
障がい者雇用のための
ハンドブック

札幌市
「平成23年度 地域における障がい者職業能力開発促進事業」

障がい者雇用事例集

ともに働き、ともに生きる



　障がい者福祉施策では、障がいのある人も地域で労働者として働

き、自立生活を営むことを期待されています。このような状況下で

企業に対する障がい者雇用への期待も大きくなっています。

　（社）北海道中小企業家同友会札幌支部障害者問題委員会で行った

「障がい者雇用実態アンケート調査」の中では、障がい者雇用に踏み

きれない要因のひとつに「障がいのある人のことがよくわからない」

という声があげられており、障がい者雇用についての具体的なイメー

ジを描くことができない企業の様子がうかがえます。

　今回作成した「障がい者雇用のためのハンドブック」では、札幌市

内で実際に障がいのある人を雇用している企業の具体的な取り組み

を掲載しています。また、「確かに大変なこともいろいろありますが、

仕事やマナーを教える中で『教える側が学ぶ』ということもあります」

「障がいのある人が近くにいたら、手助けするのは人として当たり前

のこと、という意識が自然と醸成され、障がいのある人、ない人の

垣根を感じさせない職場づくりにつながりました」など、障がい者雇

用をきっかけにもたらされた様々な職場の変化もお伝えしています。

　さらに、このハンドブックの中には、障がい者雇用を行う上での

助成金制度や委託訓練機関なども掲載しており、雇用を考えている

企業経営者のみなさんにぜひ参考にしていただきたいと思います。

　この事例集が、企業経営者の障がい者雇用に対する関心と理解を

深め、1社でも多くの企業が障がいのある人の雇用に踏み出すきっ

かけとなること―「ともに働き、ともに生きる社会」の実現へ一歩近

づくこと―を願っています。
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横山製粉株式会社
札幌市白石区平和通5丁目南2番1号
TEL：（011）864-2222　FAX：（011）864-2220

URL http://www.y-fm.co.jp

障がい者雇用に
ついて
伺いました

職場実習が
雇用のきっかけに
　平成元年に特別支援学校より知的に障が
いのある人1名の職場実習の依頼があり、
2 ヶ月間の期間限定で受け入れました。そ
の働きぶりから当社の工場で十分適応でき
ると判断し、平成2年に社員として採用しま
した。これが最初の障がい者雇用となりま
したが、もともと当社は、「自己啓発につと
め、互いに協調し社業に励もう」という社訓

　安心・安全を重視した製品の開発と製造
販売。品質と技術の向上に常に取り組む職
場には、責任感にあふれる社員の姿があり
ます。
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● 代表者
● 会社設立
● 資本金
● 従業員
● 事業内容

代表取締役　横山　敏章
1946年
8,000万円
77名　＊知的障がい者2名
小麦粉、そば粉、特殊粉、プレミックス粉製造販売他

会社概要

を掲げていました。これは従業員がお互い
に協調し合い、切磋琢磨するなか、家族の
ように一丸となって仕事に邁進していこうと
いう誓いでもあります。障がいのある人の
受け入れも、社員一人ひとりを大切にする
こうした社風があったので、実現したと思っ
ています。

高い理解力と体力、人柄や協調性
も感じられ採用へ
　最初に障がいのある人を採用してから6

年後、新たに他の企業から知的に障がいの
ある人を紹介され、本人と面談しました。
障がいのない人に劣らない高い理解力、そ
して柔道初段という体力、人との協調性も
感じられ採用しました。障がいの程度など、
本人の能力や適性を考慮して配属を決定
し、現在は天ぷら、唐揚げ、お好み焼きなど、
さまざまな調理に使用されるミックス粉を生
産する工場において、なくてはならない存
在として活躍しています。雇用に際して活用
した支援制度は、特定求職者雇用開発助成
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金制度です。

ミスや事故がないように、お互いを
見守る体制が定着
　それぞれの部門責任者が指導・管理に当
たっていますが、作業ミスや不測の事故が
あってはなりませんので、従業員と共に、
お互いの仕事ぶりや安全を見守りながら作
業を進める体制が自然に根付いています。
こうした日常からチームワークも生まれ、障
がいのある2人も会社のレクリエーションや
忘新年会などに積極的に参加するなど、温
かな交流を深めています。

根底にあった従業員と
家族のように接する社風
　先に述べた通り、当社では社員の誕生日
にはケーキをプレゼントするなど、一人ひと
りと家族のように接しています。こうした社
風のなか、障がいのある人を含めた従業員
同士が、同じ仕事をする仲間として連携を
深めています。

長い目で地道に育成していくこと
が雇用のポイント
　障がいのある人ということで配慮しなけ
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横山製粉株式会社

ればならない点は確かにあると思います。
当社の障がいのある人が働いている製造ラ
インは、少人数ラインですので、その手順
や安全をお互いに見守る環境が整っていま
す。しかし、今後障がい者雇用を検討され
ている企業には、一人ひとりの気質や能力
に応じた配属の決定や指導方法など、配慮
が求められるでしょう。何れにしても早急な
結果を求めず、長い目で地道に育成してい
く心構えで雇用してほしいですね。

