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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 

 

 

 

令和２年３月９日（月）に、「令和元年度 第 2 回広島市就労支援センター運営協議会」を開催す

る予定でしたが、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため協議会を中止にしました。予定してい

た議題は①令和２年度事業計画（案）と②令和２年度予算（案）についてでしたが、委員の皆様に

は、メールによる文書配信でご確認いただきました。また、その内容については、市就労の主管課

である障害自立支援課にも了承していただきました。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 

 となっており、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求める 

ことになります。これまでと違う内容として、市就労の支援対象事業所が、広島市の方針を受け、 

令和元年度 8 月 26 日より、就労継続支援 A 型事業所のうち希望する事業所に対しても、各種の支 

援や相談窓口の情報提供等を行う事となり、支援対象事業所が広がったことがあります。また、販路 

開拓・技術支援につながればということで、現在「市就労推薦商品認定制」について検討しています。 

具体的に話が進めば、各事業所には改めてお知らせします。 

 令和元年度の市就労が関わった事業所全体の収益は減少しています。その主な要因は、大きな内 

職を受注している企業からの発注が減ったことにあります。各事業所においても内職・下請けが少な 

くなってきており、事業所からの問い合わせも多くなっていますが、それに対して十分な情報提供が 

できていないのが現状です。市就労としては情報収集や企業への広報活動をして、少しでも事業所に 

とって有益な情報提供ができるよう努めていきたいと思っています。また、年明けから広がった新型 

コロナウィルス感染拡大防止のため、様々なイベントが中止・縮小となってきています。そのため出 

店販売による収益が減り、今後事業運営が益々厳しい状況になることが想定されます。関係機関がし 

っかり協力し合って困難を乗り超えられるよう連携を深めていくことが大切だと考えます。  
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平成 27 年 4 月 1 日に「食品表示法」が施行されました。食品表示法は、それまであった「食品

衛生法」「JAS 法」「健康増進法」の 3 つの法律を一元化し、より分かりやすい食品表示制度を作る

ために施行された法律ですが、この新法に基づく表示への完全移行までの猶予期間は、令和２年 3

月 31 日で、令和 2 年 4 月 1 日からは、この新法による表示が必須となっています。それには、栄

養成分の数値を、分析・計算等で取得することが必要になりますが、その検査には経費がかかるため、

食品づくりを諦める事業所もでてきているようです。そのような事業所のために、少しでも低額で検

査ができる方法を、社会福祉法人 交響 SOAR きつつき に情報提供していただきました。 

 

 

 

 

社会福祉法人 交響 ＳＯＡＲきつつきでは，令和２年度より改正される，食品表示法でのカロリー

と食品栄養成分の表示に対応するために，食品の栄養成分を短時間で測定する，「カロリーアンサー」

という機械を導入いたしました。 

「カロリーアンサー」は金遠赤外線分析法という分析

法を用いることで，測定サンプルの性状により「透過

測定方式」または「反射測定方式」によって，測定物

のカロリーのほかに，参考値として，たんぱく質，脂

質，炭水化物，水分などの栄養測定が可能な装置にな

っております。 

従来，食品栄養成分を知る方法としては，データベー

ス計算や，専門機関への分析依頼などありますが，即

時対応は困難であったり，手間や予算が莫大に必要で

あったりしますが，「カロリーアンサー」であれば，１５分程度の時間で，対象サンプルの栄養成分

の測定が可能です。 

毎月５種類以上の新商品を展開するＳＯＡＲでは，大変重宝しておりますが，せっかくの機会をＳ

ＯＡＲの商品の測定だけで遊ばせておくのはもったいないという事で，広島県就労振興センターさん

のご協力のもと，他事業所様の商品についても格安で測定のお手

伝いをさせていただいております。 

通常，専門機関に測定を依頼すれば，一品目１万数千円～２万

円弱するところを，広島県就労振興センターの会員様は一品目５

千円（税抜き），非会員様は一商品８千円（税抜き）で，測定をお

受けしてります。 

ご興味がある事業所様は下記にご相談，お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご相談・受付窓口：広島県就労振興センター 

     電 話：０８２－２５２－３１００ 

     ＦＡＸ：０８２－２５２－３１５５ 

e-mail：hwpc@axel.ocn.ne.jp 

※ 商品によっては計測ができないものもございます。 

必ずお電話でご相談、ご確認の上，お申し込みください。 

食品栄養成分の分析について 

mailto:hwpc@axel.ocn.ne.jp
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 2 月 19 日（水）総合福祉センターにおいて、令和元度 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。今年度は、「古の市」と「ファニー作業所」に新居敏春氏（新商品開

発コンサルタント）が「CrossRoad」と「おーぷんはーと作業所」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 10 事業所 15 名でした。各事業所の発表の概要をお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

