
令和３年度
障がい者雇用に関する意向調査

北海道中小企業家同友会 札幌支部

インクルーシブ委員会 障がい者雇用チーム



調査の概要

• 札幌支部インクルーシブ委員会では、２０２１年６月～７月にかけて、同支部同友会会
員を対象にWEB上で障がい者雇用に関するアンケートを実施しました。
アンケートの回答に要した平均時間は１３分３８秒と、回答者の皆様の真摯な姿勢が伺
えます。同委員会障がい者雇用チームではアンケート結果を分析し、今後の活動に資す
るための報告を提出いたします。

• アンケートの主旨 北海道中小企業家同友会札幌支部の会員に対し、障がい者雇用
の状況と今後の意向を尋ねるとともに、障がい者雇用に対する
意識や問題提起について調査することで、今後の活動の参考と
するものです。

• アンケート募集期間 ２０２１年６月～７月

• アンケート募集方法 同友会専用サイトMｙＤＯＹＵで募集、
記入・送信して頂く事で回答を回収。

• アンケート回収数 １６３名



１．障がい者雇用をしている企業の割合

北海道の民間企業の平均的な
障がい者雇用率は2.35％（令和
２年度）。

今回は、障がい者雇用に意識
の高い企業の回答が多かったこ
ともあり、アンケートの結果に
もすでに障がい者雇用をしてい
る企業の意向が強く出ていると
いうバイアスがあることに留意
します。

雇用している ５４社（３３％）
雇用していない１０８社（６６％）



２．障がい者雇用に対する意向

障がい者雇用をしていない
１０８社に近い将来、障がい
者雇用を考えているか否かの
質問をしたところ、考えてい
ると答えたのは６社、５.４％
と低い水準にとどまりました。

障がい者雇用をしていない
企業にとって、その雇用は
ハードルが高い事が見て取れ
ます。

雇用を考えている ６社（５.５％）
雇用は考えていない １０４社（９５％）



３．障がい者を雇用できない理由 ①

雇用できない理由のTOP３が、
左記の通り「体制がない」「設
備がない」という「条件の不
備」と「障がい者雇用を義付け
られる、（今は義務付けられて
いない）」という「義務・責務
の欠落」で占められました。

この回答を整理すると、雇用に
踏み切れない企業の実態が見え
てきます。

複数選択式で、障がい者を雇用する意向がない理由を尋ねました。

57 条件不備

52 条件不備

47 意識

19 不安

12 知識不足

11 知識不足

10 不安

9 知識不足

9 知識不足

6 不安

8 知識不足

3 知識不足

2 不安

24

障がい者に何ができるかわからない

雇用後の障がい者をサポートする体制がない

障がい者を受け入れる施設・設備がない

障がい者雇用を義務付けられる

障がい者の生産性に不安がある

具体的な雇用手順がわからない

障がい者への対応の仕方がわからない

社内の職員間の合意形成が困難

障がい者雇用に関する法的な側面がわからない

必要性は感じるが、何から手をつけたらよいのかわからない

現在の社員との人間関係が心配

相談ができる場所がわからない

一度挑戦したが上手くいかなかった

その他



３．障がい者を雇用できない理由 ②

障がい者を雇用できない理由
を整理すると、現時点で準備が
整っていないという回答のスコ
アが最も高く、次いで障がい者
雇用意識、障がい者雇用に対す
る不安、知識不足と続きます。

条件の不備と不安の多くは知
識不足から来るものと考えられ
るため、障がい者に対する理解
を深めていただくための啓蒙活
動が今なお必要であると言えま
す。



４．障がい者雇用が企業に与えるメリット

現在障がい者雇用を行っている企業
と、今後行う意向がある企業に、障が
い者雇用のメリットを複数選択式で尋
ねました。

メリットのTOP３は、左記の通り
「障がい者理解の向上」と、「社員間
のコミュニケーション向上」という職
場環境改善、「多様な働き方の実現」
という社会的貢献が占めました。

