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商品の開封及びセッティング作業

センター長補佐　四元紀広氏

り、全く仕事が手につかなかったりと変

動が大きいのです。そんな時は、支援機

関の職員からグループホームや自宅など

職場以外での生活状況を尋ね、そこで何

か変わったことがなかったかを確認して

います。たいていの場合はグループホー

ムでの人間関係のトラブルなどが原因で

職場での勤務態度に影響が出ています。

そこで、支援機関にＳＯＳを出し、現場

の従業員と一緒になって本人の話を聞く

ことから始め、徐々に本人の好きな作業

に就くなどの段階を経て、最終的には元

の作業に就けるように職場で調整をして

いきます。

　ただし、会社としても障害があること

をしっかり承知して雇用しているのです

から、いつまでも支援機関の職員に「お

んぶに抱っこ」という訳にもいきません。

どうしても手に余る時は支援機関の支援

をお願いするとしても、できるだけ支援

機関の職員の支援手法を真似て現場従業

員が対応できるようになることを意識し

ています。初めは真似をしてもうまくい

かないことがありましたが、普段から一

緒にいることで障害のある従業員と現場

従業員の中に良い意味で信頼関係が生ま

れてくるに従い、自然に対応できるよう

になりました。一人ひとりの障害特性に

合わせた作業や環境を提供することで最

大限の力を発揮してくれることがわかっ

てきました。例えば自閉症の人は、一つ

の作業を長時間コツコツ集中できること

や危険な所には近寄らないことを知りま

した。

　障害のある従業員の成長も期待したい

ところではありますが、どうしても困難

なところがあれば、それは同じ現場で働

く周囲の健常者がしっかりと障害のある

人の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

障害のある人の雇用継続につながるので

はないかと考えています。

障害のある従業員が現場にもた
らしたもの

　当社で働く障害のある従業員は非常に

素直です。嘘はつかないし、いつも元気

です。あまり元気でないときは何かあっ

たなとすぐ分ります。また、あいさつや

返事なども気持ちいいほどであり、他の

従業員も彼らを見ると勇気付けられてい

ます。従業員同士、元気にあいさつをす

るという文化が社内に生まれました。彼

らが働いて企業に利益をもたらしている

以外にも他の従業員に多く影響を与え、

社内の雰囲気が非常に明るくなったと感

じています。

　障害のある従業員を戦力化するには

高いモチベーションを維持させること

です。いかに本人たちとのコミュニケー

ションを上手くとるかを常に考えながら

接しています。言葉を話せない人はジェ

スチャーや筆談だけでも時には楽しい話

で盛り上がります。また、モチベーショ

ンが落ちていると感じた時は個別に本人

と話す時間を設けて解決しています。こ

うしたコミュニケーションをとることに

よって信頼関係も築け、彼らも任せられ

た仕事に責任を持って取り組んでくれて

いるのです。特に出荷量が大量であった

日に定時で終わらせた時の達成感を彼ら

と一緒に体感することができます。一人

でも休まれると困ってしまうほど重要な

戦力となっています。当社にとって彼ら

の存在はとても大きいのです。



8 9

