
第８回 日本セルプセンター研究大会 

 障害者・福祉事業所等の生成発展のために  
  認定ＮＰＯ法人としての新たな事業の創造を!! 

 

趣旨： 

 日本セルプセンターは、平成 29年 3月、所轄庁である東京都から認定特定非営利活動法人制度(認

定ＮＰＯ法人制度)に基づく、認定ＮＰＯ法人としての認定を受けました。 

 従来から、会員事業所の事業振興、またそれを通じて障害のある方々の生活保障につながる役割

を日本セルプセンターは担って参りましたが、認定ＮＰＯ法人の取得により、会員の皆様はもとよ

り広く公益性をもった活動が求められることとなりました。このことは、従来の会員向けサービス

の比重低下を意味するものではなく、今まで以上に高い視点、広い視野で法人事業を展開すること

への期待に応えることとなるのです。 

 日本セルプセンターは、商品開発・新規販路開拓のために様々な補助金や外部コンサルティング

の活用を通じて事業所の工賃支払い能力を確実に高めていく支援、作業種別部会の活性化支援、そ

して共同販売・共同購入支援等を日々充実させています。そこでより求められるのが「事業所間で

の協力」にあります。本大会は事業所間の取引を充実させていく姿勢を基本に、補助金活用の意義

を追求する学びを目的として開催します。 

 

日 程 ： 平成 29 年６月８日（木）～９日（金） 

会 場 ： 中野サンプラザ 

〒164-8512 東京都中野区中野 4-1-1 TEL：03-3388-1151（代表） 

主 催 ： 認定特定非営利活動法人日本セルプセンター 

社会福祉法人全国社会福祉協議会・全国社会就労センター協議会 

後 援 ： 

（予定） 

厚生労働省、東京都、社会福祉法人東京都社会福祉協議会、 

東京都セルプセンター 

定 員 ： 200名（申込書先着順、定員になり次第締め切りとさせていただきます） 

参 加 費 ： (1)主催団体会員施設・事業所   

都道府県セルプセンター、社会就労センター協議会、共同受注窓口役職員 

都道府県・指定都市、市区町村の行政職員および社会福祉協議会役職員 

１名につき 16,000円 

(2)未加入施設・事業所        １名につき 32,000円 

※ 参加申し込みと同時に加入申し込みをされた場合、会員扱いとします。 

参加対象： 社会就労センター（就労支援施設・事業所）の役職員 

都道府県セルプセンター、社会就労センター協議会、共同受注窓口役職員 

都道府県・指定都市、市町村の行政職員および社会福祉協議会の役職員 

 

参加申込締切   平成 29 年５月 17 日（水）必着 

※締切日前でも募集人数に達した場合はお断りすることがありますので、ご了承ください。 

 

  



プログラム（予定のため、変更の可能性があります） 

＜第１日目：６月８日（木）＞ 

時 間 内 容 

09：00 受付開始 

09：30 

～ 

09：55 

開会式 

主催者挨拶 

・認定特定非営利活動法人日本セルプセンター 会長 川俣 宗則 

・社会福祉法人全国社会福祉協議会・全国社会就労センター 会長 阿由葉 寛 

09：55 

～ 

10：15 

セルプ自販機販売促進キャンペーン表彰式 

平成 28年４月１日～平成 29 年３月 31 日の一年間で売り上げの多かったセルプ自動販売

機を表彰します。 

10：15 

～ 

11：00 

行政説明「障害者就労支援施策の動向について」 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 

11：00 

11：15 
休憩 

11：15 

～ 

11：45 

講演「日本セルプセンターの事業方針」 

認定ＮＰＯ法人として新たな段階に踏み出す平成 29年度からの日本セルプセンター事業

の方向性や可能性についてお伝えします。 

          認定特定非営利活動法人日本セルプセンター 会長 川俣 宗則 

11：45 

12：45 
休憩 

12：45 

～ 

14：00 

リレーレポート「平成 28 年度作業種別部会研修報告」 

コーディネーター  日本セルプセンター 部会推進委員会 委員長 益原 忠郁 

   報告者 作業種別部会（木工､ｳｴｽ､製ﾊﾟﾝ､製菓､ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ･清掃、ﾘｻｲｸﾙ） 

14：00 

14：15 
移動・休憩 

14：15 

～ 

15：45 

分科会（作業種別部会＋共同受注窓口） 

①木工   ②ウエス  ③クリーニング  ④縫製  ⑤印刷  ⑥情報処理  ⑦農産   

⑧食品加工  ⑨製パン  ⑩製菓  ⑪レストラン・総菜・弁当  ⑫軽作業  

⑬ビルメンテナンス・清掃  ⑭リサイクル  ⑮陶・工芸  ⑯共同受注窓口 

15：45 

16：00 
移動・休憩 

16：00 

～ 

17：45 

講義「ユニバーサルデザインとして自閉症支援を理解する」 

（誰もが働くよろこびを実感できる支援実践の先に工賃向上が待っている） 

                  株式会社アスム療育・研修センター 

                           総合療育コンサルタント・代表取締役 大宮 弘人 氏 

18：00 

～ 

19：30 

情報交換会 ※希望者のみ 

全国から集まる関係者との名刺・情報交換にぜひご参加ください。 

 

