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共同事業として通信販売を始めました。横浜市から
啓発用パンフレット作成の補助金も認められ作成し
ました。パンフレットはその後自主製品販売促進用
パンフレットとして2016年現在でも毎年作成され
各作業所等で有効に活用されています。
マークについては1991年商標登録出願し翌年　
出願手続き完了しました。
1991年から数年にわたり自主製品の技術向上の

ための講習会の開催をしたり、各地で先行して行わ
れている製品販売等の見学研修もおこないました。
　1992年より横浜駅地下鉄コンコースにてフリー
マーケット参加したことを始めとして、様々な場所
で開催されるバザーに出店するようになりました。
看護専門学校や高校の文化祭でもバザーをさせて
もらいはじめました。
オリジナルギフトセット販売も行いお中元、お歳

暮の時期にかなり成果が上がりました。
1998年から横浜市水道局から廃油固形石けんの

大量受注を受け市精連の数か所の作業所で手分け
して注文に応じてきました。現在でも続いています。
同年衛生局からギフト注文受注し始めました。
1999年中区の篤志家により2年間の約束で
無償でお借りした店舗にて自主製品の常設店舗
「とちの木」を開設しました。
又ランドマークプラザの有隣堂にて製品の展示販

売と作品展を年に2回ほどのペースで行いました。
2003年『ハートメード』『〇△□』商標登録10年

が期限切れにつき登録者を市精連から横浜市へ変
更しました。
2005年市精連の移転に伴い事務局がある場所で

「とちの木」の再開をしました。
2006年ダイヤモンド地下街にても有隣堂フェ

市精連が発足して４年たち1991年から販路拡大
事業部に横浜市から補助金が助成されるようになり
ました。
1982年横浜で最初に精神障害の作業所が開所し

てから9年目でした。
当初精神障害者のための作業所は昼間のたまり

場から始まり、働きたい利用者の意向を受け協力し
てくれる事業所や企業から内職を請け負い工賃を
メンバーさんに配るところが多かったのです。作
業所の機能はたまり場だけでは済まなくなり相談
支援、生活支援、就労支援等多岐にわたり内職作業
だけでは利用者のニードに応えきれない状況も生
じてきました。
作業所のメンバーさんに合った作業ができる、一

人一人の個性が生かせること、作ったものに愛着が
持てる事、それと内職と違って納期など作業所の
ペースで出来ることなどから自主製品作りをする作
業所が増えてきました。販路があれば利益は多いの
でメンバーさの工賃も上がるわけです。
　自分たちが作った製品をどこで売るか販路の確

保、製品の質の向上の必要性を情報交換しあうため
に販路拡大事業部が立ち上がりました。
当時の自主製品はクッキー等お菓子、パン、花た

わし、石けん、手漉き葉書、革細工等が代表的な製
品だったでしょうか。
そして横浜市から市精連に販路拡大のための職

員雇用費が補助金額として認められ専従職員を配
置し、それに伴い販路拡大事業部を設置し、市精連
の活動の一翼をになっていくようになりました。
まもなく在援協との共同事業としてキャッチフ

レーズとロゴマークの公募をし、多くの応募の中か
ら『ハートメイド』と『〇△□』に決定し、在援協と

Ⅴ. 市精連販路拡大事業部
特アートショッ
浦島共同作業所

横浜市精神障害者地域生活支援連合会副代表

岡村真由美
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アーを行いました。
作業活動収入に関するアンケートを行い、その結

果を要望書に反映しました。
2008年有隣堂戸塚店においても有隣堂フェアー

を行いました。
2011年横浜Fマリノスショップ（トリコロールみ

なとみらい店と仕事処アニミに常設展示販売の場を
設けることが出来ました。
マリノスの試合時に日産スタジアムでバザーを開

催しはじめました。これは年に数回マリノスの調整
により開催が可能になった時に行っています。
横浜市水道局のメモセット内職もすっかり定着し

ました。
1991年来市精連の会員の作業所職員と事務局で

続けてきた販路拡大事業部ですが各作業所のメン
バーさんの作った製品が質や技術の向上とともに
様々な関係機関の協力を得て市民の皆様に認められ
販路が広がっていることを感謝しております。

