
令和4年度 障がい者就労支援連絡会議 紋別 アンケート集計

Q.1
所属機関

Q.2
参加形式

Q.3　連絡会に
出席し、参考に
なりましたか。

Q.4　Q3で回答した理由
Q.5　連絡会で良かったと思
うこと。

Q.6　ハイブリット開催につい
て、どう思われましたか。

Q.7　今後、取り上げて欲
しい内容・テーマ

企業 Web参加
少し参考になっ
た

マーレ―通信のナビゲーション
ブックを説明してほしかった

障がいを持つ人の目線に寄
り添った発信が欲しい

十分だと思います Q5にある通り

企業 Web参加
少し参考になっ
た

企業としては、障がい者雇用の課
題や問題点が多いので、内容が
淋しい。

福祉関係 Web参加
とても参考に
なった

新聞では知っていたが、事業所
紹介の夢ふうせんマーレの委託
事業内容の概略を知ることができ
たこと。
講演のホテル日の出岬の改革
は、障害者雇用という枠ではなく、
雇用するとは、こういうことだという
信念に感銘を受けました。

コロナの感染状況を勘案し
ながらの開催なので、適当
と思います。

行政 Web参加
とても参考に
なった

ホテルでの障碍者就労に関する
取り組みや支援について大変興
味深いものがあった

障碍者就労の現状について
情報を得ることができて大
変良かった

webもOKだったので時間の
都合がつき参加できた

引きこもりからのリカバ
リーに関する情報などあ
れば助かります。この度
はありがとうございまし
た。

福祉関係 Web参加
少し参考になっ
た

紋別地区での障がい者雇用の取
り組みについてわかりやすく説明さ
れていた。

ＷＥＢ参加は現地に行かな
くても参加できるのでメリット
はある。

福祉関係 Web参加
とても参考に
なった

事業所紹介、講演の内容がとて
も参考になりました。

ハイブリット開催はとてもよい
と思います。

来年は会場出席したいと思
いますが、選択できることは
ありがたいです。

具体的な事例を聞きた
いと思います。

福祉関係 Web参加
とても参考に
なった

紋別市就労支援事業受託事業
所マーレ の関係者に初めてWEB
を通して、会えたこと
ホテル日の出岬　工藤支配人の
インパクトのある話を聞き、同じ地
域の中で、大きな改革を現在進
行形で進めていることを知ったこと

２年ぶりの紋別開催に参加
し、改めて本連絡会が開催
されることの意義を痛感しま
した。
１年に一度でも、同じ障がい
者雇用に関する同志が顔を
合わせることは極めて重要
なことだと思います。

現地開催で集まることが可
能なこと、感染症が落ち着
かない中で、安心して参加
できること、集合研修では実
現できない斜網・北見地区
の関係者も多数参加されて
いたことから今後の可能性
を感じました。

教育関係 Web参加
とても参考に
なった

勤務日だったため、参加し
やすかったです。
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行政 Web参加
少し参考になっ
た

障がい者雇用について話を聞く機
会がこれまでなかったため、参考
になりました。

遠方での開催となると参加
できない場合が多く、よかっ
たと思います。WEBでの参
加でも特に問題ありません
でした。

障がい者雇用について、
北見地域（北見近郊）の
取り組みについても知り
たいと思いました。

福祉関係 Web参加
とても参考に
なった

ハローワークの方の制度説明は参
考になりました。工藤さんのお話し
は「職場環境」という点で参考にし
たいなと思う点がたくさんありまし
た。

就労の制度は毎年変更が
あるので、毎年この連絡会
がある（これまで毎年開催し
てきた）ことの意義を再確認
できました。

画面越しに久しぶりに会えた
方に個別にチャットを送り挨
拶や交流ができました。集
合は直接いろいろな方と会
える良さがありますけど、時
間の制約が少なく参加でき
るオンラインも良さがありま
す。時代はハイブリッドなの
でしょうか・・・。

行政 Web参加
とても参考に
なった

新しい情報が聞けたので、参考に
させてもらいます。

講演がとてもよかったです。
移動時間を考えずに参加で
きるので良い方法だと思っ
ています。

福祉関係 Web参加
とても参考に
なった

工藤支配人のお話、気付きの多
い内容でした。
障がい者の受け入れ環境を整え
る努力が必要なのではなく、日頃
から健全な職場環境を整える努
力が必要であり、それが実現する
と障がい者を受け入れる体制も実
現すること、それに気付かせてい
ただきました。

マーレの取り組みやホテル
日の出岬の取り組みなど、
オホーツク管内の具体的な
事例を聞くことができて大変
勉強になりました。

私は、今回コロナの濃厚接
触者になり、自宅待機でし
た。
ハイブリッド開催により、参加
が可能になりました。
会場で直接聞くのが一番で
すが、Zoomを併用すること
も有効だと感じました。

ジョブコーチの方から、
就労場面での成功例や
失敗例など、受け入れ
側に必要な知識や意
識、送り出す側に必要な
知識や意識を教えてい
ただけたらと思います。

企業 Web参加
とても参考に
なった

地域で障害を持った方の人数や
就職率の情報が確認出来た事
と、就職先での接し方などとても
参考になり、企業としての姿勢も
勉強になりました。

Zoomにて参加出来、移動
時間も無い事からとても良
いと感じます。

現在感染症対策が重視さ
れておりますが、少しずつ戻
りつつあるように感じます。

弊社は食品製造業です
が、障害を持った方々が
どのような作業に付ける
か教えて頂きたく思いま
す。

福祉関係 Web参加
少し参考になっ
た

障害者の方の夢をきいたり、周囲
の方がやさしくなったり、いいことが
ある事がわかりました。

Zoomでの会議は初めてでし
たが、良かったです。

具体的に利用者が働い
て良かった、例を多く知
りたいです。
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福祉関係 会場参加
少し参考になっ
た

