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事業所内での綿密な情報共有の実施により、事業部門
への配置と適性を勘案した職務創出を実現

平成25年度
障害者雇用

職場改善好事例

優秀賞

事業所の概要

　平成7年に設立され、本社は文京区に、事業オフィスは新
宿区及び大阪市にある。無店舗販売事業を展開する企業の
商品カタログの制作などの事業を行っており、従業員数の
約7割は編集者やデザイナーなどの職種で占められている。

従業員数 213名

精神障害者雇用の経緯

精神障害者の雇用形態・勤続年数

　障害者雇用納付金対象範囲の拡大に伴い、平成21年から
本格的に障害者の採用を推進。ハローワークや支援機関と
の相談・支援を得ながら、精神障害者の雇用を進めている。

業種及び主な事業内容

ダイレクト・コミュニケーション、コーポレート・
コミュニケーション、事業プロモーションに
関する戦略立案、企画・制作など

精神障害者雇用数・従事作業

精神障害者 2名
＜従事作業＞
庶務業務、カタログ編集補助作業、データ
ベースへの入力・修正作業など

活用制度・支援機関

[採用前]　就労支援センター
[採用後]　就業・生活支援センター
　　　　  就労支援センター

雇
用
形
態

正社員 週の労働時間に変動なし
週の労働時間短縮等の変動あり

パート
・

アルバイト

週の労働時間が30時間以上 2名
週の労働時間が20～ 30時間未満
週の労働時間が20時間未満

勤
続
年
数

1年～ 2年未満 1名
2年～ 3年未満
3年～ 4年未満 1名
4年～ 5年未満
5年以上

1 支援機関のサポート

4 職域拡大 5 職場復帰

2 社内研修 3 障害理解

6 勤務時間の配慮キーワード

株式会社シータス＆ゼネラルプレス（東京都文京区）
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▽ Hさん【勤続3年】
　スケジュールがある程度決まって
いる仕事なので、次に何をすればよ
いかで悩むことがなくなりました。
有意義な職場のコミュニケーション
によって交流の幅が広がっています。
また、働くことによって社会貢献を
実感します。

▽ Aさん【勤続1年2ヶ月】
　食品カタログの編集作業を行ってい
ます。食材や料理などの知識が得られ
るので勉強になります。体調の安定に
は睡眠をしっかり取り、生活リズムを
維持することが不可欠なので、これか
らも心がけていきたいです。

企　業　の　声

優秀賞

取 組 の 概 要

キーワード 改善前の状況 改善内容 改善後の効果

改
善
策
①

1 支援機関のサポート

2 社内研修

3 障害理解

新たに採用した精神障害の
ある従業員を編集部門に配
置することを検討したが、編
集部門では業務が多忙なた
め、指導する余裕がないなど
の理由から受入れには消極
的だった。

既に精神障害者を配置して
いる管理部門とのミーティ
ングを通じ、本人の仕事ぶり
を編集部門に伝え、就労支援
機関の協力を得て精神障害
の特性や対応に関する研修
を実施した。また、編集部門
の管理者には本人との面接
に同席してもらった。

編集部門の従業員は、精神障
害のある従業員に対する理
解を深めるとともに、受入れ
に関する不安を解消し、配置
に前向きとなった。

改
善
策
②

4 職域拡大 Ａさんは、編集の補助業務を
実施していたが、業務に慣れ
てきたため、職域を広げるこ
とにした。

各編集者が主要業務の合間
に行っていたデータベースの
入力作業をＡさんに専任で
担当してもらうようにした。

Ａさんが作成した信頼性の
高いデータベースを編集部
門の新しいWEBコンテンツ
に活用することができた。

改
善
策
③

1 支援機関のサポート

5 職場復帰

6 勤務時間の配慮

Hさんは従事業務の変更に伴
い、残業が続いたことで自信
をなくし、体調が悪化、欠勤
が続くようになった。

アルバイト従業員だったHさ
んを特例として休職の扱い
にした。また、休職期間中は
就労支援センターに本人の
病状の把握と職場復帰に関
する調整を依頼した。復帰後
は午前中の勤務とし、体調を
見ながら勤務時間を延長す
るようにした。

5ヶ月間の休職を経て職場復
帰した。復帰から3ヶ月が経
過した後から徐々に勤務時
間を延長し、現在は休職前と
同じ週30時間の勤務を維持
できるようになった。

▼ 宮﨑 美紀さん（代表取締役社長）
　当社では、編集者やデザイナーなどクリエイティブ関連のスタッフが多数活躍しています。こ
うした創造と作業の境界があいまいな仕事では、定型化された作業はないという思い込みもあり、
「障害者に何を任せればいいのかわからない」というのが現場の正直な気持ちだったと思います。
しかし一方で、育児・介護中の社員の増加もあり、“一人完結”ではない業務分担を考えるべき時
期でもありました。障害者雇用をきっかけに、有効な分業によるワークフローの検討が始まって
います。生活環境の変化による制約、障害があることによる制約、こうした様々な制約そのものを
従業員の多様性と捉え、より“働きやすい現場”をつくっていきたいと考えています。

インタビュー

従　業　員　の　声
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株式会社シータス＆ゼネラルプレス（東京都文京区）

1 支援機関のサポート 2 社内研修 3 障害理解

4 職域拡大

改善策

1

改善策

2

改善策紹介

事業所内での情報共有の実施により、現場従業員に対する受入れ
理解の促進

適性を勘案した担当業務の設定により、能力の発揮と顧客サービス
の向上に寄与

　初めて雇用した精神障害のある
従業員は、事業所の管理部門に配
置し、清掃、備品管理などの庶務
的な業務担当としていたが、新た
に採用した者は、本人の適性を考
慮に入れて、「カタログ編集・制
作業務」を行う編集部門への配置
を検討することにした。一方、編
集部門では、「現場には細かに指
導する余裕がない」などの理由か
ら、配置に消極的だった。そこで、
管理部門と編集部門とのミーティ
ングを実施し、精神障害のある従
業員の仕事ぶりとともに、雇用管
理上で配慮すると良い点などにつ
いて、経験を基に管理部門の担当
から編集部門の担当者に伝えた。
また、障害者就業・生活支援セン

ターの協力を得て、編集部門の従
業員を対象に精神障害の特性や対
応に関する研修を実施した。さら
に編集部門の管理者には、配置を
予定している者との面接に同席し
てもらい、ビジネスマナーが身に
付いているかなどを確認しても
らった。こうした取組によって、
編集部門の従業員は、精神障害の
ある従業員に対する理解を深める
とともに、受入れに関する漠然と
した不安を解消し、配置に前向き
となった。

　新規に採用されたＡさんは編集
部門に配属となった。業務設定に
当たっては、管理部門での例を参
考とし、直接納期に関わらない編
集の補助業務から開始し、徐々に
職域を広げることとした。その後、
Ａさんが業務に慣れてきたため、
各編集者が主要業務の合間に行っ
ていたデータ入力の作業をＡさん
に専任で担当してもらうことで、
職域を広げることにした。Ａさん
は、まじめな性格と緻密な作業ぶ
りに定評があり、精度の高い入力

によって編集者の負担が軽減し、
データベースの信頼性が飛躍的に
向上した。そこで、編集部門では
Ａさんが作成したデータベースを
新しいWEBコンテンツに活用す
ることができた。

▲管理部門で障害者雇用を担当する倉持部長（左）
と奥村さん（右）

▲東新宿オフィスでレシピデータベースの編集
作業を行うAさん。今後の課題は繁忙期であっ
ても、できるだけ業務スケジュール通りに作業
を行えるようにすること。業務中に疲労を感じ
た時などは、自主的に5分程度の休憩を取るな
ど工夫している。

▲編集部門の大蔵チーフは精神障害のある従業員
の業務管理などを担当している

キーワード

キーワード
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1 支援機関のサポート 5 職場復帰 6 勤務時間の配慮改善策

3 体調の悪化により欠勤が続いた者に対する円滑な職場復帰の実施

　勤続3年になるHさんは、管理
部門の業務を担当していたが、社
内の事情で作業系の業務から事務
系の業務に変更になった。Hさん
は慣れない業務に残業が続き、次
第に自分が役に立たないと考える
ようになり、さらには、自己判断
で服薬を中断したために体調が悪
化、欠勤が続くようになった。事
業所は就労支援センターとともに
自宅を訪問。本人は「会社に迷惑
がかかるから辞めたい」との考え
だったが、家族は仕事の継続を希
望したため、結論を保留し、体調
が回復した後に再度相談すること
にした。Hさんはアルバイト従業
員であったため休職制度の社内規
定がなかったが、人事担当役員の

