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障害のある人の雇用に当たって

　「障害者の雇用の促進等に関する法律｣により、企業は、障害のある人を従業員総数の 1.8 パーセント

以上雇用することとされています。厚生労働省が調査している毎年 6 月 1 日現在の障害者雇用状況報

告において、千葉県では、着実に雇用率が上昇していますが、いまだ法定雇用率には届いていません。

　そこで、企業、事業所等の皆様が障害者雇用に取り組む際に、まず「なに」をしたらよいのか、「ど

のように」始めるのか、「どうしたら」雇用が可能か、「どのような」工夫をすれば業務を遂行できるの

かなどの疑問や課題に対し、障害のある人を雇用している様々な企業等の取組を紹介することで、参考

にしていただければと考えました。

　この事例集は、平成 22 年 10 月に、県内の特例子会社をはじめ、19 の事業所の経営者・雇用管理者

及び従業員等の皆様へのインタビューに基づき作成したもので、現場の生の声を掲載しております。

　今後、障害のある人の雇用を進めるに当たり、その一助となれば幸いです。

　また、障害者就労支援機関の皆様にも、支援業務において、活用していただければと考えております。

　最後に本事例集作成において、インタビューに御協力いただいた企業・事業所の皆様、様々な情報提

供やサポートをいただいた障害者就労支援機関の皆様、関係者の皆様に感謝を申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 22年 11月

千葉県商工労働部産業人材課　　　　

本事例集に記載の数値は、特に断りのない限り平成 22年 10 月現在のものです。

「障害者就業・生活支援センター」は「支援センター」と略記してあります。

注 記

障害種別表記について

早見機能について

各ページの会社名に続く記号は雇用している障害のある人の障害種別を示します。

各ページの小見出しに付いている　マークはそれぞれの段落の内容を示します。

知的障害のある人 身体障害のある人 精神障害のある人 発達障害のある人知 身 精 発

支援機関などとの連携

採用基準

力を引き出す工夫、教育・研修体制など

経営者の意識や社内体制の変化

助成金等の活用
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店長　土屋泰隆氏（左）　岳尾裕二氏（右）

■株式会社アルペン　スポーツデポ　千葉ニュータウン店（印西市）　

　株式会社アルペンは、昭和 47
年 7月設立。事業内容はスキー
用品等各種スポーツ用品、レ
ジャー用品の商品開発・販売、ス
キー場・ゴルフ場・フィットネス
クラブの経営。障害のある人の雇
用方針として「協働」（同じ目標
に向かい協力して働く）を掲げ、
全国の各店舗で障害のある人を
雇用している。身体障害のある人
42名、知的障害のある人 36名、
精神障害のある人 3名。障害の
ある人は、店舗売り場担当者とし
て健常者と同様に売り場づくり、
販売等総合的に実施したり、その
他に店内外の清掃、商品管理（商
品整理、補充、ウェアのハンガー
がけなど）の作業に従事したりし
ている。
　人事部採用教育グループ岳尾裕
二氏、千葉ニュータウン店長土屋
泰隆氏に話を伺った。

知的障害のある人の可能性に出会う

　株式会社アルペンは、平成 4年に障
害者雇用に関する行政指導を受けました。
その後障害者雇用を進めていくに当たり
当初は身体障害のある人でしかも内部疾
患など販売業務などに支障のない程度の
人を採用の対象として想定していました。
民間求人雑誌に人材募集を掲載した際に
社会福祉法人実のりの会ビック・ハート
の施設長からアプローチがありました。
早速担当部長がビック・ハートを見学し、
そこで初めて知的障害のある人の仕事を
する様子を見ました。しっかりとシーツ
をたたむ姿や掃除をする姿を見て、これ
なら各店舗でも業務が可能であると感じ、
知的障害のある人の採用を開始しました。

　社員として受け入れる

　平成 16年頃から本格的に知的障害の
ある人の雇用を開始しました。障害のあ
る人の雇用方針は「協働」。同じ目標に
向かい協力して働くことです。「健常者
と同じ職場で同じ業務を実施します」「で
きることをできる範囲で精一杯働くこと
を評価します」という基本的な方針で臨
みました。
　この観点から障害のある人を特別枠で
採用するのではなく、費用対効果の面を
考慮しながらも社員（労働力）として迎
え入れることをしっかりと意識していま
す。