年度／補助金額（万円） パンフレット・在援協・特許等

１
９
９
１

啓発用パンフレット 100
職員雇用費 100
事務費    70
─────────────
計  270
（特許） 
〈新規事業特 150〉
〈統一プラン作成費 256.6〉

・啓発用パンフレットの作成
・キャッチフレーズ、マーク公
募・選定・表彰式

・マーク、商標登録出願申請

・新規事業、在援協と共通事業
を開始し専従職員を雇用

・自主製品技術向上援助講習会
開催

１
９
９
２

啓発用パンフレット100
職員雇用費 100
事務費    70
─────────────
計  270

〈マーク登録料   96〉

・啓発用パンフレット改訂版の
発行

・マーク、商標登録出願手続き
完了

・横浜駅コンコースにてフリー
マーケット参加

（９月から毎月末６回）
・「木かげ」「かもめ」にて自主
製品の販売開始

・３保健所にショーケース設
置、展示販売

・ギフトセットの販売開始

・手漉き葉書の見学研修
（素心学園：大磯）

１
９
９
３

啓発用パンフレット 100
職員雇用費 160
事務費    70
─────────────
計  330
 
〈キャッチフレーズ登録料138〉

・啓発用パンフレット改訂版の
発行

・木かげ、メイフェアー、かも
め、横浜駅コンコース、

　健福センター（オアシス）、
バザー等にて販売

・自主製品製作上の問題点を出
し合う会

・市精連オリジナルギフトセッ
ト販売

・川崎市民石けんプラント見学
・八王子生活館見学

１
９
９
４

啓発用パンフレット   90
職員雇用費 177
事務費    63
─────────────
計  330
 
〈マーク登録 149.8〉

・啓発用パンフレット改訂版の
発行

・木かげ、かもめ、健福セン
ター（オアシス）、スペース大
きな木、ジャジム、バザー等
にて販売

・ラッピング講習会の開催
・研修報告会（沖縄県、滋賀県、
岡山県、新潟県東北方面）

・市精連オリジナルギフトセッ
ト販売

・長野研修
（おむすび長屋、ねば塾）
・都内研修
（JHC板橋、JHC赤塚、JHC秋
桜：板橋区）

（ぱれっとホーム、お菓子屋ぱ
れっと、カレー屋ぱれっと：渋
谷区）

１
９
９
５

啓発用パンフレット   81
職員雇用費 177.4
事務費    56.7
─────────────
計  315.1
 
〈キャッチフレーズ登録料89〉

・啓発用パンフレット改訂版の
発行

・ギフト用リーフレットの作成
（2,000部）

・木かげ、かもめ、健福セン
ター（オアシス）、スペース大
きな木、バザー等にて販売

・ラッピング講習会の開催
・市精連オリジナルギフトセッ
ト販売

・東北方面研修
（今村病院：秋田、わらしべ舎：
山形）

（コッペ：仙台）

１
９
９
６

啓発用パンフレット 100
職員雇用費 181.3
事務費    51
────────────
計  332.3
 
〈キャッチフレーズ登録料　60〉

・啓発用パンフレット改訂版の
発行

（2,000部）

・木かげ、かもめ、健福セン
ター（オアシス）、スペース大
きな木、バザー等にて販売

・市精連オリジナルギフトセッ
ト販売

・施設見学（千葉大学付属養護
学校）

・静岡研修（ふじさんパン、れ
んげ荘）
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１
９
９
７

啓発用パンフレット 100
職員雇用費 182.8
事務費    43.4
─────────────
計 326.2

・啓発用パンフレット改訂版の
発行

（2,000部）
・石けんのしおり作成
（5,000部）

・自主製品実践発表会開催
・各種バザーに出店
 （金沢動物園、港北区民祭り、
鶴見教会、菊名教会、まぶね
教会）

・夏冬ギフト販売、香典返し受
注

・北海道施設見学、研修
（浦河べてるの家、名寄市道北
センター：緑ヶ丘寮、伊達市：
太陽の園、通勤センター旭
寮）

１
９
９
８

啓発用パンフレット 100
職員雇用費 185.1
事務費    41.1
─────────────
計 326.2

・自主製品販売用（記念品等価
格別）

・パンフレット作成（2,000部）
・石けんのしおり作成（9,000部）

