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ACEについて

　「企業の成長に資する新たな障がい者雇用モデルの確立」をミッションに掲げ、2013
年に設立したACEは、お蔭様で9年目の事業年度を迎えることができました。発生から
2年近く経った今も続いている新型コロナウイルスの感染は、日本ではようやく収束
の兆しが見え始めているものの、世界全体では依然として予断を許さない状況です。
こうした中、ビジネスの現場では各種施策の優先順位付けに難しい意思決定を迫ら
れていますが、「多様な人材の活用」「インクルーシブ・リーダーシップ」といったテーマは引き続き重要な経営課題で
あり、ACEでは信念を持って志を一にする34社の会員企業とともに活動を進めています。これまでの活動に多大な
ご支援をいただいた各方面の方々に、改めて御礼を申し上げます。

　パンデミックをきっかけにあらゆる業界で加速しているデジタル・トランスフォーメーション（DX）は人事領域にも
及んでおり、在宅勤務や情報保障のためのITソリューションの進化・普及とともに、障害のある方たちにとって
より効率的で働きやすい環境が実現しつつあります。これは既に就労している多くの社員に便益をもたらし、組織
の業務生産性向上に繋がりますが、これから社会に出ようとしている、障害のある学生の職業選択肢拡大にも寄与
していることを実感しています。2018年から実施しているACE会員企業によるインターンシップと合同キャリアセ
ミナーの参加者は年々増加していますが、昨年から主にオンラインでの開催となったことで、これまでは参加が難
しかった多様なプロフィールの学生が参加可能になりました。同時に、障害特性が理由で自らのキャリア・イメージ
を描くことに困難を抱えていた学生が、オンラインを活用した新しい働き方をこのインターンシップで体験すること
で、就労に向けた具体的な知見や自信を得ることができるようになっていることが、実際の参加者の声から見て
取れます。

　１年遅れで開催された東京パラリンピックにより、アクセシビリティや障がい者活躍への社会の注目度は非常に
高まり、ACEの活動にも追い風が吹いています。私たちとしましては、そうした推進力を活用しつつも、ぶれること
のない設立の理念のもと、インクルーシブな就労環境の更なる普及に貢献し続けたいと思います。今後とも積極的な
ご支援をよろしくお願い申し上げます。

第8期ACEによせて
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

Accessibility Consortium of Enterprises



Accessibility Consortium of Enterprises2

　「企業の成長に資する新たな障がい者雇用モデルの確立」というACEの
ミッションは、日本IBMの研修施設天城ホームステッドで2010年
から2014年にかけて毎年開催された経営者向けのアクセシビリティ・
フォーラムの中から生まれた提言に端を発します。ここに毎年約10数
名の企業のトップが参加し、ダイアログ・イン・ザ・ダーク（Dialog in 
the Dark）＊1のワークショップを体験。その体験を踏まえ、日本の企
業における障がい者雇用の在り方、 今後の進むべき道について議論を
重ねました。2011年には有志団体としての企業研究会「ACE」を発足。
設立時は24社でスタート。活動をさらに本格化すべく2013年に社団
法人を設立。第9期を迎え2021年9月1日現在で会員数は34社です。

沿革
2010年　　日本IBM天城研修センターにて経営トップ向けのアクセシビリティ・フォーラムを開催 

2011年　　有志団体として活動を開始。参加企業23社 

2013年　　一般社団法人「企業アクセシビリティ・コンソーシアム（ACE）」誕生  
参加企業24社 

2014年　　企業で専門職として活躍している障害のある社員をロールモデルとして表彰する「第1回ACEアワード」スタート 
大学生を対象とした「ACEキャリアセミナー」開始 

2015年　　ストレングスファインダー（StrengthsFinder）＊2を障害のある社員向け研修として取り入れた「ACEチャ
レンジセミナー」開始 

2016年　　ACEメンバーの行動指針として「ACE憲章」を策定 

2017年　　障がい者にとって働きやすい会社を評価するACE指標「ACCESS」を発表

2018年　　ACEインターンシップを14社で実施
発達障害についての理解を促進するための企業担当者向け勉強会を開催

2019年　　ACEインターンシップを15社で実施
第1回ACEミニフォーラムを開催
第1回ワイガヤセミナーを開催

2020年　　コロナ禍の対応でオンラインでイベント、セミナー、定例会を実施

2021年　　障害のある社員のコロナ禍における働き方についての調査を実施し結果を公開

＊1 ダイアログ・イン・ザ・ダーク（Dialog in the Dark）
完全に光を遮断した空間の中へグループを組んで入り、視覚障がい者のアテンドによって中を探索し、さまざまなシーンを体験するワー
クショップ。 1988年にドイツでスタートし、日本には東京と大阪に体験施設がある。

 
＊2 ストレングスファインダー（StrengthsFinder）

世論調査と組織コンサルティングの米国ギャラップ社が「人は自分の弱みを改善するよりも、自分の強みに意識を向けそれを活かすことで
最大の能力を発揮する」という考え方に基づき開発したツール。Webサイト上で177問の質問に答えていくことで、 自分の強みを知ること
ができる。

ACEの歩み 



Accessibility Consortium of Enterprises 3

　複雑かつ構造的な課題の解決に向け共通の目標を持つ一方、 業態・業種や雇用環境の大きく
異なる多数の企業が統一的かつ継続的に活動するためには、明確な指針が必要です。2016年、
会員全員で議論を重ね、ACE行動指針を「ACE憲章」としてまとめました。

ACE憲章

雇用に関わる
すべての人の意識を変革し、

障害のある社員の
本質的な労働統合を

目指します

障害のある社員の
個が持つ強みを活かし、

自らの意思で挑戦できる環境を
構築します

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
支援をします

Transform mindsets of all those 
involved in employment and aim at 
fundamental workforce integration 

with PwD employees

Help PwD employees build on 
individual strengths and develop 

environment where they can 
challenge at their own will

Provide vital support to PwD 
employees in their effort to turn 
constraints into opportunities to 

ignite innovation

　企業の成長に、そして社会の発展に資する、真にインクルーシブな環境を実現するため、私たちはダイバーシティを
尊重し、新しい障がい者雇用のモデルを提唱します。

ACE行動指針 「ACE憲章」
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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）

第8期会員企業　37社（50音順）
株式会社 IHI
アサヒビール株式会社
アステラス製薬株式会社
EY Japan株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
KDDI 株式会社
株式会社神戸製鋼所
株式会社JVCケンウッド
株式会社JTB
清水建設株式会社
株式会社新生銀行
積水ハウス株式会社
セコム株式会社
全日本空輸株式会社
損害保険ジャパン株式会社
株式会社大和証券グループ本社
中外製薬株式会社
TOTO 株式会社
凸版印刷株式会社

株式会社ニチレイフーズ
日産自動車株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社
日本航空株式会社
日本通運株式会社
日本電信電話株式会社
株式会社博報堂 DY ホールディングス
パナソニック株式会社
株式会社パレスホテル
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
株式会社ブリヂストン
ブルームバーグL.P.
株式会社堀場製作所
株式会社みずほフィナンシャルグループ
明治安田生命保険相互会社
ヤマトホールディングス株式会社
株式会社 LIXIL
株式会社りそなホールディングス

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/

ACE組織体制（第8期）
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会員企業 大学・教育機関

障害のある
社員

障害のある
学生

企業経営層
人事担当
有識者

関係省庁
自治体
支援機関

課題・知見共有

ロールモデル創出
キャリア意識改革
雇用施策促進

活動成果共有

助言、社会的ニーズの共有

ステアリング・コミッティ／事務局

学生特性・
就労ニーズ把握

人材パイプラインの構築
啓発・育成の場の提供

活動成果共有

ACE主催イベントへの参画

企業キャリア創出
部会

学との連携
部会

ACE

　ACEの活動は2カ月に1度の定例会と非定期の部会活動・
広報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と、その取り組み事例
をACEアワードとして表彰しています。

ACEの活動について

■ 活動カレンダー

■ ACEフォーラム／ACEアワード

■ オフサイト・ミーティング

■ 学との連携部会

■ 企業キャリア創出部会

■ 広報活動
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日時 会議体／イベント 討議内容・実施内容

