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竹中 ナミ

竹 中 はじめまして｡プロップ ･ステーション

の竹中･と申します｡今日は､清水建設大隊支店の

建築技術部に勤務される越野さん (脊髄損傷 ･車

いす使用)と赤嫁さん (聴力障害)を交え､人事

課長の岡山さんを中心に清水建設の障害者雇用へ

の取組みについて､お伺いしたいと思います｡ど

うぞよろしくお願いいたします｡

岡山氏 こちらこそ､よろしくお願いいたしま

す｡

竹 中 早速ですが､清水建設の障害者雇用に対

する方針といいますか､基本的なお考えを教えて

いただけますか｡

岡山氏 清水では､雇用率1.5%といわれた時代

から､障害者雇用については継続して取り組んで

いたのですが､どうも_実効が伴っていない状態で

した｡会社の-規模が大凄くなり､社員全体の数が

増えていく速度が早く､率的には上がっていかな

いという状況が続いていました｡

しかし､近年の企業の社会的貢献への意識が高

まる中､現社長が ｢共生｣をテーマに掲げた時か

ら障害者雇用に対する考え方が大幅に進みまし

た｡それは ｢障害を持つこの人が､清水のニーズ

に合致するかどうか｣より､企業責任として創出

の場を造って行かねばならない､という姿勢で

す｡全社的にはまだ雇用率が未達成ですので､え

らそうな事は言えませんが､この姿勢の転換によ

り急激に雇用が進んでいます｡

<左から赤塚さん､岡山課長､越野 さん>

事業所が全国各地にありますが､大阪支店はな

んとか率をクリアしてると思います｡でも､決し

て雇用率を達成すれば良いというのでなく､より

良い職場を盛りり出して行く努力を続けたいと考え

ています｡

竹 中 岡山さんの人事課長としての担当分野

は､大阪地域でしょうか｡

岡山氏 兵庫県を除く､近畿2府3県を担当して

います｡

竹 中 直接人事に当たられる方として､障害者

雇用についてどんなご苦労がおありでしょう｡

岡山氏 以前は､私自身の意識が薄かったこと

もあって､面接をした時 ｢うちに､この人に合う

職域があるか｣を先ず考えていました｡すると､

何度面接をしても駄目なんですよね｡

竹 中 現状の職域を中小 こ考えると､建設業界

というのは､障害者雇用に向かない､という事で

しょうか｡

岡山氏 この業界は人員的には圧倒的に､技術

者集団と現場集団で成 り立っていますのでね｡

現在も基本的にはそれ自体は変わっていません

が､内勤スタッフというか文系部門の職域が大き

く広がってきましたので､受け入れる部署もそれ

につれ広 くなってきたと思います｡0

竹 中 で､職域の創出という姿勢に転換され

た､という事ですね｡

岡山氏 その方向で取組みを始めています｡
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竹 中 でも採用にあたって､これだけは ･･･

という点は｡

岡山氏 それはやはり月並みですが､意欲と人

柄ですね｡

竹 中 協調性とか?