　皆さんに支えられ、入社16年が経ち
ました。現在は新設されたミックス工
場において、さまざまな材料を配合し
てミックス粉を製造しています。最初は
自分に勤まるのか不安でしたが、慣れ
てくるうちに何とかできるようになりま
した。次はパソコンに挑戦したいと思っ
ています。夢は西日本への旅行です。
大阪から鹿児島まで新幹線が通りまし
たので、行ってみたいですね。実現に
向けて仕事に一層励もうと思います。

横山製粉㈱
竹田　昌司さん

配合の間違いがないように、慎重かつ丁寧
な仕事ぶりの竹田さん。趣味はピアノ演奏
で、好きなジャンルはクラシック。休日には、
何時間も弾いているそうです。穏やかな話
し方から、音楽を愛する心豊かな面も垣間
みることができました。

インタビュー後記

職場を語る
仕事を語る

URL http://www.y-fm.co.jp
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株式会社シムス
札幌市白石区菊水7条2丁目7-1　札幌流通倉庫東ビル3F
TEL：（011）814-7311　FAX：（011）814-7313

URL http://www.habataki.co.jp/syms/

障がい者雇用に
ついて
伺いました

介護事業への進出とともに
障がい者雇用へ
　当社は平成8年より介護事業をスタートし
ました。福祉サービスを提供する会社とし
て障がいのある人を積極的に採用し、法定
雇用率を満たすとともに、地域福祉をリー
ドしていこうと考えました。身体に重度の障
がいのある女性を1名採用したのがスタート
です。

　さまざまな福祉サービスの提供に努める
㈱シムスでは、札幌市麻生総合センターの
委託管理を請け負っています。そこには桜
庭さんをはじめ、知的に障がいのある人や
聴覚に障がいのある人がそれぞれの仕事に
誇りと責任を持って、一生懸命に励んでい
ました。
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● 代表者
● 会社設立
● 資本金
● 従業員
● 事業内容

代表取締役　斎藤　規和
1978年
3,000万円
320名（うちパート240名）　＊身体障がい者4名、知的障がい者5名
訪問介護、ビルメンテナンス、札幌市指定管理者、その他社会サービス

会社概要

受け入れに際して助成金を
得て、トイレを改修
　毎年1回、ハローワーク主催の合同面接
会が開催されています。これは、求職され
ている障がいのある人と企業が面会するイ
ベントで、これに参加し、当社が求めてい
た方を採用しました。採用後、本社でパソ
コンを使用する事務作業や広報誌の作成に
従事していただきました。受け入れ態勢と
してトイレを改修し、工事費の一部を助成し

ていただきました。その後は特別支援学校
や支援団体から紹介していただいた方を採
用しています。

期待以上の働きで、
なくてはならない存在に
　障がいのある人は当然、できることとで
きないことがあります。採用する側としては
何をしてほしいか、また、その方ができる
ことは何か、考える必要があります。当社
では、障がいのある人とともに働きながら
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業務指導を行う、「同労型ジョブコーチ」を
設けています。これは通常業務のほかに、
仕事の一環として障がいのある人に業務指
導を行うというポストです。お母さんのよう
な年齢の方が、ていねいに仕事を教えてい
ます。障がいのある人には会社の一員であ
ることを自覚してもらい、できる範囲の仕事
を任せています。これによって、本人に責
任感とやり甲斐が生まれているようです。障
がいのある皆さんの仕事ぶりを見ていると、
期待以上の働きぶりで、今では職場になく

てはならない存在となっています。

不安はあったが、見守っていく 
優しい気持ちも芽生えた
　当初は「障がいのある人を雇用して本当
に大丈夫なのか」と不安や葛藤がありまし
た。しかし、歳月を重ねるうちに、社員に
は障がいのある人を理解し、見守っていく
優しい気持ちも芽生えています。障がいの
ある人を雇用して以降、笑顔のあふれる明
るい職場になりました。
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株式会社シムス

マイナス面ばかりを考えず、
まずは1名の雇用を
　先入観を持たず、迷っているようでした
ら、雇用に踏み切ってほしいですね。確か
に大変な側面はありますが、マイナス面ば
かり考えるのではなく、社内の雰囲気が良く
なるなど、思わぬ効果があるはずです。思
いきって、まず1名を採用してみてはどうで
しょうか。

　現在は札幌市麻生総合センターでパ
ソコンを用いた一般事務のほか、広報
誌の校正など制作業務、さらに窓口で
受付を担当することもあります。職場
の皆さんはもちろん、施設を訪れる地
域の方たちとの触れ合いも楽しく、充
実した日々を過ごしています。私のよう
に、将来は就労したいと希望を持って
いる障がいのある皆さんには、「何が
あっても決して諦めずに努力してくださ
い」と励ましたいです。

明るく行動的な桜庭さんは、休日に職場の
同僚とファイターズの試合観戦に札幌ドー
ムへ出掛けるそうです。「何事にも諦めない
で」とアドバイスをくれた桜庭さんは、自ら
さまざまなことに挑戦する姿を他の障がい
のある人に見せることで、そう伝えようとし
ていました。

インタビュー後記

職場を語る
仕事を語る

㈱シムス
桜庭由貴子さん

URL http://www.habataki.co.jp/syms/
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SOC株式会社
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-12
TEL：（011）807-1100　FAX：（011）807-6362

