
障害者の技術向上支援に係るモデル事業	 

開	 催	 要	 綱	 

	 

◆開催の目的	 

就労継続支援 B 型事業所等を利用する障害者が、各分野で活躍する一流の専門家から技術指導を受

けることにより、技術の向上や工賃の向上、一般就労移行等を図ることを目的とし、加えてモノづ

くり通じて障害当事者やその支援者の「気づき」や「新しいアイディア」を得ることを目指します。	 

	 

◆プログラム	 

【木工製品の技術研修 A コース】	 

自由な発想で木工製品を作成する「cosine の時計づくり」を通じて技術

向上を目指すコース。北海道旭川市で、木の生活道具をつくる工房「株

式会社コサイン」の宮川照美氏を講師に、参加者の自由な発想で時計作

りを行います。	 

【木工製品の技術研修 B コース】	 

しっかり技術を習得するプログラムで「酒井産業の箸づくり」を体験し、

技術の向上を目指すコース。木・竹・籐製品の生活用品やおもちゃを扱

う酒井産業株式会社の酒井慶太郎氏を講師に迎え、角材から箸を作成す

るキットを活用し、参加者の技術習得を図ります。	 

	 

◆主催	 特定非営利活動法人日本セルプセンター	 ◆共催	 厚生労働省	 ◆後援	 北海道障が

い者就労支援センター、神奈川県社会就労センター協議会	 ◆協力	 株式会社コサイン、酒井産業

株式会社、特定非営利活動法人スローレーベル、株式会社ミルデザイン	 

	 

◆専門家スタッフ	 

宮川	 照美	 氏（株式会社コサイン	 http://www.cosine.com/	 ）	 

北海道旭川市で「木」「つくり手」「使い手」が共にあるような、長く暮らしに寄り添う生活道具を

作る会社。5 つの約束として「材料に感謝すること」「木が生きる使い方」「確かな技術」「仕上げの

技」「長くお使い頂くこと」を真摯に求めものづくりに向きあっています。	 

酒井	 慶太郎	 氏（酒井産業株式会社	 http://kiso-sakai.sakura.ne.jp/	 ）	 

「天然素材のやわらかな、自然のぬくもりをくらしの中に役立たせることにより、温かい家庭作り

に貢献します」を経営理念に掲げ“森を育むため”の「木づかい運動」、また「木育（もくいく）」

への取り組みに参加しています。	 

	 

	 

	 

平成 28 年度厚生労働省障害者総合支援事業	 



特定非営利活動法人スローレーベル（	 http://www.slowlabel.info/	 ）	 

2009 年、象の鼻テラス（横浜）を拠点に、国内外で活躍するアーティストと福祉施設を繋ぐものづ

くり「横浜ランデヴープロジェクト」開始。その取り組みの中から、すべて一点ものの手作り雑貨

ブランド SLOW	 LABEL（スローレーベル）が誕生。障害の有無を越えて地域に暮らす多様な人々が手

仕事を通じて交流する SLOW	 FACTORY（スローファクトリー）を展開するほか、突出した感覚をもつ

障害者と様々な分野で活躍するプロフェッショナルが協働して作品制作に取り組む国際アート展

「ヨコハマ・パラトリエンナーレ」を開催。アートを通じて、多様な人々の居場所や役割の創出に

取り組んでいる。	 

株式会社ミルデザイン（	 http://www.miru-design.com	 ）	 

代表を務める青木昭夫が 2005 年~2009 年デザインイベント DESIGNTIDE	 TOKYO ディレクターを経て、

2009 年 MIRU	 DESIGN を始動。2015 年に株式会社ミルデザインとして法人化。プロダクト、インテリ

ア、建築、グラフィックなど、様々なデザイナーのネットワークを活かし、デザインエキシビジョ

ンやプロモーションイベントの企画、プロデュース、コーディネート、パブリックリレーションを

行う。また、青木個人の活動として音楽家坂本龍一が代表を務める more	 trees のオリジナルプロダ

クトにおける商品開発ディレクション、インテリアライフスタイルのクリエイティブディレクショ

ンを行っている。	 

	 

