
社 団 法 人 広 島 県 就 労 振 興 セ ン タ ー

平 成 ■ 7年 度 事 業 報 告

平成 17年 度は、平成 6年 に設立した広島県授産事業振興センターを、広島片t就労振興セ

ンターと名称を改め、社団法人として新たにスター トした年であつた。従来の授産事業の振

興に一般就労の振興を加え、障害者の自立を就労画か ら支援することを目的として発足した

ものである。

社団としての基礎回めの時期でもあり、理事会の ドに、運営委員会、部会を設置するほか、

専任の事務局長を配置して運営体制の強化を図った。また、会員問の迅速な情報交流を可能

にするため、ホームページ開設の検討を行なった。

お、れ愛プラザの販売体制の見直しや、企業と共に障害者の就労を考える研修会の実施、資

助会員獲得キャンペーンの実施など、就労支援に向けた基盤作 りを模索してきた。

また、障学者自立支援法についての研修会等を開催 したほか、次々と出された障害者自立

支援法関連の資料を、会員に対 し迅速に提供するなど、変革に向けての対応を行なった。

1 障 害者自立支援法に関わる事業

障害者自立支援法の施行に伴う事業所支援の一環として、研修会の開催、情報の収集 ・

提供等を実施。

(1)研 修公等の実施

①広島県就労振興センター設立記念講演 (H17.7.13)

:嵩師 :生野泰啓氏 (企同社会就労センター協議会会長)

12セルプ協中四回施設長研修会講演 (H17.9.2～ 9.3)

討師 i星野本啓氏 (全国社会就労センター協議会会長)

:斎藤公生氏 (全国社会就労センター協議会顧問)

:中西俊和氏 (広島県福和1保健部千L公福和L局障害者支援室)

③セルブ協広島支部自立支援法研修会 (H17.12.20)

i持師 :小谷貴弘氏 (セルプ字品)

④セルプ協広島支部門立支援法研修会 (H18.2.16)

:占師 :井 上 ^成氏 (第 ムもみじ作業所)

0広 島県就労振興センター白立支援法研修会 (H18,3.14)

講:市:桝川豪氏 (型忠授産所)

:寺尾文尚氏 (ひとは作米所)

0第 21口1広島県就労振興センター総公言|,演会 (H18.3.31)

i持帥 :中ビ町俊和氏 (広島県福和Lttltll部社会福和L)も障害者支援生)

(2)情 報の収集と提供 (11:会員に郵送)

Oす亨労省障害保健福和L関係主管課長会議資料 (I117.11,11)

②第 29と!l社会保障審議会障害者部会資料 (H17.12.5)

0厚 労俗障害保健福祉関係i管 課長会議資料 (H17.12.26)

0グ ルーブ就労に係る助成金の創設、十r宅就米障害者に対する支援

(送| lヽ I 1 1  8 .  1 .  1 2 )



0企 1呵厚仕労働関係部局長会議資料 (H18.1.25)

0第 301司社会保障審議会障害者部会資料 (H18.2.9)

C障 害者自立支援法の省令 (H18.2.28号 外第41号 )

C)亨労省障害保健福祉関係主管課長会議資料 (H18.3.1)

0障 害者白立支援法の省令 (H18.3.17号 外第 58'ナ)

①障害者苫1立支援法への対応策一問
一答 (I118.3.16)

①lコ片こ補助オーバーの小規模市町村対策について (H18.3,16)

O障 年者の雇用の促進等に関する法律第 39条 2項 の規定に基づく田及び都道府県の機

関に対する適花実施勧告の究出について (H18.3.31)

0障 害程度区分に関する通知等 (H18.3.31)

(3)小 規模作業所に関する打合せ

小規模作業所問題打合せ (H17.3.16)

広島県、広島市就労支援センター、きようされん、ひろしまNPOセ ンター

広島県就労振興センター

2 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

O作 米体験教室の開催 (H17.7.30～ 8.7)