職場環境の向上や経営問題の解決な
ど、経営の質が向上するという意見が
多い事にはもっと注意を払っても良い
かもしれません。

24 障がい者理解

21 職場環境改善

21 社会的貢献

17 社会的貢献

14 経営改善

12 社会的貢献

10 障がい者理解

10 経営改善

9 経営改善

8 経営改善

6 職場環境改善

5 職場環境改善

4 職場環境改善

2 経営改善

0 経営改善

7

社員同士のコミュニケーションが改善された

業務を見直す機会となった

障がい者の雇用率が達成できた

社会的な信用を高められた 

多様な働き方を実現できた

雇用に関する助成を受けられた

障がい者以外の社員のモチベーションが高まった

仕事のローテーションを効率化できた 

障がい者への理解が深まった

社員同士の配慮や気遣いが増えた

障がいがあっても働けることが分かった

施設設備が整い、バリアフリーが向上した

離職者が減った

その他

人手不足が解消できた 

生産性が向上した



４．障がい者雇用が企業に与えるメリット

職場環境の向上や経
営問題の解決など、経
営の質が向上するとい
う意見も多くの賛同を
得ています。

こうした経営サイドの
ご意見にもっと注意を
払っても良いかもしれ
ません。



５．障がい者雇用のデメリット ①

障がい者雇用によるデ
メリットに関しては４つ
の大きな要因に分類する
ことができました。「技
術的要因」、「生産性要
因」、「経営要因」、
「経営者意識要因」の４
つです。

技術的要因：障がい者雇用に関する習熟や専門家
のサポートで解決できる問題

生産性要因：技術的要因のうち、生産性の低下に
関する問題

経営要因：生産性以外で業務や経営自体に内包さ
れる問題

経営意識問題：経営者や社員の意識改革を要する
問題

障がい者雇用を実際に行っている（いた）会社から、体験からくる問題
点を自由回答で記述していただき、４７社から回答を得ました。主なも
のを抽出しました。
但し、４７社中１１社からは「何の問題もない」という回答を得ていま
す。

技術的要因

習熟要因

習熟要因

習熟要因

習熟要因

習熟要因

習熟要因

習熟要因

習熟要因

習熟要因

習熟要因

加齢によりこれまでの業務が難しくなってきた

仕事があると遅刻、休む、あてにできない　小さい会社では難しい

勝手な行動をしてブレーキがきかなくて困った。

体力の問題や、出来る作業が限られるため、仕事の振り分けに最初戸惑った

精神的な障がいであったため、社員の理解が深まるまで時間がかかり、それまでの間は不満が高まっていた。

勝手な行動をしてブレーキがきかなくて困った。

障がい者同士の人間関係のトラブル。健常者との仕事に対する姿勢の違いからのトラブル。

以前雇用した知的障害者へのサポートにスタッフが翻弄された。

若干の意思疎通が難しい場合あり

仕事があると遅刻、休む、あてにできない　小さい会社では難しい



５．障がい者雇用のデメリット ②

特筆すべきは、記入して下
さった４７事業所のうち１/４に
あたる１１事業所が、デメリッ
トはないと明記している事です。

最も多いのは専門家のサポー
トや職場の習熟によって解決で
きる技術的な要因でした。また、
現在の業務における生産性要因
も多かったのですが、多くは他
社の事例などに解決策を求めら
れるのではないかという希望を
持つことができる内容となりま
した。

不公平感の問題は、恐らく制
度による「逆差別」についての
記載と思われますが、不公平を
感じているのが経営者であれ従
業員であれ、これは経営者の認
識、意識の改革が必要とされる
ものかと思われます。