「ファニー作業所」（発表；山口愛紀氏）テーマ「新商品開発と販路開拓に向けて」 

【相談内容】・B 型作業所が作る焼き菓子のブラッシュアップ及び開発・販路の確立 

【アドバイザー支援内容】 

・焼き菓子開発に向けて素材の収集,提供 

（テンペ リカバリスト もろみ  

にんにくパウダー 笹炭パウダー） 

・既存の商品のブラッシュアップ 

 ・卸先の方向決めと販路先の紹介        

【結果・成果】                         

・健康志向の方に向けた商品 

（テンペスノーボール、おつまみセット、笹炭クッキー）の開発 

・ギフトの作成 ・委託先の視野拡大 

・定期販路獲得に向けた見通し                                    お前は炭におけねぇクッキー 

・大学や企業との連携 

 

「古の市」（発表；伊野有美子氏）テーマ「既存製品を活用し事業体制に無理のない形での販路開拓」 

【相談内容】①主力商品（ポップコーン）の販路開拓 

 ②メンバーの特技を生かした商品開発(アート商品) ③在庫商品（もみじい）の活用 

 ④店舗、イベントスペースの運用について 

【アドバイザー支援内容】①カープなど地域性を生かした販売の検討・近隣の営業活動の励行 

 ②製作者本人の希望と事前の約束を踏まえた数量限定での試作・販売 

③在庫限りという条件で委託販売先紹介  

④店舗のコンセプト、客層を固めて具体化へ。 

高級路線より庶民的な形の取り組みに 

【結果・成果】①カープファンをターゲットにした「勝鯉」 

タトゥシール付きのポップコーンの試作（カーディーラー等への営業） 

 ②「歩く宣伝」になるトートバックでアート商品の試作。 

 ③豊平どんぐり村への委託販売依頼 ④現在扱っている商品の販売 

と地域とコラボした定期的なイベントでの店舗の活用 

尾崎基金 販路開拓・技術支援事業 全体発表会 

「Cross Road」（発表；三木 歩氏）テーマ「当事業所の強みを生かした商品開発」 

【相談内容】①自主製品（小さな鶴を入れたアクセサリーとデコパージュ石鹸） 

のブラッシュアップ②新しいアクセサリー商品の作成         

【アドバイザー支援内容】 

①細かい細工ができる（小さな鶴を作れる） 

当事業所の強みと今後の方向性 

 ②より多くの利用者が関われるアクセサリーの製作 

（レジンからデコパージュを使用したアクセサリーの開発）            

【結果・成果】 

①シリコンモールドで作ったパーツを使ったアクセサリーの作成 

 ②デコパージュを使った携帯ケースや 

デコパージュ以外のデザインの携帯ケース 

テンペスノーボール
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「おーぷんはーと作業所」（発表；山下眞麗子氏）テーマ「クリスタルフラワーの作成について」 

【相談内容】・在庫品（ビーズ、布、毛糸）を利用した作品 ・ビーズが応用できるレジン作品  

・花が入ったレジンの製作について 

【アドバイザー支援内容】・作品に意味を持たせる（ストーリー性） ・季節に応じた作品 ・育てた花 

の活用 ・何に使うものかを明確に ・オンリーワンの商品 ・販売先の検討と購入する年齢層の想定 

【結果・成果】 

・作業所内に咲いている花を利用したレジン商品の製作 

（クリスタルフラワー） 

・作品に意味を持たせた作品（クリスマスをイメージした作品、 

池にいる金魚と散歩に来た猫） 

・ストーリー性のある作品（雪解けを待つ金魚たち） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウィルス感染拡大防止の対策のため、イベント等の事業が中止になりました。 

4・5 月に開催が予定されていた次のイベントが全て中止になっています。 

行事名 開催予定日 会場 状況 

・パンダの春祭り 4 月 5 日（日） CLiP HIROSHIMA 延期 

・スケート感謝祭 4 月 12 日（日） ひろしんビッグウェーブ 中止 

・観音ウェルキャブフェア 4 月 19 日（日） ウェルキャブステーション観音 中止 

・横川ふしぎ市 4 月 26 日（日） 横川商店街 中止 

・広島県中央チャリティメーデー 4 月 29 日（水・祝） 広島みなと公園 中止 

・2020 フラワーフェスティバル 5 月 3・4・5 日 平和大通り等 中止 

この他にも、6 月に開催予定の「第四回ハートフルフェスティバル」も 1 年間の延期が決まって

おり、来年の 6 月開催となっています。6 月以降のイベントも今後の新型コロナウィルス感染の状

況によってどのようになるか見通しがついていません。今後の情報にご注意ください。 

 

 

 

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。（出店販売も新型肺炎感染拡大防止対策で中止になる場合があります） 

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） 

 

5

月 

12 日（火） SOAR きつつき いしうちベーカリー      安芸の郷 

19 日（火） 広島どんぐり作業所 みのり作業所  ピース・ドリーム作業所 

26 日（火） レインボー アイサンサン作業所 HAP-B 

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 

5

月 

 

 

19日（火） 
      ―  NPO 法人よもぎのアトリエ 亀崎夢ひろば 

26 日（火） 
NPO 法人よもぎのアトリエ 亀崎夢ひろば  可部つちくれの家 

イベントの中止・延期について 

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！！ 


