
公益社団法人広島県就労振興センター 

平成２６年度事業報告 

  

ふれ愛プラザ運営協議会を開催し、お店の今後の運営や店舗の活用方法について、コンサルタントを

交え、会員事業所で協議した。協議会では会員事業所がイベントに出店する際、ふれ愛プラザから商品

を仕入れて販売する等お店を拠点とした共同販売や年末のカタログ販売を実際に取り組んだ。「ふれ愛

プラザカタログを製作し、商品品質の向上を目指す」「カタログを通じて多くの人にふれ愛プラザの商品

を知ってもらう」「イベントで他地域、他事業所の商品をふれ愛プラザを通じて共同販売する」など来年

度に繋がる提案がまとまった。これらの提案を実行していくことで会員事業所が商品の品質向上や売上

の向上に活用できるふれ愛プラザの運営を目指していく。 

県の委託事業である共同受注窓口体制強化事業では、ふれ愛プラザを活用した営業や商談を行った。

商品や事業所の情報がふれ愛プラザに集結していることを感じ、それらの情報を活用することで企業か

らの注文に対応するだけでなく、ニーズに応じた新しい商品の開発や提案をすることができた。また、

来年度より「食品表示法」が改正されるため、きょうされんと広島県知的障害者福祉協会と合同で研修

会を開催した。年度末の開催ではあったが、多くの事業所が参加され、関心の高さが伺えた。参加者か

らは実際に施行された後も演習等を交え、継続した研修会を開催してほしい、情報を提供してほしい、

という声が多くあった。 

すまいるスタジオでは、就労移行支援事業利用者は市内中心部という立地条件、喫茶運営を訓練とし

ている特色から利用登録は安定しつつある。しかし、利用日数が少ない利用者が多く、引き続き登録者

の増加が課題である。店内清掃や店頭販売のマニュアルの作成、新メニューや喫茶運営について喫茶ミ

ーティングを行う等、利用者が自主的に仕事をできる環境を整えた。より充実した訓練内容としていく

ことで利用日数を増やし、就労へつながるよう支援を行った。就労継続 B 型支援事業では年度内 4 名の

利用開始があった。自主製品としてちぎり絵はがきの制作を始めたり、修学旅行生等の誘致を行う等、

千羽鶴解体作業体験を積極的に行うことで学校関係・福祉関係（相談支援センター等）・行政関係等から

の見学者が増加し、利用登録につながると感じている。また、新年度にかけても増加が見込まれる状況

になっているため、引き続き作業内容を充実させ、利用登録者を増やしていきたい。 

呉安芸地域障害者就業・生活支援センターでは、実習件数、就業者数は昨年度と変わらず安定した実

績となった。発達障害の相談・登録が増え、特性に合った職種を探るため、新たな職域開拓に尽力した。

今後も精神障害者保健福祉手帳所持者の登録は増えていくと思われ、福祉の支援機関だけではなく医療

機関との連携も深めていく必要があると感じた。就業者の中には、生活する上での課題がある人も多く、

職場以外の問題で退職するケースもあり、今後は社会生活スキル学習会などの研修の場で課題の改善に

つなげていきたい。 

この他、今年度は広島県から「専門家指導による技術・販売力向上事業（ひろしまＳ－１サミット）」

「事業所職員スキルアップ事業」「障害者雇用促進・定着支援事業」の委託を受け、研修会やイベントを

実施した。「ひろしま S-1 サミット」はカープファン感謝デーイベント会場内で同日開催し、これまで作

業所のお菓子を知らない方が多い中、参加者からは「美味しかった」という声を多くいただき、試食チ

ケットも１時間半で完売する程の好評を得た。反面、実際に障害のある方との交流や情報発信できる時

間が少ない、お客様の声が直接聞けない、といった課題も残った。鳥取県、島根県からも参加が定着し

てきており、商品についてお互いに切磋琢磨できる機会となっていると思われる継続したイベントとし

ていくためにも事業所、お客様ともに魅力的のあるイベントにしていきたい。 



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）広報事業 

①広報誌の発行 

３月 約６,５００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 

（２）情報提供 

  ①ホームページ、facebook の運営 

   セルプフェア2014、ひろしまS－１サミット2014開催前や期間中に専用の facebookを立ち上げ、

事業所や商品の紹介を日替わりで行った。SNS を活用することで、事業所の情報をタイムリーに

多くの方にお知らせすることができ、来店、来場のきっかけとなることを感じた。 

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）を毎月配布した。 

 

 

