
（１）事業所の体制づくり･意識改革の推進に対する支援 （２）事業所の営業力・経営力の強化に対する支援 （３）販路拡大への支援 （４）地域・企業との連携への支援 （５）施設・設備整備に関する各種制度の活用推進 （６）官公需の促進を図るための具体的方策

広島市

・広島市就労支援センターに委託して，就労支
援施設等の商品カタログ作成，ホームページ作
成等営業力強化の支援や，事業活性化のための
情報の収集と提供を行っている。

・広島市就労支援センターに委託して，市内の就
労支援施設等の仕事の受注拡大，製品の販路開拓
を行っている。
・庁舎内のスペースの使用を許可し，就労支援施
設等の自主製品販売を行っている。

・広島市就労支援センターに委託して，就労支援
施設等に対し，各公民館祭や区民祭等，地域のイ
ベントへの出店の調整を行うとともに，製品展示
即売会の開催・参加を呼びかけている。

・政策目的随意契約制度を導入し，庁内LANの掲
示板に就労支援施設等とその提供できる物品や役
務等を掲載し，庁内における発注促進を図ってい
る。

呉市
・自立支援協議会において，現状を把握し
た上で課題をみつけ具体的方策を検討す
る。

・自立支援協議会や障害者就労支援ネットワー
ク会議等において，具体的方策を検討する。
・自立支援協議会等の場において，雇用関係機
関連絡会や障害者就労支援ネットワーク会議で
の取り組み状況やセミナー，研修会の開催等の
情報（障害者雇用について先進的な取り組みを
している企業や事業所等の事例発表や，現場の
見学等の企画情報等）を発信し，啓発をはか
る。

・障害者就労支援ネットワーク会議等において，
具体的方策を検討する。
・庁舎内で，障害者施設製品の販売を許可してい
る提供場所数等の拡大を検討する。

・雇用関係機関連絡会や障害者就労支援ネット
ワーク会議，自立支援協議会において，具体的方
策を検討する。

・自立支援協議会等において，特別対策事
業その他公的な補助事業の情報発信等によ
る活用促進をしている。
・使用していない市有財産の有効活用をさ
らに促進する。

・庁内で，発注促進に関する文書等を出す等して
周知をはかる。
・庁内において，障害者施設等に委託可能である
役務や発注可能である物品等の洗い出しをしてい
く。
・障害者施設等において，受託可能である役務
や，受注可能である物品等の洗い出しをしてい
く。

竹原市
・自立支援協議会の就労支援ワーキンググ
ループで工賃向上の具体的な方策等を検討
していく。

・農業指導を希望する事業所に農業委員会等を
紹介した。今後も連携を図り進めていく予定と
している。

・市における発注機会の拡大を行っていく。
・民間企業・事業所等への業務委託・発注への協
力要請を検討する。
・広報における商品等の紹介，共同出店として参
加するイベントの周知をしている。

・就労支援ワーキンググループを中心に地元企業
等との連携の場を設けるなど，生産者，販売者，
技術などの情報とアイデアを共有し，受発注機会
と販売チャンネルの拡充について検討していく。

・庁内へ物品，役務（市町管理の公園，施設等の
清掃業務等）内容等の周知し発注，契約促進を図
る。

三原市
・地域自立支援協議会に就労支援専門部会
を設置し，受注生産の安定にむけたネット
ワークづくりを行っている。

・障害者週間において，先進的な取り組みをし
ている企業を招いてシンポジウムを開催した。

・事業所のいちおし製品やサービスのリーフレッ
トを作成し，商工会議所などに広く配布した。
・障害者週間において，街頭キャンペーンを行
い，事業所の授産製品等を配布した。

