
セルプ ワーキング フォーラム

※出展企業以外の方が本フォーラムの会場内で行う営業行為等はご遠慮願います。
※ホール内および会議室等で、参加者の迷惑となるような行為を見かけたときは、ご退場をお願いする場合がござい
ます。



時 間 ホール ／ 内 容 会議室1～4

13：00－
13：20

開会 主催者挨拶、趣旨説明、来賓挨拶

13：20－
14：00

基調講演 「障害者就労における工賃向上について」
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課
井上 量 氏

14：00－
14：15

休 憩

企業ブースオープン
14：00－16：00

14：15－
15：45

パネルディスカッション1：「企業に選ばれる障がい者施設の経営
資源とは」

15：45－
16：00

休 憩

16：00－
17：30

パネルディスカッション2：「全国受注システム構想の鍵となる共
同受注窓口の機能強化について」

事業説明会
16：00－17：30

17：45－
18：45

都道府県共同受注窓口
MTG(会議室3）

アンケート／エントリーフォームのURL

https://forms.gle/2TSXHKbyQAPuQqya6

アンケートのお願いおよびエントリーフォームのご案内（締切9月末）

アンケートにご協力をお願いいたします。また、出展企業の案件を受注す
るためにはエントリーが必要です。以下のULRからサイトにアクセスし、
ご入力をお願いいたします。
エントリーいただいた事業所と発注企業とのマッチングを10月を目処に
行い、発注を予定する場合はご連絡いたします。なお、エントリーをいた
だいても、発注をお約束するものではありませんのでご了承ください。

株式会社トーハン
創立1949年、資本金45億円、売上3,971億円（2019年度）本社は東京都新宿区。全国
に18の支社・支店、５つの物流センターを所有。基本業務は出版社より仕入れ、全国の
書店、コンビニ等に出版物を中心にCD・DVDや文具などを販売する出版取次業。取引書
店数、約4,400軒。その他に書店経営・フィットネスジム経営なども展開。

株式会社ヴァーチュアス・サークル
当社は神奈川県川崎市に拠点を置く福祉サービス企業です。川崎市内に2カ所の放課後等
デイサービスを運営する他、2016年より「ProjectBeLeaf®」という独自の福祉支援事
業を推進しています。この事業を通じて障がい者の雇用環境や工賃向上等の様々な問題
を民間の立場から解決するだけでなく、一般企業が抱える労働力不足や生産性向上の課
題を福祉業界側からサポートしていく形を目指しております。

株式会社ミンナのシゴト
全国の就労支援事業所にシステムを通して仕事を提供。現在の登録事業所数は156事業
所になる。仕事の受注先は大手上場企業が多く受注も伸びている。今後も受注企業を拡
大して行く。仕事は主にデータ入力である。

ノーティス株式会社
「アッセンブリー」作業により、月間70万点(年額１億円)を目標とし、工賃レンジ時給
350円-1,000円を達成します。現在の地場川崎市ネットワークモデルを成功モデルとし、
蜘蛛の巣のように他地域にも同様のネットーワークを張り、アッセンブリー・ネットを
張り巡らせます。当面は首都圏を活動域とし、追って全国へエリア展開していきます。

ヴァルトジャパン株式会社
6,000名を超える国内最大級の障がい者ネットワークに対して、過去400種類を超える企
業の仕事を提供。もっとPCスキルをアップしたい、新しいお仕事にチャレンジしたい。
だけど、機会がないし出来るか不安、というご利用者さんを抱える施設さんへ、失敗し
てもokの環境で、市場性の高いお仕事を少量から発注致します。

神戸コーティング施工協会
事業内容と致しまして、テナント又は一般家庭の「窓ガラス・鏡」を清掃しコーティン
グを行います。一度施工した場所には4~6ヶ月毎にメンテナンスを行いにき続けるス
トック型のビジネスモデルです。効果は⑴美観⑵清掃労力の軽減。本協会では共同受注
窓口を設置し、大型受注で各事業所に仕事をふっていきます。

