社団法人広島県就労振興センター
平成１８年度事業報告
昨年１０月に施行された障害者自立支援法においては、就労支援の強化を明確に位置付け、
新たな事業体系が創設された。それは、一般企業への就業や福祉事業所における所得向上が
一層求められることであり、会員事業所にとっては重要な課題になっている。
当センターとしては、一般就労における確固たる基盤強化のため、障害者就業・生活支援
センターの平成２０年度受託を目指し、専任の就業支援員を配置して体制の強化を図った。
また、福祉事業所の工賃向上の施策として、広島県と障害者経済的自立支援モデル事業の
受託、随意契約の拡大に伴う粗品、記念品、印刷等の優先受注について協議し、受注拡大の
推進を図った。
ホームページを開設し、研修、イベント、支援法に関する情報等、会員や県民に対して情
報提供を行った。
特に、会員事業所が新体系への円滑な移行ができるよう、障害者自立支援法に関する研修
会を適時開催したほか、関連資料の迅速な配布等を行った。
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）研修会等の実施
①小規模作業所研修会
内容：NPO 法人取得申請及び小規模作業所の直面する問題点と今後の取組みについて
の講演会。
講師：中村隆行氏（ひろしま NPO センター常務理事、事務局長）
：山田正史氏（社会福祉法人つつじ理事長）
期日・会場：平成１８年４月２４日（月）
広島県社会福祉会館（広島市南区）

参加者 ４７名

②施設長等会計責任者・管理者及び会計担当職員のための会計研修会
内容：就労支援の事業の会計処理に向けた勉強会。
講師：釜田英雄氏（釜田公認会計士事務所所長）
共催：きょうされん広島県支部
期日・会場：平成１８年１２月１８日（月）
広島市東区地域福祉センター（広島市東区） 参加者 １０６名
③セルプ協広島支部自立支援法研修会
内容：新体系への円滑な移行についての報告会。
講師：塩崎睦典氏（希望の広場施設長）
：井上一成氏（第一もみじ作業所施設長）
：黒坪寛氏（清風会ニューワーク施設長）
期日・会場：平成１９年２月２７日（火）
広島県健康福祉センター（広島市南区）

参加者 ５０名

（２） 情報の収集と提供（正会員に郵送）
①障害者の雇用・就労促進のための関係行政機関会議資料（Ｈ１８．４．２６）
②全国障害福祉計画担当者会議資料（Ｈ１８．５．１１）
③障害保健福祉関係主管課長会議資料（Ｈ１８．６．２６）
④障害保健福祉関係主管課長会議資料（Ｈ１８．８．２４）
⑤就労支援の事業の会計処理の基準資料（Ｈ１８．１１．２）
⑥障害保健福祉関係主管課長会議資料（Ｈ１８．１２．２６）
⑦障害福祉サービス事業等の定款への記載、会計単位、経理区分等について
（Ｈ１９．１．２０）
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
①作業体験教室の開催（Ｈ１８．７．２９～８．６）
クラフト、押し花、和紙細工、木工品等の作業体験 参加者 １９４名
②店舗、施設紹介
情報誌すこぶる、中国新聞、テレビ新広島、読売新聞に掲載
（２） 広報事業
①広報誌の発行
平成１８年８月、平成１９年３月発行
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８千部配布
（３） 情報提供
①ホームページの開設
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。
③会員事業所の紹介
ホームページのない会員の紹介ページを当センターホームページにて作成、掲載。
６事業所。
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に関する情報並びに援助技術等の研修会を開催。

（１） 研修会・講演会
①障害者の雇用機会の拡大に向けての研修会（総会同日開催）
内容：県内の障害者の雇用状況と県の取組みを学ぶ。
講師：山根多美子氏（広島県商工労働部総務管理局雇用対策室事業調整監）
期日・会場：平成１８年５月３０日（火）
広島市東区地域福祉センター（広島市東区） 参加者

３７名

②ビジネスマナー研修
内容：ビジネス交渉等に関する基礎知識を学ぶ。
講師：株式会社キャップ
期日・会場：平成１８年７月１５日（土）
広島県健康福祉センター（広島市南区）

参加者

２５名

③仕事開発研修会
内容：新商品開発と営業・販売の基本的考え方を学ぶ。
講師：柏木克之氏（社会福祉法人一麦会理事、麦の郷労働部長）
共催：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９月２７日（水）
育成会総合福祉センター（広島市西区）

