1．デザイン支援事業の日程及び実施要綱

デザイン支援活動の実施日程について

日本セルプセンターのデザイン支援活動は、会員施設に対するソフト支援とし
て本年度より実験的にスタートさせた事業である。具体的には、会員施設から
「デザイン支援」を希望する施設を募り、外部専門家を交えた総務広報委員会
にて審査、４施設を選考することになった。具体的なスケジュールについては、
下記の通りである。

実施要綱送付

８月１１日

実施施設選考会（総務広報委員会）

９月２８日（月）

TEL にて実施

決定通知
現地調査

第１もみじ作業所

１０月２２日（木）

社会就労センターあかつき

１０月２３日（金）

花の木苑

１０月２９日（木）

こがね園

１０月２２日（金）

デザイン提案書送付

１２月２１日（月）

アンケート送付

１月２５日（月）

デザイン最終打ち合わせ
花の木苑

１月２8 日（木）

もみじ作業所

３月４日（木）

成果物納品
花の木苑

３月１５日（月）

もみじ作業所

４月２０日（火）
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第１回日本セルプセンター
｢デザイン活動支援事業｣ 実施要項
1. 目的
現代経済社会では新しい製品や事業を展開する時に、商品自体の完成度はもちろんのこと、
そのパッケージや包装紙、チラシなどの広告宣伝ツール等のさまざまな「デザイン」活動の
良し悪しが成功のカギを握ると言われています。しかしながら障害者就労系施設・事業所に
おいては、予算的な問題や人材難からこのような活動に本格的に取り組んでいるところはき
わめて少なく、結果的に施設製品が一般市場で通用しない原因の一つにあげられています。
こうした現状を打開するために日本セルプセンターでは、本年度より会員施設の製品・サー
ビスの再評価並びに販売向上支援策として、第１回デザイン支援事業を実施いたします。本
年度はまず第一歩の取り組みとして、支援希望施設を会員から広く公募し、
「施設の事業意欲」
「本事業支援にかける期待」「支援による効果予測」等を勘案した上で、最も効果的と思われ
る５施設をモデル施設として事務局（総務広報委員会）が選定させていただきます。
具体的には、対象施設に対して日本セルプセンターが契約する専門家を派遣して、現状のリ
サーチと「デザイン」を活用した販売向上プランを提示。会員施設と共に、協力し合いなが
ら売上向上をはかっていこうというのが狙いとなります。この事業の中間報告については、
随時ホームページで報告し、最終的には来年度の総会にても全活動について、その結果をご
覧いただく予定です。
2. 主催
特定非営利活動法人

日本セルプセンター

3. 応募資格
日本セルプセンターの会員施設であること
4. 対象となる施設
自主製品の製造やオリジナルサービスを手掛けている施設で、「デザイン」活動を新たに取
り入れることで、販売向上が期待できる施設。本事業でいう「デザイン」とは、製品そのも
ののデザインではなく、その周りのパッケージ、包装紙、POP、チラシなどの販促ツールの
ことを指しています。また自主製品だけでなく、清掃や印刷などのサービス事業でも、その
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事業展開を少しでも広げるためのアイデアを求めている施設であれば、本事業の対象となり
ます。（食品・木工製品・陶器・農作物・食品加工・リサイクル・印刷・清掃業等）
5. 申込方法・選定方法・スケジュール
（1）別紙申込用紙に必要事項を記載の上、平成 21 年 9 月 4 日（金）までに日本セルプセンター
までお送り下さい。（FAX でも可）
（2）公募選定は、平成 21 年 9 月中旬に日本セルプセンター総務広報委員会が中心となってデ
ザイン、経営診断等の専門家を交えて行います。
（3）各施設におけるデザイン支援活動は、随時スタートさせ、平成 22 年 3 月末までにすべて
が終了することとします。
6. 経費
（1）本事業における専門家派遣交通費・リサーチ＆プランニング作業・デザイン作業について
は、すべて日本セルプセンターが負担します。
（2）対象施設では、提案されたデザイン・チラシなどの販促物等を実現するための実費（印刷
費等）をご負担ください。
（事業規模に応じた的確なデザイン提案をしますので、リサー
チの際に、実費負担となる予算面については予め当センター担当者に相談することが可能
です）
7. 実施報告等
事業の中間報告を日本セルプセンターのホームページで随時行い、最終的な結果報告を次年
度日本セルプセンター総会にて実施します。その際に必要な売上推移、施設内の意見、顧客
の意見等の書類を提出していただきます。
8. 応募先・問い合わせ先
特定非営利活動法人
〒 160-0022

日本セルプセンター（担当：事務局長

清島）

東京都新宿区新宿 1-13-1 大橋新宿御苑ビル別館２階

TEL: 03-3355-8877

FAX:03-3355-7666

E-mail : center@selpjapan.net（メールアドレスが新しくなりました）
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【具体的な事例（案）】
デザイン支援事業というと、一般的には食品加工などの自主製品を本格的に事業展開してい
こうという施設が対象では？というイメージを持たれる施設関係者が少なくありません。しか
し今回日本セルプセンターが企画したデザイン支援事業は、大規模施設のみならず、小規模施
設の事業展開においても何らかの形で「デザイン」が関わることによって、その事業を向上さ
せていこうとする考え方に基づいています。
派遣する専門家も福祉現場の実情を十分に理解しているので、「提案されたデザイン案を実
現するための実費負担が心配」
「自分たちの考えと異なるアイデアが提出されても、現場では
利用しにくい」といった心配は無用です。ぜひ応募の段階で、自分たちの事業向上に賭ける情
熱をお書きいただきたいと思います。事業規模の大小ではなく、その思いの強さを審査対象と
させていただきます。審査のポイントは、本事業を活用する上でその施設がどんな変化をおこ
すのかという「効果予測」となります。例えば、下記のようなさまざまなタイプ・規模の施設
からのご応募を、お待ちしています。

［Ａ施設の場合］
特産の非常に珍しい果物を栽培している。高価な食材なので、都会のデパートへの出品や
インターネット販売などに活路を見いだしたいが、きちんとしたパッケージを制作したい。

［Ｂ施設の場合］
クッキー製造をメイン事業としている。一枚一枚、利用者が丁寧に型抜きする工程にこだ
わっている完全手作りが基本。地域の学校や老人施設などに積極的に出張販売したいと考
えているが、販促ツールとして何かアイデアがほしい。

［Ｃ施設の場合］
パソコンを活用した名刺印刷業を展開。利用者の技術に頼っているので、なかなか大きな
事業展開が難しい。地域の人たちにもっと積極的にアピールできる事業アイデアがないも
のか。

2．施設からのエントリーシート
第１もみじ作業所（広島県）
社会就労センターあかつき（岡山県）
花の木苑（愛知県）
こがね園（福岡県）

会員施設に対して「デザイン支援事業実施要綱」を送付したところ、14 施設か
ら応募があった。専門家を交えた実施施設選考会によって、その中から 4 施設
を今年度の対象施設として選考した。選考理由としては、本年度は実験的な取
り組みであるため「なるべく独力でデザイン作業が実施しにくい規模の施設」
を対象とすることにし、その中でも「支援活動の効果測定を比較検討しやすく
するため、食品に絞る」ことにした。

