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障がい者優先調達 NEWS
～そのお仕事、障がい者就労施設に発注できませんか？～

長野県 健康福祉部 障がい者支援課
TEL：026-235-7105（直通）
FAX:026-234-2369
E-MAIL：fuku-jiritsu@pref.nagano.lg.jp

■平成 27 年度の調達方針を策定しました！
長野県では「国等による障害者就労施設等からの物品等の推進等に関する法律」第 9 条に基づき、
平成 27 年度の障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました。今年度も各予算執行課
（所）長を推進責任者とし、各々の行動指針を作成の上、障がい者就労施設等から物品等の調達を推
進する等、障がい者就労施設などからの物品等の優先的な発注に取り組んでまいります。
なお、今年度の調達方針等は、県ホームページからもご覧になれますので、ご確認ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shuurou/yusenchotatsu.html
■平成27年度から始まる、新たな工賃向上計画を策定します！
これまで、工賃向上に向けた取組みを計画的に推進するため、平成 19 年度からは「工賃倍増５か
年計画」に基づき、平成 24 年度から 26 年度までの３年間は「工賃向上計画」に基づく取組を実施し
てきたところですが、この度、厚生労働省より「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」
が示され、引き続き「工賃向上計画」に基づく取組を推進することとされました。
新たな計画の期間は平成 27 年度から 29 年度までの 3 年間。現在、長野県でも作成の準備に取り掛
かっておりますが、就労継続支援Ｂ型事業所においても、平成 27 年度以降の「工賃向上計画」を作
成していただく必要がございます。
管理者のリーダーシップの下、全職員、利用者及び家族と経営理念・運営方針を共有し、主体的に
工賃向上に取り組んでくださいますようお願いします。
また、近日中に平成 27 年 3 月 31 日までに指定を受けている就労継続支援Ａ型事業所・Ｂ型事業所
を対象に、平成 26 年度の工賃実績調査をしますので、指定の期日までにご提出くださいますようご
協力をお願いいたします。詳細は以下のホームページでご確認ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shuurou/kochinkojo.html
■長野県セルプセンター協議会が第2回信州協働大賞を受賞しました！

障がい者の工賃向上を図るため、長野県から「福祉就労
強化事業」を受託し、障がい者が地域で自立した生活を目
指すための就労や社会参加を支援するための様々な取組を
行っている「ＮＰＯ法人長野県セルプセンター協議会」が
第2回「信州協働大賞」の大賞を受賞しました。
引き続き、県と当該団体が連携し、
「県民参加と協働」の
理念の元、障がい者の自立支援に取り組んでまいります！
第 2 回「信州協働大賞」表彰式より

http://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-npo/kurashi/kyodo/kyodo/npo/shinsyukyodotaisho.html
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■バリアフリー研修 in 長野」の開催について
国土交通省北陸信越運輸局及び長野市手をつなぐ育成会の主催により、標記研修会が下記のとおり
開催されます。
公共交通機関を利用する誰もが安心して、移動が円滑に行われ
るよう啓発する趣旨の研修会ですが、合わせて「あいサポーター
研修」も行われます。 どなたでもご参加できますので、別紙の
申込書により事前にお申込みください。
１ 日

時 平成 27 年 5 月 30 日（土）9:00～13:00

２ 会

場 ・長野市吉田公民館（ノルテながの）
・しなの鉄道株式会社北長野駅構内（実技体験場所）

３ 定

員 60 人

４ 参加費用 無料

■「しあわせ信州ふるさと商品」・「ふるさと割」に参加希望する事業者を募集しています！
長野県では、国の経済対策のための交付金を活用し、地域の消費を喚起し経済の好循環を実現
するため、「しあわせ信州ふるさと商品」・「ふるさと割」事業を実施します。
県内外の多くのお客様に、県産品をお得に購入していただき、その良さを知っていただくため、
多くの事業者様の参加をお待ちしています。
Q：
「しあわせ信州ふるさと商品」
・
「ふるさと割」とは？
国の経済対策「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型）」
事業の予算を原資とし、
新たな県産品愛用運動のスタートとして銀座 NAGANO や NAGANO
マルシェ等での割引を行う事業です。

Q：
「ふるさと割」の割引率は？
割引率 3 割（割引限度額 20 万円）
ただし、被災地支援商品、伝統的工芸品、障がい者就労施設商品については 4 割引（割引
限度額 20 万円）とします。
なお、応募方法については、下記アドレスから確認をしてください。

http://www.pref.nagano.lg.jp/service/happyou/20150415hurusatoboshu.html
また、ご不明な点は、お近くの地方事務所商工観光課又は商工会までお問い合わせください。
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市町村の取組紹介