◆研修日程／会場	 

【木工製品の技術研修 A コース】	 	 

平成 28 年 12 月 1 日(木)	 10：00～15：00	 定員 15 名	 

平成 28 年 12 月 2 日(金)	 10：00～15：00	 定員 15 名	 

会場：北海道上川郡当麻町「当麻かたるべの森」	 

	 

【木工製品の技術研修 B コース】	 

平成 28 年 12 月 5 日(月)	 13：00～17：00	 定員 15 名	 

平成 28 年 12 月 6 日(火)	 13：00～17：00	 定員 15 名	 

	 会場：神奈川県横浜市「象の鼻テラス」	 

	 

◆参加対象	 就労継続支援 B 型事業所等を利用する障害者と事業所職員	 

	 

◆定員	 	 

【木工製品の技術研修 A コース】30 名	 

【木工製品の技術研修 B コース】30 名	 

※定員になり次第締め切りとさせていただきます。	 

	 

◆参加費	 一人 500 円	 （※研修中、万一けがをした時の保険に加入いただく費用です。）	 

※参加費用のお支払方法は、申込み受付後あらためてご案内いたします。	 

	 



◆お弁当	 一人 600 円	 

※木工製品の技術研修 A コース（北海道上川郡当麻町「当麻かたるべの森」）にお申込みの方

は、近隣に食事が出来る場所がないためお弁当の申込みをお願いいたします。お弁当代のお支払方

法は、受付後あらためてご案内いたします。	 

	 

◆留意事項	 

各コースともに、木材を材料とした木工製品の製造研修を行います。各自、作業しやすい服装でご

参加ください。また軍手や防塵マスクなど、適宜ご用意くださいますようお願いいたします。	 

	 

◆お申込み方法	 

参加申込書に必要事項をご記入の上、平成 28 年 10 月 12 日（水）までに FAX にてお申込みくださ

い。申込み受付後「研修参加票」を所属施設・事業所宛に FAX にて送付いたします。	 

	 

◆個人情報の取り扱いについて	 

参加申込書にご記入いただいた個人情報は、本研修会の事務連絡および保険加入の際に必要な範囲

内で使用いたします。また、研修会で撮影する写真や映像は事業の報告、あるいはその他の研修を

目的とする日本セルプセンターの事業を行う際に使用させていただきますので、予めご了承くださ

い。	 

	 

◆会場案内	 

【木工製品の技術研修 A コース】12 月 1 日(木)、2 日（金）開催	 

会場：当麻かたるべの森	 

住所：〒078-1315 北海道上川郡当麻町 5 条東 3 丁目 7 番 25 号	 

TEL： 0166-58-8070	 FAX：0166-84-5352	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

アクセス方法	 

●電車の場合：石北本線「当

麻」駅より徒歩約 17 分（所要

時間JR北海道旭川駅から約30

分）	 

●車の場合：道中央自動車道

「旭川北」IC より約 20 分（法

人内に駐車場あり）	 



	 

◆会場案内	 

【木工製品の技術研修 B コース】12 月 5 日(月)、6 日（火）開催	 

会場：象の鼻テラス	 

住所：〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通 1 丁目	 

TEL：045-661-0602	 FAX：045-661-0603	 

	 

	 

アクセス方法	 

●電車の場合：みなとみらい線

「日本大通り」駅、1 番出口よ

り徒歩約 3 分（所要時間東海道

新幹線「新横浜」駅から約 25

分、JR、東急、京急、相鉄、横

浜市営地下鉄「横浜」駅から約

6 分）	 

●車の場合：首都高速神奈川 3

号狩場線「横浜公園」IC より

約 7 分（近隣の有料駐車場をご

利用ください）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

◆お問い合わせ先	 

特定非営利活動法人日本セルプセンター	 	 事務局担当：森田	 

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

TEL：03-3355-8877	 FAX：03-3355-7666	 

Email：center@selpjapan.net	 