生産性要因

生産性要因

生産性要因

生産性要因

経営要因

経営要因

経営要因

経営要因

経営要因

経営者意識問題

不公平感

不公平感通常のスタッフを休ませて障がい者の雇用を確保するのには疑問がのこり、不公平さを感じます

コロナ禍の中他の従業員の出勤が減り障がい者の勤務は確保されており不公平さを感じる。

全てにおいて時間がかかる（作業等）教えるスタッフに負担がかかる

既定の人数を雇用できない

業務内容が極めて限られる

定期的な通院による生産性低下

仕事が限定されるので、現行評価制度では本人の給与アップできない

うまく助成金を受けることができなかった。紹介する事業所により立ち位置の違いがある

合理化による業務の複雑化で、お願いできる業務が狭まっている



６．障がい者施設・機関に対して感じている事 ①

障がい者雇用施設・機関に
対する意識を選択式で回答し
ていただきました。今回の選
択肢は大きく分けて「知識の
問題」「不安」「不満」「満
足」「その他」の５分野に分
けることができますが、圧倒
的に「知識の問題」が上位を
占めました。中でも「どうい
う支援が受けられるのかがわ
からない」「支援する機関が
どこにあるか知らない」がダ
ントツで１位、２位を占めて
います。

企業側の意識にもよりますが、
サービス提供側としての実感
でも「制度、仕組みのわかり
にくさ」の存在は確かであり、
我々も対策を考えなくてはな
らないものです。

障がい者施設・機関に対して、自分の考えに近いものを選んでいただく
設問です。経営者が感じているであろう内容をこちらで想定して選択肢
に組み込んでいます。

62 知識の問題

48 知識の問題

19 知識の問題

14 知識の問題

14 知識の問題

13 知識の問題

9 不安

9 満足

7 不安

6 その他

4 不満

3 不満

3 不満

3 不満

9 その他

どういう支援が受けられるのかがわからない

その他

支援をお願いすると雇用しなくてはならないのではという気がする

できるだけそのような機関を通さなないで障がい者雇用をしたい

支援する機関がどこにあるのか知らない

支援機関がたくさんあるのが分かるが、その違い（役割）がわからない

機関を通すと、業務量が増える気がする

現在支援を受けており、その内容に満足している

支援に費用が発生するのか分からない

支援機関とどのように協力体制を取ればよいのかわからない

どこまで、支援をお願いして良いのかわからない

現在支援を受けているが、その内容には改善が必要と考えている

支援してもらったことがあるが満足のいく解決が図られなかった

支援機関を信頼できていない。 

感染症対策もあり、外部の人が立ち入ることが難しい



６．障がい者施設・機関に対して感じている事 ②
施設の名称や建付けは縦割り行政の影

響もあり、施設名称だけで事業内容を想
像することは難しいという意見もありま
す。施設側としても利用者や家族からの
声は聞いていますが、雇用側の声の収集
は貴重という意見がありました。

逆に、３位から６位までは具体的な知
識について不足を訴えるものであり、経
営者が「関心はあるが踏み出すハードル
が高い」と感じていることが伺われます。
「不安」に関しては計１６名（約７％）。
実際にサービスを受けた層が選択したと
思われる「満足」と「不安」はそれぞれ
９名と１３名でした。複数回答の上、選
択肢数が異なっているので一概に不満が
多いとは言えません。