3．対象施設調査票
第１もみじ作業所（広島県）
社会就労センターあかつき（岡山県）
花の木苑（愛知県）
こがね園（福岡県）

選考会によって選ばれた 4 施設に対し、専門家を派遣して現地調査とデザイン
支援の方向性の打ち合わせを行った。現地調査には企業診断士が作成した調査
シートを活用し、共通の質問項目に回答していただくことで分析のための材料
とした。

SELPデザイン支援施設調査質問票
NO

質問

回答1

回答2

回答3

回答4

1

製品を造る人手は足りていますか

十分いるのでだいじょうぶ

利用者が足りない

職員が足りない

猫の手も借りたい

2

施設・製品を応援してくれている人はいますか（民間）

たくさんいる

たくさんいるが、もっとほしい

あまり多くない

ほとんどいない

3

製品は施設で考えて作りはじめましたか

自分たちだけで始めた

自分たちで始めたが尐し指導
ほとんど指導してもらった
してもらった

他の施設の事業を引き受け
た

4

より良い製品を作るために勉強会を開いていますか

定期的にやっている

必要だと思う時にやっている ほとんどやっていない

やったことはない

5

治具や什器などはどなたが作っていますか

職員がすべて作っている

職員が作るが外部の人にも
頼むことがある

特に作業用の治具は用意し
ていない

6

パッケージや宣伝チラシなどはどなたが作っていますか

外部の専門家に依頼して作っ
職員が自分たちで作っている 協力者にお願いしている
てもらう

普通の包装材を買って使って
いる

7

働く仲間は製品作りを楽しんで満足していますか

いつも楽しくみんな満足して
いる

あまり売れないので楽しくな
いし満足していない

8

製品の熱烈なファン、定期的にたくさん買ってくれるお客 いつも買ってくれる方がたくさ いつも買ってくださる方がけっ あまり熱烈という感じのお客さ 職員や関係者が自分たちで
さんはいますか
んいる
こう多い
んはいない
買っている

9

一度買ってくださったお客さんがほかのお客さんを連れて たくさん紹介してくれるお客さ たまに紹介してくれるお客さ
きたり、紹介してくれていますか
んが多い
んがいる

たまに上手くいかないけれ
ど、たいていは満足

外部の人にお願いしている

製品作りが忙しくて楽しめな
い

固定客はいるが紹介しても
らったことはない

たいてい1度しか買ってくれな
い

10 市役所や福祉の方々は応援してくれていますか

たくさんの協力者がいる

積極的に支援してくれる方が
あまりそうした人はいない
いる

あまりおつきあいしていない

11 今一番売れている製品は何年前から作っていますか

２～５年くらい前から

5～10年くらい前から

つい最近作り始めたばかり

10年以上前から

12 売れている商品はどんな特徴がありますか

味や色合い、使っている素材 おいしいとけっこう評判がい
など評判がいい
い

あまりこれといった特徴がな
い

作れるものを作っているだけ

尐し安めにしている

安くしないと売れないので半
額以下にしている

13

スーパーなどで売られている同種の製品と比べて値段は
何割か割高になっている
安いですか高いですか

値段は同じくらいだと思う

14 今の製品の値段の評価は

高いとも安いともいわれない
がよく売れている

尐し高いかなと言われている 尐し安いかなと言われている

値下げしてもなかなか売れな
い

15 今作っている商品は何種類ぐらいありますか

20種類以上

6～19種類くらい

2～5種類くらい

1種類だけ

16 現在製品のストックはありますか

日持ちのする製品はすぐ注
文が来ても販売できる

日持ちのする製品はバザー
に備えて保管する

販売する機会に合わせて生
産している

売る売らないにかかわらず毎
日同じ作業をする

17 製品の製造日・消費期限の管理方法は

作った日付のシールを貼っ
作るたびに日付の入ったシー その日に売る分だけシールを
特に何もしていない
て、日付ごとに箱に入れ管理 ルを貼っている
張っている

18

今作っている製品は地元の材料や名産品、観光地など
の名前を使っていますか

名前から、原材料まで地元に 地元の名産品を材料に使っ
密着している
ている

19

四季折々の味や色など製品に季節感を織り込んでいま
すか

四季に合わせた製品がそろっ 春夏・秋冬程度に分けて製品 取り込みたいがまだしていな
特に考えたことがない
ている
がある
い

20

バレンタインやクリスマスなど時季に合わせたキャンペー チラシなども作って積極的に バザーの時期に合った飾り付
要望があれば参加している
ンをしていますか
している
けをしている

21 製品はどんな所で売っていますか
22 製品はどなたが売っていますか

特に意識していない

施設のある市町村から遠く離 施設のある市町村と隣接する
施設のある市町村の中だけ
れた所でも売られている
ところで売っている

24 製品はどのようにして売る場所に届いていますか

遠いところや通信販売は宅配
施設の運搬車両で届ける
便、その他は施設の運搬車

27 ホームページはありますか

施設が催すバザーやイベント
がほとんど

施設職員や利用者家族の車
ほとんど施設の中だけで移動
で届ける

知り合いの方を通じて遠くから注文があった場合どうしま 宅配便で送り、施設の会計口 宅配便で送り、受取人払いで 遠方でも職員や利用者家族
すか
座に入金してもらう
支払ってもらう
が届ける

26 製品を販売するためのチラシなどを作っていますか

特にしていない

外部の小売店に卸したり施設 施設の窓口で売っているほ バザーの機会に販売知るほ
バザーやイベントに参加して
の売店で1年を通して販売し か、注文があるたびに販売し か、知り合いに頼まれれば販
出店で販売している
ている
ている
売する
その時に手が空いている職
小売店の人、売店の担当者、 専属ではないが販売担当を 職員、利用者、家族力を合わ
員・利用者と家族が売ってい
営業担当の職員などいろいろ 置いている
せて
る

23 製品はどのくらいの範囲で売られていますか

25

なるべく安く入ればどこからで
も材料を買う

遠方からの注文は受けない

製品の説明チラシは作ってあ
製品カタログや、製品ごと、イ
イベントの際などにコピー等
り、イベント用のチラシも作れ
特になにも用意していない
ベント用など用意してある
でその都度作っている
る
施設のホームページの他に
施設のホームページがあり、 職員が個人でブログを開設し
製品のホームページ（ブログ）
特に何も作っていない
簡単に製品を紹介している
て説明している
がある
施設全体、主な製品それぞ
いくつかの製品にはキャッチ
れに決まったキャッチフレー
施設全体の合言葉がある
特に決まったものはない
フレーズがある
ズがある

28

製品を売る際のキャッチフレーズ（売り文句）はあります
か

29

個別の製品を説明するPOP（商品説明）カードはあります ほとんどの製品用にPOPカー 販売する際に職員がその都
か
ドが用意できている
度作っている

必要があれば誰かが作る

特に作っていない・作ったこと
がない

施設長や職員が出向き、具
施設長が出向いてできるかど 誰かが話を聞きには行くが、
30 製品を売ってあげるという会社が出てきたらどうしますか 体的な内容を施設で相談して
無理だからすぐに断る
うか判断して決める
量は増やせないので断る
決める
施設の職員、利用者、家族、
施設職員、利用者家族がもと 最初にこれを作ろうと決めて
31 今作っている製品はどなたが考え出したものですか
応援者からアイデアを募集し 施設内のアイデアマンがいる
もと得意としていたから
始めたから
た
32 主に作っているのは施設の中のどなたですか

