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● 授産製品製造・販売技術向上研修
障がいのある人に製造や販売の技術を身につけて頂くことで、工

賃の向上と一般就労促進を目的に実施しました。

【製造技術向上研修】

　食品・木製品・縫製品の３部門それぞれ東中西各地区で専門

　講師を招いての集団研修および福祉事業所での個別研修

【販売技術向上研修】

　接客マナー等の集団研修および各地区での販売実習

以上の研修の実践として、また企業や地域との繋がりを作ること

を目的として、各地区において販売会を行いました。2月には生活

雑貨の国際見本市「東京ギフトショー 2016」に「静岡県福祉手づ

くり逸品」ブースで参加し、製品の PRを行いました。

その他、様々な研修を開催しました。

● 事業所運営力向上のための研修

福祉事業所の運営力の向上をめざした研修。「加算」「助成金」を

テーマに、オールしずおかの研修情報部会が企画運営しました

（3/7 には「個別支援計画」研修を予定しています）。

● 事業所経営入門セミナー

原料の仕入れから販売までの考え方を少人数で学び、その後専

門家による福祉事業所の個別指導を各地で開催しました。

● 高齢化介護研修

障がいのある人の高齢化の現状や課題の理解と介護技術等の

向上のための研修を開催しました。

● 福祉の仕事出張講座

高校・大学・特別支援学校高等部の学生の方に介護・福祉の

仕事の理解を深めていただく講座を行いました。

● 福祉・企業・学校の連携による一般就労支援・活用事業

障がいのある人の一般

就労を促進するため

に、企業アンケートと学

生からの意見を基に、

課題解消のための提

言を福祉事業所に行

いました。

障がいのある人や職員の方への研修を開催しました

1
「助成金」研修
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ふじっぴーを手にするメダリストの選手

　平成28年1月28日（木）グランシップ
の交流ホールで平成27年度新春講
演会を開催しました。
　講師は岐阜県にある日本ウエス
トン株式会社の代表取締役・臼井
麻紗杜氏。「人を活かし、喜びを共
創できる職場のつくり方」をテーマに

講演いただきました。日本ウエストン株
式会社は、企業が生産工場で使用するウエスの製造・クリ
ーニング・レンタルを行っている会社です。また「第二回日
本でいちばん大切にしたい会社大賞」中小企業庁長官賞
や第12回企業フィランソロピー大賞などを受賞しているほ
か、公益社団法人全国重度障害者雇用事業所協会から障
害者雇用優良企業に認定されています。
　約1時間半の講演の中で具体的なコミュニケーションを
深めるための様々なツールの紹介がありました。10数項目
のツールのうち「笑顔・笑声の習慣化」「ありがとうカード」
「グッドジョブカード」などは社員と社長の距離感が近いと
いう印象が感じられました。

　平成27年12月30日「富士山女子駅
伝」の上位のアスリートにふじっぴーの
ぬいぐるみがプレゼントされました。
　また平成28年1月26日から5日間開催
されたアジア最高峰の自転車レース「ア
ジア自転車競技選手権大会」のトラック
レースが、静岡県伊豆市の伊豆ベロド
ロームで開催され、ふじっぴーのぬいぐ
るみがここでも優勝者にプレゼントされ
ました。

　平成27年11月28日、静岡駅北口地下広場において開催された「静岡
県障害者芸術祭」の中で、静岡県授産製品コンクールの表彰式が行わ
れました。会場の一角では、受賞製品の展示も行われ、静岡駅を利用す
る人たちも足を止めて障がいのある人による手づくり品を鑑賞してい
きました。

新春講演会を開催しました

ふじっぴーが競技会の景品に

障害者芸術祭で表彰式

130名もの方に
ご来場頂きました

ロビーでは授産品
の販売も

ふじっぴーグッズの

製作には福祉事業所

が関わっているよ

ウェブショップ

ココのみで検索♪
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株式会社げんきだま
就労継続支援B型事業所 げんきだま