・「創る喜び」を年間テーマ
・自主製品実践発表会、パン作
りワークショップ開催

・水道局（固形石けん）、衛生
局（額・皿・エプロン等）大量
受注

・夏冬ギフト販売

・水俣（石けん交流会）研修
・手賀沼（石けん工場）研修
・鶴見リサイクルプラザ研修

１
９
９
９

啓発用パンフレット 100
職員雇用費 189.21
事務費    36.99
─────────────
計  326.2

・自主製品販売用（記念品等価
格別）

・パンフレット作成（2,000部）

・常設店舗『とちの木』開設
・水道局（固形石けん）大量受注
・有隣堂ランドマークプラザ店
展示販売「ご存知ですか？地
域作業所」

・各種バザーに出店
・夏冬ギフト販売

・松本ちくま工芸研究所見学会
・乗鞍高原パン工房『ル・コパ
ン』実習

２
０
０
０

啓発用パンフレット 100
職員雇用費 189.21
事務費    36.99
─────────────
計  326.2

・自主製品販売用（作業所別・
製品別・ギフト用）

・パンフレット作成（5,000部）

・常設店舗『とちの木』開設
・水道局（固形石けん）大量受
注

・有隣堂ランドマークプラザ店
展示販売「心の病を持つ人達
の手作り品フェアー」

・各種バザーに出店
・夏冬ギフト販売

・接客マナー研修
講師：ファンケル化粧品

（トレーニンググループ）

２
０
０
１

啓発用パンフレット 100
職員雇用費 189.21
事務費    36.99
─────────────
計  326.2

・自主製品販売促進用パンフ
レット作製

・常設店舗『とちの木』運営、
管理

・有隣堂ランドマークプラザ店
展示販売（2回）

・各種バザーに出店（コンコー
スマーケットin関内、マリナ－
ドバザール等）

・衛生局の記念品等に自主製品
を受注

・接客マナー研修
講師：ファンケル化粧品

（トレーニンググループ）

２
０
０
２

啓発用パンフレット 100
職員雇用費 189.21
事務費  36.99
─────────────
計  326.2

・自主製品販売促進用パンフ
レット作製（3,000部）

・常設店舗『とちの木』運営、
管理、11月で閉店

・有隣堂ランドマークプラザ店
展示販売

・各種バザーに出店
（高校・看護専門学校文化祭、コ
ンコースマーケットin関内、マ
リナードバザール、教会バザー
等）

・衛生局の記念品等に自主製品
を受注

・接客マナー研修（研修事業部
と合同）
講師：ファンケル化粧品

（トレーニンググループ）

２
０
０
３

啓発用パンフレット   66.8
職員雇用費 189.21
事務費    36.99
─────────────
計  293

・自主製品販売促進用パンフ
レット作製（3,000部）

・「HEART MADE〇△□」商標
登録10年期限切れにつき、登
録者を市精連から横浜市へ変
更した。

・有隣堂ランドマークプラザ店
展示販売を行った

・各種バザーに出店（清水ヶ丘
教会、神奈川県社会保険診療
報酬支払基金、社会保険横浜
看護専門学校、浜家連大会、
大道芸バザー等）

・衛生局の記念品等に自主製品
を受注

・横浜市水道局より固形石けん
を大量受注
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２
０
０
４

啓発用パンフレット    70.1
職員雇用費 187
法定福利費     3.6
事務費    40.6
─────────────
計  301.3

・自主製品販売促進用パンフ
レット作製（3,000部）

・有隣堂ランドマークプラザ店
展示販売を行った

・各種バザーに出店及び出店調
整（野毛大道芸（赤レンガ倉
庫）、チャリテイー絵画展、清
水ヶ丘教会、まぶね教会

　 神奈川県社会保険診療報酬支
払基金、社会保険横浜看護専
門学校、浜家連大会

　緊急横浜会議チャリテイー、
人権横浜キャンペーン、マリ
ナードバザール等）

・横浜市の記念品等に自主製品
を受注

・横浜市水道局より固形石けん
を大量受注

２
０
０
５

啓発用パンフレット       49.3
職員雇用費職員雇用費    184.6
法定福利費法定福利費        2.5
事務費事務費       34.5
─────────────
計      270.9