主に施設利用者が作り、職員 施設利用者と職員が一体と
がサポートしている
なって作っている

主に職員が作り、必要な際に 主に利用者家族が中心に
は家族が手伝う
なってみんなで作っている

33 1日に作ることができる個数は決まっていますか

製品ごとに1日の生産量は決 おおよその生産量の目安は
まっている
ある

その日に通所してきた利用者 毎日作ってみなければわから
の人数で変わる
ない

34 一度にたくさん注文が来た時にはどう対応しますか

職員が作る仲間に加わったり
職員ができるまで残業して対 職員に家族や支援者が加
たくさんの注文はできないの
家族、支援者の応援で対応
応する
わって数量がそろうまで作る で断る
する

35

大きなイベントなどで一度に大量に売れるときはどのよう 毎日の生産量を尐し増やして 職員ができるまで毎日残業し 職員に家族や支援者が総出
できた分だけ持っていく
に準備しますか
何日間かで準備する
て対応する
で必要な数を作る

36 材料の仕入れはどこからしていますか
37 味、品質をそろえるのはどなたの役割ですか

値段や品質、品切れの危険
のなさなどを考えて専門の問
屋から
職員のうち数名を担当者とし
て常に同じ味、品質を揃えて
いる

良い品が仕入れられるなら遠 手軽に行ける近所のスー
くの店にでも出かける
パーマーケットや商店から

その都度足りないものを誰か
が買いにゆく

施設長、担当者のうち一人が みんなで味見をして大丈夫か 多尐できが悪くても売ってしま
味見をして決めている
どうか考える
う

38 パッケージをデザインしているのはどなたですか

パッケージデザインの専門家 知り合いのデザインが得意な パッケージを卸している問屋 特にパッケージにデザインは
に依頼
人に依頼
に依頼
ない

39 作業の手順は記録してありますか

作業ごと、作業者ごとに写真 利用者向けの作業ごとに写
やイラストを入れた手順書が 真やイラストを入れた手順書 簡単な職員用のメモがある
ある
がある

特に用意していない。その都
度職員や家族が思い出して
いる

40 新たな製品を作るときはどうしますか

アイデア会議を開いて、みん 職員のミーティングで考え、
なで試食しながら決める
施設長が決める

新製品は手間がかかるので
考えていない

何か思いついたら試して、よ
かったら売ってみる

評価者コメント

総合評価・支援方針

施設内を見学すると、利用者にもわかるように売上計画の達成率や仕事内容が写
真・イラスト付きで説明するポスター等が掲示されているのが目立つ。全員が一体と
なって作業を進めていこうとする意気込みが感じられる。作業量についても、住友生
命のバレンタインクッキーという企画で２週間で今年は1000個の発注に対応だきるほ
どの体力がある。現在はパンとクッキーを一緒に製造しているが、2012年度には採算
性の良いクッキー班を独立させて、さらに大量生産に対応できるように計画中とのこ
とである。製品の質は大変良く、食べてみるとそのバラエティ豊かなラインアップに驚
かされる。これらの製品をスーパー等に卸して大量に販売するという戦略はまだ持て
ていない。現実の延長として、バザーでの売上アップや独自店舗での売上アップを望
んでいる。広島市内には20箇所以上、クッキー製造をしている施設があり、福祉バ
ザーではクッキーで埋もれてるいる。地下街にある福祉ショップは、まさにそんな状
態。若い女性が通りかかるスペースで、来店客も多いが、その中でもみじクッキーを
目立たせるのは容易ではない。まずはこういう中で「もっと目立つ存在になりたい」と
いうのが担当レベルの要望。パッケージが目立てば、中身には自信があるので売上
は自然に伸びていくはず。また「地味なパッケージ」と職員の間では評価が低いラベ
ルイラストは、もみじちゃんというキャラクターであり、その作者は有名な作家・はらみ
ちをさん。これをもっと使わない手はない。また施設内では絵画活動も盛んであり、八
年間の間描かれていた作品が埋もれていた。

製品の質は高く、やる気もあり、総合評価は高い。また独自キャラクターも持って
いるため、支援方針は比較的容易であると考えられる。まず、「もみじちゃん」とい
うキャラクターを全面的に目立たせるデザイン各種をすることである。ラベルデザイ
ンもそうだが、施設の看板として「もみじちゃん」を全面に押し出すべきだ。そのた
め、名刺や封筒にも「もみじちゃん」を使っていく。施設の車にも「もみじちゃん」を大
きくペイントできればいい。また「もみじちゃん」を使ったプライスカード、「もみじちゃ
ん」のPOPもほしい。独自製品としては、「もみじちゃん」のイラストをプリントした木
製チップを制作し、これをクッキーのおまけにつける。クッキー自体がバージョン
アップするだけでなく、このチップはケータイストラップとしても充分活用できるのが
売り。制作は愛知県の守山作業所に依頼する。一個30円程度である。あとはおま
けとして、利用者（仲間）の作品を使った数十種類のミニカードを制作。カードの裏
には、利用者のユニークなエピソードを添える。製品自体の質は高いので、施設か
らのメッセージをいかに発信するか。その具体的な広報手段をサポートすること
で、製品へのファンはさらに増えることになると思われる。「施設理解者を増やすた
めの、一歩先の広報活動」これが､もみじ作業所における支援方針である。

第1もみじ作業所（広島県）

SELPデザイン支援施設調査質問票
NO

質問

回答1

回答2

回答3

回答4

1

製品を造る人手は足りていますか

十分いるのでだいじょうぶ

利用者が足りない

職員が足りない

猫の手も借りたい

2

施設・製品を応援してくれている人はいますか（民間）

たくさんいる

たくさんいるが、もっとほしい

あまり多くない

ほとんどいない

3

製品は施設で考えて作りはじめましたか

自分たちだけで始めた

自分たちで始めたが尐し指導
ほとんど指導してもらった
してもらった

他の施設の事業を引き受け
た

4

より良い製品を作るために勉強会を開いていますか

定期的にやっている

必要だと思う時にやっている ほとんどやっていない

やったことはない

5

治具や什器などはどなたが作っていますか

職員がすべて作っている

職員が作るが外部の人にも
頼むことがある

特に作業用の治具は用意し
ていない

6

パッケージや宣伝チラシなどはどなたが作っていますか

外部の専門家に依頼して作っ
職員が自分たちで作っている 協力者にお願いしている
てもらう

普通の包装材を買って使って
いる

7

働く仲間は製品作りを楽しんで満足していますか

いつも楽しくみんな満足して
いる

あまり売れないので楽しくな
いし満足していない

8

製品の熱烈なファン、定期的にたくさん買ってくれるお客 いつも買ってくれる方がたくさ いつも買ってくださる方がけっ あまり熱烈という感じのお客さ 職員や関係者が自分たちで
さんはいますか
んいる
こう多い
んはいない
買っている

9

一度買ってくださったお客さんがほかのお客さんを連れて たくさん紹介してくれるお客さ たまに紹介してくれるお客さ
きたり、紹介してくれていますか
んが多い
んがいる

