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ACEフォーラム 2020
〈ライブ配信〉
日時：2020年11月26日（木）　ACEフォーラム　13：00 〜 15：00
配信：オンライン

プログラム
所属組織の役職・肩書は、開催当時のものです

13：00　　開会挨拶

13：10　　来賓メッセージ

13：15　　基調講演
「バリアバリュー 〜障害を価値に変える〜」

14：15　　ACEアワード2020 事例紹介／表彰

14：55　　閉会挨拶

一般社団法人 企業アクセシビリティ・コンソーシアム　代表理事

日本アイ・ビー・エム株式会社　代表取締役社長　山口　 明夫

文部科学省　高等教育局 学生・留学生課長　西條　 正明 様

厚生労働省　職業安定局 障害者雇用対策課長　小野寺 徳子 様

株式会社ミライロ 代表取締役社長　垣内　 俊哉 様

プレゼンター：
一般社団法人 企業アクセシビリティ・コンソーシアム　理事

セコム株式会社　代表取締役会長　中山　 泰男

一般社団法人 企業アクセシビリティ・コンソーシアム　理事

清水建設株式会社　代表取締役会長　宮本　 洋一

司会：
株式会社みずほフィナンシャルグループ　
グローバルキャリア戦略部 ダイバーシティ・インクルージョン推進室
柿島 恵理子
日本航空株式会社　人財戦略部 人財戦略グループ
関 剛彦
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　2020年の4月に前任の下野より引き継ぎを受け、
代表理事に就任いたしました。
　まず最初に、コロナ禍でまだまだ感染が広がって
いる中、皆様が少しでも健康に安全にお過ごしに
なっていることを心よりお祈りいたします。
　ACEは、2013年に約20社強の企業の方々とご一
緒にスタートした組織でございます。それから8年、
本年は37社の企業にご参加いただいています。ACE
の活動が障がい者雇用の推進にとどまらず、多様性
を求めて企業がどうやって活動していくべきかご理
解いただけた証しと考えています。
　昨今のコロナ禍の中で、各企業においては、在宅
勤務やリモート勤務が推進されています。コミュニ
ケーションのやり方やインフラの強化に引き続き取
り組んでいかねばなりません。一方で、これまで時
間や移動に制約があって、しっかりと活動できな
かった方々の制限が少しずつなくなってきているの
ではないでしょうか。もう少し具体的に申し上げま
すと、障害がある、地方に住んでいる、さらには育
児・家事などに時間を費やさなければならないなど、
これまでさまざまな制約により企業でしっかりと働
くことができなかった方々が平等に働ける環境がで
きつつあるのではと思っています。そうした環境を
しっかりと活用して、次の時代の多様性を重んじた
働き方を構築していくべきだと考えています。
　また、ACEは、大学の方々とより密に連携を進め
ています。ご協力に心より感謝いたします。今年も
インターンシップはじめさまざまなプログラムを実
施しましたが、合計で70名以上の学生の方々に参
加いただきました。私自身、忘れもしない言葉があ
ります。ACEのインターンシップに参加している学
生さんとお話しする機会がありました。

「インターンシップで勉強になりましたか？」とお尋
ねしたところ、「ここでいろんなことを学べたことも
もちろんですけれど、朝家を出て、企業に行って働

いて、家に帰っ
てくる姿を、今
までずっと育て
てくれた両親に
毎日見せること
ができているこ
とがすごく嬉しいんです」と言ってくれました。そ
の言葉がずっと頭に残っていまして、こうしたイン
ターンシップの活動をしっかりと継続し、それ以上
にその後の就職、定着を支援していきたいと思って
います。
　本日のACEフォーラムは、オンライン開催という
ことで全国から企業、大学、官公庁、メディアなど
多方面の方々にご参加いただいております。お忙し
い中、当フォーラムにご参加いただきましたことを
心より御礼申し上げます。
　そして本日は、ユニバーサルデザイン、ダイバー
シティ経営で有名な株式会社ミライロの代表取締役
社長 垣内 俊哉様に基調講演としてお話を頂戴いた
します。今後の障がい者雇用の在り方、ダイバーシ
ティ経営に関する知見を聴かせていただけることを
とても楽しみにしています。
　またACEアワードもリモートという環境で、この
場での表彰という形では実施できませんが、素晴ら
しい事例がたくさんございますので、皆様にご紹介
させていただきます。
　今後、社会の仕組み、ビジネスの在り方、働き方が
大きく変わってくると思います。ACEは、今まで通
り、いや今まで以上に多様性を重んじた新しい世界
を作るために少しでもお役に立てるようにがんばっ
ていきたいと思っています。そしてSDGsに掲げら
れているように、誰一人取り残さない社会の実現に
向けて努力していければと考えています。基調講演、
アワード、事例紹介など何か皆様のお役に立てれば
嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。

開会挨拶

一般社団法人 企業アクセシビリティ・コンソーシアム　代表理事
日本アイ・ビー・エム株式会社　代表取締役社長

山口 明夫
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　ACEフォーラム2020の開催にあたり、一言ご挨拶
申し上げます。
　一般社団法人企業アクセシビリティ・コンソーシ
アム（ACE）におかれては、日頃より障害のある学生
を対象としたキャリセミナーやインターンシップを
通じ、学生の主体的な学びや就職支援にご尽力いた
だき、誠にありがとうございます。
　ACEの行動指針として「障害のある社員が制約を
機会に変え、イノベーションを創出する支援」を掲
げられていますが、私も障害のある学生の支援に携
わる中で、「障害の社会モデル」に基づく新たな気づ
きを与えられ、それが授業や学生支援の充実、学生
同士の主体的な学び合いにつながると感じておりま
す。文部科学省としましても、より一層障害のある
学生支援の充実に努めてまいります。
　これまでのACEの活動に深く敬意を表するととも
に、今後も多くの企業がACEの活動にご賛同いただ
くことをご期待申し上げ、私の挨拶とさせていただ
きます。

　本日、多くの方のご参集の下、ACEフォーラムが
盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げま
す。また、日頃から障がい者雇用のみならず、厚生
労働行政の推進にご理解とご協力を賜り、改めて御
礼申し上げますとともに、これまでの障がい者雇用
の着実な進展は、ひとえに障害のある皆様ご自身、
そしてそれに応える企業の皆様の長年にわたる努力
の結果であり、心より敬意を表します。
　新型コロナウイルス感染症の影響も懸念されると
ころですが、2021年３月１日には法定雇用率の0.1％
引き上げを予定しております。こうした中で、ACE
の熱心かつ先進的な取り組みは、障がい者の雇用の
量の拡大だけではなく、障がい者ご本人の強みを引
き出し、戦力化を図るといった雇用の質の追求にお
いても意義深いものであると考えます。
　皆様の取り組みが今後ますます発展していくこと
を期待申し上げて私のご挨拶とさせていただきま
す。

来賓メッセージ

文部科学省　高等教育局　学生・留学生課長

西條 正明 様
厚生労働省　職業安定局　障害者雇用対策課長

小野寺 徳子 様
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基調講演

障害があることを強みに、
プラスの価値に！

　私たちが暮らす日本は、他国に類をみない速度で

高齢化が進んでいる超高齢社会、高齢化先進国で

す。この現実は、決してネガティブなものではありま

せん。この課題と向き合うなかで、新たなサービス

が、イノベーションが生まれています。本日は、これ

から私たち企業が何に取り組み、誰と向き合うべきな

のか、お伝えしてまいります。

　本日の演題は、「バリアバリュー　〜障害を価値に

変える〜」です。バリアバリューとは、聞き慣れない

言葉かもしれません。私の会社ミライロではこの言

葉を企業理念として掲げています。この言葉をひも

ときながら、これから私たちが障害とどう向き合うべ

きか、そして、私自身の今日までのことをお話しし

て、障害に関する理解を少しでも深めていただけたら

と思います。

　バリア、障害を価値へと変えていくことが必要で

あると、私の会社では考えています。バリアフリーと

いう言葉は、皆さん今日まで幾度となくお聞きにな

り、また使ってきた言葉でしょう。バリアフリー、と

ても大切な考え方です。建物のバリアフリー、心の

バリアフリー。しかし、この言葉はよくよく見てみれ

ば、バリア（障害）をフリー、つまり取り除くというも

のです。これはマイナスをゼロにしていこうというア

プローチに他なりません。 「障がい者」という言葉を

見た時、「障がい者」と向き合う時、皆さんはどのよう

な感情を抱くでしょうか。今日まで社会では一辺倒

に受け取ってきました。障害があること、それはハン

デであり、マイナスなことであり、かわいそうな人、

不幸な人たちだと。

　私も車いすに乗っています。障害があります。誰より

も思っていました。自分はなんてかわいそうなんだと。

なんて不幸なんだと思い続けてきた今日まででした。

　私のこれまでのことを少しお話ししましょう。

　骨が弱く折れやすいという魔法にかけられ生まれて

きました。今日まで骨折は20回以上、手術は十数回

と、人生の5分の1は病室で過ごしました。幼少期、

ずっと願っていました。歩きたい、いつかみんなと走

りたい、車いすでなければ、障害がなければと願い続

けていました。そうした思いがつのり続け、岐阜県で

育ちましたが、私は高校を辞めて独り大阪へ出まし

た。歩けるようになろう、障害を克服しようと手術

を受け、リハビリを続けました。

バリアバリュー
～障害を価値に変える～

株式会社ミライロ 代表取締役社長

垣内 俊哉 様
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　しかし、歩くことはかないませんでした。歩けない