・障害者事業所等連携強化コーディネート事業に
より，地域や企業などと連携して商品開発を企画
し，生産・販売までの仕組みづくりを行った。

・必要に応じて施設整備費及び設備整備費
の補助金を交付している。

・庁内に周知文書を出し，事業所への発注促進を
図っている。
・幹部会議を開催し，官公需への取り組みの周知
徹底を図っている。

尾道市

・地域自立支援協議会の就労支援部会を活
用して，各事業所の工賃向上に向けた取り
組みを把握し，市としての具体的な方策を
検討する。

・福祉講演会等の機会を捉えて，障害者施設製品
の販売コーナー等を設けている。
・庁舎内での昼食時のパン，お弁当販売の許可を
行っている。

・活用できる補助制度を紹介する。
・統廃合した学校等公共施設の賃借等を斡旋す
る。

・庁内のイントラネットを利用して，役務発注に
向けた情報提供を行う。
・役務（福祉施設・公園・病院等の清掃業務）契
約を推進する。

福山市

・福山市障がい者雇用拡大推進会議を設置
している。
・福山市障がい者地域自立支援協議会（就
労支援部会）において工賃向上に向けた検
討を行っている。

・遊休耕作地等を活用した福祉農園の取り組み
支援を行った。
・受注調整・共同受注等の窓口となる団体への
支援を行った。

・市有財産の使用貸借或いは使用許可を行ってい
る。
・企業等からの照会に対する仲介や情報提供を
行っている。
・職員・職場に対して行っていること…名刺の発
注依頼，昼食の弁当の注文やパンの注文依頼，年
末物販等授産製品の注文依頼

・社会福祉法人（保育所関係・高齢者関係）への
協力依頼を行った。
・社会福祉協議会への協力依頼を行った。
・庁舎委託事業者の協力のもと特別支援学校の実
習生の受入れを行っている。

・単市の助成制度なし

実施中のもの
・福山市障がい者雇用拡大推進会議において物品
や役務の発注促進の周知
・保健福祉局内において物品のうち印刷・記念品
は原則，優先的に発注
・事業課との調整等の支援
・物品（印刷・記念品等），役務（庁舎・公園等
の清掃等）の発注促進
・学校給食用物資の納入
・老人ホームへパンの納入

府中市
・自立支援協議会や法人の代表者等との協
議の中で具体的な工賃向上の方策を検討し
ている。

・備後府中焼き(B-1グランプリ出場など市内外
で盛り上がりを見せているご当地グルメ）の作
り方講習を，専門家と市職員により行う。
・地元農産物の耕作地や指導者のあっせんを
行っている。

・作ったものを販売できる各種イベントや販売業
者などのあっせんを行う。
・商工会議所などに販売・発注を依頼するよう検
討している。
・庁舎内でのパンの販売の許可を行っている。

・市等主催のイベント等への積極的な参加呼びか
けを行う。
・商工会議所発行の広報紙への掲載依頼を検討し
ている。
・学校や保育所などのイベント開催の依頼（PTC
での事業所での体験など）を行っている。

・障害者共同作業施設の指定管理業務について社
会福祉法人を指定している。
・市の施設の清掃作業などの発注をしている。
・市の広報紙に事業所への発注を勧める記事の掲
載をする予定である。
・事業所への発注促進の庁内への周知を図ってい
る。

三次市
・障害者自立支援協議会就労支援部会で，
工賃向上の具体的な方策を検討している。

・具体的な支援は行っていないが，障害者自立
支援協議会就労支援部会で，工賃向上に向けた
方策を検討する中で協議している。

・障害者自立支援協議会就労支援部会で各作業所
へのアンケート調査を実施し各作業所での下請
け・自主製品等を調査し，今後の販路拡大に向け
て検討している。

・三次市が100％出資し設立した「株式会社くら
しサポートみよし」で，草刈り作業補助員として
のパート雇用を行った。

・障害者自立支援協議会就労支援部会で，実施し
た事業所アンケートを基に，官公需として何が可
能かを今後協議予定
・地域の環境に保全に資する活動を行う住民自治
組織や団体に対し再生利用指定制度の認定及び助
成金の交付を行っているが，障害者施設も取り組
んでいる。

庄原市
・庁舎内に設置している自動販売機の使用料を免
除。
・庁舎内でのパン，菓子販売の許可をしている。

・庄原市主催のイベント等への積極的な参加の呼
びかけし，障害者施設製品の拡販に努めている。
・ハローワークと連携し，障害者の就労を支援し
ている。

・庄原市障害者施設整備補助金
・庄原市障害者作業意欲促進助成金

大竹市

・自立支援協議会ネットワークの中で、就
労部会を定期的に開催し、ハローワークや
特別支援学校と連携しながら、就労意欲向
上や企業への意識改革のための取組等を検
討・実施。