たまに上手くいかないけれ
ど、たいていは満足

外部の人にお願いしている

製品作りが忙しくて楽しめな
い

固定客はいるが紹介しても
らったことはない

たいてい1度しか買ってくれな
い

10 市役所や福祉の方々は応援してくれていますか

たくさんの協力者がいる

積極的に支援してくれる方が
あまりそうした人はいない
いる

あまりおつきあいしていない

11 今一番売れている製品は何年前から作っていますか

２～５年くらい前から

5～10年くらい前から

つい最近作り始めたばかり

10年以上前から

12 売れている商品はどんな特徴がありますか

味や色合い、使っている素材 おいしいとけっこう評判がい
など評判がいい
い

あまりこれといった特徴がな
い

作れるものを作っているだけ

尐し安めにしている

安くしないと売れないので半
額以下にしている

13

スーパーなどで売られている同種の製品と比べて値段は
何割か割高になっている
安いですか高いですか

値段は同じくらいだと思う

14 今の製品の値段の評価は

高いとも安いともいわれない
がよく売れている

尐し高いかなと言われている 尐し安いかなと言われている

値下げしてもなかなか売れな
い

15 今作っている商品は何種類ぐらいありますか

20種類以上

6～19種類くらい

2～5種類くらい

1種類だけ

16 現在製品のストックはありますか

日持ちのする製品はすぐ注
文が来ても販売できる

日持ちのする製品はバザー
に備えて保管する

販売する機会に合わせて生
産している

売る売らないにかかわらず毎
日同じ作業をする

17 製品の製造日・消費期限の管理方法は

作った日付のシールを貼っ
作るたびに日付の入ったシー その日に売る分だけシールを
特に何もしていない
て、日付ごとに箱に入れ管理 ルを貼っている
張っている

18

今作っている製品は地元の材料や名産品、観光地など
の名前を使っていますか

名前から、原材料まで地元に 地元の名産品を材料に使っ
密着している
ている

19

四季折々の味や色など製品に季節感を織り込んでいま
すか

四季に合わせた製品がそろっ 春夏・秋冬程度に分けて製品 取り込みたいがまだしていな
特に考えたことがない
ている
がある
い

20

バレンタインやクリスマスなど時季に合わせたキャンペー チラシなども作って積極的に バザーの時期に合った飾り付
要望があれば参加している
ンをしていますか
している
けをしている

21 製品はどんな所で売っていますか
22 製品はどなたが売っていますか

特に意識していない

施設のある市町村から遠く離 施設のある市町村と隣接する
施設のある市町村の中だけ
れた所でも売られている
ところで売っている

24 製品はどのようにして売る場所に届いていますか

遠いところや通信販売は宅配
施設の運搬車両で届ける
便、その他は施設の運搬車

27 ホームページはありますか

施設が催すバザーやイベント
がほとんど

施設職員や利用者家族の車
ほとんど施設の中だけで移動
で届ける

知り合いの方を通じて遠くから注文があった場合どうしま 宅配便で送り、施設の会計口 宅配便で送り、受取人払いで 遠方でも職員や利用者家族
すか
座に入金してもらう
支払ってもらう
が届ける

26 製品を販売するためのチラシなどを作っていますか

特にしていない

外部の小売店に卸したり施設 施設の窓口で売っているほ バザーの機会に販売知るほ
バザーやイベントに参加して
の売店で1年を通して販売し か、注文があるたびに販売し か、知り合いに頼まれれば販
出店で販売している
ている
ている
売する
その時に手が空いている職
小売店の人、売店の担当者、 専属ではないが販売担当を 職員、利用者、家族力を合わ
員・利用者と家族が売ってい
営業担当の職員などいろいろ 置いている
せて
る

23 製品はどのくらいの範囲で売られていますか

25

なるべく安く入ればどこからで
も材料を買う

遠方からの注文は受けない

製品の説明チラシは作ってあ
製品カタログや、製品ごと、イ
イベントの際などにコピー等
り、イベント用のチラシも作れ
特になにも用意していない
ベント用など用意してある
でその都度作っている
る
施設のホームページの他に
施設のホームページがあり、 職員が個人でブログを開設し
製品のホームページ（ブログ）
特に何も作っていない
簡単に製品を紹介している
て説明している
がある
施設全体、主な製品それぞ
いくつかの製品にはキャッチ
れに決まったキャッチフレー
施設全体の合言葉がある
特に決まったものはない
フレーズがある
ズがある

28

製品を売る際のキャッチフレーズ（売り文句）はあります
か

29

個別の製品を説明するPOP（商品説明）カードはあります ほとんどの製品用にPOPカー 販売する際に職員がその都
か
ドが用意できている
度作っている

必要があれば誰かが作る

特に作っていない・作ったこと
がない

施設長や職員が出向き、具
施設長が出向いてできるかど 誰かが話を聞きには行くが、
30 製品を売ってあげるという会社が出てきたらどうしますか 体的な内容を施設で相談して
無理だからすぐに断る
うか判断して決める
量は増やせないので断る
決める
施設の職員、利用者、家族、
施設職員、利用者家族がもと 最初にこれを作ろうと決めて
31 今作っている製品はどなたが考え出したものですか
応援者からアイデアを募集し 施設内のアイデアマンがいる
もと得意としていたから
始めたから
た
32 主に作っているのは施設の中のどなたですか

主に施設利用者が作り、職員 施設利用者と職員が一体と
がサポートしている
なって作っている

主に職員が作り、必要な際に 主に利用者家族が中心に
は家族が手伝う
なってみんなで作っている

33 1日に作ることができる個数は決まっていますか

製品ごとに1日の生産量は決 おおよその生産量の目安は
まっている
ある

その日に通所してきた利用者 毎日作ってみなければわから
の人数で変わる
ない

34 一度にたくさん注文が来た時にはどう対応しますか

職員が作る仲間に加わったり
職員ができるまで残業して対 職員に家族や支援者が加
たくさんの注文はできないの
家族、支援者の応援で対応
応する
わって数量がそろうまで作る で断る
する

35

大きなイベントなどで一度に大量に売れるときはどのよう 毎日の生産量を尐し増やして 職員ができるまで毎日残業し 職員に家族や支援者が総出
できた分だけ持っていく
に準備しますか
何日間かで準備する
て対応する
で必要な数を作る