クラフト、押し花、和紙細亡、木工古!1、革細Jlの作業体験

参加者 :204名

0店 舗、施設紹介

県民だより、市民と市政、1占報誌すこぶる、広島テレビ、ホームテレビ、中国新聞

読売新聞に掲載

(2)広 報事業

①広報誌の発行

平成 18年 1月創刊号発行

関係行政、社協、民生委員、関連企米、■T会員、賃助会員、諸団体等へ 1万部画己布

(3)1青 iや険す足りヽ

Oホ
ームページの設置

符Ii祉情報を発信し、会員間の情報交流を促進するためのホームページの検討を行なっ

た。(平成 18年 4月 10日 開設)今後ホームページを中″きに会貞及び 一般県民へ迅速か

つ幅広い情服提供を行う。

②
/1‐

業への1青報提供

賃助会長企業へ 「働く広場―‖キ学者と雇用」(独立行政法人高締 ・障害者雇用支援機構

発そr)を 年月西己布。

3 障 害のある人の就労等に係る研修に関する事業

障害のある人の 「就労」を共に考えるセミナーでは、会貝施設以外からの参加者 (企米 ・

一般等)も 多く、就労に関する研修会の必要性を改めて感じる。就労を進める Lでは、/1k

米側のF叫解が必要であり、これまで以 11に企業に対する研修会を実施する必要がある。



(1)研 修公 ・講演会

0ジ ョブコーテ差成セミナーひろしま2005

内容 :ジ ョブコーチによる就労支援プロセスを踏まえた人材養成。

<基 礎講座>

f持義内容

[ジョブコーチとは]

[アセスメントか ら職場開拓]

[職場における支援]

[フェイディングとナチュラルサポー ト]

i待師 :小川 浩 氏 (大妻女子大学人間関係学部助教授 ・仲町台センター)

[障害者職業センター事業報告]

i持剤j:位 11り【子氏

(独立行政法人高締 ・障害者雇用支援機構 広 島障害者職業センター)

<実 践セミナー>

講義内容

[企業との交渉]

[教える技術]

講師 :小川 浩 氏 (大安女子大学人間関係学部助教授 ・仲町台センター)

演t!ギ内容 (ロールプレー)

[企業との交渉]

[教える技術]

トレーナー i小川 浩 氏 (大妻女子大学人間関係学部助教授 ・仲町台センター)

i川辺 循 氏 (社会福祉法人横浜やまびこの里ワークアシス ト仲町台)

:ヤr町井大介氏 (社会福祉法人加島友愛会)

:宇根靖夫氏 (社会福祉法人つつじ コ スモス)

:奥平智美氏 (社会福祉法人つつじ ウ ィング)

:西村浩 工氏 (社会福和L法人つつじ ウ ィング)

期 日 ・会場 :基礎講座

平成 17年 10月 22日 (■)東 広島市民文化センター

参力|1者 85名

実践セミナー

平成 17年 10月 23日 (11)東広島市中央公民館

参加者 30名

共催 :広島県知的障害考rilttL協会、広島県発達障害苦支援センター

協力 :ジ ョブコーチネットワーク

②障羊のある人の 「就労」を共に考えるセミナー

内容 :‖キ羊のある人の所得保障並びに就労支援について、支援する様々な立場の方と

共に考える



講演内容

[特例子会ネ|:の設立と運営について]

:占Hll i坂元勝義氏 (元 株 式会社ニッパツハーモニー)

[企米と就労支援機関のパー トナーシップ]

講師 :志賀利 一氏 (社会福和L法人電機神奈川福ネ|にセンター)

実践報告

[就労支援事業所から]

i持師 :大森寛和氏 (社会福和L法人つつじ ウ ィング)

[府:1日事業所か ら1

講師 :官首光治氏 (株式会社ディスコ)

実波

えんぜるふ ぃっしゅ笑顔ファク トリーによるコーヒーサービス

期 ||・会場 :平成 18年 2月 22日 (水)

メルパルク広島 (広島市中区)参 加者 94名

共催 :広島県究達障害を支援センター、(財)[1本 ダウン症協会広島支部

③施設長等会占1責任者 ・管埋者及び会計担当職員のための会計研修会

内容 :決算事の読み方と来年度の予算編成に向けての勉強会。

講師 i釜 問英雄氏 (釜田公認会計上事務所所長)

共住 :き ょうされん広島県支部

期||・会場 :平成 18年 1月 24日 (火)

広島市東区地域福和Lセンター (広島市東区) 参 加者  74名

④仕事開発研修会

内容 t商 ri古の基本的な考え方と売れるためのポイントについて学ぶ。

講師 :荒川真由美氏 (デザイナー)

共作|:広 島市就労支援センター、きょうされん広島県支部

期日・会場 :平成 18年 3月 8 Fl(水 )

