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埼玉県セルプセンター協議会 

２０１９年度事業報告 

（１）会議 

１）総会 ２０１９年５月１６日（木） 会場 埼玉県障害者交流センター 

２）監査 ２０１９年５月 ９日（木） 会場 埼玉県障害者交流センター 

３）理事会 ４回開催 

   第１回 ２０１９年 ９月 ４日  各部会より活動報告 

   第２回 ２０１９年１２月２３日  来年度役員改選について 

   第３回 ２０２０年 ２月１７日  定期総会及び総会後研修会について 

   第４回 ２０２０年 ４月２８日  監事監査報告、定期総会について 

４）正副部会長会議 ３回開催 

   第１回 ２０２０年 １月２２日  来年度役員体制について 

   第２回 ２０２０年 ４月 ２日  新型コロナウイルス対応状況調査結果 

   第３回 ２０２０年 ４月２８日  監事監査、定期総会について 

５）埼玉県と実施する調整会議 

   第１回 ２０１９年 ７月 ５日  セルプまつり実績報告・収支報告監査 

第２回 ２０１９年１０月１６日  情報交換及び次年度補助金事業について 

   第３回 ２０２０年 ２月 ７日  コンコース販売実績報告・収支報告監査 

   第４回 ２０２０年 ４月 ２日  新型コロナウイルス対応状況報告・要望 

 

（２）総務・財務部会  

◇総務部会３回開催（1 月 22 日、4 月 2 日、4 月 29 日） 

１）法人会員、賛助会員増に向けた取り組み 

  ・正会員・賛助会員募集案内を作成し広報誌送付時に同封。会員拡大を図る。 

  ・２０１９年度新規正会員６施設 

  ・２０１９年度退会会員３施設 

２）法人が雇用する職員の労務管理 

  ・事務局職員、福祉の店「パレット」販売員の雇用に関すること、労務管理 

３）法人会計管理 

     ・日常の会計処理、財務処理の管理 

４）埼玉県への要望書の作成  

・埼玉県福祉部障害者支援課へ提出する要望書の作成を行う 

  ５）情報提供および仲介 

  ・埼玉県社会福祉協議会助成金情報を提供 

  ・パレスホテル大宮菓子販売募集案内、研修情報を提供 
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・障害者交流センター開催のイベント出店募集情報を会員事業所へ提供 

・ホームページやお電話にて注文いただいた商品を該当事業所へ連絡 

  ・ＳＥＬＰ自販機パンフレットを希望事業所へ送付 

  ・ウエルカフェ販売会出店募集情報を会員事業所へ提供 

  ・厚生労働省「こども霞が関見学デー」出店事業所紹介、連絡仲介 

  ・埼玉県障害者福祉推進課へカード型障害者手帳に関するアンケート調査実施 

可能事業所を紹介 

  ・台風１９号被害状況調査、調査結果を関東社会就労センター協議会へ報告 

  ・新型コロナウイルス対応状況調査、調査結果を障害者支援課へ報告 

 

（３）政策・広報・研修部会 

◇研修委員会 ３回開催（6 月 19 日、11 月 28 日、2 月 12 日）  

◇広報委員会 ３回開催（6 月 11 日、9 月 24 日、1 月 28 日） 

 

１）研修会の実施 

◆２０１９年度第１回研修会「食品表示法に基づく表示作成セミナー」 

開催日：２０１９年６月１９日     

会 場：埼玉県障害者交流センター 

講 師：株式会社生活品質科学研究所 商品開発サポート本部 

 チーフコンサルタント  髙田かおり 氏 

参加者：６４名 

◆２０１９年度第２回研修会「障害のある人を取り巻く状況と私たちの実践」 

開催日：２０１９年１１月２８日    

会 場：埼玉県障害者交流センター 

講 師：一般社団法人埼玉県セルプセンター協議会 会長 増田一世 

実践報告：就労移行支援事業 プラスハート（上尾市） 

     就労継続支援 B 型事業 雑草授産センター （東松山市） 

     生活介護事業 川越いもの子作業所（川越市） 

参加者：１２名 
   

２）広報誌「さいたま SELP」の発行 

第６７号 ２０１９年７月発行 

第６８号 ２０１９年１１月発行 

第６９号 ２０２０年３月発行 
   

 ３）ホームページ掲載情報の更新 

    ・希望があった会員の掲載情報の修正および更新を行う 

    ・新規会員の事業所情報を掲載する 
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    ・埼玉セルプ活動内容の情報更新を行う 

    ・販売会の募集案内および必要資料の掲載を行う 

    ・作業斡旋の募集案内の掲載を行う 

    ・パレットのブログ更新、Facebook による販売会情報提供 

（４）販売促進部会 

◇販売促進部会 ５回開催 

（5月 10日、9月 6日、10月 25日、11月 18日、2月 13日）  

１）２０１９年度販売促進事業（埼玉県補助金事業）の企画・運営 

・第２１回彩の国セルプまつり（６月１日（土）） 

・セルプバザール in浦和駅コンコース（２日間：7月 5日（金）～6日（土）） 

・セルプバザール in大宮駅コンコース（３日間：12月 3日（火）～5日（木）） 

売上実績 ５,６９０,４０２円  手数料額 ６１０，６８２円 

２）その他販売会の企画・運営 

  ・埼玉りそな銀行販売会は昨年度に引き続きより年２回開催された。人員不足等の理由で 

コンコース販売に参加できない事業所を中心に販売を行った。 

売上実績 ６３３,２５０円  手数料額 １０２，８６０円 

 