いずれにせよ、アンケートの結果とし
て総体的に理解を深め、合意を形成する
までには、まだまだ啓発・広報活動を進
めていく必要があることが分かりました。

アンケート設計上の反省点として、「情
報発信上の問題」「取り組みの問題」に
ついても問うた方が良かったかなと思い
ます。



７．障がい者施設・機関に対して感じている事 自由回答①

取り組み 支援要望

取り組み 支援要望

取り組み 支援要望

取り組み 支援要望

取り組み 支援要望

取り組み 支援要望

取り組み 支援要望

取り組み 支援要望

フォローをしてほしい

障がい者が誇りを持って働ける業務を提供してあげて欲しい

出来る限り、社会人としての最低限のマナー教育を行ってほしい。

就労希望者に自己アピール（できればパワポなどを使用して）をしてもら

う機会があれば、強みや弱みも把握しやすく、面接での大きな参考になる

と思います。

・身体障害の方の勤務中、休憩中、通勤時の身体介護（トイレ、食事、体

位交換、体調不良時の通勤のお手伝いなど）の対応や職場介助者の雇用手

段の工夫やコツ

インターンシップ、体験などの機会を多くの障がい者が受けることができ

て、どんな仕事に向いているか見つけることができるといいと思います。

きめ細かな支援と、雇用した事業所に対する忌憚のないアドバイス、改善

点の指摘をして欲しい。受け入れる側には分からない、気付かない問題が

あるはずなので。

求職者と求人の適否を判断しての就職支援



７．障がい者施設・機関に対して感じている事 自由回答②

取り組み 支援改善要望

取り組み 支援改善要望

取り組み 支援改善要望

当該者本人のことはよく報告書ができていたが、ご両親のことは知らされ

ていなかった。

障がいの内容などを、細かく明確にして頂きたい。面接時には聞いていな

かったことが後から出てくることが多い。

３年就労移行支援を利用したにもかかわらず、期間満了で就労不能と判定

されたが就職をしたいという方をＢ型で受け入れした方が、長期就労する

という事例が結構あります。実習で二週間受け入れもしましたが、かなり

仕上がっていると判断できる方でも、事業所内で過小評価を受けており就

職活動すらできない…残りは半年ということで延長の打診をしている…。

まずお願いしたいのは、自分がその支援を受けたときに、就職できるだろ

うか？満足できるだろうか？ユーザーはじぶんたちの支援をどのように感

じているのだろうか？そういった点をチェックしていただけると良いと思

いました。

また、６でも書きましたが、一般求人でしたが支援機関利用中の方でも個

人で活動されて応募されてくる方が結構います（前回は１１名応募中７

名）。前述の件も含め、支援機関の役割はいったい何なのか？インクルー

シブ委員会ではどの程度の支援内容を最低基準としてお考えでしょうか？



７．障がい者施設・機関に対して感じている事 自由回答③

取り組み 支援改善要望

取り組み 支援改善要望

取り組み 支援改善要望

取り組み 支援改善要望

情報 啓発

情報 啓発

情報 広報

情報 広報

情報 広報

障害の程度がわからないので障碍者雇用まで考え付かない。なんでもひっ

くるめて障がい者と」言っているので　身体が不自由なのか精神的に弱い

人なのかまったくわからない

障害者雇用の難しさをもっと大きな声で話して欲しい、お涙頂戴で済まな

いことを！

正確な情報が欲しい。ストレスの多い技術職のためうつ病、適応障害など

で休職の事実がある場合、その程度を正確に把握したい。

雇用時の支援機関の支援が、どこまでが義務なのか、どこからが好意なの

かがわからず、どの様に何時まで支援を期待してよいのか等範囲がわから

ない

どのようにして機関が成り立っているのかわかりやすく事前に説明する責

任があるようにおもう

積極的な情報開示

障がい者を新たに雇用した場合は行政から支援金などがあるが、雇用中の

健常者社員が障がい者になった場合、何の支援もない。

障がい者のサポートは所属中ならいつまでもしてもらえるのか？障がい者

も年齢を重ねて以前とは変わってくる。困ったときに相談できる窓口を知

りたい。

支援機関がわからない



７．障がい者施設・機関に対して感じている事 自由回答④

ご意見

ご意見

ご意見

ご意見

ご意見

その他

経営について知って欲しい

ハローワークの取り組み方に不満。「個人情報とのことで」情報提供が全

くなされていない。

法人内に支援機関があるので、ご意見をお聞きしたいです。

機関やその担当者によりさまざまで4施設ぐらいと様々な取り組みをさせ

てもらったが、継続ができているのは1施設のみです。

そもそも無理なのでは？

わからない



７．障がい者施設・機関に対して感じている事 自由回答の傾向

障がい者雇用施設・機関に対する意識や要望を自由回答して頂きました。

内容は大まかに「施設の取り組みに関する要望」「現状に対する啓発活動へ
の要望」「取り組みの起点となる情報への要望＝広報マター」「ご意見」の
４つに大きく分けられました。

「取り組み」では具体的な支援の要望や支援の改善要望が多く寄せられまし
た。また、実際に制度の利用実績があると思われる経営者からの改善要望も
ありました。

次に多かったのが「情報」にまつわるご要望で、これらの要望は「啓蒙啓
発の推進」や「広報の推進」によって解決が期待できそうです。また、これ
らは委員会として啓発を進めていくための資料としても役に立つ内容です。