と知った時、浅はかなことですが、私は自ら命を絶と

うとしました。17歳の6月、10月、12月と3度にわたっ

て自殺を試みました。でも死ねませんでした。歩くこ

とはおろか、立ち上がることさえままならない、飛び

降りることもできませんでした。仕方なく生きる日々

でした。夢もない目標もない。そうした日々を過ごす

なかで、散々ベッドで泣き続け、泣き明かした後で考

えました。車いすに乗っていてもできることは何か、

歩けなくてもできることは何か、それを探して行こう

と。歩けない現実と向き合い、それとともに歩むため

に、車いすでできることを探し始めました。

　高校は辞めてしまっていたので、当時は大学入学

資格検定（大検）、今は高等学校卒業程度認定試験

（高卒認定試験）と言いますが、それを取得して大学

に入りました。大学に入ってから大きな転機を迎えま

した。家庭は裕福な方ではありませんでした。学費

を稼ぐためにアルバイトをしなければなりませんでし

た。でも、コンビニやファミレスの店員、新聞配達、

なにもできません。履歴書を持っていろんな会社を

回りました。1社だけ拾ってくれる会社がありました。

ウェブ制作をする会社でした。パソコンを使ってデザ

イン・制作をすると思っていたところ、初日、私が命

じられたのは営業でした。この資料を持って、お客

さんのところを回って来いと。他の営業の人は、30

軒、40軒回ってきても、私が回れるのはせいぜい5

軒、10軒でした。でも、数カ月経ったら会社で1番の

営業成績、結果を残していたのは私になっていまし

た。理由はたった1つ。多くの人に覚えてもらえたか

らです。また車いすの営業が来ている、また垣内が来

た、と少しずつ大きな機会・チャンスをいただきまし

た。当時の上司の言葉が今でも私を支えています。「歩

けないことに、胸をはれ」と。車いすに乗っていること

で、お客様に覚えてもらっている、結果に繋がってい

る、これはお前にとって強みだと。障害があること

に、誇りを持てと言われました。この日の夜、涙が止

まらなかったことを今でも強く覚えています。

　振り返れば、ずっと、ずっと願っていました。歩け

るようになりたいと。でもそれはかないませんでし

た。病室を出て探し始めました。歩けなくても車椅

子でもできることを。しかし、ここで新たに気づかせ

てもらったことは、歩けなくてもできることだけでは

ない、歩けないから、障害があるからできることもあ

るんだと、新たな生きる道を与えてもらいました。自

身が気づけたことを、これからは日本中へ、世界中

へ広げて行こうと、そうしたことを志し、二十歳の

時、大学2年生の時に起業して、ちょうど2020年で

10年が経ちます。

　今日までを振り返って、改めて考えます。障害とは

何か。私は確信しています。障害は、無

い方がいいに決まっています。人は足で

歩けた方が、目は見えた方が、耳は聞こ

えた方が、不便も不自由も少ない。で

も不幸ではなかったと、今では思いま

す。時に視点を変えれば、障害があるこ

とが強みに、プラスに、価値に変わる瞬

間もあるんだと。バリアは必ずバリュー

へと変えていける、今は、そう確信して

います。1つだけ個人的に願っているこ

とがあります。私の病気は遺伝性でし

た。父親も同じです。弟も車いすに乗っ

ています。さかのぼれば、明治の先祖か

基調講演
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ら代々脈々と受け継がれてきました。いつしか家庭を

築き、私が子を授かることがあるならば、私の子供も

同じように足が不自由な体で生まれてきます。願うの

は、自分の子供には死にたいとは思ってほしくない。

障害があるから、辛いから死にたいのではなく、歩け

ないから、車いすに乗っていたから、こんなことに気

づけたんだと、こんな挑戦ができたんだと、そう思え

るような未来をいつの日か、父になるその日に向け

て、実現できたらと願っています。

歴史とともに振り返る
バリアフリーへの軌跡

　さて、ここからは、社会的に経済的に私たちが何

に取り組むべきか、お話していきます。その前提とし

て歴史をお話しましょう。私たちが暮らす日本に目

を向けてみましょう。今から400年前の話です。ご存

知でしょうか、江戸幕府将軍9代目の家重と13代目

の家定には、障害がありました。障害がありながら

将軍でいられたのは、世襲制度と強固な官僚制度が

あったからこそですが、当時、多様な方々に配慮し

た、そうした機運・情勢が少しづつなされていました。

　全ての障がい者に対してではありませんが、視覚障

がい者への保護は手厚く徹底的に行われました。当

道座という視覚障がい者の保護政策がありました。

室町時代から行われていたその制度は、視覚障害の

ある方を、検校、別当、勾当、座頭という４段階に

分け、その階級に伴って、一番上の検校ともなれば、

大名ほどの待遇を受けていました。有名な方は2人い

ます。杉山検校と八橋検校。杉山検校は、按摩・鍼・

灸などの医療行為において、視覚障がい者の生きる

道、働く道を作り上げた方です。八橋検校は、琵琶・

琴など楽器の演奏指導で名をはせた方で京都銘菓八

ツ橋の考案者でもあります。全ての障がい者に平等

な機会が与えられていたわけではないものの、少しず

つ彼らのチャレンジする機会ができつつあったのが江

戸時代です。

　しかし、時代は逆行します。明治になり、とかく

国を経済的に豊かにし、強い軍隊を持つことこそが、

先進国に追いつく最短の近道だとする富国強兵の政

策が推し進められました。

　日清・日露から第二次世界大戦終結までの戦時中、

公文書には、障がい者に関する記述はほぼ残されて

おらず、空白の50年が生まれました。

　ようやく戦争が終わって、不遇の時代を乗り越え

て、障がい者の数は急増しました。戦争で負傷した傷

痍軍人を含め2000万人の障がい者が暮らしていまし

た。この方々をしっかりと守っていこうと、GHQの指

示のもと社会福祉に対する施策を打ち出すとともに、

ようやく日本国憲法に福祉が位置づけられました。そ

の礎をもとに少しずつ変わっていったのが1960年代

からです。高度経済成長を背景とし、日本はバリアフ

リーの領域において革命的な発展を遂げました。

　顕著なのは、1970年。大阪万博を迎えたタイミン

グです。点字ブロックが初めて敷設されたのは、旧国

鉄阪和線我孫子町駅です。岡山県で開発された点字

ブロックは、大阪で初めて設置され、そこから関東に

も広がり、今では世界75カ国に広がっています。点字

ブロックだけではありません。1980年代以降、バブ

ル経済の後押しもあり、駅にエレベーターが設置さ

れるのも当たり前のようになってきました。初めて

設置されたのは、地下鉄谷町線の喜連瓜破（きれう

りわり）駅です。この駅を起点として、大阪の地下鉄

は、世界で初めてエレベーターの設置率100 %を達

成しました。バリアフリーが少しずつ、少しずつ進ん

で行った近年です。

国鉄プラットホームに点字ブロック第1号。
阪和線我孫子町駅（大阪）に敷設―昭和45年3月。
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　ここからは現代の歩みです。近年の著しい変化に

ついてお話ししましょう。

　2000年代以降、何が変わったのか。まず、法律や

条例が大きく変わりました。皆さんが日頃利用されて

いる電車、駅、空港、交通機関は今、1日3000人以

上の乗り降りがある駅・空港は、バリアフリーにしな

ければなりません。次の法改正では、2000人の駅・空

港も対象になります。何が起きるか。今まで以上に多

くの障がい者や高齢者が外出できるようになります。

　実際、大阪の高槻市にあるJR高槻駅と阪急京都

線高槻市駅の2駅のうち、エレベーターがあったのは

阪急の方だけでした。法律や条例が変わって、4000

万円をかけてJR側にもエレベーターが設置されまし

た。結果何が起きたか。年間2億円の経済効果でし

た。障がい者はもちろん、高齢者、子育てをされる

お母さん・お父さんの利用も増え、高槻駅中心に半

径1.5キロメートル圏内で年間2億円の経済効果が

あったのです。4000万円投資して年間2億円です。

十分に元が取れています。社会貢献という文脈だけ

ではなく、これからは地域の活性化やビジネスとし

て、バリアフリー、障がい者対応を進めていかなけ

ればいけません。従来は、点でしかなかったバリアフ

リー化であり、交通機関でしか進んでいなかったも

のが、今では近隣の飲食店、美容院、ドラッグスト

ア、ホテル、結婚式場など、点でしかなかったもの

が線となり繋がりつつあります。

　これからますます多くの方が外出できる、消費が

できる、就労もできる、そうした時代に差し掛かっ

ています。だからこそ私たちは、多様な方々と向き合

うための環境の整備と心の準備を進めていかねばな

りません。オリンピック・パラリンピックが決まった

2013年より、日本は加速度的に変化しています。万

博も決まりました、IRも推進されていきます。もっと

もっと変わっていくでしょう。

　1970年以降、大阪を中心とする関西圏のバリア

フリーは、かなり進んでいました。対して東京は、古

い沿線が多いこともあり、例えば地下鉄だけ見ても、

障がい者が利用できる駅は６割しかありませんでし

た。しかし、状況は変わりました。オリンピック・パ

ラリンピックの開催決定により、投資も加速化し、

今では9割近くの駅がバリアフリー化されています。

もっともっと増えるでしょう。これまで外出できな

かった人が学び、働くようになり、お金を持つ消費者

のマーケットとしても、とらえなければいけません。

　日本を見わたせば、多様な方が暮らしています。

昨年の総務省の発表によるとご高齢の方は3589万

人、4人に1人を超えています。障がい者は、戦後の

2000万人と比べれば今は半数ですが、高齢化もあい

まって年間30万人のペースで増え、1000万人の時

代に差しかかっています。日本の人口の30%にあた

る4000万人を超える人が、何らかの不便や不安を抱

えながら生活をしているにもかかわらず、日本は惜

しい現状にあります。惜しいのです。できていない訳

ではないということです。先ほどお伝えしましたよう

に、大阪の地下鉄のバリアフリー化率は100%、東

京も90%を達成しています。仙台も100%、横浜も

100%です。札幌は93%、名古屋は99%、福岡も

100%です。日本のほとんどの都市の駅が90%以上

バリアフリー化されている一方で、海外に目を向けて

みれば、フランスのパリは3%、イギリスのロンドン

は18%、アメリカのニューヨークは25%です。日本

ほどできている国は他にありません。

　日本はバリアフリーが遅れていると言われています

が、偏った報道です。誤った認識です。どこよりもで

きています。先人の方々が少しずつ着実に進めてくれ

ました。世界一外出しやすい国です。でも、外出し

たくなるかは別です。何故かといえば、二極化して

いるからです。障がい者や高齢者への対応は、人も

企業も偏っています。無関心か過剰のどちらかです。

私もそうでした。町中で困っている人を見ては、見て

見ぬ振りをしました。余計なことをしない方がいいだ

ろう。かたや、いやいやそこまではしなくていいです

よといった過剰な対応、おせっかいまでしてしまう人

もいる。人も企業も偏っています。なぜこのように偏

りが生じているのか。その理由はシンプルです。私た

ちがまだ多くを理解していないからです。

基調講演
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　多様性についてお話をしましょう。「日本がもし100