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 

【広島会場】仕事力 UP のビジネスマナー実践セミナー～ビジネス社会で成功するための仕事術～ 

内容：接遇の基本（挨拶、電話応対、来客対応等）、ビジネスマンとしての心構え等 

講師：森田ひとみ氏（Moritaキャリアプランニング） 

期日：５月２４日（土）9 時 30 分～16 時 40 分  

会場：広島県社会福祉会館 参加者２２名 

協賛：広島県共同募金会、広島県知的障害者福祉協会 生産活動・就労支援部会 

協力：一般社団法人トータルライフサポートふくやま 

【福山会場】クレーム対応研修 

内容：接遇、クレーム対応について 

講師：森田ひとみ氏（Moritaキャリアプランニング） 

期日：６月２１日（土）10 時 00 分～16 時 00 分  

会場：福山市市民参画センター 参加者 ２０名 

協賛：広島県共同募金会、広島県知的障害者福祉協会 生産活動・就労支援部会 

協力：一般社団法人トータルライフサポートふくやま 

 

② 精神障害者・発達障害者雇用管理セミナー（広島県委託事業） 

内容：講義（労務管理、障害の理解、障害者雇用事例の紹介等）、演習 

講師（オープンセミナー各会場共通講師） 

広島労働局 職業安定部 職業対策課 雇用担当官 杉田 和重氏 

地域生活支援センターるり 桃谷 栄二郎氏 

株式会社ＮＴＴデータだいち 近藤 秀雄氏 

中村雅和社会保険労務士事務所 中辻めぐみ氏 



【福山会場】 

日 時：8 月 28 日（木） オープンセミナー  参加者：１３名 

    9 月 2 日（火）～3 日（水） 実践課程 参加者：６名 

会 場：福山市生涯学習プラザ 

講 師：堀江美里氏・柏ゆう氏／NPO 法人ウェルズ新木場  

トレーナー：西村浩二氏／広島県発達障害者支援センター、松岡建興／にこてらす、 

      宮地毅氏／すきっぷ 

【広島会場①】 

日 時：9 月 26 日（金） オープンセミナー    参加者：３１名 

   10 月 9 日（木）～10 日（金） 実践課程  参加者：１５名 

会 場：広島市まちづくり市民交流プラザ 

講 師：志賀利一氏／のぞみの園、井原佳代氏／障害者支援施設なかまたち  

トレーナー：西村浩二氏・中井裕子氏／広島県発達障害者支援センター、 

三上寿和氏／ふれあいの家たんぽぽ 

【広島会場②】 

日 時：11 月 12 日（水） オープンセミナー    参加者：３２名 

    11 月 26 日（水）～27 日（木） 実践課程  参加者：１０名 

会 場：広島市まちづくり市民交流プラザ 

講 師：湯田正樹氏／クロスジョブ東京、小松邦明氏／高浜市障害者相談支援事業所  

トレーナー：澤田恭一氏／就労支援センターFlat、山本高行氏／あいの木、 

西村浩二氏・山田愛子氏／広島県発達障害者支援センター     

 【カリキュラム】 

    オープンセミナー（各会場共通講師） 

時  間 内   容 

10：00～10：40 障害者雇用促進法の改正点 

10：50～12：00 精神障害の特性と職業的課題 

13：00～14：00 障害者・発達障害者の雇用事例 

14：10～15：20 うつ、職場不適応、職場復帰 

15：30～16：40 合理的配慮、労働争議、社員教育等 

    実践課程（１日目） 

9:45－10:00 開会・事務連絡・オリエンテーション 

10:00－10:30 演習：アイスブレイク 

10:30－12:00 講義：発達障害の特性と職業的課題 

12:00－13:00 昼食休憩 

13:00－14:00 講義：面談による支援ニーズの把握＋演習説明 



14:10－15:10 演習：在職者への面談対応１ 

15:20－16:40 演習：在職者への面談対応２ 

16:40－17:00 1日のまとめ 事務連絡 

実践課程（２日目） 

9:45－9:50 事務連絡 

9:50－10:50 講義：作業場面のアセスメント＋演習説明…60分 

11:00－12:20 演習：作業場面のアセスメント…80分 

12:20－13:20 昼食休憩 

13:20－14:20 講義：自己理解に向けた対応＋演習説明･･･60分 

14:30－16:40 演習：自己評価/他者評価…130分 

16:40～17:00 1日のまとめ 事務連絡 

 

③ 障害福祉圏域企画事業（広島県委託事業） 

・広島障害福祉圏域圏域（安芸高田市） 

日 時：6 月 26 日（木） 参加者：４１名 

会 場：安芸高田市民文化センター クリスタルアージョ 小ホール 

内 容 

１３：３０  講演「障害者雇用の現状と制度」について 

広島労働局 地方障害者雇用担当官 杉田和重氏 

１４：２０  講演「障害者雇用と職場定着」について 

特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん  

ジョブコーチ 鈴木修氏 

１５：３０ パネルディスカッション「障害者雇用の実際」 

・株式会社啓文社製作所 専務取締役 柴田修明氏 

・株式会社マルサン 鶏卵 GP部部長兼鶏卵販売次長 中川智博氏 

・株式会社マルサン 山野智寛氏 

（進行）鈴木修氏  

・呉障害福祉圏域圏域 

日 時：9 月 5 日（金） 参加者：１７名 

視察先：有限会社岡山県農商・株式会社すまいるエブリイ 

・福山・府中障害福祉圏域圏域 

日 時：12 月 10 日（水） 参加者：４６名 

視察先：ステップアップ絆・福山校、株式会社京伸精機（南コース） 

ワークショップ・コンパス、株式会社北川鉄工所（北コース） 

 



