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苗床の洗浄作業の様子

マネージャー　金地好美氏

とって大きな問題です。しかし、ファー
マーズマーケットでは、障がいのある従
業員に不足している能力は、雇用する企
業側の教え方や教える量が足りないと
認識することとしています。言い換えれ
ば、教えればできるということです。教
えれば誰でもできるようになるのだから、
しっかり教えることを怠けずにしていく
ことが重要なのです。ただし、ただ教え
れば自然にできるようになるということ
ではないので注意が必要です。ポイント
は彼らに「分かりやすく教える」「障害
特性に合わせた手法で」「自尊心を大切
に」「信じて任せる」ということです。
　「分かりやすく」とは、教える側の抱
く完成イメージと教わる側が理解する完
成イメージは必ずしも同じではないとい
うことから理解しなければなりません。
障がいのある人はほとんどの場合、異な
るイメージを持つという前提に立てば、
完成イメージを一致させるために、言葉
だけでなく行動で見せてイメージを一致
させるのです。
　次に「障がい特性に合わせた手法で」
とは、極端にいえば、結果さえ同じであ
れば工程ややり方はその一人ひとりの特
性に合わせて変えてもよいということで
す。障がい特性上、決められたやり方で
はどうしても困難なことがあります。そ
の場合に無理に克服しようとはせず、で

きる範囲で結果を同じにすることを目指
すのです。
　そして「自尊心を大切に」と「信じて
任せる」です。自閉傾向が強い従業員は
しっかり自分の持ち場を自覚しているも
のです。その職場は絶対に自分の職場で
あり、誰かに代わってもらうことは決し
て考えていません。これは自閉症のいわ
ゆる「こだわり」なのですが、私たちは
それを自尊心ととらえています。その気
持ちを尊重しています。そして意識的に
彼らを信じて待つのです。
　例えば、野菜の苗を植える作業におい
て植えるか植えないかを迷って考えてい
るときは、本人がどのような行動に移る
かを待って任せてみるということです。
その行動が結果として間違ってしまった
場合でも決して怒ることはせず、正しく
修正してあげればよいのです。ときには
絶対失敗が許されない場合もあるでしょ
うが、多くの企業は失敗を恐れて失敗さ
せないような体制を取るでしょう。当社
ではそれをどこまで信じて任せられるか
ということがポイントであると強く意識
しており、絶対できる、という信念を持っ
ています。失敗を恐れてやらせないこと
は、障がいのある従業員の可能性を潰し
てしまうことになりかねないのです。

前に届くことを考えれば、苗を枯らすこ
とは商品の捨てていることに気付けます。
このように自分たちが育てた野菜は、作
り上げた製品と同様にお客様にお買い上
げいただければお金に変わることを意識
させることが重要なのです。お客様がい
ないとお金には変わらないため、常にお
客様のためになるようなことを意識させ
ているのです。

社会人になるための教育は
保護者にも向ける

　障がいのある人の多くは、なかなか外
に出ていろいろな経験する機会が少ない
ため、常識的なことを知らずにいるこ
とがあるようです。そのため、障がいの
ある従業員に対しては、一つ一つ常識や
ルールについて教えていく必要がありま
す。障がいの特性ゆえに困難なことはあ
るにしても、成人しても常識が分からな
いことが多くありますが、彼らは「ただ
教えてもらえていない」だけなのです。
そのために彼らには罪はないのです。だ
からこそ、保護者にしっかりと教育をし
ていただく必要があります。そのための
協力をお願いしているところです。しか
し、どうしても家庭内のことまで踏み込
めないことも多くあり、そこはキャリア
センターと協力して体制を整えていると
ころです。

目の前の仕事は
お客様のために

　仕事の現場でよく口にす
るのは「もったいない」と
いうことです。どういうこ
とかというと、野菜苗を植
えた数日後に分かることで
すが、しっかり植えていな
いと苗は枯れてしまいます。
ここで強調したいのは、そ
の一つ一つの苗はただ（無
料）ではなく商品であると
いうことです。また、その
苗が成長し、お客様の目の
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昌宅由美子氏（左）　長　弘明氏（右）

