共同受注モデル事業
報告書

平成 29 年 2 月
松戸市役所

障害福祉課

～はじめに～
共同受注とは、障害者就労施設等において、障害のある方（以下、
「利用者」と記載）の
通う人数や事業所の規模等の理由により、1 事業所では請けることのできない仕事に対し
て、2 つ以上の事業所が共同で受注するための仕組みのことです。
本事業は、松戸市立福祉医療センター東松戸病院が福祉医療センターとして地域の人々
の健康と福祉に寄与するという観点から「障害者優先調達推進法」に基づく障害者就労施
設等からの物品等の調達推進のため、病院内の洗濯業務及び売店業務について松戸市内の
障害者就労施設 2 事業所を対象に「共同受注」モデル事業として取り組んだものです。
利用者が、障害年金を初めとする社会保障給付等による収入と合わせて、松戸市におい
て自立した生活を実現するよう、共同受注は障害者就労施設等における工賃を向上させる
先駆的な取組みとの認識のうえで、その有り方や仕組みを検証・評価し、継続的に実施し
成功事例とすることで、今後の障害者就労施設等における工賃向上施策に寄与すること目
的に取り組んだものです。
事業開始から一年が経過し、これまでの経過や実施状況等を検証し、今後の方向性や課
題について取りまとめを行いました。
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１ 事業概要
（１）事業名

「共同受注」モデル事業（洗濯及び売店業務）

（２）事業内容
市内障害者就労施設 2 事業所による、洗濯業務及び売店業務の実施
（３）目標
①実施事業所の平成 27 年度平均月額工賃が平成 26 年度よりも上回ること。
②「共同受注」スキームの構築及び検証･評価･公表。
③他の障害者就労施設等における「共同受注」スキームの活用。
④障害者就労施設による洗濯業務及び売店運営における新規事業展開。
（３）実施事業者
・社会福祉法人松里福祉会 松里福祉作業所
（就労継続支援 B 型事業所 ／ 所在地：千葉県松戸市五香 5-10-3）
・特定非営利活動法人まつかぜの会
（就労継続支援 B 型事業所 ／

とうふ工房 豆のちから
所在地：千葉県松戸市緑ヶ丘 2-349）

（４）実施場所
松戸市立福祉医療センター 東松戸病院・介護老人保健施設 梨香苑
所在地：千葉県松戸市高塚新田 123 番地 13
（５）開始年月日
平成 27 年 4 月 1 日
（６）「共同受注モデル事業」の関係図
【障害者就労施設】

【共同受注モデル事業】

【東松戸病院】
委託

（従業員）

工賃

【洗濯業務】
利用者の工賃ＵＰ！

顧客

【周辺地域住民】
憩いの場

くれよん

購入
満足

障害者理解の促進！

購入

【売店業務】
新たなる可能性の創出！
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活力

（患者・来院者）
病院の付加価値ＵＰ！

２ 検討会について
（１）事業計画作成に向けた検討会
①開催日時及び内容（概略）
開催日時
第1回

内容（概略）

平成 26 年 8 月 12 日（火） ・情報共有及び確認
13：00～14：30
・実施事業の選定に係る意見交換

第2回

9 月 3 日（水）
10：00～12：30

・「事業性を考える」について
・目標、達成したいこと

第3回

9 月 30 日（火）
14：00～16：30

・各業務の事業性について

第4回

10 月 17 日（金）
14：00～17：00

・売店の運営方法
・契約方法

②アドバイザー
次の 2 名をアドバイザーとして招き、検討会を実施。
・社会福祉法人実のりの会 ビック・ハート 施設長
※事業所及び個別事業支援として
・有限会社キュベル 代表 風間 英美子
※モデル事業計画作成支援として

古川

亮

（２）事業実施に向けた検討会
開催日時及び内容（概略）
開催日時

内容（概略）

第1回

平成 26 年 12 月 1 日（月）
・売店の運営体制について
10：00～12：00

第2回

平成 27 年 1 月 21 日（水）
・各事業の検討（職場体験の日程）
10：00～12：00

第3回

2 月 25 日（水）
14：00～15：00

・洗濯業務に関する業務内容の確認①
(発注者及び前洗濯業務受託事業者を含む)

第4回

3 月 17 日（火）
14：00～15：00

・洗濯業務に関する業務内容の確認②
(発注者及び前洗濯業務受託事業者を含む)
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（３）平成 27 年度に開催した検討会等
開催日時及び内容（概略）
開催日時
第1回

