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埼玉県セルプセンター協議会 

平成２９年度事業報告 

（１）会議 

１）総会 平成２９年５月１９日（金） 会場 埼玉県障害者交流センター 

２）監査 平成２９年５月１２日（金） 会場 埼玉県障害者交流センター 

３）理事会 ６回開催 

   第１回 平成２９年 ６月１６日  営利法人の加入について 

   第２回 平成２９年 ８月 ３日  各部会より活動報告 

   第３回 平成２９年１０月３１日  埼玉県災害派遣福祉チームについて 

   第４回 平成３０年 １月２４日  埼玉県への要望書、定期総会について 

   第５回 平成３０年 ３月２８日  埼玉県への要望書、事業計画について 

   第６回 平成３０年 ５月 ８日  平成２９年度事業報告・決算報告について 

４）正副会長会議 ３回開催 

   第１回 平成２９年 ９月 ７日  来年度理事改選について 

   第２回 平成３０年 ４月２５日  埼玉県への要望書について 

   第３回 平成３０年 ５月 ８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 平成２９年 ４月２６日  情報交換及び次年度補助金事業について 

第２回 平成２９年 ７月 ６日  セルプまつり実績報告・収支報告監査 

   第３回 平成２９年 ２月１４日  コンコース販売実績報告・収支報告監査 

   第４回 平成３０年 ４月２５日  情報交換及び次年度補助金事業について 

 

（２）総務部会  

◇総務部会３回開催（平成 29 年 9 月 7 日、平成 30 年 4 月 25 日、5 月 8 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。 

  ・平成２９年度新規正会員２施設 

  ・平成２９年度退会会員６施設（うち閉所３施設） 

  ・賛助会員へ「賛助会員証」送付 

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 

・埼玉県予算に反映しやすくするため、提出は毎年 4 月に行う 
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  ５）「埼玉県災害派遣福祉チームの派遣に関する基本協定」の締結 

    ・埼玉県、埼玉県社協、協力団体( =ネットワーク構成 1 7 団体)が基本協定を締結 

６）情報提供および仲介 

  ・「埼玉県災害派遣福祉チームの派遣に関する基本協定」に基づきチーム員募集 

  ・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 

  ・クッキープロジェクト研修情報を提供 

・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 

  ・寄贈プルトップ、浴衣生地、缶詰を希望する事業所へ配布 

 

（３）政策・広報・研修部会 

◇研修委員会 ５回開催（6 月 5 日、7 月 10 日、9 月 29 日、12 月 21 日、5 月 1 日）  

◇広報委員会 ４回開催（5 月 20 日、10 月 21 日、1 月 27 日） 

 

１）研修会の実施 

◆平成２９年度第１回研修会「魅せる‼手描きＰＯＰ講習会」 

開催日：平成２９年８月３日     

会 場：埼玉聴覚障害者情報センター 

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 

    一般社団法人日本 POP サミット協会副会長 鐵倉れい子 氏 

参加者：３１名 

◆平成２９年度第２回研修会「利用者が主役の作業をすすめるために 

～課題分析を学ぼう～」 

開催日：平成２９年１１月２１日    

会 場：彩の国すこやかプラザ 

講 師：埼玉障害者職業センター 太田裕子 氏 

参加者：２３名 

◆平成２９年度第３回研修会「挑戦☆新しい仕事！屋外清掃業務の取り組みから」 

        【実践報告】リンガーハット店舗周辺除草作業 

              埼玉スタジアム 2002 公園除草作業 

開催日：平成３０年３月２日 

報告者：リンガーハット開発株式会社 桑原敏則 氏 

川口市心身障害福祉センター わかゆり学園 関佳朗 氏 

        社会福祉法人皆成会 はあもにい 高橋清子 氏 

       社会福祉法人ななくさ 大谷事業所 村松秀樹 氏 

       社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会 春里どんぐりの家 大野はるみ 氏 

参加者：１２名  
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２）広報誌「さいたま SELP」の発行 

第６１号 平成２９年７月発行 

第６２号 平成２９年１１月発行 

第６３号 平成３０年３月発行 
   

 ３）ホームページ掲載情報の更新 

  ・会員へホームページ掲載情報内容の確認を行い、希望があった会員の掲載情報の 

修正および更新を行う 

  ・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 

 