■富国生命保険相互会社（印西市）　

　富国生命保険相互会社は、大

正12年創業。生命保険商品の販

売と保全、資産運用を事業とし総

従業員数 13,000 名を超える企

業である。本社機能の一部は千葉

ニュータウン本社にある。

　人事部副部長ダイバーシティ推

進担当昌宅由美子氏、人事部ダイ

バーシティ推進担当調査役　長　

弘明氏に話を伺った。

障害者雇用プロジェクトチームを設立

　障害者雇用のきっかけは、ハローワー

クによる行政指導です。行政指導を受け

てからどのように障害のある人の雇用を

行なっていこうか模索していました。ハ

ローワークや高等技術専門校などをまわ

り情報収集していた際に、支援センター

就職するなら明朗塾を紹介されました。

並行して、社内でも障害者雇用を重要課

題として人権セミナーなどで積極的に学

びながら障害者雇用プロジェクトチーム

を設立、就職するなら明朗塾の職員にも

メンバーに入っていただきました。そこ

で、障害に関する情報や障害者雇用を行

うための手続き、ルール、助成制度など

の情報を共有しました。

障害のある職員と働くことで
援助の文化が生まれる

　障害者雇用に際しては、費用対効果の

面からつり合わないのではないかと判断

しがちです。しかし、助成金制度（特定

求職者雇用開発助成金、トライアル雇用）

などを活用できることやＣＳＲ（企業の

社会的責任）の観点から考えると費用対

効果は高いといえるでしょう。

　以前から社内にも障害のある人はいま

したが、実際に援助するというシーンは

あまり見られませんでした。しかし、知

的や精神に障害のある人が入社してから

は、積極的に援助していこうという行動

が見られるようになりました。

　障害のある職員と身近に働くことで、

いままでぼんやりとした意識でしかな

かった「障害のある人に対する差別や

偏見をなくして具体的に援助をしていこ

う」という考えが具体的な行動となって

表れ、自然な形で援助できる社内文化が

生まれたのです。

ダイバーシティ推進担当を設ける

　どのように障害のある人を受け入れて

いけばよいのか、同じ環境で働けるかな

どの漠然とした不安がありましたが、支

援センターやジョブコーチ支援を活用す

ることで、具体的な対応方法や障害特性

を学ぶことができ、少しずつ不安は解消

されていきました。社内体制としては、

障害者雇用を推進していくために障害者

雇用プロジェクトチームを設立しました。

さらにダイバーシティ推進担当を設け、

その中に障害のある人の受入れを専門と

する職員を配置しました。

　ダイバーシティ推進担当は、まず支援

機関や人事部との打ち合わせをしっかり

行い、障害特性に合った対応の仕方など

を確認します。その上で、各職場に障害

のある職員を受け入れることをしっかり

伝えていきます。特に職場内で問題が起

きた時には、社内で対応できることなの

か支援機関に協力をお願いすることなの

かを素早く見極め解決の目途をはっきり

させていくことも重要な役割です。

定期的に勉強会を開催

　障害のある職員の受入れに際しては定

期的に勉強会を開き、当社の障害者雇用

率の現況や障害者雇用の必要性の説明を

管理職中心に行いました。支援センター

職員を招いて障害上の特性、障害者雇用

働きやすい職場環境の調整だけでは対応困難になることも。

定期的な面談で十分な配慮をしました。
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ＰＣ入力作業

必要書類の確認作業

の事例研究などもテーマとして取り組ん

でいます。

仕事以外の支援にも取組む

　障害名だけでは一人ひとりの障害のあ

る従業員に対する支援の判断が困難であ

ることに気付きました。当初は支援セン

ターからの情報提供に頼りましたが、実

際に働いてみると障害以外の課題や仕事

をする上での得意な点も見えてきました。

また、身体障害のある人といっても単に

身体的な支援が必要なだけではなく、時

には緊張や孤独といったメンタル面の援

助が必要になることもあります。本人た

ちが働きやすいと思える職場環境の調整

だけでは対応困難になることもわかった

ため、定期的な面談なども入れながら十

分な配慮をしました。

　また、社会人としてのマナーやエチ

ケットなど仕事以外での教育が必要であ

ることにも気付きました。これには就職

するなら明朗塾が定期的に開催している

マナー・エチケット研修などを活用して