内容（概略）

・売店での施設商品販売基準について①
平成 27 年 4 月 9 日（木）
・7/1 売店リニューアルオープンに向けた
14：00～16：30
準備

第2回

5 月 7 日（木）
14：00～15：00

・売店での施設商品販売、作品展示につい
て参加希望事業所への説明会

第3回

5 月 21 日（木）
14：00～16：00

・売店での施設商品販売基準について②

第4回

6 月 15 日（月）
10：00～11：00

・東松戸病院総務課へ実施状況の報告

第5回

7 月 23 日（木）
14：00～17：00

・4～6 月の実績確認
・検証、評価項目について

第6回

10 月 15 日（木）
15：00～17：30

・9 月までの実績及び現状確認
・検証、評価項目について

第7回

11 月 20 日（金）
10：00～12：00

・売店の売上状況確認
・10/15 検討会時の課題について①

第8回

11 月 27 日（金）
15：00～17：30

・10/15 検討会時の課題について②
・検証、評価項目について

第9回

12 月 9 日（水）
15：30～17：00

・報告会（12/17）事前打合せ

報告会の開催

12 月 17 日（木）
17：00～18：00

・市内事業所向け中間報告会
（事業概要・実施状況について）

アンケート
調査
第 10 回

12 月 14 日（月）～
・売店に関するアンケート調査の実施
平成 28 年 1 月 15 日（金） （対象者：東松戸病院の職員等）
2 月 16 日（火）
14：00～15：45

・東松戸病院総務課へ実施状況の報告
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３ 業務実施方法及び内容
（１）事業運営方法
①松里福祉作業所が契約主体となり、洗濯業務について東松戸病院と委託契約を締結。
②松里福祉作業所がパート 3 名（交代勤務）を雇い、仕入れ等を行い売店運営の全責任
を持つ。
③契約主体は松里福祉作業所であるが、作業は両事業所ともに行う。
※松里福祉作業所と豆のちからの間でも、契約締結。
④1 日の業務は、洗濯・売店業務ともにどちらか一方の事業所にて実施する。
⑤平成 27 年 4 月実施以降、四半期ごとに 2 事業所（松里福祉作業所・豆のちから）と松
戸市役所障害福祉課にて状況確認や情報共有のため会議を実施する。
【東松戸病院】
①洗濯業務
松戸市役所

《委託契約締結》
②売店業務
《場所提供》

①

【豆のちから】

共同にて実施

四半期ごとに(7・10・1・3 月)

②

【松里福祉作業所】

状況確認や情報共有のため

業務委託

の会議実施

契約主体

《契約締結》
委託販売契約

雇用契約
●当番の事業所より 5 名出勤
支援員：1 名

パート契約人数 3 名

利用者：4 名

勤務体制（交代勤務）

※利用者は直接病院へ出勤
（公共交通機関を利用）

①8：30～13：00

【障害者就労施設】

〔 納品 〕

②10：00～17：00

〔 返品 〕
洗濯業務

売店業務
【配置人数】

【配置人数】

・パート：1 名

・支援員：1 名

(8:30～16:30 交代勤務)
※10:00～13:00 は 2 名体制

・利用者：3 名

〔 注文 〕

〔 納品 〕

・利用者：1 名

【仕入業者】
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（２）実施方法
シフト表に沿って 2 事業所が交代で洗濯及び売店業務を実施。ただし、当番の日に担
当事業所が実施できない場合には、もう一方の事業所が作業を実施する。
また、売店・洗濯作業場ごとに「連絡ノート」を設置し、その日の内容や指摘事項、
連絡事項等を記載して、パート職員同士や事業所間の連携をとる。
◆シフト表
月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

松里福祉作業所

●

-

●

-

●

豆のちから

-

●

-

●

-

土曜日
○
※第 1・3・5 週のみ

○
※第 2・4 週のみ

※土曜日は、売店業務のみ実施
（３）実施内容
【洗濯業務】
①業務内容
東松戸病院内の洗濯室に常駐し、東松戸病院及び介護老人保健施設 梨香苑から洗濯
室に搬入された洗濯物を病院が設置した洗濯機及び乾燥機を使用して洗濯・乾燥し、
折りたたんで指定の場所に整理・保管する。
◆洗濯物の種類：15 種類（おしぼり・バスタオル・Ｔシャツ・短パン等）
②勤務日及び勤務時間
土・日・祝日・年末年始を除く毎日
③配置人数
4 名（支援員：1 名 ／

／

利用者：3 名）

④業務開始日
平成 27 年 4 月 1 日（水）
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8 時 30 分～17 時

