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実施日　　　2021年12月８日〜2022 年1月26日
実施場所　　さいたま市障害者総合支援センター
参加者　　　2施設、さいたま市障害者総合支援センター2名、
　　　　　　市長公室シティセールス推進課3名
事業実施者　地域活性委員会／
　　　　　　江口 勲、菊地 俊孝、中島 保久、中島 麻友子
　　　　　　福祉支援委員会／
　　　　　　竹田 良雄、森 恵、大塚 恵利子

さいたま市障害者総合支援センターの要請で、2021年12月８

日から2022 年1月26日で計3回の支援を行いました。

2021年10月、さいたま市誕生20周年を記念して、さいたま市

PRキャラクター「ヌゥ」がデザインされた６m×５mの大型フラッ

グが大宮駅に掲げられました。

掲示終了後、さいたま市は、環境への配慮と次の20年へつなげ

るため、大型フラッグに新たな価値を吹き込むアップサイクルプ

ロジェクトに取り組むことにしました。また、ノーマライゼーショ

ンの観点から、もの作りに取り組む障害者授産施設に制作を委

託し、以前より『アップサイクル』に取り組んでいるSADECOの

地域活性委員会と『サデコMONOがたり』に取り組んでいる福

祉支援委員会の協同事業となりました。

大型フラッグの生地、ターポリンはテントやトラックの幌など

に加工される全天候型で耐久性の高い素材です。授産施設の制

作現場の見学を行い、【さらなる20年】をコンセプトに『子供達

への想い』『ヌゥを身近に』『SDGsを身につける』を考慮した日

用品を中心に提案しました。加工方法や使い勝手等の意見を出

し合い、数度の試作とモニタリングを経て、第１弾の「ヌゥのうろ

こポシェット」が完成しました。

来年度以降、アイテムを増やし、「サデコMONOがたり」で順

次販売する予定です。

アップサイクルプロジェクト
地域活性委員会 江口 勲福祉支援委員会

SADECOの新事業「デザイン・ドリブン・イノベーション経営塾」の

立ち上げに伴い、オープンセミナーを開催。基調講演「経営者とデザイ

ンのリンク」では登業務執行理事が登壇し、デザイン・ドリブン・イノ

ベーションの手法について講演を行いました。「経営者トークセッショ

ン」ではデザイン経営を実践されている3企業の社長様をお招きしデザ

インと経営についてトークセッションしていただきました。両イベント

の内容は特設サイトまたはYoutubeから視聴が可能です。

デザイン塾オープンセミナー
地域活性委員会 登 豊茂男

アップサイクルの元になったヌゥの大型フラッグ

告知リーフレット

経営者トークセッションの様子

フラッグから生まれたアップサイクル製品

デザインとDX(デジタルトランスフォーメーション)は親和性が高いと

言われ、新しいイノベーションのきっかけとしても注目の分野。公益財

団法人さいたま市産業創造財団主催「DX×デザイン思考ワークショッ

プ」では開催にあたりDXとデザイン思考それぞれに知見のあるデザイ

ナーをワークショップに迎えたいとの要請から、デザイナー4名を選出

し派遣しました。デザイナー陣は参加企業と対話しながらDXに導くた

めのファシリテーション役を担いました。

さいたま市産業創造財団
「DXとデザイン思考」ワークショップ

地域活性委員会 影山 和則

実施日　　　　　　2022年1月27日
実施場所　　　　　オンライン配信 (Youtube)
基調講演　　　　　登 豊茂男
トークセッション　 唐沢 一之、藤池 一誠、湯浅 克也、登 豊茂男
協賛　　　　　　　公益社団法人日本グラフィックデザイン協会 埼玉地区
後援　　　　　　　埼玉県

実施日　　　　　2021年12月17日〜2022年2月25日
実施場所　　　　まるまるひがしにほん 他
講師　　　　　　一般社団法人行政情報システム研究所
事業実施者　　　登 豊茂男、影山 和則、瀧脇 大典
参加デザイナー　 赤坂 拓郎、市川 潤、中山 裕介、野口 英明
後援　　　　　　埼玉県、さいたま市

https://ddi.sadeco1.com

デザイン塾オープンセミナー
特設サイト

https://sadeco1.com/mono/02/

アップサイクルプロジェクト
特設サイト
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　現状、就労継続支援B型は県の目標賃金より低い施設が多く、施設
内では「給料」と呼んでも外部には「工賃」と言っている施設もあり、工
賃は利用者のペースに合わせた柔軟な作業補修になります。私が見て
きた就労継続支援B型の作業は、単純作業や軽作業が多く、中々キャ
リアアップにもつながらず、利用者の親は寂しさを感じながら通わせた
り、別の施設に移られた話も聞きます。そんな中で、一部の事業所は利
用者にやりがいと幸せを感じてもらうための取り組みをしています。そ
こにサデコが関わり工賃アップを実現するためのデザイン支援をして
います。セミナータイトルの「工賃から功賃へ」とは、努力して成し遂げ
た結果に対しての「高い賃金」だと思っています。
（代表理事：竹田 良雄）