URL http://www.socnet. jp

障がい者雇用に
ついて
伺いました

社内的には賛否両論あったが、
職場の良い刺激策として
　平成7年に身体に障がいのある人を1名採
用したのが最初です。社長をはじめ経営幹
部が障がいのある人に対する理解があり、
企業として積極的に社会連帯の理念に基づ
くという考えから採用に踏み切りました。社
内的には賛否両論はありましたが、職場に
良い刺激になるのではという期待もありまし
た。

　IT企業として時代の最先端を行くSOC㈱
は、障がい者雇用に対する深い理解により、
人事面でも仕事面の適性や個性を尊重する
など、障がい者雇用についても最先端を行
く企業でした。取材した源さんは、新規事
業を任されており、障がいのない人と分け
隔てのない待遇と会社の期待の大きさが感
じられました。
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● 代表者
● 会社設立
● 資本金
● 従業員
● 事業内容

代表取締役　朝倉　幹雄
1979年
2,000万円
354名（うちパート3名）　＊身体障がい者7名、精神障がい者1名
システムインテグレーション、ソフトウェア開発、ソフトウェア保守

会社概要

最初の方が期待以上の活躍、
以降も継続して採用へ
　最初の方は、面接で実際にお会いした時、
一見しただけでは、障がいのある人だとい
うことはわかりませんでした。この人ならと
期待を込めて採用し、正社員として早速仕
事を始めてもらいました。その緻密で正確
な仕事ぶりは期待以上でした。最初に採用
した方が好印象だったので、障がい者雇用
の不安は払拭されました。
　2009年に札幌市の「まちづくり総合ポータ

ルサイト」の管理運営を受託。その条件が、
障がいのある人を雇用することだったので、
新たに4名の方を採用しました。現在、そ
の4名は、この業務の中心メンバーとして活
躍されています。

責任感とやり甲斐が芽生える
大規模事業への参加意識
　近い将来、大規模プロジェクトに携わるこ
とができるので、エンジニアとして責任感と
ともに、やり甲斐を感じているようです。
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分け隔てがない職場では、
意識することのない障がいの有無
　ハード面ではエントランスにスロープと障
がい者用トイレを設置しました。これは市へ
助成金の申請を行い、工費の負担を軽減し
ました。ソフト面では、社員間では障がいの
ある人、ない人という分け隔てはなく、職場
の同僚としてごく普通に交流されておりまし
た。ですから、障がいのある人が働くよう
になって、特別に変化したことはありません。

人材養成機関を設け、
多くの修了生を業界に輩出
　当社では人材育成を目的に、2007年に

「SOC IT SCHOOL」を開校しました。これは、
IT業界で活躍できるスキルとビジネスマ
ナーを備えた人材を育成する養成機関であ
り、すでに多くの修了生を業界各社に送り出
しています。当社に入社した人もおり、そ
のなかには障がいのある人も含まれていま
す。今では各部署において、なくてはなら
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SOC株式会社

ない存在として活躍されているので、障が
いのある人という意識を全く感じることなく、
ともに働いています。障がいのある人にやっ
てほしい仕事を見つけて、まずは雇用して
みることが大切だと思います。

　私は現在、当社の通販サイト「ミキ
モール」の運営管理を担当しており、商
品の受発注をはじめ、運用業務全般を
担当しているほか、会員の皆さんにメ
ルマガの送信も行っています。「SOC  

IT SCHOOL」で学んでいた私に、「サイ
トの運用管理をやってみないか」と声を
掛けていただき、入社しました。その
期待に応えようと、無我夢中の毎日で
す。今は早く仕事を覚えて、さまざま
な可能性に挑戦してみたいと思ってい
ます。

源さんはバスケットが好きというスポーツマ
ン。しかし、今は仕事に集中しているので、
バスケはお休み中だとか。そんな源さんの
今一番の楽しみは、生まれて間もない息子
さんと過ごす時間。嬉しそうに話をする源さ
んは、一瞬優しいパパの顔になりました。

インタビュー後記

職場を語る
仕事を語る

SOC㈱
源　貴晴さん

URL http://www.socnet. jp
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株式会社サンコー
札幌市中央区北2条西2丁目32番地　第37桂和ビル3F
TEL：（011）252-3511　FAX：（011）252-1788

URL http://www.sancoh.co. jp

障がい者雇用に
ついて
伺いました

社員を大切にする姿勢、
思いやりのある雇用を
　当社には50年以上前から障がいのある人
を雇用してきた土壌があるので、障がいの
ある人がいる社内風景は、ごく普通のこと
になっています。品川さんのように、自分
の仕事以外に社員の互助会活動として、駐
車場の確保や車輛管理に取り組んでくれる
方もおり、皆さんは各部署において、なく
てはならない存在となっています。また、

　最初に障がいのある人を雇用したのは50
年前という㈱サンコー。当時から障がいの
あるなしを問わず、採用していたという事
実からも分かる通り、障がい者に対する理
解は大変深くなっています。話を伺った品
川さんは本来の業務はもちろん、社内の調
整役として大活躍されていました。
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● 代表者
● 会社設立
● 資本金
● 従業員
● 事業内容