【売店業務】
①業務内容
仕入れから販売まで、売店運営に関する一連業務を実施する。
ア：医療関係品や飲食料品、雑貨等の病院内の売店として必要な商品の仕入れか
ら販売まで行う
イ：デリバリーサービスの実施
東松戸病院（3・4 階）へ入院している方に対して、毎日午前 10 時からパー
ト職員 1 名が注文を取りに伺い、注文を受けた方の商品を売店で準備した後、
病室までお届けする
ウ：松戸市内の障害者施設で製作した商品の委託販売
※詳細については 21～22 ページ参照。
◆営業時間

平 日：9 時～16 時 30 分
土曜日：10 時 30 分～15 時 30 分

②勤務日及び勤務時間
平 日：8 時 30 分～17 時
土曜日：10 時 00 分～16 時
③配置人数
平 日 パート職員：1 名
土曜日 支援員：1 名 ／

※10 時～13 時の間は 2 名体制
利用者：1～2 名

④業務開始日
平成 27 年 4 月 1 日（水）
※7 月 1 日より「憩いの場

くれよん」としてリニューアルオープン

／

利用者：1 名

◆「くれよん」という名称の由来について
様々な特色のある人が働き、集まる売店を色としてイメージし 2 事業所で
この名称を考えた。

【売店へ設置している看板】
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４ 実績等について（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）
（１）洗濯業務
①実施総日数及び作業枚数
●日数 246 日
●作業枚数 51,210 枚
【月別推移】

②実施事業所で作成・準備したもの
ア．各種マニュアル
・洗濯マニュアル･･･持ち物や 1 日の流れ、注意事項等を記載
・洗濯物受け渡しの流れ･･･一部の洗濯物は、受付し洗濯後に病院担当者へ渡すため
その流れについて記載
イ．連絡ノート
1 日ごとに実施事業所が変わるため、事業所間の情報共有ツールとして洗濯室内に
ノートを設置。
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（２）売店業務
①営業日数及び客数
●日数 287 日
●来客者数 26,479 人
（一日あたりの平均来客者数
②売上について
ア：売上額増減割合（前年比）： 4.2％増

約 92 名）

イ：障害者施設等の商品売上額：1,086,710 円
（内訳 食品：1,035,470 円 ／ 雑貨：51,240 円）
③運営にあたり、準備・実施したこと
●売店及び休憩スペースにおける壁のペンキ塗り
≪ 作 業 前 ≫

≪

作

業

後

≫

この作業は、売店を運営する事業所の職員及び利用者にて実施。塗り直したことで、
売店の中が明るくなった。
●販売ラックの購入・設置（障害福祉課にて購入）

松戸市内の障害者就労施設等の商品専用
の販売ラックとなり、お煎餅やクッキー、
パン等の食品及びリボンやマスク、刺し子
ふきん等の雑貨も並べて販売。
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●作品展示用ショーケースの購入・設置（障害福祉課にて購入）
≪ 展 示 前 ≫
≪ 展 示

後

≫

後

≫

●テーブルクロスや立て看板の設置
≪

設

置

前

≫

≪
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設

置

（４）事業計画時の目標達成状況について
次の①～③については達成したが、④については未達成。
①実施事業所の平成 27 年度平均月額工賃が平成 26 年度よりも上回ること
※15 ページ参照。
②「共同受注」スキームの構築及び検証･評価･公表
③他の障害者就労施設等における「共同受注」スキームの活用
《活用例》
松戸市福祉医療センター緑地等維持業務
業務内容：敷地内の除草･草刈、芝生等の維持管理を行う。
※平成 28 年 4 月 1 日より、松戸市内の障害者就労施設 2 事業所にて実施。

④障害者就労施設による洗濯業務及び売店運営における新規事業展開
５ 検証について
（１）実施方法
検証の方法として、次の①～③を実施。
①アンケート調査
次のア～ウを調査対象者として実施
ア：実施事業所の職員及び利用者
期
間：平成 28 年 4 月 18 日（月）から 28 日（木）まで
対象者数：職 員 11 名（回答率 100％）
利用者 14 名（回答率 100％）
イ：病院関係者（医師・看護師・事務職員等）
期
間：平成 28 年 4 月 8 日（金）から 21 日（木）まで
対象者数：248 名 うち、112 名回答（回答率 45.1％）
ウ：売店への委託販売参加事業所の職員
期
間：平成 28 年 4 月 15 日（金）から 25 日（月）まで
対象者数：7 事業所 うち、6 事業所回答（回答率 85.7％）
②ヒアリング調査（有限会社キュベルにて実施）
対象者 ア：東松戸病院総務課（発注者）
イ：障害福祉課
③検討会での検証
開催日時：平成 28 年 5 月 24 日（火）