36 材料の仕入れはどこからしていますか
37 味、品質をそろえるのはどなたの役割ですか

値段や品質、品切れの危険
のなさなどを考えて専門の問
屋から
職員のうち数名を担当者とし
て常に同じ味、品質を揃えて
いる

良い品が仕入れられるなら遠 手軽に行ける近所のスー
くの店にでも出かける
パーマーケットや商店から

その都度足りないものを誰か
が買いにゆく

施設長、担当者のうち一人が みんなで味見をして大丈夫か 多尐できが悪くても売ってしま
味見をして決めている
どうか考える
う

38 パッケージをデザインしているのはどなたですか

パッケージデザインの専門家 知り合いのデザインが得意な パッケージを卸している問屋 特にパッケージにデザインは
に依頼
人に依頼
に依頼
ない

39 作業の手順は記録してありますか

作業ごと、作業者ごとに写真 利用者向けの作業ごとに写
やイラストを入れた手順書が 真やイラストを入れた手順書 簡単な職員用のメモがある
ある
がある

特に用意していない。その都
度職員や家族が思い出して
いる

40 新たな製品を作るときはどうしますか

アイデア会議を開いて、みん 職員のミーティングで考え、
なで試食しながら決める
施設長が決める

新製品は手間がかかるので
考えていない

何か思いついたら試して、よ
かったら売ってみる

評価者コメント

総合評価・支援方針

あかつきの主力商品はうどんの製造販売である。岡山は讃岐に近く、うどんマニアが
多い。そんな中でも地元のお客さんにうどんの味は定評がある。道の駅等でも販売さ
れているが、メインはさざなみうどんという地元チェーン店への卸である。県内に16店
舗を展開するこのセルフ式のうどんチェーンは、おいしいうどんを食べさせる店として
県内タウン誌の読者アンケートで第三位にランクアップされた。そのうどんをすべて製
造しているのが、あかつきなのだ。チェーン店のうどん製造を任されているため、一年
を通じてほとんど休みなし。休暇は元旦だけである。この安定した事業体制により、
岡山県内ではトップクラスという月平均工賃40000円を支払うことができている。応接
室には、所長の次期直筆で「職員としての福祉道」「求められる障害者としての道」と
いう文章が貼られていた。実に哲学的な文章で、所長が常に職員や利用者たちに語
りかけている内容を想像できる。さざなみうどんの社長というのは、実は所長の息子
である。昔、父とともに無認可作業所を運営していたのだが、あかつきのおいしいうど
んを使って起業することを思いついた。もちろん利用者工賃のアップを狙った起業で
あろう。こんな経緯のため、うどん製造にかける思いや生産力はすごいが、あくまで
卸販売（正確に言うと、現材料費は会社持ちで、あかつきは工賃だけもらうスタイルら
しい）のため、自主製品を販売する点が弱い。独自に工賃アップを実現してきた経過
もあり、行政とや他施設とのタイアップという点も弱い。好評のうどんをさらに今後全
国的に販売するためには半生加工する技術を他施設から吸収する等の新たな活動
が求められている。現時点では技術的にうどんを全国販売することは難しい。では何
をしたいのか？ 100円の卵せんべいのラベルをつくるのか？ 穴子の蒲焼きはうま
いが、それほど生産力はないし、日持ちもしない。なんとかデザインを変えることで
きっかけ作りをという意欲はわかるが、具体的な要望が見えてこなかった。

あかつきの母体は、社会福祉法人瀬戸内会。「せとないかい」とも読める。施設の
隣は、海。漁港である。釣り糸を垂らすと、素人でも穴子がじゃんじゃか釣れる豊
かな海だ。あかつきがある町は玉野市。市のシンボルは「めばる」という魚であり、
めばるちゃんというキャラクターのお土産も地元では各種販売されていた。具体的
な要望があまりないため、今回の支援計画は「将来的に半ナマうどんを製造し、全
国的に販売する際のパッケージの基本デザインをつくる」ということを提案した。現
在は、いくらおいしくても卸中心のうどんであり、地元の道の駅で販売しているナマ
うどんはパックにただつめただけである。今後の販路を考えたり、宣伝していく際に
どうしても胸を張って「これが自分たちの自主製品である」ことをアピールしにくい
のだ。そのため瀬戸内海・漁港・めばるといった魚にちなんだ法人キャラクターをつ
くり、施設のイメージアップを展開する。名刺、封筒類の刷新も行う。またうどんに
続く製品として「小魚を使った煎餅」を開発、地元の名産品として市の協力が得ら
れるような活動を行っていく。芸術の島としていま脚光を浴びている直島は、玉野
市の中心・宇野駅からフェリーが出ているため、観光客が宇野駅近辺には押し掛
けている。こうした観光客狙いのお土産としての新商品の開発を、施設の側でも実
施していく。セルプセンターとしてはその商品の価値が高まるような付加価値として
のデザインを提案していくことにしたい。

社会就労センターあかつき（岡山県）

SELPデザイン支援施設調査質問票
NO

質問

回答1

回答2

回答3

回答4

1

製品を造る人手は足りていますか

十分いるのでだいじょうぶ

利用者が足りない

職員が足りない

猫の手も借りたい

2

施設・製品を応援してくれている人はいますか（民間）

たくさんいる

たくさんいるが、もっとほしい

あまり多くない

ほとんどいない

3

製品は施設で考えて作りはじめましたか

自分たちだけで始めた

自分たちで始めたが尐し指導
ほとんど指導してもらった
してもらった

他の施設の事業を引き受け
た

4

より良い製品を作るために勉強会を開いていますか

定期的にやっている

必要だと思う時にやっている ほとんどやっていない

やったことはない

5

治具や什器などはどなたが作っていますか

職員がすべて作っている

職員が作るが外部の人にも
頼むことがある

特に作業用の治具は用意し
ていない

6

パッケージや宣伝チラシなどはどなたが作っていますか

外部の専門家に依頼して作っ
職員が自分たちで作っている 協力者にお願いしている
てもらう

普通の包装材を買って使って
いる

7

働く仲間は製品作りを楽しんで満足していますか

いつも楽しくみんな満足して
いる

あまり売れないので楽しくな
いし満足していない

8

製品の熱烈なファン、定期的にたくさん買ってくれるお客 いつも買ってくれる方がたくさ いつも買ってくださる方がけっ あまり熱烈という感じのお客さ 職員や関係者が自分たちで
さんはいますか
んいる
こう多い
んはいない
買っている

9

一度買ってくださったお客さんがほかのお客さんを連れて たくさん紹介してくれるお客さ たまに紹介してくれるお客さ
きたり、紹介してくれていますか
んが多い
んがいる

たまに上手くいかないけれ
ど、たいていは満足

外部の人にお願いしている

製品作りが忙しくて楽しめな
い

固定客はいるが紹介しても
らったことはない

たいてい1度しか買ってくれな
い

10 市役所や福祉の方々は応援してくれていますか

たくさんの協力者がいる

積極的に支援してくれる方が
あまりそうした人はいない
いる

あまりおつきあいしていない

11 今一番売れている製品は何年前から作っていますか

２～５年くらい前から

5～10年くらい前から

つい最近作り始めたばかり

10年以上前から

12 売れている商品はどんな特徴がありますか

味や色合い、使っている素材 おいしいとけっこう評判がい
など評判がいい
い

あまりこれといった特徴がな
い

作れるものを作っているだけ

尐し安めにしている

安くしないと売れないので半
額以下にしている

13

スーパーなどで売られている同種の製品と比べて値段は
何割か割高になっている
安いですか高いですか

値段は同じくらいだと思う

14 今の製品の値段の評価は

高いとも安いともいわれない
がよく売れている

尐し高いかなと言われている 尐し安いかなと言われている

値下げしてもなかなか売れな
い

15 今作っている商品は何種類ぐらいありますか

20種類以上

6～19種類くらい

2～5種類くらい

1種類だけ

16 現在製品のストックはありますか

日持ちのする製品はすぐ注
文が来ても販売できる

日持ちのする製品はバザー
に備えて保管する

販売する機会に合わせて生
産している

売る売らないにかかわらず毎
日同じ作業をする

17 製品の製造日・消費期限の管理方法は

作った日付のシールを貼っ
作るたびに日付の入ったシー その日に売る分だけシールを
特に何もしていない
て、日付ごとに箱に入れ管理 ルを貼っている
張っている

18

今作っている製品は地元の材料や名産品、観光地など
の名前を使っていますか

名前から、原材料まで地元に 地元の名産品を材料に使っ
密着している
ている

19

四季折々の味や色など製品に季節感を織り込んでいま
すか

四季に合わせた製品がそろっ 春夏・秋冬程度に分けて製品 取り込みたいがまだしていな
特に考えたことがない
ている
がある
い

20

バレンタインやクリスマスなど時季に合わせたキャンペー チラシなども作って積極的に バザーの時期に合った飾り付
要望があれば参加している
ンをしていますか
している
けをしている