（４）販売促進部会 

◇販売促進部会 ５回開催 

（平成 29年 5月 23日、9月 8日、10月 30日、11月 28日、平成 30年 2月 20日）  

１）平成２９年度販売促進事業（埼玉県補助金事業）の企画・運営 

・第１９回彩の国セルプまつり（平成 29年 6月 3日（土）） 

・セルプバザール in浦和駅コンコース（2日間：平成 29年 7月 5日（木）～6日（金）） 

・セルプバザール in 大宮駅コンコース（3 日間：平成 29 年 12 月 13 日（水）～15 日（金）） 

売上実績 ４,７６１,７３０円  手数料額 ５２０,４７８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。 

  ・昨年度に引き続き埼玉縣信用金庫での販売会も実施された。 

売上実績 ７３５,８１０円  手数料額 １１０,３５０円 

※詳細はＰ７ 平成２９年度販売会実績 参照 

 

（５） 共同受注部会  

◇共同受注部会 ４回開催（平成 29年 7月 13 日、10 月 11 日、12月 19日、平成 30年 2 月 23 日） 
 

１）共同受注グループの構築 

◆地域別共同受注グループ 

 四市（新座市、志木市、和光市、朝霞市）にある、セルプセンター協議会加盟施設が集まり、

市域を超えた共同受注の可能性を検討するために、数か月に 1 回加盟施設を回る形で会議を開

催した。各事業所の見学と工賃向上への取り組みの報告の後、意見交換などを実施した。 
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◆業種別共同受注グループ 

  ●弁当販売及び農産物生産に関する第 1次アンケートの実施 

    ・全会員事業所へ往復葉書にて送付。８９事業所より回答あり。 

【アンケート集計結果】 

●　回答数 89/129

●　弁当・農産物生産の取り組み状況

弁当 7 内共同受注への興味 あり　５ なし　２

農作物 35 内共同受注への興味 あり　１７ なし　１８

弁当及び農作物 1 内共同受注への興味 あり　１ なし　０

計画中 0 内共同受注への興味 あり　０ なし　０

興味あり 8 内共同受注への興味 あり　８ なし　０

今後も予定なし 37 内共同受注への興味 あり　１１ なし　３６
 

 

３）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。 

・官公庁からの郵便切手類の発注が大幅に増えた。 

・店の外にパレットの旗を立て、営業していることをわかりやすくした。 

・直接販売を行う場合の規則を整え、販売事業所に提示する。 

・事務の効率化を図る。 

・委託販売に関する契約書案を作成する。 

・埼玉セルプホームページ内パレットブログの更新を行う。 
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商品取扱施設数 ５２施設 

年間売上 ８,９５９,８８３円  手数料額：１,６４９,７１２円 

（※Ｐ８ 福祉の店パレット年間売上額、Ｐ９ 特別注文一覧参照） 

  

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 ６８７,５２２円  手数料額 ３２,３０２円 

食品の販売２施設、雑貨の販売７施設（※Ｐ１０ ドラッグエース販売売上一覧 参照） 

 

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。 

総会や研修会開催時に販売した。 

    売上実績 １７,５００円 （３５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

と比較すると企業や官公庁からの問い合わせ件数は減少した。しかし、毎月継続して受注でき

る作業が増え、受注額総額は増額した。 

・共同受注で行う作業が増えた。 

・会員事業所から、許容量超過分の作業斡旋があったが、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：１９件 

・施設受注額： 作業受注 ６,２９１,３２２円  手数料額 ４４６,１６０円 

（※Ｐ１１ 作業斡旋実績一覧 参照） 

 

 

（６） 埼玉県障害者就労施設支援事業 

１）第１９回彩の国セルプまつり 

開催日：平成２９年６月３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。 

参加施設数：模擬店、授産製品の販売（３０施設） 

             ステージ発表（障害者施設５施設／その他団体２団体） 

 売上総額：７２４，３９０円 
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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：平成２９年７月６日（木）～７月７日（金） 

参加施設：１７施設     

売上総額：１，０９５,７８０円 

◆セルプバザール in 大宮駅コンコース 

開催日：平成２９年１２月１３日（水）～１２月１４日（金） 

参加施設：３１施設     

売上総額：２,９４１,５６０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    平成２９年５月１６日 

２）全国社会就労センター協議会総合研究大会        平成２９年７月２７日～２８日 

３）全国社会就労センター協議会第２回協議員総会     平成３０年２月２３日 

４）第３３回全国社会就労センター長研修会        平成３０年２月２２日～２３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 神奈川    平成２９年６月２９日～３０日 

３）関東社会就労センター研修会第 1回「工賃向上について」平成２９年９月２１日 

第 2回「人材育成について」平成３０年２月６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）食事提供体制加算についての署名依頼（提供された署名を日本障害者協議会へ提出） 