　働く姿がエネルギーに

　必ずしも障害者福祉に貢献をするとい
う気持ちが前面に出ていたというわけで
はありません。しかし障害のある人たち
が働く喜びを感じながら働いている姿や
それを見て感動する親の姿を見ると同僚
として人間として純粋に胸が熱くなりま

す。この体験が障害者雇用に取り組むエ
ネルギーになっています。

一人ひとりに合った対応を心掛ける

　一言で「知的障害」と言ってもいろい
ろな姿があります。ある店舗に採用した
知的障害のある従業員は、休憩時間など
にマンガを読むことに強いこだわりがあ
りました。本人にとっては決まり事のよ
うでした。そのことに気付いた段階で、
その店舗の従業員はその時間帯は話しか
けないように心掛けています。また仕事
上の注意を受けたときに、怒られたと敏
感過ぎる反応してしまう人もいました。
そのため職場での指導では怒らないよう
に対応をしています。
　千葉ニュータウン店では、障害のある
従業員を支援するキーパーソンとして現
場社員と店長代理の 2名を配置して障
害のある従業員本人のメンタル面の安定
に配慮した対応をしています。その他、
本人の様子が不安定に見える時は、店長
自ら一緒に仕事をしたり、駐車場など 2

あいさつと笑顔が良ければ接客のあるセクションに

配置することもあります。
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店長が商品整理を指導

商品補充の作業

人きりになれる場所に行ってじっくり話
を聞いたりと個別対応をしています。こ
のことは障害の有無にかかわらずすべて
の従業員に対しても当てはまることだと
感じています。

　採用基準は集中力

　採用の判断基準は障害の種別（身体、
知的、精神など）により異なりますが、
知的障害の場合は、採用面接の 40分間
がしっかりと集中していられるかを採用
の決め手として見ています。また、知的
障害の場合は、質問に対する受け応えな
どのコミュニケーション能力はあまり重
視しません。むしろ集中力を重視するの
は、採用後に担当する業務の多くが高い
コミュニケーション能力は必要としない
単純反復作業であるからです。このよう
な作業ができるかどうかという観点で面
接をしています。

支援機関への期待

　支援センターの支援なしでは障害者雇
用は成り立たないと考えています。支援
機関には障害の特性（仕事上において何
が得意で何が不得意なのか）についてど
のような配慮をすべきかの助言を期待し

ています。現に、支援機関へは、企業が
どうしてもできない範囲の対応を依頼し
ています。特に家族との調整やモチベー
ションの維持向上は仕事以外の生活の時
間が関与するため、一企業だけでは限界
があるので支援センターの力を借りてい
ます。普段一緒に働いていて何か変わっ
たことに気づいたときは支援センターの
職員に相談をしています。
　さらに店長が人事異動で代わった際に
は、新しく異動で来た店長へも障害のあ
る従業員の障害上の特性や今までの支援
経過などの情報の共有や引継ぎの助力を
依頼しています。

障害特性を活かし、
力を引き出す配置をする

　採用の段階である程度作業内容を決め
ているため、採用してから新たに教育し
ていくことは現場の状況に委ねています。
ただ、本人の希望やスキルなどの事情か
ら、大きく作業内容を変化させざるをえ
ないときは、現場の店長や従業員が単独
で判断して進めることはせず、支援セン
ターにその事情を説明して障害のある従
業員に理解しやすいよう伝える支援協力
を依頼しています。
　店舗内の配置は障害特性に合わせてい

ます。例えば、必ずしも接
客コミュニケーション能力
が高くなくても、あいさつ
と笑顔が良ければ接客のあ
るセクションに配置するこ
ともあります。来店したお
客様から何か尋ねられたと
きに、店内の他の社員にそ
のことを伝えられることが
接客に関しての最低限必要

今までに人から頼りにされたり褒められ
たりした経験が少なかったという観点を
しっかりと意識して声かけ対応をして
います。褒める声かけで彼らのモチベー
ションが向上していると感じています。
作業終了後は「ありがとう、作業してく
れて助かったよ。」という感謝の気持ち
を表した声かけをしています。

