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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.jpｄ 

http://h-shisyurou.jp/ 

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

 異常な暑さだった夏が終わり、やっと秋の涼しさが感じられる季節になってきました。この夏

は、西日本豪雨に始まり、台風 21 号、北海道地震と、否が応でも日頃の備えを見直さざるを得

なくなるほど多くの自然災害が続きました。この災害で犠牲になられた方々のご冥福をお祈りす

ると同時に、被災された皆様方に心よりお見舞いを申し上げます。 

 そんな暗い出来事続きの中、カープのセ・リーグ 3 連覇は、広島県民・カープファンにとって、

元気をもらえる嬉しいニュースになりました。ここにきて、少し息切れを感じますが、何とか頑

張ってクライマックスシリーズを突破し、念願の日本一を獲得して欲しいものです。そして、サ

ンフレッチェとのアベック優勝となれば、広島県民にとってこの上ない喜びとなります。 

 さて、今回のセンター通信では、各事業所の販売に関わる上で重要な「棚卸（たなおろし）」に

ついて取り上げてみました。原稿は、販路開拓・技術支援事業アドバイザーの新居敏春様にお願

いしました。 

 

 

・正確な利益の把握 

棚卸を行う目的のひとつに会社の業績をきちんと知るため、ということが挙げられます。 

損益計算書において最初に表示される利益に売上総利益があります。計算式は、 

売上総利益＝売上高－売上原価 

となります。売上総利益は棚卸を行い、その在庫金額を売上原価から控除する事により売上総利

益の金額に大きく影響します。さらに売上原価の中を細かく表示すると、上記の計算式は以下の

ようになります。 

売上総利益＝売上高－（期首棚卸高＋当期仕入れ高－期末棚卸高） 

となります。上記の計算式が意味することを単純な例で説明しますと、 

ペンを 100 本仕入れ（1 本 70 円）、その内 50 本を 1 本 100円で売り、残りの 50 本が在庫

となっているとします。 

この場合の売上総利益の金額は以下のようになります。 

売 上   5,000 円＝100 円×50 本 

仕 入   7,000 円＝70 円×100 本 

在 庫   3,500 円＝70 円×50 本 

売上総利益 1,500 円＝5,000 円－7,000 円＋3,500 円 

つまり、在庫の金額によって決算書の利益の額が増減するのです。 

利益がでていると思っていたけれど棚卸を行ってみたら予想以上に金額が少なかったので思った

ほど利益がでていなかった…なんてことになりかねません。下手をすると赤字だったなんてケー

スも珍しくありません。 
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・在庫管理をすることで経営判断に役立てる 

（在庫の数量を管理するこによる資金繰りやコストダウン） 

前述しました通り、在庫というものは仕入れるためにお金は出て行ってしまいますが、まだ売れ

ていない為にお金に替わっていないものです。つまり、運転資金が寝た状態となります。利益は

出ているのにお金が残っていない要因の一つでもあります。 

また、日々の在庫管理をする事により余分な仕入れを防ぎ、在庫があるのにまた仕入れてしま

った（余分なお金を寝かしてしまう結果）という事（ミス）を無くしましょう。 

決算期末のみの棚卸だと、日々の在庫管理が出来ていない場合には、期中の売上原価の浪費の把

握が難しくなり期末に慌てることにもなりかねません。 

適時に棚卸をすることで、陳腐化した商品や仕入れた時期より現状の売値相場が著しく下がって

いるもの、また壊れて商品価値がなくなっているもの等を期中は在庫処分セールで少しでも早く

現金化したり、評価損が計上できる割合を把握しておき決算期末までに棚卸の評価方法の届出を

しておく事で評価損等の節税対策にも繋がります。 

なお、棚卸を行う際に使用するロスとは、作業所での加工ミス・棚卸時のミス・伝票や仕分の

ミス・仕入時の検品や返品のミス等が考えられ、これらのミスを最小に抑えることも大切です。 

                                （文責；新居敏春） 

 

 

 

 9 月 14 日（金）、育成会総合福祉センターにおいて、第 7 期に向けた「千羽鶴ファクトリーチ

ームの報告会」を開催しました。来賓に、広島市平和推進課主幹 村上正修様、広島市障害自立

支援課主査 宮地 真理子様、本田春壮商店専務取締役 本田誠治様、広島市手をつなぐ育成会 

会長 山本一隆様をお迎えし、第 7期から新しく参加予定の 5 事業所を含め 16 事業所 25 名の

参加がありました。 

報告会では、はじめに、すまいるスタジオから「障害者優先調達推進法と千羽鶴ファクトリー

の取組」についての説明や「ファクトリー事業所の活動の広がり」についての報告があり、その

後、3 事業所から千羽鶴再生紙を使った具体的な活動の発表があり

ました。発表のテーマは次の通りでした。 

・RING  「とうろうの作成を通して ～利用者への効果～」 

・クロスロード「千羽鶴再生紙を使った自主製品の活動報告」 

 （自主製品に使用するオリジナルタグ・BOX の製作について） 

・きつつき第三作業所「きつつき第三作業所の活動報告」 

       （オリジナルリングノートの作成について） 

これらの発表の中で、それぞれの事業所の利用者が、千羽鶴解体

だけに留まらず、生まれ変わった再生紙を使って、自分たちの手で

「とうろう・リングノート・タグ」等に製品化し、それらが様々な

場面で実際に活用される様子を目の当たりにすることで、仕事に対

するやりがいを感じ、取組への意欲向上につなげることができてい

る様子が伝わってきました。 

活動報告の後は、吉清有三氏（千羽鶴未来プロジェクト）が、「障

がいのある人たちを職人に育てよう」という新しいミッションがどのように展開されてきたかを、

第 7期に向けた 

千羽鶴ファクトリーチームの報告会について 

灯ろう作成（上）と灯ろう流し（下） 
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次の三つの視点で検証されました。   