人の村であれば」と、人口統計を簡略化して示しまし

た。100人の村であれば、男性は49人、女性は51人。

女性の方が少しだけ多いのは、平均寿命が少しだけ

長いからです。とはいえ、半分、フィフティ・フィフ

ティですから、私たちはなんとなく理解しています。

男女の違いくらいは。

　一方で、うち9人のLGBTの方々についてはどうで

しょうか。L：レズビアンの方、G：ゲイの方、B：バ

イセクシャルの方、T：トランスジェンダーの方、決

して少なくありません。でも知らないことがあるの

は、接する機会が少ないからかもしれません。障がい

者や高齢者も同じ、決して少なくないです。でも向き

合う機会が、ともに過ごす時間が短いために時に距

離ができる、壁ができる。仕方のないことです。

　ここで1つ、代表的な違い、利き手について話をし

ましょう。右利き、左利きについてです。私は右利

きなので、知りませんでした。左利きの方がどんなこ

とに不便を感じるのか。思い出してみてください。駅

の改札で乗車券のICカードは、右側・左側のどちら

でタッチしていますか。改札の切符の投入口はどち

らにありますか。自販機の硬貨の投入口は、どちら

にありますか。それらが右にあるのは、90%という大

多数の人が右利きだからです。私たちの社会は、大

多数の人に合わせて作られてきました。

　話変わって、私は歩けませんが、歩けないこと、車

いすに乗っていること、これは障害ではありません。

私にとっての不便は、町中に段差や階段があること

です。なぜ、段差・階段があるか。それは右利きの

人が多いように、歩ける人の方が多いからです。それ

だけのことです。

　左利きであることはもちろん、歩けないこともそ

う、目が見えないこともそう、耳が聞こえないことも

そうです。それ自体が障害なのではありません。障

害は、持っているものでもなければ、抱えているもの

でもありません。障害は、人ではなく、環境にあるも

のです。この社会の側を変えていくことが今、私たち

に企業に求められています。

環境、意識、情報の3つのバリア

　それでは、どんなバリアが存在しているか。大きく

分けると3つです。環境、意識、情報。これらのバリ

アを解消していくことが必要です。

　まず、環境のバリア。段差があればスロープを、階

段しかなければエレベーターをといったバリアフリー

化ですが、日本はもはや限界です。やれることはやっ

てきました。アメリカのように広ければ、広い駐車

場、広いトイレ、広いエレベーター、いくらでも設置

できるでしょう。国土は限られています。限界があり

ます。これから私たちが意識すべきことは、バリアを

無くすのではなく、作らないことです。コンセプト、

企画、設計の段階で十分に配慮しておけば、お金を

かけずしてバリアフリーは実現できます。これからは

最初から念頭において、お金をできるだけかけないよ
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うに、時間もかけないように、無駄のないように環

境のバリアを解消していくことが必要です。

　そして、何よりも重要なのは、意識と情報のバリ

アを解消していくことです。新型コロナによって障

がい者の生活は一変しました。障がい者を対象にア

ンケートを取ったところ、さまざまな声が上がって

います。例えば、聴覚障害のある方は、皆さんがマ

スクを付けるようになったことによってコミュニケー

ションが取りにくくなりました。口もとを読みづらく

なったのです。また車いすユーザーは感染リスクが高

く、視覚障害のある方に関してもいろんな場所を触

るということからやはり感染に関して不安があると

いうものでした。そして、ZoomやTeams、Google 

Meet、テレワーク、リモートワークが当たり前のよ

うになってきた一方で、見えない、聞こえないことによ

る情報不足が多く、業務に支障が出ている状況です。

　今後、それぞれの人の立場に立った感染対策や働

く場所の整理が必要となります。意識のバリアと情

報のバリアを解消していかねばなりません。

　意識のバリア、心のバリアを解消すべく、私たちが

提唱しているのは、ユニバーサルマナーです。本日ご

参加いただいている多くの企業にすでに取り組んでい

ただいていますが、障がい者・高齢者に対する向き合

い方、接し方、コミュニケーションの在り方を総称し

てユニバーサルマナーと言います。これからは他人事

ではなく自分事で、特別なことでなく当たり前のこ

とに変えていこう。そうした切り口から、障害のある

当事者の方々に講師となっていただき、実際にどう

いったサポートが必要なのかということをお伝えして

います。   

　現在、多くの企業で障がい者雇用、ダイバーシティ

の推進が行われているなか、こと障がい者雇用にい

たっては、省庁の水増し問題以降、障がい者の人材

の流動性が高まっています。引く手あまたの状況で

す。しかし、1年に7割の障がい者が離職し、転職し

ています。なぜ、彼らに残ってもらえないのでしょう

か。やりがいを感じない、孤独感を感じる、職場で

のコミュニケーションが不十分と感じる、など意識

のバリアは解消されていないからです。

　オフィスのバリアフリーが重要なのかと言ったら、

そうではありません。もちろん、それも必要不可欠

ですが、今後重要なことは、仮にハードを変えられ

なかったとしても、私たちの意識・行動を変えるこ

とは今すぐできます。ハードはもちろん、ハートを変

えていくことが、これから多様な方々と向き合うため

に、企業に求められる姿勢です。

　そして3つ目が情報のバリア。本日も手話通訳の方々

に入っていただいてますが、リモート環境においては、

情報保障が難しいです。これらを解消すべく、ミライ

ロでは、そうした多くの企業の声にお応えするべく、

積極的に手話ができるスタッフを採用し、皆さんの会

議、面接、採用のお手伝いや、遠隔手話、遠隔文字

通訳などで、コロナ禍によって得られる情報が少なく

なってしまった方々の情報の保障を行っています。

皆さんの会社でも例えば、UDトークなど文字を書き

起こすアプリケーションの採用やさまざまなツールを

基調講演
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すでに導入されているかと思います。これから、テレ

ワーク、リモートワークをもっともっと積極的に進め

ていくために、聞こえない方、話せない方、その方々

とともにしっかりとパフォーマンス高く働くために、

こうした情報のバリアを解消していくことも、ぜひ積

極的に進めていただけたらと思います。

　環境、意識、情報、これら3つのバリアを解消する

ことは、大きな社会貢献であると同時に、大きなビ

ジネスチャンスへとつながっていきます。

社会貢献だけではなくビジネスへ

　最後に市場性についてお話しましょう。ここまで

繰り返し、障がい者、障がい者、障がい者とお伝えし

てきましたが、一言で障がい者と言えど、多様な方々

が暮らしています。大きく分けると３分類です。身体

障害、精神障害、知的障害。他に発達障害と難病、

多様な障害がありますが、身体・精神・知的の3分

類に対して、国の方ではさまざまな施策を続けてきま

した。特に大阪では、発達障害の支援により注力し

ていこうという動きがあります。東京では、指定難

病の方々への保障を積極的に進めていこうとされて

います。これからは、この３障害に限ったことではな

く、多様な方々に意識を向けていく必要性が高まっ

ていきます。

　この延長線上にあるのが高齢者です。今日私は見

えています。聞こえています。今の私はせいぜい歩

けないくらいです。一方、ご高齢の方は、加齢にと

もない聞こえづらくも、見えづらくも、歩きづらく

もなってきます。つまりは、これらが同時進行です。

ご高齢の方のニーズというのは、障がい者のニーズ

を統合した状態にあるわけです。シニア市場の取り

込み、高齢者に対するアプローチをもっと積極的に

やっていこう、そうした動きを見せようとしても、障

がい者への理解なくして、高齢者への理解はありえ

ません。つながりません。

　下に紹介しているのは、総務省の家計調査から明

らかになっている年齢階級別の貯蓄高です。当然で

すが高齢者が圧倒的です。30代以下と比べれば約4

倍。40代と比べでも2倍以上です。

　また実際に消費支出全体に占める高齢世代のウエ

イトが高まっています。足元では全体の4割弱です。

この増加トレンドは、高齢化率の上昇を上回ってい

ることから、高齢世代の消費が年々増加しているこ

とを物語っています。より多くの高齢者が安心して

外出できる、消費ができるということは、社会的に

も経済的にも不可欠です。

　加えて世界に目を向けてみれば、世界で暮らす障が

い者の人口は、10億人以上と言われています。さら

にその周囲の方々も含めれば、購買力市場性という

のは、8兆ドルというデータもあります。

　その一方で、障がい者を意識したものづくりやサー

ビス提供を行っている企業は、たったの4％しかあり

ません。96%の企業は、何もやっていないわけです。

だからこそチャンスです。

　次に飲食店について見てみましょう。国内であま
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たある飲食店の中で、調べたところ、車いすで入れる