なレベルとしています。

褒める言葉で
モチベーションアップ

　知的障害のある従業員は、

互いにカバーし合う風土が
でき上がる

　従業員への接し方が自然と優しくなり
ました。障害のある人と一緒の職場で働
くことで障害者に対する偏見はなくなり
誰とでも同じように接しています。何か
援助することがあっても障害があるから
という理由ではないようです。例えば、
背の低い人が高い所に手が届かない時に
手が届く人が代わりに行うのと同じよう
な感じです。障害の特性を周りの従業員
が理解して、足りないところは自然とカ
バーし合う風土ができ上がってきたので
す。特別視はせず障害の特性に応じた
配慮が生まれています。店舗によっては
指示の出し方を障害のある従業員に合わ
せるなどの配慮をしたり作業手順書（マ
ニュアル）を写真付きにしたりするなど
の変化が見られました。
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弁当製造作業

■社会福祉法人光明会（八街市）　

すべての仕事がまず障害のある職員の仕事をベースに組み

替えられていました。発想がいつの間にか逆転したのです。

　社会福祉法人光明会は、平成

10年設立認可。知的障害者授産

施設明朗塾は、平成18年 10月

障害者自立支援法に基づく就労

移行支援事業（現在定員43名）、

就労継続支援事業 B型 (30 名 )