・市役所庁舎内で昼休憩時に定期的にパン等の販
売の許可をしている。

・市内で開催の各種イベントへの参加，福祉まつ
りへの参加をしている。
・商工会議所が自立支援協議会委員として参加
し，市内企業との連携を図っている。

・地域活動支援センターがステップアップ
する際の補助事業活用や，施設整備の際の
市有土地の活用を検討する。

広島県内各市町の支援内容一覧表 別添 



（１）事業所の体制づくり･意識改革の推進に対する支援 （２）事業所の営業力・経営力の強化に対する支援 （３）販路拡大への支援 （４）地域・企業との連携への支援 （５）施設・設備整備に関する各種制度の活用推進 （６）官公需の促進を図るための具体的方策

東広島市
・事業所が作成した「工賃向上計画」にお
ける方策に対し，自立支援協議会の中で必
要に応じ支援を検討する。

・事業所が作成した「工賃向上計画」における
方策に対し，自立支援協議会の中で必要に応じ
支援を検討する。

・現在，庁舎内での昼食時のパン，お弁当販売の
許可を行っている。
・今年度完成する新庁舎においては，専用店舗を
設置し，障害者施設の製品販売等を支援する。

・酒まつり等への参加を呼びかける。
・障害者支援施設が開催する夏まつりなどのイベ
ントについて，市広報誌等を通じ周知を図る

・障害者支援施設等からの物品の調達又は役務の
提供を受ける際には特定目的随意契約の活用に努
める。

廿日市市
・廿日市市地域自立支援ネットワークの福
祉就労ワーキングで情報共有等を図ってい
る。

・廿日市市地域自立支援ネットワークの福祉就労
ワーキングにおいて，宮島インフォ表参道での事
業所商品の常設販売や，観光地宮島で商品見本市
を開催し，商店街や宮島水族館で商品を取扱って
もらえるように調整中。

・商工会議所を介して，チラシ封入作業，割り箸
回収作業，ポスティング作業などを廿日市市地域
自立支援ネットワークの福祉就労ワーキングで共
同受注している。

・各課に市内事業所の商品紹介と物品購入等につ
いて依頼する。
・市内事業所に対し市庁舎や公園での自動販売機
の設置を許可している。
・廿日市市地域自立支援ネットワーク福祉就労
ワーキングで，市庁舎１階ロビーの一部を使って
パン等の販売を計画中。
・植栽工事において市内事業所で栽培する花等の
利用している。

安芸高田市
・自立支援協議会の場などを活用し，工賃
向上の具体的な方策を検討する。

・管内事業所と，取扱い製品・サービスのリスト
を作成し，企業等に配布し受注につなげるなど販
路拡大への支援の方法を検討する。

・市主催のイベント等への積極的な参加の呼びか
けを行う。

・幹部会議等へ官公需への取り組みの周知徹底に
ついて提案することを検討する。
・庁内に周知文書を発出し，事業所への発注促進
を図る。

江田島市
・地域自立支援協議会の就労支援部会にお
いて工賃向上について検討をする。

・研修会や先進地の視察などの検討をする。

・市広報紙などを通じて商工会や企業に発注を促
進する。
・庁舎内に障害者施設製品の販売コーナーを設け
る。
・職員有志による庁舎の清掃を委託しており，今
後も継続して支援する。

