平成 24 年 10 月 1 日
各障害福祉事業所

様

きらっと輝く製品コンテスト開催説明会
神奈川セルプセンター
会長

松屋

直人

別紙の募集要項のとおり、障害福祉事業所の自主製品のコンテストを実施いたします。
つきましては、多くの事業所に参加していただけるよう、コンテスト実施にあたっての
説明会を開催いたします。お忙しとは存じますが、多くの方の参加をお待ちしており.ます。

●日時

平成２４年１０月２６日 （金） １５:００～１６:３０

●会場

神奈川県社会福祉会館

２階ホール

横浜市神奈川区沢渡 4-2

横浜駅西口下車

徒歩 15 分 ＊裏面地図参照

●参加対象事業所
○就労継続支援Ｂ型事業所
○製品コンテストに参加を希望される生活介護事業所

等

（コンテストの応募にあたっては、就労継続 B 以外は工賃向上計画の提出が必
要となります。）
●内容
・製品コンテストの開催の趣旨と目的
・コンテストの実施概要と方法
・応募の仕方について
・その他

参加申し込み

＊この用紙のまま FAX してください。
＊なるべく 10 月 24 日（水）までにお申し込み下さい。

事業所名
職種・役職

送付先

偕恵いわまワークス

氏

担当

名

荒井

忠

FAX 045-336-0929

きらっと輝く製品コンテスト
・・・障害福祉事業所自主製品コンテスト・・・

募集要項
きらっと輝く製品コンテストが開催されます！
就労継続支援Ｂ型事業など、生産活動を行っている障害福祉事業所の自主製品のコンテ
ストが開催されます。
このコンテストは、神奈川県の平成２４年度生産活動支援事業「製品の開発、質の向
上のためのコンテスト事業」を神奈川セルプセンターが委託を受け、県下の商工関係団
体など有識者による実行委員会により開催されます。
コンテストの開催で製品の品質を高めること、障害福祉事業所の生産活動や製品を多
くの県民の方に知っていただき、販売促進と工賃向上につながることを目的としていま
す。また、製品コンテストの開催がきっかけとなって、障害福祉事業所間の交流が広が
り、製品づくりや福祉活動が活発になり、利用者もスタッフも元気になれたらと思いま
す。気軽に応募してくださいね！たくさんの応募をお待ちしております！

■

コンテストの実施と表彰式の日程

（１）コンテストの実施
○日時 平成 25 年 1 月 23 日（水）13：30～16：00
○会場

神奈川県民ホール

大会議室

（２）表彰式
○日時 平成 25 年 2 月 19 日（火）13：30～16：00
○会場

神奈川県民ホール

小ホール

＊「発注に貢献した企業の表彰」を同時に実施

■ 応募部門
部門は、食品分野と非食品分野の 2 部門となります。
●食品部門
《製品例》

製パン、クッキー、パウンドケーキ、焼き菓子、和菓子、
ジャム、豆腐、納豆、漬物、弁当、等

●非食品部門
《製品例》

ウッドクラフト、アクセサリー、ペーパークラフト
テキスタイル（織物、手芸品）、陶芸品、日用雑貨
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等

■ 応募製品の条件
○応募製品は、各事業所の企画により製造を行っている自主製品が対象となります。
○応募は 1 事業所で食品部門、非食品部門を問わず１品のみとさせていただきます。
１品は、販売している単位とし、複数の製品をセットで販売している場合は１セット
が１品となります。
○応募製品は、実際に製造販売を行っている商品であり一定の生産量があることが条件
となります。
（芸術作品等の一点物は対象となりません。）
○当日、コンテスト会場で調理等を行うことはできませんので、製品化された商品が対
象となります。尚、製品は原則的にコンテストの 2 日前までに指定の施設へ納品して
いただきますが、当日の朝に製造される製品や冷蔵製品については、当日午前１０：
３０までにコンテスト会場に納品していただきます。＊詳細は別項目参照
○お預かりした応募製品の破損、紛失等についての責任は負うことができませんので、
ご承知下さい。

■ 応募資格（対象事業所）
○就労継続支援Ｂ型事業所
○生活介護事業所、就労継続支援Ａ型事業所，地域活動支援センターで、工賃向上計
画を作成し、意欲的に工賃向上の取組みを行っている事業所。
（＊応募申込書に「工賃向上計画」を添えて応募下さい）

■

応募方法

○募集要項の規程に基づき、別紙の指定の応募申込書に必要事項を記載し、Ａ４用紙 1
枚に印刷された製品の写真を添えて申し込み下さい。
（Ａ４用紙内に複数の写真の掲載
も可です）。お申込みは郵送によりお願い致します。
《必要書類》
◎応募申込書
◎製品の写真（Ａ４用紙 1 枚の範囲で複数の写真の掲載可）
◎「工賃向上計画」（＊生活介護、就労継続Ａ，地域活動支援センターの事業所に
ついては提出が必要ですが、就労継続Ｂは必要ありません。）
《申込み先》
偕恵いわまワークス
住所