お店は5%でした。95%の店舗は入れないわけです。

だからこそ5%の企業は、近年売り上げを伸ばしてい

ます。私の会社で調査をしました。ある関西の飲食

チェーンですが、店舗のバリアフリーを一生懸命やっ

てもらいました。従業員、スタッフの方にユニバーサ

ルマナーを徹底してもらいました。どれだけリピー

ターの方が増えたか調べたところ、いわゆる健常者の

リピーターは3割程度であった中、ご高齢の方は4割

を超え、車いすユーザーは6割を超えました。ここか

ら見ても明らかです。まだ他の企業や店舗がやってい

ないからこそ、お客様から選ばれる、喜ばれる、はた

また感動すら与える理由へとつなげているわけです。

　今、誰一人取り残さないSDGsの達成に向けて、

皆様は積極的に取り組まれていると思います。SDGs

の中で障がい者に関連する目標は、6項目あります。

　バリアフリー、ユニバーサルマナーに取り組むこと

は、世界への貢献はもちろんのこと、これから大きな

PR材料として、また競争力の強化にもつながってい

くことでしょう。

　実際にこうした新しいビジネス・チャンスに目を向

けて、取り組みを始めている企業は増えています。ミ

ライロで、初めて大きなプロジェクトとして関わらせ

ていただいたのが大阪のUSJ（ユニバーサル・スタジ

オ・ジャパン）様でした。年間で8万人のゲストが障

がい者でした。この方々をよくよく調べてみれば、ほ

とんどの人が家族、友人、同僚、恋人と来ていました。

当たり前のことです。みんなで楽しい時を過ごしたい

のです。つまり、3人、4人で来ているということは、

8万×3で24万人、8万×4で32万人です。この方々

にもっともっと来ていただくことで売り上げ、利益を

伸ばしていくことができます。アトラクションの改修

から従業員の方々の研修まで積極的に行っていき、8

万人来ていた障がい者は12万人まで増えました。12

万×4でみれば48万人です。投資した元が取れて初

めて継続が実現します。レジャー施設だけではあり

ません。ホテルも旅館も結婚式場もボウリング場、

カラオケといった施設も、また最近であればお墓にい

たるまで、ありとあらゆる業種・業態で多様性をしっ

かり受け入れていこう、向き合っていこう。そしてそ

の先にしっかりとビジネスにつなげていこうという動

きが加速しています。

　ユニバーサルデザインという言葉が最も流行したの

は、2004年でした。あれから16年がたち、今最盛期

を迎えていると言って過言ではないでしょう。従来は

社会貢献止まりでした。だから多くの企業へと広が

りませんでした。続きませんでした。社会性と経済

性の両輪あってこその継続です。

　多くの人が求めていることだからこそ、続けていか

なければいけません。広げていかなければいけませ

ん。400年前から多様な方々と向き合い続けた日本で

す。バリアフリーが世界で最も進んでいる日本です。

これからは、ハードな部分はもちろんのこと、ハート

の部分においても世界をリードできる、世界の手本

となる、世界に誇れる、そんな日本をこれから皆さん

と一緒に作っていけたらと、そう願っております。

ご清聴いただきありがとうございました。

基調講演
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Q　始めからバリアの無い社会環境を作るには、そ
の視点を持った人が社会インフラの作り手側にメン
バーとして入るべきと思われますが、現在そのように
なっていますでしょうか。なっていない場合、どうい
う取り組みが必要ですか。

A　ぜひ、皆様の企業で障がい者雇用を積極的に進め
ていただけたらと思います。例えば、障がい者の法定

雇用率2.2%、2.3%という議論がありますが、そもそ

もこの議論というのはかなり低い議論をしているわけ

です。国内では964万人います。働けるであろうとさ

れる障がい者は、480万人います。にも関わらず働い

ている障がい者は、82万1000人です。あと400万人

近くの障がい者は働けるわけです。そういった方々が

積極的に企業や自治体で働くことで、そして新しいも

のづくりや町づくりを進めていくことで、この社会イ

ンフラはより多様性に配慮したものとなっていくと思

います。ぜひ皆さんで障害のある方の視点、経験、感

性をいかす、そうした雇用を進めていただけたらと願

います。

Q　企業が意識のバリアを取り除くために大切なこ
とはなんでしょうか。

A　まず知ること、理解することだと思いますが、こ
れはだいぶ手軽にできるようになってきました。障害

のある方の情報は、これまでネット上にそれほど多く

はありませんでした。しかし、Google、Yahooなど

のキーワードのボリュームで調べてみると、障がい者

に関連しているウェブページはこの10年でかなり増

えています。それは、企業でもそしてそれぞれの国で

も関心が高まり、情報が増えてきたからです。そう

したネットでの情報はもちろんのこと、いろいろな書

籍や文献もあります。今ではアニメも漫画も映画も

障がい者を題材とするものが増えています。そういっ

たものから理解を深めるというのも取り組みとしては

ハードルが低いものと思います。加えて、少し手前味

噌になりますが、当社のユニバーサルマナーは、国内

でのべ10万人の方に受講いただいています。特に鉄

道事業者、航空会社、またバス会社などの交通事業

者で積極的に取り入れられています。他の業界では

そこまで多く進んでいないかもしれません。お客様と

接するだけでなく、多様な方々を雇用していく、採

用していくという上では、障害のある方の円滑な戦

力化には寄与できるものと思いますので、ぜひご関

心があればユニバーサルマナーについて調べていただ

けたらと思います。

Q　ビジネスとしてのバリアバリューの必要性につ
いて企業内に広げていく上で、今回視聴している企
業のトップや障がい者雇用の推進者に対して、垣内
様よりメッセージまたはアドバイスをお願いします。

A　障がい者雇用は、難しいことだと思います。簡
単ではありません。私が起業したのは2010年、ある

程度形ができた2011年から障がい者雇用を始めまし

たが、いろいろと大変でした。私が尊敬している企

業にスペインのユニオンという会社があります。今か

ら4年前、私が国連でスピーチをした際に同じステー

ジに登壇されました。私は失礼ながらその時ユニオン

を存じ上げてなく、代表の方とお話ししたところ、従

業員が3万5000人でうち障がい者が1万5000人との

ことでした。もともと清掃業からスタートしている会

社ですが、今はホテルの経営や、さまざまなコンサル

ティング事業を行い、業種はかなり広がっています。

最初は、障害のある方を100人採用したそうです。

国の方で言われたからと。日本と同じですね。法律が

あるからやらなきゃと、そういうところからのスター

トでした。100人雇った結果、何が起きたか。ほとん

ど辞めてしまいました。でもそれが良かったと言うの

です。どういうことかと詳しく聞けば、100人いると

ちゃんと競争が生じて、上るやつは上っていき、ダメ

なやつはダメだったんだと辞めていく。障がい者がそ

の会社の中で特別な人となっている以上は、彼らの

成長も期待できません。100人いるうちの2人、50人

Q＆A
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基調講演

いるうちの1人が法定雇用の枠組みで十分と考えてい

るうちは、障がい者は特別な枠組みの域を超えないで

しょう。障害のある方々も当たり前のように周囲の人

とライバル意識を持ち、高め合えるような環境を作っ

ていくことが必要だとおっしゃっていました。現在、

ユニオン社では、3万5000人の従業員のうちボード

メンバーに数名の障がい者も入っています。障害の

ある方々に対して、門戸を広げることはもちろんです

が、優しく守ってあげるだけでなく、時に厳しく彼ら

を伸ばしていこう、戦力としていこうと正しく向き合

うことが大切だと思います。ぜひ皆さんには、そうし

た「時に厳しく真っ直ぐに向き合う姿勢」も必要なんだ

という意識のもとでこれから多様な方々を積極的に

雇用いただけたらと思います。

Q　障害を考える際の1つの課題となっている意識
についての変革が最も難しいと思っています。ご講
演の中にあったユニバーサルマナーも含めて、意識
変革に向けてどういった取り組みをしたらいいかお
考えを教えてください。

A　特定の人が学んでいるだけでは、きっと何も変わ
らないと思います。例えば、私の会社でもそうです

が、障害のある方のことを学ぼう、考えようという時

に担当者をつけて、その担当者が動いて、障害のあ

る社員をフォローして、というのではやっぱりうまく

いかない。特定の技術として、特別なことをやるの

ではなく、薄くても浅くてもいいのできちんと会社全

体でそれらを考える機会を持つ、といった機運を醸

成することが必要だと思います。

　例えば、町中で困っている障がい者がいたとしま

しょう。私たち大人が手を差し伸べること、声をかけ

ることをしなければ、隣にいる子供はいつまでたって

も声をかけることはないでしょう。また、職場の上司

が多様性への理解を持っていなければ、その上司の

背中を見て育つ部下は、いつまでたっても行動が変

わることはないでしょう。組織のトップがそうした思

想や理想を持っていなければ、組織文化・企業文化

が変わることはないでしょう。まずは全体でそうした

ムーブメントを作っていくんだというポリシーを持っ

ていただき、アクションを1つずつ、劇的に進める必

要はなくとも、着実に1歩ずつ、進めていただくのが

いいと感じています。

Q　障がい者自身の意識改革も重要だと思いますが、
どうしたら自ら動く意識が持てますか。

A　これは挑戦する機会を作るしかないと思います。
障がい者でもできる仕事をさせている以上、成長は

見込めません。障がい者だからできる、あなただからで

きるんだよという機会が1つでも2つでももし作るこ

とがでできるのであれば、彼らのやりがいや存在意義

は急激に高まるでしょう。ぜひその方だからこそでき

ることは何なのかを考えていただきたいと思います。

　彼らがしっかりと輝く成功事例や働き方を作ってい

ただき、積極的にPRしていただいて、多くの障がい者

をファンにする、そうした取り組みを進めてください。

Q　発達障害のある方、精神障害のある方のバ
リューはなんですか？

A　これは個人によって違いますので、一概には言
えないものかと思います。よく言われるところで言う

と、プログラミング、コンピューター、サイエンス、

アートなどに関しては強い方が非常に多いというのは

知られていると思います。圧倒的に集中できるから

です。ただし、集中できる環境を作ってあげなければ

いけません。その上で今回のコロナによって、リモー

トワークが推奨されたことには、精神・知的の障害

のある方にとっては非常にいい状況になったと思いま

す。やはり職場になじめずコミュニケーションが大変

で、仕事がしづらかった、集中しづらかった、居づら

かったという方が多かったので、彼らにとって働きや

すい環境は作れているんじゃないかなと思います。

やはり本人の特性に応じて、精神・発達・知的に限

らず、障害のある方々が何をいかせそうなのか、きち

んとコミュニケーションをとって、しっかりと導き出

していただけるとよいと思います。
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　リモートワークの推進により、障がい者の働く環境

