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部品の面取り作業 部品の仕分け作業

バリ取り作業手順カード バリ取り作業

いることを採用条件として面接をしてい
ます。まず現場の担当者、その上司、障
害者担当（課長）の評価を評価会にかけ、
最終的には工場長が判断をします。一緒
に働く以上はしっかりと面倒を見ていく
という気持ちを強く持っています。その
ため安易な気持ちでは採用はしません。

支援機関の協力で作業環境を整える

　作業指示はあえて口頭で説明し、その
指示をメモに取るように指導しています。
このことで本人の理解が促進されるから
です。この工夫については周りの従業員
もしっかり理解して対応しています。ま
た、難しい作業工程に難しい記号等を使
用しては理解が困難であるので、工程に
番号を振るなどして誰もが理解できる作
業環境を整えました。工場内では製作中
の製品の移動は細かい文書指示書ではな
く、障害のある従業員にでもすぐ分かる
ように大きく番号を掲示し、その番号で
指示する工夫や、安全衛生面の観点から
床のペインティングでフォークリフトの
衝突危険回避などの工夫をしています。
これには、全従業員が協力しています。
　このような工夫は、ビック・ハートの
職員に実際の現場を見てもらい、職場に
おいて何ができるのかの助言を受けま
した。障害特性をしっかり把握した上で
どのように作業を教えていけば理解しや
すいかなどを丁寧に助言してくれたので
ジョブコーチがいなくなっても職場内で
対応できるようになったのです。さらに、
採用後しばらくしても定期的に訪問して
くれるので非常に安心しています。

仕事以外の面も支えるキーパーソン

　障害のある従業員のいる各現場には必
ず一人以上のキーパーソンがいます。仕
事に関する指示はもちろんのこと、仕事
以外の時間を一緒に取るということも重
要です。例えば、昼休みに一緒に卓球を
したり、本人たちが興味のあるゲームの
話を聞いたりします。これには作業で重
要なコミュニケーションを図るために意
識的に行っている面もありますが、それ
以上に同じ職場に働く仲間意識が先行し
ているはずです。仲間だから一緒に過ご
しているのです。

企業は生活共同体

　今、お話ししたように障害者雇用の
きっかけはハローワークとの話しの中か
ら出たものでした。しかし、当社には技
能者養成（職業訓練所）の開校という歴
史があり、人を育ててそれを戦力化して

いくという文化がありました。また、以
前から「企業は生活共同体」として従業
員を支えてきたので、障害者雇用に対し
て全く理解していないわけではなかった
のです。
　現在の企業理念の中に「社会事業・福
祉活動に協力し、地域と社会の発展に寄
与する」があり、社会貢献を掲げていま
す。このこともあって、障害者雇用に関
しては見学や実習などを積極的に受け入
れています。

いち早く戦力化をめざす

　企業として障害のある人を雇用してい
くことは社会的責任からも説明したとお
りですが、その気持ちだけでは完結する
ことができません。企業としては障害者
福祉だけを考えることはできないのです。
障害者雇用が大きなマイナスをもたらす
ならば、やりたくても手を出すことはで
きません。費用対効果の面からのペイも
考えなくてはならないと思います。その
ためには、障害のある従業員を早い段階
で戦力化していくことが必要です。もち
ろん助成金制度を活用することも重要
ですが、一番大切なことは「支援の専門
家」の力をしっかり取り入れ、毎日の作
業そのものを教育・研修と明確に位置付
け、繰り返し行うことなのです。障害の
ある従業員に座学で製品のことを教えて
もなかなか覚えないこともありますが、
専門家の力を導入し、毎日の作業を教育・
研修の場とするという考えが有効だと思
います。
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代表取締役社長　德倉基宏氏