承認を得て、特例として契約期間
中は休職扱いにした。また、Hさ
んがいつでも職場に復帰できるよ
う、担当業務をほかの従業員に分
担し、人員補充は行わないように
した。一方、就労支援センターに
は、休職期間中のHさんの病状の
把握と相談、職場復帰に関する調
整を依頼した。Hさんは5ヶ月間
休職し、服薬を再開するとともに、
病状が安定したため職場復帰する
ことができた。また、復帰直後は
午前中の勤務としたが、3ヶ月後
から勤務時間を徐々に延長し、現
在は週30時間勤務を継続し、業
務のステップアップも開始してい
る。

▲Hさんは以前よりも服薬や体調管理の重要性
を意識するようになり、体調がすぐれない時に
は休暇の申請を遠慮なく行えるようになった。
その結果、職場復帰以降は欠勤や体調面に変調
を来すことなく週30時間勤務を継続している。

優秀賞

キーワード
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個々の状況に応じた業務付与によるステップアップ
と、組織的な支援体制の構築により、職場定着を推進

平成25年度
障害者雇用

職場改善好事例

奨励賞

事業所の概要

　平成5年に大阪府、大阪市及び関西電力株式会社の共同
出資による第3セクター方式の特例子会社として設立され
た。現在、住之江ワークセンター（本社）、ビジネスアシス
トセンター及び高槻フラワーセンターの3拠点に合計107
名の障害者を雇用している。

従業員数 163名

精神障害者雇用の経緯

精神障害者の雇用形態・勤続年数

　平成17年から精神障害者の雇用を開始するとともに、社
内支援体制の強化を図るため、第2号ジョブコーチを各職
場に配置した。平成21～ 22年度に受託した精神障害者雇
用促進モデル事業（厚生労働省）の取組を踏まえ、現在は、
精神障害者を含めた人材活用や、雇用管理の仕組み作りに
力を入れている。

業種及び主な事業内容

印刷事業、メールサービス事業、園芸事業など

精神障害者雇用数・従事作業

精神障害者 7名
＜従事作業＞
総務・経理の事務業務、園芸業務、商品発送
業務など

活用制度・支援機関

[採用前]
　トライアル雇用
[採用後]
　就業・生活支援センター
　障害者職業センター

雇
用
形
態

正社員 週の労働時間に変動なし 7名
週の労働時間短縮等の変動あり

パート
・

アルバイト

週の労働時間が30時間以上
週の労働時間が20～ 30時間未満
週の労働時間が20時間未満

勤
続
年
数

1年～ 2年未満
2年～ 3年未満
3年～ 4年未満 5名
4年～ 5年未満
5年以上 2名

1 職務遂行

4 社内研修 4 支援機関との連携

2 社内支援体制 3 メンタルヘルスケア

キーワード

株式会社かんでんエルハート（大阪府大阪市）
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▽ Ｔ・Ｓさん【勤続４年】
　私は以前の職場で経理を担当した経験があったため、現在、フルタイム勤務で経理業務全般を担当しています。
長く働き続けるためには、「睡眠」・「休養」・「服薬」・「ストレスの管理」を自ら心がけるよう、主治医から助言をもらい、
普段から生活リズムを崩さないように早めの就寝などを心がけています。また、私は仕事に没頭し過ぎると自分が
コントロールできなくなるところがありますが、そのような場面では周りから声をかけてもらい、気をつけることが
できます。職場の人たちの理解やサポートによって、体調を崩すことなく、安心して働き続けられることを実感して
います。

企　業　の　声

奨励賞

取 組 の 概 要

▼ 前川 光三さん（代表取締役）
　精神障害者の雇用を通じて、様々な改善や工夫を実践し、その有効性を検証しながら、雇用管理
のノウハウを蓄積してきましたが、障害のある従業員の職場定着を図るためには、上司や社内カ
ウンセラー、さらには社外の支援者が連携して、客観的事実に基づいて支援する仕組み作りが重
要であると認識させられました。現在、弊社では、上長が行うラインによるサポートと、それに社
内外の専門家・支援機関が必要に応じて連携する組織的支援体制を構築しております。この支援
体制によって、職制を通じて支援できる雰囲気が社内に形成されるとともに、事実を共有し、事実に
基づいた対策及び対策の評価といったＰＤＣＡを回す支援が事業所全体に浸透し始めています。

インタビュー

従　業　員　の　声

キーワード 改善前の状況 改善内容 改善後の効果

改
善
策
①

1 職務遂行 　事業所は精神障害のある
従業員の適性や能力がわか
らない中で、業務を段階的
に任せていく方法をとらな
かったため、能力を超えた
業務が設定されることがあ
り、次第に仕事に対する自信
を本人がなくしていった。一
方、役職者や同僚は本人の指
導やフォローに度々時間を
割く必要が生じた結果、職場
の生産性が低下していった。

　配属先の業務内容を分析
して、本人に適性のある業務
を切り出すとともに、難易度
別に業務を細分化した。そし
て、採用後間もない者などに
は難易度の低い業務から設
定し、仕事の慣れに応じて難
易度が高い業務にステップ
アップするようにした。ま
た、フロー図や写真などを盛
り込んだ手順書を新たに作
成し、本人への業務指導の際
に用いるようにした。

　能力や慣れに応じた難易
度の業務を行うことによっ
て、本人に自信や意欲が芽
生えるとともに着実な業務
のステップアップが図れる
ようになった。また、業務
手順書を用いた現場指導に
よって本人は仕事を理解し
やすくなり、独力で業務を
実施できるようになるまで
の期間が短縮され、職場全
体の生産性が向上した。

改
善
策
②

2 社内支援体制

3 メンタルヘルスケア

4 社内研修

5 支援機関との連携

　開業以来、障害のある従業
員が持つ能力の発揮や職場
定着に向けて、第２号ジョブ
コーチや社内カウンセラー
などの支援者を社内に配置
してきたが、情報共有や支援
の仕組みを社内に整備して
おらず、支援者が各々の考え
で対応してきたため、障害の
ある従業員に効果的な社内
サポートが行えない状況が
見られた。

　社内プロジェクトを発足
させ、①従業員サポートの対
象者と各支援者の役割分担
の明確化②適切な従業員サ
ポートを行うためのフロー
の策定③情報共有の仕組み
作り、などの方針を作成し、
組織的に対応を図る従業員
サポート体制を再構築した。
また、このサポート体制を円
滑に運用するために、障害特
性や相談技術の向上を図る
研修を定期的に実施した。

　障害のある従業員に対し
て、所属部署でのラインによ
るサポートの強化が図られ、
不調の予防や不調者の早期
発見・対処が行えるように
なった。また、客観的な事実
に基づき社内外の支援者が
連携しながら組織的に支援
することによって、支援者各
人に負担が集中することな
く効果の高いサポートが行
えるようになった。
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株式会社かんでんエルハート（大阪府大阪市）

1 職務遂行改善策

1

改善策紹介

業務内容の細分化や手順書の整備により、業務の円滑な理解や
ステップアップを促進

キーワード

　当初、事業所は精神障害のある
従業員の適性や能力がわからない
中で、業務を段階的に任せていく
方法をとらなかったため、本人の
能力を超えた業務を設定すること
があった。そのため、次第に仕事
に対する自信を本人がなくして
いった。一方、役職者や同僚は本
人の指導やフォローに度々時間を
割く必要が生じた結果、職場の生
産性が低下していった。こうした
中、事業所は配属先の業務内容を
分析して、本人に適性のある業務
を切り出すとともに、難易度別に
初級、中級、上級の三段階に業務
を細分化した。そして、採用後間
もない者などには難易度の低い業
務から設定し、仕事の慣れに応じ

て難易度が高い業務にステップ
アップするようにした。また、フ
ロー図や写真などを盛り込んだ手
順書を新たに作成し、本人への業
務指導の際に用いるようにした。
こうして、精神障害のある従業員
は能力や慣れに応じた難易度の業
務を行うことによって、仕事上で
の失敗体験が減り、自信や意欲が
芽生えるとともに着実な業務のス
テップアップが図れるようになっ
た。また、業務手順書を用いた現
場指導によって本人は仕事を理解
しやすくなり、独力で業務を実施
できるようになるまでの期間が短
縮された結果、職場全体の生産性
が向上した。

