
 
社団法人広島県就労振興センター 

平成２１年度事業報告 
  

平成２１年度から呉安芸地域障害者就業・生活支援センターとして活動を開始することができ、

初年度で５１名の就労支援ができた。 
研修においては、広島県からの委託事業として「企業内ジョブサポーター養成講座」を開催し、

４６名の人材を養成することができた。 
各種研修会、販売イベント等については、各部会にて企画し、多くの会員事業所から参加された。 

 
 
１ 障害のある人の就労等に係る情報提供及び啓発に関する事業 
（１） ふれ愛プラザ事業 

① 総売上１８,７６９,２１５円（対前年比９７．７０％）来店者が１９,７４４人（対前年度

比９７．９８％）で推移しました。 
 
②作業体験教室の開催（７月３１日（金）～８月４日（火））  

押し花、和紙細工、木工品、クラフト等の作業体験 参加者 ２５０名 
 
  ③店舗、事業所紹介 
    広島県の情報誌「すこぶる」に掲載された。 
 
（２） 広報事業 

広報誌の発行 
１１月 ６,０００部 発行 
関係行政、社協、民生委員、関連企業、正会員、賛助会員、諸団体等へ 配布 

 
（３） 情報提供 
  ①ホームページの運営 

福祉情報を発信し、会員並びに一般県民の方への迅速かつ幅広い情報提供を行った。 
 

②企業への情報提供 
 賛助会員企業へ「働く広場―障害者と雇用」（独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 

発行）を毎月配布。 
 
 
 



２ 障害のある人の就労等に係る研修に関する事業 
（１） 研修会 

①ビジネスマナー研修 
   内容：接遇の基本及び接遇リーダー研修。 

講師：株式会社キャップ 
期日・会場：８月８日（金） 

広島県社会福祉会館 参加者 １７名 
 
  ②会計研修会（「きょうされん」と共催） 

内容：社会福祉法人会計の基本を学ぶ。 
講師：釜田英雄氏（釜田公認会計士事務所 所長） 
期日・会場：２月１１日（木・祝日） 

          広島市東区地域福祉センター 参加者５２名 
 
（２）企業内ジョブサポーター養成研修（広島県からの受託事業） 
  
  ①企業内ジョブサポーター研修（２日間） 

【カリキュラム】 

一日目＜講義①＞企業内ジョブサポーターについて 
＜講義②＞障害者雇用支援制度の概要 
＜講義③＞身体障害・高次脳機能障害の特性理解と対応方法 
＜講義④＞精神障害の特性理解と対応方法 
＜講義⑤＞知的障害・発達障害の特性理解と対応方法 
＜講義⑥＞難病に関する知識 
＜講義⑦＞在職者への定着支援 

    二日目＜講義⑧＞障害者雇用における成果と課題についてディスカッション 
＜講義⑨＞障害者雇用企業の取り組み 
＜講義⑩＞職場における業務遂行を支援するための技術 
＜演習①＞職場における業務遂行を支援するための技術 
 

   【日時、会場、受講者】 
   （広島会場１） 平成２１年１０月１５日（木）・１６日（金） 

会場・受講者：広島県社会福祉会館（広島市南区） ２３名 
       講師：小松邦明氏（杉並区障害者雇用支援事業団）他 
   （広島会場２） 平成２１年１０月２６日（月）・２７日（火） 
        会場・受講者：広島県社会福祉会館（広島市南区） ２３名 
        講師：濱田和秀氏（大阪府障害者福祉事業団じょぶライフだいせん）他 



 
（３）ジョブコーチ実践報告会 
    内容：特定非営利活動法人ジョブコーチネットワーク主催の職場適応援助者養成研修の修

了生がどのような活動をしているか実践報告 
    講師：志賀利一氏（社会福祉法人電機神奈川福祉センター わーくす大師） 
    実践報告者：竹口佳孝氏（川辺共同生活介護事業所） 
          宮崎聡氏（広島中央障害者就業・生活支援センター） 
    期日・会場：１０月２４日（土）広島県社会福祉会館 参加者 ４５名 
 