・尾三障害福祉圏域圏域 

日 時：9 月 26 日（金） 参加者：４３名 

会 場：三原市城町庁舎（サン・シープラザ）２階 大会議室 

内 容 

１３：３０  「山城障害者就労サポートチーム（はちどり）の取組」講演 

・有限会社ファンシステム 代表取締役 小山 和幸 氏 

・有限会社小都里     代表取締役 小泉  浩 氏 

・新晃自動車工業株式会社 代表取締役 辻  尚宏 氏 

・有限会社シオン     代表取締役 久田 和泰 氏 

・京都府山城北保健所   相談員   時澤久美子 氏 

１５：００  休憩 

１５：１０  グループ討議：「ネットワークで自分にできること」 

１５：５０ 全体発表 

・備北障害福祉圏域圏域 

日 時：9 月 8 日（月） 参加者：４３名 

会 場：グランラセーレ三次 ２階 ポーラスター 

   内 容 

１３：００  「障害者雇用の現状と事例について」講演 

・一般社団法人 Flat 代表理事 澤田 恭一氏 

１３：２５  「三次市における障害者雇用の現状及び障害者支援機関の紹介」 

・備北地域障害者就業・生活支援センター 

 センター長 谷口 光治氏 

１３：３５ 質疑応答 

・広島中央障害福祉圏域圏域 

日 時：10 月 17 日（金） 参加者：１１名 

視察先：国立吉備高原職業リハビリテーションセンター、パナソニック吉備株式会社 

・広島西障害福祉圏域圏域 

日 時：11 月 14 日（金） 参加者：４６名 

会 場：廿日市市総合健康福祉センター（あいプラザ）3F講座室 

内容 

１３：３０  講演「障害者雇用の現状と制度」について 

広島労働局 地方障害者雇用担当官 杉田和重氏 

１４：２０  講演「障害者雇用と職場定着」について 

特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん ジョブコーチ 鈴木修氏 

１５：３０ パネルディスカッション「障害者雇用の実際」 

・デリカウイング株式会社 デザート工場 総務部課長 砂原 寛 氏 

・医療法人和同会 広島グリーンヒル病院 総務 石丸 亜希子氏 

（進行）鈴木修氏  

 



（２）リーフレット作成事業（広島県委託事業） 

就職がうまくいかない若者への支援のため、本人向け、学校担当者向け、企業向けの３種のリーフ

レットを作成、関係機関へ配布した。 

【リーフレット作成委員会】 

・委員：広島労働局（杉田和重氏）、広島ハローワーク（山口和正氏）、広島職業センター（植木康敬氏）、

広島大学（竹林地毅氏）、広島地域若者サポートステーション（尾濱八重氏）、ひろしま北部若者

サポートステーション（古林はるか氏）、就労支援センターFlat（澤田恭一氏）、広島県発達障害

者支援センター（西村浩二氏） 

・内容 

日  程 内  容 

６月１３日（金） 発達障害者、若者の就労状況について 

６月２０日（金） 行政機関の制度等について 

７月１５日（火） 現場での就労支援方法について 

８月 １日（金） リーフレットへの具体的な掲載内容について 

【配布先】 

大学、専門学校、広島労働局、ハローワーク、若者サポートステーション、広島県発達障害者支援

センター、障害者就業・生活支援センター他 

 

（３）コンサル派遣事業 

障害者雇用や職場定着を促進するため、企業へコンサルタントを派遣した。 

実施企業数：２社 

 

 

３ 障害のある人が福祉施設等で制作した商品の開発、販路の拡大並びに作業の開発、開拓、斡旋に関

する事業 

（１） ふれ愛プラザ事業 

① 総売上１８，７０４，３６８円（対前年比１０４．８％）、来店者が１６，９３３人（対前年度

比１０７．１％）で推移した。 

② 体験教室、イベントの開催 

Ⅰ夏休み工作教室の開催（平成 26年 7月 26日（土）～8月 1日（金）） 参加者１２５名 

期 日 協 力 施 設 製 作 品

　７月26日(土） あおぎり 押し花ミニうちわ

　　 　27日(日） すまいる☆スタジオ 再生紙のえんぴつ・デコパージュ石けん

　　　 28日(月） ひかり作業所 さをり織りの壁掛け（さをり織り体験）

　　   29日(火） you-縁 まぐっち（石こうマグネット）

　 　  30日(水） あさ作業所 マグネットクリップ

　　   31日(木） パンダハウス なんでもホルダー

　8月　1日(金） もりの輝舎 木で作る貯金箱

  

 



 