（５） 共同受注部会  

◇共同受注部会 ３回開催（7月 17日、11月 21日、2月 14日） 
 

１）共同受注の普及啓発および促進に関する活動 

・各地での実践などを中心に先進的な取り組みの情報収集を行う。 

・駐車場清掃作業について、実施事業所に作業に関するアンケート調査を行う。 

企業担当者と話し合いの場を設け、アンケート調査結果報告と要望をお伝えし 

企業側からの提案事項について伺う。 

  ・「駐車場清掃作業に関する意見交換会」開催 

開催日：２０２０年２月１４日     

会 場：障害者交流センター 

内 容：駐車場清掃作業に取り組んでいる、またはこれから取り組む予定である 

２０事業所の担当者に集まってもらう。アンケート調査結果報告、企業との

話し合いの報告を行い、作業状況について話し合い、より効率的な作業にむ

けた意見交換を行う。 

２）福祉の店パレットの運営 

・お客様の要望に応えるため、新商品を積極的に取り入れた。 

・お弁当販売事業所閉鎖に伴い、新たな販売事業所を募集した。 

・事務の効率化を図るためＰＯＳレジを導入し、ほぼ全ての商品にＪＡＮコードシールを 

添付し、商品ごとの売上数を正確に短時間で集計することが出来るようになった。 
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   ・ＪＡＮコード一覧表を作成した。 

   ・消費税増税に伴うレジ税率変更手続きを行った。 

・店舗内のレイアウト変更を行い、お客様に商品がよく見えるような配置を工夫した。 

・埼玉セルプホームページ内パレットブログの更新を毎月行った。 

パレットでの商品取扱施設数 ４６施設 

年間売上 １０,８１６,０６９円  手数料額：１，７２４，１７３円 

  

３）ドラッグエースにおける会員施設商品の販売 

・埼玉県内ドラッグエース１９店舗における販売 

売上実績 ８５８，４３０円  手数料額 ４５,０６７円 

食品の販売２施設、雑貨の販売６施設 

※売上のほとんどが１事業所に偏ってきたため、2019年度で共同販売を中止とする 

 

４）埼玉セルプオリジナルグッズの作成 

  ・協議会の運営資金確保のため平成 28年度に作成したオリジナルグッズ（クリアファイルと 

事務用付箋）を総会や研修会開催時に販売した。 

    売上実績 ３１，７５０円 （１２７個） 

 

５）企業等からの作業斡旋 

  ・企業や官公庁その他団体より希望のあった商品や作業受注施設の紹介、斡旋を行った。昨年度

と比較すると官公庁からの問い合わせ件数は減少した。 

・前年度から毎月継続して受注できる作業が堅調で、受注額総額は増額した。 

・企業からの問い合わせは増えたが、仕事内容や条件、代金等で折り合わず、受注希望が出ない

こともあった。 

・会員事業所から許容量超過分の作業斡旋があり見学会も開催したが、残念ながら受注希望事

業所が出なかった。このような情報を積極的に提供していただき、共同受注を増やしていきた

い。 

・斡旋件数：２０件 

・施設受注額： 作業受注 １５,８６０,５６２円  手数料額 ９９６,６２３円 

 

 

（６） 埼玉県障害者就労施設支援事業 

１）第２１回彩の国セルプまつり 

開催日：２０１９年６月１日（土）    

会 場：さいたま市鐘塚公園 

内 容：授産製品の販売、模擬店出店、ステージアトラクション、 

パレスホテル大宮主催「焼き菓子コンテスト」を実施。 
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参加施設数：模擬店、授産製品の販売（２６施設） 

             ステージ発表（障害者施設３施設／その他団体４団体） 

 売上総額：６４３,８９２円 

２）商品展示・販売会 

◆セルプバザール in 浦和駅コンコース 

開催日：２０１９年７月５日（金）～７月６日（土） 

参加施設：１８施設     

売上総額：１,５７４,６３０円 

◆セルプバザール in 大宮駅コンコース 

開催日：２０１９年１２月３日（火）～１２月５日（木） 

参加施設：３０施設     

売上総額：３,４７１,８８０円 

 

 

（７）全国社会就労センター協議会・日本セルプセンターとの連携 

１）全国社会就労センター協議会第１回協議員総会 ２０１９年５月１４日 

２）全国社会就労センター協議会総合研究大会   ２０１９年７月４日～５日 

３）全国社会就労センター協議会第２回協議員総会 ２０２０年２月２８日 

４）第３４回全国社会就労センター長研修会    ２０２０年２月２７日～２８日 

 

 

（８）関東社会就労センター協議会との連携 

１）関東社会就労センター協議会協議員会 

２）関東社会就労センター協議会研究大会 in 群馬  ２０１９年６月２７日～２８日 

３）関東社会就労センター第 1回研修会      ２０１９年８月６日 

第 2回研修会      ２０１９年１２月４日    
 

（９）障害者他団体との連携 

１） 社会福祉施設連絡会への参加 

２） 埼玉県社会福祉協議会評議員会への参加 

３） 埼玉県社会福祉法人社会貢献活動推進協議会運営委員会への参加 

４） 埼玉障害フォーラムとの連携（各種企画、会議への参加等） 

５） 埼玉県の精神保健福祉を考える会への参加  

６） 埼玉の障害者雇用を考える連絡協議会（会議への参加等） 

７） 埼玉県災害福祉支援ネットワーク会議への参加     

 