21 製品はどんな所で売っていますか
22 製品はどなたが売っていますか

特に意識していない

施設のある市町村から遠く離 施設のある市町村と隣接する
施設のある市町村の中だけ
れた所でも売られている
ところで売っている

24 製品はどのようにして売る場所に届いていますか

遠いところや通信販売は宅配
施設の運搬車両で届ける
便、その他は施設の運搬車

27 ホームページはありますか

施設が催すバザーやイベント
がほとんど

施設職員や利用者家族の車
ほとんど施設の中だけで移動
で届ける

知り合いの方を通じて遠くから注文があった場合どうしま 宅配便で送り、施設の会計口 宅配便で送り、受取人払いで 遠方でも職員や利用者家族
すか
座に入金してもらう
支払ってもらう
が届ける

26 製品を販売するためのチラシなどを作っていますか

特にしていない

外部の小売店に卸したり施設 施設の窓口で売っているほ バザーの機会に販売知るほ
バザーやイベントに参加して
の売店で1年を通して販売し か、注文があるたびに販売し か、知り合いに頼まれれば販
出店で販売している
ている
ている
売する
その時に手が空いている職
小売店の人、売店の担当者、 専属ではないが販売担当を 職員、利用者、家族力を合わ
員・利用者と家族が売ってい
営業担当の職員などいろいろ 置いている
せて
る

23 製品はどのくらいの範囲で売られていますか

25

なるべく安く入ればどこからで
も材料を買う

遠方からの注文は受けない

製品の説明チラシは作ってあ
製品カタログや、製品ごと、イ
イベントの際などにコピー等
り、イベント用のチラシも作れ
特になにも用意していない
ベント用など用意してある
でその都度作っている
る
施設のホームページの他に
施設のホームページがあり、 職員が個人でブログを開設し
製品のホームページ（ブログ）
特に何も作っていない
簡単に製品を紹介している
て説明している
がある
施設全体、主な製品それぞ
いくつかの製品にはキャッチ
れに決まったキャッチフレー
施設全体の合言葉がある
特に決まったものはない
フレーズがある
ズがある

28

製品を売る際のキャッチフレーズ（売り文句）はあります
か

29

個別の製品を説明するPOP（商品説明）カードはあります ほとんどの製品用にPOPカー 販売する際に職員がその都
か
ドが用意できている
度作っている

必要があれば誰かが作る

特に作っていない・作ったこと
がない

施設長や職員が出向き、具
施設長が出向いてできるかど 誰かが話を聞きには行くが、
30 製品を売ってあげるという会社が出てきたらどうしますか 体的な内容を施設で相談して
無理だからすぐに断る
うか判断して決める
量は増やせないので断る
決める
施設の職員、利用者、家族、
施設職員、利用者家族がもと 最初にこれを作ろうと決めて
31 今作っている製品はどなたが考え出したものですか
応援者からアイデアを募集し 施設内のアイデアマンがいる
もと得意としていたから
始めたから
た
32 主に作っているのは施設の中のどなたですか

主に施設利用者が作り、職員 施設利用者と職員が一体と
がサポートしている
なって作っている

主に職員が作り、必要な際に 主に利用者家族が中心に
は家族が手伝う
なってみんなで作っている

33 1日に作ることができる個数は決まっていますか

製品ごとに1日の生産量は決 おおよその生産量の目安は
まっている
ある

その日に通所してきた利用者 毎日作ってみなければわから
の人数で変わる
ない

34 一度にたくさん注文が来た時にはどう対応しますか

職員が作る仲間に加わったり
職員ができるまで残業して対 職員に家族や支援者が加
たくさんの注文はできないの
家族、支援者の応援で対応
応する
わって数量がそろうまで作る で断る
する

35

大きなイベントなどで一度に大量に売れるときはどのよう 毎日の生産量を尐し増やして 職員ができるまで毎日残業し 職員に家族や支援者が総出
できた分だけ持っていく
に準備しますか
何日間かで準備する
て対応する
で必要な数を作る

36 材料の仕入れはどこからしていますか
37 味、品質をそろえるのはどなたの役割ですか

値段や品質、品切れの危険
のなさなどを考えて専門の問
屋から
職員のうち数名を担当者とし
て常に同じ味、品質を揃えて
いる

良い品が仕入れられるなら遠 手軽に行ける近所のスー
くの店にでも出かける
パーマーケットや商店から

その都度足りないものを誰か
が買いにゆく

施設長、担当者のうち一人が みんなで味見をして大丈夫か 多尐できが悪くても売ってしま
味見をして決めている
どうか考える
う

38 パッケージをデザインしているのはどなたですか

パッケージデザインの専門家 知り合いのデザインが得意な パッケージを卸している問屋 特にパッケージにデザインは
に依頼
人に依頼
に依頼
ない

39 作業の手順は記録してありますか

作業ごと、作業者ごとに写真 利用者向けの作業ごとに写
やイラストを入れた手順書が 真やイラストを入れた手順書 簡単な職員用のメモがある
ある
がある

特に用意していない。その都
度職員や家族が思い出して
いる

40 新たな製品を作るときはどうしますか

アイデア会議を開いて、みん 職員のミーティングで考え、
なで試食しながら決める
施設長が決める

新製品は手間がかかるので
考えていない

何か思いついたら試して、よ
かったら売ってみる

評価者コメント

総合評価・支援方針

パン製造部門が「ふら和」として喫茶店をオープン、独立している。法人の売上の七
割を班の製造販売で占めている。販売先としては、イベント販売がほとんど。今回応
募があったのは、パン以外のクッキー・シフォンケーキの売上げ拡大を狙っている。
パンに関しては、喫茶店を併設していることもありほとんど外観上はプロのパン屋と
いった趣だが、施設の中で製造しているクッキー班は素人の集まりという域を出な
い。製造室への入室時に帽子や白衣を着ることを求めないなど、衛生管理上も､疑問
が残る。イベントでの販売がほとんどという典型的な施設のバターンと言える。年間
売上も、クッキー班は163万程度に過ぎない。工賃的には、パン班が1000円を超える
人が三分の一を占めるのに対し、クッキー班は法人平均並の5000円程度。販売方法
としては、毎週火曜日に市役所内ブース、月に一度SONY工場の食堂前、中学校等
のバザー、その他結婚式の引き出物等の企画販売である。独自店舗「ふら和」でもも
ちろん販売しているが、パンがメインであり、クッキーはそれほど多く売れていない。
シフォンケーキは日持ちがしないので、イベントでしか販売しない。だいたい１日15個
しか製造できない。

