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Create(創造) ,Challenge(挑戦),Collaborate(協働)を大切に

平成 30 年度第２回広島市就労支援センター運営協議会開催
平成 31 年３月 11 日（月）に、育成会総合福祉センター（西区打
越町）において、
「平成 30 年度 第 2 回広島市就労支援センター運営
協議会」を開催しました。主な議題は①平成 31 年度事業計画（案）
と②平成 31 年度予算（案）についてですが、広島市手をつなぐ育成
会常務理事を議長に、事業所代表 9 名と行政機関職員 2 名に対して、
市就労支援センターが事業計画等を説明し、その内容について検討し
ていただきました。広島市からは、障害自立支援課主査の宮地真理子様（大上課長代理）と精神保
健福祉課主事の永田祥貴様（升島課長代理）にご臨席いただきました。
主な内容は
１．事業目的
広島市内の障害者就労支援施設等における仕事の受注拡大、製品の販路開拓及び新商品
の開発等を図り、障害者就労支援施設等における事業を振興し、施設利用者の「社会参加
と自立」を支援する。
２．重点目標
1） 発注者等の当センター利用者のニーズにこたえる。
2） 障害者就労支援施設等から信頼されるセンターを目指す。
3） イベント等への出店販売が円滑に実施できるように支援する。
4） 利用者の「社会参加と自立」へ向け、関係施設間の連携を図る。
３．今年度の重点取組
(ア) 工賃向上に向けた現事業（販売、イベント支援等）の更なる見直し
(イ) 縁を大切にする下請け仕事の受注促進及び支援の充実
(ウ) 販路開拓のために、商品の単独製作から共同制作（分業 or コラボレーション）等、新商品
開発へ向けての調査及び促進
(エ) 上記の実現に向けた、関係施設間における情報交換の推進
となっていますが、これらの取組を効果的に実践するために、引き続き運営協議会部会に助言を
求めることになります。昨年度は、西日本豪雨災害等があったため、イベントが中止になったり、
内職の資材が滞ったりして、それらが売上に影響した事業所が多くあったようです。
（結局、森林公
園は復旧作業が進まず平成 30 年度中の再開はできませんでした。
）また、全体的に内職が減ってき
ているようで、事業所からの問い合わせに満足いただける回答が出来ず申し訳なく思うことが多か
ったです。
「今年度の重点取組」の「
（イ）縁を大切にする下請仕事の受注促進及び支援の充実」に
ついては、特に努力や工夫をしていかなければいけないと考えています。各事業所から信頼される
就労支援センターとなるよう頑張りますので、引き続き 1 年間よろしくお願い致します。
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市内各区社協行事について
広島市内各区では、社協の行事でボランティア祭り等が開催され、それに多くの事業所が参加し
ているようです。今回、地域福祉推進課の三村誠司様に依頼してその状況をまとめて頂きました。
区社協名
参加している作業所（物品販売・ステージ発表・運営補助等）
行 事 名
なかくボランティア
・もみじ作業所・アイラブ作業所・作業所わくわく・はーとふる
中区
まつり

安佐南区

安佐南区
ボランティアまつり

安佐北区

安佐北ボランティア
フェスタ

安芸区

安芸区ボランティア
まつり

・あおぎり ・カープクラブ・パンダハウス・ワークきらぼし
・社会福祉法人交響（きつつき共同作業所）
・きつつき第三作業所・つくしんぼ
作業所・福祉作業所メロディ（アンド D）
・ふりーす・スマイル中山・はぐくみ
の里・牛田ウルトラマンキッズ（障がい自主サークル）
【南区作業所連絡会として参加】
・ミルキーハウス・トムハウス・みどり作業所・元気工房やる気まんまん・ス
ーリール・広島マック作業所
【広島市障害者自立支援協議会南区地域部会「就労部会」として参加】
・就労移行支援サービス WELLBE JOB・福祉作業所メロディ・ICO テラス
・LOVE ART・サンライズ・ワークハウススマイル・ワークサポート広島南
【光清学園】・光清学園和太鼓クラブ・ワークセンター光清学園
・ふたば・アイ・サン・サン事業所・かざぐるま舎・ふれあい作業所・おりづ
る作業所・第３もみじ作業所・ＮＰＯ法人さをり広場
・みのり作業所・広島どんぐり作業所・育成会上安作業所
・NPO 法人はなみずき・就労支援センターリックリグ
・つくし工房・オレンジハウス・ウイング
※精神保健福祉ボランティア
かすみ草（ボランティアグループ）がまとめて物品販売をしている"
物品販売等なし ※ 安芸区グループ連絡会の開催時、休憩時間に安芸の郷（森
の工房ＡＭＡ）がクッキー等の販売を行っている