活動期間　2020年9月〜 2021年12月

9月3日

9月29日

10月14日

11月

10月28日

11月26日

11月26日

1月19日

3月16日 

4月6日

5月18日

7月8日

7月13日

8月5日～9月17日

8月18日～10月3日

8月19日

9月7日

9月7日

9月28日

10月12日

11月10日

11月

12月1日

12月1日

S/F＊を用いた障がい学生向けワークセッション

オンライン開催

第7期決算＆事業報告、その他決議事項の承認

定款で定める決議事項の承認

事例紹介：NTTグループ「障がい者雇用の取り組み」、
パネルディスカッション「ACEインターンシップ」（堀場製
作所、JTB、凸版印刷）

基調講演、ロールモデル表彰等

大学関係者との意見交換会をオンラインで実施

事例紹介：EY Japan「ダイバーシティの取り組み」

ACE活動についてのグループ・ディスカッション　  

半期決算報告

事例紹介：ヤマトシステム開発「企業の成長に貢献する
在宅勤務チーム」

ACE会員企業に勤務する、身体に障害のある社員を対象に
初のオンラインで開催

事例紹介：ブルームバーグ「慶應義塾大学と協業し障がい
者雇用ガイドラインを策定」

インターンシップおよび企業別相談会の実施

オンライン企業ブース（動画）を設置し、ACE活動報告
ビデオを放映

第9期事業計画＆予算承認、その他決議事項の承認

障がい学生向けワークセッションをオンラインで開催

大学関係者との意見交換会をオンラインで実施

キャリアセミナー、インターンシップおよび個別相談会、
大学懇談会の開催結果報告、ACEアワードの進捗報告

第8期決算＆事業報告、その他決議事項の承認

事例紹介：JAL「JALグループのアクセシブルツーリズム
の取り組みについて」

定款で定める決議事項の承認

大学関係者との意見交換会を実施

基調講演、ロールモデル表彰等、展示

2020年
（第8期）

2021年
（第8期）

2021年
（第9期）

キャリアセミナー

定例会

定時理事会

社員総会

定例会　オンライン開催

ACEフォーラム2020

第1回学との連携部会懇談会

定例会　オンライン開催

定例会　オンライン開催

定時理事会

定例会　オンライン開催

第3回ワイガヤセミナー

定例会 オンライン開催

ACEインターンシップ

AHEAD JAPAN
2021年度 全国大会

定時理事会

キャリアセミナー

第2回学との連携部会懇談会

定例会　オンライン開催

定時理事会

定例会

社員総会

第3回学との連携部会懇談会

ACEフォーラム2021

＊ストレングスファインダー （S/F）：P2参照 

第8期・第9期活動カレンダー
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2020年11月26日、ACEフォーラム 2020を初のオンラインで開催しました。
＊社名・役職名は当時のものです。

プログラム：
13：00　　開会挨拶  ACE 代表理事　山口 明夫 （日本アイ・ビー・エム株式会社 代表取締役社長）

13：10　　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

13：15　　基調講演  「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

14：15　　ACEアワード  2020 事例紹介／表彰

14：55　　閉会挨拶  ACE 理事　宮本  洋一 （清水建設株式会社 代表取締役会長）

詳細は、『ACEフォーラム2020』レポートをご覧ください。

『ACEフォーラム2020』概要を動画でご覧いただけます。

https://bit.ly/aceforum2020r

https://bit.ly/aceforum2020v

ACEフォーラム2020
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第8期の主な活動
　障害のある学生の修学やキャリア支援に尽力されている大学の支援室・キャリアセンターと連携し、学生の自己
理解と就業理解を進めるべく活動を実施しました。ACEインターンシップは、コロナ禍の状況を鑑み、企業オフィス
内で実施する企業訪問型とオンラインによるWeb参加型でインターンシップや相談会を実施しました。企業で活躍し
ている障害のある先輩社員と交流するキャリアセミナーとの相乗効果で、参加した学生たちが社会に出て活躍する基盤
づくりに注力しました。
　また新たな試みとして、第1回「学との連携部会懇談会」を2020年11月26日のACEフォーラム2020と同日に、第
２回を2021年9月7日のキャリアセミナーと同日に開催しました。こちらは従来の企業と学生の接点に加え、企業と
大学のさらなる連携強化、全国の大学同士のネットワーキング促進、企業から大学への情報提供、企業視点からの
大学における学生支援体制強化への寄与を目的に、企業と大学関係者が集う懇談会です。各回とも全国から20を
超える大学（合計32大学）のさまざまな立場で学生支援を担当している方々と、ACE会員企業メンバーが参加しま
した。実施後の反響も大きく今後も更なる展開を見込んでいます。

文部科学省プラットフォーム事業との連携
　文部科学省の「社会で活躍する障害学生支援プラットフォーム形成事業」に選出された京都大学のHEAP（Higher 
Education Accessibility Platform）と東京大学のPHED（Platform of Higher Education and Disability）と連携し活動
を実施しました。

◆ 京都大学 HEAP　 https://www.gssc.kyoto-u.ac.jp/platform/
　機関間で生じている障がい学生支援に関する取り組みの温度差の是正、全国的な障がい学生支援スタンダード
の構築、障害のある学生ひとりひとりの多様な学びの機会の創出・保障および社会進出の後押しに取り組まれ
ています。ACEは協力関連機関として参画しており、今期もACEインターンシップ＆キャリアセミナーの企画、
実施にご協力いただきました。

◆ 東京大学　PHED  https://phed.jp
　障害のある学生が将来にわたって活躍できる社会の実現に向け、大学、福祉・労働機関、企業などが連携・協力
し、障がい学生の修学・就職支援を推進する体制、ノウハウの蓄積、開発、共有を行うプラットフォームを形成
すべく取り組まれています。
　ACEは会員提供・知見共有を行う関連機関として参画しており、今期もACEインターンシップ＆キャリアセミナー
の企画、実施にご協力いただきました。

　大学と企業間の人材パイプラインを構築し、大学との協働を通じて、障害のある大学生を
企業で活躍する人材へと啓発・育成することに取り組んでいます。

学との連携部会
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インターンシップ＆キャリアセミナー
　コロナ禍の状況を鑑み、昨年に引き続き今期のインターンシップ＆キャリアセミナーはオンラインでの開催を中心
に行いました。実際に企業オフィスで実施する訪問型のインターンシップは3社、オンラインによる個別相談会・
インターンシップは16社で実施しました。実施期間を昨年の1週間から1カ月半に延長したため、日程の重複が減り
昨年より76名多い延べ211名の学生に参加いただきました。
　キャリアセミナーでは、障害のある先輩社員や、他の障害のある学生、人事系担当者等との交流を通じて、就職・
就労に関する疑問や不安を解消し、理解と関心を高め、インターンシップと個別相談会での実践・相談で就業理解
を進め、今後のキャリア検討につなげました。なお、参加者はあらかじめ「ストレングスファインダー」＊を受検し、
診断される「自身の強み」を参考に自分の特性や可能性へのポジティブな関心を高めてもらい、インターンシップと
セミナーに臨む際の意識ポイントとしても活用しました。

学との連携部会懇談会参加大学 （50音順）

オンライン個別相談会／インターンシップ実施企業 （50音順）

インターンシップ／キャリアセミナー参加大学 （50音順）

アサヒビール株式会社
NTTクラルティ株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
株式会社JTB
清水建設株式会社
積水ハウス株式会社
セコム株式会社
株式会社ニチレイフーズ
日本アイ・ビー・エム株式会社

青山学院大学
大阪大学
大阪市立大学
大阪電気通信大学
関西大学
関西学院大学

青山学院大学
大阪電気通信大学
関西大学
関西学院大学
九州大学
京都大学
京都工芸繊維大学

＊ストレングスファインダー （S/F）：P2参照 

日本航空株式会社
TOTO株式会社
凸版印刷株式会社
東京都チャレンジドプラストッパン株式会社
パナソニック株式会社
ブルームバーグL.P. 
株式会社堀場製作所
株式会社みずほフィナンシャルグループ
株式会社LIXIL

京都大学
京都工芸繊維大学
京都産業大学
杏林大学
甲南大学
神戸大学

京都産業大学
神戸大学
神戸学院大学
神戸芸術工科大学
国士舘大学
静岡大学
十文字学園女子大学

神戸学院大学
四天王寺大学
十文字学園女子大学
聖学院大学
専修大学
千葉商科大学

聖学院大学
成蹊大学
専修大学
同志社大学
千葉商科大学
筑波大学
東京大学

筑波大学
東京女子大学
同志社大学
獨協大学
日本大学
福井工業大学

東洋大学
獨協大学
名古屋大学
日本大学
日本福祉大学
福井工業大学
明治大学

武蔵野大学
明治大学
立教大学
龍谷大学
早稲田大学

明星大学
立正大学
立命館大学
龍谷大学
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　ACEインターンシップおよび個別相談会と連動した障害のある学生と企業・先輩社員をつなぐACEキャリアセミ
ナーを2021年9月7日に開催しました。昨年に引き続き、本年もコロナ禍の状況を鑑みオンラインで実施しました。
　キャリアセミナーは、先輩社員や企業の人事担当者から直接話を聞き、就職・就労に関する疑問や不安を解消し、
学生・企業相互で理解を促進することを目的としています。企画・運営はACE会員企業のメンバーで行い、下記の
３つのアプローチで構成しています。

　上記アプローチのもと、参加した先輩社員の就労経験を聞き、２回のラウンド・テーブル（ストレングスファイン
ダーの結果の考察による自己理解、就業理解）によるディスカッションを行いました。

学生の不安や期待に先輩社員がメッセージ

　企業で働く同じ障害のある先輩社員とのグループ・ディスカッションでは、学生が普段就活するにあたり不安に
思っていることや、就職後どのような経験やキャリアを積んでいけるかなどの相談が持ちかけられました。

　学生からのさまざまな問いかけに、先輩社員がこれまでの経験から丁寧に答えられていました。参加された学生
のコメントをご覧ください。

障害のある先輩社員の活躍に触れて学ぶ

1. ストレングスファインダー（StrengthsFinder）＊による診断結果「５つの強み」を参考に、自身の特性や
可能性についてポジティブな関心を高める

2. ACE会員企業で実施するインターンシップを踏まえ、事前に「就業理解」を深める
3. 障害のある先輩社員や、他の障害のある学生、人事系担当者等との交流を通じて、就職・就労に関する疑問

や不安を解消し、理解と関心を高めるとともに、ストレングスファインダーを通して「自己理解」を進め、
今後のキャリア検討につなげる

・多くの企業の障がい者雇用の取り組みを紹介いただき、大変参考になった。
・ストレングスファインダーを通じて、これまで気づかなかった自分の強みを知ることができた。
・先輩社員のスピーチに強く心を動かされた。自分と同じ特性の先輩社員の皆さんがやりがいを持って仕事に取り組