企業紹介

お願い

プログラム

※会議室1～4の企業ブースおよび事業説明会の時間は、ブース案内のページをご覧ください。
※プログラム終了後、都道府県共同受注窓口担当者の方は会議室3におきまして会議を行います。

QRコードはこちらから ↑

このフォーラムでは「はたらく障がい者がいきいきと暮ら

す社会」を目指して、仕事を発注する側と受注する側、そ

の間で中間支援を担う三者が協力し、月額平均工賃

30,000円以上へと成長するプロジェクトを始動させます。



パネルディスカッション1：
「企業に選ばれる障がい者施設の経営資源とは」

パネリスト 小野 貴也 氏（ヴァルトジャパン株式会社 代表取締役）

大手製薬企業に入社後、医薬品情報担当者として約3年間勤める。主に、精神疾患（うつ
病等々）関連の医薬品や生活習慣病（高血圧やコレステロール等に関する生活習慣病）
の医薬品を担当。自身も精神的な要因から生じるいくつかの症状を経験し、担当する精
神科医に直々に相談。日本の自殺者の多くは、精神疾患を患っていることも事実として
捉え、「根本的、抜本的な解決が必要である」と心にし起業。

パネリスト 川井 篤士 氏（株式会社ヴァーチュアス・サークル 食品事業部部

長 兼 新規事業開発担当）
1980年生まれ。大学卒業後、食品輸入専門商社にて国外企業との調達交渉・国内大手企
業への営業活動を担当。2015年退社し、障がい者福祉業界の諸問題を民間の立場から独
自に解決を目指す「Project BeLeaf®」を現社と共同設立。以後業界を問わず様々な分
野から障がい者に適した事業・作業分野を開拓し、福祉作業所へ事業機会・ノウハウを
提供。受託事業を通じて、工賃改善・福祉作業所の安定した就労環境を確保することを
目指す。

パネリスト 松木 修一 氏（株式会社トーハン 執行役員 図書館事業部長）

1961年、福岡県生まれ。３年間の北九州支店での勤務経験後、東京本社に異動。書店窓
口、出版社窓口を経験。特に児童図書の出版社窓口を長く経験しハリーポッター日本語
版の発売にも関わる。現在は執行役員、図書館事業部部長として全国の図書館を訪問し、
障害者支援施設での図書装備を積極的に進めている。図書館と地域をむすぶ協会ディレ
クター、出版情報登録センター管理委員会、副委員長、桶川市図書館協議会委員。

ファシリテーター 竹村 利道 氏（公益財団法人日本財団 ソーシャルイノ

ベーション本部 国内事業開発チーム チームシニアオフィサー）

パネルディスカッション2：
「全国受注システム構想の鍵となる共同受注窓口の機能強化について」

パネリスト 永田 弘幸 氏（福井県セルプ振興センター センター長）

京都生まれ京都育ち、関西の外国語大学在学中、アジア、中南米をバックパック１つで
見てまわる。卒業後、メキシコにて３年勤務。H16年メキシコからバックパック１つで
福井県に移住。個人での不登校児への支援活動を経て、カンボジアへ。その後、「“働
く”を創る」をテーマに障害者就労支援事業に従事。現在の関心ごとは「“ソーシャル”と
“ビジネス”の両立」。

パネリスト 松下 義雄 氏（とくしま障がい者就労支援協議会 理事長）

社会福祉法人凌雲福祉会就労支援センターハーモニー施設長、全国社会就労センター協
議会協議員。1965 年熊本県生まれ。高校卒業後、一般企業に営業職として入社、4 年
で退職し、社会福祉の仕事を志し大学に入学。卒業後は、高齢者福祉、障害者福祉分野
での相談支援業務に従事、2003 年からは現在の仕事に従事。