Ⅱ地下街シャレオ 14thアニバーサリーへの協力 

  期 日；平成 27年 3月 13日（金）～ 

  内 容；ご愛顧いただいている客様へ感謝の気持ちを表して、1,000円以上ご購 

入の方にくじ引きを行うことで、商品の紹介と啓発活動を行った。 

③ 店舗、事業所紹介 

・広島バスセンター～広島空港往復シャトルバス内モニターでの宣伝、『ひろしま発見テレビ』

の取材の他、ホームページ、facebook の活用やふれ愛プラザのイベントチラシを作成する等、

関係機関の情報発信に努めた。 

④ 販売実習 

   障害のある人の販売実習として接客、レジ等の体験実習を行った。（延べ 200 事業所） 

⑤ 外部出展 

行   事   名 会  場 実   施   日 

フラワーフェスティバル 小町郵便局周辺 26.5.3（土） 

広島県老人福祉施設連盟総会・研修会 
リーガロイヤルホテ

ル 
26.5.23（金） 

「環境の日」ひろしま大会 広島県庁前広場 26.6.8（日） 

広島県美容技術競技大会 グリーンアリーナ 26.6.30（月） 

広島キッズシティ 2014 マリーナホップ 26.8.2（土）～3（日） 

中国・四国社会就労センター協議会施設長研修会 広島ガーデンパレス 26.9.11（木）～12（金） 

就職面談会 県社協 26.10.4（土） 

住まいフェスひろしま 産業会館 26.10.11（土）～12（日） 

ひろしまフードフェスティバル 広島城周辺 26.10.25（土）～26（日） 

社会的課題を知ろう！フォーラム 2014 県社協 26.11.1（土） 

介護の日フェスタ 広島県庁前広場 26.11.9（日） 

ふくしのまちづくりのつどい 県社協 26.11.12（水） 

ヒューマンフェスタ 2014ひろしま 基町クレド 26.12.7（日） 

楽シニア 2014 基町クレド 26.12.13（土）～14（日） 

マーガレットコンサート 国際会議場 26.12.28（日） 

障害者支援施設部会全国大会 
リーガロイヤルホテ

ル 
27.1.29（木）～30（金） 

ボランティア交流サミットひろしま 2014 県社協 27.2.14（土） 

平成 26年度福祉の就職総合フェア 産業会館 27.2.15（日） 

ひろしまＳ-1サミット 2014フェア イオン府中店 27.3.25（水） 

 

（２）常設店・フェア・イベント事業支援 

   ①常設展示 

 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）、三越広島店（広島市中

区）、全日空商事広島店（三原市）、ローソン（広島市中区他 2 店舗）、ポプラ（広島市中区他１

店舗）、イオン広島府中店（安芸郡府中町） 

   ②創作品、商品の展示紹介活動の推進 

  参加事業所で実行委員会を組織し、フェアの企画、運営に携わっていただくことで継続したフ

ェアの開催と製品の質の向上を目指すとともに、県民への幅広い PR に努めた。 

   フェア名 開催日 開催地 参加事業所数 

セルプフェア 2014 
12 月 4 日（木）～

12 月 16 日（火） 

ひろしま夢ぷらざ 

（広島市中区） 

23 事業所 

（うち会員 21 事業所） 



ひろしま S-1 サミット

2014（広島県受託事業） 

①県予選 

10 月 1 日（水） 

②本選 

11 月 23 日（日） 

① 県立体育館 

② ＭＡＺＤＡ  Ｚ

ｏｏｍ-Ｚｏｏｍ

スタジアム広島 

①14 事業所 

②14 事業所（うち中国

地方他県 4 事業所） 

   

