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センター通信 
   発行所 社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会 

  広島市就労支援センター 

     TEL（082）537-1331 

     FAX（082）537-1332  

E-mail：si-jusan＠gaea.ocn.ne.jp 

http://h-shisyurou.jp/ 

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

 

 新型コロナウィルス感染拡大による延期がなければ、今頃は東京オリンピックで日本中が盛り

上がっていた筈ですが、残念な夏になってしまいました。再び感染者が増え始め、第２波の到来

が懸念されています。この生活がいつまで続くのか、先が見えない不安を抱えての毎日が続いて

ます。ソーシャルディスタンスで人と人の距離が離されても、心と心の距離だけはしっかりと縮

めて絆を深め、この危機をみんなで乗り切っていきましょう。 

 

 

  

 5 月に「新型コロナウィルス感染拡大防止対策による事業所への影響について」アンケートを

実施しましたが、配信した事業所の約半数（53 事業所）から、回答を得ることが出来ました。 

 その内容の一部を紹介します。（回答のあった障害者福祉サービスの種類 B 型 40、生活介護 10、

地活Ⅲ型 11、その他 2 事業所）‥就労継続支援 B 型と生活介護を併設している事業所を含む 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウィルス感染拡大による影響について  

2020 年 8、9 月〔第 257 号〕 

運営に影響が出ていると回答した事業所は（とても・ややある）

を合わせると、８8％（47 事業所）とかなり多くの事業所がこ

の新型コロナ感染拡大により深刻な状況に陥っていることが伺

えます。（あまりない・ほとんどない）と回答した事業所（12％、

6 事業所）は、下請等の受注が通常通りであったり、減らないよ

うな工夫をしたりする等してこの状況を乗り切っていました。 

具体的な内容をみると、「食品」、「店舗」、「下請け・内職」、「自

主製品（小物）」のどれも、80％近い事業所が影響を受けており、

「自主製品を製作しても販売する場がなくなった。」「企業からの

内職の発注が止まった、激減した。」「店舗を閉めた、イートーイ

ンを中止した。」「これまで販売できていたイベントが全て中止に

なった。」等々厳しい状況が報告されています。 

その為、4 月・5 月の事業所収入は減収となっており、特に 5

月のイベントがなくなったことで 90％以上の減収となったと回

答した事業所が 3 事業所（4 月は 1 事業所）あり、80％以上に

なると 7 事業所（4 月は 3 事業所）もあり、5 月がより深刻な

状況になっています。 

 これらは、当然ながら利用者の 

工賃にも反映しており、23 事業所 

（56％）が減少する見込みと回答 

がありました。しかし、その一方で、14 事業所（28％）は、「繰越金で 

対応」「積み立てで補填」するなどして、0％（現状維持）となるよう努 

力していましたが、夏のボーナスには影響が出そうだという回答が多く 

見られました。 
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（就労継続支援事業所等への支援について） 
 コロナ禍の中、厳しい運営を余儀なくさせられている事業所に対する支援として、当セ

ンターでは、市（障害自立支援課）の指示を受けながら様々な取組を進めているところで

す。販路拡大としては、新しく次の様なことがスタートします（協議中もあり）。 

 

 １．区役所の出店販売への新規参加 

  東区（新規参加 2 事業所）、西区（新 2 事業所）、安佐北区（新 1 事業所） 

  安佐南区（新 1 事業所）、佐伯区（新２事業所）、南区（新 3 事業所） 

  

２．市役所販売日の日数増（これまで毎週火曜日だったが、7 月より金曜日も出店可） 

 

 ３．LECT での出店販売（8 月スタート） 

8 月 21 日（金）11：00～16：00 

LECT 内のイベント広場において 3 事業所が出店販売をします。 

今回は密の回避という新型コロナウィルス感染対策のため 3 事業所参加の予定。 

コロナが収まれば 5 店舗以上が出店できるスペースを提供していただいています。 

（月 1 回程度） 

 ４．マツダ株式会社本社内のスーパーマーケット（マツダエース）での委託販売 

   8 月からクッキーや雑貨の納品ができるテーブルを確保していただきました。 

 

５．フレスタ横川店での委託販売開始（準備中） 

8 月中には、クッキーを中心に委託販売が開始される予定。この販売が軌道に乗れ

ば、今後更に、他のフレスタ店にも委託販売を広げていく予定。 

 

