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■障がい福祉事業所に発注しませんか！～共同受注窓口のご案内～ 

============================= 

 みなさんは、障がい福祉事業所へ製品や業務の発注をしたことがありますか。 

 大阪府内には 1,400 を超える福祉事業所があり、障がいのある方が働いています。 

 今回は、障がい福祉事業所への発注の窓口となる「共同受注窓口」についてご案内し、実

際に窓口を利用された企業様の声を紹介します。 

 

○「共同受注窓口」って？ 

 共同受注窓口とは、障がい福祉事業所への発注を考える企業等と、福祉事業所のマッチン

グを行う窓口です。共同受注窓口では企業等の希望する価格や利用目的、また、大口の受注

にも対応できるよう、複数の福祉事業所が共同で作業できるネットワークを構築し、発注者

と福祉事業所の win-winの関係となる提案を行っています。 

 

 



○どんな製品を発注できるの？ 

 企業名や企業ロゴマークを印刷したマグネットバーやクリアファイルなど、ノベルティ

製品や記念品などを製作しています。また、製品だけでなく清掃や印刷など、業務の請負も

行っています。 

 

○障がい福祉事業所に発注するメリットは？ 

 障がい福祉事業所への発注は、働く障がい者を応援する取組みの１つであり、SDGsで掲

げる「８．働きがいも経済成長も」を達成するための企業活動にあたります。他にも、市販

品にはない個性溢れる製品に出会えることや、企業内の業務の効率化に繋がるなど、社会貢

献活動以外のメリットも考えられます。 

 また本府では、障がい福祉事業所に一定の発注実績のある企業を対象として、「大阪府障

がい者サポートカンパニー優良企業」の登録要件や、「大阪府ハートフル企業顕彰制度」の

加点を設けるなど、制度上の優遇を行っています。詳しくは、大阪府ホームページをご覧く

ださい。 

 

 

＜継続的に共同受注窓口を利用している永和信用金庫様にインタビューをしました！＞ 

  

Ｑ１ 障がい福祉事業所に発注を始めたきっかけはなんですか？ 

 当金庫は、2018 年に大阪府と「中小企業振興に関する連携協定」を締結し、地域活性化

支援として同年 1 月より障がい者雇用の促進に向けた「えいわハートフル定期積金」を取

扱いしており、取扱高に応じて当金庫が「大阪ハートフル基金（障害者雇用促進基金）」へ

寄付しています。 

 「えいわハートフル定期積金」の取扱いを通じて、少しでも障がいのある方々の支援に繋

がればとの思いから、2019 年 1月の同商品のノベルティをお願いし採用しています。 

 

Ｑ２ 過去にどんな製品を発注しましたか？ 

 ノベルティとして、 

2019 年 1 月「エコダスター」1,200 個 ※使い捨てクロス（ふきん） 

2020 年 1 月「和晒ハンカチ」1,200 個 

2021 年 1 月「サコッシュ」1,200 個 

2022 年 1 月「SARAっと除菌スプレー（植物性アルコール携帯用除菌スプレー）」1,100 個

を発注しました。 

 

Ｑ３ 実際に製品を受け取り利用されたお客さんや、職員の反応はどうでしたか？ 

 ノベルティにはちょっとした福祉事業所さんの案内を載せており、関心を示されるお客



さまがいらっしゃり、また職員の取組意義も定着しています。 

 

Ｑ４ 共同受注窓口を利用することで、どんな利点があると感じますか？ 

 当金庫は、定期積金のノベルティとして発注をお願いしているので、単価が少額である程

度の数量と製品ラインナップが豊富であること、また迅速な対応をいただけることと、他ノ

ベルティのシール貼りや袋詰めだけでも請負っていただけることにメリットを感じていま

す。 

 

Ｑ５ 障がい福祉事業所への発注を進めていくために、一言お願いします！ 

 2023 年 1月のノベルティには、大阪府 南河内の「杉」間伐材を使用した木製マグネット

バーを予定しています。一般財団法人大阪府みどり公社が取組んでいる大阪府内の間伐材

を活用し、共同受注窓口からの紹介を受けた就労継続支援 B 型事業所で製作した３社コラ

ボレーションによるノベルティです。今回初めての試みですが、障がい者雇用の促進に向け

た取組みに加えて、森林整備による発生した間伐材の活用などの取組みが地域のお客さま

に広く周知されるように努めてまいります。 

 