います。さらに、生活面の課題解決のた

めに家庭との連携は必要でした。家庭と

の連携については支援センターとの役割

分担で対応しています。

採用基準

　あいさつができること。返事ができる

こと。仕事へのやる気（意欲）があるこ

とです。つまり、仕事そのものの能力が

採用基準のすべてではないということで

す。

仕事上の配慮の工夫

　各職場に障害のある職員の担当者を決

め、指示や命令などを一本化するなど障

害特性に配慮し混乱が生じないよう分か

りやすくしました。また、仕事のマニュ

アルは写真付きや色分けをするなど視覚

的情報を優先しています。さらに、個人

別のスケジュール表で次に何をするのか

を明確にすることも心掛けています。

　障害のある職員の大きな変化を実感し

たのは、採用後 3か月でビジネスマナー

研修で学んだことを活かして礼儀正しく

振る舞うことができたときです。また、

採用後、６カ月ごろに自らスキルアップ

したいと申し出があったときには成長を

実感します。

　障害のある職員だけでなく、すべての

職員はみな異なる人間であり、それぞれ

が異なる意見を持っていることに気付き、

今まで協力する姿勢のなかった職員が周

見してその大切さが分かりにくいものが

あります。今の仕事は何のためになって

いるのかが見えにくいからです。しかし、

障害のある職員に、書類の向こう側には

必ずお客さまがいることを教えています。

このことをしっかり理解することで、書

類を大事に扱ったり、時間を守ったりす

ることができるようになります。目の前

の仕事を淡々とこなせばよいのではない

ことを意識付けさせた結果、今では「そ

の仕事は誰のため」と尋ねると、誰もが

「お客さまのため」と答えられ、しっか

り仕事の重要性を理解しています。

　仕事へのモチベーションアップのため

に、仕事ができないことを怒るのではな

く、仕事ができたことに対してしっかり

褒めることを重視しています。誰でも褒

められると嬉しいものです。また、当社

には「フコクアワード」という社内全体

で感謝の気持ちを込めて個人名を投票し、

表彰する制度があります。笑顔を絶やさ

ない親切な対応が、多くの方から評価さ

れ、知的障害のある男性職員が多くの票

を集め選ばれたこともあります。

　そのほかにも定期的に昼食を一緒にと

り、仕事に限らず気軽に話せる雰囲気づ

くりをしています。

囲と協力しようと努力を

みせたこともあります。

採用後1年を経過する頃

には、先輩としての意識

が芽生え、後輩の面倒を

みたり模範的な行動がと

れるようになるまで成長

しました。

仕事の意義を
動機づける

　生命保険の仕事は、一
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食器洗浄作業

左より　中島勇一氏　小出繁氏　中村和稔氏

■ホテル一宮シーサイドオーツカ（一宮町）　

　システムインテグレーション事

業・事務機器販売などで有名な株

式会社大塚商会は昭和36年創業。

昭和 60年にホテル事業へ進出。

ホテル一宮シーサイドオーツカは、

南九十九里海岸に面した研修・会

議専用施設を持つホテル。障害者

雇用は平成19年から取り組み始

めた。現在は障害のある従業員8

名が働いている。主な仕事内容は、

接客を初め、清掃、食器洗浄である。

　株式会社大塚商会全体の実雇用

率は現在 1.82％であり、法定雇

用率の1.8％を上回る雇用率を維

持している。

　事務管理課長中島勇一氏、接客

営業課長小出繁氏、総務管理課長

中村和稔氏に話を伺った。

初めての障害者雇用は成功とは
言えなかった

　障害者雇用のきっかけは、株式会社大

塚商会の社会貢献活動の一環からです。

ホテル一宮シーサイドオーツカでは平成

19 年 2月から取り組み始め、採用に関

してはハローワークから助言を受けなが

ら行いました。当初は身体障害の人の採

用を希望していましたが、ハローワーク

の担当官から知的障害のある人のほうが

応募も多いことを聞き、ハローワークに

求職登録している知的障害のある人を採

用しました。

　採用当初は千葉障害者職業センターの

ジョブコーチ支援事業を活用し、現場で

直接支援を受けていましたが、障害の特

性などから職場定着には至りませんでし

た。初めてということもあり、どのよう

に障害のある従業員と接してよいかが分

からず、腫れ物に触るような扱いや過保