づくりは簡単になったと思います。通勤が彼らにとっ

て1番のハードルでした。満員電車に乗って移動する

のが難しい。しかし、これからはそれを伴わなくても

いいということになったので、これにおいては、障害

のある方が働く機会・チャンスは、門戸がぐんと広

がったように思えます。リモートワークを推奨されて

いる企業であれば、障害のある方々に対して、こう

いった働き方が実現できていますよと伝えていただけ

れば、皆さんの方に一歩踏み出そうとする障害のあ

る方も多くなると思います。まだ82万1000人しか働

いていない障がい者が90万、100万と増えてくること

を期待しています。

Q　職場内で経験した一番の苦労はなんでしたか。

A　私自身の苦労というのは、私に気を使う社員の
存在です。これは、前職でもそうでした。たいがいの

人が障害のある人に対して気を使います。仕方がない

です。例えば、飲み会に行こうとする場合、いや待て

よ、あの店入れないかもな、あの店のトイレどうだっ

たかな。もしなにかあったら申し訳ないことになるか

ら誘うのやめておくか。こういうことが多くあり、そ

のことによって日頃のコミュニケーションでもだんだ

んと見えない壁が増えてきます。そうしたことを障害

のある方は日々実感しています。この見えないバリア

を解消していくためにも、断られてもいいやと、割り

切って誘ってみたり、ちょっとこれ失礼になるのかな

ということも聞いてみたり、もちろん本人のパーソナ

ルな部分に関しては守った上でですが、積極的に一

歩踏み出して触れ合っていかなければ、相互理解は

広がらず、ダイバーシティもインクルージョンも実現

することはないでしょう。私自身は、積極的に自己

開示してきました。こんなことは困る、こんなことを

手伝ってほしい、これくらいはできるから放っておい

てくれ、と。そうしたことを互いに言いやすくするた

めにも互いに自己開示をしていくことが、障がい者

雇用を積極的に進めていく上で必要なのではないか

と思います。

Q　オリパラの成功の秘訣について、ご意見をお聞
かせください。

A　これは万博にもからんできますし、IRにもからん
できますので、今後の大きなイベントについての成功

の秘訣ということでお話ししたいと思います。

　オリンピック・パラリンピックはそんなに難しくあ

りません。何故かというと2、3週間のイベントが2回

あるだけだからです。

　難しいのは、万博とIRです。万博の会期は185日。

IRは法律がひっくり返らない以上は、造ったらこれ

からずっとです。後から変えることは難しいので、バ

リアフリーができていないなどとなってしまえば、大

変なことです。先にお話したように、コンセプトの段

階からしっかりと、考えていく必要があります。

　オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、首

都圏のバリアフリー化は急速に進みました。ホテルの

バリアフリー化も数は充足していないですが、一定レ

ベルまでは達しました。これから大阪ももっと積極

的に考えていくと思います。

　またこれはイベントに限らず、日本の問題として

無人駅があります。5割の駅が無人駅と先日テレビの

ニュース番組で報道がありました。過疎化はどんど

ん進んでいます。そうなった時に、障がい者雇用と同

じで、特定の人が特定の技術を身につければいいと

いうことではなく、みんなで考えて行かねばいかねば

なりません。皆でパーフェクト、100点満点でなくて

も、50 〜 60点の技術を身につけておくことは必要

だと思います。駅員の方がいなくても、地域みんな

で支えたら大丈夫だ。それくらいのことを言える社

会環境になれば、決してこれからの高齢化も怖いこ

とでなくなっていくことでしょう。少しずつ、そう

した意識のバリアを解消すること、ユニバーサルマ

ナーが日本全国にもっともっと広がっていくことを

願っています。
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ACEアワード2020 ／事例紹介

　ACEアワードは、ACEの目指す「企業の成長に資する新たな障がい者雇用モデルの確立」の観点から、そのモデ
ルとなる事例の募集、発掘を行い表彰するものです。グランプリ等の受賞者の選定に加え、さまざまな形で活躍
する障がい者や会員企業の取り組みにも着目し、社会に広く発信したい活躍に対して特徴に即した賞を授与します。
本年度は、個人部門および環境づくり部門の募集を行いました。

　個人部門の応募要件は下記の4つです。1つでも満たされていれば応募可能で、すべての要件を兼ね備え、
著しい成果を獲得している方をグランプリとして表彰します。

① 業務遂行における高い能力を持ち、種々の支援を得ながらも社の期待またはそれ以上の成果獲得や会社
業績への貢献をしている社員

② キャリアを重ねた結果、リーダー（管理職）として、あるいはスペシャリスト（専門職）として活躍して
いる、または活躍が期待される社員

③ 自らを成長させていく強い意欲と意思を持つ社員

④ 自分の障害をよく理解し向き合っている社員

　個人部門は、さまざまな形で活躍する障がい者にも着目し、評価に値する活躍に対して特徴に即した
特別賞およびグランプリ候補を審査しました。

　環境づくり部門の応募要件は、アワードの目的でもある各企業で活躍されている障害のある社員の発掘
に寄与する、障害のある社員が働く組織や仕組み・その支援メンバーが応募対象です。応募された方々、
企業の審査は、まず、第三者によるヒアリングを依頼し、ヒアリング結果報告会後に応募企業を除くACE
会員企業で構成された審査メンバーで1次審査を実施しました。
　環境づくり部門は、先進性・汎用性・持続性を基準に特別賞およびグランプリ候補を審査しました。

個人部門

環境づくり部門
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ACEアワード
2020

個人部門特別賞　ベストメンター賞
ANA関西空港株式会社

上
うえすぎ

杉 奈
な み

美さん

　知的障害のある上杉さんは、関西国際空港にて
ANAや外国の航空会社が受託した貨物や郵便を取り
扱う部署に所属しています。2014年の入社後、お客
様からお預かりした貨物を航空機に搭載するために、
貨物・郵便を梱包する作業や専用の機材に指定の貨物・
郵便を載せる作業、国内貨物担当として貨物データ入
力の業務をメインに担当していました。
　4年目からは現在の国際貨物部門にて、複数のチー
ムメンバーと専用の機材に貨物・郵便を梱包し積み付
ける作業を行っており、上杉さんの強みであるコミュ
ニケーション力も活かして取り組んでいます。
　積み付け作業の前に貨物の荷崩れを防ぐためのひも

を解く作業があります。
地道な作業ですが大
切 な 作 業 の1つ で、
こうした時間も利用
しながら後輩たちの
相談に乗ったり、新

入社員が職場環境に慣れるためのアドバイスをしたり
しています。
　特に後輩や新入社員に対し親身になって良好な人
間関係を築こうとする姿勢から、後輩はもちろん先
輩・上司からの信頼も厚く、サービス課において上杉
さんはなくてはならない存在であることが評価されま
した。
　関西国際空港の貨物部門にて実施される『掃除しマ
ンデー』では、複数の会社で1つのTEAMを構成する

“TEAM KIX CARGO”（通称：TKC）として、毎週月曜
日に作業場所を一斉清掃する活動に率先して参加を
しています。清掃を通じANAグループ他社とのコミ
ニュニケーションも密に取り、会社・世代を超えた幅
広い交流を続けることで、活気ある職場環境作りに大
きく貢献しています。

　このような賞をいただき大変嬉しいです。
　実績入力であれば、必要な内容を速やかに対応でき
た時、積み付け作業であれば、物量が多く忙しい時間
帯での作業を終えた時に“やりきった”という満足感を
得られ、やりがいを感じています。
　現在は、実績の入力・積み付け作業を行っています
が、今後の目標としては、職域を広げていき、いろい
ろな作業を行っていきたいです。

上杉さん受賞コメント
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ACEアワード
2020

個人部門特別賞　ベストチャレンジ賞
ANA福岡空港株式会社　

熊
くまがわ

川 吉
よしたか

隆さん

　聴覚に障害のある熊川さんは貨物・グランドサービ
ス部業務課で、航空機の地上作業をサポートする車両

（GSE）の管理や業務の生産管理を担当しています。
　担っている全ての業務がお客様と働く仲間の「安全」
に直結しているため、コミュニケーションを取り合い
ながら日々の業務に取り組んでいます。
　パソコンを使った業務を得意としている熊川さん
は、これまで紙で管理をしていた煩雑なデータの電子
化に取り組み、業務の効率化・可視化に大きく貢献し
ました。現場から上がってくる課題を分析し、解決に
向けて真摯に取り組む姿勢、毎日の元気な挨拶や持ち
前の明るさと相まって、信頼も厚く、職場でも一目置
かれる存在であることが評価されました。
　元々、飛行機が大好きで「休日はカメラを片手に空

港へ出掛けることが気分転換になります」と語る熊川
さん。飛行機への情熱が業務でも存分に発揮されてい
ます。下の写真は熊川さんの渾身の1枚です。
　現場で働く社員のニーズに応えるべく、柔軟な発
想力と常に前向きな姿勢を持ち業務を遂行される熊
川さんは、これから
も安全運航を支える
一員として「あんしん、
あったか、あかるく元
気！」をモットーに業
務に取り組みます。