 

★永和信用金庫プロフィール 

 所在地：大阪市浪速区日本橋 4-7-20 

 ＨＰ：https://www.eiwa-shinkin.co.jp/  

 大阪府障がい者サポートカンパニー優良企業登録済み 

 

★永和信用金庫様、インタビューにご協力いただきありがとうございました。 

 共同受注窓口に関心のある企業様は、ぜひ一度、下記お問合せ先へご相談ください！ 

 

 

【ご注文・お問合せについて】 

 一般社団法人エル・チャレンジ福祉事業振興機構（府委託事業者） 

  〒540-0006 大阪市中央区法円坂 1-1-35 

  TEL：06-6949-3551  FAX：06-6920-3522 

  ＨＰ：http://l-challe.com/kouchin/shop/ 

 

 

★大阪府障がい者サポートカンパニー 

 http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syuuroushien/syougaisyasapo-tokan.html 

 



★大阪府ハートフル企業顕彰制度 

 https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/heartfull-kensyo/ 

 

★福祉のコンビニこさえたん 

 どのようなものが福祉事業所で製作されているか気になる方は、ぜひ大阪府庁別館１階

の「福祉のコンビニこさえたん」（大阪市中央区大手前 3-2-12）に足を運んでみてください。

お菓子やお弁当などの食品から、作り手の個性を活かした手作り雑貨などを販売していま

す。 

 

 

============================= 

□セミナーのご案内 

============================= 

 大阪府では、事業主・人事担当者の皆様等を対象に、障がい者雇用の理解を深めていただ

くことを目的としたセミナーを以下のとおり開催いたします。 

 参加費は無料です。ぜひご参加ください。 

 

（1）枚方支援学校見学セミナー 

【日時】令和 5 年 1月 17日（火曜日）9 時 40 分から 12時 10 分（受付開始 9 時 15 分） 

 

【場所】大阪府立枚方支援学校（枚方市村野西町 60-1） 

  

【内容】 

  （1）大阪府立枚方支援学校 概要説明及び見学 

  （2）事例紹介「知的障がい者の雇用管理について」 

     株式会社ハヤシコーポレーション 川﨑 鷹志氏 

 

【定員】20名（申込先着順） 

 

【参加費】無料 

 

【申込方法】大阪府インターネット申請・申込みサービスよりお申込みください。 

  https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2022110053 

   

【申込期限】1 月 12 日（木曜日） 

 



【主催】大阪府 

 

 

（2）大阪障害者職業能力開発校見学セミナー 

 

【日時】令和 5 年 1月 25日（水曜日）13時 30 分から 16時 (受付開始 13 時) 

 

【場所】大阪障害者職業能力開発校（堺市南区城山台 5-1-3） 

  

【内容】 

  （1）大阪障害者職業能力開発校 概要説明及び見学 

  （2）障がい者雇用先進企業の事例紹介  

    「株式会社 栗本鐵工所」人事部 部長 林 誠 氏 

 

【定員】20名（申込先着順・1 社 1 名様） 

 

【参加費】無料 

 

【申込方法】大阪府インターネット申請・申込みサービスよりお申込みください。 

  https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2022100020 

   

【申込期限】1 月 19 日（木曜日） 

 

【主催】大阪府 

 

【お問合せ先】 

大阪府障がい者雇用促進センター 

（大阪府商工労働部雇用推進室 就業促進課 障がい者雇用促進グループ) 

  TEL 06-6360-9077 FAX 06-6360-9079  

    E-mail shugyosokushin-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp 

 

 

（3）人事担当者のための精神・発達障がい者雇用アドバンス研修 

   

 精神・発達障がい者雇用の経験豊富な企業で職場体験研修を実施します！ 

 



【日時】令和 5 年 2月 

    ※体験先企業や日程は個別に調整させていただきます。 

 

【場所】各職場体験研修先企業 

 

【内容】・企業概要説明・施設見学 

    ・職場体験（実習） 

    ・精神・発達障がい者等の雇用管理に関する事例紹介 

    ・質疑応答 

 