農業就労チャレンジ事業で伝統野菜を継続栽培！～阿南町の取組～

阿南町では、今年度から障がい者のみなさんと町で栽培
している伝統野菜の栽培に取り組みはじめました。
阿南町の「鈴ケ澤」は、町の中心部から約20キロ、平谷村
境の標高900Mの山間にあり、５戸10人にも満たない人たちが支
え合いながら元気に暮らしている集落です。
毎年、夏には、どの家の畑にも、一軒の家では食べきれない
ほどたくさんのナスやウリの苗を植えてきました。それは、こ
こでしか取れない珍しい野菜を、時たま訪れる人に「おすそわ
町の伝統野菜の１つ「鈴ケ澤ナス」

けする」ことを無上の喜びとしているからです。そればかりで
はなく、塩漬けにするのもさまざまな料理に使って厳しく長い

冬に備えるための智恵として、祖父母の代からずっと受け継がれてきたものです。
日本各地では、収量が多く栽培が容易な品種に押され、消えていった在来の野菜も多くありますが、
阿南町では、町の伝統野菜をまもるだけでなく、「ふるさとの心」と「食べることの根源」を次世代
に残すため、昨年度から県が始めた「農業就労チャレンジ事業」の制度を利用し、町の障がい者就労
施設等と協力して取り組んでまいります。
阿南町総務課 TEL：0260-22-2141（代表）

障がい者の手作り品で保育園の入園準備を行いました！～伊那市の取組～

積極的に障がい者の就労施設からの物品等の調達に取
組んでいる伊那市では、本年度の市内の保育園に入園され
る園児用に、上伊那地方の５つの施設が作った手提げ袋や、
着替え袋、パジャマ袋等をセットにして販売しました。こ
の取組は、市社会福祉課が発案・企画し、長野県セルプセ
ンター協議会が施設の取りまとめを行い実施したもので
す。
一つひとつの事業所が単独で大きな注文を受けること
は難しいかもしれませんが、複数の事業所が連携を図り取
り組むことで一般の企業に引けを取らない受注をするこ

可愛らしく丁寧に作られた入園セットの一例

とが可能となります。
このような伊那市の取組のように近隣の施設が共同で受注できる仕組みを長野県セルプセン
ター協議会が窓口となって対応しておりますので、他の市町村をはじめ民間企業におかれても、
些細な発案やご相談でも結構ですのでお気軽にお問い合わせください。
伊那市社会福祉課

TEL：0265-78-5778

長野県セルプセンター協議会 TEL：026-291-8280
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施設の取組紹介

Yes, We Can !!
“働く”ことで、利用者お一人おひとりの可能性を引き出します。
伊那市社会福祉協議会 輪っこはうす・コスモスの家
＜“働きたい”を応援します。＞
身体・精神障がいに特化してスタートした２施設が一体に
なり、現在は、知的障がいを含め、多くの皆さんが一つ屋
根の下、やりがいを持って活動しています。立地条件、施
設環境に恵まれ、皆さん真摯に多くの作業に取り組んでい
ます。作業だけでなく、個々に寄り添った支援にも心掛け
ています。

施設名

輪っこはうす・コスモスの家

所在地

伊那市山寺 298 番地１

電話番号

0265-76-3390

FAX

0265-76-3390

施設種別

就労継続支援Ｂ型・生活介護

E-mail

kosumosu@ishakyo.jp

担当者名

有賀 照子

URL
いろいろなことに挑戦しています！

清掃・農作業など施設外就労に力を入れていま
す。真摯な作業姿勢が評価され、今年度は事業を
拡大する企業もあります。自主製品も、丁寧な仕
上がりが評判で売り上げが伸びています。地元企
業との完全地産プロジェクトにも参画し、組立
て・梱包作業を担当しています。
その他、名刺・拡大印刷にも特化し、上伊那管内から沢山の発注をいただいております。
、
伊那市選挙管理委員会から発注を受けました！
先の県議選でのポスター掲示場地主様へのお礼品として、ランチバックを 100
個納品いたしました。短期間の作業でしたので、法人内の３施設が合同で受注し
ました。伊那市からはこの他にも、区長への記念品作成、封筒への点字プレス、
駐車場の草取り作業なども受注しています。
＜NPO 法人 長野県セルプセンター協議会 事業化推進員からの一言＞
「障害者優先調達推進法」の効果で発注情報が増加して来ている中、当事業所も布製品を中心と
した自主製品及び役務関係は、他事業所との連携により、様々なニーズに充分応えることが可能で
す。どうぞ、お気軽にご相談をお寄せ頂きますよう、お持ちしております。
担当：梅津 義雄
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「バリアフリー研修 in 長野」の実施について
１．目