参加者

３２名

④JC－NET ジョブコーチセミナー2006（ジョブコーチセミナーIN ひろしま 2006）
～日本点字図書館池田輝子基金障害者就労支援事業～
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。
初日 ＜講義①＞ジョブコーチの基礎（１）
、＜講義②＞ジョブコーチの基礎（２）
＜講義③＞アセスメントの基礎、＜演習①＞インテークとプランニング
二日目 ＜講義④＞職場開拓とジョブマッチング、＜演習②＞企業との交渉
＜講義⑤＞仕事の支援、＜演習③＞分かりやすく教える技術
講師・トレーナー
：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）

：小松邦明氏（財団法人杉並区障害者雇用支援事業団）
：酒井大介氏（社会福祉法人加島友愛会）
：水野敦之氏（特定非営利活動法人それいゆ）
：若尾勝己氏（特定非営利活動法人 ZAC）
：大森寛和氏（社会福祉法人つつじ）
：佐竹正充氏（社会福祉法人ひとは福祉会）
：桃谷栄二郎氏（社会福祉法人尾道のぞみ会）
共催：特定非営利活動法人ジョブコーチネットワーク
広島県知的障害者福祉協会、広島県発達障害者支援センター
期日・会場：平成１８年１１月２５日（土）
・２６日（日）
広島市東区地域福祉センター（広島市東区） 参加者 ４２名
⑤商品表示研修会
内容：製造者責任における法制度及び最新の表示方法について学ぶ。
「表示に関わるトラブルについて」
、
「食品表示の必要性と JAS 法の成り立ちに
ついて」、「食品の表示について」
講師：脇森寿史氏（広島県県民生活部総務管理局消費生活室消費政策グループ主任）
：末広達志氏（広島地域事務所農林局農村振興課食品安全推進担当）
：西村しのぶ氏（広島地域事務所農林局農村振興課主事）
期日・会場：平成１８年１２月１４日（木）
広島市東区地域福祉センター（広島市東区） 参加者 １５名

⑥障害者雇用視察研修会
内容：障害のある人の雇用促進に向けた視察。（企業対象）
株式会社ディスコ広島事業所桑畑工場 視察
社会福祉法人安芸の郷（知的・精神障害者授産施設）
期日：平成１９年２月２１日（水）

視察

参加企業 ４社

⑦広島県障害者福祉計画についての研修会（総会同日開催）
内容：広島県障害者福祉計画について学ぶ。
講師：中西俊和氏（広島県福祉保健部社会福祉局障害者支援室主任企画員）
期日・会場：平成１９年３月２８日（水）
広島市東区地域福祉センター（広島市東区） 参加者 ３４名
（２） 作業課目別部会
①食品部会
Ⅰ部会会議（販売・製品向上検討会）
Ｈ18

２回実施

9／20、11／14

（３） 介護機材サービス事業
①連絡会議・運営委員会
内容：事業・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
期日：平成１８年７月３１日（月）
会場：就労センターあっぷ（安芸高田市）
②連絡会議・研修会
内容：各事業所状況報告、研修会（機材、作業視察）
期日：平成１８年１１月７日（火）
会場：ワークスさつき（尾道市）
③連絡会議・運営委員会
内容：各事業所状況報告、情報交換、今後の取り組みについて
期日：平成１９年３月２日（金）
会場：
（株）パラマウントベット広島支店（広島市西区）
４

障害のある人の就労等に係る相談に関する事業

（１）就業における取組みを実施する。
①就業支援登録
広島障害保健福祉圏域の会員を中心にアンケートを実施し、３１名の就労希望者の
登録を受ける。
②企業開拓
電話、訪問等による企業の開拓。（ハローワーク等と連携）
③実習及び就業
受入れ可能企業と就労希望者とのマッチングを図りながら実習及び就業を支援。
④就業における実績
大手量販店等１０名の雇用、９名の職場実習に結びつける。

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）障害者就業・生活支援センター及び就労希望状況に関するアンケート
①広島障害保健福祉圏域事業所対象
実施日：平成１８年７月
回