　急遽リアルからオンライン開催となった事で、オンラインでの参加に
不安があった事業所向けに、事前Zoom勉強会を行いました。操作や
参加方法のレクチャーにより、不安が払拭され当日スムーズにご参加
いただきました。埼玉デザイン協議会では、デジタル知識における就労
継続支援B型事業所ごとの細やな悩みも汲み取りながら、デザイン支
援をして参ります。（理事：森 恵）

セミナータイトルへの想い

山岡 和彦福祉支援委員会

さいたま市障害者総合支援センター主催「2021年授産

活動活性化セミナー」において施設職員および授産支援ア

ドバイザーを対象に、大塚監事の司会により「ブランドづ

くりについて(山岡理事)」「学ぼう！知的財産の基本(中理

事)」の2つのセミナーを実施しました。報告会の中では大

谷理事が支援した一般社団法人空想庭園のPR動画や、オ

ンラインストア「サデコMONOがたり」についても紹介い

ただきました。

さいたま市授産活性化セミナー

福祉支援委員会

　第一部「デザインが果たす役割と効果」では、埼玉県福祉部障害者

支援課のお話しの後に、田端業務執行理事より、埼玉デザイン協議会

とデザイン支援の取り組み（ブランディング、商品開発）を紹介。デザイ

ンが果たす役割や生活者との接点づくりについて、支援事例を交えな

がら講演しました。

　第二部「Webが果たす役割と効果」では、森理事よりWebデザイン支

援事例紹介、福祉事業所におけるDX、「サデコMONOがたり」の取り組

み、SNSの活用、今日からできるDX〜はじめの一歩〜を紹介しました。

講演の最後には、事前アンケートで質問いただいた悩みに回答し、研修

会を終えました。

埼玉県障害者就労施設支援事業
「工賃向上研修会」

田端 克雄

日時　　　　2月4日（金）13:00〜16:00 
主催　　　　埼玉県福祉部障害者支援課
参加者　　　県内就労継続支援B型事業所 約40施設職員
サデコ講師　田端克雄、森 恵
会場　　　　新都心小児医療センターよりオンライン（Zoom）にて