一個人の価値観についてだと思
いました。

あまり話しを聞く機会のない
会社の話を聞く事ができて
新鮮でした。

会場に来ることが難しい方も
参加しやすくて良いと思いま
す。

「仕事」とは何か？「お
金」とは何か？

福祉関係 会場参加
とても参考に
なった

福祉関係 会場参加
とても参考に
なった

福祉関係 会場参加
とても参考に
なった

企業のあり方として、参考になっ
た。

教育関係 Web参加
あまり参考になら
なかった

企業側の努力しているところや、
従業員のために働き方を変える
柔軟な考え方など、利益のみを
目的としていないところはとても参
考になりましたが、障害のある方
がどのような力があれば、一般就
労できるのかスキル的なところも
企業目線で教えて頂きたかった
です。

Zoom開催のため、参加でき
たこと。

障害のある方が、一般
就労に向けてどのような
力、スキルを身に付ける
必要があるのか企業目
線で教えて欲しい。

福祉関係 Web参加
少し参考になっ
た

福祉関係 Web参加
とても参考に
なった

自身も障がい者なので、いろいろ
な面で参考になりました。

雇用の面において、受け入
れ側の姿勢・体制がわかり
利用者さんのニーズにこた
えられるように支援していき
たいと思いました。

まだまだコロナ禍なので、こ
のような研修会方式が増え
ていけば良いと思いました。
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福祉関係 Web参加
とても参考に
なった

紋別市の新たな取り組みや、地
域の支援機関の状況、企業の取
り組みなどが短い時間で網羅され
ており、とても有意義でした。

Q4に同じ。

当方のWEB用機材のスペッ
クや扱う職員のスキルが決
して高くないので、トラブルが
あるとせっかく機会を作って
いただいても安定して参加
することができないとういう
不安はありますが、会場にう
かがえない事情があっても
参加できるのはありがたいで
す。（できれば、会場参加し
たいと考えていますが…）

行政 Web参加
とても参考に
なった

ハローワークでの障がいのある方
の就労率や一般企業での就労の
提供、相談できる場所等知ること
ができて、今後の参考になりまし
た。

障がいのある方が職場で孤
立しないよう配慮や個別面
談を実施していて、自分の
思いを伝えられる機会が設
けられていることがすごく良
いことだと思いました。
また障がいのある方に寄り
添い履歴書の書き方や面
接の練習等個々に合わせ
た支援や気軽に相談できる
場所があることを知ることが
出来て良かったです。

会場とwebでの実施というこ
とでしがた今後接続状況等
問題はなかったように思い
ます。
今後も新型コロナウイルスの
状況がどうなっていくのかわ
からない状況もありますが、
Webでも実施していただける
事により会場にいくことが困
難な状況であっても参加し
情報を得る事ができるので
今後もハイブリッド開催を実
施していただけると有り難い
です。

身体障がい（車椅子等）
がある方が一般就労で
どのように働いているの
かの情報等、実際に働
いている企業等の方の
お話を聞いてみたいと思
いました。



Q.1
所属機関

Q.2
参加形式

Q.3　連絡会に
出席し、参考に
なりましたか。

Q.4　Q3で回答した理由
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福祉関係 会場参加
とても参考に
なった

身近な地域の一般就労の事例
で、親近感が持てた事。『障害』に
こだわらず、フラットに従業員、職
場環境を良くすることに奔放する
中で、たまたま障害者を雇用して
いる、というように感じた。障害へ
の無理解や配慮不足はどこにでも
あるが、普通に配慮が出来ている
レアなケースであり、この様な精
神が広がってくれたらなと思った。
参考になりました。

今回私は地元開催だったの
で現地で参加しました。距
離・時間・他の業務との兼
ね合いで地方だと行けない
パターンも時にはある為、オ
ンラインでの開催はコロナ禍
の恩恵と前向きに捉えてい
ます。集合の良さももちろん
ありますが、このようなパ
ターンは今後もきっと継続さ
れていくのかなと感じていま
す。

一般就労において失敗
した事例も聞けたらなと
思います。
なぜそうなったかも考察
されている事例だと尚面
白いかなと。
会社の配慮不足なの
か、そもそものマッチング
してなかったのか等。
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回答数 24人 / 参加者 46人 ＝ 回答率 52%

企業, 3人, 12%

医療関係

0人, 0%

教育関係

2人, 8%

福祉関係

15人, 63%

行政

4人, 17%

その他, 0人, 0%

所属機関

企業 医療関係 教育関係 福祉関係 行政 その他

会場参加

5人, 21%

Web参加

19人, 79%

参加形式

会場参加 Web参加

とても参考になった

16人, 67%

少し参考になった

7人, 29%

あまり参考にならなかった

1人, 4%
全く参考にならなかった

0人, 0%

連絡会に参加して

とても参考になった 少し参考になった

あまり参考にならなかった 全く参考にならなかった


