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わが社の イ チ オ シ ！
株式会社ビケンテクノ
グローバル企業を目指して
株式会社ビケンテクノでは、今海外事業
を展開しています。特にアジアにおいて、
シンガポール、フィリピン、ベトナムに拠
点をおき、現地での業務を行なっておりま
す。最初に拠点を作ったシンガポールでは、
工業団地の管理やエアコン事業、フード
コートの管理業務などさまざまな事業を展
開し、大きく成長してきております。そし
て、海外からの人材も多く雇用しています。
日本から海外に出る者がいるように、海外

技能実習生

から日本に来るスタッフも大勢います。
その一つは、外国人技能実習生です。現在、フィリピン・ベトナム合わせて27名の実習生がビケンテクノで
働いています。技能実習生が働きやすい職場をつくり、
かつ正確な仕事をこなしてもらうために、コミュニケー
ションを積極的に取るようにしています。
本部スタッフとしても外国人を積極的に採用しています。海外拠点とのコミュニケーションはもちろん、日
本での外国人雇用や教育、業務
が円滑に進むように、日々取り
組んでいます。日本語と母国語、
英語などを流暢に使いこなす外
国人社員や技能実習生は、すご
いと思います。
グローバル企業となるために

ベトナム事務所

は、積極的にコミュニケーショ
シンガポール人員サービス

ンをとることが必要です。その
中で、日本人のスタッフこそ、

お互いのコミュニケーションが足りていないことに気づきました。コミュニケーションを密に取り、相互理解
を深めながら業務を行うことが大切だと感じます。
これからもグローバル企業を目指して、働く人同士がお互いに尊敬し、関係を深めながら、さらなる成長を
目指していきます。


ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

原価管理部教育訓練

山

本

拓

1 ／ OBMマンスリー

也

2019.４月号

ズームアップ
警備業界の問題点と将来の展望
警備防災部会では、本年３月25日に警
備保障タイムズ株式会社代表取締役の六
車護氏を講師に迎えて「警備業界の問題
点と将来の展望」と題した講演会を開催
しました。
六車氏は、毎日新聞社で運動部長、論
説委員等を歴任され、平成24年に警備保
障タイムズ株式会社を立ち上げ、ご活躍
されています。また、３月に引退表明を
した大リーガーのイチロー選手をスカ
ウトした元プロ野球オリックスブルー
ウェーブのスカウトの方と早稲田大学野
球部時代に同窓生だったという縁からイ
チロー選手とも親交が深い方です。
講演は、はじめに「成功体験を捨てる
勇気」ということでイチロー選手が日本
プロ野球界で振り子打法によって好成績
を残し、アメリカ大リーグのメジャー入
りをはたしたのですが、その振り子打法
にこだわらず、変わった環境に合わせて

30年度

打法を変えてメジャーでも好成績を残し
た話から始まりました。人というもの
は、成功体験を忘れられず、過去の栄光
を中々捨てきれないものです。
更に、人的警備から、機械警備に移行
したセコム株式会社の創業者である飯田
亮氏の話になり、東京オリンピックの選
手村警備で成功したセコム（当時は日本
警備保障(株)）でしたが、人的警備では
多数の警備員が必要となり将来的な発展
が見込めないということから、機械に監
視させて異常時に現場急行する機械警備
に移行したというものです。当時、会長
であった飯田氏の提案に役員全員が反対
したそうですが、会長の決断により、現
在のセコムに至っているというところで
す。どちらも、成功体験を捨てて将来を
見据え新しいものに取り組んで発展した
ケースです。
現在の警備業界においての問題点とし
ては、
「人手不足」が挙げられます。警
備業界だけではないものの、人手不足の
原因として警備員の低賃金（警備料金の
低さ）があります。特に交通誘導警備員

第10回

議案④

理事会

委員会・部会
経営委員会
協会会議室
４月16日（火）出席者13名
議案① 理事会報告
議案② 新任委員紹介
議案③ ＢＣＰ短期集中講座終了報告
議案④ ３／22講演会終了報告
議案⑤ 平成30年度事業報告
議案⑥ 災害協定締結に関する経過報告
議案⑦ 平成31年度事業計画（案）について