　コロナの影響で大変厳しい状況の下で数多くの企業
の中からベストチャレンジ賞という名誉ある賞を頂戴
し光栄に思います。今回表彰いただきましたことに大
変驚き感動しています。私がこのような喜びを得るこ
とが出来たのは良き先輩のご指導と良き同僚に恵まれ
たおかげです。本当に心から感謝を申し上げます。
　私は生まれた時から聴覚に障害があり、電話や音
楽、アナウンスなどが聞こえません。例えば、大きな
災害が起きた時、何が起きているのか情報がすぐに伝
わらないリスクがあり、私1人では気づかないことも
あります。そんな時は家族や友人、近所、職場の方々
の協力が必要になってきます。
　コロナの影響で、職場でも街の中でもほとんどの方
がマスクを着用しているため、口唇の動きが見えず、
コミュニケーションがますます不便になってきまし
た。そんな中、職場の皆さんは私の障害のことを理解
してくださり、マスクを外しアクリルパーティション

ACEアワード2020 ／事例紹介

熊川さん受賞コメント

を挟んで会話をしたり、少し距離を取って会話をする
など、工夫してコミュニケーションをとってくださる
ので、業務に集中することができ、いろいろなことに
チャレンジできます。これからも周りの方々への感謝
の気持ちを忘れずに「あんしん、あったか、あかるく
元気！」をモットーに業務に取り組んでいきます。
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受賞コメント

ACEアワード
2020

環境づくり部門特別賞

株式会社大和証券グループ本社
包括的サポート「Daiwa LEAP Plan」

　大和証券グループでは、現在約200名の障害のある
社員が全国各地で活躍しています。すべての社員がそ
れぞれの能力を発揮し、活き活きと活躍できる環境の
整備を進めています。
　障害のある社員のさらなる活躍をサポートするた
め、2018年に「Daiwa LEAP Plan」を導入しました。

「Daiwa LEAP Plan」では、相談体制の強化やコミュ
ニティの構築、職場環境の改善、経済的な支援、通院
休暇の導入、風土の醸成など、包括的に支援をしてい
ます。
　研修センターにおいてもバリアフリー化をすすめ、
車いすで研修に参加できるよう、スロープを設置した
り、専用のシャワールームやトイレを設置するなど、
大規模に改装しました。
　また「定期的な通院が必要なので休暇がすぐになく

なってしまう」という社員の声を受け、新たに「通院の
ための休暇」を導入しました。そのほか、障害のある
社員が気軽に相談できる窓口の設置や、社員同士が交
流できるコミュニティも作りました。
　「就業サポート制度」として、仕事をする上で必要な
補装具等の費用を補助してます。これまでに、車いす
や補聴器、音声の出る時計や拡大鏡、杖などの費用を
補助しています。また、仕事をするうえで必要なツー
ルもそれぞれに配布しています。働きやすい環境の整
備という観点からは、障がい者に対する適切で必要な
配慮と支援について、正しい知識を得られるよう、管
理職向けにeラーニング研修も実施しています。

　このたびは、ACEアワード2020において環境づく
り部門特別賞をいただき大変光栄に思っています。
　当社では障害のある社員のさらなる活躍をサポート
するため、2018年に「Daiwa LEAP Plan」を導入し、
以来包括的な支援を行っています。また社員への取り
組みに加え、内定者のご家族に入社前に手紙をお送り
したり、毎年実施している家族の職場訪問のイベント
に内定者とそのご家族を招待しています。こうした取
り組みが内定者とご家族にとっても安心につながって
いるかと思います。
　社員からはサポートツールを導入したことによっ
て、任される仕事が増えて、やりがいが増したという

声が寄せられており、今後も一人ひとりの社員がその
能力を発揮して、活き活きと活躍できる環境の整備を
進めていきたいと思います。
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受賞コメント

ACEアワード
2020

環境づくり部門特別賞

日本電信電話株式会社
分身ロボット

「OriHime-D」を活用した、
新たな働き方の提案

　2019年に東京大手町で開催された期間限定の分身
ロボットカフェ「DAWN」でOriHimeを通じて、大阪の
病院から働いていた坂本さんと出会い、私たちのオ
フィスでも働いてもらえないかと考えたのが分身ロ
ボットによる受付でした。
　2020年2月から、遠隔操作型分身ロボットを活用
した障がい者による受付業務トライアルを開始。新た
に障害のある2名を雇用し、現在障がい者4名体制で
受付業務を実施しています。実際には1度も会ったこ
とがないメンバーですが、情報交換やスキルの向上、
そして改善すべき点の議論などを目的に、分身ロボッ
トのパイロット、その上司、そしてダイバーシティ推
進室のメンバーが毎週オンラインミーティングを実施
して、チームとして分身ロボットによる受付業務に取
り組んでいます。
　初めて見るお客様からは、「AIロボットかと思った」
と最初は驚かれることが多くありますが、外出困難で
ある実在する人の分身であることが分かると、「素晴ら
しい取り組みだ、頑張ってください」と温かいお言葉

を多く頂戴しています。社内からも「お客様と分身ロ
ボットによる受付の話題が、打ち合わせのアイスブレ
イクになっている」と、感謝の言葉が聞かれます。
　NTTグループとしては、　同年11月下旬からドコモ
ショップ（d garden　五反田店）のスマホ教室において
も、分身ロボットの活用トライアルを実施しました。
　フィジカルディスタンスを図りながら、障がい者の
新しい働き方を推進していくことで、活躍の場は更に
広がっていきます。その世界は、障がい者だけではな
く、あらゆる人々の可能性を拡大するとNTTグルー
プは考え、今後も障がい者を含む多様な人材の多様な
働き方を実現していきたいと考えています。

　このたびは、ありがとうございます。現在、私たち
は東京大手町の本社オフィスにいますが、そうではな
い遠隔地にいる方や、家から出られないなど外出が難
しい方もこのロボットを介して一緒に働いていただけ
るようになりました。
　今私の隣では、愛知県から「いっちゃん」が一緒に
参加してくれています。体を動かすことができない

「いっちゃん」が働いてお給料をもらえる環境を作る
ことができ、チャレンジして良かったと実感してい
ます。
　障害のある方の活躍の場の一例となりましたが、今
回導入したこの取り組みは、フィジカルディスタンス
の確保の手段としても有効と感じています。感染予
防に心がけながら、さまざまな理由で外出ができない

ACEアワード2020 ／事例紹介

方々の多様なご要望にお応えして、いろいろな人が社
会に参加できる、働ける、そうした環境づくりを推進
していけたらと思っています。
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受賞コメント

ACEアワード
2020

環境づくり部門特別賞

ヤマトシステム開発株式会社
在宅勤務チーム活動事例

　ITオペレーティングカンパニーの在宅勤務チームは、
2019年に発足した完全在宅で業務を行うチームで、
精神／発達障がい者8名、肢体不自由者2名、視覚障
がい者1名の計11名が在籍しています。 ITオペレー
ティングカンパニーでは、過去に採用した障害のある
社員が定着に至らなかった経験から、在宅勤務向けに
業務を切り出し、整理をすれば、通勤が困難な障がい
者の方でも、高い能力を発揮してもらえるのではない
かと考えました。そこで、お客様の業務プロセスを分
析するというITオペレーティングカンパニーの強みを
活かし、複数の定量的に判断できる業務からスタート
し、定性的な業務へと業務の幅を広げていきました。
　独自の体調管理システムは、人によって管理する項
目が異なり、個人の体調の変化が表れやすい項目を事
前に設定し、本人と管理者で日々その動きをチェック
します。WEB画面越しではありますが、ヤマトシス

　このたびは、大変名誉ある賞をいただき、ありがと
うございます。また、チームの活動を評価していただ
き改めて感謝申し上げます。
　この取り組みを行うまで、ITオペレーティングカン
パニーでは障がい者の雇用に関してあまり具体的な活
動はありませんでした。一人の障害のある社員の受け
入れをきっかけに、定着してもらうための課題に向き
合い、障がい者の方を雇用することについて関心を持
ち始めました。そして、日本の障がい者雇用の現状を
調べていき、障がい者人口の数字を目の当たりにした
時に衝撃を受けたことから、在宅勤務に特化した働き
方によって、働きたいけれど通勤ができない方を雇用
できるのではないかと考えました。
　実際に働いている方からは、「通勤の負担がなく非常
に働きやすい」、「体力と時間が節約できるので働きや
すい」との声をいただいています。「初めは在宅での勤
務は怠けてしまわないか不安だったが、実際に仕事を

し、実績が認められるととても気分が良くなる」との意
見もあり、この取り組みを始めたことは間違っていな
かったと実感しています。
　今後は、障害のある社員の方々が、もっと成長がで
きるような制度づくりやキャリアプランを考えて、こ
の取り組みを推進していければと考えています。

テム開発で勤務している、という自覚をもってもらう
ようコミュニケーションをとっています。
　チームメンバーは適性、希望、能力などに応じて、
リーダーや班長へとステップアップするモデルとなっ
ています。現在、障がい者であり班長を務める杉山さ
んが、適切に業務の振り分けを行い、メンバーの新た
な得意分野を発見しています。
　そして、2020年には在宅勤務チームの立ち上げ、
構築、運用の経験を踏まえ、一連のプロセスを支援す
るサービスを他社向けに展開しました。1部署の気づ
きから生まれたこの取り組みが、自社のみならず他社
にも広がっていくことが大きな喜びになっています。
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株式会社ＩＨＩ
成長と活躍を促進する組織