荒木規好氏（左）　人事グループ長　飯島信男氏（右）

■髙木工業株式会社　津田沼営業所　TOPインドアステージ津田沼（習志野市）　

　髙木工業株式会社は、昭和 4

年創業の業務請負会社で、昭和

50年からは日本初のインドアテ

ニススクールの運営、平成16年

からは人材派遣へと業務を拡大

し、現在正社員 570名、作業ス

タッフを合わせた常用雇用者数

は 2,150 名を超える。障害のあ

る社員が35人、障害者カウント

50ポイント、障害者雇用率は平

成22年 10月 1日現在で2.3％

である。

　過去には雇用率達成指導、雇入

れ計画の適正実施勧告を受けたが、

それをきっかけに全社挙げての組

織改革を断行。障害者雇用推進グ

ループを独立させた。その成果で

現在は法定雇用率を上回る障害者

雇用を達成した。

　総合企画部人事グループ長飯島

信男氏、障害者雇用推進グループ

荒木規好氏に話を伺った。

支援機関との連携を密にする

　ここ津田沼営業所 TOP インドアス

テージ津田沼では 2名の知的障害のあ

る人（編集者注：インタビュー時、障害

のある従業員のことを飯島氏、荒木氏は

「チャレンジドスタッフ」と呼んでいた）

を雇用しています。支援機関（支援セン

タービック・ハートや障害者就労支援セ

ンターアクセス）と連絡を月 1回以上

と密にしています。連絡を密にすること

は髙木工業㈱という会社の中身を知って

もらえることにつながるので、新しい業

務の切り出し時や改善時を相談する際、

具体的な提案をしてくれます。それが私

たちグループスタッフの発想や行動の確

認につながっています。

　障害のある従業員を成長させる企業責

任はあります。しかし支援機関に手を離

されたら手を打てないでしょう。これ

は会社だけでなく本人にとっても家族に

とってもそうです。障害のある人の採用

に当たっては支援機関の存在が不可欠で

す。そしてトライアル雇用 3か月の期

間に確認をします。ただし支援機関の中

には全く相手にしてくれないところや、

1年以上対応してくれないところなど論

外のところもありました。

社内体制を大きく変えた
統括部長の意志

　平成 20年 1月の雇入れ計画の適正実

施勧告を受け、同年 4月に障害者雇用

を担当する部を独立させました。人事と

の兼務は無理だから専業とすべきだと決

断しました。これには経営トップである

管理部門の統括部長の強い意志がありま

した。障害者雇用は生半可な気持ちでは

取り組めない、雇用した障害のある従業

員への支援は毎日のことであり支援機関

よりも覚悟・根気がいる、と本気で考え

ているのです。人間としての優劣の差は

ない、と自らも障害のある従業員にきち

んと対応しています。

　統括部長は、私たち担当者へは障害の

ある人だからと決めつけるのではなく、

もっとできるはずという気持ちで取り組

んで欲しい、という目線で臨んでいます。

要求は高いが取り組みやすく、できない

からと言ってあきらめない気持ちになれ

ます。また障害のある従業員に対しては、

仕事の喜びを語っています。仕事をする

自分しかいないから自分がやるのが当然、という意識を持つ

支援担当がチャレンジドスタッフ（障害のある人）を支えます。
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テニススクールのコーチ一覧に
チャレンジドスタッフのプロフィールも並ぶ