パネリスト 安部 善明 氏（島根県障がい者就労事業振興センター 事務局長）

島根県雲南市出身。昭和59年下関市立大学卒業後、一般企業等勤務を経て平成13年より
島根県内の精神障害者社会復帰施設で勤務。就労支援員、ジョブコーチ、障害者就業・
生活支援センター所長、授産施設長を務める。その後、ハローワーク相談員を経て平成
22年島根県障がい者就労事業振興センター事業開始に伴いアドバイザーとなり、平成27
年より現職。

ファシリテーター 髙江 智和理（日本セルプセンター 会長）

ご紹介会場案内

1F

会場内での注意事項

●携帯電話の電源はオフにするかマナーモードに設定をお願いします。

●通話は会場の外でお願いします。

●喫煙は喫煙場所でお願いいたします。

●録音、撮影はご遠慮ください。



セルプワーキングフォーラムに出展いただいている企業の発注予定案件をご紹介します。
※詳しい受注の条件等は、事業説明会にてご確認ください。案件情報

ブース案内

会議室

1
会議室

2
会議室

3
会議室

4

16：00－
16：25

トーハン
ヴァルト
ジャパン

ミンナのシゴト／
ヴァーチュアス・

サークル

ノーティス／神戸
コーティング施行

協会

16：30－
16：55

トーハン
ヴァルト
ジャパン

ミンナのシゴト／
ヴァーチュアス・

サークル

ノーティス／神戸
コーティング施行

協会

17：00－
17：25

トーハン
ヴァルト
ジャパン

ミンナのシゴト／
ヴァーチュアス・

サークル

ノーティス／神戸
コーティング施行

協会 B1F

企業ブースおよび事業説明会の予定をご案内します。企業ブースは14：00
よりオープンしています。事業説明会は同じ内容が3回行われます。
（参加は自由参加となります。）

出展ブース 案件№ 事業案件の種類 単価の目安 地 域 発注企業名 条 件

会議室1 1 図書装備 50～100円／冊 全 国 トーハン 図書装備作業の習得

会議室2

2 組立て等の作業 300〜 全 国

ヴァルトジャパン

作業スペース・環境／施錠付き収納庫業務担当者配置

3 動画撮影作業 1,000〜 全 国 作業スペース・環境業務担当者配置

4 文章作成作業 500〜 全 国 PC/インターネット環境／業務担当職員さま配置

5 音声データの書き起こし作業 600～ 全 国 PC/インターネット環境／業務担当職員さま配置

6 データ入力・収集系作業 30〜 全 国 PC/インターネット環境／業務担当職員さま配置

7 Webサイト運用サポート系作業 200〜 全 国 PC/インターネット環境／業務担当職員さま配置

8 動画編集作業 500〜 全 国 PC/インターネット環境／業務担当職員さま配置

会議室3

9 入力作業 相談 全 国

ミンナのシゴト

システムへの登録

10 音声書き起こし 相談 全 国 システムへの登録

11 AIアノテーション 相談 全 国 システムへの登録

12 ライティング 相談 全 国 システムへの登録

13 名刺入力 相談 全 国 システムへの登録

会議室3
14 食品素材の異物選別 30～40円／袋 全 国

ヴァーチュアス・サークル
食品取扱いの衛生マニュアル整備、作業環境の整備

15 食品素材の小分け包装 10～20円／袋 全 国 食品取扱いの衛生マニュアル整備、作業環境の整備

会議室4

16 アッセンブリ― 12円／個 関 東

ノーティス

業務委託契約書

17 施設外でのアッセンブリ― 時給400円 関 東 業務委託契約書

18 食品のアッセンブリ― 時給400円 関 東 業務委託契約書、特定許認可（不可の場合は№17をご案内）

会議室4 19 窓ガラスの清掃、コーティング 平均売上時給4,189円 全 国 神戸コーティング施工協会 営業は施設・事業所が行い、案件を獲得