的：公共交通機関は多くの一般の方と同じ空間と時間を共有するこ
とになり、その限られた場所で障がい特性ゆえに起きるトラブル
や意思表示ができないために招く混乱事例などがあります。
また、乗車方法に馴染めず、公共交通を乗り継いで円滑に移動
することが難しい人もいます。
新年度が始まり、障がいのある人もない人も、新たに公共交通
機関を利用する人が多いこの時期に本研修を実施することで、障
がい特性について理解すること及び公共交通機関を利用する誰も
が安心して、移動が円滑に行われるよう啓発するものです。

２．日

時：平成２７年５月３０日（土）

９：００～１３：００

３．会

場：長野市吉田公民館（ノルテながの）
（長野県長野市吉田３丁目２２－４１）
しなの鉄道株式会社 北長野駅構内（実技体験場所）

４．参加対象 ：公共交通事業者社員
長野市内の高校に通学している学生
一般の方
５．定

員：６０人
※申込みが定員を超えた場合は、調整させていただくことがあり
ます。予めご了承ください。

６．参加費用：無料
７．プログラム：別紙１のとおり
８．参加申込：別紙２による
９．主

催：国土交通省北陸信越運輸局／長野市手をつなぐ育成会

10. 協

力：長野県、しなの鉄道株式会社
社会福祉法人長野市社会福祉協議会
特定非営利活動法人ヒューマンネットながの
特定非営利活動法人ポプラの会

11. そ の 他：・服装は自由、筆記用具を持参願います。
・昼食の準備はありません。
・イベント保険等への加入については、参加者各自でお願い
します。

別紙１
バリアフリー研修in長野
時間

プログラム

内容

担当

９：００～９：０５

（５分） 開会

長野市手をつなぐ育成会

９：０５～９：１０

（５分） ガイダンス

北陸信越運輸局

９：１０～９：２０

（１０分） バリアフリー法について

北陸信越運輸局

～法の概要と取り組みについて～
９：２０～１０：３５

（７５分） あいサポーター研修

長野県

～障がい全般に関する学習、簡単な手話学習～
１０：３５～１０：４５

（１０分） 休憩

１０：４５～１１：４５

（６０分） 講話

長野市手をつなぐ育成会

～障がい当事者への差別事例と配慮、接遇について～ 特定非営利活動法人ポプラの会

１１：４５～１２：００

（１５分） 休憩・北長野駅へ移動

１２：００～１３：００

（６０分） 接遇・介助方法の修得
～車いす体験

１３：００

特定非営利活動法人ヒューマンネットながの

５人１組～

現地（北長野駅）解散

会場（長野市吉田公民館）のご案内
所在地：長野県長野市吉田３丁目２２－４１

ノルテながの

＜交通案内＞
【電車の場合】
・しなの鉄道 北長野駅より 徒歩約５分
・長野電鉄 信濃吉田駅より 徒歩約２分
【車の場合】
・上信越自動車道 ＪＲ／しなの鉄道 長野駅より
６分

約１

※公共交通機関は本数が限られていますので、時間をご確認
の上お越しください。
※車でお越しになる方は、吉田支所北側のノルテながの立体
駐車場をご利用ください。
(台数に限りがありますので、出来るだけ公共交通機関等でお
越しください。)

【問い合わせ先】
北陸信越運輸局 交通環境部消費者行政・情報課
前島
ＴＥＬ：０２５-２８５-９１５２ ＦＡＸ：０２５-２８５-９１７２
北陸信越運輸局 長野運輸支局
坂本
ＴＥＬ：０２６-２４３-４３８４ ＦＡＸ：０２６-２４４-１４６２

事務局
締め切り日：平成２７年５月１５日（金）
国土交通省 北陸信越運輸局 長野運輸支局 坂本 あて
（Tel
０２６－２４３－４３８４）
（Fax
０２６－２４４－１４６２）

別紙２

↑該当項目ご記入後、事務局あて送信ください。

バリアフリー研修in長野

参加申込書

平成２７年５月３０日（土）に実施される、バリアフリー研修in長野

参

加

に

します。

【ご連絡先①】
事業者（団体、学校）名
・部署名
電話番号
ＦＡＸ番号
参加者氏名（フリガナ）
所属・役職

性別
勤続年数
（学年）

男・女
年

当日連絡可能な
携帯電話番号
メールアドレス
備考
【ご連絡先②】
事業者（団体、学校）名
・部署名
電話番号
ＦＡＸ番号
参加者氏名（フリガナ）
所属・役職

性別
勤続年数
（学年）

男・女

年

当日連絡可能な
携帯電話番号
メールアドレス
備考
※本用紙１枚で、２人までのご参加を受け付けます。
※原則先着順とします。定員を超えた場合には、調整させていただくことがございます。
予めご了承下さい。
※ご提出いただきました情報につきましては、本研修に関して使用する他、目的外使用いた
しません。