③斡旋紹介活動の推進 

Ⅰ共同受注事業窓口体制強化事業（広島県受託事業） 

・製品販売先、下請け作業、官公需の開拓 

  
受注企業 

受注

時期 

実施

時期 
受注内容 

調整・マッチン

グ内容 
事業所 

1 ローソン Ｈ24

年４

月 

通年 作業所商品の

販売 

紙屋町一丁目

店、紙屋町二丁

目店、並木店の

3店舗でクッキ

ーなどのお菓

子や雑貨を販

売。 

ワークショップウイ

ング 

あさ作業所 

おりづる作業所 

つくし工房 

ウイング 

広島どんぐり作業所 

ひとは作業所 

未来館 

せんだんの家 

もみじ作業所 

若竹 

ワークホーム聖恵 

2 イオン H24年

8月 

H24年

10月 

作業所商品の

販売 

イオンソレイ

ユ府中店の総

合カウンター

横で委託販売。 

せんだんの家 

広島どんぐり作業所 

あさ作業所 

ワークショップウイ

ング 

ゆき作業所 

おりづる作業所 

つくし工房 

ウイング 

つくしんぼ作業所 

もみじ作業所 

たまご会 

未来館 

就労センターあっぷ 

きつつき 

若竹 

2 プリンスホテ   通年 作業所商品の 広島みやげ製 森の工房あやめ 



ル 販売（食品除

く） 

品の。 おりづる作業所 

きつつき共同作業所 

聖恵授産所 

ちゅうげい 

東寿園福祉作業所 

いつかいちむぎの家 

くさのみ作業所 

CROOS ROAD 

すまいるスタジオ 

パンダハウス 

第一もみじ作業所 

アイラブ作業所 

3 三越 H24年 通年 お菓子の販売 地下 1 階菓遊

庵での常設販

売。季節ごとに

商品を提案。 

つくし工房可部 

第 2ふれあい工房 

広島どんぐり作業所 

就労センターあっぷ 

4 ㈱クマヒラセ

キュリティ 

H24年

10月 

5月末

まで

実施 

消火器点検作

業の請負。 

管理ビルやア

パートの消火

器点検作業。 

セルフヘルプ宝町

（中区） 

5 全日空商事㈱

広島空港店 

H24年 通年 事業所製品の

販売。 

下駄貯金箱、フ

ェルトのお弁

当箱、ひろしま

クッキーズ 

きつつき共同作業所 

おりづる作業所 

あおぎり 

虹の会 

8月 6日に向け

た商品（千羽鶴

再生紙商品） 

すまいるスタジオ 

6 ㈱福屋 

広島空港店 

H24年 通年 事業所製品の

販売。 

ひろしまクッ

キーズ 
おりづる作業所 

きつつき共同作業所 

7 東急ハンズ H24年 通年 事業所製品の

販売。 

「おしい！広

島県」のイベン

ト出展を機に、

東急ハンズ広

島店２階の広

島県グッズの

コーナーで商

品販売継続。イ

ベントへの商

品出品。 

くさのみ作業所 

スーリール 

すまいるスタジオ 

作業所わくわく 

憩 

広島ひかり園 

NPO 千羽鶴未来プロ

ジェクト 

ひとは工房 

8 株式会社大京 H25年 ５月 お菓子などの

注文。 

社員向けに定

期的カタログ

での販売。 

 

ふれ愛プラザ 10月 



9 広島信用金庫

庚午支店 

６月 6月 定期預金者向

けの粗品。 

広島信用金庫

お客様サポー

ト部担当者か

らの紹介。 

きつつき作業所 

パンダハウス 

カープクラブ 

ワークホーム聖恵 

就労センターあっぷ 

10 株式会社大丸

商事 

４月 ６月 韓国のりに付

着しているご

み取り。 

大木製薬㈱の

関係者から紹

介 

ふなき福祉園 

ぱすてる 

11 株式会社エス

キオス 

６月   車の部品をマ

スキングする

段ボールの組

立。 

段ボールシー

トを折って組

立、専用の納品

箱へ梱包。 

 

→立地、スペー

ス、単価の面で

調整不可。 

 

11月 12月 吊りバンドの

組立内職。 

組立作業。 共同作業所オレンジ

ハウス 

つくしんぼ作業所 

ふなき福祉園 

12 反射材本舗 7月 9月 フリースのネ

ックウォーマ

ーに反射材テ

ープを縫い付

ける作業。 

現在は注文数

が少ないため、

増えた時に対

応。 

きつつき作業所 

13 広洋産業 6月 9月 作業着の補修。 補修部分のミ

シンがけやゴ

ムの付け直し。 

ＷＩＮＤえのみや 

やの 

14 独立行政法人

水産総合研究

センター 瀬

戸内海区水産

研究所 

6月 7月 イベント前に

敷地内の草刈

作業。 

 

アダージョ 

7月 9月 封筒印刷。 宇品印刷授産場 

15 日本年金機構 

広島南年金事

務所 

7月 8月 敷 地 内 の 除

草・剪定。 

 

スーリール 

16 広島県薬務課 8月 9月 粗品。  すまいるスタジオ 

17 広島県 

高齢者支援課 

9月 11月 テープ起こし。  
セルフヘルプ宝町 

18 海上自衛隊 

呉地方総監部 

7月 11月 広報用パンフ

レット 外2件

印刷。 

 

松賀苑 

7月 1月 リーフレット

印刷。 

 

ワークホーム聖恵 

売上総合計（内職を除く） ３，８３８，８３９円 



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イベント販売等の斡旋 

 

（３）研修会の開催 

 ①工賃向上計画策定研修 

日時：２０１４年５月２０日（火）13 時 00 分～17 時 00 分  参加者３６名 

講師：関原 深氏（株式会社インサイト） 

場所：広島市東区地域福祉センター 

内容：個別支援計画と連動した工賃向上計画策定のポイント。 

 