代表取締役社長　寺西　保
1950年
4,800万円
100名（うちアルバイト32名）　＊身体障がい者3名
情報処理サービス業

会社概要

当社には勤務中に脳梗塞で倒れ、半身に障
がいの残った方がいます。その方は休職期
間を満了し職場復帰を果たしましたが、こ
れは当社の雇用規定内の処遇であり、障が
いが残ったからといって解雇するようなこと
はありません。こうしたケースに会社はどの
ように対応するのか、他の社員は見ている
と思います。従業員を大切にする姿勢を示
すことによって、社員は愛社精神や忠誠心
を抱くと思います。今後も雇用する側の責
任として、思いやりを持ってサポートしてい

く方針です。

昔から障がいのある人がいて、
当たり前の職場
　当社では障がいのある人も障がいのない
人と同じ条件で勤務していますので、障が
いのある人がいるのは、ごく自然なことに
なっています。当社は情報系の企業なので、
絶えず技術革新や挑戦を続けなければなり
ません。最先端を追い求める一方で、社員
を守っていく姿勢は、今後も変えることなく、
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大切にしていこうと思っています。

障がいの有無はもちろん、 
今後は国籍も問わず採用を
　今後も障がいの有無ではなく、能力次第、
人物本位で採用していく所存です。さらに
当社は、ベトナムにシステム開発拠点の設
立に至りました。従ってこれからは国籍も問
わない方針であり、むしろ積極的に現地の
方を採用したいと考えています。

障がい者雇用を増やし、 
一層の社会貢献を
　社会貢献という観点から言えば、障がい
のある人を雇用する企業が増えることが望ま
しいですね。当社と同様に、他の企業にも
障がいのある人、ない人の分け隔てなく、
雇用をお願いしたいと思います。
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株式会社サンコー

　サンコーが社員増を図っていた昭和
54年に入社しました。現在はファイリン
グプロジェクトという部署でマイクロ写
真を担当しています。また、互助会活
動として駐車場の管理や会社所有の車
輛管理も行っていますが、社員のチー
ムワークが良いので、意見をまとめる
のに苦労はありません。日頃、障がい
があるということを意識せずに働ける
のは、周囲の皆さんが自然に受け入れ
てくれているからだと感謝しています。

互助会の活動も率先して行う品川さんは、
社員から何かと頼りにされる存在だけに、
取引先からの信頼も厚いとか。穏やかな語
り口と優しい笑顔が、多くの人を自然に惹き
付けるのではないでしょうか。 

インタビュー後記

職場を語る
仕事を語る

㈱サンコー
品川　正之さん

URL http://www.sancoh.co. jp
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⇒

株式会社特殊衣料
札幌市西区発寒14条14丁目2-40
TEL：（011）663-0761　FAX：（011）663-0955

URL http://www.tomoni.co. jp

障がい者雇用に
ついて
伺いました

最初は否定的だった
障がい者雇用
　実は当初、障がい者雇用には否定的でし
た。何か事件や事故が起こったらどうする
のかと。しかし、それは自分の無知による
ものでした。平成2年に特別支援学校の進
路指導教員から熱心な実習依頼があり、知
的に障がいのある人がクリーニングを学ん
でいる授業を見学に行きました。一生懸命
に働く様子を見た時は、まさに目からウロ

　毎日大量のリネン類が届き、洗濯され、
きれいになって再び出荷される工場内は、
大勢の従業員が忙しく駆け回り、熱気を帯
びていました。寺田さんも第一工場で大量
の洗濯物と格闘するお一人。しかし、マラ
ソンで鍛えた体とイキイキとした表情は、周
囲を明るく照らしていました。
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● 代表者
● 会社設立
● 資本金
● 従業員

● 事業内容

代表取締役社長　池田　啓子
1981年
4,000万円
138名（うちパート68名）
＊聴覚障がい者1名、身体障がい者1名、知的障がい者20名
リネンサプライ、福祉用具製造・販売・レンタル、清掃 

会社概要

コが落ちた気分でした。その後、職場実習
生を1名受け入れ、人柄の良さもあり、採
用に至りました。何より、現場の社員から「一
生懸命に頑張っているので受け入れましょ
う。」との強い要望にも背中を押されました。

礼儀とマナー、何より就労 
意欲を持って挑戦を
　最初の人を雇用して以来、その後も特別
支援学校からの採用を続け、現在は22名の
方が当社で働いています。障がいのある人

は働く喜び、責任を
負うことによる存在
感、社会参加しているという意識、人との
交流などから、一層労働意欲を強めていま
す。当社としても職場は学校ではなく働く場
所であるということを伝えています。ですか
ら、今後就労を希望している人には、社会
人としてのマナー、勤務を続けられる体力、
そして何より就労意欲を養って、挑戦してほ
しいです。
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誰もが安心して働ける 
職場づくりを目指して
　障がいのある人を雇用してから、さまざ
まなことを学び経験しました。まず職場に
大きな声で挨拶する習慣が生まれ、それに
伴って、仕事の指示や注意など、お互いに
声を掛け合うようにもなりました。さらに迎
え入れた社員たちの間には事故がないよう
に不要なものを片付ける配慮も定着しまし
た。会社としても、特に新しく用意した設備
はありませんが、通勤の送迎バスを運行す
るようになりました。また、機械操作の手