清掃作業

と誰が喜び、仕事をしないと誰が困るの

か、仕事を通じて誰につながるのか、を

常々話しています。このグループ全体の

姿勢が職場全体の雰囲気を決めているの

です。

　また 2,000 人を超える常用雇用者の

中には障害のある人がいるかもしれない、

ということでプライバシーに十分配慮し

ながら、名乗り出て欲しい旨を伝えたと

ころ、社員の中から数名の申し出があり

ました。当然、情報利用の制限を規定し

た同意書に基づいてのことです。障害者

雇用を会社全体で推進していくという姿

勢を全社員と共有いたしました。

互いの信頼が厚い障害者雇用推
進グループ

　障害者雇用推進グループは 3名の専

任スタッフです。それに人事グループ長

が関わります。専任スタッフの一人ひと

りは、雇用をし、そして定着させるとい

う強い意識を持った人材であることが肝

心です。今のスタッフには全幅の信頼を

置いています。障害のある従業員への対

りますが、その相談者が社内にいること

が幸せです。

　社内の管理体制の信頼関係がそのまま

障害のある従業員の定着につながってい

ると思います。これは別の専任スタッフ

ですが、あるとき障害のある従業員が欠

勤をしました。この従業員の担当する仕

事はビルメンテナンスの請負だったので

トイレ掃除の仕事に穴が開くことになっ

たわけです。するとそのスタッフは、そ

のトイレ掃除を代わってやりました。こ

の従業員の支援担当は自分しかいないか

ら自分がやるのが

当然、という意識

があったのです。

責任感がとても強

いスタッフです。

　障害者雇用のた

めとはいえ、人事

部の判断だけで各

現場に障害のある

人を押し込みた

くはない、現場の

ニーズに応える形

で配置をしたいの

です。雇用推進グループでバックアッ

プはするから日々の現場ではよろしくと

各現場に声をかけています。このバック

アップの姿勢があることで、各現場では

障害のある従業員の可能性を信じ、力を

引き出せています。

　社内には障害のある従業員に対しての

やさしさがあります。雇用推進グループ

に「○○さん、元気なさそうだけれど大

丈夫か」という声はあるけれど邪魔だと

いう声は全くありません。また「お客様

がいる中で、どのようにして清掃すれば

よいのか」という障害のある従業員への

対応の問い合わせの声の方がむしろ多い

のです。

何より根気が大切

　障害のある従業員に仕事上のことでは

なく、人間関係などプライベートなこと

でも何か問題があったときは少なくとも

1年かけて取り組みます。辞めてもらう

かどうかの判断はそれからです。それだ

けの根気を持たなければ雇用はできない

でしょう。

応について支援機関と連絡

を取り合いながら提案して

くるのでＯＫを出しやすい

のです。

　障害のある従業員は、飯

島グループ長をお父さんの

ように慕っています。私た

ちスタッフもグループ長に

信頼されていると感じてい

るからこそ、その期待を裏

切らないようにと頑張るの

です。日常の支援の仕方に

関していろいろと悩みはあ
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バーコード伝票の発送作業

■ちばぎんハートフル株式会社（千葉市）　

　ちばぎんハートフル株式会社は、

株式会社千葉銀行を親会社とする

特例子会社として平成18年設立。

主な業務は、印刷・製本業務、ダ

イレクトメール等の作成・発送業

務、事務取次ぎ業務であり障害の

ある従業員は18名。

　取締役社長阿部忠氏、業務部長

井上利郎氏に話を伺った。

信頼される仕事を継続するため
の仕組みづくりが重点課題

　ちばぎんハートフル株式会社が設立し

た平成 18 年 12 月以前から、親会社で

ある㈱千葉銀行ではすでに障害者雇用が

盛んに行われており、障害のある人の法

定雇用率は達成していました。しかし、

「企業として地域の役に立つこと」や「地

域の方の幸せあっての企業」など地域に

根差した企業の責任を果たすという CSR

（企業の社会的責任）の観点から、知的

障害のある人や重度の身体障害のある人

の働く場を作ろうという銀行トップの強

い意志により、特例子会社ちばぎんハー

トフル株式会社が設立されたのです。

　費用対効果の面でも、本人たちの障害

特性に合わせた環境を整えることで十分

戦力化は可能と考えています。CSR とは

いえ特例子会社が赤字経営になってはい

けない。そのため、親会社の㈱千葉銀行

と信頼関係を築き、仕事を受託できるよ

うに心掛けています。信頼関係を築くに

は簡単ではなく、受託した仕事をミスな

く正確に素早く行うことの繰り返しが求

められるのです。「障害のある社員だか

らミスをした」などと言われたくない。

ミスをしないための仕組みづくりが設立

当初からの重点課題でした。仕事を細分

化し、仕事を二重、三重にチェックする

ことを通常業務の仕組みとしました。現

在までに大きなミスは一件も起きていま

せん。

支援機関との連携

　支援専門機関とのネットワークは重要

です。設立当初から千葉障害者キャリア

センターと相談し、支援を受けながら進

めてきました。千葉障害者キャリアセン

ターの職員が当社で直接指導するのでは

なく、ちばぎんハートフルの社員がどの

ように障害のある従業員と接すれば良い

かなどの指導を受けてきました。原則的

には現場での工夫や障害のある社員への

直接的な仕事の指導等は、ちばぎんハー

トフルの社員が行いましたが、本人がパ

ニックを起こすという緊急時や本人の作

業能力の伸び悩みなどへの対応に関して

は、ある程度、キャリアセンター職員と

ちばぎんハートフルの社員とで連携して

行うこととしました。

社員の能力を高める賃金制度

　賃金水準に関しては、障害のある社員

たちへの期待も高く、そもそも最低賃金

未満で雇用しようという気持ちはありま

せんでした。毎年定期昇給もあります。

現在は能力別に基本給を 3等級に分け

ていますが、将来はリーダーへの昇格の

道を示して社員の能力をさらに賃金に反

映していけるような仕組みを作り上げて

いきたいと考えています。

助成金制度の活用

　助成金制度の活用に関して、設備関係

の助成金は活用せず、採用時においては、

トライアル雇用とその後の特定求職者雇

それぞれが持つ障害特性を組み合せ、補い合いながら一つの仕事を

遂行することが重要です。目標設定で早い成長と責任感が生まれます。
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手形・小切手の仕分け作業