▲事業所が作成した手順書・業務フロー図（⇒p.64）

▲業務分析と難易度別の整理によって、業務遂
行結果を客観的に評価・フィードックできるよ
うにもなり、精神障害のある従業員が自身の業
務遂行上の課題や目標を具体的に認識できるよ
うになった。
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奨励賞

組織的な支援体制の構築により、個別課題への組織的な対応を
実現

　平成７年の開業以来、障害のあ
る従業員が持つ能力の発揮や職場
定着に向けて、障害者職業生活相
談員、第２号ジョブコーチ、社内
カウンセラーなどの支援者を社内
に配置してきたが、情報共有や支
援の仕組みを社内に整備しておら
ず、支援者が各々の考えで対応し
てきたため、効果的な社内サポー
トが行えない状況が見られた。事
業所は障害のある従業員を支援す
るためには、支援者が個々に対応
するのではなく組織的に支援を行
う仕組みが必要と考え、業務部長、
ジョブコーチ、社内カウンセラー
をメンバーとする社内プロジェク
トを発足させ、従業員サポートの
仕組みを具体的に検討することと
した。プロジェクトでは①従業員
サポートの対象者と各支援者の役
割分担の明確化②適切な従業員サ

ポートを行うためのフローの策定
③情報共有の仕組み作り、などの
方針を作成し、従業員サポート体
制を再構築するとともに、職制を
通じて事業所全体に方針の周知を
行った。また、このサポート体制
を円滑に運用するために、障害特
性や相談技術の向上を図る研修を
定期的に実施した。こうした取組
によって、所属部署でのラインに
よるサポートの強化が図られ、不
調の予防や不調者の早期発見・対
処が行えるようになった。また、
客観的な事実に基づき社内外の支
援者が連携しながら組織的に支援
することによって、支援者各人に
負担が集中することなく効果の高
いサポートが行えるようになり、
現在、精神障害のある従業員は今
まで以上に安定して働き続けられ
るようになっている。

2 社内支援体制 3 メンタルヘルスケア 4 社内研修 5 支援機関との連携改善策

２
キーワード

▲事業所が作成した不調者対応フロー図
（⇒p.65）

▲ 事業所におけるサポート体制のイメージ
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平成28年度
障害者雇用職場改善好事例

平成28年度平平成 度度度
例例好事例好障障障害者雇用職場改善好害者雇 好善好好事

奨励賞 本人の状態を見極め、無理なくできる仕事から段階的
に本人の自信を醸成し、職域を拡大、職場定着を図る。
　

ユニオン給食株式会社 （北海道札幌市）

正社員
週の労働時間に変動なし
週の労働時間短縮等の変動あり
週の労働時間が 30時間以上
週の労働時間が 20～30時間未満
週の労働時間が 20時間未満

　札幌市から「元気カフェ本の森」（喫茶店）の業務受託に伴い、
NPO法人から４名の障害者を受入れ、その後２名を雇用。知的
障害者（20代）３名、精神障害者（40代）３名、店長、副店長の８
名体制で運営している。

精神障害

【従事作業】
　喫茶店業務（ホール・厨房・レジ）

　ユニオン給食株式会社は昭和39年２月に創業。平成24年に
札幌市から運営を受託し、平成25年２月に札幌市中央図書館
１階ロビー内に「元気カフェ本の森」を開設。障害のあるスタッ
フが接客などを通じてさまざまな人と交流することで、市民の
理解と民間企業における障害者雇用の促進を図っている。

　弁当の製造と販売（折詰、オードブル、会議用）、
給食業務（企業、幼稚園、保育園、学校等）への派遣、
レストラン・食堂・喫茶店の受託業務

６名

～２年未満
２年～３年未満
３年～４年未満
４年～５年未満
５年以上

２名

４名
パート
アルバイト

従業員数 153名

雇
用
形
態

勤
続
年
数

KEYEY
WORDORDDD

キーワード WORDKEYWORD1

5

不安の軽減

社内の理解

社内サポート体制 

コミュニケーションの改善・工夫 

職務遂行の工夫 

勤務形態の見直し 

スキルアップ 2

6

3

7

4

弁当の製造と販売（折詰 オ ドブル 会議用）ユニオン給食株式会社は昭和39年２月に創業 平成24年に

[事業所の概要 ] [業種および主な事業内容 ]

札幌市から「元気カフェ本の森」（喫茶店）の業務受託に伴い

[精神障害者等雇用の経緯 ]

精神障害

[紹介内容 ]

[障害者の雇用形態・勤続年数 ]
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　喫茶サービスに従事する精神障害者に対し、イラスト入りの手順書の作成、ロールプ
レイングの実施、できる仕事から始め、自信がついてから他の仕事に挑戦してもらうな
どの試みを行った。その結果、就労初期の不安や自信のなさが解消され、職場定着につ
ながった。

Aさん　【勤続約４年】
　現在は、厨房、ホール、接客、レジなど、さまざまな業務を担当しています。
　最初は接客業務から始め、今ではレジ業務までできるようになりました。当初、レジ業務は覚えるこ
とが多く混乱することもありましたが、店長はダメなところはダメ、良いところは良いと愛情を持って
教えてくれて、自分の仕事を高めることができました。まわりの人も良いアドバイスをくれるので感謝
しています。
　この職場はみんな和気あいあいとして仲が良く、言いたいことを言える雰囲気で、とても働きやすい
職場です。以前はネガティブになることもありましたが、今は前向きな姿勢で仕事に向かうことができ
るようになりました。
　人とふれあうことが好きなので、この仕事は楽しく、働くことに生きがいを感じています。一所懸命
働くことをモットーにして、将来もカフェで働き続けていきたいと思っています。

堀川輝男さん　（代表取締役）
　当社は弁当製造の工場を運営しており、工場では従来から障害者を雇用していました。
　障害者雇用については、自分達の仕事を見直すことができる良い刺激になると考えています。　　
　平成24年度に札幌市からカフェの運営を受託し、精神障害者の雇用を開始しました。このカフェでは
精神障害者と知的障害者が一緒に働いています。職場を別々に分けるより、一緒に働いた方が良いと考
えています。
　社会にはさまざまな人がいて、そのなかで視野が狭くならないようさまざまな人と交わりながら、感
謝の気持ちを持って支え合うことが大切だと思っているからです。
　「障害のある人が自立できるように」という思いでこのカフェを運営していますが、今後も社員同士
がお互いをわかり合いながら楽しく働き続け、「ここで働くことができて良かった」と思うことができ
るような共同体になっていくことを願っています。

吉田ひろ子さん（元気カフェ本の森 店長）
　障害のある社員一人ひとりの特徴を理解し、それぞれの思いや不満を理解しようと心がけています。
まず、朝の挨拶で社員それぞれの調子がわかるのですが、例えば、自分の思いをあまり言葉にしない社
員に対しては、様子を見て声をかけるなどの対応をしています。
　全員に対して平等に接しつつ、日常的に何でも話してもらうことが重要だと考えています。社員同士
で話し合ってもらうこともあり、例えば、商品として何を出すかは全員で相談しています。
　社員たちは、それぞれ自分の将来に不安を抱えており、逆にそういった気持ちは大切だと思っていま
す。まず、「失敗してもいいからやってみる」ことを社員にうながし、それをフォローするのが私の仕事
だと考えています。
　今は、最近入社した社員の職場定着をどう図ろうか考えています。コミュニケーションの機会を新た
に設けようと考えているところです。

取組の概要

社員の声

現場担当者の声

企業の声

奨励賞
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　自信を持つことができるまで練習を重ね、できる仕事から始め、自信がついてから他の仕事に挑戦することで、本人
の不安が取り除かれ、さまざまな業務を身につけることができるようになった。本人の苦手だったレジ打ち業務につい
ては、「一番自分に合っている」と日々やりがいを持って業務を行うことができるようになった。今では売り上げ計算ま
で任せることができるようになり、その結果、厨房、レジ、ホール全ての業務を行うことができるようになった。

【Aさんについて】｠
　入社当初、レジにお客が大勢並ぶと、パニックに陥り、目の前のお客様への対応が困難になることがあった。特に、
レジ打ち業務については、お金を間違えることに恐怖心を持っていた。また、作業マニュアル（パフェの作り方など）
の理解にも苦労していた。