全体的に見て非常に地味な施設であり、事業推進という観点からは高い点数をつ
けることは出来ない。工賃倍増計画についても、数値を実現するための具体性に
欠けている。今回支援を要請されたクッキー＆製菓事業の規模も、売上という観点
からは評価しずらい状況であり、支援の方針を決めかねていた。そんな中で目を
引いたのが、５周年・１０周年記念誌だ。オールカラーで印刷され、写真やイラスト
をふんだんに使ったこの冊子には、利用者のイラストちりばめられている。ざっと眺
めているだけでも、施設の雰囲気が理解できる構成だ。また定期的に発行してい
るという「FLOWER PAPER」という冊子も素晴らしい。利用者の施設での様子を手
書きで綴ってもらったものをまとめてコピーしているだけなのだが、そのレイアウト
が凝っているし、すべての冊子に利用者が色鉛筆で色を塗っている。こうした冊子
の雰囲気こそが、いいにつけ悪いにつけ花の木苑の実態である気がした。デザイ
ン支援の方向性としては、イベント販売を単なる製品販売の場と考えるのではな
く、施設の宣伝の場ととらえること。そのためには施設の考え方をアピールできる
ツール（カードなど）を作り、配布する。そのことによって施設のファンを獲得し、引
き出物等の企画販売につなげていく。そんな方向を提案した。施設のイメージキャ
ラとしては、利用者が描いているさまざまな絵（いいモノも悪いモノも混在している
雰囲気）がちりばめられたデザインを考えたい。この活動が結果的に、施設全体の
事業向上につながっていくはずである。

花の木苑（愛知県）

SELPデザイン支援施設調査質問票
NO

質問

回答1

回答2

回答3

1

製品を造る人手は足りていますか

十分いるのでだいじょうぶ

利用者が足りない

職員が足りない

猫の手も借りたい

2

施設・製品を応援してくれている人はいますか（民間）

たくさんいる

たくさんいるが、もっとほしい

あまり多くない

ほとんどいない

3

製品は施設で考えて作りはじめましたか

自分たちだけで始めた

自分たちで始めたが尐し指導
ほとんど指導してもらった
してもらった

他の施設の事業を引き受け
た

4

より良い製品を作るために勉強会を開いていますか

定期的にやっている

必要だと思う時にやっている ほとんどやっていない

やったことはない

5

治具や什器などはどなたが作っていますか

職員がすべて作っている

職員が作るが外部の人にも
頼むことがある

特に作業用の治具は用意し
ていない

6

パッケージや宣伝チラシなどはどなたが作っていますか

外部の専門家に依頼して作っ
職員が自分たちで作っている 協力者にお願いしている
てもらう

普通の包装材を買って使って
いる

7

働く仲間は製品作りを楽しんで満足していますか

いつも楽しくみんな満足して
いる

あまり売れないので楽しくな
いし満足していない

8

製品の熱烈なファン、定期的にたくさん買ってくれるお客 いつも買ってくれる方がたくさ いつも買ってくださる方がけっ あまり熱烈という感じのお客さ 職員や関係者が自分たちで
さんはいますか
んいる
こう多い
んはいない
買っている

9

一度買ってくださったお客さんがほかのお客さんを連れて たくさん紹介してくれるお客さ たまに紹介してくれるお客さ
きたり、紹介してくれていますか
んが多い
んがいる

たまに上手くいかないけれ
ど、たいていは満足

外部の人にお願いしている

製品作りが忙しくて楽しめな
い

固定客はいるが紹介しても
らったことはない

たくさんの協力者がいる

積極的に支援してくれる方が
あまりそうした人はいない
いる

あまりおつきあいしていない

11 今一番売れている製品は何年前から作っていますか

２～５年くらい前から

5～10年くらい前から

つい最近作り始めたばかり

10年以上前から

12 売れている商品はどんな特徴がありますか

味や色合い、使っている素材 おいしいとけっこう評判がい
など評判がいい
い

あまりこれといった特徴がな
い

作れるものを作っているだけ

尐し安めにしている

安くしないと売れないので半
額以下にしている

スーパーなどで売られている同種の製品と比べて値段は
何割か割高になっている
安いですか高いですか

値段は同じくらいだと思う

14 今の製品の値段の評価は

高いとも安いともいわれない
がよく売れている

尐し高いかなと言われている 尐し安いかなと言われている

値下げしてもなかなか売れな
い

15 今作っている商品は何種類ぐらいありますか

20種類以上

6～19種類くらい

2～5種類くらい

1種類だけ

16 現在製品のストックはありますか

日持ちのする製品はすぐ注
文が来ても販売できる

日持ちのする製品はバザー
に備えて保管する

販売する機会に合わせて生
産している

売る売らないにかかわらず毎
日同じ作業をする

17 製品の製造日・消費期限の管理方法は

作った日付のシールを貼っ
作るたびに日付の入ったシー その日に売る分だけシールを
特に何もしていない
て、日付ごとに箱に入れ管理 ルを貼っている
張っている

18

今作っている製品は地元の材料や名産品、観光地など
の名前を使っていますか

名前から、原材料まで地元に 地元の名産品を材料に使っ
密着している
ている

19

四季折々の味や色など製品に季節感を織り込んでいま
すか

四季に合わせた製品がそろっ 春夏・秋冬程度に分けて製品 取り込みたいがまだしていな
特に考えたことがない
ている
がある
い

20

バレンタインやクリスマスなど時季に合わせたキャンペー チラシなども作って積極的に バザーの時期に合った飾り付
要望があれば参加している
ンをしていますか
している
けをしている

21 製品はどんな所で売っていますか
22 製品はどなたが売っていますか

特に意識していない

施設のある市町村から遠く離 施設のある市町村と隣接する
施設のある市町村の中だけ
れた所でも売られている
ところで売っている

24 製品はどのようにして売る場所に届いていますか

遠いところや通信販売は宅配
施設の運搬車両で届ける
便、その他は施設の運搬車

27 ホームページはありますか

特にしていない

施設が催すバザーやイベント
がほとんど

施設職員や利用者家族の車
一店舗の
ほとんど施設の中だけで移動
で届ける
みで販売

知り合いの方を通じて遠くから注文があった場合どうしま 宅配便で送り、施設の会計口 宅配便で送り、受取人払いで 遠方でも職員や利用者家族
すか
座に入金してもらう
支払ってもらう
が届ける

26 製品を販売するためのチラシなどを作っていますか

なるべく安く入ればどこからで
も材料を買う

外部の小売店に卸したり施設 施設の窓口で売っているほ バザーの機会に販売知るほ
バザーやイベントに参加して
の売店で1年を通して販売し か、注文があるたびに販売し か、知り合いに頼まれれば販
出店で販売している
ている
ている
売する
その時に手が空いている職
小売店の人、売店の担当者、 専属ではないが販売担当を 職員、利用者、家族力を合わ
員・利用者と家族が売ってい
営業担当の職員などいろいろ 置いている
せて
る