株式会社ＪＴＢ
「チャレンジドサミット」実施

　1991年から人事部門に身体に障害のある社員で構成
する「業務支援チーム」を設置していましたが、2018
年4月、精神・発達障害のある社員を受け入れるため
の体制を整えました。
　看護師、作業療法士の資格を有するサポートスタッ
フを配置し、体調管理はもとより、会社生活を送る
うえで必要なビジネスマナーの習得、業務に必要なス
キルの習得を支援しています。精神・発達障害のある
社員は、入社時はほとんどがパートタイム勤務からス
タートし、徐々に勤務時間を延ばしていき、フルタイ
ム勤務に移行します。フルタイム勤務になれば、正社
員として登用します。
　業務は、各部門の要請と個々人のキャリア志向、得
意分野をマッチングさせています。就業時間の延長
と並行して、徐々に業務を増やしていき、やがて各部
門へ転出していくという、障害のある社員の成長を促

し、将来は各部門で活躍できる仕組みとしています。
障害のある社員は、障害特性に応じた「自らの努力」と
上司、同僚、サポートスタッフの「適切な援助」により、
持てる力を十分に発揮します。

　JTBグループでは、障がい者活躍支援の取り組み
の1つとして、「チャレンジドサミット」を開催していま
す。全国にいるチャレンジド社員とそのサポーター社
員との交流の場です。キャリアに対する課題をサポー
ター社員と共有し合うことで、チャレンジド社員の
キャリア形成支援やモチベーションアップにつなげる
と同時に、サポーター社員も、日常の支援の在り方を
改めて見つめ直す機会となっています。
　2007年の初開催以来、毎年欠かすことなく実施し
てきた「チャレンジドサミット」は、チャレンジド社員
のキャリア形成と環境づくりの重要な要素である周り
のサポーター社員の育成を目的に、試行錯誤を繰り返
しながら、その時々に提供すべき内容や形式、そして
参加方法を吟味しながら実施し続けてきました。
　現在では、4年に1度は全国のチャレンジド社員が
一堂に集まり、どうしても職場に1人だけとなりがち
なチャレンジド社員同士が交流を通し気付きを得ても
らう機会としています。それ以外の年は地域ごとに開

催し、比較的身近に助け合える関係性の構築に努めて
います。
　サミットを通し、両者の違いや考え、価値観を認識
しあう場となり、部署内でのチャレンジド社員への理
解も少しずつ深まっています。そして2020年で14回
目を迎えるサミットでは、代表取締役社長も参加し、
全社員の取り組みとして、障がい者の更なる活躍を見
出していきます。

ACEアワード2020 ／事例紹介

ACEアワード2020 環境づくり部門　事例紹介



Accessibility Consortium of Enterprises 21

　土木総本部土木企画室工事監理部では、15名の所
属員の20％にあたる3名が障害のある社員という構成
になっています。上長の原主査は、ある時、部員の1
人がパソコンを使っているときに、マウスの動きが通
常と違う事に気づき、彼の視覚に不自由が生じている
ことを知りました。そこで、手帳の取得も含めた障害
の受容をすすめ、視覚障害訓練センターでの視覚障が
い者向けビジネスパソコンスキルの習得や白杖の使用
練習などをしてもらい、受傷前と同じように土木の専
門職として、働き続けられるよう支援しました。
　その他の視覚障害、聴覚障害のメンバーに対しても
読み上げソフトの導入やUDトークの使用などを積極
的にすすめています。
　このようなITツールや補助器具に関する情報を部署
全体へ共有することなどを通じて、障害のあるメン
バーに対する改善案が自発的に出てくる風土となり、

障害の有無に関係なく働きやすい環境づくりの創出が
評価され、2020年、清水建設イクボス（インクルーシ
ブリーダー）賞を受賞しました。
　この受賞が全社に展開されることにより、誰もが家
庭や障害など個々の事由がありながらも、少しの支援
により自分らしくそれぞれの強みを活かして働き続け
られることを示していきます。

清水建設株式会社
個に寄り添った働きやすい環境の創出

積水ハウス株式会社
ダイバーシティ交流会導入

　積水ハウスグループでは、障害のある従業員のネッ
トワーク構築、職場環境改善を目的に全国各エリア毎
に年1回「ダイバーシティ交流会」を実施しています。
　各拠点で勤務する障害のある従業員は互いに知り
合う機会は限られていることから、2015年ヒアリン
グを経て相互交流とネットワーク構築を主旨として開
始。当事者も含む事務局が、各エリアで創意工夫し運
営しています。昨年からは上司・メンターを原則参加
とし「職場環境改善」も図っています。2019年は13拠
点計241名が参加しました。
　開催を通じ、当事者上司間の「伝えにくい・立ち入っ
た事を聞きにくい」を解消する「配慮事項共有シート」
やUDトークの活用、「事務所バリアフリー基準」制定な
ど様々な展開がなされています。事務局メンバーは全

社で30名を超え、ACEイベントにも積極的に参加し
ています。
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日本アイ・ビー・エム株式会社
AI技術を活用し、
リモートワークで精神障がい者が聴覚障がい者を支援する仕組み

　コロナ禍において会議が全てオンライン化される中
で、精神障害のある社員が聴覚障害のある社員を支援
するエコシステムを構築・活用しています。
　IBM AI Minutesでの会議文字起こし結果を、精神
障害のあるメンバーが修正し、タイムリーで正確な情
報提供を可能としました。音声認識に困難を抱える社
員のリモートワークでの業務遂行を支援しています。
　元はといえば、障がい者向けインターンシップ Access 
Blue Programで活用していたシステムですが、障害
のある社員の声を受け、全社規模へ展開。コロナ禍で
のチャレンジを新たなエコシステム構築につなげ、オ
ンラインでの全社会議や初のフルオンラインAccess 
Blue Programを実現し、文字起こしをしている精神

障がい者チームの仕事に対するモチベーション向上に
もつながっています。

ACEアワード2020 ／事例紹介

Bloomberg L.P.
障がい者コミュニティ活動

　ブルームバーグTokyo Abilities Communityは2015
年9月に発足し、障害のある社員と彼らのチャレンジ
を自発的に支援したいとする有志の社員によって構成
されています。
　2019年国際障害者デーには、パラアスリートをお
招きしたトークイベントとパラスポーツ体験を企画し
ました。「パラリンピックが開催されたら、難しいこと
に果敢にチャレンジするアスリートの凄さを家族にも
話したい」という嬉しい社員の声もありました。
　障害の有無、年齢、性別や体格に関係なく、誰もが
自由に楽しめるようデザインされたヨットの体験イベ
ントも開催しました。
　また、社内ではコミュニティに参加する当事者社員
の声をヒアリングし、オフィスのバリアフリー化にも
繋げています。
　慶應義塾大学の皆さんと障がい者採用に関わる日本

の課題を研究、社員・学生ともに多くの学びがありま
した。
　これらの活動を通して、コミュニティに参加する社
員だけでなく、会社全体としてこの課題に対する意識
を高め、共に支え合い、障害の有無にかかわらず皆が
最大限に能力を発揮できる環境の創出を目指していき
ます。

ACEアワード2020 環境づくり部門　事例紹介
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　今回のACEフォーラムは、オンライン配信で実施しました。配信
は、このような環境で行ないました。配信の裏側をちょっとご紹介
します。

ACEフォーラム 写真ギャラリー
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　本日は、ACEフォーラムにご参加いただき、誠に
ありがとうございます。
　基調講演では、株式会社ミライロの垣内社長より
大変貴重なお話をいただき、ありがとうございま
した。私ども経営者に対し、「バリアをバリューへ」
というご提案をいただき、環境、意識、感情の3つ
のバリアをどう解消していくかが大きな課題である
と、再認識しました。今後、このバリア解消に向け
て、さらに努力を続けてまいります。
　そして、ACEアワードを受賞された皆様、誠に
おめでとうございます。ご苦労が多い中にあって
も、明るく活動されている姿を拝見し、大変喜ばし
い限りです。今回は、リモート形式での表彰式とな
り、直接表彰状を差し上げられないのは大変残念で
す。しかしながら、周りの同僚の方々と喜びを分か
ち合っておられる様子を拝見すると、先ほど垣内社
長がおっしゃっていた「当たり前の仲間」が、もうで
きているんだなと大変嬉しく感じました。
　さて、今年は、年初から新型コロナウイルスの感
染が広がり、その終息が見えないまま、年末を迎え
ようとしています。この厄介なウイルスの感染防止
策の1つとして、私たちは３密の回避など、新しい
生活様式を受け入れるとともに、在宅勤務やオンラ
イン会議など、新たな働き方を導入することになり
ました。
　私自身も在宅勤務を経験しました。そこで気づい
たことは、在宅勤務時のタイムマネジメントの難し
さや、業務の課題・進捗状況・成果をリモートワー
クで共有することの難しさでした。対面式の会議で
あれば、しぐさや表情から読み取れていた微妙な
ニュアンスも、オンラインではなかなか汲み取るこ
とができません。また、会社に行けば、同僚との会
話や仕事ぶりから自然に分かっていたことが、簡
単には把握できないことや、日常的なコミュニケー
ションによってもたらされる職場内の一体感や安心

感の醸成が難しくなっていることも課題だと感じま
した。
　「自分はもっと仕事をしたい」「もっとできる」「会
社に行って働きたい」という思いがあっても、安全
配慮義務の観点から「出社しないでください」、場合
によっては「休んでください」と言われて、仕事への
モチベーションが下がった方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。そして、オンライン会議で通信状
況が悪くなり、自分だけ参加できずに、孤独や不安
で苛立ちを感じた方も1人や2人ではないでしょう。
　しかし、考えてみますと、障害のある方々は、こ
れまでも、ずっとそうした不自由さや寂しさの中で
過ごしてこられたのではないでしょうか。そうした
意味では、今回のコロナ禍は、障害のある方がこれ
まで経験してきたことを、全ての人が自分のことと
して経験する貴重な機会になったのではないかと思
います。
　それでは、私たちは何をするべきでしょうか。そ
れは、障害のあるなしに関わらず、みんなが一緒に
なって、これまで当たり前だと考えてきた生活や働
き方を見直し、ウィズコロナ、アフターコロナの時
代に則した技術開発や社会変革につなげていくこと
です。例えば、非接触ということについて言えば、
手で触らなくても、形や重さ、手触りなどを確認で
きる方法や技術はないでしょうか。オンライン会議
で音声が聞きづらい時は、字幕が表示され、画面が