①イラスト入りの手順書の貼り出し　
　視覚で理解できるように、イラストや写真のマニュア
ルを業務内容ごとに作業台やレジ横に貼り出した。当初、
本人はコーヒーメーカーのスイッチを入れるなど 3 工程
までしかできず、「そんな難しいことはできない」と言っ
ていたが、視覚で明確にイメージできるようにしたこと
で、今ではパフェやサンドウィッチまで作ることができ
るようになった。

②できる仕事から始めて、自信がついてから他の仕事に挑戦
　当初、本人はレジ打ち業務に関して自信がなく、お金
を扱うことに恐怖心を持っていたため、最初はホールや
厨房の業務を行ってもらった。そのうちに、仕事に対す
る自信が芽生え、レジ打ち業務もできるのではないかと
いう意識が本人に生まれた。レジのボタンに品名を書い
たり、値段を統一するなどの工夫を行い、レジの責任は
店長が持つと教え、本人が恐怖心を抱かないように配慮
しながら、レジ打ち業務に配置転換した。

③サポートを付け、自信が持てるまでロールプレイン
グを実施　
　レジにサポートを一人付け、お客様が多く並んでも、
目の前の一人ひとりに丁寧に対応するように声をかけ、
一つひとつ正確にできるように、本人が自信を持てるま
で何度もロールプレイングを行った。サポートがついた
ことで、本人の不安が取り除かれ、練習を重ねたことで
自信がつき、現在は問題なく一人で対応できるようになっ
た。

[改善前の状況 ]

[改善後の効果 ]

1 不安の軽減 社内サポート体制 職務遂行の工夫 スキルアップ2 3 4改善策改善策

1 イラスト入り手順書を使用して、できる仕事から始めていくことで、本人の自信を醸成。
サポートを付けて、ロールプレイングを何度も実施。

イラストを描いて、つくり方を厨房に貼っている

イラスト入りの手順書の貼り出し紹介 手順書が
貼って
ある

メ
モ
や
絵
を
多
用
し
て

　
　
　
　わ
か
り
や
す
く
し
て
い
る

ユニオン給食株式会社 （北海道札幌市）

視覚で理解できるように、イラストや写真のマニュア
ルを業務内容ごとに作業台やレジ横に貼り出した

サポ トがついた
ことで、本本人の不安が取り除かれ本 、練練習を重ねたことで練
自信がつき、現現在は問題なく 人で対応できるようになっ現
た。
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改善策改善策

2

　本人に無理なくできる仕事から始め、それが仕事として評価されて、本人の自信につながり、本人の心に余裕を持た
せることができた。結果として、私生活にも良い影響をおよぼす結果となった。
　オープン当初は、障害のある社員のそれぞれがさまざまな不安を抱えながらの出発だったが、今では全員が自信を持っ
てのびのびと業務を行うことができるようになり、お客様から「障害者の店だったんですか？」と驚かれるほどまでになっ
た。最近は、障害のある社員のうち一名が調理師免許の取得に挑戦し、合格することができた。

【Aさんについて】｠
　就労に当たって、本人はこれまで知的障害のある社員と一緒に働いたことがなかったため、作業に対する不安だけで
なく、人間関係の面で不安を持っていた。

①社員全員がそれぞれの障害特性を理解し、支え合う
　社員それぞれが相互に特性を理解して業務ができるよ
うに、知的障害者には精神障害者の特徴を、精神障害者
には知的障害者の特徴をそれぞれ説明し、お互いを理解
し、業務に当たるようにした。それぞれの障害特性につ
いて、丁寧に説明を行ったことにより、お互いの特徴を
わかり合いながら業務を行うことができるようになった。

②勤務体制の配慮　
　通院日を考慮した勤務シフトを組んで、体調不良のと
きには休憩させたり帰宅させたりするなどの配慮を行っ
た。

③障害のある社員が相談しやすい雰囲気づくりと家族との協力
　障害のある社員は、自分が抱えている不安を自ら申し
出ることが難しいという特性があったため、障害のある
社員との連絡帳をそれぞれ作成し、家族とも連絡帳のや
りとりを行うことで、作業や人間関係の不安の解消に努
めた。
　その結果、連絡帳でやりとりしていた内容も現在は障
害のある社員と口頭でのやりとりで行うことができるよ
うになった。

[改善前の状況 ]

[改善後の効果 ]

1 不安の軽減 社内の理解 コミュニケーションの改善・工夫 勤務形態の見直し 5 6 7

社員全員がそれぞれの障害特性を理解し合う体制を確立。家族とも協力しつつ社員が相
談しやすい工夫を行って人間関係面の不安を軽減。

「例えば、ケーキの盛りつけでも、まずやってみてもらいます。足りないと
ころがあれば、私がフォローするという感じです。やってみないと、でき
るようにならないからです」（吉田店長）

奨励賞

─240─



10

平成28年度
障害者雇用職場改善好事例

平成28年度平平成 度度度
例障障害者雇用職場改善好事例障害者雇用職場改善好事例害者雇 好善好好事

最優秀賞 精神障害者の「やりがい」に配慮し、キャリアアップのための取組みを
行って、職場定着を促進。また、本社のサポート体制を構築し、全国に
定着支援員を配置して、全社的に雇用管理ノウハウを蓄積・共有化。

シダックスオフィスパートナー株式会社 （東京都新宿区）

正社員
週の労働時間に変動なし
週の労働時間短縮等の変動あり
週の労働時間が 30時間以上
週の労働時間が 20～30時間未満
週の労働時間が 20時間未満

　会社設立当時、データ入力作業の受託が多かったことなどか
ら、パソコンスキルを有する精神障害者を中心に雇用を進め、
現在50人の精神障害者を雇用している。

精神障害

【従事作業】
　事務代行・契約書管理、データ入力、印刷関係（販
売促進ポスター・チラシなど）、社内便の配達、
実習生の指導など

　シダックスグループの特例子会社として平成23年に設立。
新宿・調布・渋谷に事業所があり、現在65人の障害者を雇用。

　シダックスグループの事務代行・契約書管理・
名刺作成・印刷関係（販売促進ポスター・チラシ
等）、社内便の配達など

２名

50名
13名

～２年未満
２年～３年未満
３年～４年未満
４年～５年未満
５年以上

11名
12名
７名
13名
22名

パート
アルバイト

従業員数 89名

雇
用
形
態

勤
続
年
数

KEYEY
WORDORDDD

キーワード WORDKEYWORD1

5

キャリアアップ 

不安の軽減 

モチベーションアップ 

体調管理 

社内サポート体制

スキルアップ 

配置転換2

6

3

7

4

シダックスグル プの事務代行 契約書管理シダックスグル プの特例子会社として平成23年に設立

[事業所の概要 ] [業種および主な事業内容 ]

会社設立当時 デ タ入力作業の受託が多かったことなどか

[精神障害者等雇用の経緯 ]

精神障害

[紹介内容 ]

[障害者の雇用形態・勤続年数 ]
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　精神障害者の個々の特性に配慮しつつ積極的にキャリアアップを図り、モチベー
ションの維持・向上に焦点を当てた取組みを行って、職場定着を促進。
　また、障害者雇用が社風のなかに自然と溶け込むように、本社のサポート体制を構築
した上で、全国10ブロックに定着支援員を配置し、全社的に雇用管理ノウハウの蓄積と
共有化を図っている。

保永 茂樹さん　（代表取締役社長）
　障害のある方に永続的に働いてもらうためには、シダックスグループの全従業員が理解を深めるこ
とが必要不可欠と考え、そのシンボルとしての特例子会社の設立を当時の本社の経営陣に説得しまし
た。今でもその思いが根底にあり、障害者雇用が自然と社風のなかに溶け込むように、あらゆる機会を
とらえて、不断に、さまざまな取組みを展開しています。
　当初苦労したのは職域の確保です。どの事業部門も、どんな仕事ができるのか、どんな仕事を切り出
したらよいか分からず、１部門ずつ研修、説明、各部門に即した業務の例示を繰り返し行いました。シ
ダックスグループには500の仕事がありますが、私は障害のある方ができない仕事はないと思ってい
ます。会社の工夫と本人のモチベーション次第でさまざまなことが実現でき、双方にとってメリットが
あると思います。今では、無理に新たな仕事を創らなくてもよくなっており、私が障害者雇用にたずさ
わり始めた15年前と比べて、特例子会社を中心にグループの障害者雇用の取組みが１つにまとまって
きて、本当に良かったなというのが素直な感想です。