・自主製品販売促進用パンフ
レット作製（2,000部）

・常設店舗『とちの木』を5月よ
り再開

・有隣堂ランドマークプラザ店
展示販売を行った

・各種バザー・学園祭に出店
（横浜ワールドポーターズ、偕恵
いわまワークス、明治学院大学、
社会保険横浜、看護専門学校、
横浜清風高校、シャローム横
浜、まぶね教会、マリナードバ
ザール、浜家連こころの健康講
習会、人権よこはまキャンペー
ン、野毛大道芸赤レンガ等）

・横浜市の記念品等に自主製品
を受注

・横浜市水道局より固形石けん
を大量受注

２
０
０
６

啓発用パンフレット        49.3
職員雇用費職員雇用費   180
法定福利費法定福利費       2.2
事務費事務費        35.6
─────────────
計       267.1

・自主製品販売促進用パンフ
レット作製（2,000部）

・常設店舗『とちの木』を運営
・有隣堂ランドマークプラザ店
と有隣堂ダイヤモンド地下街
店の展示販売を行った

・各種バザー・学園祭に出店
（社会保険横浜看護専門学校、ま

ぶね教会、清水ヶ丘教会、、マリ
ナードバザール、浜家連メンタ
ルヘルス講演会、人権横浜キャ
ンペーン、野毛大道芸赤レン
ガ、オルト横浜チャリテイー等）

・横浜市の記念品等に自主製品
を受注

・横浜市水道局より固形石けん
を大量受注

・横浜市内作業所・小規模授産
施設対象にアンケート調査

２
０
０
７

啓発用パンフレット 49.3
職員雇用費 175.9
事務費 35.6
法定福利費 2.3
─────────────
計 263.1

・自主製品販売促進用パンフ
レット作製（2,000部）

・常設店舗『とちの木』を運営
・有隣堂展示販売を2回行った
・12.14神奈川大フォーラムバ
ザーに参加

・横浜市の記念品等に自主製品
を受注

・横浜市水道局より固形石けん
を大量受注

・こころと福祉の相談会・子供
会でのクッキー大量注文

・研修会「自立支援法移行の選択
とその後の課題」

　SSJ協賛で企画した。

２
０
０
８

啓発用パンフレット 49.2
職員雇用費 180.7
法定福利費 2.3
事務費 35
─────────────
計 267.2

・自主製品販売促進用パンフ
レット作製（2,000部）

・常設店舗『とちの木』を運営
・有隣堂展示販売を2回行った
・12.14神奈川大フォーラムバ
ザーに参加

・横浜市の記念品等に自主製品
を受注

・横浜市水道局より固形石けん
を大量受注

・こころと福祉の相談会・子供
会でのクッキー大量注文
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２
０
０
９

啓発用パンフレット 49.9
職員雇用費 180.3
法定福利費 2.3
事務費 39.8
─────────────
計 272.3

・自主製品販売促進用パンフ
レット作製（1,500部）

・常設店舗『とちの木』を運営
・有隣堂ダイヤモンド地下街店、
戸塚店の展示販売を行った

・各種バザーに出店
（みなとみらい２１大道芸「ふ
れあい広場2009」、

　横浜雙葉学園「学園の日」、
桜ヶ丘コミュニティハウス開
館10周年記念納品等）

・横浜市水道局より固形石けん
を大量受注

２
０
１
０

啓発用パンフレット 50
職員雇用費 180.6
法定福利費 2.3
事務費 38.3
─────────────
計 271.2

・自主製品販売促進用パンフ
レット作製（1,000部）

・常設店舗『とちの木』を運営
・有隣堂ダイヤモンド地下街店、
戸塚店の展示販売を行った

・横浜市西区役所より「はーと
めいどぐっず商品」受注

・各種バザーに出店
（みなとみらい21大道芸「ふれ
あい広場2010」、横浜雙葉学
園「学園の日」、 ビジネスリ
ゾート2010、横浜市水道局
「運動会」、横浜水道お客様
感謝デー2010、障害者ワーク
フェア2010/全国障害者技能
競技界、横浜雙葉学園「クリ
スマス会」こころと福祉の相
談会＆講演会バザー、かなテ
クカレッジバザー/技能五輪全
国大会等）