佐伯区

やるき・げんき
さえき祭り

・ＮＰＯ法人 むぎの家 ・ＮＰＯ法人 ほほえみ
・ＮＰＯ法人 中央・幸工房・広島市皆賀園・支援センターあいる

東区

東区ちゃいちゃい
まつり

南区

南区ボランティア
フェスティバル

西区

西区福祉まつり

上記のボランティア祭りの中から、
「東区ちゃいちゃいまつり」の様子を寄稿して頂きました。

東区ちゃいちゃいまつり
【まつりの概要】東区ちゃいちゃいまつりは、「きんちゃい！みんちゃ
い！あそびんちゃい！」をテーマに、東区の障がい児・者団体とボラン
ティア団体が、地域交流と相互理解が深められる「笑顔輝くまつり」を
目指して、毎年 3 月上旬の日曜日に開催しています。昨年度は，3 月
10 日に開催しました。
【主催，実施主体】主催団体は、東区ちゃいちゃいまつり実行委員会で、
東区内の 4 つの障がい児者団体、2 つの障害者関係の社会福祉法人、地
域活動支援センターや放課後デイサービスなどを行う 3 つのＮＰＯ法人に、東区ボランティアサー
クル連絡会、南相馬ボラバス応援隊が加わり、東区社会福祉協議会が事務局になり形成されていま
す。実行委員長は毎年各団体が持ち回りで担当しています。毎年 10 月あたりから月 1 回の実行委
員会を行い、ステージ、被災地応援、出店、福祉体験、遊びの各コーナーの企画を協議しています。
【主な参加，協力団体】参加団体は、上記の団体の他に、福祉体験コーナーに東区で活動する点訳
や情報センターなどの視覚障害者系のサークルや団体、手話、要約筆記、高齢者へのボランティア
サークルや団体が入っています。例年 300～400 名程度の参加があり、内訳も出店や出場する関
係者が主ですが、ステージに地域で活動する子供たちの団体に出演してもらうなど、少しずつ参加
者を増やそうと取り組んでいます。

