、その中で、ニューロ・ダイバーシティという考え方を入れていらっし

ゃるんです。	

	 ニューロ・ダイバーシティとは、一説には脳の多様性と訳されていて、全て

の脳にはそれぞれに違いがあって、その違いは優劣ではなく個性であって、障

害者も固有の強みを持っていると。発達障害の方々が集中するとかいろいろな

差異に気づくという能力があったりするのを、もっと職場で生かしていこう、

職場定着につなげていこうという考え方であると伺っているのですが、県では

こうした考え方を障害者雇用の取組の中に組み込んでいるのでしょうか。	

障害者雇用促進担当課長	

	 今、お話にもありましたとおり、これまで障害者雇用促進センターによる出

前講座や企業向け研修会において、ニューロ・ダイバーシティの考え方を紹介

しております。障害者一人一人の特性を生かすことにより、様々な業務に従事

できるということを説明しております。	

	 具体的な事例としましては、高い集中力を生かしたプログラミング、精密機

器の検査、語学力を生かした外資系企業での翻訳、深い法律知識を生かして法

務担当や内部監査、こういった場面、分野で活躍している事例などがありまし

て、研修等の中で紹介をしているところです。	

西村委員	

	 ニューロ・ダイバーシティという考え方も踏まえて、これから精神障害や発

達障害者の雇用と職場定着の促進にどのように取り組もうとお考えですか。	

障害者雇用促進担当課長	

	 発達障害者の中には、高い集中力や新たな発想、固有の強みを持った方がお

りまして、企業においてもこうした方を求めるという動きがあることは承知し

ております。	

	 一方で、企業からは、障害者を雇用しない理由としまして、職務の設定、作

業内容、作業手順の改善が困難、そういった声も依然として多く聞かれている

ところです。こうした企業に対しては、まず障害者はその特性に応じて多様な

分野の業務を担えること、適切な配慮を行うことにより、本人がもともと持っ

ている能力を十分に発揮できることなどを知っていただくことが重要であると

考えております。	

	 そこで、県が実施する企業向けの研修等では、雇用事例の紹介を実施するほ

か、障害者就労機関向けの研修等においては、障害者一人一人の特性を生かし

たマッチングの重要性を改めて周知することにより、精神、発達障害者の雇用

と職場定着促進を図っていきたいと考えております。	

西村委員	

	 それでは、要望を申し上げたいと思います。	

	 2021 年３月、野村総合研究所は、発達障害者が日本で未活躍であることの損

失額を２兆 3,000 億円と推計する調査結果を発表しました。障害者が仕事を持

つということがゴールではなくて、適材適所の人材活用、そこにこそ新たな市

場の開拓があるのではないかなと思います。	

	 また、ニューロ・ダイバーシティの考え方、差別をなくすというだけではな

いということは今申し上げましたが、難しい課題であることは承知の上ですけ
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れども、神奈川県は、ともに生きる社会かながわ憲章を打ち立てて平成 28 年か

ら取り組んでいるのは、厚生の部門だけではなく、この産業労働常任委員会、

産業労働の部門でも十二分に取り組んでいかなければならないことであろうか

と思います。	

	 ニューロ・ダイバーシティの考え方は、こういった流れを生みながら、企業

と雇用されている方がウイン・ウインになるような社会を目指していくことを

私は望ましいと捉えておりますので、今後の障害者雇用の取組、新たな考え方

で、それぞれの特性に合った仕事に就いて、定着をしていただけることを目指

していただけますようお願いします。	