■株式会社德倉（東金市）　

講演を聞いて再度障害者雇用を
決意する

　障害者雇用は、同じ工業団地内の同業

者から勧められたことがきっかけですが、

はじめは正直なところ障害者雇用はした

くありませんでした。障害者支援施設就

職するなら明朗塾からのアプローチがあ

り、実際に見学をしました。障害のある

人が一生懸命働いている姿を見てそれを

きっかけに１名の知的障害のある人を雇

用しました。ところが、しばらくたった

時に工場内からクレームがあり、会社で

の障害者雇用はやめようと一旦は思いま

したが、ある大学の先生による障害者雇

用の講演を聞き、社長として障害者雇用

を進めていかなければならない、と決心

したのです。

　社長自らが管理職会議にて障害者雇用

の重要性や助成制度、費用対効果などを

他の重度障害者多数雇用事業所を例にと

り現場にいる管理職へ説明し、その動機

付けを行いました。

支援センターの存在を知る

　支援センターの存在は、平成 20 年 4

月頃から担当していたジョブコーチより

連絡を受けて知りました。その時にはす

でに障害のある従業員 7名を雇用して

いたため、企業だけでは対応しきれない

生活面の支援を中心に継続雇用の観点か

ら支援を依頼しました。

トライアル雇用を活用する

　障害者雇用は、雇用する企業と採用さ

れる側の障害のある人との双方に大きな

不安が生じます。そのため、費用対効果

の検討や受入れ準備、何よりも障害のあ

る本人たちが、本当にこの会社で継続し

て働いていきたいのかという意志を確認

する期間としてトライアル雇用を活用し

ました。支援機関から推薦を受け、現場

見学など行い、働く意志のある方を実習

の対象にしました。

　トライアル雇用については所管のハ

ローワーク担当者を招いて説明を受けな

がら求人票の作成をしました。特定求職

者雇用開発助成金についても千葉労働局

の職員を招いて説明を受け、申請につい

て学びました。

視覚的情報を活用した手順書で
作業を標準化する

　口頭指示だけやあいまいな指示では理

解が困難であることに気付きました。そ

の対応としてアバウトな指示や複数同時

に指示することはやめ、具体的に整理し

てひとつひとつ指示するようにしました。

　誰にもわかるように手順書やルールを

変え、相手が理解して初めて理解したと

言えるという考え方を管理職中心に統一

しました。知的障害といっても一つのカ

テゴリーで見るのではなく、その人個人

の特性に注目することが重要です。実習

や採用に当たっての工夫は、5T（定位置、

定量、定方向、表示、標識）を徹底する

ことで誰もが働きやすい環境の提供に努

めました。視覚的情報の有効性を活かし

写真を多く取り入れた手順書などを標準

化しました。

　株式会社德倉は、大正8年創業。
特許技術を用いての砂糖の粉砕、
糖類の粉砕加工、粉体の表面加工
が業務である。平成18年東金市
の千葉東テクノグリーンパークに
東金工場を新設し障害者雇用を始
める。障害のある従業員の業務は、
製造工程の切り込み作業、製品の
はい付け作業、工場内の清掃の業
務である。
　代表取締役社長德倉基宏氏に話
を伺った。

毎週開催する勉強会で、障害のある従業員に

できるだけチャレンジさせる環境をつくっています。
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原材料をふるい機へ投入する切り込み作業