②ショップ運営事業所研修（広島県委託事業） 

   講師：関原 深 氏他（株式会社インサイト）  参加者数：１６名 

 日  時 内  容 

第 1 回 
平成 26 年 7 月 22 日（火）13:30～17:00 

（広島県健康福祉センター 中会議室） 

 各事業所にて運営されているお店の現状

及び課題報告 

 AI の手法を学ぶ 

第 2 回 
平成 26 年 9 月 16 日（火）13:30～17:00 

（広島県社会福祉会館 会議室１） 

 課題別グループ討議（問題認識・テーマ

設定・計画策定） 

第 3 回 
平成 26 年 11 月 4 日（火）13:30～17:00 

（広島県健康福祉センター 中会議室） 

 各事業所の取り組みの全体報告 

 

第 4 回 
平成 27 年 2 月 3 日（火）13:30～17:00 

（広島県社会福祉会館 会議室１） 

 それぞれの事業所での取り組み最終報告 

 

 

③事業所スキルアップ事業「事業所応援プロジェクト（スイーツ編）」（広島県委託事業） 

日時：２月５日（木） 広島市東区地域福祉センター 小会議室 参加者９事業所 

講師：生田義信氏（広島県洋菓子協会会長、洋菓子処バイエルン） 

場所：広島市東区地域福祉センター 

内容：お菓子作り、商品化に対する想いについて講義、事業についての説明会。 

 

④食品表示研修会 

日時：３月３０日（月）10時 30分～15時 30分 参加者数６２名 

会場：広島市西区地域福祉センター 大会議室 

内容：食品表示法改正のポイントと今後の留意事項について学ぶ。 

講師：（株）消費経済研修所 髙田 かおり氏 

共催：きょうされん広島県支部、広島県知的障害者福祉協会 生産活動・就労支援部会 

 

⑤ふれ愛プラザ運営協議会（広島県委託事業） 

講師：関原 深 氏他（株式会社インサイト）  参加者数：１０事業所 

 日  時 内  容 

第 1 回 
平成 26 年 7 月 22 日（火）10:00～12:00 

（広島県健康福祉センター 中会議室） 
 お店の現状及びアンケート結果報告 

第 2 回 平成 26 年 9 月 16 日（火）10:00～12:00  今後の事業展開イメージについて 



（広島県社会福祉会館 会議室 1） 

第 3 回 
平成 26 年 11 月 4 日（火）10:00～12:00 

（広島県健康福祉センター 中会議室） 

 今後の事業展開イメージについて 

 各事業所の取り組みについて 

第 4 回 
平成 27 年 2 月 3 日（火）10:00～12:00 

（広島県社会福祉会館 会議室 1） 

 それぞれの事業所での取り組み報告 

 今後の運営方法の最終シュミレーショ 

 まとめ 

 

 

４ 障害のある人に対する就業・生活支援に係る事業 

（1）呉安芸地域障害者就業・生活支援センター事業を実施した。 

   ①就業支援登録：137 名（累計 906 名）の就労希望者の登録 

   ②就業における実績：98 名の職場実習を実施し、65 名の就労実績 

○登録状況（センター開設～Ｈ27.3 月） 

身体障害 知的障害 精神障害 その他の障害 合計 

118 484 280 24 906 

○職場実習のあっせん状況（Ｈ26 年度） 

身体障害 知的障害 精神障害 その他の障害 合計 

12 54 24 8 98 

○就職件数（Ｈ26 年度） 

身体障害 知的障害 精神障害 その他の障害 合計 

6 33 20 6 65 

 

 （2）社会生活スキル学習会 

  職場で必要なスキルを身につけ、就労を意識付ける目的として、登録者を対象に開催した。休日の

余暇活動の場として安定した継続就労にもつながっている。 

日 付 場 所 内 容 

平成 26 年 6 月 21 日（土） 呉市福祉会館 防災知識や行動 

平成 26 年 8 月 30 日（土） 呉市福祉会館 就業を続けるために必要なことは？ 

平成 25 年 11 月 1 日（土） 呉市福祉会館 お金の使い方講座 

平成 27 年 3 月 7 日（土） 呉市福祉会館 生活に必要なお金と性 

  

 （3）障害者雇用関係機関連絡会 

  情報提供・情報交換や障害者雇用企業の講演を通じて、障害者支援施設や雇用関係機関との連携・

支援ネットワークの構築を図った。 

 実施日 内容   

平成 26年 7月 4日（金） 

参加者 47名 

・講演 『精神障害者の障害者雇用』   

【講師】 株式会社 ムロオ   

  人事総務部 課長   村田 みどり氏   

平成 27年 2月 13日（金）

参加者 45名 

・講演 『精神障害者の障害者雇用 モデル事業 事例報告』 

【講師】 ビルックス株式会社   

  経営管理部長      山本 圭一氏   

     社会福祉法人 江能福祉会 
 

  