護な対応しかできず、障害のある従業員

がいるセクションに過度な負担がかかっ

てしまったのです。初めての障害者雇用

は決して成功したとは言えませんでした。

そのため現場従業員にとっても疑問や不

安を残す結果となってしまったのです。

　そんな中、株式会社大塚商会とつなが

りがあった支援センタービック・ハート

のセンター長を紹介され、一般社員がカ

ウンセリングを受けるようになりました。

　平成 19 年 10 月頃に地元の特別支援

学校から実習生を受け入れたところ、や

る気や姿勢など非常に評価できました。

その実習生を翌年平成 20年 4月に新規

採用しました。併せて先に挙げたビック・

ハートのセンター長を月 2回招き障害

のある従業員と一般従業員に対してカウ

ンセリングを行っていただきました。ま

た、同時に障害者雇用に関するノウハウ

について助言を受けたのです。

サポーター制度の導入で雇用が進展

　障害のある従業員を継続的に雇用して

いくために採り入れたのが、サポーター

制度です。

　サポーター制度とは、障害者受入れ担

当者である小出課長が指示をして、障害

のある従業員がいる各職場に数名のサ

ポーターを配置。そのサポーターは普段

採用人数が増えてくるに従い、仲良しグループから  

プロ集団としての使命感を持つようになりました。



32 33

清掃作業 接客作業

食器洗浄作業 接客配膳作業

から障害のある従業員と接し、いつもと

変わったことや気になったことがあれば

相談や助言など行うとともに小出課長へ

報告する。小出課長は報告を受けた内容

を精査し、専門的に対処しなくてはなら

ないと判断した場合は支援センターへ依

頼するという仕組みです。

　この制度導入により、初めての障害

者雇用時に成功とは言えなかったことが

徐々に解決する方向に向かいました。現

場従業員からも疑問や不安は解消されて

いったのです。また、平成 20年４月に

新規採用した特別支援学校卒業生は非常

に評価も良く、その後の障害者雇用が進

展する転機となりました。

　障害のある本人たちの障害特性を含め

た能力に応じて、作業環境や内容を変え

て対応することでクリアできる課題は多

くあるということを従業員はしっかり学

ぶことができました。本人たちにもしっ

かりとそのことを伝えましたので、自信

につなげることができました。

まずはやらせてみることの
大切さを認識

　当初は身体障害のある人を雇用対象に

していたこともあり、知的障害のある人

への対応の仕方やその能力について、ほ

とんど知識がありませんでした。しかし、

サポーター制度の導入や支援センターか

らの助言もあり「やらせてみないと分ら

ないので、まずはやらせてみる」ことを

念頭に置き、取り組むことの大切さを認

識しました。初めのうちはミスや周囲が

再確認しなければならないことが多く心

配されることがありましたが、それを繰

り返すうちに徐々に自立するようになっ

たのです。失敗をしては教えられの繰り

返しで体得していけたのでしょう。障害

のある人たちも同じ職場の従業員側もお

互い自信がついてきた感じです。

やる気を信じて成功

　従業員の一人に軽度の知的障害のある

女性がいます。この方は接客に興味があ

り、いつも「接客をやってみたい」と声

に出していました。それを聞いた従業員

は、裏方の作業でこそ成功体験はあった

ものの、表の接客に関しては正直不安を

感じていました。しかし、本人のやる

気の姿勢を認め、実際に業務についても

らったのです。やはり緊張が強く心配さ

れたとおりの失敗などもありましたが、

本人の努力や現場従業員のサポートによ

り、当初は想像もしていないような能力

を発揮してくれたのです。現在では非常

に評価も高まり、当ホテルでは当たり前

のように接客業務に就いています。

仕事のプロ集団として
使命感を持つまでに

　採用人数が増えてくるに従い、障害の

ある従業員がそれぞれの立場をしっかり

理解し、仲良しグループから仕事のプロ

集団として使命感を持つようになったと

感じています。例えば、以前はお互いを

かばい合うことや他人の給料などを気に

するなどの言動が見られましたが、最近

はプロの集団として後輩の面倒を見たり、

入社当初とは異なる仕事に就いたりスキ

ルアップすることが全員に見られます。
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店舗内での清掃作業を見守る藤田課長