　キャリアアップに関しては、年数を経て、上を目指している社員の存在に気づ
き、キャリアパスの形成も含めて何とか形にしたいと思い、社内で議論を重ねま
した。その結果、個々人の志向性などにも配慮し、いかにモチベーションを向上さ
せるかを鍵として、「教育して今の業務に定着してもらう」、「将来的には職責者
に」という両輪で制度設計することにしました。この取組みを通じて、社員の笑顔
も増え、会社としての一体感が出てきており、良かったと感じています。しっかり
と業務に従事すれば、どこかで人は見ているということが、本人のモチベーショ
ンにもなり、永続的に働いてもらえればと願っています。
　「常々雇う、常々共存する」を社風にし、それを永続させること、このためにこれ
からも邁進していきたいと思います。

シダックスオフィスパートナー株式会社の取組紹介

取組の概要

企業の声

長期安定雇用を実現するための取組（健康管理）　　

健 康 状 態 の 把 握

休憩時間の細分化

心 の 相 談 室

出勤時「気分ノート」に当日の気分などを記入。
　→朝の気分、健康状態によって作業内容の変更などを行っている。
午前１回、午後２回（各 10分間）の休憩時間を設定。
　→長時間の集中、離席へのためらいから休憩を取らず、体調不良になることを防ぐ。
「こころの相談室」を開設し、外部のカウンセラーによるカウンセリングが受けられ
る環境を整備。

最優秀賞
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　トレーナーとなり、「改善好事例報告書」を会社に提出し始め、責任感とモチベーションが向上。本人はさらなるキャ
リアアップを目指し、人一倍真剣に体調管理に取り組み、今はリーダー（正社員）に登用されている。
　また、本人の「改善好事例報告書」により業務が効率化され、チームが活性化。さらに、本人に触発され、他のスタッ
フから「改善好事例報告書」が提出されるようになり、キャリアアップの制度設計が加速した。

【Dさんについて】
　単純作業が多く、モチベーションが低下していた。
　自ら進んで話をするタイプではないが、パソコンスキルや業務の進め方などの作業遂行能力の高さ、データ入力や校
正作業などの正確性に定評があった。

　「トレーナー及びリーダー制度」が導入されたことに伴
い、本人の作業遂行能力などを活かすためトレーナーに
選任。
　併せて、キャリア形成の一環として「改善好事例報告書」
を提出してもらうこととした。
　

【Dさんの改善好事例の例】
リーダーが毎朝各スタッフの業務の割振りを指示していたものを、各
スタッフに月間の業務予定表を配付し、朝礼時に各スタッフから作業
進捗状況を報告してもらうこととした。

[改善前の状況 ]

[改善後の効果 ]

1 キャリアアップ モチベーションアップ 2改善策改善策

1 トレーナー・リーダーに選任され、やりがいに配慮した職務の提供、自ら考えた「改善好事例報告書」
の提案を通じて本人のモチベーションが向上。同社としてキャリアアップの制度設計も加速。

紹介

シダックスオフィスパートナー株式会社 （東京都新宿区）

社員の声

Dさん【勤続約４年】
　チーム異動時、お客様から「引き続き担当してほしい」と言われ迷いましたが、さまざまな仕事をした
いと異動を決意し、それがターニングポイントになりました。「ただやるだけ」だと前と同じなので、改
善提案をどんどん上げています。改善提案ができる環境、実際採用されていくことにやりがいと喜びを
感じます。今のチームは業務の種類が多く、改善事項が多くあるので、モチベーションを維持・向上でき
ています。
　上司の立場が初めてで、「この割振りで負担にならないかな」と迷ったこともありましたが、スタッフ
の理解やグループリーダーの助言で、今は業務の割振りは単独で行っています。みんなで仕事をやり遂
げたときの達成感も得られています。
　トレーナーに立候補したとき「上司になるからには、話しかけられて話すではだめ」と思い、今は仕事
中や昼休みにスタッフに声をかけるように心がけています。
　今後は、スタッフの体調管理をしっかりサポートし、チームの安定性を高めるとともに、グループ
リーダー不在時でも１人で対応できるようにスキルを高めていきたいと思います。
　努力しただけ評価され、毎日会社に行くのが楽しいです。長く続けるには、何より環境が大事だと思
います。モチベーション向上のための制度があっても、対人関係や環境でやめている人もいます。今の
会社はありのままを受け入れてくれ、無理に周りと合わせなくても疎外される環境ではないので、とて
も居心地が良いです。
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　単純な仕事から「自ら考え取り組む能動的な仕事」への移行により、モチベーションや責任感が向上。少し体調が悪
いときの欠勤もなくなった。チームを安定的に運営しており、チームの雰囲気も良好。
　ピアサポートに関しては、リーダーとして特に知的障害のあるスタッフに丁寧に対応し、このスタッフも安定出勤。
障害者職業生活相談員の資格も取得し、サポート力の向上に努めている。

[改善後の効果 ]

改善策改善策

2

【青木さんについて】
　単純な仕事が多く、モチベーションが低下。仕事と家庭との両立で、少し体調が悪いときに休むことを優先してしま
うこともあった。

　書類の PDF 化や郵便物の仕分けなどの単純な仕事では
なく、本人の作業遂行能力やコミュニケーション能力な
どを活かし、チームメンバーをまとめ業務の割振りと最
終確認を行うリーダー（正社員）に選任。
　リーダー主導で朝礼を実施することとし、スタッフへ
の業務の割振りを任せた。
　また、リーダーによるスタッフ面談（ピアサポート）
を実施することとなった。

口頭説明から、「業務の割振りボード」による作業指示に改善。
（業務内容を記載した表に、スタッフ名を書いたマグネットシートを貼り付ける。）

このほか
・50ページのマニュアルを要点をまとめて10ページにし、慣れたスタッフでも１
時間以上かかっていた作業時間を初めての人でも10分で終了できるようにした。
・マニュアルの落丁・汚れチェック作業について、目視確認からPDF化して確認す
る方法に変更し、作業時間を1/3に短縮。スタッフの疲労軽減にもつなげた。
などの改善を行っている。

[改善前の状況 ]

1 キャリアアップ モチベーションアップ 2

「自ら考え取り組む能動的な仕事」への移行により、モチベーションや責任感が向上。
チームリーダーとして、チームの安定的運営やスタッフのサポートに能力を発揮。

紹介

社員の声

青木　達也さん【勤続約４年】
　今は自分を含めて６人のチームのリーダーをしています。日々スタッフと一緒に「うまくやるにはど
うすればよいか。一緒に考えてみよう」と話し合いながら進めており、「やって広げていける」仕事なの
で、モチベーション向上につながっています。気苦労やジレンマもありますが、みんなの仕事がうまく
いっていると嬉しいです。
　自分の改善好事例報告は、「業務の割振りボード」などです。

　リーダーとして気を配っているのは、スタッフの体調です。少人数のチームなので、１人欠けても誰
かに負荷がかかります。その日の体調によって同じ業務でも負荷がかかることもありますし、負荷がか
かった翌日に反動で大きな波がくることもあります。自分も含めて「波をつくらない、なるべく小さい
波に」をテーマにして、その日の作業量を落としてでも「みんなが定時にいる」ことを重視しています。
　今の会社は「こういう形でやりたい」と提案すると受け入れてくれる土壌があって、窮屈でなく、のび
のびと仕事ができています。この会社に入れて良かったです。

最優秀賞
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【菅原さんについて】
　初めての就職で、職場環境にうまくなじめず、不適応から不眠や体調不良になることが多かった。
　加えて、配属先に隣接する他社の会話が気になって集中できず、作業能率の伸び悩みから自信をなくしていた。

　精神的安定を考慮し、本人が利用していた就労移行支
援事業所の先輩がリーダーを務めるチームに配置転換。
他社からも離れた場所に移動。
　新チームでの作業習得はスムーズで、スタッフへの指
導も行えていたため、実習生の指導担当に抜擢。
　体調管理を行うため、自ら禁煙にも取り組む。

[改善前の状況 ]