岡山氏 どこでも同じだと思いますが､社会人

としてどうか､というのは基本だと思います｡そ

こに建築や土木の知轟がプラスされれば鬼に金棒

なんですが ･･･｡受け入れ側の門戸を広げなけ

れば､と考えますら

竹 中 業界全体 も変化 し始めているんでしょう

か｡

岡山氏 私は､この業界に限らず目し本の企業全

体が変化 し始めたと感じています｡企業ここズが

最優先の時代から､社会的存在としての企業とい

う観点が広まってきたと思い

ます｡障害者雇用の広が り

も､労働省の指導もあります

が､全般的な広がりを見せつ

つあります｡企業間での良い

人材を採用 したいという障害

者雇用競争も始まっています

し･･･

障害者本人も､社会参加に

対 し迭巡することが少なく

なってきたと感 じます｡

でも､アメリカなどに比べ

ると､意識としてもまだまだ

なんでしょうね｡

アメリカに行 った知人が

｢障害を持つ人を街でよく見

定めたものだと思います｡

竹 中 すると､条例は建築にどのように生か考

れていくんでしょう｡

岡山氏 社内打ち合せ､というか､プラ

る時点で条例のできた背景を認識する感覚

だと思います.プランを立てる人間自身が変イELL

なくでは｡

でも､建築物には必ず発注者がいる訳ですか

ら､発注者の意向にその視点が欠けている場谷

は､プランの中でこちらから提案していかねばな

らないと思います｡コストが若干かかっても､き

ちんと提案したいと思います｡条例を守る事はも

ちろんですが､プランナーの感覚を磨くことも重

要だと思います｡

<お仕事中の越野さん (左)と赤塚 さん

かけた｡アメリカは障害者の

数が多いんだろうか｣と言ってました｡でも､牢

的には日本 もアメリカも変わらない訳で､社会参

加意識の差と､外出しにくい街の構造と両方の問

題があると思います｡

竹 中 街の構造といいますと､大阪府をはじめ

各地の自治体が福祉的な街づくりの条例を出しま

したが､建設に当たられる側からみて､条例とい

うのはどのようなものなのでしょう｡

岡山氏 建設する側に ｢誰が使うのか｣｢若い

人ばかりでなく､高齢者も､障害者も｣という発

想がなければ､誰もが使える街にはなっていかな

いと思います｡

条例が出なくても進んでいかなくちヤならない

んでしょうが､条例を出さねばならない背景が有

る訳ですよね｡でも､条例というのは､最低限を

竹 中 社内に､そのようなセクションをお持ち

なのでしょうか｡

岡山氏 今述べたような事は､人材開発部の中

で全社教育の一環で行っています.

竹 中 お話が障害者雇用からだいぶ離れてし

まって ･- 本 日のテーマに戻 りたいと思いま

す｡

越野さんは清水建設に勤務され現場でお仕事考

なさってる時､事故に遭われたそうですが∴ ｢･

越野氏 昭和48年に入社 したんですが､京都の

現場で働いてる時に高所から転落して脊髄

しました｡

竹 中 障害が残った時､それを理由

余儀なくされるといった話をよぐ聞きま



越野氏 僕の場合は退職を迫られるというよう㌔ `̀̀ー∫

な事はな勲 ? 左です. ｢大阪支店で受け止める

よ｣と言ってもらえて､良かったです｡

竹串 1唾害を負われる前と､お仕事内容は全 く

変転3たのでしょうか｡

越野氏 事故に遣う前は現場でしたが､内勤に

変わりまL/=O

ちょうど全社的にパソコンが導入されて､それ

を広める時機だったのも幸いしたと思います｡そ

の時からパソコンの勉強を始めて､今に至ってい

ます｡ L
岡山氏 事故に遭われた方が車いすで復帰され

るのは､越野さんが初めてのケースですo

建築の知識を持っておられたので､内勤への異

動も (社内的に)スムーズだったのじゃないかと

思います｡

越野氏 僕自身も､普通の異動と変わらない感

覚で復帰やきました｡

竹 中 事故の後､どれぐらいブランクがあった

のですか?

越野氏 昭和55年8月に事故に遭い､57年の3月

に復帰 しましたので､3年のブランクという事に

なりますね｡

竹 中 ご結婚は･-

越野氏 事故の前年でした｡家庭を持ったばか

りだったので､仕事に復帰できたのは本当に良

かったと思います｡

僕の車いすでの復帰が､他の障害者の就労に役

立てば嬉しいですけど､車いすは今のところ僕だ

けなので､頑張らな ･日 とプレッシャーもあり

ますね(∧∧)

竹 中 越野さんから､これから企業就職を目指

す障害者の皆さんに言いたい事などがあれば､ぜ

ひ｡

越 野 氏 もっともっと､外へ出て欲 しいです

ね｡色々と障害者に対応する施設 ･設備もでき始

めてますが､使わなければ意味がない｡アクティ

ブに社会参加して欲 しいと思います｡それと､ま

だまだ自己アピールの下手な人が多いように感じ
ます｡

竹 中 社会経験というか､様々な体験をして自

分を磨きアピールする､という事ですね｡ありが

とうございます｡

では､続いて赤嫁さんにお話をお伺いしたいと

思います｡

今日のために､わざわざ手話サークルから手話

通訳の徳山さんが同麻して下さいました｡今日は

どうもありがとうございます｡では､徳山さんの

通訳で､お話を準めさせて戴きます｡

赤嫁さんは､入社の時点で障害をお持ちだった

のですね｡

赤塚氏 僕は3才の時に､高熱のため聴覚障害に

なりました｡

学校は高等部まで聾学校で､大学は近畿大学に

進みました｡

生まれは鹿児島ですが､今は大阪人です｡結婚

して子供がいます｡

竹 中'近大では､建築の勉強をされたのです

か?