（４）発達障害と就労を考えるセミナー 
    内容：就労相談から職場定着における支援や雇用管理の実践を参考にして、発達障害のあ

る人の就労支援について考えるともに支援者のスキルアップのセミナー。 
    講師  
      柴田珠里氏（横浜市発達障害者支援センター） 
      松尾江奈氏（ワークアシストやまびこ） 
      堀江美里氏（障害者就業・支援センターWEL’S  TOKYO） 
      四王天正邦氏（株式会社伊勢丹ソレイユ） 
    期日・会場：３月２８日（日）広島県社会福祉会館 講堂 参加者 ８３名 
 

 
３ 障害のある人の就労等に係る相談に関する事業 
   呉安芸地域障害者就業・生活支援センター 事業で就労等に係る相談業務を行った。 
 
 
４ 障害のある人の就労等に関する調査、研究ならびに情報の収集、提供に関する事業 
（１）全国社会就労センター協議会にアンケート・要望事項の提出 
    ①各都道府県における「工賃倍増計画」の取り組みに関するアンケート 
    ②官公需の拡大に向けた都道府県対応の実施状況アンケート 
    ③「障害者自立支援対策臨時特例交付金 障害者自立支援基盤整備事業」における「大規

模な生産設備整備」の実施状況の確認について 
    ④都道府県セルプ協（会員施設）からの「制度・予算要望事項」のとりまとめ 
    ⑤都道府県「共同受注窓口組織」にかかわる状況調査 
 
（２）中国・四国社会就労センター協議会 
    中国・四国社会就労センター協議会職員研修会 
       ６月１１日（木）１２日（金） 岡山市 
    中国・四国社会就労センター協議会施設長研修会 



       １０月１５日（木）１６日（金） 徳島市 
      各県の新体系移行状況及び工賃倍増５カ年計画への取り組みについて 
      広島県の状況報告 
 
（３）小規模作業所の新体系移行に向けた体制整備研修 
      ９月１７日（木） 広島県社会福祉会館 参加者 １３事業所 ２１名 
       「小規模作業所の新体系移行に向けた体制整備研修」 
         広島県健康福祉局 福祉保健部 障害者支援課 
           大田庫宏氏、新田修三氏、岡本耕治氏 
       「NPO 法人の取得について」 
         特定非営利活動法人 ひろしま NPO センター 
           中村隆行氏 
 
（４）協働授産システム研究会（広島県からの受託事業） 
      事業の内容  
       障害者授産施設等を利用する障害者の収入を図り自立を促進するため、各施設の得