管理者　西 由美 氏
静岡市清水区木の下町96-1 (054-368-7539)

あなたのいる場所はここにあります。

　「げんきだま」は、
出来て間もない就労
継続支援 B 型事業
所です。利用者さん
と共に試行錯誤しな
がら 1 年が過ぎま
した。熟成フルーツ
黒にんにくの製造販

売をメインに、また応援して下さる企業様からシール張り・
差し込み・封入･封かん等のお仕事をいただき活動しています。
それぞれ利用者さんの出来ることからチャレンジして自分達
で考え自分に合った作業をしていただいています。企業様か
らのお仕事をするときなどは納品の期日を考えながら自分で
ペースを決め作業をこなしています。
　自慢の熟成フルーツ黒にんにくも製造から商品になるまで、
熟成させ寝かせて甘みを出すのに 60 日ほどかかります。手は
かかりますが、皆様にどこの黒にんにくより美味しいねと御
好評をいただき、自信をもって販売できるようになりました。

今後はにんにくに関連した商品、しょうがを使った商品等健
康を考えながら地産地消を目標に、協力して下さる農家さん
に助けていただきながら、自分達でもにんにく・しょうがを
作っていきたいと思っています。
　私をはじめ指導員、そして利用者さん、みんなおしゃべり
が大好きです。作業をしながら話に花が咲きます。そんな時
に新しいアイデアが出てきます。出来上がった試作品の試食
は楽しいひと時です。【あなたのいる場所はここにあります。】
どんなアイデアでも意見でもばかにする人はいません。試し
てみよう・考えてみよう・自分で行動してみようをモットーに、
自立を目指し、チャレンジする利用者さんと共に歩んでいき
たいと思います。
　出来て間もない「げんきだま」
ですが、利用者も随時募集してい
ますし、興味があればどなたでも
見学に来て下されば幸いです。

　

　2011 年 4 月に浜北で設立した障害者就労継続支援Ａ型事業
所は昨年 4 月に新たにＢ型事業所も立ち上げ、多機能型施設
として現在 40 名ほどの利用者が通っています。
　私自身が福祉の世界が初めてだったため、利用者一人一人
の本当の自立とは何なのか？ということを常に考え、工業ば
かりではなく農業にもチャレンジし、施設内にはブルーベリ
ー狩りなどが楽しめる農園やカフェも併設しております。ま
た市の委託を受け、みなさんが使う公園や道路の草取り・草
刈事業にも積極的に関わり草刈り事業を拡大しております。
　昨年 11 月には農業を専門としたＢ型事業所「スマイルベリ
ーファーム」（富士市大渕 11253 TEL:0545-32-8266) を立

ち上げました。こちらは自然あふれる広大な農地の管理を地
元農家さんのお手伝いをする形で運営しています。
　私たちが目指す障害者支援は利用者さんの笑顔をたくさん
引き出し、それぞれの自立を支えていくことです。そのため
に今年度より一般就労を目指す方を対象に社内で就職活動の
バックアップを行うことで更なる自立支援につながる活動を
開始しました。
　毎年夏にはブルーベリー狩りに多くのお客様がお見えにな
ります。また地元のケーキ屋さんなどでも農園で育てたブル
ーベリーが使われています。
　今後も社会貢献
しながら利用者さ
んのたくさんの笑
顔を引き出したい
と思います。

NPO法人スマイルベリー
理事長　豊田 郁也 氏

浜松市浜北区寺島2401-1（053-586-3327）
就労活動のバックアップも開始

　

このコーナーでは障がいのある人の働く笑顔を応援している当法人の会員
様をご紹介しています。掲載のご希望は自薦他薦問わずご一報ください。

～障がいのある人の働く笑顔を応援しています～
紹員会 介

上：熟成フルーツ黒にんにく
下：熟成くりくり黒にんにく

スマイルベリー
ファーム

スマイルベリー



会員募
集中！

障害者働く幸せ創出センター

雇用推進コーディネーターが、福祉と企業をつなぎます！

新規加入会員のご紹介
11/1～1月末受付分（入会順・敬称略・団体のみ）

特定非営利活動法人
オールしずおかベストコミュニティ
〒420-0031
静岡県静岡市葵区呉服町2-1-5
「５風来館」4階
TEL 054-251-3515
FAX 054-251-3516
mail:  info@all-shizuoka.or.jp