・横浜市水道局より固形石けん
を大量受注

２
０
１
１

啓発用パンフレット 49.8
職員雇用費 183.5
法定福利費 3
事務費 40.9
─────────────
計 277.2

・自主製品販売促進用パンフ
レット作製（1,000部）

・常設店舗『とちの木』を運営
・横浜Fマリノス直営店舗トリコ
ロールワンみなとみらい店、
仕事処アニミに常設展示販売
の場を設けた

・有隣堂ダイヤモンド地下街
店、戸塚店に加え第1回川崎
BE店の展示販売を行った

・横浜市水道局より固形石けん
を大量受注

２
０
１
２

啓発用パンフレット 50.2
職員雇用費 180
法定福利費 3
事務費 39.1
─────────────
計 272.3

・自主製品販売促進用パンフ
レット作製（2,000部）

・常設店舗『とちの木』を運営
・常設展示販売『トリコロール
ワン』『仕事処アニミ』

・有隣堂ダイヤモンド地下街
店、戸塚店の展示販売を行っ
た

・横浜市水道局よりイベント記
念品（固形石鹸、花たわし、ア
クリルたわし）を大量受注

・日産スタジアムでの横浜Fマ
リノスの試合時に行われるバ
ザーに４回参加

・各種バザーに出店
（横浜雙葉学園「学園の日」
「クリスマス会」等）
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２
０
１
３

啓発用パンフレット   50.1
職員雇用費 180
法定福利費     3
事務費    21.8
─────────────
計  254.9

・自主製品販売促進用パンフ
レット作製（2,000部）

・常設店舗『とちの木』を運営
・常設展示販売『トリコロール
ワン』『仕事処アニミ』

・有隣堂ダイヤモンド地下街店、
戸塚店の展示販売を行った

・横浜市水道局よりイベント記
念品（固形石鹸、花たわし、ア
クリルたわし）を大量受注

・HEART MADE GOODSの
周知を目的にウインドブレー
カーを作成

・各種バザーに出店
（横浜雙葉学園「学園の日」
「クリスマス会」、日産スタジ
アムバザー、第3回岸根公園感
謝DAY等）

２
０
１
４

啓発用パンフレット 50.1
職員雇用費 174.6
法定福利費 0.4
事務費 29.1
─────────────
計 254.2

・自主製品販売促進用パンフ
レット作製（2,500部）

・常設店舗『とちの木』を運営
・常設展示販売『トリコロール
ワン』『仕事処アニミ』

・有隣堂ダイヤモンド地下街店、
戸塚店の展示販売を行った

・横浜市水道局よりイベント記
念品（固形石鹸、花たわし、ア
クリルたわし）を大量受注

・各種バザーに出店
（横浜雙葉学園「学園の日」
「クリスマス会」、日産スタジ
アムバザー、第4回岸根公園感
謝DAY等）

・売れるPOPとディスプレイ講
習会

２
０
１
５

啓発用パンフレット   50.1
職員雇用費 151.2
法定福利費     1.7
事務費    79.7
─────────────
計  282.7

・自主製品販売促進用パンフ
レットのリニューアルのため
販路拡大事業部から委員を選
出しパンフレット制作委員会
を開催

・自主製品販売促進用パンフ
レット作成（2,000部）

・常設店舗『とちの木』を運営
・常設展示販売『トリコロール
ワン』『仕事処アニミ』

・有隣堂伊勢佐木町本店、戸塚
店の展示販売に加え、戸塚モ
ディ内店舗に出店

・横浜市水道局よりイベント記
念品（固形石鹸、花たわし、ア
クリルたわし）を大量受注

・各種バザーに出店
（横浜雙葉学園「学園の日」
「クリスマス会」、日産スタジ
アムバザー等）

・食品表示セミナー
　6/8,9と 2日に渡り開催