分野を活かし、経営資源の効率的活用を目的とする協力体制構築の研究を行い、授

産活動活性化を支援する。 
      事業の経過 
       「官公需をどう取り込むか？」をテーマに会員施設から５名の委員を委嘱して研究

会を開催する。発注側（県市町）、受注側（福祉施設）の課題を抽出して、現状を

知るために、市町、福祉施設にアンケート調査をする。アンケートを集計して官公

需について、発注側 受注側の課題、対策について話し合った。アンケートを集計

して広島県に報告書を提出した。 
 
 
５ 福祉事業所等の製品の開発、販路の拡大並びに作業の開発、開拓、斡旋に関する事業 
（１）共同受注・販売促進支援 
  ①ふれ愛プラザ販売支援 

 営 業  １１時～２１時  ３６４日営業（元旦のみ休業） 
 総売上  １８,７６９,２１５円  １９,７４４人利用 

   Ⅰイベント 
ⅰ夏休み工作教室 

   夏休みの自由工作のひとつにできるような、製品（クラフト・木工品等）の 
製作体験を実施。 

期 日：７月３１日（金）～８月４日（火） 参加者 ２５０名 
 



ⅱ９回アニバーサリー 
 シャレオ９周年記念イベント。 

期 日：３月２０日（土）～４月４日（月） 
    ⅲふれ愛プラザ 感謝祭 
       期 日：３月２５日（木）・２６日（金） 
 

  Ⅱ販売実習 
    障害のある人の販売実習の場として接客、レジ等の体験実習を行った。 
     延べ、２７４福祉事業所が参加 
    広島市立広島特別支援学校 中学部２年生の職場体験学習の場として受け入れた。 
     １０月２７日から１２月１１日のうち７日間 １０時３０分～１１時３０分 
 

Ⅲ外部出展 
行   事   名 会  場 実   施   日 

環境の日ひろしま大会 広島県庁前広場 ６月７日（日） 

Crossing Happy and Art シャレオ中央広場 ７月３１日（金）～８月４日（火） 

日本知的障害者福祉関係職員研修大会 広島国際会議場 ９月９日（水）～１１日（金） 

第一生命清掃活動 第一生命 広島・福山 ９月２６日（土） 

トヨタウェルキャブ体感フェア 2009 アルパーク ９月２６日（土）～２７日（日） 

第 19回広島県健康福祉祭 県民文化センター １０月８日（木）・９日（金） 

ひろしまフードフェスティバル 広島城周辺 １０月２４日（土）・２５日（日） 

広島県ふくしのまちづくりのつどい 広島県社会福祉会館 １１月１２日（木） 

福祉フェア＆介護の日 
シャレオ中央広場 

国際会議場 
１１月１４日（土）～１５日（日） 

われらプラチナ世代 GOGO フェスタ 広島県産業会館 １１月２１日（土）・２２日（日） 

民生委員児童委員研修大会 サンプラザ １１月２６日（木） 

NHK 歳末たすけあい“ハートいっぱいチャリティー広場” ＮＨＫ １２月４日（金）・５日（土） 

ヒューマンフェスタ 2009 ひろしま NTT クレドホール １２月６日（日） 

広島キャンパスフェスティバル 
マツダズームズーム 

スタジアム 
１２月６日（日） 

セルプフェア 2009 ひろしま夢ぷらざ １２月３日(木)～１５（火）の内２日間 

広島県介護支援専門員合同研修 広島国際会議場 １月１０日（日） 

広響マーガレットコンサート 広島国際会議場 １月１７日（日） 

福祉の職場説明 広島県産業会館 ２月２６日(金) 

ふれ愛プラザ 感謝祭 シャレオ中央広場 ３月２５日（木）・２６日（金） 

 
②常設店・フェア・イベント事業支援 

   Ⅰ常設展示 
    生協ひろしまコープハモンズ（福山市）、ひろしま夢ぷらざ（広島市中区）、            

    広島プリンスホテル（広島市南区） 
 

Ⅱ創作品、商品の展示紹介活動の推進 
  フェアを開催し、製品の幅広い PR に努めた。 



   フェア名 開催日 開催地 参加数 

セルプフェア２００９ １２月３日（木）～ 
１５日（火） 

ひろしま夢ぷらざ 
（広島市中区） １４ 

   
 

③斡旋紹介活動の推進 
Ⅰ製品販売・印刷等共同受注事業支援 
Ⅱルイボスティ・海水の素共同受注事業支援 
Ⅲ自動販売機事業共同受注事業支援 
Ⅳ自動車の基盤の解体作業 
  希望施設を募り、話し合い抽選の結果 「ぽこあぽこ」にお願いした。 

 
（２）授産活動マッチング調査事業（広島県からの受託事業） 
    障害福祉サービス事業所における授産活動において提供可能なサービス内容の調査を実

施することにより基礎資料を作成し、企業や自治体に提供することにより障害福祉サービ

ス事業所への発注に結び付けることを目的に活動し、基礎資料を作成した。 
 
（３）研修会の開催 

視察研修 
内容：先進的な取組みを実施している大分県（竹田市・大分市）の事業所を視察。 
訪問事業所：社会福祉法人博愛会、社会福祉法人シンフォニー 
期日：１０月２９日（木）・３０日（金） 参加者１６名 

