社団法人広島県就労振興センター
平成２０年度事業報告
平成２０年度は障害者就業・生活支援センター事業の開設に向け、会員事業所のご協力の
もと就業支援活動に力を注いできた。３年間の実績が実り、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することができるようになった。
また、研修においては、職場適応援助者養成研修（JC―NET 主催）を広島県で開催する
ことができ、県内２５名（県外１７名）のジョブコーチを養成し、専門的就労支援の人材を
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、多くの会員事業所に参加い
ただいた。
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 来店者が対前年度比１１３％（2,380 人増）となり、県民に対する啓発活動を進める
ことができた。
②作業体験教室の開催（Ｈ２０．７．２５～８．３）
押し花、和紙細工、木工品、クラフト等の作業体験 参加者 ２０７名
③店舗、事業所紹介
情報誌すこぶる、中国新聞、読売新聞
（２） 広報事業
①広報誌の発行
平成２０年７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。
（４）広報啓発部会会議の開催
２回開催

Ｈ20 4／25 、Ｈ21

2／23

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：ビジネス交渉等に関する基礎、実践知識を学ぶ。
講師：株式会社キャップ
期日・会場：平成２０年８月８日（金）
広島県社会福祉会館（広島市南区）

参加者 ２０名

②会計研修会
内容：消費税、NPO 法人・社会福祉法人の税務について学ぶ。
講師：釜田英雄氏（釜田公認会計士事務所 所長）
期日・会場：平成２１年１月２７日（火）
広島市東区地域福祉センター（広島市東区） 参加者 ４８名
（２）障害者ジョブサポーター養成研修（広島県からの受託事業）
①派遣型ジョブサポーター研修（６日間）
【カリキュラム】
基礎課程
一日目＜講義①＞障害者福祉の思想と障害者雇用の理念
＜講義②＞障害者雇用の現状と課題、障害者の雇用について
＜講義③＞障害者就業支援について＜講義④＞障害者の為の労働法基礎知識
二日目＜講義⑤＞障害別に見た特徴と雇用上の配慮
＜講義⑥＞障害者雇用管理上の留意点＜講義⑦＞職場定着支援の実際
＜講義⑧＞納付金制度と助成金＜講義⑨＞障害者職業生活相談員の役割
実践課程
一日目＜講義①＞就労支援のプロセス１＜講義②＞就労支援のプロセス２
＜講義③＞就労支援のプロセス３＜講義④＞就労支援のプロセス４
＜演習①＞ｱｲｽﾌﾞﾚｰｸ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
二日目＜講義⑤・演習②＞職場における業務遂行のための支援技術
＜講義⑥＞フォローアップ＜演習③＞職場定着支援の方法
【日時、会場、受講者】
基礎課程 平成２０年７月１５日（火）
・１６日（水）
実践課程 平成２０年７月３１日（木）
・８月１日（金）
会場・受講者：広島県社会福祉会館（広島市南区）２４名
現地実習 各障害者就業・生活支援センターにて２日間
【講師等】
「基礎課程講師」
金子

努氏（県立広島大学保健福祉部人間福祉学科 教授）

中原滋基氏（広島労働局職業安定部職業対策課）
梶川

繁氏（（社福）つつじ）

東谷泰子氏（広島労働局労働基準部監督課）

藤原

桂氏（独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構広島障害者職業ｾﾝﾀｰ）

井谷暢子氏（独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構広島障害者職業ｾﾝﾀｰ）
本田郁夫氏（（社団）広島県雇用開発協会障害者業務部）
「実践課程講師、トレーナー」
東良太郎氏（
（社福）いたみ杉の子）
、梶川 繁氏（（社福）つつじ）
高坂一人氏（
（社福）明日佳）
、堀江美里氏（
（NPO）WEL’S 新木場）
吉留礼彦氏（
（社団）広島県就労振興センター）
②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＞身体障害・高次脳機能障害の特性理解と対応方法
＜講義②＞精神障害の特性理解と対応方法
＜講義③＞知的障害・発達障害の特性理解と対応方法
＜講義④＞障害者雇用の取り組み
＜演習①＞ｱｲｽﾌﾞﾚｰｸ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
二日目＜講義⑤・演習②＞職場における業務遂行を支援するための技術
＜講義⑥・演習③＞作業の効率化・工夫を考える
【日時、会場、受講者】
（広島会場１）