へ移行。同時に施設名を「就職す

るなら明朗塾」へ変更。平成 14

年に知的障害と精神障害のある女

性 1名と知的障害のある男性 1

名を施設利用者から正職員として

採用した。平成18年には知的障

害のある男性 1名を正職員とし

て採用。障害のある職員は、調理

や営繕の仕事に従事している。

　総料理長（作業指導員）の山崎

修氏に話を伺った。
歓迎する一方で、施設利用者のご家族か

らクレームを寄せられることもありまし

た。正職員ではあっても職種は指導員で

はないのですが、もともと施設利用者で

あったことから利用者同士の関わりを全

くなくすことはできなかったのです。規

模の小さな施設の職場内では、縦割りの

仕事分担が作りにくいと感じながらも、

平成 18年、新たな一つの試みとして調

理の現場に採用をしました。

調理業務のすべての職員に
プロレベルのスキルが必要

　調理の仕事は常に時間との戦いになり

ます。施設で提供する食事に加えて昼食

用の宅配弁当の製造がありますから、早

朝から仕事に追われます。調理を担当す

る職員は、それぞれの持ち場を確実にこ

なさなければ仕事は完成しません。一人

ひとりの作業量は異なっていても担当す

る仕事の質そのものは全員にプロレベル

が必要なのです。最初はたとえ全体の仕

事の 100 分の 1しか担当できなくても

スキルアップするにつれて 10分の 1に

なります。仕事は障害の有無にかかわら

ずプロレベルでしてもらわなくてはなり

ませんでしたが、彼にとってのちょうど

良い作業量を任せることで、大きなスト

レスなく仕事を継続していくことができ

ました。最初は一つ一つの仕事の指示を

すべて口頭でしていましたが、いまでは

食器洗浄、生ゴミ処理や調味料管理など

を指示がなくても単独判断でこなしてい

けます。

障害のある職員が力を
発揮するための工夫

　ただ彼は、数量の把握が不得手です。

障害のある職員を雇用する
役割をまず果たそう

　明朗塾は、障害のある人の就職支援に

特化することを施設サービスの基本方針

としましたので、民間企業に障害者雇用

を勧めるにあたり、具体的にどのような

工夫や環境調整が職場に必要になるかの

ノウハウを明らかにしなければならない

と考えました。そのためにまず施設利用

者の中から正職員として採用し、知的に

障害のある人と一緒に働く職場にしよう

と平成 14年から採用を始めました。

　最初に雇用した 2名の職員には、施

設の営繕や清掃、作業指導員の補助など

の業務を担当してもらいました。ところ

が次第に指導員との業務が重なるように

なりました。本人たちのスキルアップを
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食器洗浄作業

総料理長　山崎修氏

調味料の在庫管理を担当していますが在

庫量を数値で報告することはできません。

それでも「少ない」や「ない」という状

況報告とその補充作業はできます。他の

職員とのやりとりにおいては、報告に対

して「分かりました」と応じますが、彼

から報告があったときは「分かりました、

メモしておきます」とメモ書きしてその

用紙を貼り出します。そうすると自分の

報告に続く周囲の反応が本人の目に見え

ることになるので満足度が高まるのです。

　また私生活での落ち込みは仕事にてき

めんに影響が出ます。お小遣いのことや

他の施設利用者（友だち）との人間関係

で悩み、仕事が手につかなくことがあり

ます。そのときは「俺たちは友だちだろ

う、一緒に頑張ろう」と励まします。上

司部下の関係ではなく、同じ職場の仲間

という関係を大切にしています。

　今まで他にも調理スタッフとしての採

用を前提にトレーニングした施設利用者

が何人かいましたが、1か月と続かない

のです。継続できない理由を考えてみま

すと、仕事が生活の中での優先順位の一

番になっていないのです。仕事時間中で

も携帯電話で異性と話をしたり頻繁に喫

煙したりしていました。その結果、辞め

ていくのです。この点、彼は非常にまじ

めです。純粋すぎて世間知らずで素直す

ぎると言っていいほどです。「俺はもう

辞める　もう行かねぇ」と言ってもいつ

の間にか現場の作業に戻るのです。働く

ことが一番になっているのです。だから

彼の心を大切にしなければ、という思い

が現場の職員全体に行き渡っているので

す。障害のある職員と共に働く職場では、

その本人の気持ちをいかに尊重し大切に

するかを周囲の職員が本気で考え、実際

に行動をしなくてはなりません。

障害のある職員が現場に
いることで変わってきたこと

　私が今まで過ごしてきた約 40年間の

現場で、障害のある人と一緒に仕事をし

たのは「就職するなら明朗塾」が初めて

です。調理の現場は職人の世界なので縦

のつながり、上下関係は絶対です。命令

と指示が飛び交います。時間に追われる

中、荒っぽい言葉が飛び交うのです。

