
平成 28 年度 日本セルプセンター 

「木工部会」研修会報告 
 

平成 28 年 11 月 17 日（木）、18 日（金）の 2 日間、宮崎県宮崎市において、北は北海道

稚内市から南は宮崎県鹿屋市までの全国 28 施設（県内 3 施設、県外 25）計 40 名の皆様の

参加をいただき、木工部会研修会を開催しました。 

 

今年度は「向陽園」が担当施設となり、メインテーマとして「商品を売り込む方法を探

る・・・販売戦略」について学ぶことができました。 

 

 

 

 

 

 

【第 1日目】 

日本セルプセンター・木工部会の取り組みについて 

部会長 田中初男 ウッドワーク川本 施設長 曽根知華美 

 

「今年も多くの事業所、職員にご参加いただき、大変感謝している。木工部会では、各年

度ごとにテーマを定め、参加者全員が積極的に参加し、思いを語り、自事業所に帰った時に、

仲間の職員、そして、日々汗をし作業活動している利用者が、多くの益を得ることができる

ように取り組んでいる。また、事業所間連携を深める事により、受注量や販路の拡大を実現

し、工賃向上を実現させている。2020年には、「東京オリンピック」が開催される。種々の

クリアしなければならない課題もあるが、多くの事業所が連携を取ることによって実現でき

る可能性を秘めている。  

今年度の木工部会は、「販売戦略」について、各事業所が持っている課題や取り組み事例

について学ぶことができる。良いところを吸収し、自施設での取り組みとしてほしい。」と

のお話が田中会長よりありました。 

この後、東京オリンピック関連商品についてウッドワーク川本 曽根施設長より説明があ

りました。 

 



－1－ 

（東京オリンピックについて） 

 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けて公式ロゴマークを付けた商品を作

ることができないか検討してきました。オリンピック組織委員会に資料請求し、専門家にも

話を伺い進めています。オリンピックマークを付けた商品を製造、販売するにはどうしても

「法人格を持つ団体」という大原則があり、法人格を持たない木工部会では登録できないこ

とから、９月初めに「川本園」でライセンシングシートを提出しました。オリンピックとい

う大舞台、ロイヤリティーやオーバーロイヤリティー、販売予想価格に流通チャンネルなど、

これまでの取引では聞かれなかった言葉ばかりが飛び交う中、思いつく限りの様々なことを

想定し、組織委員会に質問のメールを送りました。現在、組織委員会からの返答を待ってい

る段階です。 

 まだまだ手探りの状態ではありますが、一緒にオリンピックの商品を作っていきたい、携

わっていきたいと考える事業所がありましたら、ぜひ一緒にがんばりましょう。 
 

見学 障害福祉サービス事業所 向陽園 

 全国の木工作業を行う事業所の中でも、ろくろを使って商品を作成しているところは数少

なく、どのような形で作業が行われているのか、興味津々見学が始まりました。 

 もともとは県立の施設であったことから、広大な敷地の中に作業室が建てられています。

大きくは、材料である木材を乾燥させるために保管するスペースや、人工乾燥機が設置され

た建物と、木工機械が入った作業室に分けられ、その中にろくろの機械等も設置されていま

した。実際に見るろくろの作業はまったくの手作業で、熟練された利用者の作業に見入って

しまいました。また仕上がった商品を塗装する技術もすばらしく、専用の塗装室も設けられ

ていました。作業内容や利用者の特性によってある程度仕切られたスペースの中、それぞれ

が集中して作業に取り組む姿に感心させられました。 

 

 

講演①「事業所紹介・向陽園のモノ作り、販売戦略について」 

障害福祉サービス事業所 向陽園 施設長 齋藤 武志 氏 

 

 向陽園は昭和４７年７月に「聴覚障害者等リハビ

リホーム県立向陽園」として開設されました。その

後、平成１３年には「身体障害者授産施設県立向陽

園」となり、県立施設から事業団の施設となった後、

平成２４年３月に新体系移行「障害福祉サービス事

業所向陽園」として今に至っています。定員は就労

移行支援が１０名、就労継続支援 B型事業が２０名、

生活介護事業が１０名、共同生活援助事業（グルー

プホーム）が４ホーム定員１８名となっています。 
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 向陽園の事業分析 