23 製品はどのくらいの範囲で売られていますか

25

企業に委
託

たいてい1度しか買ってくれな
い

10 市役所や福祉の方々は応援してくれていますか

13

こがね園（福岡県）

回答4

遠方からの注文は受けない

製品の説明チラシは作ってあ
製品カタログや、製品ごと、イ
イベントの際などにコピー等
り、イベント用のチラシも作れ
特になにも用意していない
ベント用など用意してある
でその都度作っている
る
施設のホームページの他に
施設のホームページがあり、 職員が個人でブログを開設し
製品のホームページ（ブログ）
特に何も作っていない
簡単に製品を紹介している
て説明している
がある
施設全体、主な製品それぞ
いくつかの製品にはキャッチ
れに決まったキャッチフレー
施設全体の合言葉がある
特に決まったものはない
フレーズがある
ズがある

28

製品を売る際のキャッチフレーズ（売り文句）はあります
か

29

個別の製品を説明するPOP（商品説明）カードはあります ほとんどの製品用にPOPカー 販売する際に職員がその都
か
ドが用意できている
度作っている

必要があれば誰かが作る

特に作っていない・作ったこと
がない

施設長や職員が出向き、具
施設長が出向いてできるかど 誰かが話を聞きには行くが、
30 製品を売ってあげるという会社が出てきたらどうしますか 体的な内容を施設で相談して
無理だからすぐに断る
うか判断して決める
量は増やせないので断る
決める
施設の職員、利用者、家族、
施設職員、利用者家族がもと 最初にこれを作ろうと決めて
31 今作っている製品はどなたが考え出したものですか
応援者からアイデアを募集し 施設内のアイデアマンがいる
もと得意としていたから
始めたから
た
32 主に作っているのは施設の中のどなたですか

主に施設利用者が作り、職員 施設利用者と職員が一体と
がサポートしている
なって作っている

主に職員が作り、必要な際に 主に利用者家族が中心に
は家族が手伝う
なってみんなで作っている

33 1日に作ることができる個数は決まっていますか

製品ごとに1日の生産量は決 おおよその生産量の目安は
まっている
ある

その日に通所してきた利用者 毎日作ってみなければわから
の人数で変わる
ない

34 一度にたくさん注文が来た時にはどう対応しますか

職員が作る仲間に加わったり
職員ができるまで残業して対 職員に家族や支援者が加
たくさんの注文はできないの
家族、支援者の応援で対応
応する
わって数量がそろうまで作る で断る
する

35

企業に委
託生産し
ている

大きなイベントなどで一度に大量に売れるときはどのよう 毎日の生産量を尐し増やして 職員ができるまで毎日残業し 職員に家族や支援者が総出
できた分だけ持っていく
に準備しますか
何日間かで準備する
て対応する
で必要な数を作る

36 材料の仕入れはどこからしていますか
37 味、品質をそろえるのはどなたの役割ですか

値段や品質、品切れの危険
のなさなどを考えて専門の問
屋から
職員のうち数名を担当者とし
て常に同じ味、品質を揃えて
いる

良い品が仕入れられるなら遠 手軽に行ける近所のスー
くの店にでも出かける
パーマーケットや商店から

その都度足りないものを誰か
が買いにゆく

味は企業
施設長、担当者のうち一人が みんなで味見をして大丈夫か 多尐できが悪くても売ってしま
が決めて
味見をして決めている
どうか考える
う
いる

38 パッケージをデザインしているのはどなたですか

パッケージデザインの専門家 知り合いのデザインが得意な パッケージを卸している問屋 特にパッケージにデザインは
に依頼
人に依頼
に依頼
ない

39 作業の手順は記録してありますか

作業ごと、作業者ごとに写真 利用者向けの作業ごとに写
やイラストを入れた手順書が 真やイラストを入れた手順書 簡単な職員用のメモがある
ある
がある

特に用意していない。その都
手順もくそ
度職員や家族が思い出して
もない
いる

40 新たな製品を作るときはどうしますか

アイデア会議を開いて、みん 職員のミーティングで考え、
なで試食しながら決める
施設長が決める

新製品は手間がかかるので
考えていない

何か思いついたら試して、よ
かったら売ってみる

評価者コメント

総合評価・支援方針

創設以来、下請け作業を中心に事業を営んできた施設である。福岡市内から車で一
時間以上かかる地域にあるが、施設長が株式会社ランドの役員を務める等の顔の広
さを持ち、各種企業からのさまざまな作業を委託されてきた。しかし近年の不況により
仕事が激減し、最善期には50000円あった工賃が10000円を切る事態に陥ってしまっ
たのだという。そこで本年度より景気の波に左右されない自主製品の開発に乗り出し
た。考えた製品が、野菜の町・朝倉で栽培された地元野菜を使ってその野菜に付加
価値をつけた浅漬けである。しかし自主製品はまったく初めてということで、事業計画
そのものがほとんどなされていない。浅漬け販売をどれくらいの規模で実施しようとし
ているのかもわからない。そもそも事業に必要な相当額の投資も用意できていない。
（ラベルシール代も、漬け物会社が負担したとのこと）企業に漬け物製造のノウハウ
伝授を依頼し、施設の周りで採れた野菜を施設内で漬けるという構想が基本であっ
たが、食品衛生管理の問題、機材の問題等々を勘案して、当初は企業の製品を仕入
れて販売することからスタートすることになった。老舗の漬物屋の製品だけに味は最
高であり、生産量も当然確保されているのだが、「なす」と「きゅうり」という日持ちのし
ない製品をなぜか選んだため、販売が非常にしにくいというデメリットがある。現在は
「いしむら甘木店」に週二回、販売予測数のみを発注して、売り切れたら補充するとい
う形をとっている。こんな消極的な販売方法で、なおかつ洋菓子店での販売にも関わ
らず、月に300個以上売れているのはさすがに商品の持つ力の大きさではあろう。

地域の人たちに「こがね園」という施設を理解してもらうために、漬け物という事
業選択は決して間違いではないだろう。消耗品であり、味が美味しければ、好きな
人であれば毎日でも食べるものだ。施設内や周りの農家に依頼した野菜に付加価
値をつけて「生」ではなくて付加価値をつけて販売するという考え方も正しいと言え
る。問題はその考えを一定の事業として成立させるための施設側の度量の問題
だ。将来は事業の中心に据える覚悟で、一歩ずつでもよいから漬け物事業を拡大
する意欲を、施設長以下職員全員持つことが必要である。
浅漬けのラベルは、「美味しそうな漬け物の写真」をメインに据えることで簡単に
作ることができる。しかし大切なことは、漬け物という商品を通じてお客様に「こが
ね園」という施設の理解者・応援者を増やしてもらうことである。そこで漬け物を購
入するときに、袋に「こがね園」からのメッセージカードを同封することにする。この
カードは「こがね園」製品ミニカタログにもなっていて、とくに漬け物は市内であれば
職員が利用者の送迎時に、宅配サービスを実施することをアピール。（合計1000
円以上､お買い上げの方に限る）利用者と職員が宅配することで、地域住民に「こ
がね園」の理解者を増やしていくことになる。パンの宅配を通じてこうした活動を繰
り広げている施設は実際にあるので、漬け物でも可能だと考えられる。
企業製品をそのままラベルだけ貼って施設製品として販売している現状のあり方
には、もちろん問題がある。来年度は施設内でキュウリやナスを栽培し、その野菜
を漬け物会社に漬けてもらうという形を採用するし、将来はもっと大量の野菜を地
元のボランティアによって栽培してもらい、漬け物にしていく構想を持っている。こう
した活動の第一歩としてのきっかけになることが、今回のデザイン支援活動の中
心である。