広報委員会
協会展示室
３月20日（水）出席者８名
議案① 「ＯＢＭマンスリー平成31年３月号」

の編集作業について
議案② 広 報委員会の来期事業計画・予算案、
30年度事業報告について
議案③ 「大阪ビルメンエッセイ大賞」の審査

結果について

４月19日（金）出席者９名

・大阪府消防防災協会（澤村副会長）
④理事会次期監事 小山誠氏推薦の件
／承認
⑤定款改正の件／承認
⑥退会について／承認
・汐見建物管理株式会社
３．報告事項
①全協報告
②委員会部会報告

協会会議室
３月19日（火）出席者９名
議案① 
次年度の事業計画・予算、30年度事業
報告完成について
議案② ＯＢＭ移転について
議案③ 
天神祭清掃ボランティア本部の設置場
所について

ビルクリーニング部会
協会会議室
３月15日（金）出席者13名
議案 ① 平成31年度 部会予算案について
議案 ② 平成31年度 事業計画案について
議案 ③ ＤＶＤ発表会の開催

労務委員会

警備防災部会

協会研修室
４月９日（火）出席者10名
議案① 労働安全大会について
⑴ご案内文書の確認
⑵参加賞・抽選景品の品数と個数
⑶大会配付資料について
② キャンペーンポスターについて
報告① 
2019年度 ＫＹＴ・リスクアセスメン
トセミナー日程
② 無災害企業表彰 申請状況
③ 安全衛生標語・川柳 応募状況
④ 
３月度災害発生報告（業災２件、通災
１件）※他地区災害報告１件

協会会議室
３月25日（月）出席者34名
講演会
１ 開催場所
大阪ビルメンテナンス協会 ６階会議室
２ 講
師
警備保障タイムズ株式会社
代表取締役 六車護氏
３ 講義内容
警備業界の問題点と将来の展望

環境衛生委員会

３月６日（水）出席者13名
トヨタ産業技術記念館（愛知県名古屋市）見学
第９回環境衛生委員会
議案① 理事会報告
議案② 大阪府との意見交換会の振り返り
議案③ 次年度事業計画について

協会会議室

議案① 「ＯＢＭマンスリー2019年４月号」の

編集
議案② 「ビルメンエッセイ大賞」の編集
議案③ クリアファイルの作成・検討

外部精度管理について報告

公益・契約委員会

４月22日（月） 協会会議室
１．一般報告事項
①前回理事会議事録確認
２．審議事項
①通常総会次第、決算案及び事業報告案
について／承認
②被選挙人名簿
③外部派遣理事について／承認
・大阪市環境経営推進協議会理事
（佐々木会長）
・よりそいネットおおさか（福田理事）

は厳しい状況です。警備契約上で自社に
不利な取引であっても強く言えない警備
業者の弱い立場等、人手不足を解消する
ことは難しい現状です。
六車氏は、本年のラグビ－ワールド
カップ、2020年の東京オリンピック・パ
ラリンピック、2025年の大阪万博等で警
備員の需要はまだ十分見込めるとしつ
つ、人材確保の事例として、女性警備員
の雇用拡大、警備員の給料アップにより
退社予定者が残留した警備業者などの事
例を挙げておられました。また、警備員
の給料アップや有給休暇の充実、待遇改
善の「警備員ファーストを貫こう」とい
う考え方が大事であるとも話されていま
した。
興味深い話が多くありましたが、時間
の都合上、詳細は聞けませんでした。機
会があれば再度、多方面の業種の方と親
交が深い六車氏から給料アップで社員を
引き留めた警備業者の実情や裏話など、
警備業界が発展するような具体的な話を
聞いてみたいと感じました。

（警備防災部会 中 野 勝 晃）

４月５日（金）出席者８名

協会会議室

第10回環境衛生委員会
議案① 理事会報告
議案② 議事録確認（委員会・意見交換会）
議案③ 
次年度事業計画案・予算案と今年度事
業報告について

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

３月25日（月）出席者13名
議案①
議案②
議案③
議案④
議案⑤
議案⑥

４月15日（月）出席者13名
議案①
議案②
議案③

協会会議室

理事会報告について
議事録の確認について
講演会について

（反省点、今後の進め方など）
警察立ち入り時のトピックスについて
平成31年度事業計画について
（実施事項案など）
見学会（大飯原発）について
協会会議室

議事録確認
５月度見学会（関西電力大飯原発）に

ついて
６月以降の年間行事計画について
１）外部講師講演会について
２）第２回見学会について
３）研究発行物について
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近畿地区本部だより
●「平成31年版 建築物のライフサイクルコス
ト講習会」のご案内

