
１．優良事業所　５事業所

事業所名 所在地 業種 表彰する功績等

株式会社アカツキ
製作所

綾部市
測定工具製造
業

現在、障害のある方は３名で、現場の長を中心に１人１人の個性
を尊重して業務を割り振り、チャイムの音が聞こえない従業員の
ためにはパトライトを設置するなど、障害に配慮した設備整備も
行っている。地域の社会福祉協議会や支援センター等と連携し
た職場定着に配慮しつつも、日常的には障害のある従業員を特
別視せず、自然な形での「働き」を意識している。

社会福祉法人京都
老人福祉協会

京都市
伏見区

社会福祉事業

法人が設立60年を迎え「誰もが住み慣れた地域の中で安心して
暮らし続けることができる社会」づくりのため、高齢者・障害者・子
どもを3本柱にした社会福祉事業を展開してきている。
2000年頃から積極的に職員の障害者雇用に取り組み、また支援
学校等の実習受入を行い雇用を拡大するとともに、就労継続A
型・B型事業所も運営している。
地域とのつながりは強く、様々なイベントの開催を通じて障害の
ある方が各職場においても力を発揮している。

株式会社ナプラス 城陽市 廃棄物処理業

障害者雇用により職場環境の整備が進んだという経営者の話を
聞き、地域の障害者自立支援協議会に参画し研究や実習受入
を積み重ね、グループ会社とともに知的障害のある方を雇用して
きた。協議会に主体的に関わることで、支援学校等の実習受入
も拡大してきており、今後、さらに障害のある従業員と健常者分
けへだてなく個性を受け入れ、ともに職場環境の改善に取り組み
たいと意欲的である。

日新染工株式会社 長岡京市
染色整理加工
業

障害のある方が社会で活躍するために、まずは自社で受入体制
をつくらないといけないという強い思いから障害者雇用を進めて
いる。安全性に配慮し、複数の工程がある作業を切り分け、障害
特性、能力に応じた業務配置を行っている。また、成長度合いに
応じて正社員化を進めており、キャリアアップを意識して社会的
自立を目指し、従業員の意欲、能力の向上にも進んで取り組ん
でいる。

有限会社山田木工所
京都市
南区

家具・木製小
物製造販売業

小規模の事業所でありながら、従来の木工職人の技巧と３D木
材加工機やレーザー加工機を組み合わせ、個々の能力や障害
特性に応じた作業を作り出し、新たな商品を生み出している。深
い障害特性への理解が職域開拓につながっており、京都中小企
業家同友会ソーシャルインクルージョン委員会メンバーとして、各
種のセミナー等で自社の取組を発表するなど、社会への発信に
も意欲的に取り組んでいる。

事業所名 所在地 業種 表彰する功績等

日本新薬株式会社
京都市
南区

医薬品・機能
食品製造販売
業

20年前から障害者雇用に取り組み、「京都市立総合支援学校
デュアルシステム推進ネットワーク」に参画し実習を積極的に受
け入れ、特に文部科学省の「キャリア教育・就労支援等の充実事
業」では、事例研究に協力し、企業視点で提案を行った。実習
は、支援学校以外も京都ジョブパークや就労移行支援事業所な
ど様々な機関から広く受け入れるとともに、職場見学の対応や各
種セミナーでの事例発表などにより他を先導する役割を担ってい
る。

株式会社ワコール
京都市
南区

繊維製品製造
業

支援学校の実習をはじめ、京都ジョブパークや高等技術専門
校、福祉の事業所の実習の要請にこたえてきた。特に約80名の
障害のある社員のうち、聴覚障害のある者は半数を超えており、
当事者グループの設立を支援し活動をバックアップすることで、
働きやすい職場環境づくりを進めている。聴覚障害以外にも障
害特性に応じた仕事の切り出しを進め、こうした工夫事例をセミ
ナー等を通じて他企業に提供している。