一般社団法人 企業アクセシビリティ・コンソーシアム　理事
清水建設株式会社　代表取締役会長　

宮本 洋一

閉会挨拶
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見づらい時は、表示されている文字を読み上げてく
れるといった機能があれば、より多くの人にとって
便利になります。
　こうしたウィズコロナ、アフターコロナの時代の

「ニューノーマル」を検討する際に、障害のある方た
ちの経験や知見がとても参考になるはずです。なぜ
なら、障害のある方たちの不便を解消するための
発想や工夫が、これまでの技術の進歩に大いに貢
献してきた、ということを歴史が証明しているから
です。
　100年に一度と言われるコロナ禍のピンチを、お
互いがお互いを尊重し、誰もがいきいきと働き、生
活を楽しむことができる、インクルーシブな社会を
作る一大チャンスととらえ、社会変革のきっかけと
していくことが、とても重要だと考えます。
　全世界で、障がい者の比率は約8%です。日本に
おける障がい者の法定雇用率は現在2.2％で、来年

（2021年）春には2.3%に引き上げられます。しかし、

先ほど垣内社長がおっしゃったように、障がい者雇
用が進んでいるとは、まだまだ言えません。女性の
活躍推進でクオータ制の導入が必要と言われてます
が、この障がい者の法定雇用率2.3％も現時点での
一時的な目標と考えるべきです。障害のある方が働
ける場所をもっと探し、多くの方が一緒になって働
く、真のインクルーシブな社会を目指していかなけ
ればなりません。
　今後は、障害のある社員の新規採用はもとより、
障害のある方々の活躍推進にもさらに注力し、ACE
の設立主旨である「企業の成長に資する新たな障が
い者雇用のモデル創出」を示していきたいと思って
います。
　本日ご参加いただいた皆様には、この趣旨にご賛
同いただき、今後もACEの活動にご理解とご協力を
賜りますことをお願い申し上げ、私からのご挨拶と
させていただきます。
本日は、誠にありがとうございました。

当日の模様をダイジェストにまとめた動画をご覧いただけます。
URLまたはQRコードよりアクセスいただき、ぜひご視聴ください。

ACE フォーラム2020 ダイジェスト動画

http://bit.ly/aceforum2020
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ACE第7期活動報告および第8期活動計画

　ACEの活動は2カ月に1度の定例会と任意の部会活動によって構成されています。また年1回、ACEフォーラムを
開催し、年間の成果を発表するとともに、会員各社で活躍する障害のある社員、障害のある社員の活躍を支援する
取り組み事例を表彰しています。第7期活動報告および第8期活動計画の詳細を説明する動画および「ACE第7期活
動報告書」をご覧ください。

◇ ニューノーマルの環境において、多様な人材が意欲を持って参画できる
◇ 「誰一人取残さない」社会の実現に貢献する企業集団を目指します

ACE第7期活動報告書
http://bit.ly/ACE7threp

第7期活動ハイライト（2019年9月〜 2020年8月）

　従来からの「業種・業態を越えたFace-to-Faceコミュニ
ティ」の活動を継続的に拡大し、当事者の活躍とエンゲージ
メント向上を支援
◇ 障害のある学生向けキャリアセミナー
◇ ACEフォーラム2019 ／ACEアワード（ロールモデル表彰）
◇ 障害のある社員同士による「ワイガヤセミナー」

　新型コロナウイルスの感染拡大が進行し、障がい
者就労には従来以上の逆風が想定される中、新たな
形の当事者支援を模索し試行
◇ オンライン・インターンシップ
◇ ウィズコロナ時代の当事者支援に関する人事担当

者の知見蓄積

【上半期】 【下半期】

第8期活動計画

　ACE第7期活動内容の詳細は、活動報告書をご参照ください。また、ACEの活動内容
や関連情報は、ACEホームページ、ACE FacebookページおよびACE YouTubeチャン
ネルでもご覧いただけます。

ACE第7期活動報告ビデオ
http://bit.ly/ACE7thvideo
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ACEホームページ／Facebookページ
 
  ACEホームページでは、最新の活動内容、これまでの歩
みや団体の組織図、会員企業一覧などを掲載しています。
第6期よりブログに注力し、定例会やイベントのレポート、
ロールモデル・インタビューなど多彩な記事を掲載してい
ます。

ACEホームページ

https://www.j-ace.net/

　ACEの情報や障がい者雇用に関する記事をFacebookペー
ジにてご紹介しています。

ACE Facebookページ

https://www.facebook.com/ACEforJapan/

ACE YouTubeチャンネル
  ACEの活動を動画で紹介するACE YouTubeチャンネルを開設しました。ACEフォーラムや定例会、ワイガヤセミ
ナーなどのイベントの様子をご覧いただけます。

ACE YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCs8nqRLxaSJsUKXOw4YsbDg
YouTube「企業アクセシビリティ」で検索
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コロナ禍における働き方アンケート調査結果

　ACE会員企業に勤務する障害のある社員を対象に、コロナ
禍で働き方にどのような変化があったか、アンケート調査を
行いました。調査結果を解説する動画を作成しましたのでご
覧ください。

アンケートは、下記概要にて実施しました。

コロナ禍における障害のある社員の働き方の変化を調査し、課題解決のための提言を行う
2020年10月20日〜 11月9日
ACE会員企業（37社）に勤める障害のある社員へアンケート調査
657

Q1-1. あなたの担当職種について Q1-2. あなたの障害についての情報（複数選択可）
技術職（外勤）
1.7% その他

1.0%
営業職
3.8%

事務職
58.8%技術職（内勤）

18.9%

特例子会社
勤務
15.8%

300
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0

270

肢体不自由

109

聴覚

105

内部

87

精神

49

発達

48

視覚

31

指定難病

15

知的

5

その他

調査期間
目　的

調査方法
回答数

回答者属性

　ACEでは、この調査結果を今後の活動内容に活かしていくため、各部会、全体の定例会などで検討を進めます。
障害のある方の困りごと、課題に目を向け、各社内で社員のエンゲージメントを高めていきます。少数意見を
切り捨てず、「障害の社会モデル」へ挑戦し、SDGsの実現に向け、個々の会社では解決が難しいことも、ACE会
員企業同士の協働で社会に貢献していけるよう今回の調査結果を活用します。

◇ 併用を含め、半数以上がコロナ禍で「在宅勤務」「時差通勤」になったと回答
◇ 在宅勤務を経験した社員は9割
◇ 聴覚に障害のある社員の9割近くが「マスク着用による会話の困難」を回答
◇ 在宅勤務で最も困ったことは「時間のメリハリがつけにくかった」こと
◇ 在宅勤務時に工夫したことは「体力維持」
◇ 在宅勤務時のオンライン会議は、聴覚障害のある社員にとって「読み返しができる」「メールやチャットなど情報が

文字として保存ができる形が主流となり情報共有が広がった」と生産性の向上を挙げる方が多い一方、その他の
障害特性では、「人とのつながりが希薄になった」という回答が多かった

◇ オンライン環境の課題としては、「通信環境」「音声品質」「タイムラグ」を指摘する回答が多かった
◇ コロナ収束後に元の環境に戻ってほしいとの回答は25%で、引き続き時間と場所の制約を受けない働き方を望む

声が大多数であった

調査結果サマリー

アンケート調査
http://bit.ly/ACESurveyNov2020
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● 総会：年1回    ● 理事会：年3回
● ステアリング・コミッティ：随時 ● 定例会：年6回（オフサイト・ミーティングを含む）　　　● 部会：随時

会員企業

社員総会

監事
野崎 治子（堀場製作所）

事務局長：栗原
経理担当：滝澤
広報担当：栗原

事務局／広報

企業キャリア創出
リーダー：矢野
サブリーダー：田中

学との連携
リーダー：西原
サブリーダー：金子

テクニカル・アドバイザー
日本IBM 浅川
日本IBM 及川

事業部会

ステアリング・コミッティ（SC）
セコム 二宮／アステラス製薬 矢野／積水ハウス 西原

清水建設 田中／パナソニック 金子／日本IBM 杉田／事務局長 栗原

理事会
代表理事

理　　事

山口明夫（日本IBM）
宮本 洋一（清水建設）
中山 泰男（セコム）

ACE組織体制（第8期）

株式会社IＨI      株式会社ニチレイフーズ
アサヒビール株式会社     日産自動車株式会社
アステラス製薬株式会社    日本アイ・ビー・エム株式会社
EY Japan株式会社     日本航空株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社  日本通運株式会社
KDDI株式会社     日本電信電話株式会社
株式会社神戸製鋼所     株式会社博報堂DYホールディングス
株式会社JTB      パナソニック株式会社
清水建設株式会社     株式会社パレスホテル
株式会社JVCケンウッド    富士ゼロックス株式会社
株式会社新生銀行     株式会社ブリヂストン
積水ハウス株式会社     ブルームバーグL.P.
セコム株式会社     株式会社堀場製作所
全日本空輸株式会社     株式会社みずほフィナンシャルグループ
損害保険ジャパン株式会社    明治安田生命相互会社
株式会社大和証券グループ本社   ヤマトホールディングス株式会社
中外製薬株式会社     株式会社LIXIL
TOTO株式会社     株式会社りそなホールディングス
凸版印刷株式会社

最新の会員企業一覧は、ACEホームページをご参照ください。
https://www.j-ace.net/about/
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