（一財）建築保全センター主催
・日
程：５月16日（木）12：30～16：30
・会
場：大阪科学技術センター401号室
・定
員：130名【定員になり次第、又は講
習会の一週間前に締め切ります。】
・受 講 料：会員7,000円(レジメ・資料・消費
税含む／協賛団体会員)
・申込方法：
（一財）建築保全センターのホー
ムページよりお申込みください。
https://www.bmmc.or.jp/
※お問い合わせ先 （一財）建築保全センター
担当：影山、押切
ＴＥＬ 03-3553-0070
●「～新たなニーズに対応した～オフィスビル
の戦略的な改修企画」の大阪会場開催につい
て
（公社）ロングライフビル推進協会主催セミナー
・日
程：５月24日（金）14：00～16：45
・会   場：新大阪丸ビル別館 会議室Ｇ
・定
員：80名【定員に達し次第受付終了と
いたします。】
・受 講 料：会員9,000円(テキスト・消費税含
む／後援団体会員)
・申込方法：
（公社）ロングライフビル推進協
会のホームページよりダウンロー
ドし、必要事項をご記入の上、Ｆ
ＡＸまたはメールにてお申込みく
ださい。

【http://www.belca.or.jp/semi20190524.pdf】
※お問い合わせ先
（公社）ロングライフビル推進協会

開発研究部 小川
ＴＥＬ 03-5408-9830 ＦＡＸ 03-5408-9840
●ビルメンテナンス情報年鑑（第49回実態調査
報告書）発行について【お知らせ】
昨年（2018年８月～10月）に実施いたしまし

た第49回実態調査の報告が纏まり、
このたび
「ビ
ルメンテナンス情報年鑑（第49回実態調査報告
書）
」を発行いたしました。
送達文書にてお送りいたします。全協ホーム
ページよりＰＤＦでダウンロードもできます。
【http://www.j-bma.or.jp/archives/18224】

事務局からのお知らせ
●2019年度大阪協会主催の研修会のお知らせ
従事者研修等の日程（予定）が決まりました
のでお知らせいたします。
・防除作業従事者研修 2019年６月26日（水）
・貯水槽清掃作業従事者研修
2019年８月30日（金）
・清掃作業従事者研修 2019年９月26日（木）
・清掃作業従事者研修指導者講習（新規・再）
2020年２月20日（木）
以上会場は(一社)大阪ビルメンテナンス協会
〒550-0002 大阪市西区江戸堀２－６－33
江戸堀フコク生命ビル
【2019年５月10日（金）より移転】
※
研修会のご案内は、開催日の１ヶ月～１ヶ月
半前を予定しています。

訓練センターだより
●
ビ ルクリーニング外国人技能実習支援セン
ターホームページ開設のご案内
４月１日より、
（一財）建築物管理訓練セン
ターに設置された「ビルクリーニング外国人技
能実習支援センター」のホームページが公開さ
れました。
支援センターは、受入企業と受入れを仲介す
る監理団体、そして海外の送出機関など３者の
良好な関係を築くことを目的に設置され、ビル
クリーニングの実習が企業内で円滑に進むよう
に、教育・研修などのサービスを提供します。
実習生を受け入れている、受け入れようとし
ている会員の皆様につきましては、ぜひ支援セ

ンターをご活用いただきますようお願い申し上
げます。
＜ホームページ＞

http://ascf.jp/

会員だより
●入会
〔正会員〕
・エースセンター株式会社大阪営業所
所長 辻
亮三様
〒531-0072
大阪市北区豊崎２－７－15
ＬＵＣＫ ＯＦＦＩＣＥ ＯＳＡＫＡ ４Ｆ
ＴＥＬ 06-6373-7210 ＦＡＸ 06-6373-7200