荒井 宛
240-0004 横浜市保土ヶ谷区岩間町１－7－15
電話 045-336-0928

Fax 045-336-0929

e-mail i-works@ninus.ocn.ne.jp

■ 応募期間
平成 24 年 10 月 1 日（月）～11 月 30 日（金） 必着
■ 審査方法
○コンテスト会場のスペース等の条件により、応募された製品については、書類審査等の
方法による 1 次審査を実施させていただきます。1 次審査では、製品の特長、一定の生
産量、販売実績、利用者の作業工程等の評価となります。１次審査結果については 12 月
上旬にお知らせ致します。
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○コンテストの２次審査では、商品の質（味）、デザイン、アイデア（独創性）、パッケー
ジ 、価格（コスト）、生産性、利用者の参加工程等、総合的に評価がされます。
○審査は、食品分野の専門家を含めて、商工関係団体、行政機関、福祉関係団体等による
８名の審査員により行われます。

■ 賞
表彰は食品部門と非食品部門ごとに以下のように行います。
＊神奈川県知事名等による賞状
★

最優秀賞（食品部門、非食品部門

それぞれ１点）

★

優秀賞（応募数の２０％以内）

★

努力賞

（該当する製品がある場合

）

★

特別賞

（該当する製品がある場合

）

■コンテスト実施にあたって
応募いただき１次審査を通過した事業所を対象に説明会を開催します。
○12 月１４日（金）15:00～16:30
会場

応募事業所コンテスト実施説明会

神奈川県福祉会館

（１）コンテスト実施日：平成 25 年

２階ホール

1 月 23 日（水）県民ホール大会議室

○9:00～12:00

会場準備と交流

○13:30～16:00

コンテストの実施

○16:00～17:00

会場の片づけと撤収

（２）コンテスト応募製品の納品等
○原則的に、偕恵いわまワークスへ事前納品を宅急便又は直接納品でお願いします。
＊納品期間（予定）

1 月 15 日（火）～21 日（月）

○当日の朝の製造や冷蔵品等による当日納品は、応募事業所により直接会場に納品
を行っていただきます。
（宅急便不可）＊詳細は今後具体化。
（３）コンテスト当日の準備と実施
○午前中（9：00～12：00）は会場設営等のコンテストの準備と可能な範囲で
応募事業所の交流を予定しています。
（４）午後

審査の実施

13：30～16：00

○審査員が審査基準に基づいて応募製品の審査をします。（試食、試供等）
（５）16：00～17：00

審査結果の集約と撤収作業

○応募製品の食品については、終了後事務局で処分を致します。非食品については、
いわまワークスに一旦保管し後日に原則的に各事業所で回収をお願いします。

■

コンテスト表彰式の開催

（１）開催日
平成 25 年 2 月 19 日（火）

13:30～16:00

神奈川県民ホール

○発注に貢献した企業への表彰と同時に行います。
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小ホール

○午前中に準備を実施（9：00～12：00）
○午後

表彰式

13：30～15：30

○発注に貢献した企業と福祉事業所との交流を検討します。（会場：大会議室）
○表彰製品の紹介や展示即売会等の実施を検討します。

■

主催団体等

（１）主催

神奈川県

（２）実施団体

特定非営利活動法人

神奈川セルプセンター

（３）後援団体（順不同）
○横浜市健康福祉局

○社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会

○社団法人神奈川県商工会議所連合会
○神奈川県生活協同組合連合会
○神奈川県商工会連合会

○公益社団法人神奈川県観光協会

○公益社団法人けいしん神奈川

○神奈川県中小企業団体中央会

○一般社団法人神奈川経済同友会

○社団法人神奈川県経営者協会

○特定非営利活動法人神奈川県障害者地域作業所連絡協議会
○神奈川県知的障害施設団体連合会

○神奈川県身体障害施設協会

○特定非営利活動法人神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会
○神奈川新聞社

○ｔｖｋ（テレビ神奈川）

「きらっと輝く製品コンテスト」開催説明会
多くの事業所に参加していただけるようコンテスト開催の説明会を開催します。
●日時

平成２４年１０月２６日 （金）

●会場

神奈川県福祉会館

１５:００～１６:３０

２階ホール

横浜市神奈川区沢渡 4-2

横浜駅西口下車

徒歩 15 分

●参加対象事業所
○就労継続支援Ｂ型事業所
○製品コンテストに参加を希望される生活介護事業所等
●内容
・製品コンテストの開催の趣旨と目的
・コンテストの実施概要と方法
・応募の仕方について
・その他

《製品コンテストに関しての問い合わせ先》
神奈川セルプセンター

コンテスト担当事務局

偕恵いわまワークス

荒井

住所 240-0004 横浜市保土ヶ谷区岩間町１－7－15
電話 045-336-0928

Fax 045-336-0929

e-mail i-works@ninus.ocn.ne.jp
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「きらっと輝く製品コンテスト」応募申込書
平成

年

1.基本事項
法人名
事業所名
事業所住所
事業所連絡先
事業種別
利用者数
主な作業品目
23 年度工賃支

〒（

）

TEL

FAX

Ｅ-mail
□ 就労継続支援Ｂ型事業
□ その他（・就労継続Ａ・生活介護・地域活動支援センター）
定員

現員

自主製品
受注作業
月平均支給額

時給額

給

担当者氏名
２．コンテスト応募製品事項
応募部門

□ 食品部門

□

非食品部門

製品名
製品の特長と
アピールポイン
ト

販売価格
製品の原価
生産量と販売方
法
・販売実績
利用者の参加工
程
参加の状態

３．コンテスト応募製品の納品方法（選択してください）
□ コンテスト 2 日前までに、偕恵いわまワークスへ納品
□ コンテスト当日午前 10:30 までに、県民ホールへ納品
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月

日