８/９．障がいの有無に関りなく欲しい人材・して欲しい仕事 ①

障害の有無に関りなく、欲しい人材と仕事について自由回答で尋ねました。

左記の人材にして欲しい仕事 連絡可否

介護 ○

Iot、ICT導入のサポート ✕

塗装 ✕

✕

できるだけその人材の適性を見

て仕事内容は考えたいと思って

います。

○

ドライバー、営業 ○

● 製造管理、店長 ○

● 障害児指導等 ✕

技術職（専用機材を使用した

フィールドワーク、計算・CAD

等のデスクワーク）

✕

欲しい人材について

ドライバー

仕事に対する情熱と健康、素直さがあり、

お客様に愛情を持って接することができる人

能動的に動ける人

専門的知識を有する人材

介護職員

ITリテラシーの高い人材

塗装の未経験者

配送業務

障がい者支援をしている事業所であり、障がい者を直接支援する支援員。

障がいがある人のことを考えて支援できる人。



８/９．障がいの有無に関りなく欲しい人材・して欲しい仕事 ②

障害の有無に関りなく、欲しい人材と仕事について自由回答で尋ねました。

左記の人材にして欲しい仕事 連絡可否

事務作業　受付・書類整理・現

金集計

作業員　　場内選別作業・重機

（バックホー、タイヤショベ

ル）作業等

○

業務管理、総務部等 ○

●
繰り返し業務を真面目にこなす

仕事
✕

● 倉庫作業(商品出荷：重いもの） ✕

● 現場スタッフ ✕

● 重機の操作。プラントの運営。 ○

ロボット、LSI、ソフトウエアの

開発設計
○

製造　販売 ○

経営陣と一般社員との間のパイ

プ役。
○

欲しい人材について

機械、電子電気、ソフトウエア設計技術者

若手社員

営業力がある人材

中間管理職

30~40代の管理職候補

真面目に仕事に取り組む人材

体力に自信のある方

仕事のスキルと人間性に優れた人物

特定の業務にコツコツ取り組むタイプの人材

事務員及び作業員　少数



８/９．障がいの有無に関りなく欲しい人材・して欲しい仕事 ③

障害の有無に関りなく、欲しい人材と仕事について自由回答で尋ねました。

左記の人材にして欲しい仕事 連絡可否

採用・共育・評価などの企画立

案・運営
✕

会社内の雑務 ✕

✕

✕

● ✕

企画営業 ○

測量業務 ✕

何事にも一生懸命に取り組む

人。向上心のある人。
✕

✕

総務管理、財務管理、人材雇用

管理
✕

職業指導員 ✕

障がい福祉の支援員 ○

欲しい人材について

知的技術サービス業なので、専門の資格の取得者や挑戦できる人。

総務系マネージメントができる方

福祉事業以外にも社会経験が豊富な人材

適切なコミュニケーション能力がある方。チームワークで働ける方。

人事に強い人材

車の運転ができて、外回りを嫌がらず、掃除ぐらいの作業の出来る人

少ない職員なので、主に自分が担当している業務、専門的な業務以外の仕

事もしてくれる人。人と話をすることが苦にならない人（仕事は一人では

成し遂げられないと考えています。）

どの様なレベルであっても自己成長意欲のある人材。

①素直で明るい人材、②業界に属していた即戦力

気配り、目配り、心配りのできる人材。

コミュニケーション能力があり、主体的に仕事を進められる人

20代、30代の技術系のスキルを持ち合わせた人材



８/９．障がいの有無に関りなく欲しい人材・して欲しい仕事 ④

障害の有無に関りなく、欲しい人材と仕事について自由回答で尋ねました。
左記の人材にして欲しい仕事 連絡可否

認知症を患った方の身体的支援

（排泄、入浴、食事介助）、食

事作り、居室、共用部清掃

✕

● 採用サイト運営・設定作業 ○

・営業職(晴眼者)　～　医療機

関、介護福祉施設、居宅介護支

援事業所等への営業

・事務職(晴眼者)　～　治療院店

舗の受付、職員(視覚障がい者)へ

の介助等

✕

対面接客販売

機器のルートセールス