カート整理作業中の従業員に声をかける

■株式会社マイカル　ユーカリが丘サティ（佐倉市）　

　イオングループの株式会社マイ

カルは全国 102店舗を展開する

総合小売業。3万人を超える従業

員に対して子育て支援や障害者

雇用のバックアップ体制、キャリ

ア・スキルアップの教育体制、健

康管理など確実に取り組んでいる。

障害者雇用は 300人を超え実雇

用率は法定雇用率を超えている。

ユーカリが丘サティでは現在知的

障害のある人 4名、身体障害の

ある人1名を雇用している。

　店舗にて、人事教育課長の藤田

由美子氏に話を伺った。

現場実習の体験者から
面接希望が出る

　企業として法定雇用率を守るというコ

ンプライアンスの観点を基本において採

用しています。毎年数名が特別支援学校

の現場実習として店舗で仕事を体験して

います。この体験した方の中から採用面

接希望者が出てきています。

不特定多数のお客様との対応が
求められる売り場での作業

　知的障害のある従業員が職場の店舗に

おいて、不特定多数のお客様に接するこ

とが一番の特徴です。本人の障害特性を

お客様のすべてが理解してくださるとは

限りません。お客様との対応がストレス

になり、それが離職の原因ともなるので

す。総合スーパーの店舗での作業は大な

り小なりお客様との接点があります。裏

方に徹するわけにはいきません。ショッ

ピングカートの整頓や品出しや清掃など

身体を使った作業で表舞台（売場）に立

つのです。

根気強い指示の積み重ねで
お客様への対応力が高まる

　お客様との接客が大きなストレスを

生むのは事実です。「お客様からの問い

合わせなど対応しきれないときは他のス

タッフを呼びなさい」と指示はしますが、

どうしても対応がぶっきらぼうになった

褒めるきっかけを仕事の中からたくさん見付けていくには

本人とともにいる時間を作らなければならないのです。
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プライスカード制作の従業員と藤田課長