まれていることに励まされた。
・今後もこうしたセミナーや企業でのインターンシップを多く開催してほしい。

● 障がい者の就職情報、就職後の働き方についてもっと知りたい
→ 企業やACEのような団体が主催するセミナー、イベントに積極的に参加して、直接人事担当者やその企業

の社員の話を聞こう。
● 就労にあたりどんな工夫をされているか

→ 遠慮せずに自分ができることを会社へ開示して、必要な人材となれることをアピールしよう。その上で、
企業で配慮してほしいことを伝えると良い。

● 就職活動中に、障害があることをどのタイミングで伝えていいのか分からない
→ 面接時に配慮してほしい事項について伝えた。入社後も面談で上司や人事に相談している。

● 障がい者枠で入社すると、その後の昇給や昇格の機会が少ないのではないか
→ そもそも障がい者枠がない企業もある。また障がい者選考でも入社後のキャリアパスは障害のない社員と

一緒という企業や、入社時は障がい者枠だがその後経験を積み総合職へのキャリアチェンジできるという
企業もある。どの形態が自分にとって安心して長く働けるかを見極めてほしい。

学との連携部会

ACEキャリアセミナー 2021

参加学生の声
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自身の経験や知見が未来ある学生に役立つことの幸せ

　本年度ACEキャリアセミナーの推進リーダーである 株式会社ニチレイフーズ 人事部 人財開発グループの森本 亘
さんにお話を伺いました。

―今年度のACEキャリアセミナーについて教えてください。
森本　事前に学生の皆さんにストレングスファインダーを受講いただいて、インターンシップや個別相談会と連動
するセミナーです。今年は、29大学53名の学生さんに参加いただきました。精神・発達障害のある学生さんが全体
の約6割を占めています。
　当日は、下記のプログラムを実施しました。

―参加された学生の皆さんからの満足度も大変高いものでしたね。
森本　アンケート結果によると、どの項目も大変満足・満足で9割から10割の評価
をいただけ、良い内容と時間を提供できました。前ページのコメントにあるよう
に「多くの気づきがあった」「同じ障害のある先輩社員の企業での活用を知ること
ができ、勇気づけられた。またこうしたイベントに参加したい」など、嬉しい感想
をたくさんいただいています。
 
― 次回以降の開催に向け、何か改善すべき点や課題はありましたか。
森本　全国から参加していただけるという点
でオンライン開催のメリットがありました。
一方、当日接続でトラブルがあった際の対
応や、参加者同士がちょっとした雑談で仲
良くなったり連絡先を交換できるような時
間作りが難しいといった課題もありまし
た。同じ障害のある学生と出会う機会は少
なく、互いに情報交換や相談できるように
なれるともっと良かったと思います。新型
コロナウイルスの感染が収束したら、実際
に会場に集まってセミナーを実施し、また
遠隔地の方や外出が困難な方にも参加いた
だけるようオンラインを併用した形で実施
できればと考えています。

―ACEキャリアセミナーの意義をどのように感じていらっしゃいますか。 
森本　どのように就職活動すればいいのか、就職後どのように企業に合理的配慮を求め、その上でどのように力を
発揮していけばいいのだろうなど、企業や先輩社員から直接話を聞くことができるこの機会は、学生さんにとって
大変有意義なことだと思います。一方、企業側にも大きなメリットがあります。就活をしている学生さんがどのような
情報を求めていて、何に困っていて、何を希望しているのかが分かります。また、参加した先輩社員にとっても自身
の経験を多くの後輩たちの役に立てられることで、社員自身のモチベーション向上にもつながっています。
　参加した先輩社員から「障害がありながら働くその苦労と改善ノウハウを他の人にシェアする機会は普段ありま
せん。このようなアウトプットの機会をいただいたことで、少しでも自身の経験が未来ある学生の希望につながる
のであれば、こんな幸せはありません」と感想をいただきました。学生と企業の双方にとっても大変価値のある活動
だと思っています。

1. ガイダンス／ ACE紹介
2. ストレングスファインダー紹介／企業での就業について
3. 先輩社員紹介・スピーチ

4. 大学関係者からの挨拶 
5. ラウンドテーブル①　自己理解
6. ラウンドテーブル②　就労理解

＊ストレングスファインダー （S/F）：P2参照 
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　ACE会員企業の合同企画として、障害のある大学生を対象にしたインターンシップを、2018年より開催しています。
就業理解や自己の強みを認識するキャリアセミナーとも連動していることが特徴で、大学生はACEと繋がることで
業種の異なるさまざまな企業のインターンシップに複数参加することができ、また企業側もACEを窓口として日
本中の多くの大学とコンタクトすることが可能です。
オンラインでインターンシップ・プログラムを実施した日本アイ・ビー・エム株式会社（以下、 日本IBM） 人事 
Talent Acquisitionの丘沢 葉月さん、人事ダイバーシティ &インクルージョンの杉田 緑さん、東京基礎研究所 アク
セシビリティ・センターの及川 政志さんにお話を伺いました。

これまで自分とは関係ないと思っていた業界を知る

―ACE会員企業共同で実施するACEインターンシップにはどのような意義があると感じていらっしゃいますか。
杉田　日本IBMでは、「Access Blue」（アクセス・ブルー、以後ACB）と呼ばれる7カ月にわたる障害のある学生向け
インターンシップ・プログラムを実施しています。昨年は、コロナ禍で初の全期間オンライン開催となりました。
ワークショップやプレゼンテーションなど全てオンラインでできるか不安でしたが、結果的に総合満足度が過去最高
となるプログラムが構築できました。今年はその経験を生かし、引き続きACBとACEインターンシップ・プログラムを
オンラインで実施することにしました。1.5日のACEインターンシップは、7カ月のACBと比べるとかなり短期間で
はありますが、ACBのエッセンスを取り入れ、障害のある学生さんが今後のキャリアを考えるターニングポイント
になってもらえることを期待しています。ACEインターンシップに参加された方が、翌年ACBに参加されるケース
も増え、ACBのことを広く知ってもらえる機会としてもACEインターンシップは重要な役割を持っています。

―ACEインターンシップでは、どのようなプログラムを実施されましたか。 
及川　IBMグループの会社紹介、障害のある先輩社員による業務の紹介、グループ意思決定ゲーム、ACB現役生と
の交流、そして一番重きを置いたのが、チームに分かれてのワークショップで、「業界を理解する」をテーマに実施し
ました。自分が日常利用している商品やサービスを起
点に、その提供者・生産者について考え、さらにその
後ろにいる企業にまでたどっていくことで、「業界」の
概念を主体的に理解していくことを趣旨としていま
す。包括的に業界を知る、知るためのプロセスを実践
する、それがこれから始まる就活に大変役立ちます。
証券業界のことを調査したグループから、「これまでは
証券会社が身近でなく、株価に関するニュースも関
係がないと思っていたが、実際は社会、経済を支える
基盤になっている重要な業界であることが分かりまし
た」と感想をもらいました。学生は、まだ社会・経済
に対する視野が狭いので、それを広げてあげる手助け
をこのインターンシップでできればと考えました。

―参加された学生さんをご覧になっていかがでしたか。 
丘沢　オープニングでは、皆さん、緊張していましたね。ビデオをオフにして顔を出していない人もいました。しかし、

日本アイ・ビー・エム株式会社

ACEインターンシップ・レポート ［1］
学との連携部会 ―イベントレポート

業界を知り、専門性を持って企業の戦力に！

丘沢さん 杉田さん 及川さん
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グループに分かれてワークショップを行うと、自分も何か発信しなければいけない、他の学生の意見を聞きそれに
応えなければいけないと徐々に発言が増えていきました。1対1でなく、複数でワークショップを実施するメリッ
トは、ここにあると思います。「1.5日という短い間でしたが、受け身で説明を聞くだけでなく、たくさんグループ
ワークが体験できて充実していました」「実際に障害のある社員の方やACB現役生の話が聞けたのが良かったです」

「質問できる時間がしっかりとあり、普段は聞けない話を聞けてとても参考になりました」と感想をいただきました。
　ワークショップの最後にチーム毎に発表してもらいましたが、プレゼン資料をそれぞれ工夫したり、率先して発表
を行ってくれる人も出るようになりました。短い期間でしたが、確実に成長する姿が見られました。

―ACB現役生との交流は、いかがでしたか。 
杉田　ACB現役生は、ちょうど半年の期間が過ぎ卒業が近い時期で、目を見張る成長に心強く思いました。堂々と
発言し、自らの考えを分かりやすく伝え、ACEインターンシップ生からの質問にも的確に回答し、議事の進行にも
リーダーシップを執る姿は、まるで社会人の先輩社員のようでした。ACEインターンシップ生にとっても、経験を
積むとこのようになれると思ったでしょうし、ACB現役生にとっても自らの成長した姿を後輩に示すことができ、
双方にとって素晴らしい機会になったと思います。