工場内の清掃作業

毎週の勉強会で成長を引き出す

　採用基準は即戦力ではなく「働きたい

という気持ち」を重視します。新卒者に

対して即戦力は求めないのと同様、入社

してから教育するという企業側の姿勢を

重視しています。健常者であってもやる

気がなくては成長しません。障害のある

従業員にはテイクオフ理論が当てはまり

ます。仕事のコツを覚えるまでには時間

がかかりますが、一つコツを覚えると急

速に成長することがあります。

　即戦力を求めなくても教育していく体

制は必要です。社内の担当課長を中心に

毎週障害のある従業員対象の勉強会を開

催しています。そこに毎回企業支援員と

法定雇用率達成支援員にも参加してもら

い、他社の障害者雇用実態に関する情報

提供をいただきながら検討をしています。

　この勉強会では本人の意をしっかりと

汲み取り、勉強会は何をするのか、など

できるだけチャレンジさせる環境をつ

くっています。勉強会の基本的な考えは

次のとおりです。

①企業で働くための向上心を持ち、德倉

という会社で有意義に、より長く働いて

いただく。

②主役は障害のある従業員であり、会の

進行状況も内容もすべて従業員中心に考

えていく。

③彼らには無理だろうという言葉は厳禁

とする。きっとやれるという信念を基に

する。

④彼らの能力を最大限に引き出せる会に

するため、負担になり過ぎない。

⑤この会を積み重ねることで、社会人と

して今まで以上に飛躍してくれることを

願う。

　障害のある人はしっかり教育するこ

とと環境を調整することでゆっくりで

はあっても必ず成長することを基本的な

考えとしています。決めたことは正確に

行ってくれるし、クレームの対象になっ

たことは一度もないという結果を彼らに

フィードバックしていくことで自信につ

ながっています。

モチベーションアップを追求する

　職場内における配置は、個別の障害特

性に配慮して彼らの負担が少なくて済む

ように管理職を中心に検討しています。

また、障害があるということだけすべて

の可能性をそこで断ってしまうことはせ

ず、本人ができそうな仕事や好きな仕事

に従事できるよう常に環境調整を行いま

す。作業レベルが本人にとって高過ぎる

と思えても、やってみたいという作業に

チャレンジさせたところ、一人で任せら

れるところまで成長している従業員は多

くいます。採用後半年を経過した時点で、

一つの班の責任者になるまで成長した従

し、本音の言い合える環境をつくってい

ます。

仕事の現場における
キーパーソンに求められる資質

　難しい漢字で書かれた職場内の手順書

を不便なもの、と障害のある従業員と同

じ目線に立って感じられる気持ちを持っ

ていることです。また、障害のある従業

員と専門機関（時には家族を含む）と企

業とを企業側の目線に立ちながらも調整

していける役割が求められます。

全員で戦力化のために
協力し合う文化が生まれる

　採用後、朝礼や普段のあいさつが非常

に明るくなりました。障害のある従業員

は現場の雰囲気に影響されることなく、

いつでも元気にあいさつをしてくれます。

あいさつはいつも明るくということを彼

らから学び、職場内が自然に変わってい

きました。彼らのおかげで職場全体が明

るくなり、整理整頓が徹底されるように

もなりました。障害のある従業員が配属

される部署は全員で本人を戦力化するた

めに協力し合う文化が生まれました。障

害のある従業員が直接関係したクレーム

や労働災害は１件もないのです。費用対

効果の面からも非常に重要な戦力として

評価しています。

業員もいます。責任者とし

ては全体の作業工程の理解

をしておかなければならな

いため、本人のやる気や努

力が彼を前進させたと思い

ます。

　また、福利厚生を手厚

くすることで従業員間のコ

ミュニケーションが活発化

し、結果的にモチベーショ

ンが向上します。定期的に

実施している飲み会や旅行

に家族も含めての参加を促
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株式会社和の外観

リネン洗濯機の清掃作業

■株式会社和（なごみ）（香取市）　

　農事組合法人和郷園と株式会社
和郷は、自然循環型農業をめざし、
組合員である生産農家が生産だけ
でなく消費者までを視野に入れる
「自律生産」と「農産物加工・販売」
と「食物残渣の堆肥活用・リサイ
クル」の仕組みをトータルに組み
合わせ、農業の活性化で健康・環
境のバランスの取れた社会づくり
をめざす企業である。
　関連会社である株式会社和の業
務は、農業体験施設の管理や農業
生産、温浴施設のリネンや清掃で
ある。平成21年から障害者雇用
を始めた。
　社長室イノベーション企画開発
担当プロジェクトマネージャー蓮
池良太氏に話を伺った。

農業労働力を確保したい

　そもそも法定雇用率を考慮したわけで

はありませんでした。農業は農繁期と端

境期とでは必要とする労働力に変動が大

きいので、組合員である農家がそれぞれ

農繁期に対応するための短期労働者を確

保することは困難です。そこで、組合員

をサポートする観点と地域活性化の観点

との両面からから地元のシルバー人材セ

ンターやパート労働者の活用を始めまし

た。同時に地元の障害者雇用も計画した

わけです。10 名以上雇用するならば特

例子会社を設立しようと、まず㈳千葉県

雇用開発協会を訪ねました。

現実を見る大切さを実感

　何一つ制度や障害特性が分からないま

までした。何も分からないということが

「最低賃金支払義務」よりも高いハード

ルだったのです。そこで、㈳千葉県雇用

開発協会の勧めでハローワークに求人を

出すとともに、地元の福祉施設・作業所

や石見神楽通販で有名な島根県の社会福

祉法人いわみ福祉会を視察しました。こ

れらの視察をすることで実態を見て安心

できたのです。現実を見る大切さを実感

しました。

支援センターの協力で採用へ

　ハローワークの求人情報にいち早く反

応してくれたのが東総障害者就業・生活

支援センターでした。このセンターの存

個人の総合力を求めるのではなく、3人の総合力、

10人の総合力を求めるという発想ではないかと思います。
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リネン洗濯機の清掃作業