平成２０年９月１１日（木）
・１２日（金）
会場・受講者：広島県社会福祉会館（広島市南区）２４名

（広島会場２）

平成２０年１０月２２日（水）
・２３日（木）
会場・受講者：広島県社会福祉会館（広島市南区）１７名

【講

師】

「一日目講師」
垣尾泰弘氏（（社福）しらとり会）（広島１/２）
西村浩二氏（広島県発達障害者支援センター）（広島１/２）
百川

晃氏（広島県高次脳機能センター）（広島１/２）

四王天正邦氏（㈱伊勢丹ソレイユ）（広島１）
國﨑順子氏（㈱ジャストヒューマンネットワーク）（広島２）
「二日目講師、トレーナー」
濱田和秀氏（（社福）大阪府障害者福祉事業団））（広島１）
水野敦之氏（（NPO）それいゆ）
（広島２）
西村浩二氏（（社福）つつじ）（広島１）
、松岡建興氏（（社福）にこにこ会）
（広島２）
三上寿和氏（（社福）たんぽぽ）（広島１）、宮地毅氏（（社福）若葉）（広島２）
山本高行氏（（社福）希望の丘）（広島１）、
吉留礼彦氏（（社団）広島県就労振興センター）（広島１/２）

（３）職場適応援助者養成研修の開催
【カリキュラム】
基礎課程
一日目＜第１・２号共通科目＞ 職業リハビリテーション概論と諸制度①･②
職場適応援助者の職務①･②･③･④
＜第

１

号

科 目＞

職場における雇用管理の理解

＜第

２

号

科 目＞

安定した職業生活のための企業の役割

二日目＜第１・２号共通科目＞

障害特性と職業的課題①･②･③
ケースマネージメントの取り組み
家族支援と職業生活支援の実際

実践課程
三日目＜第１・２号共通科目＞ 面接による基礎情報の収集、職場開拓
＜第

１

号 科

目＞

職場適応援助者による援助の実際①～事例研究～

四日目＜第１・２号共通科目＞

職場のアセスメントと職務再構成
ナチュラルサポートの形成

＜第

１

号

科 目＞

職場適応援助者による援助の実際②～事例研究～

＜第

２

号

科 目＞

企業における障害者雇用の実際～ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨｰ～

＜自

由

参

加＞

ビジネスマナーの基礎

五日目＜第１・２号共通科目＞

分かりやすく教える技術
指示書や作業環境の工夫
フォローアップについて

六日目＜事業所のおける実習＞
【日時、会場、受講者】
基礎課程 平成２０年１０月１１日（土）
・１２日（日）
実践課程 平成２０年１１月１日（土）～４日（日）
会場・受講者：広島県社会福祉会館（広島市南区）
第１号職場適応援助者 ３９名、第２号職場適応援助者

３名

【講師等】
「基礎課程講師」
小川
秦

浩氏（大妻女子大学 教授）
、志賀利一氏（
（社福）電機神奈川福祉ｾﾝﾀｰ）
政

氏（㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
、倉知延章氏（九州産業大学 教授）

奥平智美氏（（社福）つつじ）
「実践課程講師、トレーナー、アシスタント」
小川

浩氏（大妻女子大学 教授）
、志賀利一氏（（社福）電機神奈川福祉ｾﾝﾀｰ）

東良太郎氏（（社福）いたみ杉の子）
、小松邦明氏（（財団）杉並区障害者雇用支援事業団
酒井大介氏（（社福）加島友愛会）、西村浩二氏（
（社福）つつじ）
濱田和秀氏（（社福）大阪府障害者福祉事業団）
、梶川 繁氏（
（社福）つつじ）
芋岡高志氏（（社福）つつじ）、川口孝子氏（広島プラスティック㈱）
國﨑順子氏（㈱ｼﾞｬｽﾄﾋｭｰﾏﾝﾈｯﾄﾜｰｸ）
、椎木修司氏（㈱ハートコープひろしま）
桃谷栄二郎氏（（社福）尾道のぞみ会）
主催：特定非営利活動法人ジョブコーチ・ネットワーク
広島開催事務局：社団法人広島県就労振興センター

（４）調査・研究・研修部会会議の開催
７回開催
３

Ｈ20 5／1・6／3・7／8・9／2・10／15・11／18、Ｈ21

2／4

障害のある人の就労等に係る相談に関する事業

（１）広島県移行等支援事業（広島県からの受託事業）
①新体系移行前の小規模作業所等が実施する障害のある人を対象とした企業就労相談・
支援事業の指導

延べ２８事業所 １７５件

②新体系移行直後の小規模作業所等が実施する障害のある人を対象とした企業就労相
談・支援事業の指導

延べ１５事業所 １６０件

（２）組織部会会議の開催
２回開催
４

Ｈ20

11／28

、Ｈ21 3／3

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）情報提供
①「施行後３年の見直し内容に関する情報」
（総会同日開催）
内容：平成２１年度障害福祉サービス報酬改定（告示案）及び特別対策事業（基金
事業）の見直し内容の説明。
講師：塩崎睦典氏（希望の広場施設長）、桝川豪氏（聖恵授産所施設長）
期日・会場：平成２１年３月３０日（月）
広島県社会福祉会館（広島市南区）