内部環境としての強みは４５年の歴史があり「向陽園=木工作業」として地域に根付いて

いて機材もそろっている。高度な技術を持った利用者が在籍し、ろくろ製品を製造、木工品

製造の経験が有る職員が在籍し、オーダーメイド家具製造が可能なことなどがあげられます。

その一方、弱みとしては歴史的に知的障害や精神障害の方を対象とした事業ではなく、機材

も視覚障害者のものが多い。そして商品価格の見直しがしにくいことや、「職人気質」の利

用者も多く、ロス率が高いことが上げられます。外部環境としては、宮崎県は県土の約７割

が森林で、スギ材にいたっては全国１位の生産量を誇っていることや、宮崎県内に木工製造

を行っている福祉サービス事業所が少ないこと、そして市街地に設置されている事業所も珍

しいことが強みとして挙げられる一方、弱みとしては聴覚障害者の受け入れから、三障害一

元化となり、多様な支援方法が求められることや、木工製品の製造において、材料購入から

製品になるまで、約５年の乾燥期間が必要なこと、安価な家具の出現や材料の入手が困難な

ことが挙げられます。 

 「販売戦略」への取り組みの方向性 

 まず、宮崎県の県産材に特化した商品作りを行政と協力して行い、「木育」に着目した事

業展開、受注生産から規格商品の開発、「売れる」商品を生産していきました。その為には

適切な価格の見直しや、職員の授産的な意識の改革も必要としました。消費者は地域住民（宮

崎県民）であり、地域福祉・社会貢献こそが問題解決の糸口となったのです。 

 「モノ作りと販売戦略」今後の取り組みについて 

 宮崎市初の「子ども食堂」木工教室を担当し廃棄端材を使ったおもちゃ作りや、宮崎県森

林林業協会の木育ネットワークに参加し、学生との商品開発を進める。宮崎県山村森林振興

課と県産材を使った商品つくり、宮崎県のアンテナショップへの出展などを計画しています。

また、これまでの取り組みを通して、事業所の分析の必要性、意見収集の必要性、他業種と

の連携、地域貢献や社会貢献の重視などを感じた取り組みとなりました。 

 

全体研修「販売戦略について・・各施設の取り組み」 

① さくら福祉事業所（高知県） 下村浩介氏 

工房さくらっこ ～販路拡大に向けた取り組み～ 

 さくら福祉事業所は昭和６１年、身体障害者通所授産施設として開設されました。現在は

就労継続支援 B型事業所として２７名の利用者と契約し、運営しています。作業内容として

は、下請け作業部門と自主制作部門の２つに分かれて行い、下請け作業部門では、三つ葉の

下葉取り・計量作業、精密部品の組み立て、封筒・紙製品の袋詰めを行っています。そして

自主制作部門では木工品製作を行い、主にレーザー加工品の受託製造・各種ノベルティグッ

ズの製造を行っています。製品としては県産ヒノキを使った積木「つみきっこ」や「森から

生まれたストラップ」シリーズや「お花畑コースター」「土佐藩士家紋ストラップ」などが

あります。それらを道の駅や福祉ショップ、観光情報発信館などに納品しています。 
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 販路拡大といっても生産量・キャパが限られていて営業活動したくてもできないのが現状

です。そこでお客様の要望・依頼に確実かつ迅速に応える。それが口コミで広がり新たな顧

客やリピートにつながると考えます。 

 受注を受けるうえで、大切にしていることは、 

①納期をきちんと守りできる限り早く納品する。 

② サンプル作成や少ない数量であっても決して断らない。 

③ 単価設定はお客様の希望を尊重しつつ、双方に利益が残るように。 

④製品の質の向上を図り、満足していただけるものをお届けする。 

この４つの柱を基本に取り組んできた結果、受注が増え新たな顧客や販売先を確保すること

ができました。今後も工房さくらっこは、より良い『ものづくり』を目指して頑張ります。 

 