 
 
（４）介護機材サービス事業 

①連絡会議 
内容：事業・決算報告、事業・予算計画 

 期日・会場：６月１２日（金）尾道さつき作業所（尾道市） 
 

②連絡会議       
    内容：各事業所状況報告 

 期日・会場：１１月１０日（火）かわせみの家（庄原市） 
 

  ③連絡会議 
    内容：介護機材サービス事業の今後の方向性について 
    期日・会場：２月１９日（金）広島県社会福祉会館 
 
 



６ 障害のある人に対する就業・生活支援に係る事業 
  呉安芸地域障害者就業・生活支援センター 事業 

①就業支援登録 
１１２名の就労希望者の登録 

②就業における実績 
６３名の職場実習を実施し、５１名の就労実績。 

 
 
７ 障害のある方の権利擁護に関する事業 
   企業内ジョブサポーター養成研修で、障害者の権利擁護についての研修を行った。 
 
 
８ 関係行政機関、団体等との連携に関する事業 
（１）当事業に係る障害者施設の各団体の連携 

①広島市就労支援センターとの「セルプフェア２００９」共同開催 
     
（２） 障害者の就労に関する各団体及び理解と支援を示す各団体との連携 

厚生労働省広島労働局、広島県障害者支援課、広島県雇用人材確保課、 
広島障害者職業センター、ハローワーク呉、ハローワーク広島、ハローワーク広島東、ハ

ローワーク可部、ハローワーク廿日市、障害者就業・生活支援センター 
広島障害者職業能力開発校、呉特別支援学校、広島北特別支援学校、広島特別支援学校、

廿日市特別支援学校、黒瀬特別支援学校、広島市立広島特別支援学校、広島県共同募金会 

広島県社会福祉協議会、ひろしまＮＰＯセンター等 
 

（３） 全国・各地の同主旨・同目的を持つ各団体との連携 
全国社会就労センター協議会、日本セルプセンター 
 
 

９ その他目的達成に必要な事業 
（１）総会、理事会の開催 
  ①総会 

 第１回 ５月２８日（木）広島県社会福祉会館 
   「議案」平成２０年度事業報告・決算報告 
    第２回 ３月３０日（火）広島県社会福祉会館 
   「議案」平成２１年度補正予算、平成２２年度事業計画・予算 

 
 



②理事会 
 第１回 ５月２０日（水） 広島県社会福祉会館  

   「議案」平成２０年度事業報告・決算報告、会員入退会等 
 第２回 １２月８日（火） 久里川 

   「議案」就業支援活動報告、各部会報告、ふれ愛プラザ売上報告 
 第３回 ３月１２日（金）広島県社会福祉会館 

   「議案」平成２１年度補正予算、平成２２年度事業計画・予算 
        
  
（２）正会員及び賛助会員の拡大を推進し、組織の強化を図る。 
  ①正会員（１１８事業所） 
    入会  事業所  就労センターあっぷ、ひとは工房 

退会  事業所  ひとは作業所、大和学園 
 

  ②賛助会員 
    退会 NTT ドコモ中国、ブリヂストンタイヤ販売株式会社、株式会社セレクト 

 
（３）財務基盤の確立 
    塩、ルイボスティ、スティックシュガーの取り組み 
 
（４）企業等からの寄附・補助情報提供                           

企業名 寄附・補助金、物品  事業所名 

日本ケアサプライ株式会社 電動座イス １５台 希望の事業所に 

100,000 円（三菱冷凍冷蔵庫） ふれあい共同作業所くちわ 
三菱電機株式会社 

100,000 円（オーブン他） アイ・サン・サン作業所 

   （敬称は略させていただきました） 
 