その①「もっともっといいものを」；ファクトリーチームの

手作りグッズはクレームがなく、クオリティが高いという評

価を得ている。その中、サンフレッチェのオリジナルポケッ

ト付箋、カープの平和の千羽鶴折紙、マグネット等、今期も

新しい製品が提供できている。 

その②「みんなができるグッズの開発を」；レターセットか

ら封筒付きの一筆箋へ、スタンプ帳から御朱印帳へ、昨年ま

で難しかった製品が製作できるようになってきた。そんな中、

蒔絵工房の親方との出会いから、伊勢神宮の御朱印帳の話にまで展開し、試行錯誤を重ねる中、

御朱印帳の型抜き・製本も可能になってきた。現在は職人を育てることが急務となっている（現

段階では工賃 200 ポイント）。 

その③「よりメジャーなブランド商品を作る」；カップホルダーからクッキー・ケーキの袋へ。

紙でできるもので工賃になるものを、クライアントの希望に沿いながら作成し、安くても大量の

納品で工賃アップにつなげることが大切。 

…等々この 6 年目の成果を整理していただきました。そして、

６年前千羽鶴解体から始まった千羽鶴再生プロジェクトが、機械 

を使う型抜き・製本・加工などでハンディを有する障害のある人 

たちが職人となって自立することが実現するプロジェクトとなる

ようファクトリーチームとして今後も共に努力することを確認し

合いました。 

10 月からスタートする第 7 期の千羽鶴解体作業には、新規参入 

の 5 事業所を含め 39事業所が参加予定となっています。第 6 期は、34 事業所が参加し、年間

で 835 袋解体という実績を残しました。御朱印帳作成という新しい取組にも挑戦しながら「障が

いのある人たちを職人に育てる」というミッションに向けて、ファクトリーチームの活動は着実

に広がりを見せつつあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋のイベント紹介 

第 24 回 広島市スポーツ・レクリエーション・フェスティバル 

ＨＰ（www.sports-or.city.hiroshima.jp/lesson/sporec） 

日時：平成 30 年 10 月 14（日） 10：00～16：00 

場所：広島広域公園多目的広場（広島市安佐南区大塚五丁目） 

主催：広島市スポーツ・レクリエーションフェスティバル実行委員会 

                 『ふれあい広場』において 4 事業所の出店販売 

神田山荘フェスタ 

ＨＰ（http://www.kandasansou.jp/） 

日時：平成 30 年 10 月 7 日（日） 販売時間 10：00～16：00 

場所：神田山荘（広島市東区牛田新町一丁目 16-1） 

主催：神田山荘   問合せ先：TEL 228-7313          ３事業所が出店販売 

http://www.sports-or.city.hiroshima.jp/lesson/sporec
http://www.kandasansou.jp/
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10 月、11 月の出店販売日は次のとおりです。パン、クッキー等の食品を中心に販売していま

す。販売時間は 12：00～13：00 です。 

 

 

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） 

10

月 

2 日 広島皆賀園 元気工房やる気まんまん みのり作業所 

  9日 広島どんぐり作業所 安芸の郷 サンライズ 

16 日 ＳＯＡＲきつつき スーリール アイラブ作業所 

23 日 広島どんぐり作業所 ― おりづる作業所 

30 日 WIND えのみや つくしんぼ作業所 元気工房やる気まんまん 

11

月 

6 日 SOAR きつつき みのり作業所 かざぐるま舎 

13 日 広島どんぐり作業所 なないろ作業所 安芸の郷 

20 日    もみじ作業所 スーリール すまいるスタジオ 

27 日 広島皆賀園 アイサンサン作業所 元気工房やる気まんまん 

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 

10

月 

 

2 日  お菓子工房エール ― 

  9日 つくし工房可部 亀崎夢ひろば 

16 日 可部つちくれの家 お菓子工房エール 

23 日 亀崎夢ひろば 可部つちくれの家 

30 日 ― ― 

11

月 

 

6 日  お菓子工房エール つくし工房可部 

13 日 つくし工房可部 亀崎夢ひろば 

20 日 ― お菓子工房エール 

27 日 亀崎夢ひろば 可部つちくれの家 

記事にする話題、情報がありましたらお知らせください。 

広島市役所 1 階ロビー、安佐北区(区役所、総合福祉センター) 出店販売 

第 34 回西区民まつり  ＨＰ（www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1409026971088/index.html） 

日時：平成 30 年 11 月 4 日（日） 9：20～16：00 

場所：広島サンプラザ及び西部埋立第 5公園 

主催：西区民まつり委員会 問合せ先：TEL 532-0927（事務局） ４事業所が出店販売 

秋のグリーンフェア 201８    ＨＰ(www.hiroshima-bot.jp/)  

日時：平成 30 年 10 月 20(土)～10月 28(日) 9：00～16：30 (入園は 16：00まで) 

場所：広島市植物公園（広島市佐伯区倉重三丁目 495） 

入園料：無料（駐車料金は有料）                  5 事業所が出店販売 

 花苗のプレゼントやコンサート・地元特産品販売など多数のイベントを開催します。 

イベントスケジュールは、広島市植物公園ＨＰでご覧いただけます。 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1409026971088/index.html
http://www.hiroshima-bot.jp/