参加者 ３６名

（２）研修会
第３８回中国・四国社会就労センター協議会職員研修会
初日 ＜基調講演＞障害者自立支援法のこれからとセルプ協の取り組み
講師：星野泰啓氏（全国社会就労センター協議会会長）
＜講演＞障害者自立支援法 Q&A
講師：古田清美氏（
（社福）全国社会福祉協議会障害福祉部 部長）
二日目 ＜分科会＞第１分科会「新体系移行への取り組み」
第２分科会「一般就労に向けての取り組み」
第３分科会「地域生活への取り組み」
＜記念講演＞経営と社員教育
―革新的な商品は、やる気のある社員つくりから
講師：民秋史也氏（
（㈱モルテン 代表取締役社長）
主催：中国・四国社会就労センター協議会
主管：社団法人広島県就労振興センター
期日・会場：平成２０年６月１２日（木）
・１３日（金）
ホテル JAL シティ広島（広島市南区）

参加者 １１５名

（３）広島県社会就労センター協議会会議の開催
Ⅰ広島県社会就労センター協議会 １回開催 Ｈ20

3／30

Ⅱ中国・四国社会就労センター協議会
５回開催
５

Ｈ20 4／3・5／14・6／2・6／9・7／18

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

３６４日営業（元旦のみ休業）

約１，９２１万円

約２０千人利用

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：平成２０年７月２５日（金）～８月３日（日）

参加者 ２０７名

ⅱプチお菓子まつり
クッキー等の食品イベント。
期

日：平成２１年２月２０日（金）～２６日（木）

ⅲ8th アニバーサリー
シャレオ８周年記念イベント。
期

日：平成２１年３月１４日（土）～４月６日（月）

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、２６５福祉事業所が参加
Ⅲ外部出展
行

事

名

会

場

実

施

日

リリー・ハンズ＆ハーツ・バザー

デュオこうべ（神戸）

20.6.1（日）

環境の日ひろしま大会

広島県庁前広場

20.6.8（日）

介護支援専門員研修

国際会議場

20.5.14（水）～15 日（木）・6.12（木）

第 18 回広島県健康福祉祭

県民文化センター

20.9.2（火）～3（水）

第 41 回全国肢体不自由児・者父母の会連合会全国大会

国際会議場

20.9.13（土）～14 日（日）

きょうされん第 31 回全国大会

グリーンアリーナ

20.10.4（土）～5 日（日）

ひろしまフードフェスティバル

広島城周辺

20.10.25（土）～26（日）

第 34 回広島県知的障害者福祉大会

アステールプラザ

20.11.2（日）

広島県総合社会福祉大会

広島県社会福祉会館

20.11.12（水）

広島市内見学の旅（はつかいち壮年チーム）

健康福祉センター

20.11.23（日）

トヨタウェルキャブ体感フェア

アルパーク

20.11.29（土）～30（日）

NHK 歳末たすけあい“ハートいっぱいチャリティー広場”

ＮＨＫ

20.12.5（金）～6（土）

ヒューマンフェスタ 2008 ひろしま

ＮＴＴクレドホール

20.12.7（日）

ひろしま県民会議

国際会議場

20.12.14（日）

セルプフェア 2008

ひろしま夢ぷらざ

20.12.4（木）～16（火）の内 5 日間

広響マーガレットコンサート

広島国際会議場

21.3.1（日）

②ふれ愛プラザインターネットショッピングの推進

③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
平成 20 年 12 月 4 日（木）
～16 日（火）

セルプフェア 2008

開催地
ひろしま夢ぷらざ
（広島市中区）

参加数
35 ヶ所

④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
（２）障害者経済的自立支援モデル事業支援（広島県からの受託事業）
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。
（第二モデル）春日寮
Ⅰ経営検討会議の実施
第１回

内容：中間報告

期日・会場：平成２０年７月４日（金）広島県社会福祉会館（広島市南区）
第２回

内容：進捗状況、新規展開について

期日・会場：平成２０年１０月２８日（火）広島県社会福祉会館（広島市南区）
第３回

内容：最終報告

期日・会場：平成２１年３月２４日（火）広島県社会福祉会館（広島市南区）
Ⅱ報告会の実施（総会同日開催）
ⅰ内容：モデル事業の実施について
講師：伊藤賢氏（広島県健康福祉局社会福祉部障害者支援課企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ主任主事）
ⅱ内容：モデル事業報告（経営コンサルタントからの報告）
講師：山根敏宏氏（経営考房代表、中小企業診断士）
期日・会場：平成２０年５月２９日（木）広島県社会福祉会館（広島市南区）
参加者 ４２名
（３）研修会の開催
①原価計算基礎講座
内容・講師
「会計処理から見る原価計算」