育成会総合福礼Lセンター (広島市llLl区) 参 加者  40名

(2)作 業課円別部公

O和 紙部会

1部 会会議 (販売 ・製Lill向上検討会) 5口 実施

H17 9/15、  10/7、  11/9、 2/10、 2/21

Ⅱ充足交流会 (新体制、今後の方針について検討)

平成 18年 2月 10日 (金)ウ ィング (東広島市)

ll研修会

内容 :大阪における紙漉き製品の販売活_El」について

ittBll i奥11陽
一氏 (紙好き交流センター麦の会)

:河 田lll江氏 (NPO法 人みゅうクラブ)

期 11・会場 :FF成 18年 3月 9日 (木)

広島県社会福社会館 (広島市南区) 参 加者  8名



0食 li占部会

I湘;公会議 (販売 ・製品向 lを検討会) 4同 実施

I117  4//18、 5//15  、   工118  2//27、 3//3

1発 足交流会 (新体制、今後の方針について検討)

平成 18年 3月 1511(水 )広 島県社会福社会館 (広島市南区)

(3)ブ ロック会議

第 1回  広 島県就労振興センター概要説りJ、運営委員会及びブロック長・部会員選出、

ふれ愛プラザ振興会説明及びふれ愛プラザ売 li分析

第 2回  イ ンターネット構築、ア ドバイザー制度、賃助会員キャンペーン実施、

ふれ愛プラザの改善について

(4)介 護機材サービス事業

①連絡会議 ・運営委員会総会

内容 :事 米 ・決算報告、事業 ・予算計画、今後の方向性および取り組みについて

却1[|:平 成 17年 7ア11511(金 )

会場 :(株 )パ ラマウントベット広島支店 (広島市西区)

0連 絡会議 ・研修会

内容 :各事業所状況報告、研1多会 (エコ燃料について)

対1口 :平成 17年 11月 25「 11(金 )

会場 iかわせみの家 (lt~原市)

0連 絡会議 ・運営委員会

内容 :各事業所状況報告、情報交換、今後のllkり組みについて

期日 i平成 18年 2)」2411(金 )

会場 !(株 )パ ラマウントベット広島支ナ!中(広島市西区)

ブロック 開催 日 開催地 参加者

=原 ・尾道 平成 17年 5月 27日 (金)
ザラ

シ一ブ抑
／ヽサ

10名

東広島 ・呉 ・竹原 平成 17年 5月 27日 (金)
東広島市中央公民館

(東広島市)
10名

広島 ・十日市 平成 17年 5月 30日 (月)
広島県社会福和L会館

(広島市南区)
15名

広島 (安去高田市)

=次 ・に原
平成 17年 6月 211(木 )

二次市福ネIL保健センター

(三次市)
7名

福山 ・府中 平成 17年 6月 3日 (金)
福山市市民参画センター

(福山市)
11名

ブロック 開催 ロ 開催地 参加者

福山 ・府中 平成 17年 12月 20日 (火)
福山すこやかセンター

(福山市)
5名

尾道 ・三原 平成 18年 1月 13日 (金)
サン ・シーブラザ

(=原 市)
7名

平成 18年 1月 17日 (火)
東広島市中央公民館

(東広島市)
8名

広島 (安去高田市)

三次 ・庄原
平成 18年 2月 8ド|(水 )