  



＜第２日目：６月９日（金）＞ 

時 間 内 容 

09：30 

～ 

10：00 

説明「認定特定非営利活動法人制度と日本セルプセンターの新たな事業の創造」 

        認定特定非営利活動法人日本セルプセンター 副会長 寺口 能弘 

10：00 

10：15 
休憩 

10：15 

～ 

12：00 

講演「補助金活用が事業振興に結びつくためにほんとうに必要なこと」 

補助金を活用して新規機器を導入すれば自動的に売上が上がるわけではない。補助金を活

用する理由はどこにあるかを皆様とともに考えます。 

              日本財団ソーシャルイノベーション本部  

              国内事業開発チーム チームリーダー 竹村 利道 氏    

              （聞き手）  日本セルプセンター理事 内藤 晃 

12：00 

13：00 
休憩 

13：00 

～ 

13：45 

報告「助成金を活用した事例報告」 

13：45 

～ 

14：45 

提案「新しい事業所間取引について」 

東京オリンピック／パラリンピックをきっかけとして、日本セルプセンターが新たに取り

組む「事業所間取引」について、皆さまにご提案します。 

        認定特定非営利活動法人日本セルプセンター 副会長 髙江 智和理 

14：45 

14：50 
閉会式 

※２日目終了後、15：15～16：30 に「日本セルプセンター 第 36 回総会」を予定しております。

日本セルプセンター会員の皆さまはご出席ください。 

 

申込方法 

※参加・宿泊のお申し込み受け付けは「東武トップツアーズ㈱」が行います。別添「申込書」に必

要事項をご記入の上、お申し込みください。 

※分科会では、15の作業種別部会と共同受注窓口に分かれて討議を行います。お申し込み状況によ

っては、複数の部会を合同で行う場合もございますので、ご了承ください。日本セルプセンター会

員の方は、原則として登録された部会へのお申し込みをお願いいたします。共同受注窓口担当者は

「⑯共同受注窓口」をお申し込みください。 

※車いす利用や、手話通訳等のご希望がありましたら、申込書の通信欄にてできるだけお早目にお

知らせください。 

東武トップツアーズ㈱ 東京国際事業部（担当：内田・川見） 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿木村屋ビルディング 16F 

TEL：03-5348-3897 FAX：03-5348-3799 営業時間：平日 9：30～18：30 土日・祝日休業 

 

参加費の支払い・訂正・取消 

（１）参加のお申し込みをされた方には、東武トップツアーズ㈱より確認書（請求書）等を５月末

までに送付しますので、請求書によってお支払いください。なお、参加券は、当日必ず会場

受付にお持ちください。 



（２）参加の変更や取り消しの場合は、お送りいただいた「申込書」に訂正箇所がわかるようにし

て、ＦＡＸで東武トップツアーズ㈱へご連絡ください。 

（３）申込締切日以降の参加の取り消しについては、大会後に資料一式をお送りし、参加費のご返

金はいたしませんので、予めご了承ください。宿泊・昼食・情報交換会につきましては、参

加費と別途取消料がかかりますので、別紙［参加・宿泊・情報交換会等のご案内］をご確認

ください。 

（４）参加費の領収証が必要な方につきましては、申込書の通信欄に希望する旨の記載をお願いい

たします） 

 

個人情報の取り扱い 

（１）「申込書」にご記入いただいた個人情報につきましては、申込受付等委託業者（東武トップ

ツアーズ㈱）と日本セルプセンター事務局で共同利用させていただきます。 

（２）個人情報は、参加申込受付、参加にあたり希望される宿泊等のサービス提供など、大会運営

に必要な範囲内で使用いたします。 

（３）参加者の把握、交流に資するため、「申込書」をもとに参加者名簿（都道府県名、参加者氏

名、施設・事業所名、施設・事業種別、役職名、参加分科会等）を作成し、当日参加者に配

布いたしますので、ご了承ください。 

会場案内 

 

ＪＲご利用の場合 

・「東京駅」から中央線で 19分 

・「新宿駅」から中央線で 5分 

・「立川駅」から中央線で 35分（特別快速 26分） 

・「池袋駅」から山手線→「新宿駅」乗り換え中央線で 18分 

東京メトロ東西線ご利用の場合 

・「大手町駅」から 19分 

・「高田馬場駅」から６分 

羽田空港をご利用の場合 

・エアポートリムジンで「中野駅北口（中野サンプラザ前）」まで約 60分 

・京急空港線「日本橋駅」乗り換え東西線で約 50分 

 

大会の内容に関する問合先 

特定非営利活動法人日本セルプセンター事務局 

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-13-1 大橋御苑駅ビル別館 2 階 

ＴＥＬ：03-3355-8877 / ＦＡＸ：03-3355-7666 / Ｅmail：center@selpjapan.net 