プロジェクトマネージャー　蓮池良太氏

在がなければ雇用もなかったし継続もし

ていなかったでしょう。20 名くらい面

接をして、まず 10名をトライアル雇用

しました。採用に当たっては、地元の福

祉施設で訓練をしてきたこと、10 以上

数えることができること、身の回りのこ

とが自立していること、自力通勤ができ

ることを条件としました。通勤に関して

は交通の便が良くないこともあり送迎車

の運行をすることにしました。一方、夜

遊びをするなど基本的な生活習慣がしっ

かりしていない人や働くという認識が持

てていない人は見送りました。

　トライアル雇用期間中は、仕事面のト

ラブルよりも生活面でのトラブルが多く

発生しました。この点でも東総障害者就

業・生活支援センターの家庭訪問などの

就労支援が不可欠であったと感じていま

す。

　3か月後の本採用は、7名でした。

支援センターが社員研修を応援

　本採用した 7 名は、3 名と 4 名に分

かれて 9時から 16時まで働いています

が、それぞれの職場には健常の社員が

20 ～ 25 名います。初めは接し方が分

からないなどの声がありましたが、支援

センターがビデオ視聴など社員研修を応

援してくれました。今も定期的に職場訪

問をしてくれています。

家族の役割には割り切りも

　採用初期は家族との架け橋が必要だと

感じ「日報」で情報共有を図りましたが、

家族の日報へのコメント記入は 1か月

くらいでなくなりました。家族の応援は

不可欠ではありますが、そこはあえて「当

てにしない」と割り切ることにしました。

会社と家庭とは違うので、家庭に入り込

むことはしていません。また社員の行動

を見て「親の責任」を言っても始まらな

いからです。

7名の社員の力を引き出すために

　障害のある社員に特別の教育は今のと

ころ特にしていません。障害のある社員

同士の人間関係のトラブルを解決するた

持たせると 2週間で選別力がマスター

でき収穫ができるようになりました。ま

た、花と雑草の区別がつかず間引き作業

ができない。ところが、一定時間でこな

さなければならない作業量（畑の面積）

の目標を示したところ、素早い判断がで

きるようになりました。見る間に作業効

率が改善したのです。

　このように一連の作業をみんなにやら

せることで一人ひとりの得意の部分が見

えてくるのです。この「できる作業」を

見据えて作業全体の効率化の再構成をし

ていきます。これは大変難しいのですが、

企業である以上、生産性や事業性を捨て

るわけにはいきません。

　もちろん職場の他の社員に忍耐力が求

められます。同じことを何度聞かれても

それに答えなければなりません。

　大切なことは、個人の総合力を求める

のではなく、3人の総合力、10 人の総

合力を求めるという発想ではないかと思

います。3人で 3人分であればいいわけ

で、1人が 1人分であることを求めない、

そのためには会社で仕事をしているとき

にはお互いにフォローし合える仲の良い

仲間でいてくれ、といつも社員に話して

います。

めに配置転換をし

たことはあります

が、まずは全員に

同じ作業をさせて

それぞれに向き不

向きがあるか見て

いきます。たとえ

ば大葉を収穫する

作業で、どうして

も適度なサイズの

葉の選別ができな

い。ところが、標

準サイズの型紙を
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常務執行役員　藤田武男氏（左）　新保暉氏（右）