り黙り込んでしまったりすることがある

のです。職場内の他の従業員との関係で

問題があったときは何とかなるものの、

お客様との対応については何度でも根気

よく本人に正しい対応方法を指示するし

かないのです。できない対応を怒って直

そうとしても怒られた意味が分からなけ

れば意味がないし、特別支援学校の先生

や親に言ったところで変わるわけではあ

りません。職場での根気強い毎回の指示

を積み重ねます。障害のある従業員も来

店されるお客様同様に地域に住む方です。

縁あって働いているからには長く勤めさ

せてあげたいのです。

本人と一緒の時間がなければ
褒められない

　仕事は多忙ですが、できるだけ丁寧

に面倒を見るように各部門の担当マネー

ジャーにお願いしています。仕事中にほ

んの一言でも声をかければにっこりして

仕事に集中できるのです。お客様対応に

は間違いが許されませんが、何か事が起

きてからでは怒ってばかりになってしま

います。

　一緒にいなければ褒めることができま

せん。褒めるきっかけを仕事の中からた

くさん見つけていくには本人とともにい

る時間を作らなければならないのです。

　もちろんこれは目標であって、いつで

もできることではありません。簡単には

いかないのです。

障害のある従業員を育てる
過程で絆が強まる

　仕事以外の面でのサポートについて、

これは私の場合ですが、あまりプライ

ベートには関わりません。ここは仕事

場だと割り切っています。実は、障害の

ある人でこのたび退職される従業員がい

ます。彼が別の仕事を見つけたからと退

職を申し出てきたのです。すると担当マ

ネージャーは、辞めた後の次の仕事のこ

とを心配して親身に相談を持ちかけてい

ました。他のスタッフに対するよりも面

倒見がとても良くなっていました。おそ

らく今までの仕事で手が掛かっていた分、

愛着が強まったのでしょう。

　障害のある従業員にお客様対応の多く

ある売場で力を発揮させることは簡単で

はありませんが、そこを乗り越えていく

過程を通じて従業員同士の絆も強まるの

です。
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■株式会社舞浜コーポレーション（浦安市）　

　株式会社オリエンタルランド
の特例子会社として平成11年に
設立された株式会社舞浜ビジネス
サービスは、平成21年 12月に
株式会社舞浜コーポレーションと
合併し、改めて㈱舞浜コーポレー
ションが特例子会社に認定された。
㈱舞浜コーポレーションでは、平
成 22 年 6 月 1 日現在で身体障
がいのある人38名、知的障がい
のある人 130名、精神障がいの
ある人2名を雇用している。
　障がいのある従業員の業務は
テーマパークに関連していて、レ
ストランのナプキン折り業務と食
器洗浄業務、メールサービス、商
品のマーキング業務、花卉栽培業
務、理容やマッサージなど多岐に
わたる。
　ノーマライゼーション推進室は、
職場環境のノーマライゼーション
の推進、障がいのある従業員のト
レーニングとサポート、職域拡大・
開拓、及び支援機関等とのネット
ワーク、職場見学や体験実習の受
入れなどを担当している。
　㈱舞浜ビジネスサービスの代表
取締役時代から障がい者雇用に取
り組み続け、千葉県内特例子会社
連絡会の設立にも貢献し、現在㈱
舞浜コーポレーションノーマライ
ゼーション推進室に在籍する石井
明彦氏に話を伺った。※石井氏は
「障害のある人もない人も共に暮
らしやすい千葉県づくり条例」に
基づく「千葉県障害のある人の相
談に関する調整委員会」の委員も
務めている。

ジョブコーチの支援は不可欠

　平成 12年に知的に障がいのある新卒
2名を食器洗浄業務に採用しました。当
時は支援機関との連携が全くなく、経験
のない現場スタッフだけで、仕事だけで
なく通勤・食事・健康管理等会社生活の
すべてをサポートし、2年近く大変な苦
労をしました。この経験から支援機関と
の連携によりジョブコーチの支援を受け
ることが不可欠であると強く認識しまし
た。ジョブコーチが障がいのある従業員
の仕事と生活を支援しながら、働きやす
い職場環境づくりや接し方などを職場に
伝えてくれたのです。ジョブコーチ支援
がないとすべて現場のスタッフで対応せ
ざるを得なくなり、雇用の継続には大き
な困難が生じると思います。

知的に障がいがある人こそ主力に

　知的に障がいのある人が雇用の主体と
なっているのは、今までに開拓してきた
仕事はパークに関連していて、事務仕事
よりもむしろ体を動かす仕事が多かった

からです。食器洗浄や花卉栽培等は体力
勝負の仕事ですから知的に障がいのある
従業員の活躍に期待したのです。
　またナプキンでは、当初は一人で 3
種類くらいの作業ができることを期待し
ていましたが、今では 10種類近くでき
るようになっています。新しい作業の情
報を提供すると少しずつですがチャレン
ジする従業員が増えていく。そしてその
姿を見て新たにチャレンジする従業員が
増えていくのです。このように従業員一
人ひとりの守備範囲が広がり始めたとこ
ろで、個別に「コミュニケーションシー
ト」や「スキルチェックシート」を実施
し、「人財」の育成に努めています。そ
の結果は人事考課や昇給、賞与に反映さ
せています。