かわせみの家

(庄原市)
7名

広島 ・tt日市 平成 18年 3月 1 5 LI(水 )
広島県社会福和L会館

(広島市南区)
8名



4 障 害のある人の就労等に係る相談に関する事業

(1)電 話及び来所による就労村1談窓口を開設する。

0イi:友信託銀行から身体障害者 1名の採用相談を受ける。

・もみじ作業所、廿H市 差護学校と連携をとったが、紹介できないままベンディング

となっている。

②サニクリーン広島から知的障害者 3名 の採用相談を受ける。

・県立広島北養護学校から3年 生 1名 を紹介し、職場見学をしてもらったが、見学後

生従から断りがある。

・ハローワークを道じて、広島障害者職業能力開発校の 1名 を紹介するもサニクリー

ン側から断りあり。

・ハローワークを通じて、どんぐりの 1名 を紹介したが、 3名 そろわないということ

で断りを受ける。

Oビ ューテックに広島障害者職業能力開発校の生徒を紹介する。

・勤務時間の関係で折り合いがつかずまとまらなかった。

④広島障羊者職米センターからの紹介で巴紙工から企業内授たの相談があった。

・広島どんぐり作業所を紹介し、実施の方向で準備中。 18年 5月 開所予定。

5 障 害のある人の就労等に関する調査、研究並びに情報の収集、提供に関する事業

(1)製 品 ・作業の開発 ・開拓の調査

O従 来の授産事業に変わる新事業に関するアンケー トの実施

実施H:平 成 17年 8月

口1 答 :4ヵ 所

(2)常 設店
“
ふれ愛プラザ

"に
関するアンケー トの実施

0111席施設を対象にアンケー トを実施

実施||:平成 17年 10月

障1答 :45カ 所

(3)イ ンターネット及びア ドバイザー支援についてアンケー トの実施

Oイ ンターネットの設置状況とアドバイザー支援の必要性に関するアンケー ト

実施日 :平成 17年 12月

陣i 答 :67カ 所

(4)障 害のある人の就労に関するアンケー ト調査

O就 労実態調査の実施

実施||:平成 18年 2月

liギ 答 i62ヵ 所

(5)障 害者就業 ・生活支援センターヘの参入について研究 ・調査

l ll事会に議突提出。緋続検討中。



6 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 lr」受注 ・販売促進支援

O官 公常 ・民需の受注に関する紹介

製品カタログの作成による紹介 (3周 作成)

②マS れヽ愛ブラザ販売支援

営 米   11時 ～ 21時   364「 ]営業 (元旦のみ休業)

総売 L  約 1, 442万 円  約 16千 人利用

lイ ベント

1 4rdア ニバーサリー、ホームベージリニューアルキャンペーンイベント

ふれ愛プラザ開設 4周 年及びホームページリニューアル記念イベント。

4 rdアニバーサリー

期 日 :平成 17年 4月 1「1(金 )～ 1011(||)

ホームページリニューアルキャンペーン

期 Hi平 成 17年 4月 8日 (金)～ 16日 (土)

ii夏休み 「作教室

夏休みの白由 に1作のひとつにできるような、製品 (クラフ ト・木工品 ・革細工 ・

和紙細工 ・押し花)の 製作体験を実施。

期 日 :平成 17年 7月 30日 (L)～ 8月 711(日 )

参力11者:204名

ili企ロセルブ製辞i展示販売

企十五|の福和L施設より厳選された製吊1を取り揃え展示販売。

期 日 :平成 17年 10月 1日 (11)～ 1011(ア J)

貯
“
お、れ愛ブラザ

"か
らのクリスマス

スタンブカー ドのポイントによリクリスマスオーナメントをブレゼント。

輿1 日 i平成 17年 10月 15日 (11)～ 12月 2 0 LJ(火 )

工外部販売

一
可 事 名

△
ム 場 実

■
也 日 売上(円)

広島県健康福祉祭 県民文化センター 平成17年8月25日(木)～26日(金 63)227

ひろしまフードフェスティバル 広島城周i辺 平成17年 0月 5日(土)～16日(日 237,404

全日本手をつなぐ育成会全国大 国際会議場・アステール73ラ平成17年 1月 2日(土)～13日(日 824,337

広島県総合社会福れL大会 厚生年金会館ホール 平成17年 1月 6日(木) 39,880

卜ヽ1氏歳末たすけあt チヽャ|ティーイヘ NHK 平成17年 2月2日(金)～3日(上) 118,508

ヒューマンフェスタ2005ひろしま NTTク レドホール 平成17年 2月1日(日) 227,286

セルフフェア2005 ひろしま夢ふらざ
半成17年
r′ルヽ . l A日

2月11日(日)・13日
谷 .ヽ 1 9日r日ヽ . 9 n日 219,449

0常 設店 ・フェア ・イベント事業支援

1↑i子設rlモ示販ダこ

||: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)、

広島ブリンスホテル (広島市南区)



H御1作品、商11!コの展示即売会のフェア開継

フェアを開催 し、製品の幅広い PRに 努めた。

フェァ
/rl

彫円l経日 開継地 参加1数

セルブフェア 2005
平成 17年 12月 8日 (木)

～20日 (火)