テクノロジーを活用し、専門性を身につけて企業の戦力に！

―来年以降に向けて、今後ACEインターンシップをどのようにしたいとお考えですか。 
丘沢　参加した学生さんたちのアンケートに、もっとディスカッションしたかったという意見が多数あり、来年は
もう少し期間を伸ばすことも検討しています。
　いろんな職種があり、さまざまな障害のある社員が多数の部署で働いている一方で、障がい者が働いていない部署
もあります。そうした部署でいかに障がい者が活躍するチャンスを増やしていけるか、活躍事例を増やしていき、
障がい社員のコミュニティを通じて社内外に発信できれば、もっとインターンシップに参加したいと思う学生が増え
るでしょうし、障害のある社員を受け入れる部署も増えると思います。
及川　障害があるとできないことを考えてしまいがちです。しかし、できることはたくさんあります。テクノロジー
も活用し、専門性を身につけていけば、障害があっても企業の戦力として期待されているという重要なメッセージ
を持って帰れるよう、今後もカリキュラムを組んでいきたいと思います。

・同じ障害のある方の職場経験が聞けて大変ためになった。日本IBMの説明だけでなく、それを含む業界や就職について
の説明も分かりやすく、就活のための有用な情報を得ることができた。

・さまざまなプログラムが濃縮された充実の1.5日だった。企業、業界を知ること、障害のある社員の働き方、自己・他
者理解など幅広い側面について知り、体感し、気付きを与えてくれるプログラムだった。

・地方にいながら、都内の大手企業のインターンシップに参加でき、全国各地の学生との交流の機会を通して、コミュ
ニケーションやディスカッションをすることができた。

・業界・企業説明の話が最も印象に残った。中でも特に「お客様のお客様にとっての利便性の向上を実現するシステム
をつくる」という言葉がとても印象深く、目の前のお客様だけでなくその先にも価値提供できる、そんな仕事・働き方が
したいと思った。

・グループのメンバーと協働で進めていく大切さに気付かされた。進行具合と残り時間、私を含めたメンバーそれぞれ
の個性など、作業内容の他にさまざまなことを考えながら協働で何かを進めて行く初めての経験であった。

・実際の業務の疑似体験のようなものもできたらさらに良かった。そういった体験ができるものがあればぜひ参加してみ
たい。そして、フィードバックをもっともらえたら次に生かせると思う。

・障害のある社員の方と少人数での雑談をする機会があれば、質問形式よりも話しやすかった。普段、障害のある方と
話す機会がないので、ACEインターンシップに参加されていた他の大学生の方々ともざっくばらんに話す時間がもう
少しあれば嬉しかった。

・参加前は、インターンシップ終了後は反省点の山積みで落ち込むだろうと思っていた。しかし、反省内容から次から
はこうしようと冷静に振り返ることができた。失敗を否定せずチャレンジすることを保証してくれる場を社員の方々
が作ってくれたと感じた。

参加学生の声
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　オンラインでインターンシップ・プログラムを実施したパナソニック株式会社（以下、パナソニック） リクルート
＆キャリアクリエイトセンター 多様性採用推進室の香山理恵子さんにお話をお聞きしました。

―ACE会員企業共同で実施するACEインターンシップには、どのような意義があると感じていらっしゃいますか。
香山　企業のホームページでインターンシップの告知をしてもなかなか学生さんに届きません。ACEインターンシッ
プは、大学のキャリア支援センター経由で大学の職員や先生方から直接学生にお声がけいただけるメリットがあり
ます。学生さんも、通常であれば自分の興味ある業界や企業のことしか調べません。ACEインターンシップでは、
さまざまな業界、企業のインターンシップの内容が一覧で見られるため、これまで知らなかった業界や企業を知る機
会となります。それをきっかけに多くの企業と出会える魅力があると思います。
　また、ACEインターンシップは、就職活動を始めた学生さんのみならず、1
～ 2年生も参加できます。大学3年生になって、ご両親や先生から突然 「あな
たの夢はなんですか？どこの企業に就職するのですか？」と迫られ、半年や1
年で将来の方向性を決めなければならないのかと、学生さんはとても戸惑う
と思います。1 ～ 2年生の頃に企業のインターンシップに参加できれば、世の
中にどんな仕事があり、どのような働き方があるか純粋な気持ちで知ること
ができると考えています。そうした意味でもとても意義のあるプログラムだ
と思っています。

自身のことを正しく伝える

―本年度は、どのようなプログラムを実施されましたか。 
香山　昨年は、コロナ禍でオンラインでの個別相談会を実施しましたが、今年はインターンシップ・プログラムの
実施に戻しました。２部構成で、前半は「自分の強みに気づく」自己分析。これまでの自分を振り返り、一番成果を
あげたと感じる出来事や、自分を褒めてあげたい出来事を思い出し、その成果が出せた時にどのような取り組みを
したのか、その行動パターンを思い出していただき、自己分析を行いました。
　後半は、実際の仕事体験として、今年は人事の仕事の一部を体験してもらいました。障害のある方は、自身も
これまで多くの人のサポートを得てきたので、社会に出て自分も誰かのサポートをしたいということで、就労に
あたり人事部門を希望される方が多いです。しかし、企業の人事は決して社員の困り事に寄り添うようサポートを
しているわけではなく、むしろ会社の制度や施策を考えていくような戦略を立てる仕事や適正な人材を配置していく
ことが主な業務であることを理解してもらいます。
　そこで、内定者の配属先をどうやって人事が決めていくのかを体験してもらいました。まず以下の３つの観点で
面談内容などを整理します。

　整理した観点を基に、人事が何を基準にしながら判断して配属先を決めていくのかを説明しました。
 　この体験を通じて、面接において遠慮して話さなかったことや、実はこうした障害があるのだけど隠していたこと
などがあった場合、人事はその一覧表に書かれたような項目だけで応募者を判断することになるということを理解
いただきました。知ってもらいたいことはきちんと話しておかないと企業の人には伝わらず、入社してからこんな
はずじゃなかったということになります。前半の自己分析と合わせて、自身の伝えるべきことを就職活動に向けて
準備しておきましょうというプログラムにしました。

自己を知り、正しく伝える
パナソニック株式会社

1. エントリーシートに書いた項目

2. 採用選考面接で話した内容

3. 採用選考面接や内定者フォローの場で、ぽろっとこぼした話

ACEインターンシップ・レポート ［2］
学との連携部会 ―イベントレポート
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　また、毎年、障害のある社員がどのような仕事をして
いるのですかという質問が多いので、知的財産管理の仕
事をしている先輩社員から仕事の内容、パナソニックで
働く面白さ等を話してもらう時間も設けました。

無意識の思い込みに気づかせる

―プログラム策定にあたり、考慮されたことはあり
ますか。 
香山　人間は、障害のあるなしに関わらず誰もがアン
コンシャス・バイアス（無意識の思い込み、偏見）を持っ
ていると思います。この社会の中でどういう生き方をしたいのか、それが思い込みや偏見によって阻害されていな
いか、もしそうした思い込みや偏見があるのであれば、それを他人とのコミュニケーションの中で引き出せるワー
クショップができないかと工夫をしました。自分の考えを話す、相手の話を聞く、そして自分はどうなのかと振り返
る、そのプロセスを入れてプログラムを組み立てました。

―オンライン開催のメリット、デメリットはありましたか。 
香山　これまで遠方であったり、車いす利用のためインターンシップに参加できなかった方々に参加いただけたこと
が一番のメリットです。
　一方で、異なる障害のある学生同士のグループワークには難しさも感じました。障害の種別ごとに利用するツール
や必要な配慮が変わってきます。オフィスで参加であれば、その場でサポートができますが、オンラインでは難しい
ですね。ただ、そんな環境でも、学生同士が助け合う姿が見られました。発達障害のある学生さんで、指示はハッ
キリと端的に一文ずつ区切って言ってもらわないと理解しづらいという方がいました。すると別の学生さんが、
私は遠回しの言い方ができないので私が聞いて端的にチャットに打ち込みますとサポートしてくれました。そうし
た助け合いが自然と生まれるのがグループワークの良い点だと思います。

考えて、発信する機会を増やす

―来年以降のインターンシップに向けて何か気付きや学びがありましたか。 
香山　今回は、半日のプログラムでした。やはり、2日から3日間は実施したいですね。学生さんに考えてもらえる
時間が少なかったです。こちらからの情報をインプットして終わりになってしまうのはもったいないので、やはり
学生さんに考えてその結果を発信してもらう時間を増やしたいですね。例えば、3日間連続ではなくても、1週間に
1回参加を1カ月間実施するなど。長期間のインターンシップとなるとその間に考える時間は増えると思いますが、
課題も増えてしまうのと、他の企業のインターンシップに複数参加したい学生さんの負担にならないかなどまだまだ
検討をしなければならないことがありますが、また来年実施できればと思います。最初に述べたように、1 ～2年生
など就職活動に入る前の学生さんにたくさん参加してほしいですね。就職活動のためのインターンシップとは一線
を画するプログラムができればと思っています。
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　2021年９月に実施されたブルームバーグ L.P.（以下、 ブルーム
バーグ）でのインターンシップのレポートをお届けします。
　ブルームバーグのインターンシップは、人事のサポートの下、
障害のある社員とそのチャレンジを支援する有志で構成するコ
ミュニティ（Tokyo Abilities Community）が主体となり、４日間
のプログラムを実施しました。