（平成31年４月１日付）
●代表者変更
〔正会員〕
・株式会社エイコーサービス
（新）代表取締役社長 古 東
尚様
（旧）代表取締役社長 新 川 慶 弘 様

（平成31年４月１日付）
・Ｈｉｔｚ総合サービス株式会社
（新）代表取締役社長 髙 田
徹様
（旧）取締役社長
新
則継様
（新則継様は顧問に就任）

（平成31年４月より）
●会員登録名変更
〔正会員〕
（新）
関西エアポートオペレーションサービス
株式会社
（旧）空港施設管理株式会社

（平成31年４月１日付）
●退会
〔正会員〕
・汐見建物管理株式会社

（平成31年４月30日付）

講習会お知らせ
●空調給排水管理監督者（新規)

教育センターだより
(公財)日本建築衛生管理教育センター講習
会予定
●ダクト清掃作業監督者（再)

・
受付期間 2019年５月16日(木)～29日(水)
・
実施期間
７月４日(木)～５日(金)
●清掃作業監督者（新規)

・
受付期間 2019年５月28日(火)～６月７日(金)
・
実施期間
７月16日(火)～17日(水)

・受付期間 2019年６月12日(水)～25日(火)
・実施期間
８月１日(木)～２日(金)
●建築物環境衛生管理技術者

・受付期間 2019年６月13日(木)～19日(水)
・実施期間
８月21日(水)～９月７日(土)

※
申込期間中、早めにお申し込み下さい。
用紙のダウンロード・お申し込みは公益財

団法人日本建築衛生管理教育センターへ。
(ホームページ http://www.jahmec.or.jp/、

ＴＥＬ 06-6836-6605)

●統括管理者（新規)

・受付期間 2019年６月18日(火)～28日(金)
・実施期間
８月６日(火)～８日(木)
☆いずれも阪急千里中央ビルにて

事務局移転のお知らせ
（一社）大阪ビルメンテナンス協会事務局が移転します。
新

住

所：〒550-0002

大阪府大阪市西区江戸堀２-６-33
江戸堀フコク生命ビル10Ｆ

ＴＥＬ 06-4256-5371

ＦＡＸ 06-4256-5375

新メールアドレス：osakabma@obm.or.jp
業務開始日：2019年５月10日（金）
※なお、移転に伴う作業のため、４月26日（金）～５月９日（木）までは
ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/
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キャッシュレス


理事

山 西 正 修

クレジットカードを使う。市内の移動は当然電子マネーを
使い、出張する際の旅費、ホテル代、食事代はクレジット
カードあるいは電子マネーを使う。交通系ＩＣカード全国

近頃キャッシュレス決済が急激に盛り上がっている。
キャッシュレス決済とは、電子マネーやクレジットカード

相互利用サービスが開始されたことにより、他のエリアに
おいても券売機に並ぶ必要が無くなり、時間短縮が図れる
ようになった。コンビニでは端末にタッチするだけで支払

を利用して、現金を使わず支払うことであり、最近台頭し
てきているスマホ決済も含まれる。公共料金、税金の支払
いは口座振替、コンビニでの支払いは交通系電子マネー又

完了し、ポイントが付与されるので電子マネーの携帯は怠
れない。スーパーでの買物も同様である。私のキャッシュ
レス化は着実に80％以上に進んでいる。

は商業系電子マネー、スーパーマーケットではクレジット
カードで支払う等、日常生活の中で現金を扱う頻度は、格
段に減ってきたように思う。

消費者だけでなく、企業や社会が受けるキャッシュレス
化のメリットは、硬貨や紙幣の製造コストが不要となるこ
とがまず考えられる。現金受け渡しによる盗難や詐欺被害

日本人には違和感があるが、ある東京の神社では、お賽
銭を電子マネーで払えるようにしたとの報道や、世界遺産
に登録された栃木県日光市の社寺では、至る所にＱＲコー

のリスクの低下、レジ金の集計や確認作業、釣銭の用意な
どが不要となり取引の迅速化・効率化が図られる。また
キャッシュレス化によるお金の流れはデジタル化されて記

ド決済できるお賽銭スポットが設置されているニュースも
聞いた。社会はキャッシュレス化に進んでおり、この傾向
は日本に限ったことではないそうだ。
平成29年度、日本における民間消費全体に占めるキャッ

録に残り、不正防止にも役立つ。
当社はビルメンテナンス業が主体事業であるが、一般消
費者をお客様とする店舗運営も行っている。レジのつり銭
準備、時間帯毎の現金過不足確認、最終のレジ締め作業、