2 モチベーションアップ 配置転換 不安の軽減 体調管理 4 5 6改善策改善策

3 本人が適応しやすい環境に配置転換し、体調面・精神面の安定を図る。さらに、新チームで
実習生の指導担当に抜擢し、いきいきと仕事に取り組めるようにした。

シダックスオフィスパートナー株式会社 （東京都新宿区）

紹介

　能力を発揮できる環境となり、自信を回復し、いきいきと仕事をしている。
　禁煙に取り組んだこともあり、体調面・精神面ともに安定しており、スタッフとのコミュニケーションも円滑である。

[改善後の効果 ]

社員の声

菅原　聡さん【勤続約３年】
　今の仕事は、データ入力や郵便物の仕分け、全国か
ら送られてくる書類の受付や内容の電話問合せ（確
認）など10種類以上の業務、そして実習生の指導担当
です。
　実習生の指導担当になった当初は「自分がどうする
か、言葉の使い方に気を付ける、自分を表現する」こと
に気を取られていましたが、今は実習生から受ける印
象、受けた言葉をふまえて、自分がどう答えたらよい
かといった「積極的な受身」を意識するようになりま
した。
　新しい仕事を任されたことはやりがいになってい
ます。また、実習生が仕事にやりがいを感じたときも
喜びを感じますし、感謝の手紙が来た時は「やってよ
かった」と温かい気持ちになり、これまでにない自信
につながっています。
　個人差があると思いますが、私には禁煙もプラスに
作用し、睡眠がとれるようになったことで体調も安定
しています。
　自分の変化としては、自信がついたことで過去を振
り返るゆとりができ、今まで関わってくださった支援
機関の方々などに感謝できるようになったことです。

シダックスオフィスパートナー株式会社の
取組紹介

⑹人事制度（評価制度・人事制度導入効果）
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改善策改善策

4

【生じていた課題】
　特例子会社の社員には就業経験が浅い人も多く、職場のルールやマナー、対人スキルなどの研修・教育が必要な状況。
　また、シダックスグループでは全国3,000か所以上の事業所で500人以上の障害のある方を雇用しているが、その定
着が課題だった。

①特例子会社の社員に対する研修・教育　　
　「キャリア推進室」を新設し、推進室主催で職場のルー
ルやマナー、対人スキルなどについて社員同士がグルー
プワークを行う機会を提供。

② グループ全体で長期安定雇用を実現するための取組み
　平成23年に特例子会社を設立し、本社のサポート体制
を構築するとともに、雇用管理ノウハウを蓄積。
　平成25年には全国10ブロックに専任の定着支援員を
配置。定着支援員が全国の事業所を訪問し、面談やサポー

ト、従業員への研修などを行う体制を整備。
　また、特例子会社の指導員と定着支援員の専門性の向
上、全社的な雇用管理ノウハウの蓄積と共有化のため、次
の取組みを実施。
　・障害者職業生活相談員資格認定講習や企業在籍型ジョ
ブコーチ養成研修の受講

　・グループリーダー会議での好事例の情報共有、困難事
例の検討など

[改善前の状況 ]

1 キャリアアップ 社内サポート体制 スキルアップ  3 7

「キャリア推進室」を新設し、職場のルールやキャリア形成のための研修・教育を実施。
また、全国に定着支援員を配置し、特例子会社の指導員と定着支援員で情報共有・事例
検討を行うなど、グループ全体で長期安定雇用に向けた取組みを推進。

①　グループワークを行うことで、社会経験の豊富な人の意見や体験を知る機会もでき、個々人の対人スキルなどの向
上、課題解決策の幅の広がりが認められつつある。
②　全国でサポート体制を整備したことで、相談できずに離職するケースが減少した。
　　現場の従業員も、採用や担当業務の選定、本人との接し方や体調不良時の対応などについて相談できる環境が整備
され、安心感が高まった。また、相談・指導の具体的方法の助言が得られ、各現場でナチュラルサポート（従業員に
よる自然な援助）が行われるような環境が整ってきている。
　　さらに、各定着支援員から好事例を本社に上げ、全社的連携を推進しようとする機運が醸成されてきている。

[改善後の効果 ]

高橋　秀明さん　（本部長）
　今後も、シダックスオフィスパートナー株式会社の人事ビジョンである「誰もが成長し、働き続ける
力を身につける」ことを目標とするとともに、個々人の事情を考慮した働き方を選択し、誰もがいきい
きと活躍できる職場とするため、
１、特例子会社および全国の定着支援員の専門的なサポートをさらに向上させ、雇用管理ノウハウを深
化させる。

２、本社、特例子会社、定着支援員がサポートしつつ、障害のある社員と一緒に働く現場の従業員のナ
チュラルサポートの形成を促進する。

３、特例子会社全社員のキャリアアップを目指し、学びへの転身をステップアップさせるため、共に学
び共に成長する過程で最も重要となる相互理解や信頼関係などのマインドを醸成するなどに取り組
んでいきたいと思います。

企業の声

紹介

紹介

最優秀賞

「キャリア推進室」をを新設し、推を 推進室主催で職場のル推
ルやマナ 、対対人対 スキルなどについて社員同士がグル
プワ クを行う機会を提供。

定着支援員が全国の事業所を訪問し、面面談やサポ面

ト、従従業員への研修などを行う体制を整備。従
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平成29年度
障害者雇用職場改善好事例

平成29年度平平成 度度度
例障障害者雇用職場改善好事例障害者雇用職場改善好事例害者雇 好善好好事

最優秀賞 「障がい者雇用マスタープラン」の策定や、聴覚障害のある社員を含めた推進
委員会の開催などにより、相互のコミュニケーションやキャリアアップに向け
た取組みを充実させるなど、障害者雇用への組織的・継続的な取組みを推進。

株式会社キトー（山梨県中巨摩郡） 

正社員
週の労働時間に変動なし
週の労働時間短縮などの変動あり
週の労働時間が 30時間以上
週の労働時間が 20～30時間未満
週の労働時間が 20時間未満

　平成23年に「障がい者雇用マスタープラン」（５カ年計画）
を策定し、全社的な取組みを推進。これまで社員意識改革、
障害者向け作業エリアの整備、職場のサポート体制の強化な
ど、数多くの雇用・定着促進のための取組みを計画的に推進。
また、支援機関と効果的に連携し、知的障害、精神障害、発
達障害のある方の雇用も進め、現在32人の障害者を雇用。

聴覚障害・肢体不自由

【従事作業】
　機械加工、部品の品揃え、経理伝票の入力な
ど

　本社工場（山梨県中巨摩郡）では、一貫した生産管理のも
と、基幹製品であるチェーンブロック、レバーブロック、ク
レーンなどを製造。
　品質と安全性を追求した製品
を、日本から世界中のあらゆる
地域へ提供している。

製造業
　モノを持ち上げ、運び、固定する作業に不可欠なマ
テリアルハンドリング機器（巻上機およびクレーンな
ど）の製造、販売、アフターサービスなどを手がける。
　14カ国24社の海外子会社と、50カ国以上に販売
ネットワークを構築している。

６人

26人

～２年未満
２年～３年未満
３年～４年未満
４年～５年未満
５年以上

５人
５人
４人
４人
14人

正社員以外
（契約社員など）

従業員数 766 人

態
形
用
雇

数
年
続
勤

KEYEY
WORDORDDD

キーワード

製造業本社工場（山梨県中巨摩郡）では 貫した生産管理のも

[事業所の概要 ] [業種および主な事業内容 ]

平成23年に「障がい者雇用マスタープラン」（５カ年計画） 聴覚障害・肢体不自由

[紹介内容 ]

[障害者の雇用形態・勤続年数 ]

障害者雇用の経緯障障障[ 緯緯緯 ]

KEYWORD1 雇用促進 定着促進 2 社内理解促進 3 職務遂行の改善・工夫 4
5 職域拡大 社内サポート体制の整備  6 コミュニケーションの改善・工夫 7
8 モチベーション向上 戦力化・能力開発  9 キャリアアップ10 就労支援機器11
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最優秀賞
　「障がい者雇用マスタープラン」の策定などにより、障害者雇用への全社的・継
続的な取組みを推進し、当事者の意見を積極的に取り入れ、心のこもった、実用性
の高いバリアフリー化を着実に推進。また、キャリアアップに向けた取組みなどを
充実させ、障害のある社員がモチベーション・やりがいを持って仕事に取り組める
ようにしている。