  総務課長・事業課長   濱家 祐子氏   



５ 障害のある人の権利擁護に関する事業 

・就労支援等の研修会を通じて障害のある人の人権擁護に関する普及啓発を行った。 

①事業所スキルアップ事業「利用者の力１００％発揮～そして工賃向上。職員だけが頑張っていま

せんか～」（広島県委託事業） 

日時：２０１５年２月２４日（火）13時 30分～16時 50分 参加者数４７名 

会場：広島県社会福祉会館 

内容・講師：基調講演「利用者の力１００％発揮～そして工賃向上～」 

講師：重利 政志 氏（日本知的障害者福祉協会 人権倫理委員会委員長）                   

パネルディスカッション「工賃向上と利用者支援」 

実践報告①畑橋 亮二 氏（すだちの家 管理者） 

実践報告②池田 真吾 氏（ゆめサポート・バク 管理者） 

実践報告③丸本 哲也 氏（SOARきつつきサービス管理責任者） 

コーディネーター：重利 政志 氏 

 

 

 

６ 関係行政機関、団体等との連携に関する事業 

 （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共同受注窓口体制に関するアンケートへの協力 

②全国社会就労センター協議会関連 

・全国社会就労センター長研修会（全国共同受注窓口会議） 

日時：2月 26日（木）～27日（金） 

場所：神奈川県 新横浜国際ホテル 

テーマ：『優先調達推進法への対応、障害者総合支援法施行 3年後の検討に向けて』 

（内容） 

行政説明：「障害者就労施策の動向並びに次期報酬改定の内容について」 

基調報告：「今、セルプ協に求められているもの」 

講義：「今、社会福祉法人に問われていること」 

パネルディスカッション：「社会就労センターが行うべき今後の就労支援のあり方について」 

             ～障害者総合支援法施行後 3年目途の見直し検討を踏まえて～ 

講義：「障害者の権利擁護、虐待防止について」 

分科会：①生保・社会事業部会 ②雇用事業部会 ③就労継続支援事業部会 

    ④就労移行支援事業部会 ⑤生産活動・生活介護事業部会 

全国共同受注窓口会議 

・第２回協議員総会 

日時：2月 27日（金） 

場所：神奈川県 新横浜国際ホテル 

（議題） 

災害支援基金（特別会計）の設置および関連規程の改正について 

平成 26年度補正予算（案）について 

平成 27年度事業計画（案）および予算（案）について 



平成 28年度予算および今後の制度改善等の要望（重点事項）（案）について 

役員等の選任について 

 

（２）中国・四国社会就労センター協議会 

①中国・四国社会就労センター協議会施設長研修会の開催 

（実行委員会） 

4月 8 日（火）第 4回実行委員会 広島県社会福祉会館 

5月 1 日（木）第 5回実行委員会 広島県社会福祉会館 

6月 11日（水）第 6回実行委員会 広島県社会福祉会館 

8月 12日（火）第 7回実行委員会 広島県社会福祉会館 

8月 29日（金）第 8回実行委員会 広島県社会福祉会館 

（研修会） 

日時：平成 26年 9月 11日（木）～12日（金） 

場所：広島ガーデンパレス  参加者：91名 

内容：メインテーマ『活かしているか、障害者優先調達推進法』 

【9月 11日（木）】 

時 間 内      容 

13:50～15:20 

 

 

15:30～17:30 

 

 

 

 

 

 

 

18:00～ 

基調講演：『できるのか！？優先調達推進法で工賃向上』 

講師：全国社会就労センター協議会 会長 阿由葉 寛氏 

 

パネルディスカッション：『優先調達推進法～地域で活かせる取り組みと課題～』 

進行：広島県社会就労センター協議会 桝川 豪氏 

パネラー：トータルライフサポートふくやま事務局 岡田 奈央氏 

セルプ岡の辻 生活支援員 長谷川 麻杞氏 

とくしま障害者授産支援協議会事業専門コーディネーター  

梶原 浩二 氏 

香川県社会就労センター協議会コーディネーター 長嶋 宣浩 氏 

 

情報交換会 

【9月 12日（金）】 

時 間 内     容 

9:00～10:20 

 

 

 

10:30～11:50 

 

 

12:00～12:30 

講演：『障害のある人の就労支援で地域を元気に～人が集い、人と地域がつなが

る～』 

講師：平原建設株式会社   代表取締役 平原 秀則氏 

 

講演：『千羽鶴未来プロジェクトの活動について～平和活動と障害者福祉～』 

講師：NPO千羽鶴未来プロジェクト事務局長 吉清 有三 氏 

 

中国・四国社会就労センター協議会総会 

 



 

②理事会 

第 1回 7月 21日（火）岡山市 

平成 25年度事業報告及び決算報告について 

平成 26年度補正予算について 

平成 27年度事業計画及び収支予算について 

平成 26年度研修会について 

③中国・四国社会就労センター協議会職員研修会 

11月 20日（木）21日（金）徳島市 ホテルサンシャイン徳島 

 

（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、広島市障害自立支援課、広島県雇用人材確保課、

広島障害者職業センター、広島障害者職業能力開発校、各障害者就業・生活支援センター、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、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、NPO 千羽鶴未来プロジェクト等 

 

 