※障害者雇用の重要性を深く認識し、障害者の雇用促進に努めている事業所で、その功績が特に顕著なもの

知　事　表　彰　受　賞　者　一　覧

※障害者雇用の重要性を深く認識し、永年にわたり障害者雇用の促進と職業の安定に貢献したもの

２．貢献団体・個人　２団体



３．優良勤労者　21名

氏名 勤務先 職種 表彰する内容等

稲田　研二
いなだ　けんじ 村田寝具株式会社

(宇治市)
クリーニング

１週間の仕事の内容を把握し、周りの状況や入ってくる寝
具の種類に合わせて段取りを考えて作業に取り組み、洗濯
場の各種作業にオールマイティに対応できる。業務の理
解、吸収が早いと評価され、周りへの気配りもできるため職
場で頼りにされる存在である。

井上　直樹
いのうえ　なおき

株式会社
ティー・エス・ケー
(京都市上京区)

清掃、事務補
助

アビリンピック・ビルメンテナンス部門での京都大会優勝・
全国大会３位の実績から高い清掃技術を持っている。職場
では15名のグループのリーダー補佐を務めており、新人ス
タッフや実習生への指導も担っている。また、現場でのス
タッフのシフト編成にも関わり、意見や要望を踏まえた調整
を行うなど、現場を任せられる存在として信頼が厚い。

上野　泰史
うえの　やすし 株式会社フェイム

（京都市南区）
青果物選別・

袋詰め

青果物の仕分け作業（計量・選別と袋詰め）を担当し、多種
多様な青果物にも柔軟に対応することができ完全に任せら
れている業務も多い。パート社員とのコミュニケーションもよ
く、班の中で要のポジションをになっている。また、後輩へ
の指導も行うなど職場の潤滑油的な役割を果たす存在で
ある。

川上　敏典
かわかみ　としのり

株式会社
ハートコープきょうと

（京都市南区）

洗浄・リサイ
クル作業

創業時メンバーの中でも仕事経験が豊富であったことから
積極的に年下の社員に作業指導を行い、リーダー的な存
在に成長して周りからの信頼を得ている。現在は、ハート
コープきょうとの仕事にとどまらず、京都生協での研修がは
じまり、さらなるステップアップによる今後の活躍が期待さ
れる。

川角　優也
かわすみ　ゆうや

双葉メンテナンス
工業株式会社

（京都市下京区）
清掃

特殊な環境である手術室の清掃業務を、時間内に正確か
つ衛生面にも留意して、チームの一員として安全に行って
いる。道具の使い分けや作業の段取りを考えることがで
き、同僚から高い信頼を得ている。また、パソコンの作画が
得意で、新人向けに自ら作成した絵で作業を説明し、仕事
がスムーズに進むよう工夫している。

珠久　治雄
しゅく　はるお 都タクシー株式会社

（京都市南区）
乗務営業

自己管理を徹底し、20年以上安全に業務を遂行するベテラ
ンである。乗務員として事故・クレームがなく他の模範とさ
れており、10年前からは20～30名の乗務員で構成する班
の班長を務め、指導・教育も行っている。同僚によく声をか
け、職場全体への気配りもでき、真面目で責任感が強いこ
とから信頼も厚い。

鈴木　拓海
すずき　たくみ 村田寝具株式会社

(宇治市)
製造、洗濯

フォークリフト免許（自動車免許）を取得し、荷物の出入を
一人で任せられている。仕事は他の従業員と話し合いなが
ら進める必要があるが、話し合いの場に積極的に参加し、
協力してよい仕事をしようとする雰囲気づくりを意識してい
る。

竹内　大貴
たけうち　だいき 関西畳工業株式会社

（城陽市）
製造

入社後数年は畳の運搬が中心であったが、現在は工場で
畳の製造に携わり、貼替、畳床の縫合なども行っている。
埃の多い作業や力仕事も嫌がらずに取り組み、体力もある
ことから、職場の士気向上に一役買っている。