順がわかるサインの貼付、荷物の種類を示
すオリジナルタグなど、数字や色を取り入
れた誰もが分かりやすい職場づくりに努め
ました。

障がいのある人が 
企業の戦力に
　障がいのある人たちとともに会社や周り
の従業員も成長してきました。障がい者雇
用をキーワードに、企業、福祉施設、教育
機関、さらに行政が連携し、真の自立支援
が実現できるのではないでしょうか。当社
では平成8年に保護者会が発足、産業医や
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株式会社特殊衣料

顧問弁護士といった外部スタッフもおり、何
かあれば相談に乗ってもらえる心強いバック
ボーンとなっています。現在、障がい者雇
用を実現していない企業には、少子高齢化
による人手不足を解消するためにも、障が
いのある人の労働力を生かすべきだと思っ
ています。採用に際しては障がいのある人
一人ひとりに寄り添い、その能力を生かせ
る部署や仕事を見つけることです。適切な
マッチングが行われれば、企業にとっても、
障がいのある人にとっても幸福なことでは
ないでしょうか。

　入社して16年。以来、第一工場でク
リーニング業務を担当しています。汚
れを落としてきれいになった衣類をお
届けすることに喜びを感じています。
工場では、機械を操作するので安全面
と後片付けに気を付けています。未処
理庫からコンテナで衣類を運ぶのは大
変な重労働ですが、趣味のマラソンで
鍛えているので問題ありません。これ
からも、仕事もマラソンも両立して頑
張っていきたいと思っています。

寺田さんを訪ねたのは冬。しかし、工場内
は大変な熱気と湿気に包まれていました。
夏の炎天下では大変な重労働となると想像
されましたが、寺田さんのマラソン選手らし
く、機敏な動きで工場内を駆け回る姿が印
象的でした。

インタビュー後記

職場を語る
仕事を語る

㈱特殊衣料
寺田　正信さん

URL http://www.tomoni.co. jp
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⇒

株式会社アイワード
札幌市中央区北3条東5丁目5番地91
TEL：（011）241-9341　FAX：（011）232-8228

URL http://www.iword.co. jp

障がい者雇用に
ついて
伺いました

性別、障がいによる差別のない
開かれた職場づくりを推進
　当社は、1965年創業。当時印刷業界では、
聴覚に障がいのある人を雇用している企業
が多く、当社も1名雇用しておりました。障
がい者雇用を拡大したきっかけは、1974年
の第1次オイルショックで経営が悪化した時
に経営の建て直しを図った現社長が『企業
は社会の縮図である』と考え、性別、障が
いによる差別のない雇用と情報を共有し、

　本やパンフレット、チラシ、ポスターなど
さまざまな印刷物の元となるデータを制作
するプリプレス部は大勢の人が作業に当た
る活気ある職場。聴覚に障がいがあること
を全く感じさせない山本さんは、この部門
のベテランらしく周囲に指示を出しながら、
パソコンに向き合っていました。
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● 代表者
● 会社設立
● 資本金
● 従業員

● 事業内容

代表取締役　木野口　功
1966年
6,718万円
261名（うちパート22名）
＊身体障がい者2名、精神障がい者1名、聴覚障がい者23名
企画メディア事業、情報処理システム開発事業、印刷・製本事業

会社概要

開かれた経営を目指したことによります。

時代の変化と技術革新により、
雇用形態にも変化が
　障がいのある人が多く働いているのは、
製本部門ですが、社内で職域拡大をしてほ
しいという声が強くなり、DTP部門に初めて
聴覚に障がいのある山本さんが採用されま
した。採用当時は業界も大きな変革期にあり、
当社もパソコンで印刷データを作成するDTP

部門を立ち上げたばかりで、わずか4名のス

タートでした。障がいのない人とともに一か
ら学びあいながら新しい技術に取り組んでい
きました。山本さんと周りの人達とのコミュ
ニケーションは大変苦労しましたが、当時の
苦労が実を結び、今では山本さんの他に新
たに聴覚に障がいのある方2名を採用し、3
名ともこの部署に欠かせない存在として活躍
しています。採用にあたっては、新規学卒者
の一般募集ですが、聴覚に障がいのある人
の雇用実績が多いため、高等聾学校からも
紹介があります。
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障がいのある人がいることで、
周囲も自然に配慮できるように
　当社では障がいのある人の採用にあたっ
て手話通訳者も採用し、会議や学習会の際
にその人を介して円滑な意志の疎通を図っ
ています。最初は情報が伝わりきらずに様々
な失敗もありましたが、聞こえないことで何
が不便なのか、どういう手助けが必要なの
か、本人が周囲に積極的に伝えるようにな
り、周りも自然に聴こえない人への理解と配
慮ができるようになりました。

カタチにこだわらず
コミュニケーションをとる重要性
　社員は、聴覚に障がいのある人とカタチ
にこだわらずコミュニケーションを取ること
の重要性を強く認識しています。当社は長
年にわたって障がいのある人を雇用し、共
に働いてきました。それだけに、社員には
障がいのある人が近くにいたら、手助けす
るのは人として当たり前のことという意識が
醸成され、障がいのある人、ない人の垣根
を感じさせない職場づくりにつながりました。
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株式会社アイワード