赤塚氏 そうです｡

竹 中 清水建設に就職されたのは､いつでしょ

う｡

赤塚氏 昭和58年､28才のとき契約社員として

入社しました｡5年間契約社月で頑張 り､今は正

社月です｡

竹 中 ど′のようなお仕事をなさってるのです

か｡

赤塚氏 施工管理です｡越野さんと部は一緒で

すが､仕事は全然違います｡

竹 中 社員の皆さんとのコミュニケーション

は､どんな具合ですか?

赤塚氏 主に筆談でやってます｡本社には聴覚

障害の社員がたくさんいるんですけど､大阪支店

は僕だけ?でも､入社してすぐに社内で手話の講

習会を開いてくれましたd

竹 中 仕事が終って､飲みにゆくようなお付き

合いも?

赤塚氏 もちろん(Ju) でもその時は身振り手振

りで盛り上りますよo

越野氏 僕は車なので､仕事帰 りの一杯は殆ど

ありません｡仕事上も部は一緒なのに赤塚さんと

の ｢からみ｣は､あんまりないですね｡伸悪いわ

けやないけど(∧∧)

竹 中 お二人とも､お仕事はかなりお忙 しいん

でしょうか｡
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<手話通訳の徳山さん (左)と赤塚 さん>

赤塚氏 以前は残業が多中ったけど､最近は落

ち着いてますね｡~

岡山氏 時期や担当してる内容によって､かな

り忙 しさか違います｡なにしろ仕事が仕事なの

で､着工直後なんか大変な忙しさですよ｡でもバ

ブルの時期に比べると全体が落ち着きました｡

竹 中 最後にもう一度､岡山課長のお話を何い

たいと思いますが ･･･

清水建設では､障害者多数雇用のための事業所

を持つといったご計画はお持ちですか?

岡山氏 私は個人的に､障害者を集めて ･日

という軍に疑問を抱いています｡

会社全体で受け入れ､社内をノーマライズして

行 くという方向が必要ではないかと考えているん

です｡清水としても､特例子会社的なものの設置

は計画していません｡ごく自然に障害を持つ人に

接していくようにするには､その方が良いんじゃ

ないかと思うんです｡きれい事の理想論かもしれ

ませんが､私の目標です｡

世の中全体も､そうなって欲しいと思っていま

す｡建築する側として､新 しい街の理念はそれだ

と考えています｡

竹 中 今 日は長時間にわたり､本当にありがと

うございました｡

清水建設が､誰もが使える素敵な街づくりにま

すます貢献されますよう､ご発展をお祈 りいたし

ます｡

**********************
岡山課長のおっしゃる ｢職域の創出｣は､大企

業なればこそ可能な選択であろうと思います｡公

共の建物の建設にあたられる大手建設会社で障奮

者雇用が推進される事は､社会をノーマライズす

る大きな力になるでしょう｡ぜひこの業界のイニ

シアティブをとって戴きたい ∴ ･そんな事を願

いながら､清水建設大阪支店を後にしました｡

****≠*****************
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清水建設株式会社

創 業 1804年

資本金 74,341,321,鵬5円 (平成5年3月31日)

年 商 2,168,285,000,000円 (平成5年3月期)

従業員数 16,577人 (平成5年4月=]現在)

工学 ･理学その他博士 96人

技術士 339人

一級建築士 2,873人

一版土木施工管理技士 1,844人

現在､建築､土木技術者 (cAD､構造計算等

コンピュータ業務)に携わる障害社員を募集中｡

お問い合わせは職安または､清水建設大阪支店人

事課 (06-263-2720)まで｡