「工賃から功賃へ。デザイン力で ”功賃向上” 、高賃へ。」

森　恵福祉支援委員会

さいたま市内の施設で働いている障がいのある方が自立した生活を

営むため、あるいは働く実感と喜びを持っていただくため、工賃の向上

を目的とし市内の障がい者施設に対しさいたま市障害者総合支援セン

ターは各種支援を行っています。この一環としてサデコとさいたま市障

害者総合支援センターは協議を重ねネットショップ「サデコMONOが

たり」を2021年6月にオープンしました。

施設ではこれまで、良い商品を作っているにもかかわらず施設単位で

販売活動を行っていたため、多くの人に知ってもらうことができず売上

に繋がらないという課題がありました。さらに、新型コロナウイルスに

よるイベントの中止が相次ぎイベントでの販売収入が無くなり、新規販

路開拓策として本事業がはじまりました。

販売するのは全て障がい者施設で製作された商品。9つの施設が出

店。インテリア小物やファッション雑貨は、プロのデザイナーや職人の

指導を受けながら障がいのある方が心を込めて製作したオンリーワン

の商品。焼菓子やコーヒー、パンなどの食品は、プロのシェフの監修に

より製作されたものや、食品添加物や栽培期間中に農薬等をできるだ

け使わないなど製作や素材にこだわりぬいた体にやさしい商品。施設

同士の連携も生まれ、互いにアドバイスを交わす姿やコラボ製品開発

を試みる施設も。活動は東京新聞、埼玉新聞、NHKさいたま、ラジオ、

Webメディア、市報等で紹介され、また応援のメッセージも寄せられま

した。

2022年は新たに4施設が加わります。デジタルツールを活用し施設

のDXも目指します。

サデコMONOがたり

事業実施者
福祉支援委員会／竹田 良雄、森 恵、大塚恵利子、青木 岳志、大谷 聡
情報交流委員会／中山 裕介、瀧脇 大典

9施設の商品

サイトイメージ

NHKの取材も入りました

多数のメディアに掲載

サデコMONOがたり

facebook

開発のMONOがたり

instagram

各特設サイトはこちらから
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福祉プロジェクト

福祉プロジェクト

実施日　　　2021年6月9日〜2022年3月18日
事業実施者　福祉プロジェクト／瀧脇 大典、中山 裕介
支援内容　　リーフレットデザイン、写真撮影方法、CANVA使い方セミナー

実施日　　　2021年7月9日〜2022年3月10日
実施場所　　ふくふく東町作業所　奥山氏、太田氏、上澤氏、藤田氏
事業実施者　福祉プロジェクト / 瀧脇 大典、中山 裕介
支援内容　　ステイトメント策定/ パッケージデザイン(黒米せんべい)

お弁当部門「ゆずり葉」のリーフレットデザインを支援。今後を見据

え、制作品質の向上と継続性を考え、施設の方でも更新や再編集が行

えるオンラインデザインアプリ「Canva」を利用してのデザイン制作、

写真撮影ノウハウの提供を行いました。

支援の最終回では「Canva」の使い方についてセミナーを開催。他の

事業所も参加できる合同セミナ―となり9事業所が参加されました。デ

ザインの質を上げながら事業所が継続していける仕組みをデザインし

ていきます。

地元岩槻で作られる農薬不使用の黒米(古代米)を使用した「黒米せ

んべい」。売上の伸び悩みに加え、思いや考えが伝わっていないという

課題、岩槻の名物となるものを作りたいという思いから、今年度の支援

はふくふくの想いを伝えるための「ステイトメント」の策定、黒米せんべ

いを新たな岩槻土産にする為のパッケージデザインを実施。新生黒米

せんべいは2022年7月の発売を予定しています。

社会福祉法人埼玉福祉事業協会
多機能型事業所「あかしあの森」

一般社団法人とまりぎ
就労継続支援B型事業「ふくふく」

瀧脇 大典

瀧脇 大典

福祉プロジェクト

サデコショップ
サデコショップ 赤井 克重

2021年度もコロナ禍の影響もありましたが来場者数は昨年

度より伸びましたが、売上げは減少しました。5月より出店募集

を始め新規出展施設は5施設。新規出展施設の中からぱらだい

すかふぇ「苔玉/ぱらたま」商品に対して3Hマークを選定。

今年度は3つのフェアを開催、また浦和駅前で開催されたさ

いたま市民活動夢マルシェに3回出店しました。

NPO法人あるさ
多機能型事業所あした
「あしたのパン屋さん」

中山 裕介

実施日　　　2021年5月13日〜2022年3月8日
実施場所　　多機能事業所あした　内田氏、山口氏、森屋氏
事業実施者　福祉プロジェクト/竹田 良雄、中山 裕介
支援内容　　①食品表示ラベル（菓子パン、惣菜パン）
　　　　　　②栄養成分表示の算出方法　③Canva指導

さいたま市障害者総合支援センターから要請を受け、多機能事業所

あしたが運営する「あしたのパン屋さん」に対してデザイン支援を実

施。当事業所は、パンや焼き菓子の製造・販売の他、利用者の趣味等

を生かした作品の制作・販売も行う事業所です。今回の支援では、パン

の販路拡大としてイベントや他店舗での販売時に必要となる「栄養成

分表示及び、食品表示ラベル」を制作。栄養成分表示に関しては、竹田

氏の紹介のもと川口市の授産施設「ほっとすてーしょん」で栄養成分を

計算するソフトの指導も実施。最終日には、フリーソフトCanvaの操作

方法を解説し、ラベル制作の他、チラシ作成方法も指導しました。　　

①サデコショップin埼玉県障害者WEBワークフェア2021

②川口ふれあい感謝セール2021/川口市市産品フェア期間中

③2021大決算棚卸セール/確定申告期間中

また、浦和駅前で開催されたさいたま市民活動夢マルシェに

3回（7月18日、9月20日、11月21日）出店しました。

今年度は3つのフェアを開催

CANVA使い方セミナーの様子

リニューアルしたパッケージ

作成支援した成分表示ラベル

さいたま市民活動夢マルシェへの出店

埼玉県障害者WEBワークフェア2021のバナー「苔玉/ぱらたま」を3Hマークに選定

岩槻の節句をテーマに利用者の方が描いた
イラストをラベルのデザインに使用

CANVAで制作したお弁当のリーフレット
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実施日　　　2021年12月12日 13:30~15:30
実施場所　　鴻巣市常光公民館
事業実施者　青少年育成委員会/三友 邦昭、深町 美緒、望月 真由美
　　　　　　情報交流委員会/瀧脇 大典、野田 吉行