14：00～17：00

（２）検証項目
検証にあたっては、次の事項を検証項目として設定。
①工賃向上に寄与したか
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②役務提供として顧客の要求する品質・コミュニケーション・スピードで実施できて
いたか
③共同で業務を実施することで、メリットを生み出したか
④無理なく持続可能な運営体制で運営できているか
⑤障害のある方への理解促進
（３）検証結果
①工賃向上に寄与したか ※14 ページ「資料編１－（１）」参照
平成 27 年度の実施 2 事業所における平均工賃額は、松里福祉作業所が 16,757 円、
豆のちからが 17,288 円であった。国及び千葉県の平均工賃額（平成 26 年度）と比較
しても 2,000 から 4,000 円上回る実績であったことから、工賃向上に寄与することが
できたと考えられる。
また、業務へのやりがいについては、職員・利用者アンケート結果より約 7 割の方
が「やりがいがある」との回答であった。また、利用者からは「お客さんと直にふれ
ることにやりがいを感じる」という意見も挙がっていた。
②役務提供として顧客の要求する品質・コミュニケーション・スピードで実施できて
いたか ※16 ページ「資料編１－（２）」参照
≪洗濯業務≫
病院関係者へのアンケート結果では、洗濯物の汚れやシミの洗浄、たたみ方等につ
いて約 6 割が「普通」という回答結果であり、一先ず実施はできている状況である。
しかし、
「汚れが落ちていない」との意見もあり、改善しなければならない点も見受け
られた。
東松戸病院（発注者）へのヒアリング結果では、前事業者からの業務引き継ぎがス
ムーズにいくかがポイントとしてあげられていた。今回のモデル事業においては、前
事業者が同じ洗濯室で病院から委託された別の洗濯業務を実施していたことから、業
務上のトラブルについてその場で適切なアドバイスをもらうことが可能な環境にあ
った。そのため、前事業者の協力やバックアップを得ることでミスが軽減されたので
はないかとの評価であった。
≪売店業務≫
病院関係者へのアンケート結果では、品揃えについて約 4 割が「不満・やや不満」
という結果であり、理由として「お弁当の種類不足」が多く挙げられていた。一方事
業所職員の回答結果では、
「不満・やや不満」は 1 割ではあるが、病院関係者からの要
望であるサラダやおかず等について、仕入れ業者での取扱いがないため販売できてい
ないという理由が挙げられていた。
接客については、約 8 割が「満足・やや満足」という回答であり、
「丁寧に接してく
れる」、「活力をもらっている」ことが意見として挙げられていた。しかし、商品の取
り扱い方など接客の基本ができていない場面も見受けられ、そのような点は改善して
いかなければならないと思われる。
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営業時間については、約 2 割が「不満・やや不満」という回答であった。今後、検
討していかなければならない課題である。
③共同で業務を実施することで、メリットを生み出したか
※20 ページ「資料編１－（３）」参照
2 事業所が共同で事業を実施したことで、次の事項がメリットとして挙げられた。
ア．1 施設では請けることのできない仕事をうけることができる
イ．勤務体制上の助け合いができる
ウ．仕事上の相談ができる
エ．公共施設の場合、複数の事業所で実施すれば、障害者施設を知ってもらえる場
となる
オ．リスク（負担）を分散できる
本モデル事業においては土曜日に業務を実施するが、1 週交代となるため事業所側
の負担が減ることが挙げられていた。
実施事業所からは、共同受注を実施する場合には、業務に対する運営理念や障害者
支援について同じ方向性を持っている事業所と組むことが重要であり、業務実施後に
おいても、信念・目指す方向性を明確に持ち、事業所間で確認しあうことが大切であ
るということであった。また、共同で実施する事業所数が多すぎると情報共有が難し
くなるため、うまくいかない可能性もあるということであった。
④無理なく持続可能な運営体制で運営できているか
検討会においては、業務の継続が難しいということは挙がっていないため、運営で
きていると思われる。また、共同で事業を実施するにあたっては次の内容を勘案し、
それぞれの事業所が共に検討したうえで運営可能かどうか判断することになると考え
られる。
・事業の成長性や収益性等、業務についてどのように考えているか
・業務内容（業務量）に見合う対価（委託料等）か
・業務を実施することが可能な人員（職員及び利用者）はいるか
・共同で実施する事業所が信頼できるかどうか
・契約主体となる事業所は、事務量（契約・発注者への請求事務や実施事業所への
支払い事務等）が増えるがそれを上回るメリットを見出すことができるか
⑤障害のある方への理解促進 ※21 ページ「資料編１－（４）」参照
病院関係者のアンケート調査では、障害のある方が業務に関わることについて、
「や
や賛成・賛成」が約 8 割という回答結果となった。意見の中には「品質が同じであれ
ば誰が実施しても構わない」という内容もあり、どのような業務であっても発注者側
が要求する品質等を提供することが求められることがわかる。
地域の理解について、売店業務においては利用者が対面でいろんな方とかかわる場
面が多いため障害者理解につながりやすいとの意見があった。全体としては、障害者
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施設が運営し利用者が働いていることが周知不足であるとの意見があった。今後、広
報啓発活動を行っていく必要があると考えられる。