②神戸光の村授産学園（兵庫県） 藤本俊亮氏 

 販売戦略 

 神戸光の村授産学園では就労継続支援 B型、生活介護事業、短期入所などのサービスを提

供しています。そして作業内容としては製菓部として煎餅製造、紙器部として軽作業、木工

部に分かれ作業に取り組んでいます。木工商品では、自社製品としてパズルやケータイスト

ラップ、子ども向け玩具等があげられ、企業や一般のお客さんからの受注品 OEM製品として、

レーザー加工機による製品や、ダイレクトプリンターによる製品などがあげられます。 

 現在取り組んでいる販売戦略は「新規顧客の開拓」と「既存顧客の深耕」を考えています。

「新規顧客の開拓」としては新規取引先の獲得から、市場（販売場所）の拡大、そして売上

の向上とつながりますが、現状としては、人員、時間不足等の問題もあり、何とかお問い合

わせに対応している現状です。今後、新しい地域の開拓や、新規取引先の獲得への営業活動

も行っていく予定です。そして「既存顧客の深耕」とは、既存顧客の満足度を向上させ信頼

を得ることにより、新しい受注や新規顧客の獲得にもつながる可能性が高いと考えています。

何度も取引のある既存顧客は、十分な信頼を基に成り立っている。既存顧客に対し、更に生

産力やクオリティ力・提案力を向上させることにより、リピート（受注）や新規顧客獲得（口

コミ等）へと繋がる「グットスパイラル」が生まれると考えます。 

 売り上げを向上させる為の販売戦略は、多種多様の方法が存在し、新規開拓や機械化によ

る自施設の生産性やクオリティ向上は重要な事であると考える。しかし、現状は人員（新規

顧客獲得の為の時間・人員）や投資（新しい機械を購入する為の費用）等の課題が存在する。

人員や費用面が難しくても売り上げ向上に繋がる方法は必ずあるので、先にあげた「既存顧

客の深耕」を中心に販売戦略を続け、将来的には新規顧客や機械化等による売り上げ向上を

目標に取り組んでいきたい。 

 

③ 稚内第一木馬館（北海道）宮城 崇氏 

 営業活動について 



 営業担当者（目標工賃達成指導員）と言う立場から、日々の活動で大切にしている事。 
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① お客様第一 ： お客様の思い描いた製品づくり（ニーズに対応） 

        利用者もお客様⇒作ったものは必ず販売しお金（工賃）にする意識。 

② 迅速な対応（連絡・見積り等） ： 原則 3日以内。 

これ以上は仕事を取られる危険性が高まる。 

③ できないと言わない ： できる方法を考える。（職員が集まり意見交換） 

            「これならできる」「この納期ならできる」を伝える。 

④ 納期は必ず守る ： 最低限のルール。作業予定を立て進める事が重要。 

         （進み具合を全職員が把握、遅れているところへフォローに入る） 

⑤ 品質の向上を常に図る ： 自分たちの満足ではなく、お客様基準で向上を目指す。 

             （機械の導入を含め、「この値段でこんなに素晴らしい 

製品を作ってくれる」を目指す。） 

⑥ 民間企業との付き合い ： 良い製品を作ると企業が宣伝をしてくれる。 

次の仕事につながる。 

⑦ 施設間の協力関係 ： 強力な武器。受注量や販路が拡大。 

できる範囲が大きく広がる。（得意分野の融合） 

 全ての点で利用者中心の考え方は変わりません。利用者の工賃向上、技術力のアップ、社

会参加を目指して取り組んでいきたい。 

 

【第 2日目】 

グループ検討・討議内容報告 

 

① －１グループ報告 

司会：加藤研修委員（就労日の出舎）記録：落合研修委員（向陽園） 

はじめに 

自己紹介の後、司会の加藤研修委員よりグループ討議の内容と説明がある。 

「各施設の販売戦略」として各施設５分程度の取組み報告を行い、加藤研修委員がまとめ

る形でグループ報告を行う。  

 