ひろしま夢ぶ らざ

(広島市中区)
38ケ 所

0斡 旋紹介活動の推進

I製品販売 ・印肝1等共同受注事業支援

エルイボスティ ・海水の素共同受注事業支援

皿自動販売機事業共同受注事業支援

Ar郵使局等の粗品加1可:作業受注  郵 使局組辞I作業  3件

V回 立呉病院清掃業務委託  lヶ 所実施

7 障 害のある人の権利擁護に関する事業

(1)人 権擁護に関する研修会の開催

①障害者人権擁護講演会

「知的障害者誤認逮捕を我々はどう報道したか」

内容 :知的障害のある人の誤認逮捕。事件の真相をお聞きし、知的障害のある人たち

がおかれている様々な問題について考える。

講師 i llk橋洋仕氏 (下野新聞社記者)

共僻!:広島県人権擁護センターほっと、広島県知的障害者福祉協会

リーガルサポー トひろしま

丹l[1・会場 i平成 17年 9月 17回 (土)

広島県立生涯学習センター (広島市東区)参 加者  約 150名

8 関 係行政機関、団体等との連携に関する事業

(1)当 事米に係る障害者施設の各団体の連携

①お、れ愛プラザ運営委員会の開催 2回 実施

I117  9//30、 10//21

0広 島市就労支援センターとのセルプフェア2005共 同開併

I調雑会議 4111実施

I117  10//26、 11//10、 11///15、 11///24

Ⅱ出展説明会

平成 17年 11月 1711(木 ) 育 成会総合福和Lセンター (広島市西区)

(2)障 キ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

OI亨rit労働省広島労働局との連携

②広島県所:用対策室との連携

0広 島職業センターとの連携

0広 島東ハローワークとの連携

O広 島|キt筆者職業能力開発校との連携



0差 護学校との連携

広島県立広島養護学校、広島県 立広島北養蓬学校、広島県立 |1田市差誕学校、

広島市、1養護学校

0広 島県共同募金会との連携

O広 島県社会柘和L協議会との連携

0ひ ろしまNPOセ ンターとの連携

(3)企 回 ・各地の同主旨 ・同日的を持つ各団体との連携

O企 同社会就労センター協議会との連携

② ll木セルプセンターとの連携

(4)広 島県共同募金会調整会議

地域コミュニティの構築を円指す調整会議への出席

広島県共同募金会、広島県社会福和L協議会、ひろしまNPOセ ンター

9 そ の他目的達成に必要な事業

(1)総 会、理事会の開継

O総 会

第 1回  平 成 17年 7月 13日 (水)広 島県情十Rプラザ (広島市中区)

*ネL団法人設立記念の集い同日開催

「議案」

第 1号議案 平 成 16年 度事業報告

第 2号 議案 平 成 16年 度決算報告

第 2口十 平 成 18年 3月 31日 (金)広 島県社会福和卜会館 (広島市南医)

「議案」

第 1号議案 平 成 18年 度事業計画

第 2号 議案 平 成 18年 度収支予算

②FT事会

第 1口1 平 成 17年 4月 27日 (水) 広 島県社会福社会館 (広島市南区)

「議突」

第 11ナ議衆 社 団法人設、上記念式典及び総会について

第 2号 議案 運 営委員及び部会虫選出方法について

第 3号 議案 ふ れ愛ブラザ運営業務及び契約吾について

第4号 議案 年 会費納入について

第 5号 議笑 広 島県社会就労センター協議会における協議員の選出方法

第 2回  平 成 17年 7月 1日 (金)  広 島県社会福和L公館 (広島市南1天)

第 1号議案 平 成 16年 度事業報告、決算報|!iについて

第 2号 議突 総 会 ・設 1ヽ記念の集いについて

第 3号 i義案 ブ ロック長、』;会貝について

第4号 議突 広 島県社会就労センター協議会について

第 5'チ議突 ふ れ愛ブラザ事業について



第 31111 平成 17年 8月 23日 (火) 広 島県社会福社会館 (広島市南区)

第 1号 i義突 諸 規程について

第 2号 議突 障 害者の経済的自立に向けた|li細みづくりについて

第 3号 議突 お、れ愛ブラザの現状と改善の方向について

第4号 議案 県 福祉施策 ・予算等に対する要望吾について

第411i 平 成 17年 10月 25日 (火)広 島県社会福和L会館 (広島市南区)