鬼頭　芳雄さん（代表取締役社長）
　企業ができる最大の社会貢献は雇用機会の創出・維持であり、キトーの特色を活かした社
会貢献・地域貢献をしたいと考えていました。そのなかで「全社員が直接的に参加し、誇り
が持てるもの」と考えて始めたのが障害者雇用の推進でした。
　当初は受入れ職場も障害のある方とどう接したらよいか戸惑い、手探り状態でしたが、い
までは「当たり前のことを普通にやっている」という感覚に変わってきており、隔世の感が
あります。
　しかしながら、健常者の普段の生活に障害のある方が思うように参加できていないことも
あり、両者の間にまだ心のバリアが存在しているのも事実です。社会全体が少しずつバリア
フリーに近づいていけばよいと思いますし、さまざまな障害のある方が就業機会を得られる
ように、今後も一歩一歩、職場環境の整備を進めていきたいと思います。
　「障害のある社員にも働きやすい環境を」ということが取組みの契機でしたが、当初考え
ていた以上に、職場の活性化、一体感の醸成、仕事への誇りを持つこと、安全性・生産性の
向上につながっており、このような職場づくりがさらに推進されれば、お互いが共存する真
の価値につながると思います。今後も、可能な範囲で、地道に継続性を持って取り組んでい
きたいと考えています。

取組みの概要

企業の声

社員の声

Yさん【勤続約10年】
　いまは機械加工の仕事をしています。
　私は発語が比較的明瞭なので、聴こえにくいことを理解されないことがあります。自分の障害につい
て周囲に伝えていましたが、何回聴いても分からない言葉があり、コミュニケーションの難しさを感じ
ていました。しかしいまは、音声認識ソフトや電子メモパッドなどを活用し、スムーズにコミュニケー
ションが取れています。
　キトーは「聴覚障害のある社員を含めた推進委員会」を開催するなど働きやすい職場づくりに力を入
れてくれています。いまの自分があるのは、会社の取組み・配慮があってのことだと思いますし、音を
聴くことが大事な仕事も信頼して任せてもらっていて、本当に感謝しています。

　今後は、いままでの仕事で得た自信を糧にして、機械加工以外の仕事にも
挑戦し、「この人にだったら任せられる」と思われるようになりたいです。
また、音声認識ソフトなどを使って、大事な情報をきちんと取得し、周りに
伝える努力をしながら、グループリーダーを目指したいと思います。
　聴覚障害のある方は、相手に気をつかって、わからなくても「はい」と言っ
てしまうことがあり、重要なことをきちんと伝えられるかがポイントだと思
います。同じ立場の人が職場の仲間になったら、コミュニケーションの取り
方について、率先して職場の人に伝えていきたいです。「障害があるからで
きない」わけではなく、努力すればだれにでもできると思うので、そのこと
が理解されるようになっていけばよいと思います。

人事担当のみなさん
室井　利公さん（経営管理本部人事総務部
　　　　　　　　人事グループ主任）（左）
坂本　美和さん（経営管理本部人事総務部
　　　　　　　　人事グループ）（中央）
村松　裕子さん（経営管理本部人事総務部
　　　　　　　　人事グループ）（右）
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　「障がい者雇用マスタープラン」の策定や、定例会の開催などにより、全社的・継続的な取組みが推進されるように
なり、雇用が進展。
　当初、受け入れた職場は仕事・安全面などを心配していたが、実習受け入れから徐々に慣れていったことが実を結
び、「思っていた以上にできることが多い」などの意見が出るようになった。また、さまざまな仕事にチャレンジさせ
ることで、受入れ職場も「この仕事もできる」などの発見、雇用管理ノウハウの蓄積につながっている。
　さらに、健常者と障害のある社員が一緒に働いていることで、健常者が障害のある社員に気を配る場面や、自然に接
する場面が増えてきている。また、障害のある社員が真面目にこつこつと働いている姿に周囲の者が触発されるなど、
お互いの成長にもつながっている。

【生じていた課題】
　企業設立当初から障害者雇用は行われていたが、中期的な計画のもと、障害者雇用の拡大を図るために、どのよう
に組織的・継続的な取組みを推進していくかに課題があった。
　人事担当者にも障害や福祉を専門的に学習している社員がいなかったため、何から取り組めばよいか、会社として
何ができるのか、障害のある方とどう接したらよいかなどがわからない状態だった。

[改善前の状況 ]

[改善後の効果 ]

1 雇用促進 社内理解促進3 職域拡大5改善策改善善改善善善改善改善策

1 「障がい者雇用マスタープラン」の策定や、「定例会」の開催などにより、障害者雇用への全社的・継
続的な取組みを推進。障害のある社員と自然に働ける企業風土の醸成に向けて確実な一歩を踏み出す。

株式会社キトー（山梨県中巨摩郡）

①「障がい者雇用マスタープラン」の策定
　平成23年に「障がい者雇用マスタープラン」（５カ年計
画）をかかげ、組織的・継続的な取組みを推進。現在は第Ⅱ
期マスタープランの実行中（計画期間：平成28～33年）。

②障害者雇用に特化した「定例会」の開催
　生産現場の全役職者、生産現場を管轄するグループのマ
ネージャー、人事担当者で構成される「定例会」を開催し、
全社的に課題の情報共有、解決策の検討を進めている。

③職場実習の実施、従事職務の検討
　職務とのマッチングを重視することが大切との考えから、
入社前、複数職場で実習を実施。
　従事職務は、本人が施設などで経験した仕事とキトーの
仕事が一致することは少ないため、「何ができるか」では
なく、「どうしたらできるか」をみんなで考えている。

　また、新卒者にはキトー以外での実習もしてもらうよう
に依頼し、他社と比較して本当にキトーで働きたいか、本人
に考えてもらうようにしている。
　さらに、障害の種類や程度だけで難しいと決めつけず、さ
まざまな仕事にチャレンジしてもらうようにしている。

　配属も、障害種別にとらわれず、本人の得意なことや職
場の状況を考えて、マッチング重視で決定している。

知的障害のある社員が働く様子

発達障害のある社員が働く様子
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最優秀賞

　障害者職業生活相談員の増員による相談体制の充実な
どにより、障害のある社員が安心して働ける環境整備が
進んでいる。
　評価制度の導入、資格取得の支援、正社員登用制度に
より、障害のある社員はモチベーション・やりがいを
持って仕事に取り組んでいる。また、できることを確実
に増やし、社会人としても成長して、会社の戦力になっ
ている。

[

改善後の効果

]

改善策改善善改善善善改善改善策

2

【生じていた課題】
　障害のある社員の安定雇用を実現するため、職場のサポート体制の強化、障害のある社員が安心して働ける環境整
備、キャリアアップに向けた取組みなどを行うことが課題だった。

[改善前の状況 ]

2 定着促進 社内サポート体制の整備6 モチベーション向上8 戦力化・能力開発9 キャリアアップ10

障害者職業生活相談員による相談体制やキャリアアップに向けた取組みなどを充実させることで、障
害のある社員の定着を促進。

①職場のサポート体制の強化
　障害者職業生活相談員を大幅に増員し（第Ⅰ期マスター
プラン開始時（平成23年）３人→現在20人）、相談体制を
充実させた。

②社内研修会の実施
　障害理解のための社内研修会を実施するとともに、社外
研修へ参加などの取組みを進めた。

　社内研修会の実施例
　　聴覚障害のある社員が講師となり、社内手話学習会
　を実施。

③通院休暇制度の導入
　休暇取得への配慮として、月１回の通院休暇制度を導入。

④モチベーション向上を目的とした評価制度の導入
　障害のある全社員について、半期ごとに定期面談を実施。
　目標設定と評価を行い、その結果を賞与に反映するなど
の取組みを行っている。

⑤資格取得の支援
　社内基準を設け、フォークリフト、クレーン、玉掛けな
どの資格取得を支援。
　社内で取得可能な資格も、必ず外部で受験させ、客観的
な視点で安全面などを判断してもらうようにしている。

⑥正社員登用制度
　例えば、聴覚障害のある社員の場合、
　ⅰ）「聴こえないことをほかの面でプラスに変え、正社
　　　員として頑張っていきたい」という本人の意欲
　ⅱ）仕事の取組み姿勢をふまえた職場からの正社員登用
　　　の推薦がある場合、健常者と同じ試験を受けて合格
　　　すれば、正社員に登用。