答：４５ヵ所

②呉・廿日市・大竹市事業所対象
実施日：平成１９年１月
回
６

答：８ヵ所

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

総売上

約１，５６６万円

３６４日営業（元旦のみ休業）
約１７千人利用

Ⅰイベント
ⅰ5rd アニバーサリー
ふれ愛プラザ開設５周年記念イベント。
5rd アニバーサリー
期

日：平成１８年４月１日（土）～９日（日）

ⅱ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・ビーズ等）
の製作体験を実施。
期

日：平成１８年７月２９日（土）～８月６日（日）

参加者 １９４名

Ⅱ外部販売

行
事
名
会
場
「環境の日」ひろしま大会
ハノーバー庭園
広島県健康福祉祭
県民文化センター
ひろしまフードフェスティバル
広島城周辺
きてみんさい謝恩大バザール
中小企業会館
広島県総合社会福祉大会
厚生年金会館ホール
広島県民生委員児童委員研修大会
広島サンプラザ
NHK歳末たすけあいﾁｬﾘﾃｨｰｲﾍﾞﾝﾄＮＨＫ
ヒューマンフェスタ2006ひろしま ＮＴＴクレドホール
セルプフェア2006

ひろしま夢ぷらざ

シニアボランティア交流会

広島県社会福祉会館

実
施
日
売上（円）
平成１８年６月３日(土）～４日(日）
55,832
87,273
平成１８年８月３０日(水）～３１日(木
平成１８年１０月１４日(土）～１５日(日 468,475
平成１８年１０月１５日(日）
35,942
平成１８年１１月１５日(水）
61,814
平成１８年１１月２１日(火）
222,540
平成１８年１２月１日(金）～２日(土） 141,600
平成１８年１２月１０日(日）
212,052
平成１８年１２月１４日(木）・１５日
347,540
(金）・１７日(日）・１８日(月）
平成１９年２月１０日(日）
48,471

②障害者経済的自立支援モデル事業支援
福祉的就労における利用者工賃向上を図るため、製品開発及び販路拡大等、経営基盤
の強化に向けた取組みを行う。
Ⅰ経営検討会議の実施
第１回

内容：モデル事業の実施、選定方針、事業所候補の現地調査について
期日：平成１８年８月８日（火）
会場：広島県社会福祉会館（広島市南区）

第２回

内容：今後の進め方、モデル事業所の選定について
期日：平成１８年９月８日（金）
会場：広島県社会福祉会館（広島市南区）

第３回

内容：経営改善計画の策定について
期日：平成１８年１０月４日（水）
会場：広島どんぐり作業所（広島市安佐南区）

第４回

内容：経営改善計画の策定について
期日：平成１８年１２月２１日（木）
会場：広島県社会福祉会館（広島市南区）

Ⅱ経営改善指導員派遣の実施
ⅰ機器整備
現存の煎餅焼機器のメンテナンス指導
平成１９年２月１９日（月）
、３月９日（金）２回実施
Ⅲモデル事業所
希望事業所の３ヵ所を現地調査し、広島どんぐり作業所の煎餅商品をモデルとして
選定。
③随意契約の拡大に伴う福祉事業所への優先受注の推進
地方自治法改正に伴い、県の粗品、記念品、印刷等について福祉事業所に優先受注の
促進について県と協議した。
④ふれ愛プラザインターネットショッピングの開設（１０月）
⑤常設店・フェア・イベント事業支援
Ⅰ常設展示販売
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、商品の展示即売会のフェア開催
フェアを開催し、製品の幅広い PR に努めた。
フェア名
セルプフェア 2006

開催日
平成 18 年 12 月 7 日（木）
～19 日（火）

⑥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国立呉病院清掃業務委託

１ヶ所実施

開催地
ひろしま夢ぷらざ
（広島市中区）

参加数
32 ヶ所

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人権学習会
「あなたはサン・グループ事件を知っていますか？」
内容：障害雇用する会社の起こした事件をもとに、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：田中幹夫氏（サングループ事件弁護団長、田中幹夫法律事務所）
共催：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
期日・会場：平成１９年３月１０日（土）
広島市東区地域福祉センター（広島市東区） 参加者 １００名
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ふれ愛プラザ運営委員会の開催 ２回実施
Ｈ18 6／8