７ 障害福祉サービス事業所の運営 

（１）就労移行支援事業  利用者登録数総数：９名（内契約解除４名：就労３名、他１名） 

訓練内容：市内中心部という立地条件、喫茶運営を訓練としている特色から利用登録実績は

安定しつつあるが、精神状態が安定せず、利用日数が少ない利用者が多く、月利用

日数が少ない状況が続いているため、休日のイベント販売等への参加を積極的に行

い、開所日を増やすことで利用日数の増加を図った。また、現利用者の支援会議や

就労支援の取り組みを通じて相談支援事業所やハローワーク、就業・生活支援セン

ター等との連携を図り、新規利用登録者の紹介に繋げた。訓練内容としては、喫茶

の営業力や収益の向上を目指し、喫茶ミーティングを利用者と行い、新メニューや

喫茶運営について話し合いを行った。店内清掃や店頭販売のマニュアルを作成し、

利用者の方が自主的に仕事をできる環境を整え、より充実した訓練内容としていく

ことで利用日数を増やし、就労へつながるよう、支援を行った。 

（２）就労継続 B 型事業  利用者数：８名（内契約解除１名） 

訓練内容：就労継続 B 型支援事業所では年度内 4 名の利用開始があった。利用者が増加した

ことにより自主製品としてちぎり絵はがきの制作を始めたり、修学旅行生等の誘致

を行い、千羽鶴解体作業体験を積極的に行う等、作業内容の充実を図った。この他、

船舶用ロープ編みや封筒折り、千羽鶴商品の袋詰め等の内職を受注したが、工賃支

給に関しては伸び悩みが続いている。今後は内職作業の見直しと千羽鶴事業の新商

品の開発や体験事業の充実を図り、利用者の作業の充実と工賃の向上を含めた魅力

ある B 型事業所づくりをすすめていきたい。 

 



 

（３）移行・継続 B 共通 

① 学習会（月 1 回）計 10 回 

履歴書の書き方／就業スキルと社内マナー／対人関係について／就業生活上の注意／フリート

ーク／求人票の見方／ストレス対処 

その他（英会話教室（29 回）＊平成 27 年 2 月で終了、施設向け ICT 講習会（1 回） 

② レクリエーション（12 回） 

他事業所見学／広島城見学／NHK 見学／DVD 鑑賞／映画鑑賞／デコパージュ石鹸製作／ 

レクリエーションミーティング 

③ イベント参加・出店販売 

市役所販売／フラワーフェスティバル／フードフェスタ／僕らのアトリエ IN アステール／ 

森の工房 AMA 夏祭り／マーガレットコンサート／安芸区民祭り 

 

 

８ その他公益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３０日（金） 広島市東区地域福祉センター ボランティア室 

「議案」平成２５年度補正予算（案）、事業報告（案）、決算報告（案）、会員の入退会等 

「研修会」「健康いきいき職場つくり～職場のメンタルヘルスの進め方～」 

       講師 広島産業保健総合支援センター 

相談員 加登 朝子 氏 

・臨時 １月１５日（木） 書面決議による 

「議案」役員改選について 

   ・第２回 ３月１９日（木） 広島県社会福祉会館 会議室１・２ 

「議案」平成２６年度補正予算（案）、平成２７年度事業計画（案）・予算（案）について等 

「研修会」「報酬改定の内容及び障害者就労支援施策の動向」 

講師 全国社会就労センター協議会 制度・政策・予算対策委員 

委員長 叶 義文 氏 

②理事会 

・第１回 ５月１４日（水） 広島県社会福祉会館 会議室８ 

   「議案」平成２５年度事業報告（案）、決算報告（案）、会員の入退会、役員の選考、定款変更（案）

等 

・第２回 １０月２３日（火） 広島県社会福祉会館 会議室２  

「議案」役員の選任、ふれ愛プラザ運営協議会、すまいるスタジオ下半期計画変更等 

・第３回１月２７日（火） 広島県社会福祉会館 会議室３ 

   「議案」役員の就任、ふれ愛プラザ運営協議会、平成 25 年度事業毎上半期報告等 

・第４回３月６日（金） 広島県社会福祉会館 会議室３ 

   「議案」平成 26 年度補正予算（案）、平成 27 年度事業計画（案）・予算（案）、会員の入退会につ

いて等 



 

 

（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 

入会事業所：つくしんぼ作業所、YOU－縁、あおぞら工房、  

退会事業所：しゃくなげファーム  

③ 賛助会員 

入会：一般財団法人広島勤労福祉事業団、サントリービバレッジサービス株式会社中国・四国営

業本部 

    

（３）財務基盤の確立 

    ・塩、ルイボスティ、スティックシュガー、缶飲料等の販売促進の取り組みを行った。 

     

（４）企業等からの寄附・補助情報提供（敬称略）              

企業名 寄附・物品 事業所名 

三菱電機株式会社 100,000 円（冷蔵庫） 就労継続 B 型支援ふる～る 

 