６．課題及び今後の方向性
（１）本モデル事業における課題
①売店における営業時間の延長検討やお弁当等の種類
②洗濯業務における提供する品質の向上
③障害者理解を促進するための広報啓発活動
④市内障害者施設商品販売及び作品展示への参加施設数の増加
⑤障害者施設による洗濯業務及び売店運営における新規事業展開
（２）共同受注事業としての課題
①契約主体
②品質の均一化
③発注者との連絡調整
④実 施 事 業 所 間 の 連 絡 調 整…業務担当者レベルでの連絡体制とすることが重要。
管理者レベルの場合、実務に携わっていないことも
多く、業務上の課題の認識や情報共有にズレが生じ
てしまう場合があるため。
⑤事 業 所 内 の 人 員 体 制 整 備…施設外就労がある場合、事業所内外における職員の
配置を整備する。
⑥モチベーションの維持、向上…何のために共同受注をしているのか、使命を皆で共
有することが大事である。長く続けていくため利用
者のモチベーションを考えることは、事業所におけ
る課題となる。
（３）今後の方向性
本モデル事業では、平成 27 年 4 月より実施してきた中で課題となった事項について
も検討し、改善していくことでより良い品質やサービスの提供ができるようにしなけ
ればならない。また、売店では市内障害者施設による作品展示や商品販売を実施して
いるが、今後も製作品を知ってもらうと同時に、商品販売拠点の一つとして活用して
もらうことで工賃向上に寄与することができればと考える。
また、本モデル事業におけるスキームを活用した事業を実施することで、事業所間
の連携力を更に高め、共同受注という仕組みの波及につながることを期待する。
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〔資料編〕
１ 検証について
（１）：工賃向上に寄与したか
①利用者が実施する作業
≪洗濯業務≫

≪売店業務≫

・洗濯物を洗濯機(乾燥機)へ入れる、取り

・店内清掃

出す

・品出し

・洗濯物をたたむ

・レジ打ち※一部の利用者のみ

・保管場所へたたんだ洗濯物を置く

・商品を袋へ入れる、渡す

②業務へのやりがいについて
「大いにある」又は「ある」
と回答

「大いにある」又は「ある」
と回答

70％

86％

【事業所職員回答】

【利用者回答】
※実施事業所の利用者及び職員へのアンケート結果より

利用者への調査では、理由としてお客さんと直にふれることにやりがいを感じると
いう回答もあった。
③実施事業所における利用者へのアンケート調査結果
≪工賃に満足しているか≫
≪業務を覚えることについて≫
「大変満足」又は「満足」
と回答

「全く難しくない」又は「難
しくない」と回答

64％

どちらでもない

57％

不満・やや不満

どちらでもない

14

難しい

≪業務は負担になっているか≫

≪通勤は負担になっているか≫
「負担」又は「やや負担」
と回答

「負担」又は「やや負担」
と回答

14％

0％
どちらでもない

どちらでもない

全く負担にならない、負担にならない

負担にならない・全く負担にならない

④工賃実績
＊2 事業所における平均工賃
松里福祉作業所

豆のちから

平成 27 年度

16,757 円

17,288 円

平成 26 年度

14,627 円

－

※豆のちからについては、平成 27 年 4 月より就労継続支援 B 型事業所として運営を開始した
ため平成 26 年の実績はありません。
※各事業所の事業全体における平均工賃となります。

＊国及び千葉県における就労継続支援 B 型事業所の工賃実績
国

千葉県

平成 27 年度

－

13,660 円

平成 26 年度

14,838 円

13,150 円

平成 25 年度

14,437 円

12,595 円

※出典：厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html
※出典：千葉県「障害者総合支援法に基づく工賃の公表」
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/service/shuurou/kouchin/

両事業所ともに、平成 27 年度の工賃実績は、国（平成 26 年度）及び千葉県（平成
27 年度）の平均工賃実績との比較において、約 2,000 円～4,000 円上回る実績となっ
ている。

15

（２）役務提供として顧客の要求する品質・コミュニケーション・スピードで実施でき
ていたか
①洗濯業務
病院関係者へのアンケート調査結果

6～7 割が普通との回答であり、事業としては進められている状況である。
②売店業務
病院関係者及び実施事業所職員へのアンケート調査結果
≪商品の品揃え≫
「不満」又は「やや不満」
と回答