（写真は、主にプログラムの企画・運営を行ったコミュニティ・メン
バーのグローバルデータ部門の久津間 貴之さん、光野 聡さん、
マーケティング部門の雨宮 未奈さん、人事部門の高橋 弦也さん）

業務データを利用した仕事体験！ 

　４日間にわたるインターンシップ・プログラムは、コロナ禍を考慮し全日程をオンラインで実施しました。障害の
ある学生向けのインターンシップの選択肢が限られる中、学生が実際の社会をより深く経験できる場を提供するため、
長期のインターンシップが企画されました。プログラムは会社紹介に始まり、現場で働く社員との交流（メンタリング）、
シニア・マネージメントとのトークセッション、ブルームバーグのサービスを利用した業務の体験、オフィスのバー
チャルツアーなどが行われました。障害のある学生が会社のことを知る機会となり、どんな仕事があり、どのような
業務ができるのかを理解してもらうことにフォーカスされた内容でした。
　中でも参加学生が最も目を輝かせて取り組んだのが、お客様に提供している法人向け金融ソリューションである
ブルームバーグターミナルを利用した業務体験でした。ブルームバーグターミナルは、リアルタイムで配信されるあら
ゆる市場のデータ、信頼性の高いニュースや独自のリサーチ、高度な分析機能、コミュニケーションツールを集約し
提供するものです。学生の皆さんは、実際にブルームバーグターミナルにログインし、どのような情報が入手できる
のかを確認し、またお客様に提供する情報の作成を行いました。
　実際に投資家などのお客様に提供するデータの作成では、投資対象の企業の業務内容、サービスの特徴などを簡

潔に表現した概要データのチェック、修正を行いました。基データ
は英語で提供され、それを各国の言語に直したものをチェックします
が、どの国のお客様にも分かりやすく伝えるためのガイドラインが
あります。それに合致した翻訳になっているか確認し、そのガイドか
ら逸脱していれば修正する作業を学生の皆さんが体験しました。学生
それぞれが関心のある業界の企業のチェックを行ってもらい、お客
様視点でどのようなデータ提供が分かりやすく有益なのか、同じ業
種でも規模やセールスポイントによってさまざまな違いがあるなど、
多くの気づきを得たプログラムとなりました。

実際に働く社員と対話、ニュースレポーターも登場？

　さまざまな部門の社員に学生が話を聞くメンタリング・セッションでは、自身の障害のことをよく理解し、その上で
悩みや自己分析を行い今後のチャレンジについての相談が行われました。メンタリング・セッションをどう活用すべきか
きちんと準備をして参加してくれた人、英語で履歴書を作ってきたのでアドバイスくださいという人もいて、参加
した学生の真摯な姿勢が感じられました。ざっくばらんに雑談したいという人もいて、昼食をとりながらカジュアル
な話題で盛り上がることもありました。
　社員や一緒に参加した他の学生とカジュアルな雑談ができず寂しいという声が聞かれたので、オンライン開催では
ありましたが、学生の皆さんにとって大変良い時間となりました。
　また、オンラインでのバーチャル・オフィス・ツアーも好評で、コロナ禍で実際にオフィス訪問ができない中、社員が

障がい学生インターンシップがもたらすポジティブな化学反応
ブルームバーグ L.P.

ACEインターンシップ・レポート ［3］
学との連携部会 ―イベントレポート

久津間さん

高橋さん

光野さん

雨宮さん
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どのような環境で働いているのかは、学生の関心も非常に高
いものでした。
 　社員がニュースレポーターのように登場してオフィスを紹
介する中で、障害のある学生ならではのオフィスのアクセシ
ビリティーに関する質問が多数寄せられました。お手洗いで
の細かな設備がどうなっているかなど、採用担当者としての
気づきも多かったとのことです。
　シニア・マネージメントとのトークセッションでは、マネー
ジャーやリーダーの視点から働くことのイメージが語られまし
た。学生時代から社会人になるまでの経験や、ブルームバー
グでマネージャーになってからのやり甲斐、あるいは困難を
どう乗り越えたかなどを中心に語ってもらうことで、参加し
た学生に良い刺激となりました。
 
さまざまな社員の参画がもたらす
ポジティブな化学反応

　人事部門のサポートの下、社内の障がい者コミュニティ
（Tokyo Abilities Community）のメンバーが主体となり企画・
運営することで、バランスの取れたインターンシップ・プログ
ラムとなりました。次年度以降もこの形を踏襲し実施される
予定です。
　いきなり障害のある方への配慮やサポートをお願いとなると
参加社員のハードルも高くなりますが、まずはメンタリングで
話を聞いてみようということであればぐっと参加のハードル
は低くなります。この活動を続けていくことで、社員の参加
者がコミュニティ・メンバー以外にも広まっていくと、障がい
者雇用の重要性や必要な配慮へのサポートに対する理解も深まってくるとブルームバーグでは考えられています。
　ランチをとりながらのカジュアルな会話からも、障害に対する新しい気づきも生まれてきます。いろんなチームから
人が集まり、それぞれの部署で障害のある方々へのさまざまなオポチュニティがあると発見できる機会にもなりました。
　今回、7部門17名の社員の方々が自主的に参加されました。また、実際に多くの障害のある学生の皆さんの話を
聞くことで企業側もたくさんの気づきがありました。人事部門単独のプログラムではなくさまざまな部署、社員との
コラボレーションだからこそ起こるポジティブな化学反応に多大な成果を得て、ACEのインターンシップとも協業
し、今後もより良いプログラムの実施が期待されます。

　ブルームバーグのインターンシップに参加された学生の皆さんの声を一部ご紹介します。

【プログラム4日目】当事者社員との座談会

【プログラム初日】コミュニティ・メンバーとインターン生とのランチ

・お客様に迅速に正確な情報を届ける、というブルームバーグの高い使命感と企業理念を学びました。
・さまざまな部署の仕事があり、どの部署でもコミュニケーションが大切だと改めて学びました。コミュニケーションを

さらに改善できるようがんばりたいと思いました。
・自分の就職について少し実感が持てました。
・シニア・マネージャーとのトーク・セッションで印象的だったのは、働くことで人の成長が見られるということでした。
・当初は障害のある方々がどのようにブルームバーグで働いているのかを知る機会をいただければ十分と考えていました

が、職場での自分の特性との向き合い方だけではなく、障害の枠を超えて学生とは異なる社会人としての生活を送る
ために変えなければいけない意識を確認する機会となりました。

・これまで自分自身の障害について、よほど理解のある環境でないと開示は誤解を招いたり嫌な思いをするのではと思っ
てきました。周りの人々に、適切にそして具体的に何を手助けしてほしいかなどを示すことで、自分自身ももっと努力
していけることがあると思いました。

参加学生の声
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　ACEは、障害のある学生が企業に就業する機会をより推進するための情報交換・懇談会を2021年9月7日にオン
ラインで開催しました。ACEと大学関係者、各地の大学関係者同士のコミュニケーションを密にし、定常的に情報共有
が可能なネットワークを築き、学生支援体制の強化に貢献することが目的です。
　当懇談会の推進リーダーである堀場製作所 グローバル人事部の島津 悠貴さんにお話をお伺いしました。

産学連携のネットワークをより強固に

―学との連携部会懇談会について教えてください。
島津　以下の3つの観点に基づき実施したプログラムです。
・企業と大学の連携強化
・全国の大学同士のネットワーキング促進
・企業から大学への情報提供
　昨年は、ACEフォーラムの関連プログラムとして実施しましたが、今年は、障害のある学生を対象としたキャリア
セミナーと同日開催とし、キャリアセミナーに参加した学生の所属する大学関係者の方にご案内をしました。22の
大学から22名の方（学生支援担当者やキャリアセンターの教職員など）にご参加いただき、ACE会員企業メンバーを
交えディスカッションを行いました。障害のある学生の就活にあたっての課題などを情報交換し、企業からの視点も
含めて学生支援体制強化に貢献するのが目的です。
　まずは、ディスカッションをするにあたっての情報・話題提供として、障害のある学生を対象にしたACEキャリア
セミナーにオブザーバーとしても参加いただいた京都大学 学生総合支援センター 障害学生支援ルーム村田 淳 准教授
より、京都大学における「障害のある学生の社会への移行に関するプログラムとリソース」についてご紹介いただきま
した。これは、障害のある学生が就職活動のための準備、就職活動中、卒業までの移行期、卒業後とそれぞれの期間
にどのようなプログラムや支援を実施しているかを時系列にマッピングしたものです。
 　図の黄色い部分は京都大学主導で行っているもの、青色は外部資源との連携プログラム、グリーンの部分は京都

企業と大学をつなぎ障がい者雇用を促進
第2回 学との連携部会懇談会を開催

学との連携部会 ―イベントレポート

学との連携部会懇談会
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大学内のキャリアサポートルームというセクションです。村田准教授のご説明の後、京都大学で実施されている
プログラムやリソースを参考に、自身の大学での取り組み、今後必要な施策、他の大学にはないユニークな取り組み
などを各々まとめていただく時間を設けました。そしてその内容を基に4つのグループに分かれて30分間のトーク
セッションを2回行いました。