■株式会社ニチレイアウラ（船橋市）　

　株式会社ニチレイアウラは、株

式会社ニチレイなどグループ 6

社の出資で平成18年に設立され、

平成 19 年 2 月に認定された特

例子会社。船橋事業所ではビル・

工場その他各種建物内外の清掃及

びゴミのリサイクル・分別作業を

行う。

　取締役常務執行役員藤田武男氏

と新保暉氏に話を伺った。

分社化を機に特例子会社を設立

　平成 16年の株式会社ニチレイの障害

者法定雇用率が未達成となり、また平成

17 年に株式会社ニチレイを 6社に分社

化した際に、社によっては障害者雇用が

0名になるところが出てくることとなり

ました。それまでは身体障害のある人中

心の雇用を進めてきましたが、限界も感

じていたこともあり、コンプライアンス

や CSR といった社会の流れから特例子

会社設立の機運が高まり平成 18 年 10

月に設立しました。

　千葉県内外にある知的障害のある人を

中心に雇用している特例子会社を 30社

ほど視察しました。どの特例子会社も事

務系の仕事よりむしろ清掃など作業系が

中心であることが分かりました。

定着推奨への助成を望む

　助成金のあり方について一つ意見があ

ります。助成金制度の多くは新たに障害者

雇用を促進するためのものであり、雇用継

続（定着）を目的とした助成金が少ないよ

うです。定着支援にもっとクローズアップ

した助成制度、例えば定着奨励金のよう

なものが必要ではないかと思います。

障害ではなく能力を
引き出すことに注目

　雇用後に気付いた点は、知的障害が重

度の人のほうがむしろ安定して仕事に就

いてくれるということでした。ある特定

された仕事であれば、分かりやすく訓練

すれば力を発揮してくれます。障害が重

度であるということに多くの企業は眼を

奪われがちです。障害の度合いそのもの

に注目してしまうと不安要素が強く浮か

び上がってしまうからです。ニチレイア

ウラでは、障害程度が重度であることは

理解しながらもその個人が持つ能力を引

き出すことに注目するよう心掛けていま

す。そういう視点で対応をしていたら次

第に不安が解消されてきたのです。

採用基準

　実習の様子をよく見て、あいさつが

しっかりできていること、遅刻しないこ

と、親が協力的なことを採用基準にして

います。子どもを思う親の気持ちを確認

することが大切であると考えています。

まずはどの作業でも
やってもらうことから

　ニチレイアウラの職場には大きく分け

て外作業と工場内作業があります。作業

の様子をよく見てその人が作業にマッチ

していなければ作業内容を変えることと

しています。現に作業内容を変えたこと

で見違えるように力を発揮できるように

なった従業員がいます。誰にも得意・不

得意の作業分野がありますが、障害の特

性を考慮するとやらせてみないとわから

ないので、まずはどの作業でもやっても

らうようにしています。本人たちの可能

性は現場での作業を見て判断します。支

援センターからの情報は十分参考にはし

ますが、やはり現場で発揮される能力で

得意・不得意の判断をするのが一番確実

です。ビジネスマナー研修やあいさつ・

身だしなみなどの研修の座学もまた本人

保護者も雇用継続にとっての

重要な支援者という考え方が大切です。
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場内のトイレ清掃作業