〔(社福)交響 天崎 靖〕
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尾崎基金

販路開拓・技術支援事業

全体発表会

2 月 20 日（水）総合福祉センターにおいて、平成 30 度 尾崎基金「販路開拓・技術支援事業」
の全体発表会を開催しました。この事業は、尾崎基金による助成を受けて、就労支援施設等のニ
ーズに基づき、アドバイザーを派遣し販路開拓のノウハウや新商品の開発等を支援するものです。
今年度は、
「ふなき福祉園」と「クラブハウス・シェイキングハンズ」に新居敏春氏が（新商品開
発コンサルタント）、
「夢ハウス高陽」と「育成会 上安作業所」に加藤秀樹氏（ベクトリード代表）
が年 7 回各事業所へ出向き、指導助言をしてくださいました。4 事業所が、1 年間の取組の経過
とその成果を発表しました。参加者は 9 事業所 20 名でした。
①「ふなき福祉園」
（発表；桝田育子氏）テーマ「自家製の手作りジャムを使ったクッキーの開発」
【相談内容】施設独自の特色となれる新商品クッキーの開発（技術向上も含めて）
【アドバイザー支援内容】
・自家製ジャムを使った可愛い製品づくり
・施設近くにある安佐動物園向けの動物をモチーフにした商品の開発
【結果・成果】
・ふなき園ジャムのブルーベリーとキウイをコンポートして乗せ
た「フルーツコンポートクッキー」の完成
・ふなき園産無農薬栽培ジャムと生地に卵黄だけを混ぜ込んだ「フルーツスティ
ッククッキー」の完成
・改良してできた美味しい味の「アニマルクッキー」「森のくまさん」の完成
⇒ 安佐動物園での委託販売に向け現在交渉中
②「クラブハウス・シェイキングハンズ」
（発表；山田京子氏）テーマ「おもしろがってイメージする」
【相談内容】
・既存の商品の販路、販売方法について ・寄付された熊の筆の活用
方法 ・新たな商品の開発
【アドバイザー支援内容】
・商品価値、プレミア感という視点 ・販売システムの図式化
・チラシの構成、キャッチコピー、顧客管理についての助言
【結果・成果】
・新規事業の開始「周防大島のミカンの販売（12 月）」
「周防大島の寒ひじきの
販売（1 月）
」180 件の注文（2 月 7 日現在）⇒月 1000 円工賃 UP の見込み
・課題として、通年販売ができる商品の開発
③「夢ハウス高陽」
（発表；片山めぐみ氏）テーマ「低コストで比類のない商品の創出」
【相談内容】
・低コストで斬新な、工賃向上、利用者の作業モチベーションアップに繋がる事業の模索
・効率を上げる製造方法
・商標登録、特許の相談
【アドバイザー支援内容】
・考えられる事業の洗い出しと整理 ・外注プラン・施設内製造室新設プラン、イベ
ント出店プラン等の検討・たこ焼き型お好み焼きの提案・経験を生かした器具の考案等‥
【結果・成果】
・「食品」関係に絞る ・低リスク、取り組み易さの面でイベント出店プランを選択
・「たこ焼き型お好み焼き」の完成 ・作業性アップ
④「広島市手をつなぐ育成会 上安作業所」
（発表；松田孝司氏）テーマ「『喫茶いくせい』の売り上げ
不振を克服する取組」
【相談内容】
・
「喫茶いくせい」の売上向上を実現するための手立て
【アドバイザー支援内容】
・新メニューの工夫・開発のアイデア ・来店客に
アピールするポップ・貼り紙・看板の作成・駐車料金の割引サービスの実施
【結果・成果】
・現在のメニューの中で自信のあるカレーライスを前面に打ち出し、店の特
色とする
・ポスター掲示場所の工夫とインパクトのある掲示
・駐車場料金 1 時間分の割引サービス実施実現
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イベント紹介
春のグリーンフェア 2019（主催；広島市・（公財）広島市みどり生き物協会等）
４月 5 日（金）～14 日（日）10：00～17：00 花市・植木市、花苗の無料配布等があります。
広島中央公園自由広場（中区基町）で、6 事業所が 5・6・7 日と 11・13・14 日に参加予定。
11 事業所が出店販売します。

スケート感謝祭（主催；（公財）広島市スポーツ協会．広島市）
４月 14 日（日）9：00～17：00（出店販売：10：00～16：00）
ひろしんビッグウェーブ（広島市総合屋内プール：東区牛田新町一丁目 8-3）
１階エントランスホール「おもてなしコーナー」に４事業所、
リンクサイドに１事業所が出店販売します。様々な催し物があります。

第 90 回広島県中央チャリティーメーデー（主催；広島県労働者福祉協議会）
４月２7 日（土）

広島中央公園（中区基町）で 10 事業所が出店販売します。

横川ふしぎ市（主催；横川商店街組合）
４月 28 日（日）10：00～16：00
横川商店街（JR 横川駅付近） 3 事業所が出店販売します。駅前特設ステー
ジ、物産展、フリーマーケット、太鼓演奏等などの催し物があります。
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広島と世界を結ぶ平和の花の祭典

フラワーフェスティバル

5 月 3 日（金）～5 日（日）
（主催；ひろしまフラワーフェスティバル実行委員会）
ふれあいの広場（平和大通り広島国際会議場前）
20 ブースに３日間で 2４事業所が出店販売します。
「ステージ」
「パレード」
「喫茶」
「抽選くじ」
「綿菓子」
「スーパーボールす
くい」などがあります。

火曜日は広島市役所・安佐北区役所等で出店販売してます！！
5 月から、事業所の出店販売が始まります。販売時間は 12：00～13：00 です。皆様のお越
しをお待ちしています。
広島市役所 1 階ロビー（東側）
出店販売日
5
月

事業所（2）

7 日（火）

SOAR きつつき

14 日（火）

広島どんぐり作業所

21 日（火）

レインボー

28 日（火）

広島市皆賀園

出店販売日
5
月

事業所（１）

14 日
（火）
28 日（火）

アイサンサン作業所

―

なないろ作業所

安芸の郷

アイサンサン作業所

なないろ作業所

元気工房やる気まんまん

安佐北区役所１階ロビー
―
NPO 法人よもぎのアトリエ

事業所（3）

スーリール

安佐北区総合福祉センター２階
NPO 法人よもぎのアトリエ

亀崎夢ひろば
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亀崎夢ひろば

可部つちくれの家