障がいをハンディではなく、
個性として受けとめる
　障がいをハンディと捉えるのではなく、そ
の人の個性として受けとめることが、まず心
構えとして必要です。また、個々人の意欲
や障がいの特性を見きわめて配属を考慮す
るなど、受け入れる側が工夫しなければな
らない点もあります。難しい問題について
は、行政のサポートを受けるという方法も
ありますので、まずは実際に雇用してみるこ
と。それが採用への第一歩です。

　学生時代に学んだデザインの仕事が
できる職場。それを優先条件として出
会ったのがアイワードです。現在はプ
リプレス部に所属し、DTPオペレーター
として印刷物の文字入力やレイアウト
など組版を行っています。この部署に
は現在、私のほかに2名の聴覚に障が
いのある人が障がいのない人と机を並
べ勤務しています。私と同じ聴覚に障
がいがあり、企業への就職を希望する
方には、日本語の読み書きをしっかり
身につけてほしいとアドバイスしたい
です。

㈱アイワード
山本　恵理さん

アイワードのDTP部門の先駆けとなった山
本さんは、なんと全国障害者技能競技大会
で金賞、国際アビリンピック（英文DTP部門）
においては銀メダルを受賞されました。一
つの道を極めようとする山本さんの真摯な
姿勢が伺えました。

インタビュー後記

職場を語る
仕事を語る

URL http://www.iword.co. jp
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〈調査概要〉
　1．調 査 期 間：14日間
　2．調査票送付先：1,786 社（札幌市内の北海道中小企業家同友会札幌支部会員企業）
　3．有 効 回 答：ファクシミリによる調査を行い、221通の有効回答を得た。（有効回答率 12.4％）
　4．回答企業概要：平均従業員数：65.1 人

問 1）障がい者を雇用されたことがありますか？

■現在雇用している

■過去に雇用したことがある

■採用したことはない

■未回答

100（％）806040200

法定雇用企業

全企業 1651123

0241066

図 1．障がい者雇用状況

問 2）現在雇用されている方の障がい種別は？

知的

32％

身体

57％

精神

11％

図２．現在の雇用中の障がい種別

■知的

■身体

■精神

100（％）806040200

40 60

100 0

30 2050

35 62 3

0～10名

11～20名

21～55名

56名以上

（全従業員）

図４．障がい者雇用企業の規模別内訳

問 3）雇用されたきっかけを教えて下さい

学校や施設
からの紹介

25％

ハローワーク
からの紹介

12％
知人の紹介

12％

一般求人で

21％
入社後の
病気やけがで
障がいを負った

9％

その他

21％

図３．障がい者雇用のきっかけ

00 50 50

25 50 25

50 50 0

34 58 8

33 67 0

100 000

■知的

■身体

■精神

100（％）0

農林水産業

建設関連業

製造業

卸小売業

サービス業

その他

50

図５．障がい者雇用企業の業種別内訳

2011 障がい者雇用実態アンケート調査結果報告
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問 4）雇用して良かったことと困ったことは？

問 5）障がい者雇用に踏み切れない理由は？

No. 障がい種別 業種 雇用して良かったこと 雇用して困ったこと
 1 知的 卸小売業 障がい者でも勤務可能な職種があることが判明

したこと
特になし

 2 知的 サービス業 社内間での思いやり
 3 知的 製 造 業 色々な意味で勉強になっています たくさんあり書ききれません
 4 知的 サービス業 障がいのある人への支援が広がった
 5 知的・身体 建設関連業 単純作業に関しては確実にこなす 高齢化し、作業効率が落ちてきた

時に簡単に解雇できない事
 6 知的・身体 サービス業 健常者の目が温かくなった。同じ仲間として受

け入れている。差別しない
車イスでの社内への移動、トイレ

 7 知的・身体 製 造 業 熱心に集中して仕事をこなす 単純作業に限られる
 8 知的・身体 卸小売業 法的に必要な人数へカウントが可能 仕事内容の理解が低くトラブルも

あるが、雇い止めが困難である
 9 身体 製 造 業 コミュニケーションがよく取れない
10 身体 製 造 業 真面目に仕事に取り組んでいる ない
11 身体 サービス業 社会貢献になる 聴覚障がいのためコミュニケー

ションがとりにくい
12 身体 建設関連業 勤務態度が真面目で、誠意を持って業務に従事 特にありません
13 身体 サービス業 別になし 電話の応対ができない
14 身体 サービス業 通常業務をこなしてもらっています なし
15 身体 サービス業 新事業が出来る 視覚の状況で出来ないことがある

のでスタッフの協力が必要
16 身体 製 造 業 採用して未だ1ヶ月の為、未知数である 今のところはない
17 身体・精神 卸小売業 まじめである 特になし
18 身体・精神 健常者の意識の向上 ない
19 精神 障害者雇用助成金の支給 なし
20 精神 建設関連業 経営者側が非常にきたえられる たくさんあるが問題が起きた時に