◆編集後記◆
障がいのある人と一緒に、東京ビッ
グサイトで静岡の授産品をPRしてき
ました！いくつかの企業の方ともご
縁ができ、これからの展開に期待し
たいです。（n）

イベント 事業所製品の販売会の予定です
ぜひおでかけください

センターでは専門員による就労
相談・雇用相談が可能です。
（9:30 ～ 17:30）　

また下記専門機関による出張相談も行っております。
　（14:00と15:00、要予約）
■ハローワーク出張相談　3/3（木） 
■障害者就業･生活支援センターさつき出張相談　3/18（金）
　

「障害者働く幸せ創出センター」は図書コーナー・授産品展示・
会議室などを設けています。交流スペースは、絵画展などに
ご利用頂けます。どなた様もお気軽にお越しください。

相談窓口

発行

障がいのある人の就労相談
企業の障がい者雇用相談

開館時間　平日9:00 ～ 18:00（第 4日曜日は開館）
静岡市葵区呉服町 2-1-5「５風来館」4階
TEL 054-251-3515

福祉と企業・地域を《つなぐ》情報が満載！

http://www.all-shizuoka.or.jp  オールしずおか     検索

～ 6（日）

2（水）3（木）

12（土）

12（土）

12（火）～ 14（木）

下旬

下旬
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公式 Facebook ページ
https://www.facebook.com/allshizuoka

高松宮妃のおひなさま展（グランシップ）

とも沼津店 感謝フェア

サントムーン柿田川 販売イベント

ボランティアつどいの会

　（韮山福祉・保健センター）

スプリングフェア（パルシェ食彩館）

連合湖西メーデー

　（浜名湖競艇場ボートピア）

磐田学園創立記念祭「わかばまつり」

3月

4月

5月

山本悦央　      大茂正夫 落合加津美　    吉村史朗

ご協力誠にありがとうございます

福祉事業所製品専門ウェブショップ

富士信用金庫
株式会社げんきだま 就労継続支援B型事業所げんきだま
掛川信用金庫
松本印刷株式会社
林・坂巻法律事務所
株式会社故紙センタートヨタ
スマイルベリーファーム
エイシンフォニー
沼津信用金庫
株式会社ライフプラス 就労継続支援A型事業所アウル

　当法人では県からの委託を受け、
障がいのある方の「雇用創出強化事
業」に取り組んでいます。「雇用創出
強化事業」は、地域の障がいのある
方の求職ニーズに基づき企業様に
対して雇用のお願いとともに取組の
支援をさせていただくものです。そ

の情報を関係機関様につなぎ、企業様と支援機関様、また支援
機関様同士の結びつきを強化していただくことで、さらに多くの
障がいのある方がご希望の業務に就職され、また継続的に就業
できるよう活動を展開中です。

　県下に雇用推進コーディネーターを 17 名配置いたしておりま
す。各地区の雇用推進コーディネーターが皆様のところへ訪問さ
せていただきまし
た際はよろしくお願
い申し上げます。

　　障がい者雇用の取
組みについて、月 1 回
コーディネーター連絡
会議を開催

福 祉 の お 店

イトーヨーカドー 
静岡店 1F
10:00 ～ 20:00
年中無休
050-1224-7044

静岡市葵区駿府町
1-70 シズウエル 1F
9:30 ～ 16:00
日祝他休
054-251-8123

静岡店 沼津店

沼 津 市 大 手 町 1-1-3   
沼津商連会館 1F
10:00 ～ 17:00
土日祝他休
055-963-9100