支援が必要な学生に支援を届けるまでの難しさ

―トークセッションでは、どのようなトピックが話し合われましたか。
島津　どのグループからも指摘があったのは、支援が必要な学生と支援機能を
結びつけることに苦労されているということでした。自ら障害と就活を意識し、
キャリアセンターの窓口を訪ねてくれる学生はいいのですが、漠然とした困難を
抱えている学生がどのようにして適切な支援につながることができるかに課題が
ありそうです。障害のある学生の就活のスタートは、単位を取るのに精一杯で、
他の学生に比べて出遅れてしまうというようなこともあります。就活を始める前の
段階から学業、生活、就活をトータルにアドバイスできるコーディネーターが必要
だとの意見も出ていました。

―昨今のコロナ禍の影響などはどうでしょうか。
島津　オンラインでセミナーやイベントへの参加、ネットによる情報の収集などできることが広がったメリットは
ありましたが、やはり実感を伴う体験の場が減っているとの指摘が多かったです。外部資源とも連携しながら、大学
外との接点を増やしていくのが必要との意見が出ていました。
　コロナ禍で大学内の組織や体制も変わっていき、コミュニケーション手段がオンラインになっていく中で、いか
に学生とコンタクトを取るかが課題となっています。障害のある学生の母集団を正確に認識するのは難しく、どう
しても個別対応になっているというのが現状のようです。

学生の不安を早期に取り除くための情報提供

―企業の立場から見て、大学や学生に向けたどのようなサポートが考えられるでしょうか。
島津　障がい者雇用は、「一般的な採用や雇用と何がどう異なるのか」「自分がやりたい仕事にチャレンジできるだろ
うか」など学生が持っている不安に対して、まずは障がい者雇用というものが画一的なものではなく、社会にはさま
ざまな選択肢があるということをもっと伝えていければと思います。大学で学生の支援にあたられている方々と協働
して、多種多様な障がい者雇用のあり方や企業ごとの最新の施策についての情報を早期から提供し、自己理解や就労
理解を深め、就活に向けて準備していく時間を長くとれるようにできるといいですね。

―懇談会に参加された方々の感想をお聞かせいただけますか。
島津　他大学の事例や課題、企業の採用における考え方を聞くことができ大変参考になったとの声を多くいただき
ました。 「トークセッションが短かった」「もっともっと話したかった」「コロナが収束したら対面でお話したい」「オン
ラインだと遠隔地から参加できるからありがたい」と次回に向けてのリクエストもたくさんいただきました。

―そうした声を踏まえ、今後の展開をお聞かせください。
島津　大学同士をつないで、企業視点の情報提供や情報交換を行うことに強いニーズがあると実感できました。
今回は自由にお話しいただくというものでしたが、次回はテーマを絞り、より深くより具体的に、課題の抽出だけ
ではなくどうすれば解決できるのか、そのソリューションについてもアイデアを出していければと考えています。
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第8期の主な活動
　障害のある社員および企業への働きかけを行い、企業で活躍できるACEモデルの創出をミッションとし、下記の
2つのバリューでの貢献を目指しました。

・障害のある社員に成長イメージを提示することで、企業の成長に資する社員を輩出する
・会員企業が持つノウハウを共に学び修得することで、自社の問題解決とより良い人事施策の実施に活かす

第3回ワイガヤセミナーの開催
　障害のある社員が企業の枠を超えて集い、他社社員との
ネットワークの醸成、自身が成長するための機会とするワ
イガヤセミナーの第3回を開催しました。第1回は肢体不自
由もしくは内部障害、第2回は聴覚障害のある方々を対象
にしましたが、第3回は、再度肢体不自由もしくは内部障
害のある社員の皆さんを対象に開催しました。今回初参加
の方とともに、第1回に参加されたメンバーも加わり、参
加後どのような成長があったかのフォローアップや振り返
りも行いました。
 　ワイガヤセミナーは、形式張ったビジネス・セミナーで
はなく、ざっくばらんにワイワイガヤガヤと普段考えていることを共有する新しい形のセミナーです。他社社員と
のネットワーキング、情報交換、そして、ACE担当者が障害のある当事者とともにACEの今後の活動を考えること
を目的としています。
　今回は、コロナ禍を考慮し、初のオンラインでの開催としました。グループに分かれての討議では、第1回参加メン
バーが議事をリードし、的確な意見やアドバイスなど、大いにサポートしていただきました。詳細は、P21ページ
の開催レポートをご覧ください。

ACEアワード2021の選定
　ACEの目指す「企業の成長競争力強化に資する障がい者雇用」という観点から、そのモデルとなる事例の募集、発
掘を行い、今年度も昨年に引き続き「個人部門」および企業による「環境づくり部門」の募集と選定を行いました。
　さまざまな活躍事例の共有に主眼を置き、実積・成果・活躍に向けての努力が優れている事例を幅広く紹介する
ことで以下のような効果を期待します。

　
　特に優れた事例をACEフォーラム2021（12/1開催）において表彰します。
　また、応募いただいた事例は、「活躍事例冊子」としてまとめ、ACE会員企業メンバーで共有し、各社の障がい者雇
用推進に役立てます。

　企業で活躍する障害のある社員とその活躍を支援する取り組み事例を発掘して紹介。人材パ
イプラインの継続的養成を目指します。

企業キャリア創出部会

・各会員企業内でさまざまな活躍をしている障がい社員が発掘されるきっかけとする
・被表彰者が自信を持ち、さらなるモチベーションアップにつなげる
・企業の取り組み事例がACE内外に共有される
・会員企業が事例を参考にして、より一層障害のある方々にとって働きやすい環境づくりに努める
・さまざまな障がい者の活躍事例が発信されることで、これから社会に出る障害のある方々に就労での活躍を

想起してもらう
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　ACEは、2021年7月8日に第3回ワイガヤセミナーを開催しました。2019年7月に開催した第1回は肢体不自由・
内部障害のある社員の方に、第2回は聴覚障害のある社員の方に参加いただき、3回目となる今回は、再び肢体
不自由・内部障害のある社員の方を対象に、初のオンライン開催で実施しました。
 
　ワイガヤセミナーは、形式張ったビジネス・セミナーではなく、ざっくばらんにワイワイガヤガヤと普段考えて
いることを共有する新しい形のセミナーです。他社の障害のある社員とのネットワーク作り、自身が成長するため
に考える機会の提供、障害のある当事者とともにACEの今後の活動を考えることを目的としています。ワイガヤセ
ミナーの企画・運営は、すべてACE会員企業メンバーが行いました。
　参加者は14名で、うち6名が第１回に引き続いての参加でした。今回は第1回参加者が参加後、自身や社内にどの
ような変化があったかのフォローアップを兼ね、新規参加者を交えてさらに深いディスカッションを行いました。
また、各参加者は、事前にストレングスファインダー（StrengthsFinder*）による診断を実施、結果の「５つの強み」を
自己紹介などに活用しました。

両親への感謝に共感！
積水ハウス株式会社　林俊明さん講演
　2018年のACEアワード グランプリ受賞者の積水ハウス株式会社　林俊明さんに講演をいただきました。右肩から
指先まで自由に動かすことができない障害のある林さんは、同社の設計課に所属し、チームリーダーとして部下の
指導・育成をしながら主に賃貸住宅の設計をされています。
　2002年に嘱託社員として積水ハウスに入社した林さんは、2008年に1級建築士の資格を取得し、上司や同僚の推薦
もあって2013年に総合職へと転換。2016年には1級施工管理技師資格を取得し、チームリーダーとして組織を牽引
するなどキャリアを積み重ねてきました。
　業務遂行にあたり工夫している点をいくつか紹介していただきました。
 
・建設現地でのお客様との打ち合わせは屋外になることが

多く、両手で広げて押さえなければならない大きな図面や
サンプル資料は小さく細分化したものを作成し、片手でも
お客様に見てもらえるように変更。

・CADの作業では、マウスの設定を駆使して左手のみで
主要操作をできるように変更。

・建設現場で登れない・入れない場所は自身で状況確認が
できないが、同僚にカメラで撮影してもらった画像で確認
するなどのサポートをもらう。

　こうした工夫をしながら、誰もが住みやすい住宅の設計に
従事し、自身が設計した物件で大阪市のハウジングデザイン
賞に地元住民の方々からの推薦を得てエントリーされました。

　林さんは、これまでACE会員企業向けの勉強会、障害のある学生のキャリアを考えるACEのセミナー、そして今
回のワイガヤセミナーと機会があるごとに登壇いただいています。ACEアワードのグランプリ受賞時は、感極まっ
て涙ぐんでしまい本当に伝えたかったことが伝えられなかった、だから機会をいただければ同じように障害があり
苦しんでいる人たちのために積極的にお話ししたいと考えていらっしゃいます。
　特に自身がお子さんを授かってからは、子どもに障害がある親の思いを痛感されました。しかし、甘やかすこと
はなく、愛情をもった厳しさで育ててくれたおかげで今の自分があると、両親への感謝の気持ちを一番に伝えた
いと思うようになったと話されました。今、障害のあるお子さんがいらっしゃるご両親へ、将来の不安がある中、

さらなる成長の機会へ
第3回ワイガヤセミナーをオンラインで開催

イベント・レポート：第3回ワイガヤセミナー
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しっかりと愛情を持って育てることの大切さを伝えていきたいとメッセージされました。

　「今後も設計者として、オーナー様、入居者様に喜んでいただける設計をしていきたい」と語った林さん。引き続き
新しい資格や業務にもチャレンジし、業務・業種の範囲・知識を広げていきたいとのことです。また、障害のある
人たちのための交流の場に積極的に参加し、よりよく暮らせる社会づくりに貢献していきたいと講演を結びました。