シュレス決済比率は20％であり、キャッシュレスの進んで
いる韓国、中国などの近隣諸国に大きく遅れを取っている

銀行口座への入金処理と現金を扱うことにかかるコストは
運営費用の中で大きなウェートを占めている。

のが現状だそうだ。2018年には3119万人もの外国人が日本
を訪れ、2020年に開催される「東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会」でも多くの外国人の来訪が予想される。
キャッシュレス比率を高めることで、決済の利便性・効率

キャッシュレス決済は、お金を払う側にも受け取る側に
も双方にメリットがある。政府は2024年を目途に最新の偽
造防止技術を使った新紙幣を発行すると発表したが、増え
続ける外国人観光客向けの対応としても、今後一層キャッ

性を向上させる必要が求められている。今年10月には消費
税率引き上げに併せ、増税対策の一環としてキャッシュレ

シュレス決済を推し進められるべきだと思う。
2025年には大阪で万博が開催される。キャッシュレス化

スにおけるポイント還元事業も始まる。
理事コラム執筆にあたり、自身の消費行動を振り返って
みた。通勤はもちろん交通系電子マネーであり、購入には

が進み現金の必要性が低下すれば、現在の社会インフラや
サービスは大きく変化するに違いない。セキュリティを確
保し、利用者が安心して決済できることが第一である。

ＫＫＣお薦め講習会（６月）
６月実施予定のＫＫＣ主催の講習会は下記のとおりです。
詳細は、随時会員企業様に郵送している開講案内、または、
ＫＫＣホームページ（http://www.bmkkc.or.jp/）にてご確
認ください。お申し込みは申込書に必要事項をご記入の上、Ｆ
ＡＸにてお申込みください。

（３）生活指導員講習
６月17日（月）10時30分～16時50分（江戸堀フコク生命ビル）
※次回の開催は、７月22日～24日に神戸国際会館セミナーハウ
スで実施します。

＜令和元年度〔前期〕警備員現任教育
日程決定のお知らせ＞

●派遣元責任者講習
修了者には一般労働者派遣事業の許可・更新手続きに必要な
「受講証明書」を即日交付します。
＜日 時＞６月13日（木）９時30分～17時15分
＜会 場＞江戸堀フコク生命ビル８階講習会場
＜対 象＞企業内派遣元責任者
※
次回の開催は、９月13日（金）です。（９時30分～17時15分・
江戸堀フコク生命ビル）

●外国人技能実習制度における養成講習
外国人技能実習制度における養成講習です。
（１）技能実習責任者講習
６月12日（水）10時～17時50分（江戸堀フコク生命ビル）
（２）技能実習指導員講習
６月18日（火）10時～17時20分（江戸堀フコク生命ビル）

第１回

令和元年８月16日（金）
午前９時～午後６時（集合午前８時50分）
第２回 令和元年９月４日（水）
午前９時～午後６時（集合午前８時50分）
第３回 令和元年９月11日（水）
午前９時～午後６時（集合午前８時50分）
※会場はいずれも江戸堀フコク生命ビル８階講習会場です。
※6月より受付開始いたします。
申込・問合先：一般社団法人関西環境開発センター（ＫＫＣ）
教育訓練部
電 話：０６－６３７２－９１２３
ＦＡＸ：０６－６４５０－８０３８
E-MAIL：bmkkc@swan.ocn.ne.jp
URL：http://www.bmkkc.or.jp/

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/
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ＯＢＭ行事予定
4月

5月

25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金

労務委員会

事務局移転準備
〃

昭和の日
国民の休日
即位日・改元記念日
国民の休日
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
振替休日

１．業務災害及び通勤災害数
  ①報告企業数 37件
②業務災害数 ２件
[内 訳] １ヶ月以上休業見込み
15日以上休業見込み
14日未満休業見込み
③通 勤 災 害 ２件

事務局移転

１件
０件
１件

２．事故事例
①発 生 日 時
②発 生 場 所
③年 齢 ・ 性 別
④発 生 状 況

2019年３月２日（土）午前10時頃
大阪府門真市 広場の斜面
65歳 男性
広場の斜面で落葉の清掃作業中に足を滑ら
せて転倒し、その際に左足首を捻って骨折
した。
⑤怪 我 の 状 況 左足首 骨折 休業31日以上
⑥原因及び対策 斜面という、不安定な場所で無理して作業
をしようとしたこと。斜面の落ち葉清掃は
ブロアで下に落としてから、清掃する方法
に変更することとする。