神奈川デザイン機構
（KDF）との交流

情報交流委員会 瀧脇 大典

双方の新世代メンバーによる繋がりから新しい交流がス

タート。2021年は11月と12月にオンラインで開催。コロナ

禍でのお互いの活動状況、公益法人運営についての課題やノ

ウハウ、今後の活動などについて意見を交換。今後、オンサイ

ト交流やイベントも視野に交流を続けていきます。

SADECO DO報告
三友 邦昭

大宮地区会SADECO　DOは月1回の例会で、理事会報

告、各委員会の取り組み等、情報共有を行っております。新型

コロナウイルスの影響でオンラインでの開催をしております。

今期は、会員相互の交流、各種取り組みへの理解と参画し

やすい環境づくりをテーマに活動しております。その一環と

して、メンバーによる陶芸体験を実施しました。今後もメン

バー向けの様々な催しを企画してまいります。奮っての参加

をお待ちしています。

委員会通信
情報交流委員会 瀧脇 大典

委員会の活動を紹介する取り組みとして「SADECO

委員会」を発行しました。今年度は、青少年育成委員会

と福祉支援委員会についての情報を発信しています。会

員の方へ委員会の活動を紹介するとともにもっと多くの

方が委員会活動に参加されるきっかけになればと考えて

います。

地区会

第34回サデコスクール陶芸体験教室
青少年育成委員会 三友 邦昭

2021年12月12日(日)　13：30〜15：30　鴻巣市常光公民館をお

借りし、けやきグループ(地域の幼稚園同窓生)小学4年生を中心に幼稚

園児､小学生、高校生、ご父兄含め23名のにぎやかな幕開けとなりまし

た。当日は数名の経験者がおり、初心者には優しくアドバイスをし、同

窓生ということもあり、和やかな作陶時間を過ごしていただけました。

修了証の授与式・記念撮影をもって閉校となりました。

第33回サデコスクール陶芸体験教室
青少年育成委員会 三友 邦昭

2021年11月14日(日)　14：00〜16：00　さいたま市見沼区南中野

　日本習字　佐藤教室様という習字教室の皆さんにご参加いただきま

した。当日は幼稚園児から小中学生、ご父兄、教室の佐藤先生ご一家

含め12名でのスクールとなりました。皆さん初めての体験でしたが、作

陶中の集中は素晴らしいものでした。作品作りの後、修了証の授与式を

もって閉校となりました。

実施日　　　2021年11月14日 14:00~16:00
実施場所　　日本習字 佐藤教室(さいたま市見沼区)
事業実施者　青少年育成委員会/三友 邦昭、葛谷 由美
　　　　　　情報交流委員会/瀧脇 大典
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公益社団法人埼玉デザイン協議会では、埼玉地域の特産品をはじめとす

る商品や企業、観光などにデザインを結びつけることにより、地域産業の

活性化、販売促進及びデザイナーの育成を図ることを目的として、第２回 

SADECO デザインコンペティションを実施します。そして、このコンペをより

具体的に事業者の思いや問題解決に役立てるために、事前に事業者から課

題を募集します。例えば新商品のパッケージデザインや、新商品企画や新規

事業企画等の課題を事前に事業者から募集し、事業者から寄せられた課題

の中から３つ程度の課題について埼玉県在住在勤のデザイナーの方はもとよ

り、地域の方から各テーマへの提案等、課題に基づいたデザインやアイデア

を募集します。そして選ばれた提案者と企業・事業者とが協働して魅力ある

商品等を創造します。埼玉の有望な資源を生かし、より輝かせるための素晴

らしい提案をお待ちしています。

SADECO
デザインコンペティション2022

課題提供事業者 募集

さらなる躍進に向かって魅力ある商品づくりのために

〈デザインコンペのメリット〉

多くの提案作品を比較できます。
優れたデザイナーと出会うきっかけになります。
御社の企業PRになります。

事業者様が抱えるさまざまな課題をお寄せください。

ex. 新商品開発をしたい
 パッケージやラベル等のデザインを作りたい
 既存の商品やブランドのデザインを一新したい
 新しいブランドを作りたい
 新しいビジネスモデルのヒントが欲しい　etc.