「不満」又は「やや不満」
と回答

42％

どちらでもない

大変満足・満足

未記入

10％

どちらでもない

【病院関係者回答】

大変満足・満足

未記入

【事業所職員回答】

・お弁当の数、種類が少ない
・サラダやおかず等をおいてほしい
・デザート、手作りパンを増やしてほしい
・ほとんど利用していないのでわからない
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・入院する時の準備品は品揃えは良いと思
う。職員の方から要望のあるサラダ・単
品のおかずがお弁当屋さんで取扱いがで
きないため
・対象が職員か入院・通院患者（家族）か
により品揃えが変わる。売店スペースを
考えると両者の中間若しくは患者様より
になっている
・病院内での必要な商品はある程度揃って
いると思う

≪価格≫
「不満」又は「やや不満」
と回答

「不満」又は「やや不満」
と回答

31％

どちらでもない

大変満足・満足

10％

どちらでもない

未記入

【病院関係者回答】

大変満足・満足

未記入

【事業所職員回答】

・お弁当の数、種類が少ない
・サラダやおかず等をおいてほしい
・デザート、手作りパンを増やしてほしい
・ほとんど利用していないのでわからない

・年に数個しか販売されていない商品もあ
り、高く感じる商品もある。飲料では自
動販売機より安い価格のものもある
・売店での競合になるお店が近くにないの
で、売価的には大きく下げる必要はない
が、良心的な価格が求められる為に少し
値段を下げる必要性があるかもしれな
い。
・病院の売店としては適当だと思います

≪接客≫
「不満」又は「やや不満」
と回答

「不満」又は「やや不満」
と回答

7％

どちらでもない

大変満足・満足

0％

どちらでもない

未記入

【病院関係者回答】

大変満足・満足

未記入

【事業所職員回答】

・いつ行っても笑顔で接してくれる
・いつも元気に接して下さり活力をもらっ
ています
・商品を選ぶ際そばでじっと立たれると少
し圧迫感があります
・商品をさわりすぎる
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・丁寧な対応ができていると思うが、急い
でいるお客様を待たせてしまうことがあ
る
・入院されている方や車椅子の方への配慮
は出来ていると思います

●障害者就労施設等の商品について
≪品揃え≫
「不満」又は「やや不満」
と回答

「不満」又は「やや不満」
と回答

4％

どちらでもない

大変満足・満足

0％

未記入

どちらでもない

【病院関係者回答】

大変満足・満足

未記入

【事業所職員回答】

・どのような商品があるかわからない
・パン、プリンなどおいしいものもある
・もっと多くしても良い
・おからドーナツが美味しいので販売する
日を増やしてほしい

・食品類は一定量、種類を揃えているが、
食品以外の物も充実させたい。
・今後の課題だと思う

≪価格≫
「不満」又は「やや不満」
と回答

「不満」又は「やや不満」
と回答

12％

どちらでもない

大変満足・満足

未記入

0％

どちらでもない

大変満足・満足

未記入

【病院関係者回答】

【事業所職員回答】

・ぱっと見、高いと思った
・市場の直売品に対して高値。市場価格に
あわせるべき。ボランティアではない。

・メーカー菓子に比べると高いと感じるも
のもある。ただし、手作りであることを
考えると個人的には納得できる価格
・価値を認めてくれた方が買ってくれてい
ると思います。
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≪商品の見つけやすさ・商品配置の工夫≫
「困難」又は「やや困難」
と回答

「不満」又は「やや不満」
と回答

2％

9％

どちらでもない
困難でない・全く困難でない
未記入

どちらでもない

【病院関係者回答】

大変満足・満足

【事業所職員回答】
・種類や量が多いときは、商品が見えにく
くなることがある
・スペースを考えると配置の工夫は難しい

・もっとアピールしても良いと思う

≪営業時間について≫
①開店時間
「不満」又は「やや不満」
と回答

「遅い」又は「やや遅い」
と回答

18％

どちらでもない

大変満足・満足

未記入

0％
どちらでもない
問題ない・全く問題ない
未記入

未記入

【事業所職員回答】

【病院関係者回答】

・平日は問題ないと思うが、土曜日は要望
もあり、平成 28 年度より開店時間を 2 時
間早めた
・コンビニではないので適切だと思う

・患者さんからすると土日に開店していな
いことが不便との声を聞くことがある
・出勤時に購入できると良い
・毎日営業していた方が助かると思う

②閉店時間
「不満」又は「やや不満」
と回答

「早い」又は「やや早い」
と回答

22％

どちらでもない

大変満足・満足

0％

どちらでもない
問題ない・全く問題ない
未記入

未記入

【事業所職員回答】
・平日の職員の購買を考えると、30 分延長も
考えられるが、現実は人件費も考えると難
しい。土曜日はできる範囲での対応として
平成 28 年度より 30 分延長している