　林さんの講演をふまえて、参加者はグループに分かれてディスカッションを行いました。講演者の林さんもディ
スカッションのグループに加わりました。各グループから下記の意見が寄せられました。

・設計という仕事が自分の仕事とも共通点があり、できないことを自分のできる形に工夫するヒントがたくさん得られた。
・健常者からのサポートは必要。その意味で人間関係はとても重要。サポートをしてもらったら、感謝を伝えるこ

とを大切にしていきたい。
・資格を取得して総合職へ転換されたのが素晴らしい、意欲をかきたてられた。
・健常者と同じように扱ってほしいという思いと配慮が必要という矛盾を考える機会となった。

　なかでもどのチームからも共感を呼んだのは、両親への感謝の気持ちでした。「親の愛情について深く考えたこと
がなかった、親の気持ちに気づかされた」「両親への感謝が素晴らしい」との声が全てのグループから聞かれました。

自身が成長する機会を、企業と社会の成長への貢献に！

　続くグループ・ディスカッションのテーマは、
「コロナ禍の今、改めて障がい者が分かってほし
いこと」です。第1回セミナーの議論では、通勤
や業務の困難への配慮が多数を占めました。コ
ロナ禍で、時差出勤や在宅勤務が拡大し働きや
すくなったとの声が多く聞かれました。その上
で、コロナが収束しても時差出勤や在宅勤務は
継続してほしい、外出が困難な人へも就労機会
の拡大になっているとの意見が出ました。ただ、
人が集まってアイデアが生まれるという場は少
なくなっているという懸念も指摘されました。
　また、在宅勤務が進み出社する社員数が減り、多くの企業で座席がフリーアドレスになっています。歩行器など
必要な器具・機器を置く固定の場所がない不便さを訴える一方、上司に近くに座ってもらい相談がしやすくなった
メリットも享受できています。
　他方で全てがオンラインになり、一度も会ったことがない人との会議も増える中、自身の障害について話す機会
がなくなったとの声も聞かれました。オンライン会議の画面上では車いすや杖を利用していることが分からない
ため先入観がなくなり良くなったという意見や、自身の障害のことを知ってもらいにくくなり合理的配慮をお願い
しづらくなっている、という意見もありました。障害や必要な配慮を社内の同僚に知ってもらうためのコミュニ
ティーを作り、そこで情報共有をしている企業もあり、それは各社で横展開できると運営にあたっての情報交換も
されました。自身の障害について直接話す機会が減ってしまったが、やはり周囲に伝えておくことでちょっとした
気遣いをしてもらえ、それが能力を発揮する原動力になっているとの意見も聞かれました。その一方で、障害のこと
を伝えると業務範囲や任される仕事が減ってしまうのではと危惧する声もありました。

　今回のグループ・ディスカッションで際立っていたのは、第１回参加者のリードです。積極的な発言や初参加者
への配慮や意見の促しなど上手に進行をサポートしていただきました。そして、自分が分かってほしいことは明るく
伝えよう、自身の障害について話す際も後ろ向きにならずに、これはサポートしてほしいけど、これはできますよ
と明るく伝えようと投げかけていただきました。それが自身の成長する機会となり、企業・社会の成長に貢献でき
ると感じさせられるセミナーとなりました。

企業キャリア創出部会

イベント・レポート：第3回ワイガヤセミナー

＊ストレングスファインダー （S/F）：P2参照 
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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チャンネルの開設
　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模様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

　ACEでは、ホームページやFacebook、YouTubeで活動内容を紹介しています。また、
毎年1回『活動報告書』と『ACEフォーラム・レポート』をそれぞれ冊子で刊行しています。

広報活動



Accessibility Consortium of Enterprises24

　ACEでは、会員企業による定例会を実施し、各活動内容の報告と共有、障がい者雇用関連の勉強会を行っています。
2021年5月18日にオンラインで開催した定例会では、ACEアワード2020特別賞を受賞したヤマトシステム開発株式
会社の「在宅勤務チーム活動事例」の紹介を行いました。事例は、ヤマトシステム開発のACE会員の吉村晃子さん、
プロジェクトを推進した同社システム本部パートーナー戦略部の金子明奈さん、そして現場のリーダーとしてチーム
を率いている杉山佳光さんによりご説明いただきました。

企業姿勢の浸透

　ヤマトグループは、「地域から信頼される企業」を企業姿勢に掲げ、障がい者雇用の取り組みも含め、障害のある方
の自立支援を積極的に行っています。

吉村　『地域から信頼される企業』という企業姿勢に基づいて、ヤマトグループでは公益財団法人ヤマト福祉財団と
連携して、さまざまな障がい者の自立支援を行っています。
　これまでヤマトホールディングスではヤマト福祉財団を通じて就労移行支援、障がい者施設・団体を対象とした
福祉助成事業が行われてきました。また、グループ会社の株式会社スワンにおける障がい者の雇用・収入の確保や
自立を支援するためのベーカリー事業（スワンベーカリー）も知られています。

　ヤマトシステム開発においても、これまで障害のある方の雇用を積極的に行ってきました。現場雇用としては、
主にお客様から委託された運用業務（帳票関連、PCキッティング作業など）に加え、最近では自社のインフラ設備保守
やシステム開発での雇用も始まっています。
　また、知的障害のあるメンバーを中心に人事部門内での書類発送や清掃などの軽作業や、他部署からの依頼に対応
する「猫の手」と呼ばれる施策も行われています。

吉村　今回ご紹介する在宅勤務チームの事例は、これまで以上に障がい者雇用を推進し、事業に活かしていく、と
いう思いのもと、現場で創出され、チームアップされた事例です。人事からの働きかけではなく、現場起点で障害
のある方の力に着目し、企業として雇用することの意義を見出している点に注目です。

業務を切り分け、在宅勤務をスタート、企業の成長に貢献するチームへ

　ヤマトグループとしては、これまでも障がい者雇用に取り組んでいました。当初は倉庫や人事部門での雇用が主で
したが、2018年からは部署単位での積極な取り組みも始まりました。身体に障害のある方の雇用は、すでに多くの
企業で進んでいましたが、ヤマトグループでは、精神・発達障害のある方の採用も進めました。

金子　2018年に２名採用し、現場に配属しました。非常に高いスキルや能力がある方々で、当初の不安や誤った
イメージは払拭されました。しかし、残念ながら2名ともその後退職されてしまいました。
　なぜ現場に定着してもらえなかったのか、もっと笑顔で働いてもらうにはどうすればいいか、社内での調査・検討
が始まりました。「働きたいが通勤が困難」という悩みを抱える方が多い事が分かり、業務を切り出して在宅で仕事が
できれば、能力を発揮し戦力になってもらえるのではと考えました。2019年3月に６名を在宅勤務で雇用、その後
メンバーを10人まで拡充しました。メンバーの業務調整を行う班長と全体を統括するリーダーをそれぞれ1名任命
し、キャリアコンサルタント・社会福祉士資格者のアドバイザーがサポートする体制を構築しました。在宅勤務で、
名刺や注文書のデジタル化のための入力作業、パワーポイント資料の作成などの営業支援業務を行っています。

企業の成長に貢献する在宅勤務チームへ
ヤマトシステム開発株式会社 

※ 2021年4月の組織改編により「ITオペレーティングカンパニー」から「システム本部」に変更となっています。また新たに班長を設定し、業務
管理者としてリーダーを置く形に体制の変更を行いました。

広報活動

ACE 定例会レポート：事例紹介 ［1］
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杉山　リーダーとして、業務依頼者と打ち合わせを持ち、作業内容や要望、納期などの確認を行っています。至急
対応の依頼も多く、間に合わせるための業務の割り振りが大変ですね。営業支援活動では、「アポイントが何件も取れ
ました」や「商談が進行中です。ありがとう」など依頼者から感謝の言葉が寄せられることもあり、メンバー一同で
やりがいを感じています。

　ミスを少なくするため、分かりやすい業務指示書を作成し、メンバーと仕事内容を共有することが重要だと話
す杉山さん。最近は、コロナ禍でお客様訪問ができない営業担当者の依頼で、企業のホームページの問い合わせ
フォームを利用したセールスプロモーションも行っているとのこと。
　今では、社外のお客様からの業務依頼も受け、会社に貢献できる組織として成長しています。
　在宅勤務にあたり、業務開始時に体調報告をシステムで行い、その状況を数値化して、管理者が部下の健康を管
理しやすいよう工夫もされています。

金子　今後は、メンバーのさらなるスキルアップと成長のために、取り組むべきことや目標を明確化し、これから
の自身のキャリアをよく考えてもらえるように、評価制度も整えていきます。
 
　障害があるということよりも、個人が
それぞれどんなスキルを持っていて、ど
のような可能性があるかが採用する時に
重要だと感じたと話す金子さん。スキル
が分かると、どの業務を任せられるのか
が明確になります。社内ではなかなか手
が回らない作業を在宅勤務チームにお願
いしてみよう、という流れが社内ででき
ています。さらなる企業の成長に貢献で
きるチームとして期待をされています。
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　2021年7月13日にオンラインで開催した定例会では、ブルームバーグ L.P.（以下、ブルームバーグ）の障がい者雇用
の取り組み事例を紹介しました。事例は、ACE会員企業メンバーのブルームバーグ APAC HR部門の高橋弦也さん
よりご説明いただきました。
 