竹田　章吾
たけだ　しょうご

株式会社
ＪＲ西日本あいウィル
リラックス・ステーショ

ン京都
(京都市南区)

マッサージ

社員向けのマッサージ施術と店舗の運営責任者としての業
務を行い、特に技術指導面では、シフト制の中でも全ての
お客様に同質のサービスと品質を提供することができるよ
う、ヘルスキーパーの指導に余念がない。将来的には、ヘ
ルスケア事業部の幹部として成長してほしい人財として期
待されている。

谷口　昌平
たにぐち　しょうへい

株式会社
セントラルフルーツ
（京都市下京区）

農作業

丹波の広大な敷地で露地栽培による野菜の栽培を担当し
ている。作業内容をよく理解し丁寧な仕事ぶりに定評があ
る。得意な作業は、潅水設備のパイプの調整や雑草を生や
さないためのアグリシートの敷設と保守であり、その正確な
仕事に評価も高く、貴重な戦力となっている。



中島　恵美
なかじま　めぐみ 株式会社三昌製作所

（京都市南区）
検査、梱包

重たい銅板の出荷検査・梱包業務を任せられている。勤務
状況は非常に真面目である上、指示を忠実に守り、わから
ないことは必ず上司に確認することから、安心感を持って
仕事を任されている。こうした進め方によって、仕事全体の
流れを理解し、貴重な戦力として成長してきている。

林　　芳夫
はやし　　よしお 村田寝具株式会社

(宇治市)
クリーニング

取扱いの異なる多様な寝具類の洗濯作業を適切に行い、
体調管理にも気を配り勤務計画に従って勤務にあたってい
る。忙しい職場内でのコミュニケーションの必要性を理解
し、積極的に話し合いに入ったり、自分から話題提供する
など、場の雰囲気づくりを大切にしている。

早瀬　健
はやせ　けん 日新染工株式会社

（長岡京市）
準備作業工

捺染加工する前の準備作業としてミシンによる白生地のつ
なぎ合わせや数合わせ等を任されている。作業は複数人
で行うため連携が必要となるが、わからないことは質問し、
注意されたことはきちんと守り、確認しながら丁寧に作業す
る真面目な仕事ぶりである。正社員として後輩のよき見本
として期待されている存在である。

播摩　亘祐
はりま　こうすけ

近建ビル管理
株式会社

（京都市左京区）
清掃、事務

清掃作業員の指導・監督や業務管理、本社との調整等の
業務を担当している。現場で従業員の気持ちに寄り添った
作業対策を自ら提案し行う姿が、仲間の信頼を得ている。
また、未経験な事柄にも進んで取り組む積極性や責任感
があり、安心して仕事を任せることができると評価されてい
る。

福岡
ふくおか

　ひとみ

社会福祉法人
京都眞生福祉会
　綾部はなみずき

（綾部市）

介護支援

施設の立ち上げ時から正職員として活躍し、236床のシー
ツ交換作業は丁寧かつ速いと評価されている。介護職員
の補助業務を行うサポートチームの中核的存在で、最近で
は、施設利用者に関わる業務も任されるなど職域を拡大し
ている。ホームヘルパー２級の資格を取得する努力家で、
仕事に対する責任感が強い。

藤田　政茂
ふじた　まさしげ

株式会社
ハートコープきょうと

（京都市南区）

洗浄・リサイ
クル作業

プラスチックコンテナの洗浄において、集中力を発揮して細
かな部分の汚れをうまく取り、その仕上がりは抜群に綺麗
だと職場での評価が高い。また、道具の使い方も器用で、
うまくできない他の社員から同じようにできるようになりたい
と憧れを持って見られている存在である。