 また、これ以外にも、広島市（障害自立支援課）の働きかけにより、郵便局での出

店販売や委託販売の話も進められています。更には、企業への内職・下請けの発注を

依頼する為、市内企業 1000 社へ市就労のチラシを発送して頂くなど、様々な取組を

して頂いています。 

                  新型コロナ感染拡大対策のため、通所については、「在宅支援、 

                 （通所なし）、在宅支援と通所の併用、午前と午後のグループ分

け、時間差出勤、通所の自粛受入」等、何らかの対策をほとんど

の事業所がとっていましたが、利用者の出勤率が低下した事業所

は、50％以上となったようです。 
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 昨年度、広島市心身障害者福祉基金（尾崎基金）の助成金で事業に参加した 4 つの事業所に成

果物とその後について、報告していただきました。 

 

アドバイザー 

                                      新居敏春 先生 

 

● 事業の成果物とその後 

新商品開発に関しては、新居先生がおすすめしてくださった もろみ、ニンニクパウダー、テ

ンペ、笹炭パウダーを使用して健康志向のクッキーやおつまみアソートを作りました。 

 

                   
おつまみアソート  テンペスノーボール   笹炭クッキー      白黒クッキー 

全種類商品として販売には至っていませんが笹炭パウダーを使用したクッキーは、イベントや

委託でも販売しており、お客様にも興味を持っていただいてます。販路開拓としては、発表から二

店舗増やすことができ、「白と墨」という小道具のカフェと広島市平和記念公園レストハウスで販

売しています。特に白と墨のカフェでは、お店のイメージに合わせて白黒クッキーという二色展開

で限定販売として店頭に置かせていただいてます。 

自粛の事もあり、他の施設への委託や、イベント自体が止まってしまっていますが、今後も更な

る改良と共に新たな販路が広がるように、展開していけたらと思います。 

 

 

アドバイザー 

                                      新居敏春先生 

 

● 事業の成果物とその後 

既存のポップコーンの販路開拓として、カープ応援の

人をターゲットにするにはどうしたらよいかと考えま

した。新居先生が商標登録をしている「勝鯉」を使い、

メンバーにデザインを考えてもらったものを転写シー

ル化し、ポップコーンに添付しました。残念ながら、コ

ロナウィルスの影響で開幕が延期になり、当初はスタジ

アム近くのローソンでの委託販売を考えていたので、具

体的な動きはまだできていま

せんが、テレビ観戦の時に自

宅で応援する時に使ってもら

えるように、既存の販路の中

でも販売していくようにしたいと思います。 

 また、メンバーのイラストや写真などを活用したオリジナル商品とし

て「歩く宣伝」になるトートバッグの制作については、当初古の市では

縫製作業がなかったので、既製品のバッグにアイロンプリントをする予

定でした。コロナ禍の中で布マスクを制作することになり、縫製作業を

はじめたところ、無料で余った布生地の提供があったため、制作から取

り組んでいこうと今試作しているところです。 

 形になるまで継続して取り組んでいけるかどうかが鍵だと思いますが、

新居先生からいただいた灯を絶やさぬよう精進したいと思います。 

令和元年度 販路開拓・技術支援参加事業所 

～ ファニー作業所（佐伯区）～ 

 

令和元年度 販路開拓・技術支援参加事業所 

～ 多機能型事業所古の市（安佐南区）～ 
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アドバイザー 

                                      加藤秀樹 先生 

 

● 事業の成果物とその後 

 当事業所では加藤先生にアドバイスをいただき、デコパージュ携帯ケース・パスケースを作成し

ました。 

事業終了後、シャレオのふれあいプラザさんに両商品を納品いたしました。 

携帯ケースに関しては機種が合うものがないとの指摘をいただいたため、多機種対応のケースで作

成しましたが、ふれあいプラザさんでの売り上げは現時点ではない状態です。ただ、スタッフがデ

コパージュ携帯ケースを使っているため、それを見た友人や家族から作ってほしいとの依頼があり、

何点か作成しました。                

携帯ケースは持っている携帯の種類によって形が異なるため、このような注文販売が主流になる

と思われます。今後も注文があったら可能な限

り対応していきたいと思っています。 

パスケースに関

してはふれあいプ

ラザさんにて何点

か購入していただ

くことができまし

た。今後はスタッフ

が関係機関訪問時

に使用し、商品のア

ピールをしていき

たいと思っていま

す。 
 

アドバイザー 

                                      加藤秀樹 先生 

 