社員の声

深澤　遼さん【勤続約７年】
　いまは製品を組み立てる前に必要な部品の品揃えなどの仕事をしています。
　私は発語の訓練はしてきましたが、相手の言葉はまったく聞こえないので、１対１の簡単な内容のコミュ
ニケーションは何とか可能ですが、会議などの集団でのコミュニケーションにはついていけません。
　しかしいまは、音声認識ソフトを導入してもらい、取得できる情報も増え、会議の内容、専門用語、職場で
使っている言葉なども理解できるようになり、その情報をもとに、自分で考えて行動できるようになりました。
　キトーでは、職場で困ったことや、こんなものがあったらよいという希望を聴いてくれる機会をいただい
ているので感謝しています。
　今後については、仕事面ではグループリーダーを目指して頑張りたいです。
　また、キトーのだれもがもっともっと聴覚障害のある社員とのコミュニケーションを深めてほしいと願っ
ています。

②社内研修会の実施
障害理解のための社内研修会を実施するとともに、社外

研修へ参加などの取組みを進めた

④モチ ション向上を目的とした評価制度の導入
　障害のある全社員について、半期ごとに定期面談を実施。
　目標設定と評価を行い、その結果を賞与に反映するなど
の取組みを行っている。

相談体制を
充実させた。

①職場のサポ ト体制の強化

⑥正社員登用制度

─250─



14

【生じていた課題】
　聴覚障害のある社員が人事グループに参画したことや、特別支援学校（ろう学校）の卒業生が新卒として入社したことが
契機となり、聴覚障害のある社員が働きやすい職場環境の整備を進めていくことが急務であると認識することとなった。
　「障がい者雇用マスタープラン」に基づき、「聴覚障がい者向けバリアフリー」を具現化する必要があった。
　その中で、コミュニケーション面については、主に口話・筆談での伝達で、聴覚障害のある社員には簡潔な内容の伝達に
とどまることが多かった。また、会議などの集団場面での情報保障が課題だった。
　さらに、職場の安全活動に聴覚障害のある社員も参加しているが、健常者の視点での活動にかたよりがちだった。

[改善前の状況 ]

3 社内理解促進 コミュニケーションの改善・工夫 就労支援機器 7 11改善策改善善改善善善改善改善策

3 定例会のワーキンググループとして「聴覚障害のある社員を含めた推進委員会」を結成。当事者の意
見を積極的に取り入れ、「聴覚障がい者向けバリアフリー」を具現化。

株式会社キトー（山梨県中巨摩郡）

　「聴覚障害のある社員を含めた推進委員会」での活動を通じて、聴覚障害の特性、聴覚障害のある社員の困っているこ
とやサポートが必要なことへの社内理解が進んだ。
　また、健常者が「聴こえない研修」などで聴覚障害のある社員の不安を共有したこと、コミュニケーション手段の改
善により共有する情報量が増えたことで、聴覚障害のある社員と健常者との相互理解が深まり、聴覚障害のある社員に
とって働きやすい環境整備が着実に進展した。

[改善後の効果 ]

①「聴覚障害のある社員を含めた推進委員会」の結成
　平成28年、定例会のワーキンググループとして、「聴覚
障がい者向けバリアフリー」の課題解決に特化した「聴覚
障害のある社員を含めた推進委員会」を結成。
　そこで得られた雇用管理ノウハウを定例会に報告し、全
社的な活動推進につなげた。

「聴覚障害のある社員を含めた推進委員会」の
活動内容
　聴覚障害のある全社員の在籍職場の所属長、正社員と
して働いている聴覚障害のある社員、人事担当者がメン
バー。
ⅰ）聴覚障害のある社員からの情報提供
ⅱ）聴こえない研修（疑似体験）
ⅲ）職場での課題の情報共有、改善策の検討
　を約１年間実施。

「聴こえない研修」
　メンバーが耳栓・イヤマフを付け、
工場内を移動。
　聴こえないことの不安、健常者が大
きく感じている音が聴こえないこと、
口型が似た言葉の読話（読取り）の難
しさなどを実感。

「聴覚障害のある社員を含めた推進委員会」が
行った改善策
ⅰ）音声認識ソフト・電子メモパッド
　　情報保障手段として音声認識ソフト（ＵＤトーク）、
　筆談用に電子メモパッドを導入。
　　聴覚障害のある全社員の在籍職場に配備し、会議な
　どで活用。

ⅱ）「手話ボード」の設置
　　聴覚障害のある社員の在籍職場に、簡単な手話表現
　を記載した「手話ボード」を設置。
　　また、聴覚障害のある社員が在籍職場で手話講習を
　行い、健常者も朝礼などで手話を使うよう努めている。

ⅲ）「光るチャイム」の
　　設置
　　受付用カウンターにボタ
　ンを設置し、来訪者がそれ
　を押すと、聴覚障害のある
　社員の近くにある装置が点
　灯するようにした。

ⅳ）腕時計型の屋内信号装置（シルウォッチ）の導入
　　緊急時の情報保障手段と
　して、始めはパトライトを
　検討。しかし、聴覚障害の
　ある社員は全員別職場にお
　り、各々が動き回っている
　ため、設置場所の選定が難
　しかった。
　　携帯電話の貸与も検討したが、作業中は振動しても
　気づかないことが多く、本人達の「身に付けるタイプ
　がよい」との意見を取り入れ、シルウォッチにたどり
　着いた。

②職場の安全活動における取組み
　聴覚障害のある社員を小集団のリーダーに任命。当事者
の視点での活動も推進。
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最優秀賞

改善策改善善善善善善改善善改善策策

4

【生じていた課題】
　車いす利用者が在籍していないから改善しないという考え方ではなく、車いす利用者を受け入れられるように、会
社として施設改善を進めるべきと考えた。
　しかし、発案当時は当事者がおらず、具体的な改善点の把握が難しかったため、支援機関担当者（車いす利用者）
に協力を求め、実際に社内移動してもらうなどして改善点を明確化し、バリアフリー工事に着手。
　工事終了時に車いす利用者の応募があり、採用。
　「車いす利用者が不自由なく働ける環境」を目指し、当事者の意見を積極的に取り入れてバリアフリー化をさらに
推進しようと考えていた。

[改善前の状況 ]

1 雇用促進 定着促進 社内理解促進2 3 職務遂行の改善・工夫4

当事者の意見を積極的に取り入れ、実用性の高い「車いす利用者が不自由なく働ける環境」を整備。

　障害のある社員が困っていることなどについて、生の声を丁寧に受け止めながら改善を進めたことで、実用性の高い
「車いす利用者が不自由なく働ける環境」を実現。
　それが、障害の有無にかかわらず、だれもが働きやすい環境づくりにもつながっている。
　また、屋根付き駐車場の整備事例などは、施設改善したにとどまらず、全社員が障害者雇用に関心・理解を持つきっ
かけづくりや、「障害のある社員と自然に共存する」企業風土の形成にもつながっている。

[改善後の効果 ]

社員の声

中込　信さん【勤続約６年】
　いまは経理伝票入力などの仕事をしています。
　キトーは「障害の有無にかかわらず、みんなが共存できる会社を作っていく」という考え方で、私も
車いす利用者の方などが働きやすい環境づくりのために積極的に意見を出していこうという気持ちにな
れます。
　実際に改善案などを発言しやすい環境であり、働きやすさを追求するパートナーとして、とてもよい
会社だと思っています。また、環境改善によって、車いす利用者が自分でできる範囲がどんどん広がっ
てきており、感謝しています。
　今後も、さまざまな障害程度の車いす利用者の方が、仕事をしやすくなるためにはどうすればよいか
について、自分自身の知見や経験を蓄積し、環境改善に積極的にたずさわっていければと思います。

①屋根付き駐車場の整備
　メインロードのすぐ近くに駐車場を設置。社員だれもが
サポートできるようにしている。

②段差の解消、自動ドア化、エレベーターの開閉時間
　の延長

③多目的トイレの整備
　車いす利用者などの職場内移動の負担軽減のため、遠く
から使用状況がわかる表示を設置。

④食堂の利便性の向上
　車いす利用者の専用席
を設け、混雑時に席を探
す、そのつどいすを動か
す負担を軽減。

⑤車いす利用者の可動域、移動に必要なスペースを考
　慮したレイアウト変更など
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