第２回選挙管理委員会
新事務局業務開始日 理事会 ビルクリーニング部会

労務委員会 賛助会世話人会
アビリンピック事前練習会 青年委員会
アビリンピック打合せ／事前練習会 全協監査
設備保全部会 インペクフォローアップ講習会①
広報委員会 インペクフォローアップ講習会②

労働災害事故事例（Ｈ31年３月度発生分より）

ＫＫＣ理事会

インペクフォローアップ講習会③
協会講師・登録講師講習会

ビルクリーニング技能検定基礎級
〃
第7回アジアビルメンテナンス大会in台湾（台北、～25日）
〃
ビルクリーニング技能競技会近畿地区予選会

警備防災部会見学会（大飯原発）

おたより紹介コーナー

2019年度 第35回労働安全大会開催のご案内
・日

時

６月７日（金）13：30～16：50（受付12：40～）


・会

場

ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少

年センター）７階ホール

〇主なプログラム
・ご 挨 拶

大阪労働局労働基準部安全課


安全課長

・講

大阪労働局労働基準部安全課


産業安全専門官

演

・特別講演

ＮＰＯ法人

『おたより紹介』のコーナーへの
投稿を募集しています
●題材・・・自由。
協会への提言、季節雑感、詩、短歌、
俳句、川柳等々、何でも結構です。
●字数・・・15 字×16～19 行の間に、本
文、会社名、筆者名を全て記入して下
さい。

健康笑い塾



主催

中井宏次 様

「こころの笑方箋

～職場のメンタルヘルスとユーモア～」
※
ご案内はＦＡＸにてお送りしております。なお入場無料です
ので、
お誘い合せの上ご参加下さい。参加者全員に記念品を、
さらに抽選で「素敵な品物」も当たるかも！

腕時計
私の会社では、清掃業務従事者が体験
や仕事の方法などを報告し合い、交流す
る場として「クリーン会議」と名付けた
ミーティングを隔月で開催している。本
社のある大阪以外に東京、名古屋、北九
州に拠点を置いており、４カ所をネット
で結んでのテレビ会議だ。
その４月の会議で、うれしい報告が
あった。大阪・中之島の職場で働く障が
い者２人（いずれも20代の男性）のご家
族を招いた職場見学会の報告だった。
当日はまず会議室に、ご家族や、就労
支援機関の支援員、ジョブコーチの方々
に集まっていただき、ふだんの働きぶり
や社内のフォロー態勢、仕事上の課題な

どを会社の担当者が説明し、１時間ほど
懇談したという。そのあと、担当の現場
エリアや、控室、ロッカールーム、食事
や休憩している席などを順番に案内し
た。
職場に家族を迎えた本人たちはいくぶ
ん恥ずかしそうにしていたが、初めて我
が子の働く姿や、職場を見学されたご家
族は「実際に見ることができ、安心しま
した」と、たいへん感謝されたという。
職場にとっても、有意義だった。
「会
社ではわからない、本人の性格や自宅で
の生活ぶりなどを聞かせていただき、サ
ポートする上でとても参考になりまし
た」と担当者は話す。そして、見学会で
のこんなやり取りを教えてくれた。
２人のうちの１人は、時間の管理が苦
手ということで、担当者が「作業時間の
部分を特にていねいに指導しています」

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

と説明した時のこと。ご家族が「腕時計
を自分で買って、風呂に入る以外は、い
つも腕に付けたままなんですよ。寝ると
きも外さないんです」とうれしそうに明
かしてくれたという。
取り組みが遅れていた障がい者雇用を
促進しようと、社内のサポート制度を整
え、各地の支援機関や特別支援学校など
との連携を模索し始めて、２年ほどたっ
た。十分とは言えないが、少しずつ雇用
率もあがってきている。職場で関心を持
つ従業員も増え、人手不足のなか、会社
としても大いに助かっている。
しかし、何よりも障がい者雇用に取り
組んでよかったと感じるのは、こんなエ
ピソードに巡り合えたときだ。

（Ｎ．Ｏ）
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