✕

システム開発に向けてユーザー

と要件をつめる、システム開発

の管理、社員教育

✕

飲食店の為、お客様の注文、配

膳等を対話できる人材
○

欲しい人材について

認知症高齢者グループホームで働くスタッフ（要資格者）

感謝・誠実・柔軟性・失敗を活かす力

・営業職・事務職

対面接客のできる社員です。細かい商品をメンテナンスするので、手先が

使えることも必要。

管理職者

店舗スタッフ（特に人と接する業務）



８/９．障がいの有無に関りなく欲しい人材・して欲しい仕事 ⑤

障害の有無に関りなく、欲しい人材と仕事について自由回答で尋ねました。

左記の人材にして欲しい仕事 連絡可否

障害者利用者の相談対応、障害

者利用者の事務的な支援

（健常者の方）職場での障害者

スタッフの職場介助、可能なら

介助現場の派遣

○

○

● ✕

歯科技工　新規開拓 ✕

廃棄物の収集運搬業務をこなす

ドライバー職
✕

商品の販売・メンテナンス ✕

秘書業務 ○

● オールマイティー ✕

プログラム開発、メンバーへの

技術支援
✕

欲しい人材について

歯科技工士　営業

経営陣の補佐役

自分で考えて行動できる人

優秀なプログラマ

障害者支援等に知識のある方（障害者・健常者どちらでも）

歯科技工士　営業

コミュニケーション能力が高く、意欲的である。

20代から30代の人材

顧客とコミュニケーションをとれる人材



８/９．障がいの有無に関りなく欲しい人材・して欲しい仕事 ⑥

障害の有無に関りなく、欲しい人材と仕事について自由回答で尋ねました。

左記の人材にして欲しい仕事 連絡可否

●

建設業なので現場管理のできる

人材と現場での施工のできる人

材として育っていきそうな人材

✕

現場管理のできる技術者 ○

● ✕

障害のある方に対する日常生活

への支援、看護。
○

●

技術職でもありますが、仕事の

対応も含めての「営業」として

の性格もあります。

それに対応できる方。

✕

資料作成等。 ○

経営幹部の考え方を一般社員に

的確にコミュニケしてくれる人
○

● 社内問題の解決 ○

欲しい人材について

若くてやる気のある人材

建設技術者

自発的に問題を見つけ解決できる人材

他の人との尊厳と調和を大切にできる人材

障がい者支援施設（入所施設）の生活支援員。夜勤も日勤も可能な支援

員。（随時募集中）

障がい者支援施設’（入所施設）の看護師。（募集中）

真面目な人

※雇用するとしたらパート雇用。リモートでITスキルが発揮できる人材。

中間管理職を担える人材

当社の理念に共感をしてくれる人材



８/９．障がいの有無に関りなく欲しい人材・して欲しい仕事 ⑦

障害の有無に関りなく、欲しい人材と仕事について自由回答で尋ねました。

左記の人材にして欲しい仕事 連絡可否

設計 ○

今の会社に必要な制度を一緒に

作ってもらいたい。
○

●
経営戦略や商品開発など新しい

分野に取り組む仕事。
○

ECサイトの運営、在庫出荷管

理、営業
✕

● 弊社業務全般 ○

ソフトウエアの開発 ○

現場職人 ○

開発/製造、開発/営業 ✕

●

いろいろな分野が適材適所にあ

りますので、自分の強みを生か

せるように常に考えて仕事ので

きる人材

○

欲しい人材について

向上心があり明るく楽しく仕事ができる方

プログラマー／システムエンジニア

現場職人

会社規模、人員が大きくはないので多能工を行える人材、特に化学的な知

識がある人材。

仕事にやりがいと、労働の喜びを共有できる人材であれば。

身体障害の方

個性豊かで自分の意見や思いを誰を通じても言える人

人を育てることが好きな人

与えられている仕事に関心をもって主体的に取り組む、組織全体のことを

考えることができる、経営にも関心をもてる人材。

経験者



８/９．障がいの有無に関りなく欲しい人材・して欲しい仕事 ⑧