印鑑登録の作業

用開発助成金を活用しました。このほか

には自家用車での通勤支援のために駐車

場の借用料の一部を助成する制度を活用

しています。

チームで互いに補い合う

　社員はそれぞれの障害特性を組み合わ

せてチームを、編成するように配置して

います。ここでのポイントは、それぞれ

個人が持つ異なる障害特性を組み合わせ、

補い合いながら一つの仕事を遂行してい

くことが重要であるということです。例

えば、知的障害のある人は判断業務では

なく物品移動や体力の必要な作業などで

活躍し、聴覚障害のある人は判断業務を

分担するなどです。この一人ひとりの障

害特性に応じた組み合わせと役割分担は、

さまざまな障害のある社員たちが皆で協

力し合い、自然発生的につくり上げられ

た仕組みであり、今やちばぎんハートフ

ルの企業文化と言っても過言ではないの

です。

目標達成が成長を引き出す

　教育・研修体制に関してはいかに重い

得意、不得意を見極めながら対応してい

ます。決して他者と同じ仕事の出来映え

を比較せず、本人がレベルアップできる

ような個人目標を管理しています。さら

に、個人目標とともにチーム目標も設定

しています。これは個人目標が達成され

ることで、そのチーム全体の目標が自然

に達成できるという仕組みとなっていま

す。個人目標を設定することで、毎日の

仕事に適度の緊張感と刺激が生まれ、圧

倒的に成長は早いと感じています。

　このチーム目標の設定を通じて、先輩

が後輩を教えるということも見られるよ

責任を持って仕事に取り組んでいます。

社員の温かい行動が企業文化を深めた

　もともと㈱千葉銀行の社員には、障害

のある人や高齢者などにきめ細かく配慮

する気持ちは多くありましたが、ちばぎ

んハートフルの障害のある社員を目の当

たりにし、より一層障害のある人や高齢

者に対する意識が強くなったようです。

㈱千葉銀行では広報室が、ビデオや行内

誌でちばぎんハートフルの活動の様子を

紹介し、千葉銀行グループ全体で障害の

ある人への思いやりを育んでいます。

　思いやりの気持ち、協力する精神、助

け合う心が当たり前となっています。そ

れが今や仕事の手法（ルール）まで変え

ています。ちばぎんハートフルの企業文

化といえるでしょう。例えば、雨の日の

出勤時にはだれが指示したでもないので

すが、両手に杖を使用している社員が傘

をさせないので駅の改札で待ち、傘をさ

してあげるなど、お互いにできる人がで

きることをするという温かい行動が見ら

れるのです。

うになりました。後輩

に教える行為そのもの

が相手の立場になって

物事を考えるというこ

とですし、人を大きく

させる大切な要素であ

ると感じています。そ

して、社員には「皆が

行っている仕事はとて

も重要なものだ」とい

うことを絶えず伝えて

います。社員一人一人

が仕事に誇りをもち、

障害があっても、ゆっ

くりではあるがすべて

の社員は確実に成長す

るということを念頭に

置いています。何度で

も根気強く教え、決し

て怒らない教育スタイ

ルをとっています。そ

の結果、どんなに時間

がかかろうとも最終的

には仕事ができるよう

になっています。

　また個々の障害特性

に個別に対応しながら、
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常務取締役兼業務部長奥村泰雄氏（右）
取締役兼総務部長篠澤健二氏（左）