【病院関係者回答】
・職員は問題ないと思うが、患者・家族が
お見舞いに来ることを考えると早い
・もう少し長めだと助かります
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≪売店の清潔さについて≫
「やや清潔でない」
と回答

「やや清潔でない」
と回答

3％

どちらでもない

大変清潔・清潔

20％

未記入

どちらでもない

清潔・大変清潔

未記入

【病院関係者回答】

【事業所職員回答】

・テーブルクロス等努力されていると思い
ます
・一番下のほこりが目立つ

・目に見える範囲は、ハタキかけできている
が、棚上部は行き届いていない部分もある
・利用者さんと一緒に午後からのお客様がい
らっしゃらない時に毎日掃除をしている

（３）共同で業務を実施することで、メリットを生み出したか
共同でのメリット
・１事業所では請けることのできない作業をうけることができる
・勤務体制上の助け合いができる
・仕事上の相談ができる
・リスク（負担）を分散できる
デメリット
・発注者との契約主体となる事業所の負担が大きい
・作業のバラつきが生じる
（本事業の場合、業務内容の説明をそれぞれの事業所単位で受けたため）

メリットを生み出した反面、実際にやってみたことで判明したデメリットもあった。
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（４）障害のある方への理解促進
病院関係者へのアンケート調査結果
≪障害のある方が洗濯・売店業務に関わることは賛成ですか≫
「賛成」又は「やや賛成」
と回答

78％

どちらでもない

反対

未記入

≪障害のある方が洗濯・売店業務に関わることで地域の理解につながると思いますか ≫
「大いにつながる」又は「つな
がる」と回答

74％

どちらでもない
難しい・やや難しい
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２

障害者就労施設等の商品の販売及び展示について
（１）－１販売について
目的
「東松戸病院内売店委託販売 商品取扱基準」を設け、松戸市内における障害者施設の
商品販売拠点の一つとして販路拡大に資することを目的として実施。
販売委託費

商品販売価格の 20％

販売開始日

平成 27 年 6 月 15 日（月）

市内参加事業所数

8 ヶ所

※売店業務を実施している 2 事業所を含む

参加事業所名及び販売商品（一部）について
No.

1

事業所名《事業形態》

販売商品（一部）

（福）松里福祉会
ワーク･ライフまつさと
《就労継続支援 B 型・生活介護》
お煎餅

（福）まつど育成会

刺し子ふきん

まつぼっくり

2
《生活介護》
お煎餅

3

（福）まつど育成会
かりん（マロン工房）
《生活介護》
パン ※毎週金曜日のみ販売
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No.

4

事業所名《事業形態》

販売商品（一部）

ＮＰＯ法人 まつど自閉症センター
ふれんず
《生活介護》
マドレーヌ・クッキー

刺し子ふきん

ＮＰＯ法人 土曜会 そよかぜ工房
5
《地域活動支援センターⅢ型》
リボン・シュシュ

6

ミニブーケ

ＮＰＯ法人 あらぐさ
オレンジハウス
《地域活動支援センターⅢ型）
メガネケース

7

置物（ふくろう）

（特非）まつかぜの会
とうふ工房豆のちから
（就労継続支援 B 型）
おとうふ

（福）松里福祉会 松里福祉作業所
8
（就労継続支援 B 型）
あられ
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かりんとう