、Ｈ19 2／28

②広島市就労支援センターとのセルプフェア２００６共同開催
Ⅰ調整会議 ３回実施

Ｈ18 9／29、11／2、11／17

Ⅱ出展説明会
平成１８年１１月１７日（金） 育成会総合福祉センター（広島市西区）
（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、県障害者支援室、同雇用対策室、
広島障害者職業センター、ハローワーク、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、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
（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

平成１８年５月３０日（火）広島市東区地域福祉センター（広島市東区）

「議案」第１号議案

平成１７年度事業報告

第２号議案

平成１７年度決算報告

第２回 平成１９年３月３１日（金）広島県社会福祉会館（広島市南区）
「議案」第１号議案

平成１８年度補正予算

第２号議案

平成１９年度事業計画

第３号議案

平成１９年度収支予算

②理事会
第１回

平成１８年５月１７日（水）

広島県社会福祉会館（広島市南区）

「議案」第１号議案

平成１７年度事業報告について

第２号議案

平成１７年度決算報告について

第３号議案

役員改正について

第４号議案 障害者経済的自立支援モデル事業の受託について
第５号議案 入会及び脱会について
第２回

平成１８年７月２０日（木）

「議案」第１号議案

広島県社会福祉会館（広島市南区）

入会及び脱会について

第２号議案 平成１９年度社会福祉制度・予算に係る要望書の提出について
第３号議案 障害者就業・生活支援センターへの参入について
第３回

平成１８年９月２６日（火）

「議案」第１号議案
第２号議案

広島県社会福祉会館（広島市南区）

賛助会員入会ついて
障害者就業・生活支援センターについて
就業支援ワーカーの先行配置及び追加予算の承認について
就業支援ワーカーの先行配置予定者選定について
障害者就業・生活支援センター参入をめぐる現状

第４回

平成１８年１２月２６日（火）久里川（広島市中区）

「議案」第１号議案
第２号議案
第５回

賛助会員入会について
運営委員会設置要綱の一部追加変更について

平成１９年２月１日（木）

「議案」第１号議案

広島市東区地域福祉センター（広島市東区）

平成１９年度事業計画作成に当たっての考え方

第２号議案

賛助会員の入会について

第３号議案

障害者就業・生活支援センターのあり方について

第６回

平成１９年３月１９日（月） 広島県社会福祉会館（広島市南区）

「議案」第１号議案

平成１８年度補正予算について

第２号議案

平成１８年度事業計画、予算について

第３号議案

賛助会員入会について

第４号議案

ジョブサポーター養成研修について

（２）運営委員会及び各部会の開催
①運営委員会

４回開催

Ｈ18 7／3・7／20・12／26 、Ｈ19

②組織部会

３回開催

Ｈ18

③広報啓発部会 ４回開催

7／3・11／15

、Ｈ19

Ｈ18 6／15・7／12・9／26

3／13

2／26
、 Ｈ19

2／7

④調査・研究・研修部会
５回開催
⑤販売支援部会 ７回開催

Ｈ18 4／19・6／13・9／5・10／31

、Ｈ19 2／15

Ｈ18 4／27・6／20・9／7・10／26・12／5
Ｈ19 1／23・2／13

⑥広島県社会就労センター協議会

１回開催

Ｈ19

2／27

（３）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
脱会

夢工房ねむの木

②賛助会員
地域コミュニティづくりのキッカケとするため、賛助会員獲得キャンペーンを実施し、
企業１２社の加入をいただいた。
Ⅰ賛助会員入会 企業１２社
あいおい損害保険広島支店、イズミ
エヌ・ティ・ティクオリス商印事業部西部工場、デオデオ、東洋コルク
西明商店ラポール福祉用具貸与事業所、ニシキプリント、日本基準寝具
広川車輌、福屋、松尾電気、ムロオ
（４）財務基盤の確立
①塩、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

品

事業所名

東洋羽毛工業株式会社 46,160 円（コピー機購入）

みどり共同作業所

59,000 円（ミシン購入）
三菱電機株式会社

あかね作業所

53,000 円（ラミネート機購入） 社会就労センターみつば
50,478 円（シーラー機購入）

まなび共働作業所

（敬称は略させていただきました）
（６）リサイクル物品紹介
スロープ４５台（株式会社日本ケアサプライ中国支店）
ロッカー１６台（広島県社会福祉協議会）、パソコン１８台（シャニコン九州）
（敬称は略させていただきました）