データ入力作業

■株式会社千葉データセンター（千葉市）　

東洋エンジニアリング株式会社

の特例子会社である株式会社千葉

データセンターは、千葉県内初の

特例子会社であり、千葉県、千葉

市も出資協力した第三セクターと

して昭和63年に設立された。印

刷、データ入力、ＩＴ（ＨＰ制作）

が業務であり、従業員は身体障害

のある人が主だが平成20年から

は精神障害のある人も採用してい

る。

　昭和62年頃に特例子会社のモ

デル事業の対象として東洋エンジ

ニアリング株式会社に労働局から

打診があった。社内で特例子会社

の実現可能性の検証を積み重ねた

ところ、経営的には相当に困難と

の結果であった。しかし敬虔な日

本ハリストス正教会信者で全国重

症心身障害児者を守る会理事でも

あった当時の内藤雅喜会長は「だ

からやる、意味があるんだ」と特

例子会社の設立を決断した。とは

いえ、親会社からの仕事の受注だ

けではなく、新しい業務を開発す

る道を選択した。それが現在も続

けている印刷、データ入力、ＩＴ

システム（ＨＰ制作）業務である。

　東洋エンジニアリング株式会社

出身で平成12年から同社の舵取

りをする常務取締役業務部長奥村

泰雄氏に話を伺った。

す。

　この結果、職場のキーマン（各部門の

室長）には障害のある従業員がなってい

ます。室長はジョブの実行から納期管理

や品質管理まで全てを担当しています。

今までに室長を務めた従業員が退職して、

自分で会社を設立して独立しているケー

スもあり、従業員の技能レベルは高水準

を誇ります。

　採用に当たり従業員に最低限求めるこ

とは、毎日１人での通勤が可能なこと、

働くことに意欲を持っていることです。

過去には採用後２か月で退職したケース

がありましたが、後に卒業した訓練校の

先生に伺ったところ学校時代も不安定で

あったとのことでした。就職後の定着の

ためには学校との情報共有が大切である

と実感しました。また今回、精神障害の

ある人を採用したときは、外部の支援機

関の協力を得ました。医師のアドバイス、

県の支援機関等から事前講義を受け、千

障害のある人の採用基準

　当社の企業目的は、特例子会社として

単に企業としての利益追求よりも障害者

雇用という使命が先にあります。そのた

めに仕事が必要であるし従業員に果たし

てもらう役割も高いのです。当社の主要

業務である印刷、データ入力、ＩＴには

高い技能が求められます。そこで訓練校

で一定の技能を身に付けた方、業務経験

がある方などをメインに採用してきまし

た。意欲と何ができるかに着目したので

特例子会社設立をめざすならば、しっかりした

ビジネスモデルを最初に作り上げるのが良いでしょう。



14 15

ＩＴ（ＨＰ制作）作業

葉障害者職業センターのジョブコーチに

６ヶ月間の支援をお願いしました。

近年の業務情況

　第三セクターということもあり官公需

の受注が多いのですが、官公需の発注は、

透明性・公平性が強く求められておりＨ

Ｐ等での入札が増えてきています。その

結果、厳しい見積競争にさらされてきて

おり、障害者企業だから優先されるとい

う状況ではありません。それだけに営業

力や仕事の品質に重点を置く必要がある

と感じています。

支援機関との連携

　相談に乗ってくれる機関が増えていま

す。いろいろと相談する相手を一つ見つ

けることが大切です。例えば、支援セン

ターは障害のある人の紹介とともに定着

支援もワンストップで支援する機関です。

起業した従業員のケースに触れましたが

定着支援に関しては定年延長が必ずしも

ハッピーではなく、それぞれに合った対

応が必要なこともあることに気付きまし

た。その出口をどうするかという点にお

いても支援協力が必要であると感じてい

ます。

これから障害者雇用を始める
会社へのメッセージ

　障害者雇用促進法で法定雇用率が定め

られており、法定雇用率を達成していな

い会社は雇用納付金を納めなければなり

ません。しかし雇用納付金納付でことが

済むわけではないのです。罰金を払えば

スピード違反をしてよいわけではないの

と同じです。

　特例子会社設立をめざすならば、しっ

かりしたビジネスモデルを最初に作り上

げるのが良いでしょう。「障害のある人」

とひとくくりにするのではなく障害特性

を勉強してその特性を最大限活かせるモ

デルを作るのです。親会社と緊密なモデ

ルで立ち上げるのが先々の経営を安定さ

せる道でしょう。自主独立の道と理想を

高く掲げすぎるとうまく行かないことが

あるようです。

特例子会社連絡会の設立にも尽力

　平成 15年頃から特例子会社が増えて

きて、情報交換の場を設けることが求め

られてきました。「千葉県内特例子会社

連絡会」は当初参加者が 25名くらいで

したが現在は 45名くらいまで広がって

います。特例子会社の設立を計画してい

る方でも参加することができるように受

け口が広い組織となっています。

　障害のあるなしにかかわらず同じ職場

で交ざり合い共生するのが本来あるべき

姿です。しかしそれだけを求めていたの

では障害者雇用が進まないという背景が

あって生まれてきた制度が特例子会社な

のです。中間的制度であるとしても障害

者雇用の現場で着実に多くの結果を出し

ています。特例子会社が担う役割は大き

いと言えます。

内藤雅喜会長譲りの崇高な
理念を感じる奥村常務の経営観

　東洋エンジニアリング株式会社では、

エンジニアとしてプラント設計や管理

業務の第一線で働いていましたが仕事に

マンネリ感を感じていたときでもあり、

55 歳を機に生き方を変えようとしたの

です。特例子会社の経営は自分から手を

挙げて参加しました。特に、この仕事は

向いた人がやらないと続かないと感じま

したし、私自身はやりがいを感じ一生懸

命やっています。障害のある人を含め全

ての人にとって仕事は人間の成長のため

に欠かせないもの、というのが私の信条

です。私自身、会社の中で得たものは大

きい、と感じています。その意味で、もっ

ともっと多くの障害のある人々に仕事を

提供できればと考えています。
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ファーストクラスシート清掃