釜田英雄氏（釜田公認会計士事務所 所長）

「企業における原価管理の実際」

中川智博氏（㈱マルサン鶏卵課 課長）

「施設での原価管理の取り組み事例」 寳子丸周吾氏（ゆめｻﾎﾟｰﾄ･ﾊﾞｸ

施設長）

期日・会場：平成２０年７月２４日（木）
広島市東区地域福祉センター（広島市東区） 参加者 ６１名

②仕事開発研修会
内容：自立支援と給与保障を考える。
講師：藤本浩氏（タイム・ワークサポートセンター 施設長）
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２０年１１月５日（水）
育成会総合福祉センター（広島市西区）

参加者

２５名

③視察研修
内容：先進的な取組みを実施している他県の事業所を視察（大阪府）
。
訪問事業所：（社福）いずみの福祉会、（社福）コスモス
期日：平成２０年１１月１９日（水）
・２０日（木）

参加者 １６名

④「広島県工賃ステップアップ計画（案）について」（総会同日開催）
内容：広島県工賃ステップアップ計画（案）の説明。
講師：伊藤賢氏（広島県健康福祉局社会福祉部障害者支援課企画グループ主任主事）
期日・会場：平成２１年３月３０日（月）
広島県社会福祉会館（広島市南区）

参加者 ３６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、今後の方向性および取り組みについて
期日・会場：平成２０年７月２９日（火）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（新事業、作業視察）
期日・会場：平成２０年１１月１３日（木）三原きぼう作業所（三原市）
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・会場：平成２１年２月２４日（火）ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄ広島支店（広島市西区）
（５）販売支援部会会議の開催
８回開催

Ｈ20 4／24・6／5・7／10・8／28・10／16・11／7・12／19
Ｈ21 2／3

６

障害のある人に対する就業・生活支援に係る事業

（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、平成２０年度に１０８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。
特別支援学校の就職活動、実習先の支援（ハローワーク等と連携）
④就業における実績
平成２０年度は５２名の雇用達成、６３名の職場実習を実施。
７

障害のある人の権利擁護に関する事業

（１）人権学習会の開催
内容：知的な障害のある人たちの人権を考える。
講師：西村武彦氏（弁護士）
共催：広島県知的障害者福祉協会、広島人権擁護センターほっと
期日・会場：平成２０年１１月４日（火）
広島県社会福祉会館（広島市南区）
８

参加者

５９名

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２００８共同開催
Ⅰ調整会議 ４回実施

Ｈ20 10／7、10／22、10／27、11／4

Ⅱ出展説明会
平成２０年１１月１０日（月） 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、県障害者支援課、同雇用人材確保課、
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、運営委員会の開催
①総会
第１回

平成２０年５月２９日（木）広島県社会福祉会館（広島市南区）

「議案」平成１９年度事業報告・決算報告
第２回 平成２１年３月３０日（月）広島県社会福祉会館（広島市南区）
「議案」定款変更、平成２０年度補正予算、平成２１年度事業計画・予算

②理事会
第１回

平成２０年５月２２日（木）

広島県社会福祉会館（広島市南区）

「議案」平成１９年度事業報告・決算報告、会員入退会、役員改選等
第２回

平成２０年１０月２日（木）

広島県社会福祉会館（広島市東区）

「議案」就労振興センターの今後の方向、公益法人制度改革、会員入退会等
第３回

平成２０年１２月２５日（木）久里川（広島市中区）

「議案」会員入会等
第４回

平成２１年３月１７日（火）

広島県社会福祉会館（広島市南区）

「議案」平成２０年度補正予算、平成２１年度事業計画・予算、定款変更
障害者就業・生活支援センター設置について、来年度の受託事業について等
③運営委員会

３回開催

Ｈ20

11／28・12／25 、Ｈ21 3／3

（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（１１９事業所）
入会

２事業所

巣だち、すみれ工房

脱会

１事業所

クローバータウン

（３）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
（４）企業等からの寄附・補助情報提供
企業名
三菱電機ビルテクノサービス
株式会社

三菱電機株式会社

寄附・補助金、物品

事業所名

200,000 円（ラベルプリンター） ワークショップウイング
100,000 円（エアコン）

共同作業所オレンジハウス

100,000 円（作業着）

にこにこ会

100,000 円（活字読み上げ装置、
かぜくさ
音声コード作成ソフト）
東洋羽毛工業株式会社

32,120 円（パソコン）

君田作業所

東芝テック株式会社

100,000 円（保管用冷蔵庫）

森の工房あやめ

（敬称は略させていただきました）