第 1号 議案 障 害者就業 ・イli活支援センター事業への参人について

第 2号 議案 ふ れ愛ブラザの赤字脱却を目指して

第 3号 議案 賃 助会員獲得キャンペーンの実施について

第4号 議案 諸 規程の追加事項について

第 5号 議案 今 後の会議予定及び各部会の動きについて

第 6号 議案 新 会員入会について

第 5 LJ 平成 18年 1月 2611(木 ) 広 島県社会福社会館 (広島市南区)

第 1号 議案 今 後の事業活動の方向について

第 2'す議案 賛 助会真の入会について

第 3号 議案 共 済制度の加入について

第4号 議突 ふ れ愛プラザ店長配置について

第 5号 議案 諸 規程の一部改高について

第 6口1 平 成 18年 2月 24日 (金) 広 島県社会福和L会館 (広島市南区)

第 1戸ナ議突 今 後の事業活動の方向について

第 2号 議案 賃 助会員の入会について

第 3号 議案 県 のモデル事業構想の受託について

第 7同  平 成 18年 3月 24日 (金) 広 島県社会福社会館 (広島市南区)

第 1号 議案 平 成 18年 度事業計画、収支予算について

第 2号 議案 平 成 18年 度応、れ愛プラザ事業計画、収支予算について

第 3'サ議突 入 会及び脱会について

(2)運 営委員会及び各部会の開供

①運営委員会  2L!i開 催  H17 12/12 、  H18 3/20

②組織部会   3障 1開催  H17 11/28 、   H18 1/16・ 3/20

0広 報幣発部会 4口 開催  H17 8/11・ 9/20。 10/13 、  H18 3/14

0調 査 ・研究 ・研修部会 6回 開催 H17 8/10・ 9/13・ 11/7・ 12/19

1118  2///2・ 3///6

0販 売支援部会 5口 !開催  H17 9/16・ 11/10。 11/29 、 I118 1/19・ 3/2

0広 島県イ|:会就労センター協i義会

I広島県社会就労センター協議会 2同 開催 H17 6/22 、  H18 8/14

Ⅱ中Llul回広島県社会就労センター協議会広島県支占卜 101卜 J開催

H17 6/30・ 7/7・ 7/15・ 7/21・ 7/25・ 8/1'3/11・ 8/26

8///30' 10///31



(3)1に会,1及び賞助会貞の拡大を推進し,和上織の強化を区1る。

① lli公真の人会及び脱会

大会 4事 業所

おおむらさき、君旧作業所、大和学園、ちゅうげい

脱会 10事 業所

アンダンテ ・のぞみ、大日学□、尾道サンホーム、呑日寮、大和農園

中FTI去南学園成人部、ひまわり倶楽部、ひまわりの家、みどり寮、みゆき広場

②賛助会員獲得キャンペーンの実施

将来を展望して地域コミュニティづくりのキッカケとするため、施設が一人称で取

り社[むための賃助会虫獲得キャンペーンを実施し、企業25社 及び個人4名 の加入を

いただいた。

I賃助会良大会 企 業 25社

梅澤中四同支店、NTTド コモ中国、NTTフ ァシリティーズ中|工1支店、

NTTマ ーケティングアク ト中回、菅野工業、小林建設大共!H工場、

坂本ソーイング、サニクリーン広島、三光電業、シンコー、

せがわ労務管F収事務所、セレクト、センテュリーリーシングシステム広島支店、

ソルコム、中|工1電力広島支社、11本カーソリューションズ広島支は、

11本ケアサプライ、ビューテック中国、広島銀行、広島日野自動車、

深川医療機器福山営業所、ブリデス トンタイヤ中FFl販売、フルケア成和、

4女凹創建、マツグレンタカー

エ賃助会員入会 個 人4名

(4)財 務基盤の確立

O財 務基盤確立のため、会貝企業ソルコムと提携して家電製掃1の斡旋事米を新たに検言ヽ十

した。(平成 18年 4月 1とJからスター ト)

②!係、ルイボスティ、スティックシュガーの取り組み

(5)企 業等からの支援

企業 ・個人名 寄 附  辞 Ⅲ 施 設  名

東洋羽毛Jl業株式会社 51、120円 (ノー トパソコン対人) 希望の広場

JAIFA広 島 車柿子 1台 ぱこ ・あ ・ぱこ

三菱電機株式会社

89、314円 (作業時使用冷蔵庫購入) 若竹作業所

99,300円 (卓 11スライ ド丸のこ購入) 夢ハウス

(敬称は略させていただきました)