三好　浩平
みよし　こうへい

株式会社
ハートコープきょうと

（京都市南区）

洗浄・リサイ
クル作業

道具使いが苦手で、コンテナを移動させるのに苦労してい
たが、約１か月間、何度も反復して取り組むことで克服する
など、まじめに黙々と取り組む姿勢が他のよい見本になっ
ている。周りから助けられることも多いが、イベント開催に
あたっては率先して案内文書を作成するなど、自分のでき
ることを精一杯発揮することでよい関係を築いている。

村山　智章
むらやま　ともあき クロイ電機株式会社

（船井郡京丹波町）
検品

部品の品質基準検証の重要な業務を担っている。同じ作
業を長時間行える集中力があり、部品にキズや汚れ等不
備がないかの確認を細かいところまでチェックし、他人が気
がつかないような所にも目が届く的確な仕事ぶりは、他の
従業員からの評価も高く信頼を得ている。

森下　太貴
もりした　たいき

株式会社
ハートコープきょうと

（京都市南区）

洗浄・リサイ
クル作業

人との対話は苦手としているが、社内イベントに積極的に
参加したり、他の社員が苦手とする作業を積極的に担った
りすることで、周りとの関係をしっかりと築いている。スピー
ドを意識し、時間に配慮した仕事ぶりから、これからの成長
が期待されている。

吉岡　政文
よしおか　まさふみ

株式会社
ハートコープきょうと

（京都市南区）

洗浄・リサイ
クル作業

業務の拡大により、これまでのプラスチックコンテナ洗浄作
業に加え、新しい機械を使った作業を覚える必要があった
が、積極的にチャレンジしマスターした。他社での就労経験
を踏まえ、仕事に対して真面目に責任感を持って取り組
み、困っている人がいると積極的に手助けするなど、協調
した仕事ぶりに信頼も厚い。



※１(男性)

株式会社
あきんどスシロー

亀岡店
(亀岡市)

食器洗浄調
理補助

調理補助や食器類の洗浄作業などの一連の業務のほか、
忙しい週末には、寿司で最も重要な米炊きを担当し、水の
分量や釜の温度調整、酢合わせのタイミングなど難しい作
業を確実に行うことができると評価されている。穏やかで落
ちつきのある人柄や仕事を任せることができる安心感など
から頼もしい存在とされている。

氏　　名 勤務先 職種 表彰する内容等

石附　梨緒
いしづき　りお

株式会社
立命館ぷらす
（京都市北区）

清掃、軽作業

大学内のゴミ回収・分別、各部課からの依頼作業など多様
な業務がある中、各業務の基本をよく理解し、正確に適切
に行うことができる。安定した勤務状況と態度で安心して業
務を任せられており、最近では、能動的に実習生の指導に
関わり観察した内容を業務支援員に伝えることができるよ
うになってきている。

大湊　彩生
おおみなと　あやき 株式会社フェイム

（京都市南区）
青果物選別・

袋詰め

青果物の仕分け作業（計量・選別と袋詰め）を担当している
が、指示を理解できるまでしっかり聞き直して作業を行うこ
とができている。この繰り返しにより、指示内容以上の先の
ことを考えて自ら行動できるようになってきている。常に明
るく、職場でのムードメーカー的な存在である。

八木　勇武
やぎ　　いさむ

社会福祉法人
利生会

特別養護老人ホーム
第二亀岡園
（亀岡市）

清掃、環境整
備

清掃やベッドサイドの消毒を担当しており、現場を見ながら
指示を受けたことはしっかりと理解し、利用者や面会者が
いる中でもコミュニケーションを取りながら時間内に業務を
行うことができる。素直で人当たりもよく、年配の従業員とも
よく会話をしており、施設のイベントではギター演奏を披露
するなど、職場のよい雰囲気づくりに貢献している。

※１※本人の御希望により公表を差し控えさせていただきます。

※就職している若年者の重度障害者で、日々研鑽に努め、同僚等から評価され、他の模範と認められる者

※就職している障害者で、旺盛な勤労意欲をもって優秀な勤労成績を収め、同僚等から敬愛され他の模範と認められる者

４. 優良勤労者奨励賞　３名