    ※なお、職場体験研修受講前に、「基礎知識講座」の受講が必須となります。 

     「基礎知識講座」は、令和 5 年 1月 20日(金曜日)14 時から 17 時までエル・ 

     おおさかにて集合型で実施します。先進企業の具体事例の紹介も予定して 

     おりますので、是非ご参加ください。 

     （集合型での受講が難しい場合は、動画配信でご受講いただけます。） 

 

【参加費】無料 

 

【詳細】 詳細につきましては下記 URLからご確認ください。 

    https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/management/advancer4.html 

 

【申込期限】令和 5 年 1月 13 日（金曜日） 

 

 問合せ：精神・発達障がい者等職場定着支援事業事務局  

     （受託先：公益社団法人全国障害者雇用事業所協会）   

      〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町 1-5-9 井上ビル 6 階 

      TEL： 06-6210-2602  FAX： 06-6210-2603 

          E-Mail：osaka-info@zenjukyo.or.jp 

 

 

 

============================= 

■「令和４年度 産業保健スタッフに知ってほしい若年性認知症 治療と仕事の両立に関

するセミナー」を開催します！！ 

============================= 

 大阪府×大阪産業保健総合支援センター共催（大阪市協力）、「令和４年度 産業保健スタ



ッフに知ってほしい若年性認知症 治療と仕事の両立に関するセミナー」を開催しま

す！！ 

 令和３年１２月に、若年性認知症に罹患した労働者への両立支援に関する基礎知識や留

意事項等をまとめた「若年性認知症における治療と仕事に両立支援の手引き」が作成されま

した。 

 手引きの内容に触れながら、「定年まで働くために―最新の診断・治療・ケア・就労継続

から予防までのポイント―」のテーマで、若年性認知症についてのお話をしていただきます。 

 

 

【日時】 令和 5年 1 月 27日（金曜日）14時～16 時 

     Zoom によるオンライン配信 

 

【対象】 産業医、産業看護職、心理相談員、衛生管理者、人事・労務担当者などの産業保

健に携わる方 

 

【講師】 アルツクリニック東京 院長 新井 平伊 氏 

     （令和３年度厚生労働省老人保健健康増進等事業 

      「若年性認知症疾者の就労支援のための調査研究事業検討委員会」座長） 

 

【定員】 40 名（先着順） 参加費：無料 

 

【申込方法】 大阪産業保健総合支援センターホームページより申込み 

       URL: https://osakas.johas.go.jp/seminar/ 

 

【お問合わせ先】 独立行政法人労働者健康安全機構大阪産業保健総合支援センター 

          電  話：06-6944-1191 

 

 

============================= 

□こさえたんサポーター募集中！！ 

============================= 

 障がいのある方々の「働く」ことを応援しませんか？工賃向上計画支援事業では、「こさ

えたんサポーター」を募集しています。 

 『こさえたん』とは、府内の障がい福祉施設の製品の「愛称」で、大阪弁の「つくる」と

いう意味の「こさえる」を親しみやすく呼べるようにもじったものです。 

 



 登録はスマホやパソコンからでも可能です。下記の URLからご登録ください。（QR コー

ドからでも登録できます。） 

 大阪府庁別館 1 階にあります「福祉のコンビニこさえたん」で販売する製品情報や外部

での販売イベントのお知らせなどをメールマガジンで配信します。 

 

 詳細はこちら 

【URL】https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2015110006 

  

是非、ご登録をよろしくお願いします！！ 

 

============================= 

■サポカン登録状況 

============================= 

 大阪府障がい者サポートカンパニー登録状況（令和４年１２月１５日現在） 

・一般企業  １７２社（優良企業：１５２社、登録企業：２０社） 

・Ａ型事業所 ９社（優良企業：１社、登録企業：８社） 

 

============================== 

★大阪府障がい者サポートカンパニーのＨＰでは、優良企業様の障がい者雇用に関する取

り組みや本誌のバックナンバーをご紹介しています。障がい者雇用の参考に是非ご覧くだ

さい。 

【 URL 】 http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syuuroushien/syougaisyasapo-

tokan.html 

----------------------------- 

>> 次回は１０３号を配信予定です。  

----------------------------- 

◆ 編集発行 大阪府障がい者サポートカンパニー事務局 

  大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課就労・IT 支援グループ 

  大阪市中央区大手前３丁目２番１２号 大阪府庁別館１階 

  06-6944-9178 