　ところが今の職場で障害のある職員を

迎えてから 4年が経過し、今振り返り

分たちの発想がいつの間にか逆転してい

たのです。パート職員とも仕事の進め方

や分担のことで話し合いがあります。以

前の職人の現場では、パート職員と相談

しながら仕事を進めるということは全く

ありませんでした。必要な作業を限られ

た時間内にやってもらう、というだけで

す。それが今の職場では変わってきてい

るのです。現場の中での言葉遣いが柔ら

かくなりました。そしてその結果でしょ

うか、パート職員からの仕事上の提案が

増えています。彼からも洗剤の置き場所

の変更の提案や調味料補充のタイミング

についての提案が出てきているのです。

　「就職するなら明朗塾」での宅配弁当

製造事業は、就労継続支援事業Ｂ型の作

業なので、数名の施設利用者が調理作業

や弁当調製作業や配達に従事しています。

利用者の多くから、自分も施設職員とし

て就職したい、という希望の声が聞かれ

ます。彼は調理の現場になくてはなら

ない戦力であると同時に、施設利用者に

とっては一番身近な「就職した先輩」と

しての手本の役割もまた果たしているの

です。

考えてみますと、すべての

仕事がまず障害のある職員

の仕事をベースに組み替え

られてきていることに気付

きました。彼が担当できる

仕事がまずあって、それを

もとに全体の仕事分担が作

り上げられるのです。初め

に仕事があって、その中に

彼ができる仕事を見つけて

いくのではないのです。自
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代表取締役社長　上田進一氏

■株式会社シーケル（千葉市）　

　株式会社シーケルは、平成 10

年設立。経営理念として【人と

企業の掛け橋】を掲げている社員

数 500名の中堅人材派遣会社で、

現在知的障害のある人 6名を雇

用している。障害のある社員はパ

ソコン業務、軽作業や農産物加工

に従事している。

　代表取締役社長の上田進一氏に

話を伺った。

障害者雇用への経緯

　平成 15年頃は本社内の正社員 10名、

派遣社員 300 名の構成でした。社員総

数が 300 名を超える頃からハローワー

クの障害者雇用指導を受けるようになり、

法定雇用率が未達成であることから雇用

納付金も支払っていました。ハローワー

クに対しては派遣会社という性格上、法

定雇用率達成は困難と訴えましたが「本

社で採用すればよい」ということで特段

の配慮は全くもらえなかったことを覚え

ております。一方で㈳千葉県雇用開発協

会へは派遣業に除外率の設定がなく不公

平であることを訴えました。この除外率

の件については平成 18年頃から要件が

緩和されました。

　当社の営業マンが中心になり派遣先企

業様に障害者雇用への協力依頼文書を持

ちながら歩きましたが、派遣先企業様に

とっては障害のある人の派遣を受けても

自社の障害者雇用の実績にならないとい

う事情や、派遣社員の仕事の現場が工場

であるため危険があるなどの理由を挙げ

られ、ほとんど障害者雇用の成果が上が

りませんでした。

　そこで、平成 16年頃方針を転換した

のです。ハローワークが主催する合同面

接会に出席し、パソコン操作ができる知

的障害のある男性を１名採用しました。

面接会場では人気のある企業とそうでな

い企業がはっきりとしていたことを記憶

しています。

　採用後に千葉県立障害者高等技術専門

校を視察し、皆が明るく学んでいる姿を

見て驚きました。また、特例子会社の株

式会社舞浜ビジネスサービス（現株式会

社舞浜コーポレーション）を視察しまし

たが、軽度の知的障害のある人が大部分

であると感じました。会社内にはクリー

ニング、レストランの布ナプキン折りな

ど仕事や作業場所がたくさんあってうら

やましく感じたものです。ただ、この視

察をしたときに知的障害のある人は単純

な仕事はできるが、複雑な仕事は困難で

あることを教わりました。

障害者雇用業務に専従者を配置

　平成 18 年～ 20 年になると、ハロー

ワークから障害者雇入れ計画の作成を

命じられ、法定雇用率が未達成の場合は

企業名を公表するようになると言われま

した。社員も増えて 500 名の派遣社員

を抱えるようになっていたのです。年間

の納付金額も 200 万円を超えるように

なっていました。

　そこで、社長以下営業マンが兼任で動

いても障害のある人の雇い入れは進まな

いと覚悟を決め、派遣先に頼らず自社で

障害のある人の職場を作ることに方針を

転換しました。専任者 1名を選定し、専

従で障害者雇用の業務を担当させました。

派遣先企業に頼るのではなく、自社に障害のある人の

職場をつくり専任スタッフを配置しました。
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障害者雇用担当　高梨直人氏