障害の有無に関りなく、欲しい人材と仕事について自由回答で尋ねました。
左記の人材にして欲しい仕事 連絡可否

業務すべて ✕

店内の業務全般。少人数の店舗

なので、店内の掃除や電話受か

ら販売、ウェブ関連など多岐に

渡る業務を全員で協力しながら

進めていく必要があります。

✕

設計、工事管理、積算、予算管

理

新築、リフォーム、その他建築

にかかわる案件の営業業務

✕

新規取引先開拓、新商品開発 ✕

● 機械のメンテナンス作業 ✕

●

当方、人相手の仕事なので、相

手を否定せず、まずは全面的に

受け入れることが出来ること。

相手と信頼関係を作り出すこ

と。

○

欲しい人材について

人の多様性を受け入れられる人

マルチな能力を持つ人材

弊社の仕事を好きになってくれる方。販売などのコミュニケーションがで

きる方。

建築技術者としてする人材、営業人材

課題設定・課題解決型社員

明るく前向きな人材



８/９．障がいの有無に関りなく欲しい人材・して欲しい仕事 ⑨

障害の有無に関りなく、欲しい人材と仕事について自由回答で尋ねました。

左記の人材にして欲しい仕事 連絡可否

店舗リーダーを担える人材。 ○

● ✕

● 営業 ✕

● 多岐にわたります。 ○

● 土木設計業務CAD ○

● 営業 ○

● ○

● 正装 ○

欲しい人材について

相手の立場に立ち、自ら物事を考え業務を遂行できる人材

真面目に仕事をするかた

コロナの影響で売上げが激減し各部署で正規、パート職員の退職者が発生

しました。利用回復の分析などを行ったうえで特にパート職員については

採用検討する時期があると考えています。

強いリーダーシップを持つ人材を雇用したい

自分達で考えて前に進める人材。

お客様や従業員同士で、明るく元気に挨拶の出来る方。　素直に一生懸命

元気で意欲のある方を求めます。

学ぶ意欲のある人　プラス発送のできる人　思いやりのある人



８/９．障がいの有無に関りなく欲しい人材・して欲しい仕事 ⑩

障害の有無に関りなく、欲しい人材と仕事について自由回答で尋ねました。

左記の人材にして欲しい仕事 連絡可否

●

適材適所で考えているので、応

募者次第というところです。１

０番の質問についてですが、“は

い”と応えた企業さんへのアプ

ローチは、ハローワークとも相

談しつつ、人事院的にまたコン

プライアンス的に問題がないの

か？事前接触にあたらないの

か？結局のところ雇う側が制度

が使えなかったりすることに

なってしまうので、ぜひ慎重に

取り扱っていただければと思い

ます。

○

住宅基礎工事全般 ○

● 管理職等 ○

○

欲しい人材について

現在のところ見当たらない

人の思いに一生懸命向き合おうとする人です。

能力でも経験でもなく、仕事に向き合う姿勢です。

鉄筋・枠加工を経験したことのある２０代後半～３０代前半　重機を運転

できれば尚良い。

責任を持って仕事に取り組む人材。



８/９．障がいの有無に関りなく欲しい人材・して欲しい仕事 ⑪

障害の有無に関りなく、欲しい人材と仕事について自由回答で尋ねました。

左記の人材にして欲しい仕事 連絡可否

● ✕

○

● 清掃等 ○

✕

ネット販売・ホムページの更新

など自社情報発信を強化した

い。

○

● ✕

✕

✕

✕

欲しい人材について

社員の高齢化が進行しているので、バランスの取れた人事を進めたい。

真面目な人

他者に貢献することに喜びを感じれる人

ドライバーとPC入力が出来る人。

積極的な人

プロジェクトマネージャ

愚問に近いので？

現在はバランスの良い従業員構成になっているので人材を必要としない。

現在は不足なし



１０．今後の障がい者雇用について、こちらから連絡を入れることに対する承諾

総数 163

はい 68 41%

いいえ 89 54%

無回答 6