清掃作業

たちの集中力が持続できる時間内（40

～ 50分）で定期的に実施しています。

「その仕事は俺にしかできない」

　仕事に対する意欲は、採用後 1年く

らい経過したあたりから表面に出始めま

した。ある障害のある従業員が発した言

葉ですが「その仕事は俺にしかできない」

という使命感あふれる発言でした。また、

今まであまり人前で話をしなかった重度

の知的障害のある従業員が、厚労省の調

査のインタビューを受けたことがきっか

けで自信が付いたようで発言が多くなっ

たり、後輩を指導したりする場面が見ら

れるようになりました。誰も本人に対し

て教えたわけではなく、まさに本人の心

の中に使命感が湧き出た瞬間であったと

感じています。

イベントで仕事の壁を乗り越える

　仕事へのモチベーションアップのため

に、年間目標設定とその反省会を行い、

障害がありながらも確実に前に進んでい

けることを本人が実感しやすい環境づく

りをしています。

　また全社員が参加する社内旅行を実施

しています。障害のある従業員はこのみ

んなで行く旅行を非常に楽しみにしてい

るようで、旅行に行くために頑張ってい

るという方も少なくありません。また、

年間イベントも設定し、食事会やディズ

ニーランド旅行などのイベントがあるこ

とで仕事上の壁にぶつかった時にそれを

乗り越える動機付けにもなっているよう

です。

　採用当初からの即戦力になることを期

待してはいません。したがって長い時間

をかけて教えていくことを念頭に置いて

います。キーパーソンは、従業員の成長

を意識しながら対応していく忍耐力が必

要であると考えています。

保護者も重要な支援者

　ニチレイアウラでは年 2回の保護者

会を実施しています。そこで親といろい

ろな課題について話し合います。保護者

と会社の関係を大切にし、お互いの本音

が言い合える関係づくりを心掛けていま

す。また、個別の業務日誌を 4年間毎

日記入し、仕事上の課題やその日にあっ

た出来事などをリアルタイムで保護者に

ターへ１週間の研修に行き、障害のある

従業員への接し方など指導員としての研

修を受けました。

　保護者もまた教育の対象にと考えてい

ます。最近の保護者は障害のある本人に

対して甘い考えを持っているようです。

当社は、入社した以上は定年まで働いて

もらうことを前提としているため、保護

者も雇用継続に対して本気で向き合って

いただきたいのです。保護者も雇用継続

にとっての重要な支援者という考え方が

大切であると考えています。

社内で高まる存在意義

　採用直後は、一般社員から指を差され

るような状態でしたが、障害のある従業

員が仕事に真剣に取り組み、その実績や

真摯な姿が徐々に社内に広まり、今では

全社員が彼らの存在を理解しています。

また、彼らがいつでも元気よくあいさつ

するため、社内でも元気にあいさつする

習慣が生まれてきました。

　彼らのまじめな仕事ぶりが評価され、

職域が拡大してきています。このような

ときに彼らの存在意義が周囲に認められ

てきていることが明確になり、一緒に仕

事をしている仲間として成功感を感じま

す。

届けながら意見交換

しているのです。家

庭の役割は家庭で、

企業の役割は企業で

と分担しながらも、

特別に環境を調整す

べきときや緊急の支

援が必要なときには

支援センターに支援

を依頼しています。

特例子会社を設立

する前にもニチレイ

アウラの指導者の 1

名が、千葉障害者就

業支援キャリアセン
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代表取締役　吉川隆一氏

■日本空港サービス株式会社（成田市）　

見かけやハンディがあるというだけで偏見を持つ経営は、

現代のグローバルな社会では生き残れない。

　日本空港サービス株式会社は、
昭和35年創業。空港地上サービ
ス業務を行う。知的障害のある社
員は機内清掃及び機内清掃に伴う
備品準備、精神障害のある社員は
ナンバリング作業（お客様の荷物
のバーコードチェックなど）を行
う。
　平成16年にグループ企業の日
本ビジネス開発株式会社の特例子
会社である株式会社ジェイフレン
ドリーの設立に直接携わった代表
取締役吉川隆一氏、総務部長大久
保惣一氏に話を伺った。

知的障害のある人の働く姿を
見て障害者観が一変した

　当社が平成 14年 6月に障害者雇用未

達成企業として企業名公表されたことを

きっかけとして、企業の社会的責任と法

定雇用率遵守の観点から障害者雇用を開

始しました。当時「日本経団連障害者雇

用促進アドバイザー」の方の紹介でその

年の 12 月に私と総務部長とで神奈川県

にある２つの特例子会社を視察しました。

１社目は藤沢市の「山武フレンドリー株

式会社」という特例子会社でした。そこ

で働く知的障害のある人の姿を見て今ま

での障害者観が一変しました。決められ

た作業手順をテキパキと実行するばかり

でなく、少しのミスもなく、見学者の質

問に対しても理路整然と説明したのです。

実際に働く障害のある人の素晴らしい仕

事ぶりを見ました。

　この驚きと感動はその後に行った横浜

市の「株式会社ファンケルスマイル」と

いう特例子会社で、当時の社長であっ

た浅井さんのお話をお伺いしてさらに続

きました。浅井さんには障害のある人と

共にやり抜いてきた自信が表れていまし

た。平成 11年に誕生した㈱ファンケル

スマイルでのたくさんのドラマを総括し

て「社会における自身の存在意義を見出

そうとする欲求は、健常者も障害のある

人も何ひとつ変わらない。学び合い高め

合う、喜びの基本にある関係は愛なので

す」と言われました。

　その後、障害のある人たちのシュレッ

ダー作業、袋詰め作業やフォークリフト

の運転を見学し、私は「五体満足でなけ

ればまともな仕事はできない」、「時間や

安全に制約の多い業種に障害のある人が

活躍する場は限られている」などという

ことは、大きな誤解かもしれないと気付

いたのです。同時に、それまで心の奥底

にあった行政に対する不信感や不満など

というものはどうでもいいと思えてきま

した。

　そして、「そうだ、うちにも特例子会

社を作ろう」と決心しました。私は山

武フレンドリー㈱や㈱ファンケルスマイ

ルによって、見かけやハンディがあると

いうだけで偏見を持つ経営は、現代のグ

ローバルな社会では生き残れない、また

「障害者」という呼び名は、我々が勝手

に決めた呼び方であって、随分と一方的

な失礼な名称なのだ、ということを改め

て認識させられました。

　