募集内容

1. 埼玉県に事業所を営む企業、団体、個人等で、本コンペティ
ションの趣旨に沿った課題を提供して頂けること。

2. 本コンペティションの趣旨を理解し、選ばれたデザイナー(デ
ザイン・アイデア提供者)と協働して提案実現に向けた取り組
みが可能なこと。

3. 課題提供にあたって、主催者(埼玉デザイン協議会)と協議・
打合せ・調整等が可能なこと。

応募条件

３課題（応募多数の場合は協議の上決定致します）

募集定数

応募(メール)

折り返しご連絡

打合せ・調整

協議検討

採用決定

↓

↓

↓

↓

応募の流れ

dc@sadeco1.com

応募及びお問い合わせは、上記のメールアドレスへ連絡くだ
さい。後日こちらよりご連絡させて頂きます。なお、折り返
しのご連絡には日にちを頂くこともありますのでご了承くだ
さい。

SADECOデザインコンペティション 事務局

応募・お問い合わせ

正会員

新会員の紹介

金田 英一

新宮 光

芳賀 雅丈

齋藤 璃名

神宮 有希

山田 友香子

千葉県松戸市

神奈川県横浜市

千葉県松戸市

深谷市国済寺町

群馬県館林市

川口市桜町

（かねだ えいいち）

（しんぐう ひかる）

（はが まさたけ）

（さいとう りな）

（じんぐう ゆき）

（やまだ ゆかこ）

会場：HACTAC株式会社 会議室・オンライン

議長：瀧脇 大典

司会：権田 功

議事録作成人：三友 邦昭、和泉 賢二

議事録署名人：野口 英明、野田 吉行

●第１号議案：2020年度事業報告

●第２号議案：2020年度収支決算・監査報告

●第３号議案：理事選任

●第４号議案：社員異動状況報告

議案についてはすべて原案通り承認されました。

会場：HACTAC株式会社 会議室・オンライン

議長：権田 功

司会：長野 繁敏

議事録作成人：大谷 聡、野口 英明

議事録署名人：三友 邦昭、野田 吉行

●第１号議案：2022年度事業計画案

●第２号議案：2022年度収支予算案

議案についてはすべて原案通り承認されました。

2021年6月総会・2022年2月総会
総　会 中 大介

2021年6月総会　6月12日（土）＜オンライン開催＞ 2022年2月総会　2月12日（土）＜オンライン開催＞

今年度は新たに6名(正会員)と2法人(賛助会員)がサデコのメ

ンバーとなりました。これにより2022年6月1日現在の会

員数は63名、賛助会員数は13社となりました。少しづつ若

返りも進みサデコの新時代到来を感じています。皆様の今

後の活躍に期待しております。

事務局より

賛助会員

有限会社吉川工務店 
代表取締役　吉川 勉（さいたま市大宮区）

株式会社八木産業 
企画室　影山 功（入間市宮寺）



https://sadeco1.com

賛助会員

大野宜子税理士事務所
埼玉県上尾市井戸木 2-7-13　TEL.048-787-5885

お客様の笑顔が見たい！をモットーに日々仕事に取り組んでおります。決算申告業

務、記帳指導、自計化推進指導、新規開業、相続贈与の申告・相談、経営計画作成

等を、女性ならではの細やかな対応でお受けいたしております。

皆さんの幸せを彩る塾でありたい…

幸彩学習塾
埼玉県久喜市南栗橋 4-11-4 ラフィーネ 2-103　TEL&FAX　0480-52-3486

ブログ  http://blog.goo.ne.jp/kousai_g
ツイッター　http://twitter.com/kousai_g

LINE　@vhq7427b

サ デ コ シ ョ ッ プ を 応 援 し ま す

林  倫子

https://www.ohno-tax.net　

SADECO JOURNAL 46
編集　情報交流委員会（野田 吉行、中山 裕介、瀧脇 大典）　　アートディレクション　瀧脇 大典　　デザイン　熊木 良子

2022年6月1日発行

公益社団法人埼玉デザイン協議会

〒333-0844 埼玉県川口市上青木3-12-18 埼玉県産業技術総合センター706-B号室

TEL 048-261-2430　FAX 048-261-2438

AライトスタッフGA-FS 135kg
サデコジャーナルは環境に配慮された紙を使用しています


