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米国調査に見る
成長投資としての障がい者雇用の可能性
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〜「攻め」の雇用へのリ・デザイン〜
米国では、障がい者の活躍の場が
広がっており、障がい者雇用の推進
図表2

＊1.民間企業における障がい者インクルージョンを目指す、米国
の非営利組織の名称。現在185社を超える企業とのネット
ワークを有している

DEIの評価項目（2020年版）

Culture & Leadership
（30pt）
Enterprise-Wide Access
（10pt）
●非常時のポリシー・手順の設定
●自社施設のアクセシビリティ
●ウェブコンテンツのアクセシビリティ
●アクセシビリティ専門家の採用 等

●インクルージョンの全社規定
●障がい者の従業員グループ
●障がい者の雇用目標
●障がい者の役員登用
●CEO等による障がい者支援 等

Employment Practices
（40pt）
●就業不能保険による補償
●採用における合理的配慮
●社員向けのインクルージョン教育
●支援付雇用による障がい者採用
●合理的配慮プログラム 等

Supplier Diversity
（10pt）

Community Engagement
（10pt）

●Supplier Diversityのプログラム
●Supplier Diversityのリーダー設置
●障がい者が経営する企業への発注
●入札時のインクルージョン規定 等

●外部への障がい者支援等の実施
●地域の支援組織に対するサポート
●契約先企業の最低賃金支払い 等

（出所）
AAPD：公式ウェブサイトよりNRI作成

32 ケースが語る
当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
Copyright(C) 2020 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

ケースが語る

33