採用基準は「仕事をしたい」と
いう本人の意思表示

　一番大切なのは仕事をしたいという本
人の意思表示です。親や特別支援学校の
先生の意思ではなく。ただし意思確認は
面接だけではなく、トレーニングやトラ

他の従業員を教えるという自分の力の発揮できる場が

あることで従業員の力が大きく変わるのです。
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石井明彦氏

イアル雇用で実際に作業をやってもらい
適性や遂行能力とともに判断しています。
障がい者である事情を先に持ち出す方が
いますが、企業にあっては、従業員とし
ての役割を果たし戦力になることが先で
す。仕事の必要性、大切さを共有し、意
欲的に取り組むことがなによりも大切な
のです。ただし会社として、従業員が力
を発揮するためには障がい特性に応じた
配慮は当然必要です。

人を教えることで本人の力が伸びる

　社会人として仕事を続け必要な能力を
伸ばしていくには、特別支援学校だけで
なく支援機関（支援センター等）の支援
が必要です。ナプキン折り業務は１年以
上かけて知的に障がいのある人 30名を
雇用しましたが、軌道に乗るまでは２年
かかりました。その間には十数か所の支
援機関からの支援を受けました。
　今では障がいのある先輩従業員が担当
作業のトレーナーとなって新入社員や企
業体験実習のＯＪＴを担当するまでにな
りました。コミュニケーションが不得手
であっても親切に教えようとする姿が顕
著なのです。それをまた周囲の社員が支
えています。このトレーナー役も自主性
を大切にしており、次第に新入社員実習
を担当する従業員が増えてきています。
他の従業員を教えるという自分の力を発
揮できる場があることで従業員の力は大

きく変わり始めたのです。教えるのは
楽しいことであるから自分の力もまた大
きく伸びるのです。障がいのある人が今
まで自分の力を発揮できる機会が、少な
かったのではないかと強く感じています。

ノーマライゼーション推進室
（以下「ＮＤＤ」）の役割

　障がいのある従業員の働きやすい環境
づくりのために「何かあったら対処する」
という受け身の姿勢ではなく「何かない
ように予防する」を念頭に現在 7名体
制で動いています。ＮＤＤでは毎年障が
いのある従業員を対象にセミナーを実施
していますが、実際には現場の業務やＯ
ＪＴの果たす役割の方が大きいのです。
だから従業員一人ひとりの人格を尊重し
ながら必要な配慮は一人ひとりに、とい
う手厚い環境づくりのためには現場のス
タッフ全員への研修もまた大切です（今
年度は新たに「差別と人権」の事例研究
の研修を実施。）

働きやすい職場環境づくりの
視点を持つ

　自分がテーマパークで仕事をした体験
から、テーマパークはすべてのキャスト
に支えられている、だからキャストが
その力を発揮できる環境づくりが大切だ
と感じています。障がいのある従業員に

対してもすべてあてはまり
ます。仕事には難易の差は
あっても、役割の上下の差
はないのです。すべてのポ
ジションはすべて必要です。
これがテーマパークでの仕
事から学んだことです。自
分たちの役割や仕事の重要
性を実感してもらうために、
実際にテーマパークのレス
トランでセットされている
ナプキンや、フラワーセン
ターで栽培した花が飾られ

ている花壇等を定期的に見学しています。
このことで従業員のモチベーションが上
がるのです。
　マネ－ジメントはその職位上、客観的
判断が求められますが、どうしても自分
の考えや都合を優先してしまいがちにな
ります。そのときに対等に意見交換でき
るスタッフが大切となります。どの職位
のスタッフが言ったかではなく、その内
容を重視することが客観的判断のために
は不可欠だからです。自分の考えや判断
を言ってくれるスタッフを育てることが
マネージメントの大きな役割でもありま
す。意見を言い合うこと（このような場
があること）でスタッフは力を発揮する
ようになります。これは経験も経歴も違
うスタッフが力を発揮するためにとても
重要なことです。
　従業員が働きやすく、ものを言いやす
い職場環境づくりこそが「人事」の役割
の本質であると考えます。管理部門は、
とかく自分たちが現場を管理していると
錯覚しがちなものですが、働きやすい職
場をつくるために「社内で一番親切な部
門になる」という姿勢を持ち続けなけれ
ばならないと強く感じています。
　これがＮＤＤの行動の基本であり、障
がいのある人の雇用においても大切な視
点であると考えます。
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■株式会社レナウンハートフルサポート（習志野市）　