■つるや航業株式会社（成田市）　

　ＪＡＬ系列の株式会社ＪＡＬ

グランドサービスのグループ会社

の一つであるつるや航業株式会社

は、機内クリーニング、機内用品

セッティングを主要業務とする。

昭和48年設立、昭和53年成田

空港開港とともに本社を成田空港

内に移転、現在従業員 260 名。

平成20年から現在までに知的障

害のある人5名を採用した。

　同社総務部総務課長の青野公久

氏に話を伺った。

知的障害のある人が
戦力になることを確信

　過去には身体障害のある人を雇用し

た経緯はありましたが続きませんでし

た。その後、障害者雇用に行き詰まって

いたところ、ハローワークから集団面接

会を開催してバックアップするので、ぜ

ひ障害者雇用をという要請があり、平成

20 年に支援センターの支援を得ながら

ハローワーク成田で 9名の面接を始め

たのが今回のきっかけです。このときは

4名を選抜し 3か月のトライアル雇用を

経て 12月に正社員として採用しました。

翌年 1名をやはりトライアル雇用を経

て採用しました。

　また地元の養護学校（現特別支援学校）

の高等部在校生の実習を受け入れてきた

経緯はありましたので、この受入が実質

的な現場の社員研修になっていました。

それまでは採用するにしても業務の特性

から聴力障害、あるいは軽度の四肢障害

に限られるという思い込みがありました

が、今回知的障害のある人を雇用してみ

て分かりやすい指示さえあれば十分戦力

になり得ると確信しました。

温厚な性格の社員をリーダーに

　機内クリーニングという業務は、運行

スケジュールの関係で限られた時間内で

終了させなければなりません。障害のあ

る社員で 1つのグループを作り、別の

社員 1名が専従でリーダーを務めてい

ます。グルーブが固定することにより安

心感があり、仲間意識も高まりお互いの

得手不得手をカバーし合えるのです。

　リーダーには、性格的に温厚な人を選

んでいます。駐機中の限られた作業時間

内に業務を遂行するという労働集約的な

現場には、いわゆる体育会系の社員が多

く、また地元の方が使われる言葉は少し

荒っぽいので作業現場ではきつい言葉が

飛び交います。しかし、知的障害のある

社員が、そのなかで安心して仕事を続け

るには言葉遣いにまで気を配れる人が必

要なのです。このように周囲の社員配置

にも配慮する中で誰一人として障害のあ

る社員は辞めていないのが当社の特長で

す。

障害のある社員の保護者会も

　知的障害のある社員は成人していたと

しても、単独での判断には危険が伴うこ

とがあります。その意味では親の役割は

大切です。採用に当たり、トライアル雇

用開始時や雇用契約時は親とも連絡を取

り合い、同席していただきました。いま

では親同士の横のつながりができ上がっ

高い集中力の維持を確保するために

「一工程特化」をしています。
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総務課長　青野公久氏

グループで機内客室清掃

てきています。保護者会のようなもので

す。支援センターの支援とともに、定着

のためには重要なことであると感じてい

ます。

「一工程特化」で高い集中力を
維持する

　高い集中力の維持を確保するために

「一工程特化」をしています。1日当た

り国際線旅客機 60機の機内クリーニン

グをしなければならないのですが、その

中でまずは「テーブルを拭く作業」を、

しかも時間的に余裕のある機の作業から

開始しました。実は面接前に現場責任者

と打ち合わせしたときは作業道具の準備

という作業や雑務の割当を予定していま

したが、トライアル雇用の段階で、十分

これ以上の仕事を任せられるという確信

が得られたのです。障害のある人はこの

程度の仕事しか任せられないという思い

込みは見事に彼らの仕事ぶりによって払

拭させられました。

　その後、社内ではＣＳ（顧客満足）の

一環として徹底的にきれいにする機内美

化運動を展開することになりました。「Ｃ

Ｓテーブルクリーニング」とは座席テー

ブルの上面だけでなく、テーブルの縁と

背当てと支柱まで拭き上げるというもの

ですが、次第に手際よくこなせるように