・市のイベントへの積極的な参加を促進する。
・福祉講演会を企画し地域の理解につなげる。

・市補助金の活用を検討する。
・市の空き施設の利用を促進する。

・庁内メールなどを通じて発注促進を図る。

府中町
・各事業所の代表者等と協議し，工賃向上
の具体的な方策を検討する。

・経営力等の強化を図るため，町職員を法人に
派遣（出向）する。

・庁舎内に障害者施設製品の販売コーナーを設け
ることを検討する。

・地域企業や商工会議所へ販売等の協力依頼文書
を発出する。

・町補助制度の活用促進を図る。 ・役務（除草作業等）契約を検討する。

海田町
・庁舎内に障害者施設の事業に関するチラシを設
置する。

・町が主催するイベント等への参加を呼びかけて
いる。

・庁内に周知文書を出し，事業所への発注促進を
図っていく。

熊野町
内職部門：町内筆関係事業所からの発注を促進
するよう支援する。

・喫茶店の運営：新メニュー作成のアドバイザー
（町内の飲食店）を紹介する。ギャラリーの展示
品出展の支援をする。（幼稚園，保育所，小学校
への呼びかけ）
・町内イベント：町主催のイベント等への積極的
な参加呼びかけをする。
・資源回収：事業所周辺の高齢者宅へ訪問して資
源回収ができるよう，自治会への協力依頼を支援
する。

―

坂町

・町内に事業所がないため具体的な支援は行って
いないが、町外の就労継続支援B型事業所通所して
いる方はいるので、今後は事業所の作業内容や商
品等について広報等で啓発していく。

・庁内メールや文書などを通じて発注促進を図
る。

安芸太田町

・安芸太田町地域自立支援協議会を活用し
て，工賃向上の具体的な方策を検討する。
・事業所作業場の環境整備に伴う移転計画
に対し，今年度実施に向け側面的な支援を
行う。

・安芸太田町地域自立支援協議会を活用して，
事業所の意向を聞き，実態に即した支援策を検
討する。

・安芸太田町地域自立支援協議会を活用して，商
工会及び事業所の意向を聞き，実態に即した支援
策を検討する。

・安芸太田町地域自立支援協議会を活用する。
・課長会議等において官公需への取り組みについ
て周知し，役務契約等の推進を図る。
・学校給食への参入（給食用パン）を検討する。

北広島町
・北広島町自立支援協議会で工賃向上に向
けた方策について議題とし具体的に検討し
ていく。

・管内事業所と協議のうえ必要な支援について
検討する。

・広報や町内ケーブルテレビを活用し，商品のＰ
Ｒ等を行う。

・イベント等への参加を呼びかけていく。 ・庁内に事業所の利用促進を図っていく。

大崎上島町
・大崎上島町自立支援協議会の場などを活
用し，工賃向上の具体的な方策を検討。

・農業指導を希望する事業所に地元農業法人等
を紹介し，派遣につなげる。

・地元商工会議所，商工会，企業へ事業所を紹介
し，発注・販売を依頼する。（チラシ，依頼文書
など）
・管内事業所と，取扱い製品・サービスのリスト
を作成し，企業等に配布し受注につなげる。
・庁舎内での昼食時のパン販売の許可をしてい
る。（継続）

・町主催のイベント等への積極的な参加呼びかけ
をする。

・町補助制度の活用を促進する。

・町の広報紙に，事業所の活動内容や新製品紹介
の記事を掲載する。
・庁内に周知文書を出し，事業所への発注促進を
図る。
・役務（町管理の公園，学校，施設等の清掃業務
等）契約の推進。

世羅町
・町内に1事業所のみ。施設管理者と具体的
な方法について協議しながら必要な支援を
行う

・施設管理者と具体的な方法について協議しな
がら必要な支援を行う

・庁舎内のパン販売の許可を行っている。
・施設管理者と具体的な方法について協議しなが
ら必要な支援を行う

・施設管理者と具体的な方法について協議
しながら必要な支援を行う

・庁舎内で連携をとりながら委託できる業務を検
討し，支援を行っている。

神石高原町
・神石高原町自立支援協議会の場を活用
し，工賃向上の具体的な方策を検討する。

・製品やサービスの技術指導，開発に対する支
援策を検討（指導員派遣に対する助成等）す
る。

・地元商工会議所に事業所を紹介し，管内の商店
に事業所製造品の納品・販売を依頼する。
・庁舎内での物品販売・注文書回覧の許可を行っ
ている。

・町主催のイベント等への積極的な参加呼びかけ
を行う。

・送迎車両，製造機器等購入時の一部助成
を行っている。

・幹部会議において，官公需への取り組みの周知
徹底を行う。
・役務（管理の公園，学校，施設等の清掃業務
等）契約の推進を行う。