解決していってます
21 精神 事務所に当事者の人たちの机も置き、対等な関

係で、雰囲気が良くなり考え方も変わった
目に見えないことに気づかない特
徴があること

理　　由 構成比

業種的に無理 28.2％

障がいの有無に関わらず追加雇用は無理 23.1％

障がい者に適した業務がない 20.5％

安全面の不安 15.4％

少人数なので 7.7％

教育・指導に自信が持てない 2.6％

特に理由はない 2.6％

計 100.0％

問 6）今後、障がい者雇用を考えていますか

検討して
いきたい

29％
考えていない

68％

具体的に考えたい

3％

図６．今後、障がい者雇用を考えていますか



ハローワーク“みどりの窓口コーナー”の連絡先は、下記の通りです。
（お住まいによって、担当ハローワークが変わります）

■ ハローワーク札幌　（中央区・南区・西区・手稲区）	 011-562-0101
■ ハローワーク札幌北（北区・東区・石狩市、石狩市厚田区、当別町）	 011-743-8609
■ ハローワーク札幌東（白石区・豊平区・厚別区・清田区、北広島市）	 011-805-0015

障がいのある人の
雇用を考えたい

まずは、各ハローワークみどりの窓口もしくは北海道
障害者職業センター（011-747-8231）へご相談く
ださい

トライアル雇用
助成金制度 が使える
場合があります

＊トライアル雇用……最大 3ヶ月のお試し雇用で
す。利用にはいくつかの要件がありますので、各
ハローワークみどりの窓口へご相談ください

求人票を出すことになったら…

正式雇用になったら…

＊ハローワーク・有料職業紹介事業者の紹介により・身体障がい者・知的障
がい者・精神障がい者の方を、継続的に雇用し、支払った賃金の一定額を一
定期間支給する  特定求職者雇用開発助成金  があります。
（支給にはいくつかの要件がありますので、北海道労働局雇用助成金さっぽろセンター：
011-709-2311 にお問い合わせください）

障がいのある人の雇用をお考えの事業主の方へ
お近くのハローワークみどりの窓口 (障害者雇用専用窓口 )にご相談ください。
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北海道立札幌高等技術専門学院　能力開発総合センター
（担当　障がい者職業訓練コーディネーター）
札幌市東区北 27条東 16丁目　TEL 011-781-5619

障がい者委託訓練
　企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等地域の多様な委託

先を活用し、障がいのある人の能力、適性及び地域の障がい者雇用ニーズ

に対応した委託訓練を実施し、就職に必要な知識・技能の習得を図り、障

がいのある人の就職の促進を目的としています。

訓練コース

①知識・技能習得訓練コース
就職に必要な知識・技能の習得を目的としたコース。
【コース名例　パソコンビジネス科・初級OA事務科・ビジネスOA科など】

②実践能力習得訓練コース
企業を委託先として、実践的な職業能力の開発・向上を目的とした
コース。訓練修了後、適性や能力を見極めたうえで雇用（トライア
ル雇用を含む）に結びつけることができます。
【コース名例　オフィスクリーニング科・資源選別科など】

問い
合わせ

ハローワークに求職申込を行っている障がい者（選考試
験があります）

対 象 者

原則 3か月以内（1か月当たり 100時間）訓練期間

企業等に一人につき 63,000 円 / 月（上限 189,000 円 / 
3 か月）が支払われます。

委 託 費
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障がいのある人の雇用をお考えの事業主の方へ

社員の方が障がいがある状態になった
場合の相談機関は？
・突然の事故で社員が障がいのある状態になってしまった場合、どこに相談したら
よいのでしょうか？

・今後も会社で働いてほしい場合、どんなことに配慮したらよいでしょうか？

・従業員が「うつ病」で休職しています。職場復帰をして、以前のように働いてほ
しい場合、どこに相談したらよいのでしょうか？

詳しくは　北海道障害者職業センター 　TEL 011 − 747− 8231

障がいのある方を雇用するにあたっては
こんな相談機関もあります。
● 就業・生活支援センターたすく  011-728-2000
● 就業・生活応援プラザとねっと  011-640-2777
● 就業・生活相談室からびな  011-768-7880
● 就業・生活相談室テラス  011-598-9394

　　障がいのある方を雇用したい、雇用した後の支援をお願いしたい、障がいのあ
る方の生活面の支援をお願いしたい等のご相談に応じます。

　　また、就業・生活応援プラザとねっと、就業・生活相談室からびなでは 
「働いている障がいのある人の交流スペース」として「わーくカフェジョイン」、 
「～ Nａｖｉ」を運営しております。友達を作りたい、仕事の悩みを話したい方
は是非ご活用ください。

＊詳細についてのお問い合わせは、各事業所へ直接お電話ください。
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障がい者雇用事業主への助成金制度
障害者雇用納付金制度に基づく助成金
障がい者を雇用する場合の職場環境の改善や雇用管理などの経済的な負担を軽減するため
の事業主を対象とする助成金です。助成を受けるためには、条件があります。事前に下記
までお問合せをお願いします。

北海道高齢・障害者雇用支援センター障害者雇用支援部

TEL 011-200-6685

事例 1．職場環境などの物的助成

＊聴覚障がい者雇用のために
＜課　　　題＞　 受付事務をしているが、来客が来ても気づかないことがありま

した。
＜改　善　策＞　 「入口にセンサーをつけ、センサーと連動するパトライトを設置

する」ことにより、来客対応の業務ができるようになりました。
＜活用助成金＞　 第一種作業施設設置等助成金

＊知的障がい者雇用のために
＜課　　　題＞　 既存の包装機を使用すると、商品包装作業が雑になり、商品化

できないものがでて、他の職員がやり直すことが多くて困って
いました。

＜改　善　策＞　 作業工程を見直し、「自動包装機を導入」することにより、数値
の読み取りや判断を必要とする作業が減少し、作業が単純化・
平易化され不良品が激減したので、対象障がい者が単独で業務
を行うことができるようになりました。