（１）－２

東松戸病院内売店委託販売 商品取扱基準

１．目的
この基準は、松戸市共同受注モデル事業「東松戸病院売店」における松戸市内障害者
福祉施設の委託販売商品について必要な事項を定め、施設商品の販路拡大に資すること
を目的とします。
２．委託販売対象商品
・松戸市内の障害者福祉施設・事業所により製造された商品
・松戸市内の障害者福祉施設・事業所が仕入れた商品
・ＰＬ(製造物責任)保険(一般の損害保険会社等で販売している賠償責任保険でも可)に加
入していること
３．販売場所
・松戸市福祉医療センター東松戸病院内売店(松戸市高塚新田１２３－１３)
４．営業日、営業時間、休業日
・月曜日～金曜日 ９:００～１６:３０
土曜日
１０:３０～１６:００
・休業日 日曜日及び祝日
５．販売委託費
・販売された商品は商品販売価格の２０％の販売手数料が生じます。
６．商品の納入
・原則として委託施設・事業所が店舗に納入します。
・納入時間は売店の営業時間内とします（ただし、１２時から１３時の間を除く）。
・商品の納入に当たっては、納入日付・商品名・数量及び販売単価を記入した納品書を
添付して下さい。
・納入する商品には値札などにより販売単価等を表示して下さい。
７．商品の品質管理
・取り扱う商品はすべての法規制に適合していることが条件となります。
・商品に瑕疵等の不適合があった場合やお客様から苦情があった場合、別に定める苦情
処理要領に定めた手順に従い処理します。
８．商品の返品
・商品に瑕疵があった場合や納入後３か月間以上在庫となった場合、委託施設・事業所
に返品します。
・返品の場合、商品名・返品日付・数量を記入した返品伝票を添付します。
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・賞味期限のある食品は、納品した施設・事業所の責任において引き取り等の管理を行
います。
９．請求書の提出について
・売上額を毎月々末に締めて、翌月頭に売上報告書を松里福祉作業所より送付します。
・委託施設・事業所は翌月１０日までに松里福祉作業所へ請求書を提出します。
１０．売上金の支払い
・売上金から２０％相当額を差し引いた金額を、翌月２０日に現金にて支払うものとし
ます。
・現金での受け取りは、受け取りを希望する日の２営業日前までに松里福祉作業所に連
絡するものとします。
・未精算分がある場合には毎年３月末の決算時に精算するものとします。
１１．その他
・納品書等は指定した様式を使用するものとします。
・この基準に定めのない事項については、委託販売施設と売店運営委員会が協議の上、
決定します。
この基準は平成２７年６月１日より適用する。
平成２８年４月９日改正
平成２８年１１月１日改正
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（２）－１ 展示について
目的
東松戸病院を利用する方々に、障害者福祉施設・事業所により製作された作品を身
近に感じてもらうことで障害者の福祉について理解を深めるだけではなく、作品を通
じて病院を利用する方の心が和み、癒しや元気を提供できることを目的として実施。
展示開始日 平成 27 年 6 月 29 日（月）
※原則として 2 ヶ月単位で作品入替えを実施。
市内参加事業所数 4 ヶ所
参加事業所名及び展示作品について
No.

1

事業所名《事業形態》

展示作品（一部）

（福）ジョイまつど
ワークジョイまつどセンター
《就労継続支援 B 型・生活介護》
コースター

2

張り子

ＮＰＯ法人 まつど自閉症センター
ふれんず
《生活介護》
刺し子ふきん

3

（福）松里福祉会
小金わかば苑
《生活介護》
お皿

4

ステンシルふきん

（福）松里福祉会
第二わかば園
《生活介護》
紙工芸 絵手紙
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（２）－２

東松戸病院内売店前作品展示コーナーについて

１．趣旨
作品展示コーナーは、東松戸病院を利用する方々（患者さん・来院される方・病院関
係者等）に、障害者福祉施設・事業所により制作された作品を身近に感じてもらうこと
で障害者の福祉について理解を深めるだけではなく、作品を通じて病院を利用する方の
心が和み、癒しや元気を提供できること目的として設置するものである。
２．展示対象作品
・松戸市内の障害者福祉施設・事業所により制作された作品
３．展示場所
・松戸市福祉医療センター東松戸病院内売店前展示コーナー
（住所：松戸市高塚新田１２３－１３）
４．展示について
・作品展示は、原則として二ヶ月単位とし、月末に作品入替を行う。
・施設・法人等を単位とする。
・作品の選定は施設・法人等に一任するが、当ギャラリーの趣旨を踏まえること。
・作品には、氏名、タイトル、施設・法人名等を添えること。
※作者氏名の掲示は、本人及び家族の了承を得ること（非表示、イニシャル等も可。）。
・展示に要する備品等は施設・法人等側で準備すること。
・展示作品は作品の写真及び内容等を一覧にし、展示開始一週間前までに障害福祉課へ
メールで送付すること（ホームページで公開するため）。
５．搬出入について
・月末に、施設・法人等職員で作品の入替を行うこと。
・作品の搬入及び搬出にかかる費用は、出展する施設・法人等で負担すること。
・作業日については、一週間前までに障害福祉課に連絡すること。
６．その他
・施設・法人等は、展示にあたっては、障害福祉課職員及び庁舎管理担当職員の指示に
従ってください。
・展示作品の管理については、十分注意を払いますが、火災や地震等の天災のほか、人
為的な破損・盗難等により損害を被った場合でも、その責任は負いかねます。
・市は、展示にあたって、場所の提供を行い、展示作品の保護に努めます。
・施設・法人等は、展示場所（東松戸病院）について、市民が訪れる場所であることを
了解のうえ、作品の提供をお願いします。
７．作品展示コーナーの運営管理
作品展示コーナーの運営管理は、障害福祉課が所管する。
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