● 事業の成果物とその後 

アドバイザーとして加藤先生をお迎えし、当作業所の在庫を利用する事も視野に入れた新商品開

発に向け協議をしましたが、最終的にレジン液を使った作品「クリス

タルフラワー」に決まりました。 

ただ売り出すには、まだまだ直しが必要と感じ、材料費と手間を考

えた結果、通所者に作品を手掛けてもらうために小さな作品から始め

る事になり、小さな台座（ミール皿）からスタートしました。生花を

入れ込んだレジン作品は、それぞれ個性あふれる作品となりましたが、数をこなすまでに至りませ

んでした。そんな中、新コロナウィルスの影響が内職にも出始め、当作業所の作品を見てもらうた

めのイベントも次々と延期されました。急場をしのぐために不足気味のマスク製作を開始せざる得

なくなり、不慣れな作業に時間を費やし、他の作品に手が回らない状態になりました。   

現在も売上を上げるためにマスク作成を中心に作業する日々が続いています。今後は、レジン作

品を作るために通所者に時間と経験を増やす必要があり、作業所の仕事の合間に時間を設けて製作

する予定です。販売先として、植物公園、フリーマーケットなどを予定しています。イベント等で

もレジン作品「クリスタルフラワー」を自信がもてる作品として出品していきたいです。このたび

の７回にわたっての研修はスタッフの士気も上がり、充実した内容でした。尾崎基金の事業に参加

させていただきました事、感謝申し上げます。 

令和元年度 販路開拓・技術支援参加事業所 

～ Cross road（西区）～ 

 

令和元年度 販路開拓・技術支援参加事業所 

～ おーぷんはーと作業所（佐伯区）～ 
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   イベント開催について  

 ふれ愛プラザが開店して 20 年目という事で、「ふれ愛プラザ 20 周年」イベントが 

次の通り開催されます。（主催 広島県就労振興センター、広島市就労支援センター） 

① キックオフイベント：夏の感謝祭 

 日時；令和 2 年 8 月 20 日（木）  場所；紙屋町シャレオ「中央広場」 

② 応援リレー市町キャンペーン 

  多くの方に『知ってほしい』『手に取ってほしい』という事業所の思いを応援するた

め、県内各地で開催される福祉事業所の出店販売会において、プレゼント企画を行い

ます。詳細は、後日お知らせします。 

 

 

 

８月、９月の出店販売は次のとおりです。7 月から、市役所では金曜日の販売もできるように 

なりました。また、安佐北の総合福祉センターでは、新しく 就労継続支援 B 型 MIRAIMA 

（ミライマ）が参加することになりました。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 事業所（１） 事業所（2） 事業所（3） 

 

8

月 

4 日（火） SOAR きつつき おりづる作業所 ピース・ドリーム作業所 

11 日（火） デリカシャンテ 安芸の郷 ワークハウススマイル 

18 日（火） デリカシャンテ ピース・ドリーム作業所 HAP-B 

21 日（金） デリカシャンテ ― ― 

25 日（火） 広島皆賀園 アイサンサン作業所 つくしんぼ作業所 

2８日（金） デリカシャンテ アイサンサン作業所 みのり作業所 

 

 

 

9

月 

 1 日（火） デリカシャンテ おりづる作業所 アイラブ作業所 

 8 日（火） WIND えのみや いしうちベーカリー ピース・ドリーム作業所 

11 日（金） デリカシャンテ アイサンサン作業所 おりづる作業所 

15 日（火） レインボー なないろ作業所 みのり作業所 

18 日（金） デリカシャンテ － － 

25 日（金） デリカシャンテ 古の市 みのり作業所 

29 日（火） 広島市皆賀園 アイサンサン作業所 つくしんぼ作業所 

出店販売日 安佐北区役所１階ロビー 安佐北区総合福祉センター２階 

8

月 

18 日（火） ― MIRAIAM 

25 日（火） ― 可部つちくれの家 

 

9

月 

 8 日（火） ― 龍馬ファーム 

15 日（火） ― MIRAIMA 

22 日（火） 秋 分 の 日 

29 日（火） 龍馬ファーム 可部つちくれの家 

当センターは 8 月 13 日（木）～1４日（金）をお休みさせていただきます。 

 

広島市役所では、毎週火・金曜日、安佐北（区役所・総合福祉センター）

では、火曜日に出店販売をしています！ 

 