＜活用助成金＞　第 1種作業施設設置助成金

事例 2．雇用管理などの人的助成

＊聴覚障がい者雇用のために
＜課　　　題＞　 業務会議などを筆談で行い、情報伝達に制限がありました。
＜改　善　策＞　 会議時に「手話通訳を委嘱」することにより、情報伝達がスム

ーズになり、日常業務が円滑に行えるようになりました。
＜活用助成金＞　手話通訳担当者の委嘱助成金
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　中小企業は道内企業の99％を占め、その存立基
盤は地域にあります。法や助成制度の有無に関わ
らず、中小企業は地縁・血縁など様々なつながりの
中で、障がいのある人を雇用してきました。
　近年、「施設から地域へ」という福祉施策の流れ
の中で、障がいのある人が働き、自立して生活を
していくための地域の拠点として、中小企業に寄
せられる期待は一層大きくなっています。しかし昨
今の厳しい経営環境の下で、障がい者雇用は、余
裕ができてから考える課題として後方へ追いやられ
がちです。
　当会札幌支部（会員数1,900名）では、2005年11
月に北海道保健福祉部から講師をお招きして「障害
者自立支援法」に関する勉強会を開催したことが
きっかけとなり、「障害者問題委員会」（委員長；池
田啓子）が設立されました。

　同委員会が2011年度に行なった「障がい者雇用
実態アンケート調査」（札幌市、サンプル数221社）
では、障がい者雇用の「実績がある企業」は23％、
「実績がない企業」は65％、「過去に採用したこと
がある企業」は11％でした。しかし、採用実績のな
い企業でも、今後、障がいのある人の雇用を「具
体的に考えたい」企業と「検討していきたい」企業を
併せると32％あります。さらに、「今のところ雇用
は考えていない」と答えた企業の中で、「障がいの
ある人のことがよくわからないから」という理由が
少なくないこともわかりました。
　また、「障がいのある人を雇用してよかったこと」
では、「職場の人たちの目が温かくなり、同じ仲間と
して受け入れている」、「職場に障がいのある人たち
の机も置き、対等な関係で雰囲気が良くなり、考え
方も変わった」というコメントが見られました。障が

北海道中小企業家同友会札幌支部
障害者問題委員会がめざすもの

一般社団法人 北海道中小企業家同友会札幌支部
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い者雇用が社内環境のプラス面に変わった例です。
　同委員会では、①障がいのある人の就労実態を
知る、②障がいのある人の生の声を聞く、③障が
い者雇用に関する法令や制度を理解することに力
を入れ、勉強会と運営のための会議を隔月で開催
し、北海道や札幌市などの行政担当者や特別支援
学校の先生なども共に学び、議論しあっています。
　2007年からは年に1回「障害者雇用支援フォーラ
ム」を開催。社員一人ひとりのちがいを大切にし、
人を生かす経営をめざす企業の事例が経営者と障
がいのある人から報告され、生き生きと働いてい
る様子もビデオで紹介し、毎年、好評を得ています。
　2011年度は、障がい者雇用の体験がない企業
と、就労経験の少ない障がいのある人とのマッチ
ングを経て、3～ 5日間の実習を行いました。
　障がいのある人の働く場を増やしていく上で、中

小企業経営者の意識は決定的に重要です。先のア
ンケートの中で、「経営者側が非常に鍛えられた」、
「困ったことが起きても、問題が起きた時に解決し
ていっている」という回答をお寄せ下さった方もい
ます。中小企業が自らの判断で障がい者雇用に目
を向けていくためには、
　①�障がいのある人だからという先入観を持たず、

障がいをもった人のことをまず知っていただく
こと

　②�就業体験の受け入れなどを通じて、職場でふ
れあうことが大事である

と考えます。
　全道5,500社の中小企業経営者が、「よい会社、
よい経営者、よい経営環境」をつくろうと切磋琢磨
しあっている当会としても、「きばらず、せかず、
あきらめず」に挑戦してまいりたいと存じます。

北
海
道
中
小
企
業
家
同
友
会
札
幌
支
部・障
害
者
問
題
委
員
会
が
め
ざ
す
も
の



障がい者雇用のためのハンドブック

制作／一般社団法人　北海道中小企業家同友会
　　　〒060-0906　札幌市東区北6条東4丁目8番44　札幌総合卸センター 8号館
　　　TEL．011-702-3411　FAX．011-702-9573　e-mail　info@hokkaido.doyu.jp
　　　URL　http://www.hokkaido.doyu.jp

発行／札幌市保健福祉局保健福祉部障がい福祉課
　　　〒060-8611　札幌市中央区北1条西2丁目
　　　TEL．011-211-2936　FAX．011-218-5181　e-mail　shogai.fukushi@city.sapporo.jp

障がい者雇用事例集

01-G04-11-1771
23-1-122
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