「他人事」を「自分事」に

　創業者のマイケル・ブルームバーグ氏は、利益を社会に還元することを大切にし、社会貢献とボランティア活動
は、ブルームバーグ文化の中核にあり、社員の就業時間内のボランティア活動への参画も推奨されています。1年
間に25時間社員がボランティア活動を行うと、会社がサポートしているNPO団体などの中から社員が選ぶ団体へ
2500米ドルを寄付することができます。
　また、個々の違いを大切にし、誰もが協働できるインクルーシブな企業文化が推進されています。社内に障がい
者、LGBTとアライ、女性活躍、ワーキング・ファミリーに関するコミュニティーがあり、活動を行っています。
　障がい者に関しては、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で構成された
Tokyo Abilities Communityが2015年9月に発足しました。このコミュニティに参加する社員のみならず、会社全体
として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全社員が最大限に能力を発揮できる環境
の創出を目指しています。

　「ダイバーシティの取り組みは、自分事の境界線の範囲を広げて、どこか遠い他人事だと思っていたことも自分事と
して受けとめていくことです。」と語る高橋さん。パラリンピックに先駆けた障がい者スポーツの体験イベントや障害
のある演奏家を招聘した音楽イベントなどを実施し、見て・聴いて・体験する場を多くの社員に提供することで、考
えるきっかけを作ってきました。まずは障害の分野に触れて知ってもらう、そして理解し、自分の言葉で話せるよ
うになることを目的にコミュニティ活動を行っています。

産学連携でガイドラインを策定

　ブルームバーグは、慶應義塾大学 総合政策学部 塩田琴美 准教授のゼミと協業し、障害種別毎に安心して内定後・
入社・導入期を過ごしてもらうための「人事・受入部署のガイドライン」策定を行いました。2021年4月より開始され
たこのプロジェクトは、障害種別チーム（身体、視覚・聴覚、発達、精神）を作り、社員・学生とともに情報収集と
ガイドラインの策定を行いました。ブルームバーグ社員も人事部門をはじめ、マーケティング、ビジネス現場の社員、

慶應義塾大学と協業し障がい者雇用ガイドラインを策定
ブルームバーグ L.P. 

広報活動

ACE 定例会レポート：事例紹介 ［2］
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障害のある当事者とさまざまな職種、職域から参加しました。また、福祉を専門に研究する他大学の学生や、外部
の複数の当事者へのヒアリングなど、多くの方の知見を取り入れるよう取り組みました。
　コロナ禍のため、学生・社員間の討議や発表は、すべてオンラインで行われました。
 
　「障がい者雇用に関するガイドラインを人事主導だけではなく、さまざまな方々の目線から策定できたことが多く
の収穫」と語る高橋さん。成果物となるガイドラインは、9月に実施するインターンシップ・プログラムでテスト利
用を開始する予定です。さらに、社内でアジア・パシフィック、そしてグローバルへの展開が予定されています。

　「今回のプロジェクトによって、参加したコミュニティメンバー社員の意識も随分と変わりました。学生に対してア
ドバイスをするということから、障がい者雇用に対する向き合い方が変化し、これまでは分からないことがあると人
事に確認していましたが、自ら調べ理解して、自分の言葉で学生に説明できるようになりました。」（高橋さん）

　「今回のプロジェクトで、初めて障がい者雇用について知り、取り組んだ学生も多かったです。特に、プロジェク
トのゴールとして正しい解や進め方もない中で、最初は四苦八苦していました。しかし、プロジェクトを通して、
障がい者の方が社会で置かれている状況、障がい者の特性を生かしてよりよい働き方となるために企業側が抱える
課題や取り組み、そして政策として必要な点などを単なる机上の学習に留まらず実践知として得られたと思います。
　また、ブルームバーグさんや企業のみなさんとプロジェクトで関わりを持ち、多様な意見を聞くことができたこと
も、自分のキャリアを考える良い機会になったのではないかと感じています。」（塩田氏）

　慶應義塾大学の学生もブルームバーグ社員からのアドバイスを受け、積極的に調査、分析した結果をガイドライン
にまとめ発表を行っていました。学生は社会人から、社員は学生から、相互に意見を交わすことから生まれる相乗
効果にダイバーシティの意義が明確に体現されたプロジェクトとなりました。
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プレスリリース　2021年2月10日配信

障害のある社員のコロナ禍における働き方についてのアンケート調査結果

　一般社団法人企業アクセシビリティ・コンソーシアム（以下、ACE）は、会員企業で働く障害のある社員に対して
新型コロナウイルスの影響により、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。調査は、会員
企業37社で働く障害のある社員に対してWebアンケートを依頼し、657の有効回答を得ました。
　コロナ禍で回答者の半数以上が、併用も含め「在宅勤務」または「時差通勤」になり、また一時的も含め、長期・短期
で在宅勤務を経験した社員は9割にのぼりました。コロナ禍以前より通勤が困難であった社員からは、もともと在宅
勤務を望む声があり、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した。一方、在宅勤務時の課題は、「時間のメリハリがつけづらい」「体力維持が
難しい」「自宅の通信環境や品質が良くない」「会社から機器が支給・貸与されない」などでした。
　障害特性別にみると、聴覚に障害のある社員の9割が、「マスク着用による会話の困難」を課題とする一方で、在宅
勤務時のオンライン会議は、「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」と生産性が向上したとの回答が多数ありました。
　「マスク着用による会話の困難」は、聴覚障害の方のみならず、精神・発達障害のある方からも「表情がつかみづら
く不安」という理由で、多くの方が課題として指摘されています。
　調査結果を解説した動画を制作しましたので、詳細は動画をご覧ください。

　ACEでは、この調査結果を今後の活動内容に生かしていくため、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や課
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、誰一人取り残され
ない社会の実現に向け、1個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ていき
ます。

説明資料は、
こちらよりダウンロードできます。
https://bit.ly/3DemHHS

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）
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障害のある社員のコロナ禍における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

アンケート概要

広報活動

調査結果の解説は
こちらをご覧ください。
https://bit.ly/3FiibK2
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ニュース・メディア掲載
● 2020年10月13日　ダイヤモンド・オンライン　「Oriijin（オリイジン）」

障害のある学生が大企業のインターンシップで得たもの
https://diamond.jp/articles/-/250326
ACE会員企業が合同で行っている障害のある学生が企業で働く先輩社員とグループ・ディスカッションを行うキャリ
アセミナーと、それを踏まえて実際に会員企業で行ったインターンシップ・プログラムをご紹介いただきました。

● 2020年 10月23日　日本経済新聞・夕刊／電子版
障がい者の働き方に追い風 
在宅勤務で対話・通勤の負担減　広がる選択肢、健常者にも 
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65323480S0A021C2KNTP00/

環境を整えれば障害はなくなる
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65323530S0A021C2KNTP00/
コロナ禍における障害のある社員の働き方について、ACE事務局長のコメントとACEフォーラムでの基調講演の内容
を取り上げていただきました。

● 2021年3月16日　ダイヤモンド・オンライン
大企業で働く障害のある社員は、コロナ禍でどうしているか？
https://diamond.jp/articles/-/264983
プレスリリースしたコロナ禍における障害のある社員の働き方について、取りあげていただきました。

ACE入会には現会員企業からの推薦が必要となります。また
ACEでは各社の人事施策を検証および表彰の選考に各社の社員
の個人プロフィールなども取り扱うことから、会員企業が安心
して積極的な議論を行えるように、厳しい入会基準（社外秘）を
設け、新規会員企業の入会については理事会の承認事項として
います。入会についてはACE事務局（e-mail: hq@j-ace.net）
またはACE会員企業にお問い合わせください。

ACE定款 ACE規約

https://bit.ly/aceteikan https://bit.ly/acekiyaku

　ACE第8期（2020年9月～ 2021年8月）活動報告書をお届けします。
　今期もACEが主催するイベント、セミナーのすべてがコロナ禍のためオンライン開催となりました。また、ACE会員企業の多くで
在宅勤務などのテレワークの実施が進みました。そうした中で、企業で働く障害のある方々の働き方はどのように変化し、どのよ
うなメリットが享受できたのか、解決すべき課題は何かを知るためにアンケート調査を行い、その結果を公開しました。ACE会員
企業の障害のある社員の約９割が在宅勤務や時差通勤を経験し、その約７割が元の環境に戻りたくないと回答されました。コミュ
ニケーション不足、通信環境・支援機器の準備や各種サポートにまだ課題はあるものの、新しい働き方が着実に根付き、その推進
を望む声が多数であることが分かりました。

　実際に障がい者を含む採用活動は、テレワークの推進により新卒・中途採用ともに大都市
圏のみならず、さらに広範囲に人材を集めることを可能にしました。ロボットを遠隔操作する
ことで外出が困難な障がい者が就業し活躍する事例も出てきています。
　ACEでは、こうした新しい働き方を活用し、雇用される側、雇用する側の双方の視点から、

「障がい者雇用の新しいモデル確立」をより一層推進してまいります。
　2021年の世相を反映させ、第8期活動報告書の表紙は、自宅からオンラインでミーティング
する様子にしました。働き方の変革がもたらす効果に期待しています。

一般社団法人企業アクセシビリティ・コンソーシアム 
事務局長 / 第8期活動報告書・執筆・編集

栗原 進

編集後記
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