ボールペンの組み立て作業

雇用拡大へ

　平成 20年、専任の障害者雇用担当者

が、ボールペンの加工作業を請け負い、

知的障害と精神障害のある女性 1名を

採用しました。この時にジョブコーチと

して障害者雇用の相談に乗ってくれたの

は、社会福祉法人光明会でした。

　知的障害と精神障害のある女性への接

し方に関しては、助言を受けながら社内

での対応を手探り状態で行っていきまし

た。社内では、常務（社長夫人）や以前

から雇用している知的障害のある男性を

中心に丁寧に接することで、障害のある

女性もよくこの 2人を慕いながら作業

に従事していました。しかし、全従業員

がそのような対応ができたかというとそ

うではなく、どのように接してよいかが

わからず、ほとんど無関心な状態であっ

たのです。このような状態がしばらく

続きましたが、ジョブコーチの介入によ

り徐々に障害のある女性と従業員との間

に会話が生まれ始め、最終的にはジョブ

コーチがいなくても健常の社員同士が接

するかのように何の違和感もなく接する

光景が生まれたのです。

　この成功事例を基にさらに障害者雇用

を拡大しようと計画し、ジョブコーチに

相談したところ、ジョブコーチが所属す

る社会福祉法人光明会とコラボレーショ

ンしていく提案を受けました。その結果、

八街市内に農産物加工（ピーナッツの殻

むき作業）をする作業場を設け、知的障

害のある人 5名（うち 2名が重度）を

採用しました。その後 3年が経過しま

したが、特に大きな問題もなく現在も継

続雇用しています。

　障害者雇用を実施するに当たり、作

業場所確保など費用負担が多少あるもの

の、それ以上にハローワークから指示さ

れていた雇入れ計画もクリアし、納付金

を支払う必要もなくなり、さらに雇用率

も 2.2％となり、社会への貢献も微力な

がら感じているところです。

障害のある人の姿に接して

　最初は納付金を支払ったり、ハロー

会福祉法人光明会「就職するなら明朗塾」

には大勢の障害のある人がいますが、明

るいあいさつを受け、彼らの笑顔に接す

るたびに勇気付けられます。

　光明会について、付き合いをはじめて

約 3年が経過しますが、理事長以下ス

タッフの皆さんには本当に頭が下がる

思いがします。お正月、夏まつり、秋の

就職表彰式など並大抵の努力では継続で

きないと考えます。両親を交えてのパー

ティーなど心温まる一方で、一度も子ど

もの顔を見に来ない親もいるということ

を聞きました。私たちの努力と親の感情

にずれがあるのではないかと思うと悲し

い気分になります。

　社長として会社の状況にもよりますが、

できる限り彼らの雇用は維持していきた

いと考えています。

　最後に障害のある人の雇用を推進する

ためには「自分の子が障害者だったら」

という気持ちを皆が持つことに尽きるの

ではないかと考えています。

ワークの指導を受けたりす

るのが嫌で始めた障害者雇

用ですが、派遣先企業様に

ほとんど断られたときは、

企業名を公表されても構わ

ないくらいの心境でした。

しかし、特別支援学校を視

察したり、面接会場で重度

の障害のある人を見たりす

ることで、彼ら本人のため、

また彼らの家族のため、何

とかしなければならないと

強く思い始めたのです。社
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商品の開封及びセッティング作業

■株式会社新晃（千葉市）　

　株式会社新晃は、昭和47年創
業。関東エリアに11拠点のネッ
トワークを持ち大手コンビニエン
スストア（ファミリーマート）や
量販店の各店舗へ三温度帯で効率
よく配送業務を行う物流サービス
企業。千葉中央常温センターでは
総従業員数 137 名（正社員 13
名、契約社員16名、パート・ア
ルバイト 118 名）、現在、知的
障害のある人 8名を雇用中。障
害のある従業員の主な仕事は配送
業務に伴う商品の開封、袋詰め、
梱包、仕分け、ピッキングなど多
種に及ぶ。
　センター長補佐　四元紀広氏に
話を伺った。

採用のポイントはやる気

　障害のある人の雇用についていろいろ

な支援機関から依頼がありますが、採用

するかどうかのポイントは本人のやる気

です。保護者や支援機関がどれだけ本人

を推進しようと、最終的にはその本人が

どれだけこの職場で働きたいという意識

を持つかを重視します。また、採用に当

たり職場実習や助成制度でもあるトライ

アル雇用を活用し、その段階で本人の態

度や気持ちを確認しています。ここで強

調したいのは、支援機関の職員が頻繁に

介入し支援をしたとしても、本人がその

職員に言われるがまま行動しているよう

では、採用には結びつきません。ただ決

して支援機関職員の支援が不要という訳

ではありません。

支援機関との信頼関係ができ上がる

　支援機関に求めていることは、本人の

障害の特性をしっかり伝えてくれること

や緊急時にどのように対応していけばよ

いかということのアドバイスです。しか

し、その前提には職場の社員や従業員と

支援機関職員との間にしっかりとした信

頼関係が必要であると感じています。な

ぜなら、ある程度の信頼関係が成り立た

ない状況では、本当の意味でのＳＯＳが

出せないからです。

　企業にとって障害者雇用の際に支援機

関を活用することは常識と言われていま

すが、支援機関の職員が単なる義務とし

て支援をするならば、信頼関係は生まれ

ないでしょう。例えば支援機関の職員が、

支援先企業から依頼があったから支援に

入っているという段階にとどまるのであ

ればそれは単に業務としての義務を果た

しているに過ぎず、そこからは信頼関係

が生まれにくいのです。

　そうではなく、本当に信頼関係のある

支援機関の職員は、現場から支援の依頼

を出す前に積極的に状況確認に立ち寄り、

障害のある従業員の職場内の様子を見て

いきます。会社の近くに別の用事があっ

たからと言っては少しの時間でも顔を見

せてくれる気遣いがあります。このよう

な状況があれば我々も自然と頼りにする

し協力的にもなります。職場の様子伺い

に来てくれたときには事務所へお茶に誘

いじっくりと情報交換をしたくなります

し、その職員から紹介があれば無条件で

障害のある人の面接をしたくなります。

周囲の従業員の姿勢で継続雇用
につながる

　障害のある従業員の中には自閉傾向が

強い方も多くいます。その人のその日の

気分によって仕事に一生懸命取り組んだ

周囲の従業員が不得手な面を理解しながらも得意な面を

伸ばそうとする姿勢さえ持つならば雇用継続につながります。