なっただけでなく、今では機内クリーニ

ング全体業務の約 3分の 2まで担当で

きるようになっています。

確認会話運動が障害のある
社員の働きやすさを後押し

　ちょうど障害者雇用の時期と重なった

のですが、ＪＡＬグループで「一声運動」

という確認会話運動に取り組みました。

仕事上で「確認だけど……ですよね」と

念を押すことでミスをなくし、品質向上

を図るものです。丁寧に確認をすること

で障害のある社員のグループとともに仕

事をする体制を自然に作り上げることが

できました。

　また会社のトップがルールを作りまし

た。障害者と呼ぶな、個人名で呼べ、と

いうものです。仕事の連絡をするときに

は「そちらの現場に障害のある社員のグ

ループが行きます」ではなく「○○さん

グループが行きます」というものです。

　これらのことを通じて社内の障害のあ

る人への偏見・固定観念が少なくなりま

した。「食わず嫌いだったね」という会

話さえ聞かれるようになったのです。
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勤労課課長　杉山和功氏（左）　柏工場長　成田行生氏（右）

ネジの小分け作業

支援の専門家の力を導入し、毎日の作業そのものを

教育・研修の場とするという考えが有効なのです。

■株式会社東京自働機械製作所（柏市）　

　「ぜったい　成しとげる」を企
業理念に掲げる株式会社東京自働
機械製作所は昭和19年に島根工
業株式会社として設立。昭和 24
年現社名に改称。同年、技術者養
成のため職業訓練所を開校し、技
術者養成を開始した。
　事業内容は包装機械（フィルム
包装機、製袋包充填機、紙包装機
など）と生産機械（たばこ生産機
械・フィルタープラグ供給装置）
などの機械における製造からメン
テナンスまでを一貫して行う。
　柏工場では知的障害のある人5
名、身体障害のある人 1名を雇
用。障害のある従業員の主な仕事
は場内の清掃、工業製品のバリ取
り、製品の運搬作業など多岐にわ
たる。 
　柏工場工場長成田行生氏と総
務部勤労課課長杉山和功氏に話を
伺った。

支援センターから多くを学ぶ

　平成 19年に柏工場長が地域の雇用促
進協会の役員に就任した際に松戸ハロー
ワークとの意見交換会の席で障害者雇用
の話題となり、まずは自社からと率先し

て取り組み始めました。それまでは身体
障害のある人を１名雇用していましたが、
新たに採用を進めるに当たり、支援セン
タービック・ハートを松戸ハローワーク
から紹介され、そこから障害者雇用に関
する知識を多く学びました。

一人ひとりが見えてきた

　障害者雇用をする前は、障害のある人
と言えば電車の中で落ち着いていられな
い人などをイメージしていました。実際
に障害者雇用の決定をしてから、支援セ
ンタービック・ハートの紹介で八千代市
内の障害者雇用企業２社の見学をしまし
た。そこでは部品解体作業をしていまし
たが、こんな重度の障害があっても本当
に働けるのかというイメージはつかめま
せんでした。その後、工場内にて実習を
しましたが、それでも突然大きな声を出
すのではないかなどの不安が拭えなかっ
たのです。それが実習が終わり一緒に仕
事をしていると次第に障害があってもそ
れぞれに個性があることに気付きました。
一人ひとりが見えてきたのです。それか
らは彼らに対する思いが変わり一緒に働
くことに全く違和感がなくなりました。

今では健常者とあまり変わらないと思っ
ています。

障害のある人の人権や企業と
しての役割を全従業員に周知
　最低賃金に関しては、当社では障害の
ある人の人権や企業の社会的貢献、企業
理念の観点から、最低賃金を保障しなが
ら、且つ能力に応じた賃金をアップする
ことにしました。その際、全従業員に障
害者雇用を含め最低賃金支払義務の観点
をしっかり理解してもらうことが必要
であると考え、ビック・ハートセンター
長を招いて、全従業員向けに「障害のあ
る人の人権や企業としての役割」という
テーマの講演をお願いし、周知を図りま
した。

安易な気持ちでは採用しない

　自力通勤できること、人間関係にあま
り課題のないこと、活発過ぎるよりおと
なしいこと、仕事の性格上体力がしっか
りあること、労災につながるおそれのあ
る危険な行動をしないこと、もしくはそ
のような危険な行動をしっかり理解して