当社でも障害者雇用に取り組む

　平成 16年に、グループ内に特例子会

社㈱ジェイフレンドリーを設立しました

が、当社としましても未達成の納付金を

納めるよりも障害者雇用を促進したほう

がはるかに企業としての費用効果が見合

うと考え雇用に取り組んでいます。障害

があっても仕事の環境を本人たちが働き

やすくすることで十分仕事はこなせます。

企業はビジネスだけでなく、同時に障害

者雇用という観点からも社会的責任を果

たしていかなくてはなりません。ただし

法律とはいえ、すべての企業が即座にで

きるということではなく、まずはできる
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企業からやっていくことが重要ではない

かと思います。

　当社では、まず社内に企業の障害者雇

用義務について説き、各職場で障害のあ

る人が働ける職種はないかを業務本部長

が座長になって協議し、全社的に取り組

みました。実際に雇用前には総務担当が

障害者雇用についての留意点などを支援

機関から学び、雇用後は、配属された所

属長や指導員向けに外部講師による定期

的な勉強会を実施しました。

支援機関の継続支援が不可欠

　障害者支援施設の利用者を雇用するに

あたっては、支援センターやジョブコー

チからの生活面を含めた支援協力なしに

は障害者雇用は困難であると判断してい

ます。そのため、社内の指導員との役割

分担を考慮しながら支援機関を有効に活

用しています。また入社直後だけでなく、

しばらくしてから問題が出るケースも見

られます。長期にわたる継続支援が必要

であると感じています。

　このように外部の支援機関とは連絡を

密にし、新規に雇用する場合には支援セ

ンターと連携し、その社員のアセスメン

トや支援計画に従って入社後の支援をお

願いしています。また家族との関係につ

いてですが、退職を検討しなければなら

ないような重大問題が発生した場合に、

支援センターに仲介をお願いすることが

ありました。

トライアル雇用で長所を把握する

　近隣の障害者就労移行支援事業所など

の職員に当社の業務を見学してもらい、

ハローワークと相談しながら採用面接を

行っています。面接と職場見学に加えて

数日間の実習で、本人ができるかどうか

所属長の意見も聞きながら総合的に判断

して採用決定をします。またトライアル

雇用を活用し期間中に本人の良いところ

などを把握するようにしています。さら

に職場内のコミュニケーションをとるた

めに性格の明るい協調性のある方を求め

ています。

障害のある社員は大きく成長する

　知的障害のある社員で字が書けなかっ

たり、読めなかったりする人には、書い

たり読んだりする作業を外して、別の作

業に配属しました。職場で一人ひとりの

得意分野を活かせるように工夫すれば、

障害のある社員同士が、お互いの欠点を

補い合う姿が見られるのです。

　入社 6か月の社員が、立場上新人教

育係になったとき、本人の自覚が芽生え

ました。また自閉症の社員が入社当初は

あいさつもできなかったのに、2年後に

は自分からあいさつや朝礼の進行ができ

るようになりました。

良い仕事ぶりを褒める

　個人差はありますが、働いて賃金を得

て自分で生活して行こうとする意識は高

い。担当業務の指導員以外の社員でも直

接声をかけ、何か問題はないかを聞き、

早期に解決しています。また仕事ぶり

を見て良いところを褒めてあげることに

よって、さらに本人のやる気を引き出す

ことができます。

　障害のある社員に必要な仕事上の相談

相手は、社内では所属長または総務担当

者が務め、社外は支援センターにお願い

しています。

職場に生まれる一体感

　初めて障害のある人を雇用した時には、

職場の周囲の社員は接し方に不安を感じ

て、極端にデリケートに対応をしていま

したが、かえって障害のある社員は不快

に感じていたのです。障害を意識せず普

通に接してよいことを本人から学びまし

た。また、性格の明るい人は職場内でも

人気者になっています　

　障害のある社員に様々な問題が発生し

た時に、職場の全社員がお互いに当事者

意識をもって話し合い、納得できる解決

に向けて実行する姿には全社員の一体感