○就労日の出社（加藤氏） 

   木工を主体に行っている事業所で自主生産品に取り組んでいる。取組みとしては、母

子手帳（０歳児）とともに商品をプレゼントするといったことを最近行っており、赤

ちゃんが「はじめて握る」ということで木の輪を受注している。（約１０００個～２０

００個） 

また、東京都水道局から伐採した木材の有効活用として、看板製作依頼がある。 

その他としては、東京都森林課から東京マラソン等で使用する応援グッズや木の扇子



（年間７０００枚）がある。 
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   【課題点】 

・上半期・下半期で受注にばらつきがある。 

・商品のラインナップ強化（技術を見せるため） 

・デザイン力の弱さ（印刷会社等・外注化） 

・商品サンプル（５％）→顧客獲得に繋げる 

・東京はマーケットが広い（協力者を広げる） 

・民間の力を営業に繋げる。 

  ○こだかさ障害者支援センター（金子氏） 

    ・「よさこい祭り」は鳴子がチケット代わりなので需要が高い。最近では、他県でも 

     実施している。しかし、地域によっては売れたり、売れなかったりとなっている。 

・加藤氏の報告にあったようにマラソンの記念品としての受注がある。 

・生産体制の見直しに取組み、利用者の方の労働見直しを行っている。 

（中小企業診断士の協力） 

・鳴子はネット販売しているが、「営業」をしていない不安もあったが、クレーム対 

 応や相談を受けることも営業であるとの助言もいただいた。 

    ・技術力の高い利用者が高齢化している。支援校の卒業生などの獲得が課題。 

  ○いずみ園（木下氏） 

    ・手作りで商品を作っているが、同じものを大量生産できない。 

    ・小さいものを製作していたが、売上が上がらず大物商品を製作している。 

    ・近所の銘木店が閉鎖した際に木材を譲ってもらったが、今後材料が手に入らない。   

    結果的に大物は集成材を使用している。 

    ・自治体の発注もあるが、職員作業となっており、今後は機械化を考えている。 

  ○あすか園（瀬口氏） 

    ・身体障がいの入所施設で２０名の定員（生活介護・園芸や木工） 

     木工・・・木杭を製造（８～９割） 

     長い年月変わらない作業、いつ受注があるかも不明 

    （課題） 

     工具が木杭の機械しかなく限られている。設備投資が必要と感じている。 

     また、家具職員の高齢化があり、後継者や人材不足に悩んでいる。 

  ○ひた福祉就労センター（藤高氏） 

    ・金属関係の受注が７０％を占めている。残り３０％が木工と竹製品製造。 

    ・木工は研磨と塗装の受注で、竹製品は仕上げを受けている。 

    （課題） 

     金属関係においても景気動向の影響を受けるので、受注が継続していけるのか 

不安である。 



  ○ウッドワーク川本（曽根氏） 

    ・端材→再加工（パレット等）→再利用（業者） 
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    ・一時期、取引会社が事業を辞める話もあり、売上が半分になる不安があったが、 

撤退せずに継続してお付き合いが出来ている。 

・「気づき」として、何社かお付き合いしていた方が良いこと、会社への切り込み方 

等、情報収集の重要性。 

（当事業所は現在新しい会社と取引すると生産が追いつかない） 

    ・大きなものを作るだけではなく、カラープリンターやレーザー加工機を導入し、

小さいものも製造している。（地域のゆるキャラなど） 

    ・端材→安価な値段設定（サンプリング）１００円～２００円で製造し、材料費は、

殆どかからず年間８０万の売上になっている。（利用者が喜んでくれる仕事） 

     一方で、在庫を抱えることはしたくないので、定期的イベントで販売している。 

    ・ホームページの活用を考えているが、「ネット」の勉強が必要。 

    ・川本園と同一法人だが、それぞれの特色を活かし、棲み分けを行っている。 

※ 稚内第１木馬館（宮城氏）と向陽園（落合）については発表担当でありグループ討

議での報告なし。 

※ グループ討議内で「こだかさ障害者支援センター」（金子氏）より、ネット販売の話

題もあったことから施設名を使用するのではなく、販売の際の社名使用について問

題提起があり、議論が活発にされた。 

 

① －2グループ報告 

司会：野辺研修委員（川本園）記録：福田研修委員（第 2春日園） 

「販売戦略について」 

販売政略の検討をする中で各事業所の課題がでてきました。その事を踏まえ現在行ってい

る販売戦略や他の施設の意見を出して頂きました。 

課題 

① 漆器はお土産なので需要が少ない。百貨店や空港で販売しているが高価な商品なので売

れない。一つ作るのに時間がかかるので量産できない。 

② 業者から下請したスプーンや箸の塗装をしているが注文の波がある。 

③ 以前は作れば売れる状況であったが現在では売上が低迷している。 

各施設の戦略 

・一般に周知して頂くようターゲットを絞る。 

・サンプルを配った後にモニタリングをする。 

・結婚式場や官公庁に営業をかける。 

・仕事を卸してくれている業者に営業をかける。 

・木工部会の繋がりを生かし塗装が必要な施設に声を掛ける。 

・ホームセンターや家具屋さんに窓口おいてはどうか。 



・ギフトショーに展示し顧客を増やす。（1ブース３０万円） 

・自主作品に力を入れる。 

・民間業者とタイアップし共同で制作し販売する。 
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・施設で年２回バザーを行い宣伝し周知する。 

・コカコーラと提携し自動販売機の隣に木製ベンチを置いている。 

・カタログ以外の商品を制作する。サイズ変更や規格外の商品も受注する。 

・製品をアンティーク調にし若い客をターゲットにする。 

・価格設定の見直しをする。 

・机・イスを販売する為には保育園、幼稚園に出入りしている業者を調べて営業してはどう

か。 

・新規の顧客ではなく既存の顧客に販売した製品の修理を行う。 

 