　株式会社レナウンハートフルサ
ポートは、100 年を超える社歴
のある大手国内アパレルである株
式会社レナウンの特例子会社とし
て平成 20年 3月に設立された。
主な業務は、物流業務全般、建物・
敷地などの清掃、保守管理業務及
び一般事務である。
　従業員数は 28 名で、健常者
4名、障がいのある人が24名と
いう構成で、その内訳は身体 16
名、知的 7名、精神 1名。平成
22年 9月現在の障害者雇用率は
2.17％である。
　社長の松末俊哉氏、ならびに職
員の方々に話を伺った。

障がい者雇用の方針は
トップダウンで決定

　株式会社レナウンは全国の百貨店・チェー
ン店・専門店等のショップでファッション製
品を販売しています。店頭で販売に従事する
方々の人数が多く、内勤 2割、販売員 8割
という労務構成となっており、障がい者の雇
用が遅々として進みませんでしたが、ハロー
ワークの行政指導がきっかけになり、積極的
な障がい者雇用の検討を開始しました。
　㈱レナウンの歴代の社長は障がい者雇用に
対する理解があり、また初代社長も多くの関
係者との情報交換を通じて障がい者雇用につ
いての見識が豊富であり、障がい者雇用の方
針は、トップダウンで決定されました。そし
て特例子会社の設立に向けて、ハローワーク
や先駆的に障がい者雇用を手がけてこられた
雇用アドバイザーから紹介を受け、先進的に
取り組んでいる特例子会社や企業を見学して
現在の会社の原型を作り上げました。

親会社とグループ関連会社の
協力で特例子会社を設立

　知的障がいのある人の雇用は初めてでした
ので、社内にノウハウもなく、どのように雇

用して、どのように仕事を教えていけばよい
のか、トラブルが起きたときにどのように対
応するのか分かりませんでした。特例子会社
や障がい者雇用が進んでいる企業に直接相談
することを通じてある程度イメージができ、
レナウン本社の総務人事部とよく話し合い、
仕事の切り出しや雇用形態・処遇などを決定
しました。
　特例子会社を設立するに当たり、物流業
務に携わっていた身体・精神障がいのある
人 12 名をベースに、物流関連会社から業
務委託を受けるという形にしました。さらに
業務拡大のため、新たに6名の身体障がい
のある人の採用をしました。また、商品セン
ター内外の清掃業務の委託を受け、新たに8
名の知的障がいのある人を採用しました。
　このように、当社は親会社ならびにグルー
プ関連会社の様々な協力を受けながら、特例
子会社として立ち上がることができ、長期で
安定した障がい者雇用を実現することができ
ました。

職場環境を整えることが重要

　知的障がいのある人を雇用してみて感じて
いることは、彼らの人としての素晴らしさや
仕事に対する真面目な取り組み姿勢、そして
ゆっくりではありますが能力が確実に伸びて

いることです。障がいがあるが故に任せるこ
とが難しい業務もありますが、個人の特性や
性格を充分理解し、職場環境調整をして彼ら
の能力を信じてやらせてみることで彼らは驚
くほど能力を発揮するのです。だからこそ、
職場環境を整えることが重要なのです。

この会社で仕事がしたい
という気持ちを重要視

　採用の基準は、「この会社で仕事がしたい
と思う純粋な気持ち」の有無です。面接時の
応対が親任せでなく、自身でしっかりと応え
ようとする姿勢があること、また実習期間を
通じて、ホウレンソウ（報告・連絡・相談）
などの基本を理解していること、人の話を
しっかり聞くことができること、チームワー
クを乱さないこと、時間を守ることができる
ことを確認しています。何よりも一番重要視
しているのは、この会社で仕事がしたいとい
う強い気持ち（熱意）があるかどうかなのです。

独自の教材でビジネスマナー研修

　体系化された教育・研修制度はありません
が、知的障がいのある従業員については、午
後のミーティング時にビジネスマナー研修を
週１～２回実施しています。社会生活・仕事

サポーターミーティングを毎日行うことで、

離職を防ぐとともに長期で安定した就業が達成できます。