を感じます。障害のある社員の仕事と健

常者の仕事が違和感なく一体化すること

は障害者雇用を実際にしてみなければ分

からないことではないでしょうか。

障害のある人はまさに戦力である

　空港という特殊な場所での就労には、

様々な法規が適用されるので、入社時教

育に加えて配属される職場では指導員が

付き、しばらくの間は一緒に業務をしな

がら教育をしています。各職場の所属長

が障害のある社員の特徴を熟知した上で

指導員に伝え指導に当たらせているため、

所属長と指導員の連携が一番大切です。

ただ個々の特性には違いがあるため、結

果としてこちらが思うようにならないこ

とは多々あります。そのため、とにかく

やらせてみて、支障があればその都度話

し合って修正していく姿勢が必要です。

　障害のある人を戦力外としてのスタン

スで雇用を考えてはなりません。私たち

は「人」として、この問題にもっと真剣

に取り組まなくてはいけないのです。私

は障害者雇用に取り組む多くの企業と共

に、世界に恥じない、素晴らしい経済社

会を育みたいと思います。
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野菜苗の定植作業

定植作業の様子

■株式会社ファーマーズマーケット（千葉市）　

　株式会社ファーマーズマーケッ

トは、平成21年設立。農作物の

生産、販売、流通関連業務、通

信販売を行う。下田農場の次世代

型ハイテクノロジー農園『オーガ

テックハウス』は障がいのある人

の雇用を前提としている。農の福

祉力とも言われる農業療法に着目

した自然の中で行なう農作業等は

障がいのある人の心身のリハビリ

にも一定の効果がある。農作業を

通して障がいのある人たちが社会

の一員として地域社会に参画する

自信と自覚、そして働くことの喜

びを育み、将来に向けた自立を支

援している。

　同社マネージャーの金地好美氏

に話を伺った。

重度障害者多数雇用事業所の設立

　障がい者雇用を始めるきっかけは、会
社の方針です。その背景には障害者雇用
の法令遵守の観点はありましたが、社長
自身が障がい者雇用には強い関心があり、
重度障害者多数雇用事業所の設立を目指
すこととなりました。
　設立の方針は決まりましたが、まず障

がいのある人はいったいどのような能力
を発揮するのかなど不安だらけでした。
身近に重度の障がいがある人を知ってい
たため、障がいのある人では到底仕事に
はならないのではないかという固定概
念すらあり、全く知らないところからス
タートしたのです。

採用基準はやる気と仕事は
楽しいと思える気持ち

　障がいのある人を受け入れる会社を設
立すると、いよいよ実際に採用の準備に
取り掛かりました。しかし、障がいに関
する知識が十分にないことがこの先の不
安を強くさせていました。そこで、千葉
市にある千葉障害者就業支援キャリアセ
ンター（以下「キャリアセンター」）に
支援をお願いしました。キャリアセン
ターの支援は、仕事に就く前のトレーニ
ングから就職後のフォローまで一貫して
行うのです。まずはキャリアセンターの
訓練生を対象に下田農場の見学会を実施
しました。この見学会を通じて障がいの

ある人が仕事に就いたらどうなるかをイ
メージしてもらい、今後の対応の準備を
スタートしたのです。障がいのある人の
仕事の可能性を見出すことが目的でした。
実際に障がいのある人一人ひとりの個性
は異なるし、仕事面における器用・不器
用の度合いが異なることを知りました。
その後、何回かの見学会を経て彼らを採
用することとしたのです。
　採用基準は「やる気」や「一緒に働い
て楽しくできるか」などであり、即戦力
ではないことを強調したいと思います。
仕事とは辛いだけではなく、喜びや感動
などを味わえる重要な活動です。一人ひ
とりの人生の中でも仕事へは大きく時間
を割くのだから決して辛いだけではいけ
ない。だからその仕事を楽しく感じられ
るかということを重視しました。

彼らの能力不足は企業側の努力不足

　雇用するからには最低賃金の支払義務
があるので、賃金に見合わない仕事の能
力をどのように改善していくかは企業に

障がいのある従業員に能力が不足しているのではなく、

企業側に教え方や教える量が足りないと認識しています。