②－１グループ報告 

司会：下村研修委員（さくら福祉事業所）記録：大場研修委員（宰府園） 

討議内容：各施設の販売戦略について 

◇ 各施設の現状報告 

・利用者の高齢化が進んでいる。 

・レーザーの担当職員が交代したことでの技術の低下。レーザー、プリンターを使える職員

がいないため、その職員がいない時は受注等の対応ができない。 

・如何に官公需を確保することができるかが課題。官公庁に言って優先調達推進法の話をし

てもよくわかっていない方が多い。何度も話をする事が大事である。 

・地域によって価格に格差がある。県外など展開するところによって価格設定が難しい。 

・大量受注への対応が難しい。ネット販売の対応が困難である。 

・販売会をこなしていくのが精一杯。 

◇ 今後の展開について 

・安く売るのではなく、商品に付加価値を付けて数量限定などにして販売していったらどう

か。 

・ラッピングの見直し。デザイナーにお願いしてラッピングを行った結果、売上が伸びた。

デザイナーにお願いすることはお金がかかるがそれ以上のものが得られた。 

・在庫を抱えている商品の販売方法をどのようにするか。他にアレンジを加えて売ってみる。 

 例えば、丸い大皿をどのように売るか。表面にレーザーで文字を入れてみる。オブジェと

して売って見る。時計にしてみてはどうか。 

 

②－２グループ報告 

司会：真塩研修委員（旭川美景園）記録：藤本研修委員（神戸光の村授産学園） 

討議内容：各施設の販売戦略について 

原価計算書について 



各施設の原価算出の基準（方法） 

・作業ごとに単価を決める。 

 磨き作業○○円、糸鋸作業○○円等 

・作業を時給計算で算出する。 

 時給 1000円【糸鋸作業が一時間で 10個切るとして、1個当たり 100 円】 
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・インクジェット原価 

 インク消費量×10倍+メンテナンス量（インク）10％+データ作成料（時間○○円） 

・製品によって加工料や技術料を算出する。 

・材料費の 4倍を基本とし、お客様との相談により 2倍～3倍に変更する。 

販売価格について 

現状・課題 

・旧商品の価格は変更が難しい。 

・単価設定の見直しを行いたい。 

・梱包に必要な材料費はサービスしている。 

・送料は原価で対応している。 

まとめ 

・一度設定した価格の変更は難しいので、よく考慮し設定する必要がある。 

・価格変更に伴う会議を数年（4年）に一回行い、現状を考慮した上で価格変更を行う。 

・パッケージの変更等を行い、価格の変更を行う。 

・取引先に相談し、価格変更を認めてもらう為の資料を作成する。 

※検討会で一つの商品について適正販売価格の話し合いを行うが、350 円～1000円と幅広い

意見があった。市場価格や卸価格等も考慮し、最終販売価格は 450円前後が妥当との結論が 

出たが、販売地域や個人の価値観によっても大きな差が出るので、多くの消費者の意見も大

切になってくる。 

販売戦略について 

・納品を行う際にサンプルに一筆添えて新商品の案内を行う。 

・パッケージを見栄えするものに変更する（赤色や金色を使用する）。 

・お客様のご要望（県産材の使用等）にもきちんと応えていく。 

・自社や取引先の HPに載せる。 

・県・市への営業活動を行う。【記念品等】 

・地域へのアプローチを行う。【行事販売・お土産店等による常設販売等】 

・ネットワークからの紹介。 

まとめ 

 既存のお客様に「安心・安全」を基本とした対応（納品等）を心がけ、信頼関係の構築を

築いて行くことで、リピートや新規顧客獲得に繋がっていくので、一つ一つの仕事を断らず、

丁寧に続けていくことが必要。また、障害者優先調達推進法を活用し県や市のノベルティー

や記念品受注獲得の為の営業活動は比較的行いやすいので、積極的に提案を行うと良い。 

今後の課題である民間企業への営業活動も原価や販売価格の設定を見直し、ネットワークを



駆使し、様々な提案と対応力を見に付け望んで行きたいと考えている施設が多かった。 

 

講演②「モノづくりの楽しさ・商品開発への取り組み」 

タイアップのアオキ 代表 青木 康氏 
「気づき」を大切にして、「便利」「スゴイ」「面白い」など、アイデア満載の商品づくり

を心がけ、 
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「できたらみんなが喜ぶ、自分が使う立場に立ったモノづくり」を第一にされている。 

ご自身のモノ（ヒット商品）づくりにおいて大切にしてきたことを講演いただいた。 

① 試作を何回も繰り返し、課題を見つけ、検証し、改良し続ける。「とにかく作る」 

・クレーム、問題、提案を大切にする。 

② 多くの人の意見を聞く。（多くの人の力（知恵）を借りる） 

・特に、専門家の意見を聞く（大学教授や企業の開発者、経営者など） 

・お客様のニーズはお客様から…。接客を行いながら、意見を聞くことも重要。 

③ その分野での最高を目指し、最低、標準（普通）を知る。 

④ デザインの重要性：ますは見た目に興味を持つ。その中に機能を組み込んでいく。 

⑤ 「現状維持は後退」挑戦をし続ける。（改良を止めない） 

 モノづくりには多くの時間がかかり、一つの商品でも、改善、改良、開発の繰り返し。 

すべてはお客様の立場に立った製品づくり。 

 今後の自施設製品づくりに役立つ講演内容でした。 

 

【閉会式】 
次期研修開催施設挨拶 川本園（埼玉県）野辺 香織氏  

 ２日間の研修、大変お疲れさまでした。今回は、「商品を売り込む方法を探る・・・販売

戦略」について、多くの事を学ぶことができました。来年の研修会は、当川本園を担当施設

とし、埼玉県深谷市において、平成 29 年 10 月 26 日（木）、27 日（金）の 2 日間、開催を

計画しております。 

 昨年度は「製品の質の向上（治具の活用）」より良い製品づくりに関する研修会、今年度

は「販売戦略」自施設で作った製品をいかに売り込んでいくかに特化した研修会を開催して

きました。 

 来年度（平成 29 年度）は、デザイン、お客様に求められている製品は何かについて、深

く学ぶことができる研修会を計画しております。 

 今回同様、参加者全員が多くのことを学び、自施設に戻られた時、仲間の職員様、利用者

様と益を分かち合い、更なる製品づくり、販売力に磨きをかけていただけるような研修会と

したいと考えております。 

 私共の施設をはじめ、地元の他施設とも連携し、「チーム埼玉」で、参加者の皆様をお迎

えしたいと思います。 
多くの皆様の参加を心よりお待ちしております。 

 

小西副部会長 閉会挨拶 
 ２日間の研修お疲れ様でした。限られた時間の中、みなさんがそれぞれの事業所に持ち帰



る事ができる研修会になるよう企画してまいりましたが、どうだったでしょうか？今回平成

２８年度日本セルプセンター木工部会研修会では、向陽園、斉藤施設長様はじめ落合課長様

そして、宰府園中村施設長様、研修委員として大場様、そして向陽園のスタッフ、利用者の

皆様には大変お世話になりました。 

 向陽園のろくろと塗装技術には目を見張るものがあり、持って帰れるものなら持ち帰りた

いものでした。また、「タイアップのアオキ」代表青木様にはお忙しい中、貴重な時間を講

演頂きありがとうございました。そして、日本セルプセンターからは、今研修会に対しまし

て様々なご協力をいただきました事に感謝いたします。 
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 この２日間の研修を通していろいろな課題が見えてきました。今回は「販売戦略」をテー

マに研修を進めてきましたが、時間や人手の問題、利用者の高齢化、そして技術力やデザイ

ンといったどの事業所も抱える共通の悩みも浮き彫りになってきましたが、このネットワー

クを通してカバーできるところはカバーしてもらい、また次回の研修会などを活用してもら

えればと思います。そして次回の研修会ですが、いろいろなテーマが見えてきました。今回

話が出た原価計算や、デザインの事、また、安心安全なものつくりなど話したいことはたく

さんありますが、内容についてはもう少し検討してまいりたいと思います。 

 また来年、埼玉の地でここにいるみなさん１人もかけることなく、研修会で出会えること

を楽しみにしています。２日間本当にお疲れ様でした。 

また、向陽園の職員の皆様、そして日々、熱心に作業しておられる利用者の皆様、太陽の

ように暖かく迎えていただき、心より感謝申し上げます。 

 

※今回の報告書作成に当り、部会研修委員の皆様にはお手伝いをいただき、心より感謝申し

上げます。 

 

平成 29 年度 日本セルプセンター木工部会研修会予定 

 ・開催場所 ： 埼玉県深谷市 

 ・開催日  ： 平成 29 年 10 月 26 日 27日 

 ・担当施設 ： 